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ヒット商品は
勘では生まれない

　 モノやサービスが売れない時代
と言われて久しい。どんな市場に
もモノやサービスがあふれ、ヒッ
ト商品を生み出すことは難しく
なった。しかもそういったモノや
サービスは国内だけでなく海外か
らもやってくる。
　そんな中でもヒット商品は生ま
れている。顧客や消費者のニーズ
をくみ取り、それを実現した商品
やサービスだ。経営者のなかには、
鋭い感性とセンスでヒットを打ち
続ける方もいるようだが、非常に
まれな例と言える。天才肌のファー
ストリテイリングの柳井正さんで
も、商売は1勝9敗と言い切ってい
るほどだ。
　ヒットになるかどうかの最終的
な判断は、経営者の勘やセンスに
なるかもしれないが、それもしっ

かりしたベースがあってこそ。そ
のベースとなるのは、的確な「マー
ケティング」だ。
　マーケティングというと一部の
専門家の知識やスキルと思う方も
いるだろうが、経営者なら身につ
けておきたい現代の商売の基本で
ある。メールや挨拶と同様、「仕事
のたしなみ」という人もいる。身
につけているかいないかで、会社
の収益は大きく変わるのは間違い
ない。
　個人事業主や中小企業の経営
者のなかには、何かのスキルや技
術を武器に起業したり、先代から
事業をそのまま引き継いだりする
ケースがあるかと思うが、意外と
マーケティングを知らないまま経
営していることが多い。
　無論「知ってるよ」という人も
いる。だがインターネットの発達
や社会環境の変化に伴い、マーケ
ティングの考え方も日々進化して

いる。もしからしたら取り残され
てはいないだろうか。

マーケティングって
どういうこと？

　そもそもマーケティングとは
いった いど ういうものな の か。
ちょっとした書店に入るとマーケ
ティングに関する本は数十冊は見
つけることができる。いろいろな
立場の人がさまざまな定義をして
いるが、その定義は千差万別といっ
ていいほど分かれている。
　そのなかでも代表的なのはアメ
リカマーケティング協会（AMA）
の定義と日本マーケティング協会
（JMA）の定義だ。
　JMAの場合、マーケティングと
は「企業および、他の組織が、グ
ローバルな視野に立ち、顧客との
相互理解を得ながら、公正な競争
を通じて市場創造のために行う総
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合活動」としている。一方AMA
は「組織的な活動であり、顧客に
対して価値を創造し、価値につい
てコミュニケーションを行い、価
値を届けるためのプロセスであり、
さらにまた組織および組織のス
テークホルダーに恩恵をもたらす
方法で、顧客関係を管理するため
の一連のプロセス」としている。
　分かったような分からないよう
な定義だ。ほかにも「商品やサー
ビスを売るための仕組みづくり」、
「潜在市場を有効市場に変える方
法」となどさまざまな定義がある。
マーケティング学の大家、フィリッ
プ・コトラーはマーケティングの
目的について、「絶えず変化する
人々のニーズを収益に変えること」
と言っている。さらに経営学の巨
人であるピーター・ドラッカーは
マーケティングの理想を「販売を
なくすこと」だと言っている。ひ
とつの至言だろう。
　ここではマーケティングをまさ
に文字通り、マーケット（市場）
の進行形、つまり「新しい市場を
切り開いて収益に結びつける方法」
と捉えてみる。より細かく説明す
ると「販売や営業の手間を極小化
するために、誰がどんなものを欲
しがっているかを的確に探り当て、
その誰かのために適切な機能・品
質・価格の商品を、的確なタイミ
ングで届ける仕組みをつくってい
くこと」ということになる。

高度成長期は
マーケティングが不要だった

　なぜマーケティングは必要なの
か。1つには、モノやサービスが市
場を満たしていくためだ。
　商品の売れ方は時代とともに変
わってきた。たとえば戦後1950年

代から1970年代までの高度成長期
では、需要が生産量を上回る状態
が続いてきたので、企業は生産に
集中するだけで十分だった。企業
は生産能力と流通の拡大に努めれ
ばよかった（第1段階）。しかしそ
の後生産が需要に追いつくように
なると、個々の商品の売れ方は鈍
化していく。企業間の競争は激し
くなり、商品の機能や品質をより
際立たせる必要が出てきた。企業
は他者との差別化を図るべく、製
品開発に力を注いだ（第２段階）。
ただこれは顧客のニーズを汲み
取ったものではなく、企業が自社
の発想のみで差別化を図っていっ
たのだ。
　やがてさらに需要が十分に満た
されるようになると商品の差だけ
では、売ることが難しくなった。
そこで企業は商品をいかに売るか
という売り方に力を注ぐことにな
る（第３段階）。しかし売り込み合
戦が過熱すると、消費者は反発を
覚えるようになる。そこで企業は
考えを変えていく。「より生活者が
満足するような商品を買う方法を
とらなくてはだめだ」と。消費者
がどのようなものを欲しがってい
るのかを調べ、その企業独自の特
徴付けを行いながら、満足度の高
い商品を提供することになる（第
４段階）。
　この１から４の段階をそれぞれ、
「生産志向段階」「製品志向段階」

「販売志向段階」「マーケティング
志向段階」と呼んでいる。現在の
市場はこのマーケティング志向段
階に入ったといわれている。また
これらの段階については、１～３
の段階を「プロダクト・アウト」、
４番目の段階を「マーケット・イ
ン」という分け方をする時がある。
　プロダクト・アウトとは、「いい
ものは売れるはず」という作り手中
心の考え方で、マーケット・インは
顧客や消費者が欲しがっているも
のを探し出し、商品化して提供する
顧客中心の考え方とも言える。
　よく、売れる商品をつくるにた
めは「顧客のニーズを聞け」「市場
のニーズを分析せよ」といったこ
とが言われるが、これはマーケッ
ト・インの発想から生まれたこと
言葉だ。
　もう一つは、商品には「寿命=ラ
イフサイクル」があることだ。世
の中にはロングセラー商品があり、
10年20年、場合によっては40年、
50年と売れ続ける。
　しかしそういった商品は稀で、
業界にもよるが、たとえば菓子類
や即席めんなどは、3カ月も持たず
に消えていくものもある。従って、
企業は1つの商品にだけに頼ること
なく、新しい商品を市場に投入し
ていく必要がある。
　当然ながら新しい商品を開発し
て売るためには、新たに消費者が
欲しがっているものを探り、開発
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していかなければならない。つま
りマーケティングのプロセスを1か
ら進めていくことになる。たとえ
ヒットした商品があるからと言っ
て、同じような商品をちょっと中
身を変えただけでは消費者は財布
から現金やカードを出さない。よっ
て企業は商品の寿命が終わる前に
新しい商品を市場に投入する必要
があるのだ。
　ちなみに商品のライフサイクル
は次の４つのステージに分かれる。
最初が「導入期」である。この段
階ではまだ売上高の右肩上がりの
カーブはそれほど顕著ではない。
「上がっているかな」といった程度。
その後ある時点を超えると急激に
売り上げが増えていく。「成長期」
に入ったのだ。やがてその売り上
げ曲線が緩やかになったかと思う
とピークを迎え、下降する。この
売上の右肩上がりが鈍化したころ
からピークを迎え、そして下降し
始めたあたりが「成熟期」と呼ば
れる時期だ。そして間もなく衰退
期を迎え、急激に落ち込んでいく。
一般に成長期のカーブより、落ち
込む時のカーブのほうがきつくな
る。
　この商品のライフサイクルは時
代が下るにつれてどんどん短く
なっている。情報網がどんどん発
達しているので、ある商品が売れ
るとなると、ライバル会社が似た
ような商品をあっという間に開発
し、後を追ってくるからだ。

ニーズとウォンツ

　マーケティング志向の時代に
あっては、まず顧客や消費者がど
んなことを求めているのかを知ら
なければならない。その基本にな
るのが「ニーズ」と「ウォンツ」

という２つの言葉だ。
　ニーズとは必要性や需要という
意味の英語だが、マーケティング
の世界では、同様にウォンツとい
う言葉も使われる。似たような言
葉だが、使われ方が違う。また専
門家によって定義づけも違ってい
る。
　最も知られているのは、ニーズ
は「しなければならないという必
要性」で、ウォンツは「欲しい、
したいという欲求」であるという
考え方だ。
　どういう違いかをクルマを例に
して説明しよう。
　通勤にクルマを使う人がいる。
10年以上使って、あちこち傷んで
きたので、そろそろ買い替えよう
と考えたとする。その人にとって
はクルマは必需品になるから、ニー
ズとなる。この時点では対象は一
般的乗用車が対象となる。中古
車でも軽でもいい。しかしそれが
どうしてもポルシェかベンツでな
いといけないと、こだわりが入る
と、それがウォンツになる。お昼
に何か食べたいというのはニーズ
で、それがマクドナルドのてりや
きバーガーとなるのがウォンツで
あるともいえる。
　今の市場はニーズを満たす商品
はあるが、問題はウォンツにでき
るかどうかにかかってくる。逆に
ニーズを飛び越えウォンツが先に
出る場合がある。クルマを買い換
える必要がないのに、どうしても
欲しいので、フェラーリを買って
しまったりすることだ。
　ニーズとウォンツについては、
「顕在化している欲求がニーズ」
であり、「消費者自身が気づいてい
ない、潜在的欲求がウォンツ」と
いう考え方もある。たとえばイン
ターネットが普及する前は、その

ようなサービスを欲しがる声はほ
とんどなかったはずだ。だがイン
ターネットが普及した今は、イン
ターネットを使ってこういうこと
がしたい、ああいうことがしたい
と明確に欲求が出てきた。どちら
かと言えばプロダクト・アウトに
近い感覚だが、革新的な商品や仕
組みのなかにはそれが世に認知さ
れてはじめて、その使い方や欲求
が生まれてくる例は往々にしてあ
る。こうした消費者の無意識のな
かに眠っている欲求を引き出す考
え方を「インサイト（洞察）」とい
うこともあり、眠っている市場を
掘り起こす上で重要なキーワード
になっている。

人間の欲望を知る

　消費者のニーズやウォンツはど
のように引き出されるのだろうか。
マーケティングではその前提と
なっている人間の欲求についてい
くつかの分析がなされている。
　代表的なのは心理学者マズロー
が唱えた「欲求５段階論」だ。マ
ズローは、人間は経済的に余裕が
出てくるとより高次の欲求に移っ
ていくとしている。
　５段階のうち最も基本的な欲求
が、「生存の欲求」である。生きて
いくための必要不可欠な「衣」「食」
「住」への欲求だ。その次が病気
や事故から守ろうとする「安全へ
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の欲求」。その次が会社や地域、家
族などの組織やコミュニティでの
人間関係に愛情や友情を求める
「帰属と愛情の欲求」。その次が社
会から認められたい、尊敬された
いという「尊厳の欲求」。そして最
も高い次元の欲求が、仕事や生き
方において自分の求める姿になり
たい、理想とする自分になりたい
とする「自己実現の欲求」である。

　このほかこのマズローの５段階
説を下敷きにした「アルダファの
EGR理論」というものもある。
　この理論ではマズローの理論を
「生存欲求」「関係欲求」「成長欲求」
の3つに統合している。生存欲求は
生存と安全への欲求、関係欲求は、
安全と社会的欲求、尊厳への欲求、
成長欲求は、尊厳と自己実現の欲
求に相当する。
　マーケティングにおいては、こ
れらの欲求に応じたそれぞれの市
場が存在すると考えられ、たとえ
ばミネラルウォーターや食品など
は生存への欲求、安全への欲求を
意識したマーケットだし、保険や

金融商品は安全への欲求、高級車
や高級マンションは尊厳の欲求、
難関大学への合格をサポートする
予備校や、資格取得のための講座
は自己実現の欲求の市場であると
も言える。
　先進国においては、ほとんどが
これらの理論の最後の段階にいる
人だ。だが昨今の大雨や大地震、
噴火などの天変地異を引き合いに
出すまでもなく、状況によって生
存への欲求、安全への欲求は常に
人間のなかに内包されている。
　誤解を承知で言えば、マーケティ
ングは欲望心理学の実践でもある。
つまり人間社会が複雑化すれば、
それに応じた複雑な心理が発生し、
かつその心理に呼応する市場は生
まれてくるのだ。
　たとえば、アメリカの心理学者
H.A.マレーは、「恥辱の回避」「防御」
「保身」「解明」「優越」「自己卑下」
など２８の欲求があると分析して
いる。つまりこれだけの欲求のニー
ズがあり、それぞれに市場があり、
そこに対するマーケティングも必
要となるのである。

どんな消費者がいるのか

　このようにマーケティングでは、
どのような人間でも環境や経済力
に応じて同様の欲求を持っている
と考えている。しかし実際には、
人の消費行動は実にさまざまな現
象となって現れる。それは同じ商
品でも関心度が違うからだ。新し
い商品が出ると誰よりも早く新商
品に飛びつく人がいる一方で、周
りの人が買わないと買わない慎重
な人もいる。こうした情報感度に
よって消費者を分ける方法論に
「イノベーター論」がある。
　イノベーター理論では、新しい

商品に早く反応する（購買する）
層から

　 「イノベーター」（2.5%）

→「アーリーアダプター」（13.5%）

→「アーリーマジョリティ」（34%）

→「レイトマジョリティ」（34%

→「ラガード」（16%） 

の順に反応していく。カッコ内の
数字はその比率で、ほぼどのよう
なジャンルの商品でも当てはまる
という。
　この中で、アーリーアダプター
の人はその市場や商品についてオ
ピニオンリーダー的性格が強く、
一般に新しい商品はこの層がポジ
ティブに反応すると、売れる可能
性が高まるとされる。
　また想定される市場において、
だいたい普及率が14%を超えたあ
たりから急激に商品が広まると言
われており、このポイントを「ク
リティカルマス」と呼んでいる。
　消費者がどんな商品に反応する
かはやはり、その人のライフスタ
イルに負うところが大きい。マー
ケティングではさまざま分析方法
があるが、そのなかでもライフス
タイルを分析する代表的方法が
「AIO分析」だ。
　これは消費者のライフスタイルを

「A=ACTION（行動）」 

「I=INTEREST（関心）」

「O=OPINION（意見）」

から見ていくもので、消費者が仕
事や趣味、地域でどのような活動
をしており、またどのような趣味
や趣向、ファッションや食生活、
媒体、教養をもっているのか、社
会やビジネス、教育、文化などに
ついてどのような意見を持ってい
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るかをアンケートや面談などの調
査を通じて分析し、カテゴリー分
けをしていく方法だ。
　同じ商品を買ったからといって、
その動機は同じではない。その動
機の背景にあるライフスタイルや
価値観がわからないと、消費者や
市場の特性は見えてきにくいもの
だ。

マーケティング戦略の要素

　どんな消費者にどのようなニー
ズやウォンツがあるのかがわかっ
たら、その商品を開発して、ター
ゲットとなる消費者に購入しても
らわなければならない。この戦略
を考える時にポイントとなるのが
「マーケティングの4P」と呼ばれ
るものだ。
4Pとは、

「製品 （Product）」

　特徴、品質、デザイン、色、
パッケージ、大きさ、返品、ア
フターサービスなど

「流通 （Place）」

　在庫、運送、流通範囲、チャ
ンネル、品揃え、立地など

「価格 （Price）」

　価格、値引き、割引、支払
条件など

「プロモーション （Promotion）」

　販売促進、広告、パブリシティ、
ダイレクトマーケティング

の頭文字のPをとったものだ。通
常はこの4つの項目を組み合わせ
てマーケティング戦略をつくって
いく。この4つを組み合わせること
をマーケティングミックスといい、
それぞれの項目のどのような要素
をうまく組み合わせるかで、売り
上げが大きく変わっていくのだ。

いずれも費用がかかってくるので、
大企業になるほど有利になりそう
だが、必ずしもそうとは限らない
のがこのマーケティングミックス
の妙だ。なかでも製品とプロモー
ションはお金のかかる項目だが、
たとえば今はインターネットが進
んでいるので、上述したアーリー
アダプターの層が関心を持ってく
れれば、SNSやブログ、動画サイ
トなどで勝手に発信してくれるた
め、大きな広告を打たなくとも、
購買につながる可能性は大きい。
　マーケティングミックスには、
この4Pのほか、4Cという考え方も
ある。４Cとは、

「顧客価値 = Customer Value」
「対価 = Cost」
「利便性 = Convenient」
「コミュニケーション =
  Communication」

のこと。いずれも消費者側から企業
がどう見られているかを判断してい
くもので、マーケットインの視点か
らは特に重要になってくる。

AIDMAからAISASへ

　マーケティングの4Pのうち製品
や流通、価格については細かな戦
略を立てて、実践している経営者
は多い。しかしながらプロモーショ
ンについては、PR会社や広告会社
といった外部に丸投げ、あるいは
そこにはお金が掛けられないと諦
めている人もいる。
　マーケティングは消費者の欲望
を引き出し、購買に結び付けるた
めの手法だ。なので、いくら素晴
らしい商品やサービスでも、それ
を知った人が、欲しいと思わせて
来店や契約につなげなければ意味

がない。その最後の導線を果たす
のがプロモーションである。プロ
モーションは、消費者の気持ちの
高まりや変化を理解した上で進め
なければ水泡に帰してしまう。
　その変化を表す代表的な理論が
「AIDMA（アイドマ）」である。
どこかで聞いたことがあるかもし
れない。AIDMAは人がどのように
情報を取り、購入という行動を起
こすのかの心理プロセスを追った
理論で、極めて説得力を持ち、長
らく広告業界やマーケッターの間
では信奉されてきた。
　新しい商品情報に触れると人は
まず「Attention=注意」を惹か
れ、その商品に「Interest=関心」

を持つ。そして商品をよく知り、
気に入ると「Desire=欲望」を抱
く。そしてその商品の名前や特徴
を「Memory=記憶」し、ついに
購入や契約という「Action=行動」

を起こす。
　ただ近年はインターネットとい
う新たなメディアが浸透したこと
でこの行動プロセスに変化が表れ
ている。それが「AISAS（アイサ
ス）」という考え方だ。
　商品情報に触れた人が、注意を
惹かれ、関心を抱くまでは同じだ
が、その次にその商品についてイ
ンターネットで「Search=検索」

をする。そしてそこで情報を吟味
し、納得して購入（Action）に至る。
そしてその商品の感想をブログな
どで公表して、情報を「Share=

共有」するというもの。
　人間はどこかしら心を動かされ
たものについて発信したいという
欲望があるのかもしれない。１つ
の承認欲求の形態だ。SNSやブロ
グにコメント機能や「いいね」機
能が組み込まれているのはその証
左だ。SNSに「いいね！」機能を
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つけたのはFacebookだが、視 点
を変えれば、最初からマーケティ
ングツールとして構想されていた
ネットツールだとも言える。企業
の企画部門やマーケッターにとっ
て、試作品を発表すれば、市場の
反応があっという間にわかってし
まうからだ。
　こうした考えは従来のPRや広告
の考え方を大きく変えた。以前は
プロモーションを打つ際には、テ
レビや新聞などのマス媒体を中心
に組み立ていたが、今はインター
ネットのSNSやYoutube、ブログを
中心に組立てるようになった。テ
レビや新聞、雑誌などに商品情報
を露出させ、企業のホームページ
やSNSの公式サイトに誘導するの
だ。最近「続きはWEBで」という
CMや雑誌広告を目にするのはその
考えに則ったものだ。

AISAS からAISCEASへ。
そして無関心へ

　最近ではその軸がPCのサイトか
らスマートフォンに移っている。
新聞や雑誌、駅や街中のポスター
やチラシなどに記載した二次元
バーコードからスマートフォンの
サイトに飛ばす流れが一般化して
いる。そこでさらに関心をもたせ
るような仕掛けをつくり、最後に
購入ボタンをクリックさせるとい
う流れだ。
　ただこの構造も絶対的ではない。
軸がマスメディアではなく、ネット
になると、人の購買プロセスも変
化する。すでにAISASはAISCEAS
に 変 わ っ て い る。Attention，
Interest、Searchと最後のAction、
Shareの 間 にCompare（ 比 較 ）

→Examination（検討）が入って
くるのだ。ネットのビジネスモデ

ルは真似されやすい。だから消費
者は比較し、検討することが欠か
せない。クルマや家電など、スペッ
ク比較できるものであれば、単純
に価格比較となり、消費者はわか
りやすい。となると、売り手は泥
沼の価格競争にハマっていく。そ
こで、保証やアフターサービス、
付属品などで差別化したり、ある
いはメーカーとコラボした「特別」
な商品を生み出すことも求められ
ている。
　一方でスペックなどで一律比較
できない商品については、いかに
こだわりや物語などで差異性を出
すかが重要になる。そこでたとえ
ばアマゾンやグルメサイトでは、
利用者による評価がつけられるよ
うになった。商品の評価は買った
人の目的や属性に左右されるが、
より数多くの人が評価すれば、バ
イアスも是正され、信頼性の高い
評価が可能という理屈だ。同じ商
品やサービスをこれから購入しよ
うという消費者は購入判断の目安
になりやすい。評価が良ければも
ちろん、企業にとってはありがた
いが、たとえ評価が低かったとし
ても評価者の母数が多ければ、そ
れだけ社会に知られる商材である
ことの証明であり、ブランディン
グとしては有効になる。だがこの
システムもいわゆる評価のヤラセ

が起きており、評価の星を売るビ
ジネスも誕生している。
　さらにはそこまで手間や時間を
かけたくないという企業では、話
題性を求め、短兵急に「炎上マー
ケティング」などの手法が採られ
ることもある。炎上マーケティン
グとは、ツイッターやFacebookな
どのSNSで、過激な言葉や行動の
動画をアップして、世間の注目を
集める手法だ。新サービスやスター
トアップなどの企業が知名度アッ
プを目的として仕掛けることもあ
るが、すでにブランドが確立して
いる企業では下手するとダメージ
のほうが大きくなる可能性がある。
似たようなネットビジネスモデル
が続々と登場するため、いまネッ
トに限らず企業は、その他大勢か
ら抜け出す方法を常に模索してい
る。マーケティングプロセスにお
いては、最初のAttentionにいかに
力を入れるかに重きが置かれるよ
うになってきたのだ。
　結果として、低コストで知名度
や話題性を上げることが難しくな
り、マス広告にコストをかけて、
自社サイトなどへ誘導することに
なっている。
　グローバルコンサルティング会
社のアクセンチュアが世界各国で
調査した結果がある。それによる
と日本をはじめとする先進国では、
徐々に製品やサービスに対するこ
だわりや執着がなくなってきてい
るという。ネットにおいては購入
前に比較・検討をするが消費者が
減ってきているというのだ。つま
りネット消費を解き明かした強力
なAISCEAS理論が効かなくなって
きているのだ。アクセンチュアは、
これを「消費者の無関心化」と呼
んでいる。とくにその傾向が強い
のが日本だという。
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無関心化の一方で高まる
ソーシャル・マーケティング

　背景にはどんどん消費が個別化
していることが挙げられる。すで
に市場においてはマスマーケティ
ングの時代は去り、どんどんミク
ロマーケティング化している。
　マーケティングは、もっとも広
範な消費者にテレビや新聞、雑誌
などの、マス媒体を使って注意喚
起していたマスマーケティング時
代から、地域や特定の職業、業界、
年齢層、収入などをターゲット
にした「セグメントマーケティン
グ」。さらにそれより小さい「ニッ
チマーケティング」がある。ニッ
チマーケティングはたとえば自動
車事故歴や飲酒癖のあるドライ
バーだけを狙った保険、軍用専門
の双眼鏡など、マスやセグメント
からこぼれ出たニッチなマーケッ
トを狙う。さらには個人のニーズ

やウォンツを引き出してカスタム
メイドの商品やサービスを提供す
る「カスタムメイド・マーケティ
ング」に分かれる。カスタムメイド・
マーケティングはまさに究極の形
だが、すでに医療においては個人
の遺伝子などをベースにしたオー
ダーメイド医療などが生まれてい
る。
　一方で関心が高まってるのは、
一般的な消費ではなく、環境問題
や貧困問題の解決につながるよう
な社会的消費だ。ことにこの数年
は国連が主導する「SDGs（持続可
能な開発目標）」の浸透もあり、あ
わせて社会問題や課題を解決し、
よりよい社会の実現のためのソー
シャル・マーケティングへの注目
が集まっている。
　マーケティングは、その商品開
発や新サービスの提供を通じ、ど
のような市場をつくりあげていく
のか、その市場の発展や商品の提

供価値がどのように社会をより良
くしていくのか、どのような社会
を構築していくかを考えるツール
に変わりつつある。
　マーケティングは日々変化して
いる。今回は基本的なおさらいだ
けだが、それでも目から鱗が落ち
た方もいるのではなかろうか。ま
たタイミングをみてマーケティン
グの話をしてみよう。



「ミニ保険」、続々
かゆいところに手が届く
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●市場は1,000億円突破、第三の保険として定着
　ミニ保険という言葉をご存知だろうか。ミニ保険とは

少額短期保険のことで、文字通り、損害を少額・短期で

補償する保険のことで、保険金として支払う金額の上限

が生命保険が300万円以下、損害保険が1,000万円以下、

保険期間が２年以内に限定されるなど、通常の保険に比

べ制約があるが、大手保険会社にはないユニークな商品

ライナップなどで、着々と伸びてきた。いまや市場規模

は1,000億円を突破しようとしている。

　ミニ保険は、2006年に保険業法の改正により、生命

保険、損害保険に次ぐ第三の保険として登場。事業にあ

たっての資本金が1,000万円以上など、従来の保険会社

の10億円以上に比べハードルが低いこともあり、他業界

からの新規参入やベンチャー企業などが次々生まれ、扱

い会社は100社ほどにまで増えた。

●あおり運転などに遭った場合の
弁護士相談費用などをカバー
　ミニ保険が何かと話題になるのは、時代の不安やト

ラブルに呼応したユニークな商品を生み出していること

だ。

　例えば弁護士費用。事故や事件などトラブルが起きて

から、その回復や修理・再建にかかった費用は従来から

損害保険などでカバーできたが、問題はトラブルや事故・

事件に遭った時に被害者であれば、しっかりした請求や

補償を得たいし、万が一損害や被害を与えた場合、どこ

まで請求や補償に応じるべきなのかがわからない。そこ

を判断してくれるのが法律家だ。つまりことが起きてか

ら、支払いが発生するまでに関わるのが弁護士などの法

律家なのだが、一般人にはそのアクセスがほとんどない。

ミニ保険ではこうしたトラブルに巻き込まれた場合の弁

護士費用などを補償する保険が増えている。

　生活のトラブルをベンチャーの「プリベント少額短期

保険㈱」は、「Mikata（みかた）」という弁護士費用保険

を発売しているが、契約者には、昨今話題のあおり運転

を防止するステッカーを配布している。トラブルが起き

た時はスマホのチャット機能で相談ができる。

　一方、「エール少額短期保険㈱」は、職場でパワハラ

やセクハラに遭うケースを対象に「弁護士保険コモン」

を発売している。最低月額1,060円で、パワハラ・セク

ハラのトラブル相談などのほか、ストーカー、痴漢冤罪

の相談も可能となっており、いざ疑われた時にはその場

でスマホのヘルプコールを押すと、弁護士から指示が

返ってくる仕組み。 

　「ジャパン少額短期保険㈱」も、痴漢に疑われた場合

の弁護士費用を補償する月額590円の「男を守る弁護士

保険　女を守る弁護士保険」を商品化している。この保

険にも「痴漢冤罪ヘルプコール」がついており、必要で

あれば弁護士が現場に駆けつける。
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●せっかくの旅行が雨で台無しになったら、
宿泊代を割り引くお天気保険
　このほかジャパン少額短期保険では、自転車運転で事

故に遭った場合や盗難に遭った際の保険「ちゃりぽ」を

販売しているほか、旅先で連続して雨に見舞われた場合

の補償「国内旅行・海外旅行お天気保険」などユニーク

な保険を販売している。降雨時間によってそれぞれ３時

間、６時間、10時間プランがあり、その時間に応じて宿

泊費が割り引かれる仕組みだ。

　近年は、中高年シニアのほか、山ガールなどの増加で、

山レジャーが人気となっているが、「日本費用補償少額短

期保険㈱」は、登山やアウトドアでの事故や遭難時のレ

スキュー費用を補償する保険「レスキュー費用保険」を

販売している。年額4,000円の保険料で、いざという時

の捜索人件費やヘリコプターの運行費などを最大300万

円まで補償するほか、家族の駆けつけ交通費などを５万

円まで補償する。

●ピンポイント、ハーレーのバイクだけを
補償する保険
　また同社では、高級オートバイ、ハーレーダビッドソ

ン社製限定の「ハーレー　車両＋盗難保険」を販売して

いる。盗難のほか、事故などで愛車が壊れた時の補償を

している。自動車保険や二輪保険は珍しくないが、こう

した特定ブランドを対象とする保険は、珍しい。
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　昨今は先の台風のように悪天候で予定していたイベ

ントに行けなかったりするケースが増えている。「AWP

ジャパン㈱」の子会社、「AWPチケットガード少額短期

保険㈱」は、「チケットぴあ」と組み、購入したコンサー

トなどのイベントチケットのキャンセル代を補償する

「チケットガード」を発売している。病気や出張などの

急用、あるいは悪天候でのアクセスできなかったなどで、

楽しみにしていたコンサートやスポーツ試合が観覧でき

なかった時のチケット代をその１割程度で補償する。

　もはや日常生活においてスマホなしで生活できないと

いう人も多いだろう。「ジャストインケース㈱」は、ス

マホの画面割れや落下時の故障などを補償するその名も

「スマホ保険」を発売している。画面割れや故障、水没、

盗難、紛失など一連の“スマホあるある”に月々 356

円から対応している。 

●認知症の家族が他人に迷惑をかけたら…
保険でカバー
　高齢者向けの保険も続々誕生している。

　「リボン少額短期保険㈱」では、認知症の人がものを

壊したりした場合の損害を補償する「リボン認知症保

険」を開発、販売している。月々約1,700円で最大1,000

万円の損害を補填する。

　「アイアル少額短期保険㈱」が出している「無縁社会

のお守り」は、昨今増え続けている孤独死にまつわる

商品だ。賃貸アパートなどにおける孤独死など死亡事

故が起きた場合の部屋の原状回復費用など、月々１部

屋300円で補償する。

　少子化によって結婚件数が少なくなっているが、そ

ジャストインケース(株)の「スマホ保険」サイト
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の一方でこだわりの結婚式も増えている。せっかくの

披露宴が新郎や親族の事故で延期になったり、酔った

招待者が備品を壊したりしては晴れの宴も台無しだ。

「あそしあ少額短期保険㈱」では、こうした結婚式・披

露宴が延期や中止になった場合の費用を補填する保険

「佳き日のために」を販売している。プランによっては、

結婚式中止費用を500万円まで補償する。

　働き方改革で、働き方が多様化している。企業に勤

めながら二足、三足のわらじを履いている人もいるだ

ろう。なかには週末だけ飲食店や小売店を営業してい

るという店主がいるかもしれない。

　前出の「ジャパン少額短期保険㈱」では、ビルなど

にテナントして入居している人向けに「テナント総合

保険」を用意している。この保険では火災や落雷、爆

発などで業務用の什器は備品が壊れた場合、盗難に遭っ

た場合など損害や修理費を補償する。被保険者が家主

や第三者に被害を与えた場合の賠償責任も補償する。

●通常の保険控除は受けられない
　このほか、がんの特別な治療法に特化した保険や糖

尿病の持病があっても入れる糖尿病保険などの従来の

医療保険をカバーできるミニ保険、ペットの病気やト

ラブルのかかった費用を補償する保険など、さまざま

ある。

　今後もこうした“かゆいところに手が届く”ミニ保

険は増えていきそうだ。体力のある会社であれば、「な

ければつくる」精神で保険事業を始めるという手もあ

る。

　利用者としては一般の保険とセットで利用するとミ

ニ保険のメリットはさらに増しそうだ。ただミニ保険

の場合、一般の保険とは大きな違いがある。保険控除

が適用されないことだ。また保険会社が倒産した場合

のセーフティネットが整っていないというのもミニ保

険のデメリットとして挙げられる。

　リスクをカバーする保険会社にもリスクはあるとい

うことであある。いずれにせよとかく想定外が起こる

時代。リスク管理は従来にもまして慎重に検討したい

ところだ。

エクセルエイド(株)の「糖尿病保険プラス」


