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むすびに変えて 

（要約） 

近年、わが国の企業数が減り続けていることは各方面で明かにされている。現状も企業数の減

少には歯止めはかかっていない。これは活力ある経済や社会を維持していくことへの大きな障害

となってきている。 
また、企業経営を取り巻く環境の変化により、今まで収益を生み出してきたビジネスモデル

（Business Model）が陳腐化して効果をあげることが困難になってきている。そこで、本稿はビ

ジネスプランを組み立てるうえで考慮すべき市場環境や外部環境の変化など、マーケティングに

関する諸問題点を整理してその対応の方向性を探ることを目的とする。 

キーワード：ビジネスモデル（Business Model）、ビジネスプラン、着想段階、設計段階、開

発段階、政治的要因、経済的要因、社会的要因、技術的要因、企業再生計画、アジ

アの経済成長に伴うグローバルな視点 
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はじめに 
近年、わが国の企業数が減り続けていることは各方面で明かにされている。現

状も企業数の減少には歯止めはかかっていない。これは活力ある経済や社会を維

持していくことへの大きな障害となってきている。 
個人企業と法人企業を合わせた企業の開業率と廃業率の推移をみると 1986 年

までは開業率が廃業率を上回っていたが、1986～1991年を境に廃業率が開業率を

上回る傾向に転じた。非一次産業の直近のデータである 2004 年～2006 年の開業

率は5.1％、同廃業率は6.2％を示している（中小企業白書［2010］、pp.290～291）。 

企業数でその実態をみると1981年迄は年平均で10万社以上のペースで企業数

の増加があったが、1986年以降は毎年2万社以上の企業が減少し続けている。総

企業数も1986年期首に約543万社あった企業数が2006年期首には約424万社に

なり、ここ20年で計119万社の企業が減少した（中小企業白書［2010］、pp.293

～294）。さらに、わが国の高度成長期に創業した多くの中小企業経営者がリタイ

ア期に入り、事業承継も大きな課題となってきた。事業承継が円滑に実施されな

いとさらなる企業数の減少を招くおそれもでてくる。 
企業経営を取り巻く環境の変化により、今まで収益を生み出してきたビジネス

モデル（Business Model）が陳腐化して効果をあげることが困難になってきてい

る。企業にとって新規事業の立ち上げを目指すときや既存事業のビジネスモデル

を再構築する際など、事業計画を意味するビジネスプランの作り込みは不可欠で

ある。また、大企業の本社が持ち株会社化し、投資家的観点からグループ企業経

営を指向する中で、各事業会社にはより質の高いビジネスプランの作成が求めら

れるようになってきた。これから事業を起こそうとする起業家にとっても自らの

意思をビジネスプランに込めて将来構想をまとめることは大切なステップである。

ベンチャーキャピタルへ出資を仰ぎ、金融機関や関係者から融資・出資を受ける

場合にも、ビジネスプランが重要なコミュニケーションの手段になる。そこで、

本稿はビジネスプランを組み立てるうえで考慮すべき市場環境や外部環境の変化

など、マーケティングに関する諸問題点を整理してその対応の方向性を探ること

を目的とする。 
 

１ ビジネスプランとは 
 ビジネスプランはこれから行おうとする事業の計画である。「事業は人間によっ

て創造され、人間によって経営される。事業はけっして人間以外の「力」によっ

て経営されるものではない。経済的な力は経営者の活動に大きな制約を加えたり、

また彼らに新たな活動の機会を与えたりする。また、経営は事業を市場の諸力に
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順応させてゆくことではなく、経営者の任務は市場の中に潜んでいるさまざまな

「力」を見つけ出すだけで終わらず、彼は自己の行動によって、新たな力を生み

だし、市場を変革していく」（ドラッカー［1987］、pp.42～47）。したがって、事

業行動をスタートさせるためには自分の中にあるその事業内容を自分以外の人に

説明できなければならない。 

 言葉だけによる内容説明では不十分になる場合や逆に同方法では過剰になるケ

ースが発生する可能性もある。内容を正確に伝えられないことも少なくない。そ

こで自らの考えをまとめる必要からもビジネスプランの作成を行う。 

また、ビジネスプランは市場と関わる方法や筋書きを関係者に明らかにする役

割がある。長期間にわたり継続している事業には通常その中にビジネスモデルが

包含されている。ビジネスプランには通常二つの役割がある。一つは事業を進め

ていく上での指針となるという役割である。他の一つは第三者に対して事業の魅

力を訴えかけ、事業に対する協力や支援を求めるときの説得材料という役割であ

る。計画を立案するということは将来行動の予定を立てることを意味する。企業

は将来の行動をあらかじめ決めることによって活動を効果的に進めることができ

る。さらに、現代の経営活動は社会性を基礎においた経営合理性の追求を特徴と

している。 
 たとえば、企業による経営活動は新しい世の中のあり方を提起し、それをもた

らす必要性を覚醒させるとともに周知する。したがって、作り出す製品やサービ

ス、そしてそのシステムは豊かさを提供するとともに、社会に価値観の変化をも

伴う影響をもたらすため、プランには提案性が求められる。 

経営活動における経営合理性の追求とは経営活動を試行錯誤的に行うのでなく、

計画（Plan）→実行（Do）→評価（Check）→改善（Act）のサイクルに基づいて

行うことを意味している。成り行き的、試行錯誤的に経営活動を行ったときに比

べ、経営目標の達成度は高い。 
ビジネスプランを合理的に策定し、実行するためには一連の手順を踏んで行う

必要がでてくる。通常、以下のプロセスでプランは策定される。 
着想→資源と能力評価→コンセプト作り→主力ターゲットの設定→マーケティ

ングミックス→計画の実行→必要に応じて修正（社団法人中小企業診断協会滋賀

県支部編（2005）「経営革新支援のための経営指導員ハンドブック」、pp.192～196）。

このような手順を踏むことにより合理的な計画が策定でき、その計画に基づく行

動も合理的になる。 
 

２ ビジネスプランの策定 
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(1)着想 

着想段階には以下の点について注意深く観察し、分析していかなければならな 

い。 

図表1 ビジネスプラン策定フローモデル（着想段階） 

 

 

 

 

着 

 

 

想 

 

 

 

     （出所）「経営革新支援のための経営指導員ハンドブック」、p.194。 

 

一つ目は産業構造の変化である。ある産業が経済成長や人口増加を大幅に上回

る勢いの早さで成長するとき、その産業の構造は大きく変化する。それまでの仕

事のやり方でも成果があげられるため、多くの人々はそのやり方を変えようとは

しない。しかし旧来の仕事のすすめ方は陳腐化している。 

 したがって、それまでの市場の捉え方や市場への対応方法では市場に対して  

不適切な状態を生み出す。業界のリーダー的存在である企業の経営スタイルは 
所属業界の歴史を反映したものにすぎない。さらに、市場の規定の方法や分類方

法は現実と大きく乖離したものになってしまう。そこで、これらの変化を読みと

り対応していくために継続的な当該産業の市場構造情報の収集を行う必要がある。 
つぎに、人口構成の変化について観察し、分析していかなければならない。 

人口構成の変化は急速に発生する。通常、多くの人々は自らの経営スタイルと相

容れないような人口構成の変化を受け入れたがらない。または、生理的に受け入

れられない。しかし、変化はすでに起こっている。現実のものとして受け入れる

人は少なく、この変化を利用する人はごくわずかである。さらに、人口構成の変

化をチャンスと捉える人はさらに少ない。意思決定を行う立場にいる人々はこの

人口構成の変化をまず分析し、徹底的に検討を加えなければならない。 

三つ目は顧客の不満足である。もちろん、製品やサービスの内容によりそれらの

着想 

資源と能力評価    

経営環境 

市場性 

実現可能性のあるアイデア 

強みは何か人・モノ・金・技術 
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価格は決定される。顧客の総合的な購買経験や使用経験を通して顧客の要求する

基準は高度化している。製品やサービスの 終的な目的が顧客の満足にあること

を理解して、彼らの意見や声に耳を傾ける。この顧客の不満足をチャンスと捉え

れば大きな成果をあげることが可能である。ビジネスプランの着想には顧客の不

満足を把握・分析して、それらに対応していくための情報収集活動は不可欠であ

る。 

四つ目には成功事例と失敗事例の分析と把握を挙げることができる。すなわち、

成功事例が自らに入手できるようにその仕組みをつくる。外部での観察や外部か

ら新たな情報を取り入れる行動は有意義である。そして、成功したビジネスの意

味するところは何か、今後どのような展開をしていくのか、それをチャンスとす

るためには何をすべきなのかの検討を加えていく。一方、失敗事例についても同

様のプロセスを経て入手できる仕組みづくりが求められる。ビジネスプランの着

想段階には成功事例と失敗事例から学べる仕組み作りが必要である。 

五つ目は今を生きるひとびとの価値観の変化についての理解や把握がある。 

社会を特色づける価値観の基礎にはその時代に生きるひとびとの美意識や倫理観

が存在し、作用している。価値観やそれに基づく認識の変化はそれ自体が意味を

持っている。これらは量的に把握できない場合の方が多い。むしろ、量的に把握

できるようになったときに気づくようでは変化に気付くのが遅すぎるといえる。

ビジネスプランの着想には価値観の変化を読みとり、対応するための気づきが求

められる。 

後に新しい知識の活用を念頭においた情報収集を行わなければならない。 

新しい知識に基づくビジネスを成功させるためには二つの注意点がある。まず、

このビジネスに必要な要素のすべてを分析する。必要な要素とは、たとえば社会

環境や経済情勢、技術革新、情報化の進展等の知識でまだ満たされていないもの

などである。つぎに、新製品に必要な知識は何か、そのうちどれだけの知識がす

でに利用できる状態になっており、まだ明らかになっていない知識は何かを分析

する。新しい知識に基づくビジネスを成功させるための他の一つは製品やサービ

スのポジショニング（Positioning）を明らかにさせることである。このポジショ

ニングの設定方法には通常、次の3つの視点がある。第１に、新たなシステムを

作り上げ、システムそのものをビジネスとする。つぎに、今までにない製品やサ

ービスにより市場を創造する。第３に、重要な機能を担うことにのみに努力を集

中するという視点である。新しい知識に基づくビジネスを成功させようとするも

のは、明確に方向性を決めたうえで新しい知識を導入するための情報収集と分析

を行う必要がある（鐘井［2001］、pp.4～6）。 
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(2)資源と能力評価 

 内部環境における強み(Strength)と弱み（Weakness）の評価は経営の方向性を

決定する。他の企業よりも誇れる独自の能力である強みと、他の企業よりも劣っ

ている能力である弱みを明らかにする。さらに、強みをさらに伸ばし、弱みを補

強するといった今後の経営資源のあり方を検討していく。 
SWOT分析は内部経営資源分析において自社の強みと自社の弱み、経営環境分析

において将来の機会（Opportunity）と将来発生する脅威（Threat）のクロス分析

より問題点を発見して課題を抽出する手法である。 

自社も含めた業界全体の状況を捉える概況の把握を実施したうえで、収支面や

財政面の評価を行い、対象市場を分析していかなければならない。 
  

図表2 収支面評価項目 
項目 評価内容 

a.売上高 販売単価、販売数量 
b.仕入・原材料費・外注費 単価、交渉頻度 
c.人件費 余剰人員、時間外労働 
d.経費・販管費 経費比率、広告効果 
e.売上総利益・営業利益 不採算製品、不採算店舗 
f.支払利息 未稼働資産、支払金利 
       

図表3 財政面評価項目 
項目 評価内容 

a.売掛債権 滞留債権、貸倒債権 
b.在庫 滞留在庫、製品陳腐化、不良在庫 
c.固定資産 遊休資産、投資有価証券 
d.その他資産 未収入金、仮払金、貸付金 

 
まず、自らの現況については今取り組んでいるテーマ、所属業界の動向やポジ

ションの変化、 近の経営状態など全般的な状況について整理する。つぎに、自

社の経営収支面、財政面について項目ごとに評価を行っていく（図表2・3参照）。

それらの評価により、今後のとるべき方向性を探っていく。経営資源の大きさや

質、組織の管理能力などの諸要素を関連づけて分析しなければならない。そのう

えで具体的な実施項目を検討していく。 
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「市場とは、製品やサービスの顕在化した買い手と潜在的な買い手すべてから

なる集合のことである。市場の大きさは、特定の製品やサービスに対して存在し

ている買い手の数によって決まる。潜在市場とは、ある製品やサービスに対し、

十分なレベルの関心を持っている消費者の集合であるが、消費者の関心だけでは

市場があるとはいえない。潜在的な消費者には十分な収入がなくてはならず、提

供される製品にアクセスできなくてはならない。有効市場とは、関心、収入、特

定の製品またはサービスへのアクセスを備えた消費者の集合である」（コトラー

［2002］、pp.90～91）。企業は参入を目指す市場について、その規模や成長性、収

益性、選択した場合のリスクなど複数の観点から魅力度や特性を分析したうえで

意思決定をしなければならない。 
 

図表4 年間一世帯当り外食費計及びそば・うどん外食支出額 

  単位 円 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 

外食合計支出 14,109 12,324 12,343 13,253 12,594 

蕎・うどん支出 5,411 5,483 5,554 5,964 5,667 

（出所）「2002年 (平成14年度)家計調査年報」総務省統計局（2人以上の世帯

（農林魚世帯除く）、そば・うどん支出2003年以降は推計値）。 

 
 図表4は観光地での新たな飲食業開業時に市場分析と需要予測のために用いた

データである。商圏人口や世帯数より対象商圏内で発生が見込まれる需要が予測

できる。出店予定地を中心にした半径0.5ｋｍの世帯数は210世帯、総人口は678

人と推計され、半径1.0ｋｍの世帯数は768世帯、総人口は2,549人と推計され

る。さらに半径3.0ｋｍの世帯数は8,238世帯、総人口は26,122人と推計される。 

 2007年3月に発行の「2005年（平成17年度）県統計書」および総務省統計局

「2002 (平成14年年度)家計調査年報」より年間の一世帯当り蕎・うどん支出額

は約 5,620 円と推計される。半径 0.5ｋｍの徒歩商圏の潜在的な蕎・うどん外食

支出額は年間で 1,180,200 円、半径 1.0ｋｍの自転車商圏の潜在的な外食蕎・う

どん支出額は年間で4,316,160 円、半径 3.0ｋｍの近隣自動車商圏の潜在的な外

食蕎・うどん支出額は年間で46,297,560円と推計される（立地による商圏特性把

握が必要な場合、具体的な市場特性の把握方法に対象となる商圏と全県レベルや

全国レベルとの人口構成比較を行い、対象となる商圏の年齢構成面での特性を分

析する手法もある）。 
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図表5 ビジネスプラン策定フローモデル（設計段階） 

 

 

 

 

設 

 

 

計 

 

 

 

 

（出所）「経営革新支援のための経営指導員ハンドブック」、p.194。 

(3)コンセプト作り 

事業コンセプト作りに際しては、まずコンセプトの役割を明確にしていかなけ

ればならない。コンセプトとは概念や考え方を意味する。事業のコンセプトはま

だみえていない価値の体系を示す。企業行動の発見や新たな時代の仕組みを創造

するときに事業コンセプトは人々の共感と信頼を獲得するツールとなる。新たな

時代の価値の発見とは人びとが暗に求めている、現状を乗り越えるような新しい

価値体系である。今日の生活者の欲求は表面的には満ち足りているが潜在的な欲

望は存在しており、彼らは常に満足のレベル向上を求めている。 

 これまでも多くの企業が新たな事業のコンセプトを立案し、構築することによ

り多様な市場を創造してきた。 

つぎに、事業コンセプト構築時にはコンセプト共有化や企業アイデンティティ

（corporate identity）との整合性が求められる。将来の夢や目標を明確な形で

イメージするなかから事業のコンセプトづくりはスタートする。まず、自らがビ

ジネスを通じて何を実現しようとしているのか、それをたえず確かめながら 適

な方向を見つけていくことがその構築には求められる。また、これから事業を始

めるひとびとの間でも企業や事業についての価値観の共有化が図らなければなら

ない。表現された事業コンセプトには同じ価値観でその事業の意義やミッション

（Mission）を共有化できるようにベクトルを一致させる役割がある。事業コンセ

プトを構築するための前提としての現状認識について、つぎの視点が求められる。

第１に、発生している現象を大きなトレンドして捉える視点。第２に、部分と全

コンセプト作り  

主力ターゲット設定 

競争分析 

参考事例 

ビジネスとして成り立つ

他人を感化できるか 

 
どのポジションに位置するか 

どこと競合するか 
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体の両面から捉える視点。第３に、 新の技術や知識を吸収する視点。第４に、

関連する 新の情報を把握・理解する視点である。 

 ビジネスプランのコンセプトにはなんらかの意味で現在を内包している可能性

がある。その現在を明確にしていくことがコンセプトのベースになる。 

 したがって、現在の状況に対して正面から建設的に向き合う姿勢があればコン 

セプトのヒントは必ずテーマに即して潜在している可能性が高い。 
つぎに、現在の状況を的確に把握して、存在する問題点や課題を解決するため

に知識と情報を集約させ、価値体系にまで昇華させていく作業が発生する。その

ためには種々の知識やデータを一定の基準をもとに秩序化しながら新しい価値を

創りだしていくことがこの事業コンセプトづくりには欠かせない。 

 さらに、コンセプト構築には現在をたえず真摯に見つめていると同時に自らの

こだわりを持つことが求められる。このこだわりを形成していくためには以下の

アプローチが求められる。第１に、アイデンティティの自覚。第２に、使命感を

持つ。第３に、現在を正視する。第４に、安易に妥協しないという4つのアプロ

ーチが必要である（鐘井輝［2001］、pp.32～34）。 
コンセプトを描く過程で、その企業の存在意義あるいは役割を意識する場合、

企業のアイデンティティとこれから展開しようとする事業コンセプトにギャップ

があれば事業展開に歪みが生まれてしまう可能性がある。しかし、独自のアプロ

ーチをもたない限り、外部関係者に影響を与えるコンセプトを作り出すことはで

きない。したがって、実現への執念を内在化した確かな見通しをもった価値が包

含されていなければならない。 
事業コンセプトを具体化していくときにはひとびとの潜在ニーズへの対応及び

事業の出発点と到達点という両者を常に念頭に置いておかなければならない。 
ビジネスプランは商品やサービスを具体化した新たな時代的価値を人々にわか

るように体系化したものともいえる。潜在ニーズはある意味で蓋然的な性質をも

っている。たとえば、「安全」というニーズを考える場合、安全を望まない人はい

ない。しかし、どのように安全を維持して増強するかという方法は多様である。

家庭や個人の状況に応じてどのように安全に対してアプローチするかを考えるこ

とがビジネスの仕組み作りである。それぞれ固有な事情を持つ消費者に理解させ

てその基準をビジネスプランに取り込んでいかなければならない。したがって、

ビジネスプランはニーズ（needs）とシーズ（seeds）を結合させてビジネスとし

て具現化するための筋道を示すものであるといえる。新しい時代的価値はひとび

とに対し新しい生活スタイルを気づかせるようなものである。それはひとびとが

具体的に気づいていなくても新たな生活への憧れや願望として内在的に抱えてい
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る。これが潜在ニーズである。潜在的な欲求を引き出すような新しい価値体系を

ビジネスの仕組みとして示すことで需要の創造を行う。さらに、潜在ニーズを引

き出すためには今日的なメリットと革新性が必要である。それを現在という時代

の中で明確に効用として示さなければならない。 

 事業の出発点はその事業のスタート時点における状況を表わしている。事業を

新たに起こすときには事業ベースは存在しない。したがって、実際にその事業を

行うにあたってのチームとしての意思の確認を行う。事業をスタートさせる理由、

今後の事業成功根拠など、出発点におけるメンバー間での再確認が大切になって

くる。さらに、到達点を明確にしておくことは目標とする事業規模や目指すべき

将来像についてメンバー間で認識合わせをするという意味もある。将来の事業展

開再構築のケースではこれまでの既存事業の棚卸しや現在の事業の状況整理を行

う。もちろん、この位置が再構築のケースの出発点になる。 

 現行事業のさまざまな課題の整理を行い、再構築プラン作成の中で軌道修正を

加えていく。展開のスピードに修正を加える場合や事業モデルそのものに変更を

加える場合が考えられる。それらの軌道修正ポイントをメンバー間で再確認をす

ることも設定プロセスとして忘れてはいけない。現在の事業に携わっているメン

バーの認識、将来への期待感も計画作成の過程で考慮する。さらに、その事業に

関係するステークホルダー（stakeholder）、すなわち、顧客、株主、金融機関や

取引先といった利害関係者の考え方を反映させる場合も発生する。そのうえで、

将来の事業のあるべき姿をどのような事業に発展させていくのかを到達点として

まとめていく。 

(4)主力ターゲットの設定 
事業がどのような顧客を対象にして、そのニーズやウォンツ（wants）を満たす

製品やサービスをどのように提供していこうとしているのかを明確していく。こ

のときに対象とする顧客のことをターゲットと呼ぶ。この主力ターゲットに対し

てどのような価値を提供していくのかが、事業コンセプトの中心課題となる。提

供される価値がその事業の差別的優位性を規定し、利益を生む源泉となりうる。

たとえば、この価値を革新的技術の優位性に求める場合にはその革新的技術をベ

ースに生まれる製品の価格プレミアムを享受することができる。その結果、事業

の高い収益性を達成することが可能となる。 

ターゲットに対するきめ細かなサービス活動に価値の源泉を求める場合にはま

ったく異なった収益モデルを前提とすることになる。事業コンセプトを描く場合

には主たるターゲットに対してどのような価値を構築し、売上や利益に結びつけ

ていくのかを明確に関連づけて計画しなければならない。 
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ターゲットの設定に際してはまず対象となる市場の検討をしなければならない。

市場は顕在化した買い手と潜在的な買い手すべてからなる集合といわれるように

市場はあらゆる切り口で構成されている。 
 どれだけ市場を理解したか。いかに顧客の期待にこたえられるかにより、ビジ

ネスの成功や失敗が決まるといっても過言ではない。どの市場をターゲットにす

るのか、どこが見込み市場であるのか、また、顧客がなぜ購入するのかを理解し

なければならない。より多くの顧客を得るために対象となる市場を明らかにして

いく。顧客は製品やサービスの価値に納得すれば購入してくれる。顧客は製品を

買っているのではなく製品やサービスから受ける恩恵を買っている。顧客はただ

単に製品やサービスを購入して消費するのではなくその効果への期待を買ってい

る。したがって、顧客が製品やサービスを通して何を要求しているのかを的確に

理解していく必要がある。顧客のニーズを探るうえで一番難しいのは対象とする

市場を決定することである。誰が自らの製品やサービスを購入するのか。誰が自

らの顧客になりうるのか、顧客は何を欲しているのかを把握する。市場の設定は

顧客が出発点であるといわれている。そのためには製品やサービスは顧客の欲求

に合致した内容で提供されなければならない。市場の設定を通して顧客のニーズ

を理解し、マーケットの要望に的確に応えていく。 
つぎに、ターゲットの設定に際しては検討すべきはライバルとなる企業の分析

である。企業は市場の機会においてビジネスの力を発揮できる。しかし、競合が

存在する分野においては競争をするための活動準備をしていなければ市場機会や

販売機会を逃してしまう可能性がある。これはチャンスではなく脅威となってし

まう。また、状況を把握するときには事実をありのままに受け入れて客観的な分

析を行う必要がある。競争市場においてその戦略を考えるとき、 初に市場シェ

アからみて自らの事業地位がリーダー（leader）、チャレンジャー（challenger）、

ニッチャー（nicher）、フォロワー（follower）のいずれに属するかを把握して各

地位にあった戦略を立てていく。各地位の特徴と戦略は以下の通りである。 
一つ目はリーダーとしての特徴と戦略である。リーダーはマーケットにおいて

大のシェアを保有している。その戦略は全市場対応のオーソドックスなもので

ある。市場での目標は 大シェア、 大利潤、名声イメージである。市場ターゲ

ットはフルカバレッジ（全方位）であり、競争上の定石は「周辺需要拡大化政策」、

「同質化政策」、「非価格対応」である。 

つぎに、チャレンジャーの特徴と戦略がある。これはマーケットにおいて市場

のシェア拡大を狙う。その戦略はセミフルカバレッジ（やや全方位）であり、リ

ーダーとの差別化である。競争上の定石はリーダーが同質化できない「革新的差
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別化策」である。 

三つ目はニッチャーとしての特徴と戦略である。ニッチャー戦略は直接競合し

ない棲み分けの思想を持ち、特殊市場に自らの圧倒的な地位を築く。市場での目

標は利潤、名声イメージである。市場ターゲットはセグメント（segment）した特

定市場であり、競争上の定石は「疑似独占」、「ミニ市場でのリーダー戦略」であ

る。 

後にフォロワーの特徴と戦略がある。市場目標は名を捨てて実をとる生存利

潤である。市場ターゲットは経済性のあるセグメントであり、競争上の定石は模

倣による節約分を価格に反映させた低価格戦略である（嶋口［1984］、pp.134～138）。

競合他社の分析ではそれらの規模、成長性、技術的将来性、強み・弱みなど総合

的に行わなければならない。これらの情報を使い競合他社の予測される反応、市

場環境の変化の予測、いかに顧客から支持されているのか、対応のパターンを把

握する。自らの事業より効果をあげている要因について、発表されている二次デ

ータやリサーチなどから競合相手のマーケティング戦略・戦術・マネジメントス

タイルなどを知らなければならない。マーケットの変化に敏感な経営者は競争相

手の情報を継続的に収集するシステムを設計して運用している。さらに、マーケ

ットの競合関係やその地位を把握できればより的確な活動を行う事が可能であり、

相手の攻撃に対してより強力な防御策を打てる。 

ターゲット設定の 終段階では参考となる事例の収集と分析が判断の材料にな

ってくる。ビジネスプランの設計から開発段階において顧客が満足する製品やサ

ービスを具体的に実行するための参考事例の情報を収集して、取り入れていく。

これは追求すべき顧客満足の目標水準を実現するための方法となる。現在、顧客

から満足度の高い評価を受けている企業でもその状態に安住して、なんらの革新

努力を払わなければ競争者がより高い顧客満足の対応を行うことにより、容易に

その地位を奪われてしまう。常に高いレベルでの満足基準を設定し、革新と向上

を促進させていかなければならない。この顧客満足基准の設定には幅広く顕在

的・潜在的競争者のもっともすぐれたやり方を基準値とするものが現実的でわか

りやすい。通常、以下の4つの基準値により顧客満足を追求することができる。 

一つ目は組織内基準値である。これは組織内部のもっともすぐれた顧客満足事

業の数値を目標基準値にする。たとえば、全世界の同社事業所のなかで日本の事

業所がもっともすぐれていればそこを目標値にする。 

二つ目は競争的基準値設定である。この基準値は同一市場内のもっともすぐれ

た顧客満足追求の競争者を徹底解剖して自社を同一以上の基準値になるよう設定

する。たとえば、新製品を解体して自社製品をそれに対応する性能基準にレベル



 

アップを行う。つぎに競争者の攻撃的な

化基準を設定して営業を行うなどがある

三つ目は機能的基準値設定である。これは

や業界があった場合、それらを基準値にする

合、短い納期を実現している企業の受発注

後に、一般的基準値設定がある。この

た満足化対応をしている企業や業界の方法

の4つの基準値の設定は顧客満足追求にとってきわめて

（嶋口［1984］、pp.134～138）。 

図表6は地方都市衣料品販売業が商圏内競合他社把握

マップである（商圏内の競合他社を把握

いブランド品を中心とした高額な品揃えを

圏は滋賀県長浜市の約44,000世帯、122,000

40,000人と推計される。2ｋｍ圏内のユニクロ

に移転したため、現在すべての競合店の

を地図上で確認することができる。 

図表6 競合店把握地図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「2010年度実務従事事業に関する

賀県支部,平成22年6月,p.5。 

13 

攻撃的な営業方法を研究してそれを上まわる満足

うなどがある。 

これはある特定の機能分野ですぐれた企業

値にする。たとえば、納入期間に着目する場

受発注(機能)分野の期間を基準値にする。 

この基準値は他のいかなる分野でもすぐれ

方法を基準値にするやり方である。これら

顧客満足追求にとってきわめて現実的な方法といえる

商圏内競合他社把握するために作成した分析

把握する必要のあるケース）。買い回り性の強

品揃えを実施している衣料品業であるため、商

122,000人及び米原市の約13,000世帯、

のユニクロ長浜店が長浜市の「楽市西友3階」

競合店の6店舗が１ｋｍ圏内に立地していること

 

競合店把握地図 

 

する報告書」社団法人中小企業診断協会滋

長浜楽市へ移転 
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図表7 ビジネスプラン策定フローモデル（開発段階） 

 

 

     開 

 

      

      

  発 

 

 

 

 

（出所）「経営革新支援のための経営指導員ハンドブック」、p.194。 

 

 (5)マーケティングミックス 

 「マーケティングミックスは企業が標的市場でマーケティング目的を達成する

ためのマーケティング・ツールの組み合わせのことである」（コトラー［2002］、

pp.12～13）。マーケティングミックスは多様性・品質・デザイン・特徴・ブラン

ド名・パッケージング・サイズ・サービス・保証・返品から構成される製品、標

準価格・割引・アローワンス（allowance）・支払期限・信用取引条件から構成さ

れる価格、チャネル・流通範囲・品揃え・立地・在庫・輸送から構成される流通、

販売促進・広告・セールスフォース・パブリックリレーションズ・ダイレクトマ

ーケティングから構成されるプロモーションから成り立っている。具体的実施項

目としてのマーケティングミックスを立案する場合、とくに新しく事業活動を展

開する場合は過去の延長線上での発想から脱却して市場、顧客、人材、製品、財

務、販売について具体的に考えていかなければならない。企業を取り巻く経営環

境の変化に対応したアプローチについて検討を加えたうえで、実行内容を立案し

ていく。 
つぎに、市場への接近時にはまず、主たる市場のニーズは何かの把握を行う。

どの地域で活動を行い、どう攻略するのか、また、市場をどのように拡大してい

くのかの検討を行う。さらに、市場での占有率をどこまで高めていくかを分析し

たうえで目標の設定を行う。 
 顧客への接近時には、まずどのような顧客層を狙うのかを検討したうえで、キ

ーマンの発掘などの顧客獲得方法とその頻度を決定する。つぎに、獲得した顧客

マーケティングミックス 

収益計画 

計画の実行 

必要に応じて修正 

ベンチマーキング 

顧客開拓、販売促進の実践 

シミュレーション 

資金繰り 
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のABC分析基準を決め、系列や組織化による顧客の固定化に取り組む。さらに、

顧客との連携(協調)関係作りや競合企業との差別化方法の開発を行う。 
 製品やサービス内容立案時には製品(サービス)のポジションをどこに置くのか、

顧客層別に主として提供すべき製品(サービス)は何か、伸ばす製品(サービス)は何

か、競合企業と差別化するための新製品(サービス)開発の検討を行い、製品構成

を決めたうえで、顧客獲得に取り組む。 
 販売方法立案時には値引き・リベート政策も含めて競合企業とは差別化した販

売促進策を立案したうえで、効果的な宣伝・広告の展開を行う。 
 資金調達・運用時には必要とされる設備投資や運転資金を考慮したうえで、資

金調達を行う。常に財務の視点から費用対効果という採算性を把握し、資金運用

を行う。 
 人材活用時には人件費計画に基づき採用計画を立案し、社員教育、給与システ

ムの構築を行い、就業体制を確立させていく。  
マーケティングミックス実施時に求められる考え方として以下の質問に対応し

た内容が含まれている必要がある。第１に、なぜビジネスを始めるのか。第２に、

いかなるビジネスを始めようとしているのか。第３に、何を売るのか。第４に、

なぜ自分にとってふさわしいビジネスであるのか。第５に、どういう観点で自分

のビジネスを売り物にしたいのか。第６に、競合は誰でどう戦うのか。第７に、

競争に勝ち残る方法は何かという質問である。ひとつひとつに答えられた内容が

示されていなければならない。 

また、マーケティングミックス実施時には常に事業の採算性が念頭に置かれる。

企業経営においては販売活動の結果を計数で捉え、損益の状況を正確に把握する

必要がある。損益は年度(通常は 1 年)ごとに決算を行う。損益計算は以下のよう

に段階的に行い、表示することが規定されている。 
第一段階の売上総利益段階では売上高から売上原価を差し引いて売上総利益を

算出する。つぎの営業利益段階では売上総利益から販売費や管理費などの営業諸

経費を控除して当該利益を算出する。 
三つ目の経常利益段階では営業利益に営業外収益を加算し、常業外費用を減算

して当該利益を算出する。 後の税引前当期利益段階では経常利益に特別損益を

加減し当該利益を算出する。 

(6)計画の実行 
計画の実行に際しては今後取り組む事業活動内容を決定し、優先順位を設定し

たうえで、スケジュール化を行わなければならない。この段階では以下の内容に

ついての検討を行う。 
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第１に、今後取り組む事業活動の必要性、取り組みに至った経緯。第２に、今

後取り組む事業活動と既存の事業活動との関連性。第３に、今後の事業活動にお

ける業界、同業他社の状況。第４に、今後取り組む事業活動の市場の状況(市場規

模や市場の成長性。第５に、実施予定場所、取り組む社内体制。第６に、充当す

る当社の技術・ノウハウ。第７に、他機関・他社からの協力状況(協力体制)。第

８に、研究開発を行う具体的テーマ・課題。第９に、実施内容別責任者。第 10
に、必要資金、資金調達先という各々の内容を織り込んでいく。 
(7)必要に応じて修正 

経営環境は常に変化しているため当初立案した中長期的なビジネスプランが時

間の経過により役立たなくなってしまうことがある。たとえば、計画と実績が乖

離する場合や計画通りに進めるとリスクが増大していく場合などが考えられる。

したがって、これらの場合には企業の環境適応能力が求められる。 

この様な状況に対処するために企業はローリングプラン（rolling plan）を用

いるケースが多く、中長期的な計画を定期的に見直していく。すなわち、ローリ

ングプランとは中長期の計画を定期的に見直して、部分的に修正を加えていくこ

とである。とくに、経営環境変化の激しい状況下では計画通りに進まない事態が

頻繁に発生する。したがって、あらかじめ不測の事態を想定してその対処を予定

したコンティンジェンシー・プラン（contingency plan）を具体的に決めておく

ことが望ましい。 

中長期ビジネスプランの修正にはつぎの4つのパターンがある。 

1 つ目のパターンは事業内容そのものの変更である。すなわち、事業領域の変

更や新たな異業種競合の出現などに対応した製品やサービスの開発及び変更であ

る。通常この変更は効果が現れ、業績が計画通りに回復するまで実施される。こ

のパターンでは以下の4点についての変更を実施する。 

第１に、販売して収益のある顧客に絞り込み、将来に販売の拡大が見込める新

規顧客の開拓を行う等、対象顧客層を変える。第２に、新製品・サービスを開発

し、新ブランドを投入する。並行して既存ブランドの整理、統合等、製品やサー

ビスの見直しを行う。第３に、既存製品やサービスの価格を見直すとともに売れ

行き不振製品の大幅な改良(remodel)等、既存製品の点検と改良を行う。第４に、 

他社特許の導入やOEM（Original Equipment Manufacturer）での受託生産等、採

算性を向上させる。研究開発、営業、製造のセクションでも他企業との連携を進

める等、他企業との連携により生産性の向上を図る。 

二つ目のパターンは事業構造の変更である。ここでは販売地域の変更や提供し

ている製品・サービス体系の切り替えを行なう。 
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第１に、売れない地域での販売を止め、売れる地域に重点を移すなど販売地域

の変更を行う。さらに必要な場合は海外への進出も検討する等、販売地域見直し

を行う。第２に、物品販売業からレンタルサービス業への切り替え、店頭販売か

らインターネットでの販売への変更等、事業の仕組みの変更を行う。第３に、現

状の販売チャネルへの追加や減少による切り替え、販売促進媒体の追加や減少に

よる販売方式の転換等、ライバル企業との差別化等販売方針の変更を行なう。第

４に、顧客の要望に合致した生産方式への変更、コスト削減の視点から外注範囲

の変更等、生産体制の見直し行う。 

三つ目は事業主体の変更である。ここでは業務提携先変更、社内分社化など事

業の推進主体を変える。その結果、業績不振の責任を問うことになる場合も生じ

る。 

このパターンでは、第１に、業績不振の責任は幹部が負う。事業推進能力を有

する幹部が担当していないと企業は生き残れないため、事業推進幹部の入れ替え

を行う。第２に、他の事業部門やグループ企業に業務の一部を移管させ、部門を

合体する。これは推進主体の変更である。または、法人部門と個人部門を別組織

にするなど、事業部門を分割して社内の分社化を行い、コンパクトな組織に変え

て機動力を回復させる等、事業部門の再編を行う。第３に、現在の提携先を変え、

新たに他社との業務提携をする。たとえば、ノウハウをもつフランチャイズ本部

に加盟する等、連携先の変更を行う。 

後のパターンは事業再編成である。事業の統廃合や分割を行ない、必要な場

合撤退も視野に入れる。実行時期は年初が理想である。実行には主力銀行や大株

主などの事前承認が不可欠である。事業再編成には以下の4つの方向性が考えら

れる。 

一つ目は業務を止め、清算する等、事業から撤退する。この方法は特別損失が

大きいため、現在では他社への売却・再生ファンドの活用・MB0(management buy 

out)が多く採用されている。 

つぎに、他社と事業を統合して大胆なリストラを実施する。他社の資本参加を

受け経営権を譲渡する等、他社の支援を利用する。 

３番目は再生ファンドを利用して事業の成長力を回復させる。通常活用するに

当たり、審査は厳しい。また、事業推進幹部に経営権を売却する(MBO)ケースも増

えている。MBOは従業員をそのまま引き継げるため、日本企業向けといえる。 

後に事業部門を分割して分社化を行う方向がある。採算性を明確にしたうえ

で、専門性を追求していく。グループ企業に業務すべてを移管する営業譲渡のケ

ースもある。グループ企業に事業推進力がある場合に適合している。 
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３ プラン策定時の影響因 
(1)経営理念 
経営理念は経営者の経営に対する基本姿勢というだけでなく、企業が目指す方

向や社員全員が共有する価値観になる。 
 また、経営理念はこれからの自社の生き方を表明したものともいえる。経営理念

は企業を経営する上で も重要だと思うことは何か、企業にとってプラス・マイ

ナスの判断の基準をどこにおくのか、企業が顧客に提供する価値とは何か、企業

の特色は何か、どのような経営姿勢や顧客への接し方が好ましいか、地域社会に

はどういう形で貢献したいのかなどの考え方を示す。 
①企業の存在意義 
経営理念は企業の社会的存在意義を自らが問う。企業を存続させなければなら

ない理由を従業員に説明するには経営理念が 適である。また、他社との違い、

顧客と企業の関係、社会とのつながり、仕事への取り組み方針などの違いを明確

にするのも経営理念の役割であるといえる。 
②経営理念のベクトル 
経営理念によって一般社員まで考え方、行動のベクトルを統一できる。ベクト

ルの方向が統一されていないとパワーが集中できない。企業全体でベクトルが一

致すれば大きなエネルギーが生まれる。 
 (2)経営方針 
経営理念を目指して進路を明らかにしたものであり、企業の進むべき方向を示

したものである。経営者のみならず一般社員までが日々行うべき日常業務を遂行

する上での指導原則になり得る。方針には自社の成長やイノベーションをどのよ

うに達成していくかという理念的方針及びどのような方向性で経営して行くかと

いう戦略的方針の2つがある。 
 (3) 外部環境要因 

   外部環境要因の分析を進めていくうえでよく使われるフレームワーク

（framework）として、「産業や事業領域で作用している力」による分析がある。

これは事業環境規定要因ともいうべき、業界構造の変化に影響を及ぼす力に焦点

を当てて、今後どのような変化が対象とする業界に起こっていくのかを解明する

ものである。 

 大きく分けて、政治的要因、経済的要因、社会的要因、技術的要因がある（株式

会社KPMG FAS編［2006］、pp.108～109）。 

①政治的要因（political factor） 

代表的なものとして市場参入への仕組みや方法ともいわれるマーケティングシ
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ステムの変化がある。「マーケティングは企業独特の機能である。企業が他の人間

組織と区別されるのは、商品またはサービスについてマーケティングを行うから

である。教会、軍隊、学校、国家といった組織は、マーケティングを行なわない。

いかなる組織であろうと、商品またはサービスについてマーケティングを行なわ

ないものは事業ではありえない」（ドラッカー(1987)、pp.47～49）。規制の変更は

要因の一つとして業界構造の将来変化を想定するうえできわめて重要な要素であ

る。たとえば、自動車産業における排ガス規制の問題やリサイクル法の施行など

PL 責任も含めたさまざまな規制環境の変化はその業界全体の今後の進展に大き

な影響を及ぼす。もちろん、所属業界によっても個別企業にとっても規制のイン

パクトは一様ではない。 

たとえば、情報通信業界や電力業界のように規制環境の変化が事業展開に大き

なインパクトを及ぼす場合には今後の規制環境変化の的確な見きわめがビジネス

プランの策定内容にも大きな影響を与える。 
②経済的要因（economical factor） 

経済的環境という観点から、今後その業界を取り巻く経済環境がどのように推

移していくのかを見きわめる。たとえば、デフレ傾向なのか、あるいは円高傾向

で輸出などの落ち込みが予想されるのか、消費者物価がどのような推移をたどっ

ていくのかということなどを分析する。その業界全体が今後右肩上がりの方向に

推移するのか、それとも逆の方向に推移するのか、事業環境の方向性についての

予測を行う。とくに、海外との輸出入に業界収入が大きく依存している場合は為

替水準の動向も重要な要素である。また、対象市場として国内よりも海外を念頭

に置いている産業の場合には、その対象となる海外市場の経済状況が重要な指標

となる。 

③社会的要因（social factor） 

消費者構造の変化、あるいは消費者の購買行動の変化にその業界における今後

の構造変化を促す要因が隠れている場合がある。たとえば、日本の高齢社会の進

展や市場の成熟化に伴う消費者ニーズの多様化等、多くの変化が時として産業全

体の構造変化を促す場合も少なくない。ビジネスプランを作成するうえで、これ

ら大きな市場全体の構造変化を見きわめ、その業界の競争条件の変化を把握して

おく必要がある。 

まず、社会的要因の一つ目として、少子・高齢化社会の進展を挙げることがで

きる。わが国は世界一の長寿国であり、さらに少子化が進んでいるため経済・社

会構造が大きく変化している。そこにアジア諸国の経済・産業発展が加わり、日

本の国際競争力が相対的に低下してきている。わが国はその発展の場を海外に求
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めるだけではなく、国内でも人材や技術、情報などの各種経営資源を 大限に有

効活用した循環再生産できる仕組みづくりが現在、求められてきている。 

循環型経済社会や少子・高齢化社会などへの課題対応のため観光、福祉・医療、

環境衛生、社会教育、食材供給、職業紹介などの新たなサービス部門の台頭が注

目される。これら新しい部門では行政サービスの民営化や規制改革も推進されて

いる。地域性が強い企業においてはこれら新しい部門の担い手としての役割が期

待され、その優位性を生かした経営の方向性も存在している。 

つぎに、新たな公共概念の登場がある。地域性や社会性を基盤として民間の公

益を意識した NP0、まちの運営に民の活力を利用したTM0 等新しい団体・組織が

各地で生まれている。地域の企業はこれら団体・組織が行う事業と一部競合する

面もあるが、むしろ連携することによりそれらの機関を支援して企業自身の機能

強化を目指すことが求められる。 

三つ目はグローバル化の進展である。さまざまな業界で起こりつつあるグロー

バル化の進展の程度や技術を含めた投資コストの上昇に伴い、競争に必要とされ

る事業規模を的確に見きわめなければならない。それらの動きから業界再編の進

展可能性などの業界構造変化を予測し、ビジネスプラン作成上の規定要因として

いく。また、業界全体として寡占化の方向に進んでいるのか、逆に分散化の方向

かでその業界におけるグローバルな競争環境は大きく変わる。 

とくに、経営資源の豊富な企業においては限定された地域を越えて他企業の流

通チャネルに依存せず、自力でのグローバルマーケットにおける事業展開も可能

になってきている。しかし、これらの活動は一方では新たな競争状態を招いてい

る。このため企業規模を越えて経営の意思決定やそれに基づいた商品供給の迅速

化などが企業活動の優劣の大きな決め手になってきた。 

資本の論理や自由競争原理が通用する経済体制のもとで経済的に豊かな社会を

生み出すことができた。しかし、一方では地球規模で天然・自然資源の過剰な採

掘や採取、消費が進み深刻な自然資源枯渇問題や汚染、環境破壊問題が発生した。

その結果、企業はこれまで意識してこなかった新たなコストの負担を背負うこと

になってきている。 

四つ目として企業の社会的責任が挙げられる。企業の社会的責任が問題とされ

るのは企業の社会に与える影響力がより大きくなったことが原因と考えられる。

社会的責任という言葉の一般的な意味は社会を構成している人々が安心して生活

していけるよう努めていくことである。公害などの環境問題、製品の品質、製品

の価格、企業からの納税状況、企業による雇用など社会に対する影響は大きい。 

企業が果たすべき役割は顧客の求める製品・サービスを適正な価格で、適正な
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利潤を得て必要な量を必要な場所に提供し続けていくことである。 

企業が社会の中でその役割を正しく認識して責任を果たしていくことが企業の

社会的責任である。つぎに、企業は半永久的存在としての公共的な存在であると

いう自覚を持つ必要もある。社会的責任を遂行するためには利潤や成長などの経

済的目的だけの達成を探求するのではなく、文化の擁護に代表されるメセナ

（mécénat）活動などを通じてより積極的に社会貢献を果たしていくことが求め

られている。 

④技術的要因（technological factor） 

エレクトロニクスの分野を例にとると、現在アナログからデジタルへの変化が

急速に進んでいる。同分野では企業の対応の違いによる栄枯盛衰が生じている。

これまで多くの産業でこのような技術上の革新が業界構造を変える契機となった。

同様に電気業界においても集中型電源から分散型電源への移行がかつてみられた。

通信、情報、輸送技術などの革新的発展により、経営資源の流れが時間や空間を

越えて瞬時に、しかもグローバルに展開するようになってきた。 

つぎに、自動車業界においても環境技術へのさまざまな取り組みが次世代の競

争環境を大きく変えてきている。さらにさまざまな部品レベルでのモジュール化

やプラットフォーム化への各企業の取り組みが業界全体における競争優位性の構

造を変化させつつある。 

もちろん、情報化の進展が業界構造の変化とビジネスモデルの変革とを促進し

ていることは周知の事実である。 

  このような技術の進展により、産業構造全体を変えてしまうような潜在的な技

術革新の可能性やその事業に及ぼす影響度などもビジネスプランを作成するうえ

で、把握しておかなければならない。 

したがって、消極的な企業にとっては脅威であるが成長意欲の高い企業にとっ

ては大きな成長の機会ともいえる。 

 

むすびに変えて 

 以上、ビジネスプラン策定プロセスの諸段階で求められるマーケティングの視

点についてみてきた。着想段階では人口構成という市場自体の変化や顧客の不満

足や価値観の変化という顧客ニーズや選好と市場での供給内容との不一致への着

眼の重要性がみられた。資源と能力評価の過程では市場規模の測定や市場で発生

が予測される需要量のビジネスプランへの影響をみた。 
 主力ターゲットの測定の過程では対象となる市場の設定、競合他社との関係か

らのポジショニングや競争分析をしたうえでの対応策について検討を試みた。 
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 とくに、実行レベルでのマーケティングミックス以降では具体的活動時に求め

られる諸要素の組み合わせによるプラン作りが求められている。したがって、ビ

ジネスプラン策定は市場や顧客の変化を種々の角度から分析したうえで、すすめ

ていかなければならない。 

 現在、ビジネスプランは創業時、経営革新時、経営改善時などさまざまな場面

で策定されている。近年は2009年（平成21年）11月に成立した中小企業者等に

対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に関連した経営改善計画

や同年（平成21年）6月に改正された産業活力の再生及び産業活動の革新に関す

る特別措置法に関連した企業再生計画立案時のビジネスプラン作成ニーズが増加

してきている。 
さらに、アジアの経済成長に伴うグローバルな視点からの同プラン策定は日本

企業にとって喫緊の課題となりつつある。これら個別場面でのマーケティングの

諸問題についての研究は今後の課題としていきたい。 
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