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修士論文要旨 
 
	 日本においては，マーケティングによる消費者の行動プロセスを分析するための枠組み

として，従来型の消費者行動モデル「AIDMA」，インターネット時代の消費者行動モデル
「AISAS」，ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」などが提唱されている．一般に，
消費者の関与水準が低い購買行動などはインターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」
に適合せず，従来型の消費者行動モデル「AIDMA」に適合するという考えがあり，これら
をデータ分析により実証していく必要があると考えられる． 
	 本研究では，株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータを分析の対象とし，

従来型の消費者行動モデル「AIDMA」，インターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」，
ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」のそれぞれについて，その適合性を評価する
ことを目的とする． 
	 シングルソースデータとは，同一の調査対象者から，各メディアへの接触や商品の購買

プロセス，ライフスタイルなどの多面的な情報を採取したデータのことである．シングル

ソースデータを用いて分析を行う利点として，各メディアへの接触と商品の購買プロセス

との関係をシングル・ソース方式によって分析することのできる点が挙げられる． 
	 分析の対象としているシングルソースデータにおいては，購買プロセスデータとして，

購入実態データと購入意向データがそれぞれ各商品・サービスについて記録されている．

このデータのパラメータをそれぞれ再編し，Attention（注意），Interest（関心），Action
（行動）におけるそれぞれの判定基準を設定する．また，Webサイト閲読データより Search
（検索），Share（共有）におけるそれぞれの判定基準を設定する．そして，評価の対象と
する消費者行動モデルの再定義を行う．評価の対象とする消費者行動モデルは AIDMA，
AISAS，SIPS及び AISASの変形 2種 AISAS-1，AISAS-2を加えた合計 5つである． 
	 適合性分析の対象とする商品カテゴリとして，高関与のカテゴリ，低関与と高関与との

間のカテゴリ，低関与のカテゴリを選出し，それぞれの商品カテゴリにおける消費者行動

モデルの適合性を分析した結果，高関与に相当する「航空会社（航空チケット）」について

は非リピート顧客におけるAISASへの適合性がリピート顧客におけるそれよりも高い結果
となった．次に，低関与と高関与との間に相当する「くじ」については非リピート顧客に

おけるAISASへの適合性がリピート顧客におけるそれよりもやや高い結果となった．また，
低関与に相当する「ビール・発泡酒」についてはリピート顧客における AISASへの適合性
が非リピート顧客におけるそれよりもやや高い結果となった． 後に，全体的に情報検索

が必要とされる高関与のカテゴリになるにつれて，その情報検索に相当する Search（検索）
プロセスを含むモデルである AISASへの適合性は高くなる結果となった． 
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1. はじめに 

 
1.1. 研究の背景 

	 日本においては，マーケティングによる消費者の行動プロセスを分析するための枠組み

として，従来型の消費者行動モデル「AIDMA」，インターネット時代の消費者行動モデル
「AISAS」，ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」などが提唱されている[1], [2]． 
	 特に，従来型の消費者行動モデル「AIDMA」は，広く広告の実務の現場で使われている
枠組みである．「AIDMA」は，Attention（注意），Interest（関心），Desire（欲求），Memory
（記憶），Action（行動）のプロセスから構成される． 
	 ところが，近年，日本の広告市場においては，インターネットがテレビメディアに次ぐ

第 2 位のメディアに拡大している．このインターネットの登場により市場と消費者行動は
大きく変化したと言える．株式会社電通は，前述の従来型の消費者行動モデル「AIDMA」
に代わるインターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」を提唱した．「AISAS」は，
Attention（注意），Interest（関心），Search（検索），Action（行動），Share（共有）の
プロセスから構成される．前述の従来型の消費者行動モデル「AIDMA」と比較すると，
「AIDMA」の Desire（欲求）及びMemory（記憶）がなくなり，Interest（関心）の後の
第 3のプロセスとして Search（検索）が，Action（購入）の後の第 5のプロセスとして Share
（共有）が追加された．  
	 また，消費者における消費決定のパターンについて，消費者の関与水準が低い意思決定

の購買行動などは，インターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」に適合せず，従来
型の消費者行動モデル「AIDMA」に適合するという考えが一般であることから，それぞれ
の消費者行動モデルの適合性についてデータ分析による実証が必要であると考えられる． 
	 そこで，本研究では，株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータを分析対象

とし消費者行動モデルの適合性，特にインターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」
に着目し，その適合性を評価することとした． 
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1.2. 研究の目的 

	 本研究では，株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータを分析の対象とし，

従来型の消費者行動モデル「AIDMA」，インターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」，
ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」のそれぞれについて，その適合性を評価する
ことを目的とする． 
	 分析は大きく 2つ行う．まず，第一次分析としてWeb利用に基づくセグメンテーション
による消費者の行動分析を行う．そして，第二次分析として消費者行動モデルの適合性の

分析を行う．  
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1.3. 論文の概要 

	 本論文の概要を説明する． 
	 本論文は，以下のとおり，全 8章から構成される． 
	 第 1章では，「はじめに」として，本研究の背景及び目的を示し，本論文の概要について
述べる． 
	 第 2章では，「インターネットの登場による市場と消費者行動の変化」として，日本の広
告市場の概要，提唱される消費者行動モデル及び消費決定のパターンと情報検索について

説明し，関連研究について述べる． 
	 第 3章では，「分析の対象とするシングルソースデータ」として，シングルソースデータ
を分析の対象とする狙いを述べ，そのシングルソースデータの内容について説明する． 
	 第 4 章では，「Web 利用に基づくセグメンテーションによる消費者の行動分析」として，
分析の概要，Web 利用に基づくセグメンテーション，分析方法及び分析結果から得られた
主たる知見について説明し，考察を述べる． 
	 第 5章では，「消費者行動モデルの適合性の評価方法」として，分析の概要，消費者行動
モデルの要素をシングルソースデータにおいて検証する手順，AISAS モデルにおける
Search行動及び Share行動の分析手法並びに評価の対象とする消費者行動モデルの再定義
について説明し，適合性分析の対象とする商品カテゴリの選出について述べる． 
	 第 6章では，「消費者行動モデルの適合性の分析結果」として，適合性分析の対象とする
高関与のカテゴリ，低関与と高関与との間のカテゴリ及び低関与のカテゴリのそれぞれに

ついて，消費者行動モデルの適合性の分析結果を説明する． 
	 第 7章では，「消費者行動モデルの適合性に関する考察」として，消費者行動モデルの適
合性の分析結果をまとめ，考察を述べる． 
	 第 8章では，「おわりに」として，本研究の結論と今後の課題について述べる． 
	 後に，謝辞を述べ，引用・参考文献並びに本学位論文（修士論文）に関する発表論文

リストを示す． 
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2. インターネットの登場による市場と消費者行動の変化 

 
2.1. 日本の広告市場の概要 

	 本節では，日本の広告市場の概要について，広告会社の収益源及び日本の広告費の規模

の 2つの観点から説明し，インターネット及びソーシャルメディアの普及状況を示す． 
 
2.1.1. 広告会社の収益源 

	 以下の図 2.1は，株式会社電通が発表している 2015年 3月期における業務区分別売上高
（単体）1の構成比を示している．テレビ関係のテレビタイムが 19.6%を，テレビスポット
が 25.4%をそれぞれ占めていることが確認される．つまり，両者を合わせるとテレビ関係
全体で 45%を占めていることになる．このことから，広告会社の収益源の約半分はテレビ
関係であり，今日の日本においては，インターネットが成長を続けていると言われている

が，日本の広告市場の中心は，いまだテレビメディアであることが確認される． 
 

 
図  2.1	 株式会社電通の業務区分別売上高（単体）構成比（2015 年 3 月期）  
出典：参考文献[3]	  株式会社電通公式サイト「アニュアルレポート」より 

URL：http://www.dentsu.co.jp/ir/data/annual/2015/dwl/pdf/JAR_I.pdf 
 
                                                   
1 インタラクティブメディアとは，インターネット，モバイル関連メディアを指す． 
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2.1.2. 日本の広告費の規模 

	 今日の日本における広告市場の規模について，株式会社電通が発表した「2014年日本の
広告費」によると， 2014 年の日本の広告費の総額は，6 兆 1,522 億円（前年比 102.9％）
であった．また，2014年には，一貫して増加を続けるインターネット広告費が初の 1兆円
超え（前年比 112.1%）となった[4]． 
	 以下の図 2.2は，2008年から 2014年までの日本の媒体別広告費2の推移を表している．

前述のとおり，依然として，テレビメディアが日本の広告費において非常に大きな割合を

占めていることが確認される．その一方，近年，一貫して成長を続けるインターネットが

第 2 位のメディアに拡大していることが確認される．また，テレビメディアを除く 3 マス
メディアである新聞，雑誌，ラジオの減少が続いていることが確認される． 
	 このことから，今後の広告出稿においては， もリーチさせる力のあるテレビメディア

と成長を続けるインターネットをいかに活用していくかがポイントであると考えられる． 
 

 
図  2.2	 日本の媒体別広告費（2008 年 -2014 年）  

出典：参考文献[5]	  株式会社電通公式サイト「日本の広告費」より 
URL：http://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2014/media.html 

 
 

                                                   
2 2014年よりテレビメディア広告費は「地上波テレビ＋衛星メディア関連」とし，2012年
に遡及して集計している． 
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2.1.3. インターネット及びソーシャルメディアの普及 

	 以下の図 2.3は，2002年と 2014年における年代別インターネット利用率3を示している．

2002 年及び 2014 年の年代別インターネット利用率を比較すると，すべての年代で利用率
が上昇していることが確認される．特に，2014 年においては，13-59 歳のインターネット
利用率が 9割を超えており，非常に高くなっていることが確認される．また，全体（6歳以
上を指す）のインターネット利用率においても 8 割を超えており（2014 年），かなり広い
範囲で普及していると言える． 
 

 
図  2.3	 年代別インターネット利用率の向上  

出典：参考文献[6]	 総務省「通信利用動向調査」（平成 27年）より 
 
 
 
 
 
 
                                                   
3 インターネット利用者数（推計）は，６歳以上で，調査対象年の１年間にインターネット
を利用したことがある者を対象として行った本調査の結果からの推計値．インターネット

接続機器については，パソコン，携帯電話・ＰＨＳ，スマートフォン，タブレット端末，

ゲーム機等あらゆるものを含み（当該機器を保有しているか否かは問わない．），利用目的

等についても，個人的な利用，仕事上の利用，学校での利用等あらゆるものを含む． 
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	 以下の図 2.4は，2011年末から 2017年末まで（2015年末以降は見込みの人数）の SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）利用者数と SNS利用率4を示している．日本

国内における SNS 利用者は年々増加しており，2015 年末には 6,451 万人に達する見込み
であることが確認される．2014年末の国内インターネット利用者は 9,941万人（推定）で
あり，SNS利用者は，そのうちの 60.6％にあたる 6,023万人（推定）であった．このまま
普及が進めば，2017年末には利用者数は 6,912万人，インターネット利用者全体に占める
利用率は 69.2％に達する見通しである． 
 

 
図  2.4	 日本における SNS 利用者数  

出典：参考文献[7]	  株式会社ＩＣＴ総研レポート 
「2015年度 SNS利用動向に関する調査」 

URL：http://ictr.co.jp/report/20150729000088-2.html 
 

 
 
 
 
 

                                                   
4 SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）利用率は，インターネット利用人口に
対する SNS利用者の割合である． 
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2.2. 提唱される消費者行動モデル 

	 本節では，広告や宣伝に対する消費者の反応モデルとして，従来型の消費者行動モデル

「AIDMA」，インターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」，ソーシャル時代の消費者
行動モデル「SIPS」の 3つの提唱モデルについての説明を行う． 
 
2.2.1. 従来型の消費者行動モデル 

	 広告や宣伝に対する消費者の反応モデルとして，日本においては，「AIDMA」モデルが
広く実務の現場で使われている．「AIDMA」モデルとは，アメリカのローランド・ホール
が提唱したとされる従来型の消費者行動モデルのことである． 
	 「AIDMA」モデルのプロセスを以下に示す． 
	 ◆認知段階 

Attention（注意） 
	 ◆感情段階 
 Interest（関心） 
 Desire（欲求） 
 Memory（記憶） 
	 ◆行動段階 
 Action（行動） 

 

 
図  2.5	 AIDMA モデル  

出典：参考文献[1]	  買いたい空気のつくり方 
―AISAS型購買行動に対応する広告・販促・陳列・接客等のアイデアを電通が提案 

 
	 この従来型の消費者行動モデル「AIDMA」では， 初の認知段階 Attention（注意）と
中間の感情段階 Interest（関心），Desire（欲求），及び Memory（記憶）を経て， 後の

行動段階 Action（行動）で完結している．しかしながら，前述のインターネットの普及や
ソーシャルメディアの登場によって，オンライン上の情報を検索，参照することができ，

また，消費者同士において情報を共有（シェア）することができるようになった．つまり，

消費者が購入前に情報検索者，また，購入後に情報発信者となりうるので，Action（行動）
としての購入前後において，情報を検索（サーチ）し，また，情報を共有（シェア）する

過程を組み入れたモデルが，インターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」である． 
	 以下に詳述する． 
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2.2.2. インターネット時代の消費者行動モデル 

	 「AISAS」モデルとは，株式会社電通によって提唱されたインターネット時代の消費者
行動モデル5のことである． 
	 「AISAS」モデルのプロセスを以下に示す． 
	 ◆認知段階 

Attention（注意） 
	 ◆感情段階 
 Interest（関心） 
	 ◆行動段階 
 Search（検索） 
 Action（行動） 
 Share（共有） 

 

 
図  2.6	 AISAS モデル  

出典：参考文献[1]	  買いたい空気のつくり方 
―AISAS型購買行動に対応する広告・販促・陳列・接客等のアイデアを電通が提案 

 
	 前述の従来型の消費者行動モデル「AIDMA」と比較すると，「AIDMA」の Desire（欲望）
と Memory（記憶）がなくなり，感情段階 Interest（関心）の後の第 3 のプロセスとして
Search（検索）が，行動段階 Action（購入）の後の第 5のプロセスとして Share（共有）
が追加された．このインターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」においては，Action
（購入）前後の Search（検索）と Share（共有）の各行動段階がポイントとなる． 
 
	 AISASモデルにおける「Search」とは，製品やサービスに関心をもった消費者において
「購入前にGoogleなどの検索サービスで情報を調べてみる」というプロセスを示す．また，
後の「Share」とは，ブログや SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）など

で製品やサービスの感想などの情報を投稿（情報共有）するプロセスを示す． 
 
 
 
 
                                                   
5 株式会社電通が 2005年 6月に商標として登録した（商標登録番号第 4874525号）． 
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	 インターネットの普及と，ソーシャルメディア登場後，この「AISAS」モデルを含め，
いくつかの消費者行動プロセスモデルが提唱されている6が，Action（購入）ではなく，Share
（情報共有）で完結するところに，従来型のモデルとの違いがみられる． 
	 次に，ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」について説明する． 

 
 
 

2.2.3. ソーシャル時代の消費者行動モデル 

	 後に，ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」が電通の「サトナオ・オープン・
ラボ」（当時，現「電通モダン・コミュニケーション・ラボ」）によって提唱されたので，

説明する． 
	 「SIPS」モデルのプロセスを以下に示す． 
	 ◆認知・感情段階 

Sympathize（共感） 
	 ◆行動段階 

Identify（確認） 
Participate（参加） 
Share & Spread（共有・拡散） 

 

 
図  2.7	 SIPS モデル  

出典：参考文献[2]	 株式会社電通公式サイト 
「SIPS ～来るべきソーシャルメディア時代の新しい生活者消費行動モデル概念～」 

URL：http://www.dentsu.co.jp/sips/index.html 
 

 
 
 
 
 

                                                   
6 たとえば，アンヴィは，Attention（注意），Interest（関心），Search（検索），Comparison
（比較），Examination（検討），Action（行動），Share（共有）というプロセスの AISCEAS
モデルを提唱している． 
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	 ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」とは，ソーシャルメディアの急速な普及に
よって，前述のように，消費者の行動プロセスが「Sympathize（共感）」，「Identify（確認）」，
「Participate（参加）」，「Share＆Spread（共有・拡散）」という順に変化するとした仮説
である．この「SIPS」モデルは，あくまでもソーシャルメディアが十分に浸透した時点に
おけるソーシャルメディアに関与が深い消費者の行動モデルの考え方であり，前述の

「AIDMA」モデルや「AISAS」モデルにとってかわるモデルではないとされる． 
 
	 前述のインターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」において，消費者による Share
（情報の共有）が，消費者の行動プロセスモデルに組み入れられていることからもわかる

ように，CMなどの広告のみならず，認知段階 Attention（注意）のコンタクトポイント7が

ソーシャルメディアになる機会も増えている．それゆえに，消費者の行動プロセスの起点

も，従来の Attention（注意）から Sympathize（共感）に移る傾向にあるとされる． 
 
	 さらに，企業と消費者間の関係についても，Action（行動，購入）のみならず，継続的な
関係構築が問われるようになっているとされ，この「SIPS」モデルでは，これまでの購入
の意味としての Action（行動）から Participate（参加）に置き換わっている．これは，Action
（行動）がなくなるというよりも，購入の意味が「Participate（参加する）」といった意識
に近づきつつあることを示したものとされる． 
	 こうした点を踏まえ，この「SIPS」モデルでは，単に，消費者の行動プロセスの変容を
表したものだけではなく，消費のあり方そのものや，消費者の社会意識の変化も指摘した

モデルであると考えられている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
7 ブランドと顧客とのすべての接点のことである． 
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2.3. 消費決定のパターン及び情報検索 

	 本節では，意思決定者としての消費者における，消費決定のパターン及び情報検索につ

いて述べる． 
	 消費者の意思決定のプロセスを理解するには，消費者において，毎回の決定に注ぐ量に

ついて考えることが役立つとされ，消費者行動論研究者は，これを，一方の端に「習慣的

意思決定」，もう一方の端に「拡張的問題解決」がある連続体として考える．多くの決定は

このどこかに収まり，これは「限定的問題解決」と表現される．以下の表 2.1は，この購買
決定行動の連続体を示す． 
 

表  2.1	 購買決定行動の連続体  
参考文献[8]：ソロモン消費者行動論[中]の記述より報告者が作成 

習慣的意思決定  限定的問題解決  拡張的問題解決  
低コストの製品  

 
 

⇒   ⇒   ⇒ 
 
 
 

より高価な製品 
頻繁な購入 頻度の少ない購入 
消費者の低関与 消費者の高関与 
なじみのある製品クラスと 
ブランド 

なじみのない製品クラスと 
ブランド 

購買に与える思考，検索， 
時間が少ない 

購買に与える思考，検索， 
時間が多い 

 
	 習慣的意思決定とは，消費者が製品クラスやブランドの特徴を良く知っている場合に，

購買行動を起こす前にいろいろと調べたりせず，既に知っているものやいつも買っている

ものを選んでしまうことである．必要とする情報量は非常に少なく，意思決定時間が非常

に短い．消費者の関与水準でいえば，低関与の意思決定である． 
	 限定的問題解決とは，購買しようとする製品クラスやブランドの特徴にある程度知識の

ある消費者において，特定ブランドに対する強い選好はないが，実際の購買に際して製品

について多少の情報を検索して行う購買行動のことである．消費者の関与水準でいえば，

低関与と高関与との間の問題解決である． 
	 拡張的問題解決とは，それまでに知識のない製品クラスやブランドの購入が費用面でも

リスク面でも高い場合において，広く情報探索をして複数の代替案の中から自分に適する

ものを選ぼうとする購買行動のことである．必要とされる情報量は多く，意思決定時間は

長くなる．消費者の関与水準でいえば，高関与の問題解決である． 
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 このように，高関与意思決定のプロセスは，消費者が購買しようとするアイテムが消費者
にとって重要で，かつ，間違って意思決定をすると被るリスク水準が高いとされている．

その一方，消費者にとって重要ではないアイテムの場合は，低関与意思決定となる．前述

のように，低関与意思決定のプロセスは高関与意思決定のプロセスとは異なる[9]． 
 
	 情報検索については，アメリカのダブルクリック社（オンライン・マーケティング会社）

の調査によると，製品情報を求めてオンライン検索をするにあたって，消費者が，実際に

何を検索しているのかを調べたところ，特定のブランド名を検索していることはめったに

なく，多くの購買前検索においては，ジャンルだけを入力していたことが明らかとなった

[10]． 
 
	 また，一般的なルールとして，購入が重要なものになるとき，または，購入するものに

ついてよりよく知る必要があるとき，あるいは，関連情報を集めることが簡単なときに，

検索量は多くなるとされる[11]． 
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2.4. 関連研究 

	 ここまでで述べてきた，インターネットの登場による市場と消費者行動の変化に伴い，

提唱されている消費者行動モデルに関する関連研究の一例として，清水（2004）は，消費
者の意思決定プロセスの各段階における情報源の利用状況についての調査を行っている．

対象商品カテゴリはアルコール飲料，自動車，旅行に限られるものの，どの商品カテゴリ

においても，商品認知段階では，TVCM や雑誌など企業において発信する情報源の利用が

高い割合を示していた[12]． 
	 濱岡（2007）や浜屋（2007）も，清水（2004）と同様の研究を行っているが，研究結果
として，商品認知段階では，やはりマスメディアの影響が大きく，CGM（Consumer 
Generated Media）8などインターネットの影響は小さいことが明らかになっている．一方，

商品認知段階以降の商品評価段階，購買の意思決定段階になると，マスメディアの影響は

大きく低下し，CGM（Consumer Generated Media）などの情報源の影響の方が相対的に
高くなると説明している[13], [14]． 
	 これらの関連研究に基づき，本研究の第 1次分析（本論文の第 4章）においては，近年，
広告の実務において注目されているインターネットを中心にあらゆるチャネルを統合し，

消費者の購買チャネルを整えることを目的とするオムニチャネル戦略に着目し，テレビ CM
と Web サイトの影響度の比較，または，それらの相乗効果の観点から Web 利用に基づく
セグメンテーションによる消費者の行動分析を行う．Web 利用に基づく消費者セグメント
ごとに分析を行うという点において，前述の関連研究とその分析方針が異なる． 
 
	 また，本研究では，株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータ 2013 年度版，
同 2015 年度版（本論文の第 3 章にて詳述する．）を分析の対象としているが，同じくこの
野村総合研究所提供のシングルソースデータを用いた関連研究として，高野，小林（2008）
の研究が挙げられる．この関連研究では，前述の従来型の消費者行動モデル「AIDMA」，
インターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」の各消費者行動モデルに着目している
が，Action（行動）段階には言及をしておらず，Search（情報検索）や Share（情報共有）
とテレビメディア，新聞，雑誌などの媒体接触との関係を調べている．研究結果として，

Search（情報検索）や Share（情報共有）をするサンプル（分析対象消費者のことである）
としないサンプルとでは，テレビを観る時間帯や購読雑誌，趣味などが異なっていること

が明らかになったとしている．前述のように，Action（行動）段階と Search（情報検索）
や Share（情報共有）との関係については分析されていないが，AISAS モデルは誰にでも
当てはまるものではないものとし（なお，新しい消費者行動モデル AISASを提唱した株式

                                                   
8 CGM（Consumer Generated Media）とは，インターネットを活用して消費者が内容を
生成していくメディアのことである．商品・サービスに関する情報を交換するものから，

単に日常の出来事をつづったものまでさまざまなタイプがあり，クチコミサイトや，SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）のほか，ブログサイトなどがこれにあたる． 
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会社電通は，AISASは従来型 AIDMAに代わるものだとしている．），AISASは AIDMAを
代替するのでないことがわかっている．この関連研究では，Search（情報検索）や Share
（情報共有）とテレビメディア，新聞，雑誌などの媒体接触との関係を明らかにすること

を目的としているのに対し，本研究の第 2 次分析（本論文の第 6 章）においては，Action
（行動）段階への言及を行い，AIDMA及び AISASの各消費者行動モデルの適合性の分析，
及び，本研究において再定義される各消費者行動モデルに適合するセグメンテーションの

考察を行う[15]． 
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3. 分析の対象とするシングルソースデータ 

 
	 本研究では，株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータを分析対象とする．

本章では，シングルソースデータを分析の対象とする狙いと，そのシングルソースデータ

の内容を説明する[16]． 
 
3.1. シングルソースデータとは 

	 シングルソースデータ（Single Source Data）とは，同一の調査対象者から，各メディア
への接触や，商品の購買プロセス，ライフスタイルなどの多面的な情報を採取したデータ

のことである．このように，シングルソースデータにおいては，同一の調査対象者から，

調査データを収集する「シングル・ソース」方式を採用していることが 大の特徴であり，

また，このシングルソースデータを用いて分析を行うことで，各メディアへの接触と商品

の購買プロセスとの関係を個人ベースで分析することのできるという 大の利点がある． 
	 本研究において，株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータを分析の対象と

する狙いと，そのシングルソースデータの内容を以下に詳述する． 
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3.2. シングルソースデータを分析の対象とする狙い 

	 本研究において，シングルソースデータを分析の対象とする狙いを説明する． 
	 以下の図 3.1は，本分析の対象とする株式会社野村総合研究所提供シングルソースデータ
における調査データ収集の流れを示している．前節で述べたように，同一調査対象者から

調査データを収集する「シングル・ソース」方式によって，消費者の購買プロセス（購入

実態，購入意向）のデータを，各メディアへの接触前後においてそれぞれ把握している．

また，同時に，広告などの各メデイアへの接触状況のデータを把握する．このことから，

シングルソースデータを用いた分析の結果，広告への接触が購買プロセスに与える影響を

明らかにすることが可能となる． 
 

 

図  3.1	 本分析の対象とする株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータ
における調査データ収集の流れ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013/09/04	
• 購買プロセス
の第1回調査	

各メディアへの
接触	

2013/10/08	
• 購買プロセス
の第2回調査	
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	 本論文第 2 章で述べたように，第 1 位のテレビメディアが中心の日本の広告市場のなか
で，近年，成長を続けるインターネットが第 2 位のメディアに拡大してきている．また，
企業による広告やプロモーションに対する消費者の反応モデルとして，日本においては

「AIDMA」モデルが広く広告の実務において使われていたが，前述インターネットの登場
により，インターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」が，その後ソーシャル時代の
消費者行動モデル「SIPS」がそれぞれ提唱された．前述のように，株式会社野村総合研究
所提供のシングルソースデータを分析の対象とした先行研究においては，AISAS モデルは
どのサンプルにでも当てはまるものではないものであることがわかり，また，この AISAS
モデルは，従来の AIDMAモデルを代替するのでないことがわかっている． 
	 本研究においては， AIDMA，AISAS それぞれ消費者行動のモデルの適合性の分析と，
適合するセグメンテーションの考察を行うことを目的としている．シングルソースデータ

を分析の対象とすることで，消費者のインターネットや SNSの利用実態を，サンプル一人
ひとりについて把握することができ，かつ，直接それと結びつけることは困難なものの，

同時に購買プロセスを把握することができる．さらに，サンプル一人ひとりについて個人

属性やライフスタイルなども把握することができ，それぞれ適合するセグメンテーション

についての考察も可能となる．このように，このシングルソースデータ分析の利点を活用

することで，AIDMA，AISASそれぞれの消費者行動のモデルの適用可能範囲や条件などを
検討することが可能となる．以上が，本研究においてシングルソースデータを分析の対象

とする狙いである． 
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3.3. 分析の対象とするシングルソースデータの内容 

	 本研究では，株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータを分析対象とする．

本シングルソースデータは，調査方法として，アンケート調査を用いており，日本の関東

（1都 6県）地区在住の 20歳〜59歳の男女 3,000人に対して PC，携帯にて調査する方法
を採用している．なお，サンプル（調査の対象消費者）は，性，10 歳刻み年齢で 2010 年
国勢調査の割合と合致するように割付されている．アンケート調査の調査時期については，

以下のとおり対応する． 
 
Ø 第 1次分析：	 2013年 09-10月期調査	 （2013年 08月 31日～10月 26日） 
Ø 第 2次分析：	 2015年 02-03月期調査	 （2015年 02月 07日～04月 04日） 
 
	 第 1 次分析（本論文第 4 章参照）については，2013 年 09-10 月期調査データを用いて，
第 2 次分析（同左第 6 章参照）については，2015 年 02-03 月期調査データを用いて行う．
なお，第 2次分析にて分析対象としている 2015年 02-03月期調査におけるサンプル（調査
対象消費者）数は，全体で 2,919名（20～59歳：2,778名，16～19歳及び 60代：141名）
であった．サンプル（調査の対象消費者）は，それぞれサンプル ID にて識別され，性別，
年齢などの人口統計学的属性も把握される．以下の表 3.1に，第 2次分析にて，分析対象と
している 2015年 02-03月期調査におけるサンプル数を示す（表 3.1）． 
 
表  3.1	 本分析の対象とする株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータ

における 2015 年 02-03 月期調査のサンプル数  
性別／年代  20 代  30 代  40 代  50 代  合計  
男性  241 432 410 346 1,429 
女性  266 421 382 280 1,349 

合計  507 853 792 626 2,778 
（単位：人数） 
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	 また，提供データについては，2013 年 09-10 月期調査，2015 年 02-03 月期調査ともに
媒体接触状況データ，広告出稿状況データ，及び購買プロセス状況データの大きく 3 つの
データから構成される．詳細を以下に示す． 
 
Ø 媒体接触状況データ 

テレビ番組視聴データ，雑誌閲読データ，新聞閲読データ，Web サイト閲読データ，
小売チャネル利用データ 

Ø 広告出稿状況データ 
雑誌広告出稿状況データ，新聞広告出稿状況データ，テレビ CM接触回数データ 

Ø 購買プロセス状況データ 
飲料，食品，化粧品，医薬，サービス，耐久消費財などの購買プロセスデータ 

 
	 なお，Webサイト閲読データ，及び購買プロセス状況データについて補足説明を行う． 
	 まず，Webサイト閲読データについては，主要Webサイトの月別のアクセス日数が記録
されている．ある一日の間（午前 0時から翌朝 0時まで）に，当該Webサイトにアクセス
が合った場合に，１アクセスとしてカウントしている． 
	 次に，購買プロセス状況データについては，飲料や，食品，化粧品，医薬，サービス，

耐久消費財などの購買プロセスにおける，購入実態，購入意向がそれぞれ 4~6 段階の名義
尺度による回答が記録されている．しかし，この尺度は，各カテゴリにより異なるため，

一意に数値で管理することができない状況であった．この尺度に関する処理については，

本論文第 5章にて説明する． 
	 以上のデータを用いて分析を行う． 
 
	 なお，分析には，統計解析ソフトウェア IBM SPSS Statistics 22を用いる[17]． 
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4. Web利用に基づくセグメンテーションによる消費者の行動分析 

 
	 本章では，第 1次分析として行ったWeb利用に基づくセグメンテーションによる消費者
の行動分析について説明する． 
 
4.1. 分析概要 

	 本分析は，近年，広告の実務において注目されているオムニチャネル戦略に着目する．

オムニチャネル戦略とは，インターネットを中心にあらゆるチャネルを統合し，消費者の

購買チャネルを整えることを目的とする．そこで，テレビ CMとWebサイトの影響度比較
またはそれらの相乗効果の観点から，Web 利用によるセグメンテーションに基づく消費者
の行動分析を行う． 
	 本論文の第 3 章にて説明したシングルソースデータを分析の対象とし，サンプルの Web
利用実態により，3つの消費者セグメントを作成する．そして，各セグメントの特徴分析と
各セグメントにおける広告接触のパターンと消費者の行動の関係を分析し，その結果を，

マーケティングに活かす方法を検討することを目的とする． 
	 次節以降で，Web 利用によるセグメンテーション方法と消費者の行動分析の方法，その
行動分析から得られた主たる知見について説明し，考察を述べる． 
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4.2. Web利用に基づくセグメンテーション 

	 まず，Web 利用に基づくセグメンテーションのルールについて説明する．以下の表 4.1
に記載されているパソコンからアクセスするWebサービス（以下「対象のWebサービス」
という）の利用有無に従い，「Web ノンユーザ」，「特定目的ユーザ」，及び「特定目的及び
エンタテインメントユーザ」の 3 つの消費者セグメントを作成する．セグメンテーション
のルールは，以下のとおりである． 
 
[1] Webノンユーザ 

対象のWebサービスを全く利用しないサンプル 
[2] 特定目的ユーザ 

対象のWebサービスを特定目的にのみに利用するサンプル 
[3] 特定目的及びエンタテインメントユーザ 

対象のWebサービスを特定目的及びエンタテインメントに利用するサンプル 
 
	 すなわち，対象のWebサービスを，電子メールの送受信や銀行口座の残高照会・ネット
バンキングなどの特定目的のみに利用するサンプルは特定目的ユーザとなる．前記の特定

目的に加えて，ブログ作成やソーシャル・ネットワーキング・サービス（Facebook など）
などエンタテインメントのためにも利用するサンプルは特定目的及びエンタテインメント

ユーザとなる． 
 

表  4.1	 Web 利用によるセグメンテーションのルール  
電子メールの送受信   

 
特定目的  

 
 

銀行口座の残高照会・ネットバンキング  
株式のオンライントレード  
商品・サービスの発注・代金の支払い  
オークションでの商品売買  
掲示板の閲覧・利用   

 
 

エンタテインメント  
 
 
 

オンラインゲーム  
映像配信サービス  
音楽配信サービス  
ブログ作成  
メッセンジャー，チャット  
ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Facebook など） 
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	 Web ノンユーザは，対象の Web サービスを全く利用しないため，消費行動においても，
Web上の情報に触れることはないものと考えられる． 
	 特定目的ユーザは，商品・サービスの発注・代金の支払いやオークションでの商品売買

などの特定目的にWebサービスを利用するためWeb上の情報に触れる機会はあるものの，
ブログ作成やソーシャル・ネットワーキング・サービスなどのエンタテインメントのため

には利用しないため，後述の特定目的及びエンタテインメントユーザよりもWeb上の情報
に触れる機会は少ないと考えられる． 
	 特定目的及びエンタテインメントユーザは，特定目的に加えエンタテインメントのため

にも Web サービスを利用するため， も Web 上の情報に触れる機会があるセグメントで
あると考えられる． 
 
	 ここからは，各消費者セグメントの特徴分析を行う． 
	 各消費者セグメントにおける性別構成比を以下の図 4.1 に示す．まず，Web ノンユーザ
については，女性の割合がやや大きく，また，特定目的及びエンタテインメントユーザに

ついては，男性の割合がやや大きい結果となった．その一方，特定目的ユーザについては，

男性と女性の割合がほぼ半々という結果となった． 
 

 
図  4.1	 性別構成比  

（Webノンユーザ_N=100，特定目的ユーザ_N=695， 
特定目的及びエンタテインメントユーザ_N=1,929） 
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	 各消費者セグメントにおける年代構成比を以下の図 4.2 に示す．まず，Web ノンユーザ
については，20代が 45.7%と半分近くを占める結果となった．また，30代以降，その年代
が高くなるにつれ，占める割合が小さくなる結果となった．その一方，特定目的ユーザに

ついては，50 代が 38.5%といちばん多く，20 代が 11.6%といちばん少ない結果となった．
そして，特定目的及びエンタテインメントユーザについては，30 代と 40 代で合わせて
59.5%であり，両年代で約 6割を占めている結果となった． 
 

 
図  4.2	 年代構成比  

（Webノンユーザ_N=100，特定目的ユーザ_N=695， 
特定目的及びエンタテインメントユーザ_N=1,929） 
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	 以下の図 4,3は，各消費者セグメントにおける消費生活についての考え方や行動について
示している．各消費者セグメントにおいて，品質検討タイプと情報収集タイプのサンプル

がどのくらいの割合で存在するかを示している．品質検討タイプとは，消費生活において，

価格が品質に見合っているかどうかをよく検討してから買う，と回答しているサンプルの

ことである．一方，情報収集タイプとは，商品を買う前にいろいろ情報を集めてから買う，

と回答しているサンプルのことである．まず，Web ノンユーザについては品質検討タイプ
と情報収集タイプのサンプルが 11.2%しかいない結果となった．その一方，特定目的ユー
ザについては，品質検討タイプのサンプルが 36.5%，情報収集タイプのサンプルが 30.3%
の割合で存在している結果となった．そして，特定目的及びエンタテインメントユーザに

ついては，品質検討タイプのサンプルが 48.0%と約半分の割合で，また情報収集タイプの
サンプルが 43.1%の割合で存在している結果となった．すなわち，Web 利用の機会が多い
セグメントになるにつれ，品質検討タイプと情報収集タイプと回答しているサンプルがセ

グメントに占める割合が大きくなる結果となった．このことから，Web 利用の機会がより
多くなるセグメントにおいては，Web 上で情報を収集し，または，価格と品質を検討して
いる可能性があると考えられる． 
 

 
図  4.3	 消費生活についての考え方や行動  

（Webノンユーザ_N=100，特定目的ユーザ_N=695， 
特定目的及びエンタテインメントユーザ_N=1,929） 
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4.3. 消費者の行動分析方法 

	 本節では，本分析から得られた主たる知見をまとめ，考察を述べる． 
	 アンケート調査期間（2013年 08月 31日～10月 26日）中に，リニューアルがなされた
人気商品である伊右衛門（無糖茶），ザ・プレミアム・モルツ（ビール・発泡酒）を分析の

対象アイテムとしている．なお，両アイテムともにサントリーホールディングス株式会社

の製品であり，テレビ CM やメーカーサイト，ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（SNS）による情報発信を多く行っていた． 
 
	 各セグメントにおける広告接触のパターンと消費者の行動の関係を分析するにあたって，

さらに 2 つのセグメンテーションを取り入れた．第 1 回購買プロセス（購入実態）調査に
おける回答により，非リピート顧客とリピート顧客にセグメンテーションを行う．なお，

本分析における非リピート顧客とリピート顧客の定義は，以下のとおりである． 
 
Ø 非リピート顧客 

広告接触前の第 1 回購買プロセス（購入実態）調査において当該対象アイテムを購入
していないが，広告接触後の第 2 回購買プロセス（購入実態）調査において当該対象
アイテムを購入しているサンプル 

Ø リピート顧客 
広告接触前の第 1 回購買プロセス（購入実態）調査において当該対象アイテムを購入
しており，かつ，広告接触後の第 2 回購買プロセス（購入実態）調査においても当該
対象アイテムを購入しているサンプル 

 
	 本論文の第 3 章で述べたように，分析の対象としているシングルソースデータにおいて
は，消費者の購買プロセス（購入実態，購入意向）のデータを，各メディアへの接触前後

において，それぞれ把握している．すなわち，各メディアへの接触前にあたる第 1 回購買
プロセス調査において対象アイテムの非購入か購入を判別し，非リピート顧客とリピート

顧客の定義している． 
 
	 また，同時に広告などの各メデイアの接触状況のデータを把握しているため，広告接触

のパターンと消費者の行動の関係を，消費者セグメントごとに分析する． 
	 本分析から得られた主たる知見を，以下に述べる． 
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4.4. 消費者の行動分析結果 

	 まず，非リピート顧客についての分析から得られた主たる知見を述べる． 
	 以下の図 4.4は，非リピート顧客における消費者セグメントごとの広告接触と購入実態の
関係を示している．非リピート顧客は，広告接触前の第 1 回購買プロセス（購入実態）調
査において当該対象アイテムを購入していないサンプルであるが，当該対象アイテムのテ

レビ CM に接触があった場合に，どのくらい割合のサンプルが購入に至ったのかを示して

いる．Webノンユーザの非リピート顧客については，テレビCMに接触させることで，18.2%
のサンプルを購入に至らせることができている結果となった．一方，特定目的ユーザにつ

いては，テレビ CMに接触させることで，14.6%のサンプルを購入に至らせることができて
いる結果となった．また，特定目的及びエンタテインメントユーザについては，テレビ CM
に接触させることで，10.7%のサンプルを購入に至らせることができている結果となった．
一般に，新規顧客（本論文では，非リピート顧客に含まれていると考えることとする．）を

獲得するためには，テレビ CM などのマスメディアが有効であるという仮説がある．非リ

ピート顧客についての分析から得られた主たる知見として，テレビ CM に接触させること

で，Web 利用の機会が少ないセグメントになるにつれて，非リピート購入に至らせている
サンプルの割合が大きくなる結果となった． 
 

 
図  4.4	 CM 接触と購入実態（非リピート顧客）  
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	 次に，リピート顧客についての分析から得られた主たる知見を述べる． 
	 以下の図 4.5は，リピート顧客における消費者セグメントごとの広告接触と購入実態の関
係を示している．Webノンユーザについては，Webに接触することはないためテレビ CM
に接触した場合を，特定目的ユーザ，特定目的及びエンタテインメントユーザについては

Webを利用するサンプルであるため，テレビ CMと企業のメーカーサイト（Web）の両方
に接触した場合を広告接触状況として指定している．リピート顧客とは，広告接触前の第 1
回購買プロセス（購入実態）調査において当該対象アイテムを購入しているサンプルであ

るが，Webノンユーザについては当該対象アイテムのテレビ CMに接触があった場合に，
特定目的ユーザ，特定目的及びエンタテインメントユーザについては当該対象アイテムの

テレビ CM 及び企業のメーカーサイト（Web）に接触があった場合に，どのくらい割合の
サンプルがリピート購入に至ったのかを示している．Web ノンユーザについては 76.9%の
サンプルが，特定目的ユーザについては 77.6%のサンプルが，特定目的及びエンタテイン
メントユーザについては 90.2%のサンプルが，それぞれリピート購入に至っている結果と
なった．リピート顧客についての分析から得られた主たる知見として，特定目的及びエン

タテインメントユーザにおいてテレビ CM 及び企業のメーカーサイトに接触があった場合

のリピート率が 9割と他の消費者セグメントよりも高い結果となったことがあげられる． 
 

 
図  4.5	 CM*Web 接触9と購入実態（リピート顧客）  

 
                                                   
9対象アイテムのテレビ CMとメーカーサイト（Web）の両方への接触を指定している． 
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4.5. 考察 

	 本分析から得られた主たる知見より，考察を述べる． 
	 本分析から得られた主たる知見をまとめると，以下のとおりとなる． 
 
1. CM接触時において，Webノンユーザの非リピート購入率が，他のセグメントよりも

高い結果となった．（低関与カテゴリにおける AIDMAに相当する．） 
2. CM及びWeb接触時において，特定目的及びエンタテインメントユーザのリピート購

入率が，他のセグメントよりも高い結果となった．（低関与カテゴリにおける AISAS
に相当する．） 

3. 特定目的及びエンタテインメントユーザにおいて，品質検討タイプ，情報収集タイプ

と回答しているサンプルの割合が他のセグメントよりも大きい結果となった． 
 
	 本論文第 2 章にて，広告やプロモーションに対する消費者の反応モデルとして，従来型
の消費者行動モデル「AIDMA」及びインターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」の
提唱モデルについて説明したが，本分析で作成したセグメントのうち，Web ノンユーザの
消費行動プロセスは，従来型の消費者行動モデル「AIDMA」のみに当てはまると考えられ
る．一方，特定目的及びエンタテインメントユーザの消費行動プロセスは，従来型の消費

者行動モデル「AIDMA」またはインターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」に当て
はまると考えられる．また，特定目的ユーザの消費行動プロセスは，一般的に「AISAS」
モデルの Share段階には当てはまらないと考えられるが，Search段階には当てはまりうる
と考えられるので，「AISAS」の一部または「AIDMA」に当てはまると考えられる． 
 
	 本第一次分析は，低関与のカテゴリ（無糖茶，ビール・発泡酒）を分析対象としている

が，その場合に，「AIDMA」モデルは非リピート購入の際に当てはまりやすく，「AISAS」
モデルはリピート購入の際に当てはまりやすいのではないかという仮説が生じた．また，

本第一次分析の結果より，検索エンジンやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNSs）
をはじめとしたWeb上における Search（情報検索）や Share（情報共有）と購買プロセス
の関係をより分析する必要があるという課題が残った．このことから，それらのプロセス

を含む従来型の消費者行動モデル「AIDMA」，インターネット時代の消費者行動モデル
「AISAS」，ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」それぞれの消費者行動のモデルの
適用可能範囲や条件などを検討する必要があると考えられる． 
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5. 消費者行動モデルの適合性の評価方法 

 
	 本章では，消費者行動モデルの適合性評価の方法について，消費者行動モデルの要素を

シングルソースデータにおいて検証する手順，AISAS モデルにおける Search 行動及び
Share行動の分析手法を説明する．また，そこから評価の対象とする，消費者行動モデルの
再定義を行い，適合性分析の対象とするカテゴリの選出について説明する． 
 
5.1. 分析概要 

	 本分析では，これまでに提唱されている従来型の消費者行動モデル「AIDMA」，インタ
ーネット時代の消費者行動モデル「AISAS」，ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」
の各消費者行動モデルに着目し，それらのモデルにおける各分析対象アイテムの消費行動

プロセスに対する適合性を評価することを目的としている．そこで，消費者行動モデルの

要素（Attention，Interest，Action など）をシングルソースデータ分析において検証する
方法を設定し，それに基づき，評価の対象とする消費者行動モデルの再定義を行う．評価

の方法としては，高関与，低関与と高関与との間，低関与と考えられるそれぞれのカテゴ

リから対象アイテムを 2 つずつ選出し，それぞれのカテゴリに対して，消費者行動モデル
の適合性を評価することとする．評価にあたっては，第 4章で行った第一次分析と同様に，
各アイテムについての購入実態データから各サンプルを非リピート顧客とリピート顧客に

セグメンテーションを行い，それぞれの顧客に対する適合性を評価することとする． 
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5.2. 消費者行動モデルの要素をシングルソースデータにおいて検証する手順 

	 本節では，本論文第 2 章にて説明した消費者行動モデルの要素をシングルソースデータ
において検証する手順として，消費者行動モデルの要素のパラメータ設定及び非リピート

顧客とリピート顧客のセグメンテーションについて説明する． 
 
5.2.1. 消費者行動モデルの要素のパラメータ設定 

	 本分析の対象としているシングルソースデータでは，購買プロセスデータとして，購入

実態と購入意向データがそれぞれ各アイテム，サービスに対して 4~6 段階（以下の表にて
詳しく説明する）にて記録されている．なお，これらは，各アイテム，サービスによって

設定がそれぞれ異なり，本分析において，処理が困難であると考えられる．また，消費者

行動モデルの要素をシングルソースデータにおいて検証するうえでは，Attention（注意），
Interest（関心），Action（行動）などの各段階の判定基準を明確にする必要がある．そこ
で，購入実態データと購入意向データのパラメータをそれぞれ再編し，Attention（注意），
Interest（関心），Action（行動）段階におけるそれぞれの判定基準をする． 
	 以下に詳述する． 
 
	 まず，Attention（注意）段階について説明する．「購入実態データ」を以下の表 5.1のと
おり，パラメータを再編する．なお，元のパラメータは，カテゴリがビール・発泡酒の場

合の例であり，前述のとおり，カテゴリによって設定がそれぞれ異なる．カテゴリがビー

ル・発泡酒の場合，「購入実態データ」は，「週に２回以上」から「名前も知らない」まで 5
段階で設定されていた．「名前も知らない」という購入実態では Attention（注意）段階に
は至っていないと考えられるため，それを除く「週に２回以上」から「飲んでいない（名

前は知っている）」までの 4 段階のいずれかを回答しているサンプルを Attention（注意）
段階に至っていると判定する． 
 

表  5.1	 Attention（注意）の判定基準  
元のパラメータ 再編後のパラメータ 

週に２回以上   
Attention 
（注意）  

週に１回以上  
月に１回以上  
飲んでいない（名前は知っている）  

名前も知らない   
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	 次に，Interest（関心）段階について説明する．「購入意向データ」を以下の表 5.2 のと
おり，パラメータを再編する．なお，元のパラメータは，カテゴリがビール・発泡酒の場

合の例であり，前述のとおり，カテゴリによって設定がそれぞれ異なる．カテゴリがビー

ル・発泡酒の場合，「購入意向データ」は，「ぜひ買いたい」から「買いたくない」まで 4
段階で設定されていた．「わからない」または「買いたくない」という購入意向では Interest
（関心）段階には至っていないと考えられるため，それらを除く「ぜひ買いたい」または

「買いたい」の 2 段階のいずれかを回答しているサンプルを Interest（関心）段階に至っ
ていると判定する． 
 

表  5.2	 Interest（関心）の判定基準  
元のパラメータ 再編後のパラメータ 

ぜひ買いたい  Interest 
（関心）  買いたい  

わからない   
買いたくない  

 
 
	 そして，Action（行動）段階について説明する．「購入実態データ」を以下の表 5.3 のと
おり，パラメータを再編する．なお，元のパラメータは，カテゴリがビール・発泡酒の場

合の例であり，前述のとおり，カテゴリによって設定がそれぞれ異なる．カテゴリがビー

ル・発泡酒の場合，「購入実態データ」は，「週に２回以上」から「名前も知らない」まで 5
段階で設定されていた．「飲んでいない（名前は知っている）」または「名前も知らない」

という購入実態では Action（行動）段階には至っていないと考えられるため，それを除く
「週に２回以上」から「月に１回以上」までの 3 段階のいずれかを回答しているサンプル
を Action（行動）段階に至っていると判定する． 
 

表  5.3	 Action（行動）の判定基準  
元のパラメータ 再編後のパラメータ 

週に２回以上   
Action（行動）  週に１回以上  

月に１回以上  
飲んでいない（名前は知っている）   
名前も知らない  
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	 本分析の対象としているシングルソースデータでは，上記にて例を示したように，購買

プロセスデータとして，購入実態と購入意向データが 4~6 段階にて記録されている．ほか
の分析対象カテゴリについても，同様の手順で，パラメータを統一させる．これにより，

各カテゴリによって異なる指標をもっていた点の問題が解決され，Attention（注意），
Interest（関心），Action（行動）段階における，それぞれの判定基準を明確にすることが
できる． 

 
 
 

5.2.2. 非リピート顧客とリピート顧客のセグメンテーション 

	 本論文第 4章で行った第 1次分析と同様，第 2次分析においても，第 1回購買プロセス
（購入実態）調査の回答により，非リピート顧客とリピート顧客とにセグメンテーション

を行い，それぞれのサンプルにおける消費者行動モデルの適合性を評価するための分析を

行う． 
	 第二次分析における非リピート顧客とリピート顧客の定義は，以下のとおりである． 
 
Ø 非リピート顧客 

第 1回購買プロセス調査において対象アイテムの購入実態について Action（行動）に
至っていないが，第 2 回購買プロセス調査において対象アイテムの購入実態について
Action（行動）に至っているサンプル 

Ø リピート顧客 
第 1回購買プロセス調査において対象アイテムの購入実態について Action（行動）に
至っており，かつ，第 2 回購買プロセス調査においても，対象アイテムの購入実態に
ついて Action（行動）に至っているサンプル 

 
	 本論文の第 3 章で述べたように，分析の対象としているシングルソースデータにおいて
は，サンプルの購買プロセス（購入意向，購入実態）のデータを，2回の購買プロセス調査
にわたって，それぞれ把握している．すなわち，第 1 回購買プロセス調査において，対象
アイテムの購入実態について Action（行動）に至っているかどうかを判別し，非リピート
顧客とリピート顧客の定義している． 
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5.3. AISASモデルにおける Search行動及び Share行動の分析手法 

	 前述のとおり，AIDMA，AISAS モデルにおける Attention（注意），Interest（関心），
Action（行動）の各段階の判定基準は，購買プロセスデータにおける元のパラメータを再編
することで設定をすることができた．しかしながら，AISASモデルにおける Search（情報
検索）行動及び Share（情報共有）行動については，購買プロセスデータにそのような行動
に関する調査が含まれておらず，その各段階における判定基準を満たしているかどうかと

いう点において，その判断がきわめて困難であり，それゆえ，直接的に各対象アイテムの

購買プロセス Attention（注意），Interest（関心），Action（行動）各段階との関係を分析
することが難しい．しかしながら，インターネット時代の新しい消費者行動モデル「AISAS」
においては，Search（情報検索）行動及び Share（情報共有）行動が，マーケティングを
行ううえで，きわめて重要であるとされている．そこで，Search（情報検索）行動及び Share
（情報共有）行動を分析するための手法を，次のとおり検討した． 
 
	 本分析の対象としているシングルソースデータにおいては，媒体接触状況データとして，

Web サイト閲読データをアクセスログにて調査しており，それぞれのサンプルにおいて，
対象とされているWebサイトへのWebアクセスの月間合計回数を把握することができる．
これより，AISASモデルにおける Search（情報検索）行動及び Share（情報共有）行動を
とる際にアクセスするであろう Web サイトへのアクセス回数を分析し，そのサンプルが
Search（情報検索）行動及び Share（情報共有）行動をとるかどうかの検討を行い，Search
（情報検索）行動及び Share（情報共有）行動の判定基準を定義することとする． 
	 以下に，詳述する． 
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5.3.1. Search行動の分析手法 

	 AISAS モデルにおける「Search（情報検索）」とは，その製品やサービス（アイテム）
に関心をもった消費者において，「購入（Action）前に，Googleなどの検索サービスで情報
を調べてみる」というプロセスを示す． 
	 本分析の対象としているシングルソースデータの全サンプルにおいて，検索エンジンへ

のアクセス回数について分析を行った結果，アクセス回数が多かった上位 2 サイトは以下
のとおりである． 
 
検索エンジンへのアクセス回数上位 2サイト 
1. Google 
2. Yahoo! 
 
	 「Search（情報検索）」の判定基準については，Google，Yahoo!サイトへの合計アクセス
回数から定義することとする． 
	 Googleまたは Yahoo!のサイトへの月合計のアクセス回数を合計し，調査期間中における
分析対象全サンプルのアクセス回数の平均値を算出したところ，20.6 回（四捨五入し，21
回と考えることとする．）であった．そこで，Google または Yahoo!のサイトへの平均アク
セス回数（21 回）以上のアクセスをしているサンプルを「Search（情報検索）」している
サンプルと判定することとする． 
 
	 なお，本論文の第 4 章にて行った「Web 利用に基づくセグメンテーションによる消費者
の行動分析」においては，この「Search（情報検索）」に相当する基準として，Webサイト
（企業によるメーカーサイト）への接触と設定したが，本適合性分析においては，それに

ついては問わないこととする．前述のように，アメリカのダブルクリック社（オンライン・

マーケティング会社）の調査で，消費者によるオンライン検索において，特定のブランド

名を検索していることはめったになく，多くの購買前の検索においては，ジャンルだけを

入力していたことが明らかとなったからである[10]． 
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5.3.2. Share行動の分析手法 

	 AISASモデルにおける「Share（情報共有）」とは，SNS（ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス）やブログサイトなどにおいて，製品やサービス（アイテム）の感想などの

情報を投稿（情報共有）するプロセスを示す． 
	 本分析の対象としているシングルソースデータの全サンプルにおいて，SNS（ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス）及びブログサイトへのそれぞれのアクセス回数につい

て分析を行った結果，アクセス回数が多かった上位 3サイトは，以下のとおりである． 
 
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）へのアクセス回数上位 3サイト 
1. Facebook 
2. Mixi 
3. Twitter 
 
ブログサイトへのアクセス回数上位 3サイト 
1. アメブロ 
2. gooブログ 
3. Yahoo! ブログ 
 
	 「Share（情報共有）」の判定基準については，Facebook，Mixi，Twitter，アメブロ，
gooブログ，Yahoo! ブログへの合計アクセス回数から定義することとする． 
	 Facebook，Mixi，Twitter，アメブロ，gooブログ，または Yahoo! ブログサイトへの月
合計のアクセス回数を合計し，調査期間中における分析対象全サンプルのアクセス回数の

平均値を算出したところ，11.1 回（四捨五入し，11 回と考えることとする．）であった．
そこで，Facebook，Mixi，Twitter，アメブロ，gooブログ，または Yahoo! ブログサイト
への平均アクセス回数（11回）以上のアクセスをしているサンプルを「Share（情報共有）」
しているサンプルと判定することとする． 
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5.3.3. SIPS基準の分析手法 

	 また，ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」に適合するか否かについても，基準
を設定し，以下のとおり「ソーシャルメディアに関与が深い消費者」の定義を行う． 
	 「SIPS」モデルでは，ソーシャルメディアが十分に浸透した時点における，ソーシャル
メディアに関与が深い消費者の行動モデルの考え方であり，前述の「AIDMA」モデルや
「AISAS」モデルにとってかわるモデルではないとされる． 
	 本研究では，「ソーシャルメディアに関与が深い消費者」を，次のように考える． 
	 ソーシャルメディアを利用する，すなわち，調査期間中に少なくとも 1 回以上アクセス
していたサンプルを分析対象とし（ソーシャルメディアへのアクセスが全くないサンプル

を分析の対象外する．），前述 Share 行動の分析手法と同様に，6 つのソーシャルメディア
Facebook，Mixi，Twitter，アメブロ，gooブログ，または Yahoo! ブログサイトへの月間
合計のアクセス回数を合計し，調査期間中における分析対象全サンプルのアクセス回数の

平均値を算出した．その平均値は，24.3 回（四捨五入し，24 回と考えることとする．）で
あった．そこで，Facebook，Mixi，Twitter，アメブロ，gooブログ，または Yahoo! ブロ
グサイトへの平均アクセス回数（24 回）以上のアクセスをしているサンプルを「ソーシャ
ルメディアに関与が深い消費者」して判定することとする．また，以後，「ソーシャルメデ

ィアに関与が深い消費者」して判定されたサンプルのことを「SIPS基準を満たす」という
こととする． 
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5.3.4. Search行動及び Share行動の相関分析 

	 前述のように，本第二次分析では，検索エンジンへのアクセス回数上位 2 サイトへの合
計アクセス回数が平均以上であるサンプルを「Search（情報検索）」していると判定し，ま
た，SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）へのアクセス回数上位 3 サイト，
及びブログサイトへのアクセス回数上位 3 サイトへの合計アクセス回数が平均以上である
サンプルを「Share（情報共有）」していると判定することとした． 
	 AISASモデルにおいては，Search（情報検索）行動及び Share（情報共有）行動がマー
ケティングを行ううえで，きわめて重要であるとされている．前述のように，Search（情
報検索）行動と Share（情報共有）行動を以下のサイトへの合計アクセス回数が平均以上か
どうかをもって定義した．そこで，以下のサイトへの合計アクセス回数自体を，Search（情
報検索）行動と Share（情報共有）行動と捉えた場合，本シングルソースデータの分析対象
全サンプルを対象に，Search（情報検索）行動と Share（情報共有）行動に，どの程度の
相関があるのかを分析したところ，以下の表 5.4のとおりとなった（表 5.4）． 
 
Search（情報検索）行動 
Google，Yahoo! 合計アクセス回数 
 
Share（情報共有）行動 
Facebook，Mixi，Twitter，アメブロ，gooブログ，Yahoo! ブログ 合計アクセス回数 
 

表  5.4	 Search 行動と Share 行動の相関分析の結果  
相関分析  

 Search Share 

Search Pearson の相関係数 1 .698** 

有意確率 (両側)  .000 

度数 2778 2778 
Share Pearson の相関係数 .698** 1 

有意確率 (両側) .000  

度数 2778 2778 

**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) である． 
 
	 この相関分析の結果より，Search（情報検索）行動と Share（情報共有）行動の間には，
やや強い相関が認められたことになる．なお，相関分析には，比例尺度のデータに対して

行う Pearson の相関係数を用いた． 
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5.4. 評価の対象とする消費者行動モデルの再定義 

	 ここまで，消費者行動モデルの適合性評価の方法について，消費者行動モデルの要素を

シングルソースデータにおいて検証する手順，消費者行動モデルの要素のパラメータ設定，

そして，AISAS モデルにおける Search 行動及び Share 行動の分析手法を説明し，それら
の判定基準について定義を行った．本節においては，それらの各判定基準に基づき，評価

の対象とする消費者行動モデルの再定義を行う． 
	 適合性評価の対象となる，再定義された消費者行動モデルは，以下の 5つである． 
Ø AIDMA 
Ø AISAS 
Ø AISAS-1 
Ø AISAS-2 
Ø SIPS 
	 これらの消費者行動モデルの再定義方法は，以下の表 5.5に従う． 
 

表  5.5	 消費者行動モデルの再定義方法  

 Attention 
（注意） 

Interest 
（関心） 

Search 
（検索） 

Action 
（行動） 

Share 
（共有） 

SIPS 
基準 

 
AIDMA 
 

 
◯ 

 
◯ 

 
× 

 
◯ 

 
 

 
 

 
AISAS 
 

 
◯ 

 
◯ 

 
◯ 

 
◯ 

  

 
AISAS-1 
 

 
◯ 

 
◯ 

 
◯ 

 
◯ 

 
× 

 
× 

 
AISAS-2 
 

 
◯ 

 
◯ 

 
◯ 

 
◯ 

 
◯ 

 

 
SIPS 
 

 
◯ 

 
◯ 

  
◯ 

 
◯ 

 
◯ 

 
	 ※上記表 5.5中，◯印はその段階をクリアしていることを示し，一方，×印はその段階を
クリアしていないことを示す．また，空欄はその段階について問わないことを示す．  
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	 まず，再定義された 5 つの消費者行動モデル AIDMA，AISAS，AISAS-1，AISAS-2，
SIPSに共通して，Attention（注意），Interest（関心）及び Action（行動）の各評価基準
についてクリアしていることが条件である． 
	 なお，SIPS モデルについては，Sympathize（共感）が Attention（注意）に，Identify
（確認）が Interest（関心）に，Participate（参加）が Action（行動）に相当するものと
考え，そのように定義した．Interest（関心）を持っていなければ，Identify（確認）行動
をとらないと考えたからである． 
 
	 AIDMAモデルについては，Search（検索）の基準を満たすことなく，Action（行動）に
至っているサンプルである．Share（共有）については問わない． 
 
	 AISASモデルについては，Search（検索）の基準を満たしたうえで，Action（行動）に
至っているサンプルである．Action（行動）段階後の 後のプロセス Share（共有）の基準
を満たすかどうかによって，AISAS-1，AISAS-2 をそれぞれ定義している．AISAS-1 は
Search（検索）の基準は満たすが，Share（共有）の基準は満たさない，すなわち，一部
AISAS モデルに適合するサンプルである．その一方，AISAS-2 は Search（検索）の基準
は満たし，かつ，Share（共有）の基準も満たす，すなわち，完全に AISAS モデルに適合
するサンプルである． 
 
	 SIPSモデルについては，上記の 3つ（Sympathize，Identify，Participate）の各基準を
クリアしたうえで，Share & Spread（共有・拡散）の基準を満たすサンプルである．Share 
& Spread（共有・拡散）が SIPS基準（前述の「ソーシャルメディアに関与が深い消費者」
の基準）に相当するものと考え，そのように定義を行う． 
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	 本分析の対象とするシングルソースデータの全サンプルにおいて，とある対象アイテム

について Attention（注意），Interest（関心）及び Action（行動）の各評価基準をクリア
していることを条件とする場合，消費者行動モデル再定義に対応した分析対象全サンプル

の構成比は，以下の図 5.1のとおりとなる． 
	 AIDMA 型のサンプルが 68.0%，AISAS 型のサンプルが 32.0%（内訳として，AISAS-1
型のサンプルが 10.8%，AISAS-2型のサンプルが 21.2%）である． 
 

 
図  5.1	 消費者行動モデル再定義に対応した分析対象サンプル構成比  

（全体_N=2,778，AIDMA_N=1,890，AISAS_N=888， 
AISAS-1_N=299，AISAS-2_N=589，SIPS_N=459） 

 
	 このように，上記の条件を満たすならば（以後も，本論文の第 5 章中に限り，そのよう
に仮定する．以下，この断りは省略する．），分析対象の全サンプルが AIDMA，AISAS
（AISAS-1ないし AISAS-2）のいずれかに対応する． 
	 また，SIPS モデルは，前述のとおり，AIDMA モデルや AISAS モデルにとってかわる
モデルではないとされるが，SIPS型には，別途，全体の 16.5%のサンプルが対応する． 
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	 ここでは，再定義した AIDMA，AISAS，AISAS-1，AISAS-2，SIPSモデルに対応する
サンプルの性別構成比（図 5.2）と年代構成比（図 5.3）を示す． 
 
	 AIDMA に対応するサンプルにおいては男性がやや多く，その一方，AISAS に対応する
サンプルにおいては女性がやや多い結果となった．AISAS-1 に対応するサンプルは男性の
方が多く，逆に，AISAS-2に対応するサンプルは女性が多い．SIPSに対応するサンプルも
AISAS-2と同様に，女性が多くなっている． 
 

 
図  5.2	 性別構成比  

（全体_N=2,778，AIDMA_N=1,890，AISAS_N=888， 
AISAS-1_N=299，AISAS-2_N=589，SIPS_N=459） 
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	 前述のように，AIDMA に対応するサンプルにおいては男性がやや多く，AISAS に対応
するサンプルにおいては女性がやや多い．AISAS-1に対応するサンプルは男性の方が多く，
AISAS-2 に対応するサンプルは女性が多い．SIPS に対応するサンプルも AISAS-2 と同様
に女性が多くなっていることから，男性と女性とで，Search（情報検索）行動及び Share
（情報共有）行動に相当するアクセス回数（本論文の第 5章中，5.3.節：「AISASモデルに
おける Search行動及び Share行動の分析手法」を参照．）に差があるのかを調べるため，
グループ間の平均の差を調べる T 検定を行った．独立したサンプルの T 検定とは，2 つの
グループにおいて，ある変数の平均値に差があるのかを分析する手法である．T検定の結果
として，性別の違いで Search行動，Share行動の母平均が異なる結果(いずれも p < .001)
となった．以下の表 5.6中，平均値を確認すると，女性の方が男性に比べ Search行動及び
Share行動に相当する平均値が大きい結果と解釈することが可能である（表 5.6）． 
 

表  5.6	 男女別 Search 行動及び Share 行動の平均値  
 性別 度数 平均値 
Search 男性 1429 18.0462 

女性 1349 23.2328 
Share 男性 1429 8.9958 

女性 1349 13.3996 
いずれも有意確率 (両側)1%(p < .001)で有意差がある結果となった． 
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	 図 5.3は，再定義した AIDMA，AISAS，AISAS-1，AISAS-2，SIPSモデルに対応する
サンプルの年代構成比（図 5.3）を示している． 
	 AIDMAは，30代が 31.1%といちばん多く，ほか 40代が 26.3%，50代が 21.6%，20代
が 21.0%と続く． 
	 AISAS は，40 代が 33.2%といちばん多く，ほか 30 代が 29.8%，50 代が 24.4%，20 代
が 12.5%と続く． 
	 AISAS-1，AISAS-2，SIPS については，Share（情報共有）行動が強くなるセグメント
になるにつれて，30 代から 50 代が占める割合が大きくなり，逆に，20 代が占める割合が
小さくなっていく結果となった． 
 

 
図  5.3	 年代構成比  

（全体_N=2,778，AIDMA_N=1,890，AISAS_N=888， 
AISAS-1_N=299，AISAS-2_N=589，SIPS_N=459） 
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	 図 5.4は，年代別の AIDMA/AISAS（AISAS-1，AISAS-2）の構成比を示している． 
	 20代には，AIDMAの割合が 78.1%とほかの年代と比べいちばん大きく，AISASの割合
がほかの年代と比べていちばん小さい． 
	 40代では，AIDMAの割合が 62.8%とほかの年代と比べいちばん小さく，AISASの割合
がほかの年代と比べていちばん大きい．また，40代のうち，4人に 1人が AISAS-2に対応
する． 
	 40代に次いで，50代，30代の順で，AISAS（AISAS-1，AISAS-2）の割合が大きい． 
 

 
図  5.4	 年代別 AIDMA/AISAS 構成比  

（全体_N=2,778，20代_N=507，30代_N=853，40代_N=792，50代_N=626） 
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5.5. 適合性分析の対象とする商品カテゴリの選出 

	 適合性分析の対象とする商品カテゴリを選出する． 
	 本論文の第 2 章で述べたように，消費者行動における消費決定のパターンには，低関与
の意思決定である習慣的意思決定，高関与の問題解決である拡張的問題解決，及び低関与

と高関与との間の問題解決である限定的問題解決があり，それらの消費決定のパターンを

考慮した分析を行い，総合した考察を行う必要があると考えられる．そこで，この適合性

分析では，高関与，低関与と高関与との間，低関与と考えられるそれぞれの商品カテゴリ

から，対象とするアイテムを 2 つずつ選出し，それぞれについて消費者行動モデルの適合
性を評価することとする．選出したアイテム（商品カテゴリ）を，以下に示す． 
 
Ø 高関与のカテゴリ 

ＡＮＡの旅割（航空会社），ＪＡＬの先得割引（航空会社） 
Ø 低関与と高関与との間のカテゴリ 

ｔｏｔｏ（トト，くじ），ジャンボ宝くじ（くじ） 
Ø 低関与のカテゴリ 

のどごし〈生〉（ビール・発泡酒），クリアアサヒ（ビール・発泡酒） 
 
	 なお，本研究では，Web 利用に基づくセグメンテーションや，同じく Web 上における
Search（情報検索）行動及び Share（情報共有）行動に着目している．その一方，CM に

よる効果も考慮しており，上記のとおり選出したアイテム（商品カテゴリ）については，

いずれも当該企業による CMの出稿が多くなされていた．今回の分析においては，高関与，
低関与と高関与との間及び低関与と考えられるそれぞれの商品カテゴリを先に決め，その

中から，当該企業による CM 出稿状況を考慮して，上記のとおり分析対象アイテムを選出

した． 
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6. 消費者行動モデルの適合性の分析結果 

 
	 本章では，本論文の第 5 章で再定義された 5 つの消費者行動モデル AIDMA，AISAS，
AISAS-1，AISAS-2，SIPSについて，それぞれの適合性の分析を行う．分析の対象とする
商品カテゴリとして，高関与のカテゴリ，低関与と高関与との間のカテゴリ，及び低関与

のカテゴリを選出し，それぞれの商品カテゴリにおける消費者行動モデルの適合性を分析

する．以下に詳述する． 
 
6.1. 高関与のカテゴリにおける分析結果 

	 まず，高関与のカテゴリを対象とした適合性分析の結果を以下の図 6.1に示す． 
	 それぞれのアイテムについて，非リピート顧客とリピート顧客にセグメンテーションを

行い，再定義された 5つの消費者行動モデル AIDMA，AISAS，AISAS-1，AISAS-2，SIPS
の適合性を分析する（図 6.1）． 
	 非リピート顧客には，平均で，AIDMA が 53.9%を，AISAS が 46.1%をそれぞれ占めて
いる．一方，リピート顧客には，同じく平均で，AIDMA が 65.5%を，AISAS が 34.5%を
それぞれ占めている．リピート顧客におけるそれよりも，非リピート顧客における AISAS
の割合が大きい結果となった． 
 

 
図  6.1	 適合性分析（航空会社）  
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6.2. 低関与と高関与との間のカテゴリにおける分析結果 

	 次に，低関与と高関与との間のカテゴリを対象とした適合性分析の結果を以下の図 6.2に
示す． 
	 それぞれのアイテムについて，非リピート顧客とリピート顧客にセグメンテーションを

行い，再定義された 5つの消費者行動モデル AIDMA，AISAS，AISAS-1，AISAS-2，SIPS
の適合性を分析する（図 6.2）． 
	 非リピート顧客には，平均で，AIDMA が 64.0%を，AISAS が 36.0%をそれぞれ占めて
いる．一方，リピート顧客には，同じく平均で，AIDMA が 69.9%を，AISAS が 30.1%を
それぞれ占めている．リピート顧客におけるそれよりも，非リピート顧客における AISAS
の割合がやや大きい結果となった． 
 

 
図  6.2	 適合性分析（くじ）  

 
 
 
 
 
 
 
 



平成 27 年度静岡大学大学院情報学研究科修士論文  
シングルソースデータ分析を用いた Web 利用消費者の行動分析  

49 

6.3. 低関与のカテゴリにおける分析結果 

	 そして，低関与のカテゴリを対象とした適合性分析の結果を以下の図 6.3に示す． 
	 それぞれのアイテムについて，非リピート顧客とリピート顧客にセグメンテーションを

行い，再定義された 5つの消費者行動モデル AIDMA，AISAS，AISAS-1，AISAS-2，SIPS
の適合性を分析する（図 6.3）． 
	 非リピート顧客には，平均で，AIDMA が 77.8%を，AISAS が 22.2%をそれぞれ占めて
いる．一方，リピート顧客には，同じく平均で，AIDMA が 75.5%を，AISAS が 24.5%を
それぞれ占めている．非リピート顧客におけるそれよりも，リピート顧客における AISAS
の割合がやや大きい結果となった． 
 

 
図  6.3	 適合性分析（ビール・発泡酒）  
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7. 消費者行動モデルの適合性に関する考察 

 
	 本章では，本論文の第 5 章で再定義された 5 つの消費者行動モデル AIDMA，AISAS，
AISAS-1，AISAS-2，SIPSの適合性の分析結果をまとめ，考察を述べる． 
 
7.1. 消費者行動モデルの適合性の分析結果のまとめ 

	 適合性分析の結果のまとめ（カテゴリ別平均の一覧）を以下の図 7.1に示す． 
	 それぞれのカテゴリについて，非リピート顧客とリピート顧客にセグメンテーションを

行い，再定義された 5つの消費者行動モデルの適合性を分析する（図 7.1）． 
 

 

図  7.1	 適合性分析（カテゴリ別一覧）  
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	 高関与のカテゴリ（航空会社），低関与と高関与との間のカテゴリ（くじ），及び低関与

のカテゴリ（ビール・発泡酒）のそれぞれについて，本論文第 5 章で再定義された 5 つの
消費者行動モデル AIDMA，AISAS，AISAS-1，AISAS-2，SIPSの適合性を，非リピート
顧客とリピート顧客にセグメンテーションを行ったうえで分析した． 
 
	 本分析では，各関与別のカテゴリからアイテムを 2 つずつ選出し，適合性分析を行った
が，図 7.1「適合性分析（カテゴリ別一覧）」は，それぞれのカテゴリにおける 2 アイテム
の平均値を示している．たとえば，高関与のカテゴリにおいては，ＡＮＡの旅割，ＪＡＬ

の先得割引それぞれの分析結果の平均値を算出し，航空会社（高関与のカテゴリ）の分析

結果としている． 
 
	 前述のように，航空会社，くじ，及びビール・発泡酒のそれぞれのカテゴリについて，

非リピート顧客とリピート顧客にセグメンテーションを行い，適合性を分析したが，それ

らにおける AISASの割合に着目することとする． 
	 航空会社について，非リピート顧客における AISASの割合は 46.1%で，リピート顧客に
おける AISASの割合は 34.5%である． くじについて，非リピート顧客における AISASの
割合は 36.0%で，リピート顧客における AISAS の割合は 30.1%である． ビール・発泡酒
について，非リピート顧客における AISAS の割合は 22.2%で，リピート顧客における
AISASの割合は 24.5%である．  
	 航空会社については，非リピート顧客における AISASの割合が，リピート顧客における
それよりも大きい結果となった．くじについては，非リピート顧客における AISASの割合
が，リピート顧客におけるそれよりもやや大きい結果となった．そして，ビール・発泡酒

については，リピート顧客における AISASの割合が，非リピート顧客におけるそれよりも
やや大きい結果となった．ビール・発泡酒の場合に限り，リピート顧客における AISASの
割合が，非リピート顧客におけるそれよりもやや大きい結果となった．その一方で，航空

会社及びくじの場合については，非リピート顧客における AISASの割合がリピート顧客に
おけるそれよりも（やや）大きい結果となった． 
	 また，AISAS の割合が大きい順に，分析対象カテゴリ（非リピート顧客／リピート顧客
の別）を並び替えると，航空会社（非リピート顧客）の 46.1%，くじ（非リピート顧客）
の 36.0%，航空会社（リピート顧客）の 34.5%，くじ（リピート顧客）の 30.1%，ビール・
発泡酒（リピート顧客）の 24.5%，ビール・発泡酒（非リピート顧客）の 22.2%という順
となった．全体的に，高関与のカテゴリになるにつれて，AISAS の割合が大きくなる結果
となった． 
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7.2. 考察 

	 本節では，消費者行動モデルの適合性の分析結果から，考察を述べる． 
	 本論文の第 2 章で述べたように，消費者における消費決定のパターンには，習慣的意思
決定，限定的問題解決，拡張的問題解決がある．これらを言い換えれば，消費者における

意思決定の関与水準が異なる． 
	 前述の適合性分析においては，低関与の意思決定に相当するカテゴリとして，ビール・

発泡酒を，低関与と高関与との間の問題解決に相当するカテゴリとして，くじを，高関与

の問題解決に相当するカテゴリとして，航空会社を，それぞれ選出し，分析を行った． 
 
	 高関与に相当する「航空会社」については，非リピート顧客における AISAS の割合が，
リピート顧客におけるそれよりも大きい結果となった．非リピート顧客とは，具体的には，

新規の顧客や，そのアイテムをめったに買わない消費者と考えられるが，それまでに多く

の知識のない製品やブランドの購入する，または，費用面でもリスク面でも高い場合のた

め，広く情報検索をしているものと考えられる．それゆえ，AISAS の適合性が高いと考え
る．一方，リピート顧客とは，リピート購入している顧客であるため，そのアイテムにつ

いてある程度の知識を持っていると考えられる．しかしながら，「航空会社」のような高関

与に相当するアイテムの場合には，費用面でもリスク面でも高いことには間違いなく，あ

る程度は情報検索をしているものと考えられる．それゆえ，全体的には，AISAS の適合性
が高くなっていると考えられる． 
 
	 低関与と高関与との間に相当する「くじ」については，非リピート顧客における AISAS
の割合が，リピート顧客におけるそれよりもやや大きい結果となった．「くじ」のように低

関与と高関与との間に位置するアイテムの場合，実際の購入の際に，アイテムについて多

少の情報を検索して行う購買行動のことを指す．それゆえ，アイテムについての知識が多

いリピート顧客よりも，その知識が少ない非リピート顧客における AISASの割合がやや大
きくなったものと考えられる． 
 
	 低関与に相当する「ビール・発泡酒」については，リピート顧客における AISASの割合
が，非リピート顧客におけるそれよりもやや大きい結果となった．なお，リピート顧客に

おける AISASの割合が，同一のアイテムの非リピート顧客におけるそれよりも（やや）大
きい結果となったのは低関与に相当する「ビール・発泡酒」カテゴリのみであった．「ビー

ル・発泡酒」のように低関与に相当するアイテムの場合，実際の購入に際し，情報を検索

する可能性は低く，また，一般的に，既に知っているものやいつも買っているものを選ん

でいると考えられる．それゆえ，全体的に，AISAS の適合性が低くなっていると考えられ
る．なお，本論文の第 4章で説明したWeb利用に基づくセグメンテーションによる消費者
の行動分析から得られた主たる知見として，AIDMAに相当するサンプル（CM接触時にお
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ける Web ノンユーザ）における非リピート購入率が，他のセグメントよりも高く，また，
AISASに相当するサンプル（CM及びWeb接触時における特定目的及びエンタテインメン
トユーザ）におけるリピート購入率が，他のセグメントよりも高い結果となったが，適合

性分析の結果と照らし合わせても，同様の結果となった． 
	 また，全体的に，情報検索が必要とされる高関与のカテゴリになるにつれ，情報検索に

相当する Search（情報検索行動）のプロセスを含むモデルである AISAS の割合が大きく
なる結果となった．このことから，高関与のカテゴリになるにつれ，AISAS の適合度は大
きくなると考えられる． 
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	 前述の年代別の AIDMA/AISAS の構成比（図 5.4）について，20 代における AISAS の
割合が，ほかの年代と比べていちばん小さい結果となった． 
	 以下の図 7.2 は， も利用頻度が高い ITC 端末を年代別に示している．20 代以下では，
スマートフォンが約 6 割となり，PC の約 3 割に大差をつけていることを示している．30
代においても，スマートフォンが PCを上回る．この結果より，若い年代のインターネット
利用は，スマートフォンからのアクセスが一般的になっていることがうかがえる（図 7.2）． 
	 前述のように，適合性分析では，AISAS における Search 行動と Share 行動の判定基準
として，PC からの指定 Web ページへの合計アクセス回数を採用した（本論文の第 5 章，
5.3.節：「AISASモデルにおける Search行動及び Share行動の分析手法」を参照．）．この
判定基準によって AISASモデルを再定義すると，20代における AISASの割合が，ほかの
年代と比べていちばん小さく，また 30 代における AISAS の割合についても，ほかの年代
と比べて小さい結果となってしまうと考えられる．今回，分析の対象としているシングル

ソースデータには，スマートフォンからのアクセス回数が記録されておらず，このことを

考慮することが不可能であった．今後，そのデータをシングル・ソースによって把握する

ことができるならば，そのデータについても分析対象とする必要があると考えられる． 
 

 
図  7.2	 も利用頻度が高い ICT 端末（年代別）  

出典：参考文献[18]	  総務省「社会課題解決のための新たな ICTサービス・技術への人々
の意識に関する調査研究」（平成 27年）より作成 
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8. おわりに 

 
8.1. 結論 

	 本研究では，株式会社野村総合研究所提供のシングルソースデータを分析の対象とし，

従来型の消費者行動モデル「AIDMA」，インターネット時代の消費者行動モデル「AISAS」，
ソーシャル時代の消費者行動モデル「SIPS」のそれぞれの適合性の分析を行った． 
	 なお，実際の適合性分析には，本論文の第 5 章で再定義された 5 つの消費者行動モデル
AIDMA，AISAS，AISAS-1，AISAS-2，SIPSを適合性評価の対象とした． 
	 適合性分析の対象とする商品カテゴリとして，高関与のカテゴリ，低関与と高関与との

間のカテゴリ，低関与のカテゴリを選出し，それぞれの商品カテゴリにおける消費者行動

モデルの適合性を分析した結果，大きく以下の 5つの結果となった． 
	 1つ目として，高関与に相当する「航空会社」については，非リピート顧客における AISAS
への適合性が，リピート顧客におけるそれよりも高い結果となった． 
	 2つ目として，低関与と高関与との間に相当する「くじ」については，非リピート顧客に
おける AISASへの適合性が，リピート顧客におけるそれよりもやや高い結果となった． 
	 3つ目として，低関与に相当する「ビール・発泡酒」については，リピート顧客における
AISASへの適合性が，非リピート顧客におけるそれよりもやや高い結果となった． 
	 4つ目として，全体的に情報検索が必要とされる高関与のカテゴリになるにつれて，情報
検索に相当する Search（情報検索行動）のプロセスを含むモデルである AISAS への適合
性は高くなる結果となった．この結果は，消費者の関与水準が高い場合において必要とさ

れる情報量は多く，広く情報探索をする拡張的問題解決の定説に合致している． 
	 5つ目として，前述のように，AISASモデルを提唱している株式会社電通は，AISASを
AIDMAに代わる新しい消費者行動モデルとしているが，適合性分析の結果としては，まだ
AISASモデルよりも，AIDMAモデルへの適合性が高い結果となった． 
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8.2. 今後の課題 

	 今後の課題としては，以下の 3つの課題が挙げられる． 
	 1 つ目として，Attention（注意），Interest（関心），Action（行動）と Search（検索），
Share（共有）の間における分析についてである．前述のとおり，AIDMA，AISASモデル
における Attention（注意），Interest（関心），Action（行動）の各判定基準については，
購買プロセスデータにおける元のパラメータを再編することで設定をすることができた．

しかし，AISAS モデルにおける Search（検索）行動及び Share（共有）行動については，
購買プロセスデータにそのような行動に関する調査データが含まれておらず，直接的に

Attention（注意），Interest（関心），Action（行動）の各段階との関係を分析することが
困難であった．本分析においては，Search（検索）行動及び Share（共有）行動の基準を
Web サイト閲読データから定義したが，本来であれば，すべてのプロセスについて直接的
に結びつけ分析を行うこと必要があると考えられる． 
	 2 つ目として，AISAS モデルにおける Search 行動と Share 行動の判定基準の定義方法
についてである．本論文の第 7章において，考察を述べたように，20代のインターネット
利用はスマートフォンからのアクセスが一般的になっていることを考慮する必要があると

考えられる．本分析の対象としているシングルソースデータには，スマートフォンからの

アクセス回数が記録されておらず，このことを考慮することが不可能であったが，今後，

そのデータをシングル・ソース方式によって把握することができるならば，そのデータに

ついても分析対象とする必要があると考えられる． 
	 3つ目として，消費者行動モデルの適合性の分析結果を，マーケティングへ活かす方法に
ついて研究する必要があると考えられる．前述の適合性分析の結果，Search（検索）行動
が必要とされる高関与のカテゴリになるにつれ，そのプロセスを含むモデルである AISAS
への適合性は高くなる結果となったが，これらの結果をマーケティングへ活かす方法まで

提案できるに至っていないため，この点が今後の課題であると考えられる． 
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いただきまして，大学院への進学を見据えたスタートをいち早く切ることができました．

大学院入学後には，ティーチング・アシスタントや海外の学会における英語での研究発表

など大変貴重なチャンスとその御指導をいただきましたことに御礼を申し上げます． 
 
	 また，本研究の構想発表または中間発表会において，御指導をいただきました静岡大学

学術院情報学領域情報社会学系列高口鉄平准教授，静岡大学学術院情報学領域情報社会学

系列杉山岳弘教授，静岡大学学術院情報学領域行動情報学系列白井靖人教授に感謝の意を

表します．高口准教授，杉山教授には，湯浦教授とともに本研究の審査員として 後まで

御指導をいただきましたことに御礼を申し上げます．白井教授には，主にティーチング・

アシスタントの際に多くの御指導をいただきまして，本当にありがとうございました． 
 
	 そして，本研究内容に関して貴重なご助言をいただきました FOXインターナショナル・
チャンネルズ株式会社アドバイザ清水貴之様，株式会社ジェイアール東海エージェンシー

営業三部第一アカウントチームサブリーダー・首都大学東京大学院社会科学研究科経営学

専攻博士後期課程麻里久様に御礼を申し上げます． 
 
	 後に，湯浦教授とともに専修大学在学中より多くの御指導をいただきました東海大学

情報通信学部経営システム工学科朝日弓未准教授に心より感謝いたします．他大学または

他研究科のご所属にもかかわらず，これだけ多くの御指導をいただくことができまして，

本当に嬉しく思います．また，初めての海外学会発表への挑戦などチャレンジングな目標

に向かって終始楽しく取り組むことができたのは，朝日准教授による温かい御指導と激励

のおかげです．格別の御指導と激励をいただき，本当にありがとうございました． 
 

平成 28年 2月 
静岡大学大学院	 情報学研究科	 情報学専攻 

山田	 直宏 
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