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（出典）博報堂生活総合研究所「生活定点」調査、特記ない限り左側1990 年、右側 2000 年 

 

 それから「健康に気をつけた生活をしている」は、高齢化もありますから非常に上がっていま

す。７割近い。それから「１年を通して何かスポーツをしている」も上がっている。それか

ら自然を取り入れた――これはちょっとあいまいな質問ですけれども、「自然を取り入れた

生活をしている」が 38％。観葉植物を家の中に置いたり、庭のガーデニングなどがすごいブ

ームであります。同時に聞くと、バーチャルな自然みたいなのも欲しいというような、矛盾

していますが、実際のリアルの自然というのも欲しがっていると思います。例えば 10 年、間

を置いて理想の住まいの絵を描けという調査を 200人ほどにしましたが、絵を描いたときに

緑を描く人の率がものすごく上がっています。かつては、ヨーロッパの人に比べると日本人

はほとんど緑を描かなかったのです。最近は緑をうまく描くようになっています。 

 しかし、一方では都心のマンションとか、一戸建てが安くなったので、郊外の人はど

んどん中に入ってくる。便利さの方を取り入れています。いろいろ矛盾はしていますが、

全体としてはグリーン志向は上がっていると思います。 

 それから「シンプルな暮らし方をする」、これも簡素な生活ということで、意味内容が

あいまいな質問ですが、上がっています。これも年代と性を超えた回答で、よく比喩で

言うのですが、９時から５時まではビル・ゲイツのように、日本もばんばん速いスピー

図18：ＥＣＯ自然志向に伴う変化 
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ドでいかないといけないなと思いながら、５時から家に帰ると、良寛さんを読んで、こ

ういう暮らしもいいなと言っているのが、いまの日本のサラリーマン、あるいはそのほ

かの人の意識かなと。どうも日本はこの部分が非常に強い。これはもちろん不況で物が

買えないということを合理化している部分もあると思います。 

 それから「老後のことを考えた生活をしている」、これは上がっています。若い人も含

めて年金が破綻するのではないかというような意識もあります。それから、あまりに忙

しい世の中なので、逆に「１つのブランドを使い続ける方だ」、使うというのが上がって

いる。といっても、逆にいえば、８割は使い続けないということですけれども。それか

ら、世の中の変化が激し過ぎると考えている人が増えています。そういうことでゆった

りしたいなと。片方では早く動かなくてはいけないと思いながら、のんびりしたいなと

いうのが状況です。だから変化に対しても、変化すべきとわかっているのだけれども、

うーんというのが国民の側にもあるということです。 

 

情報行動の性差：「情報雄型」と「情報雌型」 

 次のページを開いてください。次のページが、特に情報の問題についてを考える図式

です。私どもが 90 年代半ばに大規模な情報の調査をやりましたが、そこで抽出されたモ

デルです。我々、情報雄型と情報雌型と呼んでいるのですが、情報行動を考えるときに、

どうも年代差よりも性差が、ほかの消費局面では性差はほとんどなくなっているのです

が、情報に関してはすごく性差があるということです。情報雄型というのは、女性も含

むので雄型というモデル的な名前にしたのですが、情報への姿勢がつくるもの、生産者

的立場。社会を生き抜く装備である、武器である。それで、何か新しいものにチャレン

ジする。我々が調査した中で不思議なのは、例えばコンピュータの新しいのが来ると、

設定オタクというのがあって、設定することだけが楽しくて、人のをやって回っている

という、何が楽しいのかという男の子は結構います。それからメディアへのニーズはお

もちゃ欲求です。それから機械を専有したい。情報生活の現状は非常に否定的で、情報

の狩人的な姿勢です。 
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 雌型というのは、情報機器というのは使うものだということで、生活を豊かにする栄

養にすぎない。だから新しいものにチャレンジというよりは非常に安定的なメディアに

だけとりついて気軽に使う。目的はおしゃべりです。完全に人とつながるということで、

これは考えてみれば、女性たちは昔から手紙をよく書いていましたが、その後、固定式

の電話が出て、最初は男のもの、オフィスのものだったのが家庭に入り、まだお父さん

が使っていたのが、女性が使い出すと長電話になりました。その次にファクスが入って

きて、最初はオフィスのものだったのが、家庭に入った。いまではファクスというのは

奥様が、明日のテニスコー

ト、場所はここだからとい

う形で使う人が一番多いで

す。お父さんはあまり使っ

ていない。それから携帯電

話も、最初はビジネスユー

スとして電話会社は考えて

いましたが、実際は女性が

使って一挙に広がった。あ

とはパソコンもパソコン通

信が使えるようになってか

ら、それからｅメールとい

う形態が非常に一般化して

から女性がわっと参入した。

ほかの部分は全然使わない

のですが、そうやって、人

とつながるという部分にな

っている。恐らく通信欲求

とかつながり欲求というのは女性の方が強いのかもしれません。 

 それから、機械そのもののハードには全然興味がなくて、使うチャンスさえあればい

図19：情報雄型と情報雌型 



 105

いということです。情報生活は現状肯定で、よくわからないからいまあるものでいいと

いうようなのが非常に強いです。情報のグルメというような感じです。特に 30 代、40

代は性差が激しい。10 代、20 代、それから 60 代はあまり性差はないということが出て

います。これは、ほかの情報行動でもよく似ているのですが、30 代、40 代はまた別の要

因で社会的役割に絡めとられているのです。男性は『東洋経済』や『エコノミスト』を

読んで、世の中は大変だと騒いでいて、女性は『女性自身』とかみのもんたのテレビを

みてココアに走っていたりするというところが、中間はあるのです。若い世代と年配者

は情報行動が似ています。若い方はファッションと音楽のテーマで男女の性差が少ない。

それから、60 代以降は男女ともいい病院はどこだというのといい温泉はどこだというよ

うなことで、非常に似た情報欲求を持っていて、近い。だから、若者文化と老年文化は

非常にそういう意味ではマスメディアが狙いやすい部分で、中間はかえって性差があっ

て難しいともいえます。 

 

インターネットの顕在化に伴う性差 

 その下に、インターネットが顕在化した後の性差が出ていますが、雄型と雌型。これ

はまだ携帯電話のｉモードを前提としていない段階ですが、雄型は１人で使う。それか

ら用件だけで使う。女性の場合は家族皆で使うし、ｅメールはものすごい長い文章を書

きます。手紙文みたいなものを、時間でいうと大体夜 11 時ごろに書いている人が多いで

す。これは昔の伝統的な手紙を書く時間帯と同じで、テレビを見終わって、部屋にこも

ってＦＭラジオをつけてｅメールをやるとか、手書きの手紙を書くというケースが多い

です。男の場合は、手で書く手紙の方はいま、ほとんど、年賀状と暑中見舞い以外、い

なくなりました。女性は多いですが、同じようにｅメールも長々と書く。男は用件だけ

を書くというケースが多いです。 

 この性差の部分ですが、最近やったインターネットの調査でも、ご想像どおり携帯で

インターネットを使っている人は４対６で女性の方が多いです。それから、全部を使い

こなすぞといって頑張っているデジタルエリート君みたいなのは 22％いますが、７対３

で男の方が多い。だから、新しいものを使いこなして頑張るぞというのは、やっぱり男

の方が情報機器に関しては強い。ところが中年女性で意外に最近おもしろい状況が出て
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きたのは、長電話をしていたのですが、長電話よりｅメールの方が安いということに気

がつきまして、大量に参入してきて、このおばさま族がいま、主として携帯電話、ある

いはＰＣを使ってですが、メール派になってきている。この人たちは、全く金銭動機だ

けで入ってきていて、機械は全然関係ないという人が入ってきている。こうなると、結

構そういう文化は動き出すかなという気もしました。 

 

消費から見た生活者のとらえかたの変化 

 それから次をみてください。次は、だんだん全体的な話になります。これは全くのイ

メージ図ですが、生活者の固まりのとらえ方ということです。非常に雑駁に分けるなら

ば、55 年ぐらい、実際の消費のあれからい

うと 60 年代、70 年代の頭ぐらいまでが 10

人１色。現実にはいろいろな考え方があった

でしょうが、特に消費文化に限れば、結構皆

が同じ価値観を持って、所得が上がれば――

所得の関数として、大体潜在市場というか、

消費市場がみえた。年収がちょっと上がれば

テレビを買うでしょうとか、冷蔵庫を買うで

しょうというようなことがみえた時代で、そ

んなに差もなかった。マスが非常にクリアに

みえた時代だと思います。それが 70 年代、

特にオイルショック以降、そして 80 年代、1

0 人 10 色みたいな、私どもは分衆などと呼び

ましたけれども、そのように細分化が起きて

いった時代だと思います。 

 政府の統計だと、旧総理府の調査で、物の豊かさより心の豊かさの方が大事という人

が 79 年に上回っています。79 年にそういう変化が起きた理由は 73 年のオイルショック

です。74 年、75 年と、物派、心派が紆余曲折があって、79 年以降現在に至るまで完全

に心派、心の豊かさの方が大事という人が多いのですが、ただ、この質問項目は随分あ

図20：十人一色、十人十色、一人十色 
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いまいで、アメリカやヨーロッパのそういう専門家としゃべっていると、何でそんな質

問に皆答えられるのだということほど、質問自体に驚かれます。物質的な幸福と、例え

ばバラ１本を持ってくるのはどっちなんだとか、向こうの人は理屈をこねるわけですが、

日本はでも数万人がそうやってちゃんと答えているのです。傾向値は心派になっていま

す。この時代は、だから雑誌社が元気でありました。いろいろな雑誌が細分化された雑

誌を出す、あるいはＦＭラジオだとか、そういう形で上から下まで同じファッションで

固めているような消費形態が 10 人 10 色。一番流通が、百貨店が元気だった時代です。

そういう細分化したものにターゲットを当てて、商品をうまく当てていったと思います。 

 それが 90 年代に入って、１人 10 色と呼んでいるのですが、縦の変な円筒形が１人と

考えてください。10 人１色の場合、ほとんどの人が同じような好みを持っていたとすれ

ば、10 人 10 色はそれぞれ、赤なら赤に反応するレセプターしかもたない、黄色なら黄

色に反応するレセプターしかもたないみたいな形で細分化されていったのが、１人 10 色

は、１人の人が何色もの受容器、レセプターを持っているみたいなことです。というこ

とは何で起きたかというと、情報化と情報が流通したということです。もっと日常的に

いえば、消費の場でいえば、カジュアルなファッションとはどういうブランドなのか、

フランスのブランドだったらこれで、バッグのブランドだったらこれで、プラダと何と

かと何とかがあって、こっちはシャネルとエルメスと何とかがあって、ルイ・ヴィトン

があってと、全部知っているのです。前は、ある特定のグループに、あるマガジンが追

いかけていった感じがありましたが、いま、ほとんどの人が皆知っている。知っている

けれども、どうということはない。アクションはないというのがいまの状態です。 

 しかしレセプターはあるわけだから、メッセージを送る側が非常に適切なメッセージ

をある強度で送ると、一色、全員が赤を受け取るレセプター、受容器を持っているので、

赤に反応して、一斉に一瞬赤になるという可能性が、逆にいまの方があるのです。オリ

コンなどのレコードの売れ行きをみていくと、90 年代に入って、逆にミリオンセラーが

たくさん出ていったのですが、これは人口の要因もあるのですけれども、その理由は、

あの曲、皆押さえておくみたいな形で、皆が一瞬あるものに反応するという感じです。

ですから、イノベーションの正規分布のカーブを考えていただくと、一瞬がーっと上が

って落ちるというような、カーブが平たいのではなくて、一瞬上がって下がるという形



 108

になってしまいました。ですから、オリコンなどでみても１週間もたないという感じで、

メーカーさんからいうと２匹目のドジョウがいない。平たいカーブですと、後半部分で

頑張って、生産設備がいいということで安く出して勝つというのがありましたけれども、

いまは最初だけしか勝てない。そういう瞬間的に大衆的な現象が起きる。瞬間大衆と呼

んでみたのですが、それが終わった後は個に戻ってしまうのです。だからワン・トゥー・

ワン・マーケティングになるので、瞬間大衆というか、瞬間的なメガヒットの段階で、

それをデータベース化しておいて、あとはインターネットなどで個につないでいくみた

いな、それでまた次が出るのを待つというような感じがいま、あります。 

 ここにおけるメディア状況は、もうご存じのとおり多チャンネル化だとか、インター

ネットなどが非常に影響していますが、インターネットが出現しなくても、この状況は

もう出ていました。これがいま、どんどん強くなっていて、１人の中が 10 色あるという

のは、別な言い方をすると人格が多重化してきたということもいえます。あるいはデジ

タル化といってもいいかもしれません。これは、現実の現象でもあるし、あるいは見方

の問題もありますが、大げさにいえば、１人の一貫したアナログ的な人格パターンがあ

るという近代の考え方自体が崩れてきて、１人１人の個というのは、状況においていろ

いろなものが出てくるにすぎない。そんな一貫したパターンはないと。認識の問題かも

しれませんけれども、消費の場でも実際にそういう状況が出てきています。広く売れる

ベストセラーになる本の中に多重人格の本などがすごく増えていて、現実にはそんなに

多いケースではないにもかかわらず、そういうのに皆がすごく興味を持っている。そし

て、例えばｅメールなどをやるときは何か違う人格になってしまうような感じがすると

か、あるいはｅメールを話す相手との関係の中において、違う色合いが出てくるみたい

なことです。若者の調査をやっているときに、こういう回答が返ってくるのですが、現

在の若者に「君は親友は何人いるの？」と聞くと、「25 人」とかいうのです。「親友を聞

いたんだよ、親友って意味わかる？ 友人じゃないよ」「わかっている」「どうしてそん

なにいるの、不思議なんだけど」というと、それは旅に行く親友はあいつ、旅が好きだ

から。学校の勉強を聞くのはあいつが親友、スキーに行くのはあいつが上手だから親友

で、恋の問題を相談するのはあいつであるというような形で、部分化した人格のパーツ

同士がつながるというのがいまの人間関係になっているのです。それが携帯電話ととも
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にメールの交換という中でますます部分化の手段ができているので、そういう同士でつ

ながっている。だから、聞いていくと、では親友というのなら、彼の家族構成とか、お

兄さんの学校とか知っているのかというと、知らないというのです。そんなの関係ない

と。「だって親友なんだろう？」「そういうのは関係ない」と。だから、非常に人間関係

が局部化しているというのはいえます。瞬間瞬間でアクションというか、考え方が切り

かわるみたいな、デジタルに０１でどちらかに何かを決定していくみたいな感じです。 

 これは、だから瞬間大衆と個の中間にある分衆に合わせていうなら状況的な大衆みた

いな、状衆とでもいうような、シチュエーショナルな存在が出てきたのかなと。逆にい

えば、これは人間軸で人を切れない。シチュエーションで切るしかないという感じで、

マーケティングの側では携帯電話だとかＰＤＡなどがもっとＧＰＳなどとつながれば、

いまはなかなかだめですが、そういうシチュエーションにある人に対してメッセージを

送って老若男女問わず買ってもらうという形で、あまりターゲットとか人間のこういう

タイプとかと分けないで、そういう状況にいる人で、場ごとに分けようみたいなことも

今後は出てくると思います。 

 あるいは逆に、もうマクドナルドやユニクロのように性、年代を超える。もとに戻る

のです。こんなにばらばらだったら、もう個別に押さえても何の意味もないから、要す

るに人間だったら物を食うだろう、洋服着るだろうという原点に返って、値段が半額だ

ったら絶対買うというようなところに戻ってしまうというのも１つの手で、そういう昔

ながらの人口学的なマーケティングといいますか、デモグラフィックマーケティングと

いうか、そういう部分に戻りつつある部分もあります。 

 今後の状態をみますと、この多重化してくる部分がさっきのバーチャルリアリティで

はないですが、非常にインボルブされる度合いの大きい触覚も含めたネットにつながっ

ていて、１日のうち２時間ぐらい、例えば女の人は男になっていたり、違う人格になっ

ていたり、あるいはライオンになっていたりする人が、ここらにあふれてくるというこ

とで、それは大したことではないかもしれない。それは、あらゆるメディアが出たとき

に、映画を１日２時間もみていたら変になるよとか言われたわけですが、実際はどうっ

てことないわけです。でも、それとは時限が違うともいえますし、難しいところですけ

れども、こういう傾向は強くなるかなという感じがします。 
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 ひとまずそんなところです。 

 

［質疑応答］ 

【公文委員長】 日本は韓国みたいなネットワークゲームはほとんどまだはやっていな

いですよね。これは将来、はやるとお考えになりますか。 

【関澤委員】 はやると思います。ああいうのがちゃんとあれば、はやると思います。 

【公文委員長】 環境が整えばはやると。 

【関澤委員】 ただ、ゲーム内容が闘争的なものかどうかはわかりませんが、あれでＰ

Ｃバンに行ってやろうという人はふえると思います。 

【公文委員長】 もう１つ、松岡圭祐のような本が非常にいま、読まれているというの

は、今日の話からいったら、どう解釈すればいいでしょうか。千里眼とか心理学とかを

扱った本が何冊か出て、それぞれ相当売れていますよね。 

【関澤委員】 そうですね。ほかにもそういう系統のはありますよね。さっき申し上げ

たみたいに、制度化された宗教に対して信じている人は減っていますが、逆に非合理的

と呼ばれるようなことに何か意味を求める人がものすごく増えています。それと、ある

種の疑似科学的な装いというか、そういう形ですごく興味を持っている人は増えていま

すし、脳の問題だとか、そういう形の研究が進んでくると、その部分であり得るかもし

れないと思う人がどんどん増えていって、そこは皆が結構興味を持っていますね。理科

離れとよく社会で言われます。理科教育に対して離れていく。逆に、我々は理科系生活

者が増えているのではないかと。疑似かもしれませんが、それは恐らく旧物理学ではな

くて、情報科学系を主体として、全理科系学問が統一化されていくみたいなもので、何

か理科系的に世の中を考えていく人が非常に増えてきている。それを我々調査すると、

完全に性差があって、男の方が高いわけですけれども、それが増えています。その人た

ちは、やはり当然ですけれども、インターネット使用が多いし、ものの考え方も非常に

クールに、あまり情念を入れずにチェックしています。 

 

感覚的判断が増加している 

 【関澤委員】 それで、消費に関する男女の変化なんですけれども、これは消費だけ
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ではないと思うんですが、さっき申し上げた 10 人 10 色ぐらいの時代は、例えば我々も

よく主張したんですが、ものを選ぶときに、これがよい悪いではなくて、好き嫌いで選

ぶ人がふえたということを言ったんです。その好き嫌いで選ぶという人が、最近は減り

ました。47％から 40％まで減っています。逆に、80 年代、90 年代、減っていたよい悪

いという理性的判断で選ぶ人が 35％から 37％に増えています。では、７ポイント好き嫌

いが下がっているわけで、あとの５ポイントはどこに行ったかというのですが、もう１

つ、我々が思った消費判断として、ぴんと来る、来ないという、もっと生理的な感覚的

な判断が好き嫌いの下にあるのではないかという仮説をもって調査したところ、それが 1

8％から 23％に増えていた。ですから現状でいうと、好き嫌いという人が 40％、よい悪

いが 37％、ぴんと来る来ないの感覚的判断が 23％なんですが、この感性的な、何となく

好きとか何となく何とかというのは、メディアに載った若者情報とかいろいろなもので

ものすごく水面が下がっていまして、一方では非常に理知的に価値とデータをチェック

する人が増えている。これは性別でいえば 20～30 代男性が増えている。それからもう１

つは、非常に感覚的に、もっと心臓を素手でつかむような形で、情報からいえばつかま

れてしまうというか、第一印象で決めてしまう人が増えています。これは、例えばコマ

ーシャルの分野でいうと、最近のサッポロビールのコマーシャルで、豊川悦司だとか山

崎努が、何だか知らないけれども、ハイスピードでだーっとなっていて、よい悪いもな

いままに 15 秒過ぎてしまう。ああいうのがすごく増えているんですが、ＫＤＤＩもちょ

っとそういうところがありましたけれども、ああいうコマーシャルというのは過去ない

もので、何というんでしょう、ＣＧなどの影響もあります。つまり感覚へ直に刷り込む

みたいな形です。感情を飛ばして感覚へ行ってしまうみたいなところが、いま、非常に

高くなってきています。それは、もっと行けば、脳に直接みたいな、そこまで行かない

ですが、目を通しているのだけれども、いままでのようないいとか好きとかいうのは飛

ばしてしまうみたいなところがあって、よく考えていくと、それと理性的な判断という

のはそんなに遠くなくて、もしかしたら、ある新しい時代をあらわしているのかなとい

う気もするんです。 

 だから、マクドナルドの半額だとか、ユニクロの値段というのも、理性的にあれが受

けとめられたというよりも、何か半額と言われると、もう感覚的な次元で、心臓を素手
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でつかまれるみたいな形で店に行かなくてはならないようなところがあって、そういう

ことをしないと人が動かない時代に、もしかしたらなってきたというのもあるかと思い

ます。 

 あと、21 世紀ずっとで考えると、やはり人口が減少していって、少子高齢化の問題と

か、それとＩＴがどうなるかとか、そういう問題もすごく大きいかなという気もします。  

【米倉委員】 これは、母集団というのはどのくらいですか。 

【関澤委員】  2,000 人です。 

【米倉委員】 ずっと 2,000 人？ 

【関澤委員】 ずっと 2,000 人です。その中の端と端だけ持ってきたので。 

 

日本的な特徴は自己目的化 

【米澤委員】 日本に非常に特徴的な部分というのは？ 

【関澤委員】 日本に特徴的なのはさっきの携帯ではないですが、この前の会のときに

も申し上げましたけれども、村上先生の言葉を使えばコンサマトリーですか、つまり即

時的というか、何かを手段として使うのではなくて、携帯、ただつながっている、その

こと自体に意味があるような形で、携帯電話のｉモードのことをヨーロッパやアメリカ

の研究者に説明すると、なかなか、特にアメリカの人は信じないんです。だってそれは

手段だろうと。手段で、何でそんなに２万円も払うんだ、何を話しているんだ、何のた

めか、何の手段なんだと問い詰めてくるんですが、何もないんだと。ただつながってい

るだけ、「どこ？」「いま、渋谷」といっているだけなんだと言っても信じないんですが、

日本の消費の場合、どうしてもそういう、そのためだけ、つまり手段ではなくて、ただ

そこに漂うためだけの消費というのがものすごくあって、さっきでいうと情報雌型です

ね。女性に多いんだけれども、それが非常に強く出ているなと。それが一番の特徴だと

思います。それは別な言い方をすると、日本がつくるものは皆ガジェットではないかと、

向こうの人は言いますが、悪口が入っているわけです。おもちゃじゃないかと。ガジェ

ットなんだけれども、でも怖いんだと。向こうのメーカーの人もいいますが、ガジェッ

トと軽んじるんだけれども、でも怖い。 

 ヨーロッパの研究者の方が少しわかっています。そういうガジェットの文化だとか、
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そのためだけに存在するということの意味というか、だってそれが遊びじゃないかとい

うと、まあそうだよねという形です。だから、遊び的です。そして社会性はない。残念

ながら、ない。意味もなくといっては悪いですが、人の善意は信じている。だから何と

かなるだろうと思っていて、積極的に自分が出ていかなくてはいけないというのはあま

りない。何となく楽しくいこうではないかというのが、非常に特性としてあるのかもし

れませんね。だから携帯電話などは、アメリカやヨーロッパのメーカーの人としゃべる

と、渋谷に行って、驚いたと。しかし、ああいうような形で自己目的的に使ってくれる

集団があれだけいることによって、製造の最初の初期のコストが回収できて、次のが開

発できるというのはうらやましいという言い方をします。 

【野村】 そういう日本的特殊性みたいなのは、歴史的にみたらどうなんですか、強ま

っているんですか、弱まっているんですか。これでみると、例えば離婚率がフランス並

みになったとか、外国人上司のもとで働いてもいいとか、そういう意味では国際…… 

【関澤委員】 だから、たぶん、明治以降、国策として追いつき追い越せをやってきた

のが、我々、別なデータでみていくと、オイルショックの後、特にバブル崩壊後、追い

つき追い越せの意識が一切消えてきて、時間感覚が変わってきました。昨日より今日は

すばらしくて、明日はもっとすばらしいという考え方がすごく減ってきて、昨日も今日

も明日も同じだよと。それで構わないという若い人は特に増えています。昨日も今日も

明日も同じということは、日本の場合、春夏秋冬みたいな季節のめぐりというか、時間

は循環するみたいな感じで、直線的時間という概念ではなくて、循環になってきて、こ

の 10 年、花見に行く人が増えているんですけれども、老若男女を超えて増えています。

だから江戸時代的な感覚に戻ってきたとも言えるんです。 

 別な言い方をすると、イタリア人のモットーのアモーレ、カンターレ、マンジャーレ

って、恋をして歌を歌って飯を食ってという、ああいう感じがいまの日本にすごく、エ

ピキュリアン、快楽主義的になってきているかなと。江戸でも武家ではなくて、町民の

感覚。だから、実際に江戸文化を書いた本は、若い作家がものすごく増えていて、若い

読者が増えている。江戸のブームだとか、明治以前の文化に対する興味はすごく増えて

いますね。 

【野村】 いずれにしても、ＩＴ化というのは経済の面でいうと、グローバリゼーショ
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ンでしょう。裏表ですよね。こういう文化とかガジェットの面では、多様化を促進する

んでしょうけれども、ここで十人十色とあるように、10 国 10 色だったのが、いま、１

国 10 色になってきている面もあるんだろうと思うんです。 

【関澤委員】 そうですね。日本人というアイデンティティもそんなには強くないし、

逆にいえば、これは若者の旅の調査などをしていてすごく出てくるんですが、10 年前、

20 年前は、やはりヨーロッパはすばらしい、アジアは下であるという意識がありました

が、いまはヨーロッパに劣等感もないかわりに、アジアに対して優越感もなくて、完全

に横です。それで、ただ、バリのあのホテルがいいとか、そのホテルで選ぶという形で、

デスティネーションの国家に対する意識が非常にないですが、それは国民に対してもそ

うです。 

 それでアジアを調査していると、さっき言った自己目的的に技術を使うというのがア

ジアもすごく似ていて、アジア消費文化圏みたいなのが、たぶん、21 世紀にできると思

うんですが、それはヨーロッパの人からみると非合理的だというわけです。例えば、ベ

トナムで我々、調査したときも、ちょっと前ですが、ベトナムで暑いからクーラーを先

に買えばいいと思うんだけれども、窓を開け放してパイオニアのカラオケ装置で夜中に

がんがん歌っているわけです。クーラーより先にエンターテイメントにいってしまうみ

たいなのがあって、それは日本の消費形態ともよく似ていて、アジア全体がそういう傾

向がある。それは日本文化が伸びるだけではないんですが、結構アジア全体は日本も中

核的である、そういう遊び的文化が広がっていく、そしてその素材として技術が使われ

るという傾向は非常に強いかなという気がします。それに対してヨーロッパの人はすご

く興味を持っています。アメリカの人は、あんなものはいい加減でだめだというんです

が、ヨーロッパのメーカーや研究者は結構それでアジアのことを調べたいといっていま

す。 

【野村】 やっぱり日本的ＩＴというのが、存立するんですかね。 

【関澤委員】 どうなんでしょう。要するに逆にいえば、いろいろな規制があって、本

当は広がるべき部分が広がっていないからだという考え方もありますが、いずれにせよ、

今ある、現状で持っている武器の中でそっちの方へ行くということがあるんでしょう。

だから、別な部分で本来広がるべきところがもっと広がったら変わるかもしれません。
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ただ、それでもやはりある文化的な文脈というのは非常に強いと思います。さっきの性

差の問題もそうだし、あるいはＩＴは地方と東京の格差をなくすとも言われているんで

すが、我々が調査しますと、地方都市のインターネットユーザーは東京のネットに、サ

イトにアクセスして、東京の人は東京のサイトにアクセスしていて、やはり地元のを見

ないんです。どんなにあってもつまらないと。ますます集中化が進んでいって、地方の

方が、夜やることがないので、インターネットにはまっている人は多いんです。子供も

夜ふかしになっていて、地方の親御さんは皆心配していて、子供がどうかなっちゃうん

じゃないかと。東京の方が外に行って遊べるので、あまりはまっていないというような

こともあります。だから、現実を見ていくと、結構昔からある違いがそのまま反映され

ているところも結構あるかなという気もします。 

【公文委員長】 小久保さん、何かコメントありませんか。 

【小久保委員】 性差という話がありましたけれども、女性というのは何でもかんでも

受け入れてしまうという方向性があると思うので、こうやって分析して改めて、あ、自

分はこうなんだとか、日本はこうなんだとかいうのを突きつけられると、全部そうだそ

うだとみてしまったような状況があるんですけれども。 

 

日本でｉモードが普及した理由は？ 

【佐賀教授】 １つよろしいですか。ｉモードが爆発的に日本で売れたと。東南アジア

でいま、モバイル・インターネット・サービスを提供しているのはまだ少ないんですけ

れども、シンガポールが全然ふえない。これは理由は何だろうと。例えば、あなたがい

ま、分析したような日本的な特殊性があるから、あるいはその根底にそれがあるんだろ

うかと。もしそうだとしたら、それはｉモードスタイルのモバイルインターネットは、

アメリカとかヨーロッパで増えるんだろうか、増えないんだろうか、こういうことを、

お聞きしていて感じたんです。それで、いままで私が分析していた視角と違う理由があ

りそうだなと。つまり私は、シンガポールでなぜ、モバイルインターネットが普及しな

いかというと、単純にコンテンツが少ないからだと。人口 300 万のシンガポールで１億

2,000 万の日本でつくっている、あの豊かなコンテンツをつくれない、だからシンガポー

ルの限界があるんだというような見方をしていたんだけれども、どうも違うのかなと感
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じるんですが、あなたの目からみたｉモードの日本における爆発的増加、これをどのよ

うにみられるか。 

【関澤委員】 バンコクだとか、特に台北だとか、そういうところでもっと一般化する

と、日本と似た形で広がるかもしれないし、アジアといっても、シンガポールがもしか

したら少数派かもしれないし、よくわからないんですけれども、日本でなぜ、これだけ

広がったかというのは、私も理由はわかりません。何であんなにかな、というのは。 

 現実には、若い女性も含めてそういう人たちが使うことに至ったということですが、

その前のポケットベルの段階から、ある種、連絡用だとか、あるいは友人との確認用で

非常に日本では若い人にも普及してしまったわけで、携帯が出る前からそういうところ

がありました。これはたぶん、ヨーロッパのジャーナリストなどともしゃべっていて思

うんですが、日本の場合、１つはアジア的なものとして、若い人が甘やかされている。

可処分所得が非常に高い。そういうガジェットみたいなのが安い。だから買えるという

ことが一番大きいかなという気がします。何でそんなに高校生がお金があるんだという

と親が出すからで、何で親が出すんだと言われるんですが、出すんです。学校を出ても、

かなり親からの援助があって、しかもそこでそういう機械があって、みたいなことがあ

るかなという気がしますが、あとの理由はよくわからないです。ある種、やはり若者文

化の強さみたいなものはあると思いますが。 

【伊藤委員】 シンガポールに実際行ってみると、若者文化は全然違いますよね。チュ

ーインガムが違法で、一番伸びているエンターテイメントって、図書館なんです。図書

館が、すべてのショッピングモールの集客になっていて、全国民が図書館に入って、ほ

とんど皆、本を読むんです。結局それと、ゆでガエルのように何も考えていない、甘や

かしている若者の国と、やはり感覚が全然違いますよね。 

【関澤委員】 シンガポールの場合、そうやって勉強していかないと、本当に落ちこぼ

れちゃうというところがありますね。 

【伊藤委員】   そうですね。かなり競争力というか、真剣さがあって、あとは英語がで

きるということで、コンテンツももう少しグローバルになっていくということもあるん

じゃないですか。 

【関澤委員】 そうすると、携帯電話ではなくて、ＰＣで向こうの方をみてしまうと。 
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【伊藤委員】 あとは英語の本を読むとかです。 

【野村】 シンガポールの場合、ＰＣの普及率が大変高いですよね。 

【公文委員長】 モバイルインターネットはほとんど入っていないでしょう。シンガポ

ールはｉモードはないでしょう。ＷＡＰでしょう。 

【伊藤委員】 ＷＡＰです。 

【公文委員長】 常時接続じゃなくて、つながりにくくて、それプラスコンテンツもな

いので、そもそも、誰が使うか、あんなものという…… 

【伊藤委員】 インターネットカフェはすごくはやっているんです。ウェブのチャット

とかがはやっていて、あとやっぱりシンガポールって、何でも 10 分じゃないですか。都

心から。だからカフェに行って、皆と遊んで、チャットやってという感じなんじゃない

ですかね。 

【佐賀委員】 ただ、携帯電話の普及率は日本より高いですね、シンガポールの方が。

私が、なぜ 300 万という人口でコンテンツが少ないというように判断したかというのは、

その前に携帯ではなくて、彼らがシンガポールＷＡＮというネットワークを張りました

よね。これがインターネットにもアクセスできるけれども、シンガポールの中でのハイ

スピードデータですが、これが一向に普及しない理由はやはりコンテンツだということ

を言われていたんです。それがあったので、ＷＡＰ方式だけれども、モバイルインター

ネットが普及しない理由はコンテンツなのかなというように、実は思っていたんです。 

【公文委員長】 じゃあ、日本でｉモードって、本当に普及しているのかというと、ｉ

モードつきの電話がある量、売られていることは確かなんですけれども、一体、本当に

ｉモードとして使っているのはどの程度あるか。 

【関澤委員】 ２割から３割ですね。 

【公文委員長】 その２割から３割でも、いくつのコンテンツにアクセスしているかと

いうと、大体２つとか、いいところで３つとか。非常に違うのは、コンテンツを出そう

とする側が圧倒的に多くて、見るか見ないかは別にして、そこがｉモードのすごいとこ

ろだと思っています。本当に誰でも簡単にコンテンツの提供者になれたという……。 

【伊藤委員】 あと、よく言われる、日本は待ち時間が多いというのもあるんじゃない

ですか。それはどうなんですか。シンガポールの方が並んだり待ったりする時間が少な
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いので……。 

【関澤委員】 あと、週刊誌が売れなくなったのと同じで、電車の中というのもありま

すよね、長い通勤というのがあります。 

【岩村教授】 いつ使っているかというと、行列で待っているときとか、授業中とか会

議中って結構多いんですよね。 

【伊藤委員】 だからそれも同じですよ。日本の方が効率悪いんです。つまらない打ち

合わせが多い。 

【小久保委員】 一番使っているのは電車のホームと言われていますよね。 

【佐賀教授】 電車の座席でも若い女性は黙ってやっていますよね。 

【小久保委員】 コンテンツが多い、多いと言われているんですけれども、結局キャラ

っぱと着メロとそれからゲーム、この３つしかないと言われているので、ほかにどんな

有効なコンテンツが出てくるのかなというところだと思いますね。 

【佐賀教授】 いま、もうドコモの狙いはビジネスマンにどう使ってもらうかという、

ビジネスユースの方にいっていますよね。例えば私たちがみていると、地方から上がっ

てきたビジネスマンが、帰りの新幹線の時間を調べるとか、そういうことで結構使って

いる。あとは株価を一生懸命みている人たちも、グループとしてはいるとか、そういう

意味では、それなりに瞬間的にリアルタイムの情報が入るという便利さが受けているの

かなと。それから、ビジネスモデルではいろいろなドコモの成功の秘密とか、そういう

ことは言われていますね。オープンプラットフォームでどうぞとやったのが成功の秘密

だとか、その種のことはありますけれども、生活、あるいは仕事という面で、あれがど

の程度役に立つ道具になるのだろうかと。それが第３世代の携帯と絡んだときに、どう

いう変化をもたらして、既存のパソコンネットワークとの関係がどのように変化するの

だろうかと、ここらがまだみえないです。 

【伊藤委員】 モバイルリテラシーみたいなのが、若い子から入って、そのまま大人に

なっているのが日本は高いわけです。だから、たぶんポケベルのところから始まってい

ると思うんです。ポケベルを若い子たちが使って、それがｉモードメールに移動して、

その人たちが今度社員になったときに、そのままの感覚を持っていて、やはりいきなり

大人をターゲットにしているヨーロッパとかは、リテラシーがないから、なかなか進化
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しない。 

【米倉委員】 テクノロジーもパケットというのはｉモードだけ？ そんなことないん

ですか。この間、スウェーデンの人が来て、スウェーデンはモバイルの普及率はすごい

高いけれども、そういういろいろなコンテンツもやっているけれども、使っているのは

８％だと。それは基本的に天文学的数字になってしまうからだと。 

【公文委員長】 いま、ＷＡＰというのはひど過ぎるので、普及のしようがない。しか

しｉモードで、せいぜい２つか３つしか使わなくても、月数百円でそういうサービスが

入れば、別にいいじゃないかと。時間表と地図とかいったようなことに使えれば、こう

いう機能がついていて、腹は立たない。 

【伊藤委員】 １つ、一番大きな矛盾があるのは、やっぱり８割の売り上げはボイスで、

残りはメールじゃないですか。そうすると、課金はパケットベースでどうなるかという

と、アプリケーションをブロードバンドにしたときに、いま、例えばＮＴ２０００でも 1

0 分の１のパケットにしようとしているんですが、それでもＮＴ３以降、ダウンロードす

ると４ドルかかるわけです。 400 円ぐらいかかると。そうすると、ブロードバンドのア

プリケーションの課金にすると、ボイスがただになってしまって、ペイしないわけです。

だから、課金のところでたぶん、もうボイスとメールは携帯で、ほかのアプリケーショ

ンはＰＤＡか何か、違うネットワークになると思うんです。結局、ＮＴＴは郵政省をだ

まして、ボイスの周波数も足りないから３Ｇだとかいって、とったというのが、皆が言

っていることで、本当はブロードバンドなんか全くやる気がなかったというケースは結

構あると思います。あとはＷＡＰのＮＧ、ネクストジェネレーションは完全にｉモード

誘導しますので、ＷＡＰはそろそろ普及が始まるんじゃないかと思うんです。 

――了―― 

 


