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磯野 誠 Makoto Isono 

 
デザイナーが学びたいマーケターの思考 

 

１．はじめに 

1-1 マーケティングはデザインとどう異なるのか 

デザイナーが抱くマーケティングに関わるニーズ 

・開発実務でよくマーケターと関わることがあるが、彼らと対立することがたびたびある。なぜなのか？マ

ーケターが考えていることは？ 

・開発実務においてマーケターとは直接的には関わらないもの、彼らが開発において似たようなことをやっ

ていることは知っている。マーケティングの断片的なことは知っているが、全体的にはよく分かっていな

い。マーケティングはデザインとどう似ていて、異なっているのか？ 

・より良いデザインのために、マーケティングの知識を活用できるのだろうか？できるとしたらどの点か？ 

 

1-2 マーケティングがデザインと異なる点 

①開発目的 

マーケティングは経営成果；デザインは人（顧客） 

②顧客ニーズの捉え方 

マーケティングは顕在・潜在ニーズ志向；デザインは潜在ニーズ志向 

マーケティングはインタビュー志向；デザインは観察志向 

③アイデア開発の捉え方 

マーケティングはアイデア開発結果；デザインはアイデア開発行為 

④人の捉え方 

マーケティングは顧客・消費者；デザインはユーザー 

  

２．マーケティングの考え方 

2−1 マーケティング、ブランド、商品、サービス：  

・ブランドと商品・サービス 

ブランド：①商品・サービスを指し示す記号（名前、マークなど）、②記号に伴う意味（あるいはイメー

ジ）、③意味に対するロイヤルティ 

ブランディング：顧客のニーズを満たすもの（便益）は、モノやサービスそのものではなく、それらに伴う

意味（あるいはイメージ）にこそあるとの見方のもとで（消費文化論）、商品やサービスに伴う意味（ある

いはイメージ）を創り、管理しようとする考え方にもとづく実践。 

マーケティングがデザインと異なる点：マーケティングは人を顧客・消費者と捉える 

  

2−2 マーケティングプロセス：  

・ブランディングプロセスと新商品・サービス開発プロセス 

 

図 ブランディングプロセス 

  

 

 

 

 

 

 

図 新商品・サービス開発プロセス 

 

 ここで各記号は、次を表します。 

 

 

 

 

 

  

２ マーケティングの考え⽅
２−２ マーケティングプロセス

ブランディングプロセスと商品・サービス開発プロセス
ブランドの役割：商品群の統⼀的な世界観を伝える
商品・サービスの役割：ブランドが伝える世界観を具体的・個別に体験させる
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2-3 S, RE:目標設定、資源環境分析、市場機会特定 

・戦略目標設定 

何のために、何を目指して、この開発プロジェクトにおいて新商品、新サービス、新ブランドを開発するの

か明示し、設定。 

・資源環境分析 

資源分析：自社が持ち、自社がコントロールできるような資源を整理する。 

環境分析：自社を取り巻き、自社が影響を受けるものを整理する。 

市場機会特定：自社資源と自社を取り巻く環境を分析した上で、その資源、環境のもとで、どのような市場

を創ることができそうかのあたりをつける。 

マーケティングがデザインと異なる点：マーケティングは経営成果を目的とする 

 

2−4 ST: 顧客理解／ニーズ設定 

・STP(Segmentation, Targeting, Positioning) 

セグメンテーション：その市場を構成したり関わると考えられる顧客層を、彼らのニーズの違いによりいく

つか（のセグメント）に分ける。 

ターゲティング：その分けられた顧客層・ニーズのうち、どれをターゲットとするかを決める。 

ポジショニング：ターゲット顧客層のニーズを満たすような便益を、競合との差別化を図りつつ設定する。 

セグメンテーションの代表的な分類軸： 

・・属性分類：顧客の属性で区別 ex. 性別、年齢、職業、居住地、所得、家族構成など 

・・心理分類：顧客の心理的傾向で区別 ex. 価値観、性格、楽観的・悲観的、リスク回避傾向、新しもの

好き、集団主義・個人主義など 

・・行動分類：顧客の行動や習慣で区別 ex. 朝食の種類、通勤手段、朝型・夜型、外出型・室内型など 

・・ライフスタイル分類：顧客のライフスタイル（属性、心理傾向、行動のセット）で区別 

 ターゲティングの際、すなわちどのセグメントを対象とするのかを決める際には、自社が持つ資源を十分

に活用でき、自社を取り巻く環境、特に競合に対して十分に対応できるか否か、そしてそのセグメントの顧

客を対象とすることで、設定した戦略目標を達成できそうかを検討する。 

マーケティングがデザインと異なる点：マーケティングは経営成果志向 

・顧客ニーズ 

・・機能的ニーズ／情緒的ニーズ： 

 機能的ニーズあるいは功利的ニーズ：機能的なものに対するニーズ、 

 ex. 速いのが欲しい、軽いのが欲しい、使いやすいのが欲しい、近いのがいい、安全なのがいい 

 情緒的ニーズあるいは感情的ニーズ：感情的なものに対するニーズ、 

 ex. かわいいのがいい、かっこいいのがいい、クールなのがいい、爽やかさが欲しい 

・・生理／安全／愛情／承認／自己実現ニーズ： 

 生理ニーズ：顧客の生理的現象に関わるニーズ、ex. 喉の渇きを癒したい、寝たい 

 安全ニーズ：顧客の心理的・物理的安全性に関わるもの、ex. 安全なところにいたい、明るいのがいい 

 愛情ニーズ：顧客の他者との愛情的関係に関わるもの、ex. 家族と一緒にいたい、友だちが欲しい 

 承認ニーズ：顧客の自身の他者からの承認に関わるもの、ex. 認められたい、フォロワーが欲しい 

 自己実現ニーズ：顧客の自己実現に関わるもの、ex. こんな自分になりたい、あんな人のようになりたい 

・・顕在ニーズ／潜在ニーズ： 

 顕在ニーズ：顧客が自覚し表現できるようなニーズ、 

 潜在ニーズ：顧客が自覚していないあるいは明確には表現できないようなニーズ 

・顧客ニーズの理解方法 

・・定性調査：顧客に関しての定性的なデータ、例えば顧客の意見や考え、行動の内容、質を扱う。 

 ex. インタビュー調査や観察、口コミの内容分析など 

定性調査によって、顧客からの意見や考え、行動の背景を理解、推測することで、彼らのニーズについての

仮説を導くことができる。 

・・定量調査：顧客に関しての定量的なデータ、例えば顧客の意見や考え、行動の頻度、数、量を扱う。  

 ex. アンケート調査や POS データを用いた購買履歴調査など 

定量調査によって、定性調査で導かれたニーズについての仮説の妥当性を検証することができる。 

マーケティングがデザインと異なる点１：マーケティングは顕在・潜在ニーズ志向 

マーケティングがデザインと異なる点２：マーケティングはインタビュー志向 

 

2-5 C/BP: コンセプト／ブランドプロミス設定 

・アイデア開発 

アイデアの源：開発者自らによる場合 vs. 開発者・企業の外のものによる場合 
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開発者以外による方法例：オープンイノベーションモデル、リードユーザー 

開発者自らによる方法例：ブレインストーミングなど限定的 

マーケティングがデザインと異なる点：マーケティングはアイデア開発成果 

・コンセプト設定 

コンセプト：誰のどのようなニーズに、どのようにして（便益）対応するのか、どのようにして入手できる

のかを定めたもの コンセプトシート：①ニーズ喚起 ②便益 ③形態・入手方法 

・ブランドプロミス設定 

ブランドプロミス：そのブランドが提供しようとする、顧客にとって便益となる意味、あるいはイメージで

あり、それは特に、その顧客にとっての憧れとなるようなものであったり、自己実現につながるようなもの 

マーケティングがデザインと異なる点１：マーケティングは経営成果志向 

マーケティングがデザインと異なる点２：マーケティングは人を顧客・消費者と捉える 

・コンセプト評価 

 コンセプトシートを対象とした定性調査および定量調査によって、コンセプトの顧客にとっての魅力性を

検討する。商品、サービスが、顧客にとってどれほど買いたいものであるか（購買意図）、それはなぜゆえ

か（各便益要素に対する評価）、なぜ（どのような人が）そのような評価をしたのか（調査対象者の属性）

を明らかにする。コンセプ評価項目例： 

（要因１）便益：便益要素 A、B、C、D、E （要因２）顧客属性：属性 a、b、c 

（結果）購買意図：好き、買いたい  

マーケティングがデザインと異なる点：マーケティングはアイデア開発成果 

 

2-6 MM/TP: マーケティングミックス・タッチポイント 

・マーケティングミックス開発： 

 マーケティングミックス（4P）：製品(Product)、価格(Price)、プロモーション(Promotion)、流通

(Place)の４活動からなるもの。その４つの活動を統合的に（ばらばらではなく）組み合わせる。  

・タッチポイント開発： 

タッチポイント：ターゲットとなる顧客とブランド、商品、サービスとの接点（タッチポイント）に注目

し、それら各タッチポイントを計画、管理するもの。主なタッチポイント（TP）は、購買前TP、購買時

TP、消費時 TP、消費後 TP。デザインは、各 TPの具現化に深く関与する。 

・・購買前 TP：デザインは、各種プロモーションメディアのデザイン 

・・購買時 TP：デザインは、店頭、製品パッケージ、自社サイトなどのデザイン 

・・消費時 TP：デザインは、製品やアプリなどのデザイン 

・・消費後 TP：デザインは、替ブレード、イベントなどのデザイン 

マーケティングがデザインと異なる点：マーケティングは経営成果を目的とする 

 

2-7 C：評価・管理 

 市場に投入したブランド、商品、サービスが、実際に意図通りに成果を上げているかを調べ、課題を明ら

かにし、次のマーケティング活動に活かす。具体的な評価項目： 

・戦略目標の達成程度 

・購入前 TP：ターゲットとなる顧客の、ブランド、商品、サービスの認知度、理解度 

・購入時 TP：ターゲットとなる顧客の、ブランド、商品、サービスの理解度、購買意図、属性評価 

・消費時 TP：ターゲットとなる顧客の、ブランド、商品、サービスの理解度、満足度、属性評価 

・消費後 TP：ターゲットとなる顧客の、ブランド、商品、サービスの再購買意図、推奨意図 

マーケティングがデザインと異なる点１：マーケティングは経営成果を目的とする 

マーケティングがデザインと異なる点２：マーケティングは人を顧客・消費者と捉える 

 

３ マーケティングの考え方のデザインへの応用 

①開発目的の異なり： 

→提案：マーケティングの見方を知っておきたい  

②顧客ニーズの捉え方の異なり：  

→提案：顧客の声を聞きつつ、自身の開発行為に対するモティベーションを維持する方法を探りたい 

③アイデア開発の捉え方の異なり： 

→提案：アイデア開発の際には、自らによるだけでなく、外部からのものも積極的に参照したり、応用した

り、自らによるものと組み合わせてみたりして、貪欲に情報を集めたり、アイデアを探索したい。 

→提案：デザインはアイデア開発の行為を担い、責任をもつことを再確認したい（他の行為よりも） 

④人の捉え方の異なり： 

→提案：顧客理解／ニーズ、ブランド／コンセプト、タッチポイントの考え方をより積極的に取り入れたい  
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