
そのつくり方に一定のルールがほしいと思ったからである。

それでなにかいいものはないだろうかと探したあげ<、たどりついたの

が、大塚英志氏の「物語の体操（朝日新聞社)」という書籍であった。この

本は、初心者に小説の綴き方を教えるというもので、その核となる考え方

がグレマスの行為者モデルを用いたものであった。本書を参照していただ

くとわかると思うが、このモデルに従って登場人物をキャスティングし、

それをサクセスストーリーとなるように考えていくと誰にでも小説が書け

てしまう。ならばこのやり方で、商品とプロモーションのサクセスストー

リーをつくればいいと考えた。

ただし、商品についてはこのモデルをそのまま使ってもいいが、プロ

モーションのほうにはひと工夫が必要だと思った。それで、主体を「メー

カー（サプライヤ)｣、対象を「商品｣、援助者を「世論（狭義ではマスコ

ミ)」敵対者を「競合｣、送り手を「流通・店舗｣、受け手を「消費者」と趣

き換えてみた。プロモーションを考える場合には、このようなキャスティン

グでサクセスストーリーを考えたほうがしっくりいくからである。

そして最後に線③。ふつう、プロモーションのプランニングというと、

デビュー時のプランしか考えないものだが、今回はデビュー時だけでなく、

３カ月後、１年後のサクセスストーリーもあらかじめ考えておくことにした。

現在のマーケティング環境は驚くべき速さで進行する。そうした環境下

では、たった１つのストーリーで対応するのは難しい。

そこであらかじめ、３つの地点を設定し、その地点でのサクセスストー

リーを考慮に入れる。具体的には、リアルの商品とプロモーション、ネット

の商品とプロモーション、その３地点分の、計１２のサクセスストーリーを

あらかじめ設定する。そして、これをナラティブと考えることとする。

永久更新運動であるナラティブを、１２のストーリーと固定するのはいさ

さか乱暴かもしれないが、ここでも誰でもできるようにルール化すること

を優先し、このように取り決めることにした。
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それでは具体的な話に入っていこう。

まずはナラテイブプロモーションの仕組みの部分を説明しよう。特に重

要なネットの部分を、「インキュベイションブロモーション」という名前で呼

びたい。この理論は、戦略(９２ページ）のところで紹介した関係性マーケ

ティングという理論を背景にしている。

関係性マーケティングという理論は、劇団四季の成功をベースにし、観

劇という感動的な場面を経験した人たちはその感動をほかの人に伝播し、

さらにコミュニティ化＝ファン組織を形成し、増殖し続けていくというも

のである。

ただしこの理論は、リアルを前提としており、ネットの場合は想定して

いない。そこで、このWeb版の関係性マーケティングを「インキュベイ

ションブロモーションｌと呼ぼうと思う。

９関係性ﾏー ｹ１１劇僻２ ティングとインキュベイションブロモーションの違い

口コミ/うわさ
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騨罪鱗鍾電;＃
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ネットコミュニティの依存性、所属性、常習性を考えた場合、「関係」と

いう薄い紳よりも、もっと深いつながりを意味するインキュベイション(照

化）のほうがしっくりいく。つまり、消徴者の成長を助成する聯化装置を

Web上で展開するプロモーションをインキュベイションブロモーションと呼

ぼうというわけだ。

さて、関係性マーケティングとインキュベイションプロモーションの違い

を表わしたのが、例解２である。

関係性マーケティングは、「トライアル装遜」「リピート誘導装画」「リピー

ト装置」の３つから成るが、インキュベイションプロモーションもその構成

は同様である。また、リピート誘導装置がリアルであるという点も同じで

ある。

異なるのはリピート装種である。関係'性マーケテイングがファンクラブの

ようなリアルの組織をベースにするのに対し、インキュベイションプロモー

ションはサイトやブログ、ＳＮＳから成るネットコミュニティをベースとする。

これにより後者は、毎日コミュニケーションができ、増殖するのも容易で

あり、コミュニティへの帰属意識も高まる。これはネットの活用容易性と

自己依存性の高さに起因するところが大きい。

トライアル装置に関しては、関係性マーケティングがリアルの口コミや

うわさがベースになるのに対して、インキュベイションプロモーションは、

リアルとともに、ネット上での口コミやうわさもベースとなるところが異

なる。もちろん前者もバーチャル上の口コミやうわさは生起するだろうが、

後者とは比較にならないだろう。

ひと言で両者の差異を述べるとすれば、インキュベイション（聯化）とい

う言葉を使った理由でもある「親密度」が大きく異なる点である。これは

ブログ×ネット×バーチャルのシナジーで達成されるからである。

さらにこの理論と、いままで述べた内容をまとめたのがIXIlW3。
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蕊源調インキュベイションプロモーションのまとめＩ腿l鵬３

目的Ⅱ方法Ｉ秩序’目的 方法 秩序 概要概要

商品情報､開発秘話、

感動づくりサイト共有(拠点）商品･企業の歴史、
モニターや利用者の声

シンパのブロガーによる

口コミづくりブ ロ グ 階 脳 ( タ テ ） 商 品 怖 報､ベネフィット、
物賠のブレークダウン

群れさせるＳＮＳ関係(ヨコ）
大手SNSの中に

コミュニティをつくる

インキュベイションプロモーションのリピート誘導装置にあたるのが、サ

イトとなる。ここで企業と顧客は感動により、強い緋で結ばれる。そのた

めには、真製な商品情報提供や開発秘話などで感動させることが大切であ

る。またモニターや利用者の感動的な体験談も効果的である。

トライアル装置にあたるのは、ブログである。ブログを書くのは企業や

商品への関与度が強い消費者であるので、ここで書かれることは口コミや

うわさとして広まる。これが消費者のトライアル意欲をかきたてるのであ

る。

そしてリピート装置にあたるのがＳＮＳである。リアルにおけるリピート

誘導装置はおもにファンクラブであるが、これと同じ機能をＳＮＳのコミュ

ニティに負わせる。そうすればここがよりどころとなって、消費者が集ま

る。この集まった人たちは周辺の消費者に働きかけて、どんどん新しい顧

客をつくっていく。これはライオンキングに感動した人たちが劇団四季の

ファンクラブに入って、さらに熱烈な劇団四季ファンになり、自分の周り

の人たちを勧誘するようなものである。

さて、このようなインキュベイションブロモーションをすでに実施してい

て、これはぜひとも参考にしたいと思うのが、東京電力、サントリー（サ

ントリーオールド）である。

まずは東京電力。
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電力は必要不可欠なものなので、逆にいままであまり意識しなかった。

が、これからは外資系企業を含めた「エネルギー戦争」に突入し、特にガ

ス会社との覇権争いは織烈なものになっていく。これを受けてか、東京電

力は電力にはどんなベネフィット、意味があるのかを熱心に語りだしてい

る。

サイトでは、商品情報から企業としての取り組みまで、ありとあらゆる

憎報を全網羅している。

まずは基本情報であるが、使用停止や開始の仕方、契約内容の変更、料

金､契約の仕組みなどをくわしく教えている。また使用停止や開始の仕方、

契約内容の変更は、ネットで２４時間対応している。

このような内容は知っているようで、実はよくわからないことだと思う。

確かに引越しのときにやったように思うが、よく覚えてはいない。それを

ネットですべて明らかにしてくれて、なおかつ、２４時問対応してくれるの

はありがたい。

次は商品情報。東京電力が提供する商品がくわしく紹介されている。

オール電化、ＩＨクッキングヒーター、エコキュート、暖房、その他。特に

IＨクッキングヒーターに至っては、それを使ってつくる料理のレシピまで紹

介されている。

おそらく、料理というとガスを想起してしまいがちなので、電力だから

こそ生きる料理を紹介することで、｜Ｈクッキングヒーターの存在意義を明

確にすることが目的なのだろう。ｌＨクッキングヒーターは立ち上がりが悪

かったり、余熱が残ってしまうイメージがあったが、これを見ることでその

考えが古いことがよくわかった。

続いてサントリーオールド。

最近のウィスキー離れは深刻だそうで、一時期、シングルモルトがブー

ムとなったが、依然低調が続いているらしい。とすると、ウィスキーに新

しい価値をつくる必要がある。そこでサントリーオールドは、「万人の心と

心をつなぐ」という新価値を提示している。

これを広告コミュニケーション（リアル）では、父娘の再会という物語で

展開し、一方ネットでは、商品の物語として展開している。言い換えれば、

リアルでは新価値を、ネットでは商品のナラティブを展開しているのであ

る。
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まずは広告ライブラリー。

昔から広告巧者として有名なサントリーの、不朽の広告作品を見ること

ができる。同様に、サントリーオールドの商品の歩みも知ることもできる。

これらを見ることによって確かになつかしさを感じるが、それ以上に、

サントリーオールドが大衆に愛され続けてきたことを実感する。これによ

り、久しぶりに飲んでみるかという気分になる。

これはまるで、キリンビールがかつてやって大成功した「復刻ラガーキャ

ンペーン」を思いださせる。父が飲んでいた、No.1のころのキリンラガー

を思いださせて、需要を喚起するという方法だったが、これと同じ効果を

このコーナーに感じた。

次は開発思想。「サントリーオールドに込める３つの想い」というタイト

ルで、中身、デザイン、ネーミングに言及している。商品に対する想いが

ストレートに語られているので、グッとくる。

次は飲み方提案。「オールドのある風景」というタイトルで、おいしい飲

み方とオールドに合う旬の味覚を提案している。「おいしい飲み方」では、

水割り、ハイボール、ハーフロック、ウィスキーフロートを紹介し、その最

適なつくり方を提示している。また「オールドに合う旬の味覚」では、ち

らし寿司や魚といった和食とのカップリングを提案している。

こういう利用提案というものは、消費者に気づきを喚起する効果があ

り、「よし、これをやってみよう」という気にさせる。それが商品鯛買の意

織づけになるわけだ。

そして最後に商品情報。商品梢報から開発思想、歴史や飲み方提案と実

にうまく展開している。さらに利用者の声や評価が加われば、ナラティブ

展開の見本ともいえるすばらしい展開といえるだろう。

続いてナラティブプロモーションの物語作成部分を説明していこう。

ここで璽要なのは、グレマスの行為者モデルをいかに使いこなすかにあ

る。「主体｣「対象」「援助者」「敵対者」「送り手」「受け手」という６人のキャ

ラクターを設定し、物語、特にサクセスストーリーをつくらなければなら

ない。

そこでこの理論をうまく使いこなしている例として、前出の大塚英志氏

の「物語の体操(朝日新聞社)』から引用したいと思う。以下は、大塚氏が

行為者モデルを習得させるためにつくった「黒鷺死体宅急便」という物語
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のプロットである。

これは仏教大学の学生でありながら実家がお寺ではないため、就職難にあ

えいでいた唐津九郎とその奇妙な友人・後輩たちが開業した死体専門の宅配

便業者の物語である。

唐津と沼田は大学時代、ボランティアで富士山の樹海などで変死体を捜し、

埋葬する手伝いをしていた。

そのとき、沼田は死体のありかをぴたりとあてるダウンジング能力、そし

て、唐津は死体の声を聞く（つまり“イタコ”としての)能力があることをお

互い知ってしまう。

そして、ある日ひょんなことから沼田が発見した死体の残留思念から、唐

津は自分の身体(遺体）をある男のところに届けてほしいと頼まれるのだ。

在校生の谷田たちの協力もあり、死体は無事男のところに届けられる。配

達先の男とは実は“死体”を殺害した犯人であり、横領したお金の配分をめ

ぐって、対立、死体となった人物のほうが殺されたのだった。死体は男の犯行

をあばくため、届けられた形となる。死体は唐津に横領した金の隠し場所を

言い残す。つまりこれが"宅配便”の配送料である。

これは商売になる、と悟った唐津は沼田とともに先の金をもとに有限会社

黒鷺宅急便を設立、表向きはもぐりの宅配便業者、そして、その正体は、死

体の依頼を受け、死体を望む相手に届ける死体専門宅配便業者として営業を

開始する。
『物語の体操(朝日新聞社､大塚英志著)」Ｐ98、P99を訓、

これは以下のようなキャラクター設定にもとづいて書かれている。

⑪主体：唐津、沼田

＠対象：死体

、援助者：事件を解決することに力を貸してくれる人物

⑥敵対者：事件を解決するのを妨害する人

、送り手：死体の残留思念

、受け 手 ： 犯 人

行為者モデルに従ってキャラクターを設定し、そのキャラクターにもとづ

いて物語を考えていくので、誰にでもつくることができる。大塚氏はこれ

を使って小説家をつくろうと考えたようだが、商品開発やプロモーション
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のナラティブづくりに使うのも効果的だと思う。

そしてこの考え方を商品に置き換えると、

⑪主体：メーカー

、対象：商品

＠援助者：トレンドやヒット商品

④敵対者：既存の価値

、送り手：商品の買い手

⑬受け手：商品の使い手

と考えられる。

メーカーは商品を、その買い手から使い手に手渡す。その際、既存の価

値がじゃまもので、トレンドやヒット商品が味方になる。言い換えれば、

既存の価値に変わる、新しい価値を、トレンドやヒット商品を参考にして

つくり、買い手に買わせて、使い手に満足させる。そのサクセスストー

リーをつくればいい。

一方、プロモーションに置き換えると、

⑪主体：メーカー

、対象：商品

、援助者：世論（狭議ではマスコミ〕

⑭敵対者：競合

⑤送り手：流通・店舗

、受け手：消費者

となる。

メーカーは商品を、流通や店舗を経由して、消費者に渡す。その際、じゃ

まものは競合商品であり、世論が味方になる。言い換えれば、競合商品に

負けない価値をもって世論を味方につけ、流通・店舗を支配して、消費に

買ってもらう。そのサクセスストーリーをつくればいい。

グレマスの行為者モデルから、サントリーオールドの商品上のナラティ

ブを図解したものがIxI解ｌの左である。この図は、
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⑩主体：サントリー

、対象：オールド

③援助者：シングルモルトブーム

③敵対者：若いころ飲んだというイメージ

⑬送り手：団塊世代の男'性

⑬受け手：送り手と飲む人たち

となっている｡

閥図解４｡． サントリーオールドの商品上のナラティブ

ツングルモルＩ
ブーム

団塊世僻
の男性

サントリーサントリー

オールド

若い宮ろ飲んだ
というイメージ

サントリーサントリー

睡鰯→←躍

霞雲|蕊錘雪
プロモーション

団塊世伶
過、

砺眼鬼
料飲店

ワイン０

チューハイ

団塊世代

サントリーによると、オールドの販売数は１９８０年の1,240万ケースを

ピークに、2005年は５１万ケースまで落ち込んだそう。これに対して、味

とデザインを２００６年３月にリニューアルし、加えて、新しい広告活動を

展開。これが奏功して、堅調に推移しているそうである。

もちろんこれは新しいオールドのイメージをつくり上げた商品ナラテイ

ブに負うところが大きい。父と娘の心をつなぐというコンセプトのテレビ

ＣＭはとても印象的であった。

このテレビＣＭのナラティブを、上記の関係図から読み解いてみよう｡
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サントリーは、当社の代表的な商品であったオールドの復活をぜひとも達成

したかった。2007年にはオールド全盛期の主要ユーザーであった団塊世代の退

職がはじまる。同時に、シングルモルトがブームとなっており、ウイスキーを

飲むということがふたたび脚光を浴びていた。とはいえ、団塊世代にとって

のオールドは、若いころに飲んだというイメージが強く、いまさら飲むことに

必然性がなかった。

そこで、テレビＣＭで、都会で働いている娘と飲むというシチュエーション

をつくりだした。このＣＭでは、都会と田舎、父と娘といった不適合要素を

払拭し、さらにそれらをつなぐ役目をオールドに担わせた。つまり、オールド

に「人と人との心をつなぐ」という新しい価値をもたせ、その価値によって、

ふたたび団塊世代を獲得しようと考えたのである。

これによって団塊世代は、自分が契機となって、周りの人たち（たとえば友

人、子供、姿など）とふたたびオールドを飲むようになる。この結果、団塊世

代をシェアソースとしてオールドの売上は急激に上がっていく。

と、このような商品ナラテイブが奏功したのではないだろうか。

一方、プロモーションナラティブを図解したのが側解ｉの｛『。この図は、

⑩主体：サントリー

②対象：オールド

⑳援助者：団塊世代退職

③敵対者：チューハイ、ワイン

、送り手：酒販店、料飲店

⑬受け手：団塊世代

となっている。

かつてオールドは、ほとんどの料飲店の標準ボトルであり、これがオー

ルドの強さと評価されていた。それが、焼酎の台頭とウィスキー離れで見

る影もない現状となっている。マーケティングとしては、この現状を打破

するためのサクセスストーリーをつくりたいところである。そこで、以下

のようなプロモーションナラテイブを想定したのではないだろうか。
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かつて料飲店を制覇したオールドは、チューハイやワインといった強力な競

合のせいで、その力を失った。ここを払拭して覇権を取り戻したいところで

あるが、健康上の理由や葱蓄が加味されてヒットした焼酎やワインを駆逐す

るのは至難の業である。

ならばこれと戦うことなしに、かつてオールドを支持してくれた層を掘り

起こすほうが容易である。幸い、かつてオールドを支持したくれた団塊世代

が退職の時期にさしかかり、ふたたび料飲店や家庭で酒を飲む機会が増える

ことが予想される。

ゆえにこれを契機として、新しい商品価値を設計し、ふたたび料飲店に営

業をかけたり、酒販店にプッシュすれば、料飲店では団塊男性が、酒販店では

団塊男性の妻が買ってくれる可能性は高いだろう。このように団塊世代をシェ

アソースとして、オールドの復権を図れば、売れ行きは大きく伸びるに違いな

い。

このような商品ナラティブとプロモーションナラティブが奏功し、前述し

たとおり、サントリーオールドの売れ行きは持ち返しているそうだ。これ

も「新しい物語」が、顧客の意味を形成し、これが新価値を実感させ、剛

買に至らせているからだろう。

さらにナラテイブづくりを理解していただくために、東京電力のオール

電化をテーマに解説していく。

グレマスの行為者モデルから、オール電化の商品上のナラティブを図解

したものが側解５の左である。この図は、

⑪主体：東京電力

、対象：オール電化とその商品

⑳援助者：オール電化急成長

④敵対者：エネルギー源は使い分けるという旧来的な考え方

③送り手：オール電化をすでに採用している人

、受け手：オール電化未経験者

となっているｅ
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広く、
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ガス会社

栗京田力 凍原囲力

エネルギ垂罰は
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･安全
Ｉ向

オール 罰
弱

砺力市場は2005年度から高圧分野が全面自由化となり，さらに2007年

度からは低圧・砺灯を含む全面自由化が検討されている。これを契機に、電

力会社は住宅分野に本格参入し、それが奏功してオール電化は急激な成長を

遂げている。

とはいえ、消費者には「エネルギー源は使い分けるもの」という旧来的な考

え方が存在している。たとえば、照明は電気だが、料理はガス、暖房は石油

といったように、適材適所的な考え方が消没者の常識となっている。

これを払拭するためには、すでにオール篭化を採用している人から、オール

電化をまだ経験してない人に、そのよさを直接伝えるしかない。とはいえ、

これを人海戦術的に行うのは非効率なので、テレビＣＭという体裁で、さま

=ル爾化
採用番

ぉ２郡６蛾ブロモーシヒ『ンllNRmn

別

リブ

薮 閑。

オーム
未経馳遡

オール電化の普及は高まっており、これを受けて、東京晒力は「ＳＷｌＴ

ＣＨ!」というテーマでマス広告活動をしていた。

女優の鈴木京香を核に、いろいろなオール電化未経験者が、そのよさを

教わるという仕立てだが、そのさまざまなナラテイブが、オール電化とい

うベネフィットがわかりづらい商品に価値をもたせてきているように思

う。

このテレビＣＭのナラティブを、上記の関係図から読み解いてみよう。

鵬 オール電化の商品上のナラティブWKWi

Ｌ
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ざまなストーリーを展開することから達成しようと考えた。

初年度は、小さな少年の気づきという切り口から、オール緬化とその個別

商品である、エコキュートやｌＨクッキングヒーターなどのベネフィットを伝え、

次年度は、小さな少年を海外留学生に変更し、とはいえ、内容は初年度と同
じ方法論で展開する。

と、このような商品ナラティブで進められたのではないだろうか。

一方、プロモーションナラティブを図解したのが阿解５のｲｉｏこの図は、

⑪主体：東京電力

、対象：オール電化

③援助者：安全・安心志向

⑳敵対者：特に、ガス会社

⑤送り手：広く、住宅メーカー

⑬受け手：新築、リフォームユーサ迄

となっている。

プロモーション的には、最大の敵であるガス会社を押さえて、新築、リ

フォームの際に自分たちが選ばれることが重要である。そのために、以下
のようなナラティブが必要であろうａ

規制の緩和だけでなく、世の中の安心・安全志向が電力会社には追い風に

なってきた。それが原因となって、いままでの最大の敵であるガス会社を制し
て、自分たちが選ばれることが多くなってきた。

もちろんこれは安心・安全という本質だけでなく、いままでの阻害要因で

あったｌＨクッキングヒーターの技術的進歩やエコキュートのベネフィットの理
解と相まって起こったことである。

これらの追い風に乗って、住宅メーカーは新築の際にオール沼化を推奨する
ようになる一方、リフォームの際にもオール躯化への変更が推奨されるように

なる。こうして根本の部分からの採用が行われることにより、オール電化が
家庭における唯一のエネルギー源として、スタンダードとなっていく。
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このような商品ナラティブとプロモーションナラティブが、消費者の価値

観と住宅メーカー担当者の価値観を変え、オール電化は好調に推移してい

るものと思われる。やはりここにも「新しい物語」が、顧客の意味を形成

し、それが新価値を実感させたことが醜み取れる。

最後は、ナラテイブプロモーションの時間軸について述べる。

ふつう、プロモーションのプランニングというと、デビュー時のプラン

しか考えないものだが、ナラティブプロモーションではデビュー時だけでな

く、３カ月後、１年後のサクセスストーリーもあらかじめ考えておく。

現在のマーケティング環境は驚くべき速さで進行している。そうした環

境下では、常に変化への対応を予測しておく必要がある。そこであらかじ

め、リアルの商品とプロモーション、ネットの商品とプロモーション、その

３地点分の、計１２のサクセスストーリーを設定することにした。

３カ月の根拠は、メーカーの多くが、商品の採算を３カ月で考えているこ

とによる。商品寿命が短命化しているいま、３カ月でダメなものはそこで

手を打つようになったからである。また１年の根拠は、メーカーの通常の商

品判断基準が１年後であることによる。こちらは従来からの商品管理にな

らったタイミング設定である。

そしてこのようにあらかじめ考えておくのは、このとおりにきっちりや

ろうというのではなく、こういう想定から外れれば、すぐに対応しようと

判断するためである。これからのマーケティングは、予測不可能な消費者

動向に、いかようにも対応できるようにすることが大切だからである。

さてその実際を、いままで紹介した事例（サントリーオールド、東京電

力）で考えてみたい。

まずはサントリーオールド。これはまだデビュー時の展開だけであるが、

父と娘が久々に会い、お互いの紳を確認するという仕立てであった。これ

によってオールドに「人と人との心をつなぐ」という新しい価値をもたせ、

その価値によって、ふたたび団塊世代を猿得しようというのが狙いであっ

た。この展開によって、団塊世代がふたたびオールドを飲むようになり、

その結果、団塊世代を中心としてオールドの売上が拡大したのは先述のと

おりである。

これをさらに伸ばすためには、団塊世代同士が退職を迎え、ふたたび酒
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場で落ち合うという物語はいかがだろう？

いままで、忙しさにかまけ、親友同士なのに、なかなか会えなかった２

人。その２人が退職を機会に、ふたたび、昔なじみであった酒場で落ち合

い、昔なつかしいオールドを酌み交わす。狙いはもちろん、団塊世代の

オールドへの回帰。

それを団塊の父と娘というインパクトの強いシチュエーションから、団

塊同士という理解、賛同をしやすいシチュエーションへ進める。これによ

り、「団塊の再会はオールド」という利用機会が創出できる。そうすれば、

団塊同士の再会のときに、どちらともなく「テレビでやっていたく再会は

オールド＞をやらないか？」というきっかけづくりとなるだろう。

続いて東京電力を考えてみよう。

東京電力は、小さな少年がオール電化に出会うという展開から、外国人

留学生がオール電化に出会うという２つの物語をすでに展開している。

これらは、オール電化未経験者が、ナラティブの主人公である鈴木京香

さんから、そのよさを教わるという仕立てで、オール電化のベネフィット

を伝えるものである。

今後の展開としては、そろそろ実鯛買ターゲットがオール電化に出会う

という仕立てにしてはどうだろうか。

たとえば、オール電化を検討しているが、まだオール電化ではない３０代

の主婦が、ＩＨクッキングヒーターの使い勝手やエコキュートの効率性に出

会って、オール電化にしようと決意するという物語である。

これにより、新築やマンション購買を決意した層をすみやかにオール電

化に誘導できるのではないだろうか。
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②プロスペクト理論
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行動経済学が注目されて久しいが、人は価格に対する心理的なプロモー

ションの影響で購買に至ることが多い。特に現在のような厳しい環境にお

いては、その傾向は強く、価格プロモーションはきわめて効果的なプロモー

ション手段だといえる。

そこでここでは、わかりやすく、効果的な理論を紹介し、その具体的な

事例を解説していこうと思う。ここで紹介する理論は、

の４つである。

まずご紹介したいのが、「内的参照価格」という理論。|｢日本一わかりや

すい価格決定戦略（明日香出版、上田隆穂著)１によると、消費者が個々に

もっている「この値段はこれぐらい」という値ごろ価格のことをいう。

消費者は、この「内的参照価格」と「外的参照価格」（小売価格、参考価

格、当店通常価格などの公に提示されている価格）と「実売価格｣の３つを

勘案して、賊買を決定するという（側解I)。とすれば、内的参照価格が高

ければ、すみやかに購買に至るし、反対に低ければ、すぐに職買を中止し

てしまう。ゆえに内的参照価格を高くすること、一方、内的参照価格を低

くしないように価格設定をすることが必要である。

⑥心理会計効果

⑪内的参照価格

③テリスのプライシング戦略の分類
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|…図解1綱内的参照価格＃例解Ｉ

外的拶照価格外的砂照価相 商品周りに記戦されている小売価格､診堵価格､当店通端価格など

内的夢照価格内的夢照価格 消費者がもっている値ごろ感

実売価格夷売価相 実際に店頭で肌入する価格

特に現在のように不景気で消費者がなかなか購買に至らないと、安易に

価格を下げようと思ってしまうものだが、単純な低価格戦略は内的参照価

格を低下させてしまうばかりか、価格のプレステージ機能も損ない、ブラ

ンドイメージを低下させてしまう。

バブル景気が崩壊したあと、多くの高級ホテル・旅館が旅行代理店の集

客力に屈して、価格を大幅に下げ、ブランドイメージを低下させた。－度

下げた価格は二度と上げられないし、失ったブランドイメージを再構築す

るのは至難の業である。

ゆえに価格を下げるにしても、内的参照価格を低下させない工夫が必要

となる。その具体的な方法として上田氏は、消費者へのていねいな説明、

クーポンの利用、バンドル販売を挙げている。

価格を下げたとしたら、その理由を明確にする。たとえばマクドナルド

でよく見かけるが、「一定期間にかぎってのお試し価格」といったように、

通常価格ではないことを納得してもらうといい。

またクーポンを使うと、価格自体は変えないが、お得感がだせる。なの

で、購買に誘引できるとともに、内的参照価格を下げずにすむ。

また、ある商品とある商品を抱き合わせて売るバンドル販売も効果的。

2つを組み合わせるため、通常価格がわからず、どちらがどれだけ安いか

もわからないので、内的参照価格は下がらない。
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さらに具体的な事例にもとづいて解説していこう。

まずは2008年７月２９日（火）の日経産業新聞で紹介されたニッソーネッ

トの事例。

ニッソーネットは、福祉施設への介溌スタッフ派遮を専門にやっており、

売り上げは好調で、前年３０～４０％の成長をしており、2008年１月期の

売り上げが１９億円。２０１１年には５０億円を目標に事業を拡大している。

顧客は自治体や民間の施設だが、今後も需要は増え続け、きわめて有望な

ビジネスのようである。

ところが問題点もあって、高齢化がビジネスのニーズなのだが、少子化

が人手不足という問題を招き、働き手が足りない。また介護福祉士などの

資格保有者は、人件費が高く、予算のかぎられる自治体ではこういう人た

ちを使いにくくなっている。

そこでこのニッソーネットでは、価格を抑えるために、未経験者の派遣

を始めた。とはいえまったくの素人を派遣するのではなく、まず希望者に

セミナーを実施し、ここで基礎知識やスキルを覚えさせて、その後、介護

スタッフとして登録させる。そして派遣スタッフとして働きながら勉強さ

せて、ホームヘルパー２級や介溌福祉士、ケアマネージャーの資格を取得さ

せる。つまり、介護施設の要望に合わせて価格を下げるのではなく、教育

を施した未経験者を充当することで価格を下げたのである。

未経験者だが、しっかり教育を施し、ニッソーネット社に登録しているの

だから安いという明確な理由づけをした。これは先ほどの｢消費者へのて

いねいな説明｣の具体例といえるだろう。

また2009年１月２８日の日経ＭＪで紹介されたガストの事例も参考にな

る。

ファミリーレストラン（以下、ファミレス）はどこも厳しいと聞く。その

なかで、ガストの2008年１２月の既存店売上は前年4.8％増とのこと。微

増だが、苦しいファミレスにあっては大したものである。

そしてこの好鯛を支えたのが、チーズ1Ｎハンバーグとリブロースステー

キの２つ。前者はすかいら－<やジョナサンの人気商品だったが、厨房で

チーズを入れながらこれるのがオペレーション上負担になるのでやめた。

それをバーミヤンの機械を応用して、簡単につくれるようにし、復活させ

ることができた。後者は円高により、濠州産牛肉を安く仕入れられ、円高
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還元セールをうたったことが成功した。

この２つがヒットしたことによる好調は、両者の単価の高さにある。ガ

ストの客単価は７５０円であるが、チーズ1Ｎハンバーグは９１０円と１６０円

高く、リブロースステーキは1,048円と２９８円高い。これが客単価を押し

上げたのである。

この２つが既存店の売上を押し上げているそうだが、とすると、既存客

がこれに貢献している可能性が高い。

チーズ1Ｎハンバーグはすかいら－〈の人気商品であったということから

考えれば、すかいら－〈が転換したガストに以前からきている客に支持さ

れたのかもしれない。ならば、味は当然だが、当時の価格をなんとなく覚

えていて、その価格よりも安いと感じたのではないか。つまり、内的参照

価格に対して、割安感をもったのである。ガストがすかいら_〈を低価格

に誘蝋した店舗であることを考えれば、こういう仮説は成立する。

またリブロースステーキはもっとわかりやすく、いつも食べている価格

よりも、「円高還元」で安くなっている。とすると、この２つのヒットは、

既存顧客をターゲットとし、彼らの内的参照価格を前提に、それをわずか

に下げたことによるものと考えることができる。

このように考えると、既存顧客のニーズはもちろんだが、彼らの内的参

照価格まで考慮し、それをわずかに下げるという考え方が効果的だという

ことがわかる。

続いて紹介するのが、「ブロスペクト理論｣。これはカーネマンとトバス

キーが提唱した理論で、「行動経済学（光文社新書、友野典男著)』による

と、人間は温度、明るさ、味などについて絶対値ではなく、相対的な変化

に鋭敏に反応する。同様に、金銭に対しての評価も相対的で、なんらかの

基準との比較で判断するという。

この「人は変化に反応する」という着眼がプロスペクト理論の出発点で

あり、これを価値関数にもとづいて証明し、同じ損得なら、人は得よりも

損に敏感であると結論づけた。lxI解２を見ていただくとわかると思うが、

200円の得よりも２００円の損のほうの値が大きい。
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という３つの特徴がある。

⑪から、一気の値上げよりも、段階的な値上げのほうが参照価格になじ

むのでいい、＠から、小さな利得のうれしさのほうが、大きな利得のうれ

しさよりも大きい、＠から、消費者は同じ額であれば、損を強く感じてし

まうため、損を避ける行為にでる、ということがいえる。

これを具体的にどう応用できるか？「戦略学（日本経済新聞社、菊淫研

宗著)」によると、試食が効果的とのこと。人は損失回避性から現状維持

を志向するので、試食がおいしいと感じれば、これまで購入していた商品

に満足していた自分がマイナスの状態にあったことを認識する。ゆえに、

■

■

Ｕ

またプロスペクト理論には、

、損失回避性→同じ額の利得と損失だったなら、損失のほうを大きく

感じる

⑪参照点依存性→価値は参照とする価格との比較で測られる
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、感応度逓減性→利得も損失も小さな変化に敏感な一方、大きな

変化では感応度が減少する

Ｉ種圃聴調 プロスペクト理論の例凶脚下２%

消費者の感

ｙｆ

ａ－

200円の摂
掴失卦

-ノ

じる効用

〆

、そ撃龍

↓

利得
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