特集

マーケティングコミュニケーション新時代
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対話から始まる
新しいマーケティングコミュニケーション
広告業界がこれまで磨いてきた「体感したことを他人に伝えたくなる」
コンテンツ開発力と
Ｉ
Ｔ業界に蓄積された知識と技術。
これらをマーケティングスキルで体系化・統合できる者だけが、
企業 〜 消費者 〜 消費者の壮大な対話をメディアとして機能させる、
新しいマーケティングコミュニケーションの担い手となる時代が到来した。

吉田 賢
1982年明治学院大学法学部卒。東京大学新聞研究所
（現東京大学情報学環大
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院大学国際政治経済学部にてMBA取得。2006年WOMCOM執行役員を経て、
09年４月より現職。
主な著書・論文に
『クチコミのチカラ』
（日経BP企画,ベクトルグループ編著,2007年6
月）
、
『 古くて新しいクチコミ』
（PRIR,2007年9月）
、
『インフルエンサーの正体』
（日本
広報学会CGMC研究会論文集,2007年10月）
。

Ⅰ 消費者は変わった
消費者の言葉が影響力を持つ時代
消費者が発信する情報はクチコミと呼ばれ、古くからあっ
たが、
「偶然に発生、時々影響力を持つ」
といったイメージ
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だった。
それが、クチコミのプラットフォームがインターネットにな
ることで、全く違った存 在に変 貌した。掲 示 板（以 下：
BBS）から始まり、ブログ、コミュニティーサイト（以 下：
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SNS）などで、今や一般の生活者が自分の体験を自由に表
現している。
これまで企業が発信するメッセージを受け取る
一方だった消費者が、自らの体験を情報として加工 〜 発

手だった消費者が、検索と発信によって主体となる購買プ

信し、互いにやり取りするようになったのだ。

ロセスに変換されたのである。
この変化の、ほぼ最初のケー
スと見なされるのが「波乗りジョニー」だ（写真）。
この大ヒッ

AIDMA からAISAS への転換

トの要因に、新しいクチコミ ＝ SearchとShare固有のチカ

この変化は、消費者が商品を購入するまでの過程の変

ラがある。
「おいしいよ！」とマスメディアが喧伝しても人は

化として表れた。すなわち電通が提唱、商標登録している

動かない。
しかし、自分と同じ生活者のBBS、ブログ、SNS

購買モデルAISASである（図 1）。消費者の購買行動には

などに書かれると、その言葉は事実になる。つまり生活者は

従来型 AIDMAにおけるDesireとMemoryの代わりに、

条件次第で、
マスメディアより名もない個人の言葉 ＝ クチコ

SearchとShare が加わった。つまり、情報の受け手、買い

ミを信用し、その影響をより多く受けるようになったのだ。
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図 2 オーガニックWOMとペイドWOM
クチコミ

オーガニックWOM

ペイドWOM
＝

金銭などの
報酬ありで広まる

＝

金銭などの
報酬なしで広まる

市民の言論
・法の規制を受けない
・憲法で自由が
保障されている

広告とみなされる
・法の規制を受ける
＝ 効能・効果が
うたえない

株式会社三和豆水庵「波乗りジョニー」

クチコミと法：信憑性の担保

Ⅱ クチコミ ＝ 新しいメディア

行政によるクチコミへの法的規制が２年前から米国で始

オー ガニックWOMとペイドWOM

まった *2 。連邦取引委員会 Federal Trade Commission

特に日本では、金銭あるいは実質的な報酬（以下：実質

（以下：FTC）は現行 Guides（行政指導）を大幅に刷新、

的な報酬 ）を伴い意図的に発生させるクチコミをクチコミ・

かなり厳しいNew Guidesに改定する意向。準備段階とし

マーケティングと名乗り、広告商材として売るという企業が

てその草案は現在インターネットで公開聴聞中だ *3。両

先行した。
これによって、発生要因が異なる２種類のクチコ

Guidesに共通するのは、
ペイドWOMを広告と認定し、
様々

ミが出現した。本稿では報酬なく発生したクチコミを「オー

な規制を課す点だ。対してオーガニックWOMは市民の

ガニックWOM」、
それに対して実質的な報酬によって発生

言論とみて自由を保障、むしろ規制することは憲法違反とな

させたクチコミを「ペイドWOM」とする（図 2）
。WOMとは

るとの判断だ（図 3）
。FTCによる一連の動きは、クチコミを

英語 Word Of Mouthの略で、
日本語でいうクチコミだ。

マーケ ティン グ に 使 う 業 界 団 体 Word Of Mouth

*1

Marketing Association（以下：WOMMA）
と協議のうえ

図3

Ms.Mary E.Engle, associate director of consumer protection, FTC取材要約
FTC, Washington DC にて ２００８年７月３日

米国：規制に傾斜するバランス
〈新規制：New Guidelinesを準備中〉
規制の対象：罰を受けるのは…

New Guidelinesで追加
「市民」も…
法の目的：
民主主義の根幹 ⇒
市民の自由：
言論の自由は憲法で保障

規制要件：
「マーケター」と「市民」
の間に、実質的報酬 +

言論の自由
Freedom of Speech

規制：
「実質的報酬は開示」⇒ +

法的根拠
合衆国憲法：
権利の章典
＋ 第1次修正憲法
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New Guidelines

New Guidelines
Common Law
「慣習法 ≠ 罪刑量定主義
罰は事例ごと法廷で
逐次確定」

違反時の罰：

「マーケター」＋「市民」
・行政法；排除／停止命令
・民法；損害賠償 +

New Guidelines

法の目的：
公正取引を実現 ⇒
コマーシャルバイアスで
消費者の意思形成が錯誤
に陥る可能性を排除

消費者の保護
Consumer Protection
法的根拠
FTC法第5条
+ Endorsement
Guides

3

進められている*4。米国が官民一体となり、法律をもってま
で守ろうとしているのは、クチコミの信憑性 ＝ 影響力の源
泉である。

一方通行から双方向へ
MGMでは、企業から情報が発信されるとそこで終わっ
た。消費者の反応を得るには、莫大な費用と時間を費やし、
調査するしかない。
しかしクチコミCGMのお陰で、消費者

マスメディアとクチコミ：MGMとCGM

の本音をそのまま、かつ大量に知ることとなった。ネットでは、

クチコミはBBS、SNS、ブログなどインターネット上に新し

企業が発信した情報が消費者個人の肉声として跳ね返っ

く誕生した生活者 ≒ 消費者によるメディアに載って伝わる。

てくる。
これは、企業が一番欲しかった消費者の本音が得

クチコミはこの 関 係、つまりメディア 機 能 に 由 来し、

られるというメリットでもある（図 6）。

Consumer Generated Media（以下：CGM）
とも呼ばれる。
これに対して、従来のいわゆるマスメディアはMarketer
Generated Media（以下：MGM）
と呼ばれる。クチコミがメ

図6

情報の流れ方が一方向から双方向

MGM時代の情報の流れ

ディア機能を持つということは、企業と消費者との接点が従
来のMGM からCGMにまで広がった結果と言える（図 4）。

企業

MGMは本質的に広告取引が影響し、商業的動機に基
消費者

づく偏向、すなわちコマーシャル・バイアスがあり、企業の
コントロールが利く。
しかし本来のクチコミであるオーガニッ

CGM時代の情報の流れ

クWOMは、企業がコントロールしようにも、表現の創造過
程全体が個人に属していて、やりようがない。MGMを使っ

人の体験を

企業

通した言葉

て成功体験を積んだ企業には、クチコミの台頭は警戒すべ

消費者

きものと映る。
しかし、自社製品・サービスが消費者レビュ
ーに日々晒されることで否応なしに既にクチコミに関わって
いる。
そこでは、企業が決めたキャッチ・コピーに替わり消
費者による記事が溢れている（図 5）。CGM メディアのクチ
コミは、コマーシャル・バイアス・フリーなのである。

Ⅲ 古くて新しいクチコミ
2006年 12月、米国ワシントンDCで開催したWOMMA
SUMMITでBzz Agent社 CEO兼 創 業 者 Dave Balter

図4

MGM からCGM へ

氏は「02年にクチコミをマーケティングに使う企業が出始め、
06年頃から伝統的マーケティングコミュケーションとの統

MGM

CGM

テレビ、
雑誌などに代表される
従来型のメディア

インターネットのブログ、SNSなどに
代表される消費者発信のメディア

消費者 ＝ 受け手

消費者 ＝ 発信者

（Marketer Generated Media） （Consumer Generated Media）

合段階に入った」と語った（図 7）。筆者は、６年に及ぶ

図7

米国 WOM マ ー ケティングの発展史

→ メディアの書き手／編集者

図 5 キャッチコピ ー から記事へ

「ちらほら起業が始
まった」

「何をやっているか
理解され始めた」
「中小クライアントに
よる試用が始まった」

キャッチコピーを
瞬時・大量に伝達
事実や本音を
記事として伝達

「他のマーケティング
コミュニケーションと
の統合が始まった」

「ナショナルブランド
が使い始めた」

出所：WOMMAでのDave Balter氏によるプレゼン資料を筆者が編集
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WOMMA および FTCとのコンタクトと、筆者自身の日本市

第２のシフト：市民は受信者だけにとどまらない。CGM つ

場での体験から、クチコミは伝統的マーケティングの潮流

まりクチコミを使えば発信者になる。市民は強力な発言権、

を変え革命をもたらしたと実感している。以下、筆者自身が

ある意味マスメディアに匹敵する世論の形成過程に参画

クチコミをマーケティングに使った市場体験を、仮説として

するチカラを手に入れた。そして企業が提供する財・サー

提示したい。

ビスにかかわらず自由に意見表明できるようになった。
第３のシフト：第１のシフトのコインの裏側だ。市民はある

新しいマ ー ケティング・パラダイム

企業の財・サービスに興味を喚起され、広義の購買モード

企業（マ ー ケター）に求められるシフト

に入った時だけ、消費者になる。市民生活で、消費者モー

クチコミは、認識過程において３つの革新を起こした。
そ
して、企業・マーケターにパラダイムシフトを求めている。
第１のシフト：消費者をむしろ市民として捉えなおす。消

ドでいる時間はどれほどあるだろう？

市民は時代・社会

というもっと大きなコンテクストの中にいる時間が圧倒的に長
いのだ（図 9）。

費者という概念自体、企業が提供する製品・サービスに対
して購買行動 ＝ 消費行動を起こす対象という側面だけを
強調している証左だ（図 8）。

新しいマ ー ケティングの役割
新しい３つの認識によれば、新しいマーケティングの役
割が分かる。それはまず製品・サービスを、いかに時代・

図8

消費者イコー ル市民

社会という大きなコンテクストに、信憑性を持ちながら位置づ
けるかだ。
この役割に基づくと、消費者モードに限定した古
いマーケティングより、参入機会を拡大できる。つまり一旦
確定した消費者評価も、企業が製品・サービスについて
時代・社会というコンテクストで接触すれば、リセット可能だ。
このパラダイムシフトを図 10に要約した。
さらにこれを実務に

「消費者」
＝購買、
消費する人

即し整理すると、以下 11のパラダイムが見えてきた。
新パラダイム A：消費者のパラダイム
1. 消費者はCGM の記者・編集者・オーナー
メディアになった消費者 ＝ CGM記者が一番欲しいの
は記事ネタで、報酬ではない。マーケターはこのニーズに

マーケター
「消費者」
＝市民

応えるべく、画像・動画のようにインパクトがあり、CGM記者
が簡単に他者と共有できるネタを提供すればよい。
２．不完全性下の情報提供
クチコミ誘発の第１要件は情報価値だ。ネタ供給側から

図 9 ある市民の１日
8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00 21：00

消費者モ ード

消費者モ ード

みるとその最大化のコツは「自分しか知らない」＝ 不完全
性だ。受け取った時点で自分しか知らない情報は、他者へ
知らせたいという動機になる。
３. エンタメ価値のクチコミ爆発力
もう1つのクチコミ発生要件に、
情報価値と対極をなす「エ
ンタメ価値」がある。質の高いクリエーティブアイデアを素

市民モ ード

市民モ ード

市民モ ード

材として提供すれば破格の伝播力を発揮、消費者との強
い絆 ＝ 心理的紐帯を結ぶことが可能だ。
４. 記者化した消費者に世論形成価値のネタを提供
世論形成価値レベルのネタを消費者に提供すれば、
CGMでの継続的な対話維持が計画できる。ネタとしても新
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図10

パラダイムシフトの構造

トラディショナル・マ ー ケティングのパラダイム
発信者 ̶ 受信者
社会的機能・役割
発信者の要件と
機能・役割
発信者 ̶ 受信者の
関係

新しいマ ー ケティングのパラダイム
（1）
CGM／ソーシャル・メディアにおいて統合
（2）
メディア：社会的にCGM ̶ MGMに2極化 → 相互補完

分解 → 分離 → 固定
発言権／信憑形成権
大きい
独占：社会的価値基準
資本力
への影響を独占
非可塑的／垂直

信憑性形成過程はマルチ
コンテクスト提供
企画 → 共有 →
タスク化 ：コンテクストの
→ レスポンス
受容 → 修正
発信 → 受容 → 修正

権威化／
権力化・支配

固定的／安定

可塑的／水平

動態的／常時変化

信憑性形成過程はマルチ
レスポンス →
受容 → 修正 →
タスク化 ：コンテクストの
コンテクスト提供
企画 → 発信
受容 → 修正 → 発信

受信者の要件と
機能・役割

資本力
なし

発信の対象

消費者：群集 → 大衆

市民：個人 → コミュニティ／対等な潜在的発信者

マーケティングの
目的

態度変容によるブランドポジショニングの確立：
Net Impression

ブランド価値を社会的コンテクストに変換：
ブランドポジショニングを確立 → カルチュアル・ポジショニング

マーケティング
コミュニケーションの役割

態度変容を操作により実現するため、
効率化・単純化：
「ひと言で言うと」USPを見つける

コンタクトポイント・ミックスの最適化 × プラット・フォーム
としての社会的コンテクスト開発

主戦場としての
メディア

マスメディアによる広告・テレビ

最適化された全コンタクトポイント：
ロング・テール／web → マスメディア

コンテンツの
必要条件

画一性・一貫性・単純化

コンタクトポイントに適合：
多様／インタラクティブ性／動態的

主戦場メディアの
機能・役割

画一化 ・ 単純化したコンテンツを地域的にムラなく、
一斉に供給

ブランド価値の多様な構成要素 →
多様なコンタクトポイントに合わせて分配

（受信者の社会的意義）

非権威化／
無力化：被支配

規性に依存しないので、時間に対する耐久性が獲得できる。

新しい消費者であるCGM記者は記事 ＝ コンテンツをつ
くる過程に参画したいという意識を持つ。つまり自分の理解

新パラダイム B：インフルエンサ ー の正体

を、自分の言葉で、自分の方法で伝えたい。
たとえれば、プ

５．
インフルエンサーはカテゴリー別に存在

ロの料理人が作った幕の内弁当でなく、自分で素材を探し

他の消費者に影響力をもつ、いわ
ゆるインフルエンサーは、製品・サー
ビスカテゴリーごとに存在する。
そして
新しい調査 WOMlabo ; http://www.
womlabo.com *5（図 11）を使うと、抽
出〜特定できる。
６．
インフルエンサーはつくれる

図11 マーケティング上のインフルエンサーを特定する
Q：役立つ知識／情報を他人に
教えることが多い。
Q：友人よりアドバイスを求め
られることが多い。
Q：情報は自分から積極的に探
すほうだ。
→ 上記３問に、全て Yes

インフルエンサーを抽出
マーケティング上のインフルエンサー：
Brand Ambassador

X軸：インフルエンサー指標

いわゆるブランド体験を提供すると、

製品／サービス・カテゴリーごとに存在。
ブランドごとに異なるロイヤルティ…

インフルエンサーはつくれる。ブランド

∈「インフルエンサー」by Ed Keller：社会学的
≠「 ブロガー」by AMN
≠「ブロガー」by Cyber Buzz：実質的な広告

体験とは、製品・サービスと消費者の
間に感情に基づく関係を構築すること
だ。製品・サービスを使って得た感動、
前出のエンタメ価値の表現、企業の

No

Yes

Y軸：ブランドの利用意向
Q：ブランドを自分で購入したい…など → Yes

対応が生む印象の総体がこれらの源
泉になってゆく。

＊
Z軸：ネット・プロモーター・スコア（NPS）

新パラダイムC：新しいブランド体験

＊ : Net Promoter Score：Bain & Companyが開発した指標。米国では、
クチコミ ＝ ネット上会話の
量および質が、
売上高などのマーケティング上の効果と正的に相関する指標として、使われている。

Q：ブランドを、どの程度友人に薦めたいか ? ⇒11段階評価
ブランドの売上と統計的に正の相関が立証

７．新しい消費者はお仕着せを嫌う
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ながら作る料理を「うまい！」
と言う人種である。

ニケーションするときは会話モードで、
切りくちは弱み・悩み・

８．新しい消費者は組み立て型のブランド体験しか受容し

社会的風潮に対する問題意識を打ち明けるトーンにするの

ない

が、信頼関係を築くには最上の策だ。

CGM記者である消費者には、製品・サービスを構成す

11．時代・手法は進化するがマーケティング・ミッション

るさまざまな要素を意図的に分解し、素材として渡すべきだ。
つまり完成品は提供せず、消費者が素材を組み立てる余

は普遍
クチコミという革新的手段を手にしても、マーケターの使

地・スキを残し、その過程で遊べる ＝ 参加する過程をつくる。

命は変わらない。製品・サービス価値を超えること、ブランド

この発見と協業の過程が企業との強い絆を形成し、購買と

という信憑性・付加価値を創造して消費者の印象を最重

いう結果とクチコミを生む。

要視する。マーケティングが目指す方向にブレなどない。
そ

９．
ブランド体験による刺激と反応の相関関係を利用

してクチコミをマーケティングに使う技術には、信憑性や世

ブランド体験は反応を導くための刺激だ。刺激と反応に
は相関があり、
この相関関係に沿ってマーケティングシナリ
オを練れば、クチコミの質と広がり方を事前に予測・計画で
きる。刺激を与える時、消費者が気にすること、あるいは消
費者自身さえ気づかない問題を投げかける。時代や社会

論の形成過程において社会心理学領域とマーケティング
領域の基礎パラダイムを統合することが求められる。

Ⅳ 進化するクチコミ
クチコミの定義
昨年日本広報学会でEd Keller氏 *6を訪問。クチコミを

的風潮を背景に使うのがコツだ（図 12）。

マーケティングに使う方法論の進化過程を取材して、
（図

10．新しい消費者をパートナーとみなす
消費者を信頼し、製品・サービスの情報を可能な限り開

13）に要約した。米ユニリーバ社のブランドDoveの Self-

示するとそれに見合う効果が得られる。
「プロジェクトX」な

Beauty（以下 Dove）キャンペーンは、弁証法でいえば、

ど開発秘話が受けるのはこの文脈だ。
そして消費者とコミュ

情報価値「正」
とエンタメ価値「反」が統合された、クチコミ
をマーケティングに使う方法論の最終段階「合」にあたる

図 12 ブランド体験による刺激と反応

だろう。Doveの情報価値は、
洗顔フォームしかできないこと
＝ メイクを落とし自分本来の素顔の美しさを取り戻す、製品

刺激

反応

ベネフィット。エンタメ価値は、女子のお化粧低年齢化を皮
肉る全編早回し表現。
このため放送不可となり、ネットサイト
のみで公開した。
これが大反響を呼び、クチコミと消費者に
よるパロディ＝ CGC *7 が大発生。米国ではDoveを契機に
「クチコミの定義は、
表現が生む全部：製品レビュー、
コメン
ト、クリック、アクセス、CGCなどを含む概念に拡大。
これら
。
この定義に
反応全部をクチコミと認識している」*8（図 13）
よれば、
クチコミはネット上の壮大な対話とみなされ、対話量

適切でない刺激

期待する反応が得られない

は膨大となり、かつ表現形態は多元化する。
クチコミ：そのメディア特性
Ed Keller氏によれば、クチコミは「影響力を持つ人たち
が行き交うメディア」*9 だ。メディアであるクチコミは広げる
機能を担う一方で、搭載コンテンツに「人に伝えたくなる」*10
チカラがないとクチコミしない。
クチコミはコンテンツの魅力が
メディア機能を直に規定する特異なメディアでもあるのだ。

適切な刺激

期待通りの反応が得られる

ネットメディア：クチコミの進化
「ネット（広告）で重視するのは広がるかどうか。第１の決
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図13

Mr.Ed Keller, President of WOMMA, The Inﬂuentials 著者取材要約
University of Pennsylvania Club, NY, NYにて ２００８年７月１日

進化するクチコミ
（弁証法的）

「クチコミとは、ネット上の 対話 」

消費者レビューの
受発信

正

情報価値：
製品レビュー

企業発コンテンツを消費者間でやり取り
⇒ You Tubeにあげる + 生活に使う ＋ あそぶ
例）BK : Subservient Chicken, Dove,
UNIQLO TRY 1 & 2, UNIQLOCK

動画、@を教え共有
例）Mentos ＆ Coke

反

エンタメ価値：
オモシロければ…よい

合

生活 ／ 世論価値：
エンゲージメント＊

＊エンゲージメントとは、
消費者と積極的にかかわりあい、対話 を行うことを意味する。
Part 3 THE NEW PR−LEVERAGING DIGITAL INFLUENCE TO DRIVE SALES AND REPUTATION P.33 Ogilvy & Mather, 2009

め手は技術的先行感です。技術自体の先端性より、むしろ
タッチポイントが変われば同じ技術でも新しく見える企み」*10
を指す。
「ネットではシステム特性に無頓着なコンテンツはク
リックされない。twitterをメディアにするなら140字相当容
量に収まるコンテンツ設計が必須」*10。つまり、旬に感じられ
る技術が企画・アイデアとフィットすると、コンテンツ自体の
魅力になるわけだ。
新パラダイムの担い手
クチコミを広げること、すなわち企業から広範な消費者に
及ぶ壮大な対話を実現し、メディアとして機能させるには、
マーケティングからシステム、コンテンツ企画と、異なるスキ
ルセットが同時に必要だ。
「体感したことを人に伝えたくなる」
コンテンツ力は元来、広告業界が磨いてきた企画力・アイデ
アが源泉だ。
そしてIT業界に蓄積されたシステム知識・技
術で、ネットにフィットするアイデアとして具現化し、さらにマ
ーケティングスキルでマーコム戦略として統合する。
これら
をone-stopで体系化・統合する機能を持つ者だけが、対
話から始まる新しいマーケティングコミュニケーションの担
い手になれるのだ *11。

〈脚注〉
*1： https://s3.amazonaws.com/ppt-download/wom-word-ofmouth-marketing-ftc-advertising-law1579.pdf slide10
*2： https://s3.amazonaws.com/ppt-download/wom-word-ofmouth-marketing-ftc-advertising-law1579.pdf slide11-13
*3： http://www.ftc.gov/os/2009/10/091005endorsementguide
sfnnotice.pdf
*4： h t t p : / / w w w . r e u t e r s . c o m / a r t i c l e / p r e s s R e l e a s e /
idUS159784+05-Mar-2009+PRN20090305
*5： http://www.womlabo.com/concept.php?cmsdsessionid=93
27dfa6e89c048b72fc60dfa785af80
*6： http://kellerfay.com/?page̲id=14
*7： Consumer Generated Contents 消費者がつくる、ネットで公
開された企業や他の消費者が制作した表現のパロディ版、ある
いはニコニコ動画などで表現を加工してできあがるコンテンツ・
表現を指す。
*8： 日本 広 報 学 会 CGMC研 究 会；吉田賢＋大 沼 伯 史 取 材；Ed
Keller；08年７月1日；University of Pennsylvania Club, NY,
NY
*9： p.4 word of mouth, the medium in which Influentials, is
increasingly appreciated as an important channel of
communication for both public discourse and market place ,
The Inﬂuentials by Ed Keller, THE FREE PRESS. 2003
*10：WOMlabo吉田賢取材；株式会社カヤック代表取締役 ／ 柳澤
大輔氏；09年 10月5日；株式会社カヤック自由が丘支社
*11：WOMlabo；吉田賢＋中島正之取材；Ed Keller；08年８月4日；
University of Pennsylvania Club, NY, NY；
「米国で担い手
とされるのは、ネットを主戦場にブランドを創るクリスピン・ポーター
+ ボガスキー、R/GBのような新興代理店。
それに、経営刷新に
成功したBBDOのような大手代理店だ。彼等はインタラクティブ・
エージェンシーと呼ばれる」
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