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食嗜 好 に及 ぼす食 品広 告 の効 果 に関す る研究
一CMソ ングと食嗜好 との関連 を中心として一

岸 本 裕 一(桃 山学院大学経営学部教授)

1.食 品産業マーケティングにおける

コンセプトと食嗜好

一本研究の課題一

食品広告へのハウス食品の取 り組みは昔から大

変積極的であり,か つユニークなものであり続け

てきた。それはフリースポット制において もみら

れるが,そ れ以上にCMソ ングをテレビ広告に

有効に活用していることについてもみられること

である。このような現状を踏まえて,食 嗜好に及

ぼす食品広告の効果をCMソ ングとの関連から

調査することにより,現 在の販売促進への取り

組みをレビューするとともに,日 米での食品広告

の展開の相違をも比較することで,今 後10年間の

業界の対応の方向性に示唆を与えようとするもの

である。

さて,本 研究の経過はつぎのようなものである。

現在わが国のテレビCMの ほとんどは東京で制

作されている。そして,東 京のクリエイティブ諸

社や食品メーカーにヒアリングに赴き,現 在の成

果 と問題点とを整理した。さらに世界のメディア

の中心ニューヨークを拠点に,ア メリカのメディ

ア・クリエイティブ関連業界の動向を食品メーカ

ー との関わりにおいて把握した
。それらの調査は

グローバル ・マーケティングの分析視角から行わ

れるものであり,単 なるルポルタージュではない。

こういった調査を所定の研究期間の間くりかえす

ことにより,収 束されたとりまとめがなされるよ

う努めた。

ところで,1998年3月,筆 者 は 『タイアップソ

ング ・マーケティング』なる著書を同文館出版 よ

り刊行 した。この中で,タ イア ップソングには

CMソ ングとテーマソングとの2つ のグループが

ある として,CMソ ングではハウス食品のCM

ソング,と りわけラーメン 「好きやねん」のCM

ソングについて議論した。この問題意識の延長に

本研究が位置しているのである。

わが国においては,こ のような研究課題につい

ては,社 会学や文化人類学といった学問領域か ら

の研究が主流を占めてきた。またアメリカにおい

ては,CMソ ングの用いられ方がわが国と相当異

なっている。しかし,1990年 代のわが国のタイア

ップソング主流のテレビCMに は批判 も多い。

本研究ではこれらを踏まえて,つ ぎにくるものは

何かを中心に考えたい。

また,本 研究は食品メーカーのブランド形成 と

販売促進は,食 品産業におけるマーケティング展

開のうちで,製 品戦略と販売促進戦略 との双方向

的関係を鮮明に描 き出すことにより,食 品産業全

体の市場創造の新 しい展開方向に示唆を与えよう

とする試みでもある。と同時に食品産業以外の他

の分野のさまざまな産業にとっても,他 山の石 と

して製品戦略と販売促進戦略 との双方向的関係 を

分析していく1つ の判断材料を提供しようとする

試みでもある。

ところで,周 知のように有名なマッカーシーの

マーケティングの4Pは,製 品(Product),場

所(Place),価 格(Price),販 売促進(Promo-

tion)の4つ の戦略群であり,こ れを効果的に融

合 していくことが,い わゆるマーケティング ・ミ
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ックスであるというのである。このうち,製 品戦

略と販売促進戦略とは,製 品戦略の写像の1つ で

あるブランド形成におけるコンセプ トを販売促進

戦略策定において明確に認識されていなければな

らないという意味で双方向的関係を持っていると

いうのである。物流,価 格 という他の2つ の戦略

とは,明 らかに性格が異なっている。これが現代

マーケティングの特徴として浮かび上がって くる。

この関係をやや誇張的に示せば図1の ようになる

であろう。この関係は食品産業マーケティングに

おいても,一 層意味あるものとなって くるという

のが,こ こでの姿勢である。

図1コ ンセプトの共有による製品戦略と販売促進戦略の
双方向的関係

マーケティング ・ミックスの策定

コンセプトの共有

2.食 嗜好に影響を及ぼすプロモーションの

分析モデル

はじめに,本 論でこれから食品広告のタイアッ

プソングを論 じていくにあたり,本 論でいう 「タ

イアップソング」とは,一 応 「広い意味でのビジ

ネス利用のため,映 画や ドラマの企画,あ るいは

特定の企業や商品などと契約を結んで提携(タ イ

アップ)を 行うところの,音 楽ソフト(CD,カ セ

ット,レ コー ドなど)と して商品化される歌」と

いうことと定義 しておく。例を挙げると,主 題歌,

挿入歌,テ ーマソング,あ るいは,コ マーシャル

ソング(CMソ ング)な どとして使用 され。なお

かつ,CDな どとして市販に供 される歌となる。

わが国の1990年代のポップスシーンを観察する

と,ヒ ットチャー トの上位を占めるヒット曲のほ

とんどすべてが,こ こでいうタイアップソングで

あった という事実が議論の出発点であったが,最

近ではリリースされるシングル曲(J-POP系)の

ほとんどにタイアップが付いているという状況に

まで立ち至っている1)。

このタイアップソングの形態のありようには,

上でも概ね示したように,筆 者は大別して2つ の

タイプがあるとしている。すなわち,1つ(タ イ

プA)は,商 品の販売促進とのタイアップであり,

もう1つ(タ イプB)は,テ レビやラジオの番組,

映画,あ るいは,イ ベントと音楽とのタイアップ

である。タイプBは これまで一般的には主題歌や

挿入歌あるいはテーマソングと呼ばれてきたもの

で,こ れにっいては比較的古 くからあったもので

あろう。これに対して,タ イプAは この10年間ほ

どの間に急速に増加の一途をたどっているタイア

ップソングの形態であり,本 稿でこれから詳 しく

みていこうとするものである。

ところで,図2は これらのタイアップソングを

めぐる関係を図示したものである。この図を,筆

者は 「タイアップソングの三角形」 と呼んでいる。

今,上 で説明したように,タ イアップソングには

タイプAと タイプBと が存在 しているが,こ れに

加えて,1つ のタイアップソングが,タ イプAと

しての性格と,タ イプBと しての性格 とをともに

持ち合わせているという場合が見受けられる。こ

ういう場合のタイアップソングを,タ イプC,あ

るいは,完 全タイアップソングと呼ぶことにした

い。すなわち,1つ の曲が,商 品の販売促進 との

タイアップであると同時に,主 題歌や挿入歌ある

いはテーマソングとしてのタイアップにもなって

いるというものである。 この先行事例が,筆 者の

これまでの調査では,美 空ひばりの歌った 「リン

ゴ追分」であったというのである2)。
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図2タ イアップソングの三角形

さて,青 森県りんご対策協議会3)は,昭 和27年

に松竹 と提携して映画 「リンゴ園の少女」を制作

し(制 作のために同協議会が提供 した費用は120

万円),さ らにその映画の上映協力の費用(65万

9000円)を も拠出している。この金額はどういっ

た価格指数でもって現在価額に換算するかによっ

て多少の変動はあるものの,地 価の上昇率ではな

いが,も しも現在価額に換算する作業を行えば,

驚異的な価額になるであろうことは想像に難 くな

い。現在でいうならば,安 室奈美恵かPUFFY,

場合によっては松田聖子 というような今をときめ

く女性歌手をフィーチャーしての企画である。あ

の有名な誰でも口ずさむことのできる美空ひばり

の 「リンゴ追分」はこの映画の主題歌であった。.

そして,こ の映画は,津 軽平野のリンゴ園を舞台

にストーリーが展開された。この歌と映画とリン

ゴとの完全なまでの強固なタイアップソングの三

角形の形成は現代でも類をみないものであった。

リンゴの産地は青森県以外にも,当 時から岩手県,

北海道,長 野県などい くっかの産地が存在してき

たけれども,こ のプロモーション戦略の成功によ

り,青 森県はリンゴの産地としての不動の地位を

確立させたのであった。 この事実は,同 時に,タ

イアップソングがマーケティング ・シーンのなか

で時代を超えて有効な手法であることを物語って

いるといえよう。また裏返していえば,当 時の青

森県のタイアップソング ・プロモーションは現代

のプロモーション戦略でも最先端を行くイメージ

ソング戦略,た とえば誰でもあれかと気づいても

らえそうな例をあげれば,TRFに よるコカ・コ

ーラのイメージソング 「BoyMeetsGirl」 や広

瀬香美によるスキーのアルペンのイメージソング

の一連のシリーズ 「ロマンスの神様」「幸せをつ

かみたい」「ストロボ」などに優るとも劣らない

トレンディーかっ粋を凝らしたプロモーション戦

略であった ということもいえよう4)。

この美空ひばりの 「りんご追分」にみられる完

全タイアップソングの形成に類した事例として,

さらに近年の2事 例を加えて3要 素を表にしたも

のが表1で ある。美空ひばりの事例ばかりでな く,

L⇔R,松 本梨香もそのタイアップソングでスタ

ーとなったし
,グ リコのポッキーはイメージを一

新し,任 天堂ゲームソフトも売り上げ爆発,ア ニ

メ 「ポケットモンスター」 も社会問題化するほ ど

ヒットしたのである5)。このように,タ イアップ

ソングにまつわるこのような相乗作用は絶大なも

のがあるといえよう。

ところで,以 前から筆者6)は芸術マーケティン

グの分析枠組みとして 「岸本の芸術マーケティン

グの4C」 というものをこれまでに提示してきて
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表1完 全タイアップソングの形成事例

い た。す なわ ち,

1.Concept(ど の ような コンセプ トで創 るの

か)

2.Coexistence(い か なる場 所で 提供 す るの

か)

3.Cost(ど れ ほ どの コス トをか け,そ して,

い くらかの価 格で提 供す るのか)

4.Communication(ど の よ うに広報 してい

くのか)

この4つ の変数 を効果 的 に組 み合 わせて い くこ

図3ポ ピュラー音楽と商品の相互作用

とが芸術マーケティングの基本であると述べてい

るのである。この視点を1つ の分析方法としたい。

筆者はまた,1980年 代後半以降顕著に現われは

じめる,タ イアップソングを通 じての企業と音楽

との相互作用を簡潔に図示すれば図3の ようにな

るとした。つまり,ポ ピュラー音楽と商品の相互

作用 というのは,ポ ピュラー音楽と商品の相互マ

ーケティングであるというのが,こ のような状況

を端的に表 した構図なのである。言い換えれば,

商品のマーケティングのためのポピュラー音楽が

商品を通じてポピュラー音楽それ自身のマーケテ

ィング活動に一役買っている,さ らにいうならば

「マーケティング活動のためのポピュラー音楽」

が結果としてまったく裏返しで 「ポピュラー音楽

図4ポ ピュラー音楽と商品の相互作用のプレイヤーと変数
(タイアップソングの分析モデル)
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のためのマーケティング活動」 となっているとい

う興味深い相互作用が現出しているというのであ

る。

この関係をさらに細かくみれば,図4の ように

なるであろう。まず,ポ ピュラー音楽の側では,

プレイヤーとして,作 詞家 ・作曲家 ・演奏者 ・歌

い手などからなるアーティス ト(事 務所),レ コ

ー ド会社
,プ ロデューサー,プ ロダクションなど

が,前 述した4Cを 戦略的に構成しながら,マ ー

ケティング ・パフォーマンスの最大化を追求して

いる状況が構図化 されている。一方,商 品側では,

プレイヤー として,メ ーカー,ホ ールセーラー,

リーテラーが,古 典的なマーケティング ・ミック

スの変数であるマッカーシーの4Pを 戦略的に構

成しながら,マ ーケティング・パフォーマンスの

最大化を追求している状況が構図化されている。

この両サイドを調整する仲介者 として,広 告代理

店が重要な役割を担っている。そしてなによりも

重要な点は,そ こに,リ スナー=消 費者がそこに

介在して,音 楽と商品との評価者としての役割を

果たしていくという点である。

このような分析枠組みを,ま ったくオリジナル

なものとして岸本裕一の芸術マーケティング論の

成果を踏まえつつ提示して,こ れを本論において

援用してい く。つ まり,こ のような 「ポピュラー

音楽のためのマーケティング」あるいは 「マーケ

ティングのためのポピュラー音楽」という双方向

性の関係を,前 に示した分析枠組みで実践的に実

証していくことが本論の分析方法である。

3.食 品CMと タイアップソングの展開

表2の1999年 のシングルチャート100の 中から

食品系のタイアップソングをピックアップしてみ

ると,以 下のような結果が出された。

★1999シ ングル100一 食品系タイアップー

3位 浜崎あゆみ 「monochrome」 日本たば

こ産業:『 桃の天然水』

「trauma」 日本 たば こ産

業:『 桃の天然水』

「Endrol1」 森 永製 菓:

『こんがりショコラ』

4位 坂本龍一energyflow(『 ウラaTTa』)

三共:『 リゲインEB錠 』

17位 鈴木あみ 「BETOGETHER」 モスバ

ーガー:『'99モ スバーガー

サマーキャンペーン』

37位 上原多香子 「myfirstlove」 ハウス食

品:『 紅茶のゼリー』

39位 センチメンタル ・バス 「SunnyDay

Sunday」 大塚 製薬:『 ポ

カリスエット』

67位 浜崎あゆみ 「TOBE」 日本たばこ産

業:『 桃の天然水』

84位 鈴木あみ 「Don'tleavemebehind/

Silentstream」 アサ ヒ飲

料:『NEWバ ヤリースオレ

ンジ』

97位 ゆず 「友達の唄」江崎グリコ:『 ポ ッ

キー』

食品系のタイアップ戦略は,① 食品のコンセプ

ト,② ポジショニング,③ 誰(タ ーゲットとする

年齢層)を ターゲットとしたものなのか,以 上の

ことが一番のポイントになる。そしてターゲット

にした年齢層に多大な支持をされ,影 響を及ぼし

ているアーティストが選ばれ,タ イアップに使わ

れヒットしている。音楽はCMに は重要な要素

であり,タ イアップ曲によって数々の食品のブラ

ン ドイメージは築かれてきている。

上記の結果に基づいて,食 品タイアップの最近

の傾向を述べていく。まず1つ は,飲 料市場に注
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表21999シ ン グ ル100
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目する。1999年 シングルチャート100の 中にラン

クインされたほとんどが,清 涼飲料水のタイアッ

プCMで ある。さらに気が付 く点は,女 性のア

ーティストが音楽 を担当し,CMキ ャラクターに

も選ばれているのである。清涼飲料水 とは爽やか

なイメージを出し,フ レッシュ感を表さなければ

いけないものである。上記に選ばれた女性アーテ

ィストは常に爽やかなイメージのある人たちであ



56 浦上財団研究報告書Vo1.8(2000)

る。同じ物を飲んだら元気が出て,自 分 も爽やか

になるような気がする。また,同 世代の消費者層

にはファッションリーダーとして人気も高い。す

べての人たちに受け入れられる感 じがする。その

一方,男 性には癒し系のタレントとして支持もさ

れている。音楽を聴 きその食品を飲むことによっ

て心のやすらぎを感 じるのであろう。この点では,

十代の女性 のファッションリーダーであ り,

SPEED解 散後 もますます活躍が期待される上原

多香子の起用は,彼 女の爽やかで透明感のあるイ

メージによって 『紅茶のゼリー』をより魅力的な

商品にしたことは間違いないだろう。

タイアップで有名な大塚製薬の 『ポカリスエッ

ト』はタイアップによってコンセプ トも時代に応

じて変化してきた。それがマッチしているので幅

広い層から受け入れられロングセラー・ブランド

となっている。

2つ 目は,タ ーゲット層によるタイアップであ

る。食品は種類が多いにもかかわらずカレーや他

のものはランクの中には入っていない。これはカ

レーの場合は,選 ぶ人は主婦であり,直 接その人

が食べるわけではないために慎重に選ばれる。 し

かしポッキーやチョコレートまた飲料などは自分

で買って,自 分で飲む人がほとんどである。タイ

アップのイメージで選ばれる傾向が強いのである。

より広いターゲット層をめざす試みの例として

は,ハ ウス食品の 「好きやねん」のCMが 注目さ

れる。特に,1997年 秋リリースの河合美智子 ・生

瀬勝久によるデュエット曲 「好きやねん」の出現

である。とにか くコテコテの大阪の雰囲気で迫 る

この曲は,イ ンスタントラーメン 「好きやねん」

のCMと のタイアップである。河合美智子はそ

の著 『たなぼた』7)のなかでこの曲の露出を多 く

して,デ ュエット曲の定番の1つ 「銀座の恋の物

語」をめざすと豪語している。

食品のイメージとタイアップのイメージは消費

者にとって重要であり,迷 ったときにはきっと,

CMを 思い出して選択するのであろう。重要なポ

イントである。

4.タ イ アッ プソン グによ る広 告展開 に おけ る

音楽 プロデ ューサ ーの機能

一小室哲哉 ・つんく,東 西2大 プロデューサー論評一

現代のわが国の音楽事情を語るとき,「プロデ

ューサー」は,は ずせない存在である。CDの パ

ッケージを見ても,「○○プロデュース」 という

文字をよく目にするし,CDを 購入するときに,

「○○がプロデュースしているなら,間 違いはな

い。」と思うことはないだろうか。もはや,日 本

の音楽界にとって,プ ロデューサーという存在は

欠かせないものとなっている。

日本ポピュラー音楽界を代表するプロデューサ

ーをあげる と
,GLAYやJUDYANDMARY

の佐久間正英,Mr.Childrenの 小林武史,ゆ ず

の寺岡呼人,PUFFYの 奥田民生,モ ーニング娘。

を手がける今が 「旬」ともいえるつんく,そ して,

プロデューサーという存在を世に知らしめた先駆

者としての小室哲哉ではないだろうか。そこで,

ここでは小室哲哉 とつんくという日本の音楽界を

リードする対照的な2大 プロデューサーを,若 者

の意見を参考にしつつ比較論評してみたいと思う

(表3,表4)。

最初に,彼 らのプロフィールを簡単に紹介した

いと思う。

小室哲哉

1958年11月27日 生 まれ。東京都出身。

母親の勧めで3歳 の頃からバイオリンを始める。

小学5年 生の頃,エ レクトーンとギターを始め,

周囲が驚くほどの速 さで習得する。1977年,早 稲

田大学社会科学部に入学。1983年,宇 都宮隆と木

根尚登と共にTMNETWORKを 結成し,翌 年,
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表3東 西の2大 プロデューサーのキーワード比較

※桃山学院大学流通論受講生450人 に聞く

表4東 西2大 プロデューサーのユニット比較

「金曜の ライオ ン」 でデ ビュー。1993年,フ ル プ

ロデ ュー ス とい う形 で,TRFを デ ビュー させ,

その後,HJungleWitht,安 室奈 美恵,本 人 も

参 加 す るglobeな ど,次 々 とプ ロ デ ュー ス を手

が け,ヒ ッ ト曲 を世 に送 り出 して いる。

つん く

1968年10月29日 生 まれ。大 阪府 出身。

1988年 に シ ャ乱Qを 結成 し。1991年,NHK-

BSヤ ングバ トル 全国 大会 で,グ ラ ンプ リを受 賞

し,翌 年1992年,「18ヶ 月」で,デ ビュー。 「シン

グルベ ッ ド」,「ズル い女」,「い いわけ」 な ど ミリ

オン ヒッ トを飛 ばす 。1997年,モ ーニ ング娘。 で,

プロ デュー スを始 動。 その後,7HOUSE,太 陽

とシ スコムー ン(現 ・T&Cボ ンバ ー)な どを手が

け,モ ーニ ング娘。 の 「抱 いてHOLDONME

!」,「LOVEマ シー ン」 な どで プ ロデ ューサ ー と

して の不動の 地位 を築 く。

小室哲哉は,幼 い頃にバイオリンを与えられた

り,早 稲田大学に進学したりなど,環 境にも才能

にも恵 まれていたように思える。また小室哲哉は,

成功の裏にひそむ,売 れない時代の苦労を感じさ

せない,都 会的でクールなイメージも抱いてしま

う。かたやつんくは,関 西出身ということもあっ

てか,ア ーティストでありながら,見 ている側は

「お笑い」の部分にも期待 してしまう節がある。

また,つ んくはシャ乱Qで のボーカルで培 った自

己主張の強さや自己表現の上手さは,プ ロデュー

サーになっても健在で,つ んくのプロデュースす

る歌手や楽曲にも大きく関わっている。それは,

小室哲哉には感じられない部分でもある。

音楽性についても,対 照的な部分が多々ある。

小室哲哉は,女 性の高音を存分に活かした,音 域

が広 く複雑な曲調は,素 人がカラオケで歌うには

困難で,換 言すればプロ志向ともいえる。一方つ

ん くは,音 域も狭 く,単 調なメロディーラインは,

カラオケでも歌いやす く,世 代を超えて大衆受 け

しやすいものになっている。つまり,(極 論では

あるが)小 室哲哉の音楽は,聞 くための音楽で,

つんくの音楽は活用するための音楽といえるかも

しれない。

いずれにせよ彼らは,日 本の音楽界の トップに

君臨する名プロデューサーであることにはちがい

ない。今のところ時代の流れは,つ んくに味方し

ているようである。一時期に比べ,勢 いがなくな

ったと見える小室哲哉。しかし,「小室哲哉なら,

まだ何かや ってくれるはず。」と思うのは,私 の

過信だろうか。今後の見どころは,小 室哲哉の巻
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き返しと,つ んくのプロデューサーとしての力量

である。 この2大 プロデューサーの行方は,ま だ

まだ目が離せない。

このようなプロデューサーの機能を十分に認識

した上で,CM制 作を展開していくことが望 まれ

る。単なるアーティストのキャラクターや演技だ

けを中心にみたCM制 作はバイアスのあるもの

にならざるをえない。 これは有名なアメリカのロ

ックのグループであるシカゴが,ヒ ットメーカー

のデビット・フォスターのプロデュースに変わっ

た とたんそのイメージが一新され,支 持層を獲得

した事例などを想起しても明らかなことである。

5.よ り豊かでやすらぎのある食の創造を

めざして

一食のエンターテインメント性の提案一

これまでの記述においては,食 嗜好に及ぼす食

品広告の効果について,CMソ ングとの関連を中

心として分析を展開してきた。そこでは,ハ ウス

食品をはじめとするわが国の優良食品企業の事例

をもとに研究したものである。21世 紀における

わが国国民の食生活を展望する意味から,本 研究

で導出された分析成果の意義を考えたい。

より豊かでやすらぎのある食の創造をめざす上

から,今 後ますます重要になってくるのは食にお

ける安全性,栄 養価の追求 という観点以上に,食

におけるエンターテインメント性の探求という観

点であろう。その文脈において,上 述のタイアッ

プソングをふんだんに駆使したテレビCM戦 略

は,他 の先進経済諸国と比較 してもとりわけ成功

している事例と考えられる。それは,タ イアップ

ソングとなっているポピュラー音楽が醸し出す豊

かな情緒が,そ れにふさわしい食のあり方を提案

するという理由からである。既製ブラン ドの食品

であっても,新 しいコンセプトによるイメージを

重ね合わせることによって,ま た新たな食空間の

創造に繋がっていくものである。したがって,

1990年代において隆盛を極めたタイアップソング

によるプロモーション戦略は,絶 えず斬新なコン

セプトを具備した製品とポピュラー音楽との絶妙

なカップリングを推し進めることにより,さ らな

る成功を収めるものとなろう。 このことを現実の

ものとするためにも,よ り一層の発想の転換が求

められるのであり,本 研究において行われた調

査 ・研究が質的転換 を伴いなが ら,継 続的に行わ

れることがますます重要であるということが確信

されるのである。
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AStudyFoodAdvertisingEffectstoDietaryFavorability

‐especiallyrelatedtoCMsongs‐

YuichiKishimoto(FacultyofBusinessAdministration,St.Andrew'sUniversity)

Inthisstudy,foodadvertisingeffectstodietaryfavorabilityareanalyzedinthe

contextoftie-upsongmarketing.Theterminologyoftie-upsongisdefinedapopular-

songwhichhassometie-uprelationsorcontractsforbusinessasadvertisingCMsong

forparticularbrands,firms,cgampaigns,etc.,and/orasathemesongtomovies,TV

dramas,TVshows,etc.,Forexample,asaCMsong,Queen's"Wearethechampions"

forHeinekennbeer.Atthesametime,asathemesongs,CelineDion's"MyHeartWill

GoOn"for"Titanic",WhitneyHouston's"IAIwaysLoveYou"for"TheBodyGuard".

Japaneseleadingfoodcompany,HouseFoodCo.Ltd.hasbeenadvertisingits

productswithoutstandingpromotionalstrategiesusingTVCM.Onestrategyisthat

calledfreespotsystem.Anotherstrategyisthatfeaturingfeaturingfamouspopular

artistsandpopularsongs.Fromaviewpointofreasonabledietaryliferealizing,these

strategiesbenefitisenewcultureandnewpromisingmarkets.


