
 

 2007 年 12 月 5 日 
         

＜博報堂消費トレンドレポート２００７-０８＞ 

2007 年ヒット商品分析から読む今年の消費欲求 

消費の欲求４景【原景・別景・編景・瞬景】 
 

2007 年は、自分の足元を見つめて体験し直す「原景消費」。 

2008 年は、自分の「深め探し」と「いいとこ取り」の欲求も高まる予想。 
 

博報堂研究開発局では、毎年、生活者の消費現象に潜む特徴的なトレンドについて研究しておりま

す。本年は、2007 年の生活者の消費動機を「消費の欲求４景【原景・別景・編景・瞬景】」と名付け

たトレンドレポートをまとめました。また同時に、生活者に聞いた 07-08 年「消費に関わる生活欲求」

も調査いたしましたので、ご紹介申し上げます。 

 

 2007 年は、昨年からの好況を維持し、特に前半までの景気拡大が生活者に気分的・金銭的・時間的

な余裕をもたらしました。その半面、後半からは年金問題、原油高騰、食品の賞味期限問題、米国サ

ブプライムローン問題など不安定な要素が相次ぎ、実際の消費行動においては、選択眼をやや厳しく

した年だったといえそうです。調査では、76.5%の人が「自分の身の回りで情報の増大感」を感じ、

半数の人が「世の中の情報について、スピードが速すぎてわずらわしさを感じる」と回答しました。 

 

こうした中で、博報堂は、多様化する生活者の消費志向をつかむために、メガヒット商品に限らず、

消費の小さな兆しも視野に入れたロングテール消費にも注目しました。その分析の結果、生活者が

日々拡張する膨大な情報を主観的に吟味・取捨選択し、自分なりの生活シーンを作り出す今年の傾向

を「消費の欲求４景【原景・別景・編景・瞬景】」＊と名付け、分類しました。さらに、この欲求４景

から 11 の「消費に関わる生活欲求」キーワード＊＊を抽出し、これについて生活者の意識を調べまし

た。（＊/＊＊次ページ参照） 

 

この結果、2007 年は、特に「原景消費（自分の原点を見直す消費）」が進んだことがわかりました。

デジタル技術の進化と商品・サービスの多様化により、過去に愉しみきれなかった憧れや、やり過ご

してしまったことを、再び探してつながり直す機会が多く生まれました。生活者が、膨大な情報の中

から、自分の原景を見直すような事柄を主観的に選択し、内なる理想シーンを探した年であったよう

です。消費欲求キーワードとしては、「“素”の感じ直し（68.1%）」が、最も支持されました。また、

「思い出の買い直し」「“善”の学び直し」なども上位にランキングされています。今年のトレンド

は、情報が溢れる前の時代にあったような”素朴･思い出･モラル”など、記憶や知識のストックがあ

っても、これまで実行の足りなかったことを棚卸しして、新たに体験し直すような欲求であったとい

えます。 

 

一方で、2008 年に強まりそうな生活欲求を尋ねたところ、原景の関心を土台に「深め探し（53.3%）」

や「性別・年代別の自在化（50.5%）」への支持が高いことがわかりました。進化する情報環境と、多

様化する商品サービスをテコに、さらに自分の知的・身体的レベルを上げる“ハードル上げ”の欲求

が、来年も強く消費と結びつきそうです。また、性別や年代の垣根にとらわれずに趣味や嗜好をいい

とこ取りする意識も高く、たとえば本来大人向けのものを子供向けに展開したり、女性向けのものを

男性向け仕様に変換するような、自在な商品企画に関心が強まりそうです。 

 1



 

2007 年「消費の欲求４景【原景・別景・編景・瞬景】」と、 
11 の「消費に関わる生活欲求」キーワード 

 
 
【原景（懐かしさ）】 
⇒社会や個人の原点にある記憶や知識を振り返り、やり残した憧れやモラルを体験し直す
欲求。 

 

①「思い出」の買い直し…かつて熱中したモノやコトに、改めて触れてみる 

：国産高性能スポーツカー ＨｉＦｉオーディオ 鉄道博物館 など。 

②「善」の学び直し…かつて社会や生活にあった善行やモラルを意識して生活してみる 

：女性の品格 デジタル貯金箱 エコバック など。 

③「素」の感じ直し…情報が溢れる前の時代にあったような「素朴」さや「シンプル」さに関心を持つ 

：家庭菜園 布ぞうり 手作りプロダクト など。 

 

 
【別景（新しさ）】 
⇒日常にない別世界、別テンションに注目し、新しい刺激を楽しみたいという欲求。 

 

④「深め」探し…より深い知識を求めたり、より難しい挑戦をして刺激を感じる 

：検定ブーム 秘境ツアー 大人の社会科見学 インド式計算術 など。 

⑤「お高め」探し…より贅沢、より高級な品質やサービスに興味と満足を感じる 

：プレミアムシャンプー 高級宿泊プラン など。 

⑥「ゆるめ」探し…加速する社会の中で、あえて平凡でお気楽な癒しを探す 

：おしりかじり虫 ゆるゆるファッション 無限プチプチつぶし など。 

 

 

   【編景（自分らしさ）】 
⇒古今東西の情報をいいとこ取りして、生活全体を自分基準に編集したいという欲求。 

 

⑦「性別・年代別」の自在化…性別や年代の垣根にとらわれず趣味や嗜好を「いいとこ取り」してみる 

        ：男性美容ブーム 大人向けファストフード キッザニア など。 

⑧「時間」の自在化…すきま時間をうめたり、朝晩に活動時間をシフトして、生活の充実度を上げる 

        ：ワンコインフィットネス 昼休みプチおけいこ 朝時間への注目 など。 

⑨「見せ場」の自在化…「自分」にこだわり、「自分」を自由に編集・プレゼンテーションする 

：おしゃれサンダル ブログ自費出版 仮想空間上のアバター など。 

 

 

【瞬景（ノリやすさ）】 

⇒直感的、説明要らずのわかりやすいモノへ瞬間的に反応し、それに乗って楽しみたいとい

う欲求。 
 

⑩「即感」早わかり…説明要らずでピンとくる、直感的な商品やサービスに本能的にノって楽しむ 

：超ビッグサイズハンバーガー ビリーザブートキャンプ 体感実感型ＴＶゲームなど。 

⑪「お墨付き」早わかり…誰かのお墨付きだったり、はずれがない定評や裏づけに関心を持つ 

：六本木・銀座・有楽町再開発商業施設 80 年代音楽ブーム 

 

 

詳細につきましては、次ページより＜資料編＞としてご紹介しております。 
 

 

 

本件に関するお問い合わせ    博報堂      広報室    平澤・西尾 Tel：０３－５４４６－６１６１ 

       研究開発局   中村・蔦原 Tel：０３－５４４６－６４８５ 
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＜資料編＞ 
 

<１> 2007 年消費トレンドの背景にある「景気全般と情報環境への意識」 

 

企業も家計も贅肉をそぎ落とし、景気拡大の流れの中で、積極的な助走をはじめた 2007 年。しか

し後半からは年金問題、原油高騰、食品の賞味期限問題、米国サブプライムローン問題などの不安定

な要素が相次ぎました。生活者は、「昨年に比べ、気持ちが前向き（38.2%／前年比＋2.2）」と積極性

を保つ反面、「将来への不安が増えた（56.6%／前年比＋9.8）」ことで、いったん立ち止まり、自分の

足元（原点）を見直した様子が伺えます。また「欲しいと思う商品やサービスが増えた（29.3％／前

年比-8.4）」の割合も減少いたしました。全般に、実際の消費市場では選択眼をやや厳しくした一年

だったといえそうです。 

また、本年はＩＴツールが一段と進化したことで、生活者の 76.5%が「自分の身の回りで、情報の

増大」を感じています。こうした情報環境の変化は、商品やサービスのかつてない大陳列を可能にし

ました。その結果、生活者は、より深いこだわり体験や、知ってはいても憧れるだけだったことを、

実現しやすくなりました。 

一方、情報環境において、「世の中の情報のスピードが速すぎて、わずらわしさを感じる」人も、

47.0%存在することがわかりました。加速する社会を見つめなおして、シンプルさを感じたい、癒さ

れるシーンを確保したいという欲求も高まっているといえそうです。 

単位：% ⇒五段階評価ＴＯＰ２ＢＯＸの数値 

（情報環境への意識）は本年度のみの調査データ

＜積極的な消費意欲＞
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＜情報環境への意識＞
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<2> 生活者が感じた 2007 年の「消費に関わる生活欲求」 

  

生活欲求調査結果のトップは、「素の感じ直し（68.1%）」でした。複雑化した時代以前の”シンプ

ル・素朴さ”を感じられる、手作り感や素材感の味わい直しが支持を集めました。メガヒットにつな

がりにくそうなカテゴリーですが、実際には布ぞうりの作り方ＢＯＯＫがベストセラーになったり、

レンタル菜園への申し込みが殺到するなど、身近な関心が集積された結果といえそうです。 

また、男性の美容ブームに代表される「性別・年代別の自在化（68.0%）」も僅差で２位に入りまし

た。異性や異世代が享受していているのを知ってはいたが、手を出しにくかったモノやサービスを、

垣根を越えて楽しむ傾向が多くの生活者に支持されました。 

次いで「深め探し（64.8%）」の欲求が続きます。情報環境が拡張したことによって、手に入りにく

かった情報にアクセス・挑戦しやすくなりました。自分が持っている常識やスキルをさらに高めたり、

能力開発すら楽しんでしまう生活者の傾向が特徴的です。 
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注）実際の消費行動の有無ではなく、消費に関して生活の中で感じている欲求のランキングです。 

                   単位：% ⇒五段階評価ＴＯＰ２ＢＯＸの数値 
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<３> 2008 年へ向けた「消費に関わる生活欲求」の変化予測 

 

来年強まりそうな消費欲求を尋ねたところ、「深め探し(53.3%）」がトップで、“より深い知識を求

めたり、より難しい挑戦をして刺激を感じる”ことを求める傾向が強まることがわかりました。進化

する情報環境と多様化する商品サービスをテコに、さらに自分の知的･身体的レベルを上げる“ハー

ドル上げ”の欲求が、08 年も強く消費と結びつきそうです。 

性別や年代の垣根にとらわれずに趣味や嗜好をいいとこ取りしてみる「性別・年代別の自在化

(50.5%)」意識も依然高く、たとえば本来大人向けのものを子供向けに展開したり、女性向けのもの

を男性向け仕様に変換するような、自在な商品企画に関心が強まりそうです。 

また「思い出の買い直し(43.1%）」への関心も堅調です。消費のボリュームゾーンである 40 代以上

を中心に、“心のお気に入り”として関心はあったが、十分に愉しみきれなかったことを再体験する

動きがさらに強まりそうです。あわせて、素朴さやシンプルさに関心を持つ「素の感じ直し(39.3％)」

や、エコやマナー意識に代表される“かつて社会や生活にあった善行やモラルを意識して生活してみ

る”「善の学び直し（37.1％）」など、個人や社会の原景を基盤に、欲求を実現する傾向は、08 年も

続きそうです。 

 注）実際の消費行動の予定ではなく、来年消費に関して生活の中で強まりそうだと感じている欲求のランキングです。 
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＜博報堂「2007 年消費に関わる生活欲求調査概要＞ 

調査地域：首都圏、関西圏  

調査対象：15-69 歳男女 合計 634 名（男性 320 名、女性 314 名） 

実施期間：2007.11.9－11.13    

実施方法：博報堂Ｈｉ－ｐａｎｅｌ調査（インターネット調査） 

 

※ 調査では、博報堂が定めた今年の消費に関わる生活欲求を表すキーワードを説明する文章について、「あなたご

自身が今年、生活の中で、次にあげるようなお気持ちになったことがありますか？」を、「非常にあてはまる」「ややあて

はまる」「どちらともいえない」、「あまりあてはまらない」「まったくあてはまらない」のそれぞれどれかひとつを選択してもら

いました。また、08年に関する欲求については、「あなたご自身が来年、生活の中で、次にあげるようなことの中で、

お気持ちとして強まりそうなものはありますか。あてはまるものをいくつでもお選びください。」と、回答をＭＡ方式で調査

しました。 

 

※ それぞれのキーワードについては、以下の文章（大意）で生活者に聞いています。 

①「思い出」の買い直し⇒かつて熱中したモノやコトに、改めて触れてみる 

②「善」の学び直し⇒かつて社会や生活にあった善行やモラルを意識して生活してみる 

③「素」の感じ直し⇒情報が溢れる前の時代にあったような「素朴」さや「シンプル」さに関心を持つ 

④「深め」探し⇒より深い知識を求めたり、より難しい挑戦をして刺激を感じる 

⑤「お高め」探し⇒より贅沢、より高級な品質やサービスに興味と満足を感じる 

⑥「ゆるめ」探し⇒加速する社会の中で、あえて平凡でお気楽な癒しを探す 

⑦「性別・年代別」の自在化⇒性別や年代の垣根にとらわれず趣味や嗜好を「いいとこ取り」してみる 

⑧「時間」の自在化⇒すきま時間をうめたり、朝晩に活動時間をシフトして、生活の充実度を上げる 

⑨「見せ場」の自在化⇒「自分」にこだわり、「自分」を自由に編集・プレゼンテーションする 

⑩「即感」早わかり⇒説明要らずでピンとくる、直感的な商品やサービスに本能的にノって楽しむ 

⑪「お墨付き」早わかり⇒誰かのお墨付きだったり、はずれがない定評や裏づけに関心を持つ 
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