
図し4-1-7》選択基準分析のフォーマット

飲用の理 由 用途

イメージ 選択の基準

ぱ、いろいろな皿曲で選択をする現代のii1i出荷をとらえるためには、多

面的に判断しておいたほうが企I山iのＷｉ度が尚まるからである。

「理由｣はⅢおうと思った理由“これがきっかけであることが多い。

「用途｣は!'(って使う｜|的。川途を１１MくるとWiしい使い〃や、ｉｌＷＩ;的だが

''1能性のある使い方がわかるとざがあるこれが新しいlillill''i作りに微,Iﾉ：

つことが多いので必ず調べるようにする

「イメージ｣は商品のブランドカをWIl断するのに役市つ。ミネラルウオー

ターのj〃合は、ｌｊｌＩ唯物は｢安全｣、輪人物は｢ファッショナブル｣とIﾘ|碓な

イメージがあるだからlLI獲物でWiMl参入する賜合、ファッシ:,ナプル

なイメージ作りをしても、lkl巌物のなかでは差別化できたとしてもI愉人

物とイメージ競合してしまうことがわかる

これらの結采からミネラルウォーターというのは、｜味や他ﾙi砥Iｲﾘが川１

１１１となって別われ、Ｉ１ｌｌ１Ｉｆ'〔・成分、仰/|く｣('１が逃択の』!蝋IiであＩ)、飲川する

ために使われていることがわかるそして川産物は安奄なイメージ、'鮒

入物はファッショナブルなイメージを持たれている、ということもわか

る の芳
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２ 戦略策定のフォーマット

「戦略｣というと何かむずかしいもののように聞こえるかもしれない。し

かしこれはIiIfもが沸迩に使っているものである例えば、お洲を飲んで

迦くなってしまったとしようこういうとき、怖い奥さんにどういおう

か。ワシントンのように紫'''１:に謝ってしまうというのもＦであるく一方、

ウソをつきまくり、さもI'|分が披答者のように装うこともできるへまた

仙然お'11:ﾙﾘになった人に食ってしまったので、しかたなく飲まなくては

いけなくなったという、ウソなのだが、澱いのあるところに端ち沸かせ

るｆもあるｰこのように融たちは、具体的な行動を起こす前に大きな方

向性を検討し、そのなかでいちばんいいと思うものを選んでいる。これ

が戦略なのである

ところが、・般人でも検ｊiする戦略を企堆が検ｉ|していないというこ

とがよくある。「商11,,11が′/Cれないからどうしよう｣｢テレビコマーシャルを

ｌ1.とう」｢いや、チラシだ'｢いや、蛾品をつけたほうがいいんじゃない

かj･こういう会話は企堆では本､'１によくある話で、なぜ職略も検討しな

いのに、テレビだ、チラシだ、欺紬だというのかが州解できないが、ｿを

際はこうしてテレビコマーシャルが放映されていたり、火岐にチラシが

作られていたり、わけのわからない景品が山のように作られているので

ある刷ったものだ。

こうならないために、しっかり戦略を検制するクセをつけてほしい、

そのために作成したのが、岐近のIlr｣脇剛境で使うことの多い｢競争戦略」

｢新価値創造戦略｣｢価値カテゴリーNo.1戦略｣｢ブランド戦略｣｢創造的模

倣戦略｣の５つのフォーマットである。

轡競争戦略のフォーマット

まずは競輪戦略から脱IﾘＩしようこれは今まで1111腿も脱Iﾘlしてきたが、

jjL水I|'の雌本なのであらためてフォーマット化した(図４－２－１参照ｌ

競輪状況を分析して、その競争地位の戦略のセオリーにji1Lづいて、商

1２４



品戦略とIIHil制i1t略と流通戦略、プロモーション戦略を決めていけばいい

11ＷⅡ11職略はｊｌＬ水戦略に雌づいて、どういうＩＷＷＩを作っていくかを決める

iIIi賂戦略はiiWlill1fに受け入れられるとともに、ｉ‘IＩ|:が儲かることも勝え

て週11§なＩ|''職を決める。流通戦略は作ったlWi1Ill1Iをどこで売るか、どこで

売ったらいちばんlIWiかるかを考えることである，プロモーション戦略は

どうやったらI淵知がとれるか、諦迦になるか、ブームを作ることができ

るかをどえることである

商品峨略以下の個別の戦略には、各競争地位によって戦略のセオリー

があるそれをダイヤグラム表現法のマトリックスでまとめたのが次ベ

ージの図４－２－２である

リーダーはII11ilWiのいい１１W品をフルラインナップ化し、問い|ilIi怖をつけ

る。チ．Ｙネル(流辿)はできるだけノムげ、コマーシャルをパンパン打つの

がセオリーである。方、チャレンジャーはすべてリーダーとの差別化

がセオリーとなるリーダーよりいい111,'1W〔の'１W11,11、より安いlilii格、リー

ダーが使っていないチ．Yネル、リーダーよりたくさんのコマーシ｡vルを

打てばいいニッチャーはIH1'i賀のいい棚IYiを限定で作り、Ｉ闘い価絡をつ

ける．チャネルも限定し、細分化した職客に災ili的にプロモーションを

図>4-2-1）競争戦略のフォーマット

峨略概要/
弾

商品戦略

流通戦略

価格戦略

|ﾛﾓーｼｮﾝ戦略’

第４軍｡戦略をさらに完盤なものとする６つのポイント１２５



かける。フオロワーは杵通のｌｌＷＩＩｎＩｌに安い価格をつけて、安リビりルートで

ﾘfI）さばくノＩｆ本的にプロモーシ:JンにＷ川はかけない。

こういうセオリーというのは大したもので、華昔の維験からいえば、

はずれることは少ない。だから戦略を策定する際には、まずセオリーを

前提として、そのときどきの州11iに合わせて修碓を加えていくというや

り〃がいいだろう

それでは!↓体的な例に雌づいて,iL1人の'1:方を説lリルよう例はこれま

でも使ってきた｢水｣の例である(図４－２－３参照)。

ミネラルウォーター市場は成腿Ili場ではあるが、すでに１１;倒的に売れ

ている'1Ｗ1,'1が存在している。こういうIlijﾙに参入するには、将だI|i場を

攻Ｉ|ifしてそれを広げていくやり〃が蝋ましい‘‘つまり、ここでは二､ソチ

ャー戦略がふさわしいのである。ニッチヘ,一戦略は特定のIlij〃に限定し

て、そのIlf場に集巾していく職略である．決して手を広げず、ｊ11つたも

のを脈'だに落としていくことが大切なのである

この堆水方針に雌づいてI淵品戦略を膝えてみようデータを兄てみる

と、ミネラルウォーターの峨人のI1l1IIIや川途は飲料水としてであった

ということは、飲料水という商舶の位慨づけでは後発として参入しても

図>４．２画２１戦略セオリーのマトリックス
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勝ち目はなさそうであるそれならば、飲料水ではないが、人が摂取す

る水という位縦づけはどうかデータによるとミネラルウォーターは、

飲料水として使われてはいるが、料J1Mに使う水としてはほとんど使われ

ていないことがわかる。つまり、ここにはまだ水道水が使われているわけ

で、これを｢新しいコンセプ|､の水｣に撒き換えることはできそうである⑥

またもう１つの切り｜｜としてL{'体に近い水というのもイケそうであるα

これは洗顔をする水やi州(‘きの水であるが、この水もまだ水道水が使わ

れている，料理に使う水、洗顔・Ｉ側I鱈の水ともに、飲料＞Ｘ＞ﾉｌｉ活水

(水道水)という位置づけにして、まったく新しい価値のもとに新Ili場を

作っていけばいいのである

さてそうするとこの水をいったいいくらで光ればいいのか、それがと

ても重要となる．現仏料恥水や洗顔・棚購きの水にミネラルウォータ

ーが使われていないのは、lilli桁の問題であろう。これがもっと安くなっ

ていて、飲むための水と潅別化されていれば、使う確率は高くなるはず

であるそれならば、そういう奴排ちにさせるｌｉｌｌｉ段をつければいい現

|図傍4-2-3》競争戦略の例／ミネラルウォーター

戦略概要
ニッチャー戦略

特定の市珊に限定して､その市場に集中する

商品戦略

･飲料ではない、摂取する水という考え方

｡または身体にとても近い水という考え方
･飲料＞Ｘ＞生活水

･上記のような新しい価値を市場に捉ホし、
新しい市場作りをしていく

流通戦略

,料理水のようなコンセプトが伝わる
ｾﾝｼプﾙな人が住む地域の店師､
例えば、東急ストアなどに限定で配
荷 す る

価格戦略

･２２２３０円、塘価１３０円のミネラルウ訓

一夕一以下の価格で参入し、新しい市堀
潅作る
価格は２２１５０円、特価50円

ﾛﾓーｼｮﾝ戦路’

･大手飲食店に交渉し、料理水として採用し

てもらう(例えば、料理の鉄人の店等）
･その実顎をテレビ、新聞、雄鯖等でＰＲ

･浸透したところで、例えば「道場くみちば）
の料理水｜というような展開もはかる

第４軍ｆ･川戦略をさらに完盤なものとする６つのポイント１２７



在(2003年１月現在)出まわっているミネラルウオーターは２１２３０円が

定価であり、特価の場合は130円前後で光られている。これよりも劇的

に安くすることが必凹だろう。そこで２１の定価150円、特価で50円と

いう価格を設定してみた。本当に安い。とはいえ、この価格でもイケる

と判断したのは、大Iitに利川されるだろうと思ったからである。料理、洗

顔・剛解きが用途なのだから、飲料水レベルの使川皿ではない。３～５

倍の消賛壁は兄込めるだろう。それならば利益が出るギリギリに値段を

つけて、消費音が貿いやすくすることが大切である。

次は流通である。限定することが基本方針なので、どこに限定すれば

いちばんいいかを琴えればいい。料理の水として打ち出すにしても、洗

顔・閑勝きの水として打ち出すにしても、それにビビッと反応してくれ

るのは、きっとセンシブルな屑であろう。それならばセンシブルな層が

居住しているといわれる地域、その地域を広くカバーしている流通に配

荷するのが望ましい。例えば、渋谷を起点としてⅢ剛i淵ｲijに伸びていく

東忽線、その駅を広くカバーしている来急ストアあたりがいいだろう。

岐後はプロモーションである。お金をかけて宜仏するのではなく、商

品である水をどこかに大量に提供して、それが話題になるようなことを

考えたい。商肘,を料理の水として売り出すならば、料理に定評のあると

ころに使ってもらえばそれだけで話題になるはずである。そこでかつて

大ヒットした料理の鉄人のお店と交渉してそこで使ってもらうことにす

る。商品のよささえ実感してもらえば、ダダで提供するのだから、この

交渉はむずかしくはないだろう。そしてこの実績をプレスリリースにし

てマスコミ各社に送付する。この情報なら取り上げられることだろう。

さらに'･分紙題として浸透した後に、料理の鉄人御用通商品として光り

出す。例えば、道賜,'《_郷氏のお店で御用達になったとすれば｢道場の料

理水｣というブランドで光り出すのである。プロモーションが先導した商

品であるが、ブームの発火点となることは問述いないだろう。

今新価値創造戦略のフォーマット

次は新価値創造戦略である。市場に対してまったく新しい価値を提示

して、選択の基地を変えてしまい、シェアの奪取をはかる職略である。
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いちばん劇的にこの戦略が成功した例は、アサヒスーハードライであ

ろうそれまで｢うまさ｣が選択のｊ,畔であったビールI|i〃に｢鮮唆｣とい

う価liI1iを提,パして、これを断しい選択の堆準にしてしまった。その後

No.1ビールとして呪A;まで替臨することとなったのはご〃知のとおりで

ある。

またI､ヨタI''11ﾘﾉ'|〔のI叩塊対応｣’,.i〔1irも成功したいち'１１くエコフＵジ

ェクトを‘!‘i:Iifし、その結‘たとして｢ブリウス｣を苑'ﾉしたこれを契機に

トヨタ'２|動Iliに対する人気は高まり、それ以来独り勝ちが続いている。

また味の素が'1聖f‘了した｢Ⅲ1:災応援団｣もうまい価１１'i設‘汁である調味料メ

ーカーの味の紫は、Ⅲ雌をおいしく食べさせる応援をしている企災だと

いえるこれを｢ﾘ1;龍応援Ｍｊという‘錐で炎現し、’1tの''1の雌服‘僅向に

対応していったこれが大きな賛同を呼び、光12を大きくiIlIぱしたこと

は有名である。カゴメの｢めざせ体内環境正常化｣もうまい緋尿病や高

血脈などをリ|き起こす体|ﾉ1の問題を切り口として、それを解決する企業

というlillilllIiを作った“iiiにllWll1lIlの機能や|iliill'!iを促案されるよりも、もつ

|図伊4必４リ各社の新価値創造戦略

アサヒ

スーパードラィ

ドヨタ自動車

味の索
ユ■■

｢うまさ｣が価値=選択の撃準であったビール市堀に｢鮮股･品閏｣という新価値

を狩ち込み､それを新しい逓沢の延準としてオソライズした

自動砿そのものの存在意義と対鍔する.環境対応を宣言する｢工コブロジェクト」

を標桶し､生活者の合意を獲得､市場を制圧した。

澗味料カプゴリーリ”から源立つため､「野菜応遡Ｍ｣を柵扮し､牛活者の合懲を

勝ちとり､シＴアを伸ばした。

【も

震 ，｜

"副〆|麓繍撫蕊蕊､ｗ珊職蝋…糖
ＮＴＴドコモ照合が高音斑､つながる等の職能戦争をする芯か．いち早く｢モパイル･フロンテ

ィア｣を槻傍し､鐙争の尺度を変え､狸り勝ちとなった．
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とグッとくるメッセージである。

このように新IlIIiliIli刺巡戦略は、成功すると大きくシェアを'''1ばすこと

ができる効果的な戦略である。ポイントは新しいilliIllIiを作ることにある

が、これはこの後に詳しく述べる。

それでは記入してもらう項11の説明に移ろう下の図4-2-5のフォー

マットをご覧いただきたい

まずは｢戦略概要｣であるこの新価値創造戦略の聖旨というのは｢特定

の企推を仮想敵として定め、そのシェアを奪うという発想ではなく、市

j〃にまったく新しい選択のｊ1坪を持ち込み、全Ilij跡の啄取を狙う｣のが特

徴である。だから｢戦略慨甥|のところには、’'１分が出会ったケースに合

わせて、このi§旨を,I『さ換えていただければいいもちろん,Iき換える

必'腿がない場合はこのままで結構である。

次はその圧ドの｢図解｣の部分である。同解の上の部分、楕円が４つほ

ど１１$かれているところだが、ここには競合する'1Ｗ,''1を11｝いてほしい。こ

れを,11:くことによって、’'1分が扱うｌ１Ｗｎ１ｌの競合にはどんなものがあるか

がばつ詮()する。そしてそれらと切り離す新lilIilllliを境にして、手前には

|図Ｐ４-2-5》新価値創造戦略のフォーマット

1尾1０

戦略概要
〆

堅本方針

新価値

目標；

瀞



自分が扱う商品を‘lドく

次は｢基本方針｣であるここも｢順詳の心に禅く｢折ilIiilI1i』を|ルパし、そ

れによりカテゴリー競合に11秘りさせないようにする｣のがj端である。

先ほどと'11じょうに、Ｉ‘1分が出会ったケースに合わせて,|き換えてもい

いし、このままでもいい。

次は｢新価値｣。ここはこの次に述べる｢|ilIiIlI'殿,il･｣法に恥づいて,¥えた

結果をIiく°そして雌後は｢目標｣である。この戦略によって何を述成す

るのか。それを典休的に,1$こう。

それでは図４－２－６に沿ってもっと具体的に説明していくことにしよ

う。この例はインターネットｋの課金、特にインターネット対職ゲーム

の課金のような、小額の決済を111能にしたウェプマネーの例である。

この商品がデビューしたときには、市場に同じような商,Ｉｌｉｌｌがほとんど

なかったので、新liIliliIliを提示し、消費者に合意してもらえさえすれば、市

場のスタンダードとなるのは峡ではなかった，

i図し4蔵2割６，新価値創造戦略の例／インターネットによる課金システム

戦蹴睡:型。
特定の企業を仮想敵と定め、そのシェアを奪う

という発想ではなく、市場にまったく新しい遮

択の基準を持ち込み、全市場の奪取を狙う。

１

基調う針

新価値

ｲと
■

顧客の心に響く「新価値」を提示し、
それによりカテゴリー競合に目移り
させないようにする。

ﾉ雲睡駕璽電

患次世代通戯。２１世紀の既金方法の

蕊ｽﾀﾝダードで露ることを…

’１ｲﾝﾀーﾈｯﾄで総金潅払うときは
目標少瀞弥皇瀧世陛霞器

ii'ｉらｼｪｱを奪う°
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ウェブマネーは課金システムなので、決済機能を持つ商品すべてが競

合となる。だから、クレジットカードや代金引換、銀行振込がライバル

であった。これらに対しての新価値とは何か？兼者は次世代感だと考え

た。今あげたすべての競合は、２０世紀の決済手段である。一方、ウェブ

マネーはインターネットが主流となっていく２１世紀の決済手段である。

これを強くイメージさせることで新しさ感と次世代スタンダード感を出

したかった。そこで｢次世代通貨｣という司葉を作ってみた。ウェブマネ

ーは次世代＝２１世紀の通貨、それ以外は過去のものという意識を持たせ

たかったのである。そしてこの選択基鵡により、全競合から際立つこと

を目標としたのであった。

＊価値カテゴリーNo.1戦略のフォーマット

次は価値カテゴリーNo.1戦略である。この戦略は筆者が得意とする戦

略である。何座も例に出して恐縮だが、飛者が手がけたアイフォーの｢推

王｣という年側状作成ソフトが大剛進した2000年座に採用した。

どういう戦略かというと、チャレンジャー以下の_､企業が独自のカテ

ゴリーを設定して、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。もちろんNo.1というからにはその派当性を実証して(調査をして）

行う。

2000年当時はIlijjJリーダーであるクレオの｢鞭まめ｣が絶対的な存在で

あった。その他のメーカーはみんな弱者であり、市場は硬直していた。リ

ーダー筆まめはリーダーらしく、高機能な商品、高い定価、チャネルへ

の絶対的支配力を持ち、他社の追随を許さなかった。こうなってしまう

とこのリーダーと派1ｍきって戦うのは得策ではない。そこで採用したの

が価値カテゴリーNo.1戦略なのである。フォーマットは右ページド段の

ものを用いる。

まずは｢戦略概要｣。ここの主旨は｢独自のカテゴリーを設定して、その

No.1であることを文証し、宣言する戦略｣である。高い換えれば、先行す

るリーダーとは述うカテゴリーを被定して、その１番は自分であるとい

いきってしまうわけだ。とはいえ、客観的でなければホラ吹きになって

しまうので、しっかり調査を実施したうえで行う。

132



|図腰4-2.7】年賀状作成ソフト市場の状況(再掲）

という独口価値を持つ

|図候４－２．８，価値カテゴリーNo.１戦略のフォーマット

戦略概要

<＞睡遜
基本方針

■

■

価 値
グ

Ｔ~Ｉ
目標．

Ｊ

･･‐・・・卿Ｌ

’
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次は｢図解｣である。いちばん上の桁111にリーダーを|付き、そのリーダ

ーが持つ|ilIiliIliを‘肥入する。次に般定するカテゴリーを|IﾘiｲIでⅢみ、それ

がどういうカテゴリーであるかをiILI入する。さらにそのなかに、口社を

含めたIロト価値を持つ競合を111:き入れる。最後にI'１|《I:がNo.'だと宣言す

るlilliill'〔を記入する。

統いて｢基本方針」ここの－１錆は｢後発群が汀する、i値をわかりやす

く、彼くｲ･Iち出すことで、それらのNo.1であることを,Jやす｣ことである。

後発聯というのはみんな似たりよったりのiIil'11iでリーダーに対するもの

である。だから、その集剛のNo.1は自分であると'1’i:荷すると、その集l寸１

のシェアをﾘ雌｝できるIiI能Miは１１．１１い。これは辿州、チャレンジャーの''１ｔ

略セオリーであり、リーダーとは戦わないで''1分以ドの企災のシェアを

聯収するのである｡

統いての｢価値｣｢目標｣については具体例を使って説明しよう(図4-2-

９参照)。

図傍4~2.9》価値カテゴリーNo.１戦略の例／年賀状作成ソフト

戦略概要

1３４

独自のカテゴリーを設定して、そのＮＣ‘１だと
いうことを実証し、宣言する戦略

簡便性No.１

チャレンジャー群が有する｢簡便性」
という価値を､わかりやすく､強く打ち
出すことでチャレンジャー群における
No.Ｉであることを示す

チャレンジャー群は制圧を目標とす盃



リーダー戦まめは耐機能を光りにして絶如l･的にハ脱している‘それに

外|･して、２位以1,.のIIWIlⅡ1,は仙い勝Ｆのよさを追求していた。もともと年

fI1状作成ソフトの使川岬iというのはハソコンの群熱度がI断くない人が多

かった。せっかくハソコンとプリンターを買ったのだから、せめて年鰹

状ぐらいはパソコンで作ろうというレベルの人たちがメインユーザーだ

ったのである。だから後発企推はほとんどがここに11<1郡を合わせていた

｢ならばここのｌ稀だと'厩1Kできれば、後発企災に分散していたお客をほ

とんど取れるにちがいない｣。そう考え、簡便性におけるNo.１を'Ｌｉｎｉ･す

ることを進言した。さらにキャッチフレーズには｢かんたんNo.1｣という、

強くてわかりやすいIir雌を促案した。

「11隙｣はチャレンジャー僻のlliﾘlliであったのだが本､'１にそのとおりとな

った前年16万本だった売上は、２傭以上の34ﾉj本となった。１１１いどお

り、リーダーとは高機能と簡便性という価値差別が起こった<だからこ

こともめて妨害されるようなことはなかった。一〃、後発群とは価価は

IIilじだが、No.1かrffかという〉鋤''化が起き、それが原|火|となってシェア

をまとめることができた。結Aj、挫年はリーダーに対する単独チャレン

ジャーという位置づけとなり、より有利に職うことができたのである。

＊ブランド戦略のフォーマット①

次はブランド戦略である。近年、ブランドは企災にとって非術にIEI腿

なテーマとなっている。『'災峨ブランド･マネジメント戦略』(実務教fjYlI

版)の特者､ド林下春氏はｎｉｌｉ費低迷「においては過性のヒット商品を作

るのではなく、安心して安定的に消蜜対象となるような価値形成が眼刈

と述べ、それが、ブランドが'.､[喚なテーマであり統けている111f蛾だと脱

lﾘＩしている。確かに、iiW1i背に対してliIIi値を約宋できる商品・サービス

しか生き残っていないような気がする。

さてブランドとは何なのだろうか？東京大’1::の片､ド秀貴教授は、①ブ

ランドはf'i前である、②ブランドは応縮されたメッセージである、③ブ

ランドは11t界を提供する、のブランドはIMi群のなかの煎金I|ﾊ《である。

⑤ブランドは経営資源である、としている。また'1ﾘi報'噸が出した『ブラン

ド水jという野溌では、「商品に対して誰もが何となく感じる<ありがた
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み〉｣だといっている。

要するに、ブランドは｢11W黙知｣なのだろう．「形式知｣として支持して

いるというのではなく、何となくありがたみを感じているから支持して

いるのではないか。だからこそ提供する側は、逆に、形式知としてブラ

ンドを提示することが必要なのだろう。提供する側があいまいなままで

は、受け取る側がきちんと受け取れるはずがない。塙前や言葉、デザイ

ンやシンボルといったもので、何となくブランドを作っていては消饗者

の心に響くブランドになるはずがない。

だから、設計した価値の内容を細かく規定することが大切であり、そ

れこそがブランディングの喫獅なのである。そしてその規定に堆づいて、

ブランドネームやロゴタイプ、マーク、キャッチフレーズなどを作成す

るべきであろう。

それでは具体的に何を規定するのか、それを説明していこう。右ペー

ジ上の図4-2-10のフォーマットは、関係性マーケティングを提唱する

脳鵬義熟大学の和Ill允夫牧授のブランド規定をもとにしたものである。

和|H教授は、商品を多価価典合体と考え、物的使用価仙(モノとして使川

するときに感じる価値)と悩緒的交換価値(交換するときに感じる価値)の

２側而からブランドを規定している。さらに物的使用価値は基本価値と

便宜価値に、情緒的交換illilIdiは感覚価値と観念lilli値に分かれる。

①基本価値＝商品の鹸蘭や機能。まず消費街がこの商姉はこういう

商,1,1,だと縄識するときの価価である。

②便宜価値＝使用や消鷲にあたっての便宜性。例えば、価格が手頃

であるとか、パッケージがコンパクトであるといった

ことである。

③感覚価値＝消費にあたって、感覚的に楽しいとかデザインが魅力

的といった、商品の形態から受ける美的価値である。

④観念価値＝商品の品蘭や機能を超えて、商品に何らかの主張や理

念があったり、ストーリー性やシナリオが商品の背餓

として存在していたりする賜合に兄出せる価値である。

右ページの図4-2-11は2002年度の大ヒット商品｢アミノサプリ」を例

に、縦者がブランド構造を推察したものである。
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基本的な
品質や機能

図倭4-2-10】ブランド戦略のフォーマット〈１〉

▼
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|図＞4-2-11,ブランド戦略の例／アミノサブリ

I意味内容）
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この商品の｢基本価値｣は明確であった。それはアミノ酸が盟南にとれ

るということであった．アミノ酸が脂肪を燃焼させたり、肌をきれいに

したりする効果があるのは一・部の人たちには知られていたが、それがこ

の商品の登場で・気に知られるようになった。「普通に飲んでいるだけで

やせるらしい｣｢これを飲むと肌がきれいになるらしい｣。そうした口コミ

で・弧にブレイクしたのである。さらにこの商品は、１．５１，５００畑､、パ

ウチ容器といろいろあり、TPOによって使い分けができる。家で飲むの

は大容逓の1.51、持ち歩くのは500,1、ちょっと飲むのはパウチ容器と

｢便宜価値｣を十分持ち合わせていたのだ。

また容器に記された記号にはアミノ酸の効果が明確に記されていた。

｢天才アミノ酸｣というキャッチフレーズのもとに、その効能がボされて

いたので、飲みながら効能が確継できた。これが次へのリピートを禅い

たのだろう。「感覚価値｣を-1.分に感じさせたことによる成功といえる。

臓後は｢観念価値｣であるが、これはこの商品のカテゴリー設定にある

といえるだろう。商品に記された｢デイリーアミノサプリメント」という

カテゴリーは｢毎日普通の感覚で飲む健康飲料｣という新しい価値を提示

している。言い方を換えれば、そういう習慣を持つことを生活者に提案

し、そのためにこの商品を使ったのである。この企業思想に生活者が合

蔵したことも成功の要因といえるだろう。だからこそみんな普通の感覚

でアミノサプリを飲んだ。今まで飲んでいたミネラルウォーターやお茶

のかわりに飲んだのである。これはすごいことだ。

このフォーマットはむずかしいので、わかりやすくするためにイチロ

ーを例にしてみた。これは、商品に行うブランディングを人IHlに行った

ものである。

右ページの図4-2-12を見ていただきたい。イチローの｢基本価値｣は

走攻守すべてそろっていることである。走るだけ、打つだけ、守るだけ

なら優秀な選手はたくさんいる。しかしイチローはそれらすべてがいい。

｢便宜価値｣はパフォーマンスである。これだけのスター選手であるのに

もかかわらず、派手なパフォーマンスを見せてくれる。これが親しみや

すさを生む。「感覚価値｣は野性的なマスクである。日本にいたときはひ

よわな感じがしたが、大リーグに行く頃からはやしたヒゲが象徴してい

138



感蛍価値

|図し4.2-121ブランド戦略の例／イチロー

自分の外見的特徴

Ｘ

△

イチロー商品例

悩
緒
的
交
換
価
値

理念や思想
ストーリー

やシナリオストイックな姿勢観念
価値

０
自分のポリシー

､◆●●ひら●ｐ●●各各◆●■｡Ｇ各■●｡■■■■■Ｐ■■■各ｐ■■■Ｉ ､､■■■Ｇ●■■■●｡｡｡岳｡■■｡＆●ｂ●■Ｇ凸◆ｂ■■各●Ｂｒ ■令ら①◆Ｐ●■■ら■●■■●＆■■■●合●＆■■●■合｡■｡■ａａｂ＆■■■●金色■■■■●ｂ■■■■■ﾛ

形姻の契的価値

↓ Ｉ靴?言７野性的なﾏｽｸ

行肋的将徹

第４軍い】戦略をさらに完壁なものとする６つのポイント１３９

価用や消習にあたっての便宜

'蝋？｜ﾊ゚ﾌｫーﾏﾝｽ↓便官価価物
的
使
用
価
値

＊ブランド戦略のフォーマット②

もう１つ、ブランドのフォーマットを紹介しよう。141ページの図４－

２－１３は、ダートマス大学のケビン・ケラー教授のブランド脱定をもとに

している。'Ｗｆの知るところでは雌もＷｉ紙にブランドをM１lだしているモ

デルである。縦-背は新尚II1Iilの猟人時のブランディングには、必ずこのモ

デルを使う。なぜなら、これがいちばん厳密にブランドを規定できるか

らだ

まずは｢属性｣から「製品関連｣は製品の特徴を規定すればいいさら

にlilliWf、ハッケージイメージ、使川ff像、使川感といった｢製品非関連」

をノルとする。

次に｢ベネフィット(消費者の受ける利益)｣。これは、機能、経験、象

基本的な品質や機能

驚潔｜走攻守基本価値 ６
具体的な能尤

▽

るように、岐近のイチローにはたくましさを感じる．そして｢観念価値』

はストイックさにある“ＩｌＩｌ民栄{制，Ifを、まだ発腿途ｋであるということ

をfIMlIlにIIlil離した。フラ･ンにはこういうス1､イックなところもたまらな

い魅ﾉJなのだろう。



微の３点から規定する。機能的ベネフィットは、製品の特徴から受ける

利碓である。励風機ならば、羽が速く回権するという特徴に対して、「機

能的ベネフィット｣は派しいということである。「経験的ベネフィット」

は、使用によって得られる怖緒面、心理面の便益である。扇風機の例で

いえば、涼しいのだからそこから得られる心理的な仙維は心地よいとい

うことであろう。「象徴的ベネフィット｣は究極の目的を規定する。扇風

機のある'k活、それはかつて、快適な蕊らしの蒙微であったにちがいな

い。涼しさ→心地よさ→快適な暮らし、という構造でベネフィットを実

感できたにちがいない。

岐後に峨貿の｢態度｣を規定する。どのような態庇でこの商品を買うの

かを規定すればいい．

それでは具体的な例に基づいて税明しよう。イブベージードの図４－２－１４

の例は2002年度の大ヒット商品、カシオのデジタルカメラ｢EXILIM(エ

クシリム)｣である。

「属性｣から説明していこう。このカメラの特徴は超小ﾉ１１．経11ｔであるこ

と。特に名前がホすとおり、ものすごく薄いことに特徴がある。デジタ

ルカメラ市場は成熟期にさしかかってきているが、その状況でこれだけ

特徴のあるものが作れればヒットする可能性は高い。

統いて属性の製品非側巡１W項。「価格｣は実勢lilli格４月''1．他の商品と

比べると苫干高めである。製品にIﾘl確な特徴があるのだから、むしろ高

値のほうが売れるという判断だろうが、これは砿しい選択だったといえ

る。「パッケージ｣は質感と高級感があるデザイン。価格を高く設定した

ことにより、材質、デザインを高級にすることができた。これもヒット

した嬰閃の１つだろう。「使用者像｣。ここがいちばんのヒットの要因だ

と思われる。このカメラは初心者咽に支持されたのではなく、２台目、３

台目のカメラとして買われたのだ。すでにデジタルカメラを持ち、その

よさを知っている人たちがいつも持ち歩くために持つ２台目のカメラと

いう位悩づけをしたのである。「ソニーだろうが、キヤノンだろうが、フ

ジだろうが、ファーストカメラはどこでも結榊です｣｢ただし、それと併

用して持つ携帯カメラはEXlLIMを選んでください｣という考え方であ

る。これは賢い考え方である。また｢使用感｣は、卓抜な桃椛性(とにかく
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