
さてこの雁法をＷｆがどのように使っているか、その'ﾉﾐ例を述べよう。

以前、海洋深岬i水のコンセプトを作ったことがあった，この海洋深岬i水

はミネラルを念み、そのバランスに優れていることが特徴であった。こ

れをそのまま｢優れたミネラルバランス」といってもいいが、グッとくる

言雌とはいえない

そこでこれを＃（ファイ）というマークに炎してみた＃はギリシャ史
'?:で光螺なバランスを炎すものであるここでは｢換|順(メトノミー)｣の

ｆ法を使った。これは座11洲(iの｢坊っちゃんjで、坊っちゃんがIpl僚の

|図＞4.3-13ウレトリツク７つのコード変換法
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先生につけた｢あだな｣を思い出してもらえばいい。「赤シャツ｣は赤いシ

ャツをよく筒ている人。「山嵐｣は髪型がいつもボウボウの人。これは流

職と似ているが、ある1#物を利用して、それと関係のある別のnlNF物を指

示することである。

また｢２１世紀のあいさつ｣というコンセプトを作ったことがある。これ

は年賀状に関するコンセプトだが、一般的に年賀状はＥメールに間き換

わるのではないかと危恨されていた。そこで年賀状作成だけでなく、Ｅメ

ール、ホームページまで作れる機能をソフトに搭載し、それらすべてで

新年のあいさつをすることを｢２１世紀のあいさつ｣といいきったのであっ

た。これはレトリックの時間蛎移にあたる。「これが未来だ｣といいきる

手法である。このときに参考にしたのは、トヨタ自助ｉｌｉの｢クルマが未来

になっていく」というコンセプトであった。これは、クルマが未来になっ

ていく、その世の中を支えていきたいという気概のこもった、いいコン

セプトである。これを参考に｢こちらが未来のスタンダードだ｣としたの

である。

それでは具体的な例で妃入の仕方を説明していこう。なの図４－３－１４

の例はデジタルカメラの火ヒット商品、ソニーの｢サイバーショット｣で

ある。

デジタルカメラは成焚市場であり、2002年度の出荷台数は600万台を

大きく超え、前年130～140％で推移している。この市場でサイバーショ

ットはリーダー格であるが、実は参入は後発だった。この市場で先行し

ていたのは富-tフイルムとオリンパスであり、ソニーはその数年後に参

入した。しかしその後、劇的にシェアを伸ばし、No.1ブランドの1つと

して君臨している。その一因はネーミングにあったと思う。

記人例を見てほしい。「意味｣のところであるが、このサイバーショッ

トというカメラは、ソニーのパソコン｢バイオ｣との親和性がウリであっ

た。実際初期は、バイオを使っている人たちが買ったようである。その

パソコン｢バイオ｣との親和性を、レトリックを使ってネーミングにした

のがサイバーショットである。サイバーショット、つまり｢コンピュータ

での撮影｣。これは｢バイオ｣との親和性という意味を隠聴によって、形態

に変換したのである。これにより、未来的・先進的な印象を強く与える
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可僚諏ﾛ『

|図傍4-3-141「サイバーショット｣のコード変換法

新価値‘
／

とともに、ハソコンの必淵1,,11というイメージを持たせることにも成功し

た。そして｢インターネット時代のスタンダードなカメラ」という価liIliを

提示したのであった‘，
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４ ターゲティングの
フォーマット

●ターゲティングの重要性

ターゲットとは、標的、１１隙、商品の性格から決まる1脚I対製箭や広

;I了で脈えるべき対衆と辞典にはill:かれている(『カタカナ新語辞典j学研）

またマーケティングでは、ターゲットは｢標的市場｣と訳される成功を

勝ちとるためにｊⅡうべき市場という意味である現代のような1M(かなｉ|：

食では側|#もが欲しいl1WIYlというのはとても少ないだから、欲しいと思

ってくれるであろう人を決めて、その人たちにマーケティング活助を鵬

!''していくのである、

さらに'､ﾘｌＩｌｌｌｌの定雄を'jl川すると、「川途をＭじくする製IYlでも、l伽'祥

ごとに巡ってくるニーズに合わせてその型IIlI1IIlij肌を細かく分けて、そのセ

グメントごとに災なったマーケティングミックスを開発すること｣とある。

典するに｢jⅡうべき噸客は誰で、どういう人間なのかを真剣にぞえ抜き、

その人たちに向けてマーケティング派動を集I|Ｉする」ということである。

′k隙にllWIIlIllの|ﾙ1発をしている人にとっても、マーケティングを｡'Ⅱ､ｌ１し

ている肝にとっても、Iilkがターゲットなのかを決めるのはとても1m典な

ことである。ＩＩｉｌ時にそれはとてもむずかしいことでもある，もし、それ

をll2しくいいあてられたら、その人たちが誰よりも早く商姑の怖報を認

知してくれるだろうし、実際に買ってくれるだろうし、さらに気に人っ

たらＩＩコミで紹介してもくれるだろう。この雌後の｢'１コミ｣が特にImi腿

であるインターネットやｉモードがコミュニケーションの1銃である

現瓶、１１コミに価する商品と認められれば、ヒットする､I能性は非常に

i１．６くなるだから雌初にⅢうターゲットがとても亜要となるとはいえ、

その特定は本凶1にむずかしい

ターゲットを特定する〃法はいろいろとある。』I;前に調在をしたうえ

で、そのコンセプトや商品自体に反応してくれる人をターケットとする

場合もあるし、門祉の長年の愛顧者たちを新商品のターケットとする賜
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合もある。ただし、いずれにしても、①新商品に対しての反応がいい人、

12>使川率や使川頻峻が澗そうな人、③iW1iiに特定できて、マーケティン

グ活動のfWWが継済的な人、④十分に売上、利維があがるだけの人散が

いる、という人たちがターゲットの条件となる。

さて、ここでは.1つの視点から具体的にターゲットを特定する方法を

脱lﾘＩしていくことにする。’１つの視点とは、「ターゲティング(ターゲッ

トの特定)｣｢ボリューム(ターゲットの量)｣｢プロファイル｣｢鮒買行動｣で

ある。ターゲットとしようと思う人たちの、特定の仕〃、１，tの把握のⅡ：

〃、プロファイルを明らかにする方法、行動を把握する方法を具体的に

,悦Ⅲlしていこう

＊ターゲティングのフォーマット

まずは｢ターゲティング｣である(図4-4-1参照)。これはターケットを

マーケティングターゲット、販売ターゲット、広fliターゲットという３

つに分け、その併々をlﾘIliliにすることだ。マーケティングの州'股を｜:げ

図>４．４．１》ターゲテイングのフォーマット

ぐ Ｐ

Ｉ

マーケティングターゲット

△

ＤＰ■■ｐ弓▼■町肝呼■■■9

▽
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るには、広く情報伝達をするターゲット(マーケティングターゲット）と

販売可能性の蘭いターゲット(販売ターゲット）、そのなかでも広告によ

る影響が大きいターゲット(広告ターゲット)を分けて考えたほうがいい。

現代のように生活者が習熟している時代は、広告を打てばすぐにモノ

が売れるというようなことはまずない。むしろ企業や商品の詳しい情報

を提供したり、店噸で11脚賀の後押しをしたりしたほうがよい結果につな

がることが多い。だから広告は、店頭に熱くために使用したり、企業や

商品のブランド形成に使用したりしたほうが効果的だろう。ゆえに広告

ターゲットは、販売ターゲットのなかでも広告の影響を受けそうな人に

特化する。

さらに３つのターゲットの定義を明確にしよう。①マーケティングタ

ーゲット、これは最も広い範開のターゲットである。広告ターゲット、販

売ターゲットを含む。さらに販売ターゲットに情報を提供するマスコミ、

売りを左右する流通、販売店がこれにあたる。②販売ターゲット、これ

は実際に商品を買ってくれる可能性の高いターケットである。③広告タ

ーゲット、これは販売ターゲットのなかでも広告の影響を受けやすいタ

ーゲットである。

それでは具体的な例に雄づいて説明しよう。右ページの図4-4-2は、

ある大手メーカーがブロードバンド対応商品を市場に導入しようとした

ときに作ったものである。商品は澗性能なPDA(桃併惜報端末)だと思っ

ていただきたい。

こういう商品というのは万人にすぐ売れるというものではなく、知識

が十分にあって、若く、新しもの好きな人たちがまず買うものである。そ

こでそういう人たちが具体的に縦なのかを考えながら、彼らを悩報で取

り巻くためには、どういう人たちを巻き込めばいいかを考えた。

まずは｢マーケティングターゲット｣である。広くＰＲしていくターケッ

トと考えた。商品が先端商品であるので、こういう商品を紹介してくれ

るところは限られる。そこで日維新間のような新聞社やパソコン関係の

専門誌を攻めることにした。また、こういう商品が売れるのはヨドバシ

カメラのような、立地がよくて、安くて、ポイントカードが使えるとこ

ろと考え、こういう店舗の店員にもPRすることにした。また、踊進の瀞
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しい郊外ﾉ脚I(販ﾉl1iも脱ﾘＷー 入れることにした。

次は｢販売ターゲット｣であるが、これは2()、３()代のビジネスマンで、

典味もお金もある人たちだろうとみえた。また火'γ:′ｌｉで硲柵な迎ｌｌｌもタ

ーケットと砦えた。

そして｢広告ターゲット｣であるが、これはさらに絞り込んだこうい

う商,1,1'Ｉは、多機能で雌坊雌が,1.1iいだから一般的には'〃性jMの1lWIlII'1と111｜

断する。また2()代ビジネスマンといっても艇柵什になると''１１１１になるお

金が11捌的に減る。だから独身に限定-ﾘー ることにした。２０代の、男性、独

身のビジネスマンと決めると'ri:伝の効率は｢断まる

例えば、こういう僻の｣州合、テレビならば深夜に1,,1‘ていることが多い

むしろゴールデンタイムや上11の,WililIilffな時間帯はテレビを兄ていない

それならば安い時間にテレビコマーシャルを投入したほうが効率的であ

り、効果的なわけである。こうした判断がドせるのもターケットを明雌

に規定したからである

図腰4-4-21ターゲティングの例／ブロードバンド対応商品

新1111､パソコン専門雑誌、

カメラ量販店､郊外量販店

＜ Ｐ

ＰＲ

マーケティングターゲット

▲

▼
■DgGﾜ●●

一般､学生
ただし､中心は

20,30代のビ
ジネスマン
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＊ボリューム分析のフォーマット

次は｢ボリューム｣である。ここは先ほど決めたターゲットのうち、販

売ターゲットがどれくらいいるのかを判断するために使う。

商品を売り出すときにまずWIl断しなければならないのは、その商品が

どれくらい売れる可能性があるかということであるその商品の『|f場と

いわれているところはどれくらいの人きさで、そのなかでどれくらいの

人がその商品を支持してくれる111能|'|iがあるのか。ここを兇極めること

が亜喫である。この判断を間述えたら111のような在I1iiを抱えることにな

ってしまう。しかし大切なことだとわかっていてもいい加減にすませて

しまう人が多い。それはきちんとした〃法愉が定i'１:していないからだ“

その点、｛fページの図4-4-3のフォーマットは、Iil#にでも簡単に、Ｍじ

ようにできるようになっている。これを使っていただければ、ミスは圧

倒的に少なくなるだろう

その下の図4-4-4の例を兄ていただくのがいちばんわかりやすいと思

うので、例に雄づいて説川lしていこうこれは火ｆメーカーがデジタル

カメラIli場に打って出ようとしたときに作ったものである‐圧から右へ

数字を入れて、ターケットボリュームを猟川した

まずいちばん/,ミデジタルカメラはJCIＡ(呪iIZはＣＩＰＡが恰報提供)と

いう剛体が無倣で‘|i州lを提供してくれているその激‘j':から2()Ｏ２ｆＩ控の

IIillﾉ1販光剛'1数610ﾉJ台を記入する。次に、このなかで新規に賊入する

人を特定した。買い群えの人たちは以前，興ったブランドに縛られること

が多いので、この人たちははずして殿'i':を兄たかつたからである．それ

では折AMffだけをどうやって111Ⅲ『すればいいのか？これは'1‘(い伴えを倫

拙している人の率がわかればいい。そこでこういう,淵廠がないかと探し

ていたら、|｢汽伝会談｣|という雑誌が行った細i+f結果が兇つかった，買い

醤え希望率は23.8％だったので、１()()％からこれをヅ|き、76.2％という激

'梯を求めたこれが祈脱ﾘﾙ人倫削半であるこれに]ｼ測激字の６１()ﾉj台

を州けて、465ﾉJ人という激'j':を帥:出した次にｌＭ･けたのは店頭購買決定

率であるこのメーカーのデジタルカメラは後発なので、ブランドによ

る購入が見込めない。つまり、リ制に検討する人ではなく、店頭に来て、
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図傍４．４．３，ボリューム分析のフォーマット
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（１００－２３８％
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寺４６５万人
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〆

|図傍4園4画４】ボリューム分析の例／デジタルカメラの販売ターゲット
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３５１％(使い勝手を



いろいろな情報を鵬めたり、呪物や実売価橘を見て購入したりする人た

ちがターゲットとなるだからﾉＩｉ洲で選ぶといっている人たちの数γ:を

掛け合わせたのだ．先の禍侭によると、この数‘惨が30％なので、先ほど

の465万人と掛けて14()〃人という激宇が求められた。さらに、「使い勝

手を第．と考える人｣という激‘j':を柵け合わせた，このメーカーが考えて

いる、新しいデジタルカメラの特徴は|すばらしい使い勝手｣にある。レ

スポンスの述さや悩池の排ちなど、既〃のデジタルカメラのｲくilMiとして

あげられているものをすべて故僻してあるところが、このカメラの特徴

である。だからそれを希削する人の激字35.1％を140万人に掛けて、雌終

的に49万人と猟出したわけである．

もう１つご紹介しようドの図4-4-5は|iii出している、インターネッ

トではがきが送れるというポスコミサービスのターゲットボリュームを

算出したものである。

いちばん左はｎ宅でインターネットを利川している人の数インプレ

スのインターネット''１iI｝20()2によると、Ｉ【1'宅でインターネットを利川し

|図伊4-4-59ボリューム分析の例／ボスコミサービスの利用者

総ボリュー’５＞|プ到些/E>|妙-ピｽ蔵備壱〉ブロードノ
ューザ

サービス意

ほとんどがコンシ

ューマの利用と思

われるので、前出

のポスコミのター

ケットを基礎数字

とする。

画

２．０４８万人
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身

５８４万人
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うちホツ
ブロスペク；＞
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５万人



ている人は2,048万人である。次にこのなかでもブロードバンドにしてい

る人たちがどれくらいいるのかを勝えた‘家でパソコンを使ってｲドf'(状

を作って、インターネットで注文-ﾘｰるという行為がで遊る人。それは附

時接続で、回線容雌が多く、側線スピードが迷い、ブロードバンドに仙

れている人だろうと勝えたこの激'i':は、｜i首民台11ﾘから求めた4,8()1.53ノノ

''1:州という激'i':に、「洲耐こよるブロードバンドの利川＊7.4％をｲﾙけ、さ

らにlII州I:での､ド均利川杵激1.643人をM|けた。111州l:で側散人使ってい

るかもしれないことを吟臆したのだこうして５８４〃人という激';':が猟

川できたc

さらにこのサービスを利川したいといっている人の附削卒23％を今の

584ﾉj人に掛けて、134ﾉﾉ人という激'；:を求めたさらに、倫削尚のなか

でも特に希望の,闘い人の放字をｲﾙけ合わせたこれは3.8％だったので、

3.8％×134ﾉj人で約５万人が利用意向の問い人(ホットプロスペクター）

と判断した

＊プロファイル分析のフォーマット

続いて｢プロファイルーを説IﾘＩしよう。先ほど述べたへi端の定維のなか

に｢どのような人なのかを真剣に考え抜き」というのがあったのを思い出

してほしいこの言雛をいちばん県徹しているのが、この｢プロファイ

ル｣である。

精度の高いマーケティングをけうには、ターゲットのプロファイルを徹

底的に考え、明らかにするといい173ページの図4-4-6のようなフォ

ーマットを使い、デモグラフィック(人１１統訓･学的)にどういう人たちな

のか、またサイコグラフィック（社会、lリノ的)にどういう人なのかをiﾘlら

かにし、さらにそれらにあてはまる人|AI像を排しく脱定していくのだこ

れは犯罪捜査法で有名なプロファイリングという方法を参濫にしている

詳しく規定していくための項11は、T人口統計的変数＝氏fi、年齢、性

別、家族の激、ｌi'}化地域、２.社会行動的変数＝職災、所得、,幽味、６生

活様式＝ｲIl風か洋瓜か、保'､1:的か‘Y【新的か、４.使用の状態＝使川祥か｣|ｉ

使用者か潜/I:的使川肯か、使川率と使川頻庇、’'11[新付か初期係川荷か綾

期多数背か、などである。
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それではさっそく例を見てもらおう。イｉドの図4-4-7は先ほどターケ

テイングのところで述べた、ブロードバンド対応I1Wii11の|:梓時に作った

ものである。そこで決めたホットプロスペクターをプロファイリングし

てみた。

まず｢デモグラフィック｣分析から。先ほどは20代ビジネスマンとしか

決めていなかったので、これをもっと細かく決めていくまずは、先述し

たように、この商舶はｿ)性咽商IW1なので男性の２０，３()代に限定する。ソｊ

性の20代といっても、お小遣いがたくさんないと,1.3額なブロードバンド

対応商Ｉ１Ｉｌ１１は買えない‘とすれば、入社して３，’1年たった25歳以上ぐら

いの珊性ということになる。またﾘ州;3()代といっても、結州して子供が

'kまれてしまうと械端にお小辿いが減ってしまう。だから、仙叫の確率

が,１.ｌｉい3()代111,卜を考えたほうがいい。さらに川途を勝えると、’1:ﾘ川に

と思いつつも個人でも使うだろう。こういう人たちをビジネスパーソナ

ルと呼ぶ。''1分個人でお金を払う(会社に買ってもらうのではない)が、会

|:川に使ったり、’'1分川に使ったりする人たちである．この'1W,1,,1,もそうい

う使われ〃をするだろう。たぶん実ﾘゼⅢi格は５〃''1を超えるだろうから、

饗ｆ持ちがそれだけのお金をお小遣いから捻出するのは厳しいはずだ。

次は｢サイコグラフイック｣分析。こういう商品なので、ハソコンやイ

ンターネットを｜･分に使いこなしている人たちであろうまたIT関述の

雌新の'附報は、新聞や弊ｌＩｉｌ維総でつねにチェックしている人たちであろ

うだからこそ先端商品でも、｜分に関心と'|lIi報を持っていて買おうと

決断できるのである。さらに動機としては、分を隣くツールだから買

う」という、とても職種的な意欲を持っている人たちであるつまり、自

分への枇礎なのであるだからちょっとくらい|,'1(股が,1.$くても、それが

原|人lであきらめるということはない。

このようなデモグラフィックとサイコグラフイックのＭ１定に雌づいて、

図４－４－７のような２つのモデルターケットを股定した。

１つは!〃l1i2()代ビジネスマンのモデルであるこの人を仮に鈴,k撤さ

ん、２７ﾙ腿としてみた。．i'illiiにリアリティを勝たせることもﾉＷﾘである，こ

の年代はｌ字の名前をつけることがはやったので、炎‘;Ｌｌのようなf１，iiiに

した”具体的には、大手広告代理店に勤務していて、人社３年||、独身

1７２



'1図＞４．４．６）プロファイル分析のフォーマット

【デモグラフィック１ 【サイコヴ弓フィッケ】

モデルターゲットプロファイルＴ モデルターゲットプロファイル２

図＞４画4画７ リプロファイル分析の例／ブロードバンド対応商品の脳入者

【デモグラフィック】

･男性25歳～30歳

･男性30歳～35歳
・ビジネスマン
・ビジネスにおけるパーソナルユーザー

･独身／可処分所御高い

モデルターケットブロフアイル①

鈴木微〈昭和49年生まれ27歳〉

･大手広箇侭理雁訪馬･入訟３年ヨ｡独身。

,マーケテイング燭に助瀧クライアントｊ逝信.IT側簿

･パソコンは目糎Ｌ画2台回畷は最近ADSLにした．

･PDAと所御し､スクジコール琶逓とメールはそ魂雷す

＊せる日

･消捌ざ専門嘉日曙BP系.冨島系睦釜石ろん､ソフトパ

ンク､アスキー系の己の毒でチエソク亀

･懲品の近眼はスペックだけでなく-企謹として何を主

澱しているか歌で薄南する・

・放しいと恩う剥晶!ｊあるの腿が､びっくりするよう“１

品が班頃心いと思っている。

､製品はカメラ堂販階置できるだけ安く買うようにして
いゐ“

【サイコグラフィック】

･パソコン、インターネットのリテブシ－高い。
･いつも:〒関連の最新情報をチニック。
･先端商品はイノベーターとして則買。
･自身のビジネススキル准問めるツール狂．っ

ねＬ探索。
･先端商品の価相的脳貿側壁は低い。

モテルターケットノｕノアイル②

伊騨隆彦(昭和42年生まれ34歳）

･ソフトメーカー勤務編議して３年目｡捜身

Dﾍｯドハンァィングさjnて､謬湾fr圃翻]う･年収１２００

万円尋

･塗男芯ので使えるjB童芯勢いが内分に必要だと恩うむ

のにしかお萱Iざ便ｂ必い・

・パソコンiさノート､デスクトップと璽人で３台所有。

･往事がら工クセルを始め.豊唾のソフトの活篇龍方は高い｡

・鋳‐いが.深硬や二日のテレビは,主罵漂くチにクしている。

｡躯蕊は自辻広酋や自社侭品が取り上げられているもの【ｉｆ

すべてチ.LソクＮＩ肌として月50雛は暗it』ことにぶるb‘

｡寒〃トサフィン齢､蕊‘,濃Wf二１－スはWf間j､りじイン

ターネットから知ることが多く芯っ化６

０ポイントｶー ド猛利用しにいの這.ノコメラ里賎緬で製品芝
当弓Ff-がl天さんjgn
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である。マーケティング局に所属していて、クライアントは通信、ＩＴ関

巡である。パソコンは自宅に２台あり、回線はADSLである。ＰＤＡを持

っていて、スケジュール櫛理とメールはそれですませている。情報は専

門誌を幡広くチェックしている。

製品の選択はスペック(仕様)だけでなく、企業として何を主張してい

るかまでを考慮する。欲しいと思う製品はあるのだが、びっくりするよ

うな製舶が近頃ないと思っている。製品はカメラ亜販店でできるだけ安

く買うようにしている。

そしてもう1つ、３０代のモデルを設定した。彼の名前は伊藤降彦さん。

34歳。ヘッドハンティングをされるような優秀な人物である。具体的に

は、バソコンソフトメーカーに勤務していて、転職してから３年たった。

独身である《,仕事は維営企画を担当している。年収は1,200ﾉj円。独身な

ので使えるお金は多いが、自分に必要だと思うものにしかお金は使わな

い。パソコンはノート、デスクトップと個人で３台持っている。仕嚇が

らエクセルを始め、いろいろなソフトを活用し、その能力は問い。忙し

いが、深夜や土11のテレビは注意深くチェックしている。雑誌は自社の

広告や自社の商航が取り上げられているものはすべてチェックしている。

結果として月５０誌は読んでいる。ネットサーフィンも頻繁に行ってい

る。般新ニュースは新聞よりもインターネットから知ることが多くなっ

た。ポイントカードを利用したいので、カメラlit販店で製品を買うこと

がほとんどである。

といったように、ここまで具体的に人物像を描いていくのである。筆

者の賜合は、①名前と年齢、②会社や所属部署、③近況、④趣味、⑤梢

報の偲知維路、⑥選択の尺度などを描くようにしている。このプロファ

イルはとても便利で、仕事に槻わる全員のイメージを１つにすることが

できる。またターケットを具体的にイメージさせることができるので、

コンセンサスがとりやすくなる。攻略すべき人がどういう人かわかれば、

判断がしやすくなるからである。

＊購買行動分析のフォーマット

ターケットの妓後は｢購買行動｣である。ターゲットを決め、それがど

174
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＝両

顧客のｅ％＝

れくらいいるのかを検討し、さらにどういう人なのかを明らかにしたら、

Mi後は、その人がどのようなｉｆ動をするのかを険ｊ１．する(図4-4-8参11(1)

ii1峨昔の峨貿行動はおもしろい。考えて、勝えて災う商IY1もあれば、伽

助的に興ってしまう商品もある‐また、たくさんの情報を集めて検討す

る商紬もあれば、即決する商品もある‐かつては、高額商品は'１前に１．

分に険!;‘iされてから災われる一方、雌寄りの商品は検討をされないでⅢ

われるといわれたが、雌近では高額尚品を衝動間いする助合もあれば、

雌笥:り紬を検討して買う場合もある。現代の優れた澗費肯には｢これが常

拙だ｣といえる行動はないと考えたほうがいいだろう，だから、一つ一つ

の商IIIIIIごとにＩⅧ|される眺貿行動を|･分に検討することが大切だ

ここで･勝えるべきは、ｌＩＷｌｉ'1を闘おうと検I;,Iする職階での｢情報探索｣、

それに雌づいていろいろ浄える｢購買検討｣、検討した結采、これを'側お

うと決める｢商品指名｣、そして最終的に店頭で行われる選択と決定＝｢店

頭決定｣の４つである。

「情報探索｣はターゲットと決めた人たちがどのように1lfliiiに‘1,ＷMを雌め

るかを検,i１．することである。岐近の剛ｲﾘとして博しいのはインターネッ

トの'1Ｗ'1である。テレビや交通広告などで気になる商,!Ⅲ1,が!,,Lつかったら、

”国



以前だったらお店にハンフレットなどを取りにij:って、′災物をｎ分の１１

で兄て検師Ｉしたものだったところが岐近では、まずIIWIliM1ll州lがIliXって

いるサイトを'1Nいて、必要だったらそこからデータ化されたハンフレッ

トの傭報をダウンロードして、自分のプリンターで印刷して検討するの

である．また突売価格が検討できるサイト(例えば価桁ドットコム)があ

るので、そこでliIli橘を｜･分に検討したりもする洲YY片の１１!｝報摂取行動

は、とても11.{i度になっている。だからそれをこちらも｜･分に吟えて1ili報

促供をしないと、お金をかけても情報が肺いていないという礎き'lにあ

いかねない．

「賊買検討｣は、商品の機能やillli桁、ブランドなどの検lil項||にj,!きづい

て、どのように!'仙人を決めるかをlﾘlらかにする‘’１W111,'１の椛能がIIIIiIﾘ11'|りな

らばlilli桁はあまり検討されないでＨわれる‘また機能がほとんど変わら

ないのなら、lilli格やブランドが決め手となるだろう。また機能もlllli桁も

超えるブランドlilliliIl〔があるものならば、それが決めｆとなることもある。

「商品指名｣は、ｌ雌検ｊｌ･にｊ,!§づいて決められた紬采を,'く、つまり｢これ

が決めＦとなってこの間'111,が指街される｣と１１}けぱいいIjIIえて、IIMlifl骨を

災施しているのなら、商品指名者が何パーセントいるのかも川‘;L1しよう。

「店頭決定｣は、店頭で行われる情報活動や選択行動に雌づいて、どのよ

うに１１刑Ｉ決定がなされるかを明らかにする,、’11F1Wの指f'1はされないが、

II1i賊で1測知やブランドノJがポイントとなって遊ばれる吻合もあるまた

'ﾉさ光illIilffが安くなっていたり、店員による推奨が強かったりしてy'iわれ

る場合もある。ここは店頭をよく観察して、実際にどのように附貿が決

定されるかを明らかにしよう

それでは例を脱IﾘＩしようハベージの図４－４－９は2()()1年のデジタル

カメラの賊賀ij:動をまとめたものであるきちんと細椛をしたうえでま

とめたので、かなり精微なものとなっている。もちろんこの例のように

,淵侃二雌づいてまとめられればいいのだが、Ｉ‘1分のMiWfの結果にﾉ,鴫づい

てまとめてもいいだろう。

、1111､|,;のデジタルカメラは、２つの‘|州椛活助がＩ１ｉｌ時にi】:われていた，１

つは縦,i‘&や交辿ノム街による商品の情紺収鵬、もう１つはインターネット

を使った、商品の実売Ⅱi賂と評IIlliの情報の収喚である。２()()1年といえば、
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問便性.実努

価格.店頭推

弾で選択さ１１

る商品群

第４軍蛾略をさらに完盤なものとする６つのポイント１７７

図惨４．４．９３購買行動分析の例／デジタルカメラの脳買行動

･キヤノン､ソーー､討土で馴嘗全ｲ‘|､の70％に獲得してしまう。

｡さらにオリンパス、Ｆヤノン､ソーのその他の品で20％の

朋轡と獲捌。

･備品Xは残りの１０％の馴客の恵い合いを店頭のみで展開し

ている根様“

･簡便性の擢契が葵効しにときのみ､購買に至っている模柾。

デジタルカメラが急激に伸びた年であり、すべての人が|･分にデジタル

カメラを知っているとはいえなかったこれは折脱にデジタルカメラを

問うという人が７割近くをＩｌｉめていたという激'j':からIﾘ|らかであるだ

から、このような高度な情報柄勤が行われていたのだろう

これらの情報に雌づいて購貿を検討するときには、礎能的には200月

|IlIi索のもの、iIli絡的には３～５万IIlWi雑のものが険ｉ'されていたさら

に!Ｉ仙人の恥111は、拠った‘zj:典を細災したいからという、ハソコンでの利

川が前提となっていた。デジタルカメラで111って、それを‘､IliiI1i店にその

まま持っていって、プリントしてもらうという利川の||:方はまだ顕在化

情報探索＞｜購買検討三>〉商品指名＞＞ ラ＞購買検討 商品指宅 店頭決定

”
ン
オ

ダ
コ
シ
差

コ
ニ
カ
顕

｡それきりのものが欲

,売れ筋､価桁織Ii臆､インター率ツトで庶衆.ｋ

'200ｂ幽滞は｢そ刷専り｣のデジカメと認識。
,価悩は5万円以下がMUST･実勢価格への
押価はシビア。

､客'70%を占め型!|鵬の2蝿1噸の,0%＝

【螺体派）

･測刊アスキー.ＤｉＭＥ

Ｕ鞭PC‘特迩MJ等で

苑、筋潅術離。

･交瑚広雷(中吊)で

理知塾

【購入理由】

･デジタルカメラで撮

った写真を隅襲しだ

いから６４２％

Iキヤノン

iXYDlG1TAL1

59755lデザイン

ー･悪党価価による垢名

【オリンパス

ＣＡＭＥＤｌＡｌ

侶州性-．市場

先発価仙によ

る通擁に臆し、

ブランド力は弱

い“

電託〆Ｆ

･､1ミューケーシヨンl散､商品認剣)を獲褐する

よりｂ，兇れ筋情報や価描情報にコミットし

たほうが符簸である”

･200万画素帯では､実勢価椙5万円以下に

店頭X監導することが必萎である。

【インターネット派１

.ネントサイトの評価程

誇考

･ネットオークションの

入札散を参考ご

･価格ドソトコムを参

響。

■

{画素数(200万画素)Ｉ IソニーCybe｢shot１

５６５発パソコンと

の現和惟一使用箇仏

による橘名

』園Ｌ

しい‐

Iキヤノン

PowerShotl

Iソニー

DSCシリーズｌ

企粟ブランドと

火勢価楢等で

逓沢。

【富士FinePlX1

5569iiIj判先兄価

仙による這名

商品Ｘ
I価捲１

．３～5万円家満

“７発

｡ｉ～３万円宋満

３１３帖

、



していない。市場が伸びているといっても、まだ一般レベルの人にまで

は達していないことがわかった。

さて当時、商品指名されていたのは、窟-tフイルム｢ファインビクス｣、

キヤノン｢イクシデジタル｣、ソニー｢サイバーショット｣であった。調査

によると、この３社で70％を占めていた。これらが選ばれた理由はブラ

ンドももちろんだが、同時に各々の商品に独自の価値があった。窟ｔフ

イルム｢ファインピクス｣は、他社を圧倒する幽常なラインナップで展開

していた。これは市場に先発して参入していたからであり、だから、強

い信頼感を築くことができていた。キヤノン｢イクシデジタル｣は、イク

シブランドが継承する、'1削抜なデザインが決め手となっていた。とにか

くかっこいいのである。ソニー｢サイバーショット」はバイオとの親ｲⅡ性

で選ばれていた。「自分のパソコンはバイオなのだから、デジカメもソニ

ーのサイバーショットにしよう」と……。

この３社以外の人たちは30％であり、これらの人たちが店頭で購買を

決定しようという人たちである。さらに細くていくと、店頭で選ばれる

ブランド品というのがあった。オリンパスの｢キャメディア｣やキヤノン

やソニーの｢イクシデジタル｣や｢サイバーショット｣以外の商品群である。

これを買うという人が20％いた。それ以外の10％は、実売価格が安いと

か、店員の強い推奨があったからという人たちであった。

このように購買行動が明らかになると、例えば、後発でこの市場に参

入しようとすれば、商品指名していない30％の人をどうやって攻略する

かを考えればいい。さらにいえば、そのなかの、店頭のみで購買を決定

している１０％を確実に取れる戦略を考えればいいのである。

1７８



＊ﾀｲﾐﾝグの重要性

タイミングはとても噸要な戦略である。とはいえ、この璽要性を具体

的に説明している本は少ない。たぶんマーケティングを考える人の暗黙

知のなかにとどまっているか、販促(持にSP)の問題として語られること

が多いからだろう。しかし、どんなにすばらしいlillili尚を設計して、理に

かなったターケットを設定しても、タイミングをはずして失敗すること

がある。

筆者もこの過ちを犯したことがある。かつてバブル景気の絶頂期に、

池袋にビール訓''1店を|)Mいたことがある。１１t界''１のビールを集め、いつ

も100郁類以上のビールを楽しめるようにした。またﾙ1f内をスタンディ

ングにした。とはいえ、まだスタンディングがはやり始めたばかりだっ

たので、常巡だけが座れる席も作った。これはリピーターを優遇するた

めの施策でもあった。また店内だけで使える、その1-1の通貨のレートに

合わせて変動するオリジナル通貨を作った。さらにα波ブームに合わせ

て100インチの液IMIビジョンで環境映像を流したり、アロマテラピーブ

ームに合わせて店内に花の香りをつけたりもした。

この店のコンセプトは、その後、本格化する低アルコール／ビール時

代の先駆けとして砺題となり、いろいろな雑総に取り上げていただくこ

とができた。

ところが客はさっぱりであった。その結果、わずか２か月で店を閉め

なくてはならなくなった。失敗の原因は何だったのか？

それはお店のオープンのタイミングであった。鵬zlF情があり、店を開

けたのが９月になってしまったのだ。ビールのi;たる禰要期は過ぎてい

る。外はどんどん涼しくなっていくなかで、今さらビールではなかった

のである。

この話は、コンセプトはよくても、タイミングをはずしてしまえば失

第４軍◎戦略巻さらに完盤なものとする６つのポイント１７９



敗するという、わかりやすい例だろう。一方、反対の例もたくさんある。

光れ残っていた商肺を、たまたまタイミングよく光り出して成功したと

いう話は枚挙にいとまがない。タイミングは本当に大切な戦略なのだ。

それでは具体的な話に移っていこう。どういう視点でタイミングを巷

えればいいのか。これには大きく３つの視点がある。

１つ目は｢中期＝３年｣という視点である。最近は時代の流れが早いの

で、鎧lIl(５ｲド)でJうえないで、中期(３ｲド)で考える企業が多い。うまく

いかなければどんどん変史していくためである。３年を視野に大まかな

計画を立てるとすると、例えばそのジャンルでトップの企業だったら、

基本戦略は自分よりもド位の競合をつぶすことと周辺の禰要を拡大する

ことなので、初年哩は目なった競合をつぶし、次年腫でIli期全体の拡大

を行い、３年度で絶対嫌占状況を作る、というように考えればよい。

かつて、日本マクドナルドがこれと近いことをやった。まずは格安バ

ーガーを市場に導入し、下位競合をつぶしにかかった。次に新商品を

次々に投入し、Ｉ砦I社市jMの拡大をはかった。そして株をｋ期し、絶対的

立場を作った。

２つ目は｢通年＝１年｣という視点である。春夏秋冬というI叫季に恵ま

れた日本には、その季節ごとのイベントが予定されている。そのイベン

トに合わせて補喚を喚起していくのである。これには４つのポイントが

ある。

①可処分所得が増える時期に展開する。夏、冬のボーナス期など。②

年中行事に合わせて展開する。１月は新春、２月はバレンタインデー、３

月は桃の節句、４月は新人学、５月は母のⅡのように。③季節行覗に合

わせて展開する。鮎の‘|'元、練れの歳聴。花兄や花火、年越しなど。④

新生活期に合わせて腰側する。４，９月に進学や転勤などで新4k活を始

める人を狙う。この４つの視点で、どこに展開の山場をもってくればい

いのかを考えるのだ。財布の紐は固いが、使うべきタイミングではお金

を使っているのが雌近の消間者である。それならばタイミングよく澗費

者に譜りかけて、剣持ちよくお金を使ってもらえばいいのである(図４－５

－１参照)。

３つ目は｢キャンペーン｣という視点である。３か月を標準として意識
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