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競馬の１レースで
5,000円儲け、
次のレースで5,000円
負けた時、得した気分？ 
損した気分？

　
あなたが競馬をしたとする。２

つのレースに賭けたとしよう。1
レースめで5,000円儲け、２つめの
レースで5,000円負けてしまった
とする。その時あなたの心の持ち
ようはどうだろうか？　なんとな

く損した気分になってはなっては
いないだろうか？　
「プラスマイナスゼロなら、別に
なんとも思わない」という人が
いるかもしれない。たとえば同
じ5,000円にしても、時給1,000円
でアルバイトをしながら学費を稼
いでいる大学生にとっては大金だ
が、年商10億円の商売をしてる小
売店主にとっては大した金額には
思わないかもしれない。当然、5,000
円儲けても、一方は「大儲けした」

と喜ぶだろうし、片方は「大した
儲けではない」と眉一つ動かさな
いかもしれない。

でもだいたいの人は損した気に
なるものだ。こうした感覚や結果
は、言われてみればよくある話で
はないだろうか。

しかし従来の古典的な経済学で
は、こうした個人の感情や環境の
影響は無視されていた。なぜなら、
経済学が想定する人は「ホモ・エ
コノミカス」と呼ばれる“常に合
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人間は実はいつだって不合理に行動をする！？
知ってると知らないでは大違い。

行動経済学のキホン
行動経済学などというと、小難しく考える人が多いかもしれない。実は普段

のコンビニやスーパー、テレビのCMなどでよく使われている人間の心理を突
いた「販促方法」だ。例えばテレビCMは、一般にその商品を認知させるため
に制作し、流すものだが、その商品を購入した人に向けての効果も狙っている。
とくに高級品などはそうだ。買った人に対して「こんなにいいものですよ」と
安心させる効果があるからだ。身近なところでは、スーパーなどの特売品など
でも目にする。値札の末尾に「98」「980」などが続くのは、お得感を訴求し
やすい数字だからだ。そんな身近で実践的な行動経済学のキホンを紹介しよう。
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理的な判断”をする人間だからだ。
自分の時間や資源を常に最大の効
率で活用し、最大、最高の結果を
得るように合理的に行動する。ま
るでコンピュータでコントロール
されたような人間がホモ・エコノ
ミカス。自分にとって最高の結果
だけを求める究極の「自己チュー」
とも言える。

しかし近年、それは人間の実態
とは合わないという声が経済学の
専門家のなかから出てきた。こう
して生まれたのが行動経済学であ
る。

行動経済学は1990年代頃から
アメリカを中心に発展し、人間の
心理パターンを実験などから導い
てその傾向を体系化していく学問
だ。

経済学というと、国の予算など、
大きなお金の流れを捉える話が多
いので、経営学よりビジネスに役
に立たないと思われがちだが、実
践で応用できるセオリーが多く、と
くにネットビジネスなどでは行動経
済学を応用したマーケティングや
商品開発が盛んに行われている。

もちろん一般のビジネスでも
知っていると知らないとでは、商
売の結果に大きな差が出て来る。

たとえば、先程の5,000円儲け
て、5,000円を失った場合に残る「損
した感」は、行動経済学では、「損
失リスク回避」という性向で説明
できる。というのも人間は潜在的
に損失を避けたいと思っている存
在なので、プラスマイナスゼロで
も損失したことの心理的影響の方
が強く出るからだ。　

一般に人間は同額の利益に対し
て、同額の損失を2倍から2.5倍強
く評価する傾向がある。しかも男
性より、女性のほうが強いことが
分かっている。会社の職場やマー

ケティング戦略では留意し
ておきたいポイントだ。

お値打ち感を出す
「98」値札戦略は
世界共通

実は行動経済はすでに、
多くの商売の現場で利用さ
れている。

スーパーマーケットなど
で見られる、値札の端数の

「980」とか「1980」とか、最後の
数桁に「９」「８」という数字も
そうだ。消費税が定着した今、そ
れらの数字にプラス税となること
が多く、9、8の並びは消えてしまっ
ているが……。

なぜ、思い切りの良い1,000円、
2,000円としないのか？　商品に純
粋に適正な利益率を当てはめてい
けば、端数はもっと細かくなるは
ず。実際列車やバスなどの料金は、

「スイカ」や「イコカ」「パスモ」
などの電子マネーを使った場合、
端数が１円単位で決済される。し
かし券売機で切符を買う場合は、
最小単位は10円となる。これは１
円単位で切符を買うと券売に時間
がかかり、利用者の利便性が損な
われるためだ。

しかし、スーパーの場合の「９」
「８」の数字は、お客の利便性よ
り、お得感が出るから使っている
のだ。つまりスーパー側の都合で
使っているわけだ。そもそもその
商品がお得かどうかは、原価がい
くらであるかを知らないと分から
ない。店の利益率からすれば、本
当にお得なのは、1,250円の商品な
のかもしれない。

この「９」「８」の値付け戦略
は「端数価格」と呼ばれ、日本だ
けでなく世界中で使われている。

海外では「１．99」などぎりぎり
の端数が使われるようだが、日本
では「８」があったほうが「末広
がり」のイメージがあり、縁起が
いいと商売人から好まれているこ
ともあるようだ。

こうした販売業ならではのセオ
リーは他にもある。

人間はいくつのサンプルで
購買に至るか
—「ジャムの法則」

あなたはいま靴を買おうと思っ
てる。店頭には雑誌で見ていた外
出用のカジュアルシューズが並ん
でいる。顔を上げると同じような
デザインの別のブランドのシュー
ズの棚が目に入る。「なんかこっ
ちもいいな」。色違いと革の質の
違いで５種類ある。どれにしよう
かと迷っていると、反対側の棚に
ある別のメーカーのシューズが目
に入ってくる。デザインは違うが、
醸し出す雰囲気が似ているし、有
名メーカーだ。しかも色違いが６
種類ある。「このシリーズもいい
な」。迷っているうちに時間がど
んどん過ぎ、あなたは決断する。
「また別の機会に買おう」。

結局シューズを買わずにシュー
ズショップを出る。なぜ買わな
かったのか？　そう、迷ったから
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だ。目移りしたから。でもよくあ
ることだ。

一般に消費者にとって選択肢が
多ければ、自分の好みの商品を選
ぶ可能性が高まるのでハッピー
だ。しかし、あまりに選択肢が多
いとどうなるだろうか？　ショッ
ピング好きならいいが、選択する
こと自体が面倒になってしまう。
「ジャムの法則」というセオリー
がある。アメリカのコロンビア大
学ビジネススクールのアイエン
ガーという教授が明らかにしたも
ので、同じ店で24種類のジャムと
６種類のジャムの試食品を置いた
時、どちらが売れるかを検証し、
導き出された。

アイエンガー教授は、ジャムを
24種類並べた時と、6種類を並べ
た時、通りかかった人の反応を調
べた。その結果分かったのは、24
種類を並べた時は60％の人が立ち
止まって試食をしたものの、６種
類の時は40％の人しか試食しな
かったことだ。

しかし問題はそこからだ。試食
したジャムの種類は、24種も６種
もほぼ同じであったのだ。そして
最終的にジャムを購入した人の数
は、６種類のジャムの場合、立ち
止まった人の31％だったが、24種
類の場合は、その３％しか購入し
なかったのだ。

つまり24種類のジャムは100人
のうち、60人が立ち止まり試食を

するものの、購入に至るのは２人。
これに対して、６種類のジャムで
は試食をするのが40人で、うち購
入者が12人いたということ。その
差は実に６倍。

理論的には選択肢が多いほど、
その人に最も適した商品を選ぶこ
とができることになる。しかし実
際の売り場では、選択肢を多くす
れば売り上げが伸びるとは限らな
いことが分かった。

アマゾンのオススメ機能は、
小売ビジネスの常識

行動経済学は、知っていると使
えることが多い、いわば現場の経
済学だ。そのいくつかは商売の現
場ではすでに通念となっている。

今やネット販売では一度買い物
をすると、次は「こんなものはい
かがですか」といったオススメ機
能がある。この先駆けは言わずと
しれたアメリカのネット販売業者

「アマゾン」で、これも商品を買
う人の行動を分析して作られた機
能だ。

そもそも物を買うという判断
は、何を基準にして行っているの
だろうか。

一般の人が頼りにするのは、「信
頼できる人」の情報だ。CMに有
名人や専門家を登場させるのはそ
の「信頼できる人」からの情報で
あることを訴えるためだ。しかし
それより多いのは信頼できる友人
や知人からの「オススメ」である。
この傾向は所得の多い人ほど出て
おり、とりわけ富裕層と呼ばれる
人は、ほとんど信頼できる友人や
知人からの「オススメ」で判断し
ている。「あの人がいうのだから間
違いない」というわけだ。同じこ
とを言っても権威がある人や有名

人の言葉のほうを信用するという
効果は「ハロー効果」と言われ、
広告の世界ではよく使われている。

もともと富裕層と言われる人た
ちは、お互いがそれぞれ一家言を
持っている「通」が多く、また特
定のコミュニティをつくっている
ことが多い。仮にそこで信頼性を
失うようなモノを紹介すれば、た
ちまち関係に溝が生じる。それゆ
え富裕層の同士が勧め合うモノは
信頼できるのだ。

アマゾンはそこを、同じモノを
買った人の「評価」をつけること
でオススメ度を可視化した。オス
スメするのは機械のAIだ。だが
基準は自分が以前買った商品なの
で、アマゾンのオススメ機能はい
わば「自分の過去がオススメして
いる」ようなもの。信頼性は高い
わけだ。

実はもともと小売ではオススメ
機能は常識であった。書店やスー
パーではよく人気商品の棚の前に
手書きPOPが立っているが、これ
も典型的なオススメ機能だ。

店頭のオススメPOPは
「手書き」に限る！

一時、手書きPOPでベストセ
ラーを生み出した本屋のカリスマ
店員の影響を受け、出版社が手書
き風のPOPを大量に配ったことが
ある。しばらくは話題となって紹
介された本もいくらかは売れたこ
とがあるが、「手書き風」は長続
きしなかった。やはりナマの手書
きPOPには敵わない。

なぜ手書きがいいのだろうか。
それは手書きが「より信頼性を増
す」からだ。

アメリカのデポール大学では、
「伝達手段が変わると正直さが変



4

わるか」という実験をしたことが
あった。

被験者の学生48人に、89ドルを
渡して、これをパートナーと分け
るように指示した。いくらパート
ナーに渡すかは各自が決め、最初
にいくらもらったかをパートナー
に知らせるように伝えたのだ。知
らせる手段は１つのグループは
メール。もう１つのグループが手
書きメモ。

その結果、メールで報告してい
たグループでは、最初にいくらも
らったかを正確に伝えたのはわず
か８％。対して手書きメモのグ
ループでは37％が正確に伝えてい
る。つまり、メールによる報告は
９割が嘘をついていたということ
だ。国民性、民族性にもよるが、
こうした傾向は世界共通だと考え
られている。

嘘の具合は媒体によって違って
くるのだ。同じメッセージで信頼
してもらうなら、メールを打つよ
り、手紙や手書きPOP、付箋のメ
モなどのほうが効果的と言えるの
だ。

こういったことも言われてみれ
ば、手書きPOPで売れるのも頷け
る話だ。

行動経済学の
セオリーが満載、

「ディアゴスティーニ」の
ビジネス

行動経済学のセオリーを存分に
発揮しているメディアがある。

ディアゴスティーニが発行する
雑誌だ。ディアゴスティーニの雑
誌はパートワークと呼ばれ、数冊
から数十冊で１つの本や完成物と
なる。

ディアゴスティーニのパート

ワークは、完成まで何冊も購入し、
何ヵ月も待たないといけない。し
かも、途中で飽きてしまうことも
多々ある。欲しいものがあれば
ネット通販から完成品などを入手
できる時代であるにもかかわら
ず、新シリーズが出ると買いたが
るのはなぜか？

それは行動経済学の理論が巧み
に活用されているからだ。

その１つは「単純接触効果」と
いうもの。ディアゴスティーニは
創刊号のCMを何度も流すが、そ
れほど関心がなくても人は同じも
のを見ていると、つい興味が湧い
てしまう。これは販売や営業、恋
愛にも通じる話で、特別な感情を
持っていなくても、人は接触回数
の多い人に親しみを感じるという
法則にも通じる。

２つ目は「価格のアンカー効果
（アンカリング）」だ。

同社のシリーズは、たとえば通
常価格1,850円を初回だけ950円と
いうように、必ず価格を割り引い
て出している。これはアンカー効
果と呼ばれるもので、人間は最初
に見た数字が基準（アンカー）と
なり、そこからの差で高い、お得
という判断をしてしまう傾向のこ
と。これは高額商品を売る時によ
く使われる手でもある。最初に高
めの価格を設定しておき、「今だ
け」と安いキャンペーン価格を出
して、お得感を出すのだ。また従
来の高額商品の上にさらに高額の
カテゴリをつくることで、従来の
商品をお値打ち品に見せることも
できる。

３つ目は「収集欲の強い男性を
ターゲット」にしていることだ。
一般的に女性より男性のほうが収
集欲が強い傾向がある。そのため
企画も男性が興味を持ちやすいも
のとなっている。そう言えばテー
マもオートバイや戦艦、飛行機、
城、ヒーロー物、映画などが多く、
言われてみれば、納得がいく。

４つ目は「保有効果」。これは
後に紹介するIKEAのビジネスに
も通じる。人は手間暇かければか
けるほどそれに愛着が湧き、途中
で止められなくなるからだ。

５つ目は「希少性の原理」。創
刊号は書店にたくさん並んでいる
が、回を重ねるごとにその量は
減っていく。すると「そのうち買
えなくなるかもしれない」という
心理が働き、今のうちに買ってお
こうと思ってしまうのだ。

６つ目は「完成欲」。千里の道
も一歩からではないが、到底たど
りつかないと思っても、ゴールが
わかり、そのプロセスがわかれ、
頑張ることができる。とくにシ
リーズの終わりになって、完成品
の姿が明確に分かってくると俄然
完成させたくなるものだ。完成し
た姿を見たいという願望が大きく
なるのだ。長い距離を走ってきた
ランナーがゴールのテープを見た
時に勇気が湧くのと同じだ。

７つ目は「現状維持バイアス」
だ。人間は未知のものや大きな変
化を避ける傾向がある。ディアゴ
スティーニは申込みはネットでで
きるが、解約は電話のみとなって
いる。電話一本で解約できるのな

No.1 No.2 No.3 No.24
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ら、簡単だと思いがちだが、意外
とその一本を面倒だと感じるもの
なのだ。保険などもそうだが、こ
うしたシリーズものは一度契約す
るとなかなか解約しにくくなる。
それは現状維持バイアスがかかっ
ているからだ。

さらに経営的な視点からして
も、ディアゴスティーニのような
分冊配本は購読者が事前に分かる
ので、無駄な在庫を持たなくて済
み、コストパフォーマンスの高い
ビジネスモデルとなるのだ。

「保有効果」を最大にして
成長した、
セルフメイド家具のIKEA

行動経済学のセオリーは、とく
に広告業界やネットビジネスなど
で様々な形で導入されている。た
とえば車のCM。車のCMは購入
前の人だけでなく、購入した人も
意識してつくられている。高級車
の場合はとくにそうだ。

あ な た は「BMW」 のCMで 感
動してカタログを集め、試乗会に
も出向いて「BMW 6」を買ったと
しよう。あなたは「BMW 6」を手
に入れたので、これでCMは一切
見ない……とはならない。むしろ
頻繁にサイトにアクセスして、ス
ペシャルムービーを観るかもしれ
ない。人間には一旦ものを所有す
ると「保有効果」という効果が生
まれるからだ。保有効果とは、自
分が持っているものにより高い価
値を感じること。クルマのCMに
は、その保有効果を高める仕掛け
がふんだんにある。

つ ま り、「 あ な た が 購 入 し た
BMW 6は、これほど素晴らしい
車ですよ」という保有効果に訴え
て、CMは打たれているのだ。そ

の際、自慢できる「語り」の部分
が組み込まれていれば、その保有
効果をさらに高めることができ
る。その保有効果を間断なく高め
ることで、次の買い替えの時も

「BMW」という選択に誘導させる
ことができるわけだ。

この保有効果を最大限に活用し
て、業容を拡大した企業がある。
スウェーデンに本社を置く組み立
て家具の「IKEA」だ。

IKEAの家具は基本的にセルフ
メイド。自分で組み立てて手間と時
間をかけるため、出来上がった家
具を必要以上に高く評価すること
になる。セルメイドの家具は「ニト
リ」なども展開しているが、IKEA
の製品はニトリに比べても、工数
が多いので完成させた時の保有効
果がさらに増す、というわけだ。

このセルフメイドの発想は、行
動経済学でいう「自前主義バイア
ス」にも通じている。

自前主義バイアスとは、企業な
どが自社が持つ資源や材料だけで
賄おうとする考え方で、自分が所
有しているものがよく見える保有
効果の１つでもある。

会社を成長させたいなら、
「自前主義バイアス」から
抜け出すこと

近年、ものづくり企業では「オー
プンイノベーション」を謳う企業
が増えてきた。オープンイノベー

ションとは、必要な技術を社外か
ら取り入れること。たとえ自社で
同じような技術を持っていても、
自社より優れた技術があれば、積
極的に提携や共同開発を持ちかけ
たり、もしくは会社ごと買収を図っ
たりするケースが増えている。

アパートの一室で数人で始めた
スタートアップ企業が、技術やノ
ウハウをもった企業に買収に買収
をかけて一気に大企業になるケー
スも珍しくない。スタートアップ
だけでなく、近年は大手が大手を
買収するする例も増えている。旧
来の自前主義が時代の流れのなか
で薄れてきたとも言える。

もし今の時代、会社や事業を発
展させるなら、この自前主義バイ
アスから抜け出て、いかに外部の
有効な資源と連携するか、取り込
むかがポイントになってくる。

企業の成長は
サンクコストを
どうみるかで変わる

また保有効果は、事業撤退のタ
イミングを鈍らせる場合が多い。
よく言われる「サンクコスト」の
呪縛だ。

かつて今のJRが国鉄から民営化
されるにあたり、建設中の路線が
各地で中断することになった。完
成を待ち望んでいた地元の自治体
は猛反発をした。
「これまでどれだけのお金と時

間、労力を使ってきた
のだ！」と。

しかし、そういった
路線は、仮に無事完成
したとしても早晩、廃
線になることは目に見
えていた。乗降客が増
えず赤字が続くことが
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分かっていたからだ。その時に民
営化推進側の人たちが言ったこと
が、「サンクコストにとらわれる
な」という言葉だった。サンクコ
ストとは埋もれたコストの意で、
事業などが中断した時にそこまで
費やしたコストを指す。

それはまさにIKEAの保有効果
と同じ理屈で、当事者にとって、
かけた時間とお金と労力は、他者
の評価以上に高くなる。仮に10年
2,000億円のお金をかけてきても、
20年3兆円かけていたとしても、
完成して毎年100万円の事業赤字
が出るのであれば、永遠に元はと
れない。だからかけてきた年月や
お金にこだわらず、見込みがな
いと思った時に中止したほうが、
残った時間と資金と労力を未来の
ために振り分けることができる。
しかし企業や公共事業では、この
サンクコストにとらわれがちで事
業中止を果断するのは、かなり難
しいのも事実だ。

株で大損をしてしまうのもこの
サンクコストを評価するからだ。
明らかに株価が落ちているのに、

「もしかしたら」の可能性にかけ
てズルズルと持ち続け、手放せず
に塩漬けにしてしまったりする。

こうした「大損」を避けるには、
下がった場合の売却基準を設けて
おくことだが、それでも一旦保有
した株を売却するには勇気が要る
もの。

ちなみにサンクコストの問題
は、別名「コンコルド問題」とも
言われている。

コンコルドはフランスとイギリ
スが開発した超音速旅客機で、大
西洋を約３時間で結んでいたが、
燃費や環境問題（とくに騒音）、
高いメンテナンス費用と時間など
から利益が上がらず、また墜落事

故も重なって、たった20機で生産
が中止となった。その速さと独特
の三角翼を持つ美しさから、今で
も根強いファンがいるが、以後、
旅客機で超音速機を開発就航させ
ている国はない。

もちろん公共事業の場合、経済
原理だけで評価するものではな
い。実際東日本大震災の時に被
災地までにガソリンや灯油などの
必要物資を届けることができたの
は、赤字路線が残っていたからだ。
JRは震災後、その普段使用しない
鉄道路線をつなぎながら物資を運
び、人々の生活を守った事実があ
る。公共性の高いインフラは、い
ざという時のためにみんなが負担
して守っていくべきものだとも思
う。

サンクコストを利用した
マイレージ、
ポイント囲い込み

このサンクコストを上手く利用
しているのが、航空会社のマイ
レージやポイントによる囲い込
みだ。マイレージは、利用した距
離やクラスに応じてつくポイント
で、貯まったポイントに応じて、
ヨーロッパ往復無料やエコノミー
クラスからビジネスクラスへの
アップグレードなど、さまざまな
特典が得られる。またマイレージ
は競合の排除効果もある。仮に同
じルートに複数の航空会社が就航
しているのであれば、多少便の時
間が合わなくても、マイルが貯ま
る航空会社を選ぶはずだからだ。

ゲームなどにハマる人もサン
クコストが影響している。ソー
シャルゲームなどでポイントを得
たり、ステージをコンプリートし
て次のステージ向かおうとするの

は、それまで費やした時間をムダ
にしたくないから。ゲームソフト
メーカーはこのあたりの心理を巧
みに突いている。

自治体などでも最近は商店街な
どで独自のポイントをつけている
が、これもサンクコストの活用の
１例だ。

　
テレビショッピングでは、
商品のカラーを
５色にすると売れる

行動経済学は、現場の実践など
を分析し、理論化し、体系化して
いるが、ビジネスが進化したり、
消費者の性向が変われば、その理
論も変わっていく。

先述の「端数価格」もそうだ。
商売をやっている人であれば、常
識だが、高級店でこうした端数価
格をあまり取り入れるとその店の

「格」が落ちかねない。贔屓にし
ている富裕層の顧客が離れる可能
性もある。どのように値付けをし
て消費者にアピールするかは、ど
の客層をターゲットにするかで変
わってくる。

ジャムの法則もそうだ。１つの
カテゴリーに適したサンプル数
は、一般的に３〜４つくらいの選
択肢が良いと言われている。それ
以上増やしても売上が上がるとは
限らないということだった。

しかし、テレビショッピングな
どでは、「5色セオリー」が支持さ
れている。バッグや携帯家電など
同じ形でも色合いを5種類つくる
とよく売れるのだ。

メーカー側からすると、あまり
色数を増やすと売れなかった色の
在庫が気になるので、積極的にな
れない戦略だが、このセオリーの
ポイントはすべての色がまんべん
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なく売れなくてもいい、というこ
と。5色の選択肢を用意すること
が大事で、消費者が２、３色だと
少なく感じ、７、8色だと迷って
しまうのだ。これはテレビショッ
ピングならでは特性だ。というの
も、テレビショッピングは、放
送時間が限られているため、消費
者が瞬時で判断しやすい色数が５
ということなのだ。これがネット
ショッピングとなれば、消費者の
都合で閲覧時間をコントロールで
きるので、もう少し種類を増やし
ても売り上げに貢献できる。

もともと少ない選択肢を増やす

ことで客の満足度を高めるという
ことは、行動経済学の論理に適っ
ている。というのも、人間は「自
分の行動には影響力があり、自分
は決定権を握っている」と思いが
ちだからだ。とくに会社などで権
限の強い人ほどその傾向にある。
ただ問題は“商品の豊富な店は客
を幸せな気分にしてくれるもの
の、店にとってはそれが必ずしも
売上げアップに結びつかない”と
いうことだ。だから「相手によっ
て適正な選択肢を用意する」こと
が重要になってくるのである。

人間の経済行動は、社会の情勢

や環境、その人の置かれた状況に
よってどんどん変化している。人
間は決して合理的な存在ではな
い。合理的な時もあるがそれは一
時にすぎない。その前提を踏まえ
ながら、行動経済学のセオリーを
上手にビジネスに活用していきた
いものだ。

【参考】
●『９割の人間は行動経済学のカモである』 橋
本之克 ［経済界］●『９割の損は行動経済学で
サケられる』 橋本之克 ［経済界］●『マンガでわ
かる行動経済学』 ポーポープロダクション［ソフ
トバンククリエイティブ］●『図解雑学　行動経
済学』 筒井義郎・山根承子 ［ナツメ社］　ほか

■ 小売の常識、お値打ち感を出す基本、「端数価格」戦略

■ 高級品に端末価格戦略は効果が薄い

■ 売るためのサンプルは３、４つ、せいぜい５、６がいい ─「ジャムの法則」

■ 競馬で 5,000 円儲けて 5,000 円損した時は、損した感が強い ─「損失リスク回避」

■ 女性は男性より、「損失リスク回避」が強い

■ アマゾンの「あなたにおすすめ」は富裕層購買心理を突いている

■ 人は専門家や有名人の言説を信頼しやすい ─「ハロー効果」

■ 店頭のオススメ POP は「手書き」に限る

■ 行動経済学のセオリーが満載、「ディアゴスティーニ」のビジネス

■ CM は購入者の「保有効果」を高める

■ 保有効果で成長した「IKEA」

■ 現代の企業の成長は「自前主義バイアス」から脱却することがポイント

■ 事業撤退を鈍らせる「サンクコスト」

■ サンクコストを利用したマイレージ、ポイント、ソーシャルゲームビジネス

■ 人間は「自分の影響力」を行使したがっている

■ テレビショッピングでは「５色」のラインナップが売れる！

POINT



伊藤ハムの大豆を使った肉
「大豆ミート」シリーズ
（同社公式サイトより）

日本ハムの大豆を使った「ナチュミート」シリーズ（同社公式サイトより） 丸大食品の「大豆のライフ」シリーズ（同社公式サイトより）
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じわり広がる市場とパワー、「大豆」

代用肉で注目。大豆が地球を救う！？

な にかと話題となっている代用肉。すでに製品化さ

れ、一般家庭の食卓にものぼりはじめている。日

本でもニッポンハムや伊藤ハム、キューピーなど、大手

食品メーカーが続々と代用肉を製品化している。その多

くが植物由来であるが、なかでも最も多い原料となって

いるのが大豆だ。

　大豆は日本でも豆腐や味噌、醤油、納豆など古くから

日常的な食に利用されてきた。日常的に摂取することで、

生活習慣病などを予防し、健康を維持できる栄養食品と

しても認知されていた。しかしミ

レニアムが話題になる前後から大

豆のさらなる研究が進み、その秘

めた機能やパワーが大きな注目を

集めるようになった。

　たとえば大豆タンパク質にはコレステロール濃度調整

機能、糞便脂肪酸排泄促進機能、リノール酸代謝調節機

能や肥満に対する効果などが確認され、大豆イソフラボ

ンには抗酸化作用、骨粗しょう症対応、更年期障害改善

効果などさまざまな効果が認められている。

　このため各国は大豆を使った食品などに健康食品とし

て認定する制度などを設け、その普及を後押している。

　日本では大豆を使ったコレステロール濃度調節機能の

ある食品については、「特定保健用食品（トクホ）」とし

て認定している。また米国では、一定量の大豆たんぱく

質を含む食品については、「科学的に十分な根拠を持つ

健康強調表示（SSA）」を認めている。イギリスでは、「1

日に25ｇ以上の大豆たんぱく質を摂取することは、血中

コレステロール値の低下を助ける」として大豆を使った

食品に「包括的健康強調表示（JHCT）」を認定している。

まさに大豆は人類の健康を救うスーパーフードの位置を

築き始めているようだ。各食品メーカー、医薬品・健康

関係の企業もこれに注目、商品化を進めている。



江崎グリコは、豆乳を使った「SUNAO」シリーズを展開（同社公式サイトより）

大塚製薬の「SOYJOY」シリーズ。SOY食品・健康機能食品の
先駆け的存在でもある。味のラインナップのほか、低GI商品
など高機能化も進めている（同社公式サイトより）

森永製菓はウィダーインゼリーブランドのプロテインシリーズに大豆
を主力とした「おいしい大豆　プロテイン」を加えた（同社公式サイ
トより）
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　大塚薬品グループは、単に健康食としての大豆では

なく、地球環境に配慮した大豆を利用することの意義

も訴求している。たとえば大豆と同様のたんぱく質を

牛肉で摂ろうとするとその32倍の飼料が必要となる。

また肉を得ようとするなら、10倍の飼料が要る。飼料

効率からすれば、代用肉としても高いのが大豆なのだ。

　大豆に注力しているのは大塚薬品グループだけでは

ない。

　ほかにも大手ではグリコや森永製菓、アサヒグルー

プ、マルコメ、カゴメなどが大豆を原材料にした食品

群を展開している。

大豆の可能性に目をつけた
大塚薬品グループ

　代表的なのはカロリーメイトやポカ

リスエットで知られる大塚薬品グルー

プ。2000年前後から「Soy（大豆）」

と「Solution（解決）」を結びつけた

Soylutionをテーマとした新しい食品開

発に取り組んでいる。その代表的商品

が2006年に発表した「SOYJOY」で

ある。薄皮を除いて粉末状にしてフルー

ツを入れて焼き上げたバータイプのスナック食で、発売

すると、5年で世界11カ国に展開するほどヒットし、そ

の種類も増えていった。生産拠点も日本、中国、米国と

3カ所に置いて供給している。また2010年には大豆に

炭酸を加えた大豆炭酸飲料「SOYSH」を発売。2012

年にノンフライの大豆スナック菓子「ソイカラ」などを

発表し、業界をリードした。



常盤薬品工業の豆乳を使った「なめらか本舗」シリーズ
（同社公式サイトより）

豆腐の盛田屋の豆乳からつくった化粧品シリーズの１つ
「つくも薬用豆乳美白オイル美容液」（同社公式サイトより）
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　大豆には健康だけでなく、美容にもいい成分が

含まれている。大豆イソフラボンは、女性ホルモ

ン「エストロゲン」と同様の働きがあるとされ、

肌や艶のハリを保つ効果や骨粗しょう症防止、自

律神経の安定、子宮内膜を厚くして受精卵の着床

を準備する、乳房や性器、皮下脂肪を発達させ女

性らしい体型をつくる、肌の新陳代謝を高めるな

ど、さまざまな効果が期待できる。

　大豆イソフラボンを使った化粧品などもかなり出て

いる。

　医薬品メーカーの常盤薬品工業は「なめらか本舗」

というブランド名で開発したその名も「豆乳イソフラ

ボン ホワイト」という美容液を展開、女性誌などで取

り上げられている。

　福岡県の豆腐製造会社の「豆腐の盛田屋」でも自社

ブランドで「つくも薬用豆乳美肌オイル液」を開発販

売している。同社ではほかに「豆乳せっけん自然生活」

や「豆乳くりぃむ自然生活」など豆腐メーカーならで

はのイメージを重視した商品を展開。自然派、ロハス

な消費者を取り込んでいる。

　一方、今年になって一気にラインナップが揃ったの

は、大豆を使った代用肉である「大豆ミート」。

　前述のニッポンハムや伊藤ハム、丸大食品などの食

肉メーカーから、調味料のキューピー、カゴメ、味の素、

味噌のマルコメなど一気に参入者が増えた。

　もともと日本では寺の精進料理などで、野菜や根菜

を使った「代用肉」文化は根付いており、昔から馴染

みがあった。すでに和食は「washoku」として世界語

になっていることからすれば、今後は日本の「daizu」

が世界を席巻するかもしれない。



納豆メーカー最大手のタカノフーズは、納豆に乳酸菌を入れた
「すごい納豆　S-903」をヒットさせた（同社公式サイトより）

味噌で知られるマルコメ食品の「大豆のお肉」シリーズ（同社公式サイトより）

大豆から取った植物油などを製造する不二製油は、独自技術「USS製
法」を使った濃厚な豆乳クリームやホイップ製品を展開している

（同社公式サイトより）
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大豆需要増大で起こる環境破壊

　ただ懸念もある。世界的な大豆ブー

ムで、世界中の森林やサバンナが大豆

向けの農地に転用されていることだ。

WWF（世界自然保護基金）によれば、

空前の大豆ブームでこの50年で、世

界の大豆消費量は2700万トンから2

億6900万トンに増え、その作付面積

も100万k㎡まで広がっている。これ

はフランス、ドイツ、オランダ、ベル

ギーを合わせた広さである。とくに南

米では1990年に1700万haだった作付面積は2010年

は4600万haと、3倍近くにも拡大している。

　WWFはこうした現状に対して「責任ある大豆生産」

を提唱。森林や草原や湿地など生態系を破壊するよう

な場所の農地転用を認めず、持続可能な生産方法を守

る農業者に与える認証制度などを各国政府に推奨して

いる。

　大豆がこれほど注目されているのは、爆食大国であ

る中国の存在が大きい。中国のGDPが急激に伸び始め

た2000年代中頃から、食肉の量も増え、これに沿うよ

うに世界中で家畜の飼料となる大豆の消費量が増えた

のだ。このため大豆の世界相場が一気に高騰し、世界

的相場の指標となるシカゴの大豆市場では2006年から

08年にかけて3倍の価格をつけている。その後は一旦

下ったものの、底値が高止まりし、従来の2倍から３倍

の価格が続いている。

　中国の肉需要は当然国内では賄えず、輸入量が拡大

したが、なかでもブラジルやウルグアイなど南米から

の輸入量が急増。先の大豆農作地が南米で90年代から

2010年までの間に作付面積が拡大したのも頷ける。

　日本でも大豆の消費拡大を受け、国産大豆の自給率も

上がってきている。2013年までは8 〜 10％で推移し

ていたが、2018年には過去最高の25％まで上がって

いる。品種改良も積極的に行われ、長らく上位を占め

てきた品種にもこの数年で動きが見られるようになっ

た。

　農水省のデータでは国産大豆の登録品種は138種も

あり、味噌や豆腐など用途や地域風土に合わせて改良

されてきた。使われる商品の幅が増えれば、より個性

や特長をもった大豆が生まれてくるだろう。

　大豆の可能性はまだまだありそうだ。




