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　2013 年のカンヌライオンズ国際クリエイティ
ビティ・フェスティバル（カンヌライオンズ）でア
ウトドア部門のグランプリを取ったのは、IBM の
体験型広告「Smart Ideas for Smarter Cities」
であった。雨宿りできるシェルターになったり、
ベンチになったり、スロープにもなる屋外広告で
ある。「IBM は、コミュニケーションでは実用性
を提供すべきである（中略）この実用性を、屋外
広告でも実現できるかもしれないと考えた」（『月
刊ブレーン』2013 年 9 月号）とある。また、カ
ンヌライオンズ 2013 の審査員を務めた博報堂
DY メディアパートナーズの三神正樹氏は、印象
に残った作品の 1 つとして南米・ペルーの工科
大学（UTEC）の学生募集を目的とした屋外看板
“Portable Drinking Water"、“水の出る看板広
告 " をあげ評価している。

　本研究では広告のクリエイティビティを議論の
対象としていないが、これらの事例は鉄道の交通
広告（以下、交通広告）・屋外広告等 OOH（Out 
Of Home）メディアの実用的な可能性を示唆す
る意味で興味深い。交通広告・屋外広告等 OOH
の実用的な使命は、いわゆるマーケティング 4P

（マッカーシー ,1960）のプロモーション（広告・
販売促進等のコミュニケーション）であることは
言うまでもない。しかし、こうしたコミュニケー
ションと購買行動 1 との関連で、交通広告・屋外
広告等 OOH について研究された報告はあまり多
くない。一部、リーセンシー 2 効果を扱った報告
はあるが、購買もしくは購買意向といった部分的
な刺激・反応効果に終始している。本稿では、交
通広告・屋外広告等 OOH を中心に、コミュニケー
ションの場・購買行動・購買後行動 3 への影響そ
して購買ターゲットへの “実用性 " を論じて行き
たい。
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1.　はじめに

〔査読付き学術研究論文〕

1 「消費者の消費行動や購買行動、買物行動などを総称して、一般的には消費者行動と呼ばれる（中略）購買行動は、商品
やサービスの入手に直接かかわる選択行動を含んでいる」（杉本 ,1997）。

2 「広告メッセージは、商品を購買しようとしている消費者に対して、最も直接的に機能する」ことをリーセンシーと呼ぶ
（Ephron,1997）。

3 「購買後行動は（中略）購入した商品に対して満足しているか、不満であるかの購買後の評価を含んでいる」（杉本 ,1997）。
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2.　 問題意識と研究目的

2.1 問題意識

2.1.1　メディア環境の急激な変化
　メディア環境の変化は、生活者のメディア接触
状況の推移で見ることができる。ビデオリサーチ
社のデータ 4 によれば、いわゆるマス広告視聴割
合は 2010 年から 2012 年で減少している。中で
も新聞は、この 2 年間で 4.6 ポイントと大きく減
少である（39.4% → 34.8%）。増加しているのは
インターネット・メールであり、特に携帯電話・
スマートフォンは 4.2 ポイントの大幅増加である

（33.6%→37.8%）。新聞の減少と携帯電話・スマー
トフォンの増加は、ほぼ符合する。電車に乗って
いた時間は微減で推移している（34.0%→33.3%）。
　また PDA（Personal Digital Assistant）・ス
マートフォンでインターネットに接続している割
合は、2010 年から 2012 年の 2 年間で 10 倍以
上に増加（2.6% → 27.0%）しており、2013 年
には約半数（49.1%）に達した（日本リサーチセ
ンター「全国訪問調査 NOS」）。

2.1.2　コミュニケーションの場の拡散
　本研究では生活者が日常的に移動するシチュ
エーション（状況）を分析し、その場・その時が
購買行動に転化できる可能性に注目した。ここで
いう購買行動は、後述するように単に来店や購買
だけではなく購買後行動も含む、購買意思決定プ
ロセス全体を意味する。
　加藤・中里・松本（2012）が指摘するように、

「マーケティングや消費者行動が語られる際（中
略）移動シーンにスポットライトが当てられるこ
とはかなりのレアケース」であった。「2013 年

度首都圏・関西圏移動者調査（10,000 人調査）」
（ジェイアール東日本企画）によれば、首都圏に
おいて「携帯電話・PHS・スマートフォンでの
インターネットを利用する場所」の割合（複数回
答）は、自宅が 46.7% で 1 位ではあるが、駅・
電車の中が 41.7% とこれに続いている。首都圏
の駅や電車の中に代表される “移動シチュエー
ション” がコミュニケーションの場としても高い
可能性があることを、次章以降で定量的に示す。

2.1.3　メディア・ハロー効果の排除
　本研究では分析モデルとして構成概念（潜在
因 子）を仮定した構造方程式モデリング 5

（SEM:Structural Equation Modeling）を採用
した。その動機は、次のようなデータの “見かけ
の相関 " の排除にある（図表 1）。
　図表 1 は、購買シチュエーションとして注目
した外出中（平日・会社や学校の行き帰り、休日・
外出中）の購買直前に接触した広告データである。
平日・休日ともにテレビ広告が際立って高い。外
出前に見たテレビ広告の影響やいわゆるテレビ広
告のハロー効果 6 とも解釈される現象であるが、
外出中の広告接触データとしては違和感が残る。
　生活者は複数のメディア・広告に接触すると考
えられるため、共通の潜在因子として「購買直前
の広告接触」を仮定することにより、各広告の購
買行動に対する “真” の影響力の測定を試みた。
具体的には、当該潜在因子に対する各広告の単回
帰モデルを構築することにより、回帰係数（パス
係数）の大きさを比較することとした。これによ
り、購買直前というシチュエーションで接触した
広告の影響力が定量的に確認できる。

4  各メディアに 15 分以上接触した人の割合（ビデオリサーチ「メディア環境調査・ＭＣＲ」関東エリアデータ）。
5  構成概念や観測変数の性質を調べるための統計手法（豊田 ,1998）。構成概念とは、例えば理系能力のように直接観測で

きない特性を指し、その場合の観測変数は数学・物理・化学等のテスト点数となる。
6 人や事物のある一つの特徴について良い（ないしは悪い）印象を受けると、その人・事物の他のすべての特徴も実際以

上に高く（ないしは低く）評価する現象。後光効果（大辞林第三版）。
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2.2　研究目的

　本研究の目的は、SNS 等の増加そしてスマー
トフォン等モバイル機器の利用シーン増加におけ
る、移動中の生活者へのコミュニケーション活動
を再評価することにある。前述したマス広告の接
触時間の低下、インターネット時間の増加が指摘
されている。こうした生活者を取り巻くメディア
環境の変化を踏まえて、“購買商品を起点 " とし
たデータを中心に分析を進める。
　関沢・鷲田・ビョルン（2002）の「場やネッ
トワークなどの『状況』には、マーケティングチャ
ンスがある」という主張は傾聴に値する。購買行
動の発生する「状況」がマーケティングの “舞台”
であるとすれば、「状況」自体の分析に加え、そ
の「状況」におけるコミュニケーション上の “競
合関係 " はどうなっているか、その「状況」にあ
る注目すべき顧客は誰かという視点が導かれる。

「状況」自体の分析、「状況」における競合関係、「状
況」の顧客という考え方 8 で本稿は論を展開する。

2.3　先行研究

　首都圏において鉄道等に利用できる電子マネー
の保有は、2013 年 5 月時点で Suica が 55.4%、
PASMO が 36.1% と延べ 9 割以上の普及となっ
ている（ジェイアール東日本企画調べ）。電車利
用だけでなく、駅売店やコンビニ等での買物決済
としての電子マネー利用も進んでいる。高松・田
口・服部・太田・末松（2013）は、こうした電
子マネーの交通データと店舗での POS データを
分析し報告している。1 枚の IC データから交通
と POS の 2 種類のデータを分析し、鉄道利用と
駅店舗に対するニーズを抽出し提言を行っている。
　宮田（2006）は、「消費者がもつソーシャル・ネッ
トワーク中での情報の伝播およびリアリティの共
有が消費者行動に及ぼす効果」について報告して
いる。商品・サービスの購買意思決定過程の「口
コミ 9」の影響に言及し、具体的にはパソコンメー
ル、携帯メール、オンライン・コミュニティの差
異を分析している。

【出所】「首都圏消費者行動調査 2011」7

7  後述する 3.2 調査概要「首都圏消費者行動調査 2011」（ジェイアール東日本企画）から引用。
8  コンサルティングのフレームワーク 3 Ｃ分析を援用。
9 商品・サービスの購買意思決定過程においては消費者間の商品やサービスに関する対人コミュニケーション、いわゆる「口

コミ」（ＷＯＭ：word-of-mouth）（宮田 ,2006）。
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図表 1　購買直前の広告接触
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　また移動空間である電車内の行動分析について
は、近年のスマートフォン利用者の増加が電車内
行動およびコミュニケーションにどんな影響を及
ぼしているかの研究がなされ、山川・赤岡（2013）
は次のように結論づけている。

　若者はスマートフォンを主体としながら、外出
先で積極的な情報探索行動をとっている（中略）
スマートフォンの普及により、中吊り広告の影響力
が低下しているという仮説は正しいとは言えない。

　具体的には「スマートフォンの使用頻度が高く、
スマートフォンで電車内行動が大きく変わる人ほ

ど、広告への好意度や広告を見る頻度が高い」と
している。
　藤居（2012）は、ソーシャルメディアの役割
や交通広告や OOH の可能性として「ソーシャル
メディアは、他メディア同士をつなぐ接着剤とな
り（中略）交通・OOH は、接触の起点にふさわ
しいメディアといえる」という評価である。この
結論は、全国 3 万サンプルのスキャンパネル調
査の生活意識やメディア接触等のシングルソース
データから得られた結果である。ソーシャルメ
ディアが「接着剤」、OOH が「接触の起点」と
いう指摘は示唆に富んでいる。

3.1　研究課題

3.1.1　課題 1（購買シチュエーション）
　第 1 の議論は、生活者が鉄道等で移動する時
間（「合間の時間」）が、購買およびコミュニケー
ション（プロモーション）の場としての有用性に
ついてである。
　関沢他（2002）は、「電車の中などの移動時間

（中略）人と待ち合わせをする合間のちょっとし
た時間」を「合間の時間」とし、「交通機関等に
おける『ヒマ』をマーケティングに活用する」こ
とを提言している。さらに、「このような『合間
の時間』には、つい人間の情報に対するガードが
甘くなる」と指摘し「合間の時間」のマーケティ
ング活用の可能性を示唆する。「合間の時間」も
含めた「その時の短期的な『状況』そのものをマー
ケティングしようというアプローチ」を「シチュ
エーション・マーケティング」と定義している。

　消費者は今後ますます計画をたてなくなる（中
略）マス広告は、どんどん効果が弱くなる。なぜ

なら、マス広告によるアプローチでは、「メッセー
ジの伝達」と「消費という実際のアクション」ま
での距離が遠い。10 

　中里（2012）の言う「非計画来店」をシチュエー
ションの視点で捉えなおすと、生活者が移動する

「合間の時間」であり来店・購買を促すコミュニ
ケーションの “場” である。首都圏の生活者の約
7 割（64.8%）は鉄道を利用している環境におい
て、この場の可能性は大きい（ジェイアール東日
本企画調べ）。

　課題 1:「外出中 11」のなかでも生活者が鉄道
等で移動する時間（「合間の時間」）は、購買を促
すコミュニケーションの場として有望である。

3.1.2　課題 2（購買プロセス）
　第 2 の議論は、移動中における交通広告・屋
外広告等 OOH、PR・イベント等が「購買意思
決定プロセス」に与える影響についてである。
　コトラー（1996）の購買意思決定プロセス（以

3.　研究課題と調査概要

10 「例えばテレビを例に（中略）次にショッピングに出かける日まで、その買いたいという衝動を、消費者は覚えていて
はくれない」としている（関沢他 ,2002）。

11 平日の会社・学校の行き帰りおよび休日の外出中を総称して「外出中」とする。
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下、購買プロセス）にしたがえば、購買プロセス
は問題認識、情報探索、代替案評価、購買決定、
購買事後行動である（図表 2）。杉本（1997）に
よれば、「購買行動は、消費者が欲求（マーケティ

ングでは、ニーズと呼ばれることが多い）を知覚
してから（中略）情報を入手し、商品を比較する」
としている。

12 交通広告に接触しており、かつモバイル（携帯・スマホ、ＰＤＡ・ＰＣ等）を車内で利用している層を指す。
13 関沢他は、個人の位置情報を扱うマーケティングを「シチュエーション・プレイス・マーケティング」としている。
14 課題 3 においては、鉄道利用の “移動者” を中心的に扱う。
15 「ながらスマホにマナーを。」AC ジャパン TVCM
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図表 2　購買プロセス

【出所】Ｐ . コトラー (1996),『マーケティング・マネジメント（第 7 版）』, プレジデント社 ,p,148.

　購買直前の広告接触と購買プロセスの関係につ
いて構造方程式モデリング（以下、SEM）を用い、
SEM モデルⅠを構築した。モデルⅠは、「購買直
前の広告接触」が「広告接触後の行動」そして「商
品満足度」、「商品再購買意向」が発生する過程を
示している。購買プロセスの中で問題認識、情報
探索、代替案評価そして購買事後行動を中心に具
体的な分析を行う。同様に SEM モデルⅡは、「購
買直前の広告接触」が「購買後の推奨（口コミ等）」
を発生する過程のモデルである。また「購買後の
推奨」には、当該商品に対する「購買前の心理」
も影響するパス図の構成とした。

　課題 2: 移動中における交通広告・屋外広告等
OOH、PR・イベント等は、「購買プロセス」にマ
ス広告に匹敵する影響を与えているはずである。

3.1.3　課題 3（コミュニケーションターゲット）
　第 3 の議論は、移動中における交通広告・屋
外広告等 OOH、PR・イベント等の中で、交通
広告接触とモバイル機器（以下、モバイル）利用
の「交通広告 & モバイル」層 12 におけるコミュ
ニケーション（プロモーション）ターゲットとし
てのポテンシャルに関するものである。
　生活者の移動時間が、関沢他が提唱する「シチュ

エーション・プレイス・マーケティング 13」の場
であるとすれば、前述の課題 2 の購買プロセス
への寄与とともに関心事であるのが、ターゲット
としてのプロフィール・意識・行動である。この
分析には後述する「10,000人調査」を使用するが、
これは大都市圏（首都圏・関西圏）の生活者の移
動行動・メディア意識・購買意識等を収集し、交
通機関等で移動する生活者（移動者 14）の移動実
態（トリップ）やインサイトを分析できるデータ
である。
　近年、スマートフォンや SNS 等の普及により
生活者の移動行動にも変化が生じている。具体的
には、社会問題にもなった「ながらスマホ（歩き
スマホ）15」の問題や電車内でのメディア接触（交
通広告、新聞、雑誌等）態度である。一見、メディ
ア接触はモバイルの “一人勝ち” と錯覚してしま
うような通勤・通学の風景が見られる。以前から
携帯電話メールの存在は他のメディアの脅威で
あったが、これに SNS 等が加わりその脅威は増
したかに見える。

　課題 3: 鉄道利用者において「交通広告 & モバ
イル」層は、コミュニケーションのターゲットと
して優位なポテンシャルを有する。
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3.2　調査概要

　本研究で使用するジェイアール東日本企画の独
自アンケート調査データは 2 つである。1 つが、

「首都圏消費者行動調査 2011」（以下、データ A）
である。最大の特徴は、購買した商品をデータ収
集の起点として状況・時間・広告等のデータが紐
づけられた 10,000 商品データということである。

データ A

データ B

【首都圏消費者行動調査 2011】
調査期間：2011 年 11 月 24 日（木）～ 28 日（月） 
調査対象：1 都 3 県 15 歳～ 69 歳男女に過去 6 ヶ月以内に買った商品でかつ当該広告を覚えてい
る商品を調査 
調査手法 : インターネット調査
有効回答者数：2,500 人
有効延べ回答商品数：10,000 商品（1 人当り 4 商品を回答）

【2013 年度首都圏・関西圏移動者調査（10,000 人調査）関東エリア】
関東エリア : 首都圏通勤圏（首都 70km 圏−東京・千葉・神奈川・埼玉、茨城・山梨の一部）
調査期間 :2013 年 5 月 18 日～ 26 日
調査対象 :12 歳（中学生）～ 69 歳男女 
有効回収数 :16,803 サンプル
調査手法 : インターネット調査 
調査内容 : 連続した 9 日間の交通機関移動記録（9 日間の日記式）、生活意識・媒体意識等

　もう 1 つのアンケート調査データは、2013 年
に行った「10,000 人調査」関東エリアデータ（以
下、データ B）である。データ A とデータ B も
調査エリアはほぼ一致している。調査対象年齢が
違うためデータ B を 15 歳～ 69 歳に調査対象年
齢を揃え両データが比較できるようにした。
　データ A が購買行動を主眼にしたデータであ
るのに対して、データ B は大都市圏の鉄道移動
行動とメディア・広告接触や商品・生活意識を中
心的に収集している。また、データ B はデータ

A の約 2 年後の調査であるため、急速に増加し
ているスマートフォン・PDA・タブレット端末
そして SNS・LINE 等の現状を反映したデータで
ある。
　データ A とデータ B の “分析の橋渡し役 " は、
商品（カテゴリー単位）である。データ A は、
購買商品の購買時点・状況・購買後行動を中心的
に収集しているのに対して、データ B では商品
に対する情報収集をメディア・広告という視点で
分析することが可能である。
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4.　分析結果

4.1　課題 1 についての分析

4.1.1　購買行動パターン
　本研究ではデータ A（購買起点アンケートデー
タ）を用い、鉄道等で移動する時間≒「合間の時間」
を定量的に分析した。購買が起こったシチュエー
ションを平日と休日別に比較すると、平日は「会
社や学校に行く途中」と「会社や学校の帰り」を
合わせて 43.8% である。休日は、「外出中」が
37.3% である。つまり平日・休日いずれの場合
も購買は、約 4 割が「当初から購買目的ではな
い移動中」に生じている（図表 3）。

　購買の発生した状況別に購買頻度をみると「週
に 1 回以上」の割合は、平日の「会社や学校に
行く途中」が約 6 割（59.1%）、「会社や学校の
帰り」も 3 割以上（33.4%）、「休日の外出中」
においては 16.7% である。特に平日の通勤・通
学の行き帰りにおける購買頻度の高さがわかる。
また、購買した商品・サービス（以下、商品）を
検討した時間の中で「1 時間未満」の割合は、平
日の「会社や学校に行く途中」では 74.8%、「会
社や学校の帰り」が 58.8% である。

 
4.1.2　コミュニケーション機会としての外出中
　次に各状況別の購買先は、「会社や学校に行く
途中」が街中のコンビニが 4 割以上（42.7%）
で最も多く、いわゆる駅ナカ（駅の売店・駅のコ
ンビニ等）が 2 割強（21.0%）とこれに次ぐ。「会
社や学校の帰り」は街中のコンビニ・スーパーが
過半数（51.3%）の購買先であり、駅ナカは 1
割未満（8.9%）である。「休日の外出中」は、街

中のコンビニ（16.4%）・スーパー（18.1%）で
の購買が合わせて 3 分の 1 を占め、駅ナカの割
合は 1 割未満（7.1%）である。外出中（平日の
会社・学校の行き帰りや休日の外出中）は、駅ナ
カをはじめコンビニ等での購買を促す場であり機
会である。かつ前述のように当初から購買目的で
ない移動であるから、購買を促すコミュニケー
ション機会としての可能性が大きい。

図表 3　購買行動の状況

【出所】「首都圏消費者行動調査 2011」
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4.2　課題 2 についての分析

4.2.1　SEM モデルⅠの結果
　図表 4 は、データ A を用いたモデルⅠによる
外出中における購買プロセス SEM の結果であ
る。モデル全体の適合度指標は、GFI=.964、
AGFI=.954、RMSEA=.040 とモデルに対する
データのあてはまりが良いことが確認された。ま
た、個々のパス係数（標準化係数）は .1% 水準
で統計的に有意である。直前の広告接触において、

駅構内のデジタルサイネージ（.82）、屋外広告
（.82）、電車内テレビ（.81）の影響が強い。こ
の広告接触 16 がその後の行動（広告接触後の行
動 17）に正の影響（.28）を与えている。さらに
商品満足度、商品再購買意向形成においても正の
影響が確認できた。広告接触後の行動は、PC や
携帯電話・スマホ検索（.64）、広告・店情報の収
集（.64）等、情報探索や代替案評価が行われて
いることがわかる。

　モデルⅠ -1 が菓子類の購買に限定したモデル
である（図表5）。当該モデルの全体適合度指標は、
GFI=.941、AGFI=.923、RMSEA=.049 であり、
個々のパス係数は .1% 水準で統計的に有意であ
る。菓子類モデルは、広告接触から行動へ正の影
響（.31）を与え、商品満足から再購買意向のパ
ス係数（.72）が高く相関の高さを示している。
広告接触においては、屋外広告（.86）、駅やホー
ムの広告（.83）、電車内の広告（.81）等の影響
度が高い。接触後の行動は、PC や携帯電話・ス
マホ検索（.74）の影響力が高くなっている。
　モデルⅠ -2 として、ビール・発泡酒類の購買

に限定した（図表 6）。当該モデルのモデル全体
の 適 合 度 指 標 は、GFI=.932、AGFI=.912、
RMSEA=.053 であり、前出のモデルに比べやや
適合精度は劣るが実務的には許容範囲である。
ビール・発泡酒類モデルは、購買直前の広告接触
は駅構内のデジタルサイネージ（.81）、駅やホー
ムの広告（.80）の影響が強い。そして広告接触
後の行動は、広告・店情報収集（.59）が高い傾
向にあり、「購買決定」に向けた情報収集が活発
化している。実際に「購買や注文をした」（.49）
という行動も高い。

図表 4　熟知性の高いブランドに関する回帰モデル（従属変数：ブランド態度）

図表 5　モデルⅠ -1：商品別 SEM（菓子類）

図表 6　モデルⅠ -2：商品別 SEM（ビール・発泡酒類）

図表 4　モデルⅠ：外出中（平日の行き帰り・休日の外出中）全体

16 「その商品を購入する直前に、その広告を見聞きしましたか」という設問で、各広告ごとに「確かに見聞きした / 見聞
きしたような気がする / 見聞きしていない」の 3 段階尺度で質問した。

17 「このジャンルの商品の広告を見た後に、どのようなことをしましたか」という設問で、14 項目を 2 項目 ×7 つに分類し、
「2 項目とも実施した /1 項目だけ実施した / どちらも実施していない」の合成変数とした。
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図表 5　モデルⅠ -1：商品別 SEM（菓子類）

図表 6　モデルⅠ -2：商品別 SEM（ビール・発泡酒類）

18 「気になる / 欲しい / 絶対に買いたい」のそれぞれに対して、「はい / どちらともいえない / いいえ」の 3 段階尺度で質
問した。
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4.2.2　SEM モデルⅡの結果
　SEM モデルⅡは、関与度が高まると想定され
る新規購買の場合を取り上げた。「購買事後行動」
としての口コミ・推奨に購買前の消費者心理 18が
どのように影響を及ぼすかを分析した（図表 7）。
　新規購買商品の広告接触は、駅構内のデジタル
サイネージ（.82）、屋外広告（.79）の影響が強い。

さらに購買後の推奨（潜在因子）に対する寄与の
割合は、直前の広告接触（.37）＞購買前の心理

（.23）である。消費者の買いたい・気になるといっ
た心理醸成に加え、購買直前の “背中を押す " 広
告・プロモーションが重要であることを示唆して
いる。購買事後行動の主要な関心事である口コミ
や他者への推奨は、WEB（ブログ、SNS 等）で
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推奨した（.48）が家族や友人に推奨した（.41）
より高い点は注目に値する。新規購買商品につい
ては、2011 年 11 月時点で既にネットとリアル
でそのバイラルの力関係が逆転していると解釈で
きる。
　さらに外出中の状況で新規購買商品の SEM モ
デルⅡ -1 は、購買直前の広告接触における駅構

内のデジタルサイネージ（.85）、屋外広告（.83）
の影響度が増加傾向である（図表 8）。同時に購
買後の推奨へのパス係数（.41）も増加している。
つまり外出中における新規商品の購買シチュエー
ションでは、直前の広告接触が購買後の推奨によ
り寄与することがうかがえる。

図表 7　モデルⅡ：新規購買商品の推奨（全体）

図表 8　モデルⅡ - １：外出中の新規購買商品の推奨
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4.3　課題 3 についての分析

4.3.1　 交通広告 & モバイル層の消費ポテンシャ
ル

 　鉄道利用者 19 の「合間の時間」は、交通広告
とモバイルの “時間の奪い合い " の様相を呈して
いる。データ B によれば、鉄道利用者における
交通広告接触 20 の割合は 55.8% と半数を超える。
一方で携帯・スマホ・PC 等のモバイル利用者 21

も急増しており 47.7% と半数に近い割合である。
こうした中で、両者の重なる部分つまり「交通広
告 & モバイル」層は 28.4% と最も割合の多いセ
グメントとして注目される（交通広告のみ：
27.5%、モバイル利用のみ：19.3%）。
　当該セグメントの消費ターゲットとしてのポテ
ンシャルはどうか。前述のように首都圏における
交通系電子マネーの所有率は、Suica、PASMO
合わせて延べ 9 割以上である。こうした環境下
において同セグメントの交通系電子マネー利用率
は、Suica が約 6 割、PASMO が約 5 割で、特に
Suica は鉄道利用者全体に比べて 10 ポイント近
く上回っている。電子マネー利用の多さが消費
ターゲットとしてのポテンシャルの高さを示して
いる。

4.3.2　商品別の態度変容比較
　外出中に購買する割合の高い順に上位 17 商品22

について、交通広告 & モバイル層と鉄道利用者
全体が「交通広告を情報源とする」割合 23 の差
を検定した（図表 9）。図表 9 の 17 商品の中で、
コーヒー飲料は外出中の購買が約 7 割と最も高
く以下、お茶、雑誌・書籍、菓子類の順である。
　菓子類は、交通広告 & モバイル層が「ソーシャ

ルメディアで書き込んだり、話題になる（する）」
割合も高い（有意水準 5%）。こうした傾向は、テー
マパーク・レジャー施設、百貨店・駅ビル等のバー
ゲン、演劇・映画・コンサート・スポーツ等の鑑
賞・観戦といったサービス商品にも見られる。こ
れらの商品群は、自らの経験を SNS 等で情報の
拡散を行う典型的な商品である。また同時にリア
ルな口コミ「家族や友人に話したり話題になる（す
る）」割合も高い（有意水準 1%）。
　態度変容別に商品の特徴を比較すると、「企業
HP や商品サイトにアクセスするキッカケとな
る」割合は、ドリンク剤、天然水・ミネラルウォー
ター、特定保健用食品以外の商品で有意に高い。
さらに交通広告 & モバイル層が「購入や資料請
求のキッカケになる」商品は、次のとおりである。
コーヒー飲料／お茶／天然水・ミネラルウォー
ター／ビール・発泡酒類・新ジャンル飲料・チュー
ハイ／雑誌・書籍／菓子類／百貨店・駅ビル等の
バーゲン／演劇・映画・コンサート・スポーツ等
の鑑賞・観戦／ファッション・衣料品／音楽・映
像ソフト／ゲーム機器・ゲームソフト／通信サー
ビス
　上記商品群には、従来からリーセンシー効果が
あると考えられてきた飲料、雑誌・書籍、菓子類
以外に、サービスや嗜好性のある商品も含まれて
いる点は注目に値する。オリコム（2011）の飲料・
食品カテゴリーにおける「交通広告の出稿路線利
用者の “購入意向の実現率 "（= 広告出稿前の購
入意向に対する広告出稿後の購入率）は、非出稿
路線利用者の実現率を 100 とすると 117.8 にな
り、17.8% 高い」という報告があるが、本研究
は該当する商品カテゴリーの広さおよび購買行動
プロセスに言及している点で異なる。

10.　限界と今後の課題

8.　考察

図表 7　モデルⅡ：新規購買商品の推奨（全体）

図表 8　モデルⅡ - １：外出中の新規購買商品の推奨

19 最もサーキュレーションの多い「平日の朝（通勤・通学など）」に状況を限定した鉄道利用者である。
20 交通広告の接触とは、「普段の電車内行動」として「平日の朝」に車内広告・車内ビジョン・看板等を見ることを指す。
21 モバイル利用は、スマートフォン等で新聞・雑誌・本を読む、ＳＮＳ・LINE・メールをする、Ｗｅｂサイト・テレビ・

動画を見る、ラジオを聴く、ゲームをするである。
22 データＡの外出中購買商品の上位 15 位について、データＢで参照するとカテゴリー区分等の違いにより 17 商品が該

当する。
23 商品についての情報源として、電車の広告、電車内の車内ビジョン、駅構内のポスター・看板、駅構内のデジタルサイネー

ジのいずれかをあげた人の割合。



18　プロモーショナル・マーケティング研究

5.1　考察

5.1.1　課題 1（購買シチュエーション）考察
　課題1～3の関係を整理すると図表10となる。
課題 1 の購買シチュエーションに対してデータ
A から、購買行動パターン、状況別の購買先等の
分析データを提示した。商品（10,000 商品）を
購買した曜日の平日と休日の割合は 6：4 である。

この中で外出中に購買が発生した割合は、平日が
43.8%、休日が 37.3% で購買商品全体の中でも
4 割以上（41.1%）を占める。買物を目的とした
購買行動（買うために出かけた）割合が平日は
30.8%、休日は 45.4％である。平日の外出中の
割合は、休日の「買うために出かけた」に匹敵す
る高さである。しかも本研究で注目する「外出中」
というシチュエーションは、首都圏においては生
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図表 9　態度変容（交通広告を情報源とする割合：
交通広告＆モバイル層と鉄道利用者全体の差の検定）

【出所】「2013 年度首都圏・関西圏移動者調査（10,000 人調査）関東エリア」

図表 10　課題概念図
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【出所】「2013 年度首都圏・関西圏移動者調査（10,000 人調査）関東エリア」

図表 10　課題概念図

活者の約 7 割が鉄道を利用する移動である。
　まず特筆すべきは、外出中の購買頻度の高さで
ある。平日の「会社や学校に行く途中」は週に 1
回以上の購買頻度の割合が 6 割（59.1%）にも
及ぶ。そこで購買される商品は、高松他が取り上
げた雑誌・新聞・たばこ・飲料・菓子類が多いと
考えられるが、データ A の分析によればトイレ
タリーやサービスも比較的多い。また外出中の購
買検討時間は、1 時間未満が 5 割から 7 割である。
首都圏の通勤通学者のうち、通勤・通学時間が 1
時間未満の人が 75% であることと符合する結果
である（ジェイアール東日本企画調べ）。いわゆ
る習慣購買もあるだろうが、前述の状況は広告等
情報による刺激が短時間で購買に転化する可能性
を秘めた場であることを示している。
　では実際の購買が行われている購買先について
検討する。平日の会社や学校に行く途中において
も、いわゆる駅ナカ（駅の売店、駅のコンビニ・
駅ビル・駅構内のお店）での購買は、2 割強

（21.0%）である。最も多いのは街中のコンビニ
で 4 割以上（42.7%）である。平日の会社や学
校の帰りや休日の外出中は、駅ナカでの購買は 1
割に満たない（8% 以下）。
　このことは、外出中とりわけ鉄道による移動シ
チュエーションを単に “購買や消費の場 " と捉え
るのではなく、“購買プロセスの場” として議論
することに他ならない。杉本（1997）が指摘す
るように「厳密には消費行動と購買行動は区別さ
れる」とすれば、鉄道による移動シチュエーショ
ンを消費の場と捉えるのは、その場のポテンシャ
ルを矮小化・過小評価することになる。つまり、
問題認識から購買事後行動までの購買プロセス全
体に対するコミュニケーションの場としての有用
性が重要であり、その可能性は十分に秘めている。
　以上の考察により課題 1 は、外出中が購買の
場としてだけでなく購買を促すコミュニケーショ
ンの場としても有望である可能性が高い。さらに
外出中の中でも特に鉄道による移動中は、関沢他
が示唆する「人間の情報に対するガードが甘くな
る」ことが移動者のインサイトとして確認できれ
ば、コミュニケーションの場としてさらなる可能
性が期待できる。
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5.	 考察と実務的示唆
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5.1.2　課題 2（購買プロセス）考察
　課題 2 について、外出中の状況において SEM
モデルにより交通広告・屋外広告等 OOH は、購
買プロセスの「問題認識」（ニーズの喚起）でマ
ス広告を凌駕する正の影響力が確認された。さら
に、商品別 SEM モデルにより移動中の交通広告・
屋外広告等 OOH が、購買プロセスにおける「問
題認識」・ニーズ喚起を行い、「情報検索」そして

「購買決定・購買事後行動」へ誘導していること
を定量的に示すことができた。
① SEM モデルⅠ : 全体モデル
　課題 2 の購買プロセスの分析には、SEM モデ
ルⅠと SEM モデルⅡを使用した。「平日の行き
帰りおよび休日の外出中」に発生した購買行動全
体（3,628 件）SEM モデルⅠより、直前の広告
接触がその後の行動（広告接触後の行動 : 潜在因
子）に正の影響（.28）を与えている。さらに商
品満足度、商品再購入意向形成においても正の影
響が確認できた。特に久保田（1999）の「顧客
満足と再購買意向にはポジティブな相関がある」
を裏付けるように、商品満足度から商品再購入意
向へのパス係数は .63 と高い値となっている。
　本研究の論点である購買プロセスの「問題認識」
において、どんな広告が購買直前に影響を与えて
いるかを考察する。「直前の広告接触」を概略的
にみると、いわゆるマス広告よりも交通広告・屋
外広告等 OOH の影響力が高い。具体的には、駅
のデジタルサイネージ・屋外広告・電車内テレビ
＞新聞広告・ラジオ広告・雑誌広告＞テレビ広告
の順である。
　同じデータを使った購買直前の広告接触グラフ

（前出、図表 1）と比べると、マス広告の影響は
高くないという “予想外 " の結果が確認できた。
そしてインターネット広告の購買直前の影響力も
意外に高くない。後述するがインターネットは、
購買直前のニーズ喚起より「情報検索」「代替案
評価」としての役割を担っているためであろう。

「情報検索」は、PC や携帯電話等で検索・他の
商品や販売店の情報収集が上位にくる。
② SEM モデルⅠ -1・Ⅰ -2：商品限定モデル
　購買直前の広告接触は、商品によって影響力に
差が生ずると考えられる。ここでは、外出中
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（51.5%）＞買うために出かけた（40.1%）と圧
倒的に外出中の購買シーンが想定される菓子類
と、それらが外出中（35.4%）＜買うために出か
けた（54.3%）と逆転するビール・発泡酒類の 2
つのモデルを取り上げた。
モデルⅠ -1：菓子類
　交通広告・屋外広告等 OOH のリーセンシー効
果が経験則的にも認識されている菓子類は、直前
の広告接触において屋外広告や交通広告（特に駅
やホームの広告）の影響力が高い。さらに広告接
触後の行動では、PC や携帯電話等で検索（.74）、
ショールーム・イベント参加（.65）が高い傾向
である。菓子類は、屋外広告や交通広告の影響力
が高く購買につながりやすいだけではなく、PC・
携帯電話等による検索およびイベント参加等も喚
起されやすい商品である。
モデルⅠ -2：ビール・発泡酒類
　この商品は、「買うために出かけた」が過半数を
占める商品である。購買直前の広告接触における
交通広告（駅構内のデジタルサイネージ・駅やホー
ムの広告等）や屋外広告の影響力が高い。加えて、
雑誌広告（.75）、インターネット広告（. 67）の
影響力が高い傾向がある。広告接触後の行動は、
広告・店情報、価格比較、購買や注文の行動が高
くなることから、コミュニケーションにより購買
に転化しやすい状況がうかがわれる。
③ SEM モデルⅡ：新規購買商品モデル
　SEM モデルⅡは、新規購買商品の購買直前の
広告接触が購買プロセスの「購買事後行動」の口
コミに対する影響モデルである。
　新規商品購買では、購買前の消費者の心理が購
買行動に大きな影響を与えることは想像に難くな
い。例えば問題認識・情報検索・代替評価と同時
に、気になる商品であったり、欲しい・買いたい
と思っていたという心理の影響は大きい。SEM
モデルⅡ全体モデルでは、「欲しいと思っていた
商品」（.97）という心理が購買前の心理（潜在因
子）への影響が最も強い。
　一方で、直前の広告接触への影響の大きさとし
て、駅構内のデジタルサイネージ（.82）が際立
つのは、新商品等の告知におけるインパクト重視
のコミュニケーション戦略と無関係ではない。ま

た「購買後の推奨」には購買前の心理より購買前
の広告接触が明らかに有効である（.37 ＞ .23）。
これによる購買後の推奨は「WEB で推奨」が家
族や友人への口コミより優勢である（.48 ＞ .41）。
外出中の新商品購買行動では購買後の推奨への直
前の広告接触の影響（.41）は増加し、それは屋
外広告（.83）、PR イベント・展示会（.74）の
影響力増加が寄与している。
　
5.1.3　 課題 3（コミュニケーションターゲット）

考察
　課題 3 のコミュニケーションターゲットにつ
いて「交通広告 & モバイル」層が、鉄道利用者
全体に比べ交通系電子マネーの利用率等において
消費性向の高いことが確認できた。
　コトラーの購買プロセスに立ち返りデータ B
について態度変容の特徴を整理すると、問題認識
≒ニーズ喚起、情報探索≒商品サイト等アクセス、
代替案評価・購買決定≒購買キッカケ、購買事後
行動≒口コミ・SNS 等書き込みとなる。態度変容
別に商品の違いを見ると次のとおりであり、当該
セグメントの特徴が浮かび上がる。
①ニーズ喚起
　購買プロセスの「問題認識」にあたり、具体的
には「欲しい（必要だ）と思うキッカケとなる」
ことを指す。ここにあげた 17 商品は、購買シチュ
エーションが外出中という割合が高い商品群であ
る。この 17 商品中 16 商品で当該セグメントは、
交通広告が情報源となりニーズ喚起されている

（有意水準 5% 以上）。唯一、検定で有意差が確認
できなかったのは、化粧品である。化粧品は、広
告情報のみではニーズ喚起につながりにくい “こ
だわり” の強い、情報収集が活発な商品であると
思われる。
②商品サイト等にアクセス
　購買プロセスの「代替案評価」にあたり、具体
的には「商品サイト等にアクセスするキッカケに
なる」である。商品別にみると、前述のニーズ喚
起同様に交通広告 & モバイル層の反応は高く、
17 商品中 14 商品で有意な差（有意水準 5% 以上）
が見られる。逆に検定で有意差が確認できなかっ
た商品は、ドリンク剤、天然水・ミネラルウォー
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図表 11　外出中の商品購買時間帯
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ター、特定保健用食品である。
③購買キッカケ
　購買プロセスの「代替案評価」から「購買決定」
にあたり、具体的には「購買や資料請求のキッカ
ケになる」であり、いわゆるリーセンシー効果に
近い概念である。コーヒー飲料・菓子類等のよう
に従来から同効果が主張されてきた商品以外に、
通信サービス、演劇・映画、音楽・映像ソフト等
においても、交通広告 & モバイル層ではリーセ
ンシー効果が認められる可能性が高い。
④口コミ・SNS 等の書込み
　購買プロセスの「購買事後行動」にあたり、具
体的には「家族や友人に話したり、話題になる」

「ソーシャルメディアで書き込んだり、話題にな
る」である。商品別にみると、17 商品中 12 商
品で家族や友人での口コミが発生している。一方
で交通広告を情報源として、SNS 等での書き込
みが発生するのは菓子類、テーマパーク、バーゲ
ン、演劇・映画等でいわゆる “体験型商品・サー
ビス " といえる。

5.2　実務的示唆

　データ A の 28 カテゴリー商品データから
SEM モデルⅠ商品限定モデルで取り上げた菓子
類、ビール・発泡酒類の平日・休日別の購買時間

帯は次のとおりである（図表 11）。
　菓子類は、平日の朝 8 時台・11 時台と夕方 18
時台に、休日の 10-11 時台と 14-15 時台にそれ
ぞれ購買のピークが見られる。SEM モデルⅠ -1

（前出、図表 5）から、菓子類は屋外広告に加え
駅やホームの広告、電車内の広告等の接触機会が
多い。また広告接触後は、PC や携帯電話・スマ
ホ検索、店情報の収集やイベント参加が多いこと
も確かめられた。平日の交通広告・屋外広告等
OOH の広告展開およびの休日昼のイベント等に
よる商品訴求の有用性は、スマホ等による検索を
誘発し、当該データ等からその実務的な蓋然性が
示唆される。
　ビール・発泡酒類については、平日・休日の朝
10-11 時に購買のピークは見られるが、平日・休
日の 17-18 時台のピークを狙ったキャンペーン
展開が想定される。SEM モデルⅠ -2（前出、図
表 6）から、当該商品は雑誌広告やインターネッ
ト広告に加え交通広告・屋外広告等 OOH の中で
も駅構内のデジタルサイネージや駅やホームの広
告が効果的である。また広告・店情報の収集行動
や実際に購買する行動が高い傾向があるため、こ
うしたニーズに応えるプロモーションが有効と思
われる。これにより外出中の “試し買い・小口買
い” が期待される。
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図表 11　外出中の商品購買時間帯

【出所】「首都圏消費者行動調査 2011」



22　プロモーショナル・マーケティング研究

　交通広告 & モバイル層をコミュニケーション
ターゲットとした場合、リーセンシー効果が従来
から主張されてきた商品群（飲料・雑誌・菓子類
等）以外にも「購買や資料請求のキッカケになる」
可能性のある商品群が浮かびあがる。具体的には、
百貨店・駅ビル等のバーゲン、演劇・映画・コン
サート・スポーツ等の鑑賞・観戦、さらにはビー
ル・発泡酒等のアルコールやファッション・衣料
品、音楽・ゲーム等のソフトである（前出、図表
9）。これらの多くは、「家族や友人に話す」や「ソー
シャルメディアに書き込む」といった口コミも誘
発される商品でもある。
　宮田によれば、オンラインでの口コミ伝達は「レ
ジャー・旅行（22.8%）、パソコン（11.7%）、飲
食・レストラン（18.2%）、CD・映画（18.2%）
などの、実際に利用してみなければその効用が確

認できない商品やサービスにおいて活発な口コミ
が発生していた」という調査結果である。こうし
た商品群には、交通広告・屋外広告等 OOH と体
験型イベントや口コミ・SNS 等の書き込みを促
進するプロモーションミックスが有効であろう。
　藤居は、「消費者間のハブになる可能性が高く、
情報リテラシーの高い層にリーチを効率的に獲得
できる交通・OOH は接触の起点にふさわしいメ
ディア」とし、交通・屋外広告等 OOH のポテン
シャルの大きさを示唆している。また梅津・菅原・
土屋（2012）は、「状況別の心理・行動」として

「電車で移動しているとき」や「駅構内やホーム
にいるとき」に「携帯・スマホなどで検索」、「広
告に目がいく」の心理・行動の高さを報告してい
る（図表 12）。
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2006 　2006 年時点で宮田が指摘した、鉄道移動者が
「モバイルである点をいかして、車内広告などの
屋外の情報を取り入れ、それを携帯メールで伝え
ている」状況は、現在ではごく普通の「合間の時
間」の “風景 " となっている。交通広告 & モバ

イル層が、交通広告を「接触の起点」として前述
した商品群を中心にリアルな場面での “口コミ "
とオンラインでの “クチコミ " を発生させている
可能性は高く、戦略ターゲットとなる所以である。

図表 12　状況別の心理・行動

【出所】梅津・菅原・土屋 (2012),「購買行動と媒体・広告効果に関する分析」,『日経広告研究所報』266 号 ,
日経広告研究所 ,p.15.
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図表 12　状況別の心理・行動

6.　おわりに

　本研究の「交通広告 & モバイル」は、あくま
でもリーチ（接触）レベルのターゲティングであ
る。そのためフリークエンシー（接触の頻度）や
接触時間までは議論の対象としていない。した
がって、当該セグメントの鉄道乗車時間の大半は
モバイルに占有され、交通広告を見る時間は少な
いのではないか、という指摘が考えられる。
　しかし、このターゲティングを“支援する " デー
タが存在する。2011 年に首都圏の鉄道会社と鉄
道系ハウスエージェンシー11社で構成される「デ
ジタルサイネージ推進プロジェクト」が行った首
都圏主要駅構内における「デジタルサイネージネッ
トワーク共同実証実験」では、15 秒素材の平均
視聴時間が約 1.5 秒であった。歩行者が動画広告
に接触する時間として大変興味深い報告である。
　また広告視聴時間に関しては、クローバー =
リエル（1990）が雑誌広告について「読者は広
告に約 2 秒使う」と報告している。つまり雑誌
広告の閲読時間は、広告の大きさ、カラーかモノ
クロか等で異なるが、平均約 2 秒という結論であ
る。これに従えば雑誌広告と電車内広告・デジタ
ルサイネージの違いはあるが、1.5 ～ 2 秒の接触
時間があれば、オーディエンスは広告を峻別でき
ることに他ならない。広告が 2 秒以上の視線を確
保できるかは、広告のクリエイティビティとオー
ディエンス自身の興味関心に委ねるしかない。
　交通広告 & モバイル層の広告接触時間が 2 秒
かは調査できていない。しかし仮に 1.5 ～ 2 秒
の接触時間が確認されれば、当該セグメントの優
位性はさらに強固なものとなる。今後の課題であ
ると同時に交通広告・屋外広告等 OOH のビジネ
ス機会でもある。
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