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AISCA：ソーシャルメディア時代の新しい消費者行動モデル（山口）

1　はじめに

1.1 消費行動モデル小史
　商品・サービス購入時の消費者の行動を段
階に分けるいわゆる効果階層モデルは、心理
学の経営学分野への初期の応用例の1つであ
る。1898年にAttention（注意）、Interest（関
心）、Desire（欲求）の3段階からなるAIDモデ
ルを示したLewisは1900年、これを自ら修正し
てAction（行動）を加え、4段階からなるAIDA

モデルを提示した（Strong 1925a）。以来、研究
者あるいは実務家によって、さまざまなやバリ
エーションや新たなモデルが提案されてきた。
主なものを表1に示す。
　初期においてこれらは、態度研究における単
一次元モデルなど心理学の発達をある程度反映
したものであった。しかし1970年代以降、消費
行動モデル研究は、典型的な消費者像を想定し
てその購入決定プロセスの各段階の頭文字をと

った単純なモデルを提案するAIDAのようなア
プローチではなく、関与度など他の要素を取り
入れて分析を精緻化する方向に関心を移した。
これに対し、実務家の間では簡便さの観点から、
今でもAIDAやそのバリエーションのモデルが
しばしば言及され、広く使われている。
　表2は、ここ数年の間に日本で提唱された消
費行動モデルのうち主なものを列挙したもので
ある。日本では長らく、AIDAにM（Memory: 

記憶）を加えたAIDMAモデルが広く受け入れ
られてきたが、2005年に電通がAISASモデル
を提唱したことをきっかけに、主に実務家か
ら、相次いで新たなモデルが提案されている。
AISASモデルは、消費行動をAttention（注意）、
Interest（関心）、Search（検索）、Action（行動）、
Share（共有）の5段階で把握する。検索サービ
スの利用や、購入後にソーシャルメディアなど
を介した情報共有を行うことなど、インターネ
ットが普及した時代の消費行動の特徴をよくと
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モデル 年 消費行動のプロセス
AID Lewis 1898 Attention, Interest, Desire
AIDA Lewis 1900 Attention, Interest, Desire, Action
AICA Printers Ink 1910 Attention, Interest, Conviction, Action
AIDAS Sheldon 1911 Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction
PAISCH Sheldon 1911 Preparation, Approach, Interest, Closing, Sale, Holding
AICCA Hall 1915 Attention, Interest, Conviction, Confi dence, Action
ADICA West Coast Life Insurance Company 1920 Attention, Desire, (Removing) Inhibitions, Confi dence, Action
AIDCA Ramsay 1921 Attention, Interest, Desire, Caution, Action
AIDCA Kitson 1921 Attention, Interest, Desire, Conviction, Action
AIJA Osborn 1922 Attention, Interest, Judgment, Action
SRBRA Starch 1923 Seen, Remembered, Believed, Read, Acted
AIDAS Strong 1925 Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction

AID(W) C(S) PS Strong 1938 Attention, Interest, Desire (Want), Conviction (Solution), Purchase, 
Satisfaction

AIDCA Bedell 1940 Attention, Interest, Desire, Conviction, Action
AIDMA DeVoe 1956 Attention, Interest, Desire, Memory, Action;
AKLPCP Lavidge and  Steiner 1961 Awareness, Knowledge, Liking, Preference, Conviction, Purchase
ACCA Colley 1961 Awareness, Comprehension, Conviction, Action
EPC(K)C(A)A Advertising Research Foundation 1961 Exposure, Perception, Communication (Knowledge), 

Communication (Attitude), Action
AAPIS Wolfe, Brown and Thompson 1962 Awareness, Acceptance, Preference, Intention, Provocation of Sale
AIETA Rogers 1962 Awareness, Interest, Evaluation, Trial, Adoption
API Aspinwall 1964 Acceptance, Preference, Insistence
EPIA Sanclage and Fryburger 1967 Exposure, perception, Integration, Action
EARACP Schwartz 1969 Exposure, Attention, Retention, Attitude Change, Purchase
ACAIP Howard and jagdish Sheth 1969 Attention, Comprehension, Attitude, Intention, Purchase
PACYRB McGuire 1969 Presentation, Attention, Comprehension, Yielding Retention, 

Behavior
ACALTA Robertson 1971 Awareness, Comprehension, Attitude, Legitimation, Trial, Adoption
EAPCBMA Longman 1971 Exposure, Attention, Perception, Comprehension, Belief, 

Motivation, Action
ATR Ehrenberg 1974 Awareness, Trial, Reinforcement
APMAI Holbrook 1975 Attention, Perception, memory, Attitude, Intention
Association model Preston 1982 Distribution, vehicle exposure, advertising exposure, advertising 

awareness, advertising elements awareness, association evaluation, 
product perception, integrated perception, products evaluation, 
prior evaluation, integrated evaluation, product stimulation, prior 
stimulation, integrated stimulation, search, search perception, 
search evaluation, search stimulation, trial, trial perception, trial 
stimulation, adoption, adoption perception, adoption evaluation, 
adoption stimulation

AISDALSLove Wijaya 2012 Attention, Interest, Search, Desire, Action, Like/dislike, Share, and 
Love/hate).

表1：主な消費行動モデル

AISAS 電通2005 Attention, Interest, Search, Action, Share
AMTUL　 水口1976 Awareness, Memory, Trial, Usage, Loyalty 
AIDEES 片平2006 Attention, Interest, Desire, Experience, Enthusiasm, Share 
AISCEAS 望野2005 Attention, Interest, Search, Comparison, Examination, Action, Share
AISA ガイアックス 2012 Attention, Interest, Social Filter, Action
VISAS 大元2010 Viral, Infl uence, Sympathy, Action, Share
SIPS 電通2011 Sympathize, Identify, Participate, Share&Spread

表2：2000年以降に日本で提唱された主な消費行動モデル
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らえている。その他のモデルも技術や社会の変
化を反映した消費行動の特徴を捉えようとした
ものであり、それぞれ一長一短がある。
　あらゆるモデルは複雑な現実の一部を特定の
目的に応じて切り取って単純化したものである
から、消費行動モデルが数多く提案されている
ことは、消費行動の複雑さやそれぞれのモデル
の目的の多様さを反映したものといえよう。そ
の意味では、社会経済環境の変化によって新た
なモデルが提唱されることに何の不思議もな
い。ただし、AISASモデルについて発案者の電
通が商標登録をしていることからも伺えるよう
に、これらのモデルの多くが、コンサルティン
グや著作など提唱者たる実務家が自らのビジネ
スで利用するために、あえて差異や新しさを強
調する形で提案されているという要素も否定で
きない。

1.2 本稿の位置づけ
　本稿は、まず近年の社会及び技術の変化、及
び、既存の消費行動モデルの問題点を整理した
上で、AISCAモデルの基礎的なコンセプトを
提示し、今後の検証課題などを整理することを
目的とする。AISCAモデルは、ソーシャルメ
ディアが普及した現代社会における消費者の行
動をとらえるためのものである。AIDAなど一
連のモデルの長所である実務面への応用の際の
簡便さを意識するとともに、消費者行動理解の
面でも新たな視点を提示することを意図した。

1.3 ソーシャルメディアの発達と消費者行動の
変化

　AISCAモデルが前提とした近年の社会や技
術の変化は、具体的には、以下のようなもので
ある。

　(1)インターネットの発達とソーシャルメデ
ィアの普及

　わが国において、インターネットは国民の
79.1％、約8割が利用するものとなった。すで
に増加ペースは頭打ちとなっており、普及期も
終盤に入ったといえる。総務省(2011)は、イン
ターネット利用者の42.9％がソーシャルメディ
アを利用している、と記している。1つのサー
ビスだけを利用している人は17.5%、複数利用
している人は25.4%であることから、ソーシャ
ルメディア利用者の約6割が複数利用をしてい
ることになる。また総務省(2012)は、インター
ネットが電子メールの受発信をはじめさまざま
な目的に利用されており、中でもソーシャルメ
ディアは家庭内で42.2％、家庭外で46.5％が利
用するなど、ネットの利用目的の主要な1つと
なっているとしている。
　米国の調査では、comScore(2012)が、2011年
12月時点で米国のインターネット利用者の9割
がSNSを利用しており、6分に1分はSNSを利用
している計算になる、としている。これは2010

年と比べて少なくとも15％の上昇であり、アス
キー総合研究所(2011)のいう「ソーシャル社会」
化が急速に進行していることがわかる。また
Nielsen (2012)では、インターネット利用者は、
ネット利用時間全体の3.8％をポータルサイト、
4.3％を動画サイト、6.3％を電子メール、7.7％
をオンラインゲームに費やすのに対し、SNSや
ブログには21.3％を費やすとしている。
　普及が進むにつれ、人々はソーシャルメディ
アを、ポータルサイトや検索エンジンに代わる
「ネットへの入り口」として使うようになった。
ソーシャルメディアの代表格であるSNSはしば
しば「交流サイト」などとも呼ばれるが、情報
流通においても大きな役割を持っている。総務
省(2011)は、特に国内ニュース、観光情報、シ
ョッピング情報、娯楽・エンタテインメント情
報の分野において、ソーシャルメディアが情報
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入手経路として多く利用されていることを示し
ている。
　ソーシャルメディアの普及に対応した消費行
動モデルは、SIPS他、近年日本で複数提案さ
れている。これらはそれぞれ、ソーシャルメデ
ィアが普及した社会での消費行動の特徴をとら
えており、それぞれ価値があるといえる。ただ、
これらはいずれも、後述のように、その関心の
範囲が「消費」、すなわち商品・サービスの購
入に限定されていることから、ソーシャルメデ
ィア上で実際に行われているコミュニケーショ
ンの一部しかみていないという問題点がある。

　(2)常時ネット接続型携帯端末とそれに合わ
せたサービスの普及

　ソーシャルメディアの普及は、それらが携帯
電話やスマートフォン、タブレットなど、携帯
型の情報端末で利用できることによって加速し
ている。総務省(2012a) は、テレビなどのマス
メディアを含む各メディアの利用時間に関する
調査を行い、 1日の利用時間の平均値で、「テレ
ビを見る」が3時間32分であるのに対し、「パソ
コンでインターネットを使う」が1時間42分、「ス
マートフォンでインターネットを使う」が1時間
19分であるとしている。前回(3年前）の調査と
比較すると、インターネット利用が増加したと
の回答が約半数に達しており、かつ、スマート
フォンでインターネットを使うかどうかとの質
問に対し、55％が「増えた」と回答している。
　また、日経BPコンサルティング(2012)は、国
内のスマートフォンの普及率を18.0％と推定し
ている。前回調査（2011年6月実施）時の9.5％
から１年間でほぼ2倍に拡大しており、急速な
普及が進んでいる(日経BP 2012)。JEITAが毎月
発表している携帯電話・PHS国内出荷台数調査
においても、2012年9月時点で、出荷される携
帯電話・PHSの56.3％がスマートフォン型とな
っている。

　これらの携帯型情報端末の多くが、電源オン、
ネット接続の状態で常時携帯されているという
ことは、こうした機器に対応したソーシャルメ
ディアが、ユーザーの日常のコミュニケーショ
ン全体の中で主要なインターフェースの1つと
なることを意味する。人々は外出先でも自宅で
も、常に電子メールと合わせて、ソーシャルメ
ディア経由のメッセージや知人・友人の書き込
みをチェックする。そこにはしばしばニュース
やショッピング情報へのリンクが添付され、新
たな情報が伝えられる。人々はその気になれば
そのページをチェックし、感想を書き込む、と
いったコミュニケーションのスタイルがごく自
然なものとなっている。いわば、バーチャルな
コミュニティがご近所付き合い、友達付き合い
の場となってきているのである。
　ショッピング情報はそれ単体ではなく、こう
した情報のやりとりの一部として消費される。
こうした特徴を、これまでの消費行動モデルは
充分とらえていない。

　(3)自己実現型消費の一般化
　ソーシャルメディアの普及によって、人々の
消費内容に関する情報はより広く共有されるよ
うになった。これに伴い、消費はその社会的な
意味を強めている。
　野村総合研究所(2011a)は、アンケート調査
の結果から、ソーシャルメディアによって生み
出される消費スタイルとして、友人の趣味を知
って試し買いをする「玉突き消費」、目的や相
手を定めないゆるい誘いで消費が拡大する「ゆ
る誘い消費」、コミュニケーションや仲間内で
のアピールのために、面白いものやこだわりの
あるものを消費する「ネタ消費」、友人の好み
を知ることで、プレゼントの質が向上したりプ
レゼントの機会が増加したりする「プレゼント
消費」の4類型を挙げ、それらの合計で約1兆
5000億円の市場規模があると試算している。
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Attention  
(関心) 

Interest  
(興味) 

Sharing  
(共有) 

Confidence 
(確信) 

Action 
(行動) 

ソーシャルメディアを通じ、黙
っていても知人・友人から入っ
てくる情報 

ソーシャルフィルタリングを経
ているため興味を惹きやすい  

興味のある情報は自分のソーシャ
ルネットワークに投げて反応をみ
る 
周囲から充分な反応を得られも
のについて確信を持ち・・・ 

自分でも購入、体験等してみる
等行動に移す 

ソーシャルネットワ
ーク内で常時情報を
やりとりしていく中
で情報が拡散、浸透
していく 

コミットメントを伴
う行動に移るのは一
部 

　実際にこれだけの市場規模があるかどうかは
検証が必要だが、少なくとも消費の中で、単に
自己の欲求を満たすというより、コミュニケー
ションの一部として行われる部分がこれまでよ
り増えてきていること自体を否定することはで
きない。もともと消費の社会的性質については、
いわゆるヴェブレン効果、バンドワゴン効果、
スノッブ効果などが古くから指摘されてきた。
野村総研が挙げた消費の4類型の中にも、こう
した既知の効果の応用例ないしバリエーション
としてとらえられる部分は多い。しかし同時に、
ソーシャルメディアの発達によって、これらが
より広範にみられるようになったことは注視す
べきである。ヴェブレン的な顕示的消費はもは
やぜいたく品には限られず、自らを差別化する
ための消費も「同好の士」とつながるツールと
なっている。少なくとも、こうした消費につい
て、既存の消費行動モデルが着目しているとは
いいがたい。
2　AISCAモデル

2.1 AISCAモデルの概要
　AISCAモデルは、消費者の行動をAttention

（関心）、Interest（興味）、Sharing（共有）、
Confi dence（信頼）、Action（行動）の5段階か

らなるものとしてとらえる（図1）。AIDMAや
AISASなど既存の消費行動モデルと似た形式で
整理しているが、それらを代替するものではな
く、消費者行動の新たな側面を把握するフレー
ムワークとして提案するものである。各段階の
詳細は次の通りである。

(1) A : attention（関心）
　「A」、すなわち情報を入手する段階が最初に
くるところは、AIDA以来の数多くのモデルと
変わらない。しかし、ソーシャルメディアの普
及に伴って、人々の情報入手行動は大きく変わ
りつつある。ソーシャルメディアは、情報感度
の高い人々にとって重要な情報ソースの1つと
なっている。野村総合研究所(2011a)は、ソー
シャルメディアの中でも国内で代表的なmixi2 、
twitter3 、facebook4 の3つをいずれも利用してい
るユーザーを「鉄人」と定義し、ソーシャルメ
ディアユーザーのうち13.1％を占めるこうした
ユーザー層は、情報発信のための情報ソースと
してSNSやマイクロブログを多く利用する傾向
がある、との調査結果を示している。

2 http://mixi.jp/
3 https://twitter.com/
4 https://www.facebook.com/

図1：AISCAモデル
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　ソーシャルメディアの普及は、インターネッ
トを、従来多く語られてきたようなプル型のメ
ディアから、プッシュ型のメディアへと変えつ
つある。多くのソーシャルメディアは、一般的
なウェブサイトや検索エンジンと異なり、ソー
シャルネットワーク上の知人や友人から発信さ
れた情報を表示し、かつ新着情報についてメー
ルその他の方法でのプッシュ型の告知システム
を備えている。ニュースやショッピング情報も
含め、新たな情報は、企業などからの情報を一
方的に伝えるポータルサイトや、ユーザーの能
動的な情報要求に対して答えを返す検索エンジ
ンから、黙っていても飛び込んでくるソーシャ
ルネットワーク上の知人・友人からのツイート
や書き込み、メッセージ等となった。それらは
AIDMAやAISASにおいてマスメディアの役割
とされてきた、顧客の認知を得るためのメディ
アとしても機能するようになったのである。

　(2) I : interest（興味）
　2番めの「I」、すなわち興味を持つという段
階も、これまでのモデルと変わらない。しかし
ソーシャルメディアにおいて、伝えられる情報
はユーザー本人が自らのソーシャルネットワー
クとして自らの好みに応じて選びとった知人・
友人関係の中から伝えられるものであり、共通
の趣味などを持つ場合も多い。ソーシャルフィ
ルタリングが働いているため、より本人にとっ
て望ましい情報があらかじめ選び取られている
可能性がより高い。このため、こうしたルート
から得られた情報は、購買行動などに結びつき
やすい可能性がある。
　実際、ショッピング情報に関しては、ソーシ
ャルメディアからの情報は比較的信頼性の高い
ものと受け取られることが少なくない。インプ
レスR&D(2012)は、ソーシャルメディアで得た
情報が決め手となった購買活動を「ソーシャル
コマース」と定義し、ソーシャルメディア利

用者の74.8％がソーシャルコマースの経験を持
ち、そこで最も影響を与えている情報は「友達
や家族」の投稿やフィードである、との調査結
果を発表している。
　また、電通(2012)は、インターネット利用者
を対象に、ソーシャルメディアの利用状況や、
ソーシャルメディアとの接触が企業ブランドや
商品購入に与える影響について調査した結果、
「商品購入する際に、ソーシャルメディアや掲
示板などでの口コミは、どの程度買いたい気持
ちに影響するか？」という質問に対して、イン
ターネット利用者の44.2％がなんらか購買に影
響を与えると答え、この傾向はソーシャルメデ
ィアの利用率が高い若年層ほど高まる傾向にあ
る、との結果を得ている。
　こうした結果は、たとえば野村総合研究所
(2011b)などが示すような、報道などの分野に
おいてソーシャルメディアからの情報が必ずし
も信頼度が高いとはいえないことと対照的であ
るといえる。人々が、情報に対する「信頼性」
を多元的に捉えていることがうかがえる。

　(3) S : sharing（共有）
　3段階めは「S」、すなわち共有する段階で
ある。AISASモデルでは「A」（行動）すなわ
ち購入の後、最終段階にくる「S」（共有）が、
AISCAでは行動の前にきているのが特徴であ
る。AISASも、またその原型であるAIDAや
AIDMAにおいても、マスメディアなど情報の
送り手から情報を受け取った後、外部と関係な
く、受け手の内心で動機が形成されることが暗
黙裡に想定されているが、現実はそうではない。
朝日新聞社(2012)は、ソーシャルメディア上で
企業や商品（サービス）に関して何らかのアク
ションをした経験の内容別当該メディアがきっ
かけで購入・ファンになった経験について調査
している。SNS上で話題の発信・拡散を経験し
た者のうち27.4％がその後商品を購入する等、



―  31  ―

AISCA：ソーシャルメディア時代の新しい消費者行動モデル（山口）

購入前の情報共有行動が重要な引き金となって
いるという。
　この段階での情報共有は、AISAモデルにお
いて「ソーシャルフィルター」としてモデル
化されているものと同等であり、またAISASモ
デルにおける「S」（検索）と同じ性格を持つ。
興味を抱いた対象についての情報を、ネット上
の検索エンジンではなく、ネット上のソーシャ
ルネットワークでつながった知人・友人たちに
尋ねているわけである。その意味で、この段階
での「S」は「ソーシャルサーチ」であるとも
いえる。ただし、こうしたソーシャルメディア
上の情報のやりとりは、購入時に検索エンジン
等で商品情報を調べる場合のような明確な目的
を持った行動とは限らない。総務省(2012b)は、
ソーシャルメディアの利用目的について、「知
的好奇心の充足のため」との回答が最も多く
64.4％、「従来からの知人とのコミュニケーシ
ョン」が次いで50.1％としている（複数回答）。
常時ネット接続された端末で常時コミュニケー
ションをとっている中で、これらの行為と商品・
サービス購入に向けた行動とを厳密に区分する
ことは事実上困難であり、実際には、これらす
べてが仲間内の会話のような日常のコミュニケ
ーションの一部として行われていると考えるべ
きである。したがって、情報共有が購買行動に
つながるケースはそう高くないであろうが、こ
れらを通して、情報は拡散、浸透していくこと
になる。
　ソーシャルネットワーク上の知人・友人たち
との日常的な情報共有の中で、ユーザーは彼ら
の見解に日常的に触れることとなり、それらの
影響を受ける。何を買うかについても同様であ
る。情報共有が進んだコミュニティの中では、
消費は純粋に個人的なものではありえない。自
らの消費がコミュニティの中で「受け入れられ
る」ものなのかどうかは、ユーザーにとって不
安の種になる。情報共有は、こうした不安を

解消するための行動でもある。これはDiFonzo 

(2008)のいう、共通の考えであることの確認に
よって他者との関係を維持し強めるためのうわ
さと類似した性格を持つ。ソーシャルメディア
上の情報共有が日常会話の延長であるとすれ
ば、ここで行われていることもまた、うわさの
一種であると考えるべきであろう。

　(4) C : confi dence（確信）
　4段階めは「C」、すなわち「確信」である。
情報共有が即行動につながるとは限らない。行
動するに十分な確信が得られたときのみ、行動
が引き起こされる。これはAIDCAモデルが「C」
（Conviction: 確信）を含めていることと似てい
る。しかし、AISCAモデルにおける「確信」は、
一点の疑いもなく正しいと信じている、という
意味ではない。むしろさまざまなレベルの「確
信」がありうる。
　階層効果モデルの発展の過程で、当該商品に
対する消費者の関心度（involvement）が高い
ケースに関心が集まりがちであるのは、これら
のモデルに関心を持つ者が主にマーケター側の
視点でモデルが構築されていることと無関係で
はない。AIDASやPACYRBAMTULのような古
いモデルだけでなく、AIDEESやAISCEASのよ
うな比較的最近のモデルにおいても、消費者の
満足や長期的な関係の維持等を最終段階に置く
のは、商品・サービスの売り手の立場からすれ
ば、ブランドを確立し長く愛用されたいという
のがいわば「永遠の願い」であるからであろう。
そうした高い関心が当初は期待できない場合、
AIETAのように、試用を通して商品のよさを知
ってもらうプロセスを想定するモデルもある。
　しかし、実際の消費者が日常的に消費する物
品等について、必ずしもそうした思いをもって
いるとは限らない。むしろ、売り場にあるもの、
安いものを適当に買っているケース、メーカー
名や商品名すら意識に上らないケースは少なく
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ないであろう。買い手の視点に立てば、既存の
多くの消費行動モデルが想定する消費者の行動
は必ずしも現実の消費者の行動を反映したもの
とはいえない。商品・サービスへの「愛」や「忠
誠」を得ようとするマーケティング手法は鬱陶
しく映る場合すらあろう。
　むしろ、商品・サービスと消費者との関係は、
購入に至るかどうかにかかわらず、消費者が主
導権を握るものである。ソーシャルメディア上
で大量に流れるさまざまな商品・サービスの情
報のほとんどは、情報として受け流され、興味
を持たれるものは多くはない。さらにその中で、
情報共有によって意欲が高まったものが出てき
た場合、購入など実際の行動に至るのである。
それは、インターネットマーケティングの実務
家たちがコンバージョン率と呼ぶものにほかな
らない。こうした行動を引き起こすのに必要な
「確信」のレベルが時と場合によって異なるの
は、むしろ当然といえる。
　多額の支出を伴う物品やサービスの購入であ
れば、それを引き起こすのに必要な「確信」の
レベルは高いであろう。しかし、低価格のもの、
あるいは野村総合研究所(2011a)にいう「ネタ
消費」のようなものであれば、当該商品・サー
ビスの品質や情報の伝え手の意図などに少々の
疑いがあっても、行動を引き起こすに十分な「確
信」となるであろう。また、当該購買に、たと
えば目下心をとらわれている不安を解消した
い、あるいはダイエットやアンチエイジングの
ような金銭で買えないものを求めたいといった
動機や、被災地支援やフェアトレードのような
公共的動機などが伴う場合も、低いレベルの「確
信」で行動が引き起こされるであろう。

　(5) A : action（行動）
　最後に来るのが「A」(Action: 行動）の段階
である。AISCAモデルにおける「行動」は、典
型的には商品・サービスの購入を意味するが、

必ずしもそれに限られない。購入は、販売者か
らみれば「最終目標」であるが、現代の消費者
たる買い手にとっては、買うことも、買わない
ことも、あるいはそれを材料として情報発信を
行うことも、日常生活の一部であり、購入だけ
を特別視する必然性はない。AISASモデルでは、
「購入」と「共有」は別段階として認識されて
いるが、AISCAモデルにおいては、ネットや
現実のコミュニケーションの場において当該商
品・サービスについて、積極的に自らの意見で
情報発信を行うことも、ここでいう「行動」の
一種であると考える。その意味でAISCAモデ
ルは、消費者に「購入」ないし「継続的な取引」
をさせることを目的とする他の消費行動モデル
とは異なり、情報を得た消費者がどう行動する
かという消費者行動モデルであるといえる。
　しかし、この段階で行われる情報発信が、「共
有」段階における情報発信とまったく同じとい
うわけではない。異なるのは、この段階での情
報発信には何らかのコミットメントが伴い、し
たがってそれに応じた水準の「確信」を必要と
することである。ソーシャルメディアでは、ユ
ーザーが常時情報共有を行っているが、そこで
発信される情報は、ユーザーのコミットメン
トという観点ですべて同等というわけではな
い。たとえば、twitterにおける公式リツイート、
tumblr5におけるリブログといった行為は、受信
した情報をほぼそのままの形で発信するもので
あり、そこに発信者の創意工夫がまったく入ら
ない場合も少なくない。こうした単なる情報共
有としての情報発信は、ユーザーが発信のため
に頭を使う必要がないため、きわめて気軽に行
われるのが通例である。これに対して、twitter

やtumblrで自らのコメントを加えた情報発信
や、ブログで他者の記事を引用して自らの論評
を加えたりする行為は、はるかに知的負荷が高

5 http://www.tumblr.com/
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く、その内容によっては発信者自身の社会的評
価に悪影響を与えるリスクも伴うため、発信者
はより高いレベルのコミットメントを求められ
る。こうしたコミットメントを伴う行為であれ
ばこそ、それに必要なレベルの「確信」が求め
られるのである。

3.2 AISCAモデルの特徴
　このように、AISCAモデルは、従来の消費
行動モデルのようなマーケターに都合のよい理
想像としての消費者ではなく、ソーシャルメデ
ィアに深く関わっている現実の消費者の視点か
ら、消費者行動をとらえるものである。モデル
としての特徴は以下の3点に整理される。

　(1)ソーシャルメディア上で展開される
　AISCAモデルの第1の特徴は、ソーシャルメ
ディア上に広がるソーシャルネットワークを通
じて人々が常時情報交換を行なっている状況を
前提としたものであるという点である。そこで
日常的に行われるコミュニケーションの中にさ
まざまな商品・サービスに関する事実や評価に
関する情報が含まれており、それらを認知する
段階から、興味を持ち、購入してその後のレビ
ューまでのすべてが、ソーシャルメディアで周
囲と共有される。欲しいと思う気持ちを共有す
ることで購入へ向けた「確信」が形成されるの
である。
　こうしたコミュニケーションは、ソーシャル
メディアの登場前から、友人や家族間で行われ
ていたはずである。しかし重要なのは、ソーシ
ャルメディアの普及がこうした活動を可視化
し、より広い範囲で行われることを可能にした
ということである。人々のコミュニケーション
は、それに用いるメディアの機能やルールによ
って大きく左右される。現在普及しているソー
シャルメディアでは、情報の共有はごく簡単な
操作で行えるため、情報の受信者は即座に発

信者となり、情報のやりとりはより双方向的
になってきている。野村総合研究所(2011a)は、
mixi、twitter、facebookのいずれかユーザーで
毎日利用する人のうち46％が毎日リツイート
（twitterの場合）や「イイネ！」（facebook及び

mixiの場合）をしているとしている。
　一般個人のインターネット利用者が増え始め
た1990年代、インターネットは多くのユーザ
ーにとって「情報を閲覧するメディア」であ
り、自ら情報を発信するには、一部の掲示板な
どを除けばHTMLの知識を必要とするなど、乗
り越えなければならない壁が存在した。その後、
2000年代に入ってブログブームが到来し、情報
発信は格段に楽になったが、それでも、著作権
法などの問題から、他のサイトに掲載された情
報をそのまま自ら発信することにはリスクがあ
った。情報発信を行うには、オリジナルのコン
テンツを自ら用意する必要があり、それは依然
として、情報発信に対する障壁として機能し続
けていた。AISASモデルにおいて、3段階めが
search（検索）であったことは、こうした事情
を反映しているともいえる。
　それが大きく変化したのは、twitterやtumblr、
pinterest6など、他のユーザーがアップロードし
たコンテンツをそのまま自らのコンテンツとし
て表示することのできる機能をもったソーシャ
ルメディアが普及し始めた2007年以降であり、
2010年代になってさらに加速している。たとえ
ばtwitterにおけるリツイートは、140字という
字数制限のある中でユーザー間の慣習として自
然に広まり、やがてTwitter社によって公式RT

機能として実装されたものである。
　情報共有の行いやすさは、こうしたサービス
の機能だけでなく、その提供に際しての明示的
ないし暗黙裡のルールによっても保証されてい
る。たとえばtwitterの場合、その利用規約にお

6 http://pinterest.com/
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いて、ユーザーが他のユーザーのツイートをリ
ツイートすることを認めており、またこうした
リツイートを行うことは、twitterユーザーの間
で慣習として定着していることから、リツイー
トという形で他のユーザーのツイートの「丸写
し」をしても、著作権侵害となるおそれは事実
上存在しないといってよい。
　こうした、ソーシャルメディアなどの「プ
ラットフォーム」によって誘導されたコミュ
ニケーションを「プラットフォーム誘導型
コミュニケーション」（PIC: Platform-Induced 

Communication）と定義すれば、それに誘導
される消費を「プラットフォーム誘導型消費」
（PIC: Platform-Induced Consumption）と呼ぶこ
ともできよう。Lessig (2000)のいう「architecture」
と通じるものがある。ただ、「architecture」が人々
の行動を制約するものであったのに対し、PIC

における「プラットフォーム」は、ユーザーの
行動を制約というよりむしろ「誘導」するもの
であると捉える。ソーシャルメディアのプラッ
トフォームの発達は、人々をより気軽に情報共
有を、そしてソーシャル型の消費を行う方向へ
と誘導しているのである（表3）。

　(2)「C」（確信）のレベルは「A」（行動）の
コストから規定される

　AISCAモデルの第2の特徴は、「A」（行動）
行動を引き起こす「C」（確信）の水準が、そ
の行動によって規定されるという点である。消
費行動モデルにおいて「確信」の段階を持つ
ものは、AIDCAモデルを含め数多く存在する。
しかし、これらのモデルにおいて、購入にいた
る「確信」とはどの程度のものなのかについ

て、必ずしも深く考えられているとはいえない。
AIDCAモデルはダイレクトマーケティングの
分野でしばしば使われるが、この業界では売り
手と買い手の間の深い信頼関係を前提に売買が
成り立つことから、AIDAやAIDMAではなく、
「確信」を含むAIDCAが好まれたという経緯が
ある。しかし、AISCAモデルにおける「確信」は、
上記の通り、必ずしも深い人間関係に基づくも
のを意味するというわけではなく、とられる「行
動」によって変わってくる。すなわち、求めら
れる「信頼」の水準は、その後の「行動」にお
いて求められるコミットメントのレベルによっ
て規定されると捉えるのである。
　コミットメントを伴う行動には、何らかの「コ
スト」を要する。ここでいうコストは、金銭的
なものであるとは限らない。商品やサービスの
購入であれば金銭を要し、身体的活動や精神的
集中を伴うものであれば疲労する。また、友
人・知人関係や社会的名声に傷をつけるような
ことも一種のコストであり、そうした状態が発
生する可能性があるというリスクもまたコスト
であるといえる。こうしたコストは、人が行動
を決断するにあたって、閾値として作用する。
AIDA以来、多くの消費行動モデルは、購買行
動への動機を、広告など情報の送り手からの働
きかけに応じて、情報の受け手たる消費者が内
心で形成するということを暗黙裡の前提として
きた。しかし、その動機がどの程度強い動機な
のかを直接的に論点としたものはみられない。
これらのモデルがマーケティングコミュニケー
ションの効果を考えるために作られており、そ
の「ゴール」が購入ないし取引関係の持続とい
った売り手視点で捉えられているためであろ

年代 ソーシャルメディア 情報発信コスト
1990年代 「ホームページ」、掲示板等 大
2000年代 ブログ、mixi等 中
2010年代 twitter、facebook、tumblr等 小

表3：ソーシャルメディアの発達と情報発信コスト
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う。しかし、買い手たる消費者の行動のうち、
商品やサービスの購入に向けたものはごく一部
を占めるにすぎない。さまざまなレベルのコミ
ットメントを要する情報発信、さまざまな価格
の商品やサービスの購入を含む、さまざまな目
的の「行動」が混在する日常のコミュニケーシ
ョンの中では、それらを引き起こす「確信」の
レベルについての詳細な分析が必要となる。
　たとえば、非金銭的な、仲間内での評判や社
会的名声なども、人の行動に影響を与える重要
な要素である。金銭的なコストが重要で、非金
銭的なコストは重要ではないとも限らない。そ
れらは人の性格や社会的立場、あるいはソーシ
ャルメディア上でのアイデンティティのあり方
によって異なるし、またとろうとする行動によ
っても異なるであろう。情報発信において、そ
のやり方によって必要なコストは異なる。単な
る情報の伝達はコストの小さいものといえる。
真偽が明らかでない情報の発信は、それがまち
がいであることが発覚した場合、自らの社会的
立場を損なうリスクを含むため、コストの比較
的高いものとなるが、あらかじめ真偽がわから
ないことを明示し、必ずしも正しいとは限らな
いことを前提とした場合、そうしたリスクは最
小化される。また、自らが正しいと信じる情報
の発信に際しては、そうした心理的コスト負担
は少ない。DiFonzo (2008)が指摘するような、
正義のデマは拡散しやすいということと共通し
ている。
　このように、行動を引き起こす動機としての
「確信」を、これまでの消費行動モデルのように、
情報の送り手たる売り手からの働きかけの量や
質によってではなく、情報の受け手たる買い手
の側がとろうとする行動のコストやリスクによ
って定義することにより、同じ情報によって形
成される受け手の信頼がさまざまであることを
容易に説明することができる。

　(3)「A」（行動）で完結しない
　AISCAモデルの第3の特徴は、その最終段階
である「A」（行動）がプロセスの完結ではな
いという点である。上記の通り、AISCAモデ
ルにおいて、「A」（行動）は購入とは限らない。
情報のやりとりは常時行われる日常生活の一部
であり、その中で得た情報によって何らかの行
動が引き起こされるが、それが商品・サービス
の購入である必然性はない。購入することもし
ないこともまた行動の一種であり、あるいは寄
付その他の社会活動を行うことも、コミットメ
ントを伴うより積極的な情報拡散を行うことも
行動の一種である。
　AISCAのプロセスはその全体が常時継続的
に行われる情報共有の中にある。1人のユーザ
ーにおけるAISCAのプロセスが終わっても、そ
れまでの経過は情報として周囲に発信され、他
のユーザーの関心を惹く。ユーザー単位で消費
行動をとらえるモデルのように「購入」がゴー
ルとなるのではなく、ソーシャルメディアに集
まるユーザーが全体として形成するソーシャル
ネットワーク内での情報流通そのものが本体で
あり、購入はむしろその副産物として位置づけ
られる。

4　考察と課題

4.1 AISCAモデルの応用範囲
　あらゆるモデルは、その目的に応じて現実の
一部を切り取ったものであり、したがってその
適用範囲にも一定の制約があるのがふつうであ
る。従来の消費行動モデルは、実務家たちが提
唱していることもあってか、こうした視点を必
ずしも重視しておらず、「新しい時代の消費行
動モデルはこれだ」といったキャッチフレーズ
をつけ、あたかも消費者の行動がすべて変わっ
たかのような主張を伴いがちだが、これは少な
からずミスリーディングである。
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　AISCAモデルは、インターネットとソーシ
ャルメディアが普及した社会において、それら
を活発に使いこなす、いわばソーシャルメディ
アネイティブ層の人々の行動を想定したもので
ある。こうした人々は、総務省 (2011)や野村総
合研究所 (2011a)などから考えれば、現在のと
ころ、全体の数％程度と推定され、必ずしも多
数派とはいえない。しかし、年齢層別の普及率
のパターンからみて、今後世代の入れ替わりと
ともに全体としての普及率が上昇していく傾向
は明らかであり、この層の人々の数は増加して
いくものと思われる。彼らは、その活発な情報
交換によって、また情報発信力の強いマスメデ
ィア層への影響力も少なからず有していること
から、社会全体の情報の流れに影響を与え、消
費をリードする層となっており、その影響力は
実際の数よりも大きいものと思われる。
　上記の通り、情報共有から生まれる行動は商
品・サービスの購入だけではない。したがって
AISCAモデルは、マーケティング分野だけで
なく、コンピュータを介して行うコミュニケー
ション（CMC）の全般について、人々がどの
ように行動するかの分析への応用も可能と考え
られる。また、リスク情報がソーシャルメディ
アを通じてすばやく拡散することは、東日本大
震災時の経験からも明らかとなった。かつては
現実世界で広まっていたうわさやデマが、今や
ソーシャルメディアを通じて拡散する時代とな
っている。こうしたリスクコミュニケーション
の分野にも、AISCAモデルは応用可能と思わ
れる。

4.2 今後検証すべき課題
　本稿の目的はAISCAモデルの基礎的なコン
セプトを提示し、今後の検証課題などを整理す
ることにある。今後、モデルの確立のために必
要と考えられる検証は以下の通りである。

　(1)購入前の情報発信の購入動機への影響の
検証

　AISCAモデルでは、購入後ではなく、購入前
の情報共有に着目し、それが購入への確信を形
成すると想定している。このような考え方はソ
ーシャルフィルタリング等を謳うAISA等のモ
デルにもみられ、またソーシャルサーチという
観点ではAISASモデルなどとも共通点がある。
しかしこれらはAISCAモデルのように、事前
に情報の「発信」があることを必須の条件とし
ているわけではない。AISCAモデルにおける
事前の情報共有は、過去のうわさ研究で解明さ
れたうわさの社会心理学的機能がネット上のう
わさであるソーシャルネットワーク上の書き込
みやリツイート等にもあてはまるという仮説に
基づいたものであり、これらは実際のソーシャ
ルメディア上の情報共有行動の分析その他によ
る検証を要する。

　(2)ソーシャルメディアの機能による情報共
有行動のちがいの検証

　3.2節で指摘したPIC、すなわち「プラットフ
ォーム誘導型コミュニケーション」（Platform-

Induced Communication） な い し「 プ ラ ッ
トフォーム誘導型消費」（Platform-Induced 

Consumption）についても、同様に実際のデー
タで検証を行う必要がある。鳥海他(2012)は、
twitter APIを用いて収集した日本語ツイートの
分析から、東日本大震災直前の通常時における、
twitterの全ツイート数に対する公式リツイート
の比率（リツイート率）を約1.8％と報告して
いるが、他のタイプのツイートも合わせた情報
共有行動がどの程度行われているのか、それが
ソーシャルメディア間でどの程度ちがうのか等
について検証する必要がある。

　(3)行動ベースの信頼形成モデルの構築と検証
　AISCAモデルの特徴として挙げた、「C」（確
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信）のレベルは「A」（行動）のコストから規
定されるという点も、具体的に検証していく必
要がある。さまざまな行動がそれぞれ、どのよ
うな条件下で、どの程度の「コスト」として認
識されているか、それがどのような条件にどれ
ほどの影響を受けるのかなど、データ解析及び
実験的手法などによる検証が求められる。
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