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浜松市には、現在多くの大型ショッピングセンターが立ち並んでおり、休日

になると多くの市民が訪れ、にぎわっている。 

 しかしその一方で、中心市街地の衰退化が大きな問題となっている。浜松市

中心市街地の活性化策の切り札として期待されていた大手百貨店「大丸」の浜

松進出計画が撤回されたことは記憶に新しい。多くの市民は、長期化する中心

市街地の衰退に対して危機感を募らせている。 

それでは、「中心市街地の魅力とにぎわい」という点において、どのような

ことに気をつけて市政を行うべきであるのか。 

 本研究では、まず、浜松市が中心市街地再開発事業の一環として開発を主導

した複合商業施設「ザザシティ浜松」を例に挙げ、当時の計画案と現状におけ

る再開発事業の目標達成度を見直す。そこで従来の公共事業の計画方法で事業

を単に遂行するだけでは、市街地を活性化することは難しいということについ

て言及する。 

 また、公共事業の計画策定過程に関しては、国土交通省よりガイドラインが

提起されているが、これにおいても事業目的の設定方法については曖昧にされ

たままであることを述べる。 

一方、企業の事業においては、消費者満足を実現し事業を拡大していく方法

としてマーケティングの概念が広く用いられている。消費者への製品・サービ

スの提供は、公共事業における住民への便益の供与に対応付けて考えることが

できる。 

そこで、本研究では、マーケティングの手法を導入した方法で、浜松市市街

地の松菱百貨店跡地に新たな複合商業施設を誘致する計画を立案する。 

事業のおもな目標となるターゲット（対象顧客）を、浜松市における住民、

産業、経済などの動向を鑑みて20代から40代の理系男性に設定した。そして、

理系男性に関する購買動向のデータ調査、一般的な性向の分析、学生や社会人

へのアンケート調査などを行い、それに基づいて、ファッションや書籍などを

中心とする販売商品選択の戦術を策定した。また、理系男性の、こだわること

には積極的に行動するという特性に合致したプロモーション方法として、参加

型イベントとインターネットによるコミュニケーションを組み合わせたプロモ

ーション方法を提案した。さらに、これらの計画案についてアンケートを行い、

理系男性への適合性や普及への課題を検討した。 
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第１章 序論 
 
 
１‐１ 研究の背景 

 

浜松市は、２００７年４月１日に日本で１７番目の政令指定都市となった。

人口８０万人を超す都市である。静岡県内では 大、中部・東海地方でも２２

０万人の名古屋市（１６区）に次ぐ大都市である。 
２００４年に浜松市志都呂町に大型ショッピングセンターのイオンモールが

出来たのを皮切りに２００８年には県内 大のショッピングセンターのイオン

浜松市野ショッピングセンターやプレ葉ウォーク、そして今年は磐田市にらら

ぽーと磐田が登場した。休日になると多くの市民が訪れ、にぎわっている。 

 しかしその一方で、浜松市では中心市街地の衰退化が大きな問題となってい

る。浜松布中心市街地の活性化策の切り札として期待されていた大手百貨店「大

丸」の浜松進出計画が撤回されたことは記憶に新しい。 

 平成２１年度市政アンケート調査における市政の満足度を、「図１‐１」に示

す。縦軸が不満指数、横軸が満足指数となっており、右上にあるものほど市民

が好印象を持っており左下にあるものほど印象が悪い。ここで、項目１２の「中

心市街地の魅力とにぎわい」に着目してみると、他の３８項目と比較しても際

立って不満指数が高く満足指数が低いという結果になっている。この結果は年

代別・男女別・行政区別というすべての回答者において「不満である」という

結果が表れている。 
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図 １-１ 浜松市民の市政に対する満足度 
参考：平成２１年度市政アンケート調査報告書 ９.市政の満足度について 

 

 また、平成２０年度浜松市中心市街地歩行量調査によると、平成１５年から

平成２０年の推移を見てみると、年々中心市街地を訪れる市民は減少しており、

市街地の求心力が低下しているとされている。また、静岡県のもう 1 つの政令

指定都市である静岡市と中心市街地の歩行量を比較しても圧倒的に浜松は人数

が少ないことがわかる。（図１－２） 

そして、 近では浜松市中心市街地について「寂れている」「駅周辺に廃墟が乱

立している」などという書き込みを掲示板でよく見かける。浜松の中心市街地

には魅力がない」「郊外のほうが栄えている」という認識が市民の間に広まりつ

つある。 
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図 １-２ 中心市街地を訪れる人数の比較：浜松市と静岡市 データ参照：浜

松市発表データ、静岡商工会議所発表データ 
 
 この現状を受けて浜松市は、中心市街地に関する３つの目標像を定めた1。こ

のうちの１つに、華のある商業空間を誇る賑わいある中心市街地－百貨店と商

店街とが一体となった魅力ある商業空間の形成がある。具体的には、駅前の「鍛

冶町通り」に百貨店を誘致・整備し、浜松の顔にふさわしい洗練されたメイン

ストリートを形成し商業力を強化する。また、既存商業施設や周辺商店街との

連携により魅力的な街並みを創出し、歩いて楽しめる華のある商業空間を中心

市街地に形成するというものである。

ところが、上記で「鍛治町通り」に百貨店を誘致するとされているが、どの

ような要因から特定の商業施設が誘致されているのか、誘致するものの計画決

定までの過程は必ずしも明確でない。 

 

１‐２ 研究の目的 

 

この研究では、公共事業という立場において、市民の満足度を高めるには市

民のニーズを反映させた計画の策定が必要であると仮定し、マーケティングの

手法を用いた計画策定を推奨する。また実際に市民のニーズを分析し反映させ

た複合商業施設を誘致する市街地活性化事業の構想段階の計画を提案する。 

 

１‐３ 論文の構成 

 

                                                  
1 参考文献 58. 浜松市中心市街地活性化基本計画についてより 
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本論文は全６章からなる。 

 第１章は、序論として、研究の背景として浜松市の中心市街地の衰退化と中

心市街地活性化についての基本目標について述べた。また、研究の目的として、

公共の立場において、マーケティングの手法を用いた計画策定の推奨と浜松の

松菱百貨店跡地に複合商業施設を誘致する活性化事業計画を提案することを述

べた。 
 第２章では、公共事業の従来の計画案における現状と検討事項について述べ

る。浜松市が開発を主導した「ザザシティ浜松」を例として、公共の従来の計

画案の紹介、ザザシティ浜松の現状から再開発事業の目標達成度の見直し、そ

して商業施設としての検討事項の洗い出しを行う。 
 第３章では、公共事業におけるマーケティングについて述べる。前章で検討

事項が現れ、公共におけるマーケティングの必要性が出てくる。また、公共に

おけるマーケティングの考え方についても説明する。 

第４章では、浜松市街地に複合商業施設を誘致する市街地活性化事業計画の

提案を行う。事業計画の概要を述べ、マーケティング手法に則って、市街地活

性化事業の戦略と戦術を策定する計画を立案する。 

第５章では、市街地活性化事業計画の提案の評価を行う。計画全体としての

評価とターゲットに適したプロモーション方法の有効性をアンケート調査によ

って評価する。 

第６章では、結論として、本研究の成果をまとめ、課題について述べる。 
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第２章 従来の計画案における現状と検

討事項 
 
 
２‐１ これまでの中心市街地活性化事業のあゆみ 

 

１９９０年ごろから浜松市は中心市街地活性化事業を行ってきた。 

その代表例の１つとして、浜松市が開発を主導した複合商業施設「ザザシテ

ィ浜松」が挙げられる。ザザシティ浜松は、平成４年から平成１３年まで行わ

れてきた浜松中央西地区再開発事業によって建築された。 

この浜松中央西地区再開発事業の流れ「表２‐１」に示す。 

平成５年「鍛治町通り」を再開発事業施行区域として都市計画決定され、平

成７年に大型商業テナントの「パルコ」を核とした事業計画を策定された。平

成８年には市街地再開発組合設立ザザシティ浜松中央館の建設や鍛冶町通り等

道路整備事業が計画され順調に計画は進んでいた。 

しかし、同じ平成８年６月にパルコが進出断念、７月には西武百貨店の浜松

から撤退が表明された。この２つの巨大な商業機能の消滅により、西武百貨店

跡地（中央西地区）を含めた「鍛冶町通り南地区計画」の見直しをせざるをえ

ないこととなった。 

平成９年松菱百貨店とザザシティ浜松西館を２つの核とし、その中央に位置

するザザシティ浜松中央館をモールとする「２核１モール型2」を形成するとい

う計画に変更された。 

そして、平成１２年にザザシティ浜松西館が完成、翌年の１１月にザザシテ

ィ浜松中央館は、複数のテナントが入居する商業施設と市・県の公共公益施設

及び住宅で構成する複合施設としてオープンした。 

                                                  
2核店舗をショッピングセンターの両端において、その中央に専門店街からなるモールを作

るという開発手法の総称。 
特徴は、比較的に集客力を持つ核店舗を両端に置き、その中央をモール（通路）にするこ

とによって、人の流れを生み出すことが出来る点である。 
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表 ２-１ 浜松中央西地区再開発事業年表  
出典：浜松市 HP/まちなかドキドキ作戦 

松菱百貨店自己破産（11月14日）中央館オープン(11月22日））

（松菱地区）道路工事完了
１１月

事業計画の変更認可（第３回）平成１３年 ９月

西館オープン（11月21日）

道路工事完了
１１月

中央館建設工事着手

事業計画の変更認可（第２回）
３月

鍛冶町通り南地区の名称『ザザシティ浜松』に決定平成１２年 １月

西館建設工事着手平成１１年 ２月

事業計画の変更認可（第１回）7月

再開発組合設立認可平成１０年 １月

西武百貨店浜松店閉店１２月

都市計画決定都市計画決定の変更平成 ９年 ７月

西武百貨店浜松店撤退表明

（中央西地区）
７月

キーテナント「パルコ」出店断念６月

再開発組合設立３月

事業計画認可（＊３）平成 ７年 ２月

都市計画決定（＊２）平成 ５年 １月

関連地区浜松中央地区

松菱百貨店自己破産（11月14日）中央館オープン(11月22日））

（松菱地区）道路工事完了
１１月

事業計画の変更認可（第３回）平成１３年 ９月

西館オープン（11月21日）

道路工事完了
１１月

中央館建設工事着手

事業計画の変更認可（第２回）
３月

鍛冶町通り南地区の名称『ザザシティ浜松』に決定平成１２年 １月

西館建設工事着手平成１１年 ２月

事業計画の変更認可（第１回）7月

再開発組合設立認可平成１０年 １月

西武百貨店浜松店閉店１２月

都市計画決定都市計画決定の変更平成 ９年 ７月

西武百貨店浜松店撤退表明

（中央西地区）
７月

キーテナント「パルコ」出店断念６月

再開発組合設立３月

事業計画認可（＊３）平成 ７年 ２月

都市計画決定（＊２）平成 ５年 １月

関連地区浜松中央地区

 

 
２‐２ 浜松中央西地区再開発事業の計画案と当時の評価 

 

ザザシティ浜松は上記のとおり浜松中央西地区再開発事業の一環で建設され

た複合商業施設である。その建設の目的はこの第一種市街地再開発は公共公益

施設と都市機能の更新を行うなかで、隣接する中央西地区、松菱地区との強調・

連携し、鍛冶町通り南地区として中心商業地の核の形成を図り、中心商業地の

活性化を目指すことを目的としていた。（図２－１） 
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中央西地区

松菱地区

鍛治町通り南地区

 

図 ２-１ 浜松市中心市街地の地図 参考：浜松市 HP 
 
具体的な目標としては、都市計画道路（浜北米津線、旭町鴨江線、鍛冶平田

線）の整備と併せて、地域コミュニティの呼び戻しを図る住宅機能、中心商業

地の利便性を図る駐車場施設、鍛冶町通り南地区の核となる商業機能を持つ複

合施設を整備することである。 
そのことにより、土地の高度利用と地区の更新を図るとともに、地域商店街

との回遊性や界隈性のある賑わいと魅力ある都市空間を形成し中心市街地の活

性化に寄与することであった。（表２－２） 
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表 ２-２ 浜松中央西地区再開発事業計画 
参考文献 53. 再開発事業完了地区の概要より情報抽出 

20,704百万円総事業費

浜松中央西地区第一種市街地再開発組合施工者

表 2-1第一種市街地再開発事業年表参照
スケジュー

ル

ザザシティ浜松
・本体棟とその南側の駐車場棟から成る複合施設

ザザシティ浜松西館
商業店舗：地下１階～地上２階
映画館：３～４階
駐車場：５～７階
住宅54戸：10～17階

ザザシティ中央館
商業店舗：地下1階～地上３階
県の公共公益機関：５階
こども館：６～７階

要素成果物

１．都市計画道路の整備
２．住宅機能、駐車場施設、商業機能を持つ複合施設を整備
３．土地の高度利用と地区の更新
４．地域商店街との回遊性や界隈性のある賑わいと魅力ある都市空間
を形成し中心市街地の活性化に寄与すること

目的

1991年の不動産バブル崩壊から今日にかけて、中心市街地の衰退が
顕著であった。都市基盤の整備も行われておらず、木造で低層の老朽
化した飲食店や物販が密集しており、防災上危険をはらんでいた。

背景

概要

20,704百万円総事業費

浜松中央西地区第一種市街地再開発組合施工者

表 2-1第一種市街地再開発事業年表参照
スケジュー

ル

ザザシティ浜松
・本体棟とその南側の駐車場棟から成る複合施設

ザザシティ浜松西館
商業店舗：地下１階～地上２階
映画館：３～４階
駐車場：５～７階
住宅54戸：10～17階

ザザシティ中央館
商業店舗：地下1階～地上３階
県の公共公益機関：５階
こども館：６～７階

要素成果物

１．都市計画道路の整備
２．住宅機能、駐車場施設、商業機能を持つ複合施設を整備
３．土地の高度利用と地区の更新
４．地域商店街との回遊性や界隈性のある賑わいと魅力ある都市空間
を形成し中心市街地の活性化に寄与すること

目的

1991年の不動産バブル崩壊から今日にかけて、中心市街地の衰退が
顕著であった。都市基盤の整備も行われておらず、木造で低層の老朽
化した飲食店や物販が密集しており、防災上危険をはらんでいた。

背景

概要

 
 

この再開発事業において、西武百貨店およびパルコの相次ぐ撤退という想定

困難なリスクが２度も発生したが、浜松市の柔軟な計画変更により平成１２年

１２月にザザシティ浜松は竣工した。 

また、中心市街地において、バラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊

した上で、 新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や

広場があわせて整備されたことにより、その周辺の街並みは、施行前と比較す

ると、土地が有効に活用されている。また、外観もすっきりとした。（図２－

２） 
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図 ２-２ 浜松中央西地区再開発前と再開発後の写真 
 
 当時この計画に対して、第１９回「まちづくり月間」において魅力あるまち

づくりの推進につとめ、特に著しい功績のあった個人又は団体であるとして、

国土交通大臣より表彰状が贈呈された。功績については、「複合商業施設のデ

ザイン調整、公共施設整備の統一化及び一体的整備を図る『２核１モール型』

の商業施設の整備推進に寄与し、中心市街地活性化、都心人口の回復、官民一

体の統一感ある街並みの創出に貢献した」ということが言及されている。 

 また、財団法人 広域関東圏産業活性化センターの見解では「適切な街路 

整備を行い環境の良化に努めてきた市の努力も評価できる。再開発により、一

定の効果を挙げている」とも言及されている。 

 

２‐３ ザザシティ浜松周辺の現状 

  
しかし、この再開発事業にはプラスの評価ばかりがされているわけではない。

ここでは、再開発事業で建設されたザザシティ浜松の現状とザザシティ浜松周

辺の現状について見ていく。 
ザザシティ浜松は現在様々な問題を抱えている。はじめに、ザザシティ浜松

の現状とザザシティ浜松周辺の状況について言及する。次に、ザザシティ浜松

の抱える財政問題とその問題による影響を説明する。 
 
 
２‐３‐１ 再開発事業の目標達成度 

 
 再開発事業に伴い、実際に事業計画において設定された目的が達成できてい

るか否かを検証する。具体的な達成目標は、以下の４つであった3。 
                                                  
3 参考文献 53．再開発事業完了地区の概要を参照 
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１．都市計画道路の整備 
２．住宅機能、駐車場機能、商業機能を持つ複合施設の整備 
３．土地の高度利用と地区の更新 
４．地域商店街との回遊性や界隈性のある賑わいと魅力ある都市空間を

形成し、中心市街地の活性化に寄与する 
 項目１，２は施工完了時点で目標達成となるため、項目３，４について詳し

く見ていくことにする。 
 
２‐３‐１‐１  目標達成項目 
 

 まず、項目３の「土地の高度利用と地区の更新」という目標について見てい

く。ここで、土地の高度利用とは、ある土地を高度利用地区と決定して、その

指定地区に建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制すると

ともに、建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の土

地の高度利用と都市機能の更新を図るものである。 

具体的にいうと、周囲の地域に指定されている建ぺい率より低い建ぺい率を

定め、それに加えて、建築面積、壁面の位置などを制限することにより一般の

人々が利用できる歩道や広場などを確保する。 

そのような公共の空地を提供する代わりに、周囲の地域に指定されている容

積率より高い容積率（「容積率の割増」と言う）が認められる。このことによ

り、高層の業務ビルや商業施設が建設され、土地が有効に利用できるようにな

り、都市全体からみて好ましい状況に変えることができる。（図２－３） 

 この、土地の高度利用と地区の更新については、２－２での評価や図２－２

で見受けられるように、目標が達成していると考えられる。 
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空地

店舗

住宅

駐車場

小規模ビル群

低・未利用地が多い

高層集合住宅

高層業務ビル
商業施設

広場

公共の空地などが確保され、
有効な土地利用が実現  

図 ２-３ 高度土地利用の概要 
 
２‐３‐１‐２ 目標未達成項目 
 

 次に、項目４の「地域商店街との回遊性や界隈性のある賑わいと魅力ある都

市空間を形成し、中心市街地の活性化に寄与する」という目標について見てい

く。 
 この目標は、他の３つの目標と異なりただ単に商業施設を建設すれば目標を

達成するという結果に直接結びつくものではない。建設した商業施設が「地域

商店街との回遊性や界隈性を生み出す」機能や「市街地活性化に寄与する」機

能が備わっていなければ目標を達成することが出来ない。つまり、建設した商

業施設の内容やその周辺の商店街とのネットワークがうまく形成されていなけ

れば、目標達成にはつながらないのである。 
 では、実際に再開発事業によりこの目標は達成されているのだろうか。以下

の２つの指数から読み取る。（図２－４） 
 

 17



目標

地域商店街との回遊性や界隈性
のある賑わいと魅力ある都市空間
を形成し、中心市街地の活性化に
寄与する

目標目標

地域商店街との回遊性や界隈性
のある賑わいと魅力ある都市空間
を形成し、中心市街地の活性化に
寄与する

目標指数

・小売販売額
（中心市街地の活性化）

・中心市街地歩行量
（回遊性や界隈性ある

都市空間）

 
図 ２-４ 目標と目標指数の関連 

  
 中心市街地全体の小売販売額の推移と中心市街地歩行量の推移を見ていく。 
 ザザシティ浜松の開店後である平成１３年以降も市街地歩行者量、年間販売

額は減少し続けており、松菱百貨店の閉店の影響をザザシティ浜松中央館と西

館ではカバーできず、中心市街地衰退への改善効果も見られない。（図２－５、

図２－６） 

 また、中心市街地の小売販売額の浜松市全域との比率が激減しているのは、

郊外に大型の商業施設が立地したためとみられる。イオン浜松志都呂ショッピ

ングセンター（平成１６年８月開設、店舗面積５．６万m²）、イ オン浜松市野

ショッピングセンター（平成１７年６月開設、店舗面積３．５万m²）、西友浜北

ショッピングセンター（平成１８年１０月開設、店舗面積１．９万m²）等、郊外

に大型ショッピングセンターが相次いで出店した。そのため、人の流れに変化

が生じ、郊外へ出かける人が増加した。 
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図 ２-５中心市街地歩行量の推移（昭和５９年～平成１６年）  
出典：浜松市 HP 

 
 

浜松市：小売販売額の推移
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図 ２-６ 浜松市の小売販売額の推移（平成 3 年～平成１９年調べ） 
参考データ：浜松市 HP 

  

 

 

 19



２‐３‐２ ザザシティ浜松の抱える財政問題 

  
ザザシティ浜松の建設は、再開発組合は国や県・市から資金を調達し（表２

－３）、地権者から土地を購入し建設費を払い、計画を進めたが、１０７億円も

の不足が生じた。マンションの売却で 15 億円、フロアの一部を公共公益施設と

して（パレット子ども館）浜松市に 42 億円で買い取らせた。しかし、組合とし

て買い上げた土地を地権者に再度販売する予定であったが、価格が高くなりす

ぎて各地権者法人は買い取ることができず、オープン当初から再開発組合は負

債過多の運営となった。 
そこで、上記によりオープンから 2 年で、市長はザザシティ中央館への公的

支援（21 億６５００万円）を市議会に提出した。しかし、その提案は議会で否

決された。そのことに伴い、再開発組合はザザシティ浜松完成後から現在に至

っても、負債を抱えたままなお解散出来ない事態となっている。 
 

表 ２-３ 再開発事業費内訳 

１９４億

６０億借入金

国：38億円、県：14億円、 市：58億円１３４億合計

１５億保留床処分金（住宅）

国：7億円 市：35億円４２億保留床処分金（公共公益）

１億増床負担金（区画店舗

県：1億円、市：1億円１０億その他負担金及び雑収入

国：14億円、県：6億円、市：14億円３４億公共施設管理者負担金

国：17億円、県：7億円、市：8億円３２億各種補助金

行政負担割合金額内訳

１９４億

６０億借入金

国：38億円、県：14億円、 市：58億円１３４億合計

１５億保留床処分金（住宅）

国：7億円 市：35億円４２億保留床処分金（公共公益）

１億増床負担金（区画店舗

県：1億円、市：1億円１０億その他負担金及び雑収入

国：14億円、県：6億円、市：14億円３４億公共施設管理者負担金

国：17億円、県：7億円、市：8億円３２億各種補助金

行政負担割合金額内訳
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事業計画許可

パルコ・西武
百貨店撤退

事業計画変更

ザザシティ浜松
建設

ザザシティ浜松
建設完了

松菱百貨店倒産

現在

事業費１９４億円のうち
行政が１１０億円を負担

→行政の責任問題

再開発組合が
解散できない

事業計画は未完了

ザザシティ経営難
（赤字経営）による

公的支援問題

事業の流れ

中央館債務
超過問題

 
図 ２-７ 再開発事業で発生した財政問題 

 
さらに、投資額のうちの 32 億円あまりが返済不能の状態に陥っているという

問題が表面化している。2007 年度末時点で債務は利息分を含めて 36 億円超に

膨れ上がっている。2008 年 3 月末に融資元の銀行各社が事態の収拾が見込めな

いことから保有する債権を債権回収会社に譲渡した。開発を主導した浜松市も

公的資金投入案を市議会に否決された経緯から、「民民の問題」として責任の所

在を認めておらず、更なる事態の膠着化が懸念されている。（図２－７） 
このように、赤字経営や債務超過により、市はこれ以上この再開発事業に対

して投資をすることが出来なくなる。次の節では、ザザシティ浜松の事業の問

題を述べるが、投資が出来ないということはすなわち、事業の立て直しのため

の改善や軌道修正というような事業をすることが出来なくなるということであ

る。 
 
２‐４  複合商業施設「ザザシティ浜松」の検討事項 

  
ここでは、２－３－１－２で述べた目標が達成できなかった点について検討

する。上記のザザシティ浜松の現状で述べた内容を基に、商業施設としての役

割について分析をする。 
商業施設「ザザシティ浜松西館」には核テナントとしてトイザらス、ユニク
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ロ、コムサイズムといった専門大店に加え、ヴァージンシネマズや老舗飲食店

を集めたＺＡＺＡ小路等を集合させている。また、都市機能の充足という面か

ら公共駐車場や都市型住宅も整備された。  
「ザザシティ浜松中央館」はモール機能を持つ施設として、西館と松菱をつ

なぐ連絡路の充足に加え、商業施設としては西館・松菱とのバッティングを避

け、相乗効果を目指してティーンズからヤングミセスをターゲットとした専門

店集積を図っている。 
また、都市生活サポート機能としてクッキングスクールやクリニック、県民

相談センターや消費者センター・旅券センター等県民生活と社会貢献活動を支

援する静岡県西部地域交流センター、さらに子供たちの人気スポットである浜

松子ども館、住宅が整備された複合施設となっている。  
 

表 ２-４ ザザシティ浜松の商業施設内容とそれによる強み 

ブログにより、消費者購買モデルに
働きかけている

・多くの入居者がブログを書いており、
店内情報を得ることが出来る

店舗レイアウトにおいて、「シャワー
効果」を導入している。

・核テナントとして、トイザラス・ユニ
クロ・コム サイズム等の専門大店
の入居

・ティーンズからヤングミセスまでの
専門店集積

・クッキングスクールやクリニックの
配置

・県民相談センターや消費者セン
ター・旅券センター等県民生活と社
会貢献活動を支援する静岡県西部
地域交流センターの配置

・公共駐車場や都市型住宅も整備

・浜松子ども館の配置

強み商業施設内容

ブログにより、消費者購買モデルに
働きかけている

・多くの入居者がブログを書いており、
店内情報を得ることが出来る

店舗レイアウトにおいて、「シャワー
効果」を導入している。

・核テナントとして、トイザラス・ユニ
クロ・コム サイズム等の専門大店
の入居

・ティーンズからヤングミセスまでの
専門店集積

・クッキングスクールやクリニックの
配置

・県民相談センターや消費者セン
ター・旅券センター等県民生活と社
会貢献活動を支援する静岡県西部
地域交流センターの配置

・公共駐車場や都市型住宅も整備

・浜松子ども館の配置

強み商業施設内容

 

 
ここで、それぞれ商業施設の内容からザザシティ浜松の強みと検討事項につ

いて考える。 
ザザシティ浜松の商業施設としての強みは以下の２つが挙げられる。 
 
■ 店舗レイアウトにおいて集客力の強い仕組みが導入されている 
■ ブログを用いたプロモーションの試み 

 

 22



まず、店舗レイアウトにおいて「シャワー効果4」が導入されている点につい

てである。（表２－４） 
ザザシティ浜松西館にはTOHOシネマズ、ザザシティ浜松中央館にはＡＢＣ

クッキングスクールや静岡県西部地域交流センター、浜松子ども館等の集客力

の強いテナントを配置しているため、ザザシティ浜松全体に客を回遊させるこ

とが出来る。 
2 つ目はブログによって情報公開を試みている点である。ティーンズからヤング

ミセスをターゲットとした一部の店舗でブログを公開して情報公開を行ってい

る。ブログによる消費者への情報公開は特にティーンズからヤングミセスに有

効なプロモーション方法とされている。 
しかし、店舗による更新の度合いの差が激しいことからブログの認知度は低く、

プロモーションとしての効果は十分でない。 
 

表 ２-５ ザザシティ浜松の商業施設内容と検討事項 

・核テナントとして、トイザラス・ユニクロ・
コム サイズム等の専門大店の入居

・ティーンズからヤングミセスまでの専門
店集積

・クッキングスクールやクリニックの配置

・県民相談センターや消費者センター・旅
券センター等県民生活と社会貢献活動を
支援する静岡県西部地域交流センターの
配置

・公共駐車場や都市型住宅も整備

・浜松子ども館の配置

・多くの入居者がブログを書いており、店
内情報を得ることが出来る

商業施設内容

ターゲッティングが曖昧

専門店の集積が郊外のショッピングセン
ターと類似しているため、顧客がそちらに
流れる

服飾：ティーンズ～ヤングミセス

おもちゃ屋等：子供

着物：婦人
楽器・楽譜・ＤＪ機器：

→「誰」のためのお店？？

オフィシャルサイトの更新が少ない

駐車場料金が高い（市営）

要検討

・核テナントとして、トイザラス・ユニクロ・
コム サイズム等の専門大店の入居

・ティーンズからヤングミセスまでの専門
店集積

・クッキングスクールやクリニックの配置

・県民相談センターや消費者センター・旅
券センター等県民生活と社会貢献活動を
支援する静岡県西部地域交流センターの
配置

・公共駐車場や都市型住宅も整備

・浜松子ども館の配置

・多くの入居者がブログを書いており、店
内情報を得ることが出来る

商業施設内容

ターゲッティングが曖昧

専門店の集積が郊外のショッピングセン
ターと類似しているため、顧客がそちらに
流れる

服飾：ティーンズ～ヤングミセス

おもちゃ屋等：子供

着物：婦人
楽器・楽譜・ＤＪ機器：

→「誰」のためのお店？？

オフィシャルサイトの更新が少ない

駐車場料金が高い（市営）

要検討

 

 
一方でザザシティ浜松の検討事項は以下の３つが挙げられる。（表２－５） 
 
■ ターゲッティングが曖昧である 
■ プロモーション活動が少ない 
■ 駐車場の問題 
 

1 つはターゲッティングが曖昧であることである。上記の表にある通り、ザザ

                                                  
4 シャワー効果：上層階に集客力のあるテナント・施設を配置し、それにより顧客を上層階

から下層階に下ろす間に買い物をさせる手法。 
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シティ浜松には種類豊富な店舗が入居している。そのため、様々な要望をもっ

た客に対応することが可能に見える。 
しかし実際には、入居しているテナント群において性別・年代・価格設定が

バラバラとなっていて、どのような客が来店するのかという「ターゲット層」

がわからない状態である。 
2 つ目にプロモーション活動が少ない点である。中心市街地にある遠鉄百貨店

や MAYONE、郊外の大型ショッピングセンターのイオンといった民間企業はイ

ベントがあるごとに広告を提示し、顧客に呼びかける。しかし、ザザシティ浜

松は広告を滅多に出さない。 
その上、オフィシャルウェブサイトの更新も極端に少ない。新着情報という

コンテンツに関して述べると、中央館は２００４年～２００９年の情報が全９

件、西館は２００４年～２０１０年の情報が全１５件のみ表示されている状態

である。（２０１０年１月１５日現在） 
また、店舗情報は各店舗のブログに一任しているため、更新が多い店舗と少

ない店舗により情報公開の差が激しい。実際に、一日に 2 回更新している店舗

もあれば、２００９年～２０１０年 1 月現在において一度しか更新されていな

い店舗やブログを書かない店舗も多数存在する。 
３つ目は駐車場の問題である。ザザシティ浜松には市営の駐車場があるが、

現在この駐車場の稼働率は２３．１％、駐車マスあたりの回転率は２．１５で

ある（平成２０年度調べ）。この大きな原因のひとつとして料金が高いことが挙

げられる。市街地の民間経営の駐車場と市営駐車場の料金を比較してみると、

一時間の平均料金は民営駐車場が３２４円、市営駐車場が３００円と市営駐車

場のほうが安価だか、 大料金を比較すると、民営駐車場が１２００円に対し

市営駐車場は２０００円と大きな差が生じる。「商業施設」でありながら、その

目的で来た客もこれではゆっくりと買い物をしたり、映画を楽しむことが出来

ないだろう。 
さらに上記の問題が重なることでさらに顧客を遠のかせてしまう。服飾・映

画館に的を絞ると同じテナントが郊外の大型ショッピングセンターに入居して

おり、駐車場も無料で提供してあるため顧客はより一層中心市街地から郊外へ

流れてしまう。 
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図 ２-８ ある HP 上でのザザシティの評価 
 

 25



 

第３章  公共事業におけるマーケティ

ング 

 
 
３‐１ 公共事業計画の策定プロセス 

  

平成１９年国土交通省は一部の事業の構想段階における計画策定プロセスの

ガイドラインを発表している。 

 「構想段階」とは、計画策定者が、事業の公益性および必要性を確認すると

ともに、当該事業により整備する施設の概ねの位置、配置および規模等の基本

的な事項について事業の目的に照らして検討を加えることにより、計画を決定

するまでの段階をいうものとする。 

このガイドラインは公共事業の構想段階に焦点を当て、計画策定プロセスの

透明性・客観性・合理性・公正性の向上に資するため、標準的な計画検討手順

と手順の各段階に実施すべき事項をとりまとめたものである。（図３‐１） 

構想段階のプロセスは「技術・専門的検討」「計画検討手順」「住民参画促進」

という３つの柱から成る。 

技術・専門的検討においては、構想段階における計画検討手順において、事

業の目的の設定や計画案を選定するにいたる手順、検討手法、複数案の絞り込

み方等が、技術的あるいは専門的知見に基づき合理的かどうかについて根拠を

与えることを目指している。 

計画検討手順においては、複数の手順を実施することにより、様々な観点か

ら総合的に検討された合理的な計画を導き出すことを目指している。 

 住民参画促進においては、住民・関係者等の当該計画に対する意見等の把握、

当該計画に対する理解の促進を図るとともに、把握した意見等を計画検討手順、

技術・専門的検討において活用し、よりよい計画を策定するため、住民・関係

者等との適切なコミュニケーションを確保することを目指している。 
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技術・専門的検討 計画検討手順 住民参画促進

構
想
構
想

検討内容の整理

検討の実施

各検討項目の評価等

検討結果の公表

計画検討の発議

事業の必要性と
課題の共有

複数案の設定

評価項目の設定

複数案の比較評価

計画案の選定

計画の決定

住民・関係者等の
対象範囲の把握

コミュニケーション手法
の選択

段階に応じた双方向コ
ミュニケーションの実施

より詳細な計画案を作成し、所要の法に基づく手続き等を実施

着工

詳
細
詳
細

 
図 ３-１ 公共事業の構想段階における計画策定プロセスの体系図  

出典：国土交通省 

 

 そして、計画検討手順は、計画検討の発議の後、当該事業の必要性と課題の

共有、複数案と評価項目の設定、複数案の比較評価、計画案の選定及び計画の

決定に至るまでの各段階から構成される一連の手順である。 

また、計画策定者は、構想段階における計画策定プロセスが、透明性・客観

性・公正性をもって適切に行われるよう計画検討を進めなければならない。そ

のためには、次の３点に留意する必要があるとも述べられている。 

 

■計画検討手順の明確化 

■住民参画促進および技術・専門的検討との有機的な連携 

■事業特性や地域特性を踏まえた検討 

 
 ところが、計画検討手順のうちの事業の必要性と課題の共有については、具

体的なプロセスが決まっておらず、計画作成者に一任されている。ガイドライ

ンには、「ガイドラインの趣旨を十分に踏まえつつ、実際の個別事業への適用に

当たって画一的にならないよう柔軟に対応するものとします」と記載されてい

る。 
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３‐２  マーケティングの手法 

  

民間の企業が経済的に成功するためにマーケティングという要素は必要不可

欠なものである。ここで、マーケティングについて見ていくことにする。 

フィリップ・コトラーとケビン・レーン・ケラー著の『コトラー＆ケラーの

マーケティング・マネジメント』によると、「マーケティングとは、人間や社

会のニーズを見極めてそれに答えることである。」とある。そして、マーケテ

ィング・マネジメントを「ターゲット市場を選択し、優れた顧客価値を創造し、

提供し、伝達することによって、顧客を獲得し、維持し、育てていく技術およ

び科学」としている。 

 マーケティングの活動は「環境分析」「戦略策定」「戦術策定」と大きく３

つに分けることができる。では、それぞれについて説明していく。（図３－２） 

 

環境分析 戦略策定 戦術策定

企業使命
の確認

外部分析

内部分析

ターゲッティング

ポジショニング

製品・サービスの計画

価格の計画

チャネルの計画

プロモーションの計画

セグメンテーション

 

図 ３-２ マーケティングのコアプロセス 参考：「コトラー教授『マーケティ

ング・マネジメント』入門Ⅰ・Ⅱ 
 
３‐２‐１ 環境分析 

  

 はじめに環境分析についてである。環境分析にＰＥＳＴ分析、５Ｆ分析、３

Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析といったフレームワークを使い、企業と市場の環境を大

雑把に把握することができる。 

この環境分析により顧客と価値に関する分析ができ、市場機会の発見と、企
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業として目指すべき戦略目標、消費者の心理と購買プロセスや企業の購買中枢

と決定プロセスを策定する。 

 

３‐２‐２ 戦略策定 

 

 続いて、戦略策定である。戦略策定は「セグメンテーション」「ターゲッテ

ィング」「ポジショニング」と大きくわけて３つのステップがある。 

 

３‐２‐２‐１ セグメンテーション 

 
セグメンテーションとは、環境分析の結果を踏まえて、不特定多数の人々を

同じニーズや性質を持つセグメントに分けることである。市場細分化とも言う。 

消費者市場の細分化は、「地理的変数」「デモグラフィック変数」「サイコ

グラフィック変数」「行動変数」の大きく４つの変数からなっている。 

地理的変数は、市場を場所の情報でセグメントを分ける軸である。地域とい

うファクターだけでなく、都市部か郊外かを判定する「人口」「人口密度」と

いうファクター、地域の特徴的な「気候」というファクターもある。 

デモグラフィック変数は、人口統計の情報でセグメントを分類するための基

準である。「年齢」や「世帯規模」「性別」「所得」「職業」「世代」等のフ

ァクターがこれに該当する。このデモグラフィック変数は、消費者の欲求に

も影響力があるとされていることから、セグメンテーションの基準として も

よく採用される変数である。 

サイコグラフィック変数は、ライフスタイルに代表される価値や態度、行動

による変数でセグメントを分ける軸である。「ライフスタイル」や「パーソナ

リティー」「生活価値観」などが挙げられる。定義が曖昧であるが、デモグラ

フィック変数や地理的変数ではうまく分けることが出来ないときに便利な変数

である。 

行動上の変数は、製品に対する買い手の知識や態度などによってセグメント

分類するための基準である。「購買状況」や「使用頻度」「購買パターン」な

どが挙げられる。サイコグラフィック変数と同様定義は曖昧である。 

 

３‐２‐２‐２ ターゲッティング 

 
 ターゲッティングは、市場セグメントごとの機会を特定した後、そのうちい

くつを、どのセグメントを標的化するかを決定するものである。より小さく、

より明確に定義された標的グループを特定するため、複数の変数を組み合わせ、
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企業が も競争優位に立てる市場を特定する。 

市場セグメントは、以下の５つの主要基準によって評価される。 

1. 測定可能性 

2. 利益確保可能性 

3. 接近可能性 

4. 差別化可能性 

5. 実行可能性 

 

３‐２‐２‐３ ポジショニング 

 

ポジショニングとは、企業の提供物やイメージを、標的市場のマインド内に

特有の位置を占めるように設計する行為である。企業側の潜在的なベネフィッ

トが 大になるように消費者のマインド内にブランドをうまく位置づけなくて

はならない。 

ポジショニング策定では、一般的に２つの軸を選んでポジションマップを描

き、自社商品と競合商品の位置付けを明確にし、自社の商品を顧客に魅力的に

見せる方法を考えていく。 

ポジショニングを決定した上で、そのポジショニングを確立するための具体

的な施策である戦術を立案する。 

 

３‐２‐３ 戦術策定 

  

 戦術策定とは、前述で策定された戦略に基づき、どのように４Ｐ（製品・サ

ービス、価格、チャネル、プロモーション）を組み合わせていくかといった、

マーケティング・ミックスについて把握し、一貫性のとれた施策を考えること

である。 

  

３‐３ 公共事業におけるマーケティングの必要性 

  

第２章のザザシティ浜松の例で言及したように、公共事業においてはただ単

に施設を建設すれば目標を達成するわけではない。その施設を使う市民（その

施設で働く・何らかの動きをする人も含めて）の気持ち真摯に考え、綿密に「魅

力的なものと認識させるための」作戦を練る必要性がある。 
 そして、マーケティングとは先述にある通り、顧客をどう惹きつけ、彼らに

何を感じてもらい、どんなメリットを与えるのか、といった点に関する一連の

戦略と実践プロセスである。 
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 民間企業で顧客満足を高め売上と利益を上げるために使われてきた「マーケ

ティング」という手法を、公共事業で活用することにより市民満足を高めるこ

とができるとアメリカ経済学者のフィリップ・コトラーは言及している5。 
 前の節で紹介した計画策定プロセスの「計画検討手順：事業の必要性と課題

の共有、提案の設定」にマーケティング要素を加えることで、より明確な目的

の認識が可能となり、その目的に沿った具体的な計画・目標を定めることが可

能となると考えられる。（図３－３） 
  

技術・専門的検討 計画検討手順 住民参画促進

構
想
構
想

検討内容の整理

検討の実施

各検討項目の評価等

検討結果の公表

計画検討の発議

事業の必要性と
課題の共有

マーケティング
手法を導入

複数案の設定

評価項目の設定

複数案の比較評価

計画案の選定

計画の決定

住民・関係者等の
対象範囲の把握

コミュニケーション
手法の選択

段階に応じた双方向
コミュニケーション

の実施

 

図 ３-３ マーケティング要素を導入した計画策定プロセス 
  

 
３‐４ 公共事業におけるマーケティングの考え方 

  
マーケティング活動は、環境分析、戦略策定、戦術策定という３つのステッ

プから構成されている。そしてこのマーケティング活動は、顧客が企業に対し

て不満や意見を持ったときに生じる。 
 環境分析において、私たちは市場と企業の状況を理解する。マクロ環境のト

レンド分析や企業の内部・外部環境を分析する SWOT 分析がこれに該当する。

この分析により顧客と価値に関する分析ができ、消費者の心理と購買プロセス

                                                  
5 参考文献 １．社会が変わるマーケティング フィリップ・コトラー著より 
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や企業の購買中枢と決定プロセスを策定する。 
 次に戦略策定において、企業は誰にどういう価値を提供し、どう思われるよ

うになりたいかという具体的な目標を策定する。そのために市場を細分化する

「セグメンテーション」、細分化対象から標的市場を選択する「ターゲッティン

グ」、標的市場における自社のブランドの位置づけを設定する「ポジショニング」、

位置づけを維持するための何かを設定する「差別化」という活動を行う。 
 後に戦術策定において、企業は市場に何を、どういう価値で、何を介して

提供するか、またそれをどう伝達するかを策定する。上記で策定した戦略に基

づき、一貫性のとれた施策を考える。 
 その戦術を実際のモノやことに反映させることで、顧客満足度を向上させる

ことができ、結果的に企業に対する評価もプラスのものとなっていく。（図３－

４） 

顧客

企業に対する評価

企業：顧客満足度向上
顧客：企業にプラスイメージ

満足

不満

顧客のニーズの分析

マーケティングの領域

戦略策定

戦術策定

商品・サービスへ反映

 

図 ３-４ マーケティングが生まれる仕組み 
 
 一方で、行政の事業の流れはどのようなものなのだろうか。簡単にそのステ

ップを見ていく。 
 まず、市民が何らかの不満や意見を行政に対して持っている。そしてその不

満や意見に対して行政がなんらかの政策を行うために計画を策定する。その後、

市民への説明、現状調査、設計、交渉、契約の締結の後、工事等の公共事業の

プロセスが実施される。 
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そして政策の計画段階についてはこのようなことが行われている。まず、市

民と公共機関の状況を把握する。市民アンケートの結果やヒアリングというツ

ールを用いて、市民がどのような市政を望んでいるのかという「ニーズ」を探

る。 
 次に、公共機関は市民にどういう価値を提供し、どう思われるようになりた

いかという具体的な目標（戦略）を策定する。このとき、行政は全市民に平等

であるという性質上「ターゲッティング」や「ポジショニング」「差別化」とい

うことをあまり重要視しない傾向にある。 
 そして、その戦略をうけ戦術を考える。また、このときも行政機関は独占と

いう性質上「価格」「チャネル」「プロモーション」はさほど重要視しない傾向

にある。 
 その戦術を実際の行政サービスに反映させることで、市民満足度を向上させ

ることができ、結果的に行政に対する評価もよくなり市民の暮らしも豊かなも

のになっていく。（図３－５） 
 

市民

行政に対する評価

行政：市民満足度向上
市民：行政にプラスイメージ

満足

不満

ニーズの分析

マーケティングの領域

戦略策定

戦術策定

行政サービスへ反映

 
図 ３-５行政におけるマーケティングの考え方 

 
 このように、民間企業におけるマーケティング活動と行政におけるマーケテ

ィングの考え方を比較すると、顧客＝市民、企業＝行政となっている。さらに、

マーケティングの根本的な考え方はほとんど同じであることがわかる。 
 このことから、公共事業においてもマーケティング要素を加えることで市民

満足度を高めることにつながり、その上公共事業の無駄を削減することが出来
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ると考えられる。

 34



 

第４章  浜松市中心市街地活性化事業

の提案 

 
 
４‐１ 計画の概要 

 
 前述にあることを踏まえて、実際に浜松市中心市街地の松菱百貨店跡地に複

合商業施設を誘致する活性化事業計画を提案する。 

 計画策定のプロセスにおいて、マーケティング戦略を導入して事業計画を策

定する。すなわち、浜松市の重点戦略と市民のニーズを掛け合わせて戦略を策

定し、事業計画を立てる。（図４－１） 

 

浜松市の戦略計画２０１０

・住みやすさナンバーワンの
都市づくり （中心市街地にお
けるにぎわいの創出 ）

・創造的な“ものづくり”による
地域経済の創造

市民のニーズ

・松菱百貨店跡地に魅力的な商業施設
が必要
・男性向け商業施設が必要

事業計画

・理系男性をターゲットとした、ファッショ
ンと趣味の店舗を投入した複合商業施
設の誘致
・技術者向けのイベントとファッション系イ
ベントを用いたプロモーション活動

戦略策定
・ターゲットを理系男性市場に決定する
・中心市街地の他の施設と内容の重複
を避ける

 
図 ４-１ マーケティング戦略を加えた事業計画の体系図 

 

 事業目的の把握として、浜松市の戦略計画と市民のニーズを掛け合わせて、

どのような政策が必要とされているかを探る。 
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２０１０年の浜松市の戦略計画において、重点が置かれている２つの項目を

選択する。 

1. 住みやすさナンバーワンの都市づくり 

2. 創造的な“ものづくり”による地域経済の創造 

 

住みやすさナンバーワンの都市づくりにおいて、強化すべきとされている、

中心市街地の賑わいの創出を選択する。 

 また、創造的な“ものづくり”による地域経済の創造において、強化すべき

とされている、“ものづくり・創業”のメッカに向けた環境づくりを選択する。 

次に、市民のニーズとして、大きく２点を選択する。 

1. 松菱百貨店跡地に商業施設を誘致してほしい 

2. 男性向けの商業施設が必要 

 

 浜松市の戦略計画と市民のニーズから、戦略を策定する。浜松市の人口編成

や職業等の性質よりターゲットを理系男性に絞る。そして、ほかの中心市街地

との共存を図るため、重複する内容は避けるものとする。 

 そして、上記の戦略から、「理系男性をターゲットとした、ファッションと

趣味の店舗を投入した複合商業施設の誘致」と「技術者向けのイベントとファ

ッション系のイベントを用いたプロモーションの導入」という戦術を決定した。 

 ４－２から各プロセスの詳細について説明していく。 

 

４‐１‐１ アンケート調査 

  
本研究の商業施設誘致計画を提案するにおいて、利用者サイドである市民が

中心市街地についてどのようなことを考えているのか、また市街地にどのよう

な施設が必要であると考えているかなどを調べるためにアンケート調査を行っ

た。実施したアンケート用紙の様式については『付録１』に示している。調査

内容は大きく分類して以下の３点についてである。 
 
■ 中心市街地についての質問 

■ 市場規模算出についての参考資料 

■ ファッション対する概念 
 
調査結果は提案の本文で提示する。なお、今回のアンケート調査は、静岡大

学情報学部 IS コース・ID コースの２年生で男性３７名、女性３１名に協力を

してもらった。また、社会人のかた１３名にも回答をいただいた。 
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アンケートの集計結果については、４－２－４．ターゲットの絞り込み、４

－３－３．理系男性市場の魅力、４－５－１．製品で述べる。 
 

４‐２ ターゲット特定 

 

 ここでは、ターゲットの特定についてのプロセスを実行する。まず、浜松市

における環境分析を行い、浜松市における商業の状況を把握する。次に競争相

手の特定を行う。この競争相手とは、新規事業を計画する上での全競争相手を

意味する。つまり浜松市全体の競争相手を洗い出す。 
 その後、市場細分化を行い、ターゲットを理系男性に絞り込むまでの過程を

説明していく。 
 
４‐２‐１ マクロ分析 

  

まず、浜松市マクロ環境について考える。今回は、デモグラフィック環境変

数、経済環境変数、社会・文化的環境変数、技術的環境変数、政治的・法的環

境変数の５つについて分析する。（表４－１） 

 

表 ４-１ 浜松市マクロ環境のトレンド分析 

まちづくり３法の改正

浜松型コンパクトシティへの変遷

市長・県知事の交代

工業技術に特化した政策

政治・法的環境

インターネット技術の向上（誰でも情報を収集できる）

ネット利用者の増加・ブロガーの出現
技術的環境

大型ショッピングセンターの増加

車社会である
社会・文化的環境

・景気・・・デフレーション

・世界的な大不況

日本全体で最も元気な地域（２００８年）→高額商品の売上
減少が自動車産業に直撃→業績が持ち直す動きが出てきて
いる。（２００９年１１月）

経済環境

・男女ともに３０代後半～５０後半が上位５位を占めている

・日本有数の工業都市で多く理系・男性の人の流れが顕著
である

・また上記に伴い技術職に就くものが多い

・平成20年度調査 482.2万円（静岡県） １０/４７

男性 540.5万 女性334.8万

デモグラフィック環境

項目要因

まちづくり３法の改正

浜松型コンパクトシティへの変遷

市長・県知事の交代

工業技術に特化した政策

政治・法的環境

インターネット技術の向上（誰でも情報を収集できる）

ネット利用者の増加・ブロガーの出現
技術的環境

大型ショッピングセンターの増加

車社会である
社会・文化的環境

・景気・・・デフレーション

・世界的な大不況

日本全体で最も元気な地域（２００８年）→高額商品の売上
減少が自動車産業に直撃→業績が持ち直す動きが出てきて
いる。（２００９年１１月）

経済環境

・男女ともに３０代後半～５０後半が上位５位を占めている

・日本有数の工業都市で多く理系・男性の人の流れが顕著
である

・また上記に伴い技術職に就くものが多い

・平成20年度調査 482.2万円（静岡県） １０/４７

男性 540.5万 女性334.8万

デモグラフィック環境

項目要因
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４‐２‐１‐１ デモグラフィック変数 
 
はじめに、デモグラフィック環境についてである。浜松市は、人口約８０万

人の大都市である。その人口形態は、男女とも３０～５０代が人口割合の上位

１～５位を占めている。また男女比は男性が４９．８％、女性が５０．２％と

ほとんど差がない。 
 また、浜松市は日本有数の工業都市である。そのため、製造業のみの就業者

割合は２９．５％と全国平均の１８％を大きく上回っている。また、工学系統

の職種である建設・情報通信を含めると割合は３９％で全国平均３１％である。 
よって、工業系の職種を求めて男性や理系（特に工学系）の人口の流れが顕著

であると考えられる。（図４－２～図４－７） 
 そのため、市の重点戦略においても戦略のはじめに「アジアで一番輝くものづ

くり都市の創造～創造的な“ものづくり”による地域経済の創造～」が掲げられて

いる。その中身としては、中小企業の経営基盤の強化や商工業との連携による

第一次産業の強化といったものが挙げられる。 

 

全国産業別企業数割合

18%

18%

0%

2%

3%
29%

1%

6%

6%

1%

1%

0%
14%

1%

0%
農林漁業

鉱    業

建 設 業

製 造 業

電気・ガス・熱供給

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険

不動産業

飲食店、宿泊業

医療・福祉

教育・学習支援

複合サービス事業

サービス業
 

図 ４-２全国産業別企業数割合 平成 16 年統計局調べ 
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浜松市にある企業数　赤線：理系
0%

0%

0%

10%

15%

0%

1%

2%

27%
1%

4%

11%

5%

4%

1%

18%

0%
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図 ４-３浜松市職業別企業数割合 参考データ浜松市 HP 統計 
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図 ４-４ 全国職業分野別就業者割合 参考データ：統計局 HP 
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浜松市職業別就業者割合
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図 ４-５ 浜松市職業分野別就業者割合 
 

職業分人口割合：男性
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図 ４-６ 全国職業分野別就業者割合 男性 
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浜松市産業別就業人口　男性
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図 ４-７ 浜松市職業分野別就業者割合 男性 
 

４‐２‐１‐２ 経済環境変数 
 
次に、経済環境についてである。強固な競争力を持った製造業の集まる東海

地区の経済は、常に日本経済の成長のリード役を担ってきた。東海経済の拡大

のスピードは、２００７年辺りからさすがに少し鈍化してきたとみられるが、

依然日本全体の中で も元気な地域であることに変わりなかった。 

しかし、リーマンショックによる世界的な需要の急減を受け、経済環境に大

打撃をうけた。その後、エコカー減税などの景気対策で内需が刺激されたこと

や中国・東南アジア諸国への輸出回復で、ここに来て業績が持ち直す動きが出

てきている。ハイブリット関連は好調で、軽自動車の人気車種部品を扱ってい

る企業もピーク時の８０％程度まで回復しているとされている6。 

 

４‐２‐１‐３ 社会的・文化的環境変数 
 

３つ目に社会的・文化的環境についてである。浜松市は自動車依存都市であ

る。平成１７年の調査において、乗用車保有台数が約６７万台で、年々増加し

ている。（図４－８）さらに、一世帯あたりの自動車保有台数は全国１位で２．

                                                  
6 参考文献 19. 中部経済新聞社 東海地区信用金庫協会会長・御室健一郎氏＝東海経済の

現状はより 
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０を超えている。（浜松市調査） 

このことから、浜松市民は自動車に依存した生活を送っていると見受けられる。 

浜松市自動車保有台数の推移
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図 ４-８  浜松市自動車保有台数の推移 データ参照：浜松市調査 
 
 また、２－３－２で述べたとおり浜松市郊外には大型ショッピングセンター

が建設されている。そしてそのショッピングセンターにはそれぞれ、無料で３

０００台超を収容できる駐車場を保有している。そのため、車に依存している

浜松市民には好都合な商業施設となっている。 
 
４‐２‐１‐４ 技術的環境変数 
 
 ４つ目に技術的環境についてである。インターネットの普及は浜松市も例外

なく増加傾向にある。浜松市における市民のインターネット利用は、世帯利用

率では６５．４％で、そのうちほぼ毎日利用している市民は４４．３％にのぼ

る。年代別では２０歳 代から４０歳代では約９割の市民がインターネットを利

用している。高齢者の利用率は低いものの、６０歳代で４割以上の利用率とな

っており今後の増加が予想される。 
しかし、地区別では利用率が大きく異なる。利用が も高い地区と も低い

地区では実に３倍ほどの格差がある。 
そして、浜松市の市民の電子メールの活用率は７９%におよび、市民の電子メ

ールを活用したコミュニケーションは着実に進展している。 
 また、平成１８年度に実施した市民アンケートによれば、所有する情報通信
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機器として携帯電話の所有者数がパソコンの所有者数を上回った。 
今後は、携帯電話等のモバイル端末の普及とインターネットへの接続利用が

さらに拡大していくことが予想される。 
  

４‐２‐１‐５ 政治的・法的環境変数 
 

後に政治的・法的環境についてである。まず、中心市街地活性化法において

まちづくり３法が見直された。現状のまま市街地が衰退し郊外へと都市機能が

拡散すると、地方財政が都市のインフラ維持のためのコストに耐えられなくな

る、高齢化や治安の悪化等によりコミュニティが荒廃するといったおそれもあ

る。こうした危機感から、近年、市街地の郊外への拡散を抑制し、まちの機能

を中心市街地に集中させるコンパクトシティの考え方が提唱されている。 

 このことから浜松市は、各地域にそれぞれの特性に応じた都市機能の集積を

進め、特色ある拠点を形成し、都心を中心とした相互のネットワークを構築す

ることで、常に新しい価値を創造し、補完し合う「浜松型コンパクトシティ」

を提唱した。 

 また、２００７年に鈴木康友氏が市長に就任、２００９年に川勝平太氏が静

岡県知事に就任した。２年という短期間のあいだに市・県のトップが交代した

ことにより、コンパクトシティ形成に関わる県政や市政が大きく変わるという

ことが予想される。 

 

４‐２‐２ 競争相手  

 
 次に、競争相手を特定する。新規事業を計画する上で浜松市中心市街地だけ

でなく全体の競争相手を洗い出す。各商業施設のファッションに関する店舗数

に重点を置き検証する。 
 まず、はじめに中心市街地の各商業施設について分析を行う。中心市街地の

商業施設は以下の５つについて見ていく。（表４－２） 
１．遠鉄百貨店 
２．メイワン 
３．ザザシティ浜松 
４．UP-ON 
５．中心市街地商店街 

 ここで、「３．ザザシティ浜松」については、第２章で説明したため、詳細は

割愛する。 
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４‐２‐２‐１ 遠鉄百貨店 
  
 初に遠鉄百貨店についてである。遠鉄百貨店は、現在浜松に唯一存在する

百貨店である。オープン当初から高島屋との業務提携をしている。集客力は高

く、２００６年度は静岡県内の百貨店のなかで 高の売り上げであった。年度

の売上高は３５０億円超えで安定している。静岡県内初の出店となるグッチの

ほか、ティファニー、ルイ・ヴィトン、フェンディなど、多数のブランド店舗

が入居している。 

 顧客層は年齢層・価格層ともに高く、敷居が高いというイメージである。 

店舗数については、入居しているブランド数は他の店舗に比べ圧倒的に多い

ことがわかる。また、そのブランドは各階ごとに世代別・価格別で配置されて

いるため定めた価格帯の中で数多くのブランドを集めているということがわか

る。レディス商品とメンズ商品を比較するとレディス商品がメンズ商品の約３

倍である。 

 

４‐２‐２‐２ メイワン 

 
メイワンについてである。メイワンは東海旅客鉄道浜松駅の駅ビルである。

地上 8 階地下 1 階の本館、駅構内のエキマチ及び浜松駅西側の高架下にあるビ

ックカメラ館で構成されている。 

 店舗はほとんどレディス向けの店舗で構成されており、その他に地下に生鮮

食品・惣菜、３階に雑貨を扱うプラザ、５階に無印良品、７階にレストラン街、

８階にカフェを併設した本屋がある。 

 価格帯は遠鉄百貨店に比べてかなり低めである。１０代後半～３０代前半を

ターゲットとした店揃えである。各階ごとにファッション系統別で配置されて

いる。遠鉄百貨店ほど明確ではないものの定めたファッション系統の中で価格

帯のやや異なるブランドを集めている。 

 

４‐２‐２‐３ ＵＰ－ＯＮ 

 
 ＵＰ－ＯＮについてである。ＵＰ－ＯＮは遠鉄百貨店の別館で平成１６年に

オープンした。入居している店舗は全８店舗でそのうち５店舗がファッション

に関する店舗である。この施設はメンズファッションの店舗（ユニセックスに

ついてもメンズ寄り）が多いことが特徴である。価格帯も遠鉄百貨店の別館で

はあるが、低く２０代～３０代前半をターゲットとした店揃えである。 
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４‐２‐２‐４ 中心市街地の商店街 

 
後にその他の中心市街地の商店街についてである。さまざまな場所に点在

しており、わかりにくい場所や位置にある店舗が多く、知名度が低い。また、

ブティックということから価格帯もやや高めの設定である。レディスを扱う店

舗よりもメンズを扱う店舗が多い。ファミリーやキッズを扱う店舗はあまり見

受けられなかった。 

 

表 ４-２ 浜松中心市街地の各取扱商品別店舗数 ファッション 

422102217中心商店街(中区）

110624654191合計

130010UP-ON

13116123ザザシティ浜松

21000145メイワン

33022029106
遠鉄百貨店(ブラン
ド数）

その他
ユニセッ
クス

キッズファミリーメンズレディス中心市街地

422102217中心商店街(中区）

110624654191合計

130010UP-ON

13116123ザザシティ浜松

21000145メイワン

33022029106
遠鉄百貨店(ブラン
ド数）

その他
ユニセッ
クス

キッズファミリーメンズレディス中心市街地

 
 

 では一方で、郊外の商業施設はどうだろうか。ここでは、以下の４つの大型

ショッピングセンターに的を絞り、見てみる。（表４－３） 
1. イオンモール浜松志都呂ショッピングセンター 
2. イオンモール浜松市野ショッピングセンター 
3. プレ葉ウォーク 
4. ららぽーと磐田 
 

４‐２‐２‐５ イオンモール浜松志都呂ショッピングセンター 
 
 はじめに、イオンモール浜松志都呂ショッピングセンターについてである。

県内２位の規模をほこる大型ショッピングセンターであり、全部で１５０店舗

が入居している。そのうちファッションに関する店舗は４７店舗（専門店街に

限定している）であり、約半数がレディスを扱う店舗である。続いてユニセッ

クス、キッズ、ファミリー、メンズの順番である。価格帯はかなり広い。 
駐車場は３５００台を収容できる大型なものであるが、休日になると駐車場

まちの車がバイパスに列を作って止まっていることがよくある。 
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４‐２‐２‐６ イオンモール浜松市野ショッピングセンター 
 
続いて、イオン浜松市野ショッピングセンターについてである。県内 大の

規模をほこる大型ショッピングセンターで、店舗面積は５７２５６㎡である。

全部で２２０店舗が入居しており、そのうちファッションに関する店舗は８０

店舗である。志都呂ショッピングセンターと同様に約半数がレディスを扱う店

舗である。店舗設定は同じイオン系列であるため、同じような店揃えとなって

いる。駐車場は４３００台を収容できるが、同じように駐車場待ちの渋滞がよ

く発生する。 

 

４‐２‐２‐７ プレ葉ウォーク 

 
３つ目にプレ葉ウォークについてである。プレ葉ウォークは、浜松市浜北区

に所在するショッピングセンターである。アピタと１６５の専門店街で構成さ

れている。そのうちファッションのみに関する店舗は６１店舗であり、やはり

約半数がレディスを扱う店舗であった。メンズのみを扱う店舗数は０であった。 

 

４‐２‐２‐８ ららぽーと磐田 

 
後にららぽーと磐田についてである。ららぽーと磐田は、全１７５店舗で

構成されており、そのうち４９店舗がファッションのみに関する店舗である。

ここでも約半数がレディスを扱う店舗でありメンズのみを扱う店舗数は０であ

った。また、キッズのみを扱う店舗も０であった。他の大型ショッピングセン

ターに比べてターゲットを絞っているように見受けられる。 

 
表 ４-３ 郊外の各取扱商品別店舗数 ファッション 

16504024ららぽーと磐田

462115219125合計

18426031プレ葉ウォーク

9687644イオン浜松市野

3654326イオン浜松志都呂

その他
ユニセッ
クス

キッズ
ファミ
リー

メンズレディス郊外

16504024ららぽーと磐田

462115219125合計

18426031プレ葉ウォーク

9687644イオン浜松市野

3654326イオン浜松志都呂

その他
ユニセッ
クス

キッズ
ファミ
リー

メンズレディス郊外
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４‐２‐３ 市場細分化 

 
 一般的な市場細分化は地理的変数・デモグラフィック変数・サイコグラフィ

ック変数・行動変数を総合的に使用し、その分析結果からターゲットを特定す

る。しかしこの市場細分化においては、地理的変数は「浜松とその周辺」と決

定されている。そのため、デモグラフィック変数を用いて市場細分化を行う。

そしてその細分化と競争相手の分析との結果からターゲットを決定し、そのタ

ーゲットのサイコグラフィック変数と行動変数を分析するという手法をとるこ

とにする。 

 デモグラフィック変数において、使用する項目は下記の通り、年齢・性別・

教育水準・職業・社会階層・所得水準である。（表４－４）マクロ環境分析で

示したとおり、年齢は３０～５０代の団塊ジュニア7世代から団塊世代の人間が

多くを占めている。また、教育・職業についても学校においては我が静岡大学

浜松キャンパスや浜松工業高校、浜松城北工業高校があり、企業については工

業系統の浜松ホトニクスやＹＡＭＡＨＡなどの世界的に有名な企業が数多く点

在している。 

 所得水準においても、マクロ環境分析で示したとおり、４７都道府県中１０

位とやや水準が高い。また、国民所得・県民所得と比較しても浜松市民の所得

はそれを上回って高い。 

 

表 ４-４ 市場細分化変数 

使用量

求める便益

行動変数

志向するもの

パーソナリティ

サイコグラフィック

変数

年齢・性別

教育水準、職業

社会階層、所得水準

デモグラフィック

変数

地域、気候

都市規模 浜松

人口形態

地理的変数

項目変数

使用量

求める便益

行動変数

志向するもの

パーソナリティ

サイコグラフィック

変数

年齢・性別

教育水準、職業

社会階層、所得水準

デモグラフィック

変数

地域、気候

都市規模 浜松

人口形態

地理的変数

項目変数

 
 

                                                  
7 団塊世代（５５歳～５９歳）の子供の世代で年齢は、３０歳～３４歳とされている。 
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４‐２‐４ ターゲットの絞り込み（理系男性） 

 
  ４－２－２、４－２－３よりターゲットの絞込みを行う。まず、 初に他

ゲットを全浜松市民とその周辺に在住している人から、男性に絞る。それは、

男性の買い物ができる商業施設が極端に少ないからである。平成１６年度の全

国消費実態調査において、男女の被服購入額を比較すると女性が１２９７０円

であるのに対し、男性は７２２７円であった。つまり女性の被服購入額を１０

０としたとき、男性は５５．７２となり、女性のかけている金額の半分強に過

ぎない。（図４－９） 

 

平成16年：被服購入額の男女比

男性,
7,227

女性,
12,970

男性

女性

 
図 ４-９ 平成１６年全国消費実態調査：被服購入額の男女比 

 
 それなりの市場規模をもちながら、浜松市には男性が買い物できる商業施設

が極端に少ない。そもそも、市民はどれくらいの頻度で市街地を訪れているの

か。 
 アンケート調査において、浜松中心市街地にどれくらいの頻度で出かけるか

という質問についての回答が下記のとおりである。（図４－１０） 
 月に１度出かけるという回答数が男性、女性共に も多いという結果であっ

た。女性の回答数は、半月に１度・週２程度が同じくらいの回答数で半月に１

度、週１、中心街に行かない、週に３～５回という順番であった。女性の中心

街へ出かける頻度は偏っていないという印象をうける。 
 一方で、男性の回答数は月に１度が極端に多く、続いて週１、中心街に行か

ない、週２・半月に１度、 後に週に３～５回という順番であった。男性の中

心街へ出かける頻度は女性と比較して少ないという回答数が多かった。 
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図 ４-１０ アンケート結果：浜松中心市街地へ出かける頻度 

 
では、なぜ浜松の中心市街地に出かける頻度が上記のようであるのか。アン

ケート調査で市街地に出かける主な理由と、市街地に出かけない主な理由につ

いて聞いてみた。 
調査において、浜松中心市街地に出かける主な理由について、「自分の好みの

お店がある」と答えた男性は女性と比較して極端に少なく、また、「自分の好

みのお店がない」という項目で男性の回答数が女性のそれを上回っていた。（図

４－１１，１２） 
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理由：プラスイメージ
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図 ４-１１ アンケート結果：中心市街地を訪れる主な理由  
 
 

理由：マイナスイメージ
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図 ４-１２ アンケート結果：中心市街地に行かない主な理由 

 
そして、このような結果も反映してか、アンケート調査の結果からも男女と

もほとんどの回答者が中心市街地に男性向けの商業施設が必要だとしている。

（図４－１３） 
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市街地に必要だと思う施設

0 5 10 15 20 25 30

ショッピング施設：女性向け

ショッピング施設：男性向け

飲食店

喫茶店
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図書館
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オフィスビル

医療施設

住宅

映画館

ホテル・旅館

児童福祉施設

老人福祉施設

美術館

博物館

駐車場

その他

女性

男性

 
図 ４-１３ アンケート結果：浜松中心市街地に必要だと思う施設 

 
 次に、男性の中でも職業や教育という項目で理系に絞る。なぜなら、マクロ

環境分析で述べたように、浜松市は日本有数の工業都市で人口の流れにおいて

も多くの理系男性がいると考えられるからである。また後で詳しく述べるが、
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理系であることはより男性的思考を持っているという点において、都合がよい。 
 後に世代という項目から社会人を選択する。ここでいう社会人とは、２０

代～４０代までをさす。 
このセグメントを選択した理由は、収入があり購買活動が盛んであることが

挙げられる。特に独身男性においては自由に使える金額が多くなり、より購買

活動が盛んになると考えられる。年代別の被服購買金額を比べると２０代～４

０代で約７割を占める。（図４－１４） 
 

平成16年：男性年代別購買金額

 8,531, 21%

 8,995, 22%

 10,175, 24%

 4,297, 10%

 4,795, 12%

 4,533, 11%

30歳未満

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

 
図 ４-１４ 平成１６年度全国消費実態調査：男性年代別被服購買金額 

 
  以上より、ターゲット市場は浜松市もしくはその周辺地域に在住の２０代

～４０代の理科系の男性に決定する。（図４－１５） 
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図 ４-１５ 市場細分化と競合他社分析からターゲット決定 
 
４‐３ 理系男性の特性分析 

 

 ここで、４－２で決定したターゲットについての特性分析を行う。理系男性

とはどういう性質をもち、その性質のためどのような行動をする傾向にあるの

かを見ていく。また、そのターゲットを選択したことによるメリットについて

考える。 

 理系男性というセグメントを説明するためにまず、世間の理系に対するイメ

ージと行動パターンを述べ、そこから行動傾向・心理的傾向を示す。 

 次に男性と女性の相違点を述べ、そこから見えてくる男性の心理的傾向につ

いて言及する。次に、そこから考えられる男性の購買モデルについて言及する。 

その後、理系の行動傾向と心理的傾向を男性の行動傾向と心理的傾向に重ね

ていくものとする。 

  

４‐３‐１ 理系人間の行動傾向・心理的傾向 

 
 はじめに、理系人間の行動傾向と心理的傾向について説明する。そもそも理

系というものの定義は何か。日本における「理系」と「文系」の定義は、明治

時代に旧制高校が作ったものだという。実験設備にお金のかかる「理系」学部

の生徒数を絞るため、数学の試験をして「文系」「理系」を振り分けたという

ことだ。現在においても、理系を選択することに数学という要素が大きく絡ん

でいると考えられる。8

                                                  
8 『理系バカと文系バカ』（竹内薫著 ＰＨＰ新書）より 
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 まず、理系人間に対する世間のイメージと行動パターンについてみていく。

（表４－５） 

上記のように長年「理系」と「文系」という分類が当たり前になっていたた

め、理系人間、文系人間にそれぞれイメージが定着してしまっている。理系人

間のほうが文系人間よりも個性が強く、外見を含めイメージが湧きやすく、そ

のイメージは誰もが大体同じである。行動パターンを大きく分類するとコミュ

ニケーション力がない、関心事が技術系である、思い込みが激しく他人の意見

を聞かない、狭く深くという４点である。 

ここで、注目したいのが、深く狭くにあたるもので「理系人間は没頭力・追

求力がすごい」という点である。専門分野に特化しており自分の納得がいくま

で突き進む。この行動パターンから、理系人間は負けず嫌いであることがわか

る。 

 

表 ４-５ 左：世間の理系に対するイメージ 右：理系の行動パターン 『理

系バカと文系バカ』竹内薫著による 

思い込みが激しく他人の意見を聞かない

周りの空気が読めない

全てのことが科学で証明できると信じている

感動するポイントが技術的なこと

知らないことは何でもネットで検索

説明が下手

討論が下手

没頭力・追求力→極端

自分の関心事を延々と話す

新型・最新テクノロジーに飛びつく

コミュニケーションが苦手

理系の行動パターン

思い込みが激しく他人の意見を聞かない

周りの空気が読めない

全てのことが科学で証明できると信じている

感動するポイントが技術的なこと

知らないことは何でもネットで検索

説明が下手

討論が下手

没頭力・追求力→極端

自分の関心事を延々と話す

新型・最新テクノロジーに飛びつく

コミュニケーションが苦手

理系の行動パターン

ファッションに無頓着

分類・体系化

横書き文化

オタク

細かい・几帳面

論理系

理系のイメージ

ファッションに無頓着

分類・体系化

横書き文化

オタク

細かい・几帳面

論理系

理系のイメージ

 

 

４‐３‐２ 男性と女性の相違点 

 

次に、男性と女性の相違点について説明する。マーサ・バレッタ著『男の常

識をくつがえす新マーケティング』の初めの章において、「男女の差は脳のつ

くりと分泌されるホルモンに関連している。男女にはそれぞれ、２つの異なっ

た生存本能または進化の戦略が存在する」とされている。 

男性の先祖達は、できるだけ速く部族の中の階級を駆け登る必要があり、い

ったん 上階に達すれば報酬が与えられた。このためには攻撃性によって支え

られた競争力を必要とした。 
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一方女性の先祖達はその間子供を育てることと確実に子供を出産することを

実現させることを本能にインプットされていた。より少ない男性ホルモン分泌

の影響は、女性を攻撃性でない振る舞いに向かわせ、洞窟内の大集団にとどま

らせた。そこで子供の世話をしたり、女性は生活の達人としてリソースを共有

する家族メンバーや隣人と協力する能力を活かして、幼い子供たちを養育して

いく目的などからも、彼女たちの自己は低目に保たれていた。 

そのような、進化の過程から男女には脳活動を含めて７つの大きく相違が見

られる。（表４－６） 

 この７つの項目のうち、男性の性質と上記の理系人間の性質が同じような性

質とみなせるものは、「ものの見方」、「注意力と絞り込み」、「状況的な考

え方」と「変化」の４つの項目である。男性の性質と「理系」の性質に半数以

上の重なりがあるという事実から、「理系」という性質は男性の性質に近いも

のを持っているため、理系男性というセグメントの性質は「より男性らしい」

という性質を持っていると考えられる。 

 ここで、「理系」の性質と重複しなかった「感情的な方法」と「頼れる行動」

についてみていく。 

 「感情的な方法」に関して説明する。男性は女性と比べて自分の感情を表面

に出さすに押さえることが多い。男性の脳は感情センター、言語センターとも

集結しているため、感情はあってもそれを表に出すということをしない。 

 「頼れる行動」に関して説明する。男性は体験をすることによって好感・信

頼が生まれる。上記で述べたとおり、男性は自分の感情を表面に出さず押さえ

ることが多い。一方で、女性は自分の感情をよりうまく言語で表現することが

できるため会話をすることで、好感・信頼が生まれる。男性にとって 大の関

心事は人でなく出来事である。そのため、物事の体験を共有することにより、

相手に対して好感・信頼が生まれる。 
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表 ４-６ 男女の違い 『男の常識をくつがえす新マーケティング』マーサ・

バレッタ著 

ヒトを見る。人々に興味を示す。問題を
解決する際、事例や個人的経験に基づ
き考える傾向にある。

モノやことを見る。機械的な技能と空
間的な能力、数学的素質と抽象的
な原則に魅力を感じる。物事はルー
ルに従う。

変化

会話をすることで、好感・信頼が生まれる体験することで、好感・信頼が生ま
れる

頼れる行動

状況をより文脈的に、より全体観的に考
える傾向にある。→「組み立て者」

文脈や背景情報から別のものを考
え出す。→「分析者」

状況的な考え方

広く浅く傾向にある狭く深く傾向にある注意力と絞り込み

女性文化として、自分の感情を外に表す
ことはよく受け入れられている。

自分の感情を表面に表さず押さえる
ことを誇っている。

感情的な方法

ものを全体的に見ることが得意である。
（投光照明）

物事を集中的に見ることが得意であ
る。（スポットライト）

ものの見方

感情センターは脳のいくつかの領域のな
かで「前哨」とともに右脳と左脳に共通し
て分散する。

感情センターは右脳の前部と後部に
1つずつ集結している。

脳活動

女性男性

ヒトを見る。人々に興味を示す。問題を
解決する際、事例や個人的経験に基づ
き考える傾向にある。

モノやことを見る。機械的な技能と空
間的な能力、数学的素質と抽象的
な原則に魅力を感じる。物事はルー
ルに従う。

変化

会話をすることで、好感・信頼が生まれる体験することで、好感・信頼が生ま
れる

頼れる行動

状況をより文脈的に、より全体観的に考
える傾向にある。→「組み立て者」

文脈や背景情報から別のものを考
え出す。→「分析者」

状況的な考え方

広く浅く傾向にある狭く深く傾向にある注意力と絞り込み

女性文化として、自分の感情を外に表す
ことはよく受け入れられている。

自分の感情を表面に表さず押さえる
ことを誇っている。

感情的な方法

ものを全体的に見ることが得意である。
（投光照明）

物事を集中的に見ることが得意であ
る。（スポットライト）

ものの見方

感情センターは脳のいくつかの領域のな
かで「前哨」とともに右脳と左脳に共通し
て分散する。

感情センターは右脳の前部と後部に
1つずつ集結している。

脳活動

女性男性

 
 

 また、これまでのことから理系男性の購買モデルについて言及する。理系と

文系、男性と女性との相違点は購買モデルに十分に反映される。図４－１６は

『男の常識をくつがえす新マーケティング』（マーサ・バレッタ著 市橋和彦・

増野みち子訳 宣伝会議）のＰ１８１に登場する男性客の購入決定プロセスで

ある。男性は、物事を集中的に見る、注意力と絞り込みは深く狭く、人の意見

に耳を傾けないなどの行動傾向から、男性客の購買プロセスは、良い解決策を

終ゴールと見なし、余計な動きをせずに意思決定に関わる段階を真直ぐに通

っていく傾向にあるとされている。 

 女性と比較して購買モデルはとてもシンプルで、戦略が立てやすいと考えら

れる。 
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男性客の
購入決定
プロセス

始動 指名
調査と

決め込み
継承

期待される
結果

良い
解決策

男性客はよい解決策を最終ゴールと見なして、
回り道やそれに付随する余計な動きをせずに、
意思決定に関わる段階を真直ぐ通っていく傾

向にある

 
図 ４-１６ 男性の購買モデル 『男の常識をくつがえす新マーケティング』

マーサ・バレッタ著より 
 
 

４‐３‐３ 理系男性市場の魅力 

 

 理系男性にターゲットを絞ったことによるメリットについて説明する。メリ

ットは大きく２つ存在する。 
 １つは、未開拓の市場であり、収益性や成長性が大きいと予測できる点であ

る。 
先述にもあるとおり、浜松市は男性が買い物をする施設が極端に少ない。男

性用被服のほうが女性用被服よりも単価が高いということを考慮にいれても、

男女の被服購入金額の割合と浜松市に存在する男性・女性の商品を取り扱う店

舗数の割合を比較しても少ない。 
また、男性の買い物に対する概念はどうであろうか。 
これは、アンケート調査における「支出におけるファッション、趣味・交遊

に投じる割合」と「男性のファッションに対する概念」の調査結果である。 
まず、ファッションに対する支出は、全体支出のうち０～５％が３６％、続

いて５～１０％が２６％であまり、ファッションに対して支出が行われていな

いということがわかる。（図４－１７） 
 ここで、男性のファッションに対する概念について本研究で行ったアンケー

トの調査結果を見てみる。すると、ファッションが生活の中で重要ではないと

答えたのは全体の３１％、ファッションを楽しまないと答えたのは全体の１

１％であった。一方で、ファッションが生活の中で重要であると答えたのは全

体の３７％、ファッションを楽しみたいと答えたのは全体の４３％であった。
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（表４－７） 
 このことから、ファッションについて重要であり楽しもうとしているが、買

い物が出来る施設がなく、買い物をしないという行動プロセスが考えられる。 
 次に、趣味・交遊に対する支出は、５５％以上が も多く１９％、続いて４

５～５０％が１４％という結果となり、このことから趣味・交遊という自分の

好きなことに関しては積極的に支出が行われているということがわかった。（図

４－１８） 
 

男性-支出額：ファッション
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図 ４-１７ アンケート結果：支出におけるファッションへの支出割合（n=50） 
 
 

表 ４-７ アンケート結果：男性のファッションに対する概念 

367重要度 低

178重要度 中

2107重要度 高

楽しまない普通楽しみたい生活における重要性

嗜好性

367重要度 低

178重要度 中

2107重要度 高

楽しまない普通楽しみたい生活における重要性

嗜好性

 58



男性-支出額割合：趣味・交遊
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図 ４-１８ アンケート結果：支出における趣味・交遊への支出割合（n=44） 
 

以上のことから、男性用の商品を取り扱う商業施設ができることにより、収

益性が少なくともプラスになるということが予測される。また、男性用商品を

取り扱うことをメインとしている施設が周辺にないことから、競争相手が少な

く固定客をつかみやすい。 
 そして、国内経済の動向として男性ファッション市場が好調なことも挙げら

れる。２００５年に開始されたクールビズによる波及効果は以下の通りである。 
経済産業省の『産業連関表からみる「クールビズ関連品目」の国内生産への

波及効果』（分析対象期間は５～７月の３ヵ月間。クールビズ関連品目とは、

背広服、男子用上着、男子用ズボン、ワイシャツ、他の男子用シャツ、男子用

下着、ネクタイ、男子用靴下、男子靴の９品目）によると、クールビズは衣服

関連消費の増加に影響を及ぼし、クールビズがなかったとした場合との差額は、

１世帯当たり９１９円となり、家計調査の「被服及び履物」を１．９％押し上

げたと分析している。 

 また、クールビズは０６年以降も実施が継続され、さらなるすそ野の広がり

も見込まれることから、クールビズ効果は一時的な押し上げにとどまらず、今

後も男性ファッション消費の押し上げ要因となることが期待できる。 

 ２つ目に、男性の行動パターンや購買モデルから、「製品の売買」ということ

に関して、複雑なマーケティング戦略を立てなくてもよい点だ。先述にあるよ

うに男性の購買モデルは、良い解決策を 終ゴールと見なし、余計な動きをせ
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ずに意思決定に関わる段階を真直ぐに通っていく傾向にあるとされている。ま

た、アンケート結果「図４－１８」より、趣味・交遊にかける支出の割合は、

比較的高く自分の好きなこと・興味のあるものに関しては積極的に支出が行わ

れている傾向にある。つまり、予想外な問題が起きる可能性が少なく、設定し

た戦術において期待する結果を生みやすいのである。 
 また、男性は接する人よりモノやことに関心が強いため、４Ｐの設定の中、

製品の設定に気を配ることや、経験により好感・信頼を生むことからプロモー

ションは経験を盛り込んだものにするなど具体的な戦略・戦術を立てやすい。 
  
 
４‐４ 競争相手との差別化戦略 

 
 ここでは、競争相手と提案する施設の各ポジショニングを示し、差別化を図

るためのブランドの設定について説明する。 

 

４‐４‐１ ポジショニング 

 
 競争相手は４－２－２で示したとおり、中心市街地にある５つの商業施設、

郊外にある４つの大型ショッピングセンターとする。提案する施設は相違点連

想（競合ブランドよりも優れている）により差別化を図る。 
 ターゲットの特性・市民ニーズ・浜松市の重点戦略の内容を考慮にいれた提

案する施設の大きな特徴は次の通りである。 
 
■ 男性ファッション中心の商業施設 
■ 技術者向けのコミュニティ形成の場 

 
 浜松市という市場におけるこの施設の位置づけとしては、理系男性を対象と

しているニッチャーとする。浜松の男性市場においては、トップシェアを狙う

チャレンジャーと位置づける。 
 
４‐４‐２ ブランドの設定 

  
 そもそもブランディングとは、ある製作者の製品を他の製作者の商品と区別

する手段として、何百年も前から行われてきた活動である。その製品が「何者」

であるかを、また、その製品が「何」をするか、消費者は「なぜ」気にかける

べきなのかを消費者に教える。ブランディングは精神構造を作り、消費者が製
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品やサービスについての系統立った知識を形成し、意思決定が明確になるよう

にするのを助ける。 
 ４－４－１で設定したポジションを踏まえ、ブランドの設定を行う。ここで

は、ブランド・ターゲット、ブランド・アイデンティティ、ブランド・プロミ

スを定義する。（表４－８） 
 まずブランド・ターゲットは、設定したターゲットである浜松市やその周辺

在住の２０～４０代の理系男性である。また、そのターゲットに影響を与える

と予測できる周囲の人物をサブ・ターゲットと設定する。 
 次に、ブランド・アイデンティティは以下の通りである。 
 
■ クリエイティブ 
■ 情報発信の場 
■ 親しみやすい 
■ 紳士的 
 
クリエイティブ・情報発信の場というブランド・アイデンティティは、技術

者向けのコミュニティ形成促進という内容から設定している。そして、親しみ

やすい・紳士的というブランド・アイデンティティは男性ファッション中心の

商業施設であるという内容から設定している。ファッションに無頓着もしくは

あまりファッションに敏感でないというターゲットに対しても、親しみやすく

且つ紳士的であるというイメージ持たせることを目標とする。 
後にブランド・プロミスは、以下の 2 点である。 

 
■ 趣味・興味の共有・コミュニティの形成 
■ 新しい発見がある（情報発信の拠点） 

  
 趣味・興味の共有・コミュニティの形成は、４－４－１で述べた特徴の両方

の内容から設定している。趣味・興味の共有・コミュニティの形成する場を提

供することにより、ファッション・趣味という面においては市民の商業施設全

体の認識度やブランド・イメージを向上させることが可能である。また、技術

者向けという面においても、コミュニティ内での技術者同士の情報交換等によ

りコミュニティ参加者が技術的な知識を充実させるだけでなく、企業間での関

係の向上に貢献することができる。 
 新しい発見があるというブランド・プロミスについても特徴の両方の内容か

ら設定している。新しい発見があるというプロミスは、ターゲットの「 新型

に飛びつく」「競争を好む」といった心理をついたものである。 
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表 ４-８ ブランド設定要素 

趣味・興味の共有・コミュニティ形成

新しい発見がある

（情報発信の拠点）

ブランドプロミス

クリエイティブ

情報発信

親しみやすい

紳士的

ブランドのイメージ

浜松やその周辺在住の20~40代の

理系男性

ブランドのターゲット

ブランド・コンテンツ

趣味・興味の共有・コミュニティ形成

新しい発見がある

（情報発信の拠点）

ブランドプロミス

クリエイティブ

情報発信

親しみやすい

紳士的

ブランドのイメージ

浜松やその周辺在住の20~40代の

理系男性

ブランドのターゲット

ブランド・コンテンツ

 
 

４‐５  マーケティング戦術 

 
 実際にマーケティング戦術の４Ｐを定めていく。今回の提案において、重要

な意味をもつ製品とプロモーションに焦点を絞り説明する。 
 残りの２つのＰ、「価格」と「チャネル」については、商業施設を浜松市鍛治

町の松菱百貨店跡地に誘致するという計画であるため、「価格」は決定する製品

を取り扱う店舗によって定められると考えられる。また、「チャネル」について

も、商業施設を誘致する場所が特定されているため、ここでは説明しないもの

とする。 
 
４‐５‐１ 製品 

 
 誘致する複合商業施設は１F～６F までの６つの階で構成されるものとする。 
製品は、ターゲットの心理的傾向・行動傾向とブランド・アイデンティティ

からメンズファッションとイベントサービスを核とした製品の構成を提案する。

そして、アンケートの結果により喫茶店や図書館の分館の設置、バラエティ商

品を扱う店舗の配置、駐車場サービスもオプションとして設定する。（図４－１

９） 
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メンズファッション
トラッド系

ブリティッシュ系
アメカジ系

図書館

専門書の充実
閲覧スペース確保

喫茶店
電源・LANの提供
1人で入りやすい

図書館の近くに位置

イベント会場
市民交流の場
情報発信地

駐車場
料金設定

民営委託も検討

グッズ・バラエティ
アート・デザイン

クラフト用品
ファーニチャー・ライト

 

図 ４-１９ 製品の提案 
 
提案する製品それぞれについて説明していく。 初に製品の核となるメンズ

ファッションとイベント会場について言及する。 

まず、メンズファッションについてである。メンズファッションはターゲッ

トの好きなファッション系統を考慮し、アンケート調査の結果に基づいて、人

気の高いトラッド系・ブリティッシュ系・アメリカンカジュアル系の３つを主

に構成する。（図４－２０） 

メンズファッションは商業施設としての機能を果たす重要な製品であるため、

誘致する施設の半分の３階分のスペースを確保する。フロアは年代ごとで区別

されるものとし、階が上がるごとにターゲットの年齢層もあがるという配置に

する。つまり、１Ｆに２０～３０歳をターゲットとした店舗を配置、２Ｆに３

０～４０歳をターゲットとした店舗を配置、３Ｆに４０～５０歳をターゲット

とした店舗を配置する。フロアごとに年代を分けることで、そのフロア全体を

回遊させることが出来る。 
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服装に対する考え方
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図 ４-２０ アンケート結果 ターゲットの服装に関する好み 

 

次に、イベント会場についてである。ブランド・プロミスにおける趣味・興

味の共有・コミュニティ形成と情報発信の拠点として、実際に様々なイベント

を行うことのできるスペースをフロア１つ確保する。イベントの種類・規模に

応じてフロアデザインを変更できるように、シンプルな会場を想定している。

またこのイベントそのものに関しては、ターゲットの特性から製品兼プロモー

ションと捉えることが出来るので４－５－２．プロモーションで詳細を述べる。 

続いて、オプションに設定した４つの製品について言及する。 

１つ目に、図書館についてである。アンケート結果において中心市街地に必

要であると男女で２割ほど回答があり、その他で回答している中に書店という

意見が多かったため製品に加えた。書店にしなかった要因は、中心市街地の商

業施設に３店舗、個別に１店舗大型書店が確認でき、さらに中心市街地のほか

の書店が相次いで閉店していることから、これ以上書店が増加すると民営の営

業を圧迫してしまう恐れがあるためである。書籍は主に、技術・工学・情報等

の専門性の強いものを配置する。 

２つ目に喫茶店についてである。アンケート調査において中心市街地に必要

であると男性が約３割、女性は約５割回答があったため製品に加えた。中心市

街地には多くの喫茶店が点在しているため、差別化要因として電源・無線ＬＡ

Ｎの提供を行う。 

 ３つ目に駐車場サービスについてである。アンケート調査において特に男性
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の回答数が多かった施設であった。しかし、駐車場そのものは市営・民間・公

営をあわせて１０７６５台もの収容が可能なスペースが確保されている。そし

て、第２章で述べたように市営の駐車場は稼働率が低い。そのため、駐車場利

用サービスを提案する。料金を一律７００円に設定することで、長時間の駐車

にも対応させることができる。 

しかし、市営駐車場の稼働率の低さから浜松市は市営駐車場の一部を民間に

売却することも視野に入れている。 

４つ目にグッズ・バラエティについてである。アンケート調査において、中

心市街地へ訪れない理由で「自分の趣味の店がない」という項目においての回

答が見受けられたことと、男性の趣味・交遊支出割合は、男性のほうが圧倒的

に多いこと、そしてターゲットの特性から「自分の関心事に没頭する」という

点からもより収益性を確保できるためである。 

そして、製品として選択したものは次の３つである。 

■ アート・デザイン系 

■ クラフト用品 

■ ファーニチャー・ライト 

 いずれの製品も、ブランド・アイデンティティのクリエイティブを連想させ

るものであり、中心市街地に重複しない内容である。 

 

４‐５‐２ プロモーション 

 
 プロモーションの基本は、ＡＩＤＭＡ（注意→興味→欲望→記憶→購買）と

いう消費者の行動モデルに合わせて、プロモーション活動をするものであった。 

しかし、インターネットの急激な発達により、人々はさまざまなコミュニケ

ーションツールを持つようになった。そのことにより、消費者の行動モデルが

大きく変化した。現在ではＡＩＳＡＳ（注意→興味→検索→購買→情報発信・

共有）という行動モデルが浸透しつつある9。 

インターネットを利用したコミュニケーションツールの普及より、検索サー

ビスの多様化、情報公開・情報取得が豊富になった。また、ブログやＳＮＳ・

口コミサイトなどのＣＧＭ（消費者生成メディア）が急増しており、消費者た

ちは企業から提供される商品やサービスをただ消費するという存在ではなくな

った。商品やサービスを使用した際の「消費者」としての率直な情報をＣＧＭ

に書き込むということにより、その情報を得た他の消費者を動かすという存在

になりえるのだ。 

そこで、サービスとプロモーションを兼ねた「イベント重視型プロモーショ

                                                  
9参考：49. AISASの法則とは 
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ン」と定義する。（図４－２１） 

プロモーション方法においてイベントに重点をあてるという手法は、『リア

ルヂカラ』という文献で取り上げられており、「実際のイベント」を「リアル」

と定義している。 

イベント重視型プロモーションとは、消費者の行動モデルＡＩＳＡＳに適す

るプロモーション方法で、従来型のプロモーションと異なり、 初に体験をす

るイベントを持ってくることで消費者に対して大きな興味を抱かせるというも

のである。 

それと同時に、「イベント体験者」を魅了し、強い影響力を与えるようなイ

ベントの場面は、体験者がより正確・熱心にその情報を伝えてくれる。そのた

め、メディアやブログ、クチコミを通じても、良い評判が強く広がるというこ

とになる。そして、その「イベント体験者」の６倍以上存在するとされている

２次接触者により影響力の強い情報が伝わることにより、イベントに興味をも

つようになり「イベント体験者」へと変化していく。（参考：リアルヂカラ 第

１章）それを繰り返していくことにより爆発的に「イベント体験者」が増え、

プロモーションしている製品やサービスを世間に示していくことが出来る。（図

４－２１） 

 

広告 インターネット イベント

イベント

インターネット（情報の発信）

２次接触者

２次接触者

イベントに参加→
情報発信（ブログ・

クチコミ等）
２次接触者に影響
力のある情報を伝

えられる！！

イベント重視型プロモーション＝サービスとプロモーションの融合

従来型

 
図 ４-２１ イベント重視型プロモーションの概要  

 
 このイベント重視型プロモーションを応用して、ターゲットに即したプロモ

ーションモデルを設計した。（図４－２２）このプロモーションモデルでは、Ｗ
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ｅｂ上の書き込みを「Ｗｅｂ上のイベント」、実際に現実世界で体験をするイベ

ントを「実イベント」とし、この両者をイベント運営者が管理することにより、

イベント参加者人数を安定させ、長期にわたりプロモーションを継続させるこ

とを可能にする。 
このプロモーションモデルには、イベントの運営者、イベント参加者、２次

接触者、メインスピーカー、サブスピーカーという５つの役割を持った人々が

登場する。 
 メインスピーカーとは、そのイベントにおける主要人物であり、行う実イベ

ントの内容を もよく理解している論弁者である。イベント参加者たちに知識

を与え、その実イベントの内容を全て取り仕切る。 
 サブスピーカーとは、イベント参加者とメインスピーカーの中間にあたる人

物で、ところどころ実イベントの内容を理解しているが、その内容に関連する

別の内容について知識をもつ人物である。実イベントが終了し、次回に別のテ

ーマでイベントを行うときに、メインスピーカーとしてイベントを取り仕切る

人物になりうる。 
 このイベント参加者、メインスピーカー、サブスピーカーそして２次接触者

が実イベントとＷｅｂ上のイベントを介することで、２次接触者がイベント参

加者となり、イベント参加者はイベントにより知識をつけサブスピーカーとな

り、サブスピーカーも新しい知識を身につけ、メインスピーカーとなる。メイ

ンスピーカーはイベント参加者やサブスピーカーからの新鮮な意見を聞きさら

に、イベントに参加する。このように人の流れを管理し、安定されたスパイラ

ルモデルが構築される。 
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A：イベント運営

B：メインスピーカー

D：サブスピーカー

閲覧

役割の変化

人の動き

依頼
興
味

C０：2次接触者

イベント参加者

ＷＥＢＷＥＢ

書込み

 
図 ４-２２ イベント重視型プロモーションによるスパイラルモデル 

 
４‐５‐２‐１  プロモーション－イベント編 

 
 まず、イベントの種類を決定する。理系男性の参加するイベントというのは、

趣味に没頭するものと研究を追及するものと大きく２つに分類することができ

る。そして、趣味に没頭するというものに関しては、さらにゲームやアニメな

どのいわゆるオタク系、ギターやドラム・アンプなどの音楽系、そのほかにも

様々存在する。これらに共通して言えることは、商品が存在し、収益の見込め

るイベントであるため民間が運営しやすいという点である。ライブハウスでの

ライブや、漫画喫茶・メイドカフェ等のイベントを行うための会場も設定しや

すい。 

 一方で、研究追求型のイベントに関しては、情報発信や知識の交換といった

目に見えないものを使ってのイベントであるため、民間は運営せず、技術者が

自主的に交流会を発足して、２月に１回交流会をしているというのが現状であ

る。イベントを行う会場も不確定で時期も不定期になってしまう。 

 また、研究追求型のイベントの実行は、ブランド・アイデンティティである

クリエイティブや情報発信に合致する。そして、浜松市の重点戦略の創造的な“も
のづくり”による地域経済の振興における“ものづくり・創業のメッカ”に向け
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た環境づくりにも一致する。 

 このことより、行うイベントを技術者向けのイベントと決定する。(図４－２

３) 

理系男性

研究追求系
イベント系 ：未存

現状：場所が不確定で
不定期でならある・・・

イベント系 ：既存趣味に没頭系
オタク系

音楽

その他

ブランドイメージ：クリエイティブ

需要発生！

フォーラム型のイベントを
サービス兼プロモーション
を使用する。

 

図 ４-２３ 技術者向けイベントの需要 
 

 技術者向けのイベントの流れは以下の通りである。（図４－２４） 

 まず、イベント運営者がＷｅｂ上にイベントの大きなテーマを提示する。そ

してイベント参加希望者・Ｗｅｂ閲覧者はその大きなテーマに関する質問事項

を書き込む。その質問内容の集計から、イベント運営者はイベントのテーマを

決定し、そのテーマに詳しいメインスピーカーをリサーチしイベントで講義を

依頼する。 

 そして、実イベントにおいて講義が行われる。その講義終了後、イベント運

営者はイベント参加者にＷｅｂにイベントの感想や新たに生まれた質問等の反

応を書き込むように依頼する。そして、イベント運営者はイベントの議事録を

作成する。イベント参加者はＷｅｂに実イベントに対する反応を書き込む。そ

れを、講義を行ったメインスピーカーがその反応を閲覧し、質問については解

答、その反応に対するコメントを書き込む。 

 イベント運営者はこのＷｅｂ上での書き込み内容から次回のテーマにつなが

る内容を抽出し、次のイベントの企画を行う。これを繰り返すことで、イベン

トが止まってしまったり、一貫性のないイベントになることを防ぐ。 
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運営者：WEBにテーマを提示

参加者：テーマに関する質問を書き込む

運営者：質問内容の集計

運営者→参加者：WEBへの誘導

イベント前

イベント後

実イベント

運営者：イベントの議事録を作成

A:次回テーマに

つながる内容を抽出

参加者：WEBへイベントの反応

講義者：イベント・書き込み内容の展開

・テーマの決定
・テーマに詳しい話し手

を決定・講義の依頼

 

図 ４-２４ 技術者向けイベントの流れ 
  
 
４‐５‐２‐２ プロモーション－ファッション編 

 
 メンズファッションのプロモーションについても、イベント重視型のプロモ

ーションを行う。 
まず、イベント運営者はＷｅｂ上に「ファッションイベントの予告」を提示

する。このとき提示する情報は、以下の３点である。 
■ イベント日時 
■ イベント参加店舗 
■ イベント参加可能人数 
 

参加者は３～５人と人数を少なく設定する。少人数に設定することで、ター

ゲットの競争心を刺激し、イベントに参加させるためである。イベント参加店

舗は入居しているいくつかの店舗をランダムに抽出する。 
その後Ｗｅｂ閲覧者がイベントに参加する場合、運営者に連絡をとる。そし

て、運営者はその中からランダムにイベント参加者を決定する。 
イベントは、各参加店舗の新作商品試着会を行う。イベントにおいて、店員
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は各店舗１～２人としイベントに参加する客の気にかからないようにする。イ

ベントはイベントフロアをブースで区切られた会場で参加店舗の新作商品を展

示し、イベント参加者がその新作商品から思い思いのコーディネートをつくり、

実際にそれをマネキンに着せたり（もしくは店員にモデルになってもらう）、自

分が試着をする。そして、出来上がったコーディネートを記録する。 
実イベント終了後、イベント参加者同意のもとでコーディネートを議事録と

してＷｅｂ上にアップする。議事録がアップされたら、イベント参加者は自分

が作ったコーディネートのポイントやイベントの感想などを自由に書き込む。

そして、Ｗｅｂ閲覧者がその内容にたいして書き込みを行ったりすることで、

Ｗｅｂ上の意見交換が活発になる。そのことにより、イベントに参加してみよ

う・このブランドのあるお店に行ってみようと興味を持つことを促す。（図４－

２５） 
このイベント型プロモーションは技術者向けイベントとは違い、定期的に行

う。なぜなら、１つ１つのイベントが完結してしまうためである。 
 

運営者→参加者：WEBへの誘導

イベント前

イベント後

実イベント

運営者：イベントの議事録を作成

参加者：WEBへイベントの反応

ＷＥＢ閲覧者：イベント議事録について反応

好評だった店舗の抽出
消費者の傾向を探る

次回イベント参加
ブランドの検討

参加者：イベント参加意思を提示

運営者：WEB上にファッションイベント
の予告を行う。

イベント参加ブランドの掲載
日時の決定
参加者を募集する

運営者：イベント参加者を決定

 

図 ４-２５ 製品：メンズファッションにおけるプロモーションの流れ 
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第５章  活性化事業案の評価 
 
 
 
５‐１ 想定利用者による計画全体についての評価 

 
 評価はアンケートを用いて行う。想定利用者である、浜松市在住の理系男性

とその周りの人物に協力してもらい商業施設誘致の計画について評価してもら

った。 

 評価方法は、まず第４章の戦術策定で提案した内容を反映した商業施設の模

擬ホームページをみてもらい、そのホームページの内容について作成したアン

ケートに回答してもらうというものである。 

 評価項目は大きく分けて以下の４つの項目についてである。 

 

■ 施設の需要があるか 

■ 理由 

■ この施設に欠如している・さらに必要な要素 

■ 施設完成による市街地の回遊性 

 

５‐１‐１ 施設の需要 

 

 まず、施設の需要であるが、これは計画した施設が実際に完成したら、その

施設を訪れるかを「行きたい」「どちらかというと行きたい」「どちらともい

えない」「どちらかというと行きたくない」「行かない」の５段階で評価して

もらった。  

調査の結果、男性回答者は、施設が完成したらこの施設に「行きたい」「ど

ちらかというと行きたい」と答えた。そして、女性回答者は「どちらかという

と行きたい」と「どちらかというと行きたくない」というように意見がわれた。 

  

５‐１‐２ 施設需要の理由 

 

 次に理由についてだが、「施設の需要がある」と回答した人には、大きく分

けての４つの項目から理由を回答してもらった。 
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1. 施設の内容自身に魅力がある 

2. 施設でのイベント（プロモーション）に魅力がある 

3. 新しいから見にいく 

4. その他 

  

 調査の結果、男性回答者は１と２に回答があり、全員が３を併せて回答した。

そして、女性回答者は２と４に回答があり、ほとんどの回答者が３を回答した。

その他の意見では「男性向けのファッションのお店が少ないためプレゼントな

どを選ぶ時に役立ちそう」というものがあった。 

 一方で「施設に需要がない」と回答した人には、大きく分けて５つの項目か

ら理由を回答してもらった。 

 

1. 施設の内容自身に魅力がない 

2. 施設でのイベント（プロモーション）に魅力がない 

3. 郊外や他県の施設のほうがより魅力がある 

4. 現在の中心市街地の施設で事足りる 

5. その他 

  

 調査の結果、「施設に需要がない」と回答した女性は、４に回答があった。

「男性向けの商業施設なので、女性が入店しづらい」という意見であった。 

 

５‐１‐３ 施設に欠如している・さらに必要な要素 

 

 ３つ目に、この提案施設について、欠如しているもしくはさらに必要である

と考えられる要素について、以下の１６つの要素の中から回答してもらった。 

 

ショッピング施設 飲食店 喫茶店 学校 

情報センター 画廊 オフィスビル 医療施設 

住宅 映画館 ホテル・旅館 児童福祉施設 

老人福祉施設 美術館 博物館 その他 

 

 調査の結果、男性回答者は「ショッピング施設」「飲食店」「喫茶店」「映

画館」「医療施設」「その他」に回答が見受けられた。その他の回答では、「ボ

ーリングやカラオケ、ビリヤードなどが出来る娯楽施設」が挙げられていた。 

 女性回答者は「飲食店」「映画館」「その他」に回答があった。その他の回

答では「女性が訪れることの出来る雑貨屋」や「イベント終了後に様々なこと
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を調べることができるスペース」という回答があった。 

 

５‐１‐４ 施設完成による市街地の回遊性 

 

 後に施設完成による市街地の回遊性についてだが、この提案施設が完成し

たことで、市街地全体に訪れる人数に変化があるかということについて「大き

く増える」「まあまあ増える」「あまり変わらない」「減る」「施設完成時は

増えるがその後はあまり変わらない」の５段階で評価してもらった。 

 調査の結果、男性回答者は全員が「まあまあ増える」に回答した。女性回答

者は「施設完成時は増えるがその後はあまり変わらない」に も多く回答し、

他は「まあまあ増える」に回答が見られた。 

 

５‐２ プロモーション方法についての評価 

 
プロモーション方法の評価もアンケートを用いて行う。施設全体の評価と同

様に、想定利用者である浜松市在住の理系男性とその周りの人物に協力しても

らいプロモーション方法について評価してもらった。 

評価方法も施設全体の評価方法と同様に、まず第４章の戦術策定で提案した

内容を反映したプロモーションの例２種類を示したパワーポイントを見てもら

い、そのパワーポイントの内容について作成したアンケートに回答してもらう

というものである。 

 評価項目は大きく分けて以下の５つの項目についてである。 

 

■ 技術者向けのイベント（プロモーション）の評価 

■ 理由 

■ ファッション系イベント（プロモーション）の評価 

■ 理由 

■ イベント重視型プロモーション全体に対する意見  

 

５‐２‐１ 技術者向けイベントの評価 

 
 まず、技術者向けのイベントの評価であるが、これは技術者向けイベント全

体において、「参加したい」「どちらかというと参加したい」「どちらともい

えない」「どちらかというと参加したくない」「参加しないと思う」の５段階

で評価してもらった。  

調査の結果、男性回答者は、全員がこのイベントに「どちらかというと参加
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したい」と答えた。そして、女性回答者は「どちらかというと参加したい」と

いう回答が も多く、「参加したい」、「どちらかというと参加したくない」

という意見がそれぞれあった。 

 

５‐２‐２ イベント参加の理由 

 

次に理由についてだが、「参加したい」「どちらかというと参加したい」と

回答した人には、以下の４つの項目から理由を回答してもらった。 

 

1. イベントの内容が魅力的 

2. Ｗｅｂ上でイベントの内容が確認できる 

3. イベントにおいていい刺激を受ける 

4. その他 

 

 調査の結果、男性回答者全員が１を回答した。そして、女性回答者は２と３

に回答があり、ほとんど全員が３を回答した。 

 一方で「どちらかというと参加したくない」「参加しないと思う」と回答し

た人には、以下の３つの項目から理由を回答してもらった。 

  

1. イベントの内容が魅力的でない 

2. そもそも興味がない 

3. その他 

 

 調査の結果、「どちらかというと参加したくない」と回答した女性は、２と

回答した。 

 

５‐２‐３ ファッション系イベントの評価 

  

 続いて、ファッション系イベントの評価であるが、これも技術者向けのイベ

ントの評価と同様に、ファッション系イベント全体において「参加したい」「ど

ちらかというと参加したい」「どちらともいえない」「どちらかというと参加

したくない」「参加しないと思う」の５段階で評価してもらった。  

調査の結果、男性回答者は、「どちらともいえない」という回答が も多く

続いて「どちらかというと参加したい」という回答が見られた。そして、女性

回答者は「どちらかというと参加したい」という回答が も多く、続いて「参

加したい」、「どちらともいえない」「どちらかというと参加したくない」と
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いう意見がそれぞれあった。 

 

５‐２‐４ イベント参加の理由 

 

次に理由についてだが、こちらも技術者向けイベントと同様「参加したい」

「どちらかというと参加したい」と回答した人には、以下の４つの項目から理

由を回答してもらった。 

 

1. イベントの内容が魅力的 

2. Ｗｅｂ上でイベントの内容が確認できる 

3. イベントにおいていい刺激を受ける 

4. その他 

 

 調査の結果、男性回答者は１を回答した。そして、女性回答者はほとんど全

員が３を回答し、続いて１と２，４の回答があった。 

 一方で「どちらかというと参加したくない」「参加しないと思う」と回答し

た人には、以下の３つの項目から理由を回答してもらった。 

  

1. イベントの内容が魅力的でない 

2. そもそも興味がない 

3. その他 

 

 調査の結果、「どちらかというと参加したくない」と回答した女性は、２と

回答した。 

 

５‐２‐５ イベント重視型プロモーション全体に対する意見 

 

 ここでは、４章で提案したイベント重視型プロモーションを用いた技術者向

けイベントとファッション系イベントの２つについてそれぞれ意見を自由に書

いてもらった。良いと評価された内容と、改善点・課題とされた内容をそれぞ

れ示す。 

 

５‐２‐５‐１ 良いと評価された点 
  

 プロモーション方法において良いとされた意見は以下の通りである。 
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■ プロモーション方法全体に対して 

 事前に他の参加者とコミュニケーションがとれることが良い 

 インターネットを通して情報収集がしやすいし、実際参加した人の口コ

ミを見れば、参加への意欲は高まるので良い 

 ＨＰ上でイベントを告知するだけでなく、掲示板を用いて、終了後の感

想などを書き込むことにより双方向コミュニケーションを行っており、

イベントに参加するインセンティブが高まると同時に、イベントの主催

者側もさらなるプロモーションを検討することができ、良い試み 

 掲示板上でコミュニケーションが取れるのもいい 

 企画されたイベントの内容をWeb上で見られるのは、企画した側にとって

も体験する側にとっても非常に役に立つと思った 

 参加者みんなで作り上げていくイベントという感じがよいと思った 

■ 技術者向けイベント（プロモーション）に対して 

 常にホットな話題が提供できる。 近では、技術者だけでなく、一般の

ビジネスマンもこの系統の話題に興味を持っているので、様々な人に対

してよいイベントである 

 学生の視点から意見を言うと、そういうイベントで知識を高めることが

できるだけじゃなく、社会人とのコネクションの構築にも期待できそう 

 初心者が気軽に参加出来るようなイベントは面白いと感じた。 

■ ファッション系イベント（プロモーション）に対して 

 服を買いに行っても、服をどうコーディネートすればいいか分からない、

けれど店員さんにも聞くのが恥ずかしい、そんな人が興味を持てるイベ

ントだと思った。 

 

５‐２‐５‐２ 改善点や課題 
 
一方で改善点や課題も多く挙げられた。 

 

■ プロモーション全体について 

 ネットや口コミでの宣伝を狙うなら、ネットで、掲示版以外のイベント

があった方がいい 

 イベントを技術者向けとファッション系のみに絞る利点は何なのか？ 

 プロモーションモデルを活かしきれていない 

■ 技術向けイベント（プロモーション）に対して 

 浜松という小規模な自治体でのセミナーで、どこまで知識を深められる

かが疑問。その手の筋で有名なメインスピーカーが来るというプロモー
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ションが必要だと思う。 

 イベントのコンテンツに興味を持っている人がどれほど集まるかが疑問。

イベント開催内容についても、浜松市民全体にアンケートをするなどし

て、開催するコンテンツを何にしたら効果が 大になるか調査する必要

があると思う。 

 ターゲットが技術者では広過ぎる 

 イベント内で参加者が交流できるというところが不透明である 

■ ファッション系イベント（プロモーション）に対して 

 認知や興味の拡大の目的には、少人数制のイベントでは効果が薄いので

はないか？ 

 ファッションに興味が無かった人が、 初に取りかかるには、少人数・

自由にコーディネートというのは、ハードルが高い 
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第６章  結論 
 
 
 
６‐１ 結論  

 

 本研究では、マーケティングの手法を導入した方法で、浜松市中心市街地の

松菱百貨店跡地に新たな複合商業施設を誘致する計画を立案した。計画事業の

ターゲットを、浜松市における住民、産業、経済などの動向より20代から40代

の理系男性に設定した。 

そして、理系男性に関する購買動向のデータ調査、一般的な性向の分析、学

生や社会人へのアンケート調査などを行い、そこからファッションや書籍など

を中心とする販売商品選択の戦術を策定した。 

また、理系男性の、こだわることには積極的に行動するという特性に合致し

たプロモーション方法として参加型イベントとインターネットによるコミュニ

ケーションの組み合わせプロモーションモデルを提案した。 

 まず、施設全体の計画に対する評価は、アンケートの結果から、ターゲット

である理系男性からは施設に関しては魅力的であるという回答を得ることがで

きた。需要もあるという結果であった。しかし、欠如している要素として、娯

楽施設の不足が補えていなかった。 

 女性回答者からも、施設に対する需要はおおよそあるという回答を得ること

が出来た。しかし、女性が訪れることのできる要素、イベント終了後その内容

について調べることの出来る施設の欠如が課題であるとの指摘があった。 

 以上のことから、施設に関しては比較的ターゲットのニーズに沿った内容の

施設の提案をすることが出来た。しかし、ターゲットの周辺の女性に対しての

配慮が足りない施設内容となってしまった。 

 また、プロモーションに対しての評価においては、双方向コミュニケーショ

ンを促進するイベント重視型プロモーションのモデル自体は好評であった。ま

た、女性回答者からは、技術者向けイベント・ファッション系イベント両方に

おいて、比較的肯定的な意見が多かった。 

しかし、実際のイベントについてはターゲットからは否定的な意見が多く見

受けられた。イベント内容自身の魅力に対しての意見やイベント参加者が細分

化されていないこと、イベントのメインスピーカーを依頼し講義をしてもらう

までのマネジメントの欠如などが行われていないという指摘があった。 
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以上のことから、イベント重視型プロモーションモデル自体はよいものの、

その仕組みを十分に活かす内容のイベントの設計ができていなかった。 

 

６‐２ 今後の課題  

  

 上記の結果から、大きく分けて以下の４つが課題として挙げられる。 

■ 提案したプロモーションモデルを活かした内容のイベント設計 

■ 複数案の設定 

■ 競争相手の動向の予測 

■ その他（今回の研究で範囲外） 

 

まず、イベント重視型プロモーションモデルの仕組みを十分に活かした内容

のイベント設計が必要であると考えられる。 

 技術者向けイベントとファッション系イベントに参加するターゲットをより

細分化し、それぞれ知識レベルに即したイベント内容の設計をする必要がある。

技術者向けイベントにおいては、実イベントの内容の中に参加者が交流できる

というプロセスの追加も必要である。 

 技術者向けイベントにおいてメインスピーカーの選出時のイベント主催者側

のマネジメント内容の策定やテーマに対する市民調査の方法も考える必要があ

る。さらに、このプロモーションモデルの試行やアンケート調査結果からのプ

ロモーションモデルの調整もする必要がある。 

 次に、複数案の設定である。第３章の構想段階の計画策定プロセスにもある

ように、課題を解決するための適切な計画を決定するため、複数案を設定し、

比較・検討することは必要である。よって、活性化事業計画において他の製品

やプロモーションモデルの設計も課題の１つである。 

 そして、このような計画に対する、競争相手企業の今後の動向の予測も必要

な要素である。 

 そして、今回の研究では戦術策定における収益性や投資効果の分析およびマ

ーケティング・ミックスの「価格設定」や「チャネルの決定」というプロセス

を範囲外としている。しかし事業を実際に計画策定する上では、いずれも必須

の検討事項である。 

 後に、これをきっかけに市街地活性化についての議論が進み、生まれ育っ

た浜松市の発展につながれば幸いである。 
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AISASの法則とは 

50. http://hamamatsu-it.com/ 
浜松ＩＴ技術者交流会ＨＰ 

51. http://jpm-inc.jp/archive/2009-09-id616.html 
店頭プロモーションの効果指標を探るパイロット調査 
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54. http://www.yukawanet.com/sunday/2009/01/post_271.html 
浜松市ヤバイ！政令指定都市なのに廃墟っぷりが凄い！ 
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業別 

57. http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000000640069&cycode=0 
統計局ＨＰ／政府統計の総合窓口 GL08020103 男女，年齢階級，購入形態，

品目別1世帯当たり1か月間の支出(excelファイル３つ) 

58. http://www.mlit.go.jp/crd/index/case/pdf/0808hamamatsucity.pdf 
浜松市中心市街地活性化基本計画について 

59. http://shizu.0000.jp/read.php/hamamatsu/1225376903/l50 
駅周辺に廃墟が乱立する浜松市（笑） 

60. http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/policy/toshin/pdf/01_p1
-p39.pdf 

浜松市中心市街地活性化基本計画 第１章中心市街地の活性化に関する基

本的な方針 

61. http://shizuoka-cci.or.jp/keikyou/tsuukou08.pdf 
平成20年度 通行量調査 お買い物調査 静岡商工会議所 
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