
 

サイバースペースへの 

買い物行動移行特性とその要因 
 
 
 

植田 拓磨1・山室 寛明2・谷口 守3 
 

1非会員 阪神高速道路株式会社（〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3） 

E-mail: uedatakuma2@yahoo.co.jp  

2非会員 筑波大学大学院 システム情報工学研究科（〒305-8573 茨城県つくば市天王台1-1-1） 

E-mail: yamamura70@sk.tsukuba.ac.jp 

3正会員 筑波大学大学院 システム情報系（〒305-8573 茨城県つくば市天王台1-1-1） 

E-mail: mamoru@sk.tsukuba.ac.jp 

 

ネットショッピングの市場規模は着実に拡大し，実スペースでの買い物行動を移行しつつある．このよ

うな流れは，買い物を目的とした都市の滞在者を奪っていくことで賑わいの低下に繋がることが問題視さ

れている．そのために実スペースが受ける影響は大きいと考えられるが，その実態は十分に明らかにされ

ていない．都市活性化の観点からは，ネットショッピングによる買い物行動の移行の実態を把握しておく

ことの意義は大きい．本研究では，まず(1)どのような人がネットショッピングを利用し，サイバースペー

スへと買い物行動を移行しているのかを明らかにする．加えて，実際に移行した買い物行動に着目するこ

とで，(2)商品の特徴による移行要因を明らかにすると伴に，(3)サイバースペースへと移行した買い物行

動の実態と(4)その進展可能性を明らかにする． 
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1. はじめに 

 

2011年度からの5年間でのネットショッピングの市場

規模は，年平均成長率10.0%程度で着実に拡大するとさ

れている1)．そのような中，ネットショッピングはサイ

バースペース（ネット上での仮想的な空間）への買い物

行動の移行（本研究では従来の実スペースでの買い物行

動がサイバースペースへ移ることと定義）を通して，都

市の滞在者を奪うことが問題視2)-4)されている．一方で，

ネットショッピングは従来の買い物行動の受け皿となっ

てきた店舗を実スペースから撤退させる5)など，既に特

定の商品においてはネットショッピングでしか購入出来

ないものも生まれつつある．そのため，都市活性化の観

点からは，ネットショッピングがもたらす買い物行動の

移行の実態をいち早く把握しておくことの意義は大きい．

この点に関しては，ネットショッピングを利用し実スペ

ースの買い物を移行させている人がどのような人かとい

う事や移行される買い物行動がどのような買い物特性

（買い物先や交通手段，商品など）を有しているかが重

要なポイントになると考えられる．なぜなら，既存研

究6)において指摘されているように，商品などの買い物

特性によってサイバースペースとの結びつき方は異なる．

どのような人がどのような買い物行動をサイバースペー

スへと移行していくのか，その動向を捉えることが本研

究の主旨である． 

ちなみに，1980・90年代の初期の研究7)-10)から現在に

至るまで11)，サイバースペースがもたらす移行に関する

議論は幅広くアプローチされてきた．例えば，我が国に

おける移行の実態を捉えようとする研究12)やどのような

地域・買い物行動がサイバースペースへと移行するのか

を明らかにしようとする研究13)-15)，個人の行動特性に着

目した研究12), 16)などが行なわれるようになっている．ま

た，買い物行動の発生源である店舗側の移行実態からア

プローチした研究6), 17)や情報源となるメディア側の移行

実態に関する報告18)も行われるようになっている．さら

に，ネット利用者は日常の生活圏域が広がることを指摘

した研究19)やスケジューリングへの影響20)，地域性の崩

壊を危惧する議論21)等の研究展開も見られる．また，ネ

ットやネットショッピングに関する基礎的な情報（利用

時間や購入額，利用者の属性など）については，年々情

報の蓄積が進められている22)．しかしながら，どのよう

な買い物行動がサイバースペースへとどれだけ移行して



 

 

いるのかは十分に明らかにされていない．  

以上の背景を踏まえ，本研究ではどのような人が買い

物行動をサイバースペースへと移行しているのかを明ら

かにする．加えて，どのような買い物特性を有する買い

物行動がサイバースペースへと移行していくのか，その

実態と可能性について検討する．具体的には下記の4点

に着目した分析から，本研究の目的に応えることとした． 

1) どのような人がネットショッピングによって実スペー

スの買い物を移行させているのかを，ネットショッピ

ング利用者の活動性を考慮し明らかにする．その際，

ネットショッピング同様に，実スペースでの一般的な

買い物を移行する可能性がある買い物サービス（通信

販売や宅配サービス）も考慮し検討する． 

2) ネットショッピングの利用は必ずしも実スペースでの

買い物を移行させるとは限らない．本研究では商品の

特徴を表す14の指標を既存の調査22)等を参考に設定し，

どのような特徴を有する商品が移行されているのかを

モデル的に検討する．  

3) 次に，移行した買い物行動がどんな商品で，どんな日

に，どこで，誰と，どんな交通手段で実施していたの

かを明らかにする．これにより，どのような買い物行

動がサイバースペースへと移行しているのか，その実

態を定量的に明らかにする． 

4) 加えて，消費者が移行した店舗に対して，将来的にそ

の店舗での買い物をサイバースペースへと完全に移行

させるのか，その可能性を消費者の意識から検討する． 

なお，本研究では上記2)3)4)の分析に対して，実際に

移行した買い物行動に着目することで，可能な限り実証

的な分析結果が得られるよう配慮している． 

 

 

2. 使用データについて 

 

(1) 全国都市交通特性調査（付帯調査） 

本研究では，どのような人が買い物行動をサイバース

ペースへと移行しているのかを明らかにするため，平成

17年に実施された全国都市交通特性調査の付帯調査を活

用する．この付帯調査は，全国都市交通特性調査の調査

対象者の18歳以上の約半数に実施されている．本研究で

は，この調査のうち(a)ネットショッピングに関する調査

項目，(b)通信販売や宅配サービスに関する調査項目，(c)

移行経験の有無，(d)実スペースでの買い物状況に関す

る調査項目，(e)活動的かどうかに関する調査項目を活用

している．  

 

(2) サイバースペースへの買い物移行調査 

本研究では，どのような買い物特性を有する買い物行

動がサイバースペースへと移行していくのかを実証的な

観点から明らかにする．しかし，(1)の調査では具体的

にサイバースペースへと移行された買い物行動がどのよ

うなものであったのかまでは調査されていない．そのた

め，表-1に概要を示す“サイバースペースへの買い物移

行調査”を独自に実施した．具体的な調査の流れは，

wave1でネットショッピングの利用経験や個人属性等を

調査し，その後ネットショッピング経験者のみを対象に

wave2を実施している．wave2では， も 近におけるネ

ットショッピングでの具体的な購入商品とその特徴を14

の観点から調査した．また，その際のネットショッピン

グが実スペースでの買い物行動を移行したのかどうかを

あわせて確認した．さらに，移行経験者に対して，実際

に移行した も 近の買い物行動を1サンプルに対して1

つ，その買い物行動の具体的な実施場所や交通手段，実

施日の状況，帯同者等に関して調査すると伴に，買い物

行動の将来的な移行可能性もあわせて尋ねた．加えて，

実スペースでどのような買い物行動をどれだけ実施して

いるのかに関してもあわせて調査している．また，本調

査は以下の点において特長を有する． 

1) 移行する商品は，実スペースで購入していた商品と全

く同じとは限らない（例えば，ネットショッピング限

定の商品を購入することで，実店舗で販売している商

品を購入しなくなることもある）．本調査では既存研

究21)を参考に，“ネットショッピングでその商品を購

入していなければ，その商品，もしくは代わりとなる

商品を買いに出かけていたかどうか”を尋ねることで，

より厳密に移行を捉えられるよう配慮している． 

2) サイバースペースへの買い物行動の移行の実態を把握

する上では，そもそも実スペースでどの程度の買い物

行動を行なっているのかを把握しておく必要がある．

本調査では，上記の点と移行の実態とを同一被験者ベ

ースの調査から把握している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 wave1 wave2

調査対象

茨城県南地域に
居住するgoo
リサーチ会員

wave1において，

ネットショッピング
経験者であった者

調査方法

有効サンプル数 955部 546部

・個人属性 ・移行経験の有無

・ネットショッピングの
  利用意向

主な調査項目

2010年11月1日（月）から

2010年11月2日（火）
調査日

web調査（gooリサーチ）

2010年10月28日（木）から

2010年10月30日（土）

・移行した買い物行動
　（商品や交通手段など）

・買い物行動の移行可能性

・ネットショッピングの
  利用経験と利用頻度

表-1  サイバースペースへの買い物移行調査の概要 



 

 

3) 本研究は現在よりもネットショッピングが浸透した社

会の状況を捉えようとするものである．本調査では調

査方法としてweb調査（gooリサーチ23））を採用する

ことで，日頃からインターネットやネットショッピン

グに慣れ親しんだ者を対象と出来るよう配慮している． 

 

 

3. ネットショッピング利用に関する共分散構造

分析 

 

一般的に年齢とネットショッピング利用との間には，

強い相関関係があることが知られている22)．図-1に示す 

ように，今回用いた全国都市交通特性調査（付帯調査）

からも，その関係性が明らかとなった．しかし，過去の

研究12)によって，ネットショッピング利用には年齢だけ

でなく自動車利用可能性との間にも関係性があることが

示されている（図-2）． 

そこで，ここでは個人の行動特性とネットショッピン

グ利用との関係に着目し，共分散構造分析を適用するこ

とで，個人の行動特性の背景にある潜在因子とネットシ

ョッピング利用の因果関係を明らかにする．その際，日

常の買い物行動を移行させるものとして，ネットショッ

ピングに加えテレビショッピングなどの他の通信販売や

宅配サービスも配慮し，共分散構造モデルを構築する．

これは，他の在宅ショッピング（通信販売など）との比

較の上で，ネットショッピングによる日常の買い物への

影響について明らかにするためである．ただし，この分

析に用いるアンケート（全国都市交通特性調査（付帯調

査））の設計上，日常の買い物が減少した要因として，

ネットショッピングの利用経験と他の在宅ショッピング

の経験の有無を分離できない構造になっていることに注

意する必要がある． 

共分散構造分析を行った結果として，標準化係数を表

示したパス図を図-3に示す．なお，構築したモデルの適

合度はGFI：0.986，AGFI：0.976，RMSEA：0.047であり，

説明力のあるモデルが構築できたといえる（一般的に，

GFI・AGFIは0.9以上，RMSEAは0.05以下であれば説明力

のあるモデルとされている）．この結果より，以下のよ

うなことが明らかとなった． 

1) 中心市街地や郊外SCで買い物回数に加え，ネットシ

ョッピングやテレビショッピングなどの他の通信販売，

宅配サービスの利用経験が買い物好き（潜在変数）を

観測する変数であることが明らかとなった． 

2) また，徒歩や自転車での移動可能距離や日常の外出状

況に加え，自由に使える自動車の有無やネットショッ

ピングの利用経験が活動的な人（潜在変数）を観測す

る変数であることも明らかとなった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  その一方で，テレビショッピングなどの他の通信販

売や宅配サービスは活動的な人（潜在変数）を観測す

る変数ではないことが明らかとなった． 

4) 標準化係数（影響力）に着目すると，ネットショッピ

ングから日常の買い物への影響力が0.11であるのに対

し，宅配サービスからは0.26と相対的に高い数値を示

した．一方で，テレビショッピングなどの他の通信販

売は日常の買い物に影響を与える変数ではないことが

明らかとなった． 

5) 類推の域を出ないが，(1) スーパーなどの宅配サービ

スで購入される商品は，比較的日常的に購入する商品

であることが考えられるため，日常の買い物行動を移

行する形で利用する人が多い，(2)ネットショッピング

は，移行したいと考える商品を好きな時に購入するこ

とができる．また，ネット上での膨大な情報量が衝動

的な買い物を誘発させやすいことが考えられる．この

ため，ネットショッピングは日常の買い物行動を移行

するだけでなく，衝動買いのような誘発的な買い物行

動も引き起こしている，(3)テレビショッピングなどの 
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図-1 年齢別：ネットショッピング購入経験者の割合 
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自動車利用可能性

高い（N=16065）

自動車利用可能性
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ネットショッピング購入経験有り ネットショッピング購入経験無し

図-2 年齢別：自動車利用可能性とネットショッピング 
     購入経験者の割合の関係（参考文献 12）より転載） 



 

 

観測変数 潜在変数 誤差変数
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利用することで，日常での買い物が減少した

買い物回数

（中心市街地）

買い物回数

（郊外SC）

徒歩での

移動可能距離

自転車での

移動可能距離

交通が不便などの理由から

日常の外出を控えている

GFI：0.986  AGFI：0.976
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スーパーや生協などの

宅配サービスの購入経験
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の購入経験

自由に使える
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他の通信販売は，事前に購入する商品を検討すること

が困難であるため，衝動買いのような誘発的な買い物

行動を引き起こしている人が多いことが考えられる． 

6) 以上より，ネットショッピングの利用を検討する際，

その構造は他の通信販売や宅配サービスと必ずしも同

じではなく，日常の買い物への影響を同等に扱うこと

には注意する必要がある． 

7) なお，本分析ではネットショッピング経験者だけを別

途抽出し，活動的でない人ほど，ネットショッピング

の購入頻度が高くなっているという仮説（巣篭もり消

費）をたて検討したが，有意なパスは認められなかっ

た． 

 

4. サイバースペースへの移行に関する分析 

 

(1) 移行経験の実態 

まず，ここでは本章で用いたサイバースペースへの移

行調査に関する調査結果として，移行経験者の割合を図

-4に示す．この図から，ネットショッピング経験者のう

ち74.7%の者が移行した経験が有ることが分かる．次節

以降では，これら移行経験者を対象とした分析を行う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) サイバースペースへの移行に関する要因分析 

 先述したように，ネットショッピングの利用は必ずし

もそれが実スペースでの買い物の移行につながるとは限

らない．ここでは数量化理論Ⅱ類を用いることで，どの

ような特徴を有する商品がネットショッピングの利用に

よって移行しているのか，その要因を分析する．具体的

には，移行経験者が も 近ネットショッピングで購入

した商品の特徴（図-5）と一般的な個人属性を説明変数，

その商品をネットショッピングで購入することで，実ス

ペースの買い物を移行したかどうか（図-6）を目的変数

として分析した．図-7に商品の特徴に着目した移行に関 

 

74.7% 25.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=546

移行経験者:408人

非移行経験者138人

図-4  wave2におけるネットショッピング 

           経験者に占める移行経験者の割合 

図-3 ネットショッピングを含む在宅ショッピングと日常の買い物に関する共分散構造分析 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する要因分析結果を示す．なお，この図は右側に行くほ

ど，その商品が移行されていることを示している．この

結果から，以下のことが考察できる．なお，商品特徴

(d)(e)(f)等において，サンプル数が少ないカテゴリがある

ため，分析結果の解釈については，十分に注意する必要

がある． 

1) 商品特徴(c)(d)(g)において，移行する形でネットショッ

ピングが利用される傾向が強いことが明らかとなった．

これら商品特徴は，ネットショッピングでしか購入で

きない形態へと変化しているもの（ダウンロード商品

やネットショッピングでないと，バラ売りで購入でき

ない商品）や従来の実スペースでの買い物行動におけ

る短所（持ち運びに不便など）等を克服することで移

行が進展していると考えられる．ただし，商品特徴(d)

では，“とても当てはまる”と“まあ当てはまる”で

移行しているかどうかの結果が異なる．これは，先述

したように，サンプル数が少ないカテゴリがあるため

と考えられる． 

2) 加えて，商品特徴(i)においても買い物行動を移行させ

ていることが確認された．近年では帰省や旅先からの

土産品を土産店（実店舗）ではなく，ネットショッピ

ングで購入できるサービスも増加しているが，今回の

結果はそれを支持する結果であるといえる． 

3) 一方で，商品特徴(b)(e)(h)(m)はネットショッピングで

購入されたとしても，移行されない傾向が強い．これ

ら商品特徴は実スペースで購入することが困難なもの

であり，移行という形ではなく誘発的にネットショッ

ピングで購入された商品であるといえる．ただし，商

品特徴(d)同様に商品特徴(e)においても，“とても当て

はまる”と“まあ当てはまる”で移行しているかどう

かの結果が異なることに注意する必要がある．  

4) また，図-5に示すように，ネットショッピングで購入

される商品の6割以上が(j)ネットショッピングで購入

すると価格が安い特徴を有する商品である．しかし，

図-7の結果から，価格が安いからといって，サイバー

スペースへと移行するとは限らないことが明らかとな

った．これは，価格が安いことから，誘発的にサイバ

ースペースで買い物を行っていることが要因の一つで

あると考えられる． 

5) なお，一般的な個人属性に着目すると，24歳以下の若

い世代においてネットショッピングを利用することで，

移行している傾向が見られた． 

 

(3) サイバースペースへの移行に関する実態分析 

 以上のように，商品の特徴によって移行のしやすさが

異なることが明らかとなった．次の課題として，実スペ

ースでの買い物状況を考慮し，どのような買い物行動で

サイバースペースへの移行が進展しているのかを，実ス

ペースの買い物の量を把握した上で明らかにしておく必

要がある（本研究では買い物の量を買い物回数として算

出する）．そこで，本研究ではまず移行経験者408人の

実スペースでの年間買い物回数の合計72,696回（回答者

一人ひとりの1週間あたりの買い物回数を尋ね，年間に

拡大したものを合計）とサイバースペースへと移行した

買い物回数の合計5,429回（回答者一人ひとりの年間の

移行回数を合計）がそれぞれ(A)どんな商品であり，(B) 

どんな日に，(C)どこで，(D)誰と，(E)どんな交通手段で 

 

84.1% 15.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=408 非移行

移行

図-6 移行経験者が も 近ネットショッピングを 

利用した際の移行の有無 

図-5 移行経験者が も 近ネットショッピングで 

購入した商品の特徴 

0% 25% 50% 75% 100%

(a)日常的に購入する食料品や日

用品である

(b)茨城県では購入出来ない商品

である

(c)ダウンロード商品である

(d)ネットショッピングでないと，バラ

売りで購入できない商品である

(e)地域特産の商品（北海道のカニ

など）である

(f)外国でしか取り扱っていない商

品である

(g)宅配業者にお願い，もしくは自

動車がないと運べない商品である

(h)ネットショッピング限定の商品で

ある

(i)贈り物（お土産やプレゼントなど）

として購入した商品である

(j)ネットショッピングで購入すると価

格が安い商品である

(k)ネットの閲覧中に衝動的に購入

した商品である

(l)お店で商品を確認してから，ネッ

トショッピングで購入した商品である

(m)お店では見た事がない商品で

ある

(n)購入したサイトは，ネットでたまた

ま見つけたサイトである

とても当てはま

まあ当てはま あまり当てはまらない

全く当てはまらない

N=408



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=37
N=49
N=79
N=243

(a)日常的に購入する
商品や日用品である

(b)茨城県では購入
できない商品である

(c)ダウンロード商品である

(d)ネットショッピングでないと，
ばら売りで購入できない商品である

(e)地域特産の商品
（北海道のカニなど）である

(f)外国でしか取り扱っていない
商品である

(g)宅配業者にお願い，もしくは
自動車がないと運べない

商品である

(h)ネットショッピング限定の商品である

(i)贈り物（お土産やプレゼントなど）
として購入した商品である

(j)ネットショッピングで購入すると
価格が安い商品である

(k)ネットの閲覧中に衝動的に
購入した商品である

(l)お店で商品を確認してから，
ネットショッピングで購入した

商品である

(m)お店では見た事がない商品である

(n)購入したサイトは，ネットでたまたま
見つけたサイトである

年齢

職種

性別

自由に使える車の有無

居住地のモビリティ環境

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

N=408 相関比：0.249 的中率：81.4% 軸の重心：-1.145(非代替)，0.217(代替)

※：1段目：とても当てはまる，2段目：まあ当てはまる，3段目：あまり当てはまらない，4段目：全く当てはまらない

65歳～

女性

25歳～44歳
45歳～64歳

～24歳

男性

有り
無し

職業有り（兼業/有職

学生
無職

主婦・主夫

駅徒歩圏
駅徒歩圏外

N=7
N=14
N=40
N=347

N=42
N=53
N=98
N=215

N=12
N=6
N=30
N=360

N=5
N=16
N=17
N=370

N=5
N=4
N=27
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N=22
N=37
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N=304

N=17
N=22
N=22
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N=15
N=11
N=19
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N=44
N=81
N=266
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N=68
N=257
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N=182
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N=203

N=30
N=69
N=73
N=236

N=32
N=225
N=127
N=24

N=366
N=42

N=79
N=329

N=256
N=85
N=31
N=36

移行非移行

※

図-7  商品の特徴に着目した移行に関する要因分析結果 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買い物に出かけていたのかを調査した．そして，それら

調査結果に対して独立性の検定を通じ比較検討すること

で，どのような買い物行動においてサイバースペースへ

の移行が進展しているのかを把握する． 

図-8に買い物状況に着目したサイバースペースへの移

行実態を示す．この結果から，以下のことが考察できる． 

1) 一人当たり7.0%（=5,429回/（5,429回+72,696回））の買

い物をサイバースペースへと移行していることが明ら

かとなった． 

2) 総量ベースでは，(A)日常的に購入する商品ではない

ものほど，サイバースペースへと有意(1%水準)に移行

していることが明らかとなった．  

3) また，(B)買い物以外にも他の用事で出かけていた日

や(E)自動車(自分で運転)においても有意(1%水準)に移

行していることが明らかとなった． 

4) なお，上記2)3)の結果はあくまでも全体の傾向である

ことに注意していただきたい．因果関係としては，

(E)どんな交通手段の買い物を移行させていたかとい

う項目では，1)自動車（自分で運転）での買い物を移

行させることで，買い物先までのガソリン費用の節約

をしたいと考える場合があるかと推測できる．一方で，

2)自動車（自分で運転）以外の買い物を移行させるこ

とで，買い物先までの公共交通に要する費用を節約し

たいと考える場合もあると推測できる．このため，よ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り詳細な因果関係を明らかにしようとするならば，個

人の行動特性（自動車が利用できるかなど）も配慮し

た検討が必要になる． 

5) 一方で，(C)買物先や(D)誰と出かけていたかに関して，

有意な関係は確認されなかった． 

 

(4) サイバースペースへの移行に関する進展可能性 

以上のように算出したサイバースペースへの移行実態

は，ネットショッピングの利便性向上によって，さらに

進展する可能性もある．そこで，ここでは消費者の意識

に着目し，移行経験者が も 近移行した店舗に対して，

“ネットショッピングがより便利になれば行くことがな

くなると思うか（5段階評価：とてもそう思う1～全く思

わない5）”を尋ねることで，移行の進展可能性を検討

する．  

サイバースペースへの移行が進展すると思うか尋ねた

果を図-9に示す．その結果，移行した店舗に対して，ネ

ットショッピングがより便利になれば行くことがなくな

ると思っている者が45.8%（とてもそう思う+まあそう思

う）に達することが明らかとなった．一方で，ネットシ

ョッピングがより便利になったとしても，行くことがな

くなるとは思っていない者も26.2%（あまりそう思わな

い+全くそう思わない）存在する．そこで，このような

結果に移行した店舗で購入していた商品の特徴が影響を 

 

69.2%

22.3%

38.0%

66.7%

80.1%

80.2%

62.3%

59.3%

59.7%

67.9%

30.8%

77.7%

62.0%

33.3%

19.9%

19.8%

37.7%

40.7%

40.3%

32.1%

0% 25% 50% 75% 100%

(A)
どんな
商品

実スペースで
購入している商品

サイバースペースへ
移行した商品

実スペースでの
買い物実施日の状況

サイバースペースへ
移行した買い物実施日の状況

実スペースでの
買い物先

サイバースペースへ
移行した買い物先

実スペースでの
買い物の帯同者

サイバースペースへ
移行した買い物の帯同者

実スペースでの
買い物の交通手段

サイバースペースへ
移行した買い物の交通手段

N=72696 （移行経験者408人の実スペースでの年間買い物回数）

N=5429 （移行経験者408人のサイバースペースへ代替した年間買い物回数）

(B)
どんな

日

(C)
どこ

(D)
誰

(E)
どんな
交通
手段

**

独立性の検定結果
（**:1%有意）

**

**日常的に購入する商品

茨城県内

帯同者無し

自動車（自分で運転）

買い物以外にも他の用事で出かけていた

買い物だけ
を目的に出
かけていた

自動車（自分で運転）以外

帯同者有り

茨城県外

その他

図-8  買い物状況に着目したサイバースペースへの移行実態 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及ぼしているのかに関して検討を加える． 

商品の特徴別にサイバースペースへの移行が進展する

と思うか尋ねた結果を図-10に示す．この結果より以下

のことが考察できる．ただし，本分析では商品特徴(f)の

サンプル数がN=7であるように，少数の回答結果から考

察している点があるため，この分析結果をもって全体の

傾向を把握しきれないことには注意する必要がある． 

1) 商品特徴(i)において，62.1%の者がネットショッピン

グがより便利になれば，移行した店舗に行くことがな

くなると回答している．先の分析結果において，この

商品はネットショッピングの利用によって移行する傾

向が強く，今後実スペースから店舗が撤退していく可

能性もある． 

2) また，商品特徴(b)(d)(c)においても半数を超える者が店

舗に行かなくなる可能性を示している．実店舗では購

入することが困難な商品に関して，その商品に対応す

る店舗（バラ売りで商品を売ってくれない店舗や書

店・CDショップなど）が今後実スペースから撤退し

ていく可能性も考えられる．ただし，この際注意すべ

きことは，サイバースペースへと移行することだけが

実スペースの撤退の要因ではないという事である．例

えば，音楽産業自体が別の娯楽産業にとって代わるな

ど，他の要因とも合わせた検討をする必要がある． 

3) 一方で，商品特徴(e)(f)においては，たとえネットショ

ッピングが便利になったとしても，実店舗に行くこと

がなくなるとは思わないと回答している者が4割を超

える結果となった．個別の回答を詳細に確認したとこ

ろ，例えば旅行中に購入するので行くことがなくなる

とは思わないと回答している者もおり，商品を購入す

ることだけが目的ではない買い物行動（旅行中の買い

物など）に関しては，現時点ですぐに店舗の撤退が進

む可能性は低いことを示す結果であるといえる． 

4) また，商品特徴(l)において，実店舗に行くことがなく

なるとは思わないと回答している者の割合が相対的に

高い．この結果は，今後消費者が実スペースでの店舗

を“商品の確認”だけに使用し，“実際の購入”はサ

イバースペースの店舗で行うという使い分けを進めて

いく可能性があることを示唆している． 

 

 

5. おわりに 

 

 本研究の成果を以下に示す． 

1) ネットショッピングを含む在宅ショッピングと日常の

買い物に関する共分散構造分析により，自由に使える

自動車の有無やネットショッピングの利用経験が活動

的な人（潜在変数）を観測する変数であることも明ら

かとなった． 

2) また，(1)“ネットショッピング”と“スーパーや生協

の宅配サービス”の2つの買い物サービスは，実スペ

ースの買い物を移行する形で利用されやすい．一方で，

(2)“通信販売”は，実スペース上の買い物を移行する

というよりも，むしろ衝動買いのような誘発的な買い

物を引き起こしていることが明らかとなった． 

3) ネットショッピングでしか購入できない形態へと変化

しているもの（ダウンロード商品やネットショッピン

グでないと，バラ売りで購入できない商品）や従来の

実スペースでの買い物行動における短所（持ち運びに

不便など）を克服した買い物行動ほど移行する傾向が

0% 25% 50% 75% 100%

(i)贈り物（お土産やプレゼントなど）として

購入した商品である(N=29)

(b)茨城県では購入出来ない商品である
(N=70)

(d)ネットショッピングでないと，バラ売りで

購入できない商品である(N=15)

(c)ダウンロード商品である(N=17)

(a)日常的に購入する食料品や日用品で

ある(N=91)

(k)ネットの閲覧中に衝動的に購入した商

品である(N=54)

(j)ネットショッピングで購入すると価格が

安い商品である(N=262)

(m)お店では見た事がない商品である
(N=121)

(h)ネットショッピング限定の商品である
(N=47)

(n)購入したサイトは，ネットでたまたま見

つけたサイトである(N=95)

(g)宅配業者にお願い，もしくは自動車が

ないと運べない商品である(N=44)

(f)外国でしか取り扱っていない商品であ

る(N=7)

(l)お店で商品を確認してから，ネット

ショッピングで購入した商品である…

(e)地域特産の商品（北海道のカニなど）

である(N=20)

N=408 思う どちらともいえない 思わない

図-10 商品の特徴別：サイバースペースへの 

移行が進展すると思うか 

16.2% 29.7% 27.9% 20.1%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=408

とてもそう思う まあそう思う

どちらともいえない あまりそう思わない 全くそう思わない

図-9  サイバースペースへの移行が進展すると思うか 



 

 

強い． 

4) また，買い物だけを目的に出かけていた日よりも，買

い物以外にも他の用事で出かけていた日の買い物ほど

サイバースペースへと移行していることが明らかとな

った．加えて，自動車利用を伴わない買い物よりも，

自動車利用を伴う買い物ほどサイバースペースへと移

行していることもあわせて確認された． 

5) ただし，先の分析結果（図-10）で説明したように，

ネットショッピングが便利になったとしても，商品を

購入することだけが目的ではない買い物行動（旅行中

の買い物など）等は依然として実スペースに残る可能

性が高い． 

6) また，今後消費者は実スペースでの店舗を“商品の確

認”だけに使用するケースも増えていく可能性が示唆

された．ネットショッピングが浸透すれば，“都市の

滞在者を増やすことが必ずしもその都市の売り上げに

貢献するとは限らない”ことにも注意する必要がある． 

7) 一方で，移行に加え補完関係まで考慮した検討4), 24)が

既に行われているように，サイバースペース上での情

報収集などをきっかけに新たに実スペースへと買い物

に出かけるケースもある．本研究では，サイバースペ

ースによる実スペースの買い物の移行に着目して検討

を行ってきたが，今後はサイバースペースによって具

体的にどのような買い物が実スペースへと補完されて

いるのかといった検討も必要となろう． 
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CHARACTERISTICS AND FACTORS OF SHOPPING BEHAVIOR 
SHIFTING TO CYBERSPACE 

 
Takuma UEDA, Hiroaki YAMAMURO and Mamoru TANIGUCHI 

 
The e-commerce (EC) market is expanding steadily: shopping behavior in real space is shifting to 

online shopping. That change is regarded as a problem because it reduces the number of visitors who 
come to cities and towns for shopping. Consequently, the prosperity of such areas diminishes. That trend 
is expected to influence real space strongly, but the actual conditions and results have not been fully clari-
fied. From the perspective of urban revitalization, it is of great importance to grasp the shift in shopping 
behavior toward online shopping quickly. This study first clarifies (1) what kind of people are shifting 
their shopping behavior to cyberspace through online shopping. Furthermore, by particularly addressing 
the actually shifted shopping behavior, results will reveal (2) factors causing the shift according to prod-
uct characteristics, as well as clarify (3) the actual conditions of shopping behavior shifted to cyberspace 
and (4) the possibility of progress. 
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