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How to propose the subject is one of the basic themes of 

the researches on the realm of human life, as for the 
distinction from a consumer, the conceptual existence 
dependent on a producer. 

Opposing to the simple liner model of produce – 
consume, the correlative model of the both sides would be 
more effective to describe the economic conditions of today. 

The aim of this article is to depict the subject which is 
other than the subject productive in the economic production 
and distribution structure, based on the analysis of the latest 
applications of information technology to manufacturing and 
logistics, and the prediction of the structure of the next 
generation. 

生活文化領域の研究において、基本的な課題のひとつは、こ

の研究領域における主体をどのように定義し取り扱うかということ

である。 

その主体とは、生産者に対する従属的概念としての、消費者か

ら区別されるものである。 

生産に対する消費という単純な線形的なモデルに対して、生産

－消費の双方を相互関係的に捉えるモデルの方が、今日の経済

のありさまをよりよく表現すると考えられる。 

本稿では、製造や物流における情報技術の活用事例の分析お

よびそこから予測される将来の生産・物流構造の研究に基づい

て、経済の観点からとらえた、生活領域の主体の捉え方について

論述する。 
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はじめに 
 
生活文化をひとつの研究領域として考えるとき、その課題

のひとつは、生活者という主体をどのように定義し、どのよう

に取り扱うかという研究方法論が未確定だということにある。

そこで本稿では、方法論を確定するためのアプローチの一

環として、従来、市場経済の枠組みにおいて「消費者」とし

て位置付けられてきたものを「生活者」として定義しなおす

ことの意味や妥当性を検討してみたい。 
「消費者」とはもちろん、近・現代の「生産－消費システ

ム」というモデルを前提に使われてきた言葉である。このモ

デルは、生産はある価値を作り出す行為であり、消費はそ

の価値を利用し尽くす行為であるという、生産から消費への

一方方向的な流れにおいて市場経済を捉えたものである。

しかしながら、近年における経済社会構造の大きな変化を

考えるとき、価値の生産主体としての企業に対して、価値を

 



 

 

利用する消費の側も価値の生産に積極的な関わりを持つ

という、相互循環的な考え方が必要になる。そのとき、企業

に対峙する一方の主体は、生産に対して独立な「消費者」

よりも、たとえばそのライフスタイルを生産に反映させようと

いう、「生活者」の方が妥当すると考えられる。 
そこで本稿では、情報技術の進展による「生産―消費シ

ステム」の革新的変化の現状を前提として、経済社会にお

ける生活者の定義と位置付けを試みるが、同時に、高度情

報化社会において生活文化研究が果たす可能性につい

て論じようとするものである。 

１．生産－消費モデルの変化 
現代の商品流通における「消費」のあり方を見るとき、消

費者と呼ばれる存在は、メーカーが作り出した商品を一方

的に消費しているだけのもの、というよりは、必要や好みと

いう動因から、生産に対して働きかける、主体的な存在と考

える方が、より現実にあっているように思える。つまり、生産

と消費の関係は、「生産→消費」ではなく、「生産→／←消

費」という相互関係で捉えるべきである。このとき、経済社会

には、生産者と生活者(消費者に代わって)という 2 つの主
体が存在し、主体間相互の働きかけによって生産と消費の

システムが成り立つことになる。 
しかし、あえて呼び名を変えることをしないで、「消費者」

という概念を拡張することによっても、その目的は果たせうる

ものとも考えられるだろう。それは例えば、従来の「生産→

消費システム」の見方を修正するものとして、消費者の位置

付けをより拡張して、マスではなく「個人」として捉えようとす

る試みのうちに見られるものである。消費社会論の先駆けと

もいえる『柔らかい個人主義の誕生』（中央公論社、1984）
において山崎正和氏は、近代の「生産」という概念に対する

ものとして現代の「消費」を、「充実した時間の消耗こそを真

の目的とする行動である」と定義し、自己探求の時代にお

ける「個人主義」の実現という可能性のもとに、消費者を定

義しなおしている。 
一方、そのような 80 年代から 90 年代前半までの時期と

90 年代末以降との大きな違いは、後者にあって生産の仕
組みの中に情報の技術が広範に取り入れられ、実質的に

その内容を革新したことである。 
生産プロセスへの情報技術の浸透は、生産の仕組み自

体を変えるだけでなく、従来の「生産→消費」という市場モ

デルを「生産→／←消費」という新しいモデルに変えつつ

ある。 
本稿では以降、まず、情報の技術が生産―消費のモデ

ルに与えた「変革」の内容をまとめ、次に、「生活者」という

主体の位置付けと、その研究(生活文化研究)の方向性に
ついて論じる。 

２．生産モデルの革新 

２－１．バリュー・チェーン 
世に「IT 革命」と呼ばれるもののうち、実質的な効果をい

ち早く示したのが、企業における生産システムの革新であ

る。それは次のようなステップによって実行された。 

 
1. 企業内部の経営資源の統合管理 
2. 関連企業間の業務連携・チェーン化管理 

 
それぞれ、ERP(Enterprise Resource 

Management)、SCM(Supply Chain Management)と
呼ばれる概念とシステムの実現である。技術の細部に入り

過ぎない範囲で、ここにその内容をまとめる。 
これらは最初、ハーバード大学の経営学術誌の論文

（「競争優位の戦略」、マイケル・ポーター、ハーバード・ビ

ジネス・レビュー 1985、同年にダイヤモンド社より邦訳）に
おける、価値連鎖(Value Chain)という概念の提唱から発
したものである。ここに登場するバリュー・チェーンという言

葉は、現代の高度複雑化した企業組織の内部的な作り変

えを目指した概念である。 
一つの企業を外部から眺めれば、それはある価値を実

現するための組織体である。そこで、内部の組織や資源

は、その外部的な価値の実現するためのチェーンであると

捉えるのである。おりしも、情報技術の発展が、その概念の

実現に歩調をあわせるように、企業の内部ネットワーク化

(LAN, クライアント－サーバー)と合理的組織再編成（リエ
ンジニアリング）を推進したのである。組織経営とシステム設

計の両面において、人やもの、資金、時間といった企業の

資源を「統一的に管理する」ための、基本的な考え方の枠

組みであると共に基本設計概念となったのが、バリュー・チ

ェーンなのである。 
この企業内部におけるバリュー・チェーンという考え方は

その後、広く社会的な生産という視野の上で、消費者に対

してある価値（商品）を実現するための企業活動連鎖

(Supply Chain)という考えに発展した。（Porter, M. E.: 
What is Strategy, HBR, 11-12/1996） 
情報技術もまた同じく、企業内ネットワーク（LAN）から、
インターネットワーキングへと発展し、それによって概念の

展開と技術の社会的発展とがうまく重なり合うことになった。

次に、サプライ・チェーンについて述べる。 

２－２．サプライ・チェーン 

今日の産業では、ほとんどの領域で、ひとつの企

業が生産の最初から最後まで、つまり原材料の調達

から最終製品の受け渡しまでを取り仕切るというこ

とは稀である。生産を全体としてみると、複数の企

業による分業とその間の取引によって実現されてい

る。原料、部品、組み立て、保管、配送など、生産

プロセスの段階ごとに、それを専業とする企業があ

り、その間の取引として全体の流れが実現されてい

る。 
これを、最終消費者の立場から捉えなおし、最初から最

後までの一連の流れを「チェーン」とみなして、そのチェー

ンの徹底した合理化を図るという考えがサプライ・チェーン

である。それは、最終製品にいたる各企業のつながりを、リ

ングとリングの連鎖によるチェーンとみなして、それらを一つ

のシステムとして作り上げたものである。 



 

チェーンにつながる各企業は独立の経営体であるが、

各々が共通の外部仕様をもつ情報システムによって結ば

れることで、全体としてひとつのまとまった企業のように働く

ことが可能になる。最終消費者からの発注は、情報として、

最終製品の小売販売業者だけでなく、チェーンの全企業

にほぼ同時に、各々に合わせた適切な形で送られる。その

ことによって、各企業は、対応を機敏に行えるだけでなく、

在庫や準備人員などの対応余裕（バッファ）のコストを小さく

抑えることができる。製造業における「情報革新」とは、もの

の流れを情報化して、複数の企業間で共有し、かつ調整で

きるようにすることによって、ものづくりの流れをスムーズに

行い、全体としての無駄（過剰在庫や返品輸送、廃棄）をな

くし、スピード・アップを達成したことを意味する。 
このようなシステムでは、従来のような、メーカー側があら

かじめ予測しておいた数量の生産を行い、それを販売する

というかたちではなく、注文に応じて生産関連の全体の流

れがダイナミックに調整されるというものになる。そして、この

ような生産における情報の流れを考えた時、従来の「生産

→消費」という単一方向のものの流れの場合とは異なる、相

互関係が明らかになるのである。 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「消費者」は、生産・製造チェーンに対して発注（受注）情

報を与えるものとして捉えられる。だがそれ自体チェーンに

取り込まれることもない、単独の存在である。消費者のこの

ような捉えかたを企業側から見れば、マーケティング（顧客

が必要としているものを知ること）や生産・在庫調整（必要と

されている量がどれだけかを知ること）の技術や考え方を変

えることにつながる。生産システム内部の情報化が他方で、

企業ホームページの積極的な活用にみられるような、対外

的なつながり形成を求める活動を引き起こすのである。そ

れは、広告や需要調査、ダイレクト・セールスといった直接

の手段としてではなく、むしろ、広い意味での「相互関係」

を作り出すことに向かっているといえるだろう。 
さて、眼を転じて、視野をより広くとると、産業社会全体と

して、このようなチェーンが複数出来上がり、その間の競争

が繰り広げられることとなる。それらが日本企業の「系列」と

異なっている点は、チェーンの関係が「合理性」によって結

びついている点である。チェーンどうしは最強のチェーンと

なることを目指して競争を繰り広げ、それに応じてチェーン

のリング（メンバーである企業）の自由な組換えを行うのであ

る。 
そして現在、この組み合わせのダイナミックな変更が、ネ

ットの社会的な発達にともなって、従来にない、企業

（Business）間の新しいつながりをもたらしつつある。 

２－３．オープン・チェーン 
サプライ・チェーンでは、ある中心企業の求心力の下に

企業チェーンが形成されるのであるが、今後は様々な企業

のオープン・マーケットが出来上がり、最終需要に応じて企

業の連鎖がダイナミックに作り上げられるという、オープン・

チェーン化が進行するであろう。広範囲な製造業のネット化

であるオープン・チェーンは、最も合理的な生産チェーンを

目指す自動的な産業システムであるが、一方、消費者から

見れば、複数の企業のそれぞれの働きをつなぎ合わせて、

ほしい商品の現実の生産へ向かわせることのできる、自由

な自動製造機械を実現するものともいえる。 
何をどれだけ必要としているのかということがわかれば、

それを実現する組み合わせを指示（インプット）して、この機

械のスイッチを入れれば生産は自動的に行われる。このよ

うに見た場合、そのスイッチを入れさせる主体は、作られた

ものを単に消費するのではなく、その前に生産に意味を与

え実現させるものであるといえる。すなわち、この自動生産

機械としてのチェーンに駆動命令を伝えるのは、生産者と

いうよりも「生活者」であり、生産者は受動的にスイッチを入

れるだけのものとなる。 

３．新しい製品価値観：相互関係システムとして

の「生産－生活」 
生産者に対して生活者という主体を置くことは、商品の価

値のあり方を考えることからも正当化される。 
今日的な製品の多くにおいて、その製品価値の内容は、

外見（ハード的な面）と内面（ソフト的な面）だけではなく、実

際の活用面（ライフスタイル的な面）に多くを拠っている。 
作り手側はもちろん、実際の活用面の予測に基づいて、

ハードとソフトの仕様を決めて開発・製造を行うのであるが、

しばしば、予測とは異なる生活面において活用されたり、あ

るいは実際の生活面とはすれ違ったりもする。それゆえ今

日の開発の現場では、生産者とは異なる主体としてのユー

ザー（生活者）を想定することは必須のこととなっている。そ

こで製品価値はこれを重視して、 
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「製品価値＝外見（ハード面） ＋内面（ソフト面） ＋実際

の活用面（ライフスタイル面）」 
 
と捉えるべきである。特にソフトとライフスタイルを分けて捉

える視点は、作り手とは別に利用者という主体を別に捉えよ

うという見方、いいかえれば、商品というものを、「作り手と利

用者の相互関係」において捉えようという考えを基盤に置く

ものである。そして、情報のシステムとしてみれば、この商品

の価値の構造に準拠した、作り手の側からのメッセージを

適切に送り、また需要者からのメッセージをダイレクトに受

け取るために必要な、双方向的なメディアの設計がテーマ

となる。 
一般的なデータ処理の理論から見れば、データというの

は、並べてみるだけでは何も意味を持つものではなく、適

切な形に配置して、読み取り、解釈することによって、はじ

めて何らかの意味が抽出されるのである。そこで、引き出さ

れるものはある程度その解釈・操作の方向に基礎付けられ

ることとなる。つまり、問題となるのはそのデータ処理の全体

枠組みとなる「対象概念」である。 
製品価値が実際の活用面に影響されるとき、生産者は、

対象となるデータの領域を局所的なものではなく、連鎖とし

て捉えることが必要となる。実際の生活においては、ある購

買は他の購買と、なんらかの関係をもっているものである。

すなわち、暮らしやスタイルは単品ではなく組み合わせによ

って、それも、それぞれが異なる時間単位をもって、「コー

ディネーション」として実現されるとみなすことができる。たと

えば、ある魚を買うということは、次に買う野菜の種類と関係

を持ち、またさらには翌日に買う肉とも関連性をもっている。

また、食品を買う時間間隔と食器や家電を買う時間間隔は

異なるが、全体としては暮らしのリズムにハーモナイズされ

ている。 
このように購買行動は、全体としてみれば、あるスタイル

を作り出すコーディネーション行動とみなすことができる。そ

のため、よりよく統御された生産のチェーンは、生活者の情

報に適合した製品を生産し、暮らしの側・生活者がそれを

活用し、さらにそれが繰り返されるという循環構造を引き起

こすものとして、全体をモデル化することができる。 
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このようなモデルでは、情報システムの処理対象となるデ

ータは、「スタイルを持った要求・必要に対する応えとして

の、組み合わせ・コーディネーション」であると定義すること

ができるだろう。そして生活文化の研究とは、このような、情

報化社会における新しい産業構造のなかで、生産の側に、

あるいは生活の側に、基本的な枠組み（システム構造、デ

ータ構造）を提供するものとみなすことができるのである。最

後に、この将来ビジョンとしての全体モデルにおける技術に

対する要求機能と、それに関連する生活文化の研究の可

能性についてまとめる。 

むすび：システムのモデル化―生活者の登場 
まず、電子取引化された生産領域（生産 EC 領域）のオ

ープン化構造においては、企業間のつながりを合理的に

取り持つための、上位レベルの新しい機能が必要になると

考えられる。全体は、様々な企業をメンバーとする「生産の

場」と捉えることができるが、そこから特定の価値（商品）生

産のための具体的な企業連関を作り出すためには、まず、

その場の中にどのような企業・生産機能があるのかというこ

とを知るための、全体を一覧として登録した機能（ディレクト

リ機能）が必要である。そして次に、同種の企業・機能のう

ちどれを選択するかということを決定するための、それぞれ

の内容を明確にする評価機能が必要である。さらにその上

で、それぞれの製造の機能を、最終製品を作り上げるため

に結び合わせる機能（コーディネーションの機能）が必要と

なる。 
 

 ディレクトリ機能 
 評価機能 
 コーディネーション機能 

 
実際的な面で、これらの機能の実現は、新たなベンチャ

ー・ビジネスによって担われる（e-マーケット・プレースのよう
な米国の例）か、あるいは行政府（アジア先進圏の傾向）や

NGO による新しい社会インフラ・公共サービスとして実現さ
れるなど、いくつかの選択肢が考えられる。 

消費者 
【暮らしの場】 
生活者 

スタイル 

活用 



 

 
一方、電子取引を活用した生活領域（生活 EC 領域）で
は、生活者の必要・要望の「とりまとめ」機能としてのシステ

ムが想定される。 
第一義的にはそれは、社会のコスト面における必要によ

るものである。どのように情報化が進展しようと、少なくとも当

面は、ものとしての商品の流通という物理的な問題が存在

する。そのため、取りまとめ＝物流の集約による合理化は必

然の方向となる。 
そして第 2 次の取りまとめの機能は、必要・要望の内側
の構造に関わるものである。まず単純に二分化しても、ニー

ズ（必需品）とウォンツ（嗜好品）に分けた違いがある。ニー

ズについては、コスト合理的な「最適化」を達成するシステ

ムが、ウォンツについては、「最良の生産形態」を導くシステ

ムが、それぞれ異なる仕組みの下に必要となる。そして、そ

れらのシステムを活用するために、生活者の要求をとりまと

めるコミュニケーションの機能が課題となる。 
 

 ニーズ最適化 
 ウォンツ綜合 
 コミュニケーション機能 

 
生活文化の研究は、生活 EC 領域としての「生活の場」

の研究として、以上に予想される機能の具体的設計やシス

テム実現のための資源を提供できるものである。特に、デ

ータ処理の枠組み（データベース・スキーマ）としてのライフ

スタイルの研究の展開に、多くを期待することができるだろ

う。 
以上、特に生産領域の情報化の方向性の分析から、逆

に生活者という主体の存在が明らかになることを通して、こ

れからの流通経済モデルにおける生活文化研究の果たし

得る役割について論じた。そしてここでは、情報技術が、今

日の社会システムの変革に深く関わる技術であり、情報技

術の背景にあるモデルと、生活文化研究の領域の間には、

深い相互連関のあることが明確になった。 
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