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00 本講座を受講する前に

001

「テキスト」と「First Cross」をダウンロードしてください
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講義 01

講義 02

講義 03

講義 04

講義 05

マーケティング・リサーチの役割

定量調査と定性調査

マーケティングプロセスに対応するマーケティングリサーチ

調査企画を立てる

マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント
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講師の紹介

アクティブ10 プロのプロセス [総合中学・高等学校]｜NHK for School
若者はなぜモノを買わないのか

「シミュレーション消費」という落とし穴｜青春出版社

株式会社クロス・マーケティンググループ マーケティング本部
プランニングディレクター 堀 好伸

生活者のインサイトを得るための共創コミュニティのデザイン・運営を主たる領域とする生活者と企業を結ぶ
ファシリテーターとして活動。生活者からのインサイトを活用したアイディエーションを行い様々な企業の戦略
マーケティング業務に携わる。「若者」や「シミュレーション消費」を主なテーマに社内外でセミナー講演の他、
TV、新聞などメディアでも解説する。

「ゆとり」だから、「草食系」だから、「さとってい
る」から、彼らには欲がない。
だから買わない。
多くの人はそう思い込んでいる。しかし、そこに大きな
誤解がある。
実は、若者は消費しているのだ。
といっても、「買う」に至るまでの消費スタイルは、今
までの「若者」像とは大きく異なる。
だから、昔と変わらない方法で売っていても、若者は市
場に現れない。
では、彼らの新しい消費スタイルとは何か。



01 マーケティング・リサーチの役割
その調査はなんのための調査ですか？

マーケティング・リサーチでできること
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マーケティング・リサーチ

日常の業務で
マーケティング・リサーチは
何のためにやっているのか？
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？

マーケティング・リサーチで
何が分かるのか？

大きく3つのことを知ることができる
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？

①市場の
②消費者の
③消費者の

事実
考え
反応
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？ ①市場の 事実

・相手にしている市場の大きさは？
それは将来どうなりそうなのか？

・市場における自社商品のシェアはどれくらいか？
競合との間でのポジションは？

・どんな消費者がどのように
自社商品を買ったり使ったりしているのか？

※ 『課題解決！マーケティング・リサーチ入門』田中洋/リサーチ・ナレッジ研究会 を元に編集

①市場の「事実」を把握する
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？ ①市場の 事実

・相手にしている市場の大きさは？
それは将来どうなりそうなのか？

・市場における自社商品のシェアはどれくらいか？
競合との間でのポジションは？

・どんな消費者がどのように
自社商品を買ったり使ったりしているのか？

※ 『課題解決！マーケティング・リサーチ入門』田中洋/リサーチ・ナレッジ研究会 を元に編集

事実を踏まえて
マーケティング戦略を
議論するための

共通のベースを作る

①市場の「事実」を把握する
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？ ②消費者の 考え
②消費者の「考え」を聞く

・消費者が自社や競合の商品をどう考えているのか
…態度（好き/嫌い）、イメージは？
…購入意向は？

・どういう消費者が、自社の商品をどういう点で
評価してくれているのか
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？ ②消費者の 考え
②消費者の「考え」を聞く

・消費者が自社や競合の商品をどう考えているのか
…態度（好き/嫌い）、イメージは？
…購入意向は？

・どういう消費者が、自社の商品をどういう点で
評価してくれているのか

消費者の頭の中
（考え方や意見）を
知った上で

マーケティング戦略を立案する
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？ ③消費者の 反応
③消費者の「反応」を知る

・企業が提示した情報（アクション案）に対して
消費者はどのように反応してくれるのか？
…態度（好き/嫌い）、イメージ、評価は？
…購入意向は喚起されたか？

・生活の場で使ってみて初めてわかったことは？

具体的なマーケティング・アクションは正しいのか？
修正すべき点はどこにあるのか？
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？ ③消費者の 反応
③消費者の「反応」を知る

・企業が提示した情報（アクション案）に対して
消費者はどのように反応してくれるのか？
…態度（好き/嫌い）、イメージ、評価は？
…購入意向は喚起されたか？

・生活の場で使ってみて初めてわかったことは？

具体的なマーケティング・アクションは正しいのか？
修正すべき点はどこにあるのか？

マーケティング活動の
リスク↓
＆

成功確率↑
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？

マーケティング･リサーチの結果をそのまま鵜呑みにして意思決定することが
カスタマーオリエンテッドなのではない

“カスタマーオリエンテッド（顧客志向）で注意しなければならないのは、
カスタマーがYES と言わないと先に進まない状況に陥ることです。
それを「定量調査が悪さをする」と言っていますが、
予め選択肢を提示して答えさせる定量調査では、右か左か、どっちが多いか、
どっちが好まれるかがスコアとして明確に出てしまう。
しかし、カスタマーがAを好んでいるからと言って、
Aを商品化すべきだという意思決定をするべきではないのです。”

日産自動車執行役員 市場情報室長 星野朝子氏（記事掲載時の役職です）

読売ADレポート2007年9月マーケティングリサーチの今「カスタマーの声に耳を傾ける調査とは」 http://adv.yomiuri.co.jp/ojo_archive/02number/200709/09toku1.html
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？

マーケティング･リサーチの結果を
そのまま鵜呑みにして意思決定する

マーケターが考えずに
顧客に判断をゆだねてしまうということ
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？

マーケティング･リサーチの結果

マーケティング・リサーチでわかることとは

現状の市場で何が起きているのか、
今の時点で消費者は何を考えているのか

リサーチの結果を解釈して、
考えた上で意思決定をするのがマーケターの仕事
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マーケティング・リサーチで何が分かるのか？

リサーチの結果を解釈して、
考えた上で意思決定をするのがマーケターの仕事

調査結果は結論ではなく未来の出発点



02 定量調査と定性調査
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定量調査と定性調査

定量調査 定性調査

“量的”な検証 “質的”な探索

数字(％、件)＋言葉 言葉＋表情・しぐさ⇒映像(動き)

調査結果が母集団で
どの程度の割合に当てはまるか

発言の裏にある
意識・価値観を探る

主目的

得られる
情報

結果の
解釈



定量調査と定性調査の重要なポイント

定量調査 定性調査

①母集団の特定、
サンプルの代表性

②調査票

③調査方法

①対象者の選定

②情報を引き出す技術

③分析力（洞察力）
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定量調査 定性調査
数値、％、シェア、率

現状の大枠を把握する
傾向を掴む

原因のあたりをつける
少数意見は切り捨てる

言葉、テキスト、画像

背景や原因を把握する
直感や発想につなげる

たった一つの意見も重要になる

現状把握 原因把握

仮説構築仮説検証

定量調査と定性調査の活用方法



定量調査と定性調査の手法

定量調査 定性調査

価格と性能は同じなのに、なぜ、Ａブランド（⾃社）は
競合Ｂブランドにシェアで負けているのか

Ｑ１. あなたはＡ、Ｂのどちらが好きですか？

１．Ａが好き
２．Ｂが好き
３．Ａ、Ｂ両方好き
４．どちらも嫌い

ＡとＢとどちらが好きですか？

いつ頃から好きですか？

どんなところが好きですか？



定量調査と定性調査の手法

定量調査 定性調査

価格と性能は同じなのに、なぜ、Ａブランド（⾃社）は
競合Ｂブランドにシェアで負けているのか

Ｑ２. （Ｑ１で 「1. Ａが好き」と答えた人だけ）

以下のいくつかの項目で
好きの程度を５段階でお答えください。

Ａのデザイン

Ａのネーミング

Ａの味覚

やや嫌い
２

嫌い
１

大好き
５

やや好き
４

ふつう
３

やや嫌い
２

嫌い
１

大好き
５

やや好き
４

ふつう
３

やや嫌い
２

嫌い
１

大好き
５

やや好き
４

ふつう
３

デザインは好きですか？

そのデザインのどの部分が好きですか？
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定量調査 定性調査

手法から分けた調査の種類

郵送調査

訪問調査（⾯接/留置）

街頭調査

電話調査

会場（集合）調査

インターネット調査（WEB） グループインタビュー （GI）

デプスインタビュー （DI）

ホームビジット （HV）

⾏動観察調査

ヒアリング調査

ＭＲＯＣ
（Market Research Online Community）



定性調査
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手法から分けた調査の種類

オンラインでのグループインタビューに対応

https://www.cross-m.co.jp/online_solution/

全国の対象者を獲得可能

複数拠点からのインタビューモニタリング可能

実際の生活に近い環境で実査可能



03 マーケティングプロセスに対応するマーケティングリサーチ
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0026

市場機会の
発見

マーケティング プロセスに対応するマーケティング リサーチ

市場機会の
発見

市場機会の
発見

市場機会の
発見

アイデア
創出

戦略策定
（STP）

マーケティング
戦略

ライフサイクル
管理

「First Cross」5つのステップ 18のソリューション
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競合が真似できない市場を探す
環境分析、生活者理解、未来を描く

生活者の意識・実態の基礎データとして生活者理解調査01

カスタマージャーニー分析02 顧客の情報接点と行動をジャーニーマップで視覚化し、
機会発見をしやすくします

商品の利用実態・意識を把握し、脱落要因やリピート
促進要因を明らかにしますU＆A調査 使用実態や意識調査03

ベンチマーク（定点）調査04 商品の評価を定期的に観測。施策効果や、競合競争力
の変化有無をチェックします

市場機会の
発見

マーケティング プロセスに対応するマーケティング リサーチ

0014

どこを狙えば優位に立てるか
セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングで考える

ユーザ調査から、売上を支える顧客像、スイッチ促進・
売上アップ策を見いだします自社・競合実態把握調査07

生活者意識行動把握調査08
生活者の行動・意識パターンから、市場を分類し（S）、
ターゲットを決め（Ｔ）、優位なポジショニングを見
つけます（P）

刺さる・売れるためのアイデアを作る
生活者視点でのニーズや経験を基に、商品特長や売り
方を整理し、アイデアの創出を目指しますアイディエーション05

アイデアスクリーニング06 社内新商品アイデア群を、生活者視点で絞り込みますアイデア
創出

戦略策定
（STP）
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どこを狙えば優位に立てるか
セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングで考える

ユーザ調査から、売上を支える顧客像、スイッチ促進・
売上アップ策を見いだします自社・競合実態把握調査07

生活者意識行動把握調査08
生活者の行動・意識パターンから、市場を分類し（S）、
ターゲットを決め（Ｔ）、優位なポジショニングを見
つけます（P）

刺さる・売れるためのアイデアを作る
生活者視点でのニーズや経験を基に、商品特長や売り
方を整理し、アイデアの創出を目指しますアイディエーション05

アイデアスクリーニング06 社内新商品アイデア群を、生活者視点で絞り込みますアイデア
創出

戦略策定
（STP）
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マーケティング
戦略

売れる仕掛けを考える
製品Product、価格Price、流通Place、プロモーションPromotion選定

コンセプトが、どんな人にどう響くかを見極めます
／ブラッシュアップしますコンセプト受容性調査09

デザイン評価調査10 最も訴求効果があるデザイン＆コピーを知り、パッ
ケージや広告に活用。リニューアルにも有効です

実際に試してもらい、市場に出す前のネガティブチ
ェック。競合との優劣も確認します試作品受容性調査11

価格受容性調査12 商品の適正価格をロジカルに算出。スペック変更の
シェアシミュレーションも可能です

016

上市後、長期成長を実現
達成度測定、ブランド力強化、時代に合わせて変化

当初の目標が達成できているかを計測（シェア/誰
がどう評価し購入しているか）します

新商品・サービス
初期購入者調査13

ブランド認知・利用実態
把握調査14 ブランド力を測定し（浸透度・満足度・イメージ・

ロイヤルティ）ブランドを育てます

広告・プロモーションの効果を測定しますコミュニケーション
効果測定調査15

顧客満足度調査16 現状評価から、満足度を高めるための要素を抽出
し、優先度をつけます

従業員定着の改善策を洗い出す／店舗・業態別に
業績との関係を分析します従業員満足度調査17

店頭（売場）評価18 売場での購買パターンと心理を分析し、売上増の
要素を抽出します。バイヤー営業資料にも

ライフサイクル
管理



0027

競合が真似できない市場を探す
環境分析、生活者理解、未来を描く

生活者の意識・実態の基礎データとして生活者理解調査01

カスタマージャーニー分析02 顧客の情報接点と行動をジャーニーマップで視覚化し、
機会発見をしやすくします

商品の利用実態・意識を把握し、脱落要因やリピート
促進要因を明らかにしますU＆A調査 使用実態や意識調査03

ベンチマーク（定点）調査04 商品の評価を定期的に観測。施策効果や、競合競争力
の変化有無をチェックします

市場機会の
発見

マーケティング プロセスに対応するマーケティング リサーチ



0028

どこを狙えば優位に立てるか
セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングで考える

ユーザ調査から、売上を支える顧客像、スイッチ促進・
売上アップ策を見いだします自社・競合実態把握調査07

生活者意識行動把握調査08
生活者の行動・意識パターンから、市場を分類し（S）、
ターゲットを決め（Ｔ）、優位なポジショニングを見
つけます（P）

刺さる・売れるためのアイデアを作る
生活者視点でのニーズや経験を基に、商品特長や売り
方を整理し、アイデアの創出を目指しますアイディエーション05

アイデアスクリーニング06 社内新商品アイデア群を、生活者視点で絞り込みますアイデア
創出

戦略策定
（STP）
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マーケティング
戦略

売れる仕掛けを考える
製品Product、価格Price、流通Place、プロモーションPromotion選定

コンセプトが、どんな人にどう響くかを見極めます
／ブラッシュアップしますコンセプト受容性調査09

デザイン評価調査10 最も訴求効果があるデザイン＆コピーを知り、パッ
ケージや広告に活用。リニューアルにも有効です

実際に試してもらい、市場に出す前のネガティブチ
ェック。競合との優劣も確認します試作品受容性調査11

価格受容性調査12 商品の適正価格をロジカルに算出。スペック変更の
シェアシミュレーションも可能です
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上市後、長期成長を実現
達成度測定、ブランド力強化、時代に合わせて変化

当初の目標が達成できているかを計測（シェア/誰
がどう評価し購入しているか）します

新商品・サービス
初期購入者調査13

ブランド認知・利用実態
把握調査14 ブランド力を測定し（浸透度・満足度・イメージ・

ロイヤルティ）ブランドを育てます

広告・プロモーションの効果を測定しますコミュニケーション
効果測定調査15

顧客満足度調査16 現状評価から、満足度を高めるための要素を抽出
し、優先度をつけます

従業員定着の改善策を洗い出す／店舗・業態別に
業績との関係を分析します従業員満足度調査17

店頭（売場）評価18 売場での購買パターンと心理を分析し、売上増の
要素を抽出します。バイヤー営業資料にも

ライフサイクル
管理
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04 課題の整理と仮説構築
マーケティング・リサーチの実施に向けて大切なこと

032

マーケティング課題
は明確だが、リサー
チ課題には落とし込
めていない段階でも
ＯＫ！

リサーチ課題は明確
だが、調査設計はま
だできていない段階
でもＯＫ！

調査設計はできてい
るが、具体的な調査
票はまだ作れていな
い段階でもＯＫ！

調査票はできている
が、実査に入る前に
プロのリサーチャー
にチェックしてもら
いたい段階でもＯＫ
！

調査票が完成していて、
あとは実査を行うだけ、
という段階でもＯＫ！

調査票調査設計リサーチ
課題

マーケ
ティング
課題



04 調査企画を立てる
マーケティング・リサーチの実施に向けて大切なこと

033

マーケティング課題
は明確だが、リサー
チ課題には落とし込
めていない段階でも
ＯＫ！

リサーチ課題は明確
だが、調査設計はま
だできていない段階
でもＯＫ！

調査設計はできてい
るが、具体的な調査
票はまだ作れていな
い段階でもＯＫ！

調査票はできている
が、実査に入る前に
プロのリサーチャー
にチェックしてもら
いたい段階でもＯＫ
！

調査票が完成していて、
あとは実査を行うだけ、
という段階でもＯＫ！

調査票調査設計リサーチ
課題

マーケ
ティング
課題
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調査企画を立てる

調査企画にあたって整理しておくべきこと

①「背景の整理」

②「マーケティング目標」

③「調査目的」
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調査企画を立てる

事前準備① 「背景の整理」

・マーケットを捉える背景情報
…生活者の一般動向、業界全体や競合の動向、流通の動向 など

・企業の活動背景
…これまで何をしてきて何が明らかになっているのか、

開発のどの段階にいるのか など

↓  それらを踏まえて…

・今、何が課題なのか、
どんな問題意識を感じているのか・何が悩みどころなのか

- 競争が激しくなり、⾃社商品Xのシェアが激減
- 増税の影響でますます価格にシビアになりそう
- 60代と70代で悩みが違いそうなので、同じ商品では対応できないのでは

（例）
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事前準備② 「マーケティング目標」

・現状把握から見えてきた課題をクリアするための
マーケティング目標

・(社内の)誰が、何をするための調査なのか
…具体的な調査結果の活用イメージ、その後のステップ

-競合からシェアを奪いたい
-主⼒商品Xのリニューアルをしたい
-新たなブランドで既存マーケットに新規参⼊したい
-画期的技術を活かして全く新しい市場を創造したい

（例）

↓  それを踏まえて…

-開発部が新商品を開発するために、マーケ部門を説得したい
-広告宣伝部が既存品の広告戦略を強化するために、商品の将来性を確認したい

（例）

調査企画を立てる



事前準備③ 「リサーチ目的」

・マーケティング目標に向けて活動するために、
この調査で明らかにする課題は何か？
この調査で結論を出すべきことは何か?

調査企画を立てる
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「商品Xのリニューアルコンセプトについて消費者の受容性を確認し、
あわせて、今後の開発過程に役立つ情報を得る」

（例）

・明らかにしたい課題は様々にあるはずだが、
この調査での優先順位を付けることが重要
→「開発のどの段階にあるのか」により優先すべき課題は変わる

※ 「マーケティングリサーチの寺子屋」鈴木敦詞氏インタビュー を元に編集 http://www.research-clinic.com/iv_suzuki_br_01/

このコンセプトで開発プロセスに突入するか
差し戻すかを、この調査で結論付ける

色々なアイデアの中から
有望な方向性を見出す

どちら

?

調査企画を立てる
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調査企画にあたって整理しておくべきこと

① 調査の背景

② マーケティング目標

③ リサーチ目的

④ リサーチ課題
そのために何がわかればいいの？

ここでやる/決めるべきことは何？

誰が、何をしようとしているの？

現在の状況は？ 問題意識は？ 悩みは？

マーケティング活動を行う主体である
企業さまで

整理しておくべきこと
きちんと整理できてなくても、

共有は必須

①～③が共有されれば
④はリサーチ会社も
お手伝いできます

調査企画を立てる



040

オリエンテーションは調査会社に対して、調査の目的やターゲット、
予算などを伝える最初の場です。

ここで必要な情報を分かりやすく、的確に伝えることで、
調査会社とゴールを共有でき、
目的を達成するマーケティング活動につながります。
しかし現状では、多くの企業においてオリエンテーションのノウハウが社内で確立さ
れていません。
そのため、場当たり的なオリエンテーションが行われ、結果的に調査会社からも的外
れな提案が挙がってくることになり、余計な手間と時間が掛かってしまっています。

的確なオリエンテーションによる調査会社とのゴールの共有が、
目的を達成するマーケティング活動につながる

調査企画を立てる
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課題の整理と仮説構築

④「リサーチ課題」を整理する

・具体的には何を調べればいいのか？
どんな視点で見ればいいのか？

・意思決定の指標は何か？
→「この時点での意思決定に繋がるか」が

質問の優先順位付けの基準に

③リサーチ目的

明らかに
すべき課題
結論を出す
べきこと

そのために…
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「商品Xのリニューアルコンセプトについて消費者の受容性を確認し、
あわせて、今後の開発過程に役立つ情報を得る」

（例）

※ 「マーケティングリサーチの寺子屋」鈴木敦詞氏インタビュー を元に編集 http://www.research-clinic.com/iv_suzuki_br_01/

調査企画を立てる

-「受容性の判断」のために…

-「開発に役立つ情報の取得」とは…

指標は「購入意向」とする

＜視点1：改善点の優先順位付け＞
X利用者の重視/満足要素の構造から、リニューアルに際して
「変えてはいけない要素」と「改善すべき要素の優先順位」を把握する

＜視点2：ターゲット層との整合性＞
受容層/非受容層のプロフィールの違いを○○○の面で確認する

何がわかれば
いいのか？



05 マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント
マーケティング・リサーチの実施に向けて大切なこと

043

マーケティング課題
は明確だが、リサー
チ課題には落とし込
めていない段階でも
ＯＫ！

リサーチ課題は明確
だが、調査設計はま
だできていない段階
でもＯＫ！

調査設計はできてい
るが、具体的な調査
票はまだ作れていない
段階でもＯＫ！

調査票はできている
が、実査に入る前に
プロのリサーチャー
にチェックしてもら
いたい段階でもＯＫ
！

調査票が完成していて、
あとは実査を行うだけ、
という段階でもＯＫ！

調査票調査設計リサーチ
課題

マーケ
ティング
課題
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

「調査設計」のポイント

幅広く把握 （最低限のエリア＆属性条件のみ設定）

絞り込んだターゲット層内で把握
目
的

誰に聴くのかを決める
定量調査：対象者の定義
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

①構成単位︓ 個⼈ or 集団（世帯／企業・団体）

②必要条件︓
・属性⾯ … 性別、年令＋未既婚、⼦供、職業有無 など
・テーマ⾯ … 特定商品・サービス利⽤有無

特定の⾏動の実施有無 など

③エリア条件︓ 例）⾸都40km圏内在住 など

誰がその集団を代表しているのか？
（回答者の指定）

「調査設計」のポイント 誰に聴くのかを決める
定量調査：対象者の定義
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

調査目的＆制約を総合的に判断して手法を選択「調査設計」のポイント

・調査対象者リスト(名簿)の有無
・調べたい内容とボリューム

→コントロールの必要性
→精度維持⽅法

・実施プロセス
→呈⽰物・製品使⽤の有無
→コントロール⽅法

・必要な標本数
→条件がある場合の想定出現率

・調査にかけられる時間的制約
→結果がいつまでに必要
→呈⽰物・製品等の準備時期

・調査予算

調
査
実
施

制
約

要
求
事
項

調
査
⼿
法
上

制
約

適
性

⼀
般
論

適
性

＋

予
算

期
限

考
慮

⼯
夫

加

最
適

⽅
法

検
討
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

仮説をしっかりと持つこと「調査項目」のポイント

どんな人たちがこの商品を使っているのだろう？
きっとこんなところが評価されているに違いない。
評価を分けているのは、こんな要素なのではないか？

…などなど、考えられうる仮説から調査項目を洗い出します



048

良い調査をするためには、仮説をもとに質問を作ることが重要
仮説とは、原因と結果の、２つの要素を含みます。

「SDGsに興味を持つ人は多い」

「若い人ほど、 SDGsに興味を持つ」

マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

「仮説」とは
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戦略仮説

現状仮説

マーケティング戦略を行う上で、中心になる2つの仮説

現状はこんな実態になっているのではないか？

こんな施策を実行すればよいのではないか？

マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント
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仮説の例 「シニアにインスタントコーヒを売りたい」

戦略仮説

現状仮説 現状はこんな実態になっているのではないか？

こんな施策を実行すればよいのではないか？

マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント
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仮説の例 「シニアにインスタントコーヒを売りたい」

戦略仮説

現状仮説 現状はこんな実態になっているのではないか？

こんな施策を実行すればよいのではないか？

・シニアは前よりコーヒーを飲むようになっているのではないか
・眠気覚ましとかでなく、カフェでの美味しさを家でゆったり楽しみたいと思っているのではないか
・インスタントコーヒーよりもレギュラーコーヒーの方が格段に味がよいと思っているのではないか
・レギュラーコーヒーは保存が難しく、高い割に挽きた時の香りが保てない悩みがあるのではないか

（例）

～

・製造後に即１杯ずつ密封したインスタントコーヒーの味香りの良さは、
家庭で保存しているレギュラーコーヒーに勝ることを伝えれば先入観が変わるのではないか

・1杯パックでも通常のレギュラーコーヒーより単価換算が安ければ割高感はなくなるのではないか

～

（例）

マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント
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作業仮説

調査仮説

マーケティングリサーチを行う上で、中心になる2つの仮説

きっとこんなことが起きていそう…
こんなことが原因じゃないかな…
こうすれば良いのでは…

どういうコトが関係/影響していそう？
何がわかれば確かめられる？

マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

調査項目
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

マーケティング⽬標

調査⽬的

（例）

・自社製品の売上げが落ちてきたので、回復する手を打ちたい

・自社製品の「売上げ低下の理由」を把握する

調査仮説

作業仮説

調査項⽬
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

調査⽬的 ・自社製品の「売上げ低下の理由」を把握する

調査仮説

作業仮説

調査項⽬

競合製品の登場で、
自社製品の
存在感が希薄に

a1)マインドシェアが低下
a2)使用率が低下
a3)魅力が低下

b1)ニーズギャップの拡大
b2)ユーザーイメージの

高齢化

競合と比較した
a1)純粋想起率／助成想起率
a2)使用経験＆現在使用銘柄
／今後使用意向

a3)現使用品の魅力度／推奨意向

b1)○○選定時重視点／
現使用品の満足点

b2)商品イメージ

製品の訴求ベネフィットが
陳腐化してイマドキの
若いユーザーと合わない

仮説a) 仮説b)
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

《参考》 一般的な消費者調査の項目例
⼤項⽬（テーマ） 質問項⽬の例

a) 認知状況 ・認知銘柄（純粋想起、助成想起）
・認知レベル

b) 使⽤経験 ・使⽤経験銘柄／最近○ヶ⽉間使⽤銘柄 …購⼊も同様

c) 使⽤状況 ・現使⽤銘柄
・使⽤量

・使⽤頻度
・使⽤⽬的

・使⽤/⾮使⽤の理由
・今後の使⽤意向

d) 購⼊状況
・購⼊銘柄
・購⼊量/頻度
・購⼊チャネル

・銘柄決定者
・銘柄選択／⾮選択の理由
・今後の購⼊意向

e) ブランド評価 ・全体評価（好嫌）とその理由
・ブランドに対する意識態度

・ブランドイメージ

f) コンセプト評価
・興味関⼼度
・トライアル意向
・コンセプト中の魅⼒点

・コンセプトイメージ
（⽬新しさ、信頼度、⾃分向け…）

g) 製品評価 ・全体評価(良い悪い)とその理由
・要素別評価

・コンセプト合致度
・購⼊意向

h) 広告評価
・広告認知有無
・広告認知内容（純粋想起、助成想起）
・広告の印象・イメージ
・広告に⼤佐売る評価（好嫌）

i) 意識態度 ･⽣活価値観
・○○に対する意識態度

・製品選択時重視点

j) 対象者属性 ・性別、年令
・未既婚、同居家族

・職業
・収⼊

・学歴
・住居形態
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

「質問順序」のポイント

① 論理的に ︓ ヒント/刺激なし → ヒント/刺激あり
（例︓純粋想起→助成想起、 ⾃由回答→選択肢から選択）

② 時間軸 ︓ 今までの経験 → 現在 → 未来
③ 答えやすさ︓ やさしい質問 → 考えて答える質問
④ テーマに対する優先度︓ テーマの核質問 → 補⾜的な質問
⑤ 思考回路 ︓ 関連ある質問はまとめる
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

「質問順序」の基本型

導⼊

補⾜的な背景情報
属性項⽬
（学歴、収⼊ 等）

テーマに関する
背景情報

テーマの
核質問 補⾜情報

ごく易しい
⼀般的質問

事実
⾏動 →
実態

意識
意⾒
理由

コンセプト呈⽰
デザイン呈⽰
テスト品使⽤ 等
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マーケティング・リサーチの実施に向けてのポイント

導⼊ テーマに関する
背景情報 テーマの核質問 補⾜

情報
事実
⾏動 →
実態

意識
意⾒
理由

コンセプト呈⽰
デザイン呈⽰
テスト品使⽤ 等

これらの項⽬は⼀般的な例であり、順番は「課題」から優先度を検討

デザイン評価 普段の⾏動や意識
フレッシュな素の反応を最優先

普段の⾏動･意識 コンセプト呈⽰
実態把握が主⽬的なら先

刺激

刺激

ついでにちょっとアイデアを聞いておこう…は後回し

普段の⾏動･意識1 コンセプト呈⽰
ボリュームの多さやバイアスを考えて分割

刺激
普段の⾏動･意識2



【株式会社リサーチ・アンド・ディベロプ
メント】マーケティングリサーチ企画設計
、実施及びコンサルテーション

国内マーケティングリサーチ

【株式会社クロス・マーケティング】マー
ケティングリサーチに関するサービスの提
供

【株式会社メディリード】ヘルスケア・メディ
カル領域のマーケティングリサーチ事業

【株式会社ショッパーズアイ】覆面調査によ
り消費者視点からサービス水準を評価

【エンバイロセルジャパン株式会社】顧客
行動分析と業務コンサルティング

【株式会社gr.a.m】海外新興国向けの各種
調査サービスを提供

関連会社

【株式会社リサーチパネル】アンケートパネルの管
理、リサーチに関するサービスの提供

関連会社

海外マーケティングリサーチ

【Kadence International Business Research
Pte. Ltd.】英国・米国・アジアに展開し、マーケテ
ィングリサーチ事業を行う企業グループ

【Markelytics Solutions India Private Limited】
欧米メインのクライアントを持つマーケティングリ
サーチ会社

【Medical World Panel Online Inc.】疾病ごとの
医療従事者・患者専用パネルの管理・運営

【Jupiter MR Solutions Co., Ltd.】タイ王国やそ
の他アジア地域を中心としたリサーチ事業




