
品やサービス、ビ ‘ネス、これ

る。では、

Ｄ
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第 ３ 章

価値設計面又

商品やサービス、ビジネス、これらが独自の価値をもて
ば、成功の道が開ける。では、この価値とはなにか、

価値を強くするにはどのように設計すればよいのか、な
どを具体的な実例とともに解説していこう。

partｌ価値とはなにか

Part2しっかりした意味と｜
なにか

Part3強い形態とはなにか

ー

Iまどのよ

'とともに

とは

art４実例－
１ ・関西電力一
２.ヒロシデンタルクリニック
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PAIRTL1

酉

し

価値とは
なにか

値

』

商品なり、サービスなり、ビジネスなり、それ自体が独自の「価値」を

もっているから成功していることが多い。そこで本章では価値をつくると

いうことをテーマに述べていくことにする。

筆者の価値設計理論の根底は、2007年に刊行した『パワーコンセプトの

技術(講談社)」で提唱した「パワーコンセプト理論」にある。まずはこれ

を簡単に説明しよう。

パワーコンセプト理論とは、商品、サービス、ビジネスなど、世の中に

形をもっているものには意味があり、その形と意味がそろって始めて価値

があるという「ソシュールの理論」にもとづいている。

ソシュールは、たとえば｢犬」という言葉が価値をもつためには、２つの

要素が思い浮かぶはずだという（図解l)。その１つは「イメージ映像」（ソ
シュールは「形態」と呼んだ。これ以降は形態と呼ぶ)。犬という言葉を間

翻頂砺遡価値とはなにか

ソシュールの記号論を理解する

爾這諒詞申 記号

犬

戸一一竺齢 一一弓

イメージ映偲 吟

1メートル程鹿の大きさで、
し、よく吠え､尻尾を振る

形憩

四足で歩行

概急 今 震i味

十議熱鍵騨繍義
言葉は､映像と意味の2つがあるから価値がある

ﾉ0２鮒3衆伍仇没柵



〈と誰もが、「1ｍ程度の大きさで、４足で歩行し、よく吠え、尻尾を振る」

という映像が浮かぶだろう。

もう１つは、その「概念」（ソシュールは「意味」と呼んだ。これ以降は意

味と呼ぶ)。「人によく慣れて、喚覚と聴覚が発達して、愛玩用や労役用な

どに飼育される」という、犬というものの意味がわかるはずである。

そしてソシュールは、この形態と意味の両方があるものを「記号」と呼

び、それに価値があるとした。言い換えれば、価値とは形態と意味の両方

をもっていることが要件なのである。

私達が使っている言葉、そのどれも形態と意味が自然と思い浮かぶ。だ

からその言葉には価値があると考えるのが､「ソシュールの記号論」である。

これを商品に置き換えて考えてみよう。

1蹴罰溌凋 価値の列

これを言葉=商品としてみる

価個 吟

商品

1面露至圃癒，吟 形服

具体的な商品で考え

配号

概念 吟 意味

そのものが必要な理由

そのものがもたらす便益
自分とのかかわり合い

てみると、

商品における形態は、その見た目を構成するすべてである。商品を見て

すぐ目に入るパッケージ、分量、デザイン、ネーミング、関連情報である

内容物、価格、付加物、ＵＳＰ（ユニークセリングプロポジション＝特長)、

それを賭入しようとする行動もここに含まれる。一方意味は、そのものが

必要な理由やそのものがもたらす便益、自分とのかかわり合いといった、

いわゆるベネフィット（受益）がこれにあたる。

そしてこの両方があるから、価値が形成されるのである（阿解2)。

剛３職価仙縦計ノ’ラ



震彊砺詞価値の列(ヘルシア緑茶）図解３

これを言葉=商品としてみる

価値 吟 龍号

ヘルシア緑茶

分
『 Ｕ

|ｲﾒー ジ映像９ 形l理

高濃度茶カテキンを配合した、
特保取得のお茶 十

概怠 吟 意味

飲む

飲むだ’

だけで体脂肪を下げる、

無理
ていく気分を実感
体に近づく喜び

特に意味が新しいので､価値がわかりやすく､ロケットスタートが切れた

これを大ヒット商品であるヘルシア緑茶を例に考えてみよう（側解3)。

「ヘルシア緑茶」の形態は、緑のパッケージで、健康を蹴味するヘルシア

のネーミング。キャッチフレーズは「体脂肪が気になる方に」であり、ＵＳＰ

は高濃度茶カテキン。加えて特保(特定保健用食品）を取得している。

一方、意味は、飲むだけで体脂肪を下げるというベネフィットが実感さ

れ、飲むだけでやせていくというような気分になれる。また、これが継続

していくことによって、無理なく健康体に近づいていくような気分にさえ

なれる。

高濃度茶カテキンや特保といった強い形態をもつだけでなく、やせる→

健康になれるという意味もあわせもつので、この商品はとても強い価値を

もつことになった。これがロングセラーとして君臨する理由である。

では価値がない、あるいは形成できていないというのはどういうことな

のだろう？

ヘルシア緑茶の例から考えれば、１つには強い形態をもっていないとい

うことが考えられる。たとえば、パッケージのセンスがない、ネーミング

がピンとこない、キャッチフレーズがささらない、ＵＳＰが明確でない、な

どが考えられる。

また強い意味をもっていないということも考えられる。たとえば、具体

１０‘鮒3無低価縦jＷ



的なベネフィットが感じられない、心になにも響かない、などが考えられ

る。

これらから価値が形成できてないということは、

⑪形態が弱い

＠意味が弱い、ないしはない

、形態が弱く、意味が弱い、ないしはない

しっかりと意味をつくり、強い形態をつくれば、ことだといえる。ならば、しっかりと

強い価値がつくれるといえるだろう。

剛3噸伍仙雌計めう



つ翻り

その各々を具体的に説明すると、「機能的ベネフィット」とは、所有や利

用によって得ることができる便利さや効用といった商品の機能からくるベ

ネフィットである。たとえば扇風機なら、プロペラが回って風がでるのが

主たる機能なので、そこから得られる便益＝「涼しい」が機能的ベネフィッ

トとなる。

また「情緒的ベネフィット」は、所有や利用の結果、短期的に消費者が

受ける気持ちの面でのベネフィットである。同じく扇風機の例でいえば、

｢涼しい」と感じたときにどんな気持ちになるかということ。もし夏なら

ば「心地いい」と思うだろうし、冬ならば「(寒くて）居心地が悪い」と思

うだろう。

「精神的ベネフィット」は、中・長期的な自己のパーソナリティとの関わ

りであり、所有や利用の結果ではなく、行為そのものへのベネフィットで

ある。

P

しっかりした
意味とは刺６
し し

『
喬

ｉ鼻

'１$：

ﾉ０６錨3章価価般111

先ほど「意味」とは、そのものが必要な理由やそのものがもたらす便益、

自分とのかかわり合いだと述べた。これを言い換えれば、意味とはベネ

フィットの集合体と表現できる。そしてこの考え方にくわしいのが、「ブ

ランド論」の第一人者、Ｄ・アーカーや、「手段目的連鎖モデル」のガットマ

ン。これらの理論にもとづいて、本書では意味を次のように考えることに

する。

意味とは、３つのベネフィットにより構成されるものであり、それが形

態と相まって価値となる。言い換えれば、３つのベネフィットの集合体が意

味であり、それが言葉やネーミング、パッケージのような形態として表現

されたときに価値となる。

また意味を構成するベネフィットを、「機能的ベネフィット」「情緒的ベ

ネフィット|「精神的ベネフィット」の３つと規定する。

囲第固困

IlARTL2 lこかは
Ｊ
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扇風機の例でいえば、扇風機にあたって「涼しい、心地いい」という状

態が一定の時間続くとすれば、この扇風機にあたり続けるという行為にベ

ネフィットを感じるようになる。つまり、扇風機のある生活にベネフィッ

トを感じるようになるのである。

まとめると、機能に対して感じるベネフィットが機能的ベネフィット、

それを得られることによって感じる短期的な気持ちが情緒的ベネフィット、

さらに中・長期的に情緒的ベネフィットを期待できることによって得られ

るベネフィットが精神的ベネフィットである。

強い価値をつくるための第一段階はしっかりとした意味をつくることだ

が、それを具体的に行うためには、機能的ベネフィット、情緒的ベネフィッ

ト、精神的ベネフィットを検討し、そこから、商品やサービス、ビジネス

の意味をつくればいいのである。

館3掌価仙段計ノ0７



Iまと
強い 態

に
形
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IlARm3

商品における「形態」は、すぐ目に入るパッケージ、分量、デザイン、

ネーミング、関連情報である内容物、価格、付加物、ＵＳＰ（ユニークセリン

グプロポジション＝特長)、それを購入しようとする行動と述べたが、ここ

ではそれらを設定するための羅針盤である「コンセプト」を考えていこう。

コンセプトについてはいろいろな有識者が定義しているが、一橋大学の

野中郁次郎教授の「新たな観点で現実を切り取り、観点の変化をもたらす

もの（『知識創造の方法論」東洋経済新報社)」というのがわかりやすい。

これにもとづけば、強いコンセプトをつくろうと思ったら、すでに存在す

る観点ではダメだということになる。

たとえば、もしお茶というものを新しい観点で切り取るとしたら、先ほ

どのヘルシア緑茶のように「体脂肪を燃やす」という観点で切らなければ

ならない。言い換えれば、「体脂肪を燃やす」という観点で切ったからこ

そ、ヘルシア緑茶はすぐれた形態をもつことができたといえる。

このように観点が変わることを、専門的には「バーセブション（知覚）の

変容」という。ここをさらにわかりやすくするために、ほかの例を引く。

たとえば、「結婚してほしい」と思う気持ち＝意味を、人に伝える＝形

態にするという前提で、意味に対していくつかの形態を考えてみよう。

１つ目は「結婚してください」という形態（似IlWI)。これは、意味をその

まま言葉にしたものである。

２つ目は「ダイヤモンドの指輪を渡す」という形態。これは、結婚して

ほしいという意味を大きく変換している。こうするとたいていの女性は、

"これだけのことをしてくれるんだから本気なんだろう。ならば結婚して

あげてもいいかな”と思ってしまう。つまりこの形態は、女'性のパーセブ

ションを変えたのである。

３つ目は「俺の子供を産んでくれ」という形態。これもダイヤモンドほど

ではないにしろ、変換されている。俺の子供を産んでくれというのは、「結

ﾉ‘＃軸３歳侭仙設計

かま
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婚して、そして子供を生んでほしい」の意だが、「結婚してほしい」という

意味が｢結婚してほしい」という形態ではなく、それを飛ばして「子供を生

んでくれ」という形態になっている。なのでパーセプションは変容する。

４つ目は「一生いっしょにいてくれ」という形態。これも３つ目と構造は

同じ。結婚してほしいを飛ばして、一生いっしょにいてくれというから、

パーセプションは変容する。

このように見てみると、１つ目に比べて、２，３，４のほうが総きがつく

れるということがわかる。１つ目は考えていることをそのままいっている

のに対して、２，３，４はいずれも意味を変換しているからだ。

これは、文字どおりの正常な形態、つまり、考えていることをそのまま

置き換えるよりも、歪曲されて変換されたものに置き換えるほうが、心的

躍動感が大きくなるからである。専門的には、１つ目を「無変換｣、２つ目
いんゆ

は「隠輪」というレトリックによる変換、３つ目と４つ目を「誇張」という

レトリックによる変換という。

このように、意味を意識的に変換して形態化すると、その形態の受け手

のパーセプションは変わる。このことから、強い形態をつくるためには、

意味に対してなんらかの変換を加えればいいということがわかる。

図解１１意味に対する形態の例

②⑳⑳

と－１つ 【1１

【例］

｢結婚してほしい｣という気持ち＝意味､を人に伝える＝形態にする

⑪｢結蛎してください｣とそのまま言葉にしてもいい(無変換）

②｢ダイヤモンドの指輪を渡す｣という行為に託してもいい(変換）

③｢俺の子供を生んでくれ｣という手もある(変換）

④｢一生いっしょにいてくれ｣という手もある(変換）

１Ｍ歳伽仙投計ノ“



皿、司屯■ＬＬ､産可竜玉■=、Ｔ旬、、、

それでは価値設計を、具体的な事例にもとづいて説明することにしよ

う。まずは筆者がファシリテーターとして参画して、プロジェクトで新しい

コンセプトをつくった、関西電力の例から。

、ＬＬ■■■、▲Ｌせ▲

｜ 蕊

筒圃■

８１Ｎ目

■■■ ＃関西電力

IX1解ｌは、価値設計の際に、いつも使うアウトフレーム。カテゴリーに

対して、「意味」「変換コード」「コンセプト」を設定する。今回のケースは、

オール電化というカテゴリーにまだなかったコンセプトをつくろうという

のが与件であった。

まず、いつものようにオール電化の意味をつくる作業から始まった。と

はいえオール電化という言葉、考え方はずいぶん前からあるものなので、

それがどのようにとらえられているのかを確認することにした。

〃〃鋪３歳価仙IitNI

Ｉ趨細図解1蝿」価値設計の方法(関西電力の場合）縦 翼解１､

【形態】

訓
③

Ｉｉ
ＯＩ

Ｉ<dごＩ 意識下

闘開翻嗣

ＩｌＡＲ工４

御６

実例

『



側眺２がそれをまとめたもの。これは６０ページで紹介した、ヒットの解

読のアウトフレームを使っている。もしオール胴化がすでにヒットしている

のなら、このアウトフレームできれいに解読できるはずである。

ところが、それを構成するアイテム（ｌＨクッキングヒーターやエコキュー

トなど）のほうに目がいってしまい、ＵＳＰとなると、「火を使わない」「光

熱饗の安さ」などと、いろいろとでてしまう。なかにはｌＨクッキングヒー

ターがオール電化のＵＳＰだ、という意見まででてしまった。これはオール

電化のなかでいちばん売れているものには違いないが、ＵＳＰではない。こ

れも、オール電化とはなにかということが規定されていないから起きたの

である。

ＵＳＰが定まっていないのだから、ベネフィットも正確に導きだすことが

できなかった。機能的ベネフィットは、「火事ややけどの心配が少ない」「ｌＨ

は掃除が簡単」など、火を使わないことや|Ｈクッキングヒーターのベネ

フィットになってしまっている。

また情緒的ベネフィットも、「安心」「快適」「経済性」「環境性」と、機能

的ベネフィットに根ざしているのではなく、オール砺化のイメージから述

べられている。ゆえに、精神的ベネフィットとなると、なにもでてこない

という結果となった。

形
閣

籾神的
ベネフィット

購3章箇仇畿計ノノノ

臓圃溺蕊Ｉ 価値設計のまとめ(関西電力の場合）

見た目

ネーミング

内容物

現状

オール激化
ＩＨ、エコキュート

はぴｅプラン

ＵＳＰ火を使わない、1Ｈ，
光熟賛の安さｏｔｃ

椴鮒的
ベネフィット

柵緒的
ベネフィット

安心、快適、
経済性､覇塊性

？

形
限

闇
畔
脈

籾神的
ベネフィット



闇

宮
１”

● ０

Iまぴｅプラン

こういうことはよくあることで、オール電化という形態をつくったとし

ても、そこに意味を設定しなかったため、価値が設計できていないＯなの

で、それを構成するもの（この場合は|Ｈクッキングヒーターやエコキュー

ト）の価値が代替してしまう。ゆえに、肝心のオール電化の価値は不明確

になり、存在感を強くだすことができない。

こういう場合は、オール電化自体(構成要素ではなく）のＵＳＰを設定し

て、ベネフィットを明確にすることによって、意味を明らかにするといい。
これをやったのが例解３である。

〃２鋪３承価仙没計

精神的
ベネフィット

プロジェクトのメンバーにオール電化のＵＳＰはなにかと尋ねると、実に

複数の回答がでてきた。「火を使わない」「電気だから」「電気で一本化（で

きる)」の３つがその答え。

「火を使わない」というのは、ガスを熱源としないということから導き

だされるＵＳＰ・なので、火事ややけどの心配が少ない→安心→安全とい

うベネフィットが導きだせた。

また「電気だから」というのは、まさしく電気だからこそ可能となるこ

Ｗ 価値の明確化(関西電力の場合）畷脚癖３

見た目

ネーミング

内容物

現 状Ａ

既存既 存十α 既存十口

ＵＳＰ火を他わない、|Ｈ，火を使わない冠気だから耐虹で－本化光熟慨の喪さetc

機能的火痢ややけどの集中管理が
』篤鯛撒制認できるベネフィッ ト 心 配 が 少 ない、できる

ＩＨは栂除が簡単ｅｔｃ

傭緒的
ベネフィット

喪心、快適、葛らしの
安心自己完結

経済性､照境 性 多 椴 化

目分巷卒の創造的な
？安全

暮らし幕らし

：

…

精神的
ベネフィット



と。電気はほかの熱源と違い、制御することができる。だからわれわれの

周りの、いわゆるコントローラーはすべて電気を熱源にしている。ガスを

熱源にしていてもコントロールは晒気、というケースも多々ある。ここか

ら制御できるので、自己で完結することができ、それゆえに、自分を基準

に暮らすことができるというベネフィットの流れが導かれた。

もし、すべてのコントローラーを１つに集約できたら、それさえコント

ロールすれば、あらゆるものをコントロールできる。これを言い換えれば、

自分を基準にして生活できるというわけである。

最後の「電気で一本化」というのは、いま述べたことである。

将来的にはこういう世の中となり、これがＵＳＰとなる。そうすれば、

集中管理ができることで、暮らしは多様化する。テレビやエアコンだけで

なく、キッチンやお風呂、パソコンなども一元管理できるようになるのだ

ろう。そうすれば、いまよりも創造的な暮らしができるようになる。時匿

や場所に関わらず、タイマーやインターネットを使って、いまとは違う暮ら

しを自分でデザインできるようになるだろう。

このように、３つのＵＳＰが設定できたことで、３つの精神的ベネフィッ

ト＝「安全」「自分基準の暮らし」「創造的な暮らし」にたどりつくことがで

きた。安全は現在の争点だとしても、あとの２つはとても新しく、オール

電化の意味としてふさわしいと思った。

結局、「創造的な暮らし」の実現にはまだ時間がかかるということで、

｢自分基準の暮らし」を新しい意味として設定することにした（例解!)。

圃覗W郵Ｉｌ凶JWf4 価値のまとめ(関西電力の場合）

【形態】 囲団静ｵｰﾙ唾化

…【意味】’…．．

自分基準
のくらし

意識下
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続いては、意味を変換するコードの設定である。「自分基準の暮らし」と

いう意味は、先ほど説明したように、十分に時間をかけて説明すればわ

かってもらえるだろうが、すぐにピンとくるものではない。なので、これ

をわかりやすいコンセプトにする変換コードが必要だと思った。

筆者が使う変換コードは、レトリックを使った「レトリック発想法（似llW

5)｣、常識的な発想を意識的にしないための「＜非＞常識発想法(例解6)｣、

認知行動療法を利用した「セラピー発想法（側解7)」とあるが、今回はレ

トリック発想法を使うことにした。

図解５１レトリック発想法図､解5噸

１１１．ｍL･1ﾉー １１割r'１１扇ニツ割rl1il満－４ 画面間厩’

O二○蜂謝(二>言○
似たモ ノ 、 コ ト にたとえる時代苛溌を逆転変換する拡大型換する

:影膝園厘 矛盾矛盾

Ｏ皇●(二)－２椿③
淡現したい内容をそれと相互に対立し、矛厨する

無側係なモノ、コトにたとえるモノ、コトに塑換する

異形’異形

診、、≠
一ー~

'

１－膳
､"

、～－ゴグ

奇形やグロテスクなモノ、

コトに変換する

⑯直臓：表現したい内容を、それとよく似たモノ、コトにたとえる方法

＠時間転移：言いたいことを、過去や未来に時間をずらして変換する方法

③誇張：言いたいことを表現する際に、実際に意味するモノ、コト

以上に拡大変換する方法

④隠愉：表現したい内容を、それと無関係なモノ、コトにたとえる方法

、矛盾：相互に対立し、矛盾するようなモノ、コトに変換することで、

通常の表現よりも異常で刺激的な表現効果を演出する方法

⑬異形：言いたいことを、奇形やグロテスクなモノ、コトに変換し、

表現する方法

〃‘鮒3単価値役,1１



かならず
太る

ちよくゆ

そして今回は、この中の「直職」を使う。直0前は考えていることをそれ

と似たものにたとえる方法なので、わかりにくいものを理解させるのに

ピッタリである。

太らない

ルールを変える 型渥睡ろ

壁を取る

図解７１セラピー発想法

囲因をほかのものに瀬める｜｜思考の方法を変える 尺度をつくる

やせるためのやせるための
方法 方法
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ｅ
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－
９
ン
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「自分基準の暮らし」をなににたとえるか？プロジェクトメンバーの前

提になったのは、

⑪近未来に実現するものとして至当であること

＠現状の最大成功要因の、｜Ｈクッキングヒーターのベネフィット（清潔）を

増幅できること

、オール電化の制御性、安心感から、誰にとっても気持ちのいい暮らしを

提供できること

⑳CO2の排出などの視点から、地球環境に留意していることをアピール
で きること

⑥家そのものの維持、資産価値向上にも適用できること

⑪上質感、ステータス感も包含できること

⑰暮らしにおいて気づきが薄い｢空気」という視点からも言及できること

という７点であり、ここから「きれいな暮らし」というコンセプトが導き

だされた（例解8)。

藤剛禰調１１削僻８ 導きだされたコンセプト

【変換コードＩ

【意味】
‘ｑⅡ?■ー■字画
計--0アー合一

自分基準
の暮らし

Ａ

１－………－－１

i<ご~fブ
,Q■oU戸戸一

コンセプト

|形態）

，きれいな暮らし

意識下

一見ありふれた言葉のように感じるが、空気がきれい、家もきれいに維

持できる、地球環境にもきれいなど、考えれば考えるほど、近未来には実

感されることだと思う。このコンセプトはプロジェクトメンバーのひとり

の発案だが、最初に聞いたとき、「ああ、これはいいな」と思った。こうい

うコンセプトが気づきを誘発するのだと思う。

〃６鮒３ 噸 仙 仙 故 , Ⅱ



■■■

■■■

■■■ ヒロシデンタルクリニック
ー五 一 一 Ｆ

意味はベネフィットの束であり、それを本書では機能的ベネフィット、

1情緒的ベネフィット、精神的ベネフィットの３つと規定すると先述した。

しかし、ここではその規定ではなく、横浜国立大学の白井美由里准教授の

整理に従って、意味を設定した例をご紹介しよう。

白井氏は『このブランドに、いくらまで払うのか（日本経済新聞社)ｊと

いう著書の中で、ベネフィットを下記の５つとしている（図解9)。

躍洞i溺震Ｉ副解９
－－－－

白井氏の考える5つのベネフィット

今回この理論を使おうと思った理由は、クライアントが歯科医院、それ

もインプラントの専門医院だということによる。

インプラントとは、さまざまな理由で歯根（歯肉下に隠れている部分）

から歯がなくなった場合に、人工歯根（チタン）を埋め込み、歯に代わる

機能を回復する治療法である。乳歯が第１の歯、永久歯が第２の歯、そし

てケガや事故、虫歯・歯周病などから永久歯が消失したあとを補う歯とし

て、インプラントは「第３の歯」ともいわれている。

そういう先端医療であるということは、たんに品質にとどまらず、社会

性などの要素も強く関係してくる。言い換えれば、インプラントの専門医

院に要求されるベネフィットは、きわめて多様だということである。

ならばいつもの筆者の規定よりも、より広い範囲でベネフィットを考え

ることができる白井氏の整理のほうが適していると考えた。そしてこの整

理にもとづいて、ベネフィットをまとめたのが例解10である、

卵 3 軍 価 仙 般 削 ・ 〃 ７



図解１０ ベネフィットの例(ヒロシデンタルクリニックの場合）

品閲保服ベネフィット品関係服ベネフィット

自己澗足ベネフィッ 卜自己潤足ベネフィット

自日頚､的ベネフィットL弓且･刈的ベネフィット

社会的澗足ベネフィット社会的澗足ベネフィット

題別化ベネフィット里馴化ベネフィット

Bウ
臨床数､槻材､スタッフによって、
肌にでもできる治撤にしつつあ為 オ 安全

経験

すぐれた戦路を採ることで、
ウそれを広くｱビー ﾙすることができ花９独自

ゥすべて種患者本位に考えているため、申患者の支持を得ている

顧唇

視点

顧客

視点

中患者とのｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ能力が中対簾強い関係値をつくる

まずは「品質保証ベネフィット｣。この医院は通常の１/５といわれる１０

万円／1本にまで価格を下げ、それにより、膨大な数の臨床をこなしてい

る。このために、機材やスタッフも充実させている。

これにより、インプラントをある特定の歯科医だけができる治療ではな

く、誰にでもできる安全な治療にしている。ここから「安全」という意味

を抽出した。

次は｢自己満足ベネフィット｣。これは圧倒的な臨床数をこなすことから、

卓越した見識、技術を得ることができたということ。ここから「経験」と

いう意味を抽出した。

次の「自己表現的ベネフィット」は、先ほども述べた価格戦略で競合か

ら突出したり、膨大な臨床数と設備からインプラントを誰でもできる治療

にしたりと、独自の戦略を採用することで、その存在を広くアピールする

ことができたということ。ここから、「独自」という意味を抽出した。

次は「社会的満足ベネフィット｣。低価格も治療の平準化も、その前提に

は先端治療であるインプラントを誰にでもやってもらいたいという気持ち

がある。これはひと言でいえば、患者本位に考えるということであり、こ

こから「顧客視点」という意味を抽出した。

最後の「差別化ベネフィット」は、患者とのコミュニケーション力である。

この医院ではホームページにあらゆる情報を載せ、メールの問い合わせに

は即返答し、無料でコンサルティングし、来院してすぐにＣＴで診断し、

〃８鮒3jlt督飢舷計



見種もりをだす。

治療は自医院ですべて請け負うのではなく、価格と治療の観点から、適

した歯科医院を推奨し、インブラントに特化して治療をしている。そして

これを行うために、徹底的に患者と話し合っている。ここから「対話」と

いう意味を抽出した。

こうして「安全」「経験」「独自」「顧客視点」「対話」という５つを、意味

として設定することにした。そしてこの５つの意味を加工し、さらに変換

してコンセプトをつくった。

職図聯ｕ」 基本の加工の仕方

１．エクステンション1.エクステンション

グーーー、
〃、

'１

１

索
、′

、笥一ヂヂ

ヒット商品を上下
に砥経したところ
にヒットがある

2．トランスファー

Ｃ･-0-(;二）
ヒット商品をヨコにずらす。

例)アメリカであたったものを日本にもってくる

3．マトリックス 4．モホロジカル４.モホロジカル 5｡圭霊層流５.主流房流

①×①
Ａという要素と

Ｂという要素をかけ合わせる

ｇ②
主流には傍流があり、怖流が

ヒットする可能性は商い

６.強制追関 ’’7.ｵﾏー ジﾕ､マイﾅー ﾁｴﾝｼ゙

①×①
Ａという要素とまったく無関係な

Ｂをかけ合わせる Ａとよく似たＢをつくる
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図解皿は意味の加工の仕方をまとめたものである『

⑪エクステンション

エクステンションは、意味を上下に展開し、そこから形態を発想すると

いうもの。言い換えれば、ヒット要因の年齢をずらして、ずらしたヒッ

ト要因から形態をつくるという発想法である。

＠トランスファー

意味を横にずらし、そこから形態を発想する方法。海外や地方でヒット

しているヒット要因をもってきたり、女性にヒットしているヒット要因

を男性にあてはめたり、人間にヒットしているヒット要因をペットにあ

てはめたりする。

⑬マトリックス

マトリックスは、ある意味とある意味をかけ合わせて、そこから形態を

発想する。

⑥モホロジカル

意味を３つかけ合わせる。２つかけ合わせるマトリックスでもすばらし

い意味を生むことができるのなら、これを３つにしたら、さらに新しし、

意味をつくることができる。

③主流傍流法

主流市場の傍流にはかならず大きな市場があるとして、主流市場でヒッ

トしている商品の意味を傍流にずらす。

⑬強制連関

強制連関は、意識的に関連性の乏しい意味同士をかけ合わせて、そこ

から形態を発想する。強制連関はマトリックスの変形。

今回はこの４番目のモホロジカルを使って、５つの意味をすべてかけ合

わせることにした。
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