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拡大する男性コスメ市場 
—Z 世代からみる今後のヒット商品とは− 

 
マネジメント学部 マネジメント学科 

今井 瑞穂 

 

 
１はじめに 
ある講義で、顔に大きな傷を負い、心を閉ざした女性が、化粧をしたことで自信を取り

戻して、社会に復帰することができたという話を聞いた。そこで、化粧は人の外見を綺麗

にするだけでなく内面までも豊かにすることができる道具だと気づき、化粧について関心

を持つようになった。化粧について調べていくと、ジェンダーレス化、男性の美意識の向

上などで世界的に男性化粧品の市場が伸びてきていることを知った。化粧をする行為は、

見た目を整えるためであり、化粧＝自信という考えが広がっている。最近では、マットや

りゅうちぇるなど化粧を楽しんでいる芸能人が多くいる。化粧をする男性が増えてきてい

るという話は聞くものの、街中を歩いていても化粧をしている男性をあまり見かけない。

この原因は、化粧＝女性という概念が女性や年配の男性にあり、その目を気にして男性が

化粧しづらいのではないかと考えた。そこで、男性が周りの目を気にせずに使える商品、

つまり今後ヒットしそうな商品を考察した。今回は、特に流行に敏感で今後の日本経済を

担っていくであろう Z 世代（1990 年代後半から 2010 年代生まれ）にターゲットを絞る。 

 

２男性コスメ市場の現状 
近年では、肌や髪のケア、体臭対策に関心を持つ男性が増え、男性コスメ市場が拡大し

ている。富士経済によると 2018 年の男性コスメ市場は 1175 億円で、昨年に比べ約 2%、

10 年前に比べると約 22%増える見込みである。また、同じく富士経済グループの調査では、

男性のスキンケア習慣の浸透により、日焼け・シミ対策など UV ケアの需要が増加して、

2018 年にはメンズフェイスケアが 231 億円（見込み）、2020 年には 236 億円と予想されて

いる。この増加は、各社のプロモーションによって正しい洗顔法やスキンケアについて男

性の認識が向上するためだと書かれている 1。 

 
1富士経済グループ第 18052号『国内化粧品市場（２） ヘアケア・ヘアメイク７品目メン

ズコスメティック６品目市場調査-2018年市場見込（2017比）-ヘアカラー1,422億円(1.6%

増)、メンズフェイスケア 231億円(4.5%増) 
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他の要因として、女性の社会進出によって男性の美意識が向上し、「ジェンダーレス」が

ファッションやライフスタイルにおいて注目される言葉となったことが挙げられる。「ジェ

ンダーレス」が認知されたことによって、自分らしく表現することができるようになり、

自分らしさを表す一つの手段として化粧するようになった。また、「化粧＝身だしなみを整

える」「化粧＝自信」という考え方になったと考察する。このような考え方の変化によって

CHANELやTOM FORDをはじめとする高級ブランドのメンズコスメ化が見られる。また、

近年では、ユニセックスのコスメを取り扱う M・A・C や NARS も人気が高い。 

メンズコスメが現代に流行した原因は、ネット社会であることも関係している。ユーチ

ューブやインスタグラムを利用して、若い人達は情報を集められやすくなった。すぐに情

報を集めることができ、それを要因に拡散できる現代だからこそ男性コスメの市場が伸び

てきている。 

日本では、最近オーガニックコスメで人気の THREE が「FIVEISM×THREE」という

メンズ総合コスメブランドを伊勢丹新宿店、阪急メンズ東京、阪急メンズ大阪に展開した。

「男性が身だしなみを整えるマナーとしてのメイク」という新しいカルチャーを提案して、

男性の多様なライフスタイルに対応している。また、メンズ化粧品が得意なマンダムをは

じめ、花王や資生堂などもメンズ化粧品に注目していて、今後もこの市場は伸びてくるだ

ろう。 

 

３男性の美意識 
調査を行うにあたり、特に流行に敏感な Z 世代で自分のお金をかけられるようになる男

子大学生、社会人 1 年目の男性計 113 人を対象にアンケート調査を行なった。アンケート

方法としては、グーグルフォームを利用して 10 月 21 日（月）〜10 月 24 日（木）の４日

間で 113 人に行なった。 

アンケートの質問内容は全部で 12 問あり、1〜11 は選択式、12 は記述式にした。 

1. 普段どのようなスキンケアを行なっていますか？（必須）（複数回答可） 

2. スキンケアの情報はどこから得ますか？（必須）（複数回答可） 

3. どのような肌悩みがありますか？（必須）（複数回答可） 

4. ３で答えた肌トラブルの対策として行なっていることはどれですか？ 

5. 普段どこでメンズコスメ（スキンケアを含む）を購入していますか？ 

6. 月の美容代（ヘアケア、スキンケア含む）はいくらですか？（必須） 

7. 化粧（スキンケアを含む）をする行為をどう考えていますか？（必須） 

8. 最近、CHANEL や THREE（ハイブランド）などからメンズコスメ（基礎化粧品以外）

が出てきていますが、使用したいと思いますか？（必須） 
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9. ８で『はい』と答えた方への質問です。主に何を使いたいですか？（使っていますか）

（複数回答可） 

10. ８で『いいえ』と答えた方へ質問です。なぜ使用したくないのですか？ 

11. 普段モノ（化粧品以外も含む）を買う際何を重視していますか？（必須） 

12. どのようなメンズコスメがあれば購入したいですか？ 

アンケート結果は、以下の通りだ。 

 
普段使っているスキンケアについては、９割が洗顔、５割が化粧水まで行なっていて、

スキンケアを５割以上の人が心がけていることが分かった。また、少数ではあるが１割の

人はパックや日焼け止めなど日頃から行なっていることが分かった。 

 

スキンケアに関する主な情報源は、友人が一番多い。その他には、amazon や Facebook

などの回答があり、SNS から情報を得ている人は、全体の約５割を占めていた。これは、Z

世代の特徴ではないかと考える。 

質問 3 から質問５では、どのような肌悩みを持っていてどのような対策を行なっている

のかについて尋ねた。その結果、９割の人は肌悩みを持っていて、ニキビや乾燥、皮脂に

よるベタつきを悩んでいる人が多かった。そして半数の人たちが対策として市販の対応商
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品を購入していることが分かった。主に買う場所としては、８割の人がドラッグストアで

あることが分かった。 

 

 

 

質問６では、自分の美のためにはいくらまでお金をかけられるのかを調査したいと考え

アンケートした。結果は、月に 1000 円までが一番多く、次に‐3000 円までが多かった。

少ないと感じるかもしれないが、日本学生支援機構の調査によると年間で大学（昼間部）

の総合収入は平成２８年度では年度計 35 万 6.100 円であった。つまり、月のアルバイトの

収入は 2 万 9.675 円であることがわかり、美容代に比較的お金をかけているのではないか
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と考える。 

 

質問７では男性側の化粧をする行為に対する価値観について知りたくアンケートした。

結果は、９割の人が化粧＝男女問わず身だしなみ、自己表現の一部であることが分かった。

これは、男女の境界線がなくなってきていることが分かる。 

 
質問 8から質問 10ではハイブランドコスメについての認識についてアンケートを行った。

結果は、９割の人がハイブランドコスメを使用したいとは思っていないことが分かった。

意見としては、ハイブランドだからといって性能がいいとは限らない、知識がないから買

おうとも思わないといった意見があり、平均月収入 2 万 9.675 円の大学生にとってはなか

なか厳しい値段なのかもしれない。しかし、１割の人は使用したい（している）といった

意見があり、ファンデーションなど使用して肌のトーンを上げたいといった意見があった。

これは、少しでも綺麗に見せたい、コンプレックスを隠したいといった思いからだと考え

る。 
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質問 11 では、男性がモノを購入する際にどのような点を重視しているのか気になりアン

ケートをとった。その結果、機能性、値段を特に重視していることが分かった。 

 

最後の質問 12 では、美白になるもの、ニキビを完璧に消してくれるもの、ニキビがなく

なるもの、機能性があり長持ちするもの、女子ウケするコスメ、髭剃り負けしないスキン

ケア、男性でもわかりやすいもの、安くて使いやすいもの、時短商品、手間や時間をかけ
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ず済む時短コスメで洗面所のスペースを取らないもの などといった意見があった。 

計１２問のアンケートから分かったこととして、スキンケアを行うことは男女関係ないと

いう意見を持つ男子大学生が多いことだ。しかし、そこまでお金をかけることができない

ので、ハイブランドには手を出すことができず、ドラッグストアなどで簡単に購入できる

商品で、なおかつ時短商品を求めていることが分かった。 

 

４男性コスメに対する女性側の意見 
男性側の意見はアンケートから分かったが、女性側の意見は分からないため、女性にも

同様にアンケート調査を行った。女性側の意見を聞くにあたり、調査対象の男性と同世代

である女子大学生、社会人 1 年目の女性計 101 人にアンケート調査を行なった。調査期間

は、11 月 4 日(月)〜11 月 7 日(木)の４日間である。アンケート方法は、男性側と同様グー

グルフォームを利用した。 

アンケート内容は以下の通りだ。 

1、周りの男性でメンズコスメ（基礎化粧品含む）を使用している人はいますか（必須） 

2、1 で『はい』と答えた方への質問。誰が使用しているか 

3、スキンケアを気をつけている男性をどう思いますか（必須） 

4、3 で『肯定的』と答えた方への質問。どこまで気をつけていて欲しいか（複数回答可） 

5、３で『否定的』と答えた方への質問。なぜか 

6、男性が基礎下地を使用することをどう思うか。理由とともに（記述式） 

7、男性が基礎下地以外の化粧品を使用することをどう思うか。理由とともに（記述式） 

8、交際相手や男友達がコンプレックスを隠すために化粧を使用することをどう思うか 

 （必須） 

9、交際相手や男友達が自己表現の一部として化粧をすることをどう思うか（必須） 

10、交際相手（若しくはできた場合）一緒にスキンケアを楽しみたいか（必須） 

11、交際相手（若しくはできた場合）一緒に化粧を楽しみたいか（必須） 

アンケート結果は以下である。 

質問１、２では、どれくらいの男性がスキンケアを行なっているのか気になり調査した。

結果、６割の人がスキンケアを行なっている男性が周りにいて、一番多いのが男友達であ

った。そして、以外にも父親と回答した人も多く、若い世代以外にもスキンケアは当たり

前という概念が浸透しているのではないかと考える。 
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質問３〜５では、スキンケアをしている男性についてアンケートを取ったところ、全員

がスキンケアを気をつけていて欲しいといった回答となり、８割以上が洗顔・化粧水は行

なって欲しいといった回答になった。また、５割以上が日焼け止めを使用して欲しいとい

った意見があり、美白を男性にも求めていることが分かった。 

  
質問 6 では、基礎下地（ファンデーション）を使用している男性をどう思うかアンケー

トをとったところ７割以上の人が肯定的な意見を述べていた。肯定的な人の意見としては、

化粧に男女は関係ない。肌が綺麗な人がいい。美に対する意識の高さは女性だけではない。

ニキビなど隠して欲しい。韓国では普通だから。情報を交換したい。といった意見があっ

た。否定的な意見として、自然体でいて欲しい。周りにいないから違和感。そこまで求め

ていない。女々しく感じる。などの意見があった。この質問 6 から K-POP、ジェンダーレ

スなどの影響から男性でも基礎下地を行うのは肯定的といった考え方を持った女性が多い

ことが分かった。男性よりも女性の方が肯定的な意見が多いように考える。 

質問 6 で基礎下地を使用している男性を肯定的と答えた女性が多かったが、基礎下地以外

の化粧品（アイシャドウ等）を使用している男性をどう思うのか気になり質問７でアンケ

ートを行った。結果としては、６割弱の人が肯定的な意見であった。しかし、肯定的な意

見でもアイドルだけならいい、リップ、アイブロウまでならいい、彼氏にはしてほしくな

いといった意見が２割ほどあった。肯定的な意見として質問６と同様で、男女関係ない。
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情報を交換したい。美意識高い方がいい。韓国では当たり前。といった意見があった。否

定的な意見として、気持ち悪い。女子っぽすぎる。見慣れないからやめて欲しい。自分よ

り化粧濃いのは嫌だ。などの意見があった。基礎下地よりも肯定的な意見は減ったが６割

弱の人が肯定的な意見であった。また、質問８、９の結果が下記のグラフであるが、今の

時代男女の境界線がなくなってきていることが分かる。 

 

最後に質問 10、11 では交際相手とスキンケアを楽しみたい人が８割弱いた。しかし、質

問７の回答にもあったよう、化粧を楽しみたい人は約４割とスキンケアよりも減り、交際

相手には求めていない人が多かった。 

 

以上のことから、意外にも男性の美意識に肯定的な意見の女性が多いことが分かった。

昔とは違い、男女の境界線がなくなってきていることが分かった。 

 

５今後ヒットする商品は 
Z 世代の女性、男性にアンケート調査をした結果から、今後ヒットする商品は、①スキン

ケア商品、基礎下地込み②ユニセックス③時短 の３つ特徴があると考える。①の理由と

しては、女性側の意見として肌が綺麗な男性を求めている事が分かったためだ。また、歴
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史から見ても男性が化粧を行う時は男女の地位が平等の時である 2。そのため、現在女性の

社会進出により、男女平等に交際相手を選ぶ立場となり、男性の美意識が向上している。

②の理由として、化粧＝女性という概念がなくなり男女の境界線がなくなってきている。

また、彼氏と一緒にスキンケアを楽しみたいという女性が多いため、ユニセックスにする

ことで楽しむことができる。③の理由として、女性の社会進出により共働きが今後さらに

増加することが挙げられる。仕事と家事の両立が男性にも求められるようになり、時間に

追われると考える。近年では、BCL カンパニーが出している洗顔から基礎下地まで１枚の

パックで済むサボリーノという商品が出てヒットした。今後も高品質で時短の商品が消費

者から求められると考察する。今後この３つのキーワードに当てはまる商品がヒットする

だろう。そして、今後男性へのプレゼントとしてメンズコスメを送ることが当たり前にな

るのではないか。 

 

６おわりに 
 街中で男性が化粧をしているのを見ない原因は、化粧＝女性という概念があるためだと

考察していたが、男女ともにそのような概念はないことが分かった。そして、意外にも女

性側の意見は、男性が化粧をすることに肯定的な意見が多いことも分かった。現在では、

化粧品においても男女の境界線がなくなってきており、今後さらに化粧品を使用する男性

が増えてくるのではないか。 
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はじめに 
私は、小さい頃に英語の教室に通っていた。そこでは、毎年「Halloween」になるとみん

なで仮装して近所のお家に行って「トリックオアトリート」と言ってお菓子をたくさんも
らい、その後に英語の教室でパーティーをするというのが 1 年の中の大好きな行事の一つ
であった。その中でもハロウィンをやる前になんの仮装にするのか決めることがわくわく
してしかたがなかったのを今でも覚えている。はじめて仮装した時は、何も知らずにかぼ
ちゃのおばけになりきったのだが、周りの子はプリンセスやウサギになりきっていて憧れ
て感じて毎年仮装をするハロウィンの時期が待ち遠しかった。 
 それから中学生になって英語の教室をやめてしまったので仮装をする機会をなくなって
しまったので残念だったのだが、ニュースで毎年ハロウィンの季節になると渋谷のハロウ



ィンが中継されて賑わっていて一度は行ってみたいと思っていた。だが、私は地方出身な
ので 10 月 31 日に都内に行くことはできず、大学生になって上京したら一回は味わってみ
たいと思っていた。 
 そこで大学 1 年の秋にやっと渋谷のハロウィンに行くことができた。はじめて行った感想
は、「私が小さい頃にワクワクしていたものとは違う」という感想だった。路上にはゴミが
放置されていて、人混みでどこを歩くのも人と人にぶつかり合いながらで、辺りでは痴漢
や飲酒で騒いでいる人達が多く、私の思い描いていたものとは違かった。そこで私は、「な
んでこんなところに人が集まるのだろう？」ということ「ハロウィンは何のためにあるの？」
という疑問が浮かび、小さい頃に思っていたものと違うのがすごく悲しい気持ちになった。 
 そこで私は、「ハロウィン」とはそもそもどのような行事であるのかを明確にして、なぜ
渋谷のハロウィンは年々人が増えて悪化しているのかという問題点と解決策について調べ
たい。 
 
 
 
 
1.ハロウィンとは 
 ハロウィンは、古代ケルト民族のドゥルイド教で行われていたサウィン祭が起源といわれ
ている。古代ケルトでは、11月 1日が新年とされ、大晦日にあたる 10 月 31 日の夜に先祖
の霊が家族に会いに戻ってくると信じられていた。しかし、悪霊も一緒にやって来て、作
物に悪い影響を与えたり、子どもをさらったり、現世の人間たちに悪いことをするといわ
れていた。そこで人々は悪霊を驚かせて追い払うことを思いつき、仮面をかぶったり、仮
装をしたり、魔除けの焚き火を行ったといわれている。それがキリスト教圏へ広がり、最
近では宗教的な意味合いが薄れて大人と子どもが仮装をして楽しめるイベントに移り変わ
っていった。日本でいえばお盆にあたる行事になる。現在は 10 月 31 日がハロウィンとし
て定着しているが、正確な期間は 10 月 31 日～11月 2日でありキリスト教では、この期間
にこの世に戻ってくる死者の魂を慰める行事を行っている。そこで仮装をする意味はハロ
ウィンになると先祖の霊と一緒に悪霊もやってきて、人間たちに悪運をもたらし、いたず
らをするため、魔女、ゴースト、ゾンビ、ドラキュラ、ガイコツ、黒猫、狼男、フランケ
ンシュタインといった恐ろしい怪物や怖いものに仮装し、悪霊を怖がらせて追い払うのが
習わしになっている。また悪霊と同化することによって、悪霊がもたらす災いを遠ざける
という意味もあるのだ。 
 これらを元に考えるとハロウィンは、死んだ人の霊が親族をたずねてくるのと同時に死ん
だ人の霊だけではなく、悪霊や魔物もやってきて悪さをするからそれを防ぐために悪霊や
魔物に仲間だと思わせるためにドラキュラや魔女、ゾンビや悪魔などの仮装をして、本物
の悪霊や魔物を怖がらせてお菓子を与えて大人しくさせるという行事であるということを



知った。つまり、渋谷でのハロウィンの騒動は、悪霊を怖がらせる仮装というよりもただ
自分達が楽しめればいいといった自分勝手なものであって、それだけでなく露出や痴漢、
陶酔、ゴミのポイ捨など問題は山積みであると言える。行事を楽しみたいのであれば人や
地域に迷惑をかけずに自分達で楽しめばいいものの、本来のハロウィンとはかけ離れたイ
ベントになっていることを目の当たりにした。 
 
 
2.日本でハロウィンがはじまったきっかけ 

1970年代にキディランド原宿店がハロウィン関連商品の販売を始めた。日本で初のハロ
ウィンイベントもキディランドが販売促進の一環として 1983 年に原宿表参道で行った「ハ
ローハロウィンパンプキンパレード」だと言われていて原宿表参道を約 100 人の参加者が
仮装してパレードを行った。第一回はまだ認知度が低く参加者は外国の方が多かったそう
だが、年々参加人数が増えて 2019 年には 1983 年の倍でもある約 1000 人以上の人々がパ
レードに参加している。パレードの背景としては、12 歳以下の仮装した子供達と保護者で
パレードを歩くという形になっていてその他には着ぐるみや音楽隊達でそのパレードを盛
り上げる形になっている。参加するには、参加証として 1000 円の入場券が必要となってい
る。お金はかかってしまうが、その分満足できるようなイベントが用意されており、子供
と大人で楽しむことができるイベントであると言える。このイベントがはじまったきっか
けとしては、当時原宿という地域は、若者から大人までが集まる流行を発信する町とも言
われていた。欧米の家族も多く住んでいたということがあって、ハロウィンに対して親し
みをもって参加する人が多かった。キディランド原宿はそれらをターゲットとして子供向
けの商品を製造・販売すると同時に売り上げ向上するためにパレードを開催させたと考え
られている。 
 
 
3.ハロウィンはいつから定着したのか 
ハロウィンが日本に定着したのは、東京ディズニーランドが影響であると考える。東京

ディズニーランドの本拠地はアメリカのカルフォルニアである。ディズニーランドという
ものは、大人から子供まで楽しめる夢のような娯楽施設をつくろうとして開発されたので
ある。本場がアメリカということもあって本場の文化を日本でもなにか少しでも取り入れ
られないのかということを考えて1997年にハロウィン関連のイベントを初めて開催させた
のである。「ディズニー・ハッピー・ハロウィン」は当時、今のような季節のイベントであ
っただけでなく 10 月 31日の 1 日限りのイベントで仮装パレードが行われるくらいであっ
た。その後 2000 年になると 10 月の 1 ヶ月を使ったイベントに変わり、3 年後には会期が 9
月からとなって大幅に延長するようになった。この時辺りから来場者もハロウィンのイベ
ントの時のみ仮装してパークに入ることが許されて仮装してくる人達が殺到した。結果と



してハロウィンシーズンの来場者数は右肩上がりとなっている。2018 年の 10 月の来場者
の分析をしてみて気づいたのだが、10 月は祝日である体育の日と第 3 週の土日の来場者は
入場者規制がかかってしまうほどである。その入場規制の時間帯を分析してわかったのは
規制されていつもお世話になっております。る時間が朝から夕方くらいなのである。ここ
からわかることは朝のまだ暖かい時に「仮装」してパーク内を楽しんで肌寒くなった夕方
には満足して帰るということがわかった。これらをみてわかるのは、最初は、パレードな
ど見ることで楽しむハロウィンだったのが、年代を重ねるごとに「仮装」によって自分達
も楽しむハロウィンという風に移り変わって定着したのだと思う。 
また日本の影響力のあるテーマパークが開催したことで、それまで「ハロウィン」という
ものを知らなかった人たちが、興味を持つようになったということもわかる。 
 
  日付  パーク 入場制限がかかった時間 
20 日（土）  TDL     10:30～14:30 
21 日（日）  TDL     11:00～17:00 
28 日（日）  TDL     10:10～17:00 
 
 
4-1.日本のアニメのコスプレ文化の浸透 
 日本のコスプレ文化もハロウィンの「仮装」を広めたきっかけであると言える。 
 コスプレ文化とは江戸時代から集団参詣や民衆踊りの際に民衆が仮装して参加していた
ものがコスプレの起源ではないかと言われている。民衆が普段着とは違った衣服や仮面を
付けて大衆で参加するという事が江戸時代から徐々に増えてきたという。 
4-2．現代のコスプレ文化 
 コスプレの起源は、1960 年代後半のアメリカで開催されていた SF 大会(サイエンス・フ
ィクションやファンタジー作品が好きな人々が集まる祭典)によって作中の登場キャラに模
した衣装で参加した人々が出てきたところからだと言われている。同イベント内で仮装大
会も開催されており、ここから一気に現代のようなコスプレ文化が広がってきた。SF大会
は日本にも存在しており、1970 年代から一気に広がった。そこから 1980年代のコミック
マーケットで、徐々に SF作品以外のコスプレを行う人々も増えてきて、現代のようなコス
プレ文化が浸透した。当時はウィッグやカラコン等のアイテムは少なく、メイクの情報も
少なかったので、衣装でキャラに近づけるというのが主流だった。 
 
4-3.オタク文化の浸透によってもたらしたコスプレ 
 1990 年代から有名作品になっているアニメやマンガが多く世に出回り、そのファンがコス
プレをしだすようになった。コミックマーケットの参加者も年々増えていき、業者として
衣装を提供するところも現れて、一気に気軽にコスプレが楽しめるような環境が増えてき



た。それを後押しするかのようにヴィジュアル系バンドの出現や全国各地で仮装大会など
も催されるようになり、コスプレイヤーもコスプレを楽しめる場所が増えてきた。 
 2000 年代からはインターネットの大々的な普及によってアニメやマンガやコスプレなど
の情報を簡単に得られるようになり、それらを楽しむ人々が一気に増えてきた。2チャンネ
ルや社会的ブームを起こした作品の影響によってより多くの人がコスプレやコスプレイヤ
ーの存在が認知されるようになった。 
 これらのことから今までコスプレというものの存在を身近に感じていなかった人も「仮
装」という形でハロウィンをきっかけに気軽にできるようになったのも定着した理由の一
つであるといえる。 
 
 
5.なぜハロウィンという行事が問題になっているのか？ 
 
日本中のハロウィンの中でも問題視されているのは渋谷のハロウィンである。ここ数年

ハロウィンの度に問題が起こり毎年注目されている。 
なぜ表参道で行われている「ハローハロウィンパンプキンパレード」は子供も楽しめるイ
ベントなのに対し渋谷のハロウィンは過激で毎年逮捕者が出るほどに荒れているのか。 
まずこの２つのハロウィンを比べても規模がまったく違う。「ハローハロウィンパンプキン
パレード」はイベントを立ち上げている主催者がいて参加するのに入場料がかかるのに対
して「渋谷ハロウィン」は主催者もいなければ入場料もなく誰でも好きなように好きな時
間に参加することができる。そもそも勝手にお祭り騒ぎになってしまうので規模は言い表
せることができない。自然に発生してしまったイベントなのである。ではなぜ「渋谷ハロ
ウィン」がはじまったのか？ 
 
6‐1．渋谷のハロウィンの現状 

 ハロウィンの一週間前から渋谷センター街には、ド派手な仮装をした若者たちで
埋め尽くされた異様な光景が広がっている。警察がいたるところから、拡声器で
呼び込みをするが写真撮影で立ち止まる人も多く、人が群がって飲み込まれると
身動きもままならない状況に陥る。あえて迷惑行為をする人たちもいる。果たして自分
たちが迷惑行為をしているという意識はあるのだろうか。ハロウィンは近年、急激な勢
いで日本に浸透してきたため、これといった決まりが定まっていないのが実情で
ある。そこで、「渋谷」という町でハロウィンが行われる 31 日からその 1 週間前
までどのようなマナーの悪い問題が起きているか現状を調べてみた。  



まず仮装についてである。ハロウィンと言ったら仮装をする行事なので仮装をす
る自体は良いと思う。ただ、まわりに迷惑をかけずに自分たちだけで楽しむとい
うことを前提にするべきである。それなのに「変態仮装行列」とまで呼ばれてい
る。そのように呼ばれている理由としては、度を越えた格好や、男女関係なく露
出の多い格好をしている人があとをたたない。このような仮装をしているからこ
そ、痴漢、暴行、公務執行妨害などが起きているのも事実であり逮捕者も続出し
ている。開催される上でこのような問題が起きてしまっているのは自分達の仮装
にも問題があるということに気づいていないことがそもそも問題であることなの
で理解すべきであると考える。  

ゴミのポイ捨ても問題の一つである。イベントに乗じて酒を飲み、泥酔し、気分
を良くしたまま街にゴミを放置する無法者が続出している。ハロウィン後の渋谷
はゴミの街となり、異臭が漂うほど汚されてしまっているのが現状としてあげら
れている。路上には、ゴミがあふれかえっている。たくさんの人たちが路上で酒
を飲んだり、泥酔したりしながら、渋谷の街を仮装して練り歩き、そのままゴミ
をポイ捨てするモラルのない人たちが続出している。お酒はもちろん、食べ物を
食べながら練り歩く人たちもいるので缶や食べ物のゴミで溢れていてゴミの上を
歩いている気持ちになる。また、その他にもタバコのポイ捨ても問題になってい
て、近年は、喫煙者のスポットが設置されているのにもかかわらず、そこら中で
歩き喫煙しながらポイ捨てをする人達もいるようだ。  

6‐2．ハロウィンで起きた事件  

渋谷ハロウィンで起きた問題  

・人に殴る蹴るの暴行  

・女性の身体を触るなどの痴漢行為  

・盗撮  

・路上に大量のゴミが散乱  

・着替えのために駅や商業施設のトイレが占領される  

・夜通し騒ぐなどの迷惑行為  



・盗難や窃盗  

・路上喫煙  

これらの問題は酒に酔ったうえに、仮装をしているということもあって気分が
高揚して傍若無人な振る舞いをしてしまっていうことがわかる。また、盛り上が
りがとともに、迷惑行為が目立つようになって違法行為やマナー・モラル違反は
深刻化しているようにも思える。  

今までの渋谷ハロウィンの中で圧倒的な盛り上がりをみせた 2018 年逮捕者 13
名。2019 年には 9 名の逮捕者がでている。2018 年よりも少なくなったとはいえ逮
捕者が出るということが深刻な問題である。  

 逮捕とは、いかなくても女性による痴漢の被害にあわれた方は、あまりにも人
混みで犯人が特定できず被害にあったことを伝えることが出来ない方もいる。窃
盗や万引きなども気づいたらされていることが多いため逮捕までにいかないケー
スが多い。このように考えてみるとまだこの人数で収まっていると思うが、それ
を上回る人達が被害を及ぼされていることがわかる。  

 ここ３年以内の参加者数と盛り上がる時間帯を分析してみたのだが、2017 年、
2018 年は 100 万人を超える人数であった。盛り上がる時間帯も 20 時を過ぎてか
ら終電が終わっても盛り上がりが欠けることはなかった。2019 年は厳重な対策を
とられていたということもあって参加者数は減っているという傾向がみられる。
また、混雑の時間帯もピークは 20 時から 22 時。土日の場合平日よりも混雑の度
合いが平日よりも高いはずなのだが日曜日の盛り上がる時間は早かった。渋谷ハ
ロウィンの中で 31 日が一番盛り上がり高いと言われていたが 2019 年は人出が少
なく混乱は少なかった。ゴミ問題においても昨年より 2 割ほどごみが少なかった
と言われている。なぜここまで改善されたのだろうか。  

 
7.なぜこのような問題が起きるようになったのか 
7-1．SNSの復旧によって 

SNS の流行にともなって 5、6 年前から渋谷に人が集まり出したと言われている。 
それは Googleの検索データからみてもあきらかな結果である。 
SNS というのは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスのこと言う。社会的な繋がり
を作り出せるサービスであり、SNSに登録し、誰かと繋がったり、自分で情報を配信した



り、誰かが発信した情報を共有して情報交換することができることを言う。 
その中でも「インスタグラム」「ツイッター」の影響がこのハロウィンを作り出してしまっ
た原因であるといえる。 
「ツイッター」は日本において非常に支持されている。大きく分けて 4つの利用動機が

あると考える。1 つ目は、ツイッターを通じて自分の考えを知ってもらったり、新しい関係
を構築したりする「オンライン人気獲得」。2 つ目は、楽しさや暇つぶしを求める「娯楽」。
3 つ目はすでに知り合いである人との交流に使う「既存社交」。4 つ目はツイッターで新し
い情報を得たいという「情報獲得」である。このように、ツイッターはいろいろな用途が
あり、それぞれの目的にかなった使いかたができる。そして、Twitterのタイムラインに投
稿するというのは他の SNS に比べて楽ということも指示が大きい理由であると思う。
Twitter の支持率から考えてハロウィンがどう繋がるのかというと、ハロウィンのことをつ
ぶやくことによって簡単に見知らぬ人達と Twitter を通して交流して繋がることができる。
また情報を発信することによって集まり発信力によってこのような問題に発展してしまっ
たのだと考える。 
「インスタグラム」とは 2010年 10 月に Apple Store にてリリースされた。2011 年 1月

には Instagram を象徴する文化であるハッシュタグが導入されたのである。ここから「#」
を用いて自分が投稿したものを世界中の人と出来事を共有することが可能になった。2016
年 1月になると Twitterのアクティブユーザー数を追い越し SNS 市場のリーダー的な存在
になったのである。2017 年には「インスタ映え」という言葉が流行語大賞に選ばれ 2019
年までに進化を遂げてきたのである。そんな新しい概念を生んだインスタグラム。全世界
のアクティブユーザー数は、2018 年 6 月に 10 億人を突破。日本国内のユーザー数も、2015
年は 810 万人だったのが、2017 年には 2000 万人にまで増加。高い伸び率を示している。 
このインスタグラムが復旧したことによって「#渋ハロ」「#渋谷ハロウィン」「#ハロウィ

ンコスプレ」などといったタグをつけて SNS に投稿する若者が増えたことが原因であると
いえる。 



 

 
 
          図１ハロウィン月の検索ワード比較 
 
検索履歴のデータ分析からみても影響力が強いということがわかった。 
 

 
7-2．渋谷は人が集まりやすいため 
①すり鉢の底 
・高速道路で自然渋滞が発生するポイントはゆるい坂道であると言われている。つまり急
坂ほど意識していない坂道があることによって無意識にスピードが下がってしまうという
ことになる。そのことにより車が連なるようになります。渋谷の構造も人間の自然渋滞が
できあがるようになっている。 
②町が拡散していない 
渋谷というのはほかの歓楽街に比べて街が拡散している印象がない。例えば新宿ならば東
口、西口、南口と人の動きが拡散している。池袋でも東口と西口に分かれている。渋谷に
も複数の口があるのだが、メインの口というべきものはハチ公口となる。そこから、渋谷
の街全体が見渡せるようになっているので、どうしてもそこに人が集まってしまう。 
③開放感がある 
渋谷の街は低い場所にあるので、地下鉄の銀座線も、京王井の頭線も地下空間から、地上
に出る。そのような開放感があるのも、渋谷に人が集まる理由であると考えられる。 
④眠らない街だから 
終電を逃してしまったとしても渋谷の街はカラオケや飲食店など 24時間やっている店も多



く、時間を潰すこともできるので時間に縛られずに遊ぶことができる。 
⑤娯楽施設が多い 
 渋谷は交通の便がよく、若者向けのショップやイベント会場などが密集している。そのた
め国内だけでなく海外からも多くの人が訪れ、日本の観光地「若者の街＝渋谷」として魅
力を放っている。 
 
8.問題における解決策  
・路上飲酒禁止  
2019 年 2 月 29 日に地元の商店街、観光協会、警察などでつくる渋谷ハロウィン
対策検討会が開催されそこから条例制定の方針に何度も検討を重ね、東京・渋谷
センター街などの路上でハロウィン前後の期間の飲酒を禁止する条例が 6 月 19 日
に渋谷区議会で可決・成立した。  
渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保のため、「渋谷駅周辺地域の安全で

安心な環境の確保に関する条例」に基づき、10 月 26 日 18 時～27 日 24 時、31 日
18 時～翌 5 時に、渋谷駅から文化村通り、道玄坂を含む、広範囲の繁華街で、飲
酒禁止の協力を要請した。  

・「セブンイレブン・ジャパン」  

・「ファミリーマート」→規制エリアで営業する 8 店舗で該当期間に酒類販売を
オーナー判断で自粛した。  

・「ローソン」→規制エリア 4 店舗で酒類販売の自粛や自粛する場合の時間帯を
検討した。  

・「ミニストップ」  

大手 4 社は、酒類全般の販売を自粛。  

・ドンキホーテ :10 月 26 日 18 時～27 日 24 時～、31 日 18 時から翌 5 時。  

・ 東急百貨店 :10 月 26 日 18 時
か ら 31 日 18 時まで。  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
※囲まれているところが規制エリアとなっている。  

・1 億円規模の厳戒態勢  

 渋谷区は対策費約 1 億 300 万円が本年度一般会計補正予算に 9 月の区議会中間
本会議で計上された。内訳は、警備体制関連に約 9000 万円、駅周辺でのマナー啓
発フラッグ関連に約 500 万円、仮設トイレ関連に約 700 万円となっている。設置
された 25 基のやぐらの上から、民間の警備員が監視の目を光らせた。センター街
には 10 カ所以上のバリケードも設置。100 人規模の警備員を独自に配備。トラブ
ルなどを未然に防ぐべく、渋谷の街を巡回した。さらに、路地裏に入る道にバリ
ケードを設置し、風紀を乱さないための対策をとった。31 日には、約 800 人がス
クランブル交差点を中心に配置された。  

 

・各団体によるゴミイベント  

1. ハロウィンゴミゼロ大作戦  

ゴミ拾いをしているボランティア団体をこれまでにも見かけたと思うが、こ
の「ハロウィンごみゼロ大作戦」は、イベント前の週末からごみ拾い用の道具
の貸出サポートをし、当日にはごみ箱や、着替えやメイクができるフィッティ
ングルームの設置など、ボランティアと協力し、“ハロウィンごみ”を減らす活
動をしている。またこの団体は、一つでもゴミを減らすということを考えてい
てその中でもハロウィンが終わった後に出るゴミで多いのが着ていた衣装や
被り物であるということに気づき 2019 年から「仮装グッズごみ」に注目して
参加者から不要になった衣装をひきとる取り組みを立ち上げたのだという。引
き取ってほしい衣装やグッズは「リユースボックス」に入れてもらい、集まっ



たグッズはフリマアプリ「ラクマ」で販売し、売り上げは今後の渋谷の美化活
動のために使われるそうだ。リユースボックスを設置することによってごみを
減らす作戦の一つになった。  

 

 2.SHIBUYA Halloween ゴーストバスターズ  

 この団体は 2015 年にお笑い芸人キングコング西野がお掃除ボランティアを立
ち上げ 500 人の人を集めた団体である。「ゴミ拾いをエンターテインメントにし
てしまおう」という主旨でボランティアスタッフらが 11 月 1 日早朝に街を清掃し、
そのゴミをアート作品にするというもの。ボランティア精神とミーハー心を同時
に叶えてくれる西野さんの巧みな呼びかけに Twitter など SNS 上では大きな反響
が起こっている。このイベントによって楽しみながらゴミをなくすという効率的
なものになっている。また、西野さんのことが嫌いなアンチによって西野さんが
くるまでにゴミをなくしてしまおうとする人々もいて考え深いところもあるが、
渋谷という町にゴミが減っていくというは、事実なので良いことであるともいえ
る。  

 
おわりに 
 日本のハロウィンは急激に定着して日本の経済にも影響するイベントになったというこ
とがわかった。もとは、ハロウィンというのは宗教的なイベントであるにも関わらず、時
代と流行りの関係性によってコスプレ文化がきたことによって「仮装」するという大きい
イベントになったということがわかった。また SNS の普及によって情報が拡散されること
で若者が盛り上げているということも事実である。それが、都市部である「渋谷」という
街でイベントが大きく開催されてしまっている。問題は、たくさんあげられているがそれ
を改善させるために動いていないわけではない。現状では、年々酷くなっていっていたの
がここ数年で問題が少しずつ改善されているということがわかった。だが、ただのハロウ
ィンというイベントで税金問題や環境問題が発生しているというのは問題だと思う。それ
らの問題を解決するためにどうやってこの現状を世の中に知ってもらうかということが今
後の課題である。また、若い世代の人達で盛り上がっているハロウィンだが、工夫をすれ
ば老若男女、幅広い地域で受け入れやすいイベントに変化すると考える。そのためにも世
間において悪いイメージをなくし、地域型で交流できるイベントにしていくことによって
日本の文化として定着させられると思う。 
 この論文を書くにあたって日本のハロウィンの現状を知っただけでなく今、起きている



日本の問題も目の当たりにした。現代を生きていく上で未来の世代のことを考えて、自分
達が少しでも良い方向に変えていかないといけないという強い気持ちをもった。私は、日
本という国が文化も大切にしている国であるということを世界に知ってもらいたい。 
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背景色が与える影響について 

跡見学園女子大学マネジメント学部マネジメント学科 4 年 
 小林彩実 

 
１．はじめに 
色が人に与える影響は大きい。例えば、着ている服やメイクの色使いで印象が大きく変

わる。柔らかな印象に見えたり、クールな印象に見えたりする。また、購買意欲を大きく
左右させる要素になると考えられる。 
商品を購入するときに、商品そのものの以外にもそのパッケージの色彩や背景の色によ

って影響しているという研究があり、その効果に男女差があるかどうかを調べた。 
 

２．色彩の様々な効果について 
赤と聞くと「熱い」や「りんご」、黒と聞くと「暗い」や「カラス」を思い浮かべること

が多い。このように、ある色からそれと関係した物やイメージを思い浮かべることを色の
連想と言う。（出版年 2010 年 出版社 公益社団法人 色彩検定協会表 色彩検定文部科学省
後援 公式テキスト)図 1はそれぞれの色から連想されるものやイメージを例に表したもの
である。 
 
図表 1：色の連想と特徴 
上：その色からイメージされるもの 
下：その色が持つイメージ 
赤：太陽、血、口紅、りんごなど 

■ 熱い、派手、情熱的、危険など 

オレンジ：みかん、太陽、夕日、かぼちゃなど 

■ 暖かい、陽気、楽しい、派手など 

黄：光、太陽、タンポポ、レモンなど 

■ 明るい、派手、目立つ、注意など 

緑：草、木、葉、森林、自然 

■ 若々しい、さわやか、安全、平和など 

青：空、海、水、湖など 

■ さわやか、澄んだ、寒い、静かななど 

紫：ブドウ、スミレ、ラベンダー、着物など 

■ 高貴な、大人っぽい、おしゃれ、上品ななど 



ピンク：桃、桜、春、赤ちゃん 

■ 女性的な、やわらかい、甘い、かわいいなど 

茶色：木、秋、チョコレート、レンガ、落ち葉 

■ 落ち着いた、地味な、渋い、大人っぽいなど 

白：雪、雲、アイスクリーム、もち、ドレスなど 

■ 純粋、清潔きれい、軽いなど 

灰色：ねずみ、曇り、コンクリート、冬など 

■ 大人っぽい、おしゃれ、上品な、高貴ななど 

黒：闇、夜、髪の毛、カラス、墨など 

■ 暗い、重い、シック、高級など 
（出典 ）（出版年 2010 年  出版社 公益社団法人 色彩検定協会表 色彩検定 文部科学省
後援 公式テキスト） 
 
色が与える作用はこのようなものである。また、色には心理的な動きがある。 
まず、暖色と寒色についてだ。一般的に暖色は、赤、オレンジ、黄色など暖かみを感じ

られる色、寒色は、青緑や青など冷たく感じられる色である。暖かくも冷たくも感じられ
ない色は中間色と呼ばれている。（出版年 2010年 公益社団法人 色彩検定協会表 色彩検定
文部科学省後援 公式テキスト) 

例 暖色：■■■ 寒色：■■■ 

次に、膨張色と収縮色について説明する。色は大きさの判断にも影響を与えている。例
えば、同じ大きさのものでも黒と白を比べると黒のほうが大きく見える。このように、大
きく見える色のことを膨張色、小さく見える色のことを収縮色という。（出版年 2010 年 出
版社 公益社団法人 色彩検定協会表 色彩検定文部科学省後援 公式テキスト) 
例 膨張色、収縮色 

  
見かけの大きさは明度との関わりが非常に深い。明度が高い色は大きく、明度が低い色は
小さく見える。 
最後に、軽い色と思い色についてだ。黒と白を比べてみると明度が暗い、黒は重そうに

見え、明度が明るい、白は軽そうに見える。（出版年 2010 年 出版社 公益社団法人 色彩



検定協会表 色彩検定文部科学省後援 公式テキスト) 
例 軽くみえる色、重く見える色 

  
 
３．目的   
高関与製品、低関与製品の背景色で感じ方が男女で差がでるのかについて研究する。製

品関与とは、「購買目標がない時に、リスクに基づかず、製品と個人の欲求・価値・自己概
念との関連の強度によって生じる関与」であるとされている。 (堀啓造 1991 消費者行
動研究における関与尺度の問題 香川大学経済論叢,63,1-56)（堀啓造 1997  消費者の関与 
杉本徹雄編著 消費者理解のための心理学 福村出版 pp.164-173 ）。 
まず高関与製品とは、購買頻度が低く高価な物、低関与製品とは購買頻度が高く、比較

的に低価格な物と定義している。例として、高関与製品とは、自動車やステレオ、低関与
製品は日用品などが挙げられる。（小嶋外弘・杉本徹雄・永野光朗 1985 製品関与と広告コ
ミュニケーション効果 広告料学,11,34-44）。関与の低い商品の購買行動として、商品の性
能や品質には直接関係ない要因である、パッケージやデザインなどが関係していることと
指摘している。また、関与の高い商品に関しては、情報や他の商品との比較などを行い購
買決定に至ることを指定している。（平久保 2005 消費者行動論 ダイヤモンド社）。 
関与の高い商品よりも関与の低い商品のほうが購買決定において、周辺の情報に関係して
いることが考えられることがわかった。 
(山脇恵子 2010 史上最強カラー図解 色彩心理のすべてがわかる本 ナツメ社)も背景色が
イメージに影響することを指摘している。このことから、背景に用いられた色彩によって、
人物や物に限らず対象の印象が異なることが予想される。 
岩崎本研究では、関与度の異なる高関与商品と低関与商品を用い、背景色によって商品の
イメージと評価に違いが見られるか検討することを目的としている。 
今回の研究では岩崎智史氏の研究を基に、さらに男女差で違いが見られるのかを研究す

る。 
 
4．方法 

 
研究方法は、岩崎智史氏の研究方法を踏襲する。ただし、対象を女子大学生に絞り、女

子のみの効果を調べる。商品は低関与商品としてペットボトルと高関与商品として携帯電
話を候補とした。この二つの商品を iPhoneのカメラで撮影後、画像編集アプリを用いて背



景色の加工を行った。背景色は、赤（C:0、M:96、Y:95、K:0）青（C:92、M:75、Y:0、K:0）
黒（C:92、M:88、Y:89、K:80）の 3 種類で、携帯電話とペットボトルの画像をそれぞれ用
いた。背景色が異なるペットボトルと携帯の画像計 6枚を画像編集アプリで 1枚にまとめ、
グーグルフォームを使いアンケートを行った。項目は、岩崎智史氏の AIDMA を参考に、「Ｑ
１．一番注目するものはどれか」、「Ｑ２．一番興味がわくものはどれか」、「Ｑ３．一番欲
しくなるものはどれか」、「Ｑ４．一番記憶に残るものはどれか」、という質問をした。また、
岩崎智史氏の研究では多重比較をしていたが、本研究では平均値を出し、それを岩崎智史
氏の研究結果と比較した。 
 
結果 
男女で色彩に対する感じ方に違いがあるという事がわかった。 

 
「Ｑ１．一番注目するものはどれか」という質問の結果は、ペットボトルの赤（39.1％）、

ペットボトルの青（10.9％）、ペットボトルの黒（15.6％）、携帯の赤（9.4％）、携帯の青（1.6％）
携帯の黒（35.9％）となった。背景色を平均した結果は、背景赤（24.25％）、背景青（6.25％）、
背景黒（25.75％）という結果で、黒の背景色が一番注目されていた。 
岩崎智史氏の多重比較での結果は赤色の背景色が一番注目されていたという結果がでて

いたので、男女での違いが見られることがわかった。 
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「Ｑ２．一番興味がわく商品はどれか」という質問の結果は、ペットボトルの赤（18.8％）、

ペットボトルの青（7.8％）、ペットボトルの黒（18.8％）、携帯の赤（7.8％）、携帯の青（10.9％）
携帯の黒（45.3％）となった。背景色を平均した結果は、背景赤（13.3％）、背景青（9.35％）、
背景黒（32.05％）という結果で、黒が一番興味を持たれていた。岩崎智史氏の多重比較の
結果では赤が一番興味を持たれるという結果が出ていたので、男女で違いが見られるとい
う事がわかった。 
 

 
「Ｑ３．一番興味がわく商品はどれか」という質問の結果は、ペットボトルの赤（18.8％）、
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ペットボトルの青（7.8％）、ペットボトルの黒（18.8％）、携帯の赤（7.8％）、携帯の青（10.9％）
携帯の黒（45.3％）となった。背景色を平均した結果は、背景赤（13.3％）、背景青（9.35％）、
背景黒（32.05％）という結果で、黒が一番興味を持たれていた。岩崎智史氏の単純主効果
の結果、背景色の赤と黒において、ペットボトルよりも携帯のほうがほしいと思われてい
た。この結果は、本研究の結果と同じになったため、男女で違いは見られないということ
がわかった。また、岩崎智史氏の研究ではペットボトルにおいて、青の背景が一番欲しい
とされていたが、本研究では黒の背景が一番欲しいという結果が出たため男女での違いが
みられた。 

 
「Ｑ４．一番記憶に残る商品はどれか」という質問の結果は、ペットボトルの赤（37.5％）、

ペットボトルの青（6.3％）、ペットボトルの黒（12.5％）、携帯の赤（9.4％）、携帯の青（4.7％）
携帯の黒（39.1％）となった。背景色を平均した結果、背景赤（46.9％）、背景青（5.5％）、
背景黒 （25.8％）という結果で、赤の背景色が一番記憶に残るとされた。岩崎智史氏の研
究でも多重比較の結果、赤の背景が一番記憶に残るとされていたため、この質問のみ男女
で差は見られなかった。 
 
まとめ 
 本研究では、背景色によって商品の印象が男女で異なるのかを研究した。 
４つの質問のうち、３つの質問が男女で色彩に対する違いはあるという事がわかった。

「Ｑ１．一番注目するものはどれか」、「Ｑ２．一番興味がわくものはどれか」、「Ｑ３．一
番欲しくなるものはどれか」という３つの質問に対しては男女で違いが見られ、「Ｑ４．一
番記憶に残るものはどれか」という質問に対しては男女で違いが見られなかった。 
岩崎智史氏の研究では、赤色は他の２色よりも注目されやすく、興味をひき、記憶に残
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るという結果が出ていた。しかし、男女で色彩に対する違いが見られた。「Ｑ１．一番注目
するものはどれか」、「Ｑ２．一番興味がわくものはどれか」、「Ｑ３．一番欲しくなるもの
はどれか」という３つの質問の結果はすべて黒の背景が選ばれた。 
今後は、色だけでなく彩度や明度を変え変化が見られるのか研究していきたい。 

 
引用文献 
 
岩崎智史（2014）「背景色が商品イメージに与える影響」『東京未来大学研究紀要』 
堀啓造（1991）「消費者行動研究における関与尺度の問題」『香川大学経済論叢』,63,pp.1-56 
堀啓造（1997）『消費者の関与 杉本徹雄編著  消費者理解のための心理学』福村出版 
pp.164-173  
平久保（2005）『消費者行動論』ダイヤモンド社 
山脇恵子 （2010）『史上最強カラー図解 色彩心理のすべてがわかる本』ナツメ社 
 



韓国が日本で流行する理由 
マネジメント学部マネジメント学科 

小松 桃子 
 

 

 

１． はじめに 
 私が高校性の時に、第三次韓流ブームが起き韓国アイドル TWICE の爆発的な人気が出

た。ダンス部に所属をしていた私は、TWICE のダンスをコピーしたことをきっかけに韓国

アイドルの魅力に気付きファンになった。それが影響で、韓国の文化について興味を持つ

ようになった。韓国の文化とは、韓国アイドルや韓国コスメ、韓国グルメ、韓国ファッシ

ョンが主に中心となっている。韓流ブームには、第一次韓流ブームから第三次韓流ブーム

まで存在し、ブームに浮き沈みはあるものの、韓国ブームはとどまらず拡大しているよう

に感じる。その韓国拠点で発信されるブームは、日本人の心を掴み、日本の経済を上手く

動かしているように感じた。 

 本論では、韓流ブームの内容について考察し、特徴を捉え、日本にどのように影響を与

えているか考える。 

 

 

２． 先行研究 
私は、山澤ゼミナールの 14 期生の秋元莉那さんの「第三次韓流ブームはなぜ起こったか 

―SNS の影響力とアイドルの進化」の卒論にとても興味を持った（秋元 2019）。秋元(1019)

では第三次韓流ブームが起こった理由が現在の社会の流れに沿って研究されていた。それ

は、私が研究する「韓国ブームが経済を動かす」とテーマにした卒業論文のベースになる

内容と感じ、興味を持ったからである。そこで、私は秋元(2019)を参考にしながら、韓国の

文化にも触れようと思う。 

 

 

３． 韓流ブームについて 
 韓流ブームとは、韓国の芸能や音楽、大衆文化が世界に広がった現象の事である。日本

では、2003 年に放送された「冬のソナタ」を筆頭に韓流ドラマが日本市場に投下され、中

高年層の女性を中心に第一次韓流ブームが始まった。その後、2010 年から「K-POP」によ

って、東方神起や少女時代、KARA が日本デビューを果たし、男女問わずに若い世代にブ

ームを起こし、第二次韓流ブームが始まった。2017 年からは、以前にブームを巻き起こし

た韓国ドラマや K-POP だけでなく、韓国文化のコスメやグルメが注目を集め第三次韓流ブ



ームが起こり、今もブームは途切れていない。 

 

 

４． 韓国文化の特徴 
４－１ 韓国アイドル 
 韓国の大衆音楽である通称「K-POP」は、東方神起や少女時代、KARA から始まり主に

アイドルが日本で支持を得ている。 

韓国のアイドルの特徴は、「練習生」の制度である。芸能事務所のオーディションを勝ち

抜いたうえで、練習生としてデビューに向けてレッスンを行い、実力をつけた人からデビ

ューをすることができる。この練習生の期間は決して決められていない。長い人だと 10 年

近くレッスンを通い続ける人もいれば、数ヶ月の短い期間でデビューをするアイドルもい

る。日本ではジャニーズジュニアが韓国の練習生のようにデビューを目指してレッスンを

行っている。しかし、ジャニーズジュニアはデビュー前からコンサートやドラマ、舞台に

出演し、雑誌に掲載されるなどメディアに取り上げられている。そのことから、デビュー

前でもファンがついていることが分かる。それに対して、韓国アイドルは実力がつき、完

成された状態になってからメディアに取り上げられ、デビューをすることから完成度の高

さが日本で人気を得る理由の一つである。 

 韓国の人口は、約 5,127 万人(2016 年：韓国統計庁より)と少なくアイドルファンは中高

生が中心になることから音楽市場が狭いため、最初から海外で売り出すことを視野に入れ

活動を行っている。そのことから、練習生の育成レッスンの中に外来語の授業を導入して

いる。そのため、日本語が上手いので通訳者を通してメディア出ている韓国人アイドルは

いない。しかし、完璧にスムーズに話せる人は少なくイントネーションが少しぎこちなく、

上手く発音できない音もある。頑張って日本語を話す姿が可愛く好感を持つのも人気を得

る理由になる。また、韓国アイドルは多国籍グループにしていることが多い。例えば、

TWICE が多国籍メンバーで構成され、台湾出身メンバーが 1 人、日本人メンバーが 3 人、

韓国人メンバーが 5 人である。メンバーがグローバル化していることから、親近感が湧く

ように考えられている。 

以上の事から、韓国アイドルは質が高く魅力的であることが分かる。 

 

４－２ 韓国コスメ 
 韓国と言えば「コスメ」と言っても過言ではないほど韓国コスメは若者を中心に人気が

ある。大韓化粧品産業研究院の統計によると、2016 年に韓国が日本への化粧品を輸出した

金額は 1 年間で約 1 億 8265 万ドル（約 202 億 2500 万円）であり歴代最高額であることが

分かった。そこで、Google Trends を使用し、「韓国コスメ」の検索ワードの増減を調べ

た。図１のグラフは「韓国コスメ」という言葉の検索回数をグラフにしたものである。2015

年から現在までの月間検索回数をグラフにし、最も回数の多かったものを 100 と示し、そ



の値を基準に検索回数をグラフにしている。 

 

 
図１．Google Trends「韓国コスメ」2015 年～2019 年 

  

2017 年頃から検索回数は一気に増加、2019 年の現在がピークになっている。一気に増加し

た 2017 年は第二次韓流ブームと言われる時期であることから、韓国の女性アイドル TWICE
の人気度が急上昇し、韓国メイクに注目が当てられ、韓国コスメの人気が上がった理由の
一つであることが分かる。 

 また、韓国コスメが人気な理由はお手頃価格の商品が揃っているのが特徴であると考え
る。韓国の有名人気コスメブランドMISSHAや ETUDE HOUSEは 500円から 1,000円程

度の価格設定になっていることから学生でも気軽に手を伸ばすことが可能であることから

多くの支持を得ている。また、気軽な価格帯であるから様々な色合いを揃えやすい。 

そして、安いだけではなく商品の見た目がかわいく、クオリティーが高い。ETUDE HOUSE
は、図 2-1 と図 2-2 を見るとポップで鮮やかな色合いやシルエットデザインがアイスやス
イーツなどのかわいらしいデザインが多く、見た目もかわいい学生向けのブランドである。
一方で MISSHA は、図 3 を見るとデザインはシンプルでお姉さん向けのブランドであるこ
とが分かる。コスメ・美容の総合情報サイトの＠cosmeベストコスメアワード 2019ベスト
クッションファンデ第一位を受賞するなど商品の質が認められている。 
 世代に捉われないブランドの多さ、安価で高品質であることから韓国コスメは人気を集
めている。 
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 図 2-1         図 2-2            図 3 

 出所：エチュードハウス公式通販             出所：＠cosme 

 

 

４－３ 韓国グルメについて 
 2017 年に「10 代女子が選ぶ流行したモノ」の 1 位にはチーズタッカルビ(マイナビティ

ーンズ調べ)が選ばれ、この世代の流行の影響で同年のクックパッド「食のトレンド大賞」

を受賞した。2017 年 7 月にはローソンで「ダッカルビ丼」が発売。同年 12 月にはファミ

リーマートで「チーズタッカルビまん」が発売され、2018 年には「チーズタッカルビおむ

すび」が発売されアレンジ食として各コンビニエンスストアで発売されたことからチーズ

タッカルビが大きくブームになっていることが分かる。韓国料理のジャンルに捉われなか

ったチーズタッカルビによって、韓国料理は知れ渡った。 

 

 
５． ネット社会の影響 
インスタグラムの「ハッシュタグ」では、「＃韓国」858 万件、「＃韓国コスメ」170 万件、

「＃韓国グルメ」170 万件(2019 年 12 月 17 日閲覧)と韓国にまつわるハッシュタグは数多

くあることが分かった。特に若い世代で SNS を使う際に「韓国」のハッシュタグを入れる

といいねの数が多く反応が良いことから、世間に影響力を与えるインフルエンサーやイン

スタグラマーは必ず意識していた。それによって、インフルエンサーやインスタグラマー

はいいねとフォロワーの数が増加し、相乗効果で韓流が広がっている。また YouTube では、

韓国関連の旅行や韓国商品の情報を載せている「KaoruTV」というチャンネルがあり、チ

ャンネル登録件数は 63.9 万人を超える人気ユーチューバーである。(2019 年 12 月 17 日閲

覧)そのようなネットが浸透している現代は、アイドルだけでなく一般人の私たちも無意識

に韓流ブームを広げているように考えられる。 

 

 
 
６． 日本と韓国の関係性 



６－１ 旅行について 

日本から韓国は飛行機 2 時間半程度で行ける距離である。航空券は２万円から 4 万円程

度で海外旅行の中では比較的に安く購入することができる(図５参照)。宿泊費は、日本のホ

テルの相場と変わらず一人 5,000 円から 1 万円程度で宿泊することが可能である。フライ

ト時間が短く、安く行けることから１泊２日から足を運べて、週末でも気軽に海外旅行に

行けることから日本人にとって需要があり人気がある。 

 

【日系航空会社】 

J AL・ANA 

【韓国系航空会社】 

大韓航空・アシアナ航空 

【LCC（格安航空会社）】 

ジンエアー・イースタージ

ェット・ティーウェイ航

空・済州航空 

30,000 円～40,000 円程度 28,000 円～35,000 円程度 20,000 円～25,000 円程度 

図５ ht tps://walt t raveler.com/t ravel/overseas/post -9919/(2019 年 12 月 10 日閲覧) 

 

 

６－２ 日韓問題 

 日本と韓国は、第二次世界大戦中の従軍慰安婦問題から始まり、竹島領土問題や漁業問

題、日韓断交問題など 2019 年現在も簡単には解決できない政治問題が山積みしている。

2019 年 8 月には韓国のソウルや釜山で大規模な日本関連のデモ等も行われ日韓関係は最悪

な状態であった為、韓国旅行のキャンセルが続出した。そんな状況の中、SNS では、「#好

きです_韓国」というハッシュタグが日本人から発信されトレンド入りした。ツイッターで

は 14,135 件のツイート(2019 年 8 月 7 日閲覧)インスタグラムでは 1000 件以上(2019 年 12

月 10 日閲覧)が投稿され、韓国メディアのニュース番組にも取り上げられ反響を呼んだ。ニ

ュース内容は、「旅行先で、また学校で出会った韓国人は心深く、情の多い人々だった。政

治状況がいくら険悪でも韓国、韓国人と離れてしまうのは嫌だ。このような内容がずっと

上がっています。この運動を始めたのは平凡な国語教師です。」 (引用： twit ter 

@btstaetae__1230 さん)という日本人は韓国が好きと知れ渡るニュース内容であった。また、

「NO J APAN」と表記された旗が日本人ら外国人観光客に人気のある明洞にて設置され

た。しかし、地元商店主や市民が「韓国を好きで来る日本人がどんな思いをするか」、「最

も多くの外国人観光客が訪れる場所。それに見合った行動を」などと反発し、旗は即日回

収された。 

 

６－３ 政治的な悪化の影響 

https://walttraveler.com/travel/overseas/post-9919/


 アイドル、コスメ、グルメなどを検討した結果、世界市場を意識したうえでの品質の良

さとコストパフォーマンスの良さ、幅の広さがあることがわかった。また、女子高生など

若者中心にブームが起こっている。 

 しかし、政治的な悪化の影響があると、ブームが終わることが多いが、今回は違いそう

だ。その理由は、若者が韓国と日本の歴史について知らないことが挙げられる。これは悪

い面もあるが、政治的な活動から自由であることも表しており、前向きにとらえたほうが

良いと思う。また、「＃好きです＿韓国」がトレンドしたこと、「NO J APAN」の旗につ

いて反発した韓国民がいることから両者が日韓の関係を良好に持ち続けようとしているこ

とが分かる。 

 

 

７． まとめ 
日本は音楽市場が世界二位(2019 年：IFPI(国際レコード連盟))で音楽に対して関心が高い

国であることから、実力を持った韓国アイドルが日本に進出し韓国ブームの発端となった。

日本人は韓国人に憧れを持ち、韓国人に近づきたく、韓国コスメ、韓国グルメなど韓国の

文化に触れたことによって韓国ブームが起こった。日韓関係が悪化しても一向に韓国文化

のブームが途切れない理由は、若者が政治問題についての認識が曖昧であることが理由で

ある。しかし今後、若者が政治問題を理解しても、韓国は世界市場を意識したうえでの品

質の良さとコストパフォーマンスの良さ、幅の広さがあるため飽きが生じないことからブ

ームは途絶えないであろう。 
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海外でも通用するピクトグラムとは 
―日本が考えるピクトグラム― 
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１.  はじめに 

１－１ 動機 

「ピクトグラム」という言葉は知っているだろうか。街中や公共施設等でよく目にするピクトグラ

ムはどのようなものなのだろうか。このテーマに決めた動機として、2020 年に開催される「東京オリ

ンピック」が関係している。海外へ旅行に行った際に言葉のわからない国でピクトグラムに助けられ

たという方もいるのではないだろうか。今回は 2019 年 3 月 12 日に公益財団法人東京オリンピック・

パラリンピック組織員会（東京 2020 組織委員会）が発表した、東京 2020 オリンピックスポーツピク

トグラムをもとに海外に通用するピクトグラムを考える。グラフィックデザイナーである廣村正彰氏

等で編成される開発チームが、全 33 競技 50 種類のオリンピックスポーツピクトグラムを制作した。

東京 2020 オリンピックスポーツピクトグラムは、1964 年の東京オリンピックで生まれたスポーツピ

クトグラムの考え方を継承するだけでなく、さらに発展させ、躍動するアスリートの動きを魅力的に

引き出すデザインとなっている。1導入されたピクトグラムのうち気になるものを挙げ、わかりにくい

点、改善点を考える。 
 

１－２ ピクトグラム（pictogram）について 

 
まず、ピクトグラムとは、絵文字と同義語とみなされているもののことである。絵文字の定義は

「物体や作業・場所・情景などを、言葉や文字に代わって示すための象徴化された絵画的記号」とさ

れている。21964 年東京オリンピック開催時に外国語（特に英語）によるコミュニケーションを取るこ

とができがたい当時の日本人と外国人の間を取り持つために、勝見勝氏らによって開発されたのが始

まりで、1980 年以降、広く使われるようになった。3 
 私がピクトグラムと聞いて一番に思いつくのは、『トイレのマーク』である。今では世界的にも広ま

っているこのマークは、マークさえ見つかれば海外旅行先であっても安心して駆け込めるほど認知さ

れている。 
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（出所）JIS 規格ピクト 
 

能力開発研究センターの本多浩氏、福岡女学院大学の金藤完三郎氏が書いた『情報伝達手段としての

ピクトグラム研究』論文では、このピクトグラムはもともと性差を含めた『人間』を表すためのピク

トグラムであり、設備の近代化に伴って男子トイレと女子トイレエリアに分かれたときに、区別する

ために入り口に掲げられた限定使用だったものが、トイレを表す一般標識になってしまったことは残

念である 4と述べている。私がもし、他にトイレのマークを考えるとしたら、便器のマークを思い浮か

べるだろう。しかし、トイレのマークとして発表された 1964 年当時日本のトイレといえば、和式便器

が多かった。和式便器をモチーフとしたマークでは海外に通用しないため不採用となった。そこで、

他に案として挙げられたのが、足を上げて用を足すトイプードル、シルクハットとハイヒール、とぐ

ろを巻いた大便であった 5。このようなことを前提に考えると、男女で分かれることが瞬時に認識でき、

かつ上品であり、私は大変優れたデザインだと思った。 
 トイレマーク一つでも海外に通用するような工夫を施すことが難関であったピクトグラムだが、現

在では数多くのピクトグラムが開発使用され世界に普及している。 
 

２．ピクトグラムの社会的役割 

２－１ 非常口サインの有無 

 ピクトグラムの社会的役割を知る上で、最も良い事例が非常口サインである。このデザイン制作の

動機となったのは、大阪の千日デパート（1972 年）と熊本の大洋デパート（1973 年）で連続して発

生したビル火災の事件だった。国会でも取り上げられるほどの惨事となり、非常口を示す避難誘導サ

インが有効に機能しなかったのではないかと問題になった。それまでの漢字三文字の『非常口』の表

示は寸法も小さく、ビル火災で一番怖いと言われる煙によって見えなくなった可能性もあると言われ

た。『非常口』の文字の巨大化がすすめられたが、学習不足である子供や外国人にはわからないため、

物議をかもした。そのため、それに代わるものとしては、1982 年から全国的に採用され始めた、現行

のピクトグラムによる新非常口サインの登場を待ち望んだ 6。 
 
 

２－２ 新非常口サインのデザイン完成 

 新非常口サインのピクトグラムは 1979 年 3 月、一般公募により集まった 3337 点の中から、見え方

の機能テスト、デザイン審査、心理テスト、煙の中での見え方実験などを重ねて、デザインの修正を

加えて完成した 6。このデザインが 1980 年に日本案として ISO（国際標準化機構）に提出された。そ

れが下記の図である。 
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（出所）JIS 規格ピクト 

２－３ 日本とソ連の非常口サイン案 

 新非常口のサインの最終候補は日本案とソ連案の二つに絞られた。数年の審議を経て、ソ連案に決

まりかけていたところへ、日本案が持ち込まれたことにより、ソ連は怒って日本政府に抗議文を送り

つけてきた。その内容が、①下端が閉じられていない②ドアがついていない③走っている人の横の姿

を複雑に見せるような不自然さがある、というものであった。この二つの案の対決は毎日新聞でも

“日ソ対決”と書き立てる騒ぎとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（出所）毎日新聞，1981.2.5 付 夕刊 
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 日本とソ連は事前に意見や情報を交換していなかった。それにもかかわらず、同じデザインといえ

るほど多くの共通性を持っている。デザインを製作した太田幸夫氏は、「国籍や文化、言語などの違い

を超えて生み出されたこの共通性こそ、地球市民にとっての財産なのです」と述べている 7。各国から

認められたこの非常口のサインこそが世界共通ピクトグラムの第一歩ともいえるであろう。 
 
 

３．オリンピックスポーツピクトグラム 

３－１ １９６４年誕生ピクトグラムと２０２０年誕生ピクトグラムの比較 

 
 1964 年に誕生したオリンピックスポーツピクトグラムは来年の夏に行われる東京 2020 オリンピッ

クではさらに工夫を施されて発表された。ピクトグラムには二種類のタイプがあり、使用目的によっ

て使い分けをする。一つは、ピクトグラム単体で表現される「フリータイプ」。もう一つは東京 2020
エンブレムをイメージする円型の中におさめられた「フレームタイプ」だ。今回は、フリータイプの

新オリンピックスポーツピクトグラムを参考にする。新オリンピックスポーツピクトグラムは、1964
年のものよりもわかりやすくされているように感じた。その中から三つ挙げて、印象、改善点等を比

較する。 
 
 

①柔道 
1964 年 2020 年 

  

 
 上記の表の左 1964 年は、柔道着を着た人間をモチーフに作られているのに対し、右の 2020 年は柔

道着を着た人間が背負い投げをするシーンをモチーフとして作られている。2020 年は、全身が描かれ

ていることからピクトグラムを見ただけで柔道はどのような格好で行うのか、どのような動きをする

スポーツなのかが見て取れるようになった。 
 
 

②バスケットボール 
1964 年 2020 年 

  

 
 上記の表の左 1964 年は、ドリブルをする人間がモチーフになっている。右の 2020 年は、バスケッ

トコートも描くことで、バスケットボールのルールを知らない人でも、このコートにボールを入れる
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→点数を取るまで想像つくのではないだろうか。バスケットボールを実際に行っているかのような動

きのしなやかさがピクトグラムにも表れるような工夫が施されているように感じた。 
 
 
 
 

③セーリング 
1964 年 2020 年 

  

 
 

（出所）上記オリンピックスポーツピクトグラム全て IOC 資料より引用 
 
 中でも一番変化したのは「セーリング」だと感じた。上記の表の左 1964 年は、ヨットが描かれてい

るだけで、セーリングを知らない人はまずこれがスポーツだとは思わないかもしれないだろう。対し

て、右の 2020 年は、ヨットを操縦する人間が描かれており、ある程度イメージのつくピクトグラムと

なっている。また、図の下の方に波が描かれていることから、水の上（海または川）で行うスポーツ

であるということまで伝わるだろう。 
 
 
３－２ 新競技追加によるオリンピックスポーツピクトグラム 

 
 2016 年 8 月 3 日（現地時間）にリオデジャネイロで開催された国際オリンピック委員会（IOC）総

会において、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が提案していた追

加種目（5 競技 18 種目）の採択が正式に決定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）東京 2020 公式 HP 
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新競技のピクトグラムについては前年等で比較するものがないため、私独自の意見を述べる。また、

工夫したであろう点、わかりにくい点などを過去のオリンピックスポーツピクトグラムを参考に考え

る。 
 
【空手 形・組手】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）東京 2020 公式 HP 
 
 空手には「形」と「組手」の二種類のピクトグラムが追加された。上記左の「形」のピクトグラム

は、空手着を着た人間が「形」の演技中であることがわかる。空手着に色を付け、帯を白にすること

で着用しているものがどのようなものかを伝えることができる。右の「組手」は「形」と同様に空手

着を着た二人の人間が組手をしているピクトグラムである。 
 
 
 
 
 
 

（出所）東京 2020 公式 HP 
 
上半身のみのピクトグラムで制作していたら、ボクシングと類似していただろう。それをさけるため

に全身を描き、蹴りをしているシーンをモチーフにすることで空手特有のピクトグラムになったとい

える。動きがボクシングと似ているため着用しているもの、大きく違う動きなどを描いて変化をつけ

ることしかできなかったのだろう。日本発祥のスポーツである空手をピクトグラムで海外の人に伝え

ることは難しいことである。 
 
【スポーツクライミング】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）東京 2020 公式 HP 
 
 高い壁を登っていくスポーツクライミングであるため、壁を描くことは決まっていたことだろう。

描いている壁に角度をつけることによって、高い位置であることを想像させているのではないだろう
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か。ごつごつとさせた線を描くことで、足をかけている状況などが連想させられる。しかし、手の位

置は横に並べる方が正しかったのだろうか。どちらかの手を高い位置に置くことで、よりスピード感

の出るピクトグラムになったのではないか。 
 
 

４．まとめ 

 様々なピクトグラムを調べたところ、ピクトグラムが誕生した当時は、表示の仕方、デザイン等で

各国の感じ方がそれぞれ違っていたため、制作に苦労していたことがわかった。しかし、現在は時代

の流れと共にピクトグラムのデザインも進化を遂げている。数多くのピクトグラムが誕生しているた

め、ピクトグラムの向上ももちろんであるが、人間の認識力が上がったともいえるだろう。世界中に

広まっていったピクトグラムは生活をよりよくすることだけでなく、コミュニケーションの取りやす

い暮らしになっているに違いない。また、道案内の簡略化、危険などを知らせるピクトグラムでは自

分の身を守ることにもつながる。オリンピックは世界中の多くの人が見るのにもかかわらず、初見の

スポーツでもルール説明を行わない。どのようなことをするスポーツなのか、また道具は使うスポー

ツなのか等ピクトグラムで知ることができる。よって、オリンピックスポーツピクトグラムの導入に

より、世界中の人々がさらにオリンピックを楽しめる結果にもつながっているのではないだろうか。

これからの生活にも様々なピクトグラムが誕生していくことだろう。今でこそ当たり前のように目に

するピクトグラムが、日本発祥であることを誇りに思う。 
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キャラクタービジネスの活用と改善点 
 

 
マネジメント学部 マネジメント学科 

冨安 諒子 

１. はじめに 

1.1動機 

 

日本人は海外と比較すると「キャラクター」に対する興味や関心を持つ人が多いと感じる。例えば、

ＳＮＳのスタンプや文房具等、キャラクターがデザインされている物が多い。日本独自のキャラクタ

ーコンテンツもさまざまなものが展開されている。 
日本は以前からアニメ産業の発展が進み、男女問わず幅広い世代からキャラクターに対して「可愛

い」や「かつこいい」という感情を持つようになっている。 
アニメ産業も年々拡大しているが、近年ではアニメのみに留まらず企業のキャラクターやご当地ゆ

るキャラ等も人気があり、キャラクター人気はジャンルにとらわれずブームを起こしている。 
このようなことから、私はキャラクターが今後、広告の一つとして拡大していくことが出来るので

はないかと考えた。 
キャラクターは企業の知的財産でありキャラクターが存在することは、企業のイメージやマーケテ

ィングに繋がる価値を生み出すことになる。実際、キャラクターを上手く活用することでビジネスが

成功した例は多数存在しており、キャラクターを取り入れたビジネスは経営戦略の一つとなっている。 
私はこのキャラクターを使った経営戦略は日本人がキャラクター好きであることを活かすことにより、

更なる発展をしていくことが出来るのではないかと考える。キャラクターをビジネスとして成功させ

るために企業はどのような工夫をしているのか、そして今後はどのようなキャラクタービジネスを行

えば拡大出来るのか、現在におけるキャラクタービジネス活用の構造や問題点等を導き出し、改善を

見出していきたいと考えた。 
 
 

２. 日本人がキャラクター好きである理由 

 

2.1日本人のキャラクター商品における売上の推移 

日本はキャラクターの先進国とされており、その用途は玩具、文具、菓子、アパレル等、多種多様

である。そのように使用されるキャラクターには様々な種類があり出版、テレビ、オリジナルキャラ

クター、映画、ゲーム、イラスト・アート、スポーツ、商標・ブランド、その他に分けることが出来

る。以下の図は日本のキャラクタービジネス市場の推移である。 
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キャラクタービジネスは図のように増加傾向にあり、日本でのキャラクター需要は高いことが分か

る。背景には 1990 年代から始まった産業の高度化が関係あるとされている。産業が高度化した日本は

商品の品質に差がなくなったことでキャラクターは付加価値となり、企業が商品にキャラクターを使

用することで差別化を図った。 
また、日本にはコミック文化が定着している。現代社会の消費の中心である 30～40 代の人は漫画や

アニメの黄金期を経験した「キャラクター第一世代」と呼ばれている。そのような環境であったため、

キャラクターを好きであることに違和感や偏見を持つことがなかった。このことが「キャラクターは

子どもと女性だけのもの」という概念を変えたとされる。（出典：キャラクターマーケティングプロジ

ェクト『図解でわかるキャラクターマーケティング』日本能率協会マネジメントセンター p.20） 

  

 

2.2 日本と海外でのキャラクターの認識の違い 

 

 

日本は、キャラクターで商品の差別化を図ったことや、コミック文化によって日本のキャラクター

市場が現在でも増加傾向にあることが分かった。それでは、そもそもなぜキャラクターが日本人に受

け入れられたのか、キャラクター好きのルーツはいつから存在していたのかについて、この項目で述

べたい。 
まず、世界と日本のキャラクターの認識の違いについて述べる。日本以外で誕生した世界的に有名

なキャラクターとしてディズニーのミッキー・マウスと日本で誕生し世界的に有名になったハロー・

キティを中心に比較する。以下の表は青山貞成著作の『キャラクター・パワー』の「第一章キャラク

ターに依存する日本人」を参考にアメリカと日本のキャラクターの比較とそれに対するそれぞれの認

識の違いをまとめたものである。 
 
 
 
 

11,590 12,330 12,282 12,424 12,239 12,424

11,520 11,800 12,000 12,120 12,300 12,600

0

5,000

10,000

15,000
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2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

商品化権 版権

24,130

キャラクタービジネス市場／商品化権市場、版権

 

出所：矢野経済研究所より筆者作成 

23,110 
24,282 24,544 24,539 25,024 
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原権利保有国がアメリカのキャラクターと日本のキャラクターの比較 

 アメリカのキャラクター 日本のキャラクター 

表情の違い 豊か（ミッキー） 感情はあるが基本無表情（キティ） 

性格の違い 陽気でお人好しでアクティブ（ミッキー） マイペース（キティ） 

外見の違い 人間に近い頭身が多い。（ミッキー、スパイダーマ

ン） 
頭身が低くデフォルメ化されたキャラクターが多

い。（キティ、アンパンマン） 

世間での認識の違い 基本、キャラクターは子どものためにあると認識 男女年齢関係なく好きになって良い認識。 

キャラクターが世間

に与える影響 
喜怒哀楽があり、人間らしさを強調しているため共

感性があり、絆が生まれる（ミッキー） 
人間らしさは強調されておらず、平和な世界観が合

わさり安らぎや癒しを与える。（キティ） 

 
 
このようにアメリカのキャラクターは、感情が豊かで人間に近いのに対し、日本のキャラクターは

無表情だが、男女年齢に関係なく受け入れられる性格を持っている。 
これらの理由は日本独自の文化や歴史を辿ることで明らかになる。また、時代の移り変わりによる

精神、心理的な面にも着目する。 
文化、歴史との関りとして日本のキャラクターの起源のルーツは仏教などの宗教から伝えられてい

る教えだとされている。全ての物には魂が宿っているという教えが日本には古代からあり、そこから

派生して誕生したのが「妖怪」である。妖怪は現代でもアニメなどのキャラクターとして出てきて日

本人に浸透しているキャラクターである。このように独自の古代から続く文化として、存在しないキ

ャラクターでも日本人は違和感なく馴染むことが出来るとされる。（出典：青木貞成 『キャラクタ

ー・パワー ゆるキャラから国家ブランディングまで』NHK出版 ｐ.98∼109） 

心理的・精神的にもキャラクターは深く関わっており、キャラクター研究所が 2004 年に行った、

「キャラクター商品によってどんな効能が得られるか」という調査によると一番多かった意見として

挙げられた答えが「安らげる」の 55.9％であり、次に「やさしくなれる」37.6％であり他に「気分を

リフレッシュできる」37.0％、「大らかな気持ちになれる」32.5％、「さみしさがまぎれる」30.2％等が

挙げられた。これらから日本人は単に「かわいい」「かっこいい」のみでキャラクターを好んでいるの

ではなく、ストレスから心身に対し癒しを求めている傾向が強いという事が分かる。 
キャラクターを大人や子どもが身に付けていても日本では違和感がないのは独自の文化から形成さ

れた結果であり、さらにそれが現代の社会事情と合わさったことでキャラクターは現代社会において

欠かせない存在となった。 
次に、現代のキャラクタービジネスをさらに発展させていくための方法を考えたい。 

 
 
３．キャラクターがビジネスとして活用出来る理由 

 
 
3．1 消費者と企業、企業間を繋ぐ役割 

 

日本人のキャラクター好きを理解した上で、この章ではキャラクターをビジネスとして活用するこ

とでどのような影響を社会に与えることが出来るのかについて述べたいと考える。 
まず、キャラクターには消費者と企業を繋ぐためのコミュニケーションとしての役割を果たす効果

があるとされる。同志社大学の社会学部メディア学科の青木貞茂教授は「本来無機質な企業や製品を

人間の話として伝えるメディアの役割を果たしているのが今のキャラクターである。」と述べている。

(引用：読売新聞広告局ポータルサイト なぜ、キャラクターはコミュニケーションに有効なのか 2019

年 11月 17日閲覧) 
私たちはあらゆる場面で広告や商品を目にする。消費者にとってはそれが初めて見る物であること
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が多い。そのような時にキャラクターが有無は重要な問題になるのである。企業が広告、商品にキャ

ラクターを使用することで視覚にキャラクターが入り、それが企業のイメージにも大きく影響する。 
例えば堅いイメージであった企業が「可愛い」をテーマにしたキャラクターを使うことでイメージ

とのギャップが生まれ、消費者に影響を与えることが出来る。そして、無機質な物にキャラクターを

使うことでその商品に対するイメージを変えることが出来る。１章では、企業はキャラクターで商品

の差別化を図ったと述べたがキャラクターを使用することはそれと同時に消費者に対し「企業をこの

ようなイメージで見て欲しい。」という 1 つのコミュニケーションの手段なのである。 
また、消費者だけではなく企業間でもこの効果はあると考えられる。例えば企業が他社の企業情報

を見る際、様々な情報の中にその企業のキャラクターが存在するだけで、まずはその会社のイメージ

を一瞬で確認することが出来る。キャラクターは一種の記号であり、その企業の象徴するシンボルに

なるのである。本来コミュニケーションをとるためには人と人がいて会話が成立するものであるが、

キャラクターはその手間を省略しより早く、身近に企業や消費者に触れ合うことが出来るため、複雑

な情報社会の現代には欠かせない存在なのである。 
このように企業のキャラクターマーケティングは欠かせない存在となった。有名な企業キャラクタ

ーが誕生している反面、知名度が上がらず失敗してしまったキャラクターも存在する。次の章ではキ

ャラクタービジネスでの失敗した事例を基に原因を調査していきたい。 
 
 
4.キャラクタービジネス失敗の事例 

 
 
4.1 トヨタ自動車株式会社「PRIUS! IMPOSSIBLE GIRLS」 

 

 

 トヨタ自動車株式会社が企画したビジネスキャラクターPRIUS! IMPOSSIBLE GIRLS はトヨタ自動車株

式会社が企画したキャラクタープロジェクトである。この企画はトヨタ自動車が開発した車の「プリ

ウス」の部品をそれぞれ少女として擬人化した設定である。キャラクターは全部で４０人存在し、そ

れぞれに違ったイラストレーターにイラストを依頼し、個別に声優もついている。また、実際にプリ

ウスを試乗した人の意見を基に歌詞を製作した「シジョウノコエ」という主題歌をバーチャル・シン

ガーである初音ミクに歌わせる企画を行った。近年のアニメ・漫画ブームに便乗し新たな層からのフ

ァンを、このキャラクターを通して獲得することを目的として企画したと考えられる。しかし、この

企画はビジネスとして成功を果たすことは出来ず 2016年 1月 18日に発表して以来、トヨタ自動車株式

会社の公式ツイートは 2016年１月 21日以降この企画に関するツイートはなく、専用の公式サイトはし

ばらくして閉鎖されることになった。1つ目はこの失敗事例を基に原因を調べていきたい。 

 まず、この企画がなぜ誕生したのかについて考えたい。この企画の目的は 2 つあると考える。1 つは

キャラクターを通して車のパーツを知ってもらい自動車整備士等の職に興味・関心を持ってもらうこ

とである。2 つ目は車関連の擬人化という今までなかった試みで話題性を集めアニメ・漫画が好きなタ

ーゲット層に車への興味・関心を持ってもらうことである。しかし、この企画は車自体の擬人化では

なく敢えて車のパーツを擬人化していることが最大の特徴ということもありメインは前者を目的とし

て企画されたと考える。 
理由として近年、自動車業界は整備士の人材不足が課題となっていることが挙げられる。整備士数は

2012 年から減少が続いており 2018 年から 2019 年では 0.7 ポイント増加したが、平均年齢は増加傾向

であり 45 歳で前年度と比べ 0.3 増えている。（日本自動車整備振興連合会ホームページ 2019 年 12 月

15 日閲覧）このことから自動車業界は整備士の後継者不足が懸念されているのではないかと考える。 
これらのことから対策としてアニメ・漫画が好きな若者に向けイラストを使ったキャラクター戦略

を行ったと考えるが、専門的な要素が多く初めて見る者にスムーズに伝わらなかったことが要因だと

考える。車の知識がない一般人にとって、車のパーツは普段は馴染みのない部類である。さらに、プ

リウスという車一台に 40 人程のキャラクターは人数も多く説明や名前を覚えるのにも一手間かかり、

ビジネスキャラクターが持つ強さの「コミュニケーションの効率化」が活かされていない。また、一

人一人にプリウスの部品の強みの説明やプリウスの試乗感想を歌にする等「車パーツの興味・関心」
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の目的から「プリウスの広告」というイメージが強調され、消費者には本来の目的を理解されずに

「利益のためのキャラクター」と認識されてしまったと考える。 
 
 
4.2 株式会社ベクトル「買取戦隊ベクトル」 

 

 

 買取戦隊ベクトルは株式会社ベクトルが運営するビジネスキャラクターである。この企業はリサイ

クルショップ「ベクトル」や「ベクトルパーク」等リサイクルショップを運営している会社である。

ベクトルは買取を行う場所を作るためリサイクルショップの多店舗展開を行っている。株式会社ベク

トルの代表取締役である村川智博さんは「ベクトルの店舗では属人性が非常に高く、そのために足を

運んでくださるお客さまが多いことが強みだと感じていた。」と話している。しかし、ベクトルという

名前のみでは買取をする店か分からないのではないかと疑問を抱くようになった。そこでイメージキ

ャラクターを決めることになり、買取戦隊ベクトルが誕生したことがきっかけである。このキャラク

ターはデザイナーが手掛けたイラストを使用したキャラクターではなく、実際に株式会社ベクトルの

社員が戦隊の被り物を被っていることが最大の特徴である。このキャラクターはテレビ出演、CM、イ

ベント出演、ツイッター、face book の SNS の活用等ビジネスキャラクターとして多くの宣伝活動に取

り組んでいた。しかし、結果は上手くいかず最終的に社員からの不満や経営幹部からの批判が集まり、

このプロジェクトは一旦終了する形となった。（参照：ネットショップ担当者フォーラムホームページ 

知名度＆認知度アップに必要な広告と PR の考え方 連載第４回 2019 年 12月 7日閲覧）この事例を基

になぜキャラクターマーケティングが失敗してしまったのかについて分析していきたい。 
私はこの失敗である最大の原因はキャラクターに過度な期待をしてしまったことにより、負担がか

かったことが原因なのではないかと考える。まず、村川智博さんはこの企画を考えた際に「この企画

は必ずネット上で話題になり、来店数は増えるに違いない。」と話していた。この発言からキャラクタ

ーを公表する前に自社で考えたキャラクターは活躍すると過度に信じ込み、そのキャラクターを実際

見た消費者の立場になり考えるための分析をしていなかったと考えられる。 
特に SNS での宣伝に関しては特にキャラクタービジネスの目的や定義が曖昧になってしまっていると

見受けられる。ツイッターやフェイスブックでは最初こそ投稿頻度が高く多くの情報を提供していた

が SNS では話題になることがなかったため、2014 年９月から投稿が始まったが 2015 年 1 月で投稿は

停止してしまっている状態である。キャラクターは全部で５人存在し、各自がツイッターのアカウン

トを持ち情報を提供している。しかし、ツイートの内容は統一性に欠けている。その理由として店舗

情報に比べ、個人のプライベートに近い写真や投稿の比率が高く、これでは初めてこのキャラクター

を知ったとしても何をしている会社なのか分からないのではないかと考える。また、「買取戦隊ベクト

ル」をツイッターでハッシュタグ検索をかけたところ、公式からハッシュタグをつけて発信している

ツイートは６件と非常に少ない数である。 
15～64歳の日本人男女個人を対象にした「主要 SNSのアクティブユーザーの推移」でのツイッター

を使用している人口は 2011 年で約 17％であり、2014 年では約 19％、2018 年では約 28％と徐々に数

を伸ばしている。（出典：株式会社リスキーブランド ホームページ 2019 年 12 月 15 日閲覧）この

ことからツイッターを使用するユーザーが増加しているにも関わらず、SNS では積極的に情報発信を

行わず、テレビ出演等の宣伝費には多く注ぎ込みをしたことが原因でキャラクターを認知されること

なく終了してしまったと考えられる。 

 
 

4.3 衰退傾向にある近年のゆるキャラ全般 

 

 

 ゆるキャラは地域活性化や町おこしを目的として誕生した。その地や名所にちなんだデザインをし

たキャラクターであり、その見た目の「ゆるさ」から人気なキャラクターには多くのファンが集まり

地域活性化に繋がるとされる。 
ゆるキャラに関して行われるイベントで最大規模の「ゆるキャラグランプリ」を毎年開催している。
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ゆるキャラグランプリとは『滋賀県彦根市の「一般社団法人日本ご当地キャラクター協会」が主催す

る、全国の自治体や団体のゆるキャラのベストテンを一般からの投票で決める催しである。』（引用：

熊本県庁チームくまモン『くまモンの秘密』幻冬舎新書）しかし、2011 年から始まったゆるキャラグ

ランプリは 2020 年を最後に終了することが明らかになった。私はその理由を以下の表を参考に分析を

したいと考える。 
以下はゆるキャラグランプリの投票数と参加キャラクター数の推移を表したグラフである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

出所：東海テレビ HP ニュース one より筆者作成 

 

 

この表から投票数、エントリー数共に 2015年度をピークに減少傾向にあることが分かる。 

私はこの原因を一時的に競争率が高くなったことだと考える。2011 年に優勝した「ひこにゃん」や

2012 年優勝した「くまモン」はこのグランプリをきっかけに知名度が上がり多くの仕事が依頼される

ようになった。このことから知名度を上げたいと考える企業・自治体が増加したことにより 2015 年ま

ではこのような状況が続いたと考える。しかし、その分競争率は激しくなるため知名度が上がらない

ゆるキャラの数も増加し、ゆるキャラを作り投票を得るための費用等コストに負担がかかってしまう

こともありグランプリへの出場を辞めてしまう団体が増え衰退傾向にあると考える。 

さらにこの衰退傾向の中、2020 年で開催が終了する理由として投票側からの信頼関係が絶たれている

ことではないかと考える。2018 年ゆるキャラグランプリでは三重県四日市市の「にゅうどうくん」が

ご当地部門で１位となる予定であったが最終結果は３位となった出来事がある。その理由として『四

日市市がネット投票でフリーメールアドレスを取得して約２万件の ID を作成。職員らに配布し組織票

を投じたとされた。８月以降、原則 1 人が 1 日に１回、1 つの ID で投票可能だった。』（引用：日本経

済新聞「ゆるキャラ、埼玉のカパルに栄冠 『組織票』キャラ３位に」 2018 年 11月 18日掲載） 

この出来事は既にゆるキャラが衰退傾向にあった時期のことであるが、これによりゆるキャラグラン

プリに対するイメージが「如何に企業や自治体が知名度を上げるため投票数を増やすか」というイベ

ントになり、本来の地域活性の目的は失われることになる。この出来事は立候補しているゆるキャラ

全体にもそのようなイメージを持たれるとされ、信頼関係を失ったままでの継続は不可能だと判断し

このような結末になったのではないかと考える。 
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6．今後キャラクタービジネスが成功していくために 

 

 

 これらの事例や分析した原因を基に、今後どのように対策をしていけばキャラクタービジネスを成

功させることが出来るのかについて考えたい。 
私はキャラクタービジネスが失敗しないため、自社で誕生させたキャラクターの目的を「目先の利益」

として企画しないことが大切であると考える。キャラクターはその企業を宣伝するための効率的な一

種のコミュニケーションであるように、文字だけの無機質な広告とは違い「可愛い」や「かっこいい」

等相手に感情を持たせる効果がある。そこからその商品や企業の興味や関心に繋がることが強みであ

るため、企業側がキャラクターを考える際にその目的を見失わないことが大切である。具体例として

上記の PRIUS! IMPOSSIBLE GIRLSや買取戦隊ベクトルは多額の宣伝費を掛け話題性を集めることやキャ

ラクターより商品の宣伝を押し出してしまったこと、ゆるキャラグランプリの事例では組織票があっ

たことから「その企業や自治体にとってキャラクターには愛着もなく、知名度を上げ利益を得る目的

のためのものに過ぎなかった。」というイメージになってしまったとされる。キャラクターは企業と消

費者を繋ぐことが役割であり、企業がキャラクターを利益のためにと考え活用することは失敗を招く

原因となる。 
さらに改善策として、「キャラクターを育てる」という気持ちで企業がキャラクターを誕生させた責任

を持つことが大切だと考える。上記の事例の失敗している原因全て共通していることは、キャラクタ

ーを企画した勢いで「人気が出るだろう」と誕生させ、そのまま今後のことは考えずにキャラクター

に進展もなく対策を行わなかったことである。 
成功した事例としてゆるキャラグランプリ 2018 で優勝した埼玉県志木市の「カパル」に関して志木

市の職員は『職員は 5人しかいない。ファンが地元前でビラ配りをして応援してくれた。地域で活動し

てきた結果だ。』と語っている。（引用：日本経済新聞「ゆるキャラ、埼玉のカパルに栄冠 『組織票』

キャラ３位に」 2018 年 11 月 18 日掲載）このように企業・自治体側がしっかりと責任を持ち、キャ

ラクターを大切にしていることを行動に移せば次第に愛着を持つファンが増え知名度向上に繋がるこ

とが分かる。 

キャラクターに最初こそ知名度はなくても、買取戦隊ベクトル等キャラクター自身に SNS を活用させ

たい場合も勢いで SNS を始めるのではなく、分かりやすい文章で自社の情報を定期的に発信するだけ

でもキャラクターを大切にしていると感じる人が増え、知名度は変わってくるのではないかと考える。 
 これらのことから、目先の利益を考えずキャラクターを育てる、という意思でキャラクタービジネ

スを行える企業が今後活躍していくことが出来ると考える。キャラクターに愛着を持つ人が増える中、

企業がキャラクターを如何に大切にしているのか今後はさらに大切なことになるだろう。 
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オンライン動画配信サービスのこれから 

－SVOD に焦点を当てて－ 

マネジメント学部マネジメント学科 4 年 
16610135 堂前 彩月 

 
1. はじめに 
日本でも多くの人が利用している動画配信サービスだが、その業界において「Netflix」

や「Amazon プライム・ビデオ」などがサービスを展開している中で、ディズニーやアップ
ルなどが続々と新規参入を発表し話題となっている。 
有料の定額制サービスであるのにもかかわらず、これほど人気なのはなぜか。また、多

くの動画配信サービスが存在するがその違いは何なのか。また、今後新規参入するにあた
ってどのようなサービスが必要になるのかを実際に利用者に調査をして研究をする。 

 
2. 動画配信とは 

動画配信ビジネス調査報告書 2018 によると、「広義ではインターネットや IP 網、電
波を介して動画を配信するサービスはすべて動画配信だが、ここでの狭義の「動画配
信」は、PCやスマートフォン、タブレットなどの端末を視聴端末とし、ドラマや映画、
アニメといったコンテンツプロバイダーが提供する動画作品を、ユーザーが任意のタ
イミングで視聴できるオンデマンド型のサービスを指す」としている。 

 
3. 有料動画配信の 3つの視聴形態 

SVOD(Subscription Video 
On-Demand) 

TVOD(Transaction Video 
On-Demand) 

EST(Electronic Sell 
Through) 

定額制による視聴サービス 都度課金制 ダウンロード型視聴サービス 

月額又は年額の利用料を支
払うことで、動画が見放題に
なる 

限定した期間のみ動画が視
聴となる。映画 1作品、番
組 1単位等で支払う。 

動画は消費者の利用する端末
にダウンロードされ、消費者
は繰り返し視聴することがで
きる。 

 
上の表は有料動画配信の 3 つの視聴形態についてまとめたものである。 
SVOD(Subscription Video On-Demand)は定額制動画配信であり、ユーザーは月額や年

額などで費用を支払うと、動画コンテンツを何本も視聴することが可能なものである。Hulu
や Netflix、Amazonプライム・ビデオなどが挙げられる。 
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TVOD(Transaction Video On-Demand)は都度課金制となり限定した期間のみ動画が視
聴できる。映画 1作品、番組 1 単位等で支払う。U-NEXT や TSUTAYA TV が挙げられ
る。 

EST(Electronic sell Through)はダウンロード型視聴サービスであり、ネット上でメディ
アファイルを購入するため、一度ダウンロードすればオフラインでも視聴できる。 
 
4. 動画配信サービスのビジネスモデル 
三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの「オンライン動画配信サービスの動向整理」に

よると消費者は動画配信サービス事業者とオンライン動画配信サービスの提供に関する契
約し、毎月利用料を支払う。 
動画配信サービス事業者はコンテンツホルダーと配信許諾契約を行い、対価を支払う。 
コンテンツホルダーはコンテンツサーバーを通して消費者に動画を提供する。 

 

 
(引用) 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(2017)「オンライン動画配信サービスの動

向整理」(p.9) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_co

mmittee/pdf/adjustments_index_8_170718_0003.pdf 
 
コンテンツを配信する際、複製できないよう DRM(Digital Rights Management)というデ

ジタル著作権管理技術が施されている。 
「DRM とは何か？どんなことができるのか」(2019 年 11月 30日アクセス

http://bitcash.co.jp/static/docs/PC/images/pdf/additional/drm.pdf)によるとデジタル著作
権管理技術とは音楽や動画、画像などのデジタルコンテンツに対し、暗号化などを施して
違法コピーや流出を防ぎ、正規流通を促進させる枠組み、またそれに利用されるテクノロ
ジのことである。 

 
5. 動画配信サービスの動向 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_committee/pdf/adjustments_index_8_170718_0003.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_committee/pdf/adjustments_index_8_170718_0003.pdf
http://bitcash.co.jp/static/docs/PC/images/pdf/additional/drm.pdf
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5-1.世界の動画配信サービスの動向 
Rank Content Provider % 
1 Netflix 57.5% 
2 YouTube 16.9% 
3 Amazon 3.0% 
4 Hulu 2.8% 
5 Twitch 1.6% 
6 Apple 1.2% 
7 HBOGs 0.5% 
8 WWE 0.5% 
9 Xbox 0.5% 
10 Instagram 0.4% 

(引用)動画配信ビジネス調査報告書 2015 71貢より資料 2.2.5 米国のオンライン動画サイトランキ

ング 2014 年 3 月 

 

 
(引用)動画配信ビジネス調査報告書 2015 70 貢より 

 
米国は SVOD、動画共有含め動画ビジネス全般が非常に活発だ。 
2015年の時点で、アメリカでは 40％の世帯が SVODである定額制動画配信サービスを

契約しており、その中の 36％がNetflix を契約している。 
２０１９年 10月 17日の日本経済新聞によると『米国の有料会員数は 51万 7千人の 6062

万人増』『海外の有料会員数は 9771 万人と 626 万人増えた。』である。アメリカ国内でも有

6.5%

13.0%

36.6%

27.8% 9.9% 2.6%

HULU PLUS 契約世帯

AMAZON PRIME 契約世帯

NETFLIX 契約世帯

SVOD 契約世帯

米国テレビ保有世帯における普及率

1サービス 2サービス 3サービス
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料会員数を伸ばし続けていることが伺える。 
一方で週刊東洋経済「ネットフリックスの破壊力」によると現在、海外系有料動画配信

サービスの Huluは会員数 164 万(2017 年末時点)であるが、『黒字化を先送りしてまで、会
員獲得に注力している。』ということだ。 
また Amazon プライム・ビデオの戦略は、Amazonプライムに加入することで商品を購入

する際に配送料が無料であることや商品が早く届くだけでなく、広告なしで楽曲やアルバ
ムを聞くことができる Amazonプライムミュージックなど特典を多くつけることで会員獲
得につながっていると考えられる。 
多くの国に参入し、様々な企業と提携を組み、その国に合わせたオリジナル作品を提供

するため全世界の人のニーズや好みに対応しているため海外からも支持を集めることがで
きる。Amazonプライム・ビデオや上記のランキングにはない Hulu も同じ取り組みをして
会員者数獲得に取り組んでいると考えられる。 

 

(引用) 日本貿易振興機構(2018)『中国の動画配信市場調査』7 貢 

 

54.90%
19.30%

1.40%

24.40%

2016年中国のネット動画配信市場の内訳

広告収入 有料視聴 版権販売 その他
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(引用)日本貿易振興機構(2018)『中国の動画配信市場調査』8 貢 

 

(引用) 日本貿易振興機構(2018)『中国の動画配信市場調査』9 貢 

 
上 3つの図は中国の動画配信市場についてまとめたグラフである。中国は有料動画配信

ではなく、無料の動画共有サービスで広告収入が主流であることが伺える。 
中国では規制が厳しく、Netflix や Amazon などの外資サービスを利用できないため、中

国独自の企業が発展している。 
高木利弘著『スマートTVと動画ビジネス』(2012)によると韓国も中国と同様に「YouTube」

よりも半年早くサービスを開始させた PandoraTVやDaum TVといった動画共有サービス
が盛んであり、アジア全体でも動画共有サービスの先進地域であるとしている。 
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5-2.日本の動画配信サービスの動向 

 
(引用)一般社団法人 日本映像ソフト協会 デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン 株

式会社 文化科学研究所 『映像ソフト市場規模及びユーザー動向調査 2018』より 

映像ソフトの市場規模の推移 有料コンテンツ市場合計値 

(引用)一般社団法人 日本映像ソフト協会 デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン 株

式会社 文化科学研究所 『映像ソフト市場規模及びユーザー動向調査 2018』より 

ビデオソフトの購入・レンタル、有料動画配信利用率の推移 

 

まず『映像ソフトの市場規模の推移』のグラフから、2013年から推計している映像ソフ
トの市場(セル市場＋レンタル市場＋有料動画配信市場)全体の規模は、年々増加している。
しかし、個別にみるとセル市場とレンタル市場はともに年々減少している。有料動画配信
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3604 3469 3067 2672 2542 2389 2184 2103 1941 1831 1659 1542
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市場は年々増加しており、2018 年にはレンタル市場の 1542 億円を上回る 1980 億円の市場
規模に成長した。 
また、2019 年 2 月 20 日に日本経済新聞が発行した記事(『動画配信市場、18 年は 2割増 

ネットフリックスなど拡大 民間調べ』)によると今後 5 年間の動画配信市場規模に関して
は、18 年から 23 年にかけて年平均 6.3%で成長すると予測されており、23 年の市場規模は
3000億円に拡大するとしている。 
ビデオソフトの購入・レンタルそれぞれの利用率はこちらも年々減少しているのに対し、

有料動画配信の利用率は上がり続けている。 
 
5-3.有料動画配信市場規模が急激に増加している理由 
なぜ有料動画配信市場の規模が大きく成長している理由として、2019 年 4月 20 日に週

刊ダイヤモンドが発刊した『NETFLIX とナベツネとコンテンツの未来』によると新聞と同
じサブスクリプションモデルといういわゆる月額課金のビジネスモデルを取り入れている
ためとしている。 
定期的に安定して収入が入ってくることがサブスクリプションモデルの強みだが、新聞

と有料動画配信の相違点もある。例えば、読売新聞は朝刊と夕刊それぞれ取り上げる記事
を決め、それを大量に印刷し読者に届くため読者の間ではほぼ同じコンテンツ内容を見て
いる。しかし、Netflix は利用者それぞれの好みに応じて必要な時に必要なコンテンツを見
ることができる。さらにインターネットを利用した配信のためコンテンツの拡散力であり、
顧客獲得の限界が新聞と大きく違う。 
顧客を獲得し、利用してもらうことで継続的に収益につながるため、今後有料動画配信

がセル市場の売り上げを上回り、映像ソフト市場の主流となっていくと考える。 
 

6. 有料動画配信サービスのメリット・デメリット 
有料動画配信サービスの利用者へのメリットは次の 5つが挙げられる。 

 定額で見放題である。 
 インターネットにつなぐことができればいつでもどこでも視聴可能である。 
 配信会社限定のオリジナルコンテンツを視聴することができる。 
 CM なしで動画の視聴が可能 
 レンタルや返却の手間がない 

一方でデメリットは次の 5 つが挙げられる。 
 ネット環境が必須である。 
 データ通信量が膨大である。 
 クレジット払いが基本である。 
 動画を見ていない月でも契約中は料金が発生する。 
 最新の映画は見ることができない場合が多い 
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これらのことから過去に TSUTAYA やゲオなどといった DVD のレンタルを多く利用し
ていた、映画鑑賞を趣味とする層には多くのメリットがある。デメリットの中の 1 つであ
る「クレジット払いが基本である」ことに関しては、現在日本においてもキャッシュレス
化の取り組みが進んでいることから、今後は「クレジット払い」であることはメリットに
変わっていくだろうと考える。 
一方、DVD レンタルサービスはネット環境もデータ通信も必要なく、現金払いも可能で

ある。また、旧作品より高い金額を払えば最新映画の視聴も可能である。さらに「見たい
ときに見たい作品だけを見ることができる」という仕組みのため、映画をあまり見ないと
いう人にとっては DVDレンタルサービスのほうが需要は高いと考えることができる。 

 
7. 利用者の実態 

引用)森田秀一/インプレス(2017) 動画配信ビジネス調査報告書 2017 p.189 

上のグラフより有料動画配信サービスの利用者が年々増加しているのはもちろんのこと
だが、3か月以前に有料動画配信サービスを利用している割合も増加している。『3 か月以
前に有料動画配信サービスを利用』と答えた人には有料会員を解約してしまった人と解約
せず月額料金を払っているのにも関わらず、利用していない人の 2種類に分けることがで
きると考えた。2016 年 11 月 28 日に日経ニューメディアが発刊した『動画配信サービス、
生き残りの条件を考える』によるとこのような『解約せずに、利用し続けている顧客』を
『休眠会員』と呼ぶ。 
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(引用)森田秀一/インプレス(2017) 動画配信ビジネス調査報告書 2017 p.204 資料 5.1.2 視聴環

境より定額制のみ抜粋 

上のグラフでテレビの割合が多くなっているのは、インターネットに接続されているも
のや、スティック型端末やゲーム機、スマートフォンやタブレットにつなげたテレビを含
んでいるためである。 
 まだパソコンでの視聴が多いが、スマートフォンと iPadといったタブレット端末の普及
により、さらに多くの人がスマートフォンやタブレット端末で視聴するだろう。 

(引用)森田秀一/インプレス(2017) 動画配信ビジネス調査報告書 2017 p.243 

0.6
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41.2

43.7

60.5
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その他
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テレビ
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定額制動画配信サービス利用者の視聴環境
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(出所)独自調査 
 
『利用している有料動画配信サービスの料金体系』のグラフは、2015 年から定額制有料

配信サービスの利用者は年々増加し、その一方で都度課金制の動画配信サービスの利用者
は年々減少している。Netflixや Huluが日本でサービスを開始した 2015 年から利用者の料
金体系に変化しているため、外資系の有料動画配信サービスの影響が大きいと考えること
ができる。 
また、『有料動画配信サービスを利用する場所』については独自に調査した。どこでも見

ることができることがメリットである有料動画配信だが、回答者のほぼ全員が自宅で利用
すると回答した。自宅のリビングや自分の部屋で見ている可能性もあると考えられる。ま
た、動画を見る際にネット環境が必須になるため利用者にとってはWi-Fiが欠かせないた
め、このように自宅に偏ってしまうと考えられる。最近はテレビでもリモコンに『Netflix』
というボタンがあるため、スマートフォンやタブレット端末といった小さい画面だけでな
くて、大きな画面でも容易に有料動画配信サービスを利用できるようになっている。 
また中でも気になったのは、その他に含まれる 30代、40 代の女性からの意見で「子ども

に大人しくしていてほしい時」や「ドライブ中に後部座席で子供に見せるため」といった
子どもをあやす手段としてこの有料動画配信サービスを利用している人がいることだ。こ
の『いつでもどこでも見ることができる』というメリットから、子育てに奮闘するママ世
代にとても助かるサービスにもなっているということが分かった。 

 
8. 有料動画配信サービスの今後と生き残る条件 

これまでの研究により有料動画配信サービス市場の今後と生き残る条件を考える。 
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2019年 5月 25日に週刊東洋経済が発刊した『新時代に突入するコンテンツビジネス ア
ップル、ディズニーも参戦 動画配信の世界競争が幕開け』によると 2019 年 3月にNTT
ドコモはウォルト・ディズニー・ジャパンと共同で動画配信サービス「ディズニーデラッ
クス」を開始した。さらに、グローバル展開を見据えた動画配信サービス「ディズニープ
ラス」を今秋米国で開始することを発表した。2019 年 11 月 14 日に更新された日本経済新
聞『米ディズニーの動画配信、初日で登録者 1000 万人突破』
(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52147340U9A111C1000000/) (2019 年 12月
15 日アクセス)によると、米国やカナダで始めた動画配信サービス「ディズニー＋（プラス）」
の登録者数が初日に 1000 万を超えたことがわかった。 
さらにディズニーによる発表の 2週間前に、米アップルの自社制作番組の定額配信サー

ビスもお披露目され、年内開始予定の「アップル TV プラス」では独自のドラマや映画、ド
キュメンタリーが配信されるとのことだ。これによりアップルはサブスクリプション(定額
制)で王座の死守を図る。 
今回新規参入した米ウォルト・ディズニーは、著作権にとても厳しいためディズニー映

画は他社の有料動画配信サービスでは視聴できない。そのため米ウォルト・ディズニーの
有料動画配信サービス「ディズニーデラックス」や「ディズニープラス」はオリジナルの
コンテンツが豊富な唯一無二のサービスになるだろう。 

 
今後、動画配信サービスはただラインナップ数を増やすだけでは、他者と差別化ができ

ないため顧客獲得には繋がらない。そのために独自で映画やドラマなどを作成することは
必須となる。 
また付加価値をつけて利用者のニーズに応えていくということも生き残る条件であると

考える。例えばNetflix は外国語学習者に向けて、英語だけでなく様々な言語の字幕を用意
し映画やドラマを配信するという取り組みをしている。 

Hulu は日本テレビと提携し、日本向けには「見逃し配信」という過去に放送された番組
を見ることができるサービスやオリジナルのドラマだけでなく、テレビで放送されたドラ
マ『あなたの番です』の番外編を製作し、配信したことによって一時話題になった。 

Amazon プライム・ビデオは 5 章「世界の動画配信サービスの動向」に記述されているよ
うに Amazon プライムに加入することで利用できるサービスであるが、その他にも Amazon
にて購入した商品が翌日に届く特典や 200 万曲の楽曲やアルバムを広告の表示なしで楽し
むことができる Prime Music などたくさんの特典をつけている。独自で調査を行った際に
も Amazonプライム・ビデオの利用者は、「ほかの特典の利用目的で Amazon プライムに加
入したので、Amazon プライム・ビデオ利用している」と答えている人も多かった。(独自
の調査については、後述) 
 下のグラフは、『定額制動画配信サービスに月額で費やせる金額』についてまとめたもの
である。一番多かったのは『500円以上 1000 円未満』で回答していただいた人の半数がこ

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52147340U9A111C1000000/
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れに該当した。『500 円未満』で 25％、『1000 円以上 2000 円未満』で 17.5％という結果に
なった。『どれがおすすめ？ 動画配信サービス鉄板 8 サイト比較、ドラマ・映画・アニメ
が ネ ッ ト で 見 放 題 【 2019 年 最 新 版 】 』
(https://appllio.com/which-is-best-video-on-demand-streaming-service)によるとほぼすべ
ての有料動画配信サービスが『500 円以上 1000 円未満』で提供しているため、多くの利用
者が妥当な金額として有料動画配信サービスを利用しているということがわかった。安さ
を求めるのであれば Amazon プライム・ビデオがオススメである。月額での利用は税込 500
円だが年会費 4900円にすると月額実質税込 410 円程度で利用できる。Amazon プライム・
ビデオだけでなくその他にも多くの特典がついてくるのでコストパフォーマンスはもっと
も良いものだと考える。 
次に独自調査から、『映像や動画の視聴の希望や要望』として回答いただいたものをいく

つか紹介する。 
まず「オススメ欄に自分が見たいものが来ないことが不満」という回答をいただいた。

これは YouTubeなど動画共有サービスにできて、有料動画配信サービスにはできないこと
であると考えた。YouTube ではアカウントを登録して利用すると、利用者の視聴する動画
の傾向などを推測し、利用者それぞれに合わせてオススメを表示する。しかし、有料動画
配信サービスでは利用者全体が良く見ているものや話題性のあるものがオススメ欄に出て
きてしまうためそれぞれの利用者にあったコンテンツを提示できていないということにな
る。 

YouTube のような機能を導入すれば、自分の好きな映画の系統と同じの映画を検索する
手間が減り、利用時間の増加、休眠会員の減少にもつながるのではないかと考えた。 
 また「同じサービスなのにもかかわらず、日本と海外で見ることが出来る映画が違った」

17.5%

5.0%
2.5%

25.0%

50.0%

定額制動画配信サービスに月額で費やせる金額

1000円以上2000円未満 2000円以上3000円未満 3000円以上

500円未満 500円以上1000円未満

https://appllio.com/which-is-best-video-on-demand-streaming-service
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という意見については、今後国内と海外でのサービスの違いについて調査していきたいと
考えている。 
 
9. おわりに 
有料動画配信サービスは、現在注目されている業界であり、Netflix を中心に市場規模を

年々拡大させている。『いつでもどこでも利用できる』というメリットがあり、移動時間や
自宅で気軽に映画を視聴できるため若者に人気があるうえ、子供をあやすためにママ世代
にとても役に立っているサービスである。 

さらに外資系の有料動画配信サービスはそれぞれの国の製作会社と提携し、その国
にあった独自の映画を製作して配信することで、各国のニーズに合わせた取り組みを
して会員数を増やしていた。今後新規参入する米ウォルト・ディズニーはオリジナル
のコンテンツが豊富な唯一無二のサービスとして利用者を今後も増やし続けるだろう。 
動画配信の世界競争が激化すると予想し、今後も注目していきたいと思う。 
 

独自アンケートの調査について 
 アンケートの方法は Googleフォームにて 
調査人数 80 人、性別男子 28.7％女子 71.3％年代 10 代 7.5％、20 代前半 55％、20 代後

半 2.5％、30代 13.8％、40 代 17.5％、50 代以上 3.7％ 
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～日本の新卒採用と世界の新卒採用からみる今後～ 
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16610152 沼口実優 

 

１． はじめに 

新卒採用は経団連が発表している就職活動のルールに乗っ取り行なわれていた。2018 年
9 月 3 日、日本経済団体連合会（経団連）の中西宏明会長は、定例記者会見において、経団
連が「採用選考に関する指針」（以下、指針）を定めて日程の采配をしていることへの違和
感や、 現在の新卒一括採用に対する問題意識に触れ、指針を廃止する意向を示唆した。 こ
の発言が、大学や学生、識者など、就職・採用の当事者を中心とした各方面でさまざまな
議論を呼ぶこととなり、これを機に、経済界と大学、国が一体となって、 新卒一括採用と
今後の採用に関する議論を進めることになった。また、近年では外資系企業や情報技術（IT）
企業などの抜け駆けが広がり、人材獲得への危機感を抱く企業が増えている。よって就職
活動のルール自体の転換期が訪れようとしている。筆者も就職活動を実際に行っていく中
で、早期に選考を行う企業が多いと感じた。今後の新卒採用の変化について考察していき
たい。 
 

２．日本の新卒採用 

２－１日本における新卒採用のしくみ 

 日本の新卒採用システムがいつ始まったのかというのは諸説あるが、ここでは常見（2015）
の説を取りあげる。「明治期」この時期の大学とは「旧帝大」であり、そこで学ぶ学生は当
時の社会の中で真のエリート層といえた。卒業生の多くは官僚となったが、一部は中央官
庁とのパイプを必要とした旧財閥系企業などに幹部候補生として迎えられた。1875 年、慶
応義塾の卒業生が三菱に入社した。厳密にはこれが新卒採用の第 1 号といわれている。続
いて、「大正期」第一次世界大戦をピークとする好景気の到来で、多くの企業が高等教育を
受けた人材を求めるようになった。しかし、その当時の大学は旧帝大しかなく、人材は非
常に限られていた。そこで、企業は高等小学校を出たばかりの優秀な若者を多数採用し、



社内で育成するようになった。技術だけでなく、社内に学校を作って数学や英語などの基
礎教養も教えた。この「ポテンシャルの高い新卒を採用して社内で育成する」システムは、
その後、大学の新卒者に対しても受け継がれていくことになる。1918 年、政府は「大学令」
を公布し、大学（大学生）を一気に増やす改革を行った。しかし、大戦の終結、さらには
関東大震災による不況で、今度は就職を希望する学生が企業に殺到する「買い手市場」へ
と状況は一変し、各社で入社選考が行われるようになった。これが新卒一括採用の原型で
あるといわれる。各大学に就職部ができ、就職指導などを行うようになったのもこの時期
である。「昭和初期から戦時中」世界恐慌の影響で、就職難がさらに深刻になる。小津安二
郎監督の映画「大学は出たけれど」が公開され、流行語となったのは 1929 年だ。しかし、
日中戦争が激しくなると軍需産業を中心に景気が回復し、今度は「売り手市場」となって
初任給が高騰するまでになった。そこで、戦時体制下の政府は、国が新卒者を企業に割り
当てる制度（1938）や初任給の一律化（1940）などを断行した。それまでは帝大と私学な
ど、出身学校によって初任給にも差があったのだが、これが現在にまで続く「新卒者の初
任給は横並び」という慣行のルーツとなっている。「戦後から高度成長期」朝鮮戦争（1950）
が勃発すると、特需によって好景気が到来。新卒採用競争も激化したため、文部省は就職
あっせん開始日を定めた、いわゆる「就職協定」を通達として発表する。60 年代に入ると
本格的な高度成長期となり、協定があるにも関わらず新卒採用の早期化（青田買い）は進
んだ。この頃の新卒採用は、明治期のような幹部候補生としての大卒採用ではなく、大正
期以降の「ポテンシャルの高い若年労働力」の確保を主目的としたものとして、システム
的に完成している。入社後の教育を前提として行われる一括採用と、育てた人材が早期退
職しないように、長く働くほど給与が上がり、多額の退職金が受け取れる年功序列型賃金
体系をセットにしたシステムである。 ちなみに、現在の就職活動の主流である自由応募が
一般化したのは 1968 年から。大学紛争によって学校推薦の機能が麻痺し、学生が自力で企
業訪問を始めたのがきっかけだった。ちょうどこの時期に「就職情報産業」が生まれ、学
生と企業をつなぐ大きな役割を果たすようになっていく。「現代」空前の「売り手市場」と
なったバブル経済期、その崩壊の反動による就職氷河期など、1990 年代以降さまざまな動
きがあったが、もっとも大きな出来事は、「守られないならあっても意味がない」として、
1997 年に「就職協定」が廃止されたことだろう。これによって、現在の「就職活動の早期
化・長期化」が本格的に始まったが、その背景には、企業側の「厳選採用」という動きと、
「学生数の増加」という事実がある。企業・学生ともに、他より早くから活動しなければ
勝ち抜けないという思いがあったことが、協定を廃止させたともいえるだろう。また、双
方をつなぐ「インターネットというツールの普及」も見逃せない。 以上、駆け足で見てき
たが、まとめると「日本独特の新卒一括採用」は、大正初期の好況期に優秀な人材を確保
するために始まった制度が大卒にも応用され、戦後の高度成長期に「日本型雇用慣行」の
一環として完成されたものといえる。 
好況期をバックグラウンドとして成立した現行の日本型新卒採用システムだが、「失われた



20 年」といわれる長い景気停滞期にある現在、何らかの課題が生じてくるのはごく自然な
ことのように思える。 
 

２－２ 新卒一括採用のメリット・デメリット 

・メリット 
（１） 採用コストの抑制 
 通年で採用活動を行うと、年間を通して採用コストがかかってしまう。しかし、採用
活動の時期を決めることによって、短い期間で採用活動を終わらせることができるため、
採用コストの抑制につながる。 
（２） 失業率の減少 
 世界的には、自分の活躍できるポジションが空いている企業に属するというのが一般
的であるが、それでは社会経験のない人材は失業してしまう可能性が高い。この新卒一
括採用は社会経験のない人材を育てるという意味も込めて雇うため、若年層の失業率の
減少にもつながる。 
（３） 教育コスト削減 
 新卒一括採用で入社するのは、基本的には社会経験がない人材ばかりであるため、教
育コストがかかるが、同時期で採用することにより研修を一括化できるため、長期的に
見て教育コストを削減することにつながる。 
・デメリット 
（１）景気変動の影響 

新卒一括採用の場合は景気変動の影響を大きく受けるため、バブル期と氷河期では就
職のしやすさがまったく違う。就職氷河期に当たってしまった学生は求人数が激減して
しまうため、バブル期の新卒者たちとの平等性に欠けてしまう。。 
（２）「やりなおし」の難しさ 

日本は世界に比べ転職率が低い。また、フリーターなどから正社員に雇用されにくい
環境にある。新卒者にとって「新卒ブランド」というのは重要なもので、そのチャンス
を失ってしまうことで「やりなおし」がきかない難しさがある。下の図は 18～24 歳の若
者の転職回数を、各国間で比較したグラフである。新卒一括採用である日本は他国に比
べ転職回数が少なく、転職の難しさを感じることができる。 

 



図表１ 

※内閣府 第 8 回世界青年意識調査
「https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/worldyouth8/html/2-3-3.html」 

データをもとに筆者作成 

※日本・韓国・アメリカは 2007 年、イギリスとフランスは 2008 年のデータ。 

（３）ミスマッチのリスク 
社会経験がないということが新卒者のメリットでもあったが、逆に社会経験がないこ

とで「想像していたことと違う」というミスマッチにつながるリスクもある。「人材を大
量に確保する」ことだけに集中してしまわぬよう、求職者との意思疎通が重要である。 

（４）選考負荷の集中 
一定の期間内にまとめて採用活動を行うことで、コストの削減につながるメリットが

ある反面、その分短い期間に選考負荷の集中が起こり、採用担当者の業務がこの時期に
なると一気に増え、負担が大きくなる。ある時期に企業がこぞって選考活動をする結果、
学生の取り合いは激しくなる。人材サービス大手、リクルートキャリアの調査によれば、
実際の採用数が計画した人数に満たなかった企業は毎年 4 割近い。一括採用方式では、
学生はいったん選考に漏れると就職の機会が狭まってしまう。同時に企業もこの方式に
とらわれ過ぎると、人材を十分に確保できない恐れがある。 

 
 

３． 世界の新卒採用 
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（１）アメリカ 
アメリカでは新卒でも専門性の高い知識と実務経験があることが求められる。学生時代

に「どのような学問を専攻し、どんな研究を行い、どんな成績を取得しているのか？」と
いうことが重要視されている。また、学業と並行してインターンシップを行うことで実務
経験を積み、即戦力として活躍できる準備を行うのも一般的である。 
アメリカでは、企業のポジションが空くことで人材の募集が行われるため、就職活動の時
期も定められておらず、自分の希望する企業のポジションの募集が始まった時点でスター
トする。そのため、自分のタイミングで就職活動をスタートできるというメリットはある
が、新卒で正社員として働くことが難しいというデメリットがある。 
（２）ドイツ 

ドイツでは就職をするまでに、最低でも 3 年前後の就業体験を行う必要がある。これは
いわゆるインターンシップであり、アルバイト経験はこれに含まれない。インターンシッ
プを受けるためには、それに関連する学業を勉強していることが必須である。学卒で企業
に入社したい場合には、就職を希望する企業に関連する学業を大学で専攻し、かつインタ
ーンシップの経験を積んでおく必要があり、自分のやりたいことを実現しやすいというメ
リットの反面、方向転換がしづらいというデメリットがある。 
 

４．日本の新卒採用の現状 

 海外の新卒採用について調べていく中で、日本は他国に比べて職業について考え始める
時期が遅いのではないかという疑問が浮かび上がった。アメリカでもドイツでも大学では
専門の知識を学び、インターンシップによって実務経験を積むことが一般的である。そこ
で、グーグルフォームを使用し、就職活動の経験をしたことのある 30 人にアンケート調査
を実施した。職業や就職先を考え始めた時期はいつかという質問をとった。以下がアンケ
ート結果である。 



 
図表２ 

アンケート調査から大学 3 年になってから職業について考え始めた人が 9 割と、多いこ
とがわかる。就職活動を行う直前になって考え始める人が多く、大学入学前に職業選択に
ついて考え始める人が多い海外との違いがよくわかる。 

５． 日本の今後の新卒採用 

 日本の新卒採用のメリット・デメリット、世界の新卒採用の新卒採用について調べてい
くなかで、新卒採用をすぐに廃止することは難しいという考えにいたった。日本では、将
来のことを漠然としたものしか考えておらず、大学に入学してから将来について考え始め
る人も少なくない。職業について考え始める人が遅いため、大学で学んでいることが、職
業と関係ない学生も一定数おり、いきなりの一括採用廃止は、学生の混乱を招く。また、
企業側も専門知識がない人にそのたびに一から研修を行うのはコストも時間もかかり効率
的ではない。大学に通う前の段階で先を見据えた進路選択をしていく重要性が上がってい
くと考えられる。 
 

６．インターンシップの有効活用 

６－１インターンシップとは 

 インターンシップは文部科学省によると「大学等におけるインターンシップは、学修と
社会での経験を結びつけることで、学生の大学等における学修の深化や新たな学習意欲の
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喚起につながるとともに、学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり、
主体的な職業選択や高い職業意識の育成が図られる有益な取組であるため、より一層の推
進が必要と考えている」と記載されている。 
 

６－２インターンシップの意義 

 文部科学省では以下のような項目をインターンシップの意義としている。 
① 大学等及び学生にとっての意義 

 〇 キャリア教育・専門教育としての意義  
大学におけるキャリア教育・専門教育を一層推進する観点から、インターンシップは有効 
な取組である。  
 〇 教育内容・方法の改善・充実 
アカデミックな教育研究と社会での実地の体験を結び付けることが可能となり、大学等に
おける教育内容・方法の改善・充実につながる。また、学生の新たな学習意欲を喚起する
契機となることも期待できる。  
〇 高い職業意識の育成 
学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり、主体的な職業選択や高い職
業意識の育成が図られる。また、これにより、就職後の職場への適応力や定着率の向上に
もつながる。  
〇 自主性・独創性のある人材の育成     
 企業等の現場において、企画提案や課題解決の実務を経験したり、就業体験を積み、専門
分野における高度な知識・技術に触れながら実務能力を高めることは、課題解決・探求能
力、実行力といった「社会人基礎力」や「基礎的・汎用的能力」などの社会人として必要
な能力 を高め、自主的に考え行動できる人材の育成にもつながる。また、企業等の現場に
おいて独創的な技術やノウハウ等がもたらすダイナミズムを目の当たりにすることにより、
２１世紀における新規産業の担い手となる独創性と未知の分野に挑 戦する意欲を持った
人材の育成にも資する。   
  ② 企業等における意義 
〇 実践的な人材の育成      
インターンシップによって学生が得る成果は、就職後の企業等において実践的な能力とし
て発揮されるものであり、インターンシップの普及は実社会への適応能力のより高い実践
的な人材の育成につながる。  
〇 大学等の教育への産業界等のニーズの反映      
 インターンシップの実施を通じて大学等と連携を図ることにより、大学等に新たな産業分
野の動向を踏まえた産業界等のニーズを伝えることができ、大学等の教育にこれを反映さ
せ ていくことにつながる。  



 〇 企業等に対する理解の促進、魅力発信      
 大学等と企業等の接点が増えることにより、相互の情報の発信・受信の促進につながり、
企業等の実態について学生の理解を促す一つの契機になる。これについては、特に中小企
業やベンチャー企業等にとって意義が大きいものと思われ、中小企業等の魅力発信として
もイ ンターンシップは有益な取組である。さらに、インターンシップを通じて学生が各企
業等の業態、業種又は業務内容についての理解を深めることによる就業希望の促進が可能
となることや、受入企業等において若手人材の育成の効果が認められる。また、学生のア
イディアを活かすような企業等以外の人材による新たな視点等の活用は企業等の活動にお
けるメリットにもつながる。これらの企業等の受 入れの意義を大学等及び企業等において
共有することが重要である。 

６－３インターンシップを行うメリット・デメリット 

 就職白書 2019 のなかで、企業や学生に取ったアンケートによると、企業側の実施目的と
しては、仕事を通じて、学生に自社を含め、業界仕事の理解を促進させる（88.2％）入社意
欲の高い学生を絞り込む（46.1％）学生の就業体験の機会を提供することで社会貢献する
（43.4％）採用を意識し学生のスキルを見極める（42.5％）などが挙げられた。企業側の懸
念点としては、プログラムの企画・設計（84.2％）社内協力者の巻き込み（74.6％）参加者
の募集・選考（56.6％）プログラム終了後のフォロー（48.4％）プログラムの実施（43.4％）
が挙げられた。 
 学生メリットとしては、仕事理解（69.4％）業種理解（69.4％）企業・職場の事業内容理
解（39.5％）自分のスキルの見極め（17.6％）自分自身のキャリア観を明確にする（15.4％）
内定獲得（採用直結）（12.7％）など、意見としてある。 
  

 ６－４インターンシップの効果 

 
図表３ 
 

0

10

20

30

40

非常に役に立っ
た

全く役に立たな
かった

2年生のインターンシップは学生生活に役立ちましたか

学生数



※グーグルフォームを使用し山澤ゼミの学生 103 名に調査。就職後の学生含む。山澤ゼミ学生
アンケートをもとに筆者作成 

 
図表４ 
※グーグルフォームを使用し山澤ゼミの学生 103 名に調査。就職後の学生含む。山澤ゼミ学生
アンケートをもとに筆者作成 
 
 図表３、図表４から２年生で行ったインターンシップが学生生活や職業選択の役に立って
いる人が多いことがわかる。また、就職白書 2019 のなかで、学生に取ったインターンシッ
プに参加してよかった点を調べたアンケート調査では、業種について具体的に知ることが
できた（79.1％）仕事内容を具体的に知ることができた（68.3％）企業の事業内容を具体的
に知ることができた（48.5％）企業・職場の雰囲気を知ることができた（43.0％）自分のス
キルを見極めることができた（21.4％）自分自身のキャリア観を明らかにすることができた
（19.5％）内定が獲得できた（15.5％）というような結果になった。こちらの結果からも職
業選択、学生生活の役に立っていることがわかる。 

７．まとめ 

 世界の新卒採用の形式、日本新卒採用のメリット・デメリットをふまえると、今後アメ
リカやドイツのように専門性のある知識やインターンシップといった経験が日本の新卒採
用でも必要となってくるように思える。図表３、図表４からわかるように、インターンシ
ップでの実務経験を積むことができればミスマッチは減っていくことが考えられる。また、
グローバル競争の激化で、企業の採用は学生の質を重視する傾向が強まっている。経済が
右肩上がりで伸び、毎年、大量採用していた時期は一括採用方式が効率的だったが、「厳選
採用」時代の今はその利点が薄れているといえる。企業は戦力になる人材を見極めて採る
力を一段と問われている。長期的なインターンシップを様々な企業が行なわれれば、学生
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側は経験や知識を得ることができ、企業側は人手不足を解消することができ、縁があれば、
経験をつんだ学生に就職してもらうことができる。大正初期にできるた「日本独特の新卒
一括採用」が大きく変化する時期がきたと考えられる。 
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ワーキングホリデーにおけるキャリア形成の可能性 
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１、 はじめに 

 

本論文では、帰国して再就職もしくは休学中だった大学に戻るという現代の日本のワーキングホリデー

の形に注目し、ワーキングホリデーを実践している様々な地域に焦点をあて、キャリア形成の可能性につ

いて検証する。また、ワーキングホリデーのどのような要素が重要なものであるかを考察し、今後の日本

のワーキングホリデーにおけるキャリア形成の可能性について方向性を検討する。 

 ワーキングホリデー制度を利用する人は多い。筆者も利用したいと思うが、多くの問題点がある。ワーキ

ングホリデーを終えた後のキャリア形成は帰国して再就職もしくは休学中だった大学に戻るという形が多

い。大学を休学せずにワーキング制度を利用したり、仕事をしながら利用したりすることは極めて難しい。

年功序列制度が支配的な日本では仕事を退職することは大きな決断になる。また、大学では卒業の時期が

周囲とズレたり、休学が就職に不利になる可能性があったりする。ワーキングホリデーはキャリア形成に

寄与する可能性が大きいが、使いやすい制度とは言えない。 

ドイツでは高校を卒業してから大学に入るまでの 1 年のギャップイヤーがあるという。相当な数のドイ

ツの若者はその間にワーキングホリデーを利用して海外での経験を得るということだ。海外に興味を持っ

ている若者にとってはギャップイヤーは日本でも大いに利用する価値はあると考える。 

2020 年度には五輪の開催地が日本となり、グローバル化がますます注目される。語学習得も盛んになる

だろう。また、日本に観光に訪れる観光客の増加により英語や異文化についてはより身近に感じるように

なった。異文化理解や語学習得に対する体制が整えば、社会全体がグローバル化していくだろう。ワーキ

ングホリデーがキャリア形成に役立つ可能性は大いにある。 

このようなワーキングホリデーの問題点と可能性にについていくつかの事例と考察を用いて、ワーキン

グホリデーの利用を考えこれからのあり方や将来性を検討していく。第 1 章でワーキングホリデー増加の



背景、問題点、キャリア形成の可能性について書く。第 2 章ではワーキングホリデーと日本の就労制度の

関係とアンケートを元に自分なりに考察する。第 3 章では私の経験から考えるワーキングホリデーの重要

性と問題一般的なワーキングホリデーに対するイメージや問題点を挙げてまとめ、考察し、私なりの結論

を出したい。なお、情報は各文献やインターネットから得ることとする。 

 
 

 

図１：ワーキングホリデー協会 

 

第1章 現状の調査 

 

1. 日本のワーキングホリデーの現状 

 

○ワーキング・ホリデーとは？ 

2 国間の協定に基づいて、青年（18 歳～25 歳、26 歳、29歳または 30 歳）が異なった文化（相手国）の

中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国

管理上の特別な制度である。原則として、ワーキングホリデー協定国 24 カ国に 1 か国につき 1 度だけ 1 年

間就労ビザが取れるという制度である。 

日本人に人気のワーキングホリデー人気国上位 5 国は、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、

イギリス、アイルランドとなる。また、ワーキングホリデーの利用者は年々増加している事が図 3 から分

かる。申請条件などは絶えず変化しているため、申請にあたっては、各国の大使館や出入国管理が開設し

ている公式サイトで、公式な情報を確認することが重要である。 



ワーキングホリデーが増加となっている背景としては、滞在期間は「最長 1 年」になるが、最長期間滞

在する必要はないので、夏休みの期間だけ、という活用方法もあるのも人気の秘訣となっている。また、

物価の安い国で生き伸びようという理由や、学校での英語教育の強化の影響などもある。これからの日本

では仕事に英語が必要になるといわれているのも 1 つの理由である。 

 

図２：ワーキングホリデー協会より 

 

 



 

図３：日本ワーキングホリデー協会より(2013 年) グラフ 2 

 

○目的 

この制度は、両国の青年を 1 年（国によっては半年）にわたって相互に受け入れることによって、広い

国際的視野をもった青年を育成、両国間の相互理解、友好関係を促進することが目的とされている。また、

青年自身にとっては海外生活を長期かつ総合的に体験できる場・自分探しの場ともなっている。 

 

2. 各地域のワーキングホリデーの現状  

 
(1) イギリス人のワーキングホリデー利用について 

ヨーロッパの国では英語圏に比較的場所が近いことや文法が似ていることで英語を得意とする人が多い。

また、多くの若者がワーキングホリデーを利用するという。イギリス人を例に挙げると、大学を出て、1

年間を大半の学生が留学をして英語を習得や(他の語学も含む)、異文化理解を深めてから就職をするとい

う。 

 また、企業の働き方はとても柔軟性があり、就労してからも日本と大きく違いがある。1 か月程の有給

休暇を取ることが可能であったり、日本の年功序列と違い、２，３年おきに転職という人が多いことから

ワーキングホリデーをする時間をつくれるというのも要因になっている。ここでの長期休暇と、２，３年

おきの転職というシステムは日本にも取り入れるべきであると思う。 

 

第2章 ワーキングホリデーと日本の就労制度の関係 

 
1、 日本の就労制度の特徴 



ない 

就職してから利用する際の現在の就労制度では長期有給休暇または、長期休暇は特別な理由が無い限り

難しいことがほとんどである。冒頭で述べた通り、年功序列である日本ではワーキングホリデーを使うに

は会社を辞める必要も出てくる。また、大学では卒業の時期が周囲とズレたり休学することが就職に響く

など耳にすることもあった。これらが壁となっていることが現状である。この事について、どう感じるか

をアンケートを取った。 
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２、アンケート結果 

 ワーキングホリデーには興味がある人のほうが多く、休学をしない方法や退職をしない制度が整ってお 

れば利用したい人はさらに多かった。また、身に着けたい能力としては外国語能力が一番に多かった。 

 

３、制度の提案 

ワーキングホリデー制度をもっと使いやすくする制度を作るべきであると考える。そこで、社会人にな

ってから１回利用できるワーキングホリデーパスや、大学卒業後に１年猶予が与えられるギャップイヤー

の提案をする。興味はあるが利用できずにいる人がいることから休学や退職、帰国後の再就職を不安に感

じる人は多いと考える。この悩みを払拭する制度内容の提案である。 

 

〇ワーキングホリデーパス 

１度だけ会社を辞めずにワーキングホリデーで最大１年の海外就労を就業中に認められ制度である。会

社を辞める必要がなく、転職の心配もない。ワーキングビザ取得可能年齢までの日本で就労する日本人の

男女が１度使える。 

 



 

〇ギャップイヤー 

大学を卒業した後の１年間が猶予として与えられ、ワーキングホリデーを行うことも可能な期間である。

全員がギャップイヤーを貰えることで、周囲との差をなくす。 

 

ワーキングホリデーがもっと多くの人が利用できるようになると、社内の雰囲気も活気が増し、価値観が

広がったことにより、新たなアイデアやよりグローバル化した社内の雰囲気になるのではないか。また、

語学力の向上や国際感覚が豊かになることでこれからの時代に必要となるとされている英語に苦労するこ

とはなくなるのではないか。ワーキングホリデーは需要があるとされ、得て帰ってくるものはこれからの

人生に大いに役に立つものだと考える。 

 

４、結論 

1 年間のうちでは、語学の壁もあり大変苦労もするはずだ。しかし、多国籍の友人が増えたり、自身の

語学力の向上によりキャリアアップの可能性が見えたり、新たな価値観を持と考える。人が変わるには 3

つの要素しかないと言われている（大前研一さんより）①時間配分を変える。②住む場所を変える。③つ

きあう人を変える。 

上記の 3 つは全て留学に行く全員が得られる環境だ。現状を脱却し、スキルアップをして次のステップへ

行くのにはぴったりの環境であると考える。 

会社を辞めてまでワーキングホリデーに参加するメリットを考えると、ワーキングホリデー制度は社会

に出ると一層利用が、しずらくなる。様々な不安と心配がある。日本の多くの方がワーキングホリデー制

度を知り、制度をもっと利用しやすい世の中になればよいと思います。ワーキングホリデーを使いやすく

する制度を提案し、実際に施行、利用する人がいる社会になればよい。 
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1.はじめに 
幼いころ、「人の嫌がることがしてはいけないんだよ。」とよく先生や親に言われた。し

かし、現実はどうだろうか。 
1980年に起きた松蔭学園事件、2014 年に起きた電通の過労自殺事件や 2017 年に起きた

トヨタ自動車パワハラ訴訟などうつ病や自殺にまで追い込まれるような事件が様々あった。
2018年に起きた日本大学アメフトパワハラ問題は、記憶にも新しいハラスメントの問題だ。
最近では、浜松市西区の私立認可保育園で、園長らのハラスメントを理由に保育士ら１８
人が 11 月２８日付で一斉退職する。[阿久沢悦子、須田世紀, 2019]といったハラスメント
問題が起きている。 
現代社会では様々なハラスメントによって社会的、身体的、メンタル的被害を受けてい

る人が多い。しかもこのようなハラスメントは大きな組織の中でも多く起こっていること
がニュースやデータなどでも明らかになっている。 
近年では「#MeToo」運動でさらにハラスメント問題に注目が集まりつつある。厚生労働

省や東京都もハラスメント対策に向けたマニュアルを発行した。しかし、都道府県労働局
の調査によると、パワハラ対策は経営上の重要な課題と回答した担当者は 8 割を超えるに
もかかわらず、実際にパワハラを受けたと感じた従業員は行動できていない。社内相談窓



口への相談が約 3％、会社以外の第三者への相談は半数を超えるが、実に 4割以上が「何も
しなかった」とされている。 
先日、「#KuToo」呼びかけ人の石川優実さんが 12 月 3日、パワハラ指針に、事業主がヒ

ールのある靴の着用を女性のみに命じることはハラスメントと明記するよう求める要望書
を厚生労働省に提出した。 [弁護士ドットコム, 2019]まだまだ自ら働きかけていかなけれ
ば人々の考え方や行動が変わらないのが現状である。 
 私たちもこれから社会に出ていくにあたって、避けられない問題であり、重視しなくて
はいけないことでもある。いつ周りでも起きてもおかしくない、自分に起きてもおかしく
ない問題であり、自分が知らずに‘‘加害者‘‘に駆る可能性もある。 
本論文では、「ハラスメント」の実態・事例を挙げていきながら「ハラスメント」との向

き合い方について考察していきたい。 
 
2.ハラスメントの実態 

1997年の男女雇用機会均等法の改正により「セクハラ規定」が設けられ、「セクシャルハ
ラスメント」と言う言葉の定義が確立。ハラスメントとは相手に対して行われる「嫌がら
せ」のことであり、現在では 30 種類以上の「ハラスメント」が存在する。 
正社員勤務を希望する女性向け求人情報サイト「エンウィメンズワーク」上で、2018 年

5 月 22 日～6月 20日に行った「職場でのハラスメント」をテーマに女性 355 名にアンケー
ト。 [エン・ジャパン, 2018]結果、「職場でハラスメントを受けたことがあるか」という質
問に対し、72％の女性が「はい」、と約 3分の 2 の女性がハラスメントを受けたことがある
と回答。 

 
【図 1】これまでに職場でハラスメントを受けたことはありますか？ 

 

出所：正社員勤務を希望する女性向け求人情報サイト「エンウィメンズワーク」上で、「職場でのハラスメント」をテーマにアンケート 

 
 また、「職場でハラスメントを受けたことがある」と回答した方、職場でどんなハラスメ
ントを受けたか」という質問に対し、最も多かったのは「パワーハラスメント」であり全
体の 76％。次に多かったのは「セクシャルハラスメント」で 44％。とパワーハラスメント
に関してはほとんどの女性が「ある」と回答している。 



 
【図 2】「職場でハラスメントを受けたことがある」と回答した方、 

職場でどんなハラスメントを受けましたか？（複数回答可） 

 
出所：正社員勤務を希望する女性向け求人情報サイト「エンウィメンズワーク」上で、「職場でのハラスメント」をテーマにアンケート 

 
上記のデータから女性が感じたことがあるハラスメントの中で「パワーハラスメント」、

「セクシャルハラスメント」が非常に多いことがわかる。また、主に女性が対象となる「マ
タニティハラスメント」は、出産平均年齢が 30 代前半ということにより 30 代に絞ると「モ
ラルハラスメント」に次ぐ 4 番目に多いことがわかる。以下はこの 3 つのハラスメントに
絞って考察しておこうと思う。 
 
考察していくにあたり、上記 3 つのハラスメントの意味・定義について説明する。 

・「パワーハラスメント(power-harassment)」(以下、パワハラ)とは、職場内の人間関係に
おいて発生する、いじめや嫌がらせ。上司が部下に対して行うものや、高い職能をもつ者
がそうでない者に対して行うものなどである。(『大辞林第三版』参照) 
 
・「セクシャルハラスメント(sexual-harassment)」(以下、セクハラ)とは、労働や教育など
の場において、他者を性的対象物におとしめるような行為を為すこと。特に、労働の場に
おいて、女性に対して、女性が望んでいない性的意味合いをもつ行為を、男性が行うこと。
性的いやがらせ。(『大辞林第三版』参照) 
 
・「マタニティハラスメント(pregnancy-discrimination)」(以下、マタハラ)とは、妊娠・出
産した女性に対する職場でのいじめ、嫌がらせのこと。一時的に仕事ができない場合や育
児休暇の取得などを理由とする解雇や減給といった不当な扱いばかりでなく、ことばや態
度による嫌がらせもさす。 
 
3.女性の社会活躍状況 
上記のハラスメントについて考察するにあたり、まず、女性の社会での活躍状況を見て



みた。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、通称「女性活躍推進法」は、
2015年 9 月 4日に公布された安倍晋三首相の唱える「すべての女性が輝く社会づくり」の
要となる法律であり、第 2 次安倍内閣下における最重要施策の一つである。安倍晋三首相
は「すべての女性が輝く社会づくり」を唱えていると同時に、女性の活躍推進は国の持続
的成長のために不可欠であると公言している。 
背景としては女性が企業の意思決定に関わることで、多様な価値観が企業の経営に反映

されるとともに、多様な価値観を受け入れる企業ではイノベーションが促進され企業競争
力の向上、社会的な評価が向上し企業価値の向上につながるからだ。 平成 25年 4月には
安倍総理から経済界に対し「役員に 1人は女性を登用していただきたい」との要請を行な
っており、さらに政府目標として2020年までに指導的地位に女性が占める割合が少なく と
も 30%程度になるように期待したいと要請をしている。総理要請から 6年経った現在の全
上場企業における女性の状況を見てみた。 [男女共同参画局] 

 
【図 3】上場企業の女性役員数の推移 

 
出所：男女共同参画局 

 
参照した図 3を見ても分かる通り、2013 年 4月に、安部総理から経済界に対し、「上場

企業は役員に一人は女性を登用」との要請を行った。その後、2014年 6 月には「女性登用
に向けた目標設定」、2015 年 3月には「役員男女別人数及び女性比率の記載義務づけ」など
要請を行っていき、2012 年から 2019 年の７年間で上場企業の女性役員 数は約 3.4 倍と毎
年右肩上がりに増えてはいるものの、2019 年 7月時点で全体の 5.2%（2,124 人）に留まり、
諸外国の女性役員割合と比較しても低い水準となっている。下方修正をした目標の 10%（約
4,000 人）に対しても 2019 年時点で半数に留まっている。 

 



【図 4】諸外国の女性役員割合 

 

出所：男女共同参画局 

 

一方で、上記の図 4は諸外国の女性役員の割合の図である。（2017 年）最も多いフランス
では 2017 年時点で 43%と約半数にのぼるまでの人数が女性役員である。図上で最も割合が
低いアメリカでも 22%と５人に 1人以上は女性の役員がいる。  
以上のことから分かるように日本ではまだまだ女性の社会での活躍が諸外国に比べると

極端に少ない。その背景には男性主体の社会構造がまだまだ色濃く残っていることが挙げ
られる。結婚に伴う退職、産休・育休 後の職場（ポジション）復帰の難しさといった実情
がまだまだ存在するのである。特に結婚後の産休・育休において会社の福利厚生で明記は
しているものの実際問題取得できているのかというのは疑問が残る。後でも記載をするが
結婚、産休・育休後の復帰という部分に関しては今回のテーマでもある「パワハラ・マタ
ハラ」に繋がる部分がある。女性特有のライフイベントが社会・企業ではネックとなり女
性の社会での活躍が妨げられていると推測する。  
 
4．女性ハラスメント実例調査 

19 歳から 51歳の女性 80名に 3 つ(セクハラ・パワハラ・マタハラ)のハラスメントにつ
いてアンケートを実施した。(期間 2019 年 11 月 15 日～11月 26 日 Google フォームにて) 
まず、3のハラスメントについての認知度について調査した。 
 

【図 5】 
「セクハラ(セクシャルハラスメント)」という言葉を知っていますか。 



 
 

「パワハラ(パワーハラスメント)」という言葉を知っていますか。 

 
 

「マタハラ(マタニティハラスメント)」という言葉を知っていますか。 

 
 

 上記の図 5の通り、セクハラとパワハラについては約 100％の人が「はい」と回答してい
る。マタハラについては、約 9 割の人が言葉を知っている。 
 また、実際にそれらのセクハラを感じたことがあるか調査した。結果は以下の図 6 の通
りである。 
 

【図 6】今までにセクハラ・パワハラ・マタハラにあたる 
ハラスメントを感じたことはありますか。(複数解答可) 



 
 

 「セクハラを感じたことがある」という人は 41％と、全体の半数弱の人がセクハラを感
じたことがあるようだ。パワハラに関しては 47％と、半分の人が「パワハラを感じたこと
がある」と回答している。また、上記の解答を 35 歳以上の女性(初産平均年齢 30 歳[厚生
労働省より])だけに絞り、「マタハラを感じたことがあるか」についてデータにした場合、
約 3分の 1の女性が感じたことがあると回答していることがわかる。 
 

【図 6】「マタハラ(マタニティハラスメント)」を感じたことがありますか。 
※35 歳以上の女性 (25 名) 

 
 

 「今までにハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ)を感じたことがある」と回答し
た方に実際どのようなハラスメントを受けたのか答えてもらった。一部の事例をここで紹
介したいと思う。 
 
○「セクハラを感じたことがある」と回答した方の事例 
 
・身体的な特徴（胸が小さい）ことについて、皆がいる前で上司にいわれた。 
・営業活動をセックスに喩えて話す、「（私が同性のパートナーがいることをカミングアウ
トした後）お前女好きなら今度キャバクラ連れてってやるよ」と言われた。 



・店長から仕事以外の関係のないことでラインが数回きた。 
・過度なボディタッチ(飲み会などの場で) 
・お前今彼氏いないだろ？どれぐらいやってないの？と上司に言われた。 
・有休取得の際、「誰と行くのか」聞いてくる男性上司。プライベートを詮索する男性上司
（彼はいるのか、など） 
・独身時代に若い女性であることを前提とした言葉を取引先の担当者からかけられたこと
があります。「夜の接待も期待してるよー」など。 
・接客業で、商品を渡す際に手を握られたり写真を一緒に撮ろうよと言われた時、写真を
撮ろうと言われた際に私の意見ではなく、撮りますと率先してシャッターをきった副店長
の態度。 
 
○「パワハラを感じたことがある」と回答した方の事例 
 
・進言（上司のミスや仕事の改善方法）すると、恫喝のような形で責められ、ほかの部員
の前で叱責をうけました。 
・Slack（チャット）で明らかに指示がなかったのに、「あれどうなってますか？」というの
が常套手段で、やっていないと叱責するといった、心理的ないじめ？が入っていたように
思います。若い女子社員のことを「お前」と呼ぶのも普通でした。 
・会社で地位のある上司が、地位を利用しいじめ（言葉・行動）をしているところを見た
ことがある。→これみよがしに、皆に聞こえるように部下へ説教。該当の社員だけ残業（お
まえだけ仕事ができないからと皆に聞こえるように伝え、上司本人は先に帰宅。）飲み会場
所で、使用済スプーンフォークなどを部下のカバンに入れて嫌がらせ。 
・上司から祝日にもラインで業務指示などされて、すぐ確認や返事がないと怒られる。 
・会社員人事時代、役員会議で議事録をとっていた時のこと。「本当女って勝手だよな。子
ども産まれました、仕事減らしたいです、大きくなりました、仕事増やしてくださいって
さ。そんな都合よく行くと思うなよ」と話していて、唖然としていたら「時短で働いたっ
て給料なんてたかが知れてるんだからさ。控除額考えたら、むしろ働かない方が都合いい
んだよ。そういうもんだよ、覚えときな」と言われた。 
・上司に、命令口調で「～しろよ。」や、シフトを出した際に少なかったからなのか、「俺
は〇〇連続出てるんだぞ」というように強要されたりした時。 
・反省文を提出させられ、何度も修正させられるが修正が必要な理由は教えてもらえず「自
分で考えろ」と言われる（先輩に助けを求めたが、人に手を借りることも許されない）、「俺
に 3年ついてきたら一人前にさせてやる。でも、3年ついてこられなかったらコンビニのバ
イトとか警備員とか、そういうみじめな仕事に一生つくことになるぞ。それでもいいんだ
ったら辞めれば」と脅される。 
・経験もないのに、指導も行わないまま新しい業務に就かせられた。 



・俺の言うこと聞かないのか。仕事できないくせに、今すぐ死んでこい。と言われた。 
・聞いてもいない事で勝手に担当にされて、受注できなかったら、上司から呼ばれ一緒に
役員室に行き、自分の責任にされ、給料減額、ボーナス減額された。 
 
○「マタハラを感じたことがある」と回答した方の事例 
 
・職場環境が妊婦には厳しい環境で、深夜のサイト公開などを代わってもらえない、イベ
ントの準備で重たい荷物を運ばないといけないなど、人員不足から、誰も助けてくれない
状況をつらく感じました。 
・妊娠時に、これから働くの大変でしょうと暗に退職をすすめられた。 
・「妊娠したら出世できないよ」と言われた。週末までに終わらない仕事の量を渡され、難
しいと思いますといったのも関わらず、「なぜ終わっていないの？週末にやって終わらせて」
と言われた。 
・妊婦さんだと、仕事できないよね。仕方ないよ。と嫌味っぽく言われた。 
 
このように様々なハラスメントの被害があることがわかる。常識では考えられないよう

な被害もある。 
これを言った(した)場合はアウト・セーフといったボーダーラインがはっきりしておらず、

個人の感じ方やその場の雰囲気、言い方によってハラスメントを受けたと相手が感じるの
か感じないのかわからない。実際にセクハラで訴えられた人からは、「自分の行為がセクハ
ラになるとは思わなかった。」という嘆きをよく聞く。 
 ハラスメントの加害者にも被害者にもならないためにもお互いに気を付けなければなら
ない。 
 
5.ハラスメント対策のために 
 
ハラスメントの加害者にも被害者にもならないために以下のようなことを気を付けなけ

ればならない。 
 
○ハラスメントの加害者にならないために 
 
・上司は部下に性的な誘いかけはしない。 
・性的話題・性的ジョークは、メンバーと状況を的確に熟慮したうえで行う。 
・部下との交流を深めるためにスキンシップはNG。食事やデートの誘いは、断られたら潔
く引き下がる。 
・職場の歓迎会などお酒が絡むイベントは、私的な色合いがあっても業務に関連した公の



行事と考える。 
・不幸にして相手にハラスメントをしたと考えたときは「迅速」かつ「誠実」に謝罪する。 
 
○ハラスメントの被害者にならないために 
 
・「沈黙は金」ではない。イエスかノーは明確に。 
・ハラスメント対策の進んだ企業を選ぶ。 
・もし、ハラスメントを受けていると感じたら、泣き寝入りせず、労働環境の改善を始め
適切な処置を会社に対し求める。会社に相談したのも関わらず、加害者に口止め、威嚇、
さらにストーカー的付きまといに及んだら、躊躇せずに会社に事実を申告し、さらに警察
や弁護士に相談し、法的対応も視野に入れる。 
・電話や手紙、メール記録、会話メモ、日記等は重要な証拠として残しておく。 
・精神的に孤立する前に、精神科医やカウンセラー、弁護士などに相談する。 
 
6．まとめ 
 ハラスメントとは、結局のところ、人が不快に思うことはしないというシンプルなルー
ル、マナーである。ハラスメントは相手に対する人格権侵害であり、卑怯な行為である。
加害者たちが法的制裁を受けることは当然であるとして、それだけではセクハラ・パワハ
ラ・マタハラなどのハラスメントの対策としては不十分である。ハラスメント対策は、何
より私たちがともに行動する職場や生活環境の中に見出すべきである。そのためにも、一
人ひとりが、自分の置かれた環境の中でモラルの向上、コミュニケーションの活性化を心
掛け、適切な感情管理をすべきである。コミュニケーションを頻繁にとり、感情管理をす
ることで、相手のことを理解し配慮して接することができる。一人ひとりを尊重し、きち
んとひとりの「人」として扱うことが大切で、これらを多くの人が実現していくことがハ
ラスメントのない環境を目指すことにつながるだろう。 
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社会人に必要なパソコンスキル 
―デジタルネイティブでデジタルプアな学生― 

 

マネジメント学部 マネジメント学科 

妙圓薗 奈々 

 

 

1. はじめに 

 私は、大学生になるまで自分のパソコンを所持していなかった。しかし、高等学校の授

業でパソコンの検定を取得するために、たくさんパソコンを使用しており、様々な機能を

学んできた。大学に入ると、周りの友人たちは基礎の基礎である機能しか使用できていな

かった。 

 

 現在ＩＴ化が進み、小学校でプログラミングを実際に体験しながらコンピュータに自分

が思っている通りの処理を行わせるための論理的思考力を身につけるため、学習活動を計

画的に実施するプログラミング教育が必修となることが決まっている。 

 

ＩＴ業界ではエンジニアが不足しており、経済産業省のＩＴ人材の最新動向と将来推計

に関する調査結果によると、２０１０年代の後半から２０２０年にかけて産業界で大型の

ＩＴ関連投資が続くことや、情報セキュリティ等に対するニーズの増大で今後もエンジニ

ア不足は悪化していくといわれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省  ＩＴ人材の最新動向と将来推計に関する調査結果  
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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IT人材の「量」に対する過不足感の推移

大幅に不足している やや不足している 特に過不足はない やや過剰である 無回答
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 私たちの年代は、生まれたころからデジタル機器がありデジタルネイティブとも言われ

ている。しかし急速なＩＴ化やスマートフォンの普及で同じ年代の中でも格差が生まれて

いる。 

 立命館大学の教授である木村俊平・近藤幸恵の大学内での調査のレポートによると２０

０７年前後からメディアでパソコンの操作に不慣れという指摘が相次ぎ、“デジタルプア”

と呼称し批判する記事も掲載されていたようだ。 

 

 今回の私の卒業論文は、デジタルネイティブであり“デジタルプア”でもある日本の学

生が社会人になるにあたって必要となるパソコンのスキルや学生が実際に持っているパ

ソコンのスキルなどを明確にし、学生は今後社会人になる前にどのようなパソコンのスキ

ルが必要になっていくのか、どのようすれば“デジタルプア”ともいわれる大学生のパソ

コンスキルを改善できるのかを明らかにすることが目的である。 

 

2. 先行研究 

野村総合研究所が全国で１５歳から７９歳の男女個人１万人を対象に訪問留置法で生

活価値観や消費実態を尋ねるアンケートの「生活者１万人アンケート調査」によると、２

０１２年から２０１８年にかけてデスクトップ型ＰＣや携帯電話の利用が減りノート型

ＰＣやタブレット端末の利用が増え、スマートフォンの利用が急激に増えている。 
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また、家庭におけるＩＴ機器の保有率でみてもデスクトップ型ＰＣの保有率は減ってお

り、ノート型ＰＣとタブレット端末の保有率は急上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. パソコンスキル 

学生や社会人のパソコンスキルを比べるに当たり、パソコンスキルの項目は以下とする。 

 

・ＰＣの所持率 

・文書の作成のスキル 

出所 )ＮＲＩ「生活者 1 万人アンケート調査」（ 2012 年、 2015 年、 2018 年）  
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・プレゼンのスキル 

・表計算ソフトのスキル 

・検定 

・自信 

 

アンケートは学生用社会人用をそれぞれグーグルフォームで作成したものをＳＮＳで

拡散させどちらかのアンケートに回答してもらう。 

 

予想として学生では自身のパソコンの所持は高めではあるが、“キーボードを見ずにブ

ラインドタッチができる”は少ないと予想する。また、自身のパソコンスキルの自信につ

いても自信があると回答する学生は少ないと思われる。 

社会人のアンケートのほうでは、マイクロオフィスなどのスキルやブラインドタッチに

ついてのスキルは学生のものと比べ高くなると予想した。社会人から見た新卒で入社する

学生のパソコンスキルは低く見られていると考える。 

 

4. 学生のパソコンスキル 

学生へのアンケートでは以下の項目について解答してもらう。 

 

・ＰＣの所持率 

・タイピング（キーボードを見ながら、見なくても打てる） 

・文書の作成のスキル 

・プレゼンのスキル 

・表計算ソフトのスキル 

・検定 

・自信 

 

 ２０１９年１２月２日～２０１９年１２月１７日 

 １０歳以上の学生を対象とする。 

 計７３名 

 

 以下は、学生へのアンケート結果の一部である。 

 高校生で自分用のパソコンを持っていなかったのは約６７％で、ないと答えた全体のう

ち３割である。大学生になりレポートなどでパソコンを使う機会が増えるため購入する人

が多いと考えられる。 
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 ブラインドタッチについて聞いた質問では予想していたい予想していた以上に“キーボ

ードを見ずにブラインドタッチで入力できる”を選択した人が多く、それぞれの回答が僅

差であった。自分用のパソコンを持っていなくてもＹｏｕｔｕｂｅやニコニコ動画などリ

アルタイムでコメントを投稿できるコンテンツを利用している人などは、検定のためなど

でなくてもキーボードを見ずに入力できるようになっており、その選択肢を選んだ人も少

なくないと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

自分用のパソコンはありますか

ある ない

100%

0%

家にパソコンはありますか

ある ない

35.6%

33.9%

30.5%

ブラインドタッチについて

キーボードを見ずにブラインド

タッチで入力できる

キーボードを見ながら入力できる

キーボードを見ながらブラインド

タッチで入力できる
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パソコン関連の検定についてはほとんどの学生がとっておらず、一人だけＩＴパスポー

トから日商ＰＣまでアンケートの回答欄に記載された検定試験をすべて持っている学生

がいた。この学生は理系で、ブラインドタッチも“キーボードを見ずにブラインドタッチ

で入力できる”を選び、マイクロオフィスのソフトについてもほかの学生に比べスキルが

高い印象だった。 

 

 私はＩＴ業界メインで就職活動をしていく中で、ＩＴパスポートは入社前に取るべきも

のだと認識しており、同じ就職活動性でも取得済みの人が多かったため３人しか持ってい

ないことには驚いた。 

 また、記載されている検定以外にパソコンをたくさん使う司書・司書教諭の資格を取っ

た人や、大学もしくは専門の講習でそれぞれの必要単位を取得し資格の申請をしている人

もいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パソコンスキルに対する自信は、程度に関わらず自信を持っている人が約４２％、自信

がない人は約５７％であった。 

 こちらもまた、予想以上に自信がある人がいたため驚いた。ただ、とても自信のある人

や逆に全く自信のない人はそこまで多くなく、どの程度のパソコンスキルを持っていれば

自信をもってパソコンスキルがあるといえるのか基準がわからずにいる人が多いのでは

ないかと思われる。 
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2 

1 

2 

1 

53 

ＩＴパスポート

基本情報技術者試験

応用情報技術者試験

日商ＰＣ

その他

持っていない
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パソコン関連の検定取得状況について
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5. 社会人のパソコンスキル 

学生向けと同じアンケートを取る。ただし、学生時代と現在それぞれのスキルや自信に

ついてなども質問する。 

さらに、社会人がどの程度パソコンスキルが必要か学生のパソコンスキルはどうかなど

アンケートを取る。 

 

・ＰＣの所持率 

・タイピング（キーボードを見ながら、見なくても打てる） 

・文書の作成のスキル 

・プレゼンのスキル 

・表計算ソフトのスキル 

・検定 

・自信 

ここまでの質問で、学生時代と現在について聞く。 

学生へのアンケートについ生かして、以下二つの質問も聞く。 

・学生のパソコンスキル 

・社会人で必要だと思うパソコンスキル 

 

 ２０１９年１２月１０日～２０１９年１２月１７日 

 ２０歳以上の社会人を対象とする。 

 計５名 

2.7%5.5%

34.2%

41.1%

9.6%

6.8%

パソコンスキルの自信

とても自信がある

自信がある

まあ自信がある

あまり自信がない

自信がない

全く自信がない
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以下が、社会人に取ったアンケートの回答の一部である。 

 キーボード入力については予測していた以上にキーボードを見ながら入力する人が多

く驚いた。学生時代でのスキルから現在までほとんど違いはなく、マイクロオフィスのス

キルでも少しの差しか見られなかった。 

 これの原因として、今回アンケートに回答した社会人は公務員が多く、自身がかかわる

業務にそこまでの高いパソコンスキルが要求されないためだと考えられる。 

 社会人に必要なパソコンスキルとして、ブラインドタッチを挙げている人もいたため、

就職先によってはキーボードを見ずに素早く入力できるスキルが求められる可能性がな

くとも、ブラインドタッチのスキルが求められなくても持っているに越したことはないと

思われる。 

 

キーボード入力について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新卒で入社してきた学生のパソコンスキルについては、予想していた通りに高くないと

いう結果となった。 

 ただ上記の回答結果からみても、パソコンスキルが高くないからと言って困るわけでは

ないと思われる。 

 社会人に必要なパソコンスキルとして「やってみること」と上げている人もいたため、

入社してからわからないところはすぐ確認しつつ様々なやり方を試しながらパソコンを

触っていくことは大切だと思う。 

 

40%

20%

40%

学生時代

キーボードを見ながら入力できる

キーボードを見ながらブラインドタッチで入力できる

キーボードを見ずにブラインドタッチで入力できる

40%

20%

40%

現在

キーボードを見ながら入力できる

キーボードを見ながらブラインドタッチで入力できる

キーボードを見ずにブラインドタッチで入力できる



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、「スマートフォン世代におけるパソコンスキルの重要性」にある通り、スマー

トフォンに慣れている学生はわからないことがあった際に誰かに聞かずスマートフォン

やパソコンで調べるという人もいる。これは会社によっては厳しく制限されている場合も

あるため、疑問点をすぐに解決する必要があるときには先輩に聞くように意識しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 海外と日本の違い 

内閣府の『我が国と諸外国の若者の意識に関する調査 （平成３０年度）』の資料では

日本だけでなくスウェーデン・フランス・ドイツ・イギリス・アメリカ・韓国の計７か国

川喜田多佳子  スマートフォン世代におけるパソ子音スキルの重要性  

20.0%

80.0%

新卒で入社してきた学生のパソコンスキルについて

どう思いますか

とても高い

高い

高くない

全く高くない

41
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2
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1

1
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先輩に聞く

インターネットで調べる

スマートフォンで調べる

ラインなどの社外の友達などに聞く

分かっているふりをする

分からない

家に帰ってから調べる

就職先でわからないことをどのように解決するか
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の満１３歳から満２９歳までの男女が調査対象となっている。「Ｆ１８．あなたが持って

いるデジタル端末を次の中から選んでください。」という質問に対してスマートフォンは

国問わず所持率が高いのにもかかわらず、タブレット端末を持っている人やデスクトップ

ＰＣを持っている人が日本だけ少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＥＣＤによるＰＩＳＡと呼ばれる国際的な学習到達度に関する調査を見ると、日本の

学校とＯＥＣＤの平均ではインターネットやコンピュータを使う時間が全く異なること

がわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
我が国と諸外国の若者の意識に関する調査 (平成 30 年度 ) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本

韓国

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

スウェーデン

F18．あなたが持っているデジタル端末を次の中から選んでください。

(回答はいくつでも,各国上がH２５年下がH３０年)

スマホ タブレット ノートＰＣ デスクトップＰＣ

携帯ゲーム機器 テレビゲーム機器 この中にはない 持ってない

2018年

2018年

2015年

2015年

2012年

2012年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学校の勉強のためにインターネット上のサイトを見る

（各年上が日本で下がOECD平均）

毎日 ほぼ毎日 週に1～2回 月に1～2回 ほとんどない その他

我が国と諸外国の若者の意識に関する調査  （平成３０年度）  

ＯＥＣＤ  国際的な学習到達度に関する調査  
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7. これからのパソコンスキル 

・プログラミング 

２０１０年度から小学校で、その後一年度ごとに中学校・高等学校のプログラミング教

育が必修となることになっている。文部科学省によるとこのプログラミング教育の目的は

プログラミング言語を覚えることではなく、コンピュータでやりたいことを実現する手順

を論理的に考える力を育むことだそうだ。 

企業が協力し既に行っているところもある。パソコン教室やＩＴ企業でも小学生向けの

プログラミング教室が実施されている。 

 

・クラウドサービス 

 クラウドサービスとは、コンピュータの利用形態の一つで、インターネットなどのネッ

トワークに接続されたコンピュータ(サーバー)が提供するサービスを、利用者がネットワ

ーク経由で手元のパソコンやスマートフォンで使えるサービスのことである。 

クラウドサービスができたことにより、働き方にも変化が現れた。会社の特定のパソコ

ンやデータを保存したＵＳＢなどを使わずに、1 つのファイルを編集または閲覧すること

が出来るため会社内外問わずファイルの共有がしやすくなった。 

しかし、パスワードやＩＤなどが漏れてしまうと部外者でも閲覧出来てしまうため警戒

する企業もいる。クラウドサービスだけに限らないが、情報の管理は引き続き慎重に行う

必要がある。 

 

2018年

2018年

2015年

2015年

2012年

2012年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コンピュータを使って宿題をする

（各年上が日本で下がOECD平均）

毎日 ほぼ毎日 週に1～2回 月に1～2回 ほとんどない その他

ＯＥＣＤ  国際的な学習到達度に関する調査  
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・ＲＰＡ（ロボットによる業務自動化：Robotics Process Automation） 

日本ＲＰＡ協会によると、ＲＰＡとはこれまで人間のみが対応可能と想定されていた作

業、もしくはより高度な作業を人間に代わって実施できるルールエンジンやＡＩ、機械学

習を含む認知技術を活用した業務を代行・代替する取り組みのことである。ＲＰＡにより

２０２５年までに全世界で１億人以上の知的労働者、もしくは１/３の仕事がＲＰＡに置

き換わるといわれている。 

 

２０１９年にＭＭ総研が調査した利用動向では、“導入済み”が約３２％、“未導入”

が約３１％となり２０１８年時に調査した結果よりで導入した企業は増えている。 

しかし導入に対する満足度を見ると、満足と回答した企業が約５９％いるのに対しどち

らともいえないまたは不安と回答した企業は約４１％にも上る。 

ただＲＰＡを導入するのではなく、どの業務にどのような自動化が必要なのかをよく考

え導入する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. まとめ 

現在の学生はデジタルネイティブと呼ばれるほどデジタルが生活していくうえで必要

不可欠と呼ばれるほど発展している中で暮らし、スマートフォンなど非常に便利なものを

使っている。 

だからこそパソコンを使う機会が減り、学校の授業などで習う程度の必要最低限のレベ

ルでしか操作ができない人が多い。 

22
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32
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31
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導入済み 検討中 未導入

ＲＰＡ国内利用動向調査 ＲＰＡ導入率

2018年6月 2019年1月

MM 総研  RPA 国内利用動向調査 
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今後、ＩＴの技術が進みパソコンを操作することが簡単になり、パソコンやスマートフ

ォンとは違う新たな機器が出てくる可能性はある。 

しかしそうなったとしても切り替えまでにしばらくはかかるだろう。様々なことに対応

するためにも、学生のうちにタイピングや表計算ソフトなどの一般的なソフトの操作方法、

ＩＴパスポートなどにもあるような一般的な知識を身につけておくべきだと考える。 

 

国としてＩＴのスキルを底上げするにあたって、義務教育期間中にプログラミング教育

とは別のＩＴ科目を追加することが必要だ。現在はプログラミングに必要な考え方を学ぶ

というものが必修となった。しかしＩＴを使って行くためにとても大切なリテラシーの部

分を早い段階で学ぶ必要がある。若い頃からスマートフォンを使うようになりＳＮＳのト

ラブルなどに巻き込まれる学生も多い。これから更に必要不可欠になるインターネットや

ＳＮＳの正しい扱い方を早くから学び、ＩＴパスポートの取得も中学校を卒業することと

同レベルのものにするべきではないかと考える。 

 そして、パソコンの授業では社会にて必要なスキルを社会でよく使う形式で勉強するこ

とが大切だと思う。 

 

 すでに入社が決まっている学生や社会人となっている人は、まずパソコンで様々なこと

を試し、わからないことはすぐに解決することが大切だ。検定を取得することを目標にす

るのではなく、会社でよく使うソフトなどをよく理解することで使ったことのないソフト

やサービスなどでも似たような機能が使えるようになる。似たような機能を使えるように

してから新たな機能を使えるようにしていけば、様々なことに対応できるようになってい

く。その積み重ねで、着々とパソコンスキルをつけていくことが確実だ。今後パソコンと

いうものが全く別のものになっているかもしれない。それでも考え方や知識さえあればす

ぐに対応できるだろう。 

 

9. 参考文献 

ＵＲＬが記載されているものは２０１９年１２月１９日にアクセスしたものである。 
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<https://www.nikkei.com/article/DGXMZO08758510V21C16A0000000/> 
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ディズニー映画「アラジン」からみる女性の社会進出 
 

マネジメント学部 マネジメント学科 
吉田 静夏 

 
第1章 はじめに 

 

1.1 研究の背景 

 ジェンダーとは、生物学的性差ではなく文化的・社会的な性差のことを言う。近年では、女性のジ

ェンダー問題への意識が高まるとともに男女平等への追求も強まってきている。一方で“願っていれ

ばいつか王子様が迎えに来てくれる”という受動的な夢は今も多くの女性の心の中にある。女性の人

生最大の幸せは運命の相手との幸せでかつ永遠に続く結婚生活であり、結婚することで相手の持つ権

力を手にし、社会的地位を高めるという他人任せな考え方が今も存在する。 

 そのような考え方は、1937 年に公開された『白雪姫』をはじめとするディズニー映画の影響であ

るという説がある。“近代に入って繰り返されてきた世界大戦や経済不況といった暗い現状の中，そ

ういった現実を払拭するかのように，美しいアニメの中に映し出されるきれいで可憐なヒロインの幸

せを描いたディズニー映画のプリンセス物語（以下，ディズニープリンセス映画と略す）は超大国ア

メリカの軍事・経済力とともに世界市場に浸透し，女性の幸せのあり方と夢を抱かせる力強い影響力

を発揮してきた。もちろん，一生懸命，誠実に，そして献身的に生きている人々が救われ，苦労が報

われることは辛い立場にいる人には夢や希望を抱かせ，前向きに生きられることへと繋がることは健

全な生き方を促す術として否定できない。しかし，自分の人生の責任を相手の王子らの生き方に左右

される構図が背景にあるディズニー映画のプリンセス物語は 1937 年に公開された『白雪姫』からこ

こ 70年余りほとんど変わってないのが現状である。”(李修京、高橋理美：ディズニー映画のプリン

セス物語に関する考察、2011) と李修京と高橋理美は言う。 

 ディズニープリンセスには 2つのグループが存在する。一つが白雪姫、オーロラ姫、シンデレラで

あり、もう一つがアリエル、ベル、ジャスミンのグループである。 

 白雪姫のグループは受動的な性格で、いつか王子様が迎えに来てくれると信じている家庭的なタイ

プである。美しい容姿や歌声に惹かれたお王子様に求婚され幸せに暮らすというエンディングを迎え

る。 

 アリエルのグループは積極的で好奇心旺盛な性格で、王子様にも自分からアプローチをするタイプ

である。プリンセスの容姿だけでなく自分の考えを持ち行動する強さにも惹かれ結婚している。『リ

トル・マーメイド』が公開された 1989年以前にはアメリカで女性解放運動が起こっており、女性の

権利が法的にも見直された時代であった。そのような時代背景から、家庭的なプリンセスよりも、勝

ち気で積極的なプリンセスが望まれたと考えられる。 

 2つのグループどちらにも共通するのが、結婚がゴールという点である。それゆえ、運命の相手と

の結婚は人生最大の幸せであるという考え方は今も変わらずに残り続けている。最近では、真実の愛

は男女間だけでなく、姉妹の間にも存在することを題材とした『アナと雪の女王』が大ヒットしたこ

とから、結婚がすべてではないことや愛の多様化という新しい価値観ももたらされている。 

 本論文では、ディズニー映画『アラジン』を取り上げる。アニメ版と実写版において、プリンセス

であるジャスミンの性格やストーリーに違いがあることから、それぞれの時代背景により理想の女性

像が変化してきたと考えた。2つの『アラジン』から理想の女性像がどう変化したかを考える。 

 

関連参考表 1 

発売年 作品名 アメリカ年表 世界年表 日本年表 興業成績 

   1922 世界恐慌   

1937 白雪姫   1937 日中戦争入 $66,596,803 

   1939 第二次世界戦   

1940 ピノキオ   1940 太平洋戦争  
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1941 ものぐさドラゴン 1941 真珠湾攻撃    

1941 ダンボ     

1942 バンビ     

1943 ラテンアメリカの

旅 

    

  1945 テレビ再開 1945 ヤルタ対談 1945 広島，長崎

に原爆投下 

 

   ポツダム会談 第二次世界大戦終

戦 

 

1946 メイクマインミュ

ージック 

  1946 日本国憲配

布 

 

  1947 トルーマンド

クトリン発表 

633 制新教育制度   

   1948 朝鮮分立，世

界人権宣言 

  

1950 シンデレラ  1950 朝鮮戦争  $34,101,149 

1951 不思議の国のアリ

ス 

 1951 サンフランシ

スコ講和会議 

  

1953 ピーターパン     

   1954 ジュネーブ会

議 

  

1955 わんわん物語     

1959 眠れる森の美女    $36,479,805 

1961 101 匹わんちゃん  1962 キューバ危機   

1963 王様の剣  1963 米，英，ソが

部分的核実験 

1963 高度成長時

代 

 

   停止条約に調印   

1964 メリーポピンズ  1964 東京オリンピ

ック 

  

  1965 移民法改正    

1966 ウォルト死去  1966 中国で文化大

革命 

  

1967 ジャングルブック  1967 第三次中東戦

争 

  

1970 おしゃれキャット 1971 ドルショック 1970 核不拡散条約

発効 

1970 日本万国博

覧会 

 

1973 ロビンフット  1973 第四次中東戦

争 

173 第一次石油危

機 

 

1975 ベトナム戦争が終

結 

    

1977 くまのプーさん  1978 日中平和友好

条約 

1978 第二次石油

危機 

 

  1979 米中国国交正

常化 

1979 ソ連がアフガ

ニスタンに侵攻 

1979 イラン革命  

   1980 イラン・イラ

ク戦争 

  

  1983 グレナダ侵攻    

   1984 ロサンゼルス 1986 バブル開始  
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オリンピック 

1988 オリバーニューヨ

ーク 

 1989 天安門事件   

 子猫物語  マルタで米ソ首脳会

議 

  

1989 リトルマーメイド 冷戦終結宣言   $84,355,863 

   1990 東西ドイツが

統合 

  

1991 美女と野獣  1991 湾岸戦争  $145,863,363 

1992 アラジン 1992 ロサンゼルス

暴動 

1992 マーストリヒ

ト条約 

1993 米大凶作 $217,350,219 

1994 アラジンジャファ

ーの逆襲 

    

 ライオンキング     

1995 ポカホンタス     

1996 ノートル・ダムの

鐘 

    

1966 アラジン・完結編     

1997 ヘラクレス  1997 香港が中国に

返還 

1997 消費税 5％  

 ベルの素敵なプレ

ゼント 

    

1998 ムーラン    $120,620,254 

 ポカポンタスⅡ     

 ライオンキングⅡ     

1999 ターザン     

2000 ファンタジア 2000     

 リトル・マーメイ

ドⅡ 

    

2001 わんわん物語Ⅱ     

2001 アトランティス  2001 アメリカ同時

多発テロ 

  

2002 美女と野獣     

 スペシャルエディ

ション 

    

2004 ムーランⅡ     

2005 シンデレラⅡ     

2007 シンデレラⅢ     

 魔法にかけられて    $340,487,652 

2008 リトル・マーメイ

ドⅢ 

    

 はじまりの物語     

㊟ 表中の作品はウォルトディズニーピクチャーズのものである 

  「魔法にかけられて」以外はアニメーション映画である。「魔法にかけられて」のみ実写映画で

ある。 

  ビデオでのみ発売されているものはその日本での発売日である。 

  そのほかはアメリカでの公開日となっている。 

http://home.disney.co.jp/movies/ 
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ウォルトディズニー社年次報告書 http://disney.go.com/investors/anual 

日本歴史大辞典編集委員会編『日本史年表』第 4 版，河出書房新社，1997年。 

李修京、高橋理美「ディズニー映画のプリンセス物語に関する考察」(2011) 

 

 

1.2 研究の目的 

 本研究の目的は、ディズニープリンセスの映画から理想の女性像の変遷を調べることである。それ

により、今後どのような女性が好まれていく世界になるのかを考えるきっかけとしたい。 

 

1.3 本論文の構成 

 本論文の以下の構成は次のようになっている。第 2章では、ディズニープリンセスの特徴から、ジ

ャスミンと他のプリンセスとの違いを調べる。第 3章では、アニメ版と実写版のアラジンを比較し、

相違点を洗い出す。第 4章では、相違点から女性がどのように変遷したかを述べる。最後に、第 5章

で本論文の結論を述べる。 

 

 

第 2章 ディズニープリンセスの特徴 

 

2.1 ディズニープリンセスの定義 

 ウォルト・ディズニー・カンパニー(The Walt Disney Company)の Web ページを調べたところ、公式

にディズニープリンセスと言い切れる明確なページには行きあたらなかった。本論文ではウォルト・ディ

ズニー・カンパニーの日本法人であるウォルト・ディズニー・ジャパンの Web ページに記載されている

8 人のプリンセスをディズニープリンセスとする。その 8 人とは、白雪姫、シンデレラ、オーロラ姫、

アリエル、ベル、ジャスミン、ラプンツェル、モアナである。 

 

2.2 白雪姫 

 1937 年に公開された『白雪姫』に登場するプリンセスである。とある国の王女で、とても美しく

可憐な容姿と優しい心を持った 14 歳の美少女。その美しさに嫉妬した継母である女王の怒りを買い、

魔法で老婆に化けた女王が与えた毒リンゴを口にし、息絶える。白雪姫に一目惚れし行方を探し続け

ていた王子が、くちづけを交わすと息を吹き返し、王子の国で末永く幸せに暮らす。いつか王子様が

迎えに来てくれるという受動的な性格である。 

 

2.3 シンデレラ 

 1950 年に公開された『シンデレラ』に登場するプリンセスである。両親を次々に亡くし、父の再

婚相手とその 2人の娘に自身の美貌を妬まれ、使用人同然の扱いを受け虐げられる日々を送っている

が、夢と希望、優しい心を持っている。フェアリーゴッドマザーの魔法により美しい姿に変身し、王

子様と結ばれる。 

 

2.4 オーロラ姫 

 1959 年に公開された『眠れる森の美女』に登場するプリンセスである。ヨーロッパのある国に住

む金髪、赤い唇、長身、スリムなスタイルの美しい王女。魔女の呪いにより眠りに落ちるが、王子の

キスによって魔法が解け、二人は結婚して幸せに暮らした。 

 

2.5 アリエル 

 1989 年に公開された『リトル・マーメイド』に登場するプリンセスである。地上に強いあこがれ

を持ち、明るく好奇心旺盛で美しい声と容姿を持った人魚姫。王子に一目ぼれし、魔女と契約を交わ

し人間となる。声を失ったことから王子に正体を伝えることに難航し魔女との契約に間に合わず、助

けに来た父とともに危機的状況に陥るが、寸手のところで王子に救われる。最後は父に人間にしても

らい、王子と結ばれた。 
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2.6 ベル 

 1991 年に公開された『美女と野獣』に登場するプリンセスである。聡明で自由な考えを持ち、読

書や空想を好み、思いやりもある。老婆に冷たく当たり野獣に変えられた王子の城に侵入し、野獣の

怒りを買い閉じ込められた父の身代わりとなり野獣の城で過ごすうちに、お互いに惹かれていく。病

気を患う父を助けに町におりたベルに拒絶され、怒ったガストンが野獣を殺しに向かう。ガストンと

の戦いで瀕死の重傷を負い、愛の言葉を口にしながら亡くなった野獣の亡骸にすがり、涙を流しなが

らベルが愛を告白すると野獣は元の美しい立派な王子に戻って蘇った。真実の愛を知り、人間に戻っ

た王子とベルは結ばれ、末永くお城で暮らした。 

 

2.7 ジャスミン 

 1992 年に公開された『アラジン』に登場するプリンセスである。長い黒髪に美しい瞳の王女で、

利発でチャレンジ精神旺盛な性格。動物を愛する優しい性格だが勇敢で気が強い面もある。 

砂漠の都市アグラバーに住むアラジンは、宮殿を抜け出したジャスミンと出会い心を通わせるが王国

の支配をたくらむジャファーに目をつけられ捕まる。そこに老人に化けたジャファーが現れ、助ける

かわりにランプを取りに行かせる。洞窟でアラジンは 3つの願いを叶えてくれるランプの魔人ジーニ

ーと出会う。アラジンは魔法により王子に変身しジャスミンとの距離を縮める。最終的にジャファー

を倒し、ジーニーを自由の身にし、ジャスミンと結婚する。 

 

2.8 ラプンツェル 

 2010 年に公開された『塔の上のラプンツェル』に登場するプリンセスである。外の世界に強いあ

こがれを持つ好奇心旺盛な 18歳の少女。読書、料理、音楽、運動や絵を描くことが趣味。外の世界

にあこがれながら塔の上で暮らしていたが、迷い込んできた盗人のフリン・ライダーとともに旅に出

たことでお互いに惹かれていく。ある日、18年間育ててくれた母・ゴーテルが魔法使いで自分が連

れ去られた王女であることを知る。ゴーテルとの戦いに勝ち、フリンとともに王国に戻り結婚して幸

せに暮らす。 

 

2.9 モアナ 

 2016 年に公開された『モアナと伝説の海』に登場するプリンセスである。村長の娘であり高いバ

イタリティを持つ 16 歳の少女。海に選ばれし者。島に伝わる伝説を聞き、幼い頃から珊瑚礁の向こ

うの海に関心を抱いていた。ある時、島危機に陥った島を救うために旅に出る。途中で出会ったマウ

イと信頼関係築きながら困難を乗り越えていったことで自身の人生に課せられた使命に気づく。マウ

イと別れ島に戻ったモアナは、村長になるのではなく、教わった航海術で先祖のように海を渡り、島

を開拓していくことを決意した。 

 

2.10 ジャスミンとの比較 

 表 1を参考に、ジャスミンと他の 8人のディズニープリンセスを比較すると、以下のような結果が

得られた。 

・ジャスミン以前のディズニープリンセスはみな王子様と結婚している。 

・モアナ以外は結婚がゴールである。 

・ジャスミンは主人公ではない。 

・ジャスミンのみ、自分の身分に嫌気がさしている。 

・ジャスミンが初めての白人でないディズニープリンセスである。 

 

表１ プリンセスの分類 

公開

年 

名前 身分 結婚 

相手 

結婚相手との出会い方 性格 

1937 白雪姫 王女 王子様 白雪姫の歌声に導かれる 優しい 受動的  

1950 シンデレラ 商家の娘 王子様 鹿を追う王子を咎める 優しい 受動的  
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1959 オーロラ姫 王女 王子様 たまたま通りかかる おしとやか 受動的  

1989 アリエル 王女 王子様 溺れた王子を助ける 好奇心旺盛 積極的 

1991 ベル 町娘 王子様 父との身代わり 聡明 勇気 

1992 ジャスミン 王女 貧乏人 町で助けてもらう チャレンジ精神 聡明 

2010 ラプンツェル 王女 盗人 塔に忍び込まれる 好奇心旺盛 積極的 

2016 モアナ 村長の娘 ー ー 積極的 諦めない心 

 

 

第 3章 アニメ版アラジンと実写版アラジンの相違点 

 

3.1アニメ版『アラジン』の公開年と時代背景 

 アニメ版アラジンの公開年は 1992 年である。1992年以前のアメリカでは、フェミニズムが盛んに

おこなわれていた。アメリカンセンターJAPAN の Web ページによると、“1950年代と 1960年代に

は、労働市場に参入する既婚女性の数が増えたが、1963 年の働く女性の平均賃金は、男性の平均賃

金の 63％にすぎなかった。その年、ベティ・フリーダンが「新しい女性の創造」を出版し、中流階

級の生活パターンを強烈に批判した。彼女は、多くの女性が漠然とした不満を感じていると主張し、

そうした不満を明確に分析してみせた。フリーダンは、多くの女性は「夫を見つけ、子どもを産む」

こと以外に自己表現の手段がないと述べ、読者に、新たな役割と責任を探究すること、そして男性優

位の社会が定義するアイデンティティではなく、独自の個人的・職業的なアイデンティティを見つけ

ることを奨励した。 

1960年代と 1970 年代の女性解放運動は、公民権運動に触発されたものであった。運動に参加した

のは主に中流階級の人々であり、従って、1960年代の中流階級の若者と同様の反抗精神に影響され

ていた。 

改革のための法律制定も変化に拍車をかけた。1964 年公民権法案をめぐる議論の際に、反対派は、

人種だけでなく性別による差別をも禁止する修正条項を提案することによって、法案全体の否決を狙

った。結果的には、まず修正条項が、続いて法案自体が可決され、女性は貴重な法的手段を獲得した。 

1966年に、フリーダンをはじめとする 28人の働く女性が、「今すぐ（now）米国の女性を米国社

会の主流に全面的に参加させる行動を起こすために」、全米女性機構（NOW）を設立した。今日、

NOW および同様のフェミニスト団体には多数の会員がいるが、これらの組織が最も大きな影響力を

持ったのは、おそらく 1970年代初めのことで、この時期にはまた、ジャーナリストのグロリア・ス

タイナムをはじめ数人の女性が「ミズ」誌を創刊した。これらの組織に触発された反フェミニスト団

体も創設され、その多くは女性を指導者としていた。中でも有名なのは、政治活動家フィリス・シュ

ラフリーの率いる団体である。こうした団体は、通常、より「伝統的な」性別による役割分担を支持

し、提案されていた「男女平等」憲法修正条項（ＥＲＡ）に反対した

(https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/3492/#enlist)”とある。『リトル・マーメ

イド』以降、ディズニープリンセスが積極的で好奇心旺盛な性格に変わったのはフェミニズムが関係

していることが考えられる。 

 

3・2 実写版『アラジン』の公開年と時代背景 

実写版アラジンの公開年は 2019 年である。2010年代のアメリカにおける女性解放運動について調

べたものの、それらしいものは見つけられなかった。しかし、2008年にアメリカの初の女性大統領

になるべく大統領選に出馬したヒラリー・クリントン氏が、2000 年に行われる大統領選挙にも出馬

を表明したことから(https://www.huffingtonpost.jp/2015/04/12/hillary-clinton-
2016_n_7051574.html)アメリカのフェミニズムは推進されてきたのだろう。 

 

3.3 アニメ版『アラジン』の登場人物 

 ここでは、アニメ版と実写版『アラジン』の登場人物とその役割を述べる。 
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アニメ版アラジンの登場人物は表 2の通りである。 

 

表 2 アニメ版『アラジン』の登場人物と役割 

登場人物 役割 

行商人 物語の導入。アラビアンナイトを歌う。 

ガジーム ジャファーの命令で黄金のスカラベを盗む。 

「ダイヤの原石」でないため、洞窟に埋もれた。 

ジャファー 王国の征服をたくらむ国務大臣。 

イアーゴ ジャファーのペット。人間の言葉が話せ、ジャファーに口添えする。 

魔法の洞窟 虎の顔をした洞窟。「ダイヤの原石」しか中に入ることを許さない。 

アラジン 主人公。貧しいが誠実な少年。ジャスミンと恋に落ち、国王となる。 

衛兵 常習的に盗みを働くアラジンを捕まえようとしている。 

アブー アラジンの相棒。盗みの達人。 

アクメッド王子 ジャスミンに求婚するが、ラジャーに追い返される。 

サルタン アグラバーの国王。ジャスミンの結婚を望む。 

遊び好きで頼りなく、時おりジャファーに操られる。 

ジャスミン サルタンの娘。チャレンジ精神旺盛で聡明。アラジンと恋に落ち、結婚する。 

ラジャー ジャスミンのペット。ジャスミンの意思を尊重してくれる。 

魔法の絨毯 魔法の洞窟でアラジンと出会って以来、アラジンを助けてくれる。 

ジーニー ランプの妖精。陽気な性格で主人に忠実。アラジンとは親友。 

DVD『アラジン スペシャル・エディション』、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン(2004) 

 

3・4 実写版『アラジン』の登場人物 

 実写版『アラジン』の登場人物は表 3の通りである。 

 

表 3 実写版『アラジン』の登場人物と役割 

登場人物 役割 

ジーニー 物語の導入。ランプの妖精。陽気な性格で主人に忠実。アラジンとは親友。 

アラビアンライトを歌う。 

ダリア 物語の導入。ジャスミンの侍女。ジーニーと恋に落ち、2人の子を授かる。 

リアン、オマール 物語の導入。ジーニーとダリアの子供。 

ジャファー 王国の征服をたくらむ国務大臣。 

イアーゴ ジャファーのペット。人間の言葉が話せ、ジャファーに口添えする。 

アラジン 主人公。貧しいが誠実な少年。ジャスミンと恋に落ちる。 

アブー アラジンの相棒。 

ジャスミン サルタンの娘。チャレンジ精神旺盛で聡明。 

アラジンと恋に落ち結婚、のちの国王となる。 

アンダース王子 ジャスミンに求婚するが失敗。 

サルタン アグラバーの国王。ジャスミンの結婚を望む。時おりジャファーに操られる。 

魔法の洞窟 ライオンの顔をした洞窟。「ダイヤの原石」しか中に入ることを許さない。 
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魔法の絨毯 魔法の洞窟でアラジンと出会って以来、アラジンを助けてくれる。 

ラジャー ジャスミンのペット。ジャスミンの言うことしか聞かない。 

ハキーム 宮殿の衛兵の長。クライマックスでジャファーかジャスミンかを選ぶ。 

DVD『アラジン』ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン(2019) 

 

3・5 登場人物の相違点と新登場人物 

 アニメ版と実写版の登場人物とその役割の相違点として、以下のことがあげられる。 

・導入部分の行商人がいなくなった。 

・ガジームが名前のないキャラクターになった。 

・衛兵に名前がなくなった。 

・ジャスミンがより自分の意志を持ち主張するようになった。 

・ジャスミンへの求婚相手がアクメッド王子からアンダース王子に変わった。 

・サルタン国王が頼りない性格から厳格な性格と容姿に変わった。 

・魔法の洞窟の顔がトラからライオンに変わった。 

 このことから、アニメ版では名前のあるキャラクターが実写版では無名のキャラクターになってい

ることが分かった。その他にも変化はあるが、これらは物語に強く影響する変化ではない。物語に影

響する変化として、ジャスミンの変化があげられる。ジャスミンが強い女性に変わっているのは、時

代背景に基づいていると考える。 

また、アニメ版ではいなかった新しい登場人物が 2人いる。1人がダリアである。ジャスミンの侍

女であり親友という立ち位置で、アリ王子に扮したアラジンがジーニーとともにジャスミンの部屋を

訪れた時、人間に扮したジーニーと出会う。物語の終盤ではジーニーと結婚し旅に出て 2人の子ども

を儲ける。もうひとりは、ハキームという。宮殿の警備をしており、クライマックスでジャスミンを

とるかジャファーをとるか選択を迫られるという重要な役割を担っている。 

 

3.6 アニメ版『アラジン』のストーリー 

 アニメ版『アラジン』では，舞台はアラブを連想させるような街並みのアグラバーである。主人公

アラジンは貧しくも清らかな心を持つ青年である。国王の娘であるジャスミンは、自分の意見をしっ

かり持っており型にはまった宮殿の生活に退屈さや疑問を感じながら日々を過ごしていた。 

 殿をこっそり抜け出したジャスミンはお金を払わずに子どもに売られているパンを与えたことから

盗人と間違えられアラジンに助けられる。衛兵に追われ、アラジンは牢獄にいれられるが、助ける代

わりに魔法の洞窟の奥にあるランプをとってくるよう老人に化けたジャファーに言われる。魔法のラ

ンプからは魔法使いジーニーがでてくる。3つの願いのうちの 1つとして王子にしてくれと頼みたく

さんのお土産を持ち大胆に王宮に乗り込むが、ジャスミンに本当の自分のことを隠したままで相手に

されなかった。ジャスミンに近づくために、魔法の絨毯で空を飛び世界中を旅するうちにジャスミン

はアラジンに好意を持ち始める。 

 しかし国務大臣のジャファーは，王国を我が物にすべく、王を催眠術にかけジャスミンと結婚しよ

うと狙っていたのである。ジャファーは手下を使ってランプを奪いアラジンを元の姿に戻してしまう。

そこでアラジンがついていた嘘がジャスミンにばれてしまう。ジャスミンを助けるためアラジンはジ

ャファーのもとへ向かい，ジーニーの魔法によってジーニーと同じ力を持つ魔法使いになったジャフ

ァーを，ランプの中に吸い込み封印した。最後の願いでアラジンはジーニーを自由にし，王に認めら

れジャスミンと結ばれる。アグラバーの新しい国王はアラジンとなった。 

 

3・7 実写版『アラジン』のストーリー 

 実写版『アラジン』の冒頭は、人間となったジーニーが妻のダリアと 2人の子どもと船旅をし、ア

グラバーでの話を聞かせるところから始まる。貧しくも清らかな心を持つアラジンは相棒の猿・アブ

ーとともに盗みを働き暮らしていた。ある日身分を隠して市場に出ていたジャスミンは、腹をすかせ

た子どもに店のパンをあげたことから盗人とされ、王の形見のブレスレットを奪われかける。その騒

ぎを聞いたアラジンはブレスレットを巧みに操り、ジャスミンを助ける。追っ手を振り払いアラジン
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の家に避難した 2人は意気投合するが、ブレスレットをアブーが盗んでいたために険悪な雰囲気にな

る。 

 王宮へ戻ったジャスミンは、サルタン国王とともに婿候補のアンダース王子を迎え入れる。国王の

後を継ぐ覚悟があるジャスミンだが女性という理由で継ぐことを認められず、王は結婚を望んでいた。 

 その夜、ブレスレットを彼女に返す為、アラジンは城に侵入する。ブレスレットを返し,城を去ろ

うとするアラジンだったが、国務大臣で王国の征服をたくらむジャファーに捕われ、魔法の洞窟へ連

れて行かれ、魔法のランプを取ってくるよう言われる。洞窟で魔法の絨毯を助け、魔法のランプを手

に入れたアラジンは宝石好きのアブーの仕業で洞窟内に閉じ込められるが、ランプから出てきたジー

ニーの手によって脱出に成功する。 

アラジンは 1つ目の願い事として、ジーニーに架空の王国アバブワのアリ王子にしてもらい、宮殿

に向かうが、お目通りで失言を連発してしまう。その夜、アラジンはジャスミンのもとを訪れ魔法の

絨毯で旅をする。次の日、アリ王子の正体を見破ったジャファーの手によってアラジンは海に沈めら

れ、2つ目の願いとしてジーニーに助けられる。ジャファーはランプを盗むと、自分を国王にするよ

う願い事をする。しかし国王になったにも関わらず、自分に従わないジャスミンや護衛たちに腹を立

てたジャファーは、自分を世界で一番強力な魔術師にするよう願い事をする。アラジンとアブーを雪

国へ飛ばしたジャファーはジャスミンに結婚を強要する。魔法の絨毯によってアグラバーへ戻ってき

たアラジンはジャファーと戦う。ジーニーになりたいと願うジャファーは、ジーニーの魔法によって

ランプに閉じ込められる。 

3つ目の願いとしてアラジンはジーニーを人間にし、自由を与える。ジーニーは次女のダリアと結

婚し旅に出る。ジャスミンは国王から次の国王になることを許され、アラジンと結婚する。 

 

3・8 ストーリーの相違点と新場面 

アニメ版と実写版のストーリーの相違点として以下のことがあげられる。 

・ジャファーは昔、盗人であったことの告白。 

・ジャスミンが外の世界へ抜け出したのは、アニメ版では宮殿での生活に嫌気がさしたからであった

が、実写版では次期国王としての自覚から外の世界を知りたいと思ったから。 

・アニメ版ではアラジンが国王になるが、実写版では法改正されジャスミンが国王となる。 

・ジーニーも恋に落ち結婚する。 

・アニメ版ではイアーゴがランプを奪うが、実写版ではジャファー自身で奪う。 

・アブーとアラジンがジャファーからランプを奪い損ねて雪国に飛ばされる。 

・ジャスミンはジャファーとの愛を誓いかけるが、魔法の絨毯を見たことからランプを奪い飛び降り

る。 

・イアーゴがジャファーの魔法で巨大化する。 

・アニメ版のアブーやイアーゴのユーモアのある言動や動きが実写版にはない。 

 このことから、1992年から 2019年の間に女性の社会進出が進んだことが分かる。女性の意見が尊

重され、法律が改正される。これは、女性の社会進出はこれからも活発になるだろうというメッセー

ジのように考えられる。 

 また、実写版には新しく加わった場面がいくつかある。一つは衛兵の長であるハキームがジャファ

ーかジャスミンのどちらに従うかという選択を迫られる場面である。物語において重要な場面ではあ

るが、ハキームはこの場面で初めて出てくるキャラクターであり、選択を迫るためだけに作られたキ

ャラクターのように思える。 

 ジャスミンが歌う『スピーチレス～心の声』という曲も新しく追加された。この曲が使われる場面

は 2つあり、どちらもジャスミンが歌っている。歌詞は図 1の通り。今までの女性像を覆し、心の声

に従って考えを発信し続ける強い意志を持った女性の姿が想像できる。 

最初の場面では、国王になるための準備はしてきたと、覚悟ができているジャスミンに対して国王

はこれまで女の国王はいないと反対し、ジャファーも伝統に従えば楽だと言う。悔しく悲しい思いを

したジャスミンが部屋に戻りこの歌を歌う。ジャスミンが国王になることに対しての決意や屈しない

姿勢を感じられる。 

2つ目の場面は、ジャファーが 1つ目の魔法を使いアグラバーの国王になる。、その権力でハキー

ムを支配下に置き、衛兵使ってジャスミンを連れて行かせる。「女王らしく黙ってろ」というジャフ
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ァーの言葉や行動、自身の扱いに対して不服に思いこの歌を歌う。ジャスミンが、権力に屈せず自分

本位のジャファーから国民を守るのは私だという思いが感じられる。 

 

 

図 1 『スピーチレス～心の声』の歌詞 

 

 

第 4章 考察 

 

4.1 登場人物 

 アニメ版『アラジン』の主要な登場人物は、アラジン、ジャスミン、ジーニー、ジャファー、サル

タンであった。実写版『アラジン』の主要な登場人物は、5人に加えてダリアとハキームがいる。こ

の 2人が追加されたことによってストーリーがより分かりやすくなり、深みも増した。また、ジャス

ミンの性格がより意志が強く決意を持った女性として変わったことによって、自由な恋愛結婚を望む

だけの姿より、国を背負う覚悟と知識を兼ね備えた強い女性として描かれたことは今後の女性の社会

進出に拍車をかけるものとなったと考える。 

 

4.2 ストーリー 

 ジャスミンの侍女であり親友となるダリアが登場したことにより、女性同士の友情をストーリーに

加えることができた。また、自由のみとなり人間になったジーニーと結婚し旅に出たことで冒頭と最

スピーチレス～心の声 
 
取り残されそうなの    今、声をあげよう 
暗闇に ひとりで     そう 誰にも 
言葉を かき消されて   邪魔はさせないから 
心まで 折られて 
             私は、もう これ以上 
でも負けない       黙っていられはしない 
くじけはしない      心の声 あげて 叫べ！ 
裏切られ 
たとえつらくても     どんなに裏切られても 
 
私は、もう これ以上   そうよ、負けない 
黙っていられはしない   声をあげて 叫べ！ 
心の声 あげて 
             閉じ込められても 
今こそ          決してあきらめない 
自由の扉開け       折れた翼 空へ 解き放って 
羽ばたくとき、そうよ 
心の声 あげて      こだまするその、声聞いて 
             誰にも止められはしない 
ただ黙っていることが   心の声 あげて 叫べ！ 
賢い生き方と 
教えられてきたけど    今こそ 
間違いと分かった     自由の扉開け 

羽ばたいてみせる 
何も誰も 恐れない 
心の声 あげて 叫べ！ 



11 

後のシーンが繋がりハッピーエンド感を助長させる効果がある。また、宮殿の衛兵の長であるハキー

ムが登場したことにより、クライマックスのシーンでジャファーが正しいかジャスミンが正しいかが

分かりやすくなった効果があると考える。アニメ版『アラジン』で謎とされていたシーンが、全て辻

褄が合うように変化し、現代の時代背景を反映したストーリーとなっていた。 

これまでと同じように、結婚がゴールであるのはアニメ版も実写版も変わらない点であった。しか

し、実写版では結婚よりもジャスミンが国王になるというシーンが印象的であった。結婚して幸せに

してもらう従来のプリンセスストーリーではなく、自らキャリアを積む中に結婚があり、結婚は幸せ

になるための一つの手段であるような位置づけにされていた。 

 

4.3 理想の女性像の変化 

 これまでも述べてきたように、1992 年に公開されたアニメ版『アラジン』と 2019 年に公開された実写版

『アラジン』では、その時代の時代背景が反映されており、理想とする女性像の変化も見られた。1992 年

から 2019 年の 27 年間に女性は家庭を飛び出して男性と同じようにキャリアを積んできた。実写版では、

女性の幸せは結婚に留まらず、素質があり知識をつければ法律をも変えて活躍することができるという大

きな変化がある。女性が権力を持ち社会で活躍していくストーリーは、世の中の女性を勇気づけるだろう。 

 

 

第 5章 結論 

 本論文では、アニメ版と実写版において、プリンセスであるジャスミンの性格やストーリーに違い

があることから、理想の女性像がどう変化したかを調査し考えた。それぞれのディズニープリンセス

のあらすじや性格とジャスミンの違いを比べジャスミンの個性を見出すことができた。また、アニメ

版『アラジン』と実写版『アラジン』の登場人物やストーリーを比較してジャスミンを通して女性の

社会進出が進んできたことを確認し、女性像の変化を読み取った。 

ディズニー映画は時代背景によりそのキャラクターやストーリーを変化させている。また、私たち

受け手もディズニープリンセスの性格やストーリーに影響を受け価値観が形成されている。ディズニ

ー映画と女性は互いに作用しあっているのではないだろうか。 
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実店舗が生き残っていく術はあるのか 
―電子商取引増加への対応― 

 

マネジメント学部 マネジメント学科 
菊池 里沙 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  はじめに

今までの買い物といえば、店舗へ赴き店員と顔を合わせて買い物をするのが当たり前だった。しか

し、最近では店舗で買い物をすることは少なくなった。代わって、自宅や移動中などにパソコンやス

マートフォンを使って、インターネット上で商品を販売する EC サイトで買い物をすることが増えた。

食べ物や日用品のほか、眼鏡やコンタクトレンズといった医療品に近いものまでインターネットで買

えるようになった。今後、インターネット環境がさらに発展していくことは明確である。これから先、

実店舗が生き残っていく術について考察する。 

 

2．EC とは 

 EC というのは e コマース（Electronic Commerce）の略称であり和訳すると電子商取引と表される。

EC、e コマース、電子商取引、ネット通販というのはどれも同じ意味を持ち、インターネットなどのネ

ットワークを介して契約や決済などを行う取引形態のことだ。EC は取引全体を指す言葉で、さらに狭

い概念として、ECサイト・ネットショップ・ネット通販サイトなどがある。 

3. EC 事業の市場規模 

EC事業の市場規模は大きく 3つに分けることが出来る。 

① Business to Consumer(BtoC)企業が一般消費者に対する取引 
② Consumer to Consumer(CtoC)個人と個人による取引 
③ Business to Business(BtoB)企業対企業による取引 

とくに言及のない場合、EC というのは「BtoC」の取引を指すことが多い。 
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図表 3-1：BtoC-EC の市場規模および EC 化率の経年推移 

 

出所:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(2019) 

 

  

図表 3-2：CtoC-EC市場規模 

 

出所:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(2019) 
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図表 3-3：BtoB-EC市場規模 

 

出所:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(2019) 

 

BtoC-EC 事業とは、Amazonや楽天市場、ヤフーショッピングといった一般消費者がオンラインサイ

トを通して商品を買うことを言う。ここでの BtoC-EC市場規模とは企業と消費者間での ECによる取引

金額を指す。また、EC化率とは、全ての商取引額（商取引市場規模）に対する電子商取引市場規模の

割合である。オンラインスマートフォンのゲームアプリのダウンロードも Appleや Googleのアプリ内

課金として BtoC-EC事業に含まれており、音楽や電子書籍などのデジタル商品も BtoC-EC事業の商品

となる。 

 CtoC-EC事業とはフリマアプリやオークションサイトといった消費者同士でインターネットアプリを

通して、販売・購入するものである。オークションはほぼ横ばいなのに対して、フリマアプリはここ 3

年で約 2倍と急速な成長を遂げている。他にも、インターネット上のプラットフォームを介して、場

所・乗り物・モノ・人・お金等の遊休資産を個人間で貸借や売買、交換するシェアリングエコノミー

も CtoC-EC事業の 1つである。 

BtoB-EC 事業とは、企業間・法人間の取引をアナログではなくデジタルで行う取引方法である。ここで

の BtoB-EC市場規模とは企業間または企業と政府（中央官庁及び地方公共団体）間で、ECを利用して

受発注を行った財・サービスの取引金額を指す。ECとは一般的に BtoC のことを指すが、市場規模では

2018年では 340兆円であり、BtoCの 180 兆円の 2倍近くの市場規模がある。 

 EC事業に共通する点は、パソコンやスマートフォンといった各種デバイスを利用することである。

その為、スマートフォン利用の増加によって、今後 ECサイト事業はさらに拡大を続けていくことが予

測される。 

 

4．EC 市場規模拡大理由 

EC 市場拡大の背景には、スマートフォンの普及、EC 取扱品目の拡大、共働き世帯・単身世帯の増

加など、様々な要因があると考えられている。 [大澤秀暁・小川新九郎, 2018 年] 
令和元年版通信白書によると、2018 年のインターネット利用率は 79.8％となっている。さらに、端

末別のインターネット利用率はスマートフォンが 59.5％と最も高く、続いてパソコンが 48.2％となっ

ている。2020 年代半ばにはガラパゴス携帯のサービスが終了するとされており、今後さらにスマート

フォンの利用が拡大される見込みである。スマートフォンの利用拡大によって広く普及したのがソー

シャルネットワークサービス（SNS）である。SNS の 1 つに Instagram がある。総務省情報通信政策研

究所が発表した平成 30 年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書によると、

Instagram 全世代利用率は統計を開始した平成 27 年より毎年上昇しており、平成 30 年では 35.5％と

なっている。年代別では 20 代が最も多く 63.2％、続いて 10 代の 58.2％、30 代の 44.0％と年代が上
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がっていく。又、Instagram では、2018 年 6 月 5 日より投稿画像から直接 EC サイトで購入できる「シ

ョッピング機能」という新しい機能が導入された。通常の投稿や投稿が 24 時間で消えるストーリーズ

と呼ばれる機能に表示される商品にタグ付けするだけでユーザーはそのタグから商品の価格や詳細情

報が掲載されたページへ進み購入することが出来る。日本の Instagram ユーザーは検索機能を利用し

てハッシュタグで検索する人が世界平均より 3 倍多いというデータがある。その為、ある商品を買い

たいという目的を持ってオンラインサイトにいき購入するのではなく、Instagram を使い、ハッシュタ

グで大まかに検索し、シッピング機能を使い購入するという新しい購入方法も増えた。スマートフォ

ンの普及、それによる SNSの拡大によって、ECの使い方は幅を広げた。 

2018 年の日本では、専業主婦世帯が 692 万世帯なのに対し、夫婦共働き世帯は 1,120 万世帯ある。

夫婦共働き世帯を割合にすると 67％となる。図表 4 はジェイアール東日本が発表した 2019 年度ママの

買い物調査である。ファッションの購入において、専業主婦ママはオシャレ着、普段着ともに実店舗

での購入計が 90％を超えるが EC での購入計は 40％にも満たない。一方で共働きママは、実店舗購入

計は 90％に満たないものの EC 購入計は 50％を超える。実店舗では営業時間が決められてしまってい

る為、働く人にとっては買う時間がない。しかし、EC であれば 1 日中どこでも買うことができるので、

通勤時間や夜中でも隙間時間を使って買い物が出来る。共働き世帯の増加も EC 市場規模が拡大し続け

ている理由の 1つとされる。 

 

図表４：ファッション購入 実店舗/EC利用率 

  実 店 舗

購入計 

実店舗のみで

購入 

実店舗+EC い

ずれでも購入 

ECのみで購入 EC購入計 

自分用オ

シャレ着 

共働きママ 85.2% 49.6% 35.6 % 14.8% 50.4% 

専業主婦ママ 90.5% 64.0% 26.6% 9.5% 36.0% 

自分用普

段着 

共働きママ 88.6% 49.0% 39.7% 11.4% 51.0% 

専業主婦ママ 92.7% 63.5% 29.3% 7.3% 36.5% 

※共働きママは自身及び夫がフルタイムで働いており、長子が小学生以下の場合を指す 

出所：株式会社ジェイアール東日本企画 総務局広報部(2019) 

 

5．BtoC-EC 市場 

 BtoC-EC 市場とは 2 項で述べたが、一般消費者がオンラインサイトを通して買うことである。この市

場では、物販系分野・サービス系分野・デジタル分野の 3 つの分野にさらに分けることができる。内

訳としては、物販系分野が９兆２９９２億円、サービス系分野が６兆６４７１億円、デジタル分野が

２兆３８２億円となっている。本論文では、EC と実店舗についてのため、モノとして実在する物販系

分野についてのみ考察する。 
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5-1．物販系分野 

図表 5-1:物販系分野内の BtoC－EC市場規模 

 

出所:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(2019)より筆者作成 

 

 図表 5-1 は BtoC-EC 市場における物販系分野の市場規模と EC 化率を表したものである。市場規模

において「衣類、服飾雑貨等」「食品、飲料、酒類」「生活家電、AV 機器、PC・周辺機器等」「生活雑貨、

家具、インテリア」の 4 カテゴリーにおいては近い値を示している。以上 4 カテゴリーの合計は物販

分野全体において 72％を占めている。EC 化率では、「事務用品、文房具」が 40.79％と突出している。

EC 化率が 30％を超えているのは「事務用品、文房具」「食料、飲料、酒類」「生活家電、AV 機器、PC・

周辺機器」である。これらに共通することはサイズ感や製品の用途が明確である。その為、実物を見

ずに購入しても返品する可能性は低い。一方で、「衣類、服飾雑貨等」「生活雑貨、家具、インテリア」

については、市場規模は大きいものの、EC 化率はそれぞれ 2.64％、5.80％と低い。これらは、サイズ

感や質感などがインターネットを通してだと分かりにくい。その為、実物を見ずに購入した際、想像

していたものと違う可能性が EC 化率の高いものと比べると高い。スマートフォンでは AR と呼ばれる

拡張現実を使うゲームアプリが出来てきている。AR アプリを利用し、家具やインテリアなどを部屋に

当てはめることが出来るようになれば「生活雑貨、家具、インテリア」カテゴリーの EC 率は上がる可

能性が高い。又、衣類についても ZOZOSUIT という特殊なスーツを着るだけで自分自身の体形サイズを

正確に計測できる服ができた。スーツから計測された体周りのサイズに身長・体重・性別を入力する

ことで自分自身にあった適切な洋服を届けてもらうことが出来る。このようなものが広がっていくこ

とによって EC でも商品を不安なく買うことが出来るようになる。その結果、EC で商品を買うことが増

え、さらに BtoC-EC市場規模は拡大すると考えられる。 
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6．日本の EC サイト・ネット通販売上高ランキング 

 図表６: 日本の EC サイト・ネット通販売上高ランキング 

順位 会社名 売上高 主力商品(業態または

媒体) 

１ アマゾン（日本事業） 15,350 億円 総合（ネット） 

２ アスクル 3,533億円 オフィス用品（BtoB） 

３ ミスミ 1,951億円 金型部品（BtoB） 

４ ジャパネットたかた 1,929億円 家電 

５ ジュピターショップチャンネル 1,630億円 総合（テレビ） 

６ 大塚商会 1,550億円 オフィス用品（BtoB） 

７ ヨドバシカメラ 1,140億円 家電（ネット） 

８ ディノスセシール 1,138億円 総合 

９ ベルーナ 1,080億円 化粧品・健康食品 

１０ QVCジャパン 1,047億円 総合（テレビ） 

出所：日本流通産業新聞 2018 年 12 月 28 日  

 上記は日本流通産業新聞が発表した 2018年の日本の ECサイト・ネット通販売上高ランキングであ

る。一つの商品に絞らずに、総合的に販売しているサイトが多い。また、業態として BtoC のものばか

りではなく、BtoBのものもある。3項で示したように市場規模としては BtoBが一番大きい。しかし、

ランキングで表してみると BtoC であるアマゾンが 2位以下に大差をつけて売上高がトップであり EC

界ではアマゾンの一人勝ちが続いている。 

7. 小売業の現状 

7-1.日本の小売業売上高ランキング 

図表７：日本の小売業売上高ランキング 

順位 企業名 売上高 EC 事業 
１ イオン 8.5 兆円 〇 
２ セブン＆アイ・ホールディングス 6.7 兆円 〇 
３ ファーストリテイリング 2.1 兆円 △ 
４ ヤマダ電機 1.6 兆円 〇 
５ パン・パシフィック・インターナショナルホールディ

ングス 
1.3 兆円 △ 

６ 三越伊勢丹ホールディングス 1.1 兆円 〇 
７ エイチ・ツー・オー リテイリング 9,268 億円 △ 
８ 高島屋 9,128 億円 〇 
９ ビックカメラ 8,440 億円 〇 
１０ ツルハホールディングス 7824 億円 〇 

出所：企業価値検索サービス「Ullet」を基に筆者作成 
  

上記は日本における小売業の売上高上位 10 つの企業である。EC 事業の欄の〇△の区分は、<会社名 

EC>で検索をかけ、トップにオンラインサイトがでたものを〇、トップにはでなかったがグループ内の

それぞれの企業ではオンラインサイトを持っている企業を△としている。3 項の表 3 で表されている日

本の EC サイト・ネット通販売上高上位 10 企業と本項の表 4 で表されている日本の小売業売上高上位

10 企業を比較してみると、どちらのランキングにも入っている企業はない。日本の EC サイト・ネット

通販ランキングにおいて 1 位であるアマゾン（日本企業）の売上高は 15,350 億円である。この数字を

日本の小売業売上高ランキングに入れると 7 位の数字となる。さらに 2 位は 39 位である。そして、日
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本の EC サイト・ネット通販ランキングの 3 位以下の企業の売上高を小売業売上高ランキングにあては

めると、71 位以下という結果になる。EC 事業市場としては拡大を続けているが、やはり EC 事業のみ

では小売業に勝つことは難しい。しかし、多くの企業が EC を持っているので、EC を持たずに実店舗だ

けで経営していくのも難しいとされる。 

 

7-2．小売業の ECの利用状況 

 公正取引委員会が発表した「消費者向けｅコマースの取引実態に関する調査報告書」によると、ア

ンケートに回答した小売業者 848 名中オンライン販売を行っていると回答したのは 596 名だった。オ

ンライン販売を行っていると回答した小売業者の事業規模については、年間総売上高別にみると 100

億円以上 1000 億円以下が 34％で最も多く、次いで 1 億円以下が 24％であった。また、オンライン販

売を行っている小売業者の販売形態としてはオンライン販売と実店舗での販売が 61％、次いでオンラ

イン販売のみが 24％であった。EC のみで小売りを行っている企業もあるが、実店舗をベースにしなが

らオンライン販売も行っている企業が多いという結果になっている。 

8．実店舗・ECサイトのメリット・デメリット 

 実店舗のメリットは EC でのデメリットとなり、EC でのメリットは実店舗でのデメリットとなる。 
 EC のデメリットは、商品を直接触れることが出来ない点である。実店舗では商品を実際に見ること

が出来る為、サイズ感や色合いなどを見た上で購入出来るが、EC では画面上でしか判断できないため、

購入後でないと実物を見ることが出来ない。又、実店舗では購入した商品をすぐに持ち帰り使うこと

が出来る。しかし、EC では手元に届くのは早くて翌日であり 1 週間以上かかる場合もある。その為、

すぐに使いたい場合などは実店舗に行き購入する必要がある。 
 一方で、EC のメリットとしては 1 日中どこでも買うことが出来るということが挙げられる。実店舗

では開店時間・閉店時間が決まっている。その為、4 項でも示したが働く人などにとっては買いたいと

思っても店が開いておらず買えないこともある。他にも育児などをしている人は子供を連れて長い時

間ショッピングをするのは難しい。しかし、EC は 365 日どんな時間でも買うことができる。さらに、

パソコンやスマートフォンがあればどんな場所でも買うことが出来るため、忙しい人などでも移動時

間や隙間時間で買い物をすることができる。さらに、EC は日本国内だけでなく世界中の商品を買うこ

とが出来るので、海外に行かなくても海外の商品を買うことができる。以上は客としての目線からの

実店舗・EC のメリット・デメリットだが店側としてもある。実店舗では店員と客が直接コミュニケー

ションを取るので、生の客の意見を聞きお店に反映することが出来る。EC でも口コミを見ることはで

きるが、客の顔が見えない為、すべての口コミが正しいとは限らず嘘の口コミが入っている可能性も

あるといったメリット・デメリットが挙げられる。一方で EC というのは店舗を構えないので、実店

舗に比べると出店コストが安く販売スペースなども気にする必要がない。さらに実店舗では、来店す

ることの出来る客しか来ないので購入できる人が限定的であるが、EC では世界中の人に購入してもら

うことが出来るというのは大きなメリットである。実店舗・EC ともにメリット・デメリットはあるの

でどちらか一方だけが生き残るのは難しいと考えられる。 
 

9．ショールーミングとウェブルーミング 

実店舗で好みの商品を見つけてもその場では買わず、実店舗より価格の安いオンラインショップを

探し出して購入する消費行動「ショールーミング」（出典：小学館 デジタル大辞泉）とその反対でオ

ンラインショップなどで商品の品定めをして、実店舗で購入する消費行動「ウェブルーミング」（出

典：小学館 大辞泉）この二つの消費行動が実店舗、オンラインショップそれぞれの間で問題となっ

ている。トランスコスモス（株）が 2019 年 3 月に発表した「アジア 10 都市オンラインショッピング

利用調査 2019」によると、日本では、ショールーミングとウェブルーミング両方をする人：39％、シ

ョールーミングのみ：30％、ウェブルーミングのみ：22％、どちらもしない：16％という結果になっ

た。他アジア 9 都市ではショールーミングとウェブルーミング両方をしている人の割合は 77％にも上
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り、どちらもしないと答えた人は 9％であった。ショールーミングを行う理由としては、「店舗で実際

に見たり触ったりすると安心だから」「同じ商品でも実店舗よりネットのほうが安いから」といった理

由が挙げられた。一方で、ウェブルーミングを行う理由としては「ネットで評判やレビューを確認す

れば安心だから」「ネットのほうが欲しい商品を探しやすい場合があるから」といった理由が挙げられ

た。ショールーミングに対する実店舗の対策として, 購入の意思がない消費者を排除するのではなく、

逆に消費者に実店舗を訪問させ、 実店舗でしか得られないサービスを積極的に提供することで、その

場での購入に結びつける、という考え方の実店舗も現れている。あえてショールーミングをしてもら

うようにしている店もある。アパレルショップ GU では 2018 年に次世代型店舗として「GU スタイルス

タジオ」がオープンされた。この店では、店舗に訪れ気にった商品の QR コードをスキャンすると、GU

アプリで購入できるようになる。そして、自宅や指定の場所で商品を受け取るという仕組みである。

実際に見るのでサイズ違いや想像していた色合いと違うというギャップはない。さらに届けてくれる

ので買い物をした後でも手ぶらで帰ることが出来る。また、自分のオリジナルアバターを作成し GU の

アイテムに合わせてコーディネートを楽しむことができるデジタルサイネージもある。店舗を出た後

でもアプリ上にアバター情報は残るため、来店しなくてもアプリ上でコーディネートを楽しむことが

出来る。使い方次第によってはショールーミングもウェブルーミングも売上向上につながる可能性が

ある。 

 

10．ネットと実店舗の価格差 

一般的に EC の方が安いとされているが、EC の方が絶対に安いとは限らない。図表 10 は日本を含む

10 か国において、ネットと実店舗における価格比較を行った結果である。日本では計 2,186 商品がネ

ットと実店舗の価格を比較された。実店舗の方が安い割合は 7％と低い。「ネットの方が安い」が 45％

と半数近くを占めるも、わずかに「ネットと実店舗が同価格」という割合が「ネットの方が安い」を

上回った。中国とアルゼンチンでは「ネットの方が安い」より「実店舗の方が安い」が上回っている

が、他 7 か国では「実店舗の方が安い」より「ネットの方が安い」が上回っており、世界的にも EC の

方が安いとされる。しかし、日本とブラジルでは「ネットの方が安い」と「ネットと実店舗が同価格」

が五分五分なのに対し、他 8 か国では「ネットと実店舗が同価格」が 60％以上である。EC と実店舗を

比べると EC の方が安いというイメージを持つのは日本特有であると考えられる。日本では EC の方が

安いというイメージが強くあるためショールーミングはさらに増えると予測される。 

 

図表 10：世界におけるネットと実店舗の価格差 

 

出所:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(2019) 
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11．オムニチャネル 

EC が出現、急成長した 2000 年代前半には、EC と既存の実店舗を併用する「マルチチャネル」と

いうキーワードが登場した。近年では、「オムニチャネル」というキーワードが出てきている。オムニ

チャネルとは、EC や実店舗といったお客様のとの接点となるさまざまな販路をつなぐことで利便性を

高めようとしている考え方である。オムニチャネルの目的の１つは、顧客満足度の向上である。実店

舗、EC サイト、カタログ通販、ソーシャルメディアなどの複数のチャネルをシームレスに連携させ、

「いつでも、どこでも、同じように利用できる」形をつくることで、顧客にとってより便利で利用し

やすいサービスを表現できると考えられている。メールや EC を介して会員登録したお客様は、性別、

住所、年齢などその「属性」がはっきりしているというのが大きな特徴である。その特徴を生かす方

法として 3 つ挙げられる。1 つ目は品揃えに生かす。実店舗、EC 両方の購買データを合わせ、売り場

の品揃えを強化し、販売ロスを減らしたいというニーズが大きい。2 つ目は接客に生かす。一人一人の

お客様が以前実店舗と EC で何を購入したかを電子カルテなどによって購買履歴を把握することで、

親密でパーソナル接客を実現し、顧客満足度を高めたいという狙いがある。3 つ目は販促成果の検証で

ある。EC やメール会員などの属性からターゲットを絞り込んだ販促は、如実に効果測定が出来る。購

買履歴を裏付けに、日々の品揃えや次の販促に反映していくことが可能となる。お店にとっても客に

とってもオムニチャネルはメリットがあるものであり、これからさらに大きくなるものとされる。 
 

12．実店舗の減少 

日本の小売業界の特徴として、各地方都市においても生活環境圏内に小売点が充実していることが

あげられる。また、人口の多い街や人の往来が多い街には百貨店等の大型小売店舗やショッピングモ

ールが構えており、商品の現物を目の当たりにして消費の楽しさを楽しむことが出来る。しかし、EC
の増加によって、会社自体はあるが実店舗が少なくなってきている企業もある。その代表例として挙

げられるのが本屋である。本屋の実店舗数はここ 20 年で半分にも減少し、2018 年には 1 万 2026 店に

まで減少した。減少理由として考えられるのは電子書籍の増加である。図表 11 から分かるように紙書

籍が減少する一方で電子書籍は増加を続けている。さらに、本自体の数も減少している。もちろん紙

書籍を EC で買うことは出来る。その為、書店にわざわざ足を運んで本を買う人は少なくなり、本屋

の実店舗数は減少している。実店舗の減少が著しいものとして、他には百貨店が挙げられる。百貨店

は 11 年連続で減少しており、2019 年に閉店予定の百貨店は 10 店舗ある。百貨店の客層は年代が高い

人が多く若者は少ない。百貨店にも EC はあるが、若者にとって百貨店に行くという習慣はほとんど

ないため、EC 利用者も多くはないと考えられる。 
 
図表 12:紙の出版市場と電子出版市場の合計 

 
出所：公益社団法人 全国出版協会・出版科学研究所（2019） 
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一方で、法人向け不動産サービス CBRE 日本本社が発表した日本国内に店舗を持つ小売企業の担当者

に EC の影響についてのアンケート結果によると、EC が拡大しているため、既存店舗や新規出店をどち

らも減らすと答えた小売業者は 7.5％、既存店を減らすと答えた小売業者は 4.7％、新規出店を減らす

と答えた小売業者は 10.4％だった。また、どちらも減らさないと答えた小売業者は 77.4％だった。実

店舗を減らすと回答した理由については「EC の拡大によって消費者の購買行動が変化したため」が最

多で、「EC が小売市場全体の構造に変化をもたらしたため」と EC の拡大が大きく関係した。これから

先、実店舗が格段に減ることはなくても増えることは難しいと考えられる。 

  

13.テーマパーク型実店舗の提案 

 さらなるスマートフォンの利用者拡大や IT の発展によって、EC 利用がさらに増えることは明確で

ある。そのような中で、実店舗が生き残っていく術として「実店舗のテーマパーク型」を提案する。 
EC のデメリットは、①商品に直接触れることができない②配送に時間がかかる――ことである。こ

の 2 つは技術の進歩によって克服できる可能性が高い。一方で、いつでも買い物ができる点やコスト

が安い点などのメリットはある。実際に、百貨店や本屋などは減ってきており、EC は今後も増えてい

くだろう。 
この状況のなかでも実店舗に来てもらうには、買い物以外の動機を消費者に与えることが重要だ。

その解決策がテーマパーク型店舗である。テーマパーク型とはお店に行くだけで非日常的な体験がで

きる店舗である。普段買わないお菓子でも、テーマパークに行けばおみやげとして買って帰る。体験

とセットで商品を売ることが、小売店の生き残る術だと考える。アメリカでは小売（リテール）と娯

楽（エンターテインメント）を融合させた「リテールテイメント」と呼ばれている実店舗が増えてき

ている。アメリカにあるマットレスやまくらを販売する Casper では、25 ドルで 2 時間睡眠体験がで

きるというサービスがある。実際に寝る体験を通してマットレスが自分に合うのかを確認することが

出来る。他にもニューヨーク 5 番街にあるアディダスのフラッグシップ店では、テレビでスポーツ観

戦ができ、スパイクの蹴り心地を試せるサッカーコート、シューズの走り心地を試すランニングマシ

ーンがある。このように、ただ買うだけではなく何かを体験できる実店舗を作っていけば、生き残る

ことが出来る。 
 

14．まとめ 

 本論文では、電子商取引が拡大していく一方で、実店舗が減っている状況を説明した。実店舗と電

子商取引のメリット、デメリットを考え、どのようにすれば実店舗が生き残れるのかを考察した。 
そこで提案したのが「テーマパーク型の実店舗である。」今まで通りに実店舗を運営していくだけで

は、時代に取り残されてしまう。インスタ映えという言葉が流行ったが、人は面白いものがあると写

真を撮り人に話したくなるという性質があると思う。SNS によって人と人が繋がりすぐに情報が拡散

されるこの世の中だからこそ、他とは違う体験の出来る店舗というのをアピールしていくことが、こ

れから実店舗が生き残っていく術だと考える。 
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