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1996 年から 2010 年ごろに生まれ
た人々は「Z 世代」と呼ばれ、前の世
代とは異なる新たな価値観を持ってい
るとされている。その特徴や消費傾向
について、自らも Z 世代に当たり、Z
世代の観点から企業と共に新しい価値
を創る取り組みを行っている、株式会
社 dot 代表の冨田侑希さんに話を伺っ
た。
Z 世代の人々は、早くからインター
ネットを通じて多くの情報に触れなが
ら育ってきた。SNS では一人一人の発
信力が高く、多くの人の意見を知るこ
とができる。このことから、Z 世代の
人々は、多様性を受容している傾向が
ある。また、
SNS を通じてコミュニティ
への所属がしやすいため、自分にとっ
て居心地の良い人や環境を取捨選択し
ていく柔軟性を持っている。経済が右
肩下がりの時代に生まれ育ち、将来に
対して不安を抱えているという特徴も
ある。
このような価値観は、消費の傾向に
も反映されている。商品を選ぶ際には、
SNS を閲覧し、消費者や知人の口コミ
を参考にすることも多い。また、商品
そのものに加え、その商品が生まれる
プロセスや背景にあるストーリーにも
価値を見出している。結果として、自

身がより共感できる企業や商品にお金
を使う。企業が提示する情報では、企
業や商品の長所だけでなく、短所を克
服しようとしているかどうかといった、
誠実な姿勢が見受けられるかも考慮し
ている。日常の中で小さな幸せを感じ
たいという思いから、自らの体験や思
い出づくりのためにお金を使う「コト
消費」も行う傾向にある。
Z 世代の人々が主要な消費者になる
ころ、社会はどう変化しているのだろ
うか。
「マイノリティのニーズもくみ
取った商品や大豆ミート、社会に目を
向けたサービスなどが今よりも普及し
ているかもしれない」
と冨田さんは語っ
た。アメリカやインドでは、既に Z 世
代の人々が流行をつくり出している。
日本にも、Z 世代の人々が社会を動か
す時代がやってくるだろう。
（澤井雨夢）

環境意識の高まりだ。資源の有効利用
のため、複数人で一つのモノを共有す
る選択を行う人が増えている。また、
中古品に対する価値観の変化も要因だ。
近年、人々がモノを買う時には、新し
所有資産を共有する経済モデルであ さよりも質や値段を重視する傾向にあ
る、シェアリングエコノミーが注目を る。特にバブル崩壊やリーマンショッ
集めている。このモデルが生まれた背 クを経験した世代は、モノを所有する
景やメリットについて、シェアリング ことにあまりこだわらない。今後はコ
エコノミー協会公認アンバサダーの和 ロナ禍による不況を経験した若者にも、
田正輝さん、山岸智也さん、中山珠緒 同様の意識が生まれる可能性がある。
さんに取材した。
シェアリングエコノミーは、提供者
シェアリングエコノミーは、個人の と利用者の双方にメリットをもたらす。
スキルや資産などを、インターネット 提供者は、使っていない資産を活用で
上のプラットフォームを介して個人間 きるほか、自身のスキルを仕事につな
で共有することを指す。現在、空間・ げることができる。一方、
利用者にとっ
情報伝達力が高い。特に広告動画では 移動手段・モノ・スキル・お金の５つ ては、自分では買わないモノやサービ
消費者が文字を読む必要がなく、負担 の分野を中心に発展が見られている。
スを安く利用できることが利点だ。普
が軽い。消費者は無意識に商品の情報
シェアリングエコノミーという考え 段は乗らない高級自動車を利用するこ
を得るようになった。また SNS では、 方は、２つの背景から生まれた。まず、 とをはじめとし、シェアリングを通じ
ユーザーの何げない投稿が広告となり
『日経トレンディ』と『日経クロスト そこで、SNS がもたらす企業のマーケ 得る。消費者は自ら商品を探すつもり
レンド』が選ぶ「2021 年ヒット商品 ティングと消費者行動の変化について、 がなくても、SNS を使うだけでそれ
ベスト 30」の第１位になった「TikTok 経営学部の井上淳子教授に話を聞いた。 らの投稿を見るため、結果的に商品の
売れ」
。地球の見た目をした「地球グミ」
SNS を使ったマーケティングでは、 情報を目にすることとなる。さらに、
や 30 年以上も前に出版された小説『残 マスメディアよりも多様でメッセージ SNS 上の広告を閲覧したデバイスで商
多くの人々が購入手段の一つとして 「クーリング・オフ制度」が適用されな
像に口紅を』などが TikTok をきっか 性の高い広告を、消費者の特徴に合わ 品の購入もでき、消費者が商品を認知
けにヒットした。近年、SNS が市場 せて提供できる。また、SNS には情報 してから購入までの過程が短縮された。 利用するインターネット通販。便利だ い。消費者は慎重に情報を確認し、購
に与える影響は大きくなってきている。 が拡散されやすいという性質があるた
企業が SNS 上で広告を用いて商品 が、相手が見えない上に画面情報だけ 入や契約を行うことが求められる。
め、より多くの人に商品が知られるよ を売るためには、広告が話題となり拡 で購入を判断しなければならず、トラ
しかし、トラブルの回避は容易では
うになった。一方、広告を出している 散されることが有効だ。井上教授は ブルが生じやすい。トラブルに遭わな ない。各地域の消費生活センターでは、
企業側は拡散をコントロールすること 「SNS では情報が溢れている。広告は いために、どのようなことに注意す 消費生活に関わる相談を受けているた
ができなかったり、消費者のクリック 消費者の心を動かすような突出した表 れば良いのか。武蔵野市消費生活セン め、困ったときには相談すると良いだ
率といった指標に応じた広告の変更に 現をしなければ、埋もれてしまう」と ター相談員の瀬木智子さんに聞いた。
ろう。また、購入前に事業者情報や契
インターネット通販におけるトラブ 約内容、返品や解約の条件などの記載
手間が掛かったりするというデメリッ 話す。SNS を使ったマーケティングは、
トもある。企業は消費者の反応を注視 消費を人々が参加するものに変えた。 ルにはさまざまな事例がある。支払い を画像で保存しておくと、契約内容の
することが求められている。
企業と消費者の関係は密接になったと 済みの商品が届かなかったり、粗悪品 再確認ができるほか、いざというとき
SNS 上の広告は、伝統的なマスメ 言える。今後、SNS は消費行動におい や偽の商品が届いたりする。さらに、 の証拠にもなる。
取材に応じる井上教授
ディア広告よりも表現の多様性に富み、 て重要な鍵となる。
インターネット通販におけるトラブ
（齊藤睦典） 事業者と連絡が取れなくなる場合や、
事業者が海外に所在地を置いているた ルは、金銭に関わる問題だけでなく、
切な農薬の扱い方を指導されないため、 また、地産地消を意識して商品を購入 め、返品や交換がしづらい場合もあり、 個人情報の流出をはじめとする被害を
健康にも被害が及んでいる。さらに、 することもエシカル消費の一つだ。
解決が困難となっている。
招くこともある。日頃からインター
その農薬が土壌から海や川へ流れ出る
トラブルに遭わないためには、契約 ネット通販を注意深く利用するととも
私たちがエシカル消費を実践するこ
と、生態系を破壊する。こういった問 とで、人権や貧困、環境、生物多様性 内容や事業者情報などサイトの内容を に、トラブルの事例について知識を身
題は衣料品以外の生産現場でも起きて などの問題解決の一部を担える。普段 よく確認することが重要だ。詐欺サイ に付けることが大切だ。 （秋田彩夏）
現代の主流である「大量生産・大量 おり、現状を改善しようと生まれた取 何げなく使っている商品の裏側を知る トでは、電話番号の記載がない、所在
消費」は、私たちに豊かさをもたらす り組みの一つが「エシカル消費」だ。
ことは、エシカル消費の第一歩だ。一 地の記載が不十分である、日本語が不
一方で多くの問題を抱えている。例え
エシカル消費とは、地域の活性化や 人一人の力は小さくても、それが集ま 自然であるなど一見して分かる特徴が
ば、衣料品の原料である綿花を栽培す 雇用の促進なども含む、人や地球環境、 れば大きな力となる。買い物の中でエ 見られる。しかし、事業者情報がサイ
る過程では、人間と環境への被害が生 社会に配慮した消費やサービスを指す。 シカルを意識することが、社会問題の トに記載されていても、それが他の事
じている。長時間働いても低い賃金し 具体例として、児童労働や低賃金労働 解決につながっていく。 （鈴木恭輔） 業者情報の転用である可能性も考えら
か支給されず、貧困問題が続く地域も の改善を図るフェアトレード商品の購 《参考文献》
れるため、注意が必要だ。訪問販売や
多い。また、十分な教育を受ける機会 入が挙げられる。近年では、大手スー はじめてのエシカル 人、自然、未来 電話勧誘販売など不意打ち性のある契
に恵まれず、農薬の注意書きを読むこ パーやコンビニなどでもフェアトレー にやさしい暮らしかた（末吉里花、山 約とは異なり、インターネット通販に
とができない労働者も少なくない。適 ド商品が販売されるようになっている。 川出版社、2016 年）
は、一定期間内であれば解約ができる

て特別な体験を味わえる点は、メリッ
トの一つと言えるだろう。
「シェアリングエコノミー」という言
葉は、まだ多くの人に知られていない
という。しかし、その魅力が広まれば、
認知度や活用の機会も高まる。中山さ
んは「シェアリングエコノミーを通じ、
普段関わることがない人との出会いも
楽しめる。そうした人たちとのゆるや
かなつながりが、人々が支え合える社
会をつくるのではないか」と期待を語
る。共有を通じ、人々につながりを生
むシェアリングエコノミー。購入だけ
でなく、共有という選択肢も視野に入
れてみてはどうか。
（高橋豪）

私たちは日々何かを買い、それを使うことで生活している。消費の在り方は、
時代の変遷や人の価値観に合わせて変化してきた。そこで、新たな消費傾向や
SNS を使ったマーケティングの特徴、購入時の留意点について取材。予測不可
能とも言われる現代における消費の実情を探る。
40％、
「移動手段の貸し借りや相乗り」
が 35％だった。シェアリングサービ
ス全体の魅力としては、安く利用でき
ることや好きな時に利用できることが
挙がった。
▼買い回り品を選ぶ時、 最も参考にする
また、サービスの種類ごとに魅力を
ものは何か。
見ていくと、物品をシェアするフリマ
買い回り品とは比較的高価で購入頻 アプリでは「お金が手に入る」
「安価
度が低く、購入するかどうかの決定に に購入できる」
「販売が終了した商品
時間を要する商品のことだ。この設問 も購入できる」など、売り手と買い手
への回答では「消費者によるインター の双方にメリットがあると分かった。
ネット上の口コミ」が 53％、
「商品 他にも、ワーキングスペースの提供を
の公式ホームページ」が 23％となり、 はじめとする「空きスペースを貸し借
インターネット上の情報を参考にす りする」サービスに対しては「公民館
るという回答が約４分の３を占めてい などと異なり、
直前でも予約ができる」
る。消費者の生の声や商品の仕様を手 という利点がある。
軽に知りたい学生が多いようだ。
シェアリングサービスを利用したこ
▼買い回り品を購入する際に最も重視す とがない学生のうち 32％が「利用し
0
5
るものは何か。
たい」と答えた。利用したいサービス
「 機 能 性 」が 48 ％、
「 値 段 」が を複数回答で尋ねたところ「使ってい 超え、インターネットを利用して買い
38％と続いた。一方で「ファッショ ない物品の売買や貸し借りをするも 物をする学生が多いことが分かった。
ン性」と答えた学生は８％であり、
「話 の」が 66％、
「空きスペースを貸し 一方、
「利用したことはない」
「ほとん
題性」と「ブランド」はいずれも２％ 借りするもの」が 36％、
「個人のス ど使わない」学生は合計 22％で、非
にとどまる。このことから、多くの学 キルや労働力を売り買いするもの」が 対面形式での購入をためらう学生は少
生が見た目や知名度などより、実用性 27％となった。一方、シェアリング 数派だとうかがえる。
やコストパフォーマンスを重視してい サービスを利用したいと思わない学生 ▼インターネットショッピングで、 詐欺を
ることが分かった。
も多くいた。その一部はサービス自体 はじめとするトラブルに巻き込まれたこと
▼シェアリングサービスを利用したことが が「よく分からない」ことを理由に挙 はあるか。
あるか。
げている。また「他人とモノを共有す
５％が「ある」と回答した。そのう
「ある」が 13％、
「ない」が 87％ ることに抵抗がある」
「安全面に不安 ちの半数以上が「偽物や粗悪品などが
を占めた。
利用したことがある学生に、 を感じる」などの意見も寄せられた。 届いた」経験があるという。そのほか
どのようなサービスを使ったか複数回 ▼インターネットショッピングをどの程度 「支払いを済ませた後も商品が届かな
答で尋ねると「使っていない物品の売 利用するか。
かった」
「解約後も料金を請求された」
買や貸し借りをするもの」
が48％、
「空
「週に１回以上」
「月に１、
２回程度」 というケースも見られた。
きスペースを貸し借りするもの」が と答えた学生は合計で 58％と半数を
（小川紀寧）

10

15

20

25

成蹊大学新聞 2 面

株式会社 dot の冨田さん

私たちは生活を営むにあたって、
日々さまざまな消費行動をとる。近年
は特にインターネットの普及によっ
て、購入までの過程や手段が変化して
きている。今回は、現代における消費
について特集した。
本学学生を対象にしたアンケートで
は、インターネット上の情報を参考に
商品を購入するという回答が多く見ら
れた。インターネットが消費に与える
影響の大きさが改めて分かる。口コミ
や広告などを通して商品の情報が広
がる SNS は、企業の販売活動にとっ
て追い風となっている。また、経済へ
の不安や社会問題に対する意識は、消
費についての価値観に表れる。Z 世代
の人々の消費傾向や、モノを所有せず
に共有するサービスの発展はその一例
だ。しかし、このように消費行動が多
様化する一方で、
留意すべき点もある。
購入時には、フェアトレード商品や地
域の商品にも目を向けてみてほしい。
インターネット通販に関するトラブル
に遭う可能性に備え、知識を身に付け
ておく必要もある。
消費の形態の変化やその背景、留意
点を知ることで、消費者である私たち
が持つ影響力の強さを再認識できた。
現代ではインターネットを通して個人
の発言力が大きくなっており、それに
伴い消費の在り方も転換点を迎えてい
る。これからの消費をつくるのは、私
たち消費者に他ならない。
（新野まどか）

