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プレスリリース  

平成 25 年 7 月 9 日 

株式会社アイレップ 

                       JASDAQ（証券コード：2132） 

 
アイレップ デジタルマーケティング レポート 

2013年 新社会人 VS バブル世代ビジネスマン 

スマートフォン利用実態比較調査 

新社会人とバブル世代でスマホの利用傾向に差が！ 

「新社会人はソーシャル（つながり）重視、バブル世代はニュース閲覧重視」 
● 新社会人はわからないことがあったら、“スマホで検索”、バブル世代は“PC で検索” 

● 店頭でスマホを使って商品情報を調べた 4割以上が、その商品購入を見送った経験あり 

● スマホ消費の実態：両世代の 4 割以上が、スマホ経由でショッピングを経験 

● スマホ経由の 1ヵ月の平均商品購入額、新社会人：3,630 円、バブル世代：6,997 円 

 

広告主のマーケティングを最適化するデジタルマーケティングエージェンシーの株式会社アイ

レップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：紺野俊介、以下アイレップ）では、平成 25年

6月 8日(土)～6月 20日(木）の期間、今年 4月から働き始めた新社会人 300人と、約四半世紀前

のバブル期(1988 年～1990 年）に働き始めたビジネスマン 300 人を対象としたスマートフォン利

用実態調査を実施、結果がまとまりましたのでご報告いたします。 

 

 

■スマートフォンを利用する頻度、場所 ～4人に 1人が職場のトイレの中でもスマホを利用～ 
 両世代とも 9割が 1日 1回以上、スマートフォンを使いインターネットにアクセスしている。 

 電車などの待ち時間にスマートフォンを使う人は両世代とも 8 割以上。 

 新社会人の 8割以上は、電車の中でスマートフォンを利用するほか、約 1割は入浴中もスマート

フォンを利用。 

 両世代ともおよそ 4人に 1人が、職場のトイレでもスマートフォンが手放せない。 

■スマートフォンからアクセスするインターネットサービス 

～新社会人は“ソーシャル（つながり）重視”、バブル世代は“ニュース閲覧重視”～ 

 新社会人はスマートフォンをソーシャルメディアへのアクセス端末として活用する“ソーシャル

（つながり）重視”。一方、バブル世代は最新ニュースを把握するための端末として積極活用。 

■インストールしているアプリの数 

～新社会人は“気に行ったアプリだけ”、バブル世代は“注目アプリをとりあえず”インストール？～ 

 バブル世代は自分のスマートフォンにインストールしているアプリ数は、新社会人よりも多いが、 

実際に使っているアプリ数は新社会人より少ない。 

 新社会人 6割以上、バブル世代 4割以上が LINEを活用。Twitter や Facebook より高い利用率。 

 遊んでいるスマホゲーム：新社会人はパズドラが最多。バブル世代では LINE POP が人気。 

■スマートフォンを活用した情報検索 ～新社会人はスマホ検索、バブル世代は PC検索～ 

 新社会人の約 7 割は、わからないことはすぐにスマートフォンで検索。一方、バブル世代は PC

検索が 8 割以上で最多。 

 新社会人は、友達との会話やソーシャルメディア上で見聞きした言葉を検索する傾向。 

一方、バブル世代はニュースで見聞きした言葉をよく検索する傾向。 

■店頭でのスマートフォン活用実態～店頭での商品検索結果がその後の購買行動に大きく影響？ 

 新社会人の約半数とバブル世代の 3 割は、頻繁に、店頭の購入を検討している商品の目の前でス

マートフォンを使って商品情報を見ている。 

 店頭でスマートフォンを使い商品情報を調べた 4割以上が、その商品の購入を見送った経験あり。 

■スマホ消費の実態 ～4割以上が、スマートフォンを使って買い物をした経験あり～ 

 両世代とも 4割以上が、スマートフォン経由でショッピング（※アプリ、ゲーム除く）を経験。 

 スマートフォン経由の 1ヵ月の平均商品購入金額、新社会人：3,630 円、バブル世代：6,997 円 

※調査詳細については次頁をご参照ください 

≪調査結果サマリー≫ 
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 調査概要 

■調査対象： ① 2013年 3月に大学院・大学・短大・高専 または高校を卒業し、 

  定職に就いている新卒社会人 300人  

  ② バブル期（1988年～1990年）に大学院・大学・短大・高専または高校を 

  卒業し、定職に就いている社会人 300人  

■調査手法： インターネット調査 

■調査期間： 2013年 6月 8日(土）～2013年 6月 20日(木） 

■調査実施者：株式会社アイレップ 

■調査目的： 

2012年末時点でのスマートフォン世帯保有率は 49.5％で、前年の 29.3％から大きく増加して

おり、今後もスマートフォン世帯保有率は増加していくものと思われる※1。そこで、スマート

フォンの利用実態について調査し、デジタルマーケティング領域におけるユーザーの意識・行

動分析を行うことで、情報流通の最適化の発展に寄与し、ユーザーと商品・サービスのベスト

マッチングを追求する一助とする。なお、今回の調査対象は、スマホネイティブ・デジタルネ

イティブといわれる新社会人世代とする。また、新社会人世代の比較対象として約四半世紀前

のバブル期に社会人となった世代のスマートフォン利用実態につても調査を行う。 

※1:総務省「平成 24年通信利用動向調査」(平成 25 年 6月） 

調査結果のハイライト 

≪全体概要≫ 

・今回の調査では、新社会人・バブル世代ともに、9割近くが 1日 1回以上、スマートフォンを

使ってインターネットにアクセスしており、私生活や職場のあらゆるシーンでスマートフォンを

使っている様子が伺えました。私生活では、両世代ともに 8割以上が電車やバスの待ち時間にス

マートフォンを利用していました。また、職場では、休憩中やランチ中のスマホ利用はもちろん

のこと、バブル世代の 4割近くが自分のデスクでスマートフォンを利用していました。この他、

両世代とも、4人に 1人は職場のトイレでもスマートフォンを利用しており、常に手放せない実

態も明らかになっています。（図 1～図 4） 

・1 日 1 回以上アクセスしているインターネットサービスについて、両世代で差があるものを見

ると、新社会人はソーシャルメディアへのアクセス端末としてスマートフォンを使っている（新

社会人:53.3%、バブル世代:27.3%）一方、バブル世代は最新ニュースを読む端末として活用して

いる様子（新社会人：27.3%、バブル世代：41.3%）が伺えます。（図 5） 

・アプリのインストール数で比較すると、新社会人のインストール数の平均が 28個、バブル世代

の方が平均 32 個と多い一方で、直近 2 ヶ月で実際に利用したアプリ数は、新社会人が 13 個、バ

ブル世代が 11個と、新社会人より少ない結果となっており、好奇心旺盛に消費を繰り広げたバブ

ル世代が、ものは試しにと多くのアプリをインストールしている様子が伺えます。（図 6,図 7） 

・わからない言葉があったときにどうするのかという点でも、新社会人とバブル世代では行動の

差が現れました。新社会人は 7割以上（72.0%）がスマートフォンですぐに検索するだけでなく、

約 3 割（32.0%）が周囲の人に聞くなど、楽にすぐ答えがでる手段を採る傾向が見え、一方のバブ

ル世代は、8割以上（85.3%）が PCを使っている最中なら検索するものの、スマートフォンで検

索する人は約半数(52.7%)に留まりました。（図 8～図 10） 

・買い物シーンにおいても、スマートフォンが積極的に活用されています。新社会人の半数（50.0%）

とバブル世代の 3割弱（34.0%）は、店頭の購入を検討している商品の目の前でスマートフォンを

使って商品情報を頻繁に調べており、両世代の 4 割以上が、商品情報を見た結果、その商品購入

を見送った経験があり、約 3 割がその場で買わず、ネットでその商品を購入した経験がありまし

た。また、両世代とも家電量販店の店頭で商品情報を調べることが多く、半数以上を占めていま

すが、それ以外の店舗に世代間の差が見られ、新社会人は本屋（25.3%）やドラッグストア（21.3%）

などの店頭でも商品情報を調べている一方で、バブル世代はホームセンター・家具店（21.3%）で

商品情報を調べていました。（図 11～図 14） 

・実際の商品の購入については、両世代とも 4 割以上が、スマートフォン経由で衣類・食品とい

ったアプリやソーシャルゲームのアイテムなどを除いた商品やサービスを購入したことがあると

回答。さらに、月に 1 回以上、商品を購入している人は、新社会人の約 2 割（19.7%）、バブル世

代の 1 割弱（14.6%）を占めています。また、1 ヵ月間の平均購入金額は、新社会人が 3,630 円、

バブル世代が 6,997円となっています。（図 15,図 16） 
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■ 商品ジャーナリスト  北村森氏のコメント 

今回の調査結果について、商品ジャーナリスト（元・日経トレンディ編集長）で消費者動向に

詳しい北村森氏は以下のようにコメントしています。 

 

 今回の調査結果には、新社会人とバブル世代それぞれの特徴がよく表れています。 

 例えば、スマートフォンを使ってわからないことを検索する人が両世代ともに過半数を超えて

おり、「スマホで検索する」ことが一般的なことになっていることがわかりますが、新社会人の 7

割以上が当たり前のようにスマートフォンで検索するのに比べて、バブル世代では約半数に留ま

り、依然として PCを使った検索を好む傾向があります。 

 新社会人が中学生・高校生の頃には、既に携帯電話によるメールやゲーム、インターネット接

続が可能で、彼らの世代は、携帯電話のボタンを使った文字入力を、初めて自分の携帯電話の持

った時から自然と行ってきました。 

 一方で、バブル世代は、ちょうど大学時代に卒業論文をワープロで作成することが一般的にな

り、20 代後半になった頃から個人向け PC が普及し始めた世代で、ハードウェアキーボードに愛

着があります。 

 この結果は、それぞれの世代がいつからどのようにデジタル機器に接してきたかを反映してい

るといえるでしょう。 

 

 また、スマートフォンの使い方や検索内容を見ると、新社会人の多くが、主にソーシャルメデ

ィアへアクセスしているのに対して、バブル世代はニュース閲覧をしている人が多い傾向にある

うようです。 

 新社会人は、ちょうど物心ついた 90 年代後半頃から、あらゆるもののデジタル化の洗礼を受

けており、その時々の新しいデジタル機器やサービス、ツールを、当たり前に使い、自然と受け

入れてきた世代です。彼らは、肩肘を張らない“しなやかな世代”で、自分の気に入ったものを、

自分の気に入った使い方で、ライフスタイルに上手に取り入れています。 

 彼らの感覚からすれば、スマートフォンもソーシャルメディアも当たり前にある状態の中、「た

またまスマートフォンがソーシャルメディアを利用するのに楽だから使っている」といったとこ

ろではないでしょうか。 

 一方のバブル世代は、消費することが好きで、消費を語ることに価値を見出している世代です。

彼らは新聞世代でもあり、「最新の話題を知っている」ことが重要で、ニュースや流行に敏感に反

応し、話題のものを取り入れようとします。 

 バブル世代のスマートフォンの使い方が、最新の情報やニュースの閲覧中心となっているのは、

こうした価値観が背景にあるものと思われます。 

 

 この他、スマートフォンにインストールしてあるアプリの数が、新社会人よりもバブル世代の

方が多い一方で、使っているアプリの数はバブル世代よりも新社会人の方が多いことからは、新

社会人は「自分の気に入ったアプリだけインストール」し、バブル世代は「注目株のアプリはと

りあえず押さえる」という、それぞれの世代の価値観を端的に表わした行動が想像できます。 

 

 今回の調査結果からは、それぞれの世代が、自分の生活様式や価値観に合わせてスマートフォ

ンを使いこなしていることがわかります。スマートフォン広告市場が急速に拡大している中、こ

うしたスマートフォンユーザーの生活様式や価値観を的確に捉えることも、マーケティング上の

重要なポイントだと考えます。 

 

【北村 森 (きたむら もり)氏】 

「日経トレンディ」編集長時代から、各種商品のチェック、消費トレンド分析に

従事。2008年に独立し、商品ジャーナリストとしての活動を開始する。現在は、

「サンデー毎日」誌上での「北村森の一生逸品」をはじめとした 8 媒体での原稿

連載、テレビ・ラジオ番組への出演などに携わる。著書に『途中下車』(河出書

房新社)、『ヒット商品航海記』(日本経済新聞出版社 共著)。 
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【調査結果】 

■スマートフォンを利用する頻度、場所 

 

図 1. スマートフォンの利用頻度  

Q、インターネットに接続して、スマートフォンを操作する頻度を教えてください。（単一回答）  

 

 

 

 

 

図 2. スマートフォンの 1日の平均利用時間  

Q、一日の PCまたはスマートフォンの一日の利用時間を教えてください。（自由回答）  
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図 3. スマートフォンを利用したことのある場所（私生活）  

Q,過去、2ヶ月間、プライベートにおいてスマートフォンを利用してインターネット全般や特定

のサービス、Webサイトを利用したことのある状況(シーン)を教えてください。（複数回答）  

 

 

 

 

図 4. スマートフォンを利用したことのある場所（ビジネスシーン）  

Q、過去、2ヶ月間、勤務時間中においてスマートフォンを利用してインターネット全般や特定の

サービス、Webサイトを利用したことのある状況を教えてください。（複数回答）  
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■スマートフォンからアクセスするインターネットサービス 

 

図 5. 1日 1回以上、スマートフォンから利用するインターネットサービス  

Q、スマートフォンのブラウザやアプリを利用して、以下のインターネット全般や特定のサービス、

Web サイトを利用する頻度を教えてください。 ※各インターネットサービスごとの質問において

「1 日 1回以上使っている」と回答したものを集計  
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図 6. スマートフォンにインストールしている平均アプリ数  

Q、スマートフォンにインストールしているアプリの総数、有料アプリの数、過去 2ヶ月に利用し

たアプリの数を教えてください。（自由回答）  

 

         

 

 

 

図 7. 最近スマートフォンからアクセスした SNS、無料通話アプリ、ゲーム 

Q、この 2ヶ月でスマートフォンからアクセスしたＳＮＳ・無料通話アプリ・ゲームを教えてくだ

さい。 （複数回答）  
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■スマートフォンを活用した情報検索 

 

 

図 8. スマートフォンで入手したことがある情報  

Q、過去 2ヵ月の間に、スマートフォンを使って以下の情報を入手したことがありますか？ 

（複数回答）  
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図 9. わからない言葉があった場合にどうやって調べるか  

Q、わからない言葉や思い出せない言葉は、どのように知りますか？（複数回答）  

 

 

 

 

図 10. 検索をしたことがある情報  

Q、スマートフォンでインターネット上での調べ物をする際、以下の内容・キーワードで検索した

ことがあるかどうか教えてください。（複数回答）  
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■買い物におけるスマートフォンの利用実態  

 

図 11. 実際の店頭での商品検索  

Q、あなたは店頭の購入を検討している商品の前で、商品・サービスの情報をスマートフォンを利

用して調べることはありますか？（単一回答）  

 

 

図 12. 実際の店頭で検索する内容  

Q、あなたは、店頭で購入を検討している商品の前で、スマートフォンを使ってどんな情報を調べ

たことがありますか？（複数回答）  

 

 

 

図 13.店頭で目の前にある購入検討中の商品情報を収集した後に、とったことのある行動  

Q、買い物に関して、店頭でスマートフォンによる情報収集を行ったことがある方に質問です。 

以下の中で自分が行ったことがある行動を選んでください。（複数回答）  
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図 14.店頭で目の前の購入検討中の商品の情報を収集したことがある店舗 

Q、あなたは商品・サービスの購入を検討する際、以下の店頭でスマートフォンを利用して商品・

サービスの情報を調べたことがありますか？ （複数回答） 

 

 

 

図 15.スマートフォン経由で商品・サービスを購入する頻度  

Q、一度でもスマートフォン経由で商品やサービスを購入したことはありますか？または、その頻

度を教えてください。※アプリ・ソーシャルゲーム除く (単一回答）  

 

 

 

 

図 16.1ヵ月の平均インターネット消費金額／スマートフォン消費金額 

Q、インターネット（スマートフォン・タブレット・ＰＣ）経由での１ヵ月の消費金額とスマート

フォン経由での１ヵ月の消費金額を教えてください。※アプリ・ソーシャルゲームなどの購入を

含まない（衣類や家電、食品など） （自由回答）  
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■株式会社アイレップ について 

アイレップは広告主のマーケティングを最適化する「デジタルマーケティングエージェンシー」

です。デジタル領域における、リスティング広告、運用型ディスプレイ広告、SEO（検索エンジン

最適化）、SMO（ソーシャルメディア最適化）、Web 解析、LPO（ランディングページ最適化）ま

で、多様化する広告手法やデバイスに対応した質の高い専門サービスをワンストップで提供し、

企業価値の向上に努めてまいります。 

━━ 会社概要 ━━ 

【社名】   ：株式会社アイレップ 

【所在地】  ：東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー7F 

【URL】    ：http://www.irep.co.jp/ 

【代表者】  ：紺野俊介 

【設立年月】：1997年11月 

【資本金】  ：5億4,789万円 （2012年9月末現在）  

【事業内容】： 

◆デジタルマーケティング領域 

・SEMサービス（PC／モバイル／スマートデバイス） 

・運用型ディスプレイ広告 

・ソーシャルメディアマーケティング 

・アフェリエイトマーケティング 

・インターネット広告 

◆デジタルメディア領域 

住宅展示場サイト（総合住宅展示場） http://www.jutakutenjijo.com/ 

食育メディアサイト（ちゃちゃめし） http://www.chachameshi.jp/ 

 

 

【記事転載・引用等に関するお問い合わせ先】 

●株式会社アイレップ 

TEL：03-3596-8050  FAX：03-3596-8145 

【報道関係お問合せ先】広報担当 小泉  E-MAIL: pr@irep.co.jp 

【弊社サービス内容に関するお問合せ先】 E-MAIL: contact@irep.co.jp 

 

http://www.irep.co.jp/
http://www.jutakutenjijo.com/
http://www.chachameshi.jp/
mailto:pr@irep.co.jp
mailto:contact@irep.co.jp

