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女性ライフコース・マーケティング研究会

今後の日本経済の牽引役として、シニアと
並び注目されているのが、「女性消費」です。

本研究会では、多様化する女性の消費を読
み解くために、「ライフコース」（life course）と
いう新たな分析視点に着目し、ｍｉｆの定量デ
ータに加えて、ＭＲＯＣといった新たな道具建
てを活用して、分析・検討を続けてきました。
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「ライフコース」（life course）

という視点で考える。
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就 学
（学歴の選択）

就 業
（職業の選択）

結 婚
（配偶者の選択）

出 産
（家族の選択）

これらのライフイベントでの選択の結果（職業的・家族的な役割の
取得の仕方）によって、様々なライフコース（人生行路）が描かれる
ことになる

“人生の道筋”としてのライフコース

※「ライフステージ」はライフコースの一段階、「ライフスタイル」はライフコースとライフ
ステージの交点における一断面、消費者属性はある時点での社会的・家族的役割
のセットである。
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学校卒業

就職

アイデンティティ形成期

非婚への
方向づけ結婚への方向づけ・選択

専業主婦型 両立型 非婚就業型

出産
DINKS型

結婚延期型

（仕事は結婚・出産まで） （結婚しても仕事） （結婚しないで仕事）

（出産しても仕事） （子供もたない
で仕事）

ＤＥＷＫＳ型

出産

結婚

ポスト子育て期の危機

出産をめぐる方向選択の危機

トータルなライフスタイルを
めぐる危機

職業・母親
アイデンティ
ティの葛藤

出産延期型

結婚をめぐる方向性選択の危機

・前にも進めず後ろへも
退けない宙づり感覚

・トータルな生き方では
両立型にはかなわない

・子供のいない人生で
本当に良かったのか

・独りでいるのは寂しい

・スーパーウーマン幻想

・空の巣症候群

・世の中に取り残されそう

年齢

20

30

40

DEWKS: Double Employed With Kids
DINKS: Double Income No Kids

現代女性のライフコースの木

出典：『新女性のためのライフサイクル心理学』13頁を一部修正。

青
年
期

成
人
初
期

中
年
期

離職

離職 復職 継続就業

中断再就職型
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本研究会の基本スキーム

分析の「視点」、「場」、「課題」について

分析の視点

分析の場

分析の課題

ライフコース・パースペクティブ
（女性のライフコース変化に注目）

新手法MROCの活用
（Market Research Online Community）

女性消費の動向分析と
マーケティング対応の検討

（更に、mif３万人調査のデータも活用）

8

                        生活者市場予測システム（mif） 
第3期女性ライフコース・マーケティング研究会 オープニングセミナー

4



学習院大学 青木研究室Ｃ

定量・定性を合わせたハイブリッドなリサーチ・システム

本研究会が依拠する道具立て

9
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第１期・第２期研究会での取り組み

11
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まず第１期研究会では・・・
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第１期研究会（2012年度）のテーマ

日常 非日常

個・家族

家族を超えた
つながり

テーマ１
女性の働き方の変化

テーマ２
ネットワーク形成

（女縁）

テーマ３
ライフイベントと

リスク対応
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例えば、テーマ１については
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やることが多すぎる

優先順位をつける
のが難しい

自分の時間が持てない

「時間の三重苦」と女性の複数役割

＜時間の三重苦＞

職 妻

母

娘

私

＜女性の複数役割＞

ライフコースによって
軸足が大きく変化する。

15

役割の違いに着目した分析視点

私（娘）
私（娘）

妻

私
妻

母

私

私（娘）

職

私 妻

母 職

就業 結婚 出産 復職

妻私

妻

母

私

職

職

職

ワーキングシングル

ＤＩＮＫＳ

専業主婦

ﾘﾀｰﾅ

ＤEWKＳ
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消費領域の仮説的整理

主体的
個人的

（投資的）

義務的
家族的

（費消的）

価値表出的
（外部化ニーズ小）

没価値的
（外部化ニーズ大）

自分磨き

食関連の家事

住関連の家事
（掃除・洗濯等）

家事の省力化
・外部化

家事への意味づけ

家事の個別化

17
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MROCからの得られた知見
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シングル
パラサイト

シングル
ノンパラ

継続就業

ＬＣ別×領域別生活意識・行動①

・自分で食生活を管理
・コストや健康面を気遣う
・コンビニやデパ地下利用多
・一人用少量パックニーズ高
・揚げ物は中食利用
・時々自宅で、宅カフェや
女子会を楽しむ

・普段の食家事は母任せ
・自分で料理は「非日常」
・たまにストレス解消で料理
・自分の外食やスイーツ等に
関心がある

・コンビニやデパ地下利用多

・手は抜きたいが、中食には
まだまだ罪悪感

・疲れている時は中食利用
・料理や家事を楽しく
・楽（簡便）より楽しさ
・買物は週末まとめ買い＋α
・自分へのご褒美と
家族コミュで外食

・家族が揃う時間を重視

食生活

・住生活も自分で管理
・週末にまとめて派多
・経済的・時間的・空間的な
やりくり意識高

・夜家事、部屋干し派も多
・ささやかながらインテリア
や生活雑貨へのこだわり高

・普段の住家事もほぼ母任せ
・自室や自分使用に限られた
生活用品の購買に終始

・可愛い雑貨でプチ幸せ
・母に家電や家事グッズを
プレゼント

・夫の家事協力度が高く、
家事分担に関する言及詳細

・が、大半は自分なため、
いかに時短と効率重視

・コスト意識高、ポイントに注嫡
・平日は、できる範囲の
住家事で目を瞑る

・夜家事派も多
・食洗機利用率も高

・お洒落より健康、
まずは自分の健康管理優先

・食やサプリ、運動に配慮
・お洒落やファッションへの
コスト意識高

・化粧品は百貨店派比較的高

・お洒落やファッションへの
こだわり大

・情報はネット、購買は店舗で
・店員の声がけを嫌避
・ペットに癒しを求める

・子供や家族との関係性の
中で健康や美容に配慮

・日常のちょっとした隙間を
利用してお洒落や健康を
心がける

・だが、実際はあまり
自分にかまっていない
（いられない）

住生活 美容・健康

19

リターナ

専業主婦

プラチナ

ＬＣ別×領域別生活意識・行動②

・主婦としての使命感高
・随所に食家事の知恵や工夫
・五感や旬に気配り
・家族を第一に考え、そこに
自分の喜びや充足感を
見出す

・でも本音は手抜きしたい

・生活全般に未充足感大
（多くの項目で共感率高）

・質より量／コスト意識高
・外食に家族コミュ求める
・家事を楽しくする工夫求める
・子供からの感謝（賞賛）を
期待

・コストコ・業務スーパー好き

・長年の主婦キャリアの下、
食家事の工夫も自在

・使命感や義務感から解放
・家族より、自分重視
・家族や時間に追われず
マイペースで

・五感や旬に気配り

食生活

・日々、住家事＝ハウス・キー
ピングに追われている

・家事への工夫やこだわり高
・自然やエコにも配慮
・綺麗な家だと人から褒められ
たい願望強
→家事を通して自己実現

・時間の効率化が課題

・夫の家事非協力に不満大
・できればやりたくない家事を
いかに楽しくするかに腐心

・柔軟剤や可愛い家事グッス
で住家事に高揚感

・働き始めて、家事にメリハリ
ができたという意見も

・そろそろ老い支度
・欲望を削ぎ落しで余生を
楽しむ意識高

・家事の大変さも手抜きの
し方も心得ている

・マイペースでストレス回避
・便利グッズより気の持ちよう

・美容や健康も「家族のため
に」が第一義

・子供や家族の買物を
優先し、自分は後回し

・お洒落欲求を抑圧
・化粧品や美容家電には
目に見える効果を求める

・復職によって、美容やお洒落
（自己呈示）欲求が再活性化
・意識は旺盛だが、実消費に
はあまり高額出費できない

・ネイル等で気持ちを上げる
・母娘での洋服交換や
リサイクル利用も比較的多

・健康あってのシニアライフ
・財やサービス利用より、
手軽な運動や笑顔

・化粧品や美容家電には
目に見える効果を求める

住生活 美容・健康

20

                        生活者市場予測システム（mif） 
第3期女性ライフコース・マーケティング研究会 オープニングセミナー

10



学習院大学 青木研究室Ｃ

話題に出てきた「時短でエコな」調理器具

電子ケトル 圧力鍋 活力鍋

シリコンスチーマー

ハンドミキサー

土鍋にバスタオル

21

楽より楽しく

・ルンバ使ってます。
・タイマー設定で自動で
起動してくれるので助か
ります。
（20代 シングル・パラ・正規）

・ 近欲しいものは「エルゴラピード」。
・部屋に置いても違和感ないし、お洒落なスタン
ド型掃除機が欲しくて。

・面倒な掃除も楽しくできそうだし。
・ 初はルンバが欲しかったが、子供が小さく、
追いかけ回した上で壊されるかもと思い断念。

（30代専業子あり）

時短・楽チン
ペット的愛着も

家事のプロセスを楽しく
デザインもスタイリッシュ

・シングルの使用者多
・愛称付けている人も

22
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第２期研究会では・・・

ライフコース毎にペルソナを作成

DEWKS

ペルソナのイメージ

24

– 「対象とする顧客セグメントの属性、ゴール、行動を
表す人物モデル」 （大伸社資料より）
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ペルソナ概念の拡張

ライフコース別

スーパーペルソナ

生活・消費領域別
に抽出された

ペルソナ

ライフイベントから
抽出された

ペルソナ

ネットワークから
抽出された

ペルソナ
（時間的縦軸） （社会的横軸）

MROCおよびｍｉｆの定性的・定量的データベース

ライフ
ゴール

エンド
ゴール

エモーショナル
ゴール

本研究会におけるペルソナづくりの構図（体系）

（消費の主軸）

26
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具体的な作業手順としては
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生活シーン別にペルソナを分解
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第３期研究会では、

「シナリオ分析」の手法で、

2020年の女性市場を予測
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戦略的示唆
の導出

先行指標
の設定

シナリオ概要の
作成と検証

ドライビング・フォース
の優先順位づけと
シナリオ軸の抽出

主要な
ドライビング・フォース

の抽出

＜シナリオ分析における作業の流れ＞

シナリオ分析とは、「起こりうる複数の外部環境シナリオ」を考案し、 それに
基づいて戦略を導出する手法のことです。

シナリオ分析の中核をなす「ワークショップ」では、事業環境の変化を生じさ
せる「ドライビング・フォース」（構造変化を推進する要因）を明らかにし、また、
「不確実性の要因」を考慮することで、単なる過去の延長線上ではない「複数
の未来事業環境（シナリオ）」を明らかにしていきます。

また、単にシナリオの策定だけでなく、「そのような変化が起こった時に、どの
ような戦略をとるか」という戦略的示唆を考察して、参加者で共有するツール
でもあります。

「シナリオ分析」とは

シナリオ分析の特長

– ある事象に影響を及ぼすさまざまな要素（ドライビングフォ
ース）の精査を通じて、将来起こりうる複数のシナリオを考
える。

ある事象の未来について、たった１つの予測解を求めるの
ではない。

予測が外れると、戦略の軌道修正が必要になる。

代替的なシナリオを複数持ち、将来に備えることでリスクを
分散させ、環境変化に対応していく。

38
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一点予測の未来

不
確
実
性
の
軸
２

不確実性の軸２

現在

未来

シナリオ分析における「未来」の捉え方

一点予測で「未来」を捉えるのではなく、「起こってもおかしくない未来」を複眼
的に捉えることによって、「不測」の事態に陥ることを避ける。

40出所）松下電器グループ『環境報告書（2001年版）』、11頁。

シナリオ分析のアウトプット例

2025年の社会とくらしのシナリオ
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西村行功（2003）、ダイヤモンド社。

ISBN 4-478-49040-6

ロジカル・シンキング
思考が論理的である

システム・シンキング
複数の要素の因果関係が考慮されている

オブジェクティブ・シンキング
客観性のある思考ができる

シナリオ・シンキング
複眼思考ができ、

意思決定のリスクについても理解できる

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

シナリオ分析のテキストとしては
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第３期研究会では、

MifデータとMROCを徹底活用し、

新たなシナリオ分析を行います



学習院大学 青木研究室Ｃ

第３期研究会の課題

– シナリオ分析の手法を用いて、2020年をターゲット

に、女性のライフコース・セグメントの変化の方向性
を見出し、企業としての新たなマーケティング戦略の
あり方を探る。

注目セグメントはどこか？

企業にとっての事業機会は何か？

どのようなターゲットセグメントに

どのような価値を提供すべきか

71

ライフコースセグメントはどう変わるか

注：DINKS＝Double Income No Kids （子供のいない共働き夫婦）、DEWKS＝Double Employed With KidS （子供を持つ共働き夫婦）
出所：国勢調査、就業構造調査、 （株）三菱総合研究所・生活者市場予測システム（mif）より作成
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学習院大学 青木研究室Ｃ

商品・サービス案の検討①

– 各シナリオに基づき、ターゲットとなる生活者像を明
確にし、商品・サービス案を検討する。

①ターゲットとなる生活者像の把握

シナリオにいるセグメントはどんな人たちか

どんなライフスタイルか、消費傾向・ニーズか

②ターゲットに訴求する商品・サービスアイデアの検討

企業にとっての事業機会は何か

訴求ポイント、提供価値は何か

どういう商品・サービスが考えられるか

73
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商品・サービス案の検討②
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75

詳しくは、

この後の事務局からのご説明を

76

いつも申し上げていることですが
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77

ライフコース
の変化

ライフスタイル
の変化

市場・消費
の変化

ライフコースの変化は市場構造変化の淵源

Ex.マントル対流、プレート移動 Ex.造山活動、地形変化 Ex.地震、噴火

喩えて言うならば、「ライフコース論」は、地球物理学における「プレート・テクトニク
ス理論」のようなもので、人びとは「地震」といった現象には関心があるが、その背
後にあるメカニズムを理解しようとはしない。
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筑摩書房（2008）

・・・・問題の総量は減らないにしても、
見え方が変わるということはある。ちょ
うど、幾何学の問題で、たった一本の
補助線を引いただけで、解答への道筋
が見えるように、「思考の補助線」を引
くことで、私たちは今までとは少し違っ
た態度で、世の中の謎に向き合うこと
ができる。・・・・・

「ライフコース」という思考の補助線
を引くことで、混沌とした市場の謎に
少し違った態度で臨むことができる
のでは・・・・・・

「ライフコース」という思考の補助線を引く
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