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はじめに 

欧州債務危機で‘独り勝ち’の様相を呈するドイツ。欧州最大の消

費者市場とあって魅力的だが、米国のグローバル企業も四苦八苦

する程、国民性に特異な面がある。 

ドイツの消費者に受け入れられるためには、彼らの心理、考え方、

価値観、人生の目標、生活スタイルを知り、理解する必要性に迫ら

れる。そうして初めて、何が消費者を動かすのか、どうしたら消費

者を動かすことができるのか、具体的なイメージがつかめるからだ。

ドイツのような成熟した市場では消費がライフスタイル化しており、

単なる消費者分析に留まらず、ターゲット層の全体像を把握するこ

とが不可欠となる。彼らは自分自身や周囲をどのように認識してい

るのか、何が好きで何が嫌いなのか、何を感じ、何を考え、どのよ

うに生活しているのか… 品質と価格で‘理性’に訴えるだけではも

はや勝負ができず、‘感情的・感覚的’にもターゲット層の心をつか

まなくてはならない。 

本レポートでは、文化・社会的背景、異なる消費者のタイプ、ドイツ

市場の特異性、最新の消費トレンドを具体例を交えて解説。ドイツ

の消費者のツボにはまる商品開発・マーケティング、戦略的重要性

が高まる広報・PRに欠かせない情報・アイデアを凝縮した。  
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ドイツ人が自国・自国民に対して抱くイメージ 
‘今どき’のドイツ人を知る 

１．プロイセンの美徳 

時間に正確なこと、信頼できること、勤勉、整理整頓、清潔といった

美徳を、ドイツ人の90％以上が「まさにドイツ的」とみている。自国

の典型的イメージをドイツ人全体が共有。「プロイセンの美徳」はこ

れまで国際社会においてドイツを装飾してきたが、最近では欧州危

機に関連して南欧諸国からこの美徳の所為でバッシングされ、多く

のドイツ人が苛立った感情を持つ。 

２．国家の低迷・衰退 

ドイツ人の大多数が、（良好な景気動向指数にも関わらず）自国が

もはや発展しないと感じている。4分の3が、「ドイツは大きな潜在力

を持っていながら、実力をまったく発揮できていない」とみる。官僚

的過ぎて、何かが決定されるまで延々と時間がかかると88％が回

答。国家の現状や将来を非常に心配しており、70％の人が「ドイツ

がどんどん衰退していっている」と危惧する。 

３．政治不信 

80％のドイツ人が、ドイツの政治は及び腰、優柔不断で、決断力と

行動力に欠けるとみる。ドイツの政治家を誇りに思うのは17％のみ

で、81％の人が今の政治家は経済や社会のことを理解していない

と感じている。政治家は成果を出す努力をせず、再選することだけ

を考えているとし、今でもドイツの政治を信頼している人は30％に

すぎない。 

４．ダークな歴史 

多くの人が、ナチス・ドイツの歴史の陰がドイツの発展を妨げている

と感じている。誤った印象を国外に与えないよう、現在でも「ドイツ

は一生懸命にいい子ぶっている」と80％の人が回答。72％がより毅

然とした政治手段を取る妨げになっているとみる。ドイツが欧州連

合でもっとリーダーシップを発揮できないのは、ダークな過去のせ

いだと半数の人が考えている。 

出所：エッティンガー/ラインゴルド・サロン // ドイツ調査 // 2012年9月 

■ 意外なほど日本と共通点が多い  
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ドイツ人の実像・本音 
‘今どき’のドイツ人を知る 

出所：エッティンガー/ラインゴルド・サロン // ドイツ調査 // 2012年9月 

■ プライベート重視、安全志向、「個人の自由」を謳歌  

※ バイエルン州などの一部の保守的なカトリック教徒を除くと、個々人の生き方に極めて寛容。大多数のド
イツ人が、同性愛者の外相やベルリン市長、4～5回結婚・離婚を繰り返した前首相や前外相、妻ではない別
の女性をファーストレディとする連邦大統領を「私生活の自由」として受け入れている。 

１．十人十色 
「自分は典型的なドイツ人だ」、「自分は典型的なドイツ人ではない」、「どちらともいえない」と回答した人がそれぞれ3

分の1ずつ。典型的ドイツ人のイメージは各人に共通しているものの、実際は多種多様な考え方・生き方をしている。

生まれ育った地域との特別な結びつきや地方の特色が加わり、多様性の深まり・広まりがみられる。大半のドイツ人

にとって、生まれ育った地域・地方との繋がりは国との関係と同じくらい強い。 

２．私生活の幸せ 

ドイツ人にとって私生活のクオリティーが最も大きな関心事となっている。健康（98％）、高齢になっても丈夫なこと

（90％）、金銭的自立（94％）が非常に重要で、（政治経済など）全体的な状況が深刻で危なくなってくると、一層プライ

ベートの安全や幸せを大切にする。個人的な幸福とはあまり関係のない、伝統文化（54％）、宗教（43％）、政治活動

（30％）には関心が薄い。 

３．個人の自由 
82％のドイツ人が、各人が自分の望む通りに生きればよいと考え、人に影響されず、自分が正しいと思う通りに生き

るとしている。79％の人が個人の自由が最も大切と回答。多くの人が「個人の自由」を主張し、束縛されない生活を楽

しんでおり、多種多彩な服装、考え方、趣味、生活様式がみられる。 

４．安全・安心 
全般的にドイツの先行きが不安に思え、それに対処するために私生活における安心感を追求している。96％のドイツ

人にとって、「何があろうとも、信頼できる人がいること」が重要。90％が「家族との絆を大切にする」とし、91％は「確

実な年金が大事」と回答。 
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ドイツ人が抱く憧憬・願望 
‘今どき’のドイツ人を知る 

１．自然・風景 

89％のドイツ人がドイツの自然や風景に誇

りを持っている。サステナビリティ（持続可

能性）、自然・環境保護といったテーマが

現在より大きな役割を果たすことを望んで

おり、サステナビリティに本当に力を入れ

ている企業は自然保護団体と同様に尊敬

されている。若い人の間でも山歩きや家庭

菜園が流行しているが、自然への憧れが

根底にある。 

２．賢人 

84％がドイツの生んだ詩人や哲学者を誇

りに思っているが、同時に今のドイツには

そのような賢い人が欠乏していると痛感。

67％の人が賢人や国を正しい方向に導く

決断力のある政治家の出現を望む。連邦

大統領のガウク氏のような賢人のイメージ

を満たす人は尊敬されており、70％の人

が同氏は（他の政治家とは対照的に）ドイ

ツを代表するのにふさわしいと感じている。 

３．道徳意識 

ドイツ人の62％が貧富の差がどんどんと

拡大し、ドイツが格差社会に陥ってしまう

と危惧。再び公平な世界にしたいという強

い願いがあり、67％の人はドイツ社会が

助け合いの精神を思い出し、価値観の崩

壊と闘うことを望んでいる。道徳意識のあ

る著名人や組織は、今後さらに高く評価

され好感をもたれる。 

出所：エッティンガー/ラインゴルド・サロン // ドイツ調査 // 2012年9月 

■ 自然に癒し、賢人に救いを求め、(自分にとって)公平な世の中を夢見る  
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典型的な‘新ドイツ人’： タイプ I、II 
‘今どき’のドイツ人を知る 

【タイプ I 】 ‘怒る市民’ 

2009年末、このタイプのドイツ人が初めてシュトゥットガルトに出現。

シュトゥットガルト中央駅の大改造を含む都市再開発プロジェクト

（Stuttgart 21）が認可されたことが発端。慣れ親しんだ建造物が撤去され

ることに激怒し、地元の住民がデモ行進を始める。 

ドイツでは市民の抗議行動は珍しくないが、デモの参加者が保守的で

裕福な年配者という点が注目され、「Wutbürger（怒る市民）」が流行語とな

る。以前は国の政策を支持していたが、現在では政治家に心底立腹して

いるシニア層が、怠け者のギリシャ人、腐敗した公務員、ドイツ語を話さな

い移民に対しても大声を上げて抗議。 

出所：英紙ガーディアン・南ドイツ新聞 // 2012年9月19日付け記事より 

■ デモ行進する老人、グリーン・ライフをたしなむ若者  

【タイプ II 】 ‘オーガニック小市民’ 

80年代の「環境の戦士」はノル

ディックセーターを着て、自分用の

ミューズリーを作り、原発に反対し、

自然食品店でスペルト小麦（小麦の

原種）のパンを買っていた。 

少子化の影響でシニア人

口が増加しており、年金生活

者が政治の新しい中心となり

つつある。彼らは、反グロー

バリゼーション、今の政治家

への鬱憤、貯蓄を脅かす物

価上昇に対する不安を抱えて

いる。 

現在では「地球に優しい」は主流派となり、かつての「環境の戦士」に

代わり、「ビオナーデを飲むビーダーマイヤー」が現れる（※ビオナーデは

ドイツで開発されたオーガニック清涼飲料 // ビーダーマイヤーは19世紀

前半にドイツやオーストリアを中心にもっと日常的なモノに目を向けようと

して生まれた市民文化を指す）。 政治や国際情勢などよりも、家族の団欒

や身の回りの食器・家具などに関心を寄せ、簡素で心地よいものを好む。 

オーガニック小市民は、ハンブルグのシャンツェン地区、ベルリンのプ

レンツラウアー・ベルク地区、ケルンのアグネス地区など、流行に敏感な

街に頻繁にみられる。彼らは苦行衣を着た禁欲者でも、政治活動家でも

なく、ただ単にグリーン・ライフを楽しむ。ゴミはリサイクルするが、福祉団

体への寄付金などは英国人の半分にすぎない。環境にやさしい電力会社

を選び、手製の麻の買い物袋を下げ、オーガニック清涼飲料を飲むが、

政治的な活動は特にしない。 
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典型的な‘新ドイツ人’： タイプ III、IV 
‘今どき’のドイツ人を知る 

【タイプ III 】 ‘海賊党投票者’ 

海賊党の躍進は欧州全体にみられる

現象だが、本格的に議会に進出したのは

ドイツのみ。同党の候補者は特徴的な外

見をしており、長髪を後ろで束ね、無精ひ

げを生やし、サンダルに靴下を履き、イン

サイダーにしか分からないリナックスの

ギャグが入ったTシャツを着ている。 

■ 新しい価値観を求める者 vs. 旧貴族に憧れる者   

【タイプ IV 】 ‘マスコミ貴族’ 

共和制のドイツでは英国のように貴族の影響が大きくはないが、上流

階級のゴシップにはやはり興味がある。ハイソサエティーを扱ったソープ

オペラ（「Verbotene Liebe（禁じられた恋）」など）や女性週刊誌（Galaなど）

がその欲求を満たしている。 

（※海賊党は現在のデジタル化されたネット社会の問題に特化し、著作権・特許といった知

的財産権の共有、フィルタリングのない自由なインターネット、プライバシーの強化を目標

に掲げる） 

統計によると、典型的な海賊党の投票者は18～29歳の高学歴の男性。

ベルリンのボヘミア地区（芸術家や作家が自由奔放な暮らしをしている地

区）クロイツベルクに住むフリーランスのグラフィックデザイナーで、主に

iMacを使ってカフェで仕事をしている。大卒だが安定収入がないため、今

でも両親に家賃の補助をしてもらっている。海賊党の支持者は、理想社会

を夢見る消極的な人か、（金儲けや出世よりもワークライフ・バランスのほ

うを大切にする）能力社会の積極的な拒否者とされる（海賊党の具体的な

政策のひとつは全ての人に無条件で基本収入を支給すること ）。ある調

査によると、ドイツの高所得者の59％が過去1年間で出世の意欲が低下し

たという。 

最近では、マスコミのスポットライトを避け

るどころか、それを浴びまくる新しいタイプの

貴族が出現。洗練された文化を愛でる昔の上

流階級とは異なり、「マスコミ貴族」は世俗的

なものを好む。カントリーサイドではなく、ミュ

ンヘンのP1（有名人が多いナイトクラブ）、ジ

ルト島のPony Club（リゾート地のナイトクラ

ブ）で、カリスマ美容師、引退した元一流選手、

リアリティTVの出演者と肩をくっつけて飲んで

いる。 

一時期はマスコミにもてはやされた貴族が、政界でも権力を握るかの

ように見えた。男爵の称号を持つグッテンベルク氏は経済・科学技術相、

国防相を歴任し、2011年に博士論文盗用のスキャンダルで辞任に追い込

まれるまで、マスコミの寵児として絶大な人気を誇った。 

出所：英紙ガーディアン・南ドイツ新聞 // 2012年9月19日付け記事より 
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典型的な‘新ドイツ人’： タイプ V、VI 
‘今どき’のドイツ人を知る 

【タイプ V 】 ‘ハイフンで繋がったドイツ人’ 

（※ 移民または移民の子孫がドイツに帰化した場合、「Deutsch-Türke（トルコ系ドイツ人）」

という風にハイフンで繋げて呼ぶため） 

■ 移民社会、東西ドイツ統一が生んだ新タイプ  

【タイプ VI 】 ‘東ドイツ出身のボス’ 

統一後のドイツでは、旧東独生まれの人間は権力のあるポジションに

は向かないという偏見が広まっていた。サッカーの偶像的存在、ギュン

ター・ネッツァーも2003年に、ゲルリッツ（旧東独）生まれのサッカー選手、

ミヒャエル・バラックは集団が大切にされる社会で育ったため、代表チーム

でリーダー的存在になることはないだろうと、偏った発言をした。悠然とし

て恩人ぶった「何でもよく知っている西ドイツ人」と抑圧され消極的な「嘆く

だけの東ドイツ人」のイメージが今でも根強い。 

移民や移民の子孫は「移民のバックグランドを持つ市民」として一括り

にされがちだが、実際は様々なタイプが存在。2世、3世では、西洋のライ

フスタイルやドイツの伝統的な美徳が、父母や祖父母の民族的背景と同

じくらい強くアイデンティティーに反映されている若者が増加している。 

多くはレアル・マドリードの司令塔、メスト・エジルのようなトルコ系ドイ

ツ人（ドイツ人の半数以上が、エジル選手はドイツの価値観を備えている

とみる）。彼らはドイツ訛りのトルコ語を話し、祖国の親戚を訪問するとき

高級ドイツ車をレンタルする傾向がある。また、普通のドイツ人よりも仕事

への意気込みが強く、69％が一生懸命に働けば成功・出世できると信じる

（移民出身でないドイツ人では57％のみ）。 

2010年、メルケル首相が「多文化主義は完

全に失敗」と発言し波紋を広げたが、マルチカ

ルチュラリズムが今日のドイツの現実であるこ

とは否定できない。5人に1人のドイツ人が移民

の背景を持ち、6歳未満ではそれが3人に1人。 
連邦首相にアンゲラ・メルケル、連邦大統領

にヨアヒム・ガウクと、2人の旧東独出身の政治

家が国家の最重要職についている今日、その

ような偏見は次第に実態とかけ離れてきた。メ

ルケル氏は内閣でただ１人の東ドイツ人で、東

ドイツの失業率は現在でも西ドイツの2倍なの

かもしれない。しかし、（特に女性の間で）これ

までの構図が変化しつつある。 

過去10年間、西ドイツ出身の女性よりも、東ドイツ出身の女性の方がは

るかに多く財界・政界の管理職についた。公共サービスにおいては、管理

職の45％近くを東ドイツ生まれの女性が占める。 

出所：英紙ガーディアン・南ドイツ新聞 // 2012年9月19日付け記事より 
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■ 格差社会 ・・・・・・・・・・・・ 

■ 安全・安心 ・・・・・・・・・・・ 

■ 国・地域への愛着 ・・・・・・ 

■ 個性重視 ・・・・・・・・・・・・・ 

■ 絆・仲間意識 ・・・・・・・・・・ 

■ 自然・賢人・正義感 ・・・・・ 

■ シニア社会 ・・・・・・・・・・・ 

■ グリーン・ライフ ・・・・・・・・ 

■ ハッカー賛美 ・・・・・・・・・・ 

■ 新しい価値観 ・・・・・・・・・・ 

■ セレブへの憧れ ・・・・・・・・ 

■ 移民系ドイツ人 ・・・・・・・・ 

■ 管理職の女性 ・・・・・・・・・ 

‘今どき’のドイツ人を知る 
■ ‘今どき’の消費ニーズ  

※ 詳細・具体例については26～36ページ参照 

中流階層が崩壊しつつあり、州・地域による経済格差も広がる。消費ニーズが二極化する傾向。 

これまで信じてきたこと・当たり前だったことが揺らぎ、（長い保障期間など）安心感を与える商品の需要。 

グローバル化への反発や欧州危機の影響で、「ドイツ製」や「地域の商品」へのこだわり。 

自らのアイデンティティーを表現するための消費。DIY文化、ニッチ市場、カスタムメイドがキーワードに。   

不確定な世の中にあり、家族・友人との繋がり、（新しい）仲間との共有を反映させた広告・商品コンセプトに商機。 

ドイツの自然・賢人への憧れを喚起するマーケティング、人にやさしい企業を印象づける広報が有効。 

「若作り」で活動的、その一方で社会や技術の変化に不安・怒りを覚える高齢者への配慮が必要。 

生活の全ての面で「自然・動物・環境にやさしい」が一般化。ライフスタイルとして楽しめるエコ製品のニーズ。 

ハッカーは「（情報）弱者の味方」として社会的に認知されている面があり、彼らを敵視しないよう留意。 

従来の枠組みを打ち破る若者には新しいコンセプトが必要（消費者としてだけではなく「生産者」としても扱う）。 

貴族・上流社会のライフスタイルをマガジン形式で紹介する商品カタログ/ネットショップが人気。 

移民系住民の割合が高くなっており、言語、宗教・生活慣習に配慮したエスニックマーケティングの必要性。 

社会的・経済的に地位の高い女性が増加しており、新たなターゲット層を形成。 



ドイツの消費者動向レポート 11 

異なる１０の消費者層 
社会階級とライフスタイルによる分類 

■ 生活環境、価値観、消費スタイルの似た人をグループ化  

出所：ジーヌス・ミリュー参照 // 2012年 

‘近未来の風雲児’

（6％）

‘新時代のエリート’

（7％）

‘リベラルな知識人’

（7％）
‘保守的なお偉方’

（10％）

‘退廃的な若者’

（15％）

‘その日暮らしの中年’

（9％）

‘ちゃっかり屋の若者’

（9％）

‘ふつうの庶民’

（14％）
‘郷愁にひたるシニア’

（15％）

‘政治的に正しい中年’

（7％）

１．上流階級・アッパーミドル 

２．中流階級 

３．下流階級・ロウアーミドル 

先進的 保守的 

Ａ．新しい方向性 Ｂ．モダン・個性 Ｃ．伝統 

二股・先取り・ 

実利主義 

模索・見直し 

・新しい価値観 

境界を越える 
行動する・ 

体験する 

生活水準・ 

ステータス・所有 

自己実現・ 

女性解放・自然体 

実現する・ 

変える 

所有する・ 

楽しむ 

時代遅れ 

の伝統 

時代に即 

した伝統 

維持 

する 

しがみ

つく 
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前衛的な上流～中流階級 A－１～２ 
社会階級とライフスタイルによる分類 

出所：ジーヌス・ミリュー 2012年版参照 

■ 新しい時代を切り開くトレンドセッター  

【A－1】 ‘新時代のエリート’ 

野心家でクリエイティブな革新

者。型にはまらず個性的。身

軽。ネットでもリアルでも広い

人脈を持つ。常に新しい冒険・

チャレンジを求めている。 

【年齢】 若年 （平均年齢28歳） 

【性別】 どちらかというと男性の方が多い 

【家族】 独身・シングルが多く、まだ実家で暮らしている
人が大半 

【学歴】 高学歴 

【職業】 学生が多い // 社会人では自由業、専門職・管
理職が多数 

【収入】 富裕層の家庭の子供 // 自らが仕事をしている
場合は中～高収入 

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

6％

二股（‘保険’）をかけるなど、

不確定な時代に適応したエ

リート。能率重視。世界経済に

詳しく、ITやマルチメディアに

強い。「消費・ライフスタイルの

革新者」を自負。 

【年齢】 30～40代 （平均年齢42歳） 

【性別】 男性の方が若干多い 

【家族】 独身が多いが、子供のいないカップル、小さな子
供を持つカップルも 

【学歴】 ほとんどが大卒 

【職業】 正社員（専門職・管理職）が大半 // 自営業・自
由業も多い 

【収入】 世帯収入が高い（手取り3千ユーロ以上） 

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

7％

【A－1・2】 ‘近未来の風雲児’ 
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前衛的な中流～下流階級 A－２～３ 

【A－2】 ‘ちゃっかり屋の青年’ 

■ ‘抜け目なく損得勘定’ vs. ‘今すぐ楽しみたい’  

【A－2・3】 ‘退廃的な若者・中年’ 

打算的な新しい中産階級。野心

的でありながら、妥協する用意も

ある。快楽的でありながら、保守

的。臨機応変でありながら、安心

感を求める。心の支えや家族・仲

間との絆が大切。 

【年齢】 ～30代 （平均年齢36歳） 

【家族】 既婚者が半数以上（まだ子供がいない夫婦が多
い） // まだ実家で暮らしている人も 

【学歴】 中～高学歴 

【職業】 会社員、熟練工 // パートタイムで働く人も多い 

【収入】 中～高収入（共働きが多い） 

快楽重視の新しい下層階級・

ロウアーミドル。競争社会の

慣例や行動様式を拒否する。

後先を考えずに消費。 

【年齢】 ～40代 （平均年齢39歳） 

【家族】 独身が多い（パートナーと一緒に暮らしている場
合も） // 2人に1人が子持ち（シングル・マザー
も） 

【学歴】 様々 

【職業】 会社員、熟練工、単純労働者 // 失業者や学生
も多数 

【収入】 低～中収入 

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

15％

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

9％

社会階級とライフスタイルによる分類 

出所：ジーヌス・ミリュー 2012年版参照 
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現代的な上流～中流階級 B－１～２ 

【B－1】 ‘リベラルな知識人’ 

■ 大量消費に批判的な‘脱・物質主義者’   

【B－1・2】 ‘政治的に正しい中年’ 

教養ある脱・物質主義のエリート。

寛容な考え方をする。主体的な人

生を求めており、様々な知的関

心・趣味を持つ。 

【年齢】 40代が中心 （平均年齢46歳） 

【家族】 子持ちの既婚者が多い 

【学歴】 ほとんどが大卒 

【職業】 正社員（専門職・管理職）が大半 // 自営業・自
由業も多い 

【収入】 世帯収入が高い（手取り3千ユーロ以上） 

消費社会に批判的な理想主義者。

‘正しい生き方’について規範的

な信念や環境・社会問題に明確

なモラルを持つ。グローバル化に

懐疑的。‘政治的な正しさ’や‘多

様性’の旗手。 

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

7％ 上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

7％

【年齢】 30～60代 （平均年齢49歳） 

【性別】 女性のほうが若干多い // 西ドイツに多い 

【家族】 既婚者が多い 

【学歴】 高学歴 

【職業】 会社員（専門職）、上級公務員、自営業・自由業
が多い // パートタイムや主婦、年金生活者も 

【収入】 中～高収入 

社会階級とライフスタイルによる分類 

出所：ジーヌス・ミリュー 2012年版参照 
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現代的な中流～下流階級 B－２～３ 

【B－2・3】 ‘ふつうの庶民’ 

■ コストパフォーマンス、見せ掛け重視の消費  

【B－3】 ‘その日暮らしの中高年’ 

一般市民の主流派。努力する意

思や適応する用意がある。社会

秩序に対して肯定的。会社や社

会から認められること、安定して

調和の取れた生活を望んでいる。 

オリエンテーションや社会参加を

求めている下流階級。将来への

強い不安・鬱憤をためている。中

流階級の消費水準に近づけるこ

とで、社会的不利益を埋め合わそ

うとする。人任せで受身。自分の

空間に閉じこもる。 

【年齢】 中高年 （平均年齢50歳） 

【地域】 旧東独地方に多い 

【家族】 一人暮らしが大半 

【学歴】 低学歴 

【職業】 単純労働者、熟練工 // 失業者も多い 

【収入】 低収入（手取り1750千ユーロ以下） 

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

14％

【年齢】 40代以上 （平均年齢53歳） 

【家族】 大きな子供のいる既婚者が多い // 子供がすで
に巣立った家庭も 

【学歴】 中程度の学歴 // 大卒者は少ない 

【職業】 大半が仕事（会社員、熟練工）に就いているが、
定年退職者も 

【収入】 平均並み 

6％
上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

9％

社会階級とライフスタイルによる分類 

出所：ジーヌス・ミリュー 2012年版参照 
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保守的な上流～下流階級 C－１～３ 

【C－1・2】 ‘保守的なお偉方’ 

■ 肩書にこだわる中高年エリート vs. 習慣にこだわる元ブルーカラー  

【C－2・3】 ‘郷愁にひたるシニア’ 

昔ながらのエリート。責任感や

功名心が強い。ステータス・地

位を意識し、特別待遇や権力

を求める。年を取るにつれ、隠

居生活や閉じこもる傾向も。 

【年齢】 40～50代 （平均年齢48歳） 

【地域】 旧西独地域に多い 

【家族】 子供がいる既婚者が多数 

【学歴】 中～高学歴 

【職業】 正社員（専門職・管理職）が多い // 上級公務員
も 

【収入】 世帯収入が高い（手取り3千ユーロ以上） 

伝統に忠実な戦中・終戦世代。

昔の労働者階級の習慣にとら

われている。安心感と規律を

愛する。 

【年齢】 60代～ （平均年齢66歳） 

【性別】 女性が多い 

【家族】 未亡人など 

【学歴】 低学歴（中卒程度） 

【職業】 年金生活者 

【収入】 低～中収入（手取り2千ユーロ以下） 

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

15％

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

10％

社会階級とライフスタイルによる分類 

出所：ジーヌス・ミリュー 2012年版参照 
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商品開発・マーケティングへの応用 

■ 自社と競合の立ち位置を確認し、ターゲット層を定める  
社会階級とライフスタイルによる分類 

自社・競合製品のポジショニングを確認 ターゲット層を定める 

【例1】  

保守的なお偉方＋ 

郷愁にひたるシニア 

＝ 古風な中高年 

【例2】  

ちゃっかり屋の青年＋ 

ふつうの庶民 

＝ 実利主義の庶民 

【例】  A社の顧客層（先進的な消費者）   

B社の顧客層（脱・物質主義者） 

C社の顧客層（中高年の富裕層） 

D社の顧客層（現代的な庶民） 

E社の顧客層（保守的な庶民） 

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

25％

上流

階級

下流

階級

先進的 保守的

23％
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ドイツ フランス 英国 イタリア スペイン

〔百万人〕

人口、購買力、個人消費支出の比較 
他の欧州諸国の消費者と比較 

■ ドイツは欧州最大の消費者市場 

出所：欧州統計局 出所：GfK 

人口が多い欧州諸国 トップ５ （2010年） 

一人当たりの購買力 （2012年） 一人当たりの個人消費支出 （2011年） 
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価格重視

32%

価格重視

23%

特売品狙い

32%

特売品狙い

25%

衝動買い

16%

衝動買い

16%

下調べ

・計画

12%

下調べ

・計画

17%

ブランド

好き

8%

ブランド好き

19%

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

ドイツ

世界

購買行動の相違 
他の欧州諸国の消費者と比較 

出所：Ipsos // 2010年 

■ ドイツの消費者は価格に極めて敏感、特売品に目がない  

買い物客のタイプ分け 
計画的 

低い価格感度 

中国 

トルコ 

ロシア 

インド 

日本 

韓国 

チェコ 

スウェーデン 

ポーランド 

ブラジル 

アルゼンチン 

スペイン 

英国 

フランス 

メキシコ 

イタリア 

カナダ ハンガリー 

米国 
ドイツ 

オランダ 

オーストラリア 
ベルギー 

下調べ・
計画 

ブランド
好き 

衝動
買い 

価格 
重視 

特売 
狙い 

衝動的 

高い価格感度 
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0% 10% 20% 30% 40%

ドイツ

ベルギー

フランス

オランダ

欧州平均

英国

3

2

0

0

-2

-3

-6

-8 -6 -4 -2 0 2 4

イタリア

ロシア

スペイン

英国

ポーランド

フランス

ドイツ

価格重視 品質重視

価格 vs. 品質 
他の欧州諸国の消費者と比較 

出所：TNS, GfK, Credit Suisse // 2008年 

■ 価格重視の消費者が多く、ディスカウントストアのシェアが高い  

価格・品質のどちらが大切か？ 

出所：GfK // 2011年 

ディスカウントストアのシェア 
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15%

19%

26%

26%

32%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

ドイツ

イタリア

英国

スペイン

オランダ

フランス

29%

28%

25%

23%

23%

20%

0% 10% 20% 30% 40%

ドイツ

イタリア

スペイン

英国

フランス

オランダ

オーガニック製品 
他の欧州諸国の消費者と比較 

出所：TNS // 2011年  

■ 自然志向が強く、オーガニック製品が好き  

オーガニック製品を頻繁に購入する消費者 オーガニック製品を全く購入しない消費者 

出所：TNS // 2011年  
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49%

35%

14%

2%

42%

35%

20%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ドイツ 欧州平均

94%

91%

86%

77%

73%

59%

59%

82%

87%

70%

73%

65%

63%

62%

0% 50% 100%
ドイツ 欧州平均

環境問題と購買行動 
他の欧州諸国の消費者と比較 

■ 環境に悪い製品は避ける、(価格が程々なら)環境にやさしい商品  

環境保護のために何をしているか 環境にやさしい商品と価格 

出所：ニールセン // 2011年  出所：Reader‘s Digest // 2010年  

ゴミを分別している 

省エネをしている 

環境に有害な商品を積極的に 
避けている 

環境保護のために生活様式を 
変えた 

車を買うとき‘環境にやさしい’ 
は重要なポイント 

環境にやさしい商品にもっと 
お金を払っても良い 

環境にやさしい商品を積極的 
に探している 

環境にやさしい商品のほうが 
よいが価格が高すぎる 

常に価格が低い商品のほう 
を買う 

環境にやさしい商品は基本的 
に買わない 

価格が高くとも環境にやさしい 
商品のほうを買う 
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66.6%

Android

58.7%

Android

54.4%

Android

51.8%

Android

44.2%

iOS

25%

iOS

26%

iOS

32%

iOS

25%

iOS

51%

Symbian

5.3%

RIM

4.7%

RIM

6.4%

RIM

2.4%

Windows

4.1%

Windows

5.9%

Windows

13.9%

Bada

1.4%

3.2%

1.0%

0.7%

0.1%

1.6%

1.1%
2.6%

2.6%

0.0%

0.1%

1.0%

Bada

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ドイツ

フランス

英国

イタリア

米国

Android iOS Symbian RIM Windows Bada その他

スマホのOSからみる消費志向 
他の欧州諸国の消費者と比較 

出所：Kantar  

■ （格安感・自由度から）オープンソースを好む消費者が多い  

スマートフォンのOSのシェア （販売台数ベース：2012年10～12月） 
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ドイツ
欧州平均
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79%
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69%
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63%

62%

61%

56%

55%

54%

53%

53%

53%

52%

51%

51%

50%

48%

48%

46%

35%

2%

12%

14%

15%

9%

17%

21%

19%

11%

16%

19%

25%

25%

20%

25%

15%

23%

19%

15%

14%

21%

11%

33%

41%

65%

43%

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

アイスランド

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

スペイン

チェコ

デンマーク

スロバキア

ハンガリー

英国

フランス

ベルギー

オランダ

EU27カ国

ルクセンブルク

イタリア

ギリシャ

ポーランド

トルコ

アイルランド

スイス

ポルトガル

ドイツ

オーストリア

良い影響 悪い影響 影響なし 分からない

新技術の受容性 
他の欧州諸国の消費者と比較 

出所：欧州統計局 // 2012年  

■ IT・通信分野の受容性は欧州平均、バイオテクには極めて否定的  

バイオテク・遺伝子組み換え技術の影響について 

出所：欧州委員会 // 2010年  

モバイルインターネット利用者の割合 2012年 
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ドイツの消費者の‘攻略法’ 
他の欧州諸国の消費者と比較 

■ 彼らの特性を活かす商品開発・マーケティングと広報  

‘狩りの本能’を刺激 

ドイツの消費者は非常に価格に敏感だが、そ

の反面、特価品やバーゲンに弱く、さしあたり

必要でないものでも‘お得’だと感じると反射的

に衝動買いする。 

アウトレット、展示即売会、フリーマーケット、

eBayが好きで、ディスカウントストアが期間限

定で売る家電製品、格安ファッション店が限定

販売するデザイナーズ・コレクションも人気が

高い。最近では、期間限定（3日間）のセール

品のみを扱う会員制ネットショップが話題と

なっている（36ページ参照）。 

‘イベント性’、‘期間限定’、‘商品数が少な

い’、‘正規価格よりも安い’の要素が揃うこと

が条件。 

DIY文化を逆手に取る 

伝統的に日曜大工が好きな国民性で、90年代には自分でパソコンを組み立てるユーザーも

多かった。その流れでオープンソースを好む風土がある。価格面とともに、‘自分でいじること

ができる’、‘好きなようにできる’といったDIY的な要素が魅力となっている。カットのみしても

らい、自分で髪を乾かす・セットする美容院が人気のように、生産・サービスの工程の一部を

消費者自身が担い、低価格を実現した商品のニーズが高い。 

‘自然崇拝’を理解 

人工物よりも自然のほうが優れている・安心できると考える消費者が大半で、‘自然’をア

ピールした商品の人気が高い。ただし、価格が高過ぎると受け入れられないので注意が必要。

ハイテク製品であっても、技術を前面に押し出すよりも、（まるで自然の中にいるような）心地

よさ・快適さ・安らぎを強調する広告のほうが受けが良い。 

自国では原発を停止し、原発で作った電気を隣国から輸入するなどダブル・スタンダードの

面があり、（科学的・客観的な真実よりも）上辺だけを見て環境団体の主張やメディアの偏っ

た報道を信じる‘宗教的’なところもある。原子力、バイオテク・遺伝子組み換えなど（彼らの

視点からすると）自然に反するような技術には頭ごなしに拒否反応を示す。 

※ ドイツ語で「特売・バーゲン」を意味する単語は

「Schnäppchen」で、「schnappen （さっとひったくる、先を

争ってわれがちに取る）」の派生語。 
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94%

89%

89%

85%

84%

84%

81%

79%

79%

74%

69%

64%

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

種に適切な畜産・養殖だから

地域で生産された/地域の産業を助けるから

有害物質による負荷が極力少ないから

添加物・加工助剤が少ないから

環境保護に効果的に貢献できるから

健康的な食生活・健康増進のため

環境にやさしい農業の助成に貢献できるから

子供の食事・妊娠中の食事のため

公平取引であることが多いから

遺伝子組み換えがなく安全だから

味がよいから

食品スキャンダルへの対処

0% 10% 20% 30% 40% 50%

健康に良いから

美味しいから

自分の人生観に合うから

時々は健康に良い物を食べたいから

子供の健康的な食生活のため

病気・アレルギー対策

その他の理由

2008年 2010年 2011年

Bioブームのその後 ① 
今後の消費トレンド 

食品以外の分野・業界にも拡散 

最近では、健康や品質上の理由よりも、（動物愛護、環境保護、地

域産業の応援、公平取引といった）個人の価値観、ライフスタイル

がオーガニック製品を買う動機となっている。このような「政治的・道

徳的消費」は非食品分野にも広まる傾向。 

■ 健康志向から人生観・ライフスタイルへ  

出所：連邦食品・農業・消費者保護局 出所：ディアレゴ  

オーガニック食品の購入動機の変化 

（ドイツ） 

オーガニック食品の購入理由 

（ドイツ // 2012年） 
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77.1%

59.2%

55.1%

53.4%

50.1%

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

児童労働がない

正しいお金の使い方

品質

生産者へのフェアな対価

味

Bioブームのその後 ② 
今後の消費トレンド 

‘道徳的に正しい’消費 

中国の工場における苛酷な労働環境、インドやパキスタンの児童

労働がマスコミに取り上げられ、‘環境にやさしい’だけではなく、

‘人にやさしい’企業や商品への注目が高まっている。‘フェアトレー

ド’の認証マークが付いた商品の売れ行きも好調。‘ドイツで最も倫

理的な企業’とされる大手ドラッグストアー・チェーン、DMは売上を

順調に拡大。寄付つき商品の潜在性も高い（例：低価格帯のアパレ

ルメーカー、H&Mのチャリティー・コレクションなど） 。 

出所：トランスフェア 

■ 環境ブーム → 健康ブーム → 倫理ブーム  

出所：フォールム・フェア・ハンデル // 2010年 

【独大手ドラックストアー・チェーンの例】 

‘ドイツで最も倫理的な企業’として知られ、企業イ
メージが極めて良い。‘ここでは私は人間、ここで私は
買う’がスローガン。売上を着実に伸ばし業界1位に。 
 
労働環境が劣悪で、労働組合から‘奴隷の雇い主’とし
て批判される。ネガティブな企業イメージも災いし、
業績が立て続けに悪化。2012年に倒産。 

フェアトレード商品の購入理由 

（ドイツ） 

フェアトレード商品の売上推移 

（ドイツ） 
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どちらかという
と払っても良い

35.3%

絶対に払いた
くない
16.8%

どちらかという
と払いたくない

38.0%

無回答
0.5% 払っても良い

9.3%

Bioブームのその後 ③ 
今後の消費トレンド 

ディスカウント vs. デラックス 

Bioブームは‘あたりまえ化’し、一般消費者の生活にも浸透。環境・

社会問題に対する意識は全体的に高いが、環境・人にやさしい商

品に上乗せ価格を払う消費者は限られる。ディスカウントと高付加

価値商品に二極化する傾向がみられる。大衆向けには、ゆるい基

準の認証マークを用いるなどし、低価格を実現。こだわりのある消

費者向けには、情報を積極的に開示し、透明性・安全性の高い商

品を提供する必要がある。 

■ 二極化の傾向、地方色などのプラスαで差別化をはかる  

出所：VuMa // 2012年 

環境にやさしい商品が溢れているドイツ市場では 
もうひとつ他の訴求点が必要 

地域性 / 
メイド・イン・Germany 

コンビニエンス 

長距離輸送による環境への負荷が少ない、
自国や地域の産業を応援したい、国・地
域に愛着があるなどの理由から、ドイツ
製や地域の製品を優先する消費者が増え
ている。 

ドイツの地方企業やデザイナーなどと提携し、ドイツ・地域に根ざし
た製品・企業である点をアピールする、または（ドイツ製・地域の製
品ではなくとも）ネーミング、パッケージ、広告などでドイツ色・地
方色を打ち出し、オマージュ（敬意）を示すこともできる。 

米国や日本風の「コンビニエンス」の概念を知らず、少々の不便もい
とわないお国柄だが、若年層を中心に便利な商品に目覚めてきた。
オーガニックのインスタント食品など、「環境にやさしい」、「便利/
快適/楽しい」の一見矛盾する二つの要素を兼ね備えた商品が新しい消
費スタイルとなりつつある。 

環境にやさしい商品に上乗せ価格を払う？ 

（ドイツ） 
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87%

79%

72%

55%

30%

40%

34%

25%

9%

7%

0%

76%

64%

55%

40%

28%

27%

25%

18%

12%

8%

5%

1%

30%

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

ゴミの分別

エネルギーの節約

水の節約

使い捨て製品をあまり買わない

環境にやさしい交通手段を利用

季節・地域の製品を買う

車をあまり使わない

燃費のよい車を持っている

近距離の飛行機を避ける

電気会社・料金プランを変更した

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの装置を持っている

分からない・無回答

ドイツ 欧州平均

再利用のイノベーション 

ドイツの消費者はゴミの分別を入念に行い、使い捨て製品をできる

だけ避け、無駄な容器・包装を嫌い、再利用・リサイクリングが好き。

企業イメージの向上や新事業の開拓のためにもリサイクルに力を

入れる企業が増加している。ボーダフォン・ドイツは消費者から直

接、使い古したスマートフォンを買い取るサービスを開始。 

使用後に土に埋めると発芽する箸、鉛筆、ビール用コースターが

「究極のリサイクル」としてネットで話題となっている。革新的な再利

用方法を提案する企業にチャンスがある。 

Bioブームのその後 ④ 
今後の消費トレンド 

■ ゴミの分別・リサイクル好きのドイツ人を味方に  

出所：欧州委員会 // 2008年 

発芽する鉛筆 

発芽する箸 

発芽するビールのコースター 

気候保護のために個人的に行っていること 

（ドイツ） 
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54.5%

51.9%

49.1%

45.9%

38.4%

34.7%

33.5%

28.4%

26.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

優れた品質・仕上げ

優れたデザイン

簡単で直感的な操作性

大きなディスプレイ

パソコンとの互換性

アプリの選択肢が多い

優れた入力方法

ただ単にこの機種が欲しかった

優れたナビ機能

‘当たり前品質要素’ 

2000年頃までは、デザインは‘不必要に価格を吊り上げる要素’と

考えられ、ドイツでは家電製品のデザインを重要視する消費者は明

らかに少数派であった。品質の差が小さくなり、消費がライフスタイ

ル化するにつれ、デザインが購入の決め手となる。最近では、格安

製品であっても、当然のごとく‘見た目のよさ’を要求する。 

製品・広告のアート化 ① 
今後の消費トレンド 

■ あらゆる製品分野で‘見た目のよさ’が必須条件・戦略的ツールに   

出所：フィッチカウ＆マース // 2011年  

戦略的ツール 

デザインの重要性は、ファッション、自動車、家電業界にとどまらず、

日用品市場、小売・サービス業にも拡大。モダンなデザインの格安

ビール、斬新でユニークな建物のスーパーマーケット、スタイリッ

シュなデザインの洗剤など、品質よりも独特のデザインが‘イノベー

ション’となっている。前に紹介した‘Bioブーム’も、環境にやさしい/

道徳的に正しい製品をデザイン性の高いライフスタイル商品として

販売する戦略が功を成した結果。 

モダンなデザインの格安ビール‘5,0 Original’  

スタイリッシュなデザインの環境にやさしいソープ‘method’  

斬新なデザインのスーパーマーケット‘MPREIS’  

スマートフォンの選択理由 （ドイツ） 
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83.2%

75.4%

71.6%

62.0%

59.2%

54.8%

28.7%

8.1%

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

組み合わせがきく

フレキシブル

コストパフォーマンスがよい

色々なスタイルがある

デザイン

流行に左右されない

特別な材質

分からない

‘バウハウス’の伝統 

‘大衆向きのデザインを全ての人に’をスローガンとした、20世紀初

頭ドイツ・ヴァイマルに設立された総合美術学校‘バウハウス’の明

快な機能美が現在でもドイツ的デザインの基本。ドイツ車のすっき

りとしたデザインに代表される。末永い人気を誇るイケアの家具も

この系統にあり、手軽な価格で粋なライフスタイルを演出できる点

が人気。MIJI（無印良品）も同様の理由から、ドイツで評判が良い。 

製品・広告のアート化 ② 
今後の消費トレンド 

■ すっきりデザインが根強い人気、普及品にオリジナル感を加味   

出所：Emnid // 2004年  

量産品＋オリジナル感 

‘個人の自由’、‘個性’を謳歌する現代ドイツで、自分らしさを表現

できるアイテムが求められている。ネットビジネスのロングテール効

果、３Dプリンタの普及もあり、ニッチ需要に焦点を合わせた商品、

カスタムメイドの商品、自作用の商品のニーズも大きい。規模の経

済を活かしたコストパフォーマンスの良い量産品/普及品とオリジナ

ル性の高い付属品・アクセサリーの組み合わせも一般化している。 

（34ページ参照） 

バウハウス様式のすっきり 
としたデザインの家具  

消費者から見たイケアの家具の特徴 （ドイツ） 
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製品・広告のアート化 ③ 
今後の消費トレンド 

■ お手頃価格でデザイナーズ、 (パフォーマンス)アートで宣伝   

著名デザイナーの大衆化 

日本とは異なり、階級社会のドイツでは有名デザイナーの商品は

一部の限られた人向けで、一般庶民には縁のない白物であった。

スウェーデンの庶民向けアパレルメーカーH&Mが（ドイツ出身の

カール・ラガーフェルドなど）著名デザイナーと提携し、2004年から

デザイナーズ・コレクションを導入。同店の通常の商品よりも少し高

めだが、本来のデザイナーズ・ブランドよりも遥かに安い価格で提

供。販売数や販売期間が限定されていることもあり、マスコミに大き

く取り上げられ、店の前には長蛇の行列ができる。マドンナなど有

名人と提携したコレクションの限定販売も行っている。ドイツの格安

ファッション・チェーン、KiKも著名タレントのコレクションを扱うなど、

同様の戦略を取り入れている。 

サムスンやLGの家電メーカーはイタリアの著名デザイナーと提携し、

デザイナーズのスマートフォンを提供。 

アートな宣伝広告 

注目される、世間の話題となる、ネット口コミで拡散するような広告

はアート性に富む。最近では‘フラッシュモブ’のようなパフォーマン

ス・アートを取り入れるケースもみられる（※フラッシュモブとは不特

定多数の人間が公共の場に突如集合し、目的を達成すると即座に

解散する行為）。携帯電話事業者、Tモバイルはリバプール駅で群

集が突然ダンスを踊りだす‘ダンス・フラッシュモブ’を行い、ユー

チューブ（動画サイト）で人気を博す。バイラル・マーケティングの成

功例として知られる。 

サムスン Giorgio Armani Galaxy S Prada phone by LG 3.0 

携帯電話事業者 

Tモバイルは 

‘ダンス・ 

フラッシュモブ‘を 

宣伝広告に利用 
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プロシューマーとウィキノミクス ① 
今後の消費トレンド 

■ 消費者の力がパワーアップ  

■ 高速インターネット、オープンソースのソフト、３Dプリンタなど、

一般人が生産活動を行うインフラが整いつつある。 

■ 非正規雇用の若者、スキルのある主婦、活動的な定年退職者、

本来の仕事に充実感を得られない人たちが増加。仕事とプライ

ベートの区分が曖昧になってきている。 

■ ネット時代の消費者は単に商品を買う・使うだけでは物足らず、

自分がイメージする通りの商品が欲しいと願う。何かワクワク

する体験がしたいという動機で、余暇に生産活動に携わる消費

者もいる。 

生産活動の新しい形態 

プロシューマー化の背景 

独自のプラットフォームを構築する、既存のクラウドソーシング・サ

イト（InnoCentiveなど）を利用するなど、企業のバリュー･チェーンの

中で消費者が果たす役割は今後さらに大きくなると予想される。た

だし、アマチュアに無料奉仕してもらうビジネスモデルは時代遅れと

なりつつあり、なにらかの報酬を与える必要がある（賞金、アイデア

主の名を製品名に冠するなど）。 

2013年4月、ドイツテレコムがDSLインターネット接続サービスの定
額制を廃止し、ある一定の通信量を超えると通信速度を制御すると
発表。これに猛反発した利用者がネットで署名活動を展開。18歳の
高校生が署名プラットフォームChnage.orgにてキャンペーンを開始
し、たったの3日間で1万人から署名を集める。ネットで1人が署名す
るごとに、抗議のメールがテレコムに送られる方式。10万人の署名
が集まったら、テレコム社長に直接手渡すという。 

【ドイツの消費者の‘モンスター化’】 

ドイツは「サービス不毛の地」といわれ、ある中堅企業の営業部長
は「顧客をしつけし直してやる」と豪語。「気に入らなければ、別
に買わなくてもいいんですよ」と平気で言い放つ店員も少なくない。
顧客志向の日本とは異次元の世界であったが、ネット社会になって
から消費者の力が増大。何か気に入らないことがあると、製品レ
ビュー・サイトやフェイスブックにネガティブな書き込みをする。
それが拡散し、製品や企業の評判・売上に深刻な影響を及ぼす。 

【プロシューマー】消費者 (consumer)と生産者 (producer)を組み合わせた
造語。生産活動を行う/生産工程の一部に携わる消費者のこと。  
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プロシューマーとウィキノミクス ② 
今後の消費トレンド 

■ 主導権を握る消費者、個性重視と需要の細分化  

ゲーム機の本体を自分でカスタムし 
３Dプリンタで印刷 

3DプリンタのメーカーMakerbot社は、Android家庭用ゲー
ム機を手掛けるベンチャー企業のOUYAと提携。同社のサ
イトにてゲーム機本体の印刷データをダウンロードし、自
分の好きなように改変し、Makerbot社の3Dプリンタで印
刷することができる。 

Makerbot社のホームページより 

資金調達のプロジェクト 総額 寄付者数 

1位 電子ペーパー搭載のAndroid/iPhoneスマート
ウォッチ、Pebble Watch 

1027万$ 6万9千人 

2位 Android家庭用ゲーム機、Ouya 860万$ 6万3千人 

3位 米テレビドラマ「ヴェロニカ・マーズ」の映画化 570万$ 9万2千人 

クラウドファンディングKickstarterにおける 
寄付金額トップ３のプロジェクト 

先進的な消費者は新技術・新製品、自分が好きなブランドを積極的に支援する。クラウ

ドファンディング、クラウドインベスティングのサイトを介した資金提供、ソーシャル・メ

ディアを通した宣伝活動など、新製品の開発、市場投入・拡大を促進。ニッチ製品に留

まるケースも多いが、新たなトレンドを生み出す可能性もある。 

個性重視、移民の増加、家族の多様化の影響で需要が細分化しつつあり、予約販売、

オンデマンド・注文生産やカスタマイズパートの提供など、ニッチ・特殊需要に対応した

ビジネスモデルにも商機がある。 
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ネット/モバイルライフの進化 ① 
今後の消費トレンド 

■ スマホの普及が生活スタイルを変える  

庶民もスマホ 

ドイツでは2012年12月の時点で。すでに51％がスマホを使用。今後、

モバイル・ショッピング、スマホでの支払い、位地情報サービスの普

及・浸透が見込まれる。スマホはリアルの世界とネットを結ぶ役割を

果たす。例えば、ドイツでは開店時間に法律上の制限があるが、

ショーウインドーやショールームに展示された製品にＱＲコードを付け

ておけば、スマホを介して24時間ショッピングが可能となる。自宅や

職場でもスマホでネットを利用するのが主流となってきており、使い

やすくデザイン性に優れたアプリやモバイル向けホームページが鍵

となる。 

C２C/共有ビジネス 

スマホのおかげで、いつでもどこでも‘オンライン’の状態となり、消

費者同士が商取引（C2C）をしやすくなった。中古品や自作品の売買

だけではなく、車・工具・調理器具・部屋などの貸し借りや共有が一

般化してきている。ドイツはネット時代になる前から、相乗り、シェア

ハウス、共有オフィス、個人宅宿泊が浸透しており、他の人と共有す

ることに慣れている。また、ネット世代の若者は自分ひとりで所有す

ることにステータスを感じない。欧州債務危機で倹約志向が強まり、

過剰消費への批判からも、C2Cや共有の傾向が強まると予測される。

企業側としては、消費者同士の取引サイトを提供する、自社製品の

共有サービスを開始するなどの対策が必要となる。 

データ・Ｍｙニング 

位置情報を始めとする個人情報がスマホを介して大量に収集される。

プライバシー保護に‘うるさい’ドイツ人も、自分自身にメリットがある

ものは躊躇しながらも結果的に受け入れる。家計費やエネルギー・

水の節約、家事の効率化、健康・自己管理など、個人の生活を便利

に快適に効率よくするサービスに需要が見込まれる。 

BMW/MINI/SIXTの

カーシェアリング 

‘Ｄｒｉｖｅ Ｎｏｗ’が 

大都市の流行に 

敏感な若者の間 

で人気 
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ネット/モバイルライフの進化 ② 
今後の消費トレンド 

■ ライフスタイル、コミュニティーに基づいたショッピング  

マガログ＝マガジン＋カタログ 

消費のライフスタイル化に対応する形で、（オンライン、オフラインと

もに）マガジンと商品カタログを融合させた「マガログ」が増えてきて

いる。情報と娯楽を提供し、その中でコンセプトに沿う商品を紹介す

る形式。 ターゲット層が関心を持つ有益な情報、マガジンっぽいデ

ザイン/レイアウトが必要となる。ある特定の愛好者（例：オウムの

飼い主）向けに、ブログ、ネット掲示板・Q&Aとネットショップ、コンサ

ルティングサービスを組み合わせたサイトも人気がある。 

（WESTWINGのホームページ） 

【スタイリッシュなインテリアに特化した会員制ショッピングクラブ】 

■ 著名ファッション・インテリア雑誌の元編集員が設立。 

■ 世界の有名ブランド/デザイナーの高級品、まだインサイダーしか知らないブランド/

デザイナーの個性的な品、希少品を取り扱う。 

■ 毎朝7時に、（「タヒチ 南洋の飾り物を自宅に」など）あるテーマ/ライフスタイルに沿っ

た商品群を3日間限定でセールに出す。 

■ 商品数が限定されているため人気商品はすぐに売り切れる、他の会員が商品を

カートに入れるとそれが見える、15分間のみカートの中で商品をリザーブすることが

できるなど、購買意欲を刺激する仕組みとなっている。 

■ インテリアや雑貨に関するマガジンも提供。外国の家・城を訪問したフォトレポート、

インテリアに関するアドバイスなどを掲載。 

ネットショップのトレンド 

専門家が自分の好みに合った商品を選択してくれるショップ（紳士

服など）、定期配達してくれるショップ（ペットフード、健康食品など）

が相次いで開業。日替わりで期間限定セール品を販売する会員制

ショッピングクラブも流行中。その他、ホームパーティー商法を取り

入れ、オフラインで積極的に販促するネットショップも複数現れる。

ネット上に商品や情報が氾濫し「どれを買ってよいか分からないし、

面倒くさい」という消費者のためサービス、ある特定のコミュニ

ティーを対象とした販売手法が最近のトレンドといえる。 
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ドイツ人が最も好きなブランド 
付録１ 

出所：フォルザ社会調査・統計分析研究所  

■ 日・韓の大手家電ブランドも人気が高い  

‘あなたの最も好きなブランドは何ですか？’ 【2012年】 

1位 アディダス スポーツ用品 ドイツ 7.4％ 

2位 アウディ 自動車 ドイツ 4.5％ 

3位 エスプリ ファッション ドイツ 4.4％ 

4位 BMW 自動車 ドイツ 3.7％ 

5位 フォルクスワーゲン 自動車 ドイツ 3.4％ 

6位 メルセデス・ベンツ 自動車 ドイツ 3.3％ 

7位 ナイキ スポーツ用品 米国 3.0％ 

8位 アップル 家電 米国 2.9％ 

9位 ニベア 化粧品 ドイツ 2.8％ 

10位 サムスン 家電 韓国 2.4％ 

11位 ヒューゴ・ボス ファッション ドイツ 1.8％ 

12位 プーマ スポーツ用品 ドイツ 1.6％ 

13位 s.Oliver ファッション ドイツ 1.4％ 

14位 ソニー 家電 日本 1.3％ 

15位 コカ・コーラ 清涼飲料 米国 1.3％ 

■ スポーツ用品、自動車、家電、ファッション業
界のブランドが好感度が高い。 

■ 自動車、スポーツ用品、ファッション分野では
地元ドイツのブランドが人気。 

■ フランスやイタリアの高級ブランドは、ドイツ
の庶民の間で浸透していない。 

■ ドイツの家電業界が衰退したため、海外の大手
家電ブランドの人気が高い。 

■ 2012年のアップル社との特許係争がサムスンの
「宣伝」となり、「アップルの最大の競合」、
「家電業界のマーケットリーダー」と認識され
るようになった。 
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ドイツで人気が急上昇したブランド 

出所：ユーゴヴ（世論・市場調査会社）  

■ 家電ではレノボ、自動車では現代が急浮上  

消費者の間で人気が急上昇したブランド 【2012年】 

1位 レノボ パソコン 中国 Δ＋17 

2位 Audible インターネット 米国 Δ＋14 ※ オーディオブックのダウンロードサービス（アマゾンの子会社） 

3位 KfW 銀行 ドイツ Δ＋13 ※ ドイツ復興金融公庫 

4位 現代 自動車 韓国 Δ＋12 

4位 Fritz-kola 清涼飲料 ドイツ Δ＋12 ※ 「甘さを抑え、カフェイン濃厚の大人のコーラ」 （ドイツの新興企業） 

5位 Xing インターネット ドイツ Δ＋8 ※ ドイツ発のビジネス・パーソン向けSNS 

5位 Bing インターネット 米国 Δ＋8 ※ マイクロソフトの検索エンジン 

5位 BayernLB 銀行 ドイツ Δ＋8 ※ バイエルン州立銀行 

付録１ 

■ 【レノボ】2011年にドイツ最大の家電販売会社でディスカウントストアに強いMEDIONを買収。ドイツのパソコン市場で首位に立つ。 

■ 【現代自動車】ドイツでシェアを拡大し、2012年の新車登録台数では9位（トヨタは10位）。「最大の競合は現代」 と独フォルクスワーゲン社長が発
言し、注目を浴びる。ドイツ人の著名カーデザイナーを起用していることからも、独マスコミが好意的に取り上げ、異例の長い新車保証も懐疑的なド
イツ人を納得させる効果があった。 

■ 【フリッツ・コーラ】コカコーラとペプシの大手企業が独占するコーラ市場で、「他の人と違うものが欲しい」、「地元のブランドを優先したい」と
いう消費者のニーズにマッチした。ターゲット層は流行に敏感な大都市の若者で、トレンディな飲食店が主な販路。 
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ドイツで急成長したブランド 

出所：ベスト・ブランド  

■ 日本の３つのブランドもランクイン  

魅力度、シェアともに急成長したブランド 【2012年】 

1位 サムスン 家電 韓国 

2位 デロンギ 白物家電 イタリア ※エスプレッソマシンで有名なイタリアの白物家電メーカー 

3位 アップル 家電 米国 

4位 トリンプ 女性用下着 スイス 

5位 Fit 洗剤 ドイツ ※ 旧東独時代からの洗剤ブランド 

6位 Lenor 洗剤 米国 ※ 米P&Gの製品ブランド（柔軟剤、洗剤） 

7位 Nur Die 靴下・ストッキング ドイツ ※ 靴下・ストッキング、下着の庶民向けブランド 

8位 アシックス スポーツ用品 日本 

9位 ヤマハ 楽器 日本 

10位 ニコン カメラ 日本 

付録１ 

■ 【デロンギ】主力は全自動エスプレッソマシンで、同社のドイツ市場における売上の3分の4を占める。ドイツ人は見た目の良いシステムキッチンが好
きで、全自動エスプレッソマシンは「キッチンの宝石」的な存在。飽和しつつあるドイツのエスプレッソマシン市場で低価格戦略を展開。エスプレッ
ソマシンの有名ブランドのJuraとSaecoを高価格帯のニッチ市場に追いやり、シェアを急激に拡大しマーケットリーダーとなる。 
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ドイツで人気が急落したブランド 

出所：ユーゴヴ（世論・市場調査会社）  

■ 経営再建の混乱、保護団体からの批判が主因  

消費者の間で人気が急落したブランド 【2012年】 

1位 Becel 食料品 英・蘭 Δ－15 ※ユニリーバ社の食品ブランド 

2位 Praktiker ホームセンター ドイツ Δ－14 ※ ホームセンター・チェーン 

3位 エア・ベルリン 航空会社 ドイツ Δ－13 ※ 格安航空会社 

3位 フェイスブック インターネット 米国 Δ－13 

4位 ドイツ銀行 銀行 ドイツ Δ－12 

4位 ノキア 携帯電話 フィンランド Δ－12 

5位 オペル 自動車 ドイツ Δ－10 ※ 米ゼネラルモーターズの子会社 

5位 Google+ インターネット 米国 Δ－10 ※ グーグルのＳＮＳ 

付録１ 

■ 【経営再建・リストラ】ホームセンターのPraktiker、格安航空会社のエア・ベルリン、米ＧＭの子会社オペル、携帯電話メーカーのノキアは経営状況
が悪化し、企業再建の混乱・ゴタゴタからイメージダウン。 

■ 【保護団体からの批判】ユニリーバ社は機能食品の効用・副作用をめぐって消費者保護団体から訴えられ、消費者の信用を失う。エア・ベルリンも
NGOから批判され、企業イメージに悪影響。フェイスブックやGoogle+は個人情報・プライバシー保護に問題があるとして、ドイツの政治家や消費
者保護団体から非難攻撃を浴びる。消費者が環境問題、労働条件、プライバシー保護に敏感となり、 NGO・保護団体が企業・製品イメージに与える
影響が増大した。 
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米アマゾンの実例 
ドイツでひんしゅくを買った外国企業 

■ ドイツで最も評判が良いネット企業が「炎上」  

ルポが発端で「炎上」 

2013年2月にドイツ公共放送（ARD）がアマゾン・ドイツの物流セン

ターのルポタージュを放映。クリスマス前の書き入れ時に職業紹介

所を通して雇われたスペイン人など、南欧諸国から来た季節労働者

の実態を取材した。派遣契約、低賃金、即日解雇、貧弱な宿泊設備、

警備員の監視、プライバシーの損害など、‘劣悪な労働条件’を誇張

する形で報道。 

このルポが大きな反響を呼び、他のマスコミにも一斉に取り上げられ、

フェイスブックなどネットで大規模に「炎上」。アマゾンのアカウントを

削除する消費者、アマゾンとの取引を打ち切る（小規模の）出版社ま

で現れた。アマゾンはドイツ市場で90億ドルの売上があり、「サービ

スが良い」とドイツの消費者の間で極めて評判がよかったが、これを

きっかけに企業イメージが突如悪化。 

アマゾン側は速やかに事実関係を説明することも、感情的に世論を

納得させることもできず、対応に苦慮（米国の親会社とコミュニケー

ションの問題があったとされる。44ページ参照）。後日、ARDの報道

内容に若干「演出」があったことが他のマスコミの取材で明らかにな

るものの、ブランドイメージは2013年4月現在まだ回復していない。 

出所：ユーゴヴ（世論・市場調査会社） 

アマゾンのブランドイメージの落下 

ドイツ公共放送（ARD） 
がアマゾンのルポ放映 

2013年4月初旬
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不評を買う要因 ① 
ドイツでひんしゅくを買った外国企業 

■ 労働環境と個人データの取り扱いに留意  

欧州は労働環境・条件に敏感 個人情報保護にも過敏 

とりわけ米国企業は人種差別や女性差別・セクシャルハラスメント

に関して、マスコミや世論から激しく糾弾されることを十二分に承知

しているが、欧州では労働者の搾取や非人間的な労働環境に対し

ても批判の嵐が起こることに驚かされる。 

アップル社の製造委託先、フォックスコンの中国工場における劣悪

な労働環境や従業員の連続自殺が報道された際も、ドイツのネット

では大規模の「炎上」が起きたが、米国では欧州のような大きな反

響はなかった。 

ドイツは労働組合の力が非常に強く、ストやデモが盛んで、労働条

件・環境に対する国民の意識も高い。2012年に倒産した独大手ド

ラッグストアー・チェーン、シュレッカーは労働条件があまりに酷いと、

労働組合やマスコミから批判され続けていた。「奴隷の雇い主」とブ

ラック企業のイメージが定着してしまったことが結果的に業績悪化・

破産に繋がった。 

個人情報・プライバシー保護に関してもヨーロッパ人は過敏に反応

する。EUのデータ保護法は米国よりも厳しい。特にドイツでは、旧

東独時代の監視国家による過酷な経験から、疑心暗鬼になりがち

で、個人データの取り扱いに非常に不安がる。 

グーグル社のトップであったE. シュミット氏が「グーグルは全ての

ユーザーからできる限り多くのデータを収集し、極めて個人的な質

問にも答えられるようになる」という将来像を描いたが、ドイツでは

「グーグルは検索マシンというより、データ収集企業」のレッテルを

貼られ、企業イメージが悪化。特に。「ストリートビュー」に対して大

きな反発があった。2012年3月提供している60以上のサービスのプ

ライバシーポリシーが統合されたが、これに対する懸念も大きい。 

フェイスブックは欧州でも若年層を中心に人気の高いSNSだが、ド

イツやEUのデータ保護法に抵触するとして、ドイツ消費者センター

はフェイスブックを利用しないよう忠告している。2011年に顔認識機

能を導入したときには批判の嵐が巻き起こった。 
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不評を買う要因 ② 
ドイツでひんしゅくを買った外国企業 

■ 企業の社会的責任が厳しく問われる  

租税回避を非難 工場閉鎖に猛反発 

正義感、ある種の妬みから、ドイツ人は企業や資産家の脱税行為

や（合法的な）租税回避を毛嫌いする。2012年、グーグルのE. シュ

ミット会長が「欧州で税金をほとんど支払わなくてもよい構造にして

いる。これを資本主義という。」と豪語。連邦財務省の担当者は、

「グーグルのトップは我々を挑発した。私はこの売られた喧嘩を買

う。」とし、急ピッチでこの問題の法的解決を模索し始めた。アマゾ

ン、アップル、フェイスブック、スターバックスといった大手米国企業

も同様に、「Double Irish With a Dutch Sandwich」と呼ばれる租税回

避の手法を使っているが、次第に批判が強まっている。 

2008年にノキアがコスト競争力の観点から、ドイツ西部にあるボー

フム工場を閉鎖し製造拠点をルーマニアに移転した。工場閉鎖を

告知した数日後に、ノキアのその年の利益が過去最高となり、ボー

フムの拠点も1.34億ユーロの営業利益を出したことを発表。黒字の

工場を閉鎖することに労働組合や州政府が猛反発し、消費者の間

ではノキア製品のボイコットも起きた。それまでノキアは、ドイツ市

場において競合他社を引き離す極めて高い好感度と品質イメージ

を誇っていたが、これを境にブランドイメージが急激に低下。ルーマ

ニア工場が3年後に閉鎖されると、ドイツ人の間で「いい気味」という

感想が漏れた。 

一般庶民の間でも人権、自然・環境、動物に対する意識が高い。日本では人権団体、自然・環境保護団体、動物愛護団体などが胡散臭く思われたり
するが、基本的にドイツでは尊敬の対象となっている。グリーンピースやアムネスティ・インターナショナルなどNGOが発表する報告書は影響力が
あり、これらの団体に公に批判された企業はイメージ悪化のリスクにさらされる。ドイツには世界最大のハッカー集団、カオス・コンピュータ・ク
ラブがあり、ハッカーを賞賛する風潮がある。ハッカーを厳しく取り締まる企業を否定的にとらえる傾向。 

人権擁護、環境保護、動物愛護団体、ハッカー集団などを信頼 
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【ドイツ現地法人の広報責任者の悩み】 

あるグローバル企業のドイツ現地法人の広報責任者は問題を承

知しているが、自分ひとりではどうすることもできず、もどかしい

思いをしているという。ドイツの新聞社から取材の電話が入ると、

まずはその内容を英語に翻訳し、その後、親会社の担当者を探

し出し、この「小さなドイツ」での案件が本当に緊急案件なことを

説得しなくてはならない。親会社側では法務担当者を交えて協

議するため、さらに時間を要する。親会社からようやく届いた回

答をドイツ語に翻訳し、電話をかけてきたジャーナリストに回答の

メールが届く頃には、とっくに記事が出てしまっていると嘆く。 

問題点と対応策 
ドイツでひんしゅくを買った外国企業 

■ スピーディーな危機対応、日頃の情報収集・ロビー活動  

海外企業はスピーディーに対応できず 

評判リスク対策 

欧州の文化的背景に対する無知・無関心さが大手米国企業の好

感度がドイツでいまひとつ高くない原因の一つだが、大抵の企業は

危機的な状況になって初めて国民性や文化的背景の重要性に気

付くという。 

ドイツのある経営コンサルタントは、「米国企業、特にアジア企業は

まるで軍隊のような階層組織になっている」とし指摘。このような海

外企業のドイツ現地法人では、製品に関する取材にしか直接回答

することができず、企業の財務状況、ましてはスキャンダルに関す

る案件は親会社に指示を仰がなくてはならない。 

アマゾンの例のように、晩にドイツのテレビが物議をかもすルポを

放映すると、米国の親会社のトップは次の日の朝8時（9時間時差

がある場合、ドイツではすでに翌日の午後5時）に知ることになる。

親会社が適切な対応を協議している間に、ドイツでは騒動がどんど

ん拡大していき、対応が後手に回ってしまう。 

文化的違いから「一体、何がそんなに問題なのか」理解に苦しみ、

ドイツの世論を満足させる措置が取れないケースも多い。機械的に

翻訳しただけの不自然なドイツ語であるなど、言語の問題も無視で

きない。 

「ドイツは評判リスクが生じやすい国」の認識が大手米国企業の間

で次第に広まってきており、コミュニケーションのプロセスを整える、

親会社の経営陣がドイツを頻繁に訪問する、ドイツ人を親会社の管

理職に起用する、ドイツでロビー活動を活発に行うなどの対策を立

てている。 
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