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顧問

「インタラクティブ･マーケティ

ることは、 マーケティング目的

ョン の部分ということになるだ

ング」という言葉は、そのイニシ

を達成するためにインタラクテ

ろう。販売や流通は、コミュニケ

ャル IM が本誌のタイトルにも

ィブ・メディアをどのように位

ーションの結果なのだ。

組み込まれているように、今や情

置付けて使うか

報化時代のマーケティングの重要

ほかならない。そしてこれは、

ケーション

な側面を表す普遍的なキーワード

今日のマーケティング実践上の

まりにも広すぎるが、ここで言

になっている。とは言え、その概

重要課題である。その 方法論

念の解釈は一様ではなく、流通ま

を「メディア・フォーメーショ

「マーケティング・コミュニケー

でを含めた「トータル・システム」

ン」と名付け、全6回にわたって

ション」と呼ばれ、そのための

としてマクロにとらえられる場合

解説していきたい。

を語ることに

一般的な意味での

うコミュニケーションは特に、

メディア（使用）戦略 と （目
的）訴求技術

と、この言葉のニュアンスである

コミュニ

は、その概念があ

が、マーケティ

ング活動全体の中での重要な実

同時双方向・個別対応性 を持

―――――――――――――――

った「コミュニケーション・シス
テム」としてより狭義に規定され

マーケティングの核は
メディア戦略

る場合とがある。しかしいずれの

―――――――――――――――

メッセージを伝えるために、商品

場合も、 デジタルでオンライン

「マーケティング」とは今さら

を どんな位置付け で どんな

の非在来型メディア――すなわち

言うまでもなく、製品開発から始

表現 で訴えるのかというコミュ

「インタラクティブ・メディア」

まり、市場コミュニケーション、

ニケーションの「内容」のこと。

――が重要な役割を担う という

販売・流通に及ぶ全体的なビジネ

一方、 メディア戦略 とはそれ

点は共通している。

ス活動だが、その本質はと問われ

を、 どのようなメディア

践ノウハウとなる。
訴求技術 とは、対象市場に

で

従って、インタラクティブ・

れば、 販売・流通 の部分より

どんな使い方 をして行うのか

マーケティングについて言及す

もむしろ、 市場コミュニケーシ

というコミュニケーションの「方
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法」のことで、それについてはこ

た。その結果「IMC（Integrated

著者プロフィール

れまでも、数多くの戦略理論が提

Marketing Communication）
」という

唱されてきた。

戦略理論が提唱されるようになっ

1961年早稲田大学第一法学部卒業。

「マスマーケティング」
「データ

たのである。
「最大多数の市場・

日本リーダーズダイジェスト、マ

ベース・マーケティング」
「カタ

対象客に到達し、訴求インパクト

ッキャンエリクソン博報堂、第一

ログマーケティング」
「ダイレク

を最大化させるためには、広告の

トメールマーケティング」
「テレ

みならず、広報、セールスプロモ

て、2003年3月までテレマーケティ

マーケティング」
「インターネッ

ーション、ダイレクトマーケティ

ングジャパン国際ダイレクトマー

トマーケティング」
「ケータイマ

ングなどさまざまな市場接触チャ

ケティング研究所所長。現在は同

ーケティング」などはいずれも、

ネルの、コミュニケーション上の

マーケティング と言いながら、

戦略的役割を認め、これらを統合

――――――――――――――――

企画ラップ＆コリンズ、サーチ＆
サーチアドバタイジングなどを経

顧問でダイレクトマーケティング
戦略ラボ代表、法政大学経営学部
講師。ダイレクトマーケティング

メディアそのものや、その使い方

的に使用して、あらゆる角度から

の手法・戦略に基づくコミュニケ

市場にメッセージを発信する必要

ーション理論であり、結局そのこ

がある」――という考え方だ。し

とは、 マーケティング理論とは

かし時代背景がさらに変化するに

得した情報に基づいて 自社固有

ある面においてメディア戦略理

つれ、この理論も、追求目的にお

の顧客市場

論 にほかならなかったというこ

いて焦点がずれてくる。

とを示しているとも言える。事実、

目的が ブランド形成 にとど

関連の著作、寄稿、講演も数多い。

を形成し、それを

コンスタントな収益源 とする
――ということに、必然的に発想

企業はこれまで、市場に購買欲求

まり、メディアの機能が 単方向

転換・目的拡大せざるを得なくな

を発生させるためのブランドの認

で、コミュニケーションと販売・

ったのである。そして、そのため

知・確立というマーケティング目

流通との直接接点がなく、情報も

のメディア戦略も当然、在来とは

的追求のために、何よりもまず、

アナログ でしかなかった時代

メディアを通じてのコミュニケー

には、これで良かったのかもしれ

ション活動に莫大な費用を投下し

ない。しかし、今や情報の主流は

頭でも述べたように「インタラ

異なったものになってくる。
その

カギ

となるのは、冒

デジタル 化し、 顧客情報 を

クティブ・メディア」だ。念の

軸としてコミュニケーションと販

ためここで、その概念を確認し

―――――――――――――――

売が一貫性を持つ必要が生じてお

ておくと、
「情報を発信したその

今日における
マーケティング・
コミュニケーションの目的

り、 双方向 で インタラクテ

場で、即時対応的に受信情報を

ィブ な特性を持ったメディアで

取り込むことが可能な構造にな

なければ市場環境に対応できなく

っている（つまりそれ自体にレ

―――――――――――――――

なった。

スポンス･メカニズムが組み込ま

てきたのである。

かつて、マーケティング・コミ

つまり、今日の厳しい競争を余

れている）メディア」というこ

ュニケーションの目的は、マスメ

儀なくされる市場環境の中でのマ

とになる。具体的には「インタ

ディアによる「広告」というプロ

ーケティング・コミュニケーショ

ーネット」と「テレマーケティ

セスを通じて、ブランドのイメー

ンは、単に情報を発信してブラン

ング（注：コミュニケーショ

ジと認知を形成することだった

ド認知を図るだけでなく、それに

ン・メディアとしての

が、やがて市場実態の変化により、

対する レスポンス を発生させ、

ル化された電話の受発信システ

マスメディアだけでは十分に目的

同時に対象市場情報を獲得し、販

ム という意味で使用）
」を指す

を達成することができなくなっ

売を成立させるにとどまらず、獲

として、差し支えないと思う。
2003-11
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―――――――――――――――

有機的に連関させたメディアの

「特性・機能の異なる複数のメデ

使い方 とは、
「複数のメディア

ィアを、メッセージやイメージに

のそれぞれに、その特性に応じた

一貫性を持たせつつ、有機的に相

役割を持たせて、コミュニケーシ

関させるかたちで、 並行的・重

ョン・プロセスにおけるポジショ

層的 に、または 段階的・連係

ンを設定し、さまざまな位置関係

的 に使用し、マーケティングの

その収益化 という今日のマーケ

で相関的に使用すること」である。

目的（対象客情報の獲得とその収

ティング目的は、在来・非在来型

筆者はこのことを、
「メディア・

益化）を達成するための、統合コ

のどれか単一のメディアだけでも

フォーメーション」という言い方

追求可能だが、
「インターネット」

で表現しているわけだが、これは、

「在来・非在来の各メディアの中

や「テレマーケティング」などの

インタラクティブ で デジタ

でも、インターネットとテレマー

インタラクティブ・メディアなら

ル な「インターネット」および

ケティングというインタラクティ

ば、より容易に行える。しかし、

「テレマーケティング」というメ

ブなメディアが 軸 となる」と

前述のIMC理論を持ち出すまでも

ディアを最大限に活用すべきこの

なく、単一メディアで到達できる

時代のマーケティング・コミュニ

この メディア・フォーメーシ

市場とのコミュニケーションだけ

ケーションの実践において、きわ

ョン戦略 は、具体的には、①リ

でその目的を十分に達成できると

めて重要な 方法論 ではないか

ンク（またはジャンプ）
、②リー

は、誰も考えないだろう。到達で

と自認している。インターネット

ド＆コンバージョン、③フォロー

きる 市場の範囲 や 訴求イン

や電話は、それ自体単独で使用す

アップ、④サポートという4つの

パクト 、また 方向性 と 持

るだけでは、本来の機能・特性を

かたちに分類することができる

続性 には、それぞれのメディア

十二分に生かすことができず、む

が、その詳細をこれから、号を追

によって違いがあり、どれを選ん

しろほかのメディアと相関させて

って解説していくことにしたい。

でも、それだけでは最適・最大の

使用したときに、その真価を発揮

言うまでもないが、これらは、単

成果には結び付き難いからだ。

することになるからだ。

なる抽象的なメディア戦略理論で

基軸は
インタラクティブ・
メディア
―――――――――――――――
さて、 対象市場情報の獲得と

ミュニケーション戦略」であり、

言うことができる。

つまり、インタラクティブ・メ

はなく、情報化時代のマーケティ

用 という考え方が生まれるが、

ディアとは、
「ほかのメディアと

ングの成果を最適・最大化するた

それは単に、メディア広告費を複

の複合的マーケティング・コミュ

めの、実行可能かつ効果証明済み

数のメディアに按分して重層的に

ニケーション戦略で最適・最大の

のノウハウだ。

メッセージを伝達することにより

成果を上げるための 核 になる

集中的到達度を高めるための「メ

メディア」ということになる。

必然的に、 複数メディアの併

もちろん、各企業における現行
の事業・商品分野、対象市場、基
盤コミュニケーション・システム、

ディア･ミックス」とは異なる。
ここで言っている 複数メディア

―――――――――――――――

設定取引条件、また訴求スタイル

の併用 とは、メッセージを伝達

は異なるから、どの企業でも同じ

て対象市場情報を獲得し、さらに

「メディア・
フォーメーション」とは
何か

それを収益に結び付けるというス

―――――――――――――――

パターンを見つけ出すための基本

テージに到達するための、 有機

これまで述べてきたことを総括

的方法論であることは確かと言え

的に連関させた複数メディアの使

し、この「メディア・フォーメー

る。その点を留意しつつ、今後読

い方 のことである。

ション」の概念を定義付けると、

み進めていただければ幸いに思う。

した結果、それに対する反応とし
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答えが出るとは限らないが、とも
あれ試みて、自社にとって最適の
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情報化時代のマーケティングに
おける普遍的なキーワード、それ
は「インタラクティブ・マーケテ

―――――――――――――――

「リンク」とは何か
―――――――――――――――

顧問

インターネット用語としてのリ
ンク 、すなわち「インターネッ
ト・チャネルを通じて発信する文

本来「リンク（Link）」という

書の任意の場所に、それと関係付

マーケティング目的を達成する

言葉自体は、 つなぐ とか き

けたいほかの任意の文書・画像・

ためにインタラクティブ・メディ

ずな といった意味のごく一般的

音声などを呼び出す（別の言い方

アをどのように位置付けて使う

な動詞、あるいは名詞にすぎなか

をすればそこに 接続する ）た

か を語ることに行き着く。

った。それが、情報技術用語とし

めの情報（言語または画像）を埋

これは今日、マーケティングを

て、
「いくつかのプログラムやル

め込み、その文書を見て（読んで）

実践する上での重要課題と言え

ーティンを結び付けて、ひとつの

いるインターネット・ユーザーが

る。本連載では、その 方法論

プログラムにする」意味で用いら

その場所をクリックするだけで関

を「メディア・フォーメーション」

れるようになり、さらに、そのよ

係付けられた画面を表示させる

と名付けた。

うな技術を利用して「データを電

ィング」
。これを追求していくと、

仕組み 」のことである。

今回のテーマは「リンク」
。リ

子的に転送する際のチャネルまた

このような仕組みを含む文書の

ンクと言うと、他社のWebサイト

はメディア」を指すコミュニケー

ことを「ハイパーテキスト」と呼

から自社のWebサイトへ飛べる仕

ション用語として使われるように

ぶので、この仕組み自体を正式に

組みを想起するが、著者はこれを、

なってきた。

は「ハイパーリンク」と呼ぶこと
はすでに読者もご承知の通りだ

単にインターネット用語としてだ

だが何と言っても、この言葉が

けでなく、原義に帰ったより広い

ポピュラーになったのは、
「イン

が、本稿で論じている リンク

意味で、マーケティング・コミュ

ターネット」という通信チャネル

は、ハイパーリンクだけを意味し

ニケーション用語として使用して

が一般化して以来のことである。

ているのではない。

いる。詳しくは本文で。

いま リンク と言えば、普通は

筆者はここで、この リンク
2003-12
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ような各タイプのテイクオフ・メ

【図表】メディア･インフォメーション ――「リンク」

ディアと2つのランディング・メ
テイクオフ･メディア

ランディング･メディア

ディアとの連繋のあり方は上図の
ようになり、それぞれが、マーケ

Webサイト（他社）
9

2

eメール（自社）

ティング・コミュニケーションに

1

Webサイト（ホーム）

おけるメディア戦略上の独自の役

10

マス広告（TV／ラジオ／新聞／雑誌）

割を持つことになる。

3

4

6
7

―――――――――――――――

テレマーケティング

直接送付（ダイレクトメール／カタログ）

「Webサイト」への
リンク

8

5

ランダム配布（テイクワン／折込チラシ）

―――――――――――――――
図の①②③④⑤は、あるメディ
アからテイクオフして、2つのラ

という言葉を、単にインターネッ

であると考える。

ト用語としてだけでなく、原義に

ンディング・メディアの中の

そして出発点となるメディア

「Webサイト」にリンクするかた

帰ったもっと広い意味で、マーケ

（
「テイクオフ・メディア」と呼ぶ）

ティング・コミュニケーション用

にも、
「Webサイト」
「eメール」だ

ターネット用語での

語として使っている。すなわち

けでなく、在来型の「マス広告メ

つまり「ハイパーリンク」に当た

ちだが、そのうち①と②は、イン
リンク 、

リンク という概念を、
「マーケ

ディア（テレビ、ラジオ、新聞、

る。①は、自社のマーケティング

ティングのある最終目的に到達す

雑誌）」や「直接送付メディア

目的達成の機会拡大のため、他社

るためのコミュニケーションの

（ダイレクトメール、カタログな

のWebサイトとネットワークを形

出発点 として使用するメディ

ど）
」および「ランダム配布メデ

成し、そこへのビジターを自社の

ア（インターネット用語的に言え

ィア（テイクワン、折込チラシな

Webサイトにジャンプさせて着地

ば リンクを埋め込む メディア）

ど）
」を含める。

させようとするリンクの仕方だ。

と、 帰着点 として使用するメ

マーケティングの目的とは、

ジャンプの踏切点となる他社のサ

ディア（同じく 接続先 のメデ

前回にも述べたように

対象客

イト（テイクオフ・サイト）の文

ィア）との 連繋 のかたち」と

情報の獲得とその収益化 、すな

書には、
「バナー広告」というか

とらえるのだ。

わち当座的には「受注・販売」

たちで、または「URLそのほかの

であり、長期的には「満足と関

文字やアイコン」としてリンクの

係の形成」だ。

ための情報を埋め込み、着地点と

連繋のチャネルとしては、
「イ
ンターネット」だけでなく「電話」
も、役割において共通するものと
位置付ける。従ってそれらのチャ

このような意味において リン
ク

という概念を規定すると、

ネルを通じたコミュニケーション

「マーケティングの目的達成のた

の帰着点となるメディア（
「ラン

めに、ひとつの次元のメディアで

ディング・メディア」と呼ぶ）は、

なる自社のサイト（ランディン
グ・サイト）は、目的によって
より詳細な情報 にしたり、 受
注フォーム にしたりする。

発生させたターゲットとの個別接

その中で、 販売 を目的とし

「Webサイト」と「テレマーケテ

触関係を、別の次元のメディアで

て最終的に「受注フォーム」にラ

ィング（前回注記したような 受

の接触関係に飛躍させること」と

ンディングさせるのが、いわゆる

発信のシステム の意味で使用）
」

いうことになる。そして、前述の

「アフィリエイト・プログラム」
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だが、この場合には他社のサイト

せっかく情報が盛りだくさんの

を利用させてもらうのだから、も

自社のホームページに、ともかく

ちろん、テイクオフのための場所

まずアクセスさせ、多くのことを

1961年早稲田大学第一法学部卒業。

提供料（広告費）または結果報酬

見せたり知らせたりしたいのは分

日本リーダーズダイジェスト、マ

（コミッション）を支払う必要が

かるが、ランディングするのはト

ッキャンエリクソン博報堂、第一

ある。

ップページで、それから何段階も

著者プロフィール
――――――――――――――――

企画ラップ＆コリンズ、サーチ＆
サーチアドバタイジングなどを経

これに対して、費用を支払う必

ステップを踏まないと目的のペー

て、2003年3月までテレマーケティ

要のないのが、②のかたちだ。e

ジに到達できないようなリンクの

ングジャパン国際ダイレクトマー

メールアドレスが分かっているタ

設け方は不親切であり、当然効果

ケティング研究所所長。現在は同

ーゲットに対して、テキスト中に

も良くない。かと言ってテイクオ

自社のホームページへリンクする

フ・メディア上にやたらとたくさ

ための情報を埋め込んだ「eメー

んのURLを記載し、目的によって

ル」を送り、目的のページにラン

ページをオプションできるように

ディングさせる方法で、典型的な

しているのは、親切なようでいて

「eコミュニケーション」の手法で

目的を散漫にさせ、かえって混乱

ランディング・ページを可能な限

を招く。

り パーソナライズ（対象に向け

ある。

顧問でダイレクトマーケティング
戦略ラボ代表、法政大学経営学部
講師。ダイレクトマーケティング
関連の著作、寄稿、講演も数多い。

いまや実際問題として、マスメ

ダイレクトメールやカタログ、

て特化） することだ。インター

ディア広告にはもちろん、ダイレ

テイクワンや折込チラシなど、

ネット・ユーザーがそこにアクセ

クトメールやカタログにも、そし

印刷媒体であってもそれ自体に

スしてきたということだけで、す

てテイクワンや折込チラシ、さら

ある程度の情報量があり、レス

でに「eメールアドレス」という

には商品パッケージやその説明書

ポンス・メカニズムも組み込ま

最小限の個人情報は自動的に認識

にも、受信者払いの電話番号およ

れているテイクオフ・メディア

されるのだから、受信した画面と

びファクス番号と並んで、企業の

の場合には、Webサイトというメ

それ以降のページは、自動的にそ

ホームページのURLを記載するこ

ディアを単純にオプションでき

れが組み込まれてカスタマイズさ

とが常識となっている。

るレスポンス手段のひとつと考

れたかたちになるようにすべきで

③④⑤はそれを戦略的に体系

えて、直接「受注フォーム」の

ある。もちろん、 プライバシー

化したものだが、これらのよう

ページに接続できるようにするの

保護 の観点から、そうすること

に在来型メディアからWebサイト

が最も実際的だ。また、テレビを

が不適切なケースもあるだろう

にリンクする場合、その目的を

はじめとするマスメディア広告な

が、この「パーソナライゼーショ

より明確にし、目的に見合った

どのように、テイクオフ・メディ

ン」というテクニックによって、

ページに最短距離でランディン

アの情報量に限界があり、マーケ

通常は 販売の達成度 も 満足

グできるようにしなければなら

ティングの目的を達するためによ

の形成度 も、目に見えるレベル

ない。テイクオフ・メディア上

り多くの情報を提供する必要があ

でアップする。

に漫然とURLを記載するだけでは

る場合には、まず情報を提供する

なくて、そのURLにアクセスする

ページに接続させて、そこから受

Webサイトの

とどのような情報を得られるの

注フォームのページにリンクさせ

マーケティング目的の達成のため

かをあらかじめ明確にしておか

ればよい。

には、マーケターはすべからく、

ないと、リンク効果が上がらな
いということだ。

Webサイトへのリンクで、もう
ひとつ重要なことがある。それは、

なお、これらのことはすべて、
作り

の問題だ。

Webプログラムの設計に深く関与
しなければならない。
2003-12
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第3章 リンク（その2）
中澤 功

氏

（株）テレマーケティングジャパン 国際ダイレクトマーケティング研究所

情報化時代のマーケティングに
おける普遍的なキーワード、それ
は「インタラクティブ・マーケテ
ィング」
。これを追求していくと、
マーケティング目的を達成する
ためにインタラクティブ・メディ

―――――――――――――――

テレマーケティングは
普遍的な
ランディング・メディア
―――――――――――――――
前回（リンク――その１）は、

顧問

ンピュータを軸にした電話受発信
と顧客情報のリンク）
」というこ
とになる。
その意味でのテレマーケティン
グがランディング・メディアとな
るリンクのかたちを示したのが、

「インターネット」をチャネルと

図表の⑥⑦⑧⑨⑩だが、その中で

して「Webサイト」に帰着するリ

も最も必然性を持ち、また実際に

これは今日、マーケティングを

ンクのかたちについて言及した

マーケティング効果を発揮してい

実践する上での重要課題と言え

が、今回は、
「電話」をチャネル

るのは、⑥のような、
「マス広告

る。本連載では、その 方法論

として「テレマーケティング」に

メディア」というタイプのテイク

を「メディア・フォーメーション」

帰着する、より マクロな意味で

オフ･メディアとのリンクを形成

と名付けた。

のリンク のかたちについて話し

する場合だろう。

アをどのように位置付けて使う
か を語ることに行き着く。

前回に引き続き、今回も「リン

たい。もちろん、ここで言ってい

不特定多数の一般消費者を対象

ク」にフォーカス。
「電話」をチ

るテレマーケティングとは、単に

市場とするマスメディアでの、ダ

ャネルとした、ランディング・メ

販売のための電話利用のことでは

イレクトレスポンス広告から発生

ディアとしての組織化された電話

なく、 ランディング・メディア

する「直接申込」や「入会登録」

受発信システム「テレマーケティ

としての組織化された電話受発信

や「資料請求」
、あるいはプロモ

ング」に帰着する、より一層、マ

システム のことで、より具体的

ーション・キャンペーンに対する

クロな意味でのリンクのかたちに

に言えば、マーケティング・コミ

「応募」の受け皿として、今のと

ュニケーションのための「CTI

ころ総合的に見て、これに優るラ

（Computer Telephoney Integration：コ

ンディング・メディアはない。

ついて解説していく。
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固定

であれ

携帯

であれ、

【図表】メディア･インフォメーション ――「リンク」

「電話」というチャネルは規模の
点で完璧に クリティカル・マス
の状態であり、機能の点でも 誰

テイクオフ･メディア

ランディング･メディア

Webサイト（他社）

にでも簡単に使える 域に達して
いるからだ。PC（あるいは携帯電

9

1
2

eメール（自社）

Webサイト（ホーム）

10

話）の操作によらなければならな
いインターネットというチャネル

マス広告（TV／ラジオ／新聞／雑誌）

4

は、まだその域には達していない。
が、もちろん、 企業をターゲッ

3
6
7

テレマーケティング

直接送付（ダイレクトメール／カタログ）
5

8

ト とした広告や、 若年層をタ
ーゲット とするキャンペーンに

ランダム配布（テイクワン／折込チラシ）

限定すれば、PCや携帯電話を使用
したインターネットをチャネルと
するWebサイトへのリンクが、テ

通りの成果を上げるだけでなく、

と 共感 に変え、さらには 満

レマーケティングへのリンクと同

マーケティングの機会 として

足 にまで至らしめるというリン

等以上の重要な意味を持つことに

受け止め、より高い目的に向けて

クのしかたは、まさに、テレマー

なるのは言うまでもない。

リードすることによって、Webサ

ケティングの独壇場だ。

イトで受信した場合を上回る販売

ただ、マスメディアのように、

―――――――――――――――

成果や深い満足感を達成すること

発信する情報量が必ずしも十分で

なぜテレマーケティングへの
リンクが重要か

が可能になるということだ。

なく、それ自体にレスポンス・メ

実際、ある商品の 受注 とい

カニズムが組み込まれていないメ

―――――――――――――――

うランディングの機会に他の商品

ディアとは異なり、ダイレクトメ

テレマーケティングが、ランデ

の購入をも勧めたり（クロスセ

ールやカタログ、テイクワン、折

ィング・メディアとして重要なの

ル）
、より多機能または高グレー

込チラシなど、一定以上の情報量

は、それが非常にフレキシブルで

ド――従って高価格――の商品へ

があり、原則としてそれ自体にレ

あり、多機能かつ多目的で、イン

の変更を勧めたり（アップセル）
、

スポンス・メカニズムが組み込ま

パクトも強いという点である。イ

それに関連・付随する商品を併せ

れているメディアからテイクオフ

ンターネットによるアクセスと比

て購入することを勧めたり（サッ

する場合には、理屈としてテレマ

べた場合、電話によるアクセスに

プセル）
、あるいは同じものを友

ーケティングにリンクする必要性

は、はるかに強い 意志 が込め

人・知人にも紹介・プレゼントす

の度合いはそう高くはないという

られており、それだけに、受け止

ることを勧めたり（フレンドセル）

ことになる。Webサイトにリンク

める側にとってのインパクトは、

することを、自然にしかもパワフ

する場合も基本的に同じことが言

ポジティブな意味でもネガティブ

ルにできるのは、テレマーケティ

えるが、どのようなメディアでも、

な意味でも 重み のあるものと

ングだけである。単なる 問い合

それ自体の情報だけであらゆるニ

なる。つまり電話での受信は、こ

わせ という意志のレベルを、そ

ーズに対して十分に応えることは

れを 単なる受信 として受け止

の場で 購入 や 契約 という

できないから、そのメディアの情

め、機械的に処理したり、マニュ

レベルにまで高めさせたり、きつ

報的付加価値とそれによる影響力

アル通りに対応したりして、予定

い 苦情 をいつの間にか 納得

をより高めるためには、ほかのメ
2004-1
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ディアとの併用が必要になる。

れが必要な場合があることは、イ
著者プロフィール

と言ってもそれは、ただ単に併

ンターネット・ユーザーなら誰し

用しさえすればどのようなメディ

も経験しているはずだ。テイクオ

1961年早稲田大学第一法学部卒業。

アでもいいということではなく、

フ・メディアとしてのeメールや

日本リーダーズダイジェスト、マ

誰にでも使いこなせるという特性

Webサイトの情報ではもちろんの

ッキャンエリクソン博報堂、第一

を持った通信チャネルを通じて

こと、ランディング・メディアと

フレキシブル で 補完性 の

してのWebサイトにリンクしても

て、2003年3月までテレマーケティ

高い使い方ができなければならな

まだ不明確なことが少なからずあ

ングジャパン国際ダイレクトマー

い。それが、
「電話」というチャ

り、結局そこに記載されている

ケティング研究所所長。現在は同

ネルを通じて「テレマーケティン

「ヘルプデスク」や「カスタマー

グ」というメディアにリンクする

サポート」の番号に電話して尋ね

ことの意味だ。

るというケースがそれである。

従って、このリンクのかたちは、

――――――――――――――――

企画ラップ＆コリンズ、サーチ＆
サーチアドバタイジングなどを経

顧問でダイレクトマーケティング
戦略ラボ代表、法政大学経営学部
講師。ダイレクトマーケティング
関連の著作、寄稿、講演も数多い。

また、ネット・ショッピングで

どんなメディアをテイクオフ・ポイ

返信フォームに入力し始めて、ち

ントとする場合にも考えられてし

ょっとしたことで戸惑い、直接電

ところで、インターネット・テ

かるべきものであり、その意味で、

話で聞かなければらちが明かなく

レフォニーと言えば、文字通り電

図表の⑦⑧というかたちにも、や

なったりすることもよくある。あ

話とインターネットを兼ね、
「ケー

はり十分な必然性があると言える。

るいは、電話だけで済ませようと

タイ」とも略称されている シス

思って話しているうちに、どうし

テムとしての携帯電話 について

―――――――――――――――

ても画像を見ないと理解できなく

触れないわけにはいくまい。 ケー

インターネット・
テレフォニー

なって、Webサイトの同じ画面を

タイ は今や、 携帯できる電話

見ながら電話で質問して説明を受

であると同時に、 携帯できるイン

―――――――――――――――

けるというケースも、実際には

ターネット端末 でもあり、今回

「リンク」という主題の末尾で、

多々生じている。

は特に言及しなかったが、事実と
して、図表の①〜⑤のかたちのリ

やや パラドックス的 に感じら

だから、配慮の行き届いたWeb

れるかもしれない問題を提起して

サイトやeメールには、目的にフレ

ンクにはそのネット通信機能が、

おきたい。それは、図表の⑨⑩の

キシブルに対応できるテレマーケ

⑥〜⑩のかたちのリンクではその

ような、Webサイトやeメールとい

ティングというランディング・メ

電話通信機能が発揮されている。

うテイクオフ・メディアから、テレ

ディアにもつながるように、受信

マーケティングというメディアにリ

専用の電話番号が記載されている

コミュニケーションの メディア

ただ、これがマーケティング・

ンクしてランディングさせることに

し、電話とインターネットは、そ

かと尋ねられれば、そうとは言い

意味があるのかどうかという問題

うして連動することによって、1＋

切れない。これは今のところ、基

だ。答えは 意味がある である。

1＝2以上の相乗効果を発揮する。

本的に、固定電話やPCと同様のツ

これは、技術的な意味でのリン

そこから必然的に、
「インターネッ

ールであり、通信システムである

クということではなく、事実とし

ト・テレフォニー」という概念が

にすぎない。しかし、限りなく進

て、受信者払いまたは通常の電話

生まれ、
「VoIP」というテクノロジ

化を続ける ケータイ は、いつ

番号をeメール上にあるいはWeb

ーが実現して、
「コールセンター」

か将来において、前ページの図表

ページ上に記載しておくことにほ

は「マルチメディア・コンタクト

に新たなリンクのかたちを加える

かならないが、実際問題としてそ

センター」へと進化したのだ。

存在になる可能性がある。
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第4章 リード＆コンバージョン
中澤 功

氏

（株）テレマーケティングジャパン 国際ダイレクトマーケティング研究所

情報化時代のマーケティングに
おける普遍的なキーワード、それ
は「インタラクティブ・マーケテ
ィング」
。これを追求していくと、

―――――――――――――――

「リード＆コンバージョン」
とは何か
―――――――――――――――

顧問

特定多数の市場の中からあらかじ
め絞り込んだ標的客データのこと
を意味していたが、今日では一般
的マーケティング用語として、 あ

「リード＆コンバージョン」とは、

る製品やサービスに関する情報に

ためにインタラクティブ・メディ

簡単に言えば、 ひとつのメディア

積極的な関心を持って反応した

アをどのように位置付けて使う

によって市場から「見込客」
（リー

人々 ――つまり 見込客 を意

か を語ることに行き着く。

ド）を顕在化し、それを別種（ま

味する言葉として使われている。

マーケティング目的を達成する

これは今日、マーケティングを

たは同種）のもうひとつのメディ

そして、このリードというレス

実践する上での重要課題と言え

アによって「購入客」さらには

ポンスを市場から発生させるマー

る。本連載では、その 方法論

「顧客」へと転換（コンバート）す

ケティング活動が「リード・ジェ

を「メディア・フォーメーション」

るメディアの使い方 である。

ネレーション（Lead Generation）
」で

と名付けた。

「リード」とは、
「セールス・リ

あり、発生したそのレスポンスを

第4章のテーマは「リード＆コ

ード（Sales Lead）
」の略で、製品や

ンバージョン」
。有店舗、無店舗、

サービスを販売する目的で市場と

さらには 再購入 や 愛顧 と

インターネットと顧客接点は何

マーケティング・コミュニケーション

いうレベルに 転化 させること

であれ、見込客を見つけ顧客化

を行った場合に発生する、販売の

を、文字通り「コンバージョン

していくことは容易ではない。

手掛かり となるレスポンスのこ

（Conversion）
」という。その意味で、

今回は、
「リード＆コンバージョ

とであり、個別客の 積極的な関

マーケティングの全体プロセスの

ン」の基本知識からそのかたち、

心 を売り手側から言い表した言

中では、リード・ジェネレーショ

そして実践におけるポイントを

葉である。伝統的には、訪問販売

ンは 予備的 、コンバージョンは

解説していく。

や店舗販売の販売員のために、不

本格的 な段階として位置付ける
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関心 のレベルから 購入 に、

ことができる。

ンによる場合を「ワンステップ・

ートに対する回答などのかたちで

マーケティング」
、二段階による場

のレスポンスを発生させる。ダイ

とは、市場に対しマーケティン

合を「ツーステップ・マーケティ

レクトメールでは、既存の顧客に

グ・コミュニケーション活動を行

ング」と呼ぶが、上記のことを念

友人・知人を紹介してもらう方法

ってその目的（当面は 販売 、最

頭におき、対象市場によって、ワ

（メンバー・ゲット・メンバー＝

終的には 顧客化 ）を達成しよう

ンステップで行くかツーステップ

とする際に、あえてショートカッ

をとるべきかを見極めることは、

収益を目的としない情報の提供

トを狙わず、段階的にその実現を

その市場の可能性を過大あるいは

（メールマガジン、ニューズレター）

図ろうとする手法である。なぜそ

過小に評価して、機会を逸失した

などを通じて関心客を組織化する

のような手法をとるかと言えば、

り、リスクを背負い込んだりしな

方法（オプトイン）もある。

対象市場が顕在であれ潜在であれ、

いために、極めて大事なことであ

また、イベント会場や集客スポ

流通・販売チャネルが店舗であれ

る。
（そのための方法論については

ットなどに機会と仕掛けを設けて、

無店舗であれ、1回だけのコミュニ

本誌2002年5、6、7月号の「DRM要

現場で記名や名刺を要請するのも

ケーションで対象客に製品やサー

語録・テスト」の項を参照）

ひとつの方法だ。このようなかた

結局、
「リード＆コンバージョン」

ビスの購入の意志を決定させるこ

ちで使用するメディアを、次ペー

とは、実際問題として決して容易

―――――――――――――――

でなく、また、最終的にそれが対

「リード＆コンバージョン」
のかたち

投資効率を良くすることにつなが
るとは限らないからである。

MGM）もあるし、eメールでは、

ジの図表の左側に、
「リード・メデ
ィア」として列記した。
これに対して図表の右側に列記

―――――――――――――――

したのが、発生させた見込客を購

規模は大きいがプロファイルが

対象とすべき客を、市場から

入客に転換するための「コンバー

不明確で可能性は未知数という市

個 として顕在化するプロセスで

ジョン・メディア」である。この

場が往々にして存在するが、その

あるリード・ジェネレーションは、

場合には、前述したようにある特

ような市場に対するマーケティン

市場の性格によって、さまざまな

性を持った 個 として市場から

グ活動では、 急がば回れ の例え

メディア、チャネルを通じ、さま

顕在化された、限定数の対象客へ

もあるように、なまじ当面の手間

ざまな手法を駆使して行われる。

のコミュニケーションということ

や時間を惜しんで、一段階だけの

例えば、個別の構成客が見えて

になるから、いわゆる「One to One」

コミュニケーションで短絡的に目

いない市場に接触する場合には、

のメディアを通じて、ある種のデ

的を達成しようとするよりも、む

マスメディアに広告を掲載して、

ータベース・マーケティングのか

しろ、まず最初に、ある種の予備

資料やカタログやサンプルを請求

たちで、基本的にダイレクトマー

的なコミュニケーション・アプロ

させたり、プロモーション・キャ

ケティングの手法で行われる。

ーチによって対象を絞り込み、次

ンペーンに応募させたり、試用を

リード・メディアとコンバージ

に、絞り込んだ対象だけに本格的

申し込ませたりというかたちでレ

ョン・メディアの選択とその結合

なコミュニケーションを行うほう

スポンスを発生させる。

のさせ方は、結局、これを適用す

プロファイルは分からないがと

る企業の本来のメディア政策に基

ることが大いにあり得るからだ。

もあれ顕在化された個別客で構成

づくことになるが、図表の左右を

これはもちろん、レスポンス効率

され、かつデータベース化されて

結んだ線が示すように、何通りか

だけでなく、最終的な 対投資効

いる市場の場合には、ダイレクト

の基本的なかたちがある。例えば、

率 も含めての話である。

メールや電話などでアクセスして、

伝統型メディアをコミュニケーシ

アポイントメントの設定やアンケ

ョンの主軸としている企業は、フ

が、かえって成功の確率が高くな

一段階だけのコミュニケーショ

2004-2
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【図表】メディア･フォーメーション ――「リード＆コンバージョン」
リード･メディア

コンバージョン･メディア

著者プロフィール
――――――――――――――――
1961年早稲田大学第一法学部卒業。

マスメディア（レスポンス広告）
2

会場／スポット（記名／名刺）

日本リーダーズダイジェスト、マ

1

ッキャンエリクソン博報堂、第一

3

販売員（訪問／店舗）

4
6

ダイレクトメール／カタログ

ダイレクトメール（調査／MGM）

ケティング研究所所長。現在は同

14

テレマーケティング（調査／アポ）

テレマーケティング
10 9

顧問でダイレクトマーケティング
戦略ラボ代表、法政大学経営学部

12 16 15
17

て、2003年3月までテレマーケティ
ングジャパン国際ダイレクトマー

7
8

11
13

eメール／Webサイト（オプトイン）

企画ラップ＆コリンズ、サーチ＆
サーチアドバタイジングなどを経

5

講師。ダイレクトマーケティング
eメール

関連の著作、寄稿、講演も数多い。

えるということにほかならない。

ォーメーションでもやはり①②③

視野に入れて、戦略的に 関心の

④⑤⑥のように「オフライン」中

方向付け をしなければならない。

もうひとつ、基本的に重要なこ

心になり、逆に近年の先端的企業

また、そのようにしてもなお、

とは、発生させたリードの個人情

は、⑭⑮⑯⑰のように「オンライ

取り込んだリードが、コンバージョ

報をデータベース化することであ

ン」中心のかたちをとり、一般的

ンの対象に適したものばかりにな

る。リードの利用は、一度コンバ

には、⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬のように、

るとは限らないので、 質のチェッ

ージョンのためのコミュニケーシ

オフライン・メディアとオンライ

ク のためのステップ（リード・クオ

ョン活動を行ってある程度の結果

ン・メディアをミックスしたかた

リフィケーション＝Lead Qualification）

を収めるだけでは十分ではない。

ちがとられている。

が必要になる。その方法としては、

いったん獲得したリードに対して

テレマーケティングによる簡単な

は、同じ目的で、または目的を変

アンケート調査が有効だ。

えて、何度もマーケティング・コ

―――――――――――――――

「リード＆コンバージョン」
の重要ポイント

リードとしてのレスポンスを電話

ミュニケーションを行うことによ

で受け付ける場合には、インバウン

って、そこに潜在する可能性を最

―――――――――――――――

ド・コールのその場で、そのほかの

大限に引き出すことができるし、

この「メディア・フォーメーシ

チャネルを通じたレスポンスの場合

またそうすべきだ。
だからリードのデータは、その

ョン」で念頭に置くべき、重要な

には受付後に改めて電話をかけて、

ことがいくつかある。まずは、リ

関心のポイントやニーズの程度を確

ようなリピート・フォローが問題

ードの 質 の追求だ。いくら大

かめて不適切なリードをふるい落

なく行えるように、デジタル化さ

量のレスポンスを発生させても、

とす。しかしこれは言うまでもな

れシステム化されていなければな

それが見込客として適さないもの

く、インターネットを通じても可能

らない。そうすることによって、

だったら意味がないので、リード・

である。ということは、
「テレマー

使用の都度のデータの状態のアッ

ジェネレーションのためのコミュニ

ケティング」および「eメール／Web」

プデート（更新）も、コンバージ

ケーション・プランは、単にレス

をメディアとしたリード・ジェネレ

ョンの際の目的とキャパシティに

ポンスを求めようとするだけでな

ーションでは、クオリフィケーション

応じた発信量とタイミングのコン

く、マーケティングの最終目的を

までを連続したプロセスとして行

トロールも可能になる。
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第5章 フォローアップ
中澤 功

氏

（株）テレマーケティングジャパン 国際ダイレクトマーケティング研究所

情報化時代のマーケティングに
おける普遍的なキーワード、それ
は「インタラクティブ・マーケテ
ィング」
。これを追求していくと、

―――――――――――――――

フォローアップとは
何か
―――――――――――――――

顧問

eメール、テレマーケティングと
いうことになる。従って「フォロ
ーアップ」とは、データベース上
の同一ターゲットに対するリピー

マーケティング目的を達成する

「フォローアップ」とは、 デー

ト･コミュニケーションにおいて、

ためにインタラクティブ・メディ

タベースに基づく同一ターゲット

レスポンスと収益を最大･最適化

アをどのように位置付けて使う

に対する複数回のメディアの使用

させるためには、どのOne to One

か を語ることに行き着く。

によって総合効果を上げるため

メディアを先行させ、どれを後行

これは今日、マーケティングを

の、一種のリピート･コミュニケ

させたらよいかの ローテーショ

実践する上での重要課題と言え

ーション戦略 である。
「ひとつ

ン戦略 とも言える。

る。本連載では、その 方法論

のメディアで1度販売訴求をした

この場合の先行メディアを「イ

を「メディア・フォーメーション」

データベース上の個別のターゲッ

ニシアル・メディア」
、後行メデ

と名付けた。

トに、 同タイプのメディアで

ィアを「フォローアップ・メディ

または メディアのタイプを替え

ア」と呼ぶが、上記の3つのメデ

ップ」
。ファースト・コンタクト

て 、再度同一目的の訴求を行い、

ィアの中で、イニシアル・メディ

後のフォローに用いるメディアに

トータルとしてレスポンス成果を

アは自ずとダイレクトメールかe

は、ダイレクトメールや電話、e

最大化し、収益効果を最適化する

メールがあるが、おのおのをどの

こと」と概念規定できる。

第5章のテーマは「フォローア

メールに限定されてくる。筆者が
「DRM要語録・第19回」
（2003年1

ように組み合わせるとどのくらい

個別のターゲットに対するコミ

月号）でも指摘したように、テレ

の効果が得られるのだろうか。メ

ュニケーション・メディアと言え

マーケティングは、ターゲットと

ディアの特徴を踏まえながら、そ

ば、一般的に「One to Oneメディ

の間に何の事前関係もない場合の

の可能性に迫る。

ア」と呼ばれるダイレクトメール、

最初の接触メディアとして使用す
2004-3
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【図表】メディア･フォーメーション ――「フォローアップ」

かった人も2度目には認識し、1度
目に認識していた人は2度目は注

イニシアル･メディア

フォローアップ･メディア

意深く目を通し、1度目に目は通
したが決断しかねていた人も2度

1

ダイレクトメール（パッケージ／ハガキ）
ダイレクトメール（パッケージ）

目には確認して決断するのだ。
これは、図でいうと①のかたち

2

eメール（HTML）

のフォローアップで、そうしな
テレマーケティング（リマインダー）

4

い場合と比べてコストは増える
かも知れないが、採算の取れる

3
5

付加収益を生み出す。
eメール（シンプルテキスト）

フォローアップにおけるレスポ
ンス率は、通常、2度目の訴求フ
ォーマットに1度目と同等のイン
パクトがある（例えば両方とも封

るには適していない（受け手が選

おいたのでは、せっかく植えつけ

書形式で、しかもそれぞれに注目

択権を行使できない）からだ。フ

た可能性を活かさないことになる

をひく別々の趣向が凝らされてい

ォローアップ・メディアとしてな

からである。

るというような）場合には1度目

らば、むろん問題はない。その点

に近い数字になり、2度目のフォ

ダイレクトメールとeメールは、

―――――――――――――――

ーマットのインパクトが1度目の

イニシアル・メディアとしてもフ

半分程度（簡単な封書またはハガ

ォローアップ・メディアとして

フォローアップ・
ダイレクトメール

も、それぞれ適切な役割を果たす

―――――――――――――――

程度になる。どちらにしても、1

例えばダイレクトメールは、1度

度目と2度目は外見上の変化があ

これらのことから、＜イニシア

送付したからといって必ずすべ

るほうがいいが、メッセージの基

ル・メディア×フォローアップ・

ての人が認識し、目を通すわけ

本部分には一貫性がなければなら

メディア＞のいくつかの組み合わ

ではない。1度目では、それが送

ない。1度目と2度目がまったく同

せができるが、それを示したのが

付されてきたことを認識さえし

一パターンだと、せっかくのフォ

上の図である。

なかった人々、あるいは認識は

ローアップが見過ごされる恐れが

したが目を通さなかった人々、

あるからだ。

ことができる。

なぜこのようなリピート戦略を

キなど）の場合には1度目の半分

とるのか？ それは、訴求力の強

さらに目を通したがレスポンス

ただ、2度目のフォーマットを

いOne to Oneメディアによる直接

を起こさなかった人々が、合わ

1度目に匹敵するほどのものにす

コミュニケーションではあって

せると半数以上もいると言われ

るのは、1度目のレスポンス率が

も、1回だけの訴求では、ターゲ

る。そして、このような人々の

損益分岐点より十分高い（半減

ットに十分にメッセージを認識さ

かなりの部分は、あまり間をお

しても損益分岐点を上回る）場

せ、レスポンスを動機付けるのは

かず（通常1週間以内）に2度目

合か、商品の利益幅が大きいB to

難しいからである。加えて、1回

のダイレクトメールを送ると、1

Bの場合、あるいはB to Cでも1回

訴求してレスポンスがないからと

度目のレスポンス率に近い率で

のレスポンス獲得により長期的

いって、何らかの影響を残したは

レスポンスしてくることが証明

に見て十分な利益が見込める継

ずのターゲットをそのままにして

されている。1度目では気付かな

続更新型ビジネスの場合などにの
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み薦められるもので、通常のB to

常識的に言って、あらゆる場

Cの場合のフォローアップ･ダイ

合に通用するフォローアップ・

レクトメールは、ハガキ形式が安

コールのタイミングというもの

1961年早稲田大学第一法学部卒業。

全と言える。

は存在しない。ターゲットの性

日本リーダーズダイジェスト、マ

格や訴求内容によっても異なる。

ッキャンエリクソン博報堂、第一

著者プロフィール
――――――――――――――――

企画ラップ＆コリンズ、サーチ＆

―――――――――――――――

例えばB to Bにおけるフォローア

フォローアップ・
コール

ップ・コールの平均的なタイミ

て、2003年3月までテレマーケティ

ングは、イニシアル・ダイレク

ングジャパン国際ダイレクトマー

―――――――――――――――

トメールの10日後、あるいは2週

ケティング研究所所長。現在は同

昨今では、フォローアップの

間後というところだろうか。B to

メディアに電話を使うのがポピ

Cの場合と違って、1週間後では

ュラーで、アウトバウンド・テ

早過ぎる（まだダイレクトメー

レマーケティングにおけるアプ

ルに目を通していないかもしれ

サーチアドバタイジングなどを経

顧問でダイレクトマーケティング
戦略ラボ代表、法政大学経営学部
講師。ダイレクトマーケティング
関連の著作、寄稿、講演も数多い。

リケーションの典型となってい

ない）し、3週間後では遅すぎる

る。その場合のイニシアル・メ

（受け取った認識が薄れ、目を通

eメールの利用環境を考えると、

ディアはダイレクトメールだが、

していても関心が冷めているか

当面は明らかにB to Bにフォーカ

単独で使うよりもほかのメディ

もしれない）からである。

スすべきであろう。

生きるという電話のメディア特

―――――――――――――――

示した③④⑤のどのフォーメー

性を最も発揮させているのがこ

フォローアップ・
eメール

ションも可能である。＜ダイレ

のフォーメーションだ。
「フォロ
ーアップ･コール」と呼ばれる、

―――――――――――――――

ル＞の場合と同じ意味で、＜eメ

B to Bに限定するならば、図に

アと統合使用することによって

図の②のかたちである。

理論的・技術的には、
「eメール」

クトメール×ダイレクトメー
ール×eメール＞という⑤が、最

をイニシアル・メディアとして使

もあり得るかたちで分かりやす

料金が安くはないわが国でのこの

う場合には図の④⑤のかたちが、

いが、③の＜ダイレクトメー

フォーメーションは、どんな場合

フォローアップ・メディアとして

ル×eメール＞も、テレマーケテ

にも適するとは言えない。上記の

使う場合には図の③⑤のかたちが

ィングのフォローアップ・コー

フォローアップ・ダイレクトメー

考えられる（ただこのフォーメー

ルと同様の効果を期待できるし、

ルと同じような考え方をする必要

ションは、まだ試行段階で、実際

④の＜eメール×ハガキ・ダイレ

があり、B to Bであればより成功

の有効性は確認中）
。

クトメール＞というフォーメー

しかし率直に言うと、発信電話

の可能性が高いと言える。なお、

フォーマットは、イニシアルの

ションも、意表をついた効果を

言うまでもないが、フォローアッ

場合はパッケージ・ダイレクトメ

期待できる可能性が十分にある。

プ･コールをするのは、すでにダ

ールに準ずるべき（つまりHTML

米国の高名なダイレクトマーケ

イレクトメールによる詳細な情報

フォーマット）で、フォローアッ

ティング評論家、ジェームス・

が相手に届いているという前提に

プの場合はフォローアップ・コー

ローゼンフィールズ氏も、「eメ

おいてであり、その意味で、また

ルまたはハガキ・ダイレクトメー

ールアドレスのある人に、あえ

採算性の点からも、コール自体は

ルに準ずるべき（つまりシンプル

て伝統的なダイレクトメールを

ごく簡単な リマインダー 的な

テキスト・フォーマット）と考え

送ることは効果的だ」と言って

ものにすべきである。

られる。ターゲット市場としては、

いる。
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第6章（最終回） サポート
中澤 功

氏

（株）テレマーケティングジャパン 国際ダイレクトマーケティング研究所

情報化時代のマーケティングに
おける普遍的なキーワード、それ

―――――――――――――――

サポートとは何か

顧問

ディアをそれを支援・促進するた
めのメディア（サポート・メディア）

―――――――――――――――

と位置付けて、集中的なレスポン

ィング」
。これを追求していくと、

「サポート」は、一般的には「メ

ス効果を上げようとする手法」
。こ

マーケティング目的を達成するた

ディア・サポート」と呼ばれ、広

のようなメディアの使い方をした

めにインタラクティブ・メディア

い意味では、広告における マル

ほうが、全体としての費用対効果

をどのように位置付けて使うか

チメディア戦略 のこととされて

が向上することが知られている。

を語ることに行き着く。

いる。しかしそれでは本連載のメ

は「インタラクティブ・マーケテ

別の言い方をすれば、 レスポン

これは今日、マーケティングを

ディア・フォーメーションは皆、

ス獲得目的のマーケティング・コ

実践する上での重要課題と言える。

ある種のサポートということにな

ミュニケーションで複数のメディ

本連載では、その

ってしまう。そこで、ここではそ

アを使用する場合には、どれも同

のようなあいまいな概念ではなく、

じような役割・目的を持たせ、並

インタラクティブ・マーケティン

行的にばらばらなタイミングで行

グ、あるいはダイレクトマーケティ

うのではなく、それぞれの役割を

サポートの定義付けから、主体メ

ング・コミュニケーションにおける

設定して相関させるかたちで使用

ディアにおけるレスポンスを高め

レスポンス・アップのための手法

し、レスポンスをどれかひとつの

るために異なるメディアを活用す

として、次のように定義する。

メディアに集中させたほうが良い

ることの有効性までを説く。また、

「複数のメディアを同一市場内で

ということだ。

これまで解説してきたメディア・

同時に使用する際に、いずれかの

認知度が上がればそれで良しと

フォーメーションに対する結論も

メディアを レスポンス を発生

する伝統的なマーケティングの広

必見だ。

させるための主体メディア（レス

告ならいざ知らず、広告投資に対

ポンス・メディア）とし、ほかのメ

して常に最大のレスポンス効率を

方法論

を

「メディア・フォーメーション」と
名付けた。
第6章のテーマは「サポート」
。
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【図表】メディア･フォーメーション ――「サポート」

メーションでは、レスポンス・メ
ディアとサポート・メディアの発

サポート･メディア

レスポンス･メディア

ダイレクトメール（パッケージ／カタログ）

1

マスメディア（テレビ／ラジオ／新聞）

2

信対象地域と発信タイミングが重
なっていることが必要だが、①の
ような場合のサポート効果（2ケタ
の％のレスポンス増）が明確に現

テイクワン／新聞折込
5

ダイレクトメール（ハガキ）
6

テレマーケティング
7

eメール（シンプルテキスト）

れるのは、レスポンス・メディア
の発信規模がきわめて大きく、放

3

4

送メディアのカバー地域の全世帯
数の25％以上に該当している場合
と言われる。しかし現実には、そ

8

eメール（HTML）

れに該当するようなケースはそう
多くあるわけではない。それでも
このフォーメーションによって、

追求するインタラクティブ・マー

ポンス・メディアとして、上述の

地域とタイミングをコントロール

ケティング（ダイレクトマーケテ

ようなOne to Oneメディアではなく

しさえすれば、ある程度のレスポ

ィング）においては、それ自体で

て「テイクワン」
（据置き・任意ピ

ンス効果（ひとケタの％のレスポ

直接レスポンスを発生させる目的

ックアップ型メディア）や「新聞

ンス増）は必ず得られる。

の広告とはまた別の視点から、マ

折込」を使う方法も同様に有効だ。

スメディアの有効な使い方に注目

さらには、マスメディアでマスメ

発信量と発信期間が必要だ。量的

する必要がある。それは、例えば

ディアを、One to Oneメディアで

には1000GRP以上、期間的には２

こういうことだ。

One to Oneメディアをサポートする

週間以上というところだろう。CM

「ダイレクトメール（カタログも

方法もある。そのようないくつか

自体はレスポンス広告のような長

含む）
」や「eメール」や「テレマ

のメディア相関のかたちを示した

い秒数のものでなくてよい。メッ

ーケティング」などのいわゆる

ものが上の図表だ。

セージとしては、 今度の週末にメ

しかしそれには、一定以上のCM

ールボックスをご覧ください と

One to Oneメディア をレスポン
ス・メディアとし、テレビのよう

―――――――――――――――

か、 次の日曜日の○○新聞の広告

にカバーする市場領域の広いメデ

（折込）にご注目 などという、レ

ィアをサポート・メディアとして、

マスメディアによる
サポート

同じ市場で同じ期間内に、集中的

―――――――――――――――

もののほうが良いが、通常のブラ

にメッセージを発信すると、サポ

「ダイレクトメール（カタログも

ンド認知・イメージ形成目的のCM

ート・メディアが存在しなかった

含む）
」をはじめ、
「新聞」や「新

でも効果はあるし、レスポンスCM

期間と比べてレスポンスが顕著に

聞折込」といった 単発 の印刷

をサポート目的を兼ねて使用する

アップする。

メディアをレスポンス・メディア

ことも、無意味ではない。

スポンス・メディアと相関させた

サポート・メディアを、テレビ

とし、
「テレビ」や「ラジオ」など

②ように、レスポンス・メディ

でなくとも、
「ラジオ」や巨大な発

の 期間に幅 を持つ放送メディ

アが「テイクワン」や「新聞折込」

行部数を持つ「新聞」にした場合

アをサポート・メディアとした、

である場合にも、放送メディアに

でも、テレビほどではないが、あ

①のかたちが代表的だ。前述した

よるサポートは顕著な効果がある。

る程度の効果は得られるし、レス

ように、 サポート というフォー

サポートによるレスポンスのアッ
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プ率は、単発のメディアの場合よ

に基づきターゲットを特定して、

りも高くなることも珍しくない。

One to Oneメディアのレスポンス・

ただ、③のような「テレマーケテ

アップを、別のOne to Oneメディア

1961年早稲田大学第一法学部卒業。

ィング」をレスポンス・メディア

の発信でサポートするかたちもあ

日本リーダーズダイジェスト、マ

とした場合のサポート・メディア

る。図表で言うと、⑤⑥⑦⑧だ。

ッキャンエリクソン博報堂、第一

の役割は、レスポンス率アップと

この場合は同じターゲットに2度発

いうよりも、 ブランドの事前認知

信するわけだが、タイミングとし

て、2003年3月までテレマーケティ

形成 と考えたほうがよいだろう。

てはサポート・メディアを先行さ

ングジャパン国際ダイレクトマー

そして、④の「eメール」をダイレ

せ、レスポンス・メディアへの注

ケティング研究所所長。現在は同

クトメールと同じように活用する

目を引く役割を担わせる。つまり、

かたちは、理論的には成り立つが、

予告 することがサポートになる

今のところまだ、効果が十分に確
認されていない仮説である。

わけである。

著者プロフィール
――――――――――――――――

企画ラップ＆コリンズ、サーチ＆
サーチアドバタイジングなどを経

顧問でダイレクトマーケティング
戦略ラボ代表、法政大学経営学部
講師。ダイレクトマーケティング
関連の著作、寄稿、講演も数多い。

このフォーメーションの代表的

ところで、巨大発行部数の新聞

なものが、古典的だが 効果証明

にサポート・メディアの役割をさ

済み の「アドバンス・ポストカ

れとは逆に先行ハガキをシンプル

せても、ダイレクトメール、テイ

ード（APC）
」という手法だ。図表

テキスト形式のeメールに置き換え

クワン、新聞折込などのレスポン

の⑤のかたちで、1週間後に送る

て（コスト効率はハガキに勝ると

ス・メディアのレスポンス率をア

パッケージ形式 のダイレクトメ

も劣らないから）
、後行のパッケー

ップさせる効果は得られる。ただ

ールに対する関心をあらかじめ喚

ジ形式ダイレクトメールをサポー

し効果は、放送メディアの場合の

起して、期待を高めておくために、

トする⑦のかたちも当然あり得る。

半分以下と思ったほうがよい。も

先に同じターゲットに ハガキ形

と言うよりも、郵便料金が現在の

ちろん新聞広告を、2週間の間、毎

式 のダイレクトメールを発送す

ままという保証のない将来におい

日連続して掲載するのは現実には

るのだ。メッセージは、前述した

て、これらはより現実的な手法に

難しいが、その期間の最初と中間

ような、マスメディアによるサポ

なる。そしてさらに言えば、シン

と最後の3回ぐらいの掲載は最少限

ートの場合とほとんど同じと考え

プルテキスト形式eメールが先行し

必要だ。この場合、放送メディア

てよい。これによって、後送する

てHTML形式eメールをサポートす

の発信量に相当するのはスペー

ダイレクトメール・パッケージの

るという⑧のかたちが、近い将来

ス・サイズということになるが、

レスポンス率は、ハガキDMを先

の必勝のフォーメーションとなる

最小限でも全7段は確保しないと、

行させない場合と比べて確実に30

だろう。

サポートの前提になる注目効果は

〜40％アップするが、これに伴う

十分ではないだろう。

コストは同率では増えないので、

場合に限らず、これまでのどのフ

とは言え、この サポート の

レスポンス1件当たりのコストは全

ォーメーションにおいても共通し

―――――――――――――――

体としては改善される結果となる。

て言えるのは、 コミュニケーショ

One to One
メディアによるサポート

この場合のパッケージ形式ダイ

ンがバーチャルなかたちでも済ん

レクトメールを、HTML形式のeメ

でしまう時代だからこそ、リアル

―――――――――――――――

ールに置き換えて、あえてハガキ

なコミュニケーションに価値が生

前述したようにマスメディアに

DMという在来型のメディアでサ

まれ、それが有効に作用する と

よるサポートはターゲットを特定

ポートするという⑥のかたちも考

いうことだ。これを、この連載の

していないが、同じデータベース

えられてよいし、同じ理由で、そ

結論としたい。
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