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第 1章

序論

(本研究における目的と隈題意識の費最)
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1. 1.研究の背景と毘約

先行きの見えない時代こそモノを売ろうとするときに「一体、自社は何を売っ

ているのか」という問いを原点に戻って見直す必要があるのではないだろうか。

かつて、顧客が求めているものはニーズを充足する為の商品機能であり、それら

がもたらす便益(ベネフィット)であるという考え方が主流をなしてきた。しか

し、コロンピア大学のパーンド.H .シュミットは、実際の顧客の価値判断や購

買意恩決定は、ニーズを充足できれば良いという単純なものではなく、多くの商

品の使用経験や多面的情報収集から、務品やサービスへの経験価値(感覚的価値

や情緒的価値、さらには準拠集密への帰属的価値など)が大きな鱗入への意思決

定要素として捉えなければならない時代であると主張している [18]。従って、よ

り一層モノからの発想だけではなく使用者・生活者の使用場面や感性からの発想、

が大事になり、顧客価値の創造により顧客満足を目指し、商品とともに過ごす時

期やそれが作り出す空間(つまり「場J)までを商品価値としてデザインし、顧客

の新鮮な驚きと感動をもって支持される「プランド」を提供することが、今後の

モノづくりのメーカーにとって最も基本的な企業価値の源泉となるではないかと

主張している [26J[30]。

従来型のマーケティングマネジメントでもその出発点は、顧客主義であり、ユー

ザ満足であり、ユーザ欲求であった。しかし、そのマネジメントシステムにおける

目的や目標は予算であったり売上、利益、シェアであったりと、マーケティング臣

標までもが販売目標に大きく重点が置かれて、システム構築されている。物が売れ

ない時代こそ、本来のマーケティング発想、顧客第一主義を忠実に反映した、ブラ

ンドを中心にしたマネジメントシステムを構築する必要がある。なぜならば、購翼

決定の最終的な手掛かりとして想起・再生されるものは最終的にはブランドであり、

そのブランドの価値を蓄積し、記憶に残こすことができるのは、唯一消費者本人だ

からである [28]。したがって、より具体的なモノ作りの際にも、これまでのように

単に製品コンセプトを構築するだけではなく、ブランドコンセプトとして再構築し

なくてはならない。

さらにマーケティング‘マネジメントもブランド価値を中心としてマネジメント

ができるシステムへと再構築しなければならないというのが本研究の着服点であ

る。その!擦には、マーケティング・サイエンス、消費者行動論、人間工学、感性工

学やシステム工学などを統合した学総的、多角的視点からのアプローチが必要であ

ると考えた。

1.2 ユーザ要求の変化とマーケティング

顧客が商品・サービスのどこに価値を見出し、購入し、利用するのか、という
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問題についての考え方は歴史的に変化してきている。かつて、マーケティング活

動も顧客が何を必要としているかを把握し、それをどのように満たすか、という

点にフォーカスされていた。しかし、実際の顧客の価姫判断や購翼意思決定は、

ニーズを充足できればよい、というような単純なものではなく、使用時の感覚、

情緒など、種々の要因に左右される部分が大きいと考えられるようになってきた

[1]0その結果、商品の使濡場面、保管場所やその時の感覚・感 a情、感性などを考

えた外観、デザイン、高級感の演出などにも大きな注意が払われるようになって

きたのである [31J。

一方、ユーザの製品に対する婆求についても従来からの品質・性能といった基本

的価値に加えて、デザインなどの感性価値についても高まっている [3Jo 製品のテ

クノロジーが初期の墳は競争の中心は性能であるが、製品の性能の供給過剰(テク

ノロジーが成熟)が発生すると、製品市場の競争基盤は信頼性、利便性、価格へと

移ると言われている [10J。まさにこの状況は、市場が成熟していく段階にみられる

ものであり、製品はその性能だけでは差別化が難しく、別の手段が必要になる [12]0

さらに、近年の日本の国民生活に隠する傾向として、物の豊かさを重視する割合は

減少し、心の豊かさを重視する割合が上昇していることが報告 [9]されている。

このような背景の中で性能中心とされてきた家庭電化製品でも、製品の「かんた

ん、やさしいj などということをJ趨えて、 「使って楽しいj と感じられる要素も援

要 [21J とすべき状況になってきている。すでに、モノの視点である「性能品質j

に加えて、ヒトの視点に立ったf魅力品質」の実現も重要視されてきている [2J[23]。

このように、様々な分野でユーザに感動や魅力を与える、あるいは感性を感じさせ

る製品やサービスの開発手法も提案・実践されてきている [16J。メーカーは、製品

開発プロセスの中で、製品の進化とともに変化するユーザ要求を的確に捉え、製品

性能や・品質向上の取組みに加えて、ユーザにとっての魅力要素を効果的・効率的

に特定し、製品開発に反映していく取組みが必要であろう。

これらのユーザニーズや要求の潮流を捉えて、 B.J.パインは「経験価値マーケ

ティング」という著の中で、「経教というものは原材料、製品、サービスという、

それぞれの商品(販売可能な価値)に続く、第 4の価値として捉えるべきであると J

(1)述べている。この考えは、コロンピア大学・ビジネススクーノレのパーンド・ H• 

シュミットなどが提唱している。経験価値には SENSE(感覚的価値)、 FEEL(情緒的

価値)、 THINK(倉Ij造的・認知的価値)、 ACT(肉体的・ライススタイノレに関わる価値)、

RELATE (準拠集団への帰属的価値)などの要素が含まれている [18]0 

B. J.パインは、経験を顧客の参加度(積極的、受動的)と、顧客と経験の関係

性・状況性(顧客の態度姿勢が受容的か没頭)、という 2つの軸を提唱している。

それら 2つの軸の関係から娯楽 (Entertainment)、教育 (Educational)、脱日常
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(Escapist)、審美 (Esthetic)という 4つの領域を経験が最大の価値を発揮しうる

領域としている [20]。

i 経験の滋根強 j 
r 司『 r 

娯楽額縁 教育領域
(Ente巾 inment) (Educational) 

k 

{受動的参加i i輔鈎錦i

r ....... ， 、

審美領域 臆沼業領域
(同hetk) (Escapfst) 

、 J 、 J 

{ 経験への注入 } 

図 1. 1 経験ステージングにおける 4Eモデル(経験の 4つの領域)(1) 

ただし、ここでの大切な主張はこれらの価値を提供するための f場j をどのよ

うにデザインするかによって、経験という価値品質が変わって行くのである。

つまりそれは、対象とするそノと共に過ごす持聞や空間(つまり「場J)は、自

らの心と脳で創造した思い出、記憶であるが故に、代替性が無く (identity)、独

自性 (originali ty)が高く、創造的 (Only-One)である。したがって、内面で形成、

保有、蓄積される「自分だけのそノ Jであるが故に、非常に価値の高いものとし

て取り扱われるのである[針。

したがって、製品やサービスだけの企画設計ではなく、その部品とユーザがど

のように関わりあうのか、どういう体験を共有していくのかというところまでを

含めたデザインが要求されている。つまり、現在製品品質を企画する際に考えら

れている r""，ができればいい、動けばいしリという設計思想や企画品質から脱却

しなければならないことを意味しているのである [1的。

限品機能品質のみの企業開競争が行きつくところは、コストだけが競争力とな

る顧客満足を度外視した競争へと入り込んでしまうのである。故に、顧客遼はモ

ノが豊富にあるのだが、ほんとうに欲しいモノがないと叫びつつ、どんなものが

欲しいかと言われでも答えられないのである。
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したがって、いくらアンケート調査をしてもデプスインタビューをしても、な

かなかヒット商品に繋がる調査結果が得られないのは、この要因が大きいと恩わ

れる。マニュアルを含む、参照系の情報提供に関しては、まずはメーカーがユー

ザに伝達しなければならない情報と言うものが確冒として存在するために、まず

情報の伝達の確実性や伝達効率が問題とされてきた [8]。

しかし、このレベルに留まっている限りは理解できればいい、伝達できればい

い、と言うタスク達成型の消極的なコミュニケーション品質しか確保することが

できず、他社と差別化することができない。このレベルのコミュニケーション品

質だけでは、顧客の情緒的な部分に踏み込めない(心の琴線に触れない)ため、

共感性が高く、感動的で臨場感あふれるユーザ体験を提供できず、結果として製

品やブランドに対する信額感を醸成できないと言うのが現状であろう。

したがって、タスク達成型の思考形態から隊れ、ユーザ体験型価値を重視した発

想、を取り入れることが重要なのではないだろうか。

今までのマーケテイングでは、商品、名前やブランドを知る瞬間はあくまで、

認知の過程(4Pではプロモーション戦略)であり、商品の経験悩値とは商品機

能を関われる(プロダクト戦略)使用;場面から始まるとして、別フェーズとして

捉えていた [11]0 

しかし、経験価値や情緒的価値をブランド価値の一部として捉えると、五感で

感じる実感品質、香りの晴好性による知覚品質、使用場面を想定した表層品質な

どを包含して製品開発をしなければならない。同時にネーミング、キャッチコピ

ー、 TVCMの画面開発やコミュニケーションワードなどとも、同期をとった統

合的なマーケティングミックスを構築しなければならない。

つまり、顧客にとっての商品価値の範囲を広く捉え、顧客が商品・サービスを購

入し、利用する際の体験を意識的に全マーケティング施策全体にデザインし、統

合的にブランド価値を高める開発・育成システムを構築しなければならないので

ある。

1.3 ブランドマネジメントの必要性

ブランドとは、実に様々な使われ方をする言葉である。荷品名そのものを指す

こともあれば、いわゆるラグジュアリー・ブランド群を総称して使うこともある。

また、企業名をブランドとして用いるケースも少なくない。さて、その時に「ブ

ランドが意味するところは何かJについて簡単に触れておきたい。人がブランド

と耳にしたときに思い浮かべるのは、商品名もあれば企業名もある。いずれの場

合も商品や企業そのものというよりは、そこから呼び覚まされるイメージがブラ

ンドを形作っている。 rシャネノレj と際けば、シックで繋沢、良い意味でのクラ
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シックさが患い浮かんでくるし、 「高島屋j と開くと、由緒正しい伝統と品格、

コンサパティブな上質さがイメージされる。つまり、人はブランド名を耳にした

ときに、商品や企業を取り巻いている世界観を自然と思い描いているのである。

近年のヒット商品の中からブランドを意識的に立ち上げたコピーライターやク

リエイティブデレクターたちの取材を通して、川島蓉子はその成功要因を、①魅

力的なブランドは蓄積に基づいた技術カと時代に合ったデザインカ②自らの美学

と受け手の共感③ゆるぎない伝統と絶えざる革新④歴史的な哲学・信条と現代的

な物語性⑤世界に通用することと一人の心を打つこと⑥開放的な枠組みと突き詰

めていく価値、としている [7J。そして、この 6つのテーマにどれだけ関心を高め

意識し、達成できたかであると強識している。

近年、洗濯洗剤、歯磨き、シャンプーやリンスといった生活日用品であっても、

それを使うシーンに新しさ、爽快感や充実感といった感情がイメージできるかど

うかは、商品ブランドを選ぶときに大きな影饗を与えるようになってきている。

ゆえに、送り手であるメーカーは高品がどのような意味を持っているか、生活に

どんな夢や憧れを提供できるのか、それをはっきりさせたうえで、消費者に伝え

ていかなければならない。

これまでマーケティングマネジメントの中で 4P戦略を構築する場合、ブラン

ドは単なるプロダクト (Product)の一部として、あるは宣伝や販売促進といったプ

ロモーション CPromoti on)の際の媒介として取り扱われることが多かった。しかし、

これからのブランドを起点にした製品開発では、事前に製品コンセプト構築をす

る際に、そのブランドが持つ世界観や提供できるイメージについても同時に設

計・デザインしておかなければならない。

したがって製品コンセプトとして含まれていなかった要素を含んだ、あるいは

これまでとは異なるコンセプト構造でデザインすることが必要になるのである D

このような大きな流れの中で、マーケティング学者である p ・コトラーも、近年

の世界政情不安や市場の成長路線が停滞あるいは減速・下降してきている現代社

会において安定的、継続的に生き残っていくためには、消費者が購買選択する際

に究極的に手掛かりとするブランドというものをマネジメントしていくことが、

最終的には企業の生き残る手段であると強調している [30J。

一方、企業の中では、一つの商品ブランドが消費'者に届くまでに、営業・宣伝・

販売促進・商品企画・研究技術開発・デザインなど様々な部署が介在している。

あるいは、その中における一人の仕事・を取り上げてみても、複数の商品ブランド

を手掛けており、当初は共有化されていた商品ブランドの意味やシナリオが分散、

希薄化し、目の前の雑事に追われて霞き去りにされてしまうことは日常、散見さ

れがちである。
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したがって、ブランドを構築およびマネジメン卜していく際には、これまで以

上に統合化された思想の下、設計・開発されていかなければならない。その問題

解決手法としては、 J1 Sで Tシステムとは、多数の構成要素が有機的な秩序を

保ち、罰一目的に向かつて行動するものJ(3)と定義されているように、一貫性と

統一性を確保していくシステム思考 [4]をブランドマネジメントの中に取り込む

ことが最も適しているのではないかと考えられる。

1.4 日用品市場のブランド・商品溝足度の現状と課題

日用品市場はもともと、マーケティング上ではその商品を流通商での取り扱い難

度、絶対価格、商品の鱗入額度などにより最寄り品、買回り品、専門品として区別

して取り扱っている。その中でも最寄り品である日用品は、市場の平均売価が数百

円台と廉価なため、見た隠の形状、デザイン性や容器機能による技術的差別姓がつ

けにくい市場である。なぜならば、容器や噴射用トリガーを製造する会社は日本に

2社しかないため、どの企業もコストを抑えるには共通金型を使用している。しか

も、製造原価の大半は容器代が占めている。

同時に大量消費、多頻度購入、大衆対象、全国どのj吉舗でも取り扱いがあるなど、

マスを対象とするため、消費者による経験頻度、知識や判断基準は非常に寓くなっ

ている。そのため現在のような成熟市場では、技術や機能による差別化が非常につ

けにくく、マーケティング技術による差別化技術が非常に発達している市場となっ

ている [5J。その為、その差別化市場数は、非常に多くなり、マーケティングマネ

ジメントカの関われる産業となっている。因みに日用消費財企業が参入している市

場数は 53市場(食品を除く、 OTC薬品市場の一部を含む)で、その市場規模は

販売j苫ベースで約 1兆 7千億円になっている。

近年、一般的に技術や機能による差別化が図りやすいと思われていた、パソコン

の市場においても、デジタノレ化と水平分業が進んだことにより、製品自体による差

別化が困難になり、コモディティ化が進んでいる [14][20J。日用品市場は、もとも

と製品自体が身近で技術イノベーションが図りにくい市場であるため、以前からコ

モディティ化が起こりやすい市場であった。

英語のCommodity は、日用品という意味であるが、コモディティ化とは、高品

の機能、形状、品質やブランドなどにより市場において差別化されていた製品カテ

ゴリーに対し、他社の技術面や品質面の向上により、機能やブランドなどにおいて

差のない商品が多数市場に投入される。そして、主たる消費者の選択基準が価格に

偏りがちになり、価格以外の要素での差別化が濁難になることを意味している [27]白

そんな、日用品の製品機能評価についても、それ自体で機能が判別できず、衣料

周洗濯洗剤や食器洗い機用洗剤のように基本機能がハード(洗濯機、食器洗い機)
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に影響される。台所洗剤はスポンジや人の手の力加減、お風呂掃除の場合にもモッ

プやスポンジ、ブラシなどの道具、人の力、使用方法により大きな評価差が出る。

また、歯ブラシや歯磨きなどのオーラルケア製品は、その効果はすぐに効果が出な

い。衣料用の洗濯洗剤の汚れ落ちについても何回洗っても黄ばみが出ないなど、使

用法や効果実感の時期が大きく異なるものも多くある。

一方で、ユーザの汚れ落ち実感の評価・判断場筋が時代や技術進歩により大きく

異なってきている。以前は、ユーザの洗濯洗剤の効能・効果評価は、洗濯機の蓋を

僚けたときの汚れ落ちゃ臭いの無さが、洗い上がりの良さの判断基準となっていた口

しかし、近年では洗濯物を干すとき、たたむとき、あるいは着用するときの着用時

の心地よさや香りの良さが評価基準になってきている。また、台所用洗剤も血を何

枚洗えるということが汚れ落ちの品質評価実験における判断基準であったものが、

弁当箱の四隅のヌルつきやプラスチック容器の内側をこすったときの指の感触な

りキュキュットする感触で油の汚れ落ち実感や洗い上がりを評価している。

食生活、生活様式やライフスタイルなどの変化や多様性(世帯構成や構造が大き

く変化してきている)が高まっている現代では、 「ユーザJ という使用者・消費者

としてだけの発想、で行動調査をするのではなく、 f生活者j という生活姿勢や・生

活態度をも加味した視点で調査対象を考慮しなければ、品質設計や評価基準・判断

基準を大きく誤ってしまうのである[1]0 

日用品市場はあまりにも身近で製品に対する関与度やブランド潤の知覚差異が

低いために、アサエルが言うところの習慣-購寅型商品群の領域に商品群が位置づけ

られている(図 1. 2) (4)。このようなコモディティ化が進んだ市場では、消費

者の要求事項(ニーズ、ウォンツ等)や製品に対する不満・未充足ニーズは、自己

の生活文化・スタイノレに根ざしているため、深く意識下に潜在化している。

したがって、その要求事項や未充足ニーズを掘り起こすには、行動観察誠変だけ

ではなく、実験協力者へのインタビューを取り入れた新しい調査手法を開発してい

かなければならない。調査ターゲットも、これまでと同様な単なるデモグラフイツ

ク的要素(年齢、家族構成、男女など)からの分析だけではなく、ペノレソナ分析ア

プローチのように、生活文化が見え、生活者の顔が浮かび、製品開発関係者全員が

共通概念、として捉えられるように「見える化j して、分析できるように工夫してい

かなければならない[1]0 

また、実験協力者をリクノレーティングする際にも、製品に対する使用価値や機能

価値だけではなく、所有価値までを表現できるような人材(後に 4章述べるエクス

トリームユーザ、アナリスト、プロモータなど)をリクルーティングできる技術を

考案しておかねば、製品コンセプト開発の為の重要情報が収集できないのは無いか

と考え、本研究でも事例研究テーマとして取り上げる口
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1.5 論文構成の全体概要

本研究では、まず消費者行動論を論じ、整理する(第 2章 2節)。次に、消費者

行動論に基づき、ブランドに関する態度(第 2章 3節)、ブランドリレーションシ

ップ(第 2章4節 2項)およびブランドロイヤノレティ(第 2章 4節 3項)を論じる。

さらに、これに関連して顧客満足(第 2章 4節 4項)についても論じる。これら先

行研究を踏まえ第 3章でブランドの構造化によるブランド設計舎を開発し、ブラン

ド構築システムの提案を行う。第 4、5寧でブランド価艇の測定指標の潤発とブラ

ンドマネジメントシステムを議論する。下記に論旨展開の全体概要を論述する。

( 1 )ブランドコンセプトの構築とブランド設計書の提案(第 3率)

本研究においては、ブランドを(詳細には後述するが、ここで概括しておくと)、

「顧客の頭の中に存在する無形資産であり、そのブランドの価値を最大化させるた

めの具体的な活動ということに着目したものである jと定義している。この考え方

に従い、ブランドコンセプトの構造化を図り、ブランドロードマップやブランドフ

ォーメーションを包含した、ブランドコンセプトシステム設計書を提案している。

これまで、プランドに関する態度研究、ブランドと顧客との関係性を捉える先行

研究は存在するが [22J[26J、具体的にどのようにブランドを構築し、創り出すのか

を論じた本研究は、多くのブランド開発担当者の参考になるものと考える。

さらに、この章ではブランド構築を実現する為のシステムとして、ブランド開発
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の狙い、罰的を明示し、その実現に向けた製品概要設計を構築できるシナリオ・フ

レームのテンプレートを提案している。

( 2 )ブランド価値測定指標の開発(第 4章…この章は原箸論文 [5Jを参照)

ブランド構築システムをマーケティング活動は結果ではなく、結果に結びつくま

での「顧客の購買及び消費プロセスjであり、顧客の意識や認識を高めるための経

営マネジメントシステムであると位置づけている。したがって、企業の生き残り戦

略として、ブランドを企業にとって無形の経営資源と捉える立場をとる。

つまり、構築されたブランドが顧客の心や記憶に、どのようにブランド価値とし

て刻み込まれたかを、科学的な指標で測定、状況を把握、評価する必要があると考

えている D そこで、ブランド価値を測定した指標を活用し、経営の意思決定の場面

へフィードパックし、経営者がどのブランドへの経営投資が効果的であるかを客観

的に判断できるマネジメント指標と意思決定支援システムの構築を目指す。

( 3 )最後に、上記の項慢をブランド育成という視点から、経営マネジメントシス

テムとして機能させるためのマネジメントシステムを第 5章にて論述する。第 6索

では、マネジメントシステムを運用していく上で、必要と思われるサブシステムに

位置付けられる製品コンセプト開発、新製品予測モデルや購買者研究事例などを論

述する
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第 2軍

本研究に関連した先行研究
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2.1. 消費者行動論とマーケティングの変化

かつて経済学者のガルプレイスが f豊かな社会j と呼んだように、大量生産一大

量消費の時代を迎えた先進諸国では、消費者が選択に悩むほどモノが氾濫する栓

会が出現した。 常に生産が消費を上回る供給過剰の状態では、モノ不足の時代の

ように f作れば売れるJことなどあり得ず「売れるモノを作るJことこそが、企業

の生き残るための条件となってきた。すなわち「はじめに製品ありき Jから「はじ

めに顧客(ニーズ) ありき j といった「プロダクト・アウト Jから「マーケット・

インjへという発想の転換であり、経営戦略・方針の変換が求められる侍代となっ

てきた [9J。

そこで注目されたのが顧客志向を原点としたマーケティング概念の登場であっ

た。このように、 顧客忘向のマーケティングと消費者行動の理解とは密接不可分

の関係にあるといえる。日々の生活は、様々な製品やサービスを購入、消費(使用)

し、処分することで成り立っている。

このような生活を創造し維持するために消費者が行う活動を総称して「消費者行

動J と呼んでいる。米国マーケティング協会 (AMA)の定義によれば、消費者行

動 (consumerbehavior)とは、 「製品やサービスの市場における消費者ないし意思

決定の行動」でありかっ、 「そのような行動を理解し記述することを企画した学術

的で科学的な研-究領域j を指す用語だとされている[107J。

このように、英語表記では、消費者行動それ自体と、それを対象とする研究領

域とを夜分していないが、筆者は後者を指す用語として「消費者行動論Jを用い

ることとする。消費者行動研究の歴史を辿ると、 当初は「人々はなぜ鱗寅するの

かj という購買動機や「どのように階賀するのかj といった購買行動の問題に、

研究の焦点が当てられていたが、近年では、それに加えて「人々はなぜ消費する

のかj、あるいは fどのように消費するのかJといった消喪'者行動にも光が当てら

れるようになってきた [1]。 また、それに伴いR普賢時点での選択行為だけではな

く購賀行動後の消費や使用のプロセスに対しでも研究上の関心が向けられ始めて

し、る。

2.2. 消費者行動における先行研究

( 1 )消費者行動の生活体系アプローチ

消費者は、 1日24時間という生活時間を労働と(広義の)余暇時間とに配分し、

労働として得た所得・を原資に、生活に必要な製品やサーピスを手にいれる。このよ

うな所得配分に関わる行動、具体的には①消費と貯蓄の配分、②消費支出の品目別

配分、といった支出配分行動を指して「消費行動」と l呼ぶ。現在の為の消費か、将

来の為の消費(蓄積)かの選択に始まり、製品(モノ)かサービスかの選択、ある
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いは衣・食・住のどこにウェイトを置くかなど、支出配分は消費者の価値意識を反

映した生活様式・消費様一式の選択問題でもある。

こうした消費行動の変化は、マクロ的には様々な市場動向(その成長や衰退)に

影響を及ぼし、産業構造の変化の遠因ともなる。それゆえに、これまでにも市場機

会の発見を意翻した消費者行動分析(例えば、ライフスタイル分析など)が数多く

行なわれている。このような生活資源、の配分行動を「生活行動j と呼ぶならば消費

行動は、その一部分、一側面であって「所得配分」という経済資源配分、具体的に

は家計ーの支出配分として位置づけられる。

元来fHomeJ (家庭)の古語に当たる fHamJには 2つの河が合流する三角地帯に

造られた自然の砦という意味があり、流動的な河と固定的な砦という 2つの力のバ

ランスの上に成り立つ f家なるものj を維持することが fHouseholdJ (家計)の

語源だといわれている [33J。また、家庭を拠り所として、様々な社会関係の中で営

まれているところの f家庭生活Jとは、生活主体である家族が、家族を取り巻く状

況や事象の下で、家族の生活資慌を用いて、家族の生活欲求を満足させ、家族の生

活価値を実現させる生活行為の連続過程であるとする考えもある [63J。

このような生活主体としての「家族J、生活の場-としての「家庭J、生活の仕組

みとして「家計」という用語法を、日常生活における消費の位霞づけとして整理す

るならば、次のようになる。すなわち、生活主体としての家族は、もてる生活上の

諸資源、(時間・所得・空間など)を用いて、日々、様々な生活上の課題を解決しつ

つ、生活自体を「荷・生産j している。このような生活資源の配分行動を「生活行動J

と呼び、その中で「所得配分」という経済資源の配分、具体的には、家計の支出配

分として位置づけられるものが務費行動である。

また、生活行動は、生活主体としての家族や家計がおかれている「生活環境j や

その;構造的側面である「生活構造j、あるいは意識的側面である「生活意識」の影響

を受けており、これらの全体的関係を踏まえた上で、消費者行動および購買行動・

消費行動が規定されるものと考えられる。図 2. 1で示されているように、生活環

境を背景として、生活情造一生活意識一生活行動の 3点セットで生活主体の行動を

説明しようとする分析アプローチを生活体系アプローチと呼んでいる(図 2.

1 ) (1)。
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生活環境

生活構造 噸 障

E 

生活行動

消費・使用行動

購買行動

図 2. 1 消費者行動の生活体系アプローチ [11] 

( 2 )消費者行動のメカニズム

経済学者のベッカーは、ほとんどの消費には家計内での最終加工過程が必婆であ

るとし、通常は家事活動が担うこの部分を 「家計内生産j と呼んでいる。また、

家計は家事・の一部を市場でのサーピス購入という形で外部化することが出来、家計

内生産か市場購入(家事:の外部化)という消費様式の選択は、当該家計にとっての

時間コスト(損じた時掃を働いた場合に得られるおrr得・額といった機会コスト)に依

存するとしている[口。

この考え方に基づけば、一方には多くの生活fI寺潤を家計内での最終加工に投じて、

手間隙をかけた消費を行なうという時間集約的で家計内生産型の消費様式があり、

他方には出来る限り家事は外部化し、加工度、完成度の高い製品(そのまま消費で

きる製品)やサービスを利用した消費を行なうという時間節約的で市場購入(外部

化)型の消費様式含時部コストに勘案して選択しているのである [33Jo

まずは生活様式や消費様式が規定され、それが具体的な支出況分に反映されると

考えられる。ここでいう f生活様式j とは時間・空間・所得といった生活上の諸資

源、を、どのように配分し利用していくかという生活行動様式の様式(型)であり、

その基本パターンのことである。同時に f消費様式j とは、特に所得配分に焦点を

当てた財・サーピスの選択行動の様式(型)であり、その基本パターンのことを揺

す。このような生活様式・消費様一式の有様は、特に生活構造や生活意識の変化を

受けて変容し、結果として消費の変化を生み出していくと考えられる [10]0

例えば、単独世帯の増加に代表される世帯規模の縮小や、共働きの増加といった

生活構造の変化は、まずは「待問コスト Jを増大させ「家事の外部化」 といった
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生活様式の変化を生み出す。そして、それはサービス消費の増大という消費様式の

変化と家事の代行サービスなどへの支出の増大といった具体的な消費・購買行動に

繋がってし、く、といった呉合である。あるいは、家庭内での役割意識の変化や「自

分らしさ」の追及といった生活意識の変化が、時間的・空間的な「生活の個別化j

や「家計の窟君Ij化jを推し進め消費支出におけるパーソナノレユースの割合を増大さ

せていくと考えられる。それを図式化したのが次の図 2. 2である(1)。

生活環境

生活構造
生活意識

役害nの変化、「自分らしさjの追求
生活様式の変化世帯競模の縮小、共働きの増加

生活行動
生活の個別化、家事などの外部化

消費様式
サービス消費、個人消費の拡大

購買行動の変化

閲 2. 2 消費者行動のメカニズム (1)

2.2.1. 消費者行動における用語の定義

日用品市場を理解し、消費者の行動観察を分析していく上で、必要となる消費'者

行動における用語をここで定義する。生活行動は、次の 3つの環境要素、 (1)生活

環境、 (2)生活構造、 (3)生活意識と棺互に影響しあい、広義の消費者行動として (4)

消費行動、 5) 使用行動、 6) 購買行動、 7) 質物行動の 4つのレベルとに分類する

ことができる [1心。

( 1 )生活環境

生活主体としての家族や家計の行動に対して、生活構造や生活意職を経由して潤

接的な影響を及ぼす外的な環境要因群である。具体的には人口動態、経済動向、政

治情勢、社会的風潮、社会制度、技術動向などのマクロ的要因が含まれている。例

えば、景気や雇用状況といった経済動向は生活主体の所得箇に、また、社会的風潮

などは意識簡に影饗を与えられる。
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( 2 )生活構造

生活主体の構造的側面として生活資源の量や内容を規定し、生活行動を条件付け、

制約する要国群のことである D 具体的には世帯収入、家族構成、居住形態、資産の

保有パターンなどが挙げられる。この内、世帯収入などはフロー的要因であるが、

資産の保有パターンなどは過去の生活行動(ここでは所得配分)の結果として形成

されたストック的要因である。

( 3 )生活意識

生活主体の価値意識的側面として、生活構造と相互作用しつつ、生活行動を方向

付ける要鴎群である。具体的には、価値意識、生活信条、生活目標、生活設計、帰

属意識、動機、パーソナリティなどが挙げられる。

図 2. 2で双方向の矢印で示されているように、各要因問および行動レベル間に

は相互作用があると考えられる。例えば、生活意識が、生活構造を方向付けていく

だけでなく、生活意識それ自体も、生活構造によって条件付けられる(生活設計や

生活目標によって、家族構成や居住形態は異なり、反対に世帯収入によって生活設

計ーも変わる)。

( 4 )生活行動

生活構造と生活意識から直接的影響を受け、また、生活環境から間接的影響を受

けつつ、生活主体が行なう行動のことである。具体的には時間、所得、空間などの

生活資源、の配分行動として捉えられる。また、生活資源、配分としての生活行動は、

生活構造と生活意識によって制約され方向付けられ、コントローノレされるが、中・

長期的には、それらを修正していくものと考えられる。そして、購買行動や使用行

動の結果も消費行動、吏には生活行動へとフィードバックされていくのである。

このように、消費行動を単に所得配分・支出配分として銀定的に捉えるのではな

く、生活資源、の配分の枠組みの中で位置づけると、その体系が態解できる。

( 5 )消費・使用行動

生活行動の中でも、経済的資源としての所得配分に関わる行動を指す。 具体的

には、消費と貯蓄の選択、費目別支出配分などを内容とし、時間配分や空間配分と

の相互作用の中で実行される。消費者行動は製品やサーどスを購賞するだけではな

く、それらを消費(使用)して、最後に処分・廃棄して完了する。

このような製品・サービスの購買後における消費・使用方法の決定、保管・廃棄・

リサイクルの決定などの部分を指して「使用行動(処分行動)Jと呼ぶ。例えば、製

品の使用場面や使用方法は、製品開発や製品改良との関連で重要な分析視点であり、

また、処分や廃棄、あるいはリサイクノレについても環境問題意識との関連で分析の

重要性は高まってきている。

( 6 )購買行動(製品やサービスの選択と調達)
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消費者行動の中でも、具体的な形での製品、サービスの入手・調達に関わるレベル

を指して、「縞買行動Jと呼ぶ。狭義には製品カテゴリーの選択、ブランドの選択、

購入量・鱒入綴度の選択などが含まれ、広義には次に述べる質物行動も含めて考え

る必要がある。

購買行動の内、買物の場所の選択、 j古舗の選択を内容とする部分を指して「質物

行動j と呼ぶ。質物行動には、実際にj苫舗にまで出向く地理的・空間的な行動とし

ての買物出向だけではなく、無j吉舗販売(ネットを含む通信販売など)を利用した

ホームショッピングなども含まれる。

買物行動は銀座や新宿・渋谷といった商業集積空間、あるいは三越や伊勢丹とい

った居舗聞で行なわれる府舗間買物行動と、特定のj苫舗内での売り場開や売り場内

で行なわれる底部i内質物行動に分類される。このような「どこへ買物に行くかj あ

るいは fどこまで質物に行くかj に着潤した買物行動分析レベルは、特に小売業の

立場からは有用である。例えば、 j苫舗間買物行動分析に関しては立地や商閤問題へ

の適用が、また、庖舘内買物行動の分析では、売場レイアウトや商品陳列・品揃え

などj苫頭マ}ケティングへの展開が有用となる。

2.2.2. 消費者行動分析の研究アプローチ

支出配分としての消費行動は、生活様式や消費様式をベースとして規定されると

考えられる。このような消費行動を分析する視点として(1 )ライフサイクル(ラ

イフステージ) (2) ライフスタイル(3 )ライブコースという 3つのアプローチ

について整理しておくことにする[リロこれら 3つのアプローチは生活主体として

の家族(場合によっては個人)の生活構造上ないしは生活意識上の特徴に着目し、そ

の集約的指標と消費行動とを関連づけて分析するための視点である。

( 1 )ライフサイクル・アプローチ(ライフステージ)

一般に「ライフサイクノレJ (Li fe cycle) とは、生物の一生に見られる個体の発

生から消滅に至る循環のことで、 「生命周期Jとも訳される。人間のライフサイク

ルも、出生一成長一成熟一老衰…死亡といった規則的な推移を辿るが、これを家族

の生活周期として捉え直したものが f家族ライフサイクルJ(Family life cycle) 

の概念、である。すなわち家族それ自体は集団であって、生命を持たないが、夫婦の

結婚によって成立し、子どもの誕生によって構成員を増やしている。

またこどもが成長して独立した後、やがて夫婦の一方が死亡することで家族とい

う集団は消滅して行く。このような家族の形成一発展ー衰退一消滅という規則的周

期に着居し、各段階における生活行動や消費行動を分析対象とするのが、ライフサ

イクノレ・アプローチである。

ライフサイクル上での典製的な段階設定(これを「ライフステージJと呼ぶ)を
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示したものである。基本は「独身段階Jから「新婚段階J、 f満杯の巣段階J (フ

ノレネスト fullnest)、 「変の巣段階J (エンプテイ・ネスト emptynest) を経て、

f高齢単身段階Jにいたる単線的な流れが想定されている。

また、ある段階と次の段階とを画する出来事は「ライフイベント J(1 i fe event) 

と呼ばれる。例えば、 「新婚段階Jと「満杯の巣段階j を画する出来事は第一子の

誕生である。家族は様々なライフイベントを経験しながら、次の段階へと移行して

いく。そして、各ステージによって、家族構成や家計収入などの生活構造は大きく

異なり、その結果、消費の特徴も大きく具なってくる。

ライフサイクノレ・アプローチでは、人々は皆、同じような形でライフサイクル上

の段階(ライフステージ)を経験し、また各段階は間質的であるという前提が霞か

れていた。

しかし、当然、街じ段階にいる家族でも価値意識は異なる。また、非結婚化や晩

婚化、あるいは未婚の一人親の増加などにより、そもそも家族ライフサイクノレが「結

婚」から始まるという前提も大きく揺らいできている。こうした中、消費者の価値

意識の違いに着目したライフスタイル・アプローチの重要性が増してきた D また、

単線型のライフサイクルを想定するアプローチの妥当性や有効性が疑問視される

中から、後で紹介するライフコース・アプローチが議場する [2J。

( 2 )ライフスタイノレ・アプローチ

「ライフスタイルJ(Life style)という言楽自体は、マーケティングや広告の実

務で古くから多用され、すでに日常語化している用語であろう。このライフスタイ

ノレの概念は、古くは社会学者のウェーパーを起源としており、特定の社会階層内部

で共通化される財の消費や価値観、生活態度に関する複合的なパターン(特定の生

活様式で表現される財の消費原則)として捉えてきたといわれている (1)。またライ

フスタイノレを f生活空間、生活時間、そして価値観のすべてを匂括した、その人の

生活様式、生活スタイルJと定義し、ほぼ「生活様式j に近い概念として捉えるこ

とができる。

このようにライフスタイルとは、人々の生活の仕方、その人の価値意識を反映し、

具体的には、そのお金の使い方、選択する殿やサービス、行動の組み合わせの型(パ

ターン)として捉えられる概念である。また、ウィノレキーは、ライフスタイノレ研究

の歴史を整理し、その源流にモチベーション・リサーチやパーソナリティ研究から

発展した fサイコグラフィックスJ(Psychographics)を位置づけている [113Jo

ここでサイコグラフィックスとは、 f消費者を心理的次元上に位置づける定量的

調査技法Jの総称であるが、その調査手法方は、初期のAIOアプローチに始まり、

その後は、消費者の下位意識に注目してライフスタイルを類型化する試みへと発展

している。次にコンセプト際発やコンセプト構造分析などに、良く活用される、ラ
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イフスタイル分析の代表的手法の 3つの調査・分析アプローチを紹介しておく。

①AIOアプローチ[114]

ウェルズらによって提唱された初期の代表的な分析手法である。ジフが提案した

サイコグラフィックスの具体約手法としても位置づけられている。ここで、 AIOと

は、 Activities、 Interests、 Opinionsの頭文字で、 『活動 (A) :どのようなこ

と(仕事、趣味、娯楽など)に時間を使っているか~ w関心 (1) :どのようなこ

と(ファッション、食事など)に興味・関心を持っているのか~ w意見 (0) :政

治、社会問題など、様々な出来事を向感じているか』という 3つの側面(+デモグ

ラフック特性)について質問することで、生活全般に関するライブスタイノレ、ある

いは特定の生活領域や製品カテゴリーに関するライフスタイノレを測定しようとす

るものである [85]。

②V A L S (Value and Lifestyle)アプローチ [6J

スタンフォード大学の研究センターで開発されたライフスタイル類型で、その理

論的ベ}スはマズローの『欲求階層理論』やリースマンの『性格類型論』などにあ

り、価値やライフスタイノレ、消費行動に関する約 800間の質問項目を用いて、 9

つの価値類型が抽出されている。兵体的には、@生存者型(生きていければ、ょい

と思っている人々)、@受難者型(社会の底辺にいるものの上昇志向は強いが未だに

成功していない人々)、@帰属者型(伝統を重んじ保守志向の強い人々)、④競争者

型(上昇志向は強いが未だに成功していない人々に@達成者(すでに体制を作り上

げ、その頂点にいる人々)、①自分は自分型(外向きよりも自分の内部への志向性が

強い人々)、⑧試行者型(し、ろいろなことへの挑戦志向が強い人々)、⑥社会意識

型(内部志向だけでなく社会的な出来事へも穣値的に参加する人々)、①統合型(内

外共にバランスのとれた人々)の 9つの類型である(これらの内、@と⑥は欲求追随

型群、。~⑤は外部志向群、①--(fi)内部志向群、①は統合群という 4つのグループ

に大別される) [57Jo 

③ LOVアプローチ [6J

VALSに対抗する形でミシガン大学調査研究センターが開発した手法で、 AIOアプ

ローチやVALSと比較して、きわめて単純な調査によって対象者の価値意識を機定す

る点に特徴がある。具体的には f帰属意識J r人生の楽しみや喜びJ r他人との混

かい関係J r充足感J r他人からの尊敬J r輿議J r達成感J r安心感J r自尊心」

という 9つの価値意識項目を被験者に提示し、自分にとって最も重要な価値を 2つ

選択、 9つの儲値項目の相対的な順位づけ、価値意識項目ごとの 9設階評定評価に

よって知識を測定する。

( 3 )ライフコース・アプロ}チ [2]

ここでいう「ライフコース J (Life course)とは文字通り「人生の筋道・軌跡j
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のことであり、 「個人が一生の聞に辿る筋道(人生行路)Jを指す概念、のことであ

る。元来、家族社会学の分野において、従来の fライフサイクノレJ概念、に変わるも

のとして、 1970年代に霊長場ーした分析アプローチであるが、近年では、個人の行

き方の選択と社会変動とを結びつける分析視点として独自のスタンスである。

人は一生の関に就学、就業、結婚、出産、といったライフイベント(人生上の出

来事)を経験し、そこでの選択に伴って、様々な社会的な役割を獲得していく。例

えば、結婚に伴って夫ないし妻の役割、出産に伴って父親ないし母親の役割を獲得

している。こうしたライフイベントの継起や役割の配列を、そのタイミングや間隔

に注目しながら分析していくところに、このアプローチの特徴がある。

先に取り上げたライフサイクノレ・アプローチでは最頻値として現れるそーダ

ル・コース(典型的なコース)を念頭に置き、人は殺でも、独身、新婚、子育て(満

杯の巣)、子育て開放(空の巣)、高齢単身、という段階を踏んでいくことを想定

していた。このため典型的でない家族(例えば、子供のいない夫婦、日~ÍÉ婚、再婚の

夫婦など)をモデルの中に取り込んで分析することは困難であった。また現実の社

会に自を向ければ、単に離婚・再婚の増加にとどまらず長寿化によって「空の巣j

期間や「お一人様の老後j の期聞は伸び、晩婚化や晩産化で結婚・出産のタイミン

グは遅れ、さらには生涯未婚者や子供を持たない夫婦が増加するなど、家族のライ

フサイクノレは急速に複線化・多様化してきている。

その結果、もはや従来型のライフサイクル・アプローチでは、現実に十分対-応で

きなくなってきている。この点で、まずは家族の中での個人の生き方(人生)に着

罰するライフコース・アプローチは、先述した「家族の個人化j が進む現代社会に

適した分析視点ではなし、かと考えられる。また f生き方の選択j が可能となり、選

択したライフコースによって生活上の大きな違いが生まれる今目的状況において

は、必要不可欠な分析アプローチ視点であると考える。

2. 2. 3. 消費者調査手法における先行研究

研究の現状を的確且つ体系的に把握するために、その歴史的な発展経過を見て

いくことにする。

(1) 1950年代の研究と課題

第二次大戦後のこの時英語、いち早く大衆消費社会に突入した米国では、マーケ

ティング実務上の要請を受け、様々な領域の建論や知見、方法論を援用しながら

直接的に消費者行動を研究する試みが感んになった。中でも、一番もてはやされ

たのが、消費者を購買へと駆り立てる動機付けの心理的メカニズムを解明しよう

とするもので、「人はなぜそのモノを買うのかJfどうすれば買物意欲を剃激でき

るのかJ といった素朴な問いかけに対して、精神分析学の概念や手法を用いて解
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明しようとするものであった。後述する鯖寅者(ショッパー)分析に関連するた

め、少し詳しく概念的な整理をしておくことにする。

一般的に、 f動機づけJ(Moti vation) とは、人を行動へと駆り立て、その行動

を方向付け、維持する心理的なメカニズムを指し、「動機J(Mot i ve) とは、その

ようなメカニズムの中で、特定の行動を駆動し方向付け維持する内的な要因や状

態を指す概念である D このような動機づけのプロセスを図示したものが、図 2.

3である [108J。図中左側にイ立遣する未充足なニーズによって緊張状態が生じ、そ

れが引き金となってニーズの充足や緊張状態の緩和に繋がる行動が生起する。そ

の際、行部Jの駆動力となる内的状態を動機ないし動因 (Drive) と呼ぶ。

一方、行動を生起させる外的要因は、目標 (Goal) ないし誘鴎 (Incentive) と

呼ばれ、前者は望ましい理想状態のことであり、後者はニーズを充足する能力を

持った対象のことを指します(購買行動においては、製品やサーピスが誘因に当た

る)。そして、動機や動闘によって、目標の達成や誘因の獲得に繋がる行動が駆動

され、その結果、ニーズの充足と緊張状態の低減(解消)がもたらされるのである。

学習(経験)

認知〈期待)

緊張低減

図 2. 3 動機づけプロセスの概念モデル[108J

ここで、「ニーズJCNeeds:欲求)とは、行動を発現させる生理的な未充足状態

(あるいは不均衡状態)のことである。ニーズには、一次約(生理的)なものとこ

次的(心理的・社会的)なものがあり、前者は、生命を維持するために生理的に不

可欠で生得的なニーズ(渇き・空腹・性・陵眠・苦痛回避など)、後者は、後天的

な学習によって獲得された真理的・社会的なニーズ(達成・神話・依存・攻撃など)

のことである。特に後者の社会的ニーズに関しては、マレ」による詳細分類があ

り、中でも、獲得(モノを所有する)、遊び(リラックスする)、自己顕示(他者の
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注意を引く)などのニーズは、消費者行動を考える上でも示唆的である。

またよく知られているように、マズローの欲求階層理論 [5Jでは、ニーズには、

①生理的ニーズ②安全のニーズ、③所属と愛情のニーズ、④自尊のニーズ、⑤自

己実現のニーズ、という順序での階層構造があり、低次のニーズが満たされると

高次のニ}ズに移行して行動に影響すると考えられており(後に、知識ニーズや美

のニーズが追加されている)。また、この侍期には心理学だけではなく、社会学(社

会階層、準拠集団、対人的影響などの理論)や社会心理学(認知不協和理論など)に

依拠した研究や、消費者態度指数の開発代表される経済心理学などが、消費者行

動研究の領域でも積極的に援用されてきた [107J。

すなわち、消費者の購興行動にかかわる心理的要閣の中でも、特に、潜在的欲

求(建前ではなく本音)に着目し、 fなぜjの部分に光を当てたことから、別名 rWhy

researchJ とも呼ばれている。また、その目的からフロイト流の精神分析学に基

盤を置き、潜在意識や無意識の世界に潜む一見、非合理的な動機や情動的な動機

を積纏的に扱った点も、この研究の特徴と言える。

例えば、モチベーション・リサーチでは、意識を①意識、②前意識または潜復意

識や③無意識の 3つに区分し、質的調査技法を駆使して、②潜在意識や③無意識

に根ざす購買行動を探り出そうとしている。これらモチベーション・リサーチは、

消費者の潜在的欲求を探り出すため、あるいは製品やサーピスのシンボリックな

意味合いを映し出すために質的な調査技法が多用されている。

ここでいう「質的(定性的)調査技法Jとは、消費者の深層にある考えや感情、あ

るいは様々な刺激に対する反応を引き出すために用いられる構造化されていない

調査技法のことで、具体的には、次のような技法が開発された白

①深層面接法:ある事・柄についての深層心理を探り出すために行われる個別面接

技法

②連想、法:刺激語を与え、それに対する本能後を調べる方法

③文書完成法:課題として文書を提示し、その欠けている箇所を補わせる方法

④絵画統覚テスト (TAT: Thematic Apperception Test) ある状況を描いた絵を見

せて物語を語らせる方法

⑤略画法:人物の会話場面などを見せて、噴出しの中に言葉を記入させる方法(TAT

の街路版)

これらのうち③~⑤は投影法 (Projective Technique)と呼ばれる方法である。

投影法は、ややもすると抑圧されて回答としては表面化されにくい実験協力者自

身の観念や感情を、間接的な形で、あるいは、他者のものとして回答の中に投影

(Project)する調査技法のことである。これによって fタテマエJの回答ではな

く消費者の fホンネj を探りだせると考えられている。また、通常これらの技法
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は少数の被験者に対して精神分析学や臨床心理学の専門化が十分な時間を掛けて

面接し、事例の詳細な記録と観察を行う形で実施される。その点で、多数を対象

とした定量調査とは大きく異なるものであった。

最近では、「コンシューマー・インサイト jなどと呼ばれ、潜在意識や深層心理

への関心が深まる中で、脳科学研究などとも結びついたザノレトマンの ZMET(ザノレ

トマン・メタファ表出法)などに代表される新たな手法に、その恩想、や手法は受

け継がれている [114][59J。ここでのザルツマンの主張は、これまでのマーケティ

ング調資に関する 6つの潤違った考え方を指摘している [114J。

①消費者の思考プロセスは、筋が通っており合理的且つ線形で、ある。

②消費者は、自らの思考プロセスと行動を容易に説明できる。

③消費者の心、脳、体、これを取り巻く文化や社会は個々に調査可能である。

④消費者の記憶には、彼ら彼女らの経験が正確に現れる。

⑤消費者は、言語で考える。

⑤企業から消費者にメッセージを送りさえすれば思うままに解釈してくれる。

そして、このような伺違った使用理論がまかり通ってしまった結果、「爾査の 8

0%以上は、新たな可能性を試したり発展させたりするものではなく、主に既に

ある結論を強化する為に使われているJ とも指摘している。つまり、従来の定量

的技法では、意識領域における合理的動機しか解明できないとし、非合理的な動

機や情動的な動機の解明に取り組んでいる。

( 2 )消費者行動研究創世記 (1960年代)の研究と課題

異なる学問的背景を持った研究者が消費者行動研究の領域に数多く参入し、多

方面での研究が一気に進展したのがこの時代である。まず、 50年代から続く研究

の流れとして翼い物日記指揮のパネル調査データを用いたブランド・ロイヤルテ

ィ研究が蟻んになり、やがてそれは OR(オベレーションズ・リサーチ)や経営

科学の研究者たちを巻き込む形で、確率型ブランド選択モデ、ノレの構築へと発展し

ていった。これら一連の研究は、ある意味で、消費者の潜在意識を扱ったモチベ

ーション・リサーチ研究の反動もあり、分析対象を観察可能な行動の側面に限定

し、客観的で科学的な研究を行なおうとした点に特徴がある。また、それらの多

くは消費者の行動を刺激と、それに対する反応によって捉えようとした点で、刺

激一反応 (S-R)アプローチと呼ばれる研究の流れを形成した。

そして 60年代後半、態度などの媒介変数を組み込んだ消費者行動の包括的概念

モデルとして、ハワード=シェス・モデルなどが構築された [90]。

( 3 )消費者行動研究の滋養期(1970---90年代の研究)

1970年代にはいると、それまでの「料激 (stimulus)一反応 (response)J(S--R) 

アプローチから「消費者情報処理J(S-O (organism)ーにここで示す 0は生体
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organismを表し、刺激を受けて反応する消費者自身の内的なメカニズムを指して

いる)アプローチへとパラダイム変換が起こった。ここでいう消費者情報処理ア

プローチ(消費者情報処理理論)とは、認知心理学などの影響を受ける形で形成

された消費者行動の新たな分析の枠組みのことである。消費者が自ら進んで情報

を探索・取得・処理して行く内的なプロセスに焦点を当てた研究のことである。

本来 S-Rアプロ}チは、観察可能な顕示的行動のみに分析対象を限定し、内的

プロセスは対象としないと言う点で、一種のブラックボックスモデルを前提にし

ていた [6J。これとは一線を画すように消費者の情報探索行動や選択行動を起こす

内的なプロセスに関する研究、あるいは広告情報処理に関する研究などが行なわ

れた(図 2. 4)。具体的には、刺激と反応を結ぶ媒介変数としての「態度j が注

目されるようになった。ここでいう態度とは、ある対象に対して個人が持つ心理

的な構えのことである。

i銀融陸型モ舟(S-R7プロ→) I 

に今
〈務費者〕

フイ目下、)"，，'9ク

I@構造明示型モデル(S-O-Rアプローチ〉

笠置さ

己
〈務費者〉

ワィーr')~"9~

図 2. 4 ブランド選択モデノレの構造対比 [7]

従来、態度は好意約一非好意的といった単一次元で捉えられていた。それが、

製品やブランドに対する消費者の態度を、多元的に説明する多属性態度モデノレが

発表されることで見直されるようになった。この多属性態度モデルは、フィッシ

ユノ〈インとエイゼンが提案したものである。それは、製品やサービスは、消費者

の複数のニーズに対応し、それらを満たすために複数の属性(多属性)を保有して

いる。例えば、討す磨きであれば、味や香り、成分、デザイン、価格などが属性に
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当たる。そして、このような多属性に対する態度という視点から、全体的態度を

多元的に説明するモデルとして提示された。

このモデルは、動機づけのメカニズムを説明する理論である「期待一価値Jモ

デノレ(個人のある行動の傾向性は、その行動がある結果をもたらす期待の強さと、

その結果の価値によって決まるとするモデ、ノレ)をベースに、それを多属性な対象に

対する態度構造に当てはめたものである。すなわち、このモデノレでは、ある対象

に対する個人の態度は、ある属性を当該対象が有すると，思う倒人の場待と、その

鵜性の価値との積を、すべての属性について計算し、合計した総和によって決ま

ると考えられた。これを計算式で表せば、次のようになる [6J。

n 

Ao= ~ biai 

Ao :ある対象 u(製品やブランド)に対する態度(全体的評価)

bi :対象 Oが属性 iを備えている確度(期待値に対する充足度)

al :属性 iに対する思い、記憶や評価

n :属性の総数(全体的評価)

したがって、あるブランドに対する消費者の態度を変化させたいのであれば、

①ある製品属性への期待、思いに対する充足度を改善する、②ある製品属性に関

する思いや記憶を改善する、③全く新しい製品属性を付与する、という施策がこ

の式からわかる。

2.2.4. 行動観察調査分析手法の先行研究 [51J

2.2.4-1. エスノグラフィ的アプローチ

ここでは、エスノグラフィとは侭かを鏑単に解説しておく。フェッターマンに

よれば、エスノグラフィの定義は以下のようになる(10)。エスノグラフィとはあ

る集団の文化を記述する作法であり、(中略)その記述は遠く離れた土地の小さな

部族社会についてのこともあれば、中流階級のクラス郊外の教室についてである

こともある。その仕事は、問題を明らかにするに房和紙人々にインタビューし、

関連する文獄や記録をあさり、ある人の意見を他の人の意見と突合せながら、そ

の信頼性を確認し、特定個人の関心と集団全体との問をつなぐ道筋を探し、(中略)

その問題に関心のある人々のために言葉にしていく。

エスノグラフィック調査は、主に消費者の無意識の行動を直接観察することで、

隠されたニーズを発掘し、新たな可議性を見出そうとするアプローチだが、消費

者の本心については、行動を観察するだけでは分からず、推測するしかないと考

えられている。そこで、投影法やコラージュ法、物語法、など潜在ニーズを深く
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掘り下げる効果的なインタピュ一手法と組み合わせるべきであろう。これらを組

み合わせたのが、先のジェラルド・ザノレツマンらによって体系化された fZME

T J (Zaltman Metaphor Elicitation Technique)法である。 ZMET法には神経

科学や心理学、現語学の研究成果に基づく原則が背景には流れている [114]

①思考や感情、学習の大部分は、無意識に起こる。

②メンタノレ・モデルがどのような刺激や情報を選考し、どのように判断するかを

決める。

③思考は、言葉ではなくイメージに基づいている。

④コミュニケーションの多くは、非言語による。

⑤意思決定には、意識的な判断の前に感情が先行する。

⑥メタファは思考の中心である。

⑦人間は身体を通じて、物事の見方を獲得する。

これらの原則を踏まえた ZMET法には次のような特徴がある。

①実験協力者が用意したビジュアノレ素材を用いて、イメージやメタファを駆使す

るインタビュー手法を通じて言語化が難しい思考や感情を引き出せる。

② 1つのトピックスについて 120分を使い、深く掘り下げられる。

③潜在ニーズを捉える為に、複数のインタジュー手法を組み合わせ、様々な切り

口からアプローチする。標準的には 7つのステップが使用される。

④実験協カ者に共通する思考や感情のつながりやパターンを把握する。人潤が何

を知覚し、どのように評価しているのかという、人間の認、知構造を明らかにする

質万手法であるラダーリング法を用いて、概念自体だけでなく、個々の概念聞の

関係を始出し、胸中のメンタノレ・マップを作成することが出来る。

⑤意思決定の土台になっているディープ・メタファ(無意識レベルの認知の枠組

み)を特定し、当該製品や当該サービスについて、ユーザが無意識下でどのように

感じ、どのような意味を見出しているかを明らかにする(11)。

より機能的に言えば、エスノグラフィは fフィールドワーク J と「解釈j の2

つの手続きにより成り立つ。ここでフィールドワークとは、ある探索領域(フィ

ールド)における人と人の行動、もしくは人とその社会及び人工物との関係、を、

人間の営みの文脈をなるべく壊さないように探索する手法を指し、解釈はフィー

ルドワークで収集したデータに意味を付与し、理解を深める家庭を示す。従来の

エスノグラフィは伝統的な人類学におけるフィールドワーク期聞は中根千枚によ

れば、異文化社会におけるフィールドワーク期間は最低でも 2年間が必要とされ

ているが、それほどではないにせよ、長期間のフィーノレドワークが必要とされる。

一方ビジネス上の実用性を考慮すれば、実施に要する期聞は解釈の過程を含めて

も、長くとも数ヶ月程度に収める必要がある [46Jo
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2.2.4-2.ベルソナ分析的アプローチ

(1)ベノレソナ分析アプローチの概要とその特徴

エスノグラブイツク鵠査で収集したデータを統合する手法の一つに fベノレソナ

法」がある。ペノレソナとは、クーパーインタラクションのアラン・クーパーがデ

ジタノレ製品の設計ツーノレとして考案したもので、新しい製品やサービスの開発、

マーケティング・コミュニケーションなど、実務界では幅広い領域で活用されてい

る。様々なニーズを同時に満たそうとすると、結局のところ誰にとっても使いに

くいものになってしまう。そこで対象顧客をユーザという!慶昧な存在ではなく、

ひとりの仮想人物として具体化し、この仮想人物にふさわしいカスタマイゼーシ

ョンを表現するというのが、そもそもの出発点である。

この手法を使うことで、次のようなメリットが得られる。

①プロジェクトのプロセスすべてにおいて、常にひとりの人物を想定して作業を

進めるため、関係者全員が f誰のために開発しているのかJを共有し、一貫性のあ

る顧客経験を考案・検討できる。

②調査データの解釈や結論が人によって、様々になるという事態を回避できる。

③プロジェクトを進めていく過程で様々な意思決定に迫られるが、個々の状況に

おいて、 fそのペルソナは何を求めているかJ という大前提の下、共通のイメー

ジを引き出し、共有化できる。

④プロジェクトの初期段階では、プロジェクトの今後を左右する難しい判断に直

面するが、ペノレソナによって、これがスムーズになり、その結果として後肯定が

効率化し、日寺間やコストを圧縮できる。

⑤つぶさに生活者の行動観察を行ない、その後のデプスインタビューでベルソナ

的にまとめ挙げ、その行動の背景となる心理的要因(メタファ)を深く理解し、

読み解くことが可能となり、心理的共感性の高いキーワードを発見する手助けに

なる。

(2)ペルソナ調査手法の特徴

①多様なメンバーによるチーム構成:従来エスノグラフィが人類学、社会学、心

理学な分野からの複合的アプローチを是としている。

②例外的ユーザを対象としたフィールドワーク

③ストーリー・テイリングによる即興的な解釈の場作り

④新たなビジネス機会を示す解釈の表現。

(3)ベルソナ開発の手順

標準的なベノレソナは、まず 5-10人程度の消費者への観察とインタビューに

よって収集したデータから、共通するニーズ、や行動パターンを抽出し、ひとりの

仮想人物を作り出す。次に子の人物の顔と名前、属性、ゴール、台詞、物語とい
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った要素に付いて一枚のシートにまとめ作成する。ペノレソナの場合、これらユー

ザ・ゴーノレに到達する間の一連の状況をシナリオ法で物語のように組み上げてい

く。これは物語をJ!撰序に従って分解し、それぞれの場面でもとめられている欲求

事・項を抽出、洗い出しをし定義していくのである。

ベノレソナの最大の特徴は、対象セグメントをひとりの人物として理解すること

で、ユーザ・ゴーノレを具体的に定義できることである。通常、それは次の 3つに

集約することが出来る。

①エンド・ゴーノレ

ユーザが何らかのジョブを処理することで、具体的に得たい結果を表す。

②エクスベヲエンス・ゴール

一連の体験によって得たい情緒的傾伎を表す。

②ライフ・ゴーノレ

行動のそチベーションになっている基本的な欲求を表すc

ペノレソナの場合、これらユーザ・ゴールに到達するまでの一連の状況を架空の

物語として揃き出すが、その際、シナリオ法を利用する。これは、物語をJl関序に

従って分解し、それぞれの場面で求められている要件を洗い出し定義する。また

ベノレソナを使ってコンセプトを開発する場合、ユーザ・ゴールに焦点を当てたブ

レーンストーミングを行うことによって多種多様なアイデアを出し合いこれらを

ベルソナの視点から評価し、一つのコンセプトにまとめあげていくのが効率的で

ある。ライバノレがまだ気がついていないインサイトをエスノグラフィック調査に

よって見出し、ベルソナを用いて一連のユーザ・ゴーノレとして定義することで、

イノベーションが生まれてくる確率は高まるであろう白

2.2.4-3.人間行動学的アプロ}チ

ドナルド・ノーマンは「アフオーダンスJ という言葉をデザインと人間の適合

性の説明に使ったことで有名である。ある動作がしやすい形をデザインに付加し

てやると、自然にユーザの動作が誘導され、ひいては使いやすいデザインができ

るというのがアフォーダンス'の意図するところである (4)。

ドナノレド・ノーマンの言う fシグニファイア」は、何かをしても良いという認

識可能なサインである。例えば、出っ張った取っ手があれば自然にドアをこちら

側に引こうとするし、取っ手がなければ、ドアを向こう側に押そうとするという

レベルのものから(その意味では以前からアフオーダンスとシグニファイアは問

義語であるのだが)、横断歩道や手紙の封印などは、物理的に動作をしやすくする

以上に社会的制度・ルールや道義的規範の意味を視覚的に伝える役割を果たして

いるとしている。もともとアフオーダンスとは生物が生きていくうえで、生命の
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危険を左右するものなのかどうかを判断するものという意味で、心理学者のギブ

ソンが提唱した概念だが、それを人間にとっての意味にまで広げて混乱したとい

う経緯があり、その意味では以前からアフオーダンスと呼んでいるものはシグ、ニ

ファイア (signifier)と区別して提唱されている(針。

2.2.4-4. 深層心理を探るインタビュー手法

(1)セルフ・ドキュメンタリ一

一般的に、「アメリカ前衛映商のゴッドファーザーjと呼ばれるリトアニア人狭

画作家ジュナス・メカスによるニッキ映画や物語映画 (narrativefilm)がセル

フ・ドキュメンタリーの始まりといわれているが、自分のありのままの姿やその

身辺を撮影することである。実験協力者にセルフ・ドキュメンタリーを製作させ、

これらについてから足せたり、観察者がセルフ・ドキュメンタリーから実験協力

者の態度や動作といった非言語情報を収集したりする。

(2)投影法

そもそも心理検査として始まったもので、正誤や優劣の判断が難しい、課題(あ

いまいな刺激)を与え、その結果から実験協力者の感情や欲求、連想、その過程に

ついて分析する調査手法である。 rローノレシャツハ・テスト jが有名で、そのほか、

実験協力者に絵画や日常生活のー;場面を見せて語らせたり、米完成の文意を実験

協力者の連想、によって完成させたり、絵や物語を書かせたりする手法がある。

(3)コラージュ法

うまく言語化できない欲求や感情、更には、ブランドへの思いや連想、などを引き

出す為に、実験協力者に写真や絵などのビジュアノレ素材を与え、(あるいは切り抜

きさせる)何らかのテーマを表現するコラージュを作成させ、それについて語らせ

る手法である。

(4)カード・ソーティング法

定性調査手法の一つで、実験協力者に概念やキーワード、文書などを記したカ

ードを渡して、実験協力者自身が考える基準に従って、カードを分類させること

で、そのメンタノレ・モデノレをあぶりだそうとする手法である。

(5)ライブ・ヒストリー

実験協力者が語ったり記述したりした過去の人生記憧や思い出を分析すること

で、実験協力者のメンタノレ・モデル、その形成に影響を及ぼした出来事、実験協力

者が属する文化との関連を理解する為の調査手法である。

2.3. 購買行動分析に関する先行研究

1950年代の米国では、思に見えない購買動機への関心が高まる一方で、目に克
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える行動(顕示的行動)としてのブランド選択を、実際のデータに基づいて分析

しようとする動きが出ていた [83]0パネノレ調査とは、パネラーとして、調査に継

続して参加する消費者(世常) に対して、買い物日記を付けることを依頼し、購

買データ(いつ、どこで、何を買ったか) を系統的立つ継続的に収集するための

仕組みである。この異物日記データを製品カテゴリー別に購買履歴データとして

加工すればブランド選択に関する様々な分析が可能になる D

では、 j苫鋪選択の分析も可能になっている [50]。

購買動機の探求が購寅行動の「なぜJを明らかにしようとするものであれば、

購買行動の「何をj 問題とするものが購寅行動分析である。すなわち、何が購買

されたのかを記述し、イ可が購賀されるのかを予鴻しようとするものである。具体

的には、買い物日記パネノレから得・られる購買履歴データを用いたブランド・ロイ

ヤルティ分析、様々なタイプのブランド選択モデルまである。

アサエノレは商品の識別をブランド聞の知覚差と捉え、その荷品対する関心・関

与度の高低によって消費者の購買行動を 4つに類型化している(図 2. 5) [85]。

もちろん加工の仕方

製品関与・購買関与の程度

〕(し一一一 低高

バラエティ・シーキング型
(variety seeking) 

情報処理型
(com pJex decision-making) 大

慣性型
(inertia) 

不協和解消型
4、1I(dissona~c~r~d~~ti;'~n/attribution) 

ブ
ラ
ン
ド
閑
の
知
党
議
典

アサエノレ購買行動類型 [85]

また、ブラウンは、ブランド選択のパターンによって調査世帯を 4つのタイプ

に分類した。同一ブランドばかりを購入する f完全ロイヤノレティ J(非分割)裂、

その対極にある fロイヤノレティなし」型。それらの中間に位置し、 AとBブラン

ドを交互に購入する f分割ロイヤノレテイ j 型、あるいは半々に矯入する f不安定

ロイヤルデイ J型があるロまたカニンガムは同じく購買データを用いた分析で、

ブランド・ロイヤルティの測定尺度として購買集中度(一番多く購入してプラン
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ドの購入割合)を提案している [83J。

例えば、カッシングとダグラステートは、製品関与とプランド・コミットメン

トを互いに独立した次元として捉え、それらを基本軸として消費者をブランド忠

誠者型、常軌的ブランド購買者裂、情報探索者型、ブランド・スイッチャー型の

4つのタイプに分類している(図 2. 6) (9)。
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図 2. 6 製品関与とブランド・コミットメント

一方、ハイテク業界において新製品・新技術を市場に温透させていく際に見ら

れる初期市場からメインストリーム市場への移行を阻害する「深い溝j をマーケ

ティング・コンサルタントのジェフリー・ムーアはキーワードで、ハイテク市場

におけるマーケティング理論である「キャズム (Chasm/深い溝)理論J として注目

された [88J。

製品市場普及学の基確理論として知られるエベレツト・ M"ロジャーズのモデ

ルでは、顧客は「イノベーターJrアーリーアダプターJrアーリーマジョリテイ j

fレイトマジョリテイ JrラガードJの 5つの採用者タイプに区分される。この理

論ではイノベーターとアーリーアダプターを合わせた層に普及した段階(普及率

16%超)で、新技術や新流行は急激に広がっていくとしている。そこで、イノ

ベーターとアーリーアダプターにアピールすることが新製品の普及のポイントで

あるとされてきた [88J。

これに対して、ジェフリー・ムーアは利用者の行動様式に変化を強いるハイテ
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ク製品においては 5つの採用区分の間にクラック(断絶)があると主張した。 そ

の中でも特にアーリーアダプターとアーリーマジョリティの聞には「深く大きな

u孝j があるとし、これをキャズムと呼んだ(図 2. 7) [88J 0 

ハイテク市場のアーリーアダプター(ムーアはその中心人物をピジョナリーと

呼ぶ)が製品を購入しようとするのは"変革の手段“としてであり、競合他社に

先んじて新技術を採用することで差別化することを狙いとしている。彼らは競争

優位を得るために自身でリスクを引き受ける覚悟で新技術を購入するが、企業に

対して過大な要求を突きつける場合もある。

一方アーリーマジョリティ(実利主義者)は“業務効率改善の手段"として製

品を位置づけている。未熱な技術によって自身が試行錯誤を行なうことになる事

態を回避し、同業他社などの使いこなしの事例を参考にしたがる。 しかし、購入

した製品や技術を広く一般標準のように取り扱う場合が多いため、企業にとって

は高い利益が見込める。その為、震要な顧客である。

すなわちキャズム淫論ではア}リ}アダプターとアーリーマジョリティでは要

求が異なっており、キャズムを超えてメインストリーム市場に移行するためには

自社製品の普及段階に応じて、あるいは購買者の特性に応じて庖頭でのマーケテ

イングアプローチを変えていくことが必要なのである D

イノペ一タ
技6針締俗!汚符g手.倍泰者

ーリー・マジヨリティ
τ用主義で協重なノ|

丙お|

ラガーズ
{裂疑的で伝統的

15.0% 

図 2. 7 購買者分布におけるキャムズ概念 [88J
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2.4. ブランド認知とブランドロイヤルティ!こ関連する先行高野究

消費者が「プランドJ として認知する場合、どのように捉え情報処理を行うの

かを理解する為に 2.4.1で消費者の情報処理理論を取り上げる。 2.4.2ではブラン

ドとの結ひ。つきや紳を表すブランドロイヤノレティに関する知見を広げるために、

ブランドとの結びつきや紳について言及しているブランドリレーショナルシップ

を挙げる。また、ブランドとの結びつきを理解するときに製品カテゴリーへの隠

与度とロイヤルティとの混同を避けるために 2.4.3ではブランド関与とコミット

メントとの関係の先行研究を取り上げる。2.4.4ではブランドロイヤルティを高め

るための要素研究として、顧客満足度分析アプローチについての先行研究を挙げ

る。

2.4. 1 フランド認知のための泊費者の情報処理理論

消費者がある製品を認知、識別するためには、蓄積されている事前の商品認知

情報と適合性を磁認、し、それが新規商品であるのか、既存の商品群と間一性、類

似性があるのかという情報処理(類推)をして、その商品を識別している。さら

に新規商品の;場合で必要な商品、関心の高い商品であればその情報を長期記憶に

記銘、保持する情報処理を行っている [7J[47] [50J。

そのような消費者の商品を識別する場合の情報処理プロセスやメカニズムを整

理しておくことは非常に重要であると考えられる。なぜならば、プランド戦略に

おける第一義の目的は、他との差別性、識別性を高めることであり、どのような

メカニズムで消費者は、その商品を識別するのかを知ることにより、より効果的

に識別させる手段や蓄積する方法を見出すことができるからである。

そこで、まず消費者の情報記憶処理のメカニズムを述べ、次に記憶に貯蔵され

る事前知識構造を確認し、最後に認知情報処理のプロセス構造を論じる。

( 1 )消費者情報記憶処理メカニズム

消費者情報処理理論の特徴は、消費者の行動をコンピュータのような情報処理

システムのように捉え、必要な外部情報を探索・収得・解釈・統合・貯蔵するプ

ロセスとして説明するものである。この一連の情報処理において重要なのが製品

やブランドの記憶メカニズムである。一般に、人間の記憶とは、過去の経験を保

持し、後にそれらを何らかの形で再現して利用する心理的機能のことであり、情

報の符号化(記銘)、貯蔵(保持)、検索(想起)という 3つの処理操作からなっ

ている。

このようなメカニズムで処理された記憶には 2つの記憶タイプがある。入力さ

れた情報の一時的貯蔵庫である短期記憶と、様々な処理を経て貯蔵される長期記

憶の二重貯蔵庫モデルとなっている。それを概念モデル化したのが図 2. 8であ

る[7][48J。
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短期記憶

維持リハ{サル
単純な一時保管

綿織化リハーサル
符号(意味づけ・解釈)化
チャンク(情報処理単位〉化

処理母=7土2チャンク

思 2. 8 消費者情報記憶処理メカニズム [7]

この概念モデノレによれば、目や耳といった感覚レジスターを経由して、記憶シ

ステム内部に取り込まれる。この時の保持時間は、視覚情報で、数百ミリ秒以内、

聴覚情報でも数秒以内と言われている [7]。この入力情報の中で特に注意が向けら

れた情報だけが短期記憶へと送られる。したがって、新ブランドなどは、特に注

意喚起で、きる情報を発信しなければならない。次に、一時的な作業領域に保持さ

れた情報は、既存の事前知識を使って符号化(意味づけ)される。このため短期

記憶は作業記憶とも呼ばれる。

そして、その一部が長期記憶へと転送され、内部情報として貯蔵される。また、

貯澱された長期記憶は必要に応じて検索という形で短期記憶に取り出され、入力

情報の符号化に利用される。また、他の情報と統合され意恩決定にも用いられる。

短期記憶では、単純な一時保管を表す維持リハーサルと長期記憶と際連付けて

入力された外部情報を符号化(意味づけ)する精鍛化リハーサノレと呼ばれる 2種

類の処理操作が行われる。短時間で処理するため情報処理単位(チャンク (chunk)) 

は 7土 2チャンク程度だと言われている [3]。

長期記憶では、エピソード記穂、意味記憶、手続き記憶という 3つに区分され

保持される。エピソード記憶は、カレーの味はキャンプの味といった、特定の出
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来事についての記憶である。意味記憶は、歯欝きは虫歯を防ぐものでフッ素が入

っているものがあるといった、概念ないし一般的な知識記憶である D 手続き記憶

は、自動車の運手の仕方といった手続きに践する記憶である。

( 2 )事前知識

消費者の情報処理における記憶形式によって事前知識は宣言的知識と手続き的

知識の 2種類に大別できる。これら事前知識は、消費者の長期記憶(大量の情報

を永続的に貯蔵できる記憶)に貯蔵されている [7J。

1 )宣言的知識:事実、概念、関係についての事前知識であり、これら全ては言

語また ははは Bである j という命題形式で記博されている。先述した、①エピ

ソード的知識②意味的知識の 2種類が含まれる。

2) 手続き的知識:物事の手続きややり方に関する事前知識であり、 iAならば B

である j というプロダクション形式で記憶されている。

そしてこれら体制化された事前知識の認知構造には、以下の 3つの種類がある

[47J。

表 2. 1 事前知識構造の分類 [47]

スクリプト構造 スキーマ構造 階層的認知機造

連続的な陸果関係の連鎖 ある対象を認知する際に 上位レベル、基礎レベ

から体制化された事前知識能動化するフレームワーク ル、下位レベルに階層的

構造。 時系列に記憶されてお として体制化された事前知 に分類化された事前知

り、例えばスーパーマーケッ 識であり、消費者の過去の 識のことであり、上位レ

トでの消費者の買い物行動 経験や直面した具体的な出 ベノレの階層ほど抽象的

も 1つのスクリプト化され 来事:が一般化された知識群 な定義的特性が記憶さ

た事前知識に基づいたもの れている

( 3 )認知処理プロセス構造

新商品を市場に投入する場合、重要なことは、既存の製品群とその新製品を消

費者に識別してもらうこと、他の製品群とは異なるユニークなポジショニングを

獲得することである。

そこで、消費者の情報処理としては、まず、対象商品をどのカテゴリーに付置

するか、新規のカテゴリーとして蓄積するのかの処理が行われる。このように、

蓄積された事前知識とその中へ投入される新製品情報とをマッチングさせる認知

の為の情報処理行動が 3種類ある(図 2. 9) [50]。

これらは、消費者情報処理理論の中で展慌されてきた多属性態度モデルと情報

処理プロセスにベースをおいている。多属性態度モデルは、消費者は商品の属性

(認知的要素)をひとつずつ評価し、その穣和によって購買意思決定を行ってい
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ることを示したもので、対象に対して断片的(ピースミール)に、その構成要素

を分解し、情報処理を促進させようとするものである。これは、消費者の完全な

認知的合理性を仮定したうえでイすべての属性がその情報処理過程に組み込まれ

る対象として考えられている [7][49]。

一方、情報処理プロセスは、人間の脳をコンピュータに例え、広告などの外部

情報が入力され、記憶され、貯蔵されるというプロセスを提唱し、消費者行動の

体系的説明を試みたものである。消費者は製品の特徴をどちらかといえば理性的

に評価し、客観的に晃て最も優れた製品であると認識されたものを購寅する合理

的な存夜として想、定されている [50]。

( 1) 1つ闘が、カテゴリーベースによる認知処理行動で、消費者が事前知識と

して保持している何かしらのスキーマを使って行う、 トップダウン型の情報処理

のことである。したがって カテゴリーベース処理はピースミール処理に比べて

消費者の情報処理が速く、製品属性ではなく製品カテゴリーに関する発言が多く

観察されることを明らかにしている [100]0さらに、これらのことは事前知識が精

激化している消費者ほど顕著である。

(2) 2つ目が、ピースミーノレモードによる認、知処理行動である。その基本は、

Fishbein型の多属性態度モデルで仮定されている断片的な情報処理である。製品

属性を細かく情報処理するボトムアップ型の情報処理(コピースミール処理)で

ある。

( 3 )知識転移処理とは、新しい対象に直面した消費者が、事前知識を有効に利

用することによって、知識獲得、知覚、評価を行う情報処理過程を捉える概念で

ある。知識転移にはカテゴリーベース処理と類推という 2つの情報処理方法があ

る。

これまでは、新製品とスキーマの完全一致または完全不一致しか考えなかった

ところの簡を捉えようとした概念が、適度な不一致概念である。新製品とスキー

マとの適度な不一致は、一致または不一致した場合よりも消費者の興味・関心を

刺激して情報処理を促進させ、認知的精激化の程度を高める。結果としてより好

ましい製品評価の判断を下せることを明らかにしている[49]。

事前知識があまり精激化していない消費者ほど製品評価高くなることを明らか

にしている。その理由としては、事前知識が精激化している消費者ほど階層的認

知構造はリジットに体制化されているため、新商品とスキーマの関で適度な不一

致が生じにくくなっているようである弘行口01]。
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認知情報処理構造における適度な不一致モデルの研究

カテゴリー処理
属性を細かく情報処理するボト
ムアップ型の憤報処瑠ではな〈、
消費者がスキーマとして保持し
ている何かしらの事前情報を
使って、行うトップダウン型の情
報処理

製品属性・機能ではなく製品カ
テゴりーで処理する為処理時間
が短い

{想起利用可能事前知識)

ある対象物を認知する擦に、出し
入れ可龍なように消費者の過去の
経験や確聞した具体的な出来事
が一般体系化されている事前知
識(スキーマ)を利用する.

新規の対象物の属性を細かく情
報操現するボトムアップ型処理

新しい対象に也面した
消費者が、ヰtllfJ知識を
有効に利用することによ
り知識獲持.知覚、評価
を行う情報処理

図 2. 9 製品認知における情報処理構造とその分類 [50J

2.4.2. フランド a リレーションシッブの先行研究

ブランド・リレーションシップとは、消費者が特定ブランドとの閑に抱く心理

的な粋や結ひやっき、，ブランドに対する態度や行動に肯定的な影響を及ぼすものと

定義されるロただし、その把握や測定、実務活動の反映は進んでいないが、概念

規定の研究は進められてきている [4J。

ブランド・リレーションシップに関連する研究を概観すると、その特徴の記述

や整理を起点として理解を深めていくタイプの研究[4]と、その実態を探り、特徴

や形式メカニズムを明らかにしていくタイプの研究がある [87]。

両者を比較すると、前者はブランド・リレーションシップを包括的に捉え、そ

の特徴を具体的に描写できる点で優れている。これに対し、後者は表層的な婆素

を削ぎ落として、本質的部分だけを際立たせようとする。これはプランド・イメ

ージ研究において、その実態を「ブランドという記号に結びついた連想記憶の集

合j と見極めたことによるものと理解される。

これらの研究から、ブランドリレーショナノレシップは大きく 2つに分けられる

と考えている。 lつは、人はあるブランドのイメ}ジと自分のイメージ(自己イ
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メージ)が適合したとき、そのブランドを選好するという「適合従アプローチJ

である。適合性アプローチで説明されるブランド・リレーションシップは、比較

的短時間で形成される穏やかな心理的結びつきであるとされている。

一方、既存研究によると、ブランドに対して強い幹を感じている消費者は、直

接自らの利益にならないにも拘らず、知人や友人に対し伝道姉のような行動をと

ったり、ときにはそのブランドにロイヤルであり続けるように、他者へ訴えかけ

る行動をとったりすることがある。また、ブランドの潤題点や改善点を当該企業

に向かつて積極的にフィードパックしようとすることさえもある。

しかし、このような支援的行動が生ずるメカニズムを、ブランド・イメージと

自己イメージの適合性から説明することは困難である。それを補完的アプローチ

として開発されたのが「同一化アプローチJである。

適合性アプローチと同一化アプローチは、いずれもブランド・リレーションシ

ップを自己イメージや自己定義といった、自己概念レベノレの議論で説明するアプ

ローチである。適合性アプローチは、消費者は自己概念と似たブランドを選好す

ると考え、これに対し同一化アプローチでは、消費者は自己概念の定義の一部に

特定のブランドを組み込み、それによってこのプランドに好意的な態度や行動を

示すと考えるものである。

そして自分自身の一部のような存在となったブランドに好ましい評価をするよ

うになり、結果として嫡買意向や推奨意向が高まることになる。また自分自身の

一部のように感じるがゆえに、しばしば支援的(ないしは利他的)な行動を見せる

ようになるのである [111]。

従って、適合性アプローチは、すでに存在する自己概念を表現するためのツー

ノレ(自己表現のツーノレ〉としてブランドを位置づけるのに対して、同一化アプロー

チでは、自己概念、を形作るもの(自己定義の構成要素)としてブランドを位置づけ

る。この結果、同一化アプローチでは、ブランドは消費者にとって、固有の意味

を持つ代替性の低い存在となり、相対的に安定した選好を獲得することになる。

またそこでは、ブランドは自分自身の一部のような存在となることで、しばしば

支援的(ないしは利他的)な行動の対象となるのである。

いずれにしても、ブランドに対しての一体感や愛着によって購買継続意向、推

奨意向、支援行動となるブランド・ロイヤルティや満足度に大きく影響する概念

となるため、以下 2つの概念を詳細に記述する。

( 1 )適 合f生アプローチ (congruityapproach) 

これはジェセフ・シルギィなどによって論じられた自己適合性

(self-congruity) [109J [110Jを、ブランド・リレーションシップの根源的なメカ

ニズムとして捉える考え方である。適合性アプローチの基本的な考え方は、人は
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あるブランドのイメージと自分のイメージ(自己イメージ)が適合したとき、そ

のプランドを選好するというものである。

但し、自己イメージには現実の自己イメージと理想の自己イメージがあるため、

ブランドに対する選好もこれら双方に照らし合わせて生み出される。つまり、消

費者は現実の自己イメージと適合したブランドを選択することにより自己概念

(自分自身がいかなるものであるかについての認識)との整合性を保つ場合や、

理想の自己のイメージと適合したブランドを選考することにより自尊感情(自分

自身を価値あるものとする感覚)を高める場合がある。

従って、適合性アプローチでは、消費者は現実ないしは理想の自己イメージと

近いイメージのブランドに対してリレーションシップを形成するということが主

張されている(図 2. 1 0) [25J。

適合性アブローチ

現 実 の 自 分 理想の自分

自己概念との整合従 自事感性の高まり

図 2.10 ブランドリレーショナノレシップにおける適合性アプローチ

適合性アプローチはアーカーがブランドのイメージを「ブランド・パーソナリ

ティ」として測定可能にしたことによって自己イメージとの対比が容易になり、

活用の場をいっそう広めることになった [44Jo

一方で、、ブランド・リレーションシップは比較的長期的で安定的な心理状態と

考えられているが [87J、適合性アプローチでは、このような心理状態を十分に説

明できない。既述のように、適合性アプローチはあるブランドのイメージと自己

イメージの適合牲をブランド選好の要悶と考えている。ここで説明されるブラン

ド・リレーションシップは必ずしも購買経験や利用経験に基づくものではなく、

時間的経過とともに醸成されるものでも無い[49Jと思われる。

すなわちそれは、ブランド・イメージと自己イメージが適合することにより、

即時的に生じうるものである。また自分らしさに、より近いブランドが他に見つ
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かったときには容易に弱まりうるものである。

したがって、適合性アプローチで説明されるブランド・リレーションシップと

は、長期的で安定的なものというよりも、比較的短時間で形成される穏やかな心

理的結びつきとなる。加えて、適合性アプローチは、ブランドに対する支援的(な

いしは利他的)な行動を説明することができない。

以上のように、ブランド。リレーションシップを単なる選好ではなく、安定的

で支援的行動を伴う心理的傾倒と考えた場合、適合性アプローチの説明力には限

界が生じ、新たな補完的アプローチが求められることになる。この役割を担うの

が「同一化アプローチJ[25Jである。

(2 )同一化アプローチ (identificationapproach) 

同一化アプローチは、ブランド・リレーションシップをブランドとの同一化を

基盤とした結びつきの感覚と捉える考え方である [25]0 そのベースとなっている

怨論は、心理学でいう f自己意識Jがその根拠となっている。

自己意識とは、自分自身に注意を向けやすい性格特性のことである。大きく「私

的自己意識という外からは見えない自己の内的で私的な側面(動機、感情、思考、

態度など)に注意を向ける傾向Jと、 f公的自己意識(補効的)という他者から観

察可能な、自己の外的で公的な側面(容姿、行動など)に注意を向ける傾向j の

2つに分類できる [17J[37]。

ブランド・リレーションシップとの関係は、特定ブランドとの問に形成する①

心理的結びつきにより、消費者が自分らしさを認識したり、実感したりする私的

自己意識としての結びつきと、②他者から望ましく免られたいという思し、から、

ブランドに結びつきを感じる自己呈示の公的自己意識(補助的)としての結びつ

きの 2点として捉えられる(図 2. 1 1)。

心理学の領峨の研究によると、 f私は大学教員だJr私は日本人だj といった具

合に、人は周囲との関係を用いて自分を定義付けることがある [17J。これと同様

に、現代社会に生活する消費者は自分自身をあるブランドと結びついたものとし

て定義することで、自分らしさを感じることがある。このような結びつきができ

ると、そのブランドは自分自身を語るために欠くことのできない存在となり、ブ

ランドとの一体感が生まれる。これがブランドとの同一化 (identification)であ

る。

プランドとの同一化が生じているということは、そのブランドが自己概念の一

部を形成していることであり、自分らしさを認識したり、自分自身を語るために

必要な要素のーっとなったりしていることを意味している。同一化アプローチと

は、ブランド・リレーションシップの実態を、このブランドとの同一化に求める

ものである。
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問一化アブローチ

私的自己意識

〈自己の内的側面)

公的自己意識

〈自己の外的側面)

他者から望まれる外観

容姿・仔動・自己呈示

図 2. 1 1 ブランドリレーショナルシップにおける問一化アプローチ

ブランド向一化アプローチ・リレーションシップの測定構成要素としては、

エレマーズ他[84Jらが、社会的アイデンティティ研究の中で、彼女らは特定の社

会集団との問一化について、下記の 3つの要素で構成されることを明らかにし、

これらを定量鵜査によって確認した。

①認、知的要素:ある社会集団の成員であることについての認知的自覚。

②情緒的要素:その社会集団に対する情緒的関与の程度、ないしはその組織の成

員であり続けたいといった感覚。

③評価的要素:その社会集団成員と結びついた肯定的あるいは否定的な価値的意

味、ないしはその社会集団の成員であることの意味から生ずる自尊心。

その後、マッシオ・ベノレガミ他[99]は、組織アイデンティティの文脈に適用さ

せ発展させた。彼らは、認知的要素を自己と組織(社会集団)が重複した存在に

なることと捉え、これを組織同一化(あるいは認知的組織同一化)と命名した。ま

た情緒的要素については、これを愛(love)ないし愛者 (attachment)と喜び (joy)

とい .52つの基本的感情として捉え直した。但し、彼らによると愛とは組織に対

して感じる感情的な魅力 (attrac tion)や好意 (affection)であり、喜びとは組織が

もたらされる幸せ (happiness)である。評価的要素については、当該組織の成員性

から引き出される自尊心的な評価と定義し、これを組織ベースの自尊心

(organization-based self-esteem)と命名した。

これらの研究を参考にすると、ブランド・リレーションシップの基盤である同

一化は、それ単独ではなく、情緒的及び評価的な要素を伴って存在すると考えら

れる(図 2. 1 2) 

その理由は、人は一般的に自尊感情ないしは自己評価を高く維持するよう(ある
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いは自己を高揚するよう)動機づけられており、肯定的な自己概念、に向かつて努力

する傾向がある。

またある人の自己概念は、それを構成している諸要素の意味に伴って肯定的な

いしは否定的なものとなる。すると人は自己概念を肯定的に維持するために、肯

定的な物事・との関連を深めようとし、逆に否定的な物事との関連を避けようとす

る。また自己と結びついた物事を、より良く歪曲して解釈する。この結果、自己

と関連付けられた物事は、情緒的にも肯定的なものが多くなる [89]。

これをブランドとの関係に当てはめると、ブランドとの一体感が形成されるに

従い、そのプランドに対する情緒的要素も評価的要素も強まることになる。つま

り同一化という認知的要素(一体感)を基盤としつつ、情緒的要素(愛着や喜び)お

よび評的要素(誇り)を伴う、高次構成概念として捉えられる。あるブランドにリ

レーションシップを形成していると言うことは、そのブランドについて一体感を

抱きながら(認知的要素=間一化)、愛者や喜びを感じ(情調的要素)、肯定的に評

価(誇り)していること(評価的要素)と捉えられる [50J。

ー情緒的要素

基本感情:愛(Love)愛着
(A社achment)書びμoy)

ある集団に対する情緒
的関与・成員であり続

けたいとし命感覚

ある集@1の成員であること
の認知的自覚

評価的要素

ある集団の成員

であることの誇り・

自尊心

図 2. 1 2 伺一化概念の構成要素構造

2.4.3. 製品関与とブランド・コミットメント

製品関与と近接しているために、しばしば、その奥同が問題とされるのがブラ

ンド・コミットメントの概念である。ここでいう「ブランド・コミットメント j

(brand commitment)とは fある製品カテゴリー内の特定ブランドに対する感情的

な意思心理的な結びつき j、あるいは f当該製品カテゴリー内の唯一需要可能な選
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択肢として、特定のブランドが消費者の心に強く根ざしている程度として捉えら

れる概念j である [80J。

従って、ブランド・コミットメントは、製品関与と病様に対象特定的な関与と

して閉じ類型に含めて考えることもできるが、基本的には、関与の対象が「製品

カテゴリーj であるか、それとも製品カテゴリー内の特定の f個別プランドJで

あるか、という点で区分されるべきものである。

初期の研究では、「製品関与Jと「ブランド・コミットメント Jとを別個の概念

として捉えるだけでなく、前者を後者の規定因(すなわち高い製品関与の存在が

ブランド・コミットメントの前提となる)とする考え方もあったが、現在では、

必ずしも、そのような想定をおかない場合も多くなっている [81]。

また、製品関与との異同のみならず、ブランド・ロイヤルティとブランド・コ

ミットメントとの異同についても、常に問題とされてきた。現在では、前者は行

動的指標、後者は態度的指標(あるいは行動的ロイヤノレティに対して認知ロイヤル

ティ)として区別するのが一般的となっている [9打。

ここで問者を区別することの理由は、態度面で特定ブランドに対しコミットし

ている消費者は、行動面でも当該ブランドに対してロイヤルであることが予想さ

れるが、逆は必ずしも真.ではないからである。なぜならば消費者が単に購買努力

をせず、意思決定の単純化を図ろうとする場合にも f見かけ上のロイヤノレティ j

(コミットメントを伴わない反復的・継続的な購買)が観察されるからである。

このようにブランド・コミットメントの概念は「真のブランド・ロイヤルテイ j

と「見かけ上のロイヤノレテイ J とを区別する際の重要な態度的指標として、ある

いは、特定ブランドの反復的購貿行動の基底にある消費者の心理的プロセスを理

解する際の中心的概念、として位置づけられる [58J。

したがって、ブランド・コミットメントが特定のプランドに向けられた情動的

ないし、心理的な愛着として捉えられるのに対し、ブランド・ロイヤルティは行

動上の概念として用いられ、多くの場合は潤ーのブランドの経時的な反復勝賞行

動を指す概念として捉えられるのが一般的なのである [12]。

以上の先行研究から、高いロイヤノレティを獲得するためには、顧客満足を高め

るだけでは不十分であり、ブランドへのコミットメントは顧客満足水準の上に形

成されるもので、顧客の維持をより一層強める要密だと考えられる(図 2.1 3)。
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して購入している。あえて変更する必要
がない

フ.ランド.スイッチする。価格に敏感。

ブランド1こ関心がない

図 2. 1 3 ブランドロイヤノレティとブランドコミットメント

なお、ブランド・コミットメントの高い消費者に見られる行動の特徴としては、

反復的ないし継続的購買のほかにも、当該ブランドを他者へも推奨すること、当

該ブランドのネガティブな情報にも動じない頑健な態度を持つこと、高い

WTP (wi 11 ing to pay:支払い意向)を持つこと、考慮集合サイズが小さいことなど、

が指摘されている[12J 

またコミットメントは、その質的要素から計算的コミットメント(関係継続の判

断を損得勘定に基づいて行うもの)と感情的コミットメント(関係継続の判断を好

き嫌いの心理的感情に基づいて行うもの)とに分けられる [50J。これら考え方は、

ブランド価値を測定したり、ブランドロイヤノレティの向上目的とした施策を立案

する場合に有効になると恩われる。

2.4.4. 顧客満足における先行研究

( 1 )顧客満足概念における先行研究

顧客満足は、マーケティング研究者にとって ブランドロイヤルティを高める

ための要素として長年研究が行われ、消費者行動研究においては購買後評価の照

題として、あるいはサービス・マーケティング研究においては、顧客維持戦略や

消費者によるサービス品質評価の問題と関連付けられ、様々な知見が積上げられ
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ている。顧客満足研究の多くは、個人消費者が短期的に行う購買後評価を研究対

象としており、この満足概念は、取引特定満足と呼ばれる [19]。今、利用したレ

ストランでの食事体験が満足できたかどうか、不満なら二度と来ないか、気に入

ったら友人を誘って再来j苫するかどうかを説明する、というのが主要な研究課題

である。

もう一つの顧客満足研究として、累積約満足と呼ばれる満足概念を使ったアプ

ローチがある。特定のレストランに関する過去一年間の利用経験を振り返って、

そのj苫に満足できたかどうか。満足(不満)だとすれば、それはなぜ、か、を説明す

るものである。今ではなく、過去一年間の経験をベースにした満足を取り上げ状

況嬰因に左右されにくい安定した満足と、その原因と結果の掴果連鎖を解明しう

るというのが、このアプローチの大きな特徴である[針。

この累積的満足のアプローチでは、企業毎に顧客満足を集計し、市場シェア、

収益性、株価などの企業業績に顧客満足がどう寄与しているかを統計的に検証す

る研究も行われている [81][89]。

また、日本でもこの累積的満足のアプローチにより収集された JC訂正]apanese

Customer Satisfaction Index :日本版顧客満足度指数)データがある [20]0 ]CSI 

とは、経済産業省の委託事業としてサーピス産業生産協議会の中に設置された

CSI (Customer Satisfaction Index :顧客満足度指数)開発ワーキンググループが

開発した診断システムの略称である。日本のサービス産業の生産性向上を旗頭に

したこの取り組みは、サービス企業の顧客満足を CS1と言う業界横断的な共通の

モノサシで数値化し、更にその原因と結果の因果関係をモデリングすることに開

発上の主目的が霞かれている。これによって、単に企業のランキング情報を提供

するだけではなく、なぜある企業の顧客満足が高い、低いかを構造的に読み解く

ことで、サービス企業のオペレーションやマーケティングへの戦略的示唆を導く

ことを目指して構築された [34J。

( 2 )顧客満足の概念規定における先行研究

固に見えない構成概念としての顧客満足をいかに概念化するかについては、い

くつかの観点から整理できる。ここでは全体と個別、時間i民b、購買・消費のフェ

ーズおよび感情的状態の強さと持続力などを取り上げる。

①全体と個別

全体的満足もしくは総合的満足は、荷品・サービスに対する顧客のR普賢後評価

を一つの総体的な評価とするのが全体的満足であるのに対し、商品・サービスの

個別属殺ごと、もしくは抽象度を上げた価値レベノレで、満足を捉えるのが個別満足

である。全体と個別という区分けは、時間軸にそって考えられる [81]。

すなわち、先述した累積的満足 (cumulati ve)と取引特定的満足 (transaction
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specific)である。前者は過去の経験全て、もしくは過去半年や一年などの一定期

間での経験をベースにするのに対して、後者は直近もしくは特定の経験をベース

にした満足・不満という状態である。

②消費者の商品・サーピスに対する評鏑

それらの購買選択行動と実際の消費行動とに分けて考えれば、購買選択で得ら

れた交換価値 (value i n exchange)に関わる満足と、実際の消費によって自らの問

題解決にどれくらい役に立ったかという使用価値 (valuein llSe)に関わる満足と

に分けられる [102]。顧客が享受する価値を交換価値と使用価値に分け、それらが

顧客と企業の価値共創プロセスから生まれるという論理は、サービス・ドミナン

ト・ロジック (S-D) によるものである [82][86]0 JGSIモデルにおいては、前者

を選択満足と、後者を生活満足と呼んでいる。

③時間車dl、使用場面による満足の規定

顧客満足研究においては、顧客の歓喜ないし感動 (delight)という覚醒と驚きを

伴う強い感情を概念規定することによって、安定的かつ持続的な感情的状態の満

足とは区別した満足概念を捉えることができる [103]0そして良い意味での驚きと

興奮、うれしさ、快適さなどのポジティブな感情とは反対に、がっかり、イライ

ラ、怒ったといったネガティブな感情としての失望 (disappointment)という概念

化もできる D

ところで、こうした時期軸に従った累積的満足の概念化は何故必要なのだろう

かロまたこの累積的満足は取引特定的満足の何を積み上げているのだろうか。積

み上げ問題については、顧客満足研究では集計化の問題として検討することがで

きる。

集計化とは異なる複数のu寺関、場面、個人、対象、尺度を集計し一つにまとめ

ることである。個人Aの特定ブランドXに対する満足は、購買・消費時点 I回分ず

つ発生する。すなわち、取引特定的満足は、各回の満足度を表わすのに対して、

累積的満足は I回の経験全てを含めた評価としての代表値ということになる。

満足度測定は、回答者の主観的評僚によるため、その代表値が I回分の満足度

の平均値か、それとも中央値か最頻値か分からない。しかしながら、こうした時

潤の集計化を行うことによって、各購買・消費場面における状況要因による満足度

のブレが除去されると期待できる。企業単位もしくは事業・ブランド単位で算出

される CSIは、個人の満足を積み上げて集計して算出したものである。

従って、 100点満点の CSIで図ったスコアが、 70点の企業であっても、当該企

業について解答した人々の満足度は実際には上下にパラつく。これが個人の集計

化という CSIのもう一つの側面である。

また企業単位で CSIを算出するということは 当該企業が市場に提供している
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複数の商品・サービスやブランドに対する満足度が、一つの指標に集計化されるこ

とを意味する。これが対象の集計化である。

尺度の集計化とは、累積約満足が多項目の観測変数から推定される構成概念と

する。「あなたは XYZプランドに対してどの程度満足していますか」という単一の

質問項目だけではなく、累積約満足を測定する複数の尺度を設け、信頼性と妥当

性が高い尺度を用意できる。以上の集計化を施し、特定企業に対するより安定し

た満足度指数の言十算ができる。

以上が累積的満足へのアプローチの基本的な考え方である。

2. 5. マーケティングマネジメントシステムでの課題

2.5.1. 消費者理解とマーケティング

かつて経済学者のガノレプレイスが f豊かな社会j と呼んだように大量生産一大量

消費の時代を迎えた先進諸国では、消費者が選択に絡むほどモノが氾濫する社会

が出現した。このように常に生産が消費を上回る供給過剰の状態では、モノ不足の

H寺代のように「作れば売れる jことなどあり得-ず「売れるモノを作る」ことこそが、

企業の生き残るための条イ牛となってきた。すなわち「はじめに製品ありき Jから、

「はじめに顧客(ニーズ) ありき」といった fプロダクト・アウト Jから「マー

ケット・インjへという発怨の転換であり、経営戦略・方針の変換が求められる時

代となってきた。

そこで注目されたのが顧客志向を原点としたマーケティング概念の笠場である。

経営学者のドラッガーは fマーケティングの目的は、セリングを不必要にすること

である J(5)と述べているが、その真意は顧容について十分に理解し、それ(ニー

ズ)にあった製品・サービスを提供できれば、無理に販売せずとも自然に売れてい

くはずだと言う点にある。このように顧客志向のマーケティングと消費者行動の

理解とは密接不可分の関係にあるといえるのである。

2.5.2. マーケティングマネジメントの基本プロセス

そこで、マーケティングマネジメントの枠組みを概観し、顧客志向のマーケティ

ングを進めていく上で、必要となる消費者理解とは何かについて整理する。この図

2. 1 4は、フィリップ・コトラーがマーケティングマネジメントの基本プロセス

としている図である。彼はマネジメントプロセスを 5つのステップの連鎖として捉

えている。すなわち、企業が効果的なマーケティングを行うためには、まずは自社

を取り巻く様々な環境について、中でも市場環境について十分なリサーチ (R)か

ら始め、そこから得られた情報に基づいて比較的類似したニーズを持つ活費者グル

ープを発見し、それをセグメント化(s )する必要があると説明している。そして
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複数のセグメントが存在する場合には、どのセグメントの消費者に狙いを定めるべ

きかというターゲティング (T) を行い、マーケティング投資の効率化や効果を図

るべきだとしている。さらに、標的としたセグメントの消費者に対して、自社の提

供物(製品やサーピス)の価値を他社のそれよりも高く評価してもらうために、消

費者に明確に認識できるように効果的なボジショニング (p)を行わなければなら

ないとしている [107Jo

iI 1 

効果的
効率的な

実行

lc I 

R = Research (マーケティングリサーチ)、 S • T • P=Segmentation(セグメンテ

ーション)、 Targeting(ターゲット設定)、 Positioning(ポジショニング)

MM=Marketing/Mix一般的には 4P (Product、 Price、 Place、 Posi tion) 

1 = Implementation (実行)、 C=Control (統制:フィードパック、結果の評価、 S

TP戦略やMM戦術の修正や改善)

図 2. 1 4 マーケティングマネジメント・プロセス [107J

プイリップ・コトラーは、この S.T.Pの 3要素を戦略的マーケティングとし

て位置づけているが、この段階で何よりも重要なのが消費者ニーズについての擦り

下げた理解である。消費者のニーズは、 常に明確な形で表明されているわけでは

なく、表明されていないニーズや隠されたニーズがあり、その中から真のニーズを

解き明かしていく必要があるのであるロ

また、一般的な fあれば良いJ というレベルでのニーズだけではなく、価値観
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やライフスタイノレを反映して特定の製品やブランドに方向付けられた fウォンツj、

購買能力に裏付けられた fデ、マンドJというように重層的に把握することが重要で

あるということを説いている [107]0

このようにして潜在的ニーズを把握することは、新しい市場機会の発見に繁がり、

さらにはニーズの異質性を理解することで市場のセグメント化が可能になること

を意味している [45J。

本稿でも、これまで捉えにくかった、あるいは表明されないニーズや、隠された

ニーズから真のニーズを行動観察手法やヒューマンデザインテクノロジーなどを

活用して消費者をあらゆる角度から分析、アプローチしていく。

2.6. システムヱ学的アブロ…チの活用

2.6.1 システム概念の定義

システムという言葉を盛んに呂にはするが、きちんと改めて問われることが少

ない。例えば、企業システム、経営システム、情報システム、流通システム、生

産システム、通信システムと「システムJという言葉をある言葉の下につければ、

それで一つの概念ができ上がるといえる。しかし、これらのでき上がったシステ

ムが一体、{可を意味しているのかというと、漠然としているのが現状である。多

くの場合、そのシステムの概念を明確に提示せずに、一つの不明確のままシステ

ムという言葉を用いている。

一方で、システム工学における“システム"という言葉の定義は、いままでに

も数多くの人々によって説明されてきた。そのうち、最も代表的なものとして、

次の 2つが挙げられる江討。

( 1 )システムとは、婆素の集合体で、計障に従つである一つ目的を達成するよ

うに設言十されたもの。

( 2 )システムとは、互いに独立な分類できる要素の集合体である。

前者は主に人工的なシステムをさし、後者は自然システムをも含め、その範囲

は広い。そのため、後者の定義は非常に暖味なものとなっている。システムは、

ある時は、物事の体系、しくみ、構成の状態を示す。しかし、また、一方では、

行為の手順、やり方、方式の規定をさす場合もある。このようにシステムという

言葉は、一概に定義づけることができないような非常に広い対象と意味をもって

いるのである。そこがシステムの概念を明確に把握することが難しい理由である。

そこでアメリカン・カレッジ・ディクショナリーを引いてみると 13もの定義

が述べられているが、最も信頼できるというウェブスター大辞典には、システム

を次のように定義している。 rある共通の計商に従う、またある共通の目的に奉

仕する多種多様の部分から形成される一つの複合体であるJと述べられている (3)。
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また、日本工業規格 (J1 S) では fシステムとは、多数の構成要素が有機的

な秩序を保ち、同一目的に向かつて行動するものj と定義されている。多数の構

成要素が単に集まっただけのものはシステムとは呼ばない。複数の構成用が協力

し、共通目的のために行動する場合にそれをシステムと呼ぶ。

更に、世界的なシステム工学の学会である 1N C 0 S E (Internat ional 

Counci 1 on Systems Engineering)では、システムを fシステムとは、定義された

目的を成し遂げるための、相互に作用する要素 (element)を組み合わせたものであ

るjと定義している (2)。これにはハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、

人、情報、技術、設備、サービスおよび他の支援要素を含んでいる。この定義に

よると、大部分の人工物や組織はシステムであるということになる。

これらの定義には、システムという言葉を定義していくうえで共通しているこつ

の基本的な要素がある。第一は、システムの構成部分は、それぞれ異なったもので

ある。第二は、その部分は共通の計画に従うか、あるいは共通の目的に奉仕すると

いう意味で、部分の集まりは一つの統一体を成しているということである。

そしてシステムを構築する場合にシステム的な思考婆件としては、システムの目

的、システムに対する制約、システムを構成する要素、要素間の秩序、および実施

に移す案を選ぶ意思決定といった項目の本質を明らかにする必要がある c そして、

それらの攻医を適用対象とする解決すべき課題かどうかを、理性的に判断するのが

システム構築の理念である [18]。

このような考え方から、本稿ではシステムとは fある尽的を達成するために、

選定・配列・連系など一連の計画に沿って動作する構成要素の組み合わせj であ

ると定義する。つまりシステムは構成要素の有機的な結合である。そこで、下記

にシステム概念の構成要素について説明する。

2.6.2. システム構造

システムの特徴は、構成要素がどのように相互接続しているかにある。これが

システムの構造である。システム設計の擦には、このシステムの構造の設計が極

めて重要で、ある。システムの構造の良否により、システムの信頼性、コスト、拡

張の容易さなど、多くの特徴が決定される。

システム構造を構築する際の考え方として、米国電気篭子学会 1E E E (The 

Institute of Electrical and Electronics Engineers)では、「システム構成要素

隠の関係、構成要素の設計や進化を決める原理や指針j をシステムアーキテクチ

ャと定義している [91][92J [93]。

特に、ブランド開発の場合は、製造品質、コミュニケーション開発、需給調整

など、製品開発をした後も複数の嬰素の密接な連携が関係しており、システムの
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要素単位で設計担当者需の連携「すりあわせJが特に重要になる(このような fす

りあわせ製製品開発Jは日本の産業の特徴である) (6)。

なぜならば、各システム要素となる担当組織間の利害が一致しないからである。

例えば、製品開発者は差別化された機能特徴を出すために多品種少量の原材料利

用して組成を組むが、生産部門や原料部門は簡素な組成で大量に生産・原料調達

できることを望む。また、ブランド企画者は宣伝などのコミュニケーション媒体

で多くの内容を伝達しようとするが、 C Mなどの企画製作者はその宣伝媒体の伝

達効率からシンプルで、インパクトのある内容を企劃する。このようにブランド開

発、マネジメントシステムの場合はコスト、信頼性、安全性についてなども各要

素聞の連携が多岐にわたって重要となるのである。

これらの目標を達成するためには、この定義でも示されているように、アーキ

テクチャは構成要素聞のインタフェースと構成要素をくみ上げた構造を意味する

ほかに、設計や進化を決める原理や指針としての位置づけがある。複数の技術者

がシステムを設計し、さらにシステムを拡張していく際には このシステムアー

キテクチャを共通の指針として設計を進めることで、構成要素関のスムーズな相

互接続やシステムの発展が達成できる (3)。

ブランドマネジメントシステムなどのような全社組織を対象としたシスエ tム

設計では細かい設言十をする前に、アーキテクチャを設計することがとても大切な

ことになる。ここで、よく選択されるシステムアーキテクチャを例示し、各要素

を組織単位や機能分担要素に置き換えて捉えると理解しやすくなるので、簡単に

特徴を述べておくことにする(図 2. 1 5)。

( 1 )分散システムと集中システム

多くの構成要素からなるシステムを運用・制御する場合に、大きな頭脳を一つ

置き、そこで集中的に監視制御する(マスタースレーブ)方式と、各構成要素に

小さな頭脳を震き、分数して管理する (Peerto Peer)方法がある。集中的に監視

する方式では設計は相対的に容易であるが、中央で故障・意思決定ミスなどが発

生すると、全体が故障するかあるいは当初の目的とは異なる方向へと進んでしま

うことになる。

( 2 )階層システム

規模の大きなシステムは結層構造をとることが多い。階層構造をとることによ

り、階層単位でのシステムやコンポーネントの設計製造が可能となる。また、シ

ステムの一部を取り換える場合や、設計を変更する場合は、階層の上下のインタ

フェースを維持していれば、階層単位での交換が可能である。

しかし、階層化によって各階層間のインタフェースが必要となるため、むやみ

に階層の数を増やすと構造が複雑になり、設計や保守作業が増加する。会社総織
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では社長、事業部長、部長、課長、係長、一般社員などの階層構造をとっている。

階層構成によって仕事の分担ができスムーズに効率よく運営される反面、各階層

で管理職が増え、意思疎通が悪くなったりコストが増えたりすることがよく見受

けられる。

また、階層システムでは、システムモジューノレという概念がある。このシステ

ムモジュールは、一つの構成単位を意味し、オペレーショナノレに取り扱いうるよ

うな細分化されたシステムの最小単位を指している。したがって、すべてのシス

テムはシステムモジュールの集合であると考えることができる D また、一般にサ

ブシステムとは、システムを最適分割したものである。サブシステムは、システ

ムの目的のために、それぞれ機能・目的を持つことによって、システムとして全

体が一義的な目的を指向するのである。

φ分散システムと集中システム

6........6..........6.........6 

Peer to Peerシステム
マスラEースレーブシステム

@階層システム

Peer to Peerシステム階層型

図 2.15 システムの階層性 (2)

社会の経済活動は、人間の何らかの欲求を満足させるためのものである。とい

うことは、これを営むためのシステムは必ず達成すべき目的を持っているという

ことになる。すなわち社会システムの数多くの構成要素は、互いに関連を保ちな

がらこの目的を達成しているわけである。システムを考える場合、目的ないしは

目標が重要なことは、述べたとおりであるが、経営の立場からシステムを考える

場合、企業の目的達成のために、それぞれの部警が目的・目標を持ち、経営シス

テムとして全体が一義的な罰的を志向しなければならない。
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そのときのそれぞれの部署の中での目的・信標を達成するための機能や処理過

程や手11関が組み込まれているものをシステムとして呼ぶときに、これらは経営シ

ステムに対するサブシステムとして位置付けることができる。以上の考え方は、

システムを階層的に捉えてサブシステムとしているが、原因と結果から見てトー

タノレ・システムとサブシステムとして捉えることもできる。

そしてそのサブシステムの中で構成されている、オベレーショナルに取り扱う

細分化された最小単位をシステムモジューノレと呼ぶ。したがって、すべてのシス

テムは、システムモジューノレの集合体であると考えることができる [21J。

プランドマネジメントシステムを構築する場合、プランドマネジメントシステ

ム全体を統合化された一つのシステムとして設計し、個別の製品開発システムを

サブシステムとする。そして適室、実施される調査分析等の使用ツールを、シス

テムモジューノレとした 3階層構造システムで捉えると、多くの部暑が際わる全社

的なブランドマネジメントシステム設計が構築できると考える。

2. 6. 3. システムのライフサイクル

システム開発には、時系列的な流れがあり、これをライフサイクルと呼んでい

る。 7段階からなる一般的なライフサイクルモデ、ルを表 2. 2に示すロ研究、コ

ンセプト、開発、製造、利用・運用、支援、廃棄の 7段階から構成されているが、

必ずしもこの順番で一つずつ実施されるわけではなく、潤じ時期に複数の段階が

並行しているのが通常である。

また、意思決定項目は、段階閑への移行の際の関門であり、この決定に従い、

次の段階に進んだり、留まったり、前の段階に逆戻りしたりする。意思決定項目

はすべての段階に共通して設けられる。ここで重要なのは、意思決定された結果

ではなく、なぜその意思決定をしたのかといった意思決定項目を判断する指標や

基準そのものがが非常に重要になる。

特にブランドマネジメントシステム構築には、顧客第一主義が徹底されなけれ

ばならない為、納期やコストが優先されていないか、競合を意識して自プランド

の個性を失っていないかなど、判断基準が顧客満足のシステム目的と不整合を起

こさないように、システムの設計特に作り上げておかなければならない。現実的

には次の段階に移行するときになってから判断指標やら基準作りを行うと、移行

することが罰的となってその基準が暖味になったり、水準が低くなったりして客

観性を失うからである。
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表 2. 2 一般的なライフサイクル設階とその目的と決定項呂 [21J

ライフサイクル段階 目的 意思決定項自

研究
ステークホjばのこーズの識別 決定の選択服
アイデアと技怖の探索 -次の段構に進む

ステークホルダのニーズを洗練化する
-次の段階に進む次の段階に進むと

コンセプト 実現可能なコンセプトを控索する
同時に必要処理事項に対応する

見込みのあるソリユーシ三ンを提案する
ーーー戸，・............'"・..-軸_.・圃圃 圃司自・圃園、

システム要求を洗練{じする -現段潜を継続する

開発
ソリューションを記述(設計)する -前段構に戻る
システムを構築する -プロジヱクトの活動を停止する
システムを検証し妥当性確認をする sプロジェクトを中止する

製造 システムを製造する、点検し検証する

利用・運用 ユーザのニーズを講足するように運用する

支援 永続的にシステムの能力を提供する
、“ ・・ ・・

廃棄 システムの記録、保管または処分

またシステム開発でのプロセスは、一般にV字プロセスとして表わすことがで

きる。 v字の左上から下にかけて計筒、設計が行われ、最下部で要素の製作が実

施される。次いで反転し、右上に向かつて統合(インテグレーション)、試験検証

が行われ、運用に進む。下に向けての分割、上の運用に向けての統合化図る v-
model(殴 2. 1 6)として表わせる。

コンセブト

要求定麓 ステム検吉正・
妥当性確認

計画
設計

¥ ¥ 
詳細設計 Lインテグレーション

製作

待問

図 2. 1 6 テクニカノレプロセス (V字プロセスモデノレ) (2) 
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一般的には、まず社会的欲求や企業の戦略、技術シーズの発展などをもとにシ

ステム開発の目的が設定され、それに基づきシステム開発コンセプト(概念)が作

り上げられる。次に、コンセプトを実現するための要求定義を行う。

要求定義を行う場合l士、システムの顧客や利用者などの利害関係者を明確にし、

その要求の調査・分析を行うことが不可欠である。一般に、要求と設計の違いは

rw h a t Jと iH0 W Jの違いであると言われている。要求は何が求められて

いるかを示したものであり、設計とはそれをどのように実現するかである。要求

分析・定義ではマーケット、顧客ニーズやクレーム、経済環境、競争環境、技術

トレンドといった外部環境や、自社の目的資源、保有技術といった内部情報をも

とに、どのような要求が解決すべき問題なのか、すなわち要求項目になるのかを

分析・定義していくことになる。

次に行われるのが、作成された各サブシステムやモジュラ一関が目標達成に向

けて全体的な整合性がとれているか、あるいはリンケージがスムーズに連結する

かの確認、をインテグレーションとして行う。各サブシステムやモジュラーが設計

通りに作成されているか、複雑で多階j習になっている機能分担組織部の整合性が

測られているかを確認しなければならない。

ここで検証と妥当性確認の違いを明らかにしておく。検証(verification)とは、

正しく製品を作っているかを確認することである。つまり、前段階で決めたとお

り出来上がっているかどうかである。設計通りに製品ができているかどうかを確

認することを検証すると言う。これに対し、妥当性篠認(validation)とは、正し

い製品を作っているかを確認することである [14J[21]。つまり、願客、利害関係

者の嬰求に見合った製品を作っているかどうかを最終的に確認することである。

これを製品開発プロセスに置き換えてみると、検証は話機品質通りの機能が再

現されるかどうかを実験にて科学的に検証することであり、妥当性はプロトタイ

プのテスト品を生活者の使用テストにおいて、使用意向やコンセプト魅力皮との

コンセプト合致度で確認することと問義である。

2.6.4. システムアプローチと製品開発アプローチとの比較整理

これまで概説してきたシステム開発プロセスを整理すると留 2. 1 7のように

なる。問題解決の一般プロセスを左側に、中央にはシステムズアプローチを、右

側には製品企画プロセスを並べてある (3)。

システムを異体的に設計するステップとしては、目標の設定、関係の認識、最

適の行動を目的にシステム研究、システム設計、システム運用と、ほとんど製品

伺発プロセスと同様のステップを踏む。この様に、これまでのシステム開発の後

は正しく運用することだけが重要であった。しかし、ブランドマネジメントシス
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テムは、それ以上にシステム導入、システム運用(活用、維持、保守、修正)の

ステップが重要となっている [60J。

問題解決プロセス

把握
する

解決
する

システムズアプロ}チ 1:1 製品企画プロセス
iE E E 1220-2005 I I Eng i neer i ng Des i仰 (ポー}(，&ハイツ)

要求分析 1111 システムの検討 1:1 要求分析

一要求の基本計画作成-I I一現状分析・問題分析-1:1-要求の基本計画作成-

要間性確認 i円削問 1:1 要求の出認

機能分析

一機能構造の構築一

機能の検証

シンセンサス

ー設計解(物理的構造)導出ー

設計検証

システムシンセシス

一代替案の導出一

システムアナリシス

一代替案の特性・挙動一

シンテムの評価

システムの決定 H 

-最適システムの選択一 I~I 

機能分析

一機能構造の構築一

機能の検証

シンセンサス

-設計解(物理的構造)導出一

設計検証

図 2. 1 7 システムアプローチの問題解決プロセスの整理[104]

なぜならば、ブランドは一額一タに形成できるものではなく、ユーザ(プランド

の場合は消費者や生活者)の記憶の中に蓄積されていくものだからである。ブラン

ドを澗発導入した後も、継続的にフォローをして改善するように PDCAサイク

ルを回すシステムを構築しなければならないからである。

つまり、常に修正することが前提としたシステム潔発であり、システムマネジ

メントでなくてはならない。したがって、次のステップに移行する為の意思決定

判断が非常に重要になるのである。どうして修正するのか、どの段階で修正する

のか、どこを修正するのか、原因は何かなどシステム開発段階以上に調査・分析が
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重要である。また、修正のタイムラグを考えれば修正の不都合事項が生じてから

対処するのでは時聞がかかり、対応が遅すぎてブランド価値の損失が大きくなり

すぎてしまう。対応型の修正作業ではビジネスにならなくなってしまうために、

アラームシステムのような危険予知する予溺システムや定点観察システムが必要

になる。

その為に、ブランドマネジメントシステム開発で最も重要なことは、良いブラ

ンドを創出するブランドコンセプト開発システムと開発後に修正可能となるブラ

ンド価値評価システムをシステムの両輪とする統合的なブランドマネジメントシ

ステムを構築しなければならないのである。

2. 7 ヒューマンデザインテクノロジー (HD T)のコンセプト開発への活用

2.7.1. ヒューマンデザインテクノロジーとは

1980-90年代には、 PL (Product Liability)、CS (Customers Satisfaction) 

やユーザ優先の考え方 (ISO-13407等の規格の制定)が影響し、電化用品、大型家電

製品、自動車精密機械から食品や日用家庭用品にいたるまで縮広く、製品開発の重

要な要件となってきていた [31J [38J [55J [62J 0 

また、各業界でも業務の効率化から製品開発のJ11上段階で業務が細分化し、各担

当者は自分の領域のみ注力し、全体が見えないといった弊害も指摘されてきていた。

このような状況に対処すべく、製品開発方法を考案されたのがヒューマンデザイン

テクノロジー (Humandesign Technology、以下略してHDT)と名づけられた。

日 DTは、 fマーケティングリサーチ、人間工学 (ergonomics)、認知科学

(cognitive science) [50J、工業デザイン (industrialdesign)、ユーザピリティ

工学 (usabilityevaluation) [29J、統計(多変量解析、 multiplevaluable 

analysis) [23]などを統合化し、人間優先および魅力ある商品を実現するデザイ

ン・設計技術である。つまり、人間を科学的に解析して、人間に関する諸情報(生

理、心理、認知、行動など)を設計要件にする技術である J (7) (8)と定義してい

る。

この方法は、従来の直感に頼っていた企画からデザイン・設計、評価までのプロ

セスにおいて、できるだけ分析的、定量化の視点で見直し、デザイン・設計要件の

漏れのない、ユーザニーズに立脚した確実な商品作りを目標としたものである [68J。

したがって、情緒的価値、経験価値、ブランドとのリレ}ショナノレシップやロイ

ヤノレティなどを最重要視するブランドコンセプト開発にHDTは機能的価値に偏

りすぎるため活用できないが、製品コンセプトを探索したり、製品の品質設計に展

開する際には有用であると考えられる。したがって、情報収集プロセスに焦点を当

てながら論述をする。
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2.7.2. ヒューマンデザインテクノロジー開発プロセス

HDTの全体プロセスは下記の通りである(図 2. 1 8) [69] [71]。

(1)ユーザニーズ収集ステップ

(2)状況把握ステップ

(3)商品コンセプト構築ステップ

(4)デザ、イン(総合化)ステップ

(5)デザイン評価ステップ

(6)ユーザ使用実態誠査

(1) r ュ…ザニーズの抽出 ] [ 企画マンの字削IlL

3Pタスク分析 綴 I I 

グループインタピュ一議 (2) I状況担援(ポジショニング)I 
ほか 綴 l l 

皇 制吋商品『との位置関保

ω | 糊コン幻卜
3Pタスク分折、ラダーリングにより構襲撃

(4) I デザイン齢化}
議

(5) 

(6) 

必要度と満足度の調査、他

図 2.18 ヒューマンデザインテクノロジー (HDT)プロセス (8)

日DTの検討領域は、ユーザニーズを収集、分析して、商品コンセプトを構築し、

デザインをまとめ、評価を行うところまでである。その後、生産・販売した後、消

費者に渡った商品は、ユーザ使用実態調査を行う。基本的にユーザ側のりクアイア

メントを可視化し評価するプロセスを想定しており、必要に応じてハード側のリク

アイアメントも検討することにしている。

この評価法はブランド価値ではなく、あくまでも製品機能面の使用評価しか捉え
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ておらず、ユーザの満足度調査でしか評価しないものとなっている。したがって本

研究においては、この開発プロセスを考慮しつつブランドの価値評価については、

新規に評価法を組み込むことを考える。

2.7.3. ユーザニーズ収集ステッブ

ユーザのニーズ宏抽出する最初の段階である。ここではユーザを用いない 3P

(ポイント)タスク分析、直接観察やユーザを用いないグループインタビュー、アク

ティブリスニング法、レパートリー・グリッド発展手法などの方法を使う

[68] [69J [79L特にI-IDTでは 3Pタスク分析や直接観察を重要視しており、これ

らはユーザの無意識の行動を分析することにより潜在化したユーザニーズを得る

ことができるからである。

これまでとは異なる援別化された製品コンセプトを構築し、特徴あるブランド開

発につなげる為には、無意識の行動下にある潜在化したユーザニーズを得ることは

非常に有用である。しかし、ユーザを用いないので、ある程度の限界があることを

理解しなくてはならない [70]。

( 1 )直接観察の方法(directobservation method) [69] 

直接観察の具体的な方法を下記に示す。

ヒュ}マン・マシン・インタフェース (HMI)の5側面の観点から問題点を抽出

HMIを検討する際の側面として、身体的側面、頭脳的側面、 s寺間的側留、環境的

側面、運用的側面からインタフェース上の問題点を抽出する.身体的側面とはHMI

の身体面での側面を言い、トルク、位置およびフィット性の 3項目がポイントであ

る。頭脳的側面はインタフェースにおける情報のインタアクションを意味する。時

間的側面は作業時間に演すること、環境的側面は照明、空調など環境に関すること

そして運用的側面はHMIを効率良く運営していくための諸要素である。

①身体的側面:人間一機械系の身体的側面に関する事項

②頭脳的側面:人間一機械系の情報蕊のインタラクションに隠する事項

③時間的側面:人間一機械系の湾問的側面に関する事項

@環境的側面:人間一機械系の環境的側面に演する事項

⑤運用的側面:人間一機械系の運用的側面に関する事項

この人間一機械系 (HumanMachine Interface， HMI)の5側面からデザインを構成す

る項目を抽出して活用する。

以上の観察により抽出された問題点は、グループごとまとめてリクアイアメント

化される。

(2) 3 Pタスク分析の方法 [74]

タスク分析とは商品を使う擦のシーンごとのタスクに関して、問題点を抽出す
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る方法で、大まかに言ってシーケンシヤノレ型と階層型の 2種類が在る。タスクが

階層構造になっているのが階層型で、各層ではシーケンシヤノレな操作手順となっ

ている。従来のタスク分析は主に機器の入出力部分に注目し、認知レベルもとり

あえず検討項目に入れている程度で、ユーザの情報処理レベルに特化して評価す

る方法はあまりない[72J[73]。

このような従来のタスク分析に対し、評価抜けが無いこととユーザの視点で評

価できるようにするため、ユーザの情報処理レベルを 3段階、つまり[情報入手]

→[理解・判断]→[操作]のステップに分け、潤題点を抽出する。この方法が 3P

(point)タスク分析である。また、従来の方法では問題点の抽出段階で止まってい

るが、更に製品コンセプト構築に繋げるため、それぞれのタスクにおいて抽出さ

れた問題点を現解決するリクイアメントにする欄を設けてもよい。

( 3 ) 状況把握ステップ

現海市場に出ている商品がユーザにどのように知覚されているか確認するため

の段階である。この結果を認識して対策を考える。ここでは扱いが術単なコレスポ

ンデンス分析(correspondenceanalys is method)[231を、主に活用する。コレスポ

ンデンス分析は、ユーザがその商品に対して持っているイメージを把握する方法で

ある。調査したい商品群に対して、評価するためのキーワード(高級感がある、モ

ダーンな、など)がどの程度、該当するのかアンケートにより頻度を求める。アン

ケート結果は、 2次元上に表される。商品とキーワードが同一面上に布置されるが、

それらが関係の深い場合、近くに霞かれる。見方は原点からの方向と原点からの長

さから検討する。つまり、競争を避ける場合ならば、それらの商品が置かれていな

い領域を狙うか、敢えて同じ土俵上で勝負するのかを決める。

(4 ) 商品コンセプト構築ステップ

①体系化された商品コンセプトを構築する

ユーザニーズ収集ステップで得-られたユーザリクアイアメントを同類の機能ど

うしに 10項目以内にまとめる。これらのまとめられたユーザリクアイアメント

に対し、上位と下位の該当項目を書き商品コンセプトとする。

普通、この方法ではユーザの認知構造が反映されないので、グ、ノレープインタピュ

ーなどで、それぞれI1廃位づけられ最上位項自と下位の項目群と比較して、順位付け

した理由を各タ}ゲットユーザに聞いて行く(ラダーリングという)。

このようにして得られたデータは、そのターゲットユーザの認、知構造を表してお

り、整理を行い、体系化を隠る。ただ、このレベルで、はユーザの、そのニーズ群に

対する認知構造をまとめただけなので、これに企画者としての意思あるいは、商品

として必要十分な条件が欠務している場合、企商者として追加したい項隠や欠落し

ている項目を付け加える。
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この企酒者としての意思の中にブランドコンセプトによる制約条件を考慮する。

つまり、ブランドコンセプトとの整合性が図れるかどうかを開発段階当初から検討

し、どのプランドの傘下で開発するのか、新規コンセプトで綴発するかを検討する

ことになる D

これらの体系図の最下位の項目に対し、該当する設計・項自を当てはめ製品コンセ

プトの体系図を完成させる。この体系図の各項目のウェイト付けをAHPを使って行

う。これらのウェイト値は製造のコスト比にもなるので、コストが合わない場合ウ

ェイト値が低い項目をカットすることも可能である。

② 8つの設計項目

設計項目とは、街品コンセプトの最下層に位置し、この項自により商品を具現化

できる項目である。すべての酪品がこの 8つの大設計項目とその 70の小設計項目

で対応できるわけでは無い。基本的で重要な項目を捻出してある(図 2. 1 9)。

(a)インタフェースや使い勝手の配慮→ユーザインタフェース設計項目

(b)高齢者・障害者に対する配慮→ユニバーサルデ、ザイン設計項目

(c)商品の魅力や感性に関する配慮→感性設計項目

(d)安全性に対する配慮、→安全性、 (PL)項目

(e)頑強性に関する配慮、→ロバストデザイン項目

(f)メンテナンスに対する配慮、→メンテナンス(保守性)項目

(g)地球環境に対する配慮、→エコロジーデザイン項目

(h)その他→その他 (HMIの5側面他)

このなかで、ブランド開発に重要となるのが経験価値や使用価値となる為、感

性設計に関連している捉え方は有用である。感性設計項目の階庖においては、第

5階層(最下層)には「新しい組み合わせJ、 「意外性」、第4階層には f機能性・

手Ij便性j 、 「質感J、第3階層には「色彩j 、 「フィット性j 、 「形態J、第2

階層には「デザインイメージJ、第l階層には「雰屈気」が位置づけられている。

9項医は更に機能的側弱からグループ化を図り、感性の基本構成要素として、「新

しい組み合わせj、 f意外性j 、インタフェース要素として、 f機能性・利性J、

f質感J、 「色彩j 、 「フィット性j 、 「形態j の5項目、最後に感性そのもの

を感じさせる「デザインイメージJ、 f雰閲気Jに大きく分類した。
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製品コンセブト

(1 )ユーザインタフェイス項目(2)ユニバーサルデザイン環目
(3)感性設計項目(4)安全性項目(5)口バスト(頑健性)デザイン項目
(6)メンテナンス項目(7)エコロジーデザイン項目(8)その他HMl

“、，.
綱同

"
 

Eiw 

図 2. 1 9 製品コンセプト設計の階層化構造

感性の基本構成要素は、設計対象物に感性を引き起こすための要素として、理

解することができる。 感性のインタフェース要素は、プランドと顧客との関係を

構築するための要素として重要になる。
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3.1. はじめに

ブランドという言葉のルーツが「焼印をつけること j という意味の古ノルド語

の“brand"であり、古くから家畜の所有者は、自分の家畜を識別する為に、焼印

を入れていたように、プランドとは単なる名前・ロゴ・高標だけではなく、人々

の様々な消費体験とともに記憶の中に存在するものであると定義できる。

つまり、ブランドのネーム、ロゴ、スローガン、キャラクター、ジングル、パ

ッケージがブランドを形成する要素であり あるブランドと他のブランドとの違

いを明らかにすると同時に、ブランドに対する独自のイメージを付与する働きを

担うものである。ブランドの要素を適切にミックスすることにより、強いプラン

ドが構築できる [31]0 

従って、ブランド要素の選定はブランド構築における「鍵Jとされ、ブランド

マネジメントの中心的課題であるが、日本ではあまり深く検討されることが少な

かった [9Joそこで、本稿ではブランド戦略を実行するにあたって、そのブランド

コンセプトを構築するための構造化とブランド構築の為の設計書システムとして

検討していく D

3.2. 本論文におけるブランドの基本的な捉え方

3.2.1. フランドの定義

本論文で取り扱うブランドとは、企業が自社製品やサービスを特徴づけるため

に用いる名前・ロゴ、マーク・キャラクターなどの総称ではあるが、ただの名前で

は無く、売り手と賢い手を結びつける「幹」、つまり f赤い糸」のようなものとし

て捉えなければならない [1J。

そこで、本研究ではブランドの定義を「特定の商品およびサーピスを識別させ

るものであり、その商品およびサービスを競合他社のそれと区別させることを意

図して設定する名前、用語、詑号、シンボノレ、デザイン、あるいはそれらを体系

化したものJ とする。この定義で強調すべき点は、ブランドが商品のアイデンテ

ィティを示すものであり、競争差別性を意図的に創造するものということである。

したがって、ブランドは単なる名前だけではなく、視覚的に訴求される全ての

ものによって形成されるということである。そのため、このブランドを形成する

為のブランド・マーケティングとは、商品にブランドを付与し、そのブランドを

売る仕掛けとしてのマーケティング戦略を構築するということを意味する。

ひとくちに商品ブランドと言っても属性・使益・価値観・文化・歴史・パーソ

ナリティ・ユーザと多くの構成婆素があると考えられており、前述したように商

品ブランドとは、使用者が享受できる物理的・情緒的な「便益j を指し示す道標

となるものである[17J。
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ゆえに、ブランドを構築する場合、以下の点に留意しなくてはならない。 1点

目はブランドコンセプトが顧客にとって、新鮮で差別化されたものとして明確で

あるかどうか。 2点目に、誰に(理想の顧客像を想像しておくのも一手段)提供

したい価値であるかが明確になっているか、が重要になる。そして 3点目はブラ

ンド価値を多次元的な知覚経験(使用経験、感情的価値、情報接触など)により、

顧客の心と脳に蓄積され増揺されたり、償却されたりするため、すべての発想の

起点を顧客に建かなければならない(図 3. 1) [22J [26] [27]。

生活者起点で捉える「ブランド」とは

メ
ー
カ
ー

留 3. 1 ブランド知蓄積構造とその効用

3.2.2. 取り扱うブランドの範閤

ブランドといってもいくつかのカテゴリーやレベルが混同されて用いられるこ

とが多い。従って、本稿で取り扱うブランド 3つのプランドについて述べる。

( 1 )商品ブランド

ある製品カテゴリー内の、個々の製品についているブランドである。

( 2 )マスターブランドとサブブランド

部屋子しトップ(粉)、トッププラチナクリア(粉)、トップクリアリキッド(液)、

香りつづくトップ(濃縮液)、トップナノックス(濃縮液)など、共通するネーミ
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ングを保有するものの、具なる複数のブランドが存在する場合がある。このブラ

ンドの集合体をどのようにマネジメントすべきかを考えるときには、集合体とし

ての対象ブランドをマスターブランドと呼ぶ その傘下にあるブランドをサブブ

ランドという。

( 3 )コーポレート・ブランド

ソニー、 トヨタというように、ブランドの集合体として、企業全体を指すブラ

ンドである。このコーポレート・ブランドを取り扱うとするならば、個別商品プ

ランド以外の知的資産や企業の社会貢献活動など、無形資産全体が対象となる。

現在はコーポレート・ブランドの構築に取り組む企業が増えているが、ここで

は、マーケティングマネジメントに関わる示唆を研究目的にするため、高品ブラ

ンドとしてのマスターブランドブランド、サブブランドを取り扱う。

3.2.3. ブランドの構築のための構造化

これまで多くの研究者たちが、ブランドの価値の源泉として提唱している「ブ

ランド・エクイテイ j を根幹に、他社との識別姓を高める為の象徴や個性などを

規定する [24J。また、研究者逮が規定しているブランドとしての提供価値を心理

的あるいは機能的ベネフィットとして表現する。そして、ブランド構築にあたり、

そのブランドがコアとするターゲットユーザを明確にし、彼らがそのブランドを

所有することによる所有価値、経験価値を明確にする [20J[22] [23]。

このように、そのブランドが保有すべき要素は 3つのカテゴリーでまとめられ

る。 1つはブランドの浸透度出プランド認知、 2つ目がプランドの経験品質とし

ての知覚品質、プランド連想、他のブランド資産からの影響、更に 3つ目として

ブランドとの紳や強さを表わすブランド・ロイヤノレティとして集約できる [24J。

したがって、本研究では、このアーカーのモデノレ(図 3. 2) [17]が、シンプ

ルかつ、ブランドコンセプトを形成する為に必要な要素を包含していると考え、

このモデルを骨格にブランドコンセプトを設計していく方法を検討した。しかし、

この構造鴎だけでは、人の心と頭の記憶の中にブランドコンセプトを形成する為

に必要なマイルストーンを持った時間軸の設定や企業にとっての当該プランドの

重み付けなどが明確にされない。また、ブランドが医指す価値の目標として、そ

のブランドが展開すべき、あるいは展開すべきではない事業領域なども明確にな

っていない。

さらに l製品アイテムで瀬客満足を十分に満たせるラインナップができない場

合、どのような製品ラインナップ構成で、ブランド価値を形成するのかなど、具

体的且つ、現実的な構造が設計されない。したがって、本研究では、このブラン

ドコンセプト構造を骨格に、独自に時間軸の設定、展開事業領域の設定、製品ラ
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インナップが設定できるブランドフォーメーションなどを網羅した設計蓄を構築

する。

象徴(Sym.bol)
独自性根拠
(Base Of 
Au也ority)

Lステージ1(レイヤ寸〉

.__.._ :は そのプラント.は

i義高 jどのような特演を持った、
¥JVJ/ 何者であるか

/ーーーー一一日即時四叩時四ーーーーーー一ーーーーーー一一一一一一一一一ーベー--【~-ー四ーーーーーーーーーー--世田----ーー惨

えステージ逮{レイヤサ〉

i益重 iI そのプランドは
L』LLJ| あなたにどのような

.......' I メリットをもたらせるか

自....--一ー叩同町ー一一四品目一一ーー一向田町一一一一一----ーー“アー一ーー押目「ーー←一一一一一一.三三三ご二三:てご-----申

儲性
(Personality) 

ihhJ'Ti〈Xデ-~匂rbダ十づ〉
i掠錨fj-

¥Y'|ブランドと顧客の関係は|

ステージを績に浸透化させ、顧客との鮮を深耕

図 3. 2 ブランドコンセプトの設計構造 (D. アーカー) [17] 

3.3. フランド構築のためのブランド設計書 (5点セット)の開発

3.3.1. フランド設計にあたっての基本的な考え方

これまで過去に多くの学者たちがプランド規定やブランド価値を規定するに当

たり、その根幹を「ブランド・エクイティ(本質)J として議論をし、前述してき

たように、多くのモデルが発表されている [lJ[13J [17J [37J。その主たる構造は、

①当該ブランドが他のブランドと違うと思われる差別性を持っているか、②ブラ

ンドは顧客にとってどのくらい魅力的で訴求力があるか、③そのブランドがどれ

ほど良く思われ、尊重されているか、④顧客がそのブランドに、どれほどまでな

じみ、親しんでいるか、という 4つに大別できる [17J。そして、その 4つの側面

から「ブランドj を構築することが、顧客の頭の中に無形資産としての存在価値

を高める第一歩となる。

その無形資産としてのブランド価値が顧客にどの程度形成されたか、設計して

いた通りに形成されているかなどを測定できる指標を開発し、設定された目様へ

の進捗状況を把握しなければならない。そして執行してきたマーケティング施策

の効果・効率を判断できるようにしていかなければならない。その時点で計画と

実績との聞に誤差が生じているのであればマーケティング施策、ブランドフォ…
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メーション、当初に設計したブランドコンセプトや目標値など、修正すべきは修

正できるような意思決定システムを構築しなければならない。

したがって、その指擦が民指すものは、顧客が判断しているブランド価値を測

定する指標であり、その指標を活用して、図 3. 3のような意思決定サイクノレシ

ステムとして構築できれば、ブランドマネジメントが可能となる [6Jo

ブランドマネジメント力強化施策

目標

ブランド
規定・設計

ブランド戦略実行

ブランド
価値診断

ブランドのPDCAを確実に回してして仕組みを強化
↓ ↓  
ブランド価値最大化ヘ

顧客から
の客観的
評価

鴎 3. 3 ブランドマネジメントサイクルのイメージ

そこで、そのシステムを実現するために、まずはブランド目標を決めた後、ブ

ランドの規定・設計書を作成する。達成目標は最低 3--5年先をイメージする。

長期間に液って、ブランドを継続的にマネジメントしなければならない為に、多

くの関係者にわかりやすく、誤解の無いように設計する [4J[8J。そのために、時

間的変化や製品ラインナップの変化が把握できるように、下図 3. 4のような 5

つのシステムモジューノレで、構成した。以下、その儒別内容について論述していく。
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1.フeランドの顧客への約束(ステートメント)

〈2プラン問書

3.ブ、ランドーロードマップ

4.ブランド・フォーメーション(体系)

5.ロゴ・色ー音楽などの識別要素

図 3. 4 ブランド規定書の構成要素

3.3.2. フランドの顧客への約束(ステートメント)

そこで、システム設計でいうところの目標設定に当たるところは、ブランドを、

どのような姿で刻印して消費者に記憶してもらいたいかを(1) r顧客への約束j

として描き、ステートメント化し、文書化、見える化することである。記述すべ

き内容は、ブランドの独自価値を表現したもので、中心にブランドの本質を短い

文書で表現する。その周りに機能ベネフィット、心理ベネフィット、象徴で閤み、

わかりやすく、シンプノレに表現する。短い文書に凝縮することによって、本当に

そのブランドの独自性が表現できると考えた。

さらに、次のステップにはなるが、コンセプト力調査においても、大量の調査

が同時に効率的に行え、明確に判断しやすくなるメリットがある。一度のコンセ

プト作成では、既存のトッププランドを超えられることはなく、現実的には売れ

ている商品を凌駕するだけのコンセプトを作成することが、容易なことではない

ことは、容易に想像ができるのであろう。したがって、現実的には複数案を伺時

に、定量調査に掛けられるためであり、多少の修正が入ることを前提とした役割

も果たしているステートメントになっているのである。

そしてその記述すべき内容としては、将来このブランドが目指す姿を描くこと

により、ユーザに期待と楽しみを抱き、将来に渡っても付き合っていきたいと思

えるコンセプトを作り上げねばならない。その為に、開発担当者自身のやる気を
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最大限に高める為にも、企業の方針はもちろん担当としての夢を乗せなければな

らない。その意味では、ただの現状不満解消型や問題解決援のソリューションコ

ンセプトが主流となっている、これまでの製品コンセプトとは全く異なるコンセ

プトを構築、創造しなくてはならない。

したがって、このコンセプトが顧客に遠い未来で、夢のような話で実現性、信

様性も無く、身近にも感じられない、現実離れしたコンセプトであってはならな

いのである。さらに、現実の世界の中で、参入している現カテゴリー市場の中に

あるトップブランドのコンセプトに劣つては意味が無いのである。

そこで、作成すべき機成要素を列挙した宣言書を下記に示す(図 3. 5)。

〔機能的ベネフィット〕
きちんと殺菌し、

カラダの抵抗力も活

iブランドらしさ独自価値 i

〔象徴〕
楽しいキレイ家族の

キャラクター
行動を喚起するネーミング

ト。

〔心理的ベネフィット〕
清潔な状態を楽しく

手軽に保てる

図 3. 5 ブランドの顧客への約束宣言書構造

そこで、ブランドコンセプトが十分な訴求カを保有した設計書の構築を目指す。

その手11頃としては、まずブランド担当者、社外のコンセプト構築専門家、コミュ

ニケーションの専門化、技術開発部、調査部門などによるプロジェクトチームを

編成する。次に、当該ブランドの顧客への宣言書を複数案作成する。続いて競合

プランドやベンチマークとするブランドの顧客への約束宣言蓄を各要素に分解し

て作成する。作成呂擦レベノレは、参入する市場内の既存ブランドより、当該ブラ

ンドの顧客との約束宣言書が、顧客にとって膝力的で独自性があり受容性の高い

ものを巨指す。
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最後に作成した複数案のステートメント化されたコア・コンセプトを消費者定

量調査にて、ベンチマークブランドより訴求カが高いかどうかを検証する。実際

に、本稿で取り扱ったコンセプトについては、 1ブランド製作するのに約 3か月

かかっている。並行して複数のプロジェクトを進行させたので、 1年半の関に 2

0ブランド(ベンチマークとなる競合ブランドもステートメント化するので、実際

には合計 50ブランド)の顧客への約束宣言書を作成した。

3.3.3. フランド設計著書

次にブランドを顧客の頭の中に存在させるために必要な構成要素を構築すべく、

ブランドの設計書を作成する。構成要素として、アーカーが開発したそデ、ルに準

拠し、①ブランドの本質、②差別化ポイント、③機能ベネフィット、@心理的ベ

ネフィット、⑤個性、@理想的顧客像、⑦象徴(シンボノレ)、そしてその参入市場

を幾定する、③価値提供事業領域を考える(額 3. 6)。

~ブランド設相 ブランド名/カテゴリー

生活者にとっての |当該ブランドが、生活者に提供する価値。生活者の満足にどのように

ブランド価値 |貢献するか

企業にとっての価依|当該ブランド抗企業価値やビジョンにどのように貢献するか

中期的あるべき姿 |中期的に考えるブランド育成指針

態別脚立h競金優i立点♂¥ 象徴
¥ ブランド価値を色や形で体

競争上の優位さを担保する ¥したもの、際だつ印
技術やその根拠、議付け 、
権威付け

機能的長主犯d立七

個性

ポジションが明確になるよう、
ブランドを擬人化

!Cè環的~三日~b
生活者の頭の中に、強くイメージ

を構築したい機能的価値

、 生活者の瞭の中に強くイメージを
鵬雌臓f象 ¥構築したい、心理的(情緒)価値

価値提案領域

ランドの提案に共感し盛者を持ヴ
生活者の価極観やライフスタイル

ブランドのコアコンビタンスと、それが有効に機能する事業展開領域

(将来の拡張領域を合む)

図 3. 6 ブランドの設計書要素構造とフォーマット

具体的には、

①プランドの本質

ブランドの本質では、他のブランドとは違う差別性や独自に保有するイ面積の求

心力であり、人間の欲求や本音に踏み込んだ内容を簡潔に記述する。

②差別化ポイント
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差別化のポイントは競争上の参入障壁となるような、優位性を担保できる品質、

コンセプト、技術などとその根拠となる裏付け、権威を記入しておく。

③機能ベネフィット

機能ベネフィットは、生活者の頭の中に強いイメージを構築したい機能価値、

つまり使用することで得られる実感品質や知覚品質による機能便益を記述するこ

とであり、単なる商品特長を記述しないことに留意すべきである。

④心理的ベネフィット

心理ベネフィットは生活者の頭の中に強いイメージを構築したい心理的、情緒

的価値である。使用することで得られる好ましい気分、満足感を表現する。

その後のマーケティング施策の中で、特に表現が困難であるコミュニケーショ

ンにおけるトーン&マナー (CM画面上で表現される雰悶気、イメージをいう)

を創造するときに、反映できる素材となりうるように、そのブランドを使用した

後の狭像が自に浮かぶような表現にしておくことが望ましい。

⑤個性

個性については、そのブランドが消費者にとってどのようなポジションになる

のかが明確になるように、擬人化して記載しておくと理解されやすくなる。例え

ば、いつもそばにいる母のようにやさしい保健師等が考えられる。

⑤理想的顧客像

理想的顧客像はブランドの世界観や各ベネフィットに共感し、愛着を持つ価値

観やライフスタイルで、記述する。つまりターゲットとする人物像をベルソナ手法

のように具体的に表現できることが望ましい。

技術開発部門とマーケティング担当関連部署とが、連携を取りながら設計や製

作へ取り組みやすく、品質がブレることなく完成する。各担当システムが統一J惑

のある整合性のとれたシステムとして完成する。

⑦象徴(シンボノレ)

象徴とは、ブランド価値を色や形で体現したもので、際立つ呂印になるもので

ある。この象徴は、プランドへの信頼や評価の基盤となる。競合が容易にまねの

できない固有の事実(伝統、出自、実績、評判など)を形、色彩、味覚、ロゴやデ

ザインに反映させる。したがって、固有のブランドを想起させる起殴となる。

③価値提供事業領域

ブランドが提供する価値領域については、ブランドが将来に渡って、有効に機

能する事業領域(カテゴリー)を規定しておく。

このことは、企業ドメイン、経営理念や中期経営計画など、企業の哲学や根幹

にかかわることであるため、参入しないカテゴリー、事業領域を記述しておくの

も、記述する場合の分かりやすさを増幅させる秘訣である。
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3.3.4. フランドロードマップ

ブランドの顧客への約束やその実現に向けての設計蓄は、将来ブランドが目指

すべき姿をデザインしたものであり、一朝一タに完成するものではない。必要な

マーケティング投資額と時間を掛けて、顧客の脳と心に蓄積させていかなければ

ならないものである。その実現に向けた時間軸の概念を入れるために、ロードマ

ップを描く必要がある。その為には、マイルストーンを置き、進捗状況や市場や

競争環境の変化を把握するシステムを構築しなければならない。市場は常に変動

していることを忘れてはならない。

そして、強いブランドとは、常に変化する市場や顧客の変化に適合できるブラ

ンドのみが生き残れるのである。したがって、ブランドロードマップにおいては

ブランド開発システム以上に、ブランドマネジメント・育成戦略が重要であり、

それをどのようにシステム化でき、どのように構築するかが重要である。

図 3. 7に、ブランドロードマップを挙げているが、重要なのは、短期目標で

あれ、中期目標であれ、必ず目標達成状況が把握できるような指標を構築するこ

とである D その指標が定量的であり、構造的であれば、計画と実績の君臨を明確

にでき、原因究明が比較的早く迅速に施策変更なり、図擦の修正が可能となる柔

軟なシステムを構築することができる。本稿におけるブランドマネジメントのた

めの指標については、後輩で述べる。

く現在>

マーケティング
戦略目標

目指すべき
市場ポジション

図 3. 7 プランド実現のためのブランドロードマップ
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3.3.5. フランドフォーメ…ション(体系)

前ブランド戦略を構築するに当たって、 1つのブランドですべての生活行動(洗

濯行動、入浴行動、調理行動、オーラルケア行動など)を網羅できるコンセプト

は不可能で、ある。一方で、経営の立場、投資効率の視点から捉えるならば、ブラン

ド数は極力少ないほうが効率的に運営・管理ができるはずである。つまり、ブラ

ンド設計書に記述したように、どの程度の市場範囲、カテゴリーを当該ブランド

は綿織するのかを規定したと同様に、どのくらいの数のサブブランドで、どのよ

うなニーズを満足させ、どのサブブランドにどのような役割・機能・価値を担わ

せるのかを決めなければならない。

そしてブランド全体として、どのようにサブブランド間(システムモジューノレ

間の整合性を計る概念と同様に)を、何(機能、コンセプト、イメージ、情緒な

ど)で連結させ、整合性の取れた統ーした概念として組織化するかを構築してお

かなければならない。その思考は 2章で説明したシステム化の統合・検証・妥当

性作業と同様の考え方が適用できる。そのサブブランド体系(ブランドフォーメ

ーションと呼ぶ)をどのように構築するかが、重要な課題である。

いくつかのパターンを見出すために、ルメルト、今井の多角化理論[むを参考に、

多角化理論における戦略事業単位をサブブランドに霞き換えて、 4分類を図 3.

8に掲示する。

(4)長鎖連絡型

密 3. 8 ブランドフォーメーション 4類型 [5]
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( 1 ) 共通イメージ活用型フォーメーションは、マスターブランドが保有する

イメージ(例えば 老舗ブランドによる安心感イメージや強力洗浄カイメージ)

を活用し、各サブブランドにも共通イメージをコンセプトに保有させることで、

ブランド聞のシナジーを生かす方法である。最近では企業問でのコラボレーショ

ン企画として散見されることもある。このマスターブランドによるサブプランド

へのシナジー効果を西本はブランド拡張におけるフォワード効果と呼んでいる

[21J。ブランド戦略としては、マスターブランド強化に向けたマーケティング投

資が中心となる白

( 2 )サテライト型フォーメーションは、マスターブランドの技術シーズを活用

し、ブランド展開を行う D どちらかというと技術先行型市場で効果的である。カ

テゴリーを代表とするような 1つの大きなブランド(マザーブランドと呼ぶ)が、

キープランドとなって全体を形成している。各サブブランドはそのマザーブラン

ドに隣接する市場に展開され、ほとんど同じ組成原材料・ではあるが、容器形状が

異なっていたり、用途や使用場面が具なっているなど、マザーブランドを衛星約

に取り阻んでいるようなプランンド体系を形成する。

( 3 )コングロマリット型は、企業内における組織機能分担と同様の考え方であ

る。例えば、人事部、経理部、システム部といった各組織が各々の機能を分担し

て lつの企業目擦を達成するのと問様である。各サブブランドが構築したブラン

ドイメージをマスターブランドに還元・蓄積させていく考え方である。

具体的には、歯磨きでさっぱりした清掃感を、歯ブ‘ラシで毛腰しっかりした実

感付与で刷掃感を提供し、洗口液で刺激的なさっぱり感を提供することにより、

マスターブランドは口内環境を充実させる NOlプランドとしてのポジションを

目指せるブランドとなる。ブランド戦略としては、サブブランド強化に向けたマ

ーケティング投資が中心となる。

商本らの研究では、フォワード効果とフィードパック効果はブランドごとに大

きく具なるとして実証研究されている [21J。

(4 )マスターブランドの中心となる機能やブランドイメージをアンカー(碇)

として長い鎖のように連結して展開されている。各サプブランド聞は共通した機

能やイメージで繋がっているが、最初のマスターブランドと最後のサブブランド

との関係性は希薄になる。ただし、マスターブランドが参入している市場と関連

性の薄い市場へ拡張する場合や企業として全く初めての市場へ参入する場合に、

新規ブランドで参入するよりは有効であると考えられる。

このようにプオーメーションを明確化しておくことにより、今後の商品開発の

狼いや臣的が事前に明らかになることにより、研究開発スピードが上がるメりッ

トもあると考えられる。
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理解促進のために具体的事例として、(1 )共通イメージ活用型フォーメーショ

ンとしてのマスターブランド戦略と(2 )コングロマリット型でサブプランドの

個性を生かす、サブブランド戦略事例を図 3. 9に挙げる。ライン拡張回数は少

ないが、 (4)長鎖遼結ブランド事例として、マスターブランドの影響が薄く、サ

ブプランドが独立していく過程の戦略として保証付きブランド戦略を挙げる。

戦略オプション 典型事例

(l(l}マスター I r 抑行Zfト 引いつでも手軽に「ぷランス朝食J 1: 
I I 1回 'lJJtelYlt出皆 a 

ブランド I I ……-q?:…ー潤』…
戦略 I I :. "~~??.: :…空Yご…..…煎

議ぷ一一一総

図 3. 9 ブランドフォーメーション事例

3. 3. 6. ロゴ、色、音楽などの識別要素

識別要素としてのブランドの象徴となり、記憶再生の手がかりとなるロゴ、シ

ンボノレ、アイコンや音(音楽)を際発、規定しておくことである。これはー豆、

決定した際には、短期的に変更しないことである。識別要素は継続して記憶の中

に蓄積させ、記憶の出し入れに際して、媒介となるパイプや水道管のような役割

を果たす。活用場面としては、コミュニケーションツールとして T V C M、街頭、

パッケージなど顧客との接点に、頻繁に出稿されるものであり非常に震婆な役割

を果たすものである。一例を下記に示しておく(図 3. 1 0)。

これをデザインしておくことにより、宣伝やプロモーションといった非常にコ

ストのかかる投資規模の大きいマーケテイング投資を、集中して行うことにより

効率性が追求できる。したがって、十分な効果を期待するならば、このアイコン

やデザインの開発の初期段階で、十分な時間と調査費用の投資をすることが望ま

しい。
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ブランド印章・記号化識賂要素

内容 活fB場面、使い方

-パッケージ

ロゴ iブランド・ネーミング・キャッチフレーズ
.CM、雑誌、印刷物

-パッケージ

. ，吉顕

シンボル サ#欝博多

キレイママとよしお、よしこの3人の手つなぎ
一強い粋で結ぼれた家族が安心感/幸福感を表現一

{護2守1同日治kdEJずT・4fやf!時畑プ増じ.::守4ζ防主主与三Jふ止き設ー2 ニー

-パッケージアテンション

-底顕

アイコン -雑誌、印刷物

図 3.10 ブランドの象徴・シンボ、ノレ・識別要素

3.4. フランド構築のためのシナリオフレーム提案

実際にブランドを構築する為には、製品開発テーマを推進しなければならない。

そこではブランド方針・目標を明確にし、消費者のライブステージ、ライフスタ

イノレ・アプローチをベースに、ブランド開発の目的.~擦を明確にする o その実

現に向けたマーケティンング戦略及びブランド目的・目標との整合性を図る。

次に、マーケティング投資に見合った事業採算性などを担保する戦略シナリオ

フレ}ムを構築しなければならない [7]。そこで、システム思考に基づき製品開発

シナリオフレームを下記にテンプレートフォーマット形式に従って論述する [30]0

( 1 )ブランド・ビジョン(ブランドの約束)

まず、ブランドが目指すべき理想の姿を描く。その理想像とは、現状の顧客の

要求事項はもちろん、そのブランドが顧客にとって幸福で充実した人生・生活を

送るために必須アイテムとなっている姿である。

その理想像に向かつて推進することをブランド・ビジョンと呼ぶ。ブランド・

ピジョンを形作るには、ブランドの理念(理念、哲学)を持つこと、そして、そ

の実現に向けた計画、ブランドロードマップを作製しなければならない。

( 2 )マーケティング戦略目標

これにしたがって、マーケティング戦略を構築する。そのマーケティング戦略

目標軸が、いわゆる STPr市場セグメンテーション (S: Segmentation)、ブラン
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ドが顧客とするターゲット (T: Target)、市場競争における及び顧客の認知状況に

おけるポジショニング (P: Posi tioning) Jである [10J。

( 3 )製品設計(ブランド設計書)

次に、マーケティング戦略を達成するための 4P (Product、Promotion、 Place 

Price)施策を統合的(施策聞の整合性、施策実施の同期が殴れている)に設計す

る[25J。中心的戦路となるプロダクトについては製品コンセプト、およびそのコ

ンセプトを顧客の具体的な実感品質へと務とし込んだ品質設計を作成する。ビジ

ネスとして成り立ちうる原価設計も重要な構成要素となる。

( 4 )マーケティングアクション

最後に製品設計されたプロダクトを顧客に効果的にコミュニケーションし、購

入意欲を喚起させ、プランドとの幹を強くする。実際に購入される脂頭場面では、

ブランドが購入されるカテゴリーの中で再生、再認されるようにプロモーション

施策を設計する [15]巴そして、ブランドを効率よく顧客の手元に届けるために、

購貿チャンスが増えるチャネノレ戦絡および価格i淡路が練られる。

全体のシナリオフレームを図 3.11に示し、詳細については後述する。

ピジョン

〈方針〉

ブランド理念

ブランド・ロード
マップ.

定性・定f注目標

マーケティング

戦略目糠
製品設計

マーケティング

アクション

価格設定

図 3. 1 1 ブランド構築システムのシナリオフレーム

3.4.1. フランドピジョン(フランドの約束)

( 1 )ブランド理念(ブランドの本質)

ブランド理念とは、ブランドの本質であり、ビジネス理念と企画担当者の思い
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(Spirit) を含んだものである。ここでいう企画担当者の思いはHDTで紹介し

た患い (Wi11)とは異なる [28J。真のマーケティング思考に基づいた思いである。

つまり、ターゲットとする生活者・顧客の充実した人生の実現に賞献したいという、

ロマン・夢を指している。決してこんなものを設計したいとか、創作したいといっ

た作り手の自分本位の思いであってはならないD

ブランド状況として、マスターブランドの本質を顧客への約束が、どんな状況

にあるのかを把握する。提案製品のコンセプトやポジシヨニングがマスタープラ

ンドと合致しているかを常にチェックする [2J。企闘提案の背景として、ブランド

の現状と課題を明確にし、提案企画が、その課題のどの部分をどの程度、解決し

ブランド目標にどれだけ貢献するかをチェックする。

(2 )ブランドロードマップ

プランド・ピジョン実現に向けて、いつ、どのように、どんなプランドフォー

メーションで実現するかのロードマップを明示する(図 3. 1 2)。新ブランドで

参入する市場が新市場、既存市場、その他複合市場であるかなど、市場の特性が

明確に分かり、新ブランドで市場参入する必然性が明らかになるようにする。

①新市場創設期

新ブランドが新規カテゴリーを創出する場合は、導入期=市場カテゴリーの創

出である。したがって、新市場開拓にあたり、新規カテゴリ}創出に見合う技術

イノベーションが必要条件である。

②導入期

一方、既存市場における新ブランドの導入期は、市場参入のためのブランド認

知が重点腎擦となる。例えば、使用実感のある基本機能に加え、既存ユーザの共

感性を謡ったキャッチフレーズ、情緒的パッケージなどブランド認知形成に必要

な主主場感がマーケティング施策目標となる。

③成長 期

次に、成長期に移行するためには、そのブランドの個性、独自性、他との違う

使用実感など、ターゲットユーザにとって、なくてはならない存在意義を顧客に

植えつけねばならない。例えば、香りのラインナップを拡張する。または付加価

値を付けた高価格品を揃えるなど、ブランドフォーメーションをどのようにする

か設計しておかねばならない。

更に、パッケージのデザインを刷新した期間限定品を発売したり、ブランドイ

メージ醸成の為のイベントの開催、 CMタレントの抜擢など多岐にわたるプロモ

ーション施策を展開する。これらブランドの浸透化を目的とした施策により広い

顧客層を取り込む。

同時に、ロイヤノレユーザに対しては、累積購入による特典効果を付加すること
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により、ブランドとのリレーショナルシップをより深め、強い幹で結ばれるよう

なマーケティング施策を展開する [12]。このブランド普及過程の中でユーザが自

己主張をする際に、そのブランドを活用したり、日常生活のーコマとして取り扱

われるブランドとしてロイヤノレ顧客層を形成していくのである。

④成熟期

ブランドが屈指すべき姿は、顧客にとってかけがいのないブランドで、市場N

01のポジションである。その為には、トライアルした顧客が離反しないようロ

イヤノレティ化向上化のマーケティング施策が間断なく施行されなければならない。

⑤衰退期、転換期

市場環境や競争環境が大きく変化し、競合関係が崩れた場合は、ブランドコン

セプトを変更したり、ブランドフォーメーションを変更することによりりポジシ

ヨニングを図り、ブランドの鮮度向上、維持策へ戦略を転換しなければならない。

く中長期目標>

ブランドビジョン
理想像

(ブランドコンセプト)

ブランドビルディング

ブランドフォーメーション形成

く短中期目標〉

消
費
者
に
と
っ
て
の
ブ
ラ
ン
ド
艦
艇

成熟期

ブランド・ライフサイクル

成長期

く市場創造期>

ブランド構築の為のロードマップ1 2 

( 3 )定量・定性目標

設定する目標は、定量化された呂標が望ましいが、ブランド価値の差別化が感

性的表現や情緒的表現目標が設定されることも許容する。新製品利益回収期間(例

えば、利益回収期間が導入 3か年以内)、市場占有率(シェア)など、定量目標の

進捗状況を管理し、永続的なブランドとしてブランド損益計画を設計管理する。
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3.4.2. マーケティング戦略目標

企磁の狙いを「市場機会と課題JrSTPJ rコンセプト j として表す。市場と

顧客のココにチャンスがあり、そこをこうやって攻略すると勝てるといったスト

ーリーと、そのKF S (Key Factor for Success)を明確にする。

( 1 )市場セグメンテーション (S)により、同じニーズを持つ顧客グループにより

市場を分類する D その中で、企画で狙うセグメントを明確にする。

( 2 )ターゲット(りとして、狙うセグメントを構成するターゲットの属性を性年

令、職業、収入などのデモグラフィック属性と生活意識などのライフスタイル等で

明篠にする。ライフスタイルとは f生活空間、生活時間、そして価値観のすべてを

包括した、その人の生活様式、生活スタイルj と定義し、ほぼ「生活様式j に近い

概念として捉える。このようにライブスタイルとは、人々の生活の仕方、その人の

価値意識を反映したものである。具体的には、そのお金の使い方、選択する財やサ

ービス、行動の組み合わせの型(パターン)として捉えられる概念である。

( 3)ポジショニング (p)としては、セグメントの中で、競合よりも自社商品が顧

客に高い評価を得、選択購買 Lてもらえるように位置づける。

①革新性があり、先進的な地位である First-Oneブランドを目指す。

②当該ブランドにしか実現できないブランド価値(使用価値、所有価値など)を実

現することで On1y-Oneブランドの地位を獲得する。

③どのブランドも追いっけないパフォーマンスを実現する Best-Oneブランドを

目指す。

3.4.3. 製品設計概要

( 1 )製品概念(コンセプト)

生活者の実態や意識のポイントを把握し、製品開発企画の鍵となる「生活者イ

ンサイト(本音)Jは何か、を中心にコンセプトを創作する。インサイトとは、無

意識に行っている生活行動、消費行動を引き起こしている消費者の本音の部分を

指す。

したがって、これまでは競合品の機能をベンチマークにし、表層価値や価格訴

求で差別化を図ろうとしてきたコンセプトとは発想の起点が異なる。つまり消費

者心理に深く切り込んだ所有価値、社会的価値などにも十分配慮、したコンセプト

を作り上げなければならない。

このように差別化とは、そのコンセプト発想、の起点や重点を競合品に置いてい

るのに対し、差異化とは顧客起点から顧客の心理的価値、効果効能ベネフィット

を形成するものである(図 3. 13)[18J。
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ベフィット情報

RTB情報

機能コンセプト

表層機能

属性

図 3.13 差異化のためのプランドコンセプトピラミッド [13J

この差異化されたコンセプトの基本ステートメンドは、ターゲットユーザが「そ

うそう、あるあるJと反応する「共感情報J(今ニーズ、ウォンツにリンクする部

分) +企Aの効果・効能ベネフィットを得られる「ベネフィット情報J+00の

特徴理解の為の rR T B (Reason to Belief)情報j を持つ製品コンセプトで設計

する [11J。

( 2 ) 品質設計

①機能(処方、効果など)として、製品コンセプトやターゲットユーザに合わせた

効果・効能と、それを実現する組成、成分、メカニズムを明示する。

②使用性(使用感、香味など)として、ターゲットの生活に合わせた使用性を設定、

それを実現する仕様、香味の方向を設計する。

③容器(使い勝手など)は、ターゲットの使用実態に合わせた容器デザイン、それ

を実現する仕様に設計する。

④その他として、環境や安全等、カテゴリーに必要な要素があれば設定する。

( 3 )原価設計

・原価は、競争力の保てる価格設定が可能な原価罰標を設定し、実現する。

3.4.4. マーケテイングアクション

提案企画を加えてブランド、あるいはブランドフォーメーションで、どんなマ

ーケティングアクション(対生活者、市場)を展開していくのかを明確にする [14]。

( 1 )コミュニケーション施策としては、生活者に向けたアプローチ(宣伝、広
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報)を、何(どんな情報)を、どんな方法で、どんな手段を使って実施し、期待

されるブランド認知、態度、ロイヤノレティについても明確にする。

( 2 )プロモーション施策展開をブランドの育成目的に応じて、 2つのフェーズ

で実施する白

①導入時戦路

市場に初めて登場するブランドであるため、登場感が重要になる。市場(特に

流通〉に向けたアプローチを、何を、どんな方法で、どんな手段を使って実施す

るのか、期待されるアウトプットについて具体的に明示する。したがってマーケ

ティング施策が目指すべき目標は、ブランド認知であり CMなどのプロモーショ

ン目標は、インパクトある印象付け戦略である。

パッケージデザインも参入しようとする市場や庖鎮で練列された時に、新奇性

のある特徴的なデザインや色調が好ましい。ただし、そのデザインの最重要ポイ

ントは、コンセプト合致度であることを忘れてはならない。したがって、デザイ

ンを作成する担当はコンセプトの特徴(本質)を十分理解しておかなければなら

ない。

② 3年育成戦略

導入期を経て、ライフサイクル上の成長段階で確立しなければならないブラン

ド価値の目標は、ブランド・アイデンテイティ(個性、存在感)が最も重要である。

次に成長軌道を確固たるものにするために必要なのは、より多くのユーザに受け

入れられる浸透化施策と、一度使用したユーザが離反しない粋を、ブランドとの

閑に築くためのマーケティング施策が要求される。

損益計画や思襟シェアなどの事業経営的目標を実現するために、必要な 3ヶ年

プラン(ベイアウトプラン)とマーケティング投資戦略をできるだけ具体的に明

示する。

( 3 )チャネル戦略は、特にブランド戦略を、流通のカテゴリ一戦略へどのよう

に転換していくのかが重要なポイントである。本研究では、取り扱わないが、定

番陳列の為のカテゴリー・マーチャンダイジング(榔の陳列位置、棚別カテゴリ

ー提案)、 j苫頭プロモーション施策 (P0 P、調連陳列)、インストアシェアなど

インストアマーチャンダイジングの効果的施策をブランドに合わせて戦略的に立

案しなければならない [3Jo

(4 )嫡格戦略として、取引価格体系(①生産者価格、②卸価格、③希望小売価

格)を設計する。当該カテゴリーを購入しそうな顧客が、貰いやすいチャネノレで、

どれだけ露出できるかがポイントである [38J。中間マージンの配分を戦略約に実

施し、取扱1百数(経済産業省事業所統計で約 35万届)の拡大を図る。
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3.4.5ー その他

( 1 )開発調宣言十画と結果

開発計画に準じて意思決定できる判断指標と基準を持って調査計酒を立てる。

①標品質について、企画成功の鍵となるコンセプトの訴求ポイントで§標設定(情

緒/実感品質両面)されているか。

②事前に測定可能な目標設定ができているか。

③目標は正しく設定できているか(対競合、対ノーム値等)。

( 2 )制約条件

次の様な制約条件に十分配慮して企画を推進する。

①原材料供給、②薬事、③法的規制、④品質保証期間、⑤環境対応、⑤ PL層部、

⑦法務、③特許、⑨商標、⑬意在、@不競争法

3.4.6. 具体的事例

具体例として新規ブランド構築の事例を示す(毘 3. 1 4)。ブランド構築の企

画背景として生活者の意識、潮流を抱援する。男性 30代はライフサイクノレ上で、

の変曲点(ライフイベント)が多く存在する。一般的に私的生活面では結婚(平

均初婚年齢 35歳)、ビジネス面では昇進(課長昇進最短年齢 35歳)があり、身体

的には頭髪変化や身体的形状を気にする年齢は 30代が一番多い。臭いに敏感な

世代も、この年齢層であると捉えられる [29]。

下記のようなブランド構築シナリオが構築できたら、その詳綿設計事項が明確

になったものを企画提案審として作成できるテンプレートを設計する。参考まで

に開発提案審のテンプレートフォーマットを別添する (PI02)。

( 1 )ブランド・ビジョン

市場差別化戦略において、新カテゴリー創出に向けた独自ブランドを立ち上げ

る。ただし SW 0 T (Strengths、 Weaknesses、 Opportunities、 Threats)分析

や研究関発技術面を考慮、したブランド戦略方針を立てる [15]0 企業姿勢として技

術的優位性を担保する、化粧品事業へは参入しないなど、制約項震なども方針に

加える。

先発商品として自社の独自技術を考慮、し、差別性のあるへアケアブラシ、シャ

ンプー、リンスのラインナップで、男性専用のスタイルケアとして参入する。そ

の後のブランド成長期において、ボディウオッシュ剤、制?千剤などのカテゴリー

拡大戦略を展開するロードマップを播く。

( 2 )マーケティング戦略目標

次に、上記のブランド・ビジョンにしたがって、マーケティング戦略目標を構

築する。特に 30代特有の頭皮ケアに悩む男性をターゲットとして想定し、セグ

メントユーザを設定する。ブランドのポジショニングとしては、頭皮の新陳代謝
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に着罰したソリューションシステムブランドとして、オンリーワン・ブランドを

目指す。

( 3 )製品設計

他人には気付かれたくない男性特有の頭皮の匂い、頭皮油脂成分分解に特化し

た組成により、清掃実感と爽快実感の高いへアケアシステムラインが製品コンセ

プトとなる。したがって目標とする設計品質は、消費者の実感品質として、業界

NOlの清掃実感と爽快感の高いへアブラシ、シャンプー、リンスセットとなる。

一方、原価については、事業経営として利益貢献できる目標原価を設定し、その

原価以内で組成、製品際発を行わなければならない。

(4 )マーケティングアクション

コミュニケーションとしては、 30代男性をターゲットとしたタレントを起用

する。オフィス街でのサンプリング、 R25などの若者向け雑誌へも広告展開す

る。 J苫頭プロモーションとして、マッサージ効果のあるへアケアブラシ(歯ブラ

シの超極細毛加工技術)とシャンプーの連動により、男性専用イメージの畷成を

図る。 価格は、 ドラッグストアが取り扱いしやすい価格幣でかつ、流通マージン

が通常より高い設定とする。手厚い流通マージン政策により流通の取り扱い意欲

を促進し、裾野拡大戦略をはかる。また安定した価格政策によりコンビニエンス

ストアの取り級いやすさに配慮する。このようにターゲットと製品コンセプトを

合致させるように、マーケティングミックスを構築しなければならない。

ピジョン

(方鈴〉

==>1マーケティング

ブランド理念

(男性ブランドの
創出〉

ブランド・

ロードマップ

(30代男性のスタイ
ルケアから参入)

定性・定畿自擦

(3年でペイアウ1.. ) 

戦略目標

ポジショニング

(技衛的根拠

を持ったプランド)

製品設計
c::::::> Iマーケティング

コンセプト

(人には気づかれたく
ない男の身だしなみ

意識を喚桜〉

品質設計

(ヘアブラシをキー
アイテムに頭皮ケ
ア実感付与)

アクション

図 3. 1 4 男性向けブランド構築システムのシナリオ例
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第 4章

ブランド価値混，IJ定指標の開発とその活用

~日用品市場を事例として~
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4.1 はじめに

本研究におけるブランド価値とは、顧客の頭の中に存在する無形資産であると

第 1寧の序論で概括した。形而下では、マーケティング諸活動の成果はシェア、

売上、利益、ロイヤルティおよびプレミアム化等によって測ることができる。し

かし、ブランド価値を最大化させるための具体的な活動ということに着目した場

合、ブランドを中心としたマーケティング活動は結果ではなく、結果に結びつく

までの f顧客の購買及び消費プロセス j における、意識や認識を高めるためのマ

ネジメントが重要になってくる [15J。その為には、ブランドの価値を科学的な指

標で澱定・評価し、修正可能な仕組みとして実現できるかが、今後の企業の発展

を決-めるのでないかと考えられる [31]。そこで、本章では企業経営においてマー

ケティングマネジメントを実行していく上で、非常に重要となるプランド価値を

測定する指標の開発と活用を自指して考察する。

4.2. フランド価値に関する先行研究

4.2.1. フランド価値概念の基本的構造研究

マーケティングにおけるブランド構築の重要性については、古くから多くの研

究が積み重ねられていることはよく知られている。アメリカ・マーケテイング協

会 (AMA)は、ブランドの定義を『特定の販売者あるいは販売グループの商品およ

びサーピスを識別させるものであり、しかも、それらの商品およびサービスを競

合他社のそれとは区別させることを意図して設定される、名前、用語、記号、シ

ンボル、デザイン、あるいはそれらの組み合わせ~ [62]としている。

この定義で留意すべき点は、ブランドが商品のアイデンティティを示すもので

あり、競争差別性を創造するものとして形成されるということである。同時にブ

ランドは単なる名前だけではなく、視覚的に訴求される全てのものによって形成

されるということである。

また、米国のフィリップ・コトラーは、製品をブランド化する目的として、①

製品のアイデンティティを証明すること、②製品の独特な特徴を法的に守ること、

③製品の品質を明示すること、④製品話題性、イメージ、シナリオ、情緒などの

付加価値を与えること、としている [15J。

デピッド・アーカーによれば、ブランド・エクイティ (brandequi ty)とは、 fあ

るプランド名やロゴから連想、されるプラス要素とマイナス要素との総和(差し引

いて残る正味価値)Jであり、いわば「同種の製品であっても、そのブランド名が

ついていることによって生じる価値の差Jだとしている [24]。そして彼は、ブラ

ンド・エクイティの構成次元として、プランド・ロイヤルティ、ブランド認知、

知覚品質、その他のブランド資産の 5つを挙げた上で [24J、ブランド・アイデン
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ティティの重要性に言及している。すなわち、市場で商品がどのように知覚され

たか、そのブランド連想を明確にできるかが強いブランドを構築する上で、重要

であると強調している [25J。

マクロブランド・
o-{-y)v-r.-f I勺

ー・.‘............・a
4
 

、

図 4. 1 ブランド・エクイティの構造とその効果 (D. A. アーカー) [24] 

また、ケビン・ケラーは、これを発展させて、膨大な知見を体系的に数理し、

ブランド・エクイティをマーケティング活動によってあるブランドにもたらされ

た「付加価値Jの総称と定義した [51J。その構成要素はいくつかに分けられ、ブ

ランド態度はブランド連想のもっとも抽象的な形であるとされているJ顧客ベー

ス・ブランド・エクイティ J(customer-based brand equi ty)という概念を提起し

たが、それは、消費者の知識ベースにブランドの資産的価値を捉え直そうとする

ものであった。すなわち彼の考え方によれば、ブランドの資産的価値や差別的優

位性の源泉は、差異的な効果を生み出す消費者のブランド知識構造にあり、望ま

しい知識構造を持ったブランド知識を創り出すことがブランド構築上の課題だと

している [22J。

一方、強いブランド知識を構築する上での枠組みとして、ケビン・ケラーは「ブ

ランドピソレディング・モデル」を提示している [51Jo ケピン・ケラーが考えるブ

ランド構築のステップは、次のような 4段階から成り立っており、 6つのブロッ

クを積上げてブランド知識ピラミッドを考案している。

( 1 )アイデンティティ(消費者によるブランドの識別・同定)

104 



まず、第一段階のアイデンティティを実現するためには、セイリエンス(顕著

性・突出性)を確立する必要性がある。深くて広いブランド認知を、いかにして作

り出すかが課題となる。すなわち、ブランドの再認、だけでなく、ブランドの再生、

それも fトップ・オブ・マインドJ(第一再生知名)で想起され、また、出来るだ

け幅広い状況で想起されることが必要となる。

( 2 )ミーニング(ブランドについての意味の了解)

第二段階のミーニングからは、 2つの流れに分岐し、 1つは機能的なパフォー

マンス(姓能)、もう一つは抽象的なイメージを内容としている。前者は、製品の

特性や属性に基づく信類性、耐久性、サービスのよさなど、後者は使用者のイメ

ージや購買・使用状況のイメージなどを内容としている。

( 3 )レスポンス(適切で望ましい反応)

第三段階のレスポンスは、第二段階のミーニング結果として引き起こされる消

費者の反応であり、ここでも 2つの流れを受けて、ブランドに対する顧客の俗人

的評価としてのジャッジメント(評価・判断)とブランドに対する顧客の感情的

反応としてのフィーリングに分かれている。前者は論理的・理性的な反応(品質・

信用、考慮、優位性)であり、後者は情動的・感情的は反応(暖かさ、面白さ、

興議、安心感、社会的承認、自尊心)を内容としている。

( 4 )リレーションシップ(消費者とブランドの関係性の構築)

最後の第四段階のリレーションシップに対するレゾナンスは、第三段階までの

2つの流れが統合された段階であり、それは顧客とブランドが共鳴し合い、また、

2つの流れの意味や反応が統合され調和した状態でもある。レゾナンスは、具体

的には、ブランドへの行動上のロイヤルティ、態度上のコミットメントやアタッ

チメント(以上は強さの次元)、コミュニティ意識や積極的な係わり合い(以上は

活発さの次元)、という仮，IJ箇によって表される [51]0 

いずれにせよ、強いブランドを構築するためには、当該ブランドがこれら 4つ

の段階のどのレベルにあるかを十分に把握し、また確立されているブランド知識

(ブランド認知やブランド連想)の内容を検討した上で、一歩一歩着実に進めて

いく必要がある。なぜならば、ブランド価値を唯一蓄積できるのは消費者だけだ

からである。
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図 4. 2 ケビン・ケラーのブランドビルディング・モデル [51J

4.2.2. フランド価値認知構造研究

消費者のブランド知識構造は「ブランド認知」と「ブランドイメージJ という

2つの構成要素から成り立っている(図 4.3)[1J[51J。ここで、ブランド認知と

は、様々な状況において消費者が当該ブランドを識別できるかどうかに関わる概

念で、具体的には「ブランド再認J と「ブランド想起(再生)J という下位次元に

よって捉えられている。

すなわち前者のブランド再認におけるブランド名やロゴ、シンボル・マークな

どのブランド要素が手がかりとして与えられた場合に、すでに知っているブラン

ドであることを確認でき、他のブランドから明確に識別できることを意味してい

る。

これに対して、後者のブランド想起(再生)とは、手掛かりとしてブランド要

素が利用できない状況においても、当該ブランドを思い出させる(再生できる)、

ことに対応している。当然、単なる再認レベルよりは、想起(再生)レベルでの

認知のほうが望ましいことは言うまでもない。

ここで、表現の整理をしておく。第 2章の先行研究で論述しているように、情

報記憶モデ、ル上で、は知覚情報との適合をするため、本研究では事前商品記憶情報

からの検索を想起と呼んでいる。ここでは表現の混乱を避けるためにブランド認

知構造上は狭義の想起、つまりブランド再生と呼ぶ。
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一方、ブランドイメージについては、連想、ネットワーク・モデルをベースに、

その連想、内容は「属性Jr便益Jr態度Jという 3つのタイプに分類されている。

ここで属性とは製品やサービスを特徴付ける記述的性質のことで、製品のパフォ

ーマンスや性質のレベルを規定する製品関連属性と、その購買や消費の過程に影

響を与える価格、使用者イメージ、使用イメージなどの製品非関連属性に区分さ

れる。

また、便益(ベネフィット)とは、製品やサーピスの属性に消費者が付与する

個人的な価値や意味のことであり、それは機能的便益(製品属性に対応した内在

的な利便性)、象徴的便益(使用者イメージなどの製品非際連属性に対応した外在

的な便益)、経験的使益(製品やサービスの経験を通じて感じる便益)という 3つ

のタイプに分かれている。

そして態度とは、ブランドに対する全体的な評価のことであり、社会心理学に

おいて数多く共通して報告されているように、態度を「感情」と「認知j に分け

て、次のように捉えることにする。 f感情に基づく態度Jとは、消費者に主観や個

人約好みをもとに形成された態度であり、パソコンのデザインが「カッコいいJ

とか、ジュースの味が「おいしいj などがある。その態度を変容させるには、感

情に訴えかけるメッセージや体験が有効であるとされている。

「認知に基づく態度j とは、事実の認識に基づいて形成された態度のことを指

す。パソコンの機能が優れているかどうか、ジュースにどのような栄養が含まれ

ているかなどが挙げられる。その態度を変容させるには、事実や論理念提示して

説得する方が有効であるとされている。

これらは、従来主流であった強い論拠による説得が持続的な態度変容を導くと

した f精級化見込み理論j の主張とは異なる見解を示すものであり、態度におけ

る感情の重要性を潤いi直し、のちの説得コミュニケーション研究に大きな影響を

与えた考え方である。

以上のように、プランドイメージにおける連想内容をベースに、ケラーは消費

者に選択されるという意味で、資産的価値の高いブランドとは、強いイメージ、

好ましいイメージそしてユニークなイメージを持っており、それらをベースに肯

定的な態度が形成されているものだとしている [51Jo
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図 4. 3 ブランドの認知構造 [51J

4.3 フランド価値澱定指標に関する先行研究

4.3.1 フランド儲値測定に関する先行的アプ口一チ研究

ブランド価値を澱定する過去の代表的な先行指標を下記に紹介する [2]。

( 1 )コスト・アプローチ

①歴史的原価法:ブランドに対するこれまでの累積支出をブランド資産の算定す

る基礎とする方法。

②再編逮原イ商法:ブランドを市場から再調達するのに要する支出や、そのブラン

ドが現在M&Aの対照となった場合の市場価値を基礎に算出する方法。

( 2 )マーケット・アプローチ

企業の時価総額から無形資産により生み出される部分を取り出し、その一部分

であるブランド資産をマーケットの客観的な指標の溺数として測定する。ブラン

ド資産価値は広告費シェア、市場参入順位、市場存在年数などの客観的な指標に

よって求められ、それらの影響度は市場反応で推定される。

( 3 )インカム・アプローチ

ブランドがもたらす将来のキャッシュフローの割引現在価値によってブランド

の資産価値を算定する。算定のためには、将来キャッシュフローの予測データと

割引率という 2つのデータが必要となる。

将来キャッシュフローの予測{直には不確実性があるため、これをどう取り扱う
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かによって 2つのアプローチがある。 1つは伝統的アプローチで、不確実性が高

いほど割引率を高くする方法。もう一つは、期待キャッシュフロー・アプローチ

で、将来のキャッシュフローに関する最低限の値を求め、それを通常の割引率で

割り引く方法である。

このようにブランド価値の測定は、マーケティングマネジメントのための一指

標として活用される一方で、企業費収のためにその資産価値を測定するために考

えられたものであった [2]。本研究では前者の目的を持って議論を進めていくこと

とする。

4.3.2 ブランド偲値測定指標の代表例

( 1 )インターブランド社(英霞)によるブランド価値測定

インターブランド社(英国)によるブランド価値は 1988年、イギリスの食品

メーカ ~RI-I M (ランク・ホーピス・マクドクガノレ)社が敵対貿収に対する防衛

策として、ブランド価値をインターブランド社に依頼して開発された。これ以降、

イギリスではブランド価値をバランスシートに載せることができるようなってい

る。インターブランド社によるブランド価値測定は、 3つのステップからなって

いる。

①第一ステップは、企業の無形資産からもたらされるプレミアム利益の算出であ

る。これは企業全体の将来の予測利益から資本コスト、 OEM供給などのノン・

ブランド製品から獲得・された利益などを控除して求められる。

②第 2ステップは、上記のプレミアム利益のうちブランドよりもたらされる部分

の抽出である。これは、業界別にブランド賞献度が設定されており、例えば香水

は 95%、ピーノレは 85%、工業対は 10%というようになっている。

③第 3ステップは、割引現在価値の算出である。上記で算出された将来利益のう

ちプランドがもたらす部分について割引現在価値が求められる。この割引率はブ

ランドが有するマーケティング上の強度に基づいて決定される。

具体的には 7つの指標の合計によって得られたブランド・スコアの関数として

算出される。その 7つの指標は、主導性、安定性、市場性、医捺性、方向性、サ

ポート体制、法律的保護である。このようにインターブランド社の測定方法はイ

ンカム・アプローチを利用してブランド価値を金額的に算出しようとしたもので

ある(図 4. 4) [40J。
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( 2 )ブランド・ジャパンによるブランド価値測定

ブランド・ジャパンは、日経BPコンサルティング社が開発した、ブランド評

価モデ、ルで、ある [32]。この調査は日本の消費者やビジネス・パーソンの頭の中に、

どのブランドがどのような形で、どの程度の強さを持って蓄積されているかを調

査目的としている。ビジネス・パーソンに対して 500社に及ぶコーポレート・ブ

ランドについて開いたどジネス市場縞 (Bto B)と、スタジオジブりといったもの

を含む 1、000のブランドに対して一般生活者が持っているイメージを測定したコ

ンシューマー市場編 (Bto C)の、 2つがある。どちらもサーベイ・データに基づ

いて共分散構造分析を使ったブランド評価手法を採用している。コンシューマー

市場編では 4つ、ピジネス編では 5つの潜在変数を伴う仮説を立てた解析手法で

ある。本研究対象が日用消費財であるため、コンシューマー市場を参考に揚げお

く(劉 4.5) 

110 



|*中間因子(偏蓋働| ;観測項目 : 

*フレンドリー

{とても好きである1
‘'・・・・・・・・・・・・・・・..._---"""

1 親しみを感じる .l
'-回 目ーーーーー四四四四 __1

:無くなると寂しい;

;共感する;
1..._同帽帽帯四回 _1

*コンビニエント

*アウトスタンディング

; 知らない 1
L_ーーーー一一ー _I

i役に立つ 1

;;最近使っている;
」回目再開四回--司司ー'

l 品質が橿れている I
L回世田昌園田園ーーーーーー『

:今注目されている i
L園田自由自由自由ーーー・ _1

: 時代を切り開いている 1
'-・・世幽幽幽岨値幽働回目ーー園田ー_1

i 勢いがある ! 
L__ーーー一一ーー一ー曲目l

j かっこいい ] 

;ステータスが商い;

i際立った個性があるj

i f自にはない魅力がある j

図 4. 5 ブランドカ測定指標構造(ブランド・ジャパン) [32] 

( 3) C B (Corporate Brandi ng) パリュエーターでのブランド価値測定

CBパリュエーターは日本経済新聞社と一橋大学の伊藤によって開発されたブ

ランド評価モデルで、ある [4]0C Bバリュエーターの大きな特徴は、企業の主たる

ステークホルダーである、顧客・従業員・株主のそれぞれから見たブランドイメ

ージを統合的に捉え、コーポレート・ブランドの価値を澱定しようとしている点

である。但し、 CBパリュエーターは、図 4. 3のように多様なコーポレート・

ブランド価値を測定し、非常に多岐に渡るデータを複雑なプロセスで処理し統合

している。その一方で、算出のプロセスにおいてヒアリングデー夕、経営者の資

質や能力、ビジネスモデルなど主観的な判断が入る余地が多いという難点を持っ

ている。
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図 4. 6 CBパリュエーター指標構造[4J

4.4 顧客瀧足に関する先行研究

4.4.1 顧客満足モヂル

ブランド価値モデ、ルと近似的なモデルとして研究されてきたのが顧客満足モデ

ルである。顧客満足モデルとは、顧客満足を中核として、その選考要因と結果要

悶との悶果関係の連鎖構造を特定するものである。顧客満足度指数スコア (Cs 
1 : Customer Sat isfact ion lndex、顧客満足度指数)は結果にすぎず、それだけ

では当該企業・ブランドの満足度が何故高いのか、低いのかを説明できない。 し

たがって、今後 CS 1は、

導き出すこともできない。

どうすれば強化できるのかの戦略的、戦術的な示唆を

一方、顧客満足モテ、ルは顧客満足が企業の収益性や成長性にどのような効果を

もたらすのかという結果系の因果関係にもかかわる。 CS 1データを用いたマク

ロ・レベルの先行研究では企業レベルの CS 1が当該企業の ROI、株価、株価

収益率、企業価値などの財務指標に対し、互の影響を与えうることが示されてい

る[54][55J 0 

またミクロ・レベノレの先行研究においては、顧客満足の向上が、顧客の再購買、

価格弾力性、クチコミ、他者への紹介といった意図ないしは、行動に対して正の

影響を持っか否かの検証が繰り返されている。マクロ・レベルであれミクロ・レ

ベルであれ、顧客満足がもたらす効果を見る際、効果がどこにあると見るべきか、

112 



それが焦点となる。

そこで、累積的満足のアプローチによる顧客満足モデルにおいては、取引特定

的満足の形成メカニズムを説明する為に、期待・不一致

(expectation-disconfirmation)理論をペースしている [12J[13J。すなわち、満

足・不満足は消費者が購買前に商品やサービスに対して持つ期待水準が、実際に

知覚したパフォーマンス水準と比べて一致しているか、それとも上回っているか、

下回っているかという不一致の程度によって規定される、というのがこの理論の

基本的な考え方である。

そしてこの理論においては、何が購翼後評価における参照点となるかについて

諸説がある。例えば顧客期待には予測的期待と規範的期待のほか、理想期待、欲

求水準、最低許容水準などが上げられる。同様に、不一致の程度についても厳密

なズレというよりは、ある程度の幅を持った許容範囲の中で不一致かどうかが決

まる。

加えて、期待水準と知覚水準を測定する閤難さも指摘されると同時に、不一致

の程度を期待水準と知覚水準のスコアの客観的差異として表すのか、主観的にど

れくらいギャップがあると感じたかを主観的差異として測定するのか、と言った

点も議論がなされている。

一方顧客期待と知覚パフォーマンスは、不一致を介した間接的な効果だけでな

く、直接、満足を規定するモデルも提案されている。ここで言う知覚パフォーマ

ンスとは、商品・サービスを通して顧客が得るベネフィットないしは、支払った

金額などの犠牲に対して得られたベネフィットの比を指している。これらは知覚

品質と知覚価値と呼ばれる [13J。

4.4.2 満足要因に関する因果関係

顧客満足の水準を規定する原因としては、顧客期待、知覚品質、知覚価値とい

う3つが挙げられるo 期待・不一致モデノレで、は購買前の予測約期待は、経験を経

た後に知覚する高品・サービスのパフォーマンス水準との比較プロセスを通して、

間接的に顧客満足に影響える他、直接的にも満足に影響すると考えられている。

一方、知覚パフォーマンスは知覚品質と知覚価値という 2つの要因に分けて捉え

られる。知覚品質(perceivequality)とは、商品・サービスの品質や性能の卓越

さに対する顧客の主観的評価である。

これに対して知覚価値 (perceive value)は、瀬客が支払った金額に対して、品

質や性能がどの程度見合っているかを主観的に評価したものである。卓越した品

質や性能をもっ商品・サービスは高い知覚品質として表わすことができるが、それ

が満足そのものを表わすとは限らない。なぜなら、過剰品質や機能疲労[17Jとい
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った、顧客の期待や使用能力を上泊るほど知覚品質の高さは、かえって満足を下

げかねないからである。

同様に優れた商品・サ}ピスの品質や性能は、それを享受する為の支払金額との

比較としての知覚品質で見た場合、間様に高い水準になるとはいえない。このよ

うに知覚品質と知覚価値を分けると、顧客満足がどの要因で変動するかを分析で

きる。すなわち、知覚品質の影響が強ければ品質駆動型として、知覚価値の影響

が強ければ価格駆動型ということになる。

一般に、価格訴求の強さが競争ノレーノレを支配する市場においては、価格駆動型

の顧客満足モデルの説明カが高くなると予想される。また、知覚品質の効果は満

足に対する護接効果だけではなく、知覚価値を媒介とした間接的効果も存在する

と考えられる。以上が、顧客満足モデソレにおける原因系の因果関係について共分

散分析のパス分析の結果である(図 4. 7)。顧客期待は①知覚品質と②知覚価値

を通した間接的な影響と、③直接顧客満足に対する影響は少ない。
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(0.7以上)

〉
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)
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ぁ
ω

一
一
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刀
一

一
一
響
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C
影
。

務響が少ない
(0.2以下)

阪 4. 7 顧客満足の全体モデ、ノレ(原因と結果フロー)[13J 

4.4.3 満足の結果要閣に関する因果関係

顧客満足モデ、ノレのもう一つの仮説群は、満足が後続の心現や行動といった結果要

因に及ぼす効果に関わる。満足が与える効果は、心理、行動、そして金額といっ

た局面において見出せる [18J[19J。すなわち心理局面とは企業やブランドに対す

るコミットメント、信頼感、再購買意向、他者捻奨意向といった心理的ロイヤノレ
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ティと呼ばれる概念、である。一方行動局語とは、実j擦の再購買、再利用、苦情や

推奨といった行動が生起したかどうかという、行動的ロイヤルティやクチコミ行

動といった概念、である。これらの行動は客単価、顧客別収益性、顧客障害価値と

いった金銭的価値として表わされる [54J。

このように、ロイヤルティを心理的局面と行動局面で分けて捉えることは、顧

客満足モデルを構築する上でも重要な意味を持つ。すなわち、見せかけのロイヤ

ノレティのように、満足ないしは不満足だけでは、実際の行動を説明しきれないケ

ースである。スイッチング障壁は、不満を感じた既存顧客であっても、ブランド

を切り替える知覚されたコストが高ければ、再購買や継続利用という行動が起こ

り続けることを説明する際の重要なキー概念となる。

また、心理局面においても、ロイヤノレティを再購賞、再利用の意向レベノレで、捉

えるか、見込みないしは可能性として捉えるかでは、効果のあり方が異なる。後

者の立場をとる AC S 1 CAmerican Customer Satisfaction Index :アメリカ版顧

客満足度指数)に対して、 JC S 1 (]apan Customer Satisfaction Index :日本版

顧客満足度指数)では前者の行動意向レベルでロイヤノレティを捉えている白これは、

満足がもたらす効果を、心理的ロイヤノレティの高い顧客をどれだけ創造している

かに重きを置いていることを意味する。

再購買、再利用とともに、既存顧客から発せられる声 (VOC:Voiceof the 

customer)も、満足の結果として想定される。 VOCをその内容がポジティブかネガ

ティブか、企業に対して発せられるか、企業以外のほかの消費者組織に対するも

のかで 4つに分けると、 ACSIにおいては、企業に対するネガティブな声としての

苦情行動を想定する。それに対して、 ]CSIではクチコミを意向レベノレで、捉えてい

る。ここでいうクチコミとは、他の消費者に対して、その企業やブランドのこと

を肯定的に話すか、否定的に話すかである。満足はポジティブなクチコミを誘発

するlEの効果を持っと予想、される [62J。

また、ポジティブなクチコミをするという意向が強ければ強いほど、ロイヤノレ

ティに正の影響を与えると考えられる江2][13]0他人に当該企業やブランドのこ

とを薦める意思自体が、自らの再購賞、再利用への意思を強化すると考えられる。

クチコミからロイヤルティに繋がるパスはその効果を意味する。これらを総合し

て顧客満足構造仮説モデノレを下記図 4. 8に掲載しておく。
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4.5 ブランド価値測定指標及び尺度開発についての基本的な考え方

本研究では尺度の開発において、論理性と汎用性という点を重視していく。た

だし、ここにおける論理性の重視とは、理論的な考察に基づいた尺度構成を目指

すということであり、汎用性の重視とは様々なカテゴリーに適用できる、一般化

された尺度を目指すという事である。

尺度開発では構成概念、妥当性に艶躍することが重要とされる。構成概念妥当性

とは、ある測定項目(質問項目)が、あらかじめ計画された構成概念をどの程度適

切に測定しているかのことである [18J。構成概念妥当性には様々な下位次元が存

在するが、本研究では①内容妥当性、②内部一貫性(信頼性)、③尺度の 1次元性、

④収束妥当性、⑤基準関連妥当牲に配慮、して尺度開発を進めていく。

(1) 内容妥当性

伝統的に妥当性概念 (contentvalidity)は、アメリカ心理学会 (AP A) の手

引きに基づき、基準妥当性、内容妥当性、構成概念妥当性の 3種類に分けられる

とされてきた。しかし、近年ではすべての妥当性概念は構成概念妥当性に集約さ

れると考えるのが一般的であるようである [52Jo

(2) 内部一貫性(信頼性)

内部一貫性 (internalconsistency)あるいは信頼性 (reliability)とは、ある頃

目を陪じ条件で繰り返し用いたとき、測定結果がそのつど大きく変化することな

116 



く、同じ結果を示すことである (4)。

(3) 尺度の一元性

尺度の一次元性(unidimensionalmeasurement)とは、ある構成概念を測定しよ

うとしている項震が、その概念だけを測定していることである。すなわち、それ

ぞれの測定項目が lつの構成概念だけ負荷している(一次元性が認められる)こ

とであり、複数の構成概念に負荷していないことである。尺度の一次元性は祖rJ定

における最も重要かっ、基本的な前提といわれている (2)。

(4) 収束妥当性

収束妥当性 (convergentval idi ty)とは、ある構成概念を異なる方法で測定した

場合に、各測定項目が似たような結果になること、換言すれば各澱定項目聞に高

い相潤関係が見られることである[18J白

(5) 弁別妥当性

弁別妥当性 (discriminate val idi ty)とは、ある構成概念が他の構成概念、とはっ

きり区別されていることである。当然、異なる構成概念、の間では、その測定結果

についても、差異が見られなければならない。

(6) 基準関連妥当性

基準関連妥当性(criterion-relatedvalidity)とは、ある構成概念がその構成

概念と関連があると考えられる外的な基準と実際に関連性を示すことである。い

いかえれば、その構成概念が理論や仮説の中で有している役割に応じて、他の構

成概念と法則的な関連性を示すことである [lJ[18J。

基準関連妥当性を磁認する為には法則的な関連性が考えられるほかの構成概念

を外的基準として選定することが必要になる。そこで本研究では購買継続意向、

推奨意向、支援意向、指摘自己意識を外的基準とした。

さらに公的自己意識も補助的に用いることとした。 2葉のブランドリレーショ

ナノレシップ理論でも紹介したように、自己意識(self-conscIousness)とは、自分自

身に注意を向けやすい性格特性のことである。フェニングステイン、シェイノレ他

によると、自己意識は私的自己意識(privateself-consciousness)と公的自己意識

(public self-consciousness)の 2次元から構成される [43]0

私的自己意識とは、外から見えない自己の内的で私的な側面(動機、感情、思考、

態度など)に注意を向ける傾向であり、公的自己意識とは他者から観察可能な、自

己の外的で、公的な側面(容姿、行動など)に注意を向ける傾向である D

私的自己意識が高い人は、自分自身に関心が高いため様々な要素を用いて自分

自身を確認したり実感したりしようとする。現代生活では、ブランドも私的自己

意識の高い人ほど、ブランドとの関に自己定義的な関係を築く傾向があると考え

られる。
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また、公的自己意識の高い人は、自分自身を他者の視点から跳める傾向があり、

男性の場合は衣類に対する関心が高く [43][44J、女性の場合はお化粧に熱心な傾

向が確認されている [10J。つまり公的自己意識の高い人は、様々なツールを利用

して、自己をより良く見せようとする [56]。現代社会では、プランドも自己をよ

り良く見せるための重要なツールとして機能するためであると考えられる。以上

をまとめると、下記の表のようになる。

表 4. 1 評価澱定尺度の妥当性評価項目

内容妥当性 測定項呂が、それを用いて測定しようとしている構成
概念の内容を適切に表していること

内部一貫性(信頼性) ある項目を澗じ条件で繰り返し用いたとき、測定結果
がそのつど大きく変化することなく関じような結果を示
すこと

尺度の一次元性 ある構成概念を測定しようとしている項目が、その概念
だけを測定していること

収束妥当性 ある構成概念を異なる方法で測定した場合に、各測定
項目が似たような結果になること

弁別妥当性 ある機成概念が別の機成概念とはっきり区別されて
いること

基準関連妥当性 ある構成概念がその構成概念と関連があると考えられ
る外的な基準と実際に関連性を示すこと

4.6 本研究におけるブランド価値における基本的な考え方

すべてのブランドは、最初は単なる商品・モノである。あるモノが、何らかの

情報(広告、 rn頭、口コミなど)を通じて、顧客と出会う。そして、何らかの機会

やきっかけで試しに購入され、消費される。生活の中で使われ、機能を実感し、

ニーズを慌たされたりすると、よい商品であると評価、認知される。もちろん、

商品が訴求している効果を実感しなかったり、使用実感に食い違いがあったりす

ると、失望し評価が下がる口

使って、気に入ったら、名前を覚えるようになり、顧客はそのブランドを繰り

返し、購入し使い続ける。さらに、その商品に関する話題にも注意をきムうように

なる。単に商品機能だけでなく、商品の独自性や評判も認識するようになる。そ

ういった、経験を繰り返し、この商品が一番良いと判断されていく中で、自分に

とって必要なプランドとなる。そして継続的に購入をし続けるのである。ひとり
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の顧客の中でブランドは、このように成長していくのである。

さらに累積的な経験価値が蓄積されると、他人にまでそのブランドを推奨し、

自分の経験価値や、価値観までを付加して伝承していく。このようにブランドは

さらに大きな価値を自らも生み出し、社会的成長をとげていくのである。

このようにブランドに愛着を感じるようになるためには、長い時間がかかり即

座にできるものとは考えてはいけない。したがって、本論文の目的であるブラン

ド価値の最大化に向けた測定システム構築達成のためには、その結果に結びつく

までの「顧客の購買及び消費'プロセスJ管理が必要である。したがって、そのプ

ロセスにおける顧客の意識やプランド認知を高めるためのブランドマネジメン

ト・システムの構築が必要条件となると考えている。

それは、マーケティング諸活動の結果としての①そのブランドが到達-した「顧

客の広がり j、②顧客に刷り込まれた(記纏された)rブランドに関する情報の量と

質(印象)J、③顧客に形成された、長期にわたってブランドを好きで使い続けた

いという f現在・将来のブランド選好度j で捉えなければならない。

したがって、ブランド価値を構成する要素は、ブランドに対するロイヤルティ、

ブランド認知、商品・サービスに対する知覚された品質、プランドからの連想、

等のように多様な婆索が相互に関連しあってブランド価値として構成されると考

えた。そこで、ここで取り扱うブランド及びその種類、機能については、下記の

様に規定する。

( 1 )ブランド価値の定義

①ブランドは、顧客の心と脳での「記録媒体j である。

ブランドは機能価値を超えた顧客価値の提供によって、顧客の心と脳に刻んだ

記憶であると定義する D

②ブランドは、企業と顧客とをつなぐ fパイプラインJである。

ブランドは、企業と顧客をつなぐパイプラインであり、顧客にとっては顧客満

足を心にストックする為の媒体である。企業にとっては、持続性と安定的な利益

をもたらす戦略的事業単位である。

③プランドは、自らも増殖する。

ブランドは、企業や作り手の意思であると同時に、顧客・受け手の頭の中に形成

される知覚・認識体(パーセプション)であり、その相互作用の中で作り上げられ

る。顧客自身がその価値を伝承し、自己増殖することがある。

④ブランドは、顧客との紳を作る。

ブランドは、単に商品や製品ではなく、ブランド体験やそれを遥じて得られる

便益の集合体である。顧客は商品や製品は消費するが、顧客はブランドを受容し、

記憶し、紳を創るのである。
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( 2 )ブランドの種類

企業が確立されたブランドを利用して、新製品を導入することをプランド拡張

という。新しいブランドを既存のブランドと組み合わせる場合、そのブランド拡

張は「サブブランドj と呼び、プランド拡張を生む既存プランドは、「親ブランド

(マスターブランド)J と呼ぶ。

また、サブプランドのうち、特にマスターブランドの価値形成に強く影響を及

ぼしている、サブブランドを「マザーブランドj と呼ぶ。マスターブランドの古

臭いイメージを払拭するようなイメージチェンジを図ったり、リポジショニング

を効果・効率的に行なったりする際に、把援しておく必要があるサブブランドであ

る。

そして、強いブランドとは、明確な個性と中核にコア・ベネフィット(使益)を

保有している。その優れたベネフィットを担保できるだけの独自技術を持ってい

る。ここでいう臨有の独自技術とは研究開発技術だけではなく、独自の販売方法

であったり、接客方法であったりする。

更に、これらの独自ベネフィットや・独自技術を伝えることの出来る優れたマ

ーケティング・コミュニケーション(広義のプロモーション)施策が構成要素とし

て必要になってくる [23J[24J [25J。そこで強いブランドとは、そのプランドが優

良顧客を、いかに長期に瓦って紫ぎ留められるかを意味する「顧客とブランドと

の粋の強さ j を意味するのである。

( 3 )ブランドの機能

ブランドの機能は大きく 3つに大別できる。 1つは「品質保証機能J として信

頼の証になり顧客との信頼関係を構築するもの。 2つ医は「差別化機能Jである。

識別のための印であるが、差別化されているほど価格競争を回避できる。そして

最後は「想起機能Jで、特定の製品分野との結びつきを容易にする働きをする。

fノ¥ミガキといえばライオンjのようにすぐに連想できるものにすることである。

4. 7 フランド価値の測定指標要素

日本においては、唯一大規模 (B to Cにおいて年 1司、 5万人規模の調査で

l、000ブランドを対象)に調変・測定・分析している日経 BP社の『ブランド・ジ

ャパン』は、認知、使用経験、愛着度、独自性、プレミアム、自分必要度、推奨

意向、利用意向の 8指標でブランド価値を測定している [32]0 また、デビッド・

アーカーはブランドの本質をブランド認知、知覚品質、プランド連想、ロイヤル

ティの 4つで成り立っているとしている [26]0

また、ケビン・ケラーはブランドを作り上げていく過程を重要視し、ブランド

認知のセリエンス、知覚品質とイメージ品質が形成し、最終的に、そのブランド
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へのロイヤルティとしてレゾナンスという概念で表したプランディングモデノレを

提案した [51]。

これらの過去のブランド価値に関する先行研究結果をまとめてみると、ブラン

ド価値構造の捉え方は、大きく 3つのカテゴリーに分けられると考えられる。 1

つはどの程度顧客にそのブランドが認知されているか。 2つ目がそのブランドは

どういった知覚品質・機能・イメ}ジを備え、他のブランドと識別できる便益を

顧客に提供しているか。そして 3つ目が顧客とブランドとの粋を表すロイヤルテ

ィである。

したがって、本論文においてブランド価値を測定する目的は、ブランドが顧客

にどのように捉えられ、どの程度識別でき、どの程度強くロイヤノレティが形成さ

れているかを測ることである。

具体的には、次の 3つの指標①ブランドの広がりを表す要素としてブランド認

知、そのブランドの過去使用経験から測定される f浸透度j、②ブランドの仮値を

判断する擦のベースとなる知覚機能と、使用経験から織成される価値である信頼・

個性・必要度を加味したブランド価値の原動力となる「アクティどティ j指標、③プ

ランドへの今後の購入継続意向や他者への推奨度を加味した選好度など、顧客と

ブランドとの終を表す「ロイヤノレティ jの 3指標ブランド価値測定の基本構造とし

た(図 4. 9) [8]0 

《浸透度指標》
顧客への広がり

(盤)

《アクティビティ指標》
顧客のブランド識脱皮

(質)

《ロイヤルティ指標》
顧客のブランド選好度

全体

ブランド認知
ブランド使用経験率

認知者

機能、個性
信頼、必要度

使用者

満足度、推奨度、
継続意向

図4. 9 ブランド価値測定指標構造
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次に、その本研究のブランド価値構造が日本の先行研究におけるブランド価値

測定指標構造との違いを明らかにするために図 4.10にその関係を示しておく。

(解釈)

くヘ'ンチマ同ク〉

日経リサーチ

日経BP

図 4. 1 0 ブランド価値測定指標構造比較

下記に各 3指標について測定要素を加味しながら解説し、詳細を記述する。

( 1 )浸透度

浸透度は、顧客の頭と心の中にどの程度認知され、プランドに対して肯定的な

態度を形成できているかを測定する指標で、購買行動に移行できる潜在需要とし

て位置付けられるために浸透度と名付けたD

ブランドが顧客にどの程度、広く染み渡っているのかを測定するための 1つの

指標が、その銘柄を想起(手子生、再認)できるかどうかである。また顧客の態度変

容をどの程度変化(ユーザ化と呼ぶ)させられたかを測定する為に、顧客の行動

レベルで測れる指標とした。したがって、そのブランドを認知した人のうち、過

去 1年以内にそのブランドを使用した経験がある沈率で測定する D 対象とする商

品カテゴリーは基本的には最寄り品である日用品を対象にしているため、消費さ

れる期間が 3週間から長くとも 3か月以内であるため、 1年以内としている D

浸透度を測る指標として、ブランドの使用経験率を採用した背景は、単なる認

知だけでは、このモノ余りと情報化の時代には購賀行動に至るための浸透度を測

る要素としては感度の鈍し1指標とならざるを得ないと考えたからである。そこで

アルフレッド・ハワード、ヤコプ・ブリドー他の研究(劉 4. 1 1)と筆者の独自
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調査結果に触れておく。

アルフレッド・ハワードは、ある製品カテゴリーについて、すでに消費'者がそ

の名前を知っているブランドの集合(知名集合)の中で購買時に検討の対象として

想起されるブランドの集合を想起集合 (evokedset)と呼び、名前を知っているが、

想起されず検討の対象とはならなかったプランドの集合を(非想起集合)とを区

別することを提唱してきた [48J。

今日では、ヤコブ・ブリドーとエマヌエノレ・シエロンがブランド・カテゴライ

ゼ、ーション (Brandcategorization)の概念モデ、ノレとして提案しているように、知

名集合の下位集合に新たに当該ブランドが持つ製品属性上の特徴までを理解して

いる処理集合(情報処理までされている)と、名前は知っているが製品内容までは

理解されていない非処理集合の 2つが設けられている。

さらに、処理集合の中に想起集合、保留集合および拒否集合が包含される。拒

密集合とは否定的な態度が形成されていて検討対象とはならない集合である。保

留集合とは、その特徴が理解されてはいるが明確な態度形成までには至っていな

い集合である [41J。

したがって、当該ブランドについての情報処理が行われ、その製品特徴が理解

されておりかつ、肯定的な態度が形成されている想起集合に含まれているブラン

ドが、購買選択対象になりやすい。中でもトップ・オブ・マインド(第一再生知名)

で想起されるブランドが、最も購賀選択される可能性が高いといえる。

これまで行われた実証研究から製品カテゴリーにバラツキはあるものの、想起

集合の大きさはおおよそ 2""""3ブランドである [8J。またその製品に対する関与水

準が高いほど想起集合の数が小さくなる傾向があることが見出されているが、こ

の点については、筆者も日用品市場において同様の誠査を過去に 16市場で行っ

ており、必ずしもこの傾向を支持していなかった [8Jo

この結果から、想起されるブランド数はほぼ 2つであり、これは製品に対する

関与度が低くかっ、購入する前から計・底的に購入する確率が低い商品カテゴリー

の特性によるもの考えられる。いずれにしても、想起集合の 2っか 3つのブラン

ドになるかどうかが大きく購入確率を上げる概念には違いないということである。

実際の市場にはブランドやサブブランドは、 1市場分野で平均約 9のマスター

ブランド、サブブランドでは約 29のブランドが存在する。そのため再生や再認

の知名集合の認知率だけで浸透度指標とするには、ブランド価値と鱗寅行動との

ギャップがあり、感度が鈍くなるものと考えられる。

したがって、そのブランドに対する具体的な態度変容までさせられたかどうか

を判定には、想起集合を調査するしかない。しかしそのブランドが想起集合に入

っているかどうかは、 j苫頭調査でしか収集できない。多くのブランドや市場を測
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定しようとすると、莫大な費用と期間を要する為に、評価指標として採用するに

はほぼ不可能である。したがって、態度変容の代替変数として、過去に一度でも

購入経験があるかどうかの指標が、衝動買いに近い購買行動を起こす最寄り品で

は想起集合の近似値になると判断して採用した。

また、その測定指標を認知や再生の想起指標と区別する為に、一度は使用経験

があることを表すユーザ化指標と名づけた。

時
一
合
剣

山
出
一
築
制

再
一
起
出

二

想

印

第

一

(

入手可能集合
(Available set) 

処理鏡台
(Processed set) 

保留鏡台
(Hold set) 

〈再認知名〉

知名集合
(Awarenes5 set) 瓶資鏡台

(Reject set) 

非処理簸合
(Foggy set) 

非知名集合
(Unawareness set) 

~ 4. 1 1 Brisoux-Cheronのブランド・カテゴライゼ}ション・モデル[41J

( 2 )アクティピティ

ブランドが顧客にどのような印象を与えているか。他ブランドとどのように識

別しているか。そのブランドの存在価値をどの程度重要視しているか等を測定す

るために、顧客がブランドに持つ質的なイメージ品質と知覚している機能品質で

測定する G

ブランドへのイメージ品質要素としては信頼・個性・必要度で測る。そのブラ

ンドの洗練されたデザインや先進性、独自性から「個性Jが形成され、品質の高

さ、人気評判や親しみといった f信頼性j が高まり、多少高いお金を払っても手

元に置いておきたい、自分向きのブランドであり、使うと気分まで変わるとった

自分にとっての「必要度j が麟成されると考えた。

品質機能要素は知覚される実感品質で測る。機能要素は、その商品が f自分に何

をしてくれるjという簡品機能特長であり、ブランドが顧客に提供する価値の中で、
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最も基盤となる価値である。したがって、その市場において顧客が商品の購入理

由として挙げた高い順番で調査項隠を構成する。

f機能j要素は商品特長のうち f顧客が購入時に重視する上位要素j と「ブラン

ドが訴求する要素Jについて「知っている人j の率を総合的に合算したもので、

重要度の高い部品特長が顧客にどれだけ受容されているか、ブランドのベースカ

を表す指標である。

つまり、これらのアクティビティ指標要素は「ブランドが顧客の心と頭・記憶

に刻み込まれる源泉口エンジンJ となるもので、現在および将来に向けたブラン

ドの潜在力を表す指標である。したがって、この指標はブランド活力の源泉であ

り、存在価値そのものを左右するコア・バリュー指標として位置づけられる為に、

測定指標の名称をブランドの活力の源泉を意図してアクティピティ指標と名付け

た。

( 3 ) ロイヤノレティ

これまでブランド・ロイヤルティ (BrandLoya 1 t y)とブランド・コミットメント

(Brand Commitment)との異同についても常に問題とされてきたが、現在では前者

は行動的指標、後者は態度的指標(あるいは行動的ロイヤルティに対して認知ロイ

ヤノレティ)として区別するのが一般的となっている [6]。

したがって、本研究でもブランド・ロイヤルティとは、当該ブランドが顧客を

繋ぎ留められる強さと、そして今後もそのブランドを「顧客が繰り返し使いたいj

という安定的で継続的(将来性)な行動的概念を中心とする。つまりそのブラン

ドが顧客との聞に、どの程度強い鮮を築けているかを測るものである。

また、よりブランド・コミットメントの高い消費者に見られる行動の特徴とし

て、反復購翼のほかに当該ブランドを他者へも推奨する行為が見られかつ、当該

ブランドのネガティブな情報にも動じない頑健な態度を持っていることが指摘さ

れている [13][45J。そこで、より安定的で頑健な態度を保有しているかを測定す

るために、他者への推奨度要素を付け加えた。

したがって、本研究のブランド・ロイヤルティ指標が目指すものは、久保回ら

が主張しているブランドとのリレーションシップの同一化アプローチの構築であ

り[17J、ケビン・ケラーのいうブランドビノレディング・モデル最上位にある「レ

ゾナンスj と適合している [51]。

ブランド・リレーションシップに関連する先行研究 (2章 3節)を概観すると、

人はあるブランドのイメージと自分のイメージ(自己イメージ)が適合したとき、

そのブランドを選好するという、適合性アプローチ (self日 congruity)がある。こ

れは、消費者は現実の自己イメージと適合したブランドを選択し、自己概念(自

分自身がいかなるものであるかについての認識)との整合性を保ち、理想の自己
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のイメージである自尊感情(自分自身を価値あるものとする感覚)を高める要素

であると規定している。

また自分らしさにより近いブランドが、他に見つかったときには容易に弱まる

ことから、適合性アプローチで説明されるブランド・リレーションシップとは、

長期的で安定的なものというよりも、比較的短時間で形成される、穏やかな心理

的結びつきとなる [18J。

しかし、ケビン・ケラーのいうレゾナンスは長期的で安定的な心理状態と考え

られているので適合性アプローチでは、このような心理状態を十分に説明できな

し、 [44]。

一方、現代社会に生活する消費者は、自分自身をあるブランドと結びついたも

のとして捉えて自分らしさを感じることがある。このような結びつきができると、

そのブランドは自分自身を語るために欠くことのできない存在となりブランドと

の一体感が生まれる。これがブランドとの同一化アプローチ (identification)で

ある。

ブランドとの同一化が生じているとは、そのブランドが自己概念の一部を形成

していることであり、自分らしさを認識したり自分自身を諮るために、必要な要

素のーっとなったりしていることを意味している。

同一化アプローチでは、自己概念を形作るもの(自己定義の構成婆素)としてプ

ランドを位霞づける。この結果、同一化アプローチでは、ブランドは消費者にと

って、掴有の意味を持つ代替性の低い存在となり、相対的に安定した選好を獲得

することになる。またそこでは、ブランドは自分自身の一部のような存在となり、

しばしば支援的(ないしは利他的)な行動の対象となるのである [43]。

このようなブランドへの強いリレーションシップ(関係性)を構築するという

視点から考えると、ケピン・ケラーのいう fレゾナンス j という概念は、ブラン

ドへの行動上ロイヤルティと、感情的な結ひeつきを表す態度上のコミットメント

という 2側面によって表わされる概念と捉えられる。

したがって、本研究ではブランドに対する継続購入意向(行動的指標〉と、他者

へも推奨する意向(態度指標)とで構成することから、この「レゾナンスJ とい

う概念と同一概念として捉えられる。

4.8 具体的なブランド価値の測定指標

図4. 9で示した構造を元に、競争状態もブランド数も市場成長度も異なる全

1 6市場、 41カテゴリーの各ブランド価値を、投資の意思決定の場面で同時に

比較できるようにする。そのために、下記の 3つのスコアを各比率や平均点など

の値から市場毎にブランドの値を偏差値化して表記した。
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( 1 )浸透度指標スコア

浸透度指標スコアは、認知要素として再認率を測定し、使用経験要素としてユ

ーザ化率を算出する。

①再認率は、日本の人口 16歳-..59歳を対象全体(一部高齢者対象市場があるた

め、その市場については 60歳代を含めている)とし、その中で商品名を見て「知

っているJとする人の率で、今後の商品の購入に向かう予備憲を表す指標である。

②ユーザ化率はブランド認知者の中で、調査時点より過去 1年以内に購入経費食の

ある、いわば「一度は購入を試みた人」とする「ユーザ化した人Jの率である。

この 2つの要素項目の伎を積算し、市場の中で占める割合を算出した後、偏差

値化した。この{直を市場毎で偏差値化することにより、顧客への浸透状況(度合)

の比較検討が可能となった。

例えば、洗濯用洗剤の場合、 トップやアタックは 30年以上も続いている馴染

み深いブランドの為、再認率は 80 0/0以上でかつ、販売個数シェアも高いのでユ

ーザ化率も 70%以上であった。したがって浸透度指標スコアは 60点を超えて

いた。これは 2ブランドの販売金額シェアがNOlとN02であることから、そ

の妥当性が伺える。

( 2 )アクティピティ指標スコア

アクティピティ指様スコアは、商品使用や認知による知覚価値や経験価値をベ

ースに「何のための商品なのかを決定するJ基本機能価値に、様々な情報や情緒

価{直が加わり、顧客にブランド価値が資産として蓄積・醸成されていく

[28J [29J [34]。

①アクティピティ指標の「機能J要素は、購入理患の項目別に当該ブランドに該当

すると回答した比率を、偏差値化して機能スコアとして算出した。

②f個性jは、ブランド毎に洗練性、先進性、独自性に該当すると回答した人の比

率を偏差値化し個性スコアとした。

@f信頼Jは、ブランド毎に殺しみ、品質、人気に該当すると回答した人の比率を

偏差値化し信頼スコアとした。

④「必要度jはブランド毎に愛蕃度、好意度、プレミアム性に該当すると罰答した

人の比率を偏差値化し必要度スコアとした。

以上4要素から算出された偏差値スコアを平均してアクティピティ指標スコア

とした。

( 3 )ロイヤルティ指標スコア

具体的な回答は、各要素とも 7段階評価で測定する。最も強い意向を示す 7f必

ずやるJ、 6 rかなりそう患う j、 5 rまあまあそう思う」で、 4点が fどちらで

もなしリなどの 7段階評価回答するロそして使用者全体のうち トップ 2ボック
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ス (7点と 6点)に回答した人の割合を各指標の値とする。これまでの長年の調

査経験上、トップ 2ボックス回答者の信頼度が高いことからこの値を採用した。

①購買行動におけるブランド選好度は、顧客のブランドへの態度形成の強さを表

す指標で、満足度で測る。満足度要素は、当該ブランド現使用者中、満足度評価

を7段階評価中でトップ 2ボックスの回答者比率で測定した。

②使用経験者の中で「女子きで継続的に使う Jという顧客の態度の強さを測定した。

③また、「継続度jは、顧客が「繰り返し使いたいj という行動的側面の継続性を

表し、継続購入意向率で測る。これらも上記と同様にトップ 2ボックス回答者率

の値で測定する。

ブランドが顧客を繋ぎ留められる強さと継続投(将来性)を捉える指標を「選好

度Jと「継続度Jとで測定する。また、よりブランド・コミットメントの高い消費者

に見られる行動の特徴として、反復購買のほかに、当該ブランドを他者へも推奨

すること、当該ブランドのネガティブな情報にも動じない頑健な態度を持つこと

などが指摘されている [13J[47J。そこで、より安定的で長期的な態度を保有して

いるかを測定するために、他者への推奨度要素を付け加える。このことにより現

在および将来に向けた fロイヤル顧客の獲得可能性jを捉える。

4.9 フランド価値スコア測定調査方法

以上のブランド価値測定のためのスコア算出を確認するために、消費者調査に

よる定量調査を行なった。以下がその詳細の調査内容である。

(1)場所、期間、対象者

-務査地域:全国 (WEB)

-実施期間:毎年 2回(6、1 2月)

・溺査対象者: 1 6 -5 9才男女 延べ 30、000人/@1

使用率に合わせて各分野:2、000""'6、000人を確保する。

一部カテゴリーは 60歳代についても調査対象者 2、000人を確保している。

また、分析時にライフステージ判別が可能となるように、対象者属性として同

居人数・職業も誠査したD

-測定対象市場およびブランド:食料品を除く日用品市場 16分野 (41カテゴ

リー)。但し、栄養ドリンク剤などのOTC(処方せんを必要としないセルフ販売

方式のことを OverThe counterと呼ぶ)薬品市場を含む。 146マスターブラン

ド、 458サブブランドを対象とする。

実際の調査方法としては、マスターブランドを測定に当たっては、調査対象物

が存在しない場合で、カテゴリー概念としてのブランドが存在するため、名称提

示の再認方式を採用した口例えば、サプブランドで fOOノレックムあるいは「ル
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ック OOJ といったブランドはあるが、その集合体である fノレック J単一のブラ

ンド荷品が無い場合である。

またクリニカという歯磨きの荷品はあるが、それ以外にクリニカ歯ブラシ、ク

リニカ歯間ブラシ、クリニカ洗口液というように多市場を統合するマスターブラ

ンドとして測定しなければならない場合が多くみられる。

サブブランドについては、調査アイテムが多い区かつ、関与度が低い商品カテ

ゴリーは思い込みでブランドを購入している場合が多く、ブランド誤認を避ける

ために写真による現物提示で測定している。

(2)調査評価項目

-測定軸: 3指標-9要素、 23項践+機能特徴演目

具体的な質問項目は、以下の通りである。

①浸透度

購買行動におけるブランド・カテゴライゼーション・モデル分析を可能にし、

知名集合(再認、知名)うち想起集合(再生知名)、保留集合、拒否集合 [41Jのどの段

階に取り込まれたか等、コミュニケーション施策に反映できるように、ブランド

再生認知・効成再認知の両方の認知度を調査した。

しかし、再生認知を各サブブランドで測定すると、誤認も多くかっ、その測定

値も数%にしかならず指標感度としては低すぎる。そのために評価項目の算定式

には採用していない。したがって、写真提示による助成再認率を使用している。

ただ再生認知率は、 TVCMなどのマーケテイング施策の評価指標や競合分析に

は有用であるため、今後の諜題解決策方針施策・の検討用指標として活用する。

ユーザ化率として、当該ブランド認、知者に対して、誠査時点から過去 1年以内

に当該ブランドを購入した経験があったかどうかを質問した。

②個性

個性は「洗練性(センスがよい、デザインが良い)J、f先進性(時流に乗ってい

る、進歩的な)J、「独自性(ほかの項目にはない、独自の個性が感じられる)Jの 3

カテゴリーで各 2項隠を設定した(計 6項目)。評価尺度段階は 7段階評価で測定

する。最も強い意向を示す 7 r必ずやる j、 6 rかなりそう思う j、 5 rまあまあ

そう思う Jで、 4点が「どちらでもないj である。

③信頼

信頼の指標では「親しみ(親しみがある、安心して使える )J、「品質(品質や姓能

が優れている、信頼できる)J、f人気(定評や実績をよく知っている、人気のある)J 

という項目を設定した。同様に評価段階は 7段階である。

④必要度

必要度については、ブランドとのヲレーショナノレシップ理論から「愛着度(なく
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なると不便を感じる銘柄、自分向きの銘柄)J 、感性的経験価値理論から「好意度(好

きな、使うと気持ちゃ気分が変わりそう )J、他人へも推奨できるほどのブランド

との強い鮮を表した銘柄推奨度と価格弾力性を反映した「プレミアム感(友人・知

人に勧められる、他より多少高くても貰ってもよい)Jを設定した。

⑤機能

機能項目は各商品特徴が明確に認知者に判別できているかを判断できるように、

市場カテゴリー毎の具体的な購入理由を商品機能として、調査項自に反映させた。

これは、商品企画担当者などがマーケティング施策への課題解決策が模索できる

ように消費者の購入者意向の高い項目の上位 20"-'25項目を選択し、質問項目

内容として設定した。同様に評価段階は 7段階である。

@ロイヤルティ

以上の 3指標をブランドとの紳の深さをイメージできるように下記のように、

A浸透度、 Bアクティピティ、 Cロイヤルティとして記述した。またアクティピ

ティ指標を構成する要素として個性~機能までの 4要素を明記し、質問項目や内

容を一覧した(表 4. 2)。

表 4. 2 測定指標質問項目一覧

浸透度
再生、再認知名率

A 再認知者のうちの過去1年以内使用経験者率

独自
独自の個性が感じられる

他の銘柄にはない特徴がある

個性 先進
進歩的な

時流に乗っている

洗練
デザインが良い

センスが良い

人気
人気のある

定評や実績をよく知っている

信頼 品質
信頼できる

B 
アクティピティ 品質や性能が榎れている

報しみ
安心して使える

親しみがある

プレミアム
他より多少高くても買ってもよい

友人・知人に勧めれる銘柄

必要度 好意
使うと気持ちゃ気分が変わりそう

好きな銘柄

霊惰
自分向きの銘柄

親しみがある

機能 各商品カテゴリー毎に購入理由の高い機能項目 20-25問

他者への推翼意向

c ロイヤル子イ 満足度TOP2の構成比率

現使用者のうち継続使用意向TOP2の構成比率

(3)測定値処理方法

ブランド価値スコアを企業内におけるマーケティング投資の意思決定の場で活

用することを考え、調査ブランドは調査対象ブランドだけではなく、その競合ブ
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ランドをも同一レベルで様挺することとした。また、マスターブランドのように

1つのブランドが複数の市場に跨って参入する一方で、同持に複数のサブブラン

ドが各個別市場での強弱が存在するロこのような場合、具体的にはどのブランド

に優先的に投資判断を行えばよし、かを決定することを考えなければならない。各

サブブランドの参入市場における相対的な強さを表しつつ、各市場開における競

争優位性を比較できなければならない。

これらのことから測定値を市場毎に偏差値として算出し、 3指標は各要素の偏

差値の単純合計を平均して算出した。また、ブランド価値の総合スコアも市場全

体や全ブランドを総合的に比較、検討する伎としての活用を考え、 3指標の単純

平均にした。

4.10 フランド価値スコア涙'J定結果

測定結果は、内部一貫性(信頼性)の検証と基準関連妥当性を検証するために、

今後の使用継続意向、販売シェア等の関連性検誌の観点から検討する。また、内

部一貫性(信頼性)検証のために 20 1 0年 6月 1 2月時点での各ブランド価値

スコアの変化や要素間の関係性の安定度を比較検討する。

今後のマーケティング投資のための意思決定活用を隠指し、全ブランドの各指

標スコアのパターンをクラスター分析することにより、効率的なマーケティング

投資のための法則性を見出すD 以上の観点から以下の 3点にまとめ、その詳細を

以下に示す。

4.10.1 フランド価値の先行指標有馬性結果

( 1 )ブランド価値スコアと継続購入意向との関係

ブランド価値スコアと今後使用意向の強さ (7段階評価)との関係を明らかにし、

測定されたスコアが将来のブランド伸びしろ、あるいは市場シェアを説明する先

行指標と成り得るのか、を検証した口

下図 4. 1 2に 16市場 146のマスターブランドの今後のブランドへの使用

意向の偏差値化した点数をY軸にとった。そして X軸にブランド価値の総合点と

して、ロイヤルティ指標スコア、アクティブ指標スコアは4つの要素(信頼、必要、

構成、機能)の偏差値スコアを平均した使、浸透度スコアの 3指標帆平均点をブラ

ンド価値総合スコアとして算出した。夫々の値で各ブランドをプロットした。

その結果、ブランド価値の総合点と各ブランドへの今後の使用意向との相関は

O. 8 7と強い相関があることが分かった。つまり、このブランド価{直スコアが

高くなればなるほど、継続意向の強いブランドであるといえた。

131 



議7市壇=オーラJレ/清隷ケア/割汗帯u解鯖観寵/ヘビー/;罷軟剤/台涜で分析
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図 4. 1 2 ブランド価値スコアと今後のブランド使用意向との相関

( 2 )ブランド価値スコアと市場シェアとの関係

また、各参入市場での売上シェアとの関係性が検証できると市場シェア予測が

可能となる。この関係性を説明できるかどうかを検証する為に 2009年 12月

調査のブランド価値スコアと同年 7-12月平均シェアと、もう一期先の 201

0年 1-6月平均シェアの 2点の相関係数を取ってみた。前者が O. 665で、

後者が O. 692となった。

この結果からは半期先の売上データとの相隠の方が高いことが分かった(図 4.

1 3) が、市場シェア予測するまでの相関係数とは考えにくい値であった。
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1 3 図 4.

ブランド価値スコアの構成要素閣の相際結果

浸透度スコアとアクティピティ・スコアを構成する「機能Jr個性Jr信頼Jr必

要度j

4.10.2 

の4要素とロイヤノレティスコアの 6要素間の全数の単相関係数を取ること

その関係性を明らかにした。また、その関係性が安定しているかを検託する

ために 2期間 (20 1 0年 6月・ 20 1 0年 12月調査)で比較した。結果は図

1 4のように各要素問での相関関係数値はほぼ変化していないことから、

れらの関係性は安定しているといえた。

、.
」ー
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ブランドとの関係

が深まる

く10.6月調査〉 く10.12月調査〉

来7市場=オーラル/~1潔ケア/侃j汗剤/解熱鎮痛/ヘピー/柔軟剤/台洗で分析

図 4. 1 4 各要素閣の相関係、数図比較

4.10.3フランド錨値スコアを使ったマスターブランドのクラス歩一分析結果

調査対象の 16市場、全 146ブランドの価値スコアをクラスター分析 (Ward

法)することにより、今後のマーケティングマネジメントへの活用が可能となる

ように試みた。クラスター分析 (Ward法)結果により r3 ...._. 1 2クラスターj を採

用した場合の各ブランドが持つブランド価値スコア点数と、クラスター中心点と

の距離の総合計 (y軸)をクラスター(クラスター数はX取b) ごとに算出し、全

クラスターの合計健を図 4. 1 5にプロットした。

分析の考え方としては、 Y軸の距離の合計値が小さいほど、クラスター中心は

そのクラスターに属するブランドに近い位置にあると言える(より集合している)。

つまり、クラスター数を増やせば、必然的に上記数値は小さくなっていくことに

なる。仮に、ブランド数=クラスター数の場合、数値は 0になる。その分析結果

は、今回規定した 9クラスターから 10クラスターにかけて、その合計点の減少

幅が少なくなることから、分析考察の対象を 9クラスターとした。
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各 9のクラスターのブランド価値スコアの点数とその特徴をまとめて

表中のスコア点数は、

また、

各クラスターにおける各価値スコ
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3に表示した。

アの中央値点数を表記した。

表 4.



表 4. 3 9クラスターのブランド価値スコア

ブランド価値スコア

CL アクティビイ J "1 ロイヤル
トJ0 

ネーミング 浸透度

① 

② 

③ 

@ 

⑤ 

@ 

⑦ 

⑧|コモディティ化

⑨|ニツチロイヤルティ| 4Q !~~t~~~~15Ø;~1~;~i~~~1 40 40 40 

そのブランド価値スコアパターンとして、クラスター分析により抽出された 6

項目のブランド価値スコアパターンをケビン・ケラーのブランドピノレディング・

モデルになぞらえて指標構造ピラミッドとして表現した。また各クラスターの市

場におけるポジショニングや、評価項目の点数の特徴が理解しやすいように仮称

ネーミングを付加してまとめてみると、下記の 9クラスターに分類できた(図 4.

1 6-①~③)。
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-個性のみ際立つ

.ロイヤルティ:中位

-浸透度、信頼:低い

e 浸透度、信頼:低い

(認知は並以上)

-個性，機能、ロイヤルティ:高い

-スコア全体:好謂

'機能ー個性ー必要高く
7ヲティピ子ィが強い

-ロイヤルティ:高水準

40 

①個性特化

クラスター

②機能・個性

差別化

クラスター

③成長アクティブ

クラスター

図 4. 1 6一① クラスター分類によるスコアとその特徴

①個性特化クラスター

個性スコアのみが際立って高い 60点のブランドスラスターである。浸透度や

信頼など他のスコアは 40点台と低い。ブランドロイヤノレティスコアが、平均の

5 0点である。

②機能・個性差別化クラスター

機能スコアが 55点、個性・ロイヤノレティスコアが 60点と高いブランドスラ

スターである。ただし、浸透度や信頼などのスコアは 40点台と低い。 必要度も

平均の 50点である。

③成長アクティブクラスター

ブランド価伎の源泉となるアクティブスコアを構成する要素項目の機能、必要、

個性が 60点以上で、 4要素中 3要素が非常に高いスコアを確保している。

また、ブランドロイヤノレティスコアも 60点と高く顧客との粋も強いものがあ

る。信頼、浸透度が 55点と平均を上回っているが、まだ成長する可能性がある

ブランドクラスターである。
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-機能、必要:相対的高い

. {固位、ロイヤルティ:低い

ースコア全体:高水準

'浸透、7ウティピ子ィ:高い

(機能、信頼、必要度:強い)

-全て50点で平均を確保

.浸透必要、ロイヤルティ:

やや高い

40 

④上位安定

クラスター

⑤市場代表

クラスター

⑥セグメント

リーダー

クラスター

轟轟轟盟盟醸

図 4. 16-② クラスター分類によるスコアとその特徴

④上位安定クラスター

浸透度、信頼、必要度のスコアが高い 60点のブランドスラスターである。幅

広く顧客に受け入れらており、なくてはならない存在として信頼性も必要度スコ

アも高く、市場シェアも高いブランドが占められており、上位安定クラスターと

名付けた。

ただし、個性が 45点、ロイヤルティが平均の 50点と先進性や独自性に陰り

が見られ、ロイヤルティが平均点となっているため安心しではならないブランド

群である。

⑤市場代表クラスター

浸透度、機能、信頼、必要スコアが 65点と極めて高い点数である。ロイヤル

ティスコアが 55点と平均よりも高く、顧客との緯も強い。幅広く市場で受け入

れられており、すべてが市場標準となっているために個性は平均の 50点である。

したがって、クラスター内にあるブランドも市場シェア NOlのものばかりであ

り、市場を代表するクラスターといえる。

⑥セグメントリーダークラスター
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すべてのスコアが市場標準となっている平均の 50点以上である。浸透度、必

ロイヤノレティスコアが 55点と高い点数である。浸透度が 60点を超えてい要、

ないことから、その限定顧客には高い支持を得られているために、

スコアが 55点と平均よりも高くでている。

ロイヤノレティ

したがって、クラスター内にあるブランドは、市場を代表するクラスターとは

いえないが、液体市場や香り市場など差別化されたセグメントにおいてはNOl

のブランドクラスターである。
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図 4. 16-③ クラスター分類によるスコアとその特徴

⑦信頼なじみクラスター

信頼スコアが 60点と極めて高い点数である。発売以来患の長いブランドが多

く安心・信頼のあるブランドクラスターである。浸透度、機能、必要度は市場平

均の 50点である。ただし、個性が 40点と先進性や、独自性に欠けており市場

に埋没し、識別がしにくくなっている。 したがって、

点と平均より低く、顧客との粋も薄れてきている。

③コモディティ化クラスター

ロイヤノレティスコアも 45 

浸透度スコアのみが 45点で、他のスコアがすべて 40点と極めて低調な点数

である。特に浸透度の中での評価項目で、イ吏期経験率が高いものがあるため、過
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去に一度は使用したことがある顧客が多いブランドクラスターといえる。実際に

も発売以来息の長いプランドが多い。

ただし、すべてのスコアが市場平均以下であり、ロイヤルティスコアが低いこ

とから顧客との粋も薄く、市場に埋没し存在価値が危ぶまれているブランドとい

える

⑨ニッチロイヤルクラスター

浸透度、機能、信頼、必要度スコアすべてが 40点と極めて低調な点数である。

多くのスコアが市場平均以下であるが、個性スコアが 50点、ロイヤルティスコ

アが 55点と限定された顧客との幹は強いものがある。

認知率も低く幅広い顧客に受け入れられずに、限られた顧客で浸透が留まった

ブランドなのか、または発展途上のブランドで、今後市場に広まっていくと成長

できるブランドであるのかは見極める必要があるクラスターである。

4.11 考察

4.11. 1 ";1ランド価値の先行指標としての有用性

フィリップ・コトラーは「今 Bのシェアや売上高は、必ずしも将来の企業業績

を保証するものではない。しかし、ブランド価値は消費者の心と頭に亥.rJまれた刻

印である為、将来の保証や企業の寿命の決め手となる j と明言している [12J。

そこで、今回測定したブランド価値スコアが経営マネジメント上の一指標とし

て取り扱われるためには、経営管理上の何らかの数値指標との関係性を明確にし

なければならない。具体的には、経営管理上一般的な販売シェアとの関係を検証

した。仮説としては、ブランド価値スコアが上昇すれば、販売シェアも上昇する

正の相関があり販売データの先行指標と成り得ると考えた。

その結果は、ブランド価値スコアと務査対象当該期及び、半年先の市場シェア

との相関係数は正の相関を示していた。その値は調査対象当該期より、半年後の

販売シェアの相関係数は高い鑑を示した(図 4. 1 2)。ただし、その値が O. 6 

9と必ずしも確信できるほどの値ではなかった。このことから、現段階ではブラ

ンド価髄を向上させることが半年先のシェア向上に繋がる、先行指標と成り得る

と、必ずしも明言できないと考えている。

4. 11. 2 フランド価値 9要索開の連関性

ブランドの価値形成がどの程度形作られているかを判断する為に、ケピン・ケ

ラーのプランドピノレディング・モデル構造(図 4. 2) から考える。仮説として

は「ブランドを知る・接する(セイリエンス:浸透度)J =今「ブランドの価値を知

覚する{(ジャッジメント・パフォーマンス:ブランドの知覚品質)+ (フィーリ
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ング・イメージ:ブランドイメージ品質)} J =今「ブランドとの演係が深まる(レ

ゾナンス:ブランドロイヤルティ)Jという階層構造で、プランドは成長していく

と考えられる。

したがって、本研究でもこのピラミッド構造にしたがって、各要素関スコアが

どのような相関濁係になっているかを考察する。

( 1) r浸透度j と f機能Jr信頼j の関係(図 4. 1 4、図 4. 1 7) 

f浸透度Jと f機能Jr信頼j 指標は、相互に相関が高いことから互いに関連し

ながら形成されていくものと考えられる。つまり信頼を裏切らない機能を保有し

ているブランドが、使ってみた人々の口コミやマスコミに取り上げられ、評判を

呼び認知度を高め結果、より一層浸透していくものと考えられる。このことは、

ノ〈ーンド・シュミットが提案している経験価値 [28Jの醸成にも適合していること

から、この関係性は蓋然性が確認できたと考えている。

( 2) r必要度j と f機能Jr信頼Jの関係

石井が主張しているように、ブランド価値の創造は、その商品の独自機能やオ

ンリーワンの特徴により市場を形成するにより機能・信頼感が高まる。そのこと

により知覚品質が高まり消費者の心の中で必要性が形成されていき、無くてはな

らないブランドに昇華されていくものと考えられる [2J。

( 3) r個性j とその他との関係

個性は独立して形成される要素で、強くロイヤルティ形成に影響を与えている。

この調査項目は「先進性Jr独自性Jr洗練さ Jから構成されていることを考える

と、これまでに無い、形状や概念であり消費者にとっては初めて経験する知覚品

質などを捕捉した指標であるため、他の指標との関係性が希薄になって当然の結

果であり、逆にこの指標の調査感度の高さを確認できたと思われる。

(4) rロイヤノレテイ j と f機能Jr必要度Jr儒性Jの関係

ロイヤノレティは個性、必要度と機能によって強く影響を受けている。このこと

は、独自の個性を担保しつつ、顧客にとって無くてはならない機能があるために

継続した購入意向が示されたもの考えられる。

更に、使用経験が蓄積されていくことにより、これまでに無い経験価値が形成

され顧客とブランドが強い終で結ばれるのである。その為、他者への推奨意向を

も示すほどの選好的な態度を形成したものと考えられる。

以上、 4点の考察からブランドの成長過程は仮説どおり、ブランドピノレディン

グ・モデルと、ほぼ伺じ階層構造を成していると考えられる(図 4. 1 7)。
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図4. 1 7 プランド価値スコア要素悶の相互関連

4.11.3 フランド価値クラスターとライフサイクルとの関係

ブランドマネジメントを想定すると、ブランド化を行うステージ毎にマーケテ

イング施策の優先JI倒立が異なるように、ブランド価値要素もブランドの成長過程

によって重点化が具なると思われる [lJ[21] [23]。そこでプロダクト・ライフサイ

クル理論 [30]に基づき、各クラスターの特徴を当てはめて考察してみる(図 4.

1 8)。

①個性特化クラスター

新製品などの導入期に必要とされる市場参入条件として位置づけられるJ商品

ブランド」としてエントリーするために、「個性スコアJ(5 5点)は必要条件で

あり、特に「他の銘柄にはないJr独自の個性が感じられるJが必須要件項罰であ

る。ブランド認知率 20%以上が確保されていることから、市場参入したブラン

ドとして位置づけられるクラスターである。

併として、デオドラント「シーブリーズJ柔軟剤 fダウニーム洗濯洗剤 fさら

さj などがある。

②機能・個性ブランドクラスター

導入期から成長期に入る段階であり、競合各社が激しい出る杭の頭を攻撃する

時期であり、その中で確立したポジションを篠保し、成長するためには認知率 5

142 



0%以上で「機能Jf 個性jスコアがともに 55点以上を維持する必要がある。 r個

性Jスコアを維持したまま、 f浸透度jスコアを高め、他のアクティピティ・スコ

アを高めることが必要となる白

例として、歯磨 fシュミテクト j 薬用石鹸「ミューズ」、殺虫郁 fパノレサンJ、

クッキングペーパ「リードj などがある。

@ニッチロイヤルテイクラスター

成長期において、各社競合が新規商品の投入をしてきたり、コンセプトの希薄

化を仕掛けてくる中で、個性でロイヤルティを大きく獲得できても、浸透度や機

能・信頼・必要度スコアが平均点の 50点を越えることが出来ず、ごく限られた

消費者にだけ受け入れられたニッチなブランドで、成長が停滞したクラスターで

ある。

例として、制汗剤分野の「メンソレータムリフレアJ男性化粧品で fDHCf 

o r M e n J殺虫剤で「ベープj シャンプー Iオクト Jなどがある。

③成長・アクティブクラスター

成長軌道に乗ったクラスターである。機能・個性のスコアがI1際調に伸張してい

くと何時に、ブランド認知率 75%以上で且つ、その認知者のうち 40%以上が

使用経験のあるクラスター。アクティピティ・スコア全体で 60点以上が獲得で

きると JI額調に成長軌道に乗っていくことができる。その後は市場を代表するブラ

ンドになるか、悪くても 2'"'-'3位ブランドにまで上り詰めることができるクラス

ターである。

例として、シャンプー fTUBAKIJ、調理用品「ジップロック J、 ドリンク剤「ユ

ンケノレJなどがある。

⑥セグメントジーダークラスター

成長期段階から一定の規模にまで到達したものの、いずれの価値要素のスコア

も平均点である 50点を獲得するに留まったクラスターである。アクティゼテ

ィ・スコアの機能・個性のいずれかが 60点以上を維持できず、市場を牽引する

まで顧客の心にブランドを浸透化できなかったために、浸透度スコアが 60点を

超えられず、平凡な市場地位しか獲得できなかったクラスターである。

例として、オーラノレケアの「ピュオーラ JfデンターシステマJ、洗濯洗剤の「ア

ジエーノ旬、男性化粧品「ウーノム住まいクリーナー「クイックルjなどがある。

⑤市場代表N0.1クラスター

圧倒的な浸透度スコア 60点以上とアクティピティ・スコアで 55点以上を維

持することが必要条件となる。ブランド認知率 85%以上でかつ、そのうちの 4

0%がそのブランドの使用経験者となっている。 N 0.1ブランドになるためには、

浸透度・信頼・必要度・機能スコアで 60点以上が必要で、あるが、個性スコアは
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平均点 50点レベルでも Nol獲得は可能である。

例として、 ドリンク弗tlrリポピタンj、解熱鎮痛剤「パファリンJ、ハンドソー

プ fキレイキレイ J、シャンプー「パンテーンj などがある。

@上位安定 (2'-""3位)プランドクラスター

N 0.1ではないが常に 2"'"'3位ブランドのポジションを獲得しているクラス

ター。信頼・必要度スコアは 60点以上が必要で、ある。但し、ロイヤノレティ・個

性スコアは平均点の 50点を下回るためにN0.1には成り切れなかったブラン

ドとなっている。

例として、洗濯洗剤「トップj、洗濯洗剤「アタック」、オーラノレケア「クリニ

カムシャンプー rLUXJ などがある。

⑦なじみ信頼ブランドクラスター、③コモディティ化ブランドクラスター

時間の経過とともにブランドの鮮度や輝きを維持できずに、成熟期から衰退期

に移行するブランドクラスターが、この位置に対応する。この 2つのクラスター

に共通することは認知率 70 0/0以上と高いレベルを維持はしているものの、必要

度・機能・信頼といったスコアが低下し、平均の 50点を下回っている。つまり

多くの人になじみはあるが、あえてそのブランドを使用する必要性が認められず、

他のブランドでも代替が効くようなプランドになっているものと考えられる。

信頼なじみブランドクラスターの伊!として、シャンプー fメリット j、柔軟荊 ry

フランj、住まいクリーナー「マイベット j などがあり、コモディティ化ブランド

クラスターとして、解熱鎮痛剤「ノ」シンム洗濯洗剤 fニュービーズ、J、洗濯洗

剤 rrブノレーダイヤJなどがある。

以上を図式化してみると下図 4. 1 8のようになる。したがって、設定した 9

クラスターはブランドのプロダクト・ライフサイクルモデルとして内容的に蓋然

性があり、実際に分類されるブランドもその内容と矛属しないことを磯認できた

と考えている。
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図 4. 1 8 ブランド価{直スコアの各クラスターとプロダクト・ライフサイクル

との関係

4.12 まとめ

(1)ブランドスコアと市場シェアとの関係

ブランドの将来性を推し測る指標として開発した本稿のブランド価値スコアは、

調査対象期間における市場シェアより半年後の市場シェアとの棺関係数が 0.6

6→ 0.92へと向上している D このことから先行指標としての活用は可能だが、

継続的に検証は必要だと考えている。

(2)ブランド価値スコアを形成する 3指標・ 9要素の相関関係を示した

市場に上市後プランドが各ユーザ層に浸透し、使用経験を積み重ねながら、当

該ブランドの存在価値を認識することによって、そのブランド構築の各段階で、

ブランド価値スコア形成に重要な婆素関係を明示できた。

(3)各ブランドスコアをクラスター分析にかけて分類した

9つのクラスターをプロダクト・ライフサイクル理論に当てはめてみると、市

場 No.1プランドに到達するまでの各段階で鍵となる具体的な要素とその点数を

明示できた。同様に、ユーザからそのブランド存在価憶が薄れる段階でのスコア

も明らかにした。 悶みに市場での全ブランドポジションをマネージャー達に確認、

してもらった結果、 その内容には叢然性があることが担保できていた。
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4.13 残された課題

今回のブランド価値指標はマーケティング活動の結果として、当期よりは次期

の売上シェアへの関係性が、強くなる傾向を示していた。この点については今後

とも検証していかねばならない。また、各価値スコアと実際のマーケティング施

策との関係については、市場現場とのデータを一つひとつ検証しながら、どの施

策が有効であるかを検証していきたい。

また、各指標や各要素の偏差値スコアは、プロダクト・ライフサイクノレのどの

ステージにあるか あるいは市場特性によって各スコアの重み付けが必要になっ

てくると思われるが、その具体的係数については今後のマーケティング施策と関

連付けながら検証していきたいと考えている。
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第 5章

ブランドマネジメントシステムの構築
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5.1. はじめに

顧客満足を経営理念や方針として諮っている会社は、数多存在する。しかし、

その顧客満足を企業活動として実践している企業は数少ない。何故ならば、この

理念や方針を実践に移す為には、経営層のみならず顧客との接点に最も近い第一

線の部署でこの理念が実践され、体質化されていなければならないからである。

企業全体が一枚岩のような組織を作り上げ、顧客第一主義を実践できていなけれ

ば、この経営理念や方針は「絵に書いた餅」になるのである [lJ。

その実現の為に、例えば経営戦略評価指標の中に顧客評価が取り入れられてい

ると同時にマーケティング部門、商品企画部門にとどまらず製品研究開発部門か

らJI[下である営業現場の評価指標にまで、顧客視点が入っていなければならない。

顧客満足第一の体質化に向けた、あらゆる工夫が企業全体として実行レベル・現

場レベルにまで落とし込まれていなければならないのである [12]0

これほどまでに大掛かりで時間を掛けて構築されたマネジメントシステムでな

ければ、顧客に一番近い現場での実践化は図れないものだと思われる。それだけ

に難易度は非常に高く、実践図難なものになっているのが現実である。ゆえに多

くの企業が顧客満足を謡うのである [14]。

更に、顧客満足度を測る指標の作成も非常に難易度が高い。なぜならば、評価

者が一般の顧客であり、その評価視点は直接目に見える有形的な財ばかりではな

いからである。その商品やサービスの使用経験から蓄積された満足や不満点、あ

るいは、他者からの口コミ評価、風評など、多角的な視点からの評価が加わるか

らである [22]。

その上、時間割!の屈も考慮、しなければならない。企業イメージ、商品ブランド

やサービスに対する顧客満足は短期的な記憶だけではなく、長期的な記憶と心に

刻まれた「思いj が、複雑に絡み合い相乗効果を生み出し蓄積されたものだから

である [17J。したがって、この顧客満足度測定指標は、本来ならば中長期的な視

点に立って顧客評価を観澱し、忍耐強く変化を捉えなければならない。そして、

その施行された施策効果を短期的・中長期的な視点から適宜判断していかねばな

らない。しかし、それが定着しないのは何故だろうか。

それは短期的視点に偏りがちなステークホルダーの服にさらされている経営者

が長期的志向の顧客満足主義と語いながら、社内的には売上・利主主・シェアとい

った入手しやすい短期的な経営指標のみを重視するからである。知らず知らずの

うちに、顧客や市場を忘れ、競争相手ばかりを意識した短期的な意思決定を無意

識のうちに下していくようになってしまうからである。

その結果、経営方針と実行施策の運用が事離し、経営盾と現場が遊離していっ
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てしまう。このようなマネジメントシステムの形骸化が、顧客満足度志向が定着

しない要悶として考えられる。このように、顧客満足指標自体の複雑性、精度や

反応感度の難易度に加え、企業経営トップの意思決定プロセスの中に浸透化させ、

定着運用させるための核となる顧客志向システムがないからである。

5. 2. シス子ム思考に基づくフランドマネジメントシステムの提案

5.2.1 フランドを中核とした経営マネジメントへの移行

米国マーケティング協会 (AMA)によると、最新のマーケティングの定義は、

「マーケティングとは顧客に対する価値を創造し、価値についてコミュニケーシ

ョンを行い、それを届ける為の一連のプロセスであり、さらに組織及びその利害

関係者に恩恵をもたらす方法で、顧客との関係牲をマネジメントするための、組

織の機能及び一連のプロセス J[23Jとなっている。

特に、プロダクト(財・サービス)を製法販売するメーカーにとっては、 fブラン

ド(本稿で定義したように、ブランドとは、一般に恩われている名前(ネーミング)

のみを指すものではなく、その商品に関するあらゆる情報が記号化され、蓄積さ

れた無形資産全体を言う)Jを、いかに顧客の心と脳に刻み込ませるかが、最も重

要な企業活動となる。

つまり、メーカーにとって顧客との唯一のパイプ役である「ブランドj を経営

資産の中心に置き、経営資源、をブランド開発・育成に集中させることこそが、本

来の顧客第一主義を目指したマーケティングマネジメント経営になるのではない

かと考えられる [1針。

その際の計画と・実績の事離を埋めていくためには、マーケティングマネジメ

ントシステムを科学的な管理手法で PDCAサイクノレを回し、経営管理の中枢に

おく必要性があるのではないかと考えた。

5.2.2 フランドピルヂィング(育成)のマーケティングを志向する

ブランドマネジメントにとって重要な 2点目は ブランド凋発ばかりに注力せ

ず、既存ブランドをいかに育成するかに全神経を注入すべきなのである。なぜな

らば、ブランド数在自社の経営体力以上に増やすことは投資の分散を招き、最終

的にはブランドが生活者の中に浸透しない。マーケティング投資が中途半端にな

ると生活者にブランドが認知・識別されずに 投資が無駄になってしまうからで

ある。

また、ブランドが確立できたからと言って、その維持施策を怠るとその価値は

逓減する。ブランドは放置しておくと記憶の中から少しずつその価値が低減して

いく。これは経済学でいう限界効用逓減の法則と同様の現象ではないかと考えら
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れる。ステーキがおいしし、からといって毎日食べ続けていると飽きてしまうのと

同様である。

また、市場内において競合も同質化戦略や対抗戦略を打ち出してくることによ

り競争環境も変化する。また、生活者自身のライフステージも変わるし、ライフ

スタイルも変化していく。時代も変化し日常の常識や文化も変化していく。この

ようにブランドを取り巻く環境は常に変化しており、その変化に適合し、新鮮で

生活者に必要なブランドとして輝き続けるための施策を打ち続けてし1かなければ

ならない。つまり、長期的視点に立った戦略構築が必要なのである [23]0

その為には、時にはデザインやパッケージをリニューアルしたり、コミュニケ

ーションメッセージを変更したり、プロダクトラインを拡張したり、季節や香り

のバリエーションを企画品として市場を刺激したりして、生活者にその存在と話

題を継続的に提供しなければならない。これがブランドピノレディングの考え方で

ある。これらを実践することにより、顧客に提供するプランド価値の最大化を経

営から現場までの行動原理として取り込み、顧客満足を実現できる長期的視点に

立脚した企業組織風土が構築できると考えられる。

5. 2. 3 -:Jランドマネジメントシステム構築へのシステム思考の適用

一般システム論(思考)は、一見複雑で難解に見える社会事-象を、できる限りシ

ンプノレに統一的に捉える思考方法であって、従来の科学技術が専門分野ごとに締分

化されつつ発展してきたのとは逆に、専門分野の垣根を取り払い、全ての分野に普

遍的に適用できる統一的な理論を展開することを狙っている [8]。

一般システム思考は、システムの目的 システムに対する制約、システムを構成

する要素、要素聞の秩序、および実施に移す案を選ぶ意思決定といった項目の本質

を明らかにすることで、システムの特徴を説明しようとするものである。そして、

それらの項目を適用対象とする解決すべき課題かどうかを、理性的に判断するのが

システム構築の理念である。

したがって、多くの部署を動かし、長期的視点に立ち制約や秩序を持ってブラン

ド投資の意思決定を行わなければならないマネジメントシステム構築には最適な

思考であると考えられる。また、プランド開発提案書や企画書類には、展的の設定

に至った経緯を明確にする為に、最初の項目として計画化の背景、動機、課題及び

理念が明記されなければならないことも重要である。このマネジメントシステム構

築を特徴付けるシステム思考との関連性について以下に概要説明をしていく。

( 1 )システム構築・設計の背景・動機・理念の確認

多くの場合、総織も個人も多くの課題を抱えている。しかし、それらを解決する

ために投入できる資源には限度がある。そこで重要性や緊急度を考えて優先度の高
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い課題から処理していかなければならない。課題を選択する基準が目的の背景・動

機になる。そして、システムのあるべき姿を理性面から明らかにしたものがシステ

ム構築・設計の淫念である。したがって理念は、取り上げる問題を決めたり、問題

解決のための医的に影響を与えたりする優先度の高い制約条件となる。

ブランドマネジメントにおいては、生活者がシステム目標達成の評価者でありブ

ランド価値の評価者である。したがって、生活者がシステム胃約設定の制約となる

淫念になっていなければならない。システム構築・設計の対象が行動システムであ

る場合は行動の規範として理念、を明確にする必要がある。すなわち、いかに成すべ

きかの前に、いかに在るべきかが明確にされなければならない。つまり、最終的に

求める隠的は額客満.足であり、ブランドと顧客との強い粋作りであって、競合企業

に勝つことや売上高ではないのである。

社是、社司I1は会社というシステムが、また憲法は国というシステムが挙げている

理念である。社是、社説の内容には、企業という社会の中で果たすべき役割、顧客

に対する姿勢、働く人たちの心構え、株主・経営者・従業員相互のあり方が折り込

まれ、いわば企業文化の原点になるものである。

( 2 )目的の設定

システム構築・設計の最初の作業が笥的の設定である。システムの目的は傭人ま

たは組織の諸々の欲求の充足という上位目的を達成する為の手段である。したがっ

て、目的の設定はそれの達成よって本当に問題が解決されたかどうか十分に吟味し

て設定しなければならない。

古谷龍一の「システム設計Jによると、システムの目的を広義の目的を三種類に

分けている(図 5. 1) [27J。たとえば、システムの目的を「シャンプーj というよ

うに「特定なモノ j にしてしまえば、そこからはシャンプー以外の製品は生まれて

こない。また、目的が経済性とか安全性といった一般的なものであれば、あらゆる

業種、剤、サービスが対象となり、その結果が不定となり具体的なモノを指定でき

なくなる。しかし、 f髪の毛を洗髪し、美しさを保つ剤Jというように機能的なも

のを目的に設定すると、そこからはシャンプー、石鹸、リンスインシャンプー、リ

ンス、コンデショナー、毛染め用シャンプーなど多くの製品展開が考えられる。

このように三穣類の目的の中で課題を効果的に解決する為にシステムが目指す

べきは特定的な狭いものではなく、また一般的な目的のように広すぎもしない適度

の広さを持つ機能的な目的で無ければならない。したがって、一般的な経済性、効

率性、収益性、安全性といった目的は、システム計画・設計を進める過程で、複数

の選択肢の中からもっとも望ましいものを選んだり、十分なシステム構築・設計と

なっているかを判断したりするときの尺度、すなわち評価基準として用いるように

する。特定的な目的は、システムが生み出す具体的なモノである。もし、何らかの
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理由で特定的なモノが与えられるときは、それはもはやシステム構築・設計上の目

的ではなく、制約条件とすべきである(図 5. 1)。

1)一般的(目標、評価基準)

広義の目的 2)機能的情的) システム案

3)特定的(成果の制約)

翻 5. 1 広義のシステム目的三種類とその関係 [27]

決定された

システム

また、目的の類似諮として「目標jがしばしば使われるが、厳密な使い分けはな

いようである。しかし、どちらかというと目的は抽象的、質的なものに使われ、目

標は具体的、量的なものに向けられる。企業組織で用いられている目標管理などは

きわめて定量的な目標設定を求められ、スタッフのような抽象的な目標については

態度の変容や行動変化にして具体化・客観化が求められる。

このように一般的目的はより具体的にしたのが目標であり、包的・目標ともにシ

ステムが達成すべきものである。これだけの毘標が達成できたら全体として目的が

達成したとみなしうる関係にある。

ブランドマネジメントシステムのような企業組織全体における行動システムに

おいては、大勢の人たちが隈わってシステムを構築・設計する。この場合、統ーし

た目標設定ができない場合がある。前述したように、システムは「同一の目的に向

かつて機能するものJである。問時にシステムの罰的はシステムに帰属するのでは

なく、システム設計者・活用者の意志のなかに存在する。同ーの方向に向いている

はずのシステムの罰的が、人それぞれの都合や問題意識の違いによって作ったとき

の目的とは異なる詞約として取り扱われてしまう性質のものなのである。
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したがって、ブランドマネジメントシステムのような企業組織全体における行動

システムにおいては、システムを運用しながら本来の目的に沿うように管理・運営

するシステムが無ければならない。つまり、業務フロー体系で言うところの目標管

理型の PD C (Plan目 Do-Check)サイクルシステムが必要になる。

( 3 )システムの制約条件の明確化

企業は、個人がそれらの構成員であると同様に、産業界や一般社会の構成員であ

る。そして個人が企業の中で秩序維持のために制約を受けるのと同様に、企業も一

般社会の秩序維持のために制約を受ける。つまり何の制約もなしに事・を運ぶことは

できない。イ可の制約のないシステムも存在しない。それはシステムが上位システム

の中にあって、一定の秩序の下で関係し合っているから存夜するのであり、関係し

合うということは制約を受けるということである。

ブランドマネジメントシステムも企業全体の経営マネジメントであるため例外

ではない。社会・経済の制約条件として、経営環境や企業マネジメントシステム全

体との関係により制約を受ける。また、企業の世界鏡、参入している事業領域で

の規範、顧客の期待などによりシステムの範囲でも制約を受ける。アウトプット

上の制約では目的の設定でも述べたように経済性、安全性や顧客での評価など、

システムの巨的に適合するような制約を受ける。

マネジメントシステムのサブシステム閑にも同様な秩序と締約の関係が存在す

る。マーケティングミックスへの重点投資意思決定、ブランド評価などをサブシ

ステムとすると資源配分、市場地位やブランドライフサイクル上のポジションに

よって、サブシステム陪に存在する関係性や結び、つきが制約を意味する。

また個々のサブシステムにとっては構成する要素、手段や対象領域を規定する

一種の秩序として作用するのである。このことはマーケティングミックスを構成

する手段・要素として選択しうるインプット上での制約を意味している(図 5.2)。
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二回三回二大E 回I NO 

回 制約 同|制約 | 困
I.開題を明確にする II.問題解決方法 III.施行フェーズ

フェーズ を決定するフェーズ

図 5. 2 一般化した企画・設計システムの制約関係 [8J

(4 )システムの構成要素の遼ュ定

システムの内容決定とはシステム定義でいう目的に向かつて、様々な制約の下で

目的に合致したサブシステムを選び、それらの構造化である。さらに、システムの

要素を決め、その関の秩序を明らかにする。目的一手段連鎖で言う目的に対する手

段の選択になる D

ブランドマネジメントシステムでは、問機である顧客に替穣されたブランド鏑値

を向上させるためのシステム構築の為の要素(サブシステム、システムを構成する

手段)を選定する。つまり、マネジメントシステムを構築する場合は、幾つかの小

さな単位の要素(サブシステム)で構成され、その小さなシステムも、さらに小さな

単位の要素(サブシステム)で構成される階層性という基本的特徴を兼ね備えてい

る。この場合、サブシステム内の要素はサブステム内の制約になり、サブシステム

陪の秩序になる。

企業全体を巻き込んだブランドマネジメントシステムは、大きくて複雑なシステ

ム構造が余儀なくされる。そこでその要素を整理してみると、大きく意思決定系と

業務系のシステムに分けられる。意思決定系では、①ブランド設定の為の意思決定

システム(ブランド規定書サブシステム、ブランド会議などの組織システム)、②ブ

ランド投資意思決定システム(新製品売上予測システム、 C M評価などコミュニケ

ーションミックスのサブシステム)、③ブランドを改廃するかどうかを判断するた
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めのブランド価値判断システム(ブランドポートフォリオマネジメントシステム)

などが挙げられる。また、業務系ではブランドを際発するシステムの①ブランド設

計システム(ブランドコンセプト構造、コンセプト調査システム)、②マーケティン

グ戦略を立案し実行するシステムのブランド戦略実行システム(営業販売促進シス

テム、チャネル選択システム)、③ブランドの価値測定をするシステムなどがある。

この他、階層性を持ったシステムには課題を解決する為の構築・設計対象システ

ムのほかに、システムを遂行する為の作業を構成する計画遂行(管理・運用・維持)

システムである④PDCAサイクル運用システムも要素には含まれている白

( 5 )システム・要素聞の関係(秩序)づけ

システム要素は大きくシステム開発目的(顧客とブランドとの幹・リレーショ

ナルシップ強化、顧客満足)達成の為に、どのように要素を階層化(構造化、組織

化)して倉Ijり上げるかという、システムの開発目標や評価基準となる①空間的関係

と、各要素をどういう手JI陵、ステップやスケジューノレでブランド開発・育成段階

を作り上げていくかという②時間的関係(プロダクトライフサイクルやブランド

マネジメントの意思決定穣類や段階)に大別できる(図 5. 3)。

さらに①空間的関係は、コーポレートブランドやマスターブランドといった大

きな単位で目標を達成する要素を関係づける③包含関係と、各婆素のつながりや

役割・配置をもって要素を隠係づける④位置関係かに分けられる。

③包含関係はコーポレートブランドやマスターブランドをどのようなブランド

フォーメーション形態で顧客へ記憶蓄積するか またそれぞれの役割を担ったサ

ブブランドあるいはさらに下位の階層となるブランドラインやサイズや形状違い

のブランドアイテムで形成するかという階層構造で形成される。

一方、④位置調係としては⑤顧客とブランドとのつながり(リレーショナルシ

ップ)の築き方を一つは機能価値、情緒価値経験かといった論理的な関係性でブ

ランドの要素聞の関係牲を形成する。もう一方は機能性デザ、イン、使用性といっ

た物理的な価値によりブラントと顧客との粋を深めるものである。

また、⑥各ブランドがどの顧客ターゲットを捉えるか、市場におけるポジショ

ニングとしての差別化ポイントはどこか、どのブランドが担うかなどの各要素の

配置・構造化をしておかねばならない。この関係性を明確にしておかなければ秩

序が保てなくなり、各要素聞でカニパリゼーション(共食い)現象を起こす。この

ようなリスク回避ができる配置関係付けは重要で、秩序をも意味する。
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⑥毘置・構造
(市場ポジション・対象ターゲット
・取扱い涜通形態)

--..ブランドライフサイクル(製品開発・市場導入・製品改良・廃棄)
l 意思決定段踏・種類(フランド承認・マーケティングミックス投資・営業商談)②時間的関係 1
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一一一順序a人間の行動一一一

図 5. 3 ブランドマネジメントシステム設計上の関係(秩序)づけ構造[8]

( 6 )システム意思決定

マネジメントシステムは行動システムであり、一般システムの中の具体的システ

ムのひとつである。多数の設計作業という構成要素が、時系列的な作業手順という

有機的な秩序を保ち、周聞から種々の制約を受けながら、設計対象システムを得る

という同一の目的に向かつて機能するよう意思決定され作られたものである。その

際の意思決定は、結果の与える影響度、重要度、決定者の組織上の地位、与えられ

る情報の多察、技術的な難易度等によって 3つのレベノレに分けられる。

戦略的意思決定は、自身の存続を危うくしかねないほど重要な決定であり、自由

裁量の余地が大きく組織的には最上位者の役割である。本論文が対象としているマ

ネジメントシステム及びサブシステムのほとんどが経営システムである為これに

当たるロこのレベルは合理的な決定が難しい為、常に不確実性を伴いリスクへの配

慮が欠かせないものである。不透明感の高い社会環境下では、あまりにもリスクが

高く、経営としては困難を要する。そこでシステム思考を取り入れた、より科学的

で客観的な判断ができるシステムを指向しなければならない。例えば、トップマネ

ジメント j習の会議体であるブランドポートブオリオ意思決定システム、マーケティ
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ング投資の意思決定、および設備投資、生産立地戦略、 M&A等、様々な上伎の戦

絡意思決定システムが該当する。

管理的意思決定は、戦略的に下された決定の具体化が中心で、自由裁量は小さい

が遂行責任が重く、中間管理(組織・職)層の役割である。大きなリスクは伴わな

いが、リスク対策は必要で、ある。例えば、新製品開発提案システム(製品品質判断

指標、投資・事業規模基準などの要素)があり、発売可否の判断を行う。どの媒体 (T

V、，雑誌、 SNSなど)を利用して効率的・効果的に顧客とコミュニケーション

を行うかなどのコミュニケーションミックス効果測定システム、価格設定はどうす

るか、チャネノレごとに違いを許容するかなどマーケティング投資の実行レベルでの

意思決定を行う。

業務的意思決定はルーノレに従って、現場の担当者が日常的に繰り返されるもので

自由裁量の余地が少ない。新製品としての発売を判断するために、どんな調査(ホ

ームユース/コンセプト評価調査、パッケージ選択調査 (CLT)、事前の CM絵

コンテ諦査など調査システム)を実施するか、ブランド価値評価の対象者規模をど

の規模にするかなど、競査費用と半Ij~庁や信頼に耐えうるだけデータになるかのバラ

ンスを意思決定する。一般的には、このレベノレ以下が業務的意思決定とされ、すで

にマニュアノレ化、コンピュータ・プログラム化され、もはや大きなリスクは伴わな

いレベルを指している。

5.3 フランドマネジメントシステム全体概要

そこで本稿では、上記の問題認識に立ち、ブランド、マネジメントを経営の中核

に霞き、ブランドマーケティングをサイエンスとして捉え、客観的な指標の導入

によりブランド価値の評価、ブランドフォーメーションの見直し、マーケティン

グ施策の修正などを可能とするマネジメントシステムを構築する。

このマーケティングマネジメント活動を概括すると次のようになる。

ブランドを通じ顧客への提案を行い、常に顧客を観察し、顧客から評価を得、

その反響に耳を傾け、ブランド形成施策へフィードパックするマネジメントシス

テムを構築する。

このブランドマーケティングを実践していくために、社内的にブランドピノレデ

ィング意思決定システム(仕組み)を作ることが必要である白つまり、社内で才一

ソライズしていく公式の会議体をブランドマネジメント用に作り上げることであ

る。そして、このシステムに必要な要件は、マネジメントシステム全体が統合化

されており、各意思決定フェーズにおける判断指標と基準が整備されたサブシス

テムが必要である。

プランドマネジメント意思決定システムの怠的としては、主要ブランド戦略の
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評価および方向付けの審議、ブランド価値最大化に向けたブランドマネジメント

ノレーノレの運営・改廃が隠的となる。

上記のような意思決定のためのブランドマネジメント PDCAサイクルシステ

ム体系の全体概要を下図 5. 4に図示する。

ブランドマネジメントを行うにあたっては、管理する経営資産としてのブラン

ドの単位・範囲を定義した(1 )ブランド設計書システムと、無形資産としてのブ

ランド価値が藤容の中に、どの程度形成されたかを診断する(2 )ブランド価値

診断システムを両輪とする。そして計画と実績との聞に誤差が生じているのであ

ればマーケティング施策、ブランドフォーメーション、当初に設計したブランド

コンセプトや目標値などが修正可能な (3) PDCAサイクル運用可能システム

を構築しなければならない。

さらに、各システムが着実に実行されるような運用サブシステムが組織体質化

に向けでは必要になる。それらが①プランド設計承認のためのサブシステム②ブ

ランド構築の為のマーケティング施策サブシステム③ブランド価値見直しサブシ

ステムである。

(1 )ブランド設計

システム

(2)ブランド
価値診断
システム

ブランドのPDCAを確実に闘していく仕組みを強化
! ! 
ブランド価値最大化へ

図 5. 4 ブランドマネジメント PDCAサイクルシステム

各システムとサブシステムの概要及びシステムを構成するそジュールとしての

分析ツールや予測モデルについて記述する。
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( 1 )ブランド設計書システム

企画担当者がブランド設計書システムに従って作成する。本研究ではブランド

設計書(3章にて論述)がそれにあたる。

①ブランド設計書承認のためのサブシステム

作成したブランド設計書を企業経営として承認する(創設・破棄の判断基準)た

めの会議体を設置する。しかし、設計書内容の是非を判断できる経営者は皆無で

あろう。したがって、客観的な指標(定量的な消費者調査など)による意思決定

可能なサブシステムを構築しておかねばならない。

②ブランド構築のためのマーケティング施策サブシステム

施行してきたマーケティング施策とブランド価値との関係性や、マーケティン

グ施策の効果測定ができる@ブランドコンセプト開発モジュール@新製品売上予

測モデ、ノレ@最適TVCM作成事前評価モデノレ@ショッパーモデノレなどのような定

量的なモデ、ルの事例研究については 7掌にて論述する。

( 2 )ブランド価値診断システム

構築されたブランドを評価する指標である。定期的に会議体で現状認識を測り

ブランドの価値を修正すべく施策の検討がなされなければならない。その為には、

消費者が判定したブランドの現在価値を把握できるようにしなければならない。

その為の評価指標、判断基準を作成し客観的に現状把握ができるシステムを作成

するロ

③ブランド価値見直しの為のサブシステム

ブランドの規定・設計蓄に描かれた目指すべき医標(あるべき姿)に対して、そ

の進捗状況を抱援しなければならない。その状況は桂内におけるブランド開発の

各段階において、周知徹底し続け、最低 3""'5年間に渡って継続的に維持・管理・

マメネジメントしかなければならないロこの;場合に@最適ブランドフォーメーシ

ョンモデノレ@ブランド・ライフサイクルモデルなどが有用で、詳細については 5

章にて考察した。

(3) PDCAサイクノレ運用システム

検討するブランドや投資すべきブランドが多岐にわたる場合、経営として重要

度と優先度をあらかじめ検討しておく必要がある。そのためには、①ブランドポ

}トフォリオマネジメント②検討・審議ブランドの選択ノレーノレや原則が有用とな

ると考えられる。

5.4 フランドマネジメントシステムの業務フロ一体系構築

前4章で、ブランドマネジメントを構築するために必要なブランド戦略構築の

ためのブランド設計書システムを提案した。次のフェーズとしては、設計された
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ブランドを経年に渡ってマネジメン卜していくための業務処理システムを構築す

る。

企業によってブランド開発やマネジメン卜するための意思決定部門や会議体は

異なると恩われるが、その意思決定のためのシステムや意恩決定の判断指標及び

基準を同時に構築しなければならない。意思決定のための判断基準が各社、各階

層にて異なるのは当然であるが、基準が無いのが問題である。なぜならば、各企

業の剣・務状態や、市場におけるポジショニングが異なるために、採択される戦略

が異なるためである。しかし、一般化が可能であるため、その意思決定のための

業務フローとシステムイメージを以下に示す(図 5.5)。

第一フェーズとして、ブランド戦略設計と目標設定を行う。上位概念としての

経営戦略(ブランドポートフォリオマネジメント、経営利益計画、事業計画など)、

保有するプランドのマネジメント規定要因(ブランド設計書、ブランド企臨者意志

など)からの判断と生活者観察調査などから導き出されたインサイト(潜在的な本

音欲求)を所与のものとして当該ブランド戦略を構築しなければならない。ブラン

ドマネジメントに関する意思決定機認を会議体として、マーケティング政策会議

(仮称)と記述しである D 参加メンバーとしては、マーケティング投資の経営判断

が行えるメンバーが参闘する。初めに、その場においてブランド設計書・規定書

をブランド戦略計翻として承認してもらう必要がある。なぜならば、プランド価

値は企業の無形資産であるとしているからである。

第 2フェーズは、上記のブランド戦略に基づき、定常の新製品開発ステップ及

び日常のマ}ケティングミックス投資サイクルにおける意思決会議に移行してい

く。そこでは、定量的な調査結果に基づき、これまで構築されてきた判断基準に

基づき、上市の是非、および市場導入に当たっての留意点が検討される。

その決定に従い新製品は、実際に市場へ新規に導入される。既存のブランドに

ついてはマーケティング計画に従ってマーケティング施策投資が実行され、第 3

フzーズへと移行する。

そして、そのマーケティング活動の施行結果の実績を定期的に把握・分析・評

価し、マーケティング政策会議体へとフィードパックする。ブランド戦略監査・

マーケティング施策段査として、その実績結果と起因要素との関係を解明する戦

略評価の第4フェーズを迎える。その場での意思決定としては、継続投資か、増

額・減額か、計画目標の修正などを審議・判断する会議内容となる。このように

ブランド戦略実行のための意思決定PDCAサイクノレを回せるシステムを構築し

なければならない。
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3.戦略の実行

図 5. 5 ブランド戦略マネジメントシステムフロー

5.5 フランドマーケティングシステム運用体系の構築

単にブランド戦略を導入し、科学的手法などの部分的なシステムを導入するだ

けでは、先述したように経営トップの運用ができず、顧客志向に企業自体が変化

できない。そこで、システム思考に基づいたトータル・マネジメントシステムを

運用していくためには、 2つのシステム設計思想、・理念と 3つの戦略を策定し、 4

つの業務改革(イノベーション)を考えなければならないD

( 1 )システム設計思想、・理念 (Philosophy)

組織全体を対象とした広範に渡るマネジメントシステムでかつ、経営のトップ

から第一線の現場に至るまでの多階層を巻き込む場合、設計から実行、運用の至

るところで、必ずどこかに随離や間期のとれない場合が生じる。

多くの人が介在するシステムでは運用マニュアル通りにはし、かないのが現実で

ある。その運用の際の最終的な拠りどころになり、制約や秩序を与えるシステム

思想の f理念j が必要である。これを明示しておかなければ必ずどこかに歪みが

生じ、このシステムは破たんすることになる。

そこで、ブランドマーケテイングを実現していくうえで、守らねばならないシ

ステム設計思想・理念を下記に示す。
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① P 1 (Phi losophy 1) :全ては生活者から発想する生活者起点

すべての発想を生活者起点とすることである。短期的な思考に惑わされず、経

営判断の拠りどころを常に生活者を中心に考えて、優先j順位と E主要度を判断して

いくことが、顧客満足を高めブランドの価値を高める唯一の成功の秘訣であると

考える。

つまりマーケティングの原点であり、ブランドづくり、コンセプト開発におい

て最も重要であり、かっ最終的な評価者となる f生活者起点Jをすべての起点に

おくことである。これが表明・表出できる具体的な行動としては、例えば、人事

評価から製品開発評価まで全評価指標にある売上指標から顧客満足に変更する。

あるいは CM 0 (Chief Marketing Officer)のような顧客中心思考のマーケティン

グ業務全般を管理する経営トップが設けられるといった組織マネジメントシステ

ムの変更が行われる。

このような全社改革が行われなければ、これまでと同様、経営トップが口先だ

けで現実は変わらない、荒唐無稽な顧客満足主義となるであろう。つまり、経営

トップの裁量次第であり、着実に変化させられるかがトップの技量である。なぜ

ならば、この種のマネジメントシステムは、経営トップにしか設計できないシス

テムだからである。

② P 2 (Phi losophy 2) :ブランディング志向のマーケティング

次のマネジメントシステム設計盟、想・理念 (p2) は、ブランド開発・育成に

関する思想、である b これまでマーケティングミックスの 4Pの中でも中核となっ

ている製品コンセプト開発概念ではなく、ブランドを開発し、育成する概念(プラ

ンディング)焔策をすべての活動の中心に拘置することである。

ブランド価値の形成先が顧客の心と脳の中に刻むことにあるプランディング志

向は、一朝一タに形成できるものではないために、常に短期的思考に陥ることな

く制約として影響する経営活動になるのである。

( 2 )ブランドマーケティングマネジメントシステム実現戦略

これらの基本思想を受け、ブランドマネジメント実現に向けたシステム戦略と

して 3つの戦略 (Strategy) を考えなければならない。

① S 1 CStrategy 1 ) :全社ブランドポートフォリオ戦略

重点化投資のための判断指標となるのが全社ブランドポートフォリオマネジメ

ントシステム (S1 )である。第 5寧で提案したようなブランド価値指標による

スコアをY軸にとり、顧客における心と頭の中での占有度を取り入れる。一方、

市場の成長率をX軸にとり、手Ij益額や利益率を伺の大きさで表し、どのブランド

が投資の源となるのか、どの程度の投資額が可能になるのかなど、全社的な視点

から経営的な判断が支援できるマップを作成する。
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経営者が戦略的な判断が行える意思決定システムを経営会議レベルの会議体に、

導入することが、第一に着手しなければならないことである D

② S 2 (Strategy 2) :ブランドマネジメント PDCAシステムの構築

2つ目がマーケティングにおける最高意思決定機関の会議体にて、ブランド戦

略の効果測定や進度状況を判断できる指標の活用である。本論文第4章で提案す

るようなブランド価値指標によるスコアを活用し、ブランド監査システム (S3) 

を導入する。その結果が次の投資経営判断や予算立案会議に反映できるような循

環型 PDCAシステム (S2 )を導入する D

③ S 3 (Strategy 3) :科学的マーケティングカ強化戦略

3つ目がブランド開発において市場へ参入すべきかどうかの感度分析や、新製

品モデルによる売上予測(第 7]容で事例記述)、大型投資となる宣伝量を、より効

率的に投下させるために行う CMオンエア事前の評価システムなど、科学的なマ

ーケティングカの強化システムを導入し、より効率的で、効果的なマーケティン

グ施策を展開できる意思決定支援システムを導入しなければならない。

( 3 )ブランドマネジメントシステム実行の為の 4業務イノベーション (41 ) 

ブランドマネジメントシステムを実行する為には組織体制や意思決定システム

の構築とともに、業務改革や意識変換区を同時に行わなければ組織体質は変わら

ない。そこで以下に 4つの業務改革を論述する。

① 1 1 (Innovation 1) :ブランドの見える化(ブランド設計審の構築)

第 1に着手しなければならないのが、ブランドの規定・設計書づくりである。

つまり、社内外の誰にでもわかりやすくブランドを語ったもので、ブランドの見

える化である。その規定・設計書については本稿の第 3章で論じている。

このようにブランドを規定し、実現のためのロードマップを作成する。この路

線に従いマスターブランドとサブブランドとの潟係を明確にし、役割分割する。

担当各員が共通認識の下、着実なマーケティング投資によりブランド育成(プラン

ディング)を実現していく。

② 1 2 (Innovation 2) :ブランド開発、拡張提案プロセスの改革

2つめが、ブランド開発プロセスの革新である。ブランドを開発するに当たり、

まずは、ブランドコンセプトや製品コンセプトを作成する。事前に生活者ニーズ

や要求事項の抽出がどれだけ、今までより革新的であるかどうかである。そのコ

ンセプト開発事例として、製品コンセプトを階層化するステップを導入した、シ

ーズ先行型コンセプト事例を第 7章で論述している。

さらに、 7掌では平均的な消費者の行動観察をするのではなく、より潜在的な

意識を自覚し、表出できるモニターサンプルとして抽出する手法や、グループイ

ンタビューなどで高いパフォーマンスを出せる、高感度の消費者モニター(エク
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ストリームユーザという)の抽出する手法と活用法を提案している。これらの調

査技術、クリエイティブ向上施策を展開することにより、より高い確率で、受容

性の高いコンセプトを作成できるサブシステムが完成する。

③ 1 3 (Innovation 3) :ブランド監査業務の導入

これら開発されたブランドコンセプトが、市場現場にて一定の競争環境の中で、

マーケティングミックスが展開されることによって、想定された通りの実績を消

費者の心と脳に刻印できたのかどうか、顧客との幹づくりはどの程度形成できた

のか、投資との関係に見合った反応を獲得できているかどうかなどを、監査する

業務システム(1 3) を経営レベルに導入しなければならない。なぜならば、ブ

ランド価値は無形ではあるが経営資産である為、有形資産管理と伺様に業務監査

を導入すべきである。

④ 1 4 (Innovation 4) :異い物行動研究による営業活動の革新

営業活動は高品を売る「売り場j作りではなくブランドを演出するための f賢い

場」を作る提案活動に変更されなければならない。その為には、買い物行動を起

こすショッパー研究から得られるシステムを凋発(第 6章にて論述)し、ブランド

と消費者が一番多く接触する底頭でブランドを主張させる売り場を作る。売り場

づくりではなく「買い場j づくりを可能にするショッパークラスタ分析を行い、

資い場提案を支援できるシステムを提案する営業活動となる。

最後に、マーケテイング、マネジメントシステムの構築手}I僚としては、全体的な

統合システム構恕をまず描くことである。次にブランド設計書などでブランドを

見える化し、ブランド監査ができる指標を導入する。このことにより顧客へのブ

ランドの浸透度が管理できる。その為 ブランドマネジメントの第 lフェーズと

してブランド設計書とブランド価値澱定システムの推進が望ましい。

いずれにしても顧客の志向や生活スタイルの変化に適合できる企業のみが生き

残れることを考えると、一刻も早く、このような顧客客志向を起点としたマネジ

メントシステムを構築することが必要であろう。

このようなブランドを実現するためのシステムマネジメントサイクルの全体概

要を図 5. 6に示す。
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図 5. 6 ブランドマネジメントシステム運用全体フロー

5.6 ブランドマネジメントシステムの期待される効用とマーケティング活動

ブランドが構築できると企業にとっての効用は、マーケティングプログラムが

効率的かっ有用に効果を発揮する。ブランドロイヤルティが高い顧客が確立して

いるために、価格についても無用な健引きをする必要がない。流通マージンも顧

客が必要以上に支払うことなくストアカバレッジを確保することが可能である。

ブランド拡張の際にも最小限のマーケティング投資で済む。流通での取引でのテ

コになる。競争優位性が発揮できる。など多岐にわたって得ることができる [19]。

( 1 )マーケティング活動

製品偶発場面で重要なことは f市場競争に打ち勝つこと Jではなく「顧客のロ

イヤルティを獲得すること」である。競合との競争優位性の確立に過度に囚われ

ると、本来追求すべき顧客価値を見失いブランド価値の本質を踏み外してしまう。

多くの企業がこれまで売上の最大化を追求し、その企画者たちにとって最も大切

な創造性を喪失させかねない誤謬であった。

企業活動の目擦が売り上げやシェアだけに傾注すると、営業活動の目的も庄頭

での山積確保、チラシ掲載など価格交渉のみになり、マーケティングミックスが

価格訴求に焔ってしまう。結果として単品管理、単眼的マネジメント体制として

なってしまうのである。

このような顧客へのプロモ」ション目的が、一時的な興味、関心、刺激重視の
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活動になるため、惹きつけられる顧客はトライアル型の浮遊層的志向の強い顧客

が大勢を占めるようになる。したがって、望むと望まざるとにかかわらず、顧客

の財布へ注力したマーケティング活動になってしまうのである。その結果、企業

活動は短期思考的な企業風土を作り出してしまう。

本来のマ」ケティング活動の役割とは、提供するブランドが獲得する顧客満足

の最大化を突き詰めることであり、活動の累積的結果としてブランドの絶対的競

争優位性が確立されるのである。

つまり、そのマーケティング活動の原点は顧客様点で生活者行動を探ることで

あり、生活者の鏑値観の核心に触れようとする洞察の中から、新しい穣客価値創

造に挑戦する。これを具体化し、市場に澗わなければならない。

さらに、マーケターのマーケティング活動視点をブランドに傾注することによ

り、最前線で歪を起こしていた営業活動にも変化が表れる。具体的には、科営業

活動の目的、目標がロイヤノレ顧客を獲得するための売り場提案型に変化するから

である。したがって、その売り場は、顧客にとって賢いやすい「買場」となり、

販売庖にとっては効率のよい f売り場J となる。ブランドを提供するメーカーに

するとプランディング活動の顧客との「出会いの場j での大切な自己表現の場作

りとなり、 3者にとってW in-Wi nの関係が成り立つ場面となるのである。

このようにブランド中核にした活動がスムーズに循環すると、ブランドを支援

してくれる顧客も、ブランドとの紳を重視し、愛着を持つようになり、そのブラ

ンドへの期待値も高まり、継続的に永く愛用してくださるリピート型の使用・購

買形態をとる顧客像となる。したがって、追求すべきマーケティング活動のター

ゲットは顧客の心と悩(記憶・経験価値)になるのである。その結果として、企

業活動は中期的視点での思考パターンとなり、その活動目標や視点はロードマッ

プ上に描かれるようになる。

そして、その進捗状況の確認指標は、顧客の心と脳の中の、いわゆるマインド

シェアであり、記憶再生カの度合いを測るようになるのである。これらの関係を、

販売中心的な企業活動志向と顧客中心的なブランドを中核としたマーケティング

活動とで比較してみると、下の図 5. 7のようにまとめられる。
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くこれまで〉 くこオLi1通ら〉

中長期志向

図 5. 7 売上志向とブランド志向マネジメントとの対比

( 2 ) コミュニケーション戦略

プランド価値の向上を追求していくためには、新しい顧客価値の提案と併せブ

ランドコミュニケーションの質と方法の改善を、顧客視点から継続的に進めなけ

ればならない。ブランド価値向上のため、平均的な顧客層から平均的な支持を得

るよりも、核となる支持者(ファン)作りが肝要である。各ブランドの「望ましい

顧客層j からの認知や好意度についての具体的な目標を立てることが必要になっ

てくる D

( 3 )震点的資源配分

各施策の実行は、重点的な資源、配分が伴わなければならない。分散した不十分

な資源投下、逐次追認、的な資源投下は、共に各施策の成功の最大のリスクである

と捉えることが重要である。

これらを判断するためには、各施策の効果担，IJ定が必要であり、予測システムが

必要である。本稿の 7章で述べる「販売計画支援のための新製品予測モデルの構

築」事例にあるように、予測された新製品の事業規模、想定される投資額、利益

率や額はピジネスラインに乗るかどうかなどを指標に、一定の判断基準を設けて

意思決定をするシステムを構築しなければならない。
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第 6章

ブランドマネジメントシステムにおけるサフシステム調発事例

6. 1. 際発事例のマネジメントシステムとの関孫

6. 2. 販売計画策定支援のための新製品販売予澱モデルの構築

6.3. 生活者行動観察調査によるマーケティング的効用

6.4. 購買行動分析アブロ…チによるプロモーション施策への提案
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6.1. 隠発事例のマネジメントシステムとの関係

はじめに、この章で取り上げた開発事例を下図のブランド開発のプロセス(プ

ランド企商→ブランドコンセプト設計→マーケティング投資によるプランド化の

実践→ブランドの評価)に沿って図式化した。

まず、プランドを企画し、次にブランドコンセプトを設計・デザイン化を行っ

た後、そのブランドを上市するかどうかの判断を感度分析によって行うが、その

場合の事業性を判断するのに必要なシステム要素として、新製品予測モデルの街

発事例を 6章 1節で挙げたD

また、これまでとは異なる差別性の高いコンセプト開発手法として、生活者の

様々な行動観察(歯磨き行動、掃除行動、洗濯行動、若年男性の生活行動特性等)

からブランドコンセプトの企画やマーケティング施策の立案業務として行うプロ

モーション開発、コミュニケーションワード開発など、マーケティング活動に活

用する際の幅広い適用事例として 2節で行動観察分析によるマーケティンング的

効用について事例を挙げた。

最後に、新製品やブランドを育成するためには、マーケティング 4Pの中でも

1百頭での売り場が生活者にとって賢いたくなる場として、あるいはプランドとの

出会いの場面として演出できるかが、非常に重要なプロモーション施策になって

くるのである。 6章 3節では、このような購買者を簡易な質問項目によりクラス

ター分析できるシステムを開発し、ショッパークラスターとして 6つに分類でき

た事例を取り上げた白その各ショッパークラスターの購買特性や商品選択志向を

参考にしながら、各小売業態の庖頭におけるプロモーション施策提案を行った。

ブランドマネジ.:;l:_/トシステム

図 6. 1 ブランドマネジメントシステムと開発事例との関係
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6.2. 販売計画策定支援のための新製品販売予測モデルの構築

6.2.1.はじめに

経済不景になり思惑通りに新製品の実績が上がらなくなった場合、失敗リスク

が高し、からといって思い切ったマーケティング投資をせず途中で投資を中止し

たり、その原因追求もなしに溜雲に方向変換したり、と非常に非効率的なマー

ケティングが展開されがちである。これらの現象を引き起こす多くの原因のう

ち、主たる要因は二つあるのではないかと忍われる。 1つが新製品・改良品に

対してマーケティング投資の意思決定のための簡易で精度の高い予測モデルが

無いという「意思決定システムの為のツール」の潤題である。 2つ自は計酒と

実績とに教離が生じた場合に原因追求をするための f経営マネジメント j、つま

りマーケティング・マネジメントを行うシステムやプロセスがその企業に無い

為の問題である [4J[14]。

この課題は企業経営全体に係わる問題であるため、本論文では 1つ闘のマーケ

ティング投資に関する「意思決定システム・ツーノレj に関して、特に新製品売

上予測モデルをより実務に適合した使い勝手のいい、より効率的で精度の高い

モデル開発を目指して論じていきたい。従って、本稿で目指すものは、実務家

がこのツールを入手することでマーケティング投資の意思決定をする際に事前

に、高い精度で複数の選択肢を比較し、これまで勘や感性に偏りがちであった

意思決定を科学的に行えることを目指したい。

従って、本稿で目指すものは、実務家がこのツールを入手することでマーケ

ティング投資の意思決定をする際に事前に、高い精度で複数の選択肢を比較す

ることができることにより、これまで勘や感性に偏りがちであった意思決定に、

科学的な意思決定評価軸を導入することにより、マーケティング投資のリスク

を最小限に抑えられることを目指す。

6.2.2. 目的

これまで多くの研究者たちが取り扱ってきた新製品に関する研究は、地域を

限定して販売する方法や何j古舘かを選別してテスト簸売してもらう方法等 fテ

スト・マーケティング」により得られたデータにより作られた新製品予測シス

テムが発表されてきたが、それらのデメリットは以下の通りである [22Jo

(1)テスト期間が長期に渡る為、市場導入の待揚が遅れると同時に、変化が激し

い市場では導入のときに、このテスト結果が活用できないようになっているこ

とがある。

(2)最も大きな問題は新製品開発の概要をライバノレ企業に知られてしまうこと

である。つまり競争相手が適確なデフェンスを行う準備期間を与えてしまうこ
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とを意味するのである。 (3)さらに実際にある地域でテスト・マーケティングを

行う場合、ライバル企業が自分の製品価格を意図的に大きく下げ、新製品が不

成功に終わるような印象を与えようとするかもしれない。

(4)今ひとつはテスト費用がかなりの額に上るということである。テスト・マー

ケティング周の本場と同じ試作品を作るために、ほぽ 2倍の投資が予想される。

(5)さらに安全性が大きく問題となる現在では、企業信用が失態してしまい企業

業績が危ぶまれるリスクを含んでいるため、テストとはいえ本番と同じ環境作

りに多くのスタミナと協力者が必要になってくる [57]。

以上の課題認識から、より簡単かっ短期間でローコストにより実験調査が行

える方法が「プリ・テスト・マーケティングJである。この方法は、実際の眉

舘ではなく仮想庖舗をつくり消費'者(被験者)を呼んで、燐寅を模擬実験するシ

ミュレーション・タイプの方法である。これらは、なるべく小規模で限られた

期間の実験により得られた顧客データから 1年後の将来予測を行うことが目的

である。しかし、このようなプリ・テスト・マーケティングのモデノレを利用す

る際に共通して問題になるのは、パラメータの推定に必要且つ十分な時系列デ

ータを収集することができない点である。従ってデータ量が少ない場合にパラ

メータの設定に際、して、しばしば主観的判断に頼らざるを得ないということで

ある。主観的判断の妥当性は判断を与える人がどの程度、同じような状況を経

験してきたかに依存する白その意味では、過去に新製品導入の経験がどのくら

いあるか、さらにその経験がどの程度利用可能な情報として、蓄積されている

かが、予測精度を大きく左右することになる [23]0 従って、今回のモデノレ構築

に当たっては、この簡便性の高いプヲ・テスト・マーケティングを前提としつ

つも、主観的判断が極力抑えられたモデ、ル構築を目指し経験不足の人材・でも一

定の成果が導き出せるようなものとして作り上げることを試みる。

6.2.3.研究の進め方

6. 2. 3-1. 多様な先行モデル

これまで多くの新製品を予測するモデルが発表されているが、その予測モデ

ルも対象とする新製品の購入頻度により大きく 2つに大別できる。一つは住宅

や車など反復購買の非常に長いのが耐久消費財である。主にこの商品分野を対

象として試用層の予測課題を解決しようとしたのが f普及モデル」である。こ

のモデルは一般消費財の試用(トライアノレ)層の予測モデノレの概念としても、

有用な概念として用いられることが多く、その代表的なモデノレが BASSモデ

ノレである。

一方、先述したような一般消費財には消費者の試用購買から反復購買を対象
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とした「行動モデノレ(トライアル・リピートモデ、ノレ)Jがあり、このモデルは反

復購買の購入頻度の大きさが取り扱われている。また、新製品の発売前に小さ

くテスト・マーケティングを行い消費者の製品属性への選好態度(態度モデ、ノレ)

を測定し、それらの測定結果を行動モデ、ノレと収束させていくことで精度を高め

るのが f収束モデルj である口このプリ・テスト・マーケティングを題材に最

初に研究開発されたモデノレが 1968年のヤンケロピッチ LTM(Laboratory Test 

Market) モデルと言われている [30]。

従って、このように多様な過去研究の中からから、 f普及モデノレjの代表とし

てBASSモデノレを紹介し、「行動モデルj の代表であるトライアノレ・リピート

からトラッカーモデルを取り上げる。そしてプリ・テスト・マーケティングを

ベースに発達し「収束モデノレJの基本を作ったといえるアセッサーモデノレとそ

れをベースに改良されたパーフィット&コリンズモデルを記述する。そして、

それらの中から消費財市場の中で特に変化の激しい日用品市場に最も適合し簡

潔で実務家の意思決定に副い、使い勝手のよいモデノレを選択する。

6.2.3-2. B A S Sモデル:r普及モデルJの代表モデル [3幻

(1) .モデ、ノレ慨婆とその構造

製品導入の初期段階はオピニオンリーダーなどの革新者が認知し、口コミ効

果などで他の消費者へ伝橋していくとしたローガー(1962)による f革新の伝播J

と呼ばれている消費者への浸透過程を前提としている [22]。従って、①購入者

は自らの意思で購入決定する『革新者』と、普及の様子を見ながら購入決定を

行う『模倣者』からなる。② f革新者』数は、その期の『未購入者数Jに比例

する。③『模倣者J数は、その期の『購入者数』に比例する。@この問、市場

規模は一定とする。

(2).モデノレの適用範囲・特筆すべき点

このモデノレの活用は導入後、市場データから実測値が得られてくれば推定で

きるが、初期段階では不安定な推定値しか得られない。一方、安定する頃には

そデルなしでも大体結果が見えてしまう。従って導入前に予測するためには予

測者が経験と勘によりパラメータを入力することになり精度の高いモデルには

時聞がかかってしまう。従って楽観的な場合と悲観的な場合の{直を想定し、そ

の幅で対応策を準備しておくことが肝要である [1]。

6.2.3-3.アセッサーモデル:シルク&アーバン (1978)[22] [59] 

(1)モデ、ノレ概要とその構造

このシステムの特徴はテスト・マーケティングを行う前に、全ての測定値を
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実験室によるテスト・マーケットにて行うことにより本格導入時のシェアを予

澱するものである。このモデルの大きな特徴は 2つの異なるそデノレ(選好態度モ

デルとトライアノレ・ジピートモデ、ノレ)から予測された結果を収束させ、予澱精度

を上げる工夫がされていることである(図 6. 2. 1)。このモデルの目的は新

製品の長期的なマーケット・シェアと売上を予測することであるが、この 2つ

のモデノレの基本構造は同様であり、使用するデータも向ーである。従って、購

翼者がその腐品属性の特徴をよく知る代替案の集合が形成されると考えると、

選好モデノレが個人レベルのモデルに対し、後者のトライアノレ・リピートモデル

はマノレコフ型の集団レベノレのモデルであり、概念的には区別されるが、実質的

な意味から判断すればほぼ間等であると考えてよい [12J。

消費者リサーチ・インプット
(実験室澱定値)

↓ 

(使用後測定値)

マネジメント・インプット
(本γ泊二ング戦略)
(マーケテイング・フ.ラン)

データ収集

害

俄のブランドの
シェアへの影響

を推定

主

アウトプットの調整

す

;
i
t一

向ブランドシェアの予測

図 6. 2. 1 fアセッサーモデノレJの概念図

(2)モデルの適用範囲・特筆すべき点

このモデルは売上やシェアの予測ができるだけでなく、①新製品のシェアの

源泉、すなわちどの競合ブランドからシェアを奪うのか、自社のほかのブラン

ドとのカニパリゼーション(共食い)を起こすのかといった点を明らかにする。

②製品改良、広告コピーやプロモーション計酒の改善などの診断的な情報をも

たらす。③価格変更、パッケージ変更といった代替的なマーケティング計画の

大雑把な評価を行うことにある [19J白これらのモデルが対象とする消費財の場

合は早い段階でピークを迎えることが多く、その後、売上やシェアが徐々に落
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たり、急に落ち込むというパターンが起きる。するとどの時点の予測をしたの

か暖味となることがおきることがある。経験的には革新的購入者が 4--5回程

度購入を終えた時点でのシェア予測ということになり、緯入間隔がヘビーユー

ザーで 1ヶ月という製品であれば 5""6ヵ月後の予測をしているということに

なる。実務家としては発売後の需給やマーケティング施策の判定・見直しに結

び付けようとすると、普及モデルのように時間的な売上推移の予測が必要にな

りアセッサーのような予測モデルだけでは不十分となる [13][22J。

6. 2. 3-4. パルフィット&コリンズモデル [56]

(1).モデノレ概要とその構造

上記のモデ、ノレのようにトライアノレ率およびリピート率を測定し予測するモデ

ルとしては、この他にエスキンモデノレ [41]、ナカニシモデル [55J、HPKZモデル

[21 ]などがあるが、このモデルは反復鱗入の方が新規購入より重要視される一

般消費財の既存品市場に参入した新製品(ブランド)の究極的なシェアを予測

するそデノレである。なぜならば、究極シェアを決めるキー・パラメータとして

普及率(何パーセントの人が当ブランドを試用購入するか)と反復購入した人が、

その後の購入機会に平均何パーセント当ブランドを購入するか、を挙げており、

これらのデータは全くの新規市場では入手することが困難になるからである。

そのモデル構造としては、新製品の市場導入後のトライアノレ率と再購入され

るリピート率を予測するモデノレで、①何度も購入される商品群である一般の消

費財に適している。②累積トライアノレ率は、上に凸の指数曲線的に右肩上がり

になる D 一方、定点におけるリピ}ト率は毘定客が安定的に購入し始めたとき

に右肩下がりの出型指数曲線になり一定率に落ち着くことになる。もし、固定

客が得られないときは時間と共にリピート率は 0に近づく。

(2)モデノレの適用範囲・特筆すべき点

このモデルではその構造が非常に単純なゆえに、マーケティング・ミックス

効果を考慮していないとか、 トライアノレの前のブランド知名の段階が入ってい

ないという問題を残している。これらの問題は、 トラッカーモデノレやアセッサ

ーモデルでは何とか解決策を見出してきている [19]。

6.2.3-5.トラッカーモデル:ブラットベルク&ゴランチィ [33]

(1)モデル概要とその構造

トラッカーモデルの構造は、図 6. 2. 2に示されているように、消費者の

試用・反復購入のそれぞれのステージに対応して知名率モデル、 トライアノレ・

モデル、予測モデルの 3つの部分に分かれている。消費者の購翼行動は認知、
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評価、購買、購買後の行動といった一連のプロセスからなる。 トラッカーモデル

の推定に必要なデータは、新製品導入後製品の購入サイクノレに合わせて(通常は

4"-'5逓問おきに)3回、 1自につき 500"-'1， 000サンプルのデータをその製品

のターゲット・ユーザーから質問表で収集する。収集するデータとしては製品

の使用状況と使用頻度、助成なしに想起したブランドと消費者自らが再生想起

したブランド、最後に購入してからの期間とそのブランド、使用したことのあ

るその他のブランド、それらのブランド選好I1領序、反復購入を希望するブラン

ドといった項目である。このほか競合他社のそれぞれの価格、媒体ミックス、

配荷率などのデータが必要とされる。

トラッカーモデ、ノレでは、アセッサーモデノレのように評価の部分は無く、反復

購入部分に工夫の後が見られる。購入のインターパノレは平均的な購入量から計

算される。ただし、このモデノレでは一旦非購入者のグループに入った顧客は二

度と購入者グループに復活しない点に注意を要する。従って第一期自にはじめ

て試用購入した顧客、第二期酒にはじめて試用購入した顧客というように顧客

は区別され図 6. 2. 2のようにそれぞれの期で試用購入する人と反復購入す

る人の合計により、購入者数が計算される。

認知への
広告効果

トライアル促進

極格・流通クーポン
効果

次期の潜在的
な知名者集合

次期の潜在的
な試用者集合

製品属性 l開醐問問曲目骨」生田自国田町非購入者集合

反復籍入した人の集合(2毘目)

使用満足度L間間関問問 I I 
非購入者集合

リピート購入(N[E)) I醐酬欄醐輔田園圃欄酬岨岨酬岡田l

図 6. 2. 2 iトラッカーモデル」の概念、図
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(2)モデルの適用範閤・特筆すべき点

トラッカーモデノレの一つの大きな問題点は、一度反復購入をやめると非購入

者の集合に入ってしまい二度とこのプランドを購入することがないということ

を仮定している点である。購入頻度の高い日用品の分野ではブランド院のスイ

ッチングはあたりまえのことであるが、これを許容しないこの仮定は必ずしも

現実的なものではない[13J。このトラッカーモデルにおいても、購買サイクノレ

にあわせて 3固から 4回の観測データからすべてのパラメータを推定しなくて

はならない。このためには、類似した製品についての過去の体験をデータベー

スに蓄積しておくような努力が必要である c また、分析するブランド・マネジ

ャーの主観的判断もかなり反映されることになる。

6.2.4. 本論文のモデル開発における基本的な考え方

反復購買が新製品の成功に決定的な影響を与える消費財・日用品市場では、

トライアノレ・ユーザーの予測に加え、その何事11がリピート・ユーザーとして継

続的に残ってくれるかを予滅することを基本とするトライアル・リピートモデ

ルをベースとする [46J。従って、パノレフィット&コリンズモデル [56Jにマーケ

ティング・ミックス概念を組み込んだトラッカーモデルを採用し、一皮肉{E反し

たユーザーが再競入者ともなり得る混合回帰モデルとして構築する。前述のよ

うに、どのプリ・テスト・マーケティング・モデノレにも共通して言えることで

あるが、パラメータの推定にブランド・マネジャーなどの窟J人的・人為的入力

変数がモデルに必須条件として級み込まれている。しかし筆者たちは誰もが活

用できるように属人的入力項目のないモデノレ構築を臣指す。

その際、どの企業でも新製品開発競査で活用しているコンセプトの鱗入意向

と使用後の購入意向を調査(筆者逮の調査データは 7段階)で収集し、それぞれ

トライアル率とリピート率を説明する変数として使用する。これまでは、その

誘査における購入意向データも主観的判断を加味するか経験貝ぜから判断して取

り扱ってきた。従って、これまでの予測モデルで使用されていた消費者調査で

回答された「購入意向Jが、どの程度実際の購入に結びつくのかはベテラン・ブ

ランドマネジャーやマーケティング・リサーチャーの経験(ノーム)値に頼る

しか方策は無かった。このモデルでは、できる限り多様な実務家に適合できる

ように、その変換率の規則性を見出すこととする。因みに、海外における自動

車や家電製品における過去の調査データ(5段階尺度)を下記に示しておく。
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表 1.購入意向と購入 (Urban，Hauser(1980)) 

購入意向 実際の購入比率

乗用車 家電製品

必ず寅う O. 5 3 O. 1 0 5 

ほぼ買うつもり O. 4 8 O. 1 8 4 

寅うかもしれない O. 4 1 O. 1 1 1 

実うかどうかわからない O. 1 9 O. 0 5 3 

絶対に買わない O. 0 7 O. 0 1 7 

これまで見てきたように、多くのモデルが発売後 l年後や究磁的な状況での

予測値あるいは一般的な消費期間が一巡した後の時点だけしか予測できないが、

実務的には保有するマーケティング投資計画期間に則した、より細かな時点が

予泌できるよう、新製品発売後 3ヵ月、 6ヵ月、 9ヵ月、 12ヶ月後時点のシェ

ア予測ができるモデルを構築する。予測期間としては、月々の予測結果が算出

されるのが理想ではあるが、現実の実務では全てのマーケティング投資データ

が月期jに収集されるケースが少なく、現実的には上市後 3ヶ丹、 6ヶ月、 1年後

等の目標と投資額設定がされている。従って、開発提案時での意思決定のため

のツールとしては、 4半期ベースで各々の予測値が算出できれば、非常に現実

的なモデルとなり得ると恩われる。

6.2. 4-1.対象商品

・歯磨き:8品、発売期間 (05年.-....-07年)

・衣料用洗剤: 5品、発売期間 (06年""08年)

・台所洗剤: 5品、発売期間 (05年.-....-07年)

6.2.4-2. 採用モデル構造と各変数

(1)実務対応型シェア予測モデルの構造図

この実務家用モデノレは新製品の試用購買行動(トライアノレ)と反復購買(リピ

ート)が、一定の確率で累積される「行動モデノレj であるトライアル・リピー

トモデルを基本に構築している(図 6.2.'3)0 ただし、トラッカーモデル構

造との違いは、一度購入して離脱した非購入者が再度購入者になることが、通

例となっている消費財であるため、購入者を層別して購入破率を算定していく

ような構造にはしていない。
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潜在購入者
トライアル促
進広告効果

e骨島h

識での接録、l r-ー カテゴリー購入機会
、よび認知 r…伊三二三亡ー田ごてて二二巳凶ー

一i-.E _ _._  _・Z

E J 新ブランド購入意向※
商品コンセプト・J'¥[....".Y"L_同

ケージデザインの
魅力効果

古豪での接勉、 F
I.<<...a....~ r間四回目問問画戸園面白血ーーーー，

明知|九-i 竺-;
智雄暴動車

; 新ブランド再購入意向渓 J 

リピート購入

図 6. 2. 3 r実務対応型トライアノレ・リピート j モデル概念図

非
購
入
者
層

また、筆者たちの独自の購資者調査データ (2008年実施 N=5415)によると、庖

頭における日用品の商品選択購入決定率が 50%--70% (表 2)と非常に高

いことがわかっている。

表 2. ブランド購入決定率

衣料用洗剤 5 1 0/0 

台所用洗剤 63% 

歯磨き 71% 

ハブラシ 60% 

この庖頭接触の機会をどのくらい多く立つ継続して保有できるかが現実の世

界では一番説得力ある説明変数ではないかと考え選択している。何故ならば、

発売直後は新規性や広告投下により流通での取り扱いが促進されるが、現実的

には 3ヶ月も過ぎると新製品の売れ行きも流通の段階で判断されるため、強い

営業力や商品の庖頭回転率が伴わない限り継続的にj富頭露出を継続していくこ
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とは、この競争環境の厳しい時代にはほとんど不可能に近い現象である。従っ

て、継続してj吉頭露出が出来ていることは、 トライノレ購入とリピート締入の機

会に多くの大きな影響を及ぼすマーケティング説明変数として凝縮している変

数と蓄えるのである。

(2)予測モデルの算定式構造

この予測モデノレは大きく 3本の予測モデルで成り立っている(図 6. 1 . 4 )。

第一の予測モデルは、①「トライアル率予測モデルj で医的変数をトライアノレ

率におき、アセッサーモデルでのプジ・テストマーケットに準じて説明変数と

して消費者調査 (C/Pテスト:コンセプト提示し、その後プロダクト使用調

査)による使用前の f使用購入意向 j デ}タを用いている口そしてその商品を

市場導入していくための「マーケティング関連の説明変数J として消費者の試

用購入機会を表す「加重販売居率Jを用いている D それに準じてj苫頭接触率・

j百頭認知率の代理変数として山積率を説明変数として用いている。またトラッ

カーモデルでの知名事モデルに説明変数としてある広告宣伝盈 (GR P : 

Gross/Rating/Pointで広告到達率(財)x平均接触頻度)を用いた。更に、時系

列予測を行う為に購入頻度や購入間隔を表わす指標として、参入する既存品分

野のカテゴリーの購入世帯率を説明変数として用いてトライアル率を予測して

いる。二つ自の予測モデノレは、②「歩留まり率(リピート率)予測モデノレj で

ある。反復購買を牽引するための商品カを表す説明変数として消費者 C/Pテ

スト調査による「使用後の滅入意向」を用いている。また、マーケティング関

連の説明変数では、購入確率の説明変数として発売導入当初との比較により加

重販売j吉率変化率を、そして荷品認知率の変化代理変数として GRP変化率を

説明変数として用いてリピート率を予測している。第三の予測モデルは、これ

らのトライアノレ率とリピート率を説明変数としてシェアを予測する③「シェア

予測モデルJ となっている。そしてその説明変数を大きくまとめてみると「商

品カJを表すカテゴリーと実務家がコントローノレできる、 fマーケティング変数J

カテゴリーから構成されている(図 6. 2. 4)。
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| 街品力 I Iマーケティング変数|

毘|使用前購入意向|

(3つのサブモデル 1 
Eからなる予測モデルを1

~~警警」さ園田 l 

図 6. 2. 4 新製品シェア予測モデル 算定モデ‘ル構造

*①「使用前購入意向 Jrカテゴリー購入率Jr加重販売庖率Jr山積率Jr GRP J 

を説明変数にしてトライアノレ率を予測する。

*②「使用前購入意向 JrGRPの投入変化率Jr加重販売庖変化率j を説明変数

にしてリピート率を予測する。

*③トライア/レ率とリピート率を説明変数にしてシェアを予測する。

(3)企業保有値とモデノレ変数との関連

モデ、ノレ構造における消費者の購買意思決定プロセス概念と企業が保有するデ

ータ及び各説明変数・呂的変数の関係をまとめたものが図 6. 1. 5となる。ト

ライアル購入を喚起する説明変数として、企業保有データと伺ーの消費者調査

による c/pテストデータを用いている。また、その製品の庖頭における購入

機会の一つの説明変数として、企業はメーカーからの出荷データしか把握でき

ない為、その製品カテゴリーの鱗入確率を表わす「カテゴワ一世帯購入率jを世

帯パネノレ調査データで代替させている。問時に購入頻度の高い消費財にとって、

どの販売府にも取り扱いがあるという商品接触への機会や庄内での露出度合い
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を顕著に表わす変数として定番のフェースシェアのような入手困難なデータに

装わり、 j吉内で大量に露出されている rJ吉頭山積率Jを選択した。本来ならば

殴 6. 2. 5にあるように、企業が直接コントロールできる保有データを説瞬

変数にすべきではあるが、消費者の繕賀行動に直接影響する変数とメーカーコ

ントローノレできる変数との間には、人的要因(セールスパワー)やそれに関連

した多様な流通段階や経路があり、多くの変化要素が介在する為、このモデル

では鴎のように説明変数と企業保有データによる変数との関連だけを把握し、

常時その見直しが図れるようにしておくこととした。

| 概念 | トライアル喚起力

戸圃圃圃圃
噂 F 喝拶

1"'--田圃V

i企業 C/Pテスト

代 備の lGRP 事前購入

週 l計箇値 l
意向

数変
モデル

C/Pテスト
に投入

GRP 事前構入
した説.....__ 
明変数 意向

可等F 喝簿F 回li~ II~ 

山麓み e I G/Pテスト 変数

ト 事後購入
、..../

2 
靖jフイアb 

意向

CiPテスト 繕

入 事後購入 入

メ…カ…恩荷嘉数 計調寝
販促愛

拡大援計
主実要震広査鍍子工事世帯パネル

カテゴリ (SRI)加重
購入率 販売腐率

UI読み翠 意向

*鱗入機会、庖頭接触、庖頭プロモーションにおける企業留有の保有計画値

の代理変数とする。

関 6. 2. 5 企業保有値とモデノレの説明変数との対・応関係

6.2.4-3. 消費者調査データの採照の検証.

選好モデノレとしての商品カデータとして、一般的には新製品のコセプト及び

デザイン・ネーミング・価格までを提示して購入意向調査を行う。この場合、

使用前購入意向(コンセプト魅力度を測定しトライアノレ率を推定する為の商品

カ)や、使用後購入意向(リピート率を推定する為の商品カ)の値は、市場全体

を現す値ではなく、その新製品がターゲットとする対象者をリクルーティング

した上で測定するものであるため、市場でのシェアを予測する為には、何らか

の加工が必要と思われる。過去の研究からも行消費者属性がトライアノレ購買に

及ぼす影響についてフォックス&ゴールドスミス [43Jやガチーノ&トーマス

[44]らは、初期購賞者の特性に消費者属性が影響することに言及していること
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から、ターゲットを絞った消費者調査の結果を予測モデルに活用する場合は、

その数値を何らかの形で加工する必要があると言及している [9J。そこで、下記

の図 6. 2. 6ようなに調査対象とするサンプル者を対象市場の使用者(カテ

ゴリーユーザー)と細分化市場での使用者(サブカテゴリーユーザー)、競合・

ベンチマーク対象商品使用者(直接競合ブランドユーザー)に分類できることか

ら、事前に使用計蘇入意向とトライアル率との相関係数を比較し、そのままの

購入意向の調査データを使用したほうが良いのか、市場ごとに大別できるもの

なのかを検証してみた。

図 6. 2. 6 使用者分類と調査対象者

消費者によるテスト商品使用前・後の購入意向誠査の対象者は、主に上市予

定ブランドの fターゲット J(上図の②一③)に絞った設計が主であるが、シェア

を予測するにあたっては、市場全体①において当該ブランド宏「賢う j 人の占

める割合を推定する必要がある。従って、カテゴリー・ユーザー全体における

購入意向を推定するために、以下の 3つの購入意向とトライアル率との関連を

見ることとした。 (1)消費者調査の購入意向をそのまま適用したもの(カテゴリ

ー・ユーザー全体が調査対象者とほぼ等しい意向を示すと考えられる場合)0 (2) 

消費者爾査の鱗入意向に、サブカテゴリーユーザー比率を勘案したもの(サブ

カテゴリーのユーザーが消費者調査の対象者と悶様の意向を示すと考えられる

場合)0 (3)消費者調査の購入意向に、調査対象者比率(おもに競合ブランドユ

ーザー)を勘案したもの(競合プランドユーザーしか、新商品に意向を示さな

いと考えられる場合)。

6.2.4-4.消費者調査ヂータの評価検証結果

次にその検証結果であるトライアノレ率との相関係数を表 3に示す。

(1)ハウスホーノレド分野の商品については消費者調査による使用前鱗入意向

スコアをそのまま適用したほうがトライアノレ率との相闘が高くなった。
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(2)但し、ハウスホールドの分野商品の中でも、ターゲットを非常に絞り込ん

だニッチの商品(アレルギー用柔軟剤、食器洗機用専用洗剤など)については、

サブカテゴリーユーザーの世帯購入率データを消費者調査の購入意向データに

も説明変数の係数として用いた方が相関係数に良化が見られた (0.72司 O.83)。

従って、この分野でも特殊なエッチ商品のようにターゲットを絞って消費者

調査を行った場合については、サブカテゴリー比率を係数として加味すること

とする。

表 3 C/P事前購入意向スコアとトライアノレ率との相関関係

購入意向スコア京 C/P事前購入意向スコアと
勘案の方法 トライアル率との格闘関係

そのまま適用:沢 0.72(0.83) 母国

ハウスホールド サブカテゴリユーザー比率勘案 0.67 

C/Pテスト対象者比率勘案 0.40 

そのまま適用 0.71 

パーソナルケア サブカテゴリユーザー比率勘案 0.80 事盟
(歯磨き)

C/Pテスト対象者比率勘案 0.51 

※購入意向スコアはtop1.2，3の比率にそれぞれ0.9.0.5.0.1を乗じたうえで合算。

(3)パーソナノレケア商品分野(この場合は歯磨き市場)に関しては、消費者調査

による使用前購入意向スコアにサブカテゴリーユーザーの購入世帯率を係数と

して算入した方が相関係数は良化した。従って、その対象商品カテゴリーに応

じて図 6.2 .7のようにタイプを 2つに分けてモデル構築を行うようにした。
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その{也カテゴリ t..…惨い轍

図 6. 2. 7 カテゴリ一分類と購入意向の適用方法

(4)上記のような鰯査対象者の属する商品への関与カテゴリーに関係なく、こ

れまで筆者たちがノーム値として保有していた、発売前使用調査による生活者

の購入意向の回答レベル(7段階尺度)に一定のバイアスを持って回答してい

ることが検出できた。その値は (ToわlBox=O.9、Top2 Box= 0 . 5、Top3 Box= 

O. 1 )であり、どの市場にも際係なく一定であることが見出せた。

6.2.5. 採用モデル構造と算定式

モデルの採用に当たっては、反復購買を重要視している、 トラッカーモデノレ

をベースにパルフィット&コリンズモデルモデルに包含されているマーケティ

ング・ミックス計画変数を取り入れた算定式を下図 6. 2. 8及び 9に示して

おく。より実務に合うように 3、6、9、12ヶ月間の期間平均シェア及び、四半期毎

の期間平均シェア(第 l四期は 3ヶ月間の平均シェアと岡ーとなる)を混合回

帰モデルで予測することとした。

(1)発売 3ヶ月シェア予測モデ、ノレ算定式

まず、同じ消費'財でも食品飲料と違い詞用消費財は使い切り期間に平均 1~
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2ヶ月間を要するために発売 3ヶ月間はトライアル率モデルのみでシェアを予

測している(図 6. 2. 8)。各説境変数は先述したモデノレ概念構造図(図 3) 

に対応する変数となっている。上記以外には f6.2.4-4.消費者諦査データ

の採用検証Jで述べたように消費者隷査による使用前購入意向の値にターゲッ

トを絞り込んだ影響をカテゴリ一世帯購入率として加味し、モデル構築できる

ようにダミー変数を用いている D

従って、今回のモデルではハウスホーノレドとパーソナノレケア(一部ハウスホー

ノレドの中でも極めてニッチな商品を含む)2つのカテゴリ一定数を設定した。

更に、対象とする新製品の革新性のレベル(新規ブランド・既存ブランドで

のライン拡張、あるいは既存ブランドの改良なのか)により、 BASSモデルにあ

るように「革新の伝播jスピードやパターンが異なる為、市場浸透のスピードや

庖頭認知度などの違いをモデル上に反映するダミー変数を設定している。従っ

て、リピート率予測モデルにはこの変数は設定しないこととなる。

~耳目;ア| 参|3ヶ月平均シI.7(金額)I 
トライアル率予測モデル

発売後の累積トライアル鱗入率

=力テゴ1)ー購入率(期間累積)

×加重販売席率(期間平均)

× 山積み率 α(期間平均)

X exp(β.GRP) (期間累稜〉

X 事前購入意向スコア※ 1r 

× カテゴリ一定数※2

× タイプ定数(りニューアル)※3

SRIシェア予測モデル

シェア
=トライアル率(接待したトライアル)α

× カテゴリ一定数

図 6. 2. 8 3ヵ月予測モデノレの算定式

※1 事前購入意向スコア・・・事前購入意向の topol， 2， 3の比率に、それぞ

れ 0.9，O. 5， O. 1を乗じて合算した数値。

※2 カテゴリ一定数・・・カテゴリーごとに、新商品に対する消費者の購買行

動は異なると想定し、モデ、ノレ上でそういった要素を考慮、するためにダミー変数

を用いてカテゴリーを判別した。

※3 タイプ定数・・・リニューアノレ品と新商品で消費者の購買行動は異なると

想定し、モデル上でそういった要素を考慮するためにダミー変数を用いて両者

を判別した。
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(2)発売 6ヶ月、 9ヶ月、 12ヶ月シェア予測モデ、ノレ算定式

発売 3ヶ月シェア予測モデル構造式との違いはリピート率予測モデルが追加

され、シェア予測モデルがトライアル率とリピート率の変数にて予測されてい

る構造式となっている(図 6. 2. 9)。各説明変数は 3ヶ月モデルで記述した

ようにモデ、ル概念構造罰(図 6. 2. 3) に対応する変数となっている。ただ

し、この各期間でトライアル率予測に使用されるマーケティング・ミックスデ

ータは、各々の期間累積データとなっている。また、リピート率予測に使用さ

れる消費者調査データである購入意向の値は、もちろん使用後購入意向値であ

る。いずれの場合も購入意向伎は TopL2，3の比率に夫々 O. 9， 0 ・5， O. 

1のウエイトを乗じて加重平均した植を使用している。

i6、9、1目的ル率|
2pmtlモデル

6、9、12ヶ月リピート率
予測モデル

トライアル率予測モデル
リピート率予測モデル

発売後のハヲオーマンスカ(リピート)
発売後の累積トライアル購入率 =トライアル時(1-3F.l)と比べた加重販売庖率の
=力テゴリー購入率(期間累積〉 変化率(購入機会の変化)

×加重販売庖率(期間平均) × 事後購入意向スコア※4α

× 山穣み率 α(期間平均) × exp(s' 1-3月と比べたGRP変化率〉

x exp( s . GRP) (期間累積)
× カテゴリ一定数

× 事前購入意向スコア※ 1r SRIシェア予測モデル

× カテゴリ一定数M
シェア

× タイプ定数(リニューアル )~3
=トライアル率(獲得したトライアル ).α

× ハヲォーマンス力(商品のリピート)s 

× カテゴリー定数

図 6. 2. 9 6ヵ.F.I， 9ヵJj， 1 2ヵ月 予測モデノレの算定式

※1.事前購入意向スコア、※2. カテゴリ一定数、※3.タイプ定数は 3ヶ月モデ

ノレに準拠。

※4 事:後購入意向スコア・・・事後購入意向の topo1，2，3の比率に、それぞれ

O. 9， O. 5， O. 1を乗じて合算した数値。

6.2.6. 結 果

6.2.6-1.予測殖と実緩値とのモデル額比較結果

下記に示している結果データ(表 6)が今回対象とした合計 18品の各期間に

おける予測値と実績値の比較表となっている。
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表 6 実務対応型トライアノレ・リピートモデノレ検読

区 3ヶ月平均 6ヶ月平均 9ヶ月平均 12ヶ月平均

分 金額シェア 金額シェア 金額シェア 金額シェア

モ 相関 決定 相関 決定 相関 決定 相関 決定

ア 係数 係数 係数 係数 係数 係数 係数 係数

ノレ O. 96 0.92 O. 97 0.94 0.98 0.95 O. 98 0.96 

6.2.6-2.結果の要約

(1)トライアノレ・リピートモデルを活用し実務家が開発調査にてよく活用する

データを用いても過去の研究結果と問等以上の精度の高い予測モデノレを開発す

ることができた。

(2)商品カを決定する要底変数として使用する消費者調査データはターゲッ

トを明確化 (STPコセグメント、ターゲット、ポジション)にして調査を行うた

め、ニッチ街品やパーソナノレケア商品のようにターゲットを絞り込んで調査し

た結果を使用する場合、その商品群の世幣購入率つまり普及率を係数として加

味する必要があった。

(3)売上予測モデルに使用する変数のうち発売前使用調査による生活者の購

入意向のレベル(7段階尺度)に、どの市場にも、また消費者の製品に対する

関与度に関係なく調査バイアスがあり、その{直は次の一定係数であることが見

出せた (ToplBox=O. 9、Top2 Box= 0 . 5、Top3 Box= O. 1 )。

(4)新製品と改良品(リニューアル)の判別を「タイプ別定数j としてダミ}

変数で対応することで、一つのモデルで予測可能になった。ただし、その影響

はトライアノレ率のみにありリピートする時点では新製品もリニューアノレ品も購

入経験があるという点では区別する必要がなかった。

6.2.7. 考察

これまで数多くの新製品予測モデルが開発されているが、説明変数のデータ

が入手個難であったり、説明変数がユーザではコントローノレできない変数であ

ったり、ベテランのブランド・マネジャーでなければ入カすることができない

変数が存在し、その結果が大きく予測を左右するような属人的要素が入ってお

りユーザが限られるなど、様々な事由から実務家には活用され難くいツーノレと

なっていた [9Joしかし論理的には精殺であり且つ、精度の高いモデルであり研

究者にとっては有用なモデルであった。しかし今回開発したそデノレは、以上の

194 



与件を回避したモデ、ノレが開発できたものと考えている。それを整理してみると

下記のようになる。

(1)これまでの予測モデルをトライアル卒、リピート率をそれぞれ予測し、最

終的なシェアを回帰モデルにて予測するように加工することで実務家が活用し

やすいシンプルなツールでの情報サーピスが提供できるようになった。

(2)入力変数・説明変数を実務家がコントロールできる変数(商品力変数群、

マーケティング計画変数群)に絞っても予測精度の高い(各時点での金額シェ

ア予測値の決定係数が O. 9を超える)モデノレが構築できた。

(3)多くのモデルが発売後 l年や安定期にたった時点での予測を前提として

いるが、より細かな時点で予測できるようになった(発売後 3ヵ月、 6ヵ月、 9

ヵ月、 12 ヶ月後時点のシェア予測が可能)ロそのことにより意思決定時点にタ

イムリーに情報サービスができるシステム構築を可能にした。

(4)これまで商品開発時調査に行う商品カテスト結果(使用前購入意向や使用

後購入意向比率)に、過去研究モデノレにおいても経験豊かなベテランにしかウエ

イト付けができなかった係数に対し、どの市場にも、また消費者の製品に対す

る関与度に関係なく一定の係数 (ToplBox=0 . 9、Top2 Box::; 0 . 5、Top3 Box= 

O. 1 )で適用できることが見出せた。

(5)これまで研究されてきたモデノレは消費財か耐久消費財かの違いでモデル

が構築されたが、同じ消費財でも消費者の商品に対する関与度の高いパーソナ

ノレケア用品と家庭・家族用のハウスホーノレド商品分野では別タイプとして分け

た方が、より精度の高いモデノレ構築ができることが明らかになった。

(6)また、トライアル率には新ブランドによる新製品か既存品のライン拡張品

であるか、あるいは統存品の改良品(リニーュアノレ)なのかといったように新

製品の革新度合いにより遠いがあることがわかった(モデル構造上もタイプ定

数として変数を設定)。従って、業rrブランド品や既存品ライン拡張品を早く普及

するためには、早期にトライアノレ購買を限害する知覚リスク(消費者が感じる

知覚リスクとは、人々の主観に基づく危険性評価のことで客観的な確率健で示

される危険性ではない)を除去する必要があると考えられる [22]。従って、 ト

ライアノレ率を高める施策としてサンプリング、共感性の高い広告や賠頭 POPな

ど様々なプロモーションが重要となることが示唆できるものと考える。

6.2.8. 今後の課題

今回適用できる市場として完成した 3市場はタバコやコーヒーや化粧品等の

様なR蓄好品とは違い一般日用品の中でも特に消費者の関与度が低いため、より

消費者関与度が強いと思われる箆薬品や化粧品分野への、このモデルの適用拡
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大は今後サンプノレ数を拡大しながら検証が必婆と思われる [9]。また、対象とす

る新製品の新規レベノレであるが、このモデノレは既存市場を前提にした調査デー

タを下にトライアノレ率モデノレを構成しているために、企業にとっても消費者に

とっても革新約な新製品への適用については一考の余地があると思われる。一

方、モデル構築に使用した説明変数データの絶対値に大きな違いがあるため、

各被説明変数の影響力を比較する場合は、その平準化を行う必要があるのでは

ないかと恩われる。また、価格要因が大きな消費財であるが、価格を変動させ

た場合の感度分析までサービスできていないので、この点は今後の大きな課題

と考えている。

6.3. 生活者行動観察アプローチによるマーケティンゲ施策への応用

6.3.1. はじめに

これまでマーケティングリサーチの中では、ライフスタイノレ論やライフステ

ージ論、最近では世代論まで多くの生活者分析アプローチが発表されている

[14J [23J。人口減少や高齢化が進む中、世帯数がいまだ増え続ける一方で続子

世帯が標準ではなくなっている現在、ほんとうに生活者の顔が見えなくなって

きているのではないだろうか。そこで、今回筆者は、実際の生活者の行部J観察

からその行動の裏にある心理を探索することを目的に家事行動(洗濯、掃除)、

歯磨き行動や衛生(清潔意識)行動を観察することにした。

これまで、企業で生活者行動の観察調査を行っていなかったわけではないが、

以前のようなビデオ撮影による観察調室手法では、局所的且つ非日常的な調査

視点しか得られなかった。何故ならば、掃除も歯磨きも家の中を動き回る為に、

画定した撮影方法が不可能であり、どうしても人的撮影が必要であった。その

ため家の中に他人が入り撮影する為、普段どおりの行動の再現性に限界があり、

実験協力者が非日常を演じてしまう(家の中が汚いことは恥ずかしい「手抜き j

は主婦の恥などの意識が自然に働く)、あるいは実験協力者自身がバイアス(目

立ちたがり屋・ナルシスト的)のある人しか集まらないなど、普段の行為を再現

するには非常にハードノレの高い観察領域であった(1)。

したがって、今回の家庭内行動領域を観察し、要求事項が発見できればマー

ケティングミックスのサブシステム掬発、システム要素としての製品コンセプ

ト開発及びプロモーションコンセプトの隣発、業務系システムのプロセス開発

に適用できるのではないかと考えた。

6.3.2.本章における観察手法と調査方法 [8]

6.3.2-1.調査目的
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下記の 4つの目的に対し、夫々の行動を新しい観察手法を試みる。①歯磨き

行動観察を通じてオーラルケア行動への潜在意識を探り、今後のマーケティン

グ施策へ反映する。②お掃除行動観察を通じ、そこに潜む潜在意識を浮き彫り

にし、汚れや洗剤に演する不満や不満足を明らかにする。③お洗濯の実態行動

を観察し、今後の商品開発のヒントにする。④衛生・清潔行動観察を通じ、今後

の生活空間関連商品カテゴリーを探索する。

6.3.2-2. 調査方法

マーケティング企画等のデザインや設計に、これまで以上に生活者意識構造

調査の効用を上げるためには、これまでと同様の行動観察手法でなく、新しい

手法の取り込みが求められてきている。そこで調査フィーノレドと潜在的な意識

構造を解釈することに適しているとするエスノグラフィという調査手法を取り

入れる(ブェッターマンがエスノグラフィを定義しているが、簡単に言えば「あ

る集団を観察するフィーノレドワーク J と f解釈」の 2つの機能に分けられるも

のと岨鳴できる) (2)。

本研究でのエスノグラフィは「エクストリーム・ユーザ(平均的な生活者では

なく、普段の不満や意識を浮き彫りにするために、正規分布を仮定した場合の

「端Jに当たる行為と意識を有する人)という潜在意識を顕在化した実験協力者

を対象とする。またその行動観察は家族にビデオ撮影を依頼し、日常行の再現

性を最優先し観察者は直接行動観察をしない。ビデオ撮影後、撮影者の家族と

ともに、観察者がインタビューを行い、行動の背景心理情報を収集するんその

後、行動解釈としての論議を他職種の扱当者で議論する。これら一連の調査手

法をビデオ・エスノグラフィ・リサーチと実施した。

従って、まずは行動観察の為のビデオ撮影を記録する。この場合、行動の前

後も撮影し約一人 8時間。対象者の家族が対象行動を撮影する。普段の行動の

再現性を高める工夫をする。調査員は間行しない。

調査対象:エクストリーム・ユーザを抽出し対象とする。

6.3.2-3. 調査ステッブ

(1)調査テーマでの常識行動を定義しエクストリーム・ユーザを定義・抽出した。

①歯磨の行動観察の実験協力者については、歯磨き実態調査結果の平均に準拠

しながら下記のように分散させながら決定した似た10)0 1 13の歯磨回数口 l泊

..........3 図を実態調査分布に準拠し実験協力者を抽出する。実験協力者の都合によ

り 10代と 60代は l名、 20代'"'"'50代は各 2名ずつを抽出する。行動観察は家族

によるビデオ撮影、記録を依頼する。
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②家事行動の実験協力者については、清潔・衛生意識の高い主婦を抽出(N=10)。

また、草食系男子として 2名を抽出。 1日8時間の行動観察取材を行った。

(2) 下記のような手法(図 6. 3. 1)で実調査を行った。

実競査 1 :対象者の行動観察またはビデオ撮影

実調査 2":インタビューまたは意識アンケート

実調査 3 :映像を見て対象者自身及び撮影家族アンケート

潜
在
的
な
不
満
や
欲
求
を
発
見

円 分析者によるファクト

: I の定量化

分析②

実査①

行動をどデオ撮影

実査②

分析③

意識と行動のギャップ分析

意識アンケート

‘曲圃+1
1I対議者本人が自分のピデオを
: l 見る事による自己分析

分析④
実査③

自分の映像を晃て
アンケート

観察手法と識査手}I慎

6.3.2-4. 調査分析プロセス

①ファクト分析(分析者、本人の気付きアンケート=今②潜在的な不満や欲求

の発見)斗③ノ¥イブリッド型のタスクチームによる f潜在意識(インサイト)

の構造化J を行う。この間隔メンバーに求められる能力はデータを読む「読解

3 図 6.

と行動の影に潜む心を読み切れる「読心術j が必要になる D 従って、初か

らマーケティング戦略やマーケティング・ミックス施策への適用を考えれば、

タスクチームのメンバーには研究開発・商品企画・マーケティング・スタッフ・

宣伝・調査部などプロジェクトチームを組織し取り組みを行う。

メンバーは分析の為のピデオ分析プロセスから参画し、生活者の行動心理の構

造化プロセス解明を行う。「行動の奥Jに潜む心理の解明は映画のシナリオを解

きほぐしていくようなもので(rシナリオ解明 Jと呼ぶ)。このことにより各メ

各々のチーム

カj

ンパー間に共通体験が創出され、有機的なコラボレーションができる。④コン
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セプト開発についても、これら行動観察から得られた知見を、これまでのコン

セプト開発より有効に活用するためには新しいプロセスを導入すべきであると

考えられる。そこで、これまでにようにおぼろげに見えてきた消費者欲求から

ダイレクトに製品コンセプトを開発するのではなく、その前段階の「プロポジ

ション(コンセプトをより抽象化した、いわば偶像化した概念)Jを「行動心理

の構造化j された構図から不満悶子や解決すべき欲求、満たすべき欲望へと結

び付ける「キーワードJiキラーワードJiキービジュアノレj など創造的作業を

行う。ここで創出されたキーワードなどは、新ブランドであればブランドの骨

格を規定所に直結することになる。この概念は=今⑤コンセプト受容性定量・調

査・コミュニケーション戦略立案などマーケティング・ミックス施策検討に入

る。

6.3.2-5.謂査分析方法

調査分析方法は以下の 2つの方法により、 6つの行動観察視点から行動事実

の整理を行い、分析の中核を当該行為(歯磨き、洗漆など)の前後をアクション

ビューとして行動全体を分析対象とする。その行為に至った背景となる物理

的・心理的要因を分析する。

①分析機軸アプローチピュー 6視点(例身体的視点、時間的視点~五感的視点)

×アクションビュー(行為の前後及び最中から分析を行う)

その後、潜在意識下にある欲求や不満を解消するためのコンセプト開発を次

のような手順で行う。

②コンセプト・メイキング・アプローチ

多種多様な職種の企画開発メンバーの共通概念化を早期に行う為に、コンセ

プト開発ステップに未完成でもよい柔らかい段階のコンセプト開発段階(ベピ

ー・コンセプト、プロポジション・コンセプト)を入れる。

(a)潜在意識下にある欲求や不満をインサイト・キーワードとして創出する。

(b)ベビー・コンセプトとして企画開発メンバーがイメージできる漠然としたア

イデアレベルのコンセプトを開発する。

(c)出てきたベビー・コンセプトなどを達成した場商、心理状態など抽象化した

統合概念化(プロポジション・コンセプトと名付ける)を行い、企画開発メン

ノ〈ー具体的な日常生活を創造できるまで繰り上げる。例えば、 iPotを聞きなが

らリズムカノレにサット掃除を済ませ、家族との粋づくりの時間を確保できる日

常生活の為の掃除用具の開発をイメージする。

(d)そこから実際に技術的、品質的に実現可能で独自性を担保したプロダクトコ

ンセプト及びコミュニケーションコンセプトの開発を行う。
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6.3.3.調査結果

6. 3. 3 -1.超丁寧歯磨き行為者結果

くファクト分析〉下記(図 6. 3. 2)のような対象者プロフィールの実験協力

者を行動観察した。

① 1日3回め樹磨き行動で、 l屈に費やす時間 6分........9分(日本人平均 1分 30 

秒以内)以上であった口毎日欠かさず歯磨きを行っている。

②豊富な歯磨き材使用(歯ブラシ、フロス、ピック、洗口液)する。

③磨き過ぎによる歯肉の後退、沢山の謄き残し(本人の自覚なし)があった。

④丁寧なつもりの歯磨き意識と実際の行為とのギャップが生じていた。

⑤潜在心理くインサイト〉として、入れ歯になりたくない、だから丁寧磨くと

いう行為をしていた。

⑤丁寧に磨くということは歯磨きの回数・道具の多さ・力強く磨く行為であり、

この f強さの最j こそが、汚れを落とす実感である。その行為や実感が虫街や

歯周病などにならない行為と考えているようであった。

対象者プロフィール

.62歳主婦 夫と2人暮らし

-歯磨き場所 洗面所か台所(悶定)
・口腔ケア意識 歯周病や歯槽膿漏を

非常に気にしている
・歯磨き意識 丁寧にみがいている

.歯磨き行為
(ファクト)①歯磨き剤をつけて

↓ 歯を磨く
②口をゆすぐ

③調態き剤なしで衝を磨く

③口をゆすぐ

⑤フロスを使う

⑥欄ブラ、ンを使う

⑦口;をゆすぐ

⑧鏡で口の中をチsックする

エクストリーム度

標準

18の歯磨き闘数 2自

1固の歯磨き時間 約2分

フロス使用者 未経験
(51自)

歯問ブラシ使用者 朱経験
(36%) 

対象者

{"'-3画・1

f約4ゑ

:毎回使崩

海献血

標準条件を上回る項目

図 6. 3. 2 超丁寧歯磨行動観察事例

200 



6.3.3-2.キレイ好き(自称〉主婦の婦除行動結果

くファクト分析>下記(図 6. 3. 3)のような対象者プロフィーノレの実験協

力者を行動観察した。

①気になるところ・見えるところはキチンと掃除・洗濯していた。

②どこからか挨が生まれてくる、なんだか臭う

③潜在心理くインサイト>として、他人にキレイ好きと言われるぐらい、きれ

いに掃除をしているつもりであった。なのに、いつの聞にか汚れが発生し、心

地よくないニオイまでするのは誰のせいかよくわからない。不安であった。見

栄やプライドによる汚れ発見意識や行為を回避する。

④掃除をしていない場・所があるのを認めたくない認識と実j擦の行為とのギャッ

プに気付いていなかったロ

対象者プロフィール

-49歳主婦夫と大学生の次男と
ミニチュアダックフンド

・生活価値観①家事は効率的に行なう
(見える所のみの掃除)

②自分の時潤が大切
(ビーズ作りなど多趣味)

③自分自身もキレイでいたい
(ネイルがはがれるから、
米を泡たて器でとぐ)

・キレイ意識掃除好き

(自己申告)他人から家の中がキレイと
いわれる

平Bの洗遊園数

シーツの法理頻度

エクストリーム度

標準 対象者

1回/日

1回/選 Z国ア遇"1"

他人から、ペットがいるのに
ニオイがしないといわれる 洗(オ溝シ用ャ洗レ着剤用類、薫の白使剤な需ど数〉 3種 i〈::::f.2:::

帰宅後は必ずうがいと手洗い
をする

台所用品は頻繁に徐蕗する

治室の揚除頻度

トイレの掃除頻度

1囲/週 11EJ/週

1 .....通2隠/li手￡週4画~

〉標準条件を上回る項語

図 6. 3. 3 キレイ好き主婦のお掃除行動観察事例
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6.3.3-3.洗濯行動結果

くファクト分析〉

①何気なく大自に洗濯物を洗濯機に詰め込み、手で上から押し込む。いつの聞

にかシミが、ニオイがとれない。

②衣料の繊維素材の変化(ウールや綿 100見ばかりでなく複合化)や洗濯機の技

術進歩に対応した洗濃方法がわからない。

③繊維に対応した、あるいは被洗物に応じた洗剤選びなど、正しい家事技術を

知らない、教えてもらったことがない。

④潜復心理くインサイト〉として小さな不満・失敗の積み重ねギャップを感じ

ていた。

6.3.3 -4.草食系男子の超清潔生活行動結果

くファクト分析〉

①部屋の中は常に締麗にしていた。

②食事の内容(栄養・無農薬)に気を配っている。

③カラダ・顔は常に締麗にお手入れ欠かさず行う。

④潜在心理くインサイト〉として、自分は元々キレイで無垢な存在でいたい。

⑤汚れた部屋、部屋のこもった匂い、 m~薬の付いた食材、ニキピ菌の飢を嫌う。

⑥これらに触れると自分の身体・肉体ばかりではなく精神面も「機れる Jという

意識が顕在化している。

6.3.4. 考察

( 1 )本稿における行動観察手法について

4パターンの行動観察から、これまでの観察手法より普段の行動観察への再

現性は向上したと思われる。例えば、歯磨行動観察を対象にした実験協力者の

中から入浴中での歯磨行動シーンが 2件ピデ、オで収集できた。また朝の寝起き

のヘアスタイルのまま台所で歯を磨く 18歳の少女が撮影できたりなど、普段

の行動にほぼ近い行動が記録されていたのではないかと考えている。

また、実験協力者自ら邑分の行動を見ることにより、自分の行動に綴りがあ

ったり、思ったほど実際の行動時間が少なかったりと、想像以上に驚きと発見

がなされ、思わず潜在的心理的プロセスを自らの発見や気づきで発言録画収集

できた [8Jo

更に、この誠査手法の意外な高日産物として、撮影協力者である家族が、自分

の行動との大きな違いに驚き、素直に、その実験協力者の行為に疑問を投げか

け、その背景にあるもの、つまり潜在意識を聞きだしてくれる等、良いモデレ
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ーターの役割を果たすことは、大いなる発見であった。

また、今屈は実験協力者にエクストリーム・ユーザという概念を入れ、より

潜在的な意識を噌幅してくれる実験協力者としてインサイトを検出し易いので

はないかと考え対象とした。その結果は、歯磨行動に対する不安感やその行為

への潜在的期待感が如実に浮き彫りにされ、平均的な使用者を実験協力者に選

択するより効率的であり且つ、モデレーターの技最により左右されること無く、

より客観的に再現され、行動観察手法には有用な手段であり、サブシステムに

おけるシステム構成手段・要素として有用であると考える。

( 2 )行動観察調査結果からの考察

今回の主要目的である、夫々のマーケティング施策提案に結びっく仮案とし

て筆者の経験 (2005年.-...-2008年まで商品開発事業部長)からも、下記のような施

策展開へ活用できるのではないかと考えられる白

①超了寧歯磨き行為者からは、『丁寧磨き』を、これまでの各メーカーの最

適歯磨行為啓発から、非常に歯磨き意識の高い実験協力者対象者として選出し

た。しかし、図 6. 3. 4に見られるように歯磨意識の低いと思われる実験協

力者と歯を磨く部位に全く差が無く、磨き部位にムラが生じていた。この実験

協力者の了寧に歯を磨くと言う行為は「強く激しく禽磨をする行為である j と

思い込んでおり、言い換えれば「量」に依存していた。

このことから歯磨実感を「音Jや「手Jで感じ歯磨行為の「最j から「質J

への転換を図るための生活場笛でのシグナルとなる、新しい製品開発サブシス

テム内でのモノ作りコンセプト要素へと展開でき、これまでにない商品開発の

着眼として大いに活かせるのではないかと思われる。
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.前量産〈持に下0)前歯〉をみがく崎潤ガ寝い

く 2010年ライオン鮒歯磨行動実態調査、 Nロ8名>

図 6. 3. 4 歯の部位ごとの歯磨き時間

②自称キレイ好き主婦のお掃除行動からは、これまでの N=4，000名を対象に生

活実態調査した結果によれば、掃除に対する意識や態度は下記のような 8クラ

スターに分類でき、実験協力者はクラスター lに属している(図 6. 3. 5)。

クラスター 1:キレイなお家は主婦の誇り派。

クラスター2:掃除はクセみたいなものです派。

クラスター3:洗剤や道具には擦りません派。

クラスター4:何か優れものはないかしら派。

クラスター5:ちゃちゃっと掃除は済ませたい派。

クラスター6:面倒だから洗剤頼みです派。

クラスター7:掲除なんて、大嫌い派。

クラスター8:掲除は適当にやっておけば良い派。
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そうじに対する意識と行動で、お客様を8タイプに分けることができる。
タイプごとに、求める商品や共感するキャッチフレーズも違う。

関 6. 3. 5 掃除実態調査 (2008年ライオン(樹)

この実験協力者は、掃除行動には前向きな態度が調査では見られるはずであ

った。しかし、その潜在意識構造として、帰徐行動というのは、その行為の成

果物に対し、家族には褒められることも無く、洗ってもすぐに汚され、ゃった

達成感も無い、非常に不満度の高い、不快な行動として捉らえられていた。そ

の不快な掃除行動を道具や洗剤等の剤により、より効果的に立つ、効率的に行

うことによりマイナスの気持ちをゼロベースまで持ち上げ、ニュートラルな気

持ちにまで解消していた。そして、その行為を毎日、毎回実行しなければなら

ない主婦は、なんとかして自分の気持ちを、プラスの方向にまで動機付けして

いることが見出されたロその時のキーワードが「ウキウキ・イキイキ・ドキド

キ」とした気持ちを抱ける、「気持ちを上げる」という行為であり、もう一つが

fまったり・ゆったり・なにもしなしリといった「気持ちを弛める J という時

間帯の創出であった(図 6. 3. 6)。
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c~ 

く 2009年ライオン鮒快適生活実態調査、 N=10名〉

殴 6. 3. 6 暮らしの心地よさ構造

従って、この行動調査のマーケティング戦略転換へは、具体的に「ゃった結

果が見える j、「手ごたえを感じられる J といった遺り甲斐を示すことができれ

ば f暮らしの達成感Jを上手に表現することに燃がり、「気持ちを上げられる jこ

とへの共感性が高められることを示唆していると思われる。また、「五感で感じ

られる効果jや「快適感jが感じられる「暮らしのヒフ感覚jに訴えられる製品コ

ンセプト作りができれば、これまでとは違う f気持ちを弛められる j効果が期待

できる製品調発サブシステム構成要素に活用できる。

また、このような「あっ!そうそう Jrそうなのよ Jrそうだったんだj とい

う気付きや共感度を高めるためのインサイトワードの発見により、サブシステ

ムとしてのプロモーションミックス構成要素として、より共感性の高いコミュ

ニケ}ション・キラーワード、 CMやパッケージ等への展開が可能である。

③洗濯行動の調査結果からは、何気なく洗濯物を上から押し付ける行為や被

洗物の分別不足など、洗濯機や掃除機などの f技術進歩Jやウォッシャブノレ・

スーツの出現やヒートテック素材の繊維素材の肌着や洋服などの「時代変化j

に対応し切れていない行動から、よく原因が分からないがための欲求不満やス

トレスの意識行動が散見された。したがって、洗剤や掃除道具を上手に使いこ

なせる「洗濯技術カロ家事力 Jアップへの支援情報提供は、コミュニケーショ
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ンシステムの構成要素として、その企業への信頼や安心感の醸成、牽いてはコ

ーポレート・ブランド価値向上というブランドマネジメントシステムの大きな

詞標達成に貢献できるのではないかと思われる。

④草食系男子の超清潔生活からは、生活者の新しい若者達の快適性への価値

観・兆しへのインサイトが発見でき、製品潤発システムプロセスの中でサブシス

テムのプロセス開発構成要素として、長期的ビジョンの研究開発技術ネタ素材

への活用が考えられる。もちろん、このコンセプト自体が初期のブランドコン

セプト素材として活用できるのではないかと思われる白

以上のことから、これまでとは異なった視点からのアプローチが可能になる

ことは、マ)ケティングミックスにおける新しいサブシステムへの展開やサブ

システム内の構成要素への適用など、ブランドコンセプト開発システムに大い

に役立つのではないかと考えられる。

6.3.6. 残された課題

今回のビデオエスノ手法によるマーケティング施策への活用は、まだ餌発段

階の途中であり [16][18]、今後は開発されたこのコンセプトやキラーワ}ドを

適用した商品や宣伝の効果を客観的に測定する必要がある。また、エクストリ

ーム・ユーザの定義や常識行動の定義自体が暖昧なものになると、開発への説

得力も発見アウトプットも陳腐なものになるため、調査に入る準備・検討期間

を十分にとる必要がある。つまりサブシステムの構成要素として成り立つには、

調査品質を確保する手訟を制約条件としていかなければならない。

6.4. 購買行動分析アプローチによる嘗業プロモーション施策への提案

6.4.1.はじめに

世界問時不況により、生活防衛と言う言葉の元に低価格化が進み、ニーズの多

様化という言葉の元に、自々大量;の新製品が市場に投入されている。その生活

者の節約意識に応じるべく、結頭の価格競争が進んできている。しかし、人々

が価格に敏感に反応するようになっているとはいえ、翼い物に安さだけではな

い、新しい価値が求められてきている兆しがあるように思われる [7]。

確かにメディアでは生活防衛に応える低価格品が取り上げられてきているが、

価格が安いだけでは昔からあった沌(Private Brand)も第 3のビーノレも現在の

ようには支持されない。つまり消費者は価値÷価格で導き出される商品の価格

と価イ直のバランスを、よりシビアに見るようになってきているのである。そこ

にはユーザでも消費者でもない、ショッパー(購買者)の気持ちがあり、特有の

潜在意識があると思われる。
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このような価格の消耗戦から一歩抜け出るためにも、ショッパーのインサイト

に基づいた新しいマーケテイング提案が街頭にも、そしてメーカーの商品開発

担当者にも必要とされてきている [10J。しかし、ここで提案すべき新しい企画

の切り口が、提案側の独り善がりでは売り手側論理の「売場Jとなり、決してシ

ヨツパーには評価されない。これまで以上に確実性が高く、新しい市場を作り

出す企商を生み出すためにも正確に立つ詳細に fショッパー」を掴み、質い物

意欲を喚起する「翼場Jにすることが必要である。

特にショッパーとコンシューマーは、これまでも使用されてきた言語であり

ながらも混伺されがちであり、コンシューマーに向けた企酒であれば庖頭でも

評価されるだろうという考え方もあった [400 しかし、事前に購入するカテゴリ

ーやブランドまでを詳細に決めて購入する確率が非常に低い日用品等のファミ

リーユースを中心とした消費財については、購入者と使用者が異なることが多

いとされる歯磨・歯ブラシ・シャンプーにおいでさえも広告が進化しでも庖頭

の購入決定率が変わらない。ということはコンシューマーとショッパーは、も

ちろん重なる部分はあるにせよ同ーではないと言うことである [23J0 

更に、底頭競争を難しくしているのは、 TV宣伝のような大規模且つ商一的な

展開が出来るマス・プロモーションとは違い流通との誠整、エリアや活舗の{臨

73lj性など、庖頭企画提案にはマスとは違う提案カと実現力が求められている D

したがって本論文では、ショッパーが潜在意識の中で決めている購買行動欲

求や府鋪選択理由を明らかにし、その寅い物行動からクラスター分類する。そ

して、その商品カテゴリーによって、どのような詰舗に行きたくなるのかを分

析した上で、そのショッパータイプ別に最適な販売促進システムでの施策や営

業活動支援システムへの有効活用を目指して論じていきたい。

本当にショッパーが求めるものは何か、その追求をメーカー、流通、広告会

社、 SP会社の共通認識を持ってショッパーへ向け、コンシューマーとは違う面

からショッパーに新たな買い物への希望や欲求を刺激する提案ができれば、新

しい購賞者機軸でのプロモーションミックス・サブシステムが構築できるので

はないかと考えている。

6.4.2. 購買行動アンケート調査概要

6. 4. 2-1. 調査目的

日用雑貨品を鱗入する鱗費者の特色は 2008年の筆者らのグループインタビ

ューなどの独自調査結果から、①価格に対する関心度、②購買に対する態度(楽

しいい→義務感)、③購入ブランドに対する執着性・ロイヤノレティで 6つのクラ

スターに分類できるのではないかという仮説を構築した [10Jロ従って、その 6
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種類のショッパータイプの理解・分類(出現率の把握)及び購買行動(底内行動特

性、庖舗選びの重視点、価値観など)を理解し、今後の応舗におけるショッパー

タイプに合わせた購買意欲を喚起できる底頭サービスや定番 POP及びメーカー

セ}ノレスによるブランド・プロモーション施策の検討に役立てることを目的と

する。

6.4.2-2. 誘査方法と対象者

・インターネットによる 2010年 4月にアンケート調査を実施した。

・東京・大阪・名古屋在住女性、各カテゴリー購入経験者:各約 700人(計 N=2，938)o

・調査カテゴリー:衣料用洗剤、食器用洗剤、歯磨き粉、歯ブラシ。

・対象カテゴリー商品を自宅使用のために、自分で選んで購入していること 0

・対象カテゴリー高品を 2ヶ月に 1回以上購入していること(年間平均購入個数

が最大でも 10個を超えない市場である為、購入態度や意識を測定する為には購

入頻度が一定回数以上を確保した)。

6.4.2-3. 議査内容

ショッパータイプの理解・分類(出現率の把握)及び購賀行動理解から次のよ

うな質問項目とする。①購入館舗業態、②日用品を購入する場合の癌舗選択の

重視点、③お躍の中で当該商品を買う場所、@商品を買うときに注意を払う順

番、⑤よく寅う銘柄、⑤売り;湯で記憶に残っている要素。クラスター分類に当

たっては下記図 6. 4. 1のような質問構造(①価格に対する態度・姿勢、②

ブランド・ロイヤルティ度、③当該商品の競入重視点)で把握し 6クラスター

分類を想定してた。
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3つの質問でシヨツI~ータイプを判別する

費調(j).....'襲撃 i 露関②
あなたが、京朝毘抵離を買う:321語なたが、衣料用潰南を買うと宮、
と審J底盤』を、どの震度憲麓玉三程度意識じていますか?
していますか?

図 6. 4. 1 ショッパータイプ分類ロジック

6.4.3. 調査結果と考察

6.4.3-1.ショッパー構成比

商品カテゴリー毎のショッパー構成比率は、下記図 6.4.2のような割合に

なった。各ショッパーの全体でのボリューム構成比としては「価格こだわり派j

が 12%、f保守派J16%、「倹約大好き派J10話、「マイベスト派J21話、 f効率重視

派J28弘、 f無頓着派J12誌となっており、各商品月IJにはそれぞれ少しずつ構成比

が変わっている。いずれの部品でも一番多いショッパータイプは「効率派J で

各購買者層の約 4分の 1以上を占めた。

このことは一重に短時間で買い物を済ませたいと考える日用品の特徴だと考

えられる。第二位は衣料用洗剤の「保守派j タイプを除き「マイベスト派j タ

イプとなっている。一方、日用品であるため価格が重視されるのは当然である

が価格だけが優先される「価格こだわり派Jは「無頓着派j とほぼ伺数の約 12揺

を占めていることが明らかになった。従って、価格以外で f買い物欲j を刺激

するチャンスがあることが示唆された。

街品別の特徴として全体との差の t検定(有意水準 5%) 行った結果、衣料

用洗剤では、保守派・倹約派が全体より多くお洗濯に使い慣れている洗剤を出
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来るだけ安く購入するクラスターが多く存在し、マイベスト探索・無頓着派が

少なくなっていることから、パーソナルケア分野よりは噌好性は低くいが毎詞

の洗議行動であるが故に一定の狗りがある様が推察できる。食器用洗剤では無

頓着派のみが全体より多数派として検出されたが、この分野は使用場面におけ

る洗浄効果は fスポンジ+手による擦るチカラ+洗剤品質Jであることから、

どのブランドも一定以上の品質を担保していると認知されていることが起闘し

ているものと思われる。

歯ブラシでは歯のケアを考えるマイベスト探索派と歯が丈夫で道具に無頓着

派の両方が多数派として検出され二極化が見出させた。その一方で保守派と倹

約派が全体より少数派であることが分かった。このことは使用者(消費者)とシ

ヨツパー(購買者)が異なる現象がこの結果にはっきりと出ていると怠われる。

つまり、家族聞の機嫌を損なわないように気配りをして物を続入する「保守派」

が少なく、安い物を購入して楽しむ f倹約大好き Jも少ないのは虫歯ケア意識

の高さという高品特性が購賀行動に表出しているものと思われる。

歯磨については効率重視派が一番多いクラスタ}であり、価格こだわり派が

最-少の 8%を占めている。従ってこの荷品群は銘柄指名率が高く j苫頭で想起さ

れるだけのブランドカがあることが大切であり、倍舗管理者の立場であれば機

能訴求や商品特徴が銘柄とすぐに判別で器量名庖頭作りが顧客満足を高める施

策に繋がるものと捉えられる。

全体

Cn=2928) 

衣斡用洗剤

(n=762) 

食器用義樹

(n=751) 

歯ブラシ
(n=718) 

ハミガキ
(n=697) 

6.4.3-2. 

G" 2附 40覧 60~ 80持 100"

[全体との盤の槙mr-l
膏窓水車高低 : 

5% 0 A ; 

E偏格こだわり

閤保守

国倹約大好き

ロマイベスト探京
国効率重課

回穣頓結

2010年4月 首都圏女性n=2，928 

関 6. 4. 2 カテゴリー別ショッパータイプ割合

シ言ツパ一毎の特徴と購買行動特性
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6つのクラスタータイプ特性を①購買に関する姿勢・態度特性、②商品選び

のポイント、③各商品カテゴリーでの出現率(構成比率)、④J古舗における商品

を買う場所、⑤j苫に欲しい銘根の商品が無かったときの行動などで比較した。

(1)ショッパータイプ 1 r価格こだわり派Jの特性

①購買に関する姿勢・態度特性について

・居内やチラシ広告での「お一人様 2つまで」とか「今だけお買い得j と

いった価格における底値表示を想起させる限定感・希少価値フレーズに

非常に弱く、寅う予定ではないものまで購入するタイプなので纏め異い

する傾向があり家庭内在庫は多い。

・日用品の質い物意識は自分への拘りが無く質より量的充足感が強いため

義務的。

②高品選びのポイント

・とにもかくにも安い物を選択基準の最優先に位置づけている。

・プライベート・ブランドに抵抗は無くブランドというより安さが一番。

③各荷品カテゴリーでの出現率(構成比率)

-部品カテゴリー間におけるタイプ別出現率では大きな格差は見られないが

・歯磨剤での出現率 8%と他のカテゴリー(12%以上存在)より少ない。

④j苫舗における痛品を質う;場所

-定番での購入率が 56覧で山積場での商品選択が 41話と 4割を超えて特売場

で購入意思決定をしている。(全体が定番で鱗入する率が 67切で山積特売場

が 32見である)

⑤j吉に欲しい銘柄の商品が無かったときの行動

・「悶じ銘柄を同一j百舗で別の機会に購入した j とする比率が 42%と底値

で購入したことへの拘りが見られる。(他のクラスターは「他の銘柄を寅ったJ

とする比率が一番多かった)

( 2 )ショッパータイプ 2 r保守派Jの特性

①購寅に関する姿勢・態度特性について

・子供、旦那、義父母を気にし「賢い主婦でいなければj という強迫観念

がある。その為、失敗を恐れ新製品へは積極的に購入しないで、使用経験

のある商品を底値で購入する。

-洋服など自分の巽い物は自由にできるので好き。

②商品選びのポイント

-安くてもプライベート・ブランドは「失敗の恐れj があるので買わない。

③各商品カテゴリーでの出現率(構成比率)

-滴品カテゴリー簡におけるタイプ別出現率では大きな格差は見られないが

212 



-衣料用洗郊での出現率 24%と他のカテゴリー (15%前後存在)より多い。

@応舗における商品を賀う場所

・定番での購入率が 51話で山積場での商品選択が 49出と半々 。

⑤活に欲しい銘柄の商品が無かったときの行動

• r f也の銘柄を買ったJが 39%、f同じ銘柄を問-}苫錦で別の機会に購入した j

が 32%、「ほかの賠で同一銘柄を買ったJ29%。

( 3 )ショッパータイプ 3 r倹約大好き派j の特性

①購買に関する姿勢・態度特性について

• r安く買う J = r賢い主婦j と恩っている。その為、安く貿うことに苦労

を1昔しまない。

・むしろ倹約は楽しく、趣味に近い 0

・新製品に対する抵抗はなく、安かったり、おまけであれば試してみる。

②商品選びのポイント

・高付加価値商品でも試してよければ底値の時に購入する。

③各商品カテゴリーでの出現率(構成比率)

-商品カテゴリー関におけるタイプ烈出現率では大きな格差は見られず (10%

前後存在)。

④!苫織における商品を買う場所

・定番での購入率が 57国で山積場での荷品選択が 43覧と定番購入率が高い。

⑤j百に欲しい銘柄の商品が無かったときの行動

• f他の銘柄を貿った j が 58%と全体が 470/0に対し 10%以上も高く、 f伺じ

銘柄を同一庖舗で53IJの機会に購入した」が 230/0と平均より 7%少ないなど、

ブランドに対するロイヤルティは少ない。

(4 )ショッパータイプ 4 rマイベスト派j の特性

①購買に関する姿勢・態度特性について

・「私らしいJr私の家族にぴったり j の商品を求める 0

・お気に入りの商品もあるが、新製品も気になる 0

・買い物は家族との交流の場でもある。香サンプノレなど会話のネタになる

ものに興味を示す。

②商品選びのポイント

-機能や商品特長を重視。特に子供のことを中心に考える 0

.パッケージの裏までチェックする。

③各商品カテゴリーでの出現率(構成比率)

-歯ブラシ 26%、歯磨き 240/0、食器用洗剤 19%、衣料用洗剤 16%でパーソ

ナルケア商品に出現率が高い。
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④f吉舗における商品を買う場所

-定番での購入率が 89弘で定番購入率が非常に高い。

⑤J苫に欲しい銘柄の商品が無かったときの行動

. r他の銘柄を貿った j が 62%と全体が 47%に対し 150/0も高く、常に自分

に合った銘柄探索行動をしている。

( 5 )ショッパータイプ 5 r効率重視派Jの特性

①購買に関する姿勢・態度特性について

-買い物に時間をかけるのは無駄。

・決まったものをさっさと質いたい。

・いつもの商品が、いつもの場所にあり、すぐに買える売り場を好む 0

・必要以上に質わない。家にストックはしない。

②商品選びのポイント

-価格を含め商品を比べる行為の時間が無駄。底値でなくても賢う 0

.継続的購入銘柄であれば購入する。

③各商品カテゴリーでの出現率(構成比率)

-歯磨き 34%、食器用洗剤 28%、歯ブラシ 26%、衣料用洗剤 26%と最大

規模のクラスターである。

④j苫舗における商品を質う場所

-定番での購入率が 83弘で定番購入率が非常に高い。

⑤j古に欲しい銘柄の商品が無かったときの行動

• r他の銘柄を寅ったjが 47%、「同じ銘柄を間一庖錦で別の機会に購入した j

が 30%、fほかの活で悶一銘柄を寅ったJ23%と全体平均と同比率。

( 6 )ショッパータイプ 6 r無頓着派j の特性

①購買に関する姿勢・態度特性について

・何が購入のきっかけになるか分からず、捉えどころがないタイプ 0

.お金も時間も余裕がある。

②商品選びのポイント

・色やパッケージの雰沼気、その日の気分で商品を選ぶ。

・プライベート・ブランドのイメージは悪いが それとはわからず翼って

しまうほど日用品には興味がない。

・各鴎品の価格差を大きなものと感じず、底値でなくても買う。

③各商品カテゴリーでの出現率(構成比率)

・食器用洗剤 15%、歯ブラシ 15%、歯磨き 10%、衣料用洗剤 9%と規模的

には小さいクラスターである。

④庖舗における商品を買う場所
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-定番での購入率が 59見で山積場での街品選択が 41覧と特売購入率が高い。

⑤庖に欲しい銘柄の商品が無かったときの行動

• r他の銘柄を翼った jが 47%、「同じ銘柄を同一j苫舗で別の機会に購入した j

が 29%、「ほかの癌で同一銘柄を寅ったJ24%と全体平均と同比率。

以上、各 6つのクラスター毎にj苫頭における購入態度を具体的に、特徴ある

結果が得られたように恩われる。

6.4.3-3. ショッパーの購票意識に関するポジショニング

各ショッパーを価格感度と買い物に対する積極性の 2ittdJでマッピングしてみ

ると、下記図 6. 4. 3のようになった。価格感度軸 Y軸に沿って上下「価格

こだわり派J"'-' r無頓若派j が配置され、一方 X軸では、購買を積極的に楽し

む姿勢を持っているか義務感により、仕方なく行動しているかといった、購賀

行動に対する積極性を X軸に沿って左右に f寅い物義務派J'" rこだわり派j

として配置できた。

図 6. 4. 3 ショッパ…タイプのポジショニングマップ

6.4.ト4. ショッパーの活舗選択基準のポイント

潜品カテゴリー毎に各ショッパータイプが侭を優先してj古舗を選択するかと

いったj吉舗選択理由を、衣料用洗剤を事例にして下記に図 6. 4. 4として掲

載した。例えば、衣料用洗剤全体では効率重視派が 26弘で最も多く、次に保守
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派が 24覧と続いている。これに対し差の t検定結果(有意水準 59も)からドラッ

グストア郊外型でマイベスト探求派が 9%と他の業態より特に少なくなってい

る。優位差はないものの効率重視派、保守派が最大の 28拡を示していることか

ら、いつも決まった銘柄購入が行われていることが想定され、銘柄が判別しや

すいj苫頭作りが必要となっている。

一方、ホームセンターでは価格こだわり派が 4%と少なく、反対に保守派が

33%と、どの業態よりも一番大きなクラスターが購入層となっている。 このこ

とはこの業態が常に底値で販売をしていることを前提として購入されている為

であり、失敗のない購入実態が垣隠見ることができる。 コンビニエンスストア

(CVS) では価格こだわり派が 2側、マイベスト探求派 21%、無頓着派 20話と価

格の苦しれていない自分の都合にあった商品選びを求めた購賀行動がこの cvs業

態での特徴となっている。保守派が少ないのは劉った人が必要なときに購入す

ると言う庄舘の業態コンセプト通りの顧客層が利用されていることを表すよう

に、家族への配慮、の必要ない購入態度が推察できる。

ショツパータイプ劉合(宿舗議態別、 衣料用洗剤)

衣料洗剤全体
(n=762) 

総合スーパー
(n=125) 

スーパーマーケット
(n=127) 

翫前翻心型ドラツダ
Cn=129) 

郊外型ドラッグ
(n=125) 

ホームセン宮山
(n=126) 

cvs 
(n=130) 

図 6.

0" 

4. 4 

20" 40% 60先 80" 
2010年4月

: {主体との盤の棟建r-1
i帯意水車高低 i 
L___~~_______Q___4____.: 

100先

E偏桔こだわり

図保守

図憤約大好き

ロマイベスト探求
目効率重視

回無頓着

首都圏女性n=2，928 

購入信舗種類別ショッパータイプ構成比グラフ

同様の分析を食器用洗剤でも行ってみると、全体では効率重視派が 28誌で最

も多く、次にマイベスト派 19犯と続いている。多くの業態が閉じ傾向を示して

いるのに対し、差の t検定結果からドラッグストア (DRUG)の郊外活では保守派

が最大クラスターの 25%で、効率派が 19話と特徴ある傾向を示した。これは、DRUG
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ストア郊外肢では商品選びを失激したくないという消費者心理が働いた商品選

びがこの DRUG郊外居の特徴となっている。

歯磨きは全体では効率重視派が 34見で最も多く、次にマイベスト派 24混と続い

ている。どの業態も同じ傾向を示しているのに対し、やはり cvs業態庖ではマ

イベスト派が最大クラスターの 27誌で、無頓着派が 21拡と特徴ある傾向を示した。

これは、 cvsでは困ったときのいつもの歯磨きを商品選びの選択視点という消

費者心理が働いたものとなっているものと推察できる。同様にハブラシでも最

も多いクラスターはマイベスト派であり自分に合った商品選びが大切な詰舗選

択基準になっている。しかし、 cvs業態のみ 2番目に価格こだわり派の 2坊が入

っているのは、急な旅行や来客時など、取り敢えず購入しなければならない緊

急時の購寅様子が伺える。

参考までに歯ブラシにおける各クラスターの詰舗選択基準重視点を図 6.4.

5に示したが、差の t検定(有意水準 5%)結果からもその選択重視点の日用品

の品揃えが豊富であること、欲しい商品が探しやすい、値段が見やすい・分か

りやすい等の項障が他のクラスターよりも上位にあがってきておりマイベスト

派が特に商品の品揃えに拘りを持って庖舗選択をしている様子が顕著に表出し

た結果となっている。

[全体との盤の検定]
i有意水車 高 低 t

5% 0 A 
傭格こだわり自民 保守源 強制大持き諦 マイベスト探求漏 効率軍語源 結額猫漏

14% 11 % 7% 26% 26% 15% 

1位 ポイントカー開ド)や 他の陪鋭よ)りO安〈買 他の鹿(7より安〈買 充日異用品{75の持品)鵠Oえが
他の鹿よりまく買

家から近い(71詰)
特典が充実(7 える(8 える 4%) える(73詰)

2位 憶の箔(7より按く買 ポイントカードや ポイントカードや 他の宿より安〈買
家から近い(71却 悲日用糞品(69の詰)晶捕えが

える 4~) 特典が完裳(72見) 特典が充実{72詰) える{74持)

3俄 家から近い(67")
故しい商品が轄斑 日摺晶の晶錨えが

事から近い(70")
ポイントカードや ポイントカードや

している(70蛤 充実(70剖 特典が充実(67%) 特興が充実(68話)

4位 日用翼品の品構えが 家から近い(70覧) 欲しい商品{6sがH特)売 ポイントカードや 充日用実品(閲の覧}晶捕えが 備の宿より宝質
充 (56") している 特典が充実(70給 える(55紛

5位 歓しい蕗晶が操し 琵跨翼晶の晶捕えが 寧から近い{60封) 欲しい薦(69晶Hが)0探し 欲ししい商品(5が9紛特売 ~しい商品が特売
やすい(65却 発 {回目) やすい ている している日7帰

S位 故しい商品が特売 欲しい商(59品Hが)鑓し 絡憶にある寵(59晶~)の短 撞わ段かが見やすい、 欲しい商(5品が諜し 留しい商晶が採し
している(58紛 やすい が安い かりやすい(6。1H) やすい錦) やすい(5臨)

2010年4月蓄額圏女性n=2，928 

図 6. 4. 5 歯ブラシ購入庖舗選択理由重視点一覧表
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6.4.4. 考察のまとめ

想定していた 6つのクラスタ一部において各商品カテゴリーの買い物場面で

の翼い物に対するインサイト、欲求に違いがあることが抽出できた。したがっ

て、この簡潔な質問だけでショッパー診断システムモデル (3つの質問に答える

だけでクラスター分類出来る)ができるサブシステムが開発できたのではない

かと考えている。

具体的には、 j苫鮪マネジャーにとっては、どのような顧客が、何を期待して

購入し底舗選びをするのかが明らかになった。したがって、居内での陳列方法

や底頭での販売促進に注力する商品はどんなカテゴリーなのか、荷品別顧客特

性別に底頭展開施策を工夫し、闘定客作り施策の参考情報となるであろう。各

ブランド・マネジャーにとっては、今までは消費者視点しかなかったが、もう

一歩顧客に近づいたショッパーという視点から、 j苫頭におけるプロモーション

進策のコンセプト機軸が加えられたものと忍われる。

また、ショッパー加のj苫錦選択基準の調査結果から分かるように、商品により

どのタイプの顧客が何を購入場宿において優先的に考えているかを明らかにで

きた。営業活動支援システム関連では、顧客への期待に応えるべく、ブランド

育成において何を重点的に販売促進などで強調しなくてはならないか、あるい

は購買者の特性により購買意欲を喚起する施策に変化の必要性も発見できた。

さらには、上記以外にも各庖舗・売り;場で印象・記憶に残った要素分析を総合

して取り込めば、より具体的なm頭プロモーションシステムの要素改善施策提

案が出来、ブランドを記憶・怒起して顧客が再来j百するための府舗特性強化や

購入意欲を喚起させる「頁場J作りへの足掛りになるものと思われる。

この様に、このサブシステムを用いて各活舗の顧客分類が出来れば、営業活

動支援システムの中で、その底舗に合わせたブランドのプロモーション施策が

展開でき、 rg舗への閤定ファン増加に貢献できるものと考えられる。

6.4.5. 残された課題

(1)流通業と協織になって顧客サーピス向上の観点から業態別の顧客構成比に

合わせた庖作りをした場合の効果検証をしていきたい D

(2)今回は医用品を購入する場合の購買者特性を明らかにしたが、より個人稽好

性の高い化粧品や薬品などにおける鱗票行動とは一線を衝すと考えられるため、

商品範闘を広げて比較検討が必要と思われる。

(3)メーカーのコントローノレできない庖頭プロモーション毎の影響を加味して

検証を検討しなければならないのではないかと考えている。
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第 7章

全体総括
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7.1. 本論文の類題意識のまとめ

従来のマーケティングマネジメントでも、その出発点は顧客主義であり、ユ

ーザ満足、ユーザ欲求であった。しかし、そのマネジメントシステムにおける

医的や目標は、売上金額、利益、シェアなどマーケティング目標までもが販売

民擦に大きく重点が震かれてシステム構築されている。

物が売れない時代こそ、本来のマーケティング発想、顧客第一主義を忠実に

反映した、ブランド中心のマネジメントシステムを構築する必要がある D なぜ

ならば、購買決定の最終的な手掛かりとして想起・再生されるものは最終的に

はブランドであり、そのブランドの価値を蓄積し、記憶に残こすことができる

のは唯一、消費者本人だからである。したがって、マーケティングマネジメン

トもブランド価値を中心としてマネジメントができるシステムへと再構築しな

ければならないというのが本研究の着眼点であった。

これまでマーケティングマネジメントの中で 4P戦略を構築する場合、ブラ

ンドは単なるプロダクト (Product)の一部として、あるは宣伝や販売促進といっ

たプロモーション (Promotion)の擦の媒介として取り扱われることが多かった。

しかし、これからのブランドを起点にした製品開発では、製品コンセプト構築

をする際に、そのブランドが持つ世界観や提供できるイメージについても同時

に設計・デザインしておかなければならない。したがって、製品コンセプトも

これまでとは異なるコンセプト構造でデザインすることが必要になるのである。

マーケティング学者であるフィリップ・コトラーも、近年の世界政情不安や

市場の成長路線が停滞あるいは減速・下降してきている現代社会において、企

業が安定的、継続的に生き残っていくためには、消費者が購買選択する際に究

極的に手掛かりとする fブランドjというものをマネジメントしていくことが、

最終的には企業の生き残る手段であると強調している [10]。

一方、企業の中では、一つの街品ブランドが消費者に届くまでに、営業・宣

伝・商品企画・デザイン・研究技術開発など様々な部署が介在している。その

中における一人の仕事を取り上げてみても、複数の簡品プランドを手掛けてお

り、当初は共有化されていた商品ブランドの意味やシナリオが分散、希薄化し、

目の前の雑事に追われて置き去りにされてしまうことは日常、散見されがちで

ある。したがって、ブランドを構築およびマネジメントしていく襟には、マー

ケティング、消費者行動論等のマーケティング視点からのアプローチだけでは

なく、人商工学、感性工学やシステム工学など多数の構成要素が有機的な秩序

を保ち同一目的に向かつて行動する、システム的視点を加味した学際的、多角

的視点からのアプローチが必要であると考え、本研究に着手した。
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7.2. 本論文の全体様婆とまとめ

本研究では，本研究に関連する先行研究として、まず第 2章 1節において消

費者行動議とマーケティングの変化について論じ整理した。ここでは、これま

でのマスマーケティングの限界と商品への消費者の期待価値が機能価値ばかり

ではなく、商品を使用した際の経験価値や情緒的価値への嚢要性が増している

ことに言及した。生活者行動篇や意識変化を生活者行動体系として構造的に捉

え、第 3節においてブランドに関する態度(第 2章 3節 5項)、ブランドリレー

ションシップ(第 2章 3節 6項)およびブランドロイヤノレティ(第 2章 3節 7

項)を論じた。さらに、ブランドロイヤルティの理解を深めるために顧客満足

(第 2章 3節 8嘆)についても論じている。

これまでのマーケティングマネジメント上での課題を受け、そこで第 4節で

課題解決のために有効と息われる、システム工学的アプローチの活用性につい

て言及した。これら先行研究を踏まえ第 3，-.，.， 5章でブランドの構造化によるブ

ランド設計書を開発し、ブランドマネジメントシステム構築の提案を行った。

殴が研究論全体の概要を図示している。以下で論述している各章の内容を概括

する。

《企画園設計)) q <<詞諮

。フランド
シナリオ
フレーム

ブランドマネジメントシステム
(客観蜘断基準{二基づく意腎恕白

図 7. 1 本研究骨子全体概要

( 1 )ブランド構築システム関する提案(第 3章)

本研究でブランドとは「特定の商品およびサービスを識別させるものであり、
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その商品およびサービスを競合他社のそれと区別させることを意図して設定す

る名前、用語、記号、シンボノレ、デザ、イン、あるいはそれらを体系化したもの j

と定義した。この定義で強調すべき点は、ブランドが商品のアイデンティティ

を示すものであり、競争差別性を意図的に創造するものであると考えている。

したがって、ブランドは単なる名前だけではなく、五感全てで知覚されたも

のによって形成される。そのため、ブランドを形成する為のブランドマーケテ

イングとは商品をブランド化し、そのブランドを顧客の心と記憶の中に刻み込

む仕掛けを創造するのがマーケティング戦略の構築となる。

この考え方に従い、企業におけるブラγ ドを規定する為にブランドコンセプ

トの構造化を図り、プランドロードマップやブランドフォーメーションを包含

した、プランドコンセプトシステム設計書の 5点セットを提案した。

さらに本撃では、ブランドを構築する為にブランド開発の狙い、目的を明示

し、その実現に向けたシナリオフレームを構築し、ブランド提案シナリオのフ

ォーマットを提案した。

( 2 )プランド価値測定指標の澗発(第 4章)

前章で論じているように、本研究ではマーケティング活動の根幹をブランド

に置き、企業にとっての無形の経営資源、と捉える立場をとっている。したがっ

て、ブランドは顧客の頭の中に存在する無形資産であり、ブランドマネジメン

トとは、そのブランドの価値を最大化させるための具体的な活動であると定義

した。そこで本章では、デビッド・ア}カーやケピン・ケラーらの先行研究か

ら符-られた知見と日本唯一大規模で測定調査している日経 BP社の「ブランド・

ジャパンj 指標などを参照したうえで、日用品市場を横断的に把握できる独自

のブランド価値指標を慌発した。

具体的には 3指標・ 9要素構造を元に、競争状態もブランド数も市場成長度

も異なる全 16市場、 41カテゴリーの 146マスタープランド、 458サブ

プランドの価値を、投資の意思決定の場面で同時に比較できるようにするため

に、下記の 3つのスコアを各比率や平均点などの値から市場毎にブランドの植

を偏差値化して表記した。

①浸透度指標

浸透度指標スコアは、認知要素として再認率を測定し、使用経験要素として

ユーザ化率を算出する。この 2つの要素項認の値を積算し、市場の中で占める

割合を算出した後、偏差値化した。この値を市場毎で偏差値イとすることにより、

顧客への浸透状況(度合)の比較検討が可能となっている。

②アクティピティ指標

ブランドが他ブランドとどのように識別しているか。そのブランドの存在価
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伎をどの程度重要視しているか等を測定するために、顧客がブランドに持つ質

的なイメージ品賓と知覚している機能品質の合計 4要素で測定する。

ブランドへのイメージ品質要素としては信頼・個性・必要度で測る。そのプ

ランドの洗練されたデザ、インや先進性、独自性から @i個性j が形成され、品

質の高さ、人気評判や親しみといった⑥「信頼性j が高まり、多少高いお金を

払っても手元に置いておきたい、自分向きのブランドであり、使うと気分まで

変わるとった自分にとっての。「必要度Jが識成されると考えた D

品質機能要素は知覚される実感品質で測る。機能要素は、その商品が「自分に

何をしてくれる」という商品機能特長であり、ブランドが顧客に提供する価値の

中で、最も基盤となる価値である。したがって、その市場において顧客が商品

の購入理由として挙げた高い順番で諦査項目を構成する。(d)i機能j要素は商品

特長のうち顧客が購入時に重視する上位要素とブランドが訴求する要素につい

て「知っている人j の率を総合的に合算したもので、重要疫の高い商品特長が

顧客にどれだけ受容されているか、ブランドのベースカを表す指標である。

つまり、これらのアクティピティ指標要素は fブランドが顧客の心と頭・記

憶に刻み込まれる源泉ロエンジンj となるもので、現在および将来に向けたブ

ランドの潜在カを表す指標である。したがって、この指標はブランド活力の源

泉であり、存在価値そのものを左右するコア・バリュ一指標として位置づけら

れる為に、測定指標の名称をブランドの活力の源泉を意図してアクティビティ

指標と名付けた。

③ロイヤルティ指標

本研究でのブランドロイヤノレティは、当該ブランドが顧客を繋ぎ留められる

強さと、そして今後もそのブランドを f顧客が繰り返し使いたい」という安定

的で継続的(将来性)な行動的概念を中心とする。つまりそのブランドが瀬客

との聞に、どの程度強い紳を築けているかを測るものである。また先行研究に

より、よりブランド・コミットメントの高い消費者に見られる行動の特徴とし

て、反復購買のほかに当該ブランドを他者へも推奨する行為が見られかっ、当

該ブランドのネガティプな情報にも動じない頑健な態度を持っていることから

他者への推奨皮要素を付け加えた。

つまりブランドに対する継続購入意向(行動的指標)というブランドへの行動

上ロイヤルティと、他者へも推奨する意向(態度指標)という感情的な結びつ

きを表す態度上のロイヤルティという 2側面によって構成されている。

実調査の内容は、全国を対象地域としインターネット調査で、年 2回行った口

調査対象者は 16-5 9才男女、延べ 30.000人/回で一部カテゴリーは 60歳

代についても識査対象者 2，000人を確保している。
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調査結果としては、測定されたブランド価値総合スコアと今後使用意向の強

さ(7段階評価)との紹関は 0.87と強い相関があることが分かった。つまり、

このブランド価値スコアが高くなればなるほど、継続意向の強いブランドであ

るといえた。また、ブランド価値スコアと市場シェアとの関係、においては、調

査時点と澗時期のシェアの値よりも半期先の売上データとの相関の方が高いこ

とが分かった。よってこのプランド価値スコアはマーケティング施策の先行指

標になるのではないかとか考察した。

さらに経営指標としての活用に向けて、全 146ブランドの価値スコアをク

ラスター分析 (Ward法)することにより、今後のマーケティングマネジメン

トへの活用を試みた。結果的には 9つのクラスターに分類できた。これをプロ

ダクトライフサイクノレ上に当てはめて考察してみると下記のようになった。

く導入期〉

(a)鍛性特化型(ブランド群)クラスター

差別化で「儲性Jスコアが突出している。新規ブランドに特徴的に見られる。

(b)機能・個性差別化型クラスタ」

上記の (a)クラスターのスコアに、参入カテゴリーに必要とされる「機能」ス

コアが平均以上で認知・知覚される。そして fロイヤルテイ j が高い口

<成長期>

(c)成長アクティブ裂クラスター

高「機能Jr個性Jスコアを保ちつつ、累積トライアル率が 15%以上の市場

浸透率(アーリーアダプター層まで)を確保している。成長期に入ったブラン

ドに多くみられる。

(d)上技安定型クラスター

上位スコながら特徴となるべき機能品質スコアが競合の 2倍以上になる製品

機能品質項目が無いため、 NOl ブランドになれず 2~3 位ブランドとなって

いる。結果として f個性j スコアが 50点を下回っている。

(e)市場代表型クラスター

全体的のどの要素スコアも偏差値 60以上を保有している。特に「機能j で

競合の 2倍以上の製品機能品質項目が l個以上知覚されている。ただし、「個性j

スコアは平均点になっている。

(f)セグメントリーダー型クラスター

成長期において (c)のアクティブクラスターから市場全体への浸透率が不足

し、限られた顧客に受け入れられたブランド若手。各要素スコアは平均以上の 5

0点""55点を保有している。ただし、すべてのスコアが市場平均以下であり、

ロイヤノレティスコアが低いことから顧客との幹も薄く、市場に埋没し存在価値
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が危ぶまれているブランドといえる

く成熟期〉

(g)信頼なじみ型クラスター

親しみや安心のスコアである f信頼Jが高い。他の要素スコアが平均以下と

なり、特にロイヤルティスコアが 40点台にまで低下している。

(h)コモディティ型クラスター

認知率 50%以上で名前だけは知られているブランド群ロこれといった商品

特長、必要性、このブランドでなくてはならないといったロイヤルティもない。

他の要素スコアが 40点以下となったブランド群。

くその他〉

(i)ニッチロイヤノレティ型クラスター

市場導入湯や成長期初期の (a)(b)のクラスターにおいて、浸透度スコアのう

ち認知~使用経験にまで浸透せず、一部の限定された顧客にのみ受け入れられ

て成長しなかったブランド群。または発展途上のプランドで、今後市場に浸透

し成長できるブランドであるのかは見様める必要があるクラスターである。

このように、ブランドを 9つのクラスターをプロダクトライフサイクノレ環論

に当てはめ、市場NOlブランドに到達するまでの各段階における鍵となる具

体的な要素とその点数を明示できた。

( 3 )ブランドマネジメントシステムの開発(第 5章)

第 3主主で構築したようなブランド設計書で定義されたブランドが顧客の心や

記憶に、どのようにブランド価値として刻み込まれたかを、第 5章で構築した

ブランド価値指標で測定、状況把握、評価、修正していく必要がある。この一

連のマネジメント・サイクルがブランドマネジメントシステムである。同時に

ブランドの価値創造を行う為に実施したマーケティング施策の評価が、マネジ

メントシステムを運用するのに必要となる。単にブランド戦略を導入し、科学

的手法などの部分的なシステムを導入するだけでは、経営トップがこのマネジ

メントシステムを運用できず、顧客志向に企業自体が変化できない。

そこで第 5章では、システム思考に基づいたトータノレ・マネジメントシステ

ムを構築するために、 2つのシステム設計思想、・哲学 (Philosophy)、 3つの戦

略策定 (Strategy)、 4つの業務改革 (Innovation)の推進を提案した。

( 4 )ブランドマネジメントシステムの具体的なサブシステム朔発事例

最後に、上記ブランドマネジメントシステムを運用するために必要となるサ

ブシステム事例を 6案で取り挙げた。

① 6章 2節では新製品を上市する場合、事業性を判断するのに必要な新製品予

澱モデノレの開発事例を挙げた。過去の新製品ではあるが、その 1年捕の予測シ
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ェアと実績との相関は 0.95を上回るモデノレ照発を行った。

② 6章 3節では、これまでとは異なる差別性の高いコンセプト関発手法として、

生活者の様々な行動観察(歯磨き行動、掃除行動、洗濯行動、若年男性の生活

行動特性等)から製品コンセプト開発やプロモーション開発、コミュニケーシ

ョンワード開発など、マーケティング活動に活用する際の適用範間の可能性に

ついて言及した。

③更に、新製品やブランドを脊成するためには、マーケティング 4Pの中でも

購入の場面に当たる Place、チャネル戦略が重要な戦略となる。特に、呂用品

は最寄り品であるために、金流通に取り扱われるかどうかが重要である。また

小売のj古頭である売り場が生活者にとって買いたくなる場として、あるいはブ

ランドとの出会いの場面として演出できるかが、非常に重要なプロモーション

施策になってくるのである。そこで欠かせないのは購買者の行動特性を知るこ

とである。 6主主 4節では、このような購寅者を簡易な質問項目によりクラスタ

ー分析できる手法を開発し、ショッパークラスターとして 6つに分類できた事

例を取り上げた。その各ショッパークラスターの購賞特性や商品選択志向を参

考にしながら、各小売業態のj苫践におけるプロモーション施策提案を行った。

7.3. ブランドマーケティング戦略構築の今後の方向性

現在のマーケティング戦略は、モノが豊富にはあるが欲しいモノがないとい

う時代背景が語っているように、脱コモディティ化に向けた施策を必要として

いる。終わりに、生活者欲求の変化に対応してし 1かなければならないブランド

マーケティングの今後の方向性について、筆者の考え方を整理しておきたい。

本稿第 4主主のプランド価値分析アプローチで紹介したように、ブランドを育

成しコモディティ化の禍に巻き込まれない為には、そのブランドがライフサイ

クノレ上に震かれている状態によって、大きく 2つのアプローチがあると考えら

れる [3J0 1つは新ブランドとして上市し、成長過程にある場合である。この場

合は、機能価値と必要度を構成する心理的価値を向上させなければならない。

もう 1つは、なじみブランドやコモディティブランドのように成熟期に入り、

その他ブランドと識別性がなく輝きを失ったブランドに、再度輝きや鮮度を与

えるための施策が求められる。つまり、コモデ-ィティ化が進行したブランドや

市場浸透しているが成長性が減衰した信頼ブランドなどは、ロイヤルティと個

性、必要度スコアを改善してし、かねばならない。その施策の方向性としては、

ロイヤル顧客との会話をすることにより、感性的価値や機能価値向上に向けた

ブランド価値共創戦略が考えられる [lJ。

これらのようにブランドがコモディティ化から脱皮する為に日用品市場ブラ
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ンドの価値スコアを活用すると、次のようにブランドのより高い識別性(存在

価値、機能属性)強化へのアプローチと顧客との紳作りの為の共鄭による空間

的アプローチ化に分類できる。それをブランド価値開発の方向性と顧客アプロ

ーチの方向性とで一覧イとしてみると図 7. 1のようにまとめられる。

表頭はブランド価値の強化すべき内容を五感で知覚される実感・機能的品質

から、商品を使用することで感じられる感性的・情緒的品質(爽快感、高揚感、

リラックス、沈静感)など、製品開発技術のイノベーションが必要な側面である。

一方、表俣，IJには顧客とブランドの間に共感や感情的価値を創出する自己実現的

価値、そのブランドを所有することでもたらされる社会的価値など、顧客とブ

ランドとの共有価値の創造といったマーケティングイノベーションが必要な側

面である。

A の象限を志向するブランド価値は、感性に訴求する情緒的価値を目指すブ

ランドである。そのブランドを使用すると心地よさや、爽快感が心に残るプロ

モーションによるイメージ戦略が大きく影響するブランドである。具体的な施

策としては、ブランドが持つ独自侭性の強調、他のブランドイメージ資産を活

用したシナジ一戦略、タレントイメージ戦略や CMによるプロモーション開発

などである [9]0

Bの象限は、今以上に顧客とブランドとの間のリレーショナノレシップを深め、

紳を作る戦略である。例えば、そのブランドを使用していると、きれい好きの

清潔感あふれる女性感を醸し出したり、社会的地位を表しセレブ感を出したり

するなど、所有姉{直や社会的価値を高める施策を打ち、マーケティングイノベ

ーションを起こしブランドの世界観を醸成する必要がある [11]。

一方、 Cの象限は研究技術的イノベーションによって、より基本的機能を開

発する。組成変更による剤型の変革、容器の変更や操作性の向上など、実感品

質・知覚品質を高める技術イノベーションが必要になる [8J。

Dの象販は機能的価値を付加して高機能化へ進化させたり、周辺市場の機能

を取り込んだ複合機能化へ向かったりと、新規価値の創出による新カテゴリー

を作る努力や価値の転換による新規カテゴリーの創出が必要になる。
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《高機能訴求ブランド》
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閉1<<所有緬催、経験価値訴求ブランド

元 I(カレーは母の味、海外旅行の香り)

=今マーケティング・イノベーションI~ =今新カテゴリー創出、価値の転換:

(プランド意味、象徴的価値の強化、 I i アプローチ j 
紳総築アプローチ) I ~ (顧客との来rr接点開発アプローチ)

《機能付加、複合機能化ブランド》
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脱コモディティ化に向けたブランド戦絡モデノレ2 

このようにブランドのライフサイクノレ上の位置を意識し、マーケティング艦

策の強化の方向性や技術開発の方向性、および顧客との関係性を整理しながら

生活者変化に適合していけるよう、修正を加えていかなければならないと考え

図 7.

以上
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