
「コストリーダーシップ戦略」は、他社よりも－円でも安いコストで製品

をつくり、低価格戦略に打ってでるというもの。これにより、

⑪業界内に競争要因が現れても平均以上の収益性が維持でき、

②買い手の値引き攻勢をかわすことができ、

⑳原材料のコストが増えても臨機応変に対応でき、

⑳代替製品に対し、同業者よりも有利になれ、

、参入の障壁を高くする

ことができる。

これは確かにすばらしい戦略なのだが、誰もがマネできるといったもの

ではない。１つには低コスト実現に際して多大な出費が必要であること、

もう１つは厳しいコスト管理が必要だからである。

これに対して「差別化戦略」は、他社にはない製品なり、サービスを実

現させればいいのだから、こちらは採用しやすい。ポーターは、差別化に

は６つあるとしており、

⑪製品設計の差別化

②ブランドイメージ差別化

、テクノロジーの差別化

⑳製品特長の差別化

＠顧客サービスの差別化

⑥ネットワーク（流通）の差別化

を挙げている。

また「集中戦略」は、特定の買い手や特定の製品の種類、特定の地域な

どに集中することによって、特定ターゲットに対して差別化ができたり、

低コストが実現したりする。あるいは、差別化と低コストの両方に集中し

て、それらを同時に達成する場合もある。

ポーターはコストリーダーシップ戦略や差別化戦略は、業界全体を狙うも

のとした一方、集中戦略は特定のセグメントに絞って展開するものといっ

ている。ゆえに、後者は前者たちほどの出費はないが、セグメントがはず

れるともうからないというリスクも生じる。
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さて戦略というともう１つ、コトラーの「競争的マーケティング戦略」が

有名である。『マーケティング・マネジメント（ピアソン・エデューケーショ

ン)」によると、コトラーは競争優位を柵築するためには業界における自社

のポジションを明確にし、それにふさわしい戦略を展開すべきだという。

そのポジションとは、「リーダー」「チャレンジャー」「ニッチャー」「フォロ

ワー」の４つである（例解2)。

’１別】昨Ｚ |コトラーの戦略

141瓢品を取り入れ､リーダーと別の市場で販売

「リーダー」は、最大の市場シェアを有し、あらゆる面で競合他社をリー

ドする。その基本戦略は、総市場の拡大、市場シェアの防衛、市場シェア

H ２鮒 ２躍職酪



の拡大である。

つまり、全方位戦略で市場を拡大するとともに、ポジション防御、側面

防御、先制防御、反抗防御、移動防御、縮小防御によって、競合からの攻

撃をかわしていくのである。

「チャレンジャー」は、リーダーや同格だが業績が悪い企業、あるいは下

位の企業に攻撃を仕かける。大きな飛確を求めるために、リーダーに挑戦
する企業が多く見られる。

その際の攻撃として、正面攻繋、側面攻撃、包囲攻撃、迂回攻撃、ゲリ

ラ攻撃がある。いずれにせよ、リーダーとの差別化を図っていくことがポ

イントである。

「ニッチヤー」は、小規模市場でリーダーになることを目指す。ニッチはす

き間という意味が有名だが、才能、力量に適した場所という意味もある。

これはポーターのところで述べた集中戦略と同様と考えればいいだろう。

つまり、この戦略のポイントは集中にある。そのためにセグメンテーショ

ン＝細分化し、おいしい市場をターゲットすることが重要である。

「フォロワー」は、リーダーを模倣することで、ひたすらシェア維持につと

める。とはいえ、しばしばチャレンジャーの標的となるので、製造コスト

を抑え、製品品質とサービスを高水準に保つ必要がある。

フォロワーには、「カウンターフィター」「クローナー」「イミテーター」「ア
ダプター」の４つの一般的戦略がある（似I解3)。

｜図解３卿I'MIM＃ フオロワーの4つの戦略

イミテーターイミテーター

‐-－可

カウンターフイター

製品やパｯｹージを模倣して間市珊に流す」Ｌ－Ｊ

一 倉

一部コピーするが、違い
は強しておく
一部コピーするが、違い
Iま残しておく ＃製品Ａ製品Ａ

製品を取り入

言 哩
アダプター

れたり､改良したりする
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「カウンターフィター」は、リーダーの製品やパッケージを模倣して、闇市

場や評判の悪いディーラーを通して販売する。ロレックスのバッタものなど

がこれにあたる。

「クローナー」は、リーダーの製品、名称、パッケージにわずかな変化を加

えて模倣する。有名ブランドとそっくりだが、わずかに違う商品や店舗に

覚えがあるだろう。

「イミテーター」は、リーダーの製品を－部コピーするが、パッケージ、広

告、価格、立地に違いを残しておく。

「アダプター」は、リーダーの製品を取り入れたり、改良したりする。コ

トラーは、多くの日本企業は、他社で開発された製品を改良したあとに

チャレンジャーになっているという。

こうしてポーターとコトラーの戦略を概観すると、大きく、「コストリー

ダーシップ戦略」｢差別化戦略｣｢集中戦略」「模倣｣の４つの戦略に分かれる｡

この４つの今日的な戦略として私は、

⑪差別化戦略には未来的差別化戦略、カテゴリー構築戦略

⑫集中戦略には関係性マーケティング戦略

③模倣には創造的模倣戦略

の４つを使っている。次のページから、くわしく述べていくことにしようｃ

品ｆ加２願Ｉｉｍ噸
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皿化戦略
未来
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⑪製品の差別化→形態、特長、性能・品質、適合性、耐久性、

信頼性、修理可能性、スタイル、デザイン

別化戦
陽
一
酢
‐

’

まずは「差別化戦略」をよりよく理解するために、細分化戦略と対比す

る形で説明したいと思う。

『マーケティング・パラダイム（有斐閣、鴫口充輝著)』によると、その目

的は、前者は競合に対抗するために行い、後者は競合との競争を回避する

ために行う。ゆえに前者は市場シェア独得がその目標となり、後者は収益

性の確保が目的となる。

一般的に差別化戦略はチャレンジャーの戦略セオリーであるが、これは

量的経営資源にすぐれるからである。それゆえに、リーダーに対抗し、リー

ダーと同じうまみのある市場からシェアを猶得することを目指す。

一方、細分化戦略はニッチヤーの戦略セオリーである。質的経営資源に

はすぐれるが、量的経営資源が乏しいニッチヤーは、特定市場への集中に

より収益I性の確保を目指す。ゆえに、競合と競争しないですむ市場を目指
す。

次に背景であるが、前者は市場の成長期に採用され、後者は市場の成熟

期に採用されることが多い。

市場の成長期というのは、市場に深みがないため、特定市場への集中が

成功する可能性は少ない。ゆえに差別化戦略が採用されることが多い。一

方、成熟市場では市場の深みは十分なため、シェア争いに加わらないで棲

み分け＝細分化戦略を採用する企業がでてくる。

上記から差別化戦略というのは、規模や成長を狙う戦略であることがお

わかりいただけると思う。

さてそれでは、差別化はいかなるポイントにおいて行えばいいのか？

前出のｉマーケティング･マネジメントｊによれば、以下のとおりである。

m2康戦略８５
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⑬イメージの差別化→シンボル、メディア、雰囲気、イベント

＠サービスの差別化→注文の容易さ、配達、取りつけ、顧客トレーニング、

顧客コンサルティング、メンテナンスと修理、多様なサービス

⑳スタッフの差別化→知識と技能、礼儀正しさ、安心感、信頼性、

迅速な対応、コミュニクーション

意味

⑳チャネルの差別化→流通チャネルの範囲、専門技術、

流通チャネル全体のマネージメント

これに加えて、この差別化を未来に向けて行おうというのが未来的差別

化戦略である。つまり、未来に向けて、過去とどんな差別化ができるかを

考えていくのである。

たとえば製品で差別化しようと思ったら、それを「着眼」「USP」「意味」

｢コンセプト」「カテゴリー」の５つの要素にブレークダウンする（図解l)。
そしてまず過去を代表する商品に対して、上記の５つがどうであったかを

考えていく。具体的にイメージしていただくため、箪者が代表をつとめて

いるユニバーサルブランナーズというスクールのトレーニングをどのように

考えたかを紹介しよう（側眺2)。

ンセプト

Rパ鮒２歳理路

製品の差別化

吟
吟
吟
吟
吟

Ｉ

や

鱈

や

着眼

意味

コンセプト

カテゴリー



この学校は、教室だけでなく、ブログを使ったバーチャルの教育も行う

学校なのだが、この後者のほうをなんと呼んだらよいか、運営をする者た
ちみんなで考えてみた。

まず、既存のｅラーニングというものを過去と考えることにした。

つながる学び

グeラーニン eプラクティス

教わる 着眼 わかる

ＵＳＰ ■
五
一
■
｜
「

理解 思考

意味一・閉じた学び

集団で体得

カテゴリー 壁
唾

一
天

鮒2章唄略８７

着眼→教わる

既存のｅラーニングは、教室や会場で講義や訓演を受ける代わりに、そ

れを自宅、ないしは職場で見るというイメージがある。なので、確かに時

間や場所に融通がきくというメリットはあるのだが、個人で学問を教わる

という旧来的なイメージから離れられない。ゆえに閉じた学びという感が
ある。

USP→理解

カテゴリー→学問

コンセプト→個人で学ぶ

鯨圃圃藤調 差別化の例(ユニバーサルプランナーズ）削解２

１
１
１

や

仁

吟
吟

吟
吟

eラーニング

教わる

理解

閉じた学び

個人で学ぶ

学問

着眼

ＵＳＰ

意味

コンセプト

カテゴリー

eプラクテイス

わかる

思考

つながる学び

集団で体得

実践



これを未来に向けて差別化してみる。

蒲眼→わかる

USP→思考

意味→つながる喜び

コンセプト→集団で体得

カテゴリー→実践

ブログという、集合知を誘発できるツールを使うのだから、みんなでつ

ながり、みんなで考えることが可能になる。また時間や場所にとらわれな

いのだから、たんに学問を学ぶだけでなく、実践も行って、議論すること

もできる。

たとえばテーマに対して、自分で店頭などを観察し、それにもとづいて

議論したり、あるいは、自分で調べたことを提案して、それにもとづいて

議論したりすることもできる。このように、「集団」「実践」「思考」「わか

る」というのが未来的な教育だと考えたのである。

これらから、ｅラーニングに対して、ｅプラクティス（バーチャルは実践の

場という意）というコンセプトにたどりつき、それをネーミングにも使う

ことにした。

このように、製品の表層的なところで差別化するのではなく、意味やコ

ンセプトなどから、さらにそれを未来という方向に差別化すると、その存

在意義を大きく感じさせることができる。

８８鰯2 傘 喚 略



力テゴリー
構築戦略

市場が成熟しているといわれる現代。とはいえ、成熟している市場に新

たなカテゴリーをつくって、新しい市場ができるという例もある。

たとえば、技術的にも普及度的にも一定レベルに到達したため、ヒット

商品を生みだすのは難しいといわれていた白物家電。その中の洗濯機とい

うカテゴリーから「洗濯乾燥機」が生まれ、掃除機カテゴリーから「サイク

ロン式掃除機」が生まれ、それぞれが独自のカテゴリーとして成長していっ

た。いずれも成熟市場の中に「新しいカテゴリー」をつくり、そこに新価

値をつくって成功している。

『マーケティング戦略論（ダイヤモンド社、ドーン・イアコブッチ編著)Ｉ
によると、この戦略を「カテゴリー椛築戦略」といい、柵築するカテゴリー

を使用していない人々、もしくは企業が考えているのとは違う目的のため

に、そのカテゴリーを使用している人々をターゲットとする。

ゆえにこの戦略の目的は、ほかのカテゴリーではなく、そのカテゴリー

を使用することによって、なんらかの目的を達成することを検討するよう、

人々を説得することである。

また、この戦略がどういう場合に向いているかというと、まだカテゴ

リーが飽和していないで、カテゴリーのために発生した需要を自分の商品

に向けることができる企業に適しているという。

具体的には、１９７０年代のライトビールや８０年代のヨーグルト、９０年代

のスポーツ飲料のように、カテゴリーが新しい場合が適している。一方、

コーヒーのように、消費者基盤を失って成熟したカテゴリーにも適する。

この戦略を筆者なりに応用して、「筆王」という錐ソフトの戦略に採用

したことがある。

当時の筆ソフト市場は、１１０万本で推移していた成熟市場で、悪いこと

に、「筆まめ」という商品が寡占の市場であった（48％)。

鋪2章硬略８１



図解１|罰漉､露’ 筆王で使った価値カテゴリーNo.1戦略

［ﾘー ダー ﾉｻプﾗｲﾔ側の高機能というｶﾃｺ゙ ﾗｲズを、

…

消費者の価値でカテゴライズし､そのNC‘1と鼠言する消賢者の価値でカテゴライスし、そのNO‘1ど鐘頁する

高機能

簡便性十No.１

。＝つ

「‐消費者の価値でｶﾃゴﾗｲズし､そのNo.'と宣言する

り〃 鮒２京戦陥



こういう絶対リーダーがいる市場というのは、シェアを伸ばすのが難し

い。当時の筆王はチャレンジャーだったが、シェアは１６％しかもっていな

かった。こういう場合の戦略セオリーは差別化だが、シェアが３倍もある

リーダーと差別化しても、たかが知れていると思った。

また顧客を見てみると、男性型商品で、既婚３０，４０代が中心であった。

当時、まだパソコンソフトは女性や主婦が買いづらいものだったので、こ

の顧客は実購入層であることが予想された。

とはいえ、２０００年年末市場だったので、郊外量販店での主婦需要も芽

生え始めるころだとも思っていた。こういう人たちに「これなら私も使え

る」「これは私向きの商品だ」と思ってもらい、市場を拡大したい。

またクライアントの要望は、シェア１６％を２２％まで伸ばすこと。新規

に６．４万本は上澱みしないと、このシェアは達成できない。成熟市場でリー

ダーが寡占。ここで４％ものシェアを伸ばすには、たんなる差別化ではな

く、なにかユニークな戦略が必要だと思った。

そこで考えたのが、カテゴリー構築戦略の変形版の、「価値カテゴリー

No.1戦略」というものであった（例解I)。具体的にはリーダーとは差別化

し、消溌者視点で下位競合をくくり、それをカテゴリー化してしまうもの

であった。

リーダーは高機能が売りで、筆ソフト市場に高機能カテゴリーをつくって

いた（筆ソフトは高機能なものがいい)。なので、これにもう１つカテゴ

リーをつくってしまい、簡便性という価値軸で下位競合をおおってしまい、

さらには下位にも勝つために、簡便性において筆王がNo.１であると宣言

することにした。

これを「価値カテゴリーNo.1戦略」と名づけた。売り上げでリーダーに

勝てないので、新しい価値でカテゴリーをつくる。そしてそのカテゴリー

のNo.１であることを宣言するというものである。

もちろんNo.１を宣言するためには、実証をしなければならない。そこ

でＣＬＴ(集合調査）を行い、競合商品も含めたデモをやって、絶対評価を

取るとともに、相対評価も取った。これにより、実証したデータにもとづ

いて展開を図った。

この戦略は奏功し、結果的に前年の２．５倍の売り上げを達成することと

なった。また、このときの戦略からブレークダウンしたキャッチフレーズ

｢かんたんNo.1」は、長く使われることとなった。

鮒2蝋戦略リノ
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「関係性マーケティング戦略」は、関西学院大学の和田充夫教授が提唱し

た。紹介されたのは、１９９８年刊行の|｢関係性マーケテインングの構図』と

いう書籍であるが、この年というのは、バブル経済が崩壊して８年が経過

し、株価は低迷し、円安傾向に歯止めがきかず、低金利・低経済成長、失

業者が200万人という状況であった。

また消費は、生活者の成熟という指摘のもとに、バリエーションに富ん

だ商品が発売されたが、売れるものと売れないものにきっちり二分化され、

悪いことに、後者の数が圧倒的となっていた。

こうした状況は、現在にもあてはまる。ゆえに、これを背景として生ま

れた関係性マーケティング戦略は、１０年経ったいまでも、いや、いまこそ、

最適な戦略といえる。

関係性マーケティング戦略をひと言でいえば、企業と生活者を密接に結

びつけ、その共創から需要を発生させるものである。

企業と生活者を密接に結びつけることにより、両者は共感・協伽し、相

互に強い支援動機を発生させる。これにより、生活者は企業を強く愛顧

(マイカンパニー化）するようになり、一方企業は生活者を自社顧客（マイ

カスタマー化）として強く認識することになる。結果として両者には強い

紳が生まれ、win-winの関係が構築されるのである。

和田氏は、差別化や市場細分化といったマーケティングにさえ限界が見

え始め、マネジリアル・マーケティングの基礎概念をなすく交換のパラダ

イム＞やく需要適合のマーケティング＞に問題が生じ始めたという。また

消費者、流通、社会が変化していくなかで、時代はく関係性のパラダイ

ム＞へと移行しつつあるともいう。

消費に意味が重視されるほど生活者は成熟しており、かつ低価格までも

が強く影響する現在において、商品の機能や品質はもちろん、それを提供

する企業の思想や姿勢までが重要視されている。

癖耀



また成熟・飽和の時代にあって、技術の進化によって商品・サービスは

ほぼ均一、それに加えて不況による心理効果も加われば、「これがほしい」

と消賛者が表明することももはや期待できない。

ゆえに和田氏がいう「供給業者の側からの生活者の消費プロセスへのコ

ミットメントと供給者の側のインタラクティブなマインドが必要」という

主張は、まさに現在に不可欠なものである。

さて、具体的な話に移ろう。この戦略がきわめて実践的なのは、「トラ

イアル溌導装置」「リピート勝導装置」「リピート装置」の３つにより、企業

と生活者を結びつけようとする点である（例解l)。

図解１１関係‘性マーケティング戦略

口司ミノうわさ
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＋強い推奨．、 〆－－－ＪL型勧誘雲言霊雪蕊豊一。

■●●●■■｡●●●q

Ａ ’
口コミ/うわさ

１１トライアル誘塵態冒置 ２リピート誘套装樹 ３リピート罷引f宙

図解２は、あるクライアントに対して提案したものである。市場に対し

て新規／後発で参入するため、特定のターゲットの支持を獲得し、その支

持にもとづいて顧客を拡大しようと思った。それには関係性マーケティン

グ戦略が最適と考えた。

まずは「トライアル装置｣。この理論のベースになった劇団四季のトライ

アル誘導装置は、企業提携の促進、団体客への営業活動、講演前のテレビ

師2頑硬略”



１１トライアル誘羽装温’｜(2)リピート誘導装瞳

ＣＭ、浅利座太氏の広報活動、シアター・アドバイザー制（チケット販売)、

男性客への販促活動である。

3'リピート装悩

一股洞顕習 リピート皿園

ここまでのことは劇団四季だからできること。そこで筆者はもう少しレ

ベルを下げて、明確なＵＳＰやささるキャッチフレーズで口コミやうわさを

醸成し、それにより消費者の行動を誘発するということをやっている。

そしてここで考えたことは「オブテイマイズ」という新しいビジネスモ

デル。カスタマイズというビジネスモデルはデルが実現したすばらしいビ

ジネスモデルだが、これの上をいくオプティマイズ(最適化）というビジ

ネスモデルを考えた。

具体的には、消費者が望むスペックや金額で、メーカーが商品をつくって

あげるというもの。消費者の望みを最適化して、商品を成立させるという

，‘姉２歳戦脇

爾諏､蕊iＩ 関係性マーケティング戦略の例、側解２

口コミ/うわさ
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口コミ/うわさ

新価値｢オブティマイズ」
の流布

これにより、口コミ／うわさ

を函成し、勝蝿感をつくる

新ピジネスモデル｢オブティ
マイズ･ダイレクト｣の実体験

自分の望みを形にして提案

してくれるという、まった

く新しい買い方で感動させ
る

オピニオン・カスタマー

を募集

業界始まって以来の好癒的

世菌募築を実施する
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オーダーメイドな仕組みである。こういうモデルを大々的にやる大手企業

はなかったので、これは話題になると思った。そしてこれを利用して、口

コミや噂を立てようと考えたのである。

次は「リピート誘導装睡｣。サプライヤとユーザーが共創することで、そ

こから感動が生まれるような構造をつくる。劇団四季では、演者と観客が

共有する閉ざされた時間や演者の高いパフォーマンスと、それへの観客の

高いコミットメントを実現している。

筆者が考えたリピート誘導装遥は、いわれると理解できるのだが、なか

なか実感できないオブティマイズというビジネスモデルを体験させること。

ここで考えたビジネスモデルは専用のサイトでインターネットを使って

購買するというものだが、ここで実際に自分の望み、たとえば、どれくら

いの金額で、どれくらいの大きさで、どんなデザインの商品なのかを入力

すると、それがＣＧ（コンピューターグラフィックス）となって提案されると

いう仕組みを考えた。これもいままでになかったものなので、この体験は

かなり感動ものだと思った。

最後は「リピート装置｣。これは意識的にリピートをしやすくするだけで

なく、そのリピート顧客が新たなトライアル顧客を誘引しやすい構造をつ

くるというもの。劇団四季では、四季の会という会員組織をつくり、機関

誌による貴重情報の提供、リハーサル見学会、俳優との交流会、電話での

俳優による勧誘をやっているそうである。希少性の高い情報や場づくりが

リピートを誘導するばかりか、そういう話が口コミとなり、トライアル顧

客をも誘引するのだろう。

筆者が考えたのは、モニターを募集し、その人たちをオンブズマンと呼

んでしまおうというもの。オンブズマンには忌悼なく、クライアントやそ

の商品への意見をいってもらう。同時にモニターとして商品も使ってもら

うので、クライアントや商品への愛蒲が高まるだろうと考えた。

そしてこの募集をマス媒体を使って大々的にやろうと考えた。そうすれ

ば広告出稿は、たんに認知を獲得するだけでなく、募集もできるし、ＰＲ

にもつながるだろう。こうすればとても効率・効果的だと思ったのである。

この戦略を極論すれば、⑩効果的な話材をつくって口コミを立て、、顧

客が感動できる場をつくり、、熱心な顧客が集まれる組織をつくる、とい

う３つを同時に展開することである。これにより、顧客がビジネスを支え

てくれるようになる、不況期ならではの戦略である。

鋪２承唄略,う
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イノベーションを生みだし、新製品を市場へ導入して成功することはす

ばらしい。しかし、製品の完成度を高め、顧客にとっての価値を付加して

市場に導入させることも同様にすばらしいといえるのではないか。

「創造的模倣戦略」（｢創造的模倣戦略(有斐閣、Ｓ．Ｐ．シュナース著)』の

提唱者Ｓ．Ｐ．シュナースは、上記のような視点から、たんなるコピーとし

ての模倣ではなく、創造性を加味した模倣の有効性を説く。

特に創造性の視点を、「低価格」「改良」「市場力の行使」という３点にお

き、

＠低価格は、市場の成長に合わせ、一気に消鐙者を狸得することができ、

⑧改良は、品質やデザインなどで先発を上同ることができ、

⑧市場力は、強力なブランドカや流通力により、先発を圧倒できる

としている（似I解I)。

「低価格」の方法としては、先発者の製品とまったく同様のものを低価格

で売ったり、あるいは、機能を絞り込んだ簡易バージョンを非常に安く売

る方法がある。これは先発者が提示している価格を支払う気がない消費者

を引きつけ、一気に市場拡大するのに効果的なのだという。

また「改良」は、技術的超越という形を採ることが一般で、先発者の製

品をはるかに凌ぎ、それを時代遅れにしてしまう第二世代の技術で参入す

る。とはいえ、技術だけでなく、先に述べた品質やデザインも改良のポイ

ントであり、このような場合は、二番手だが質ではすぐれているというよ

うなやり方で成功することになる。

また「市場力」は、模倣者が先発者に取って代わることのできた理由と

してもっとも多くでてくるものだそう。

９６紬２踊帆期



ここでいう市場力とは、

⑪模倣品を販促するだけのマーケティング力。

また知名度の高いブランド名、名声、既存の顧客

＠既存の流通チャネル

③ビジネスを成長させるだけの財務資源

特に模倣者の優位性が最大になるのは、広告と流通がもっとも重要であ

るような製品カテゴリーの場合だという。ヘルシア緑茶（花王）を追随し

たときの黒烏龍茶（サントリー）は、まさしく広告と流通が要だったように

思う。

筆者の場合は、ライバル企業のヒット商品やヒットビジネスを追い越す
とき、かならず採用する効果的な戦略である。

‘図解1,」創造的模倣戦略

|蝿脇鰯雲】禦謡隙識め厩謹にとっての圃睡御し布鰯に震…

|遥奉方針】蕊麓鶴誹鱈煽繕｣『改良｣続場力の誰'という３樺
③低価格は､市場の成長に合わせ､一気に消賀者を獲得できる

③改良は､品田やデザインなど壱先発を上回ることができる

②市卿力は､強力なブランドカや流通力により､先発を圧倒できる

１．低価格改良州#市場力の行便’

談#懸鵡
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2002年当時、筆者はアイフオーという会社のマーケティングを担当して

いた。その中の１つに「Webbooster（ウェブブースター）ninja」という、

ネット回線を高速化するという商品があった。

当時はまだＩＳＤＮが主流だったので、回線速度にみんな不満をもってい

た。それをいろいろな高速化の手段を使って、速くするというのがこの商

品の売りだった。

そこへＡＤＳＬというサービスが入ってきた。まさかこんな不完全な回線

がでてくるとは思わなかったが、みるみる成長していった。確かに上りは

0.5Kbpsしかでないが、下りは1.5Ｍbpsでる。ほとんどが下りの利用ば
かりだったので、これでよかったのだろう。

ところがこのサービスには欠陥があって、電話局から遠いと実速がでな

いとか、パソコンの設定を細かくやらなければいけないとか、問題点を

多々含んでいた。

こうした状況をチャンスに変えたのがソースネクスト。ソースネクスト

は、パソコン環境を一発で調整するソフトを売りだしたのである。これが

大ヒット商品、「瀧速ADSL｣。ひと月に２万本も売り上げる商品となった。

これが2002年３月のことである。

これは技術力というよりも、マーケティングで売れたといえる。ＡＤＳＬ

という成長市場の傍流、そこの、あまりパソコンリテラシーの高くない人

に簡易な商品をぶつける。これこそ、マーケティングの妙といえるだろう。

この商品に対抗し、「Webboosterninja」をリニューアルする戦略とし

て採用したのが、創造的模倣戦略であった（図解2)。

まず技術力だが、これは驚速ＡＤＳＬがアイフオーのWebboosterninja

の機能を極端に絞り込んであったため、通常のケースとは逆に、機能をど

こまで削るかということがポイントとなった。

そこで機能を３点に絞り込み、それを高速化総合性能といっていくこと

にした。この意図は、真っ向から驚速ＡＤＳＬに向かっていくのではなく、

争点をずらして、こちらこそが真なる商品なのだと思わせるというもの。

具体的にいえば、総合高速化性能という考え方を提示し、こちらが高速

化の老舗だと言い切り、その栂成要素を「⑪送受信の「過程」を最適化す

ること、、選択受信により「量」を最適化すること、⑬アクセスの「方法」

を最適化すること」とした。

先発者の機能を含みつつも、より大きい範囲まで拡大し、それを総合性

９８鮒2軍韓陥



雨圃i認溺 創造的模倣戦略の例(WebboosterNinja）

戦鯛慨塵】塑繍隙慰め砺審にとっての価'岐伽‘し怖鰯に憲蔚…

騨針】蕊総緬!…価鵜｣｢…鰯力の編僅』という3擁
､低価格は､市場の成長に合わせ､一気に消灘者を獲得できる

⑧改良は､品質やデザインなどで先発を上回ることができる

③市場力は､強力なブランドカや流通力により､先発を圧倒できる

※低価格低価格 瀬良改良 ｜市場力の行便斜舗湯力の行便

81800円で先発していたＷｅｂ総合高速化性能ＣＡＰを打ち広告を使い、どちらが本当
boosterNinjaの価格を下げだし、先発商品がもっていの高速を約束できるかを訴
て、先発商品と同じ4,900円る｢過程の最適化｣に加えて求していく。その際､一人相
にする「アクセス方法」と「データ撰にならないように、権威

量｣の最適化を実現するのある絹集部とコラボレー
ションする

能と呼んでしまうほうが、わかりやすい。このやり方は、ｌＢＭに攻蕊を受

けたときのNEC、日産に攻撃されたときのトヨタの例にならった。特に後

者の、日産エアバック標準装備に対しての、トヨタの総合安全性能ＧＯＡ

という戦い方はすばらしく、これが引き金となって、トヨタは１強の時代

を築き上げた。これを参考にした。

次は低価格。先述したが、ADSLninjaは4,900円で発売した。Web

boosterninjaが8,800円だったのだから、なんと3,900円も安くしたこと

になる。

Webboosterninjaの市場は半減していたが、それでも年間１万本弱は

売れていた。これと同等以上にするためには、もし4,900円という価格に

するならば、倍の２万本は売らなければいけない。いかにこれが、鮪速

ＡＤＳＬが１カ月で売り上げている数字とはいえ、ここまで売れると断言す

るのは早計であろう。

創造的模倣戦略のセオリーは、価格でいえば｢競合よりも低価格にする」
であるが、机上はいくらそうでも現実問題として直面した場合、値下げと

鮒２噸職略，，



いうのはなかなか決定しにくいことである。

そこで今回のケースでは、駕速ＡＤＳＬと比較してもらえばいい。そのた

めには価格を同等にするのがいい、という結論に達した。同じカテゴリー

の、同じようなネーミングの商品で、もし価格が同じならば、店頭で比較

して買うのがふつう。ならば、わざと比較してもらうために価格をそろえ

たほうがいいと考えた。

最後は市場力。ピンポイントながらも、効果的なプロモーションはない

かと考えた。そこで思いついたのが、雑誌編集部とのタイアップ。この編

集部とタイアップし、速度の実証実験をやって、アイフォーの商品（結局

｢ADSLninja」と命名）がいちばん速いということがいえれば、世論形成

にはずみがつくと考えた。

とはいえ雑誌はアイフオーだけでなく、競合のソースネクストも大切な

お客様。一方的にこちらが優位になる記事は書けない。そこで編集部に中

立な立場となってもらい、実証実験をやることにした。それでもADSL

ninjaがもっとも速いということを証明しようと思ったのである。

結局これが奏功して、いろいろなマスコミに好意的に紹介してもらえる

こととなった。

１００鮒2車哩略


