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はじめに

mifが予測する、生活者市場の変化とは?

三菱総合研究所　副社長執行役員
中原 豊

所得の向上が望めないという前提の“ニューノーマル時代”において、

生活者は賢く消費する技術を高め、消費の内容を変えることで幸福度を高める

“ニューノーマル消費”へと移行することが予測されます。

リーマンショック、東日本大震災と続いた未曾有の環境変化は、これまでの

社会秩序を覆し、新しい価値観・生活行動（ニューノーマル）を生み出しました。

こうしたニューノーマル時代における生活者の変化や今後の方向性、そこに拡がる

ビジネスチャンスを把握し、分析・予測する必要性はないでしょうか。

三菱総合研究所では、震災後の2011年6月に実施した30,000人を対象にした

約2,000問という国内最大級のアンケート調査に基づく

「生活者市場予測システム（mif：Market Intelligence & Forecast）」を開始しました。

すでに、約300社500名以上の方に会員になっていただいております。

こうした会員の皆様のご意見・ご要望を踏まえサービスのグレードアップを図り、

4月より2012年度サービスを提供開始することとなりました。

また、2012年6月に2回目の3万人調査を実施し、この調査結果も

9月よりご利用いただけます。 倍旧のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

経済

人口・世帯

価値観

生活

消費行動

□フロー型成長経済（成長していることが普通の経済）
□所得は増えていく

□ストック型安定経済（成長していなくても不安のない経済）
□所得はあまり増えない

□人口減
□核家族世帯（両親と子供）中心

□人口減、世帯数減
□一人世帯の増加

□変化（新しいものに価値を感じる）
□自己強化（個人の満足を優先する価値観）

□安定（今あるものに価値を感じる）
□自己超越（環境にやさしい、社会に役立つ利他的価値観）

□ほとんどの女性は卒業後、就職、結婚、出産という
　標準的なライフコースを送る

□女性のライフコースは多様化。
　標準的なライフコースはなくなる
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□つながり消費（消費でみんなとつながる「絆」志向）
□使用価値（生活を豊かにするための体験〈コト〉を重視）
□ネットを活用した消費

□自己消費（消費で他人との違いをアピール）
□所有価値（所有すること〈モノ〉を重視）
□マスメディアが消費の情報源



2012年度mifについて

三菱総合研究所　
事業予測情報センター長

阿部淳一

2012年度
サービスの特徴

　2011年度は、震災後の日本人の

価値観変化、ライフコースの多様化

で急変する女性市場、団塊世代の本

格的リタイヤメントにより再び注目

を集めるシニア市場など、ニューノ

ーマル時代の生活者の動向や変化を

探ってまいりました。

　こうした変化を映して2012年に

はニューノーマル消費が浸透・定着

し、開花期を迎えると考えられます。

　そこで、2012年度はニューノー

マル消費の様相を明らかにし、こう

した動きに対応した企業のマーケテ

ィング戦略の方向性をテーマに、情

報・サービスを提供してまいります。

第2回
「生活者3万人調査」
実施
2012年6月に第2回「生活者3万人
調査」を実施。9月よりこのデータも
ご利用いただけます。シングルソー
スで、価値観、生活行動、消費行動
を把握し、震災後の生活行動の変化、
台頭する消費パターンを把握します。
また、調査のポイントを凝縮した
「mifファクトブック［生活者編］」を
10月に発行します。消費トレンド
の把握、先読みにご活用ください。

企業事例を中心とした
mifセミナー

今年度は「ニューノーマル消費」の姿
を浮き彫りにするだけでなく、「ニュ
ーノーマル消費」に的確に対応する
企業の方のご講演を中心にセミナー
を行います。

MROCを利用した
インサイト把握

定量調査では把握しにくい生活者イ
ンサイトを抽出するため、三菱総合
研究所が独自開発した、日本最新鋭
のMROC（Market Research Online 

Communities）プラットフォームを
提供いたします（2012年4月提供
開始予定）。さまざまなターゲット
の生活者インサイトを把握するため
にご利用ください。

女性ライフコース・
マーケティング研究会

昨年度はMROC研究会を開催し、
MROCの活用について検討いたし
ました。今年度は多様化する女性の
ライフコースに対応したマーケティ
ングを検討します（2012年4月よ
り開催予定）。業種を超えたネット
ワーク作りにもご活用ください。

Web集計システムの
高度化

会員の皆様のご要望を踏まえ、2012

年4月よりWeb集計システムのグ
レードアップを行います。バッチ集
計機能（約2,000問を一括でクロス
集計し、設問間の関係性を把握）、生
活行動の背景を探るための三菱総合
研究所が独自に設定したライフスタ
イル・セグメンテーション変数、決
定木を利用した最新セグメンテーシ
ョン分析機能が利用できます。

●会員数の推移

●会員の業種構成

※2012年1月末現在。

※サービスの提供開始は2011年8月末。

サービス 30％

製造業 30％

流通 12％

その他 9％

金融・保険
11％

情報・通信
8％

2011年
9月末

2011年
11月末

2012年
1月末

365名

485名
564名



マーケティング人材の育成は、マーケティング活
動を円滑に遂行していくために不可欠な課題です。
研修の場でもmifを活用することで、データに基
づいた具体性の高い研修プログラムを実施するこ
とができます。

マーケティング人材の育成
研修プログラムでの活用
データに立脚した

  仮説設定のできる人材育成

顧客に注目してもらう提案書やパンフレットを作
成するには、具体的なデータを記載することが必
要です。mifを利用することで顧客に納得してい
ただけるような、さまざまなデータを活用するこ
とができます。

提案営業力の強化
提案書、パンフレットでのデータ活用。
内容の充実化

刻々と変わる社会経済情勢の中で経営トップが適
切な経営判断を行うためには、必要な情報を必要
な時に入手できることが重要です。mifは幅広い
分野のデータを収集し、検索も自由に行えるので、
経営トップのさまざまなご要望にお応えすること
ができます。

経営トップへの
レポーティング・システム
経営判断に資するデータを素早く提供

mifが提供するサービスは、ニューノーマル消費を洞察し、
営業力の強化、会議の効率化、人材の育成など
マーケティング活動全体をバックアップします。

さまざまなmif活用シーン



複数の部署で別々に行われている社内調査をmif
に統合することで、効率的な調査データ蓄積と、
それによる深い顧客理解が可能になります。

リサーチプラットフォーム
複数の社内調査の統合化

マーケティング戦略推進の基本は顧客を知ること
です。mifを利用すれば、既存顧客はもとより、
新規顧客、潜在顧客のプロファイルを約2,000問
のアンケート調査結果により把握することができ
ます。自社にとってどのような生活者が優良顧客
なのか、絞り込むことができます。

マーケティング戦略推進
既存顧客深耕、新規顧客開拓戦略検討
優良セグメント絞り込み

マーケティング会議のうち、6～ 7割は事実確認
に費やされているとも言われています。会議の場
にmifを導入することで、スムーズな事実確認が
実現でき、効率化を促進します。

マーケティング会議の
効率化
共通データを利用することによる
 計画策定プロセスの効率化

自社の確実な成長のためには、自社の現在の立ち
位置や変化を的確に捉えていることが重要です。
mifの活用でブランド認知度やマーケットシェア、
顧客満足度など自社の立ち位置を表すデータを定
期的に収集することができ、その背景についての
分析も可能です。

トレンドダッシュボード
ブランド認知、マーケットシェア、
顧客満足度把握

自社保有データとmifデータを紐付けることで、
購入履歴情報だけでなく、購買行動全体や価値
観・ライフスタイルまで、ロイヤルカスタマーの
プロファイルを詳細に把握することができます。
さらに常設型MROCにより、ロイヤルカスタマ
ーと直接対話のできるコミュニティの形成も可能
になります。

ロイヤルカスタマーの育成
自社データとの連動による
　ロイヤルカスタマーのプロファイル把握
常設型MROCで
 ロイヤルカスタマーコミュニティ形成



　ベーシック調査は、価値観、生
活行動、消費行動、メディア接触
などの生活者情報をシングルソー
スで提供します。
　30,000人のサンプル、約2,000

問の設問からなり、日本最大規模
の生活者定点調査です。第1回調
査（2011年6月）に続き、第2回
調査を2012年6月に実施します。
　調査結果は、インターネットを
通じて、自由に集計ができます
（Web集計サービス）。グラフ作
成機能もありますので、グラフを
そのまま報告書で利用することも
可能です。
　従来の各種クロス集計に加え、
全問とのクロス集計をバッチで行
う「バッチ集計」、「決定木」を利用
した最新セグメンテーション手法
も提供します。

※1　性・年代別・地域別インターネット利用人口の構成比に合わせて割付します。
※2　設問項目・設問数は予告なく変更することがあります。

9 分野別ライフスタイル（食、飲酒、ソフト
ドリンクなどの飲料、ファッション、住、
家事・家電、健康、美容、余暇・レジャー、
教育・学習、仕事、家族、恋愛・結婚、老
後〈リタイヤ〉、情報リテラシー・通信、エ
コ、金融〈銀行、保険、証券等〉、移動行
動、ギフトの19分野）／1,033問

10 生活満足度（14分野）／21問
11 メディア接触（ネット、テレビ、新聞、雑
誌） ／54問

12 買い物行動（28流通チャネル）／114問
13 分野別消費行動・イノベータ・オピニオン
リーダ度／61問

14 商品・サービスの保有・利用（63品目）／
256問

15 新商品・新サービスの購入意向（38品目）
／200問

●調査地域：全国47都道府県
●調査対象者：20歳以上69歳以下の
　男女インターネット利用者※1

●有効サンプル数：30,000　
●調査方法：Web調査
●調査時期：毎年6月　
●設問数：約2,000問
●調査項目／設問数※2：　
1 個人属性、世帯属性／71問
2 所得（個人、世帯）／7問
3 資産・負債（個人、世帯）／13問
4 社会・経済・技術環境の認識／6問
5 政策評価（30政策）／30問
6 生活価値観(27項目）・暮らし向き／56問
7 所属団体・友人／27問
8 分野別生活時間（9区分×平日・休日）／

16問

ベーシック調査概要

mif サービス内容案内

Web集計サービスの多彩な集計機能により、分析をサポート
【プロファイル集計】

【バッチ集計】

【クロス集計】

30,000人のサンプル、約2,000の設問からなる日本最大規模の生活者情報

ベーシック調査1
定量調査、近年注目を集めているMROC、各種セミナーなど多岐に渡るサービスを提供します。



　MROCは、ソーシャルメディア
を活用した生活者理解の最新手法
で、特定テーマについて、関与度
の高い参加者を数十名～数百名集
め、掲示板、ブログ、詳細面接（デ
プスインタビュー）、写真・動画
のアップロードで、数カ月～ 1年
にわたる議論を行い、生活者イン
サイトを抽出します。
　弊社は、使いやすく、分析しや
すい自社開発の最新鋭MROCプ
ラットフォームを提供します（2012

年4月提供開始予定）。

●価格　mif事務局までお問い合せください。

MROCのメリット

　サンプル30,000人に対し、追
加アンケート調査（Web調査）を
実施できます。ベーシック調査と
掛け合わせることで、プロファイ
ル分析等が可能になります。

Web調査

MROC

●価格　10問1,000票　37.4万円（税別）～

●納品物　ローデータ（追加設問）、単純集計表。EXCEL形式で納品。

●集計サービス　追加設問＋ベーシック調査との各種集計がWeb集計サービスで可能。

地理的、時間的制約な
く、参加者を集められ
る

1
長期間かつ、匿名で行
うため、生活に根差し
たホンネの情報や実態
（生活者インサイト）を
把握できる

2

参加者に対するデプス
インタビューにより、
ペルソナが生成でき、
商品開発の精度を高め
られる

3
製品アイデアの開発か
ら、コンセプト診断ま
で、生活者との対話を
通じて実施することが
できる

4

ベーシック調査とクロス集計可能な追加Web調査、最新鋭のMROC

バリュープラスサービス2

クライアント
（mif会員企業）

コミュニティの
議論を閲覧

チャット

アンケート

詳細面接

写真、動画の
アップロード

掲示板ブログ

投票

コミュニティ・
マネジャー（CM）

さまざまな
手法を投げかけ、
議論を活性化

生活者
インサイトの

抽出

ネット上の
リサーチ・コミュニティ
数カ月～1年にわたって運営

コミュニティ
運営への関与

生活者
インサイトの

報告



　今年度は主として、ニューノー
マル消費の動向と企業の対応をテ
ーマにセミナーを開催いたします。
　ニューノーマル消費にある、つ
ながり、モノからコトへなどのト
レンドを的確に取り込んでいる企
業が成功を収めています。
　消費トレンドの専門家や、ニュ
ーノーマル消費への対応で成功し
ている企業に、事業の背景や展望、
成功へのポイント等をお話しいた
だく予定です。

オープニング
セミナー
2011年8月29日（月）
13：30～16：15

●「震災後の価値観・ライフスタイルの変貌」 弊社 主席研究員 佐野紳也
●「シェア（共有）の思想と生活者行動」 カルチャースタディーズ研究所 代表 三浦展氏

第1回セミナー
9月28日（水）
13：30～16：00

「ライフコースと女性市場」
●「ライフコースとマーケティング戦略」 学習院大学副学長 青木幸弘氏
●「mifによるライフコース分析」 弊社 主任研究員 片岡敏彦

第2回セミナー
11月7日（月）
10：00～12：00

「バリュープラス・サービス事例紹介 ― MROC」
●「mifのMROCについて」 弊社 主席研究員 佐野紳也
●「MROCのグローバル動向」 MROCジャパン 代表 岸川茂氏
●「MROCを利用して」 パナソニック株式会社

第3回セミナー
11月22日（火）
13：30～16：00

「アクティブシニアのマーケティング戦略」
●「アクティブシニア市場の課題と展望」 弊社 プラチナ社会研究センター 松田智生
●「mifによるシニアのニーズ・ライフスタイル分析」 弊社 主席研究員 高橋寿夫

第4回セミナー
12月22日（木）
13：30～16：00

「ブルー・オーシャン戦略」
●「ブルー・オーシャン戦略」 早稲田大学大学院商学研究科 准教授 池上重輔氏
●「mifでみた新事業機会の探索」 弊社 主任研究員 片岡敏彦

第5回セミナー
2012年1月12日（木）
13：30～16：00

「キュレーション時代の消費」
●「キュレーションの時代に消費はどう変わるか」 ITジャーナリスト 佐々木俊尚氏
●「激変する世界経済と内外の消費動向」 弊社 シニア・エコノミスト 対木さおり

第6回セミナー
2月20日（月）
13：30～16：00

「マトリックス・マーケティング」
●「マトリックス・マーケティング」 早稲田大学社会科学総合学術院 教授 野口智雄氏
●「現代日本における幸福の構造」 弊社 参事 亀岡誠

※2012年度のセミナー予定は別途ご案内いたします。

mifセミナー 2011年度実績

セミナーmif3
最新マーケットトレンドを先駆けて把握



ファクトブック［生活者編］mif6
今年のトレンドを丸ごとキャッチする

　「mifファクトブック［生活者
編］」は2012年度の調査結果をコ
ンパクトにまとめたレポートです。
代表的な約100設問について、さ
まざまな角度から分析いたします。

第1章　価値観
第2章　所得・資産・負債
第3章　ライフコース
第4章　生活行動

●目次 第5章　消費行動
第6章　メディア接触
第7章　買物行動
第8章　商品・サービス利用

※表紙・本文はイメージです。
　目次は予告なく変更することがあります。

●形態　A4版・120頁、カラー

●発行予定　2012年10月

mif サービス内容案内

　Web集計サービスの利用、活用
方法を初歩からご説明するmif活
用研修（無料）を開催します。会員
の方なら、どなたでもご参加いた
だけます。
　また、会員企業の事業所まで出
張して研修を行う、mif出張活用
研修（有料）も行っております。 経験豊富な講師による解説

mifの効果的な活用方法について、実際に受講者にPCを利
用していただきながら分かりやすく説明いたします。

●研修趣旨

mif基本操作方法の習得／mif応用操作方法の習得／
mif活用実践演習

●研修内容

●開催回数　年4回（予定）

mifの初歩から活用までの運用サポート

活用研修mif4

　mifでは会員を対象に、研究会
を開催しております。2011年度
はMROC研究会を開催し、MROC

の活用に関しての研究を進めまし
た。2012年度は、「女性ライフコ
ース・マーケティング研究会」を
開催します。

オープニングセミナーにおける学習院大学
青木幸弘教授による基調講演

MROCを活用し、多様化する女性のライフコースと消費の
変化の方向性を読み解き、新たなマーケティング戦略のあ
り方を探ります。

●研修趣旨

研究会mif5
女性ライフコース・マーケティング研究会

●座長　学習院大学 青木幸弘教授

●期間　2012年4月～9月

●会費　5万円（税別）～

業界の垣根を越えてネットワークづくり

※詳細はmif事務局までお問い合わせください。



Case1

有望セグメントの
規模と成長性を把握

  mifでは、個人・世帯属性、所得、
資産・負債などの基本属性を詳細に
把握しています。官公庁等の外部デ
ータでは把握できない項目をmifで
補完することで、より詳細に市場を
把握できます。女性市場では、リタ
ーナ（復職層）が最大セグメントで
あることがわかります。

女性の代表的なセグメントの
規模と成長性

Case2

　30,000人の生活者パネルに対し
追加アンケート調査を行うことで、
同一生活者の消費・生活に関する意
識や行動の変化を追跡できます。
2011年12月に実施した緊急追加調
査から、2011年6月時点からの価値
観の変化をとらえることができまし
た。

震災3～9カ月後の
消費・生活意識変化

Case3

価値観、
ライフスタイルによる
セグメンテーション

　価値観や主要分野のライフスタイ
ルのクラスターを順次整備していき
ます。クラスターを活用することで、
ターゲット顧客像をよりリアルに把
握できるようになります。

価値観に基づき
生活者を8分類

ベーシック調査やバリュープラスサービスの活用で実施できる分析例をご紹介します。
mifを利用した分析例

同一生活者の
意識変化を
トラッキング



Case4

決定木を活用した顧客
セグメンテーション

　「決定木」を利用した最新セグメン
テーション手法を提供します。Case 
4では百貨店の顧客を性別、年代、
学歴、職業等の基本属性で48セグ
メントに分類し、そこから特定した
中核顧客、周辺顧客のプロファイル
を把握することができました。

百貨店顧客のセグメン
テーション（48セグメント）

Case5

バリュープラスで
自社・他社ユーザーを
見極め

　ブランド選択を追加アンケート調
査で質問することで、約2,000設問
からなる消費・生活行動とブランド
選択を紐づけた分析ができます。化
粧品のブランド選択からは、A社で
は他ブランド併用者が多く、自社ブ
ランドを拡大する余地が大きいこと
がわかります。

化粧品アイテム別
ブランド選択状況

Case6

マップ集計で
地図上で市場の
状況を把握

　30,000人の生活者パネルの居住
地を郵便番号で把握しており、ズー
ムイン、ズームアウトが可能な地図
上に回答分布を表示することができ
ます。自動車の保有状況を集計する
と、車を持っていない人が都心部に
集中していることがわかります。

自動車の保有有無



2012年度会員区分

お申し込み方法

http://mif.mri.co.jp/

mifのWebサイトにアクセスしていただき、
「初めての方はこちら」から、会員登録してください。

［会員期間］2012年4月1日～2013年3月31日

tel: 03-6705-6086　e-mail: mif@mri.co.jp　fax: 03-5157-2159　〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3
三菱総合研究所「生活者市場予測システム（mif）」事務局

無料会員 ブロンズ会員 ゴールド会員セミナー会員 シルバー会員 プラチナ会員 オプション価格

無料 10万円／年 30万円／年 80万円／年 210万円／年 500万円／年

15万円／年 45万円／年 132.4万円／年 377万円／年 999万円／年̶ ̶

●会費（年間一括）※1

無料会員がオプション価格で
購入した場合の支払総額※2

× ×
× ×

×
×

× ×

×
×

※1 差額をお支払いただければ、上位会員に移行できます。
 年間一括以外のお支払方法をご希望の場合は、事務局

までご相談ください。
※2 比較のため、支払総額には無料会員が利用できないオ

プションサービスの費用を含めています。
※3 お得額＝（無料会員がオプション価格で購入した場合

の支払総額）ー（会費）
※4 IDとパスワードは、100名以下の組織内で共有できま

す。ただし、同時に利用できるのは1名のみです。
※5 Web集計（最新年度）とは、最新年度の調査結果のみ利

用できるサービスです。2012年8月まで2011年調査結
果が利用でき、2012年9月から2012年調査結果が利用
できます。

※6 10問1,000票を超える規模のWeb調査を無料分として
行う場合、差額を別途ご負担ください。

※7 5問23,000票の調査は、貴社ブランドや競合ブランド
の利用状況などの把握にご利用ください。この調査で
ブランド利用状況を把握することで、貴社ユーザー、他
社ユーザーのプロファイルが分析できます。なお、回
収サンプル数は見込みで下回ることもあります。

※8 講師の都合により、セﾐナー資料がダウンロードできな
い場合もあります。

※9 セミナーは1IDにつき1名参加可能（代理可）です。
※10 会員の事業所に講師が出張して行う活用研修です。約6

時間のコースで受講者は1回最大20名。PC及びインタ
ーネット接続環境は、会員側でご用意ください。場所
は日本国内に限ります。

※11 mifファクトブック［生活者編］は、2012年10月発行予
定です。

1 1 21 1 5●ID数※4

Web集計 最新年度※5

 過年度

バッチ集計、セグメンテーション分析

1回

̶

̶

1.5万円／名・回

̶

30万円／回

5万円／名～

Web調査 10問   1,000票

  5問23,000票

MROC

●ベーシック調査

10回無料※6

1回無料※7

1回無料※6 5回無料※6 37.4万円／回

120万円／回

30万円／ID

30万円／ID

̶

10万円／ID

期間・規模によって異なりますのでお問い合わせください（会員割引がございます）。

セミナー資料ダウンロード※8

mif無料セミナー（年2回・先着順）※9

mif有料セミナー（年10回・先着順）※9

mif活用研修

mif活用出張研修※10

女性ライフコース・マーケティング研究会

mifファクトブック［生活者編］※11

●セミナー・情報

●バリュープラスサービス

1部 2部 5部 10万円／部

：会費に含まれます
：オプション価格でご提供
：ご利用いただけません

セミナー情報会員 オリジナルサーベイ会員データベース会員

お得額※3 ▲5万円 ▲15万円 ▲52.4万円 ▲167万円 ▲499万円

※会費、オプション価格には
　別途、消費税がかかります。


