
この収益モデルは、小売業に売却した利益から処分費用とCO2排出枠、
そして委託先への利益を引いたものなので、顧客ソリューション利益モデ

ルとなる。

今後このようなビジネスは多くなるだろう。廃棄をしてコストがかかる

と考えていたものを中古業者に売って収益化し、その利益で処分費用や

CO2排出枠を相殺するようなビジネスは、ほかにもいろいろと考えられる
からである。
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おてつだい
neiworks

続いては、２００７年８月２９日（水）に日経産業新聞に掲赦されたロケー

ションバリューの「おてつだいネットワークス」というビジネス。これは挑

帯電話の位置情報サービスを使って、超短期の求人をするというもの。

依頼者は事前に手数料を払う（後述)。また応募者は事前に登録をして

おく（携帯電話、ないしはパソコン)。依頼者は、仕事が発生した段階で

専用サイトから発注すると、おてつだいネットワークスが近隣にいる登録

者に連絡をする。これは挑帯電話のＧＰＳ機能を使って行う。また連絡は、

｢いまヒマ」ボタンという仕事を受ける準備があることを示している応募

者にする。

連絡を受けて「やりたい」と思う応募者は、おてつだいネットワークスに

連絡する。その後依頼者は、応募者の事前登録情報から最適な人を選んで、
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メールで連絡し、成立となる（例解7)。

このモデルのおもしろいところは、携帯電話を使うところ（パソコンも

併用するモデルもある)。応募者を桃帯雨話で登録させ、応募させ、マッ

チングする。これを挑帯樋話でやるから、ＧＰＳ機能で依頼者から近い人

をスクリーニングできるし、挑帯電話で本人認証を行うこともできる。

馴踊蝿おてつだいネツトワークスの収益モデル
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収益モデルは、月額の手数料。挑帯のみ/５０人は31,500円／月。携帯

とパソコン/５０人は42,000円／月となっている。当初は、依頼者が応募

者を採用した時点で、応募者が働いて手にする額の半額を手数料として受

け取るというものだったが、最近は月額課金に変わった（例解8)。

現状はローソンやドン・キホーテなどのアルバイト確保が難しい企業か

ら仕事をもらっているそう。ブルーワーカーを束ねるビジネスモデルには成

功事例が多いので（フルキャストなど)、大きく畷進する可能性がある。

続いては2008年６月４日（水）の日経産業新聞で紹介されたオールアバ

ウトの「プロファイル｣。

このビジネスモデルは｢教えて！goo」というサービスを進化させたもの

である。「教えて１goo」は、質問がある消伐者がgooのサイトにそれを普

くと、答えを知る消徴者が教えてくれるというもの（例解9)。これは消費

者と消費者のボランティアなやり取りなので、収益モデルは存在しなかっ

た。
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専門家

このオールアバウトのプロファイルは、この櫛造を改善して、収益モデ

ルを乗せたものである（脳I解10)。質問は消費者のままだが、回答者が専

門家となる。それもこの専門家の方から手数料を取り、これを収益とする。

専門家の初期費用は１０万円、平均２万円の月額出店料を払う。ひとりあ

たり、３４万円／年の手数料を払って、専門家は回答することになる。
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それでも、この回答が信頼されると、実際の仕事がくる。つまり、専門

家は自分の回答次第でたくさんの仕事に恵まれることになる。「営業」だ

と考えれば、３４万円／年は安い投資なのかもしれない。2008年１１月現

在、６６職種、約780名の専門家が登録しているそうだから、手数料収入

だけでも大きい。

今後はプロファイルを通じて、仕事が成立した場合のマッチングも発生

する可能性がある。このサービスを個人で使った人が会社で専門家に発注

することもあるだろう。またここでの専門家の回答に髄目して仕事を発注

することもあり得る。そうすれば、こちらのほうが大きな収益になるだろ

う。

『プロフィットゾーン経営戦略（ダイヤモンド社、Ｊ・スライウォツキー＆

』・モリソン著)」によると、「プロフィットゾーン」とは「持続的かつ卓越

した収益性で企業に莫大な価値をもたらす領域」のことであり、収益モデ

ルの設計は、「どこで利益を上げられるだろうか」という質問からアプロー

チし、デザインすべきだとしている。

これは、「大きな市場シェアを猿得すれば、利益はあとからついてくる」

という法則がかならずしも成立しなくなったためであり、市場シェアは、

製品を中心とした時代における古い目標値となったことを意味している。

ゆえにこれからは、利益を生みだすための明確なプランと、明確なメカ

ニズムが求められるそうだ。

このプロファイルの例は、これを忠実に実行したといっていいだろう。

｢教えて１goo｣の成功事例の創造的模倣と、ここに、有名なリクルートモ

デル(広告主から手数料を取り、消費者からは取らない）を採用した。決

して難しいことではないが、収益にするということを考え抜いた結果から

の発案だろう。とはいえ、ここが成功を左右するのである。

２“第５単ピジネスモデルと収些モデル
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続いて、２００８年５月２８日（水）に日経産業新聞に掲赦されたフリュー。

この会社は、オムロンの新規事業の１つとして始まり、後に独立した。

フリューは写真シール機と携帯サイトを連動させ、写真シール機でシール

をプリントしている間に自分の携帯アドレスを入力すると、サイトから空

メールが届き、そこにアクセスすると、１枚だけいま撮った画像をダウン

ロードできるようにした（側解１１)。
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図解１１１フリューのビジネスモデル
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競合に同様のサービスはあるが、フリューが賢かったのはこれを無料に

したこと。このためにデータ通信費やサーバーの維持管理費用はかかった

が、「女子高生はここをダダにしないと利用しない」という信念のもとに

展開して、成功した。

こうして顧客となった女子高生たちは、フリューの携帯コンテンツを利

用するようになる。フリューはデコメや占い、着メロなど、有料コンサン

ツ販売をする２０種類のサイトを運営しているが、ここが収益源となった

のである。

このコンテンツ配信事業が、売り上げの３割となり、効率のいいビジネ

スなので、利益率は４割という主力事業にまで成長した。

写真シールだけだったら市場のシュリンクの影概で散々だったろうが、収

1枚だけ無料でダウンロード
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益モデルを変えて、携帯コンテンツで稼ぐようにしたことが成功要因であ
る、
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この収益モデルは、販売後利益モデルである（似Ｉ解12)。また社会心理

学的にいえば、口一・ボール・テクニックといい、相手が認めやすい提案

をして、それに承諾したら次々とオプションを要求していく。

人間は自分が決めたことには責任をとらなければいけないと考える傾向

が強い。それが最初に提示された条件に予想外の変更が加えられたとして

もそう考える。こうした心理を応用したのが、「口一・ボール・テクニック」

である。口一・ボール、つまり、受け取りやすい球をまず捕らせてしまえ

ば、次の要求も受け入れざるを得ないという意味である。

シール画像無料という契機が、そのサイトへの愛顧につながり、仲間も

そこに群れることと相まって、携帯コンテンツ事業は成功した。シール機

が主戦場だった収益モデルを、バーチャルに移行させて、そこでもうけを

あげたことは学ぶべきことだと思う。
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続いては、2008年８月６日（水）に「日経産業新聞」に掲赦されたゲー

ムポット。

アドバンス利益モデルや顧客ソリューション利益モデルのように、一括

×先取りできるのなら申しぶんない。しかし景気は後退しており、消劉者

の財布のひもが固くなっている現在は、なかなかこのようなモデルではう

まくいかない。

そこでこのビシネスモデルが参考になる。パソコン向けのオンライン

ケームだが、定額課金方式から、基本プレー料金を無料にしてゲーム内の

アイテムに課金して成功している。

図解１３１ゲームポツドのビジネスモデル
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IxI解ｌ３のように、ふつうは会員費（利用料）を先取りする。この会社も

それにならって、最初は無料で会員を募って、その後、定額課金にしよう

と思ったそうだ。ところがそれを発表したとたん、プレーヤーが激減した

ため、苦肉の策でこのようなビジネスモデルにした。

図解１４１ケームポッドのビジネスモデル発展形

一屋

無料で利原

ilil
＜

照入
皿雷

÷

唇

勝曇淵

跡5束ピジネスモデルと収強モデル２０７



具体的には、ゴルフのクラブやキャラクターの衣装などを販売して収益

を上げる。有料アイテムを購入するプレーヤーは２割しかいないが、アイ

テムの購入額は４，０００円を超える。これが高収益になったそうである（例
解14)。

このようなモデルを成立させるのに役立ったのが、コミュニティ。自分

のキャラクターのファッションセンスを自慢したり、初心者にテクニックを

教えたり、あるいはアイテムをプレゼントしたりする。

かつて「セカンドライフ」が登場したとき、リアルで行われていること

がそちらに移行し、リアルとは違ったコミュニテイができるだろうと思っ

たが、それがここで成立していた。

収益モデルとしては、インストール・ベース利益モデル→無料で利用さ

せ、有料アイテムでもうけ続けるとハイブリッド利益モデル（リアルとバー

チャルでビジネスを展開することで収益を拡大するモデル）→この場合は

バーチャルのみで収益を上げる、のかけ合わせと考えられる（図解15)。

職図解15噸｜ケームポツドの収益モデル１湖ﾉ群』０
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たとえばこれを応用してビジネススクールをやるとするならば、入学金

は免除されるが、講師やカリキュラム、指導方法などを自由に購入させ、

どの組み合わせの効果が高いかなどをコミュニティでやり取りさせるよう

な方法が考えられるだろう。
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最後にプロモーションについて解脱する。プロモーションいて

を単体で考えるのではなく、商品やサービスすべてをも凸

とにして考える、真にすぐれたプロモーションの考え方

について解説しようｃ

Partｌ理想的なプロモーション

Part2ナラティブ・
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ナラrｔ
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「プロモーション」というと、画期的な広告活動や大きなイベント、大量

のＳＰツールなどを思い浮かべるものだが、筆者の考える、すぐれたプロ

モーションというのは少し違う。

これを説明するために、時計メーカーのロレックスを例に、すぐれたプ

ロモーションとはどういうものかという私見を述べさせていただこう。

ロレックスというと高級腕時計の代名詞であり、パテック・フイリップや

ブレゲ、オーデマ・ピゲなどの雲上ブランドを差しおいて、まず思い浮か

ぶブランドだと思う。ところがロレックスが、後発ブヌンドであり、時計

師ではなく、１人の時計商が立ち上げた会社であることを知る人はほとん

どいない。

後発で、ベンチャー、それも商人が、既存の雲上ブランドを制して成功

するのは、並大抵のことではない。そこにはセンスとひらめき、知恵や行

動があったに違いない

ロレックスは１９０８年、若きドイツ人実業家ハンス・ウィルスドルフに

よって命名されたブランドである。会社自体はその３年前、時計セールス

マンであった彼が「ウィルスドルフ・デイビス社」という、ロンドンの時計

販売会社を設立したことに始まる。

ハンスが会社を設立したころには、先発名門ブランドがひしめいてい

た。こういう状況下では、それらを模倣したり、あるいはたんなる差別化

で成功することは、長いマーケティングの歴史の中ではほとんどない。ゆ

えにここでは、いかなる新価値を設計するかがもっとも重要なテーマとな

る。

こうした市場背景でハンスが着眼したのは、当時の時計の中心が懐中時

計で、金持ちだけの装飾品にとどまっているという事実だった。この形態

だと、自動車や飛行機が普及しだした当時、瞬時に時刻を知ることができ

２ﾉり粥6歳プロモーション職期



ない。また当時の兵士たちにも、瞬時に時刻がわかる時計が切望されてい

た。

そこでハンスは時計の中でも、腕時計というカテゴリーに限定して市場

に参入することに決めた。先述したように、これを「カテゴリー柵築戦略」

という。

|・図解１」側解１ カテゴリー構築戦略例

懐中時計

濃霧

雲
懐中時計

リーダーノサプライヤ側のカテゴライズを、リーダーノサプライヤ側のカテゴライズを、

＝

腕時計腕時計

消費者の価値でカテゴライズし､そのNo.1と頁貢する消賀者の価値でカテゴライズし､そのNo.1と資責する

たとえば小売という大きなカテゴリーでダイエーなどのスーパーが繁栄し

ていた時代に、同じカテゴリーで後発として参入しても、圧倒的な先発者

の力を制して、市場を奪取する可能性はきわめて低い。こういうとき、独

自のカテゴリーを設定して、そこに独自の価値をもち込み、市場制覇を狙

うのがカテゴリー構築戦略である（例解l)。

もうすでにおわかりだと思うが、こういう状況でスーパーを制したのは、

コンビニエンスストア、セブンーイレブンであった。セブンーイレブンは当

初、その名のとおり、朝の７時から夜の１１時まで営業し、商品の品ぞろ

えを広くし、働く女性層を中心に「便利な小売」として急成長した。つま

附 ６ 瓶 プ ロ モ ー シ 別 ン 哩 略 ２ 〃



りその成功要因は、「コンビニエンスストア」という新しいカテゴリーを設

定し、そこに｢便利な小売」という新価値を設計したことにある。

ハンスがこういうマーケティングセオリーを知っていたとは思えないが、

彼も同様に、腕時計というカテゴリーを設定した。そして腕にはめるのだ

から、水やほこりにも強い実用性の高い時計をつくろうと考えた。この実

用性という価値は、当時の時計においては画期的なものであり、後にこの

新価値が奏功してロレックスはNo.１ブランドとして君臨することになる。

こうして図らずしもハンスは、新カテゴリー「腕時計｣、新価値「実用

性」というカテゴリー構築戦略の要諦を押さえて出陣することとなった（例

解2)。

続いてハンスがやったことは、この実用性という新価値を現実のものに

するための行動である。

ふつうの時計会社は、時計師が始めるのが常であるが、ハンスは時計商

人。時計師ならば、設定した実用性を現実のものにするために自身で商品

開発をするが、それができないハンスは、業務提挑や企業買収でそれを達

成しようと考えた。実はこのことが、ロレックス繁栄の最大の要因となる。

？図解２ 八ンスのカテゴリー構築戦略

価画 吟 E号

実用性

君仔
一 １

ｲﾒｰジ映倣中 形胆

良質なムーブメントの調達

オイスター、パーベチュアル
デイトジャスト ＋

概怠 ゆ 窟味

瞬時

まずハンスは、ムーブメント（時計内部の機械）の精度の向上を目指し

た。そしてこれを成し遂げるために、スイスのビエンヌにあったエグラー

社と卸売権をもつ代理店契約を結ぶ。つまりここから良質なムーブメント
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を調達したのである。

これが奏功してロレックスは、１９１０年に公式精度検定でクラスＡを猿

得した。さらに１９１４年には、キュー天文台で最高賞を受けるなど、数々

の糟度賞も受賞した。これらの受賞から、腕時計も懐中時計並みの精度が

実現できるということを世の中に知らしめることとなった。

ロレックスブランド設立から１０年も経たずに信用を猫得できたのは、

自社開発にこだわることなく、代理店契約という提挽でムーブメントを鯛

運したことにつきる。ベンチャーにおいては、いかにコラボレーションが

大切かを、この事例は教えてくれる。

続いてハンスが蓋手したのが、ケース。精密なムーブメントを湿気やほ

こりから守るには、それを入れるケースが重要であった。ここでもハンス

は、業務提挽、ひいては買収によってケースを手に入れることとなる。

ハンスが目をつけたのが、オイスター社の防水ケース。このケースは、

金属の塊をくり抜いて、ねじ込み式のリューズと裏ブタを組み合わせたも

の。これを使えば、精密なムーブメントを完壁に守ることができ、実用性

のロレックスを強く打ちだせる。

そこでハンスはオイスターケースを採用することで、ロレックスとして

特許を取ってしまうという手段にでた。これも成功し、１９２６年スイス連

邦著作権局から特許を取得。同時にイギリスでもねじ込み式リューズで特

許を猫得した。

賞の次は特許。つまり信頼を獲得し、次に参入障壁も麺得したのだ。そ

れも自社開発ではなく、コラボレーションによってである。

ふつうはここまでやれば及第点だと思うが、ハンスはさらに進化を目指

す。

次に着手したのが、パーペチュアルと名づけられた自動巻き機栂。

オイスターケースは強固なものであったが、強固がゆえに巻き上げの際、

リューズが磨耗してしまう。この弱点を補うためには、画期的な自動巻き

機栂をつくりあげ、腕のわずかな動きでもゼンマイを巻き上げる必要があ

る｡

すでに磐石な体制を築きつつあったハンスは、今回は自社開発でこれを

運成しようと考えた。そして１９３１年に、腕時計としては初となる全回転
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方式の自動巻き機栂を完成。全回転方式のため、巻き上げ効率を飛躍的に

高めることとなり、もっとも進んだ自動巻き機栂として、時計業界に大き

な影響を与えた。

これでもまだ満足しなかったハンスは、最後のテーマであるデイトジャ

スト機構に着手する。これはいままで数時間かけて行っていた日付の変更

を瞬時に変えるというもの。いまではあたり前だが、午前０時ぴったりに

日付が変わるということは画期的なことであった。

これを達成したハンスは、「オイスター」「パーペチュアル」「デイトジャス

ト」と、後にロレックス３大発明といわれるすべてを完成し、ここに実用

性という新価値を真に実現することとなった。新価値の設計とそのあくな

き実現への努力。これがロレックスブランドの保証要因となって、誰にで

も愛されることとなった。

ここまではハンスの商品への対応の話であるが、彼は商品に力を入れる

だけでなく、プロモーションにも寅欲であった。

たんにいい商品をつくるだけでなく、それを稲極的にＰＲしていくこと

で、認知や理解、好意を麺得することができる。とはいえ、こういうこと

をやろうと思うと、まず広告が頭に浮かび、お金を使えばどうにかなるだ

ろうと考えてしまうものである。

しかし後発、ベンチャーのハンスは、潤沢に資金があるわけではない。

これはベンチャー企業も同様だろう。ベンチャー企業も広告に回すお金が

あるくらいなら、開発や営業にお金をかけたいはずである。

それではどうしたらいいのだろうか？

これに対してハンスは、意識的に自分の商品を使って、ニュースをつく

ろうと考えた。ニュースならば、頭を使えば、お金はかからない。広告よ

りも衝撃度も展開範囲も圧倒的に強く、広い。

そしてハンスが最初に仕かけたのは、オイスターケースが特許を渡得し

た翌年の１９２７年、ロンドンの速記記者メルセデス・クライツがドーバー

海峡を横断したときである。

ハンスはこの女性スイマーにロレックスを提供し、ドーバー海峡横断に挽

帯してもらった。イギリスからフランスへ、１５時間１５分の水泳に、ロレッ

クスは彼女の腕に随行したが、なんの問題もなく、時を刻み続けた。

その結果、水をシャットアウトし、塩分を含んだ空気でも痛まないこの
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時計は、衝撃的なニュースとなって全世界に知られることとなった。

続いては１９３３年のヒューストン隊のエベレスト上空での撮影飛行。彼

らはロレックスを腕にはめていた。また１９３５年には、マルコム・キヤン

ベル卿が時速481.6ｋｍの自動車最速記録を達成したときも、その腕には

ロレックスがあった。

そして決定的だったのは、１９５３年、ジョン・ハント率いる英国遠征隊が

エベレスト登頂に成功した際、ニュージランドのエドモント・ヒラリー卿

とシェルパのテンジン・ノルゲイがロレックスをつけていたというニュー

ス。マイナス２５度、地上8848ｍという最悪な条件の中でも、ロレックス

は時を刻み続けたのである。

これらのニュースから、ロレックスの圧倒的な実用性が世界中に認知さ

れることとなった。これを広告で達成しようとしたら、莫大な予算と長い

年月がかかっただろう。ところがハンスは、自分の知恵と行動力でいとも

簡単に成し遂げてしまったのである。

最後にまとめてみたいと思う。後発、ベンチャー、時計商のハンス‘

ウィルトドルフが成功できたのは、

⑪既存カテゴリー（時計）の中に新しいカテゴリー（腕時計）をつくり、

その先駆となった

＠新しいカテゴリーに新価値(実用性）を打ちだした

③絶え間ない努力で、実用'性という新価値を現実のものにした

④商品の特長を用いて、それを巧みにニュースに仕立てていった

つまり、すぐれたプロモーションというのは、プロモーション単体で考え

るのではなく、商品やサービスにまつわるすべてを整えたうえで、それを

もとにして考えるものなのである。ロレックスの例のように、すぐれた商

品に仕立てからこそ、人が驚くような価値が提供でき、それがニュースと

なって広まるのである。
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ナラティブ。フ

■ 巨プロモーションモ

インターネットが普及し、それを消費者が十分に使いこなせる時代になっ

た。そして消費者はいつでもどこでもインターネットを使うことができる。

これはまるで目に見えない図書館を持ち歩いているようなものだ。

わからない言葉があれば、Yahoo1の辞書機能で調べればいい。目的地

に行くのにどうやって行ったらいいのかがわからなければ、路線検索をす

ればいい。ほしい論文があれば、検索機能でいくらでも手に入れることが

できるし、ほしいと思った商品やサービスを目にしたら、インターネットで

探して、そのまま買うこともできる。

言い換えれば、現在の消費者は、注意や興味をもったら、インターネッ

トに頼れば、どんな望みもかなえることができる。そしてこのような現実

は、消費者の脳買行動さえも変えてしまった。

２０世紀は「AlＤＭＡ（アイドマ)」といわれる、アメリカのローランド・

ホールが提唱した「肺買行動仮説」が基本であった。

ＡＩＤＭＡは、Attention（注意）→lnterest（関心）→Desire（欲求）→

Memory(記憶）→Action（行動）の頭文字を取ったもの。興味をもったも

のをほしいと思ったら、記憶にとどめてから買いに行くという、２０世紀

の標準的な賊買行動をモデル化したものであった。そしてその特徴は、消

澱者は合理的行動を取るという点にある。

これに対して、前述のような購買行動をモデル化したのが｢AISAS（ア

イザス)｣。これは、消費者の購買行動を「注意」「興味」「検索」「購買」「情

報共有」のプロセスから成り立つとする理論である。

Ａ１SASとは、Attention（注意）→lnterest(興味）→Search（検索）→

Action(購買）→Share(情報）の頭文字を取ったもの。興味をもつとすぐ

インターネットで検索し、その瞬間ほしいと思ったら買ってしまい、それ

が気に入ったら、ブログや関連サイトに書き込むという行動をモデル化し
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たものである。そしてその特徴は、消費者が反射的に行動するという点に

ある。

検索してすぐ購買というと、それこそなにか動物的な感じがするが、そ

うではなく、目に見えない図書館があるからこそ、こういう行動が取れる。

具体的にいうと、まずGoogleやYahoo1などの検索ポータルにキーワー

ドを入れる。そしてそこから商品サイトに行き、商品の内容（機能やス

ペックなど）を調べ、価格を調べ、それらが競合商品とはどう違うのかを

調べる。

次に検索ポータルを使って、関連するブログを見つける。そしてそこに

書かれている商品のベネフィットや利用者の評価などを見て理解する。さ

らに知りたい内容については、ブログに提示されているＵＲＬをクリックし、

たどりついたブログで理解する。

最後にミクシィやグリーといったＳＮＳの関連コミュニティを見る。ここに

は商品のいい評判から悪い評判まで全部ある。こういうものも参考にし

て、商品を最終的に買うかどうかを判断するのである。

これらすべてを長くても１０分程度で終わらせ、意思決定する。ゆえに、

A|SASの最初の「Ｓ（サーチ＝検索)」と「Ａ（アクション＝行励)」の並びが

とても唐突な感じがしてしまうが、ここの間にはいま述べたような周到な

情報収集活動が展開される。

とすればこれからのプロモーションに必要不可欠なのは、このＳとＡの

間の情報活動をすみやかにさせることであろう。そしてこれこそが、これ

から述べていく、筆者が提唱するナラティブプロモーションの大切な部分

となる。

そこで必要とされるのは、

⑪ネットのような新しい文化、社会を視野に入れること

＠点ではない、大きな意味＝面を表現する「物語」

⑳固定されたものではなく、絶えず変化が想定できること

だと思う。

インターネットという巨大なデータベースには、それを秩序立てるルール

＝物語が必要であろう。たまたま、ブログやＳＮＳなどが自然発生的に秩

序を形成してくれたが、これからはこの枠組みに沿って、意識的に物語を
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構築していくことが重要だと思う。

またインターネットというものは、消費者が主導権をもって自由につく

りだすものである。ゆえに、固定的なものではなく、絶えず変化するもの

だと考える必要があるだろう。

２０世紀にブランドストーリーというものが流行ったが、これはメーカー

主導でブランドにまつわるストーリーをつくり、どんなことがあっても守

り続けるものであった。しかし２１世紀に入り、この考え方がそぐわなく

なってきた。

これは「ウイルスイヤー」と呼ばれるほど、商品寿命が早くなってしまっ

たことが原因であるが、他方、インターネットが生活の基盤として台頭し、

その可変的な性質が固定的な物語を陳腐化してしまったことも原因と思わ

れる。

ゆえに、「ネット＝新たな社会」「物鱈」「変化」の３つが新しいプロモー

ションを考えるキーワードだと思う。そして、それらをもっとも端的に表す

言葉が｢ナラティブ」である。

専門家の言葉を借りると、ナラテイブとは、「人間の織り成すさまざま

な行為や関係をく言葉＞＜贈り＞＜物語＞という視点から捉え直す（野口

裕二著｢物語としてのケア｣)」ものであり、「私達が生活している社会や文

化を背景として、相互交流的な語りのなかから悪意的につくりだされる

(斎藤澗二＆岸本寛史著『ナラティブ・ペイスト・メディスンの実践』)」も

のである。

これは、「本質主義や実鉦主義のように、すでに決定された客観的真実

があると考えない（斎藤清二＆岸本寛史著「ナラテイブ・ペイスト・メデイ

スンの実践｣)」という言葉が示すように、たとえばインターネットという

存在が先なのではなく、そこで、人と人とがコミュニケーションを交わす

から、インターネットという社会が存在すると考える。

またナラティブとは、「語りを通じた意味構成そのものを指し、＜始ま

り＞もく終わり＞もない。ストーリーはく始まり＞とく終わり＞があり、

その間に固定された－連の筋書きが展開され、１つのパッケージのように完

結している」ものであるが、「ナラティブは永久更新運動。それをある時点

で区切ったものがストーリー。つまりナラティブコストーリーの関係となる

(高橋規子＆吉川悟著『ナラティヴ・セラピー入門』)｣。
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つまりナラティブという言葉は、

⑪ネットのような新しい文化、社会を視野に入れること→人々のさまざま

なコミュニケーションがネットという社会をつくったという考え方なの

で、ネットを包含することは可能

＠点ではない、大きな意味＝面を表現する「物語｣→ナラティブは、ストー

リーのさらに大きな概念であるので、これを表すのに至当

、固定されたものではなく、絶えず変化が想定できること→ナラティブは

永久更新運動という考え方なので、変化を前提とすることができる

というような対応を可能とする言葉なのである。

この考え方にもとづいて、ナラティブプロモーションの基本戦略を図解

したものが例解ｌである。

図解１

【リアル１

①Ｉ
ｖ

Ｉネット】

ナラティブプロモーションの基本戦略

蛎 ６ 軍 プ Ｗ モ ー シ 1 1 ン 晩 略 』 ノ リ



まずは線①。これはいままでのようにリアル中心のマーケティングでは

なく、リアルと同等のウェイトをかけて、インターネットでも展開するこ

とを表している。

その拠点となるのがサイト。サイトは検索によって消費者がまず訪れる

ところである。ゆえに、ここで大通の商品知職や企業情報を提供する必要

があるとともに、ここで感動を共有してもらう必要がある。前者には、商

品の機能やスペック、価格情報や開発秘話、いままでの商品や企業の歴史

があたるだろう。また後者は、モニターや利用者の商品評価、利用後の感

想などがあたる。

次はブログ。消費者はここで、サイトでは得られない、わかりやすい商

品情報やベネフィットを得ようとする。ゆえにオピニオンカスタマーに優

先して商品惰報を提供したり、ベネフィットや商品のナラティブをさらに

わかりやすくした憎報などを提供するといい。特に、シンパのブロガーに

積極的にアプローチして、自社に好意的な情報を書いてもらうようにする

べきである。

そしてＳＮＳ。もちろん自前のＳＮＳをつくるというやり方もあるが、時

間とお金がかかるうえ、それが成功するかもわからない。ゆえに、大手

SNSの中に、シンパたちにコミュニティをつくってもらうのが得策である。

ここでいうシンパとは、商品のモニターを依頼している人たちや先で述べ

たシンパのブロガーたちである。

ここでは商品について、よいも悪いも、忌側のない意見を交わしてもら

うことが大切である。そういうフラットな柵報が存在し、それによって商

品を選択できることが現在の消費者には重要だからである。

次は線②。見慣れない図が同じように４つ並んでいるが、これはフラン

スの言語学者アルジルダス・』・グレマスの｢行為者モデル」といわれるも

の。「主体」「対象」「授助者」「敵対者」「送り手」「受け手」という６人に、

物語の機能が帰結するという考え方である。

たとえば、主体である勇者が、援助者である麗法使いの助けを借りて、

敵対者である臓王を倒すことで、送り手である王から、対象であるお姫様

を受け手（この場合は主体と受け手が｢王」で同じ）としてもらい受ける、

というような物語となる（大塚英志著『物語消滅論｣)。

この理論を使おうと思ったのは、可変が前提となるナラティブとはいえ、
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