
圃砺jｒｌ 4×４のマトリックス

側解23は競争地位別の各戦略をまとめたもの。縦軸には４つの競争地

位、横軸には４Ｐ戦略を置いた。この図は『現代マーケティング（有斐閣、

嶋口充輝・石井淳蔵著)ｊの中の図を、さらにわかりやすく表現したもの
である。

図解２３１４×4マトリックスの例
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こういう図を1枚つくっておくと、企画書で戦略セオリーを参考資料と
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して提示するときにとても重宝する。なので、筆者はこういう図をいろい

ろとつくって役立てている。

マトリックスのいいところは、特定の項目の各々を比較できるところに

ある。また目に入りやすいので、記憶にも残りやすい。せっかく企画書と

して提案するわけだから、受け手にやさしい（受け手本位の）企画書にし

たい。そのほうが企画自体のとおりもいい。なので、筆者の場合、必然的

にマトリックスを多用することになる。

次は「多×多のマトリックス」（図解24)ｃ

図解2４ 多×多マトリックスの方法|多×多マトリックスの方法
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'図解２５１多×多マトリックスの例1(5×3のマトリックス）‘凶J僻ｚひ
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側解25の「５×３のマトリックス」は、ある飲食店の店内ツールを提案し

たときのもの。縦軸に店内ツールを醤き、横軸にはその「目的」「役割」「内

容」を置いた。

マトリックスを使うと、全体を眺めながら各々の項目を考えることがで

きるので、ヨコ軸の記述内容は精繊になり、タテ軸の記述内容は明確に温

度差をつけることができる。

これはマトリックスが、思考が一面的になるのを防ぐから可能にするの

だと思う。全体としてどう構成されているかという視点で見たり、ヨコ、

タテという２つの視点で各項目を考えたりすることによって、自然と思考

が複雑化し、正確な答えが導きだせるのである。
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Ｎ図解2６ i多×多マトリックスの例２(7×3のマトリックス）
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図解26は「７×３のマトリックス｣。これはあるクライアントにだした中

期のマーケティング戦略である。縦軸に戦略、横軸に時間を置いて、初年

度から３年度までにどのような戦略でいくのかを表現した。これも錐者が

アウトフレーム化しているものの１つであり、それに従っていつも考えて

いくようにしている。

いちばん重宝しているのは、３年間の戦略に変化をもたせること。全体
ふかん

を傭臓できるとともに、１固々の構成要素を比較しながら考えることができ

るので、全体にシナジーをもたせることができる。これもマトリックスの

メリットである。
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§第’１章

分析
どんな仕事でも、まず初めにやるべきは、市場を把握

することである。そのための分析方法からﾋｯﾄ商品を

読み取る方法、そして成功した企業の分析方法までを

解説する。

Partl

Part2

Part3

一旬一

市場分析

ヒット商品の解読

事業分析



::;:．|第１ 章 市場分析分場
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どんな仕事を始めるときでも、筆者がまずやるのは、その「市場」がど

うなっているかを把握することである。

『現代マーケティング(有斐閣、嶋口充輝･石井淳蔵著)』の分類によると、

市場は人間の人生のように、「生成期」「発展期ｊ「安定期」「衰退期」に分か

れ、各々に特徴があり、それゆえにどのように対処したらいいかというセ

オリーがある。

これは重宝するもので、仕事をどのような切り口で進めていくのかの指

針になる。セオリーどおりにやって成功するかはわからないが、少なくと

もゼロベースであったものに、方向性を見いだすことができる。

；図解１闘図解1画 市場把握

, １時期＞ 生成期
Ｉ■
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図解ｌは『現代マーケティング」から引用したものだが、たとえば生成期

であれば、いままでなかった商品やビジネスが生まれたばかりの段階なの

で、期待は大きい反面、誰もが価値や価格に対して確信をもっていない。
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なので、商品やビジネスの特徴や使い方を知らせることを重視し、それ

を経験豊富な販売員を使って、消費者に直接コミュニケーションしていく。

また価格は高めに設定し、流通経路は限定し、高い取引マージンを設定す

るのがセオリーである。

価格が高めなのは、こういったものに興味があるのがイノベーターだか

らである。イノベーターは機能やスペックを基準に購買するため、価格に

対する関心はそれほど高くない。逆に価格が高いものがいいものという価

格シグナリングも働く。

流通経路を限定するのは、どこで買えるのかを明らかにするためであ

る。また高い取引マージンにするのは、いい売り場を確保したり、推奨商

品にしてもらったり、販売員のやる気をだすためである。

このように、一次機能を核に、人を介してマーケティングしていくのが、

生成期のセオリーとなる。

では、生成期の市場はどのようになっているのか。イメージしてもらう

ために、２００８年に調べたデジタルフオトフレーム市場を見てもらおう。

図解２１生成期の市場予測例
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例解２は、市場の予測である。これは富士キメラ総研が調べたものだが、

生成期の市場はデータが乏しいので、シンクタンク系が市場の予測をして

いることが多い。また似I解３のように、業界御用達の調査会社が、直近の
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販売データを提示することも多い。これらは、ネットから簡単に検索する

ことができる。

図解３１生成期の市場予測例
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これらを見ると、デジタルフオトフレーム市場は生成期であるにもかか

わらず、いきなり成長していることがわかる。特に、2008年度は２００７

年比で３倍以上の成長が見込まれている。

月別に見ると、2008年３月と2008年５，６月に大きく市場が伸びてお

り、調べてみると、前者はデジタルフォトフレームをギフトとして贈る需

要であり、後者は１９９９年以来、久々となるソニーが市場に再参入したこ

とによるものだった。ソニーは３商品を投入したが、その中の１つがいき

なりトッブシェア（46％を独得し、これにより販売数量は前月の倍に達し、

市場を大きく牽引した。

また、３商品のシェアは５月には６５％に達した。これも生成期のように、

市場が未形成であり、市場を構成するメンバー（消費者、競争者、取引相

手）の数がかぎられているから起こることである。

実際、競争構造を調べてみると、似Ｉ解Ｉのようになった。

図解４１競争構造

日本市場

･ソニーが参入1カ月でシェア首位に｡

市場は未形成で、競争は流動的

デジタルフオトフレームをデジタルカメラの傍流と見ると、デジタルカ

メラ市場の主要プレーヤーである、キャノンやニコン、パナソニックや富士

フィルムなどが参入するのがふつうであるが、まだ参入していない。

チャレンジャー群に大企業が見られるが、これらは世界展開の１つとし
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て日本に参入したと見てとれる。言い換えれば、本気で日本市場を制する

という気持ちでの取り組みではなさそうである。ゆえに、競争が激化する

のは、デジタルカメラの主要プレーヤーの参入以降と判断できるだろう。

さらに顧客の状況を見てみよう。

図解５１顧客の状況
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IXl解５は薙者が調べたものだが、利用者の９割以上が男性であり、年齢

は３０代後半から４０代前半となっている。また職業は技術者や管理職が多

かった。

これも生成期の特徴であり、新しい商品の場合、たとえ女性がほしいと

思い、彼女が使うのだとしても、買いに行くのは男性というのが圧倒的で

ある。また可処分所得の高い厨で、新しい商品に対しての情報収集能力が

高い層だというのも、同じく生成期の特徴といえる。

おもしろいのは、末子が３才以下という家族構成。小さい子供ほど親は

碩極的に写真を撮るものであり、これを遠く離れた祖父母に見せるために

う０ 鯛l淑分研



デジタルフォトフレームを買って、それにデータを入力して贈っているのだ

ろう。

さらにおもしろいのが、鯛入動機と重視点である。職入動機は「インテ

リア」「新製品」「写真立てやアルバムの代わり」となっており、デジタル

フォトフレームの一次機能を評価しての購入ではない。これも生成期の特

徴で、一次機能以前の、新製品効果で売れてしまうのである。

これを反映しているのが重視点であり、「画質」と同等に、「デザイン」

や「サイズ」で選ばれている。これは市場に製品機能的に画期的なものが

なく、それにおいて差別化されていないため、デザインといった感覚的な

要素で決められているのだろう。ここから考えれば、ブランドカの強いソ

ニーが参入して、わずかの間に大きなシェアを渡得したのもよくわかる。

つまり、ブランドという感覚的な要素が奏功したのである。

このように市場を見ていくと、デジタルフォトフレーム市場にインパク

トを与えるような－次機能をもって、さらにはブランドカのある企業が参

入すれば、成功する確率は高いと判断できる。

次に発展期を見ていこう。

発展期になると、商品の価値や機能の評価が定まってくる。ゆえに、消

費者はそれらの使い方や価格を、十分に理解するようになる。

こうなると消費者は、それらを限定的な問題解決に使うようになる。ま

た生成期のように人を介して説得する必要がなくなるので、代わって、マ

ス・メディアによる広告が使われるようになる。このように、明確なコン

セプトが、より多くの消費者に知られるようになるため、顧客は一気に増
えていく。

商品に関しては、二次機能が重視されるようになる。二次機能とはいわ

ゆる付加価値であり、これによって商品にバリエーションをつけていくの

がセオリー。また価格は市場の拡大とともに、下がっていく。これは経験

効果によって生産コストが下がったり、生成期に必要だった流通などへの

コストがいらなくなるからである。

流通に関しては、多くの消賀者に接したほうがいいので、開放的になる。

同時に、生成期に必要だった高いマージンは、どんどん下がっていく。

それでは発展期をイメージしてもらうために、2002年に作成したデジ

タルカメラ市場を見てもらおう。
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図解６ |デジタルカメラ市場(2002年当時）

デジタルカメラ国内出荷(単位:千台）
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デジタルカメラ市場は、１９９９年と１９９８年が123.4％、２０００年と

１９９９年が196.8％、2001年と2000年が163.8％と、ものすごい伸びを

示していた。２００２年の日本は深刻なデフレに悩んでいたが、この市場は

そんなことにはおかまいなしに、急成長していた（側解6)。

競争の状況はどうなっていたかというと、キヤノンとソニーと富士フイ

ルムが三つ巴で市場を形成していた（例解7)。

N諏砺燕WiIデジタルカメラ市場の競争の状況(2002年当時）
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筆者が担当させていただいたクライアントは、この市場に新ブランドで

参入して、シェアを猿得したいと考えていた。そのためには、先ほど述べ

たように、製品の－次機能は認知されたので、二次機能によって差別化を

図ることが重要であった。また広告コミュニケーションは、人的なものより

も、マス．メディアを利用したものが効果的になる。ゆえに、二次機能を、

マス．メディアを使って強調していく必要があった。

そこで錐者は、市場を席巻しているキヤノン、ソニー、富士フィルムに

対して、二次機能を前提とした新価値を提示して、市場奪取を図ろうと考

えた。そのためにまず、３強がどんな価値をもっているのかを検討した。

キヤノンは企業ブランドに加えて、銀塩カメラで成功した「lXY」ブラン

ドをデジタルカメラにも使った。これが奏功して、ブランドを重視する人

はIXYを選んでいた。

一方ソニーは、パソコン｢VAIO」との連動を図り、ＶＡｌＯの使い勝手を

高める商品として、デジタルカメラを位圃づけた。これをネーミングに反

映させたのが、「サイバーショット（コンピューター上での撮影)」である。
しじよう

当時流行った言葉に「使場」というのがあったが、ＶＡｌＯの使い勝手を高め

る、このデジタルカメラの価値を使場価値とした。

富士フイルムは、先行して市場に参入していたため、すでにたくさんの

商品バリエーションがあった。ここからラインナップが価値だと考えた。

このような価値をもった先発者よりも際立ち、デジタルカメラの知識を

＋分にもったアダプターたちをとらえるために、箪者は２つの二次機能を
考えた。

１つは補正。当時のデジタルカメラはまだ取り損じが多く、特に手ぶれ

が問題となることが多かった。確かに、デジタルカメラは撮り直しがすぐ

できることがメリットだが、せっかく撮ったものをできれば無駄にしたく

ない。そこで、デジタルカメラにソフトを組み込んで、－発で補正ができ

ればいいと考えたのだった。

補正はもちろん、二次機能である。とはいえ、画素数などの－次機能に

満足したあとには、かならず使用者がほしがるものだと思った。

もう１つは印刷である。いずれ顧客は、デジタルカメラで撮ったデータ

をかならず印刷するようになる。これは顧客がアダプター化すれば、デジ

タルカメラが銀塩カメラに置き換わり、そうなると、銀塩カメラのように

形(写真）として保存したいと思う人が増えると思ったからである。

鋪l車分析”



とはいえ、しばらくは専門ショップに行って印刷してもらうのではなく、

自分の手持ちのプリンターで印刷する人がほとんどだろう。そこから、自

分のプリンターと相性がいいデジタルカメラという価値を思いついた。こ

れを称して「プリント品質」と宣言し、自分で手持ちのプリンターで印刷

する人には最適のデジタルカメラという位置づけを考えたのだった。

残念ながら、筆者の提案が実現することはなかったが、同じような考え

方でデビューし、先発の３強を脅かしたデジタルカメラがでてきた。それ

がカシオの「エクシリム」である。

カシオは大きさという二次機能に着目し、画素数を犠牲にしても、小さ

く、薄いカメラをつくった。そしてそれをセカンドカメラというコンセプ

トのもとに、大々的にマス・メディアで展開し、早期に高いシェアを獲得

した。発展期ならではの、マーケティングが奏功した例といえるだろう。

続いて安定期について述べよう。

安定期になると、商品を選ぶための新しい情報は少なくなる。そのため、

消費者は日常的反応行動を取るようになる。またこの時期になると激しい

競争をしていた企業も淘汰され、大規模な少数企業だけが生き残る。ゆえ

に市場は寡占化する。

また競争は少数の企業の間で、その関係によって決められる。リーダー

図解８１安定期の状況
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なら全方位戦略をとって市場のうまみを獲得しようとするし、それ以外は、

かぎられた分野において独占的な地位を確保するようになる。

こうなってくると、商品は、デザインや色といった、わずかな差がポイ

ントとなり、市場は消蛮者ニーズにもとづいて細分化される（例解8)。

言い換えれば、企業は明確にポジショニングされ、商品は差異化され、

市場は細分化される。ゆえにマーケティングは、いかにこれらをうまく仕

立てるかが重要となる。

それでは安定期を具体的にイメージしてもらうために、2003年につくっ

たペットフード市場のデータを見てもらおう。これはビジネススクールの講

義用につくったもので、売れるキャットフードをつくるにはどのように考

えたらいいかというテーマであった。

図解９１ペツトフードの市場規模推移(2002年当時）

(蝋位：百万円】
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lXI解９のグラフはペットフードエ業会によるものだが、２００２年度でペッ

トフードは、約2,400億円の市場となっている。

前出の|『現代マーケティング』によれば、安定期はそれまでの旺盛な需要

がピークに達し、成長率や成長量全体の伸びがほぼ横ばいになるという。

脱I解９のグラフは、まさしくこの状況だといえよう。

さらに輸入品と国産品の割合を示したグラフを見てみた（側解10)。こ

れを見てみると、市場全体は微減だが、輸入品は増えている。一方、国産

品は減っている。この原因を調べてみると、品質のいい輸入品が支持され

るようになり、それに対抗するため、国産品は低価格化していることがわ

かった。
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また、犬用フードと猫用フードフードの割合を見てみた（図解11)。する

と、２：１で犬用が多くなっていることがひと目でわかる。

錐EN8班

当時、犬は１０００万匹超で、飼育率は１８．１％（５世帯に１世帯)、猫は

770万匹超で飼育率は１７．７％（６世帯に１世帯）といわれていた。この数

字から判断すると、飼育数に比べて量の差が大きすぎるが、これは食べる
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量の違いと判断できる。

さらに、競争状況を見てみた（側解12)。

ドッグフード市場を見てみると、マスターフーズ（ペディグリーミキサー）

は「トップブリーダーの推奨｣、日本ヒルズ（サイエンスダイエット）は「米
国獣医師のＮＯ１の推奨｣、ユニチャームペットケア（愛犬元気）は「健康と
清潔」となっており、健康志向が強くでている。

－方キヤットフード市場は、ネスレのモンブチは「上質｣、マスターフー

図解 ペツトフードの競争状況(2002年当時）
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ズのカルカンは「おいしさと栄養｣、マルハの純缶は「おいしさ｣、日本ヒ

ルズのサイエンスダイエットが｢米国獣医師Nolの推奨」となっている。

この市場には、まだ「健康」を売りものにしているブランドはなかった。
続いて、順客の状況を見てみた（側解13)。

塵画爾翻顧客の状況(2002年当時）

利用者の状況

●少子化の影響を受け、子供の代わりにパートナーとする３０，４０代
夫婦

●単身の年配者
｡若い女性

●ペットという立堀でなく、新しい家族の一員として大切にしているのが
特徴

●ペットは子供。だから最上級の暮らし、食亦、老後、葬儀をさせてやりた
い

｜ 利用 意 向 者 の状況Ｉ
●少子化の影客は20代夫婦にも広がる
●孫ができない実年夫婦が孫の代わりに
。若い男性にも広がり

●さらに家族としての役割は増大
●それにともなって人間と同等の生活をさせようとする飼い主が増大する

現在の顧客は、少子化の影響を受けて、子供の代わりにペットをパート

ナーと考えている３０，４０代の夫婦や単身の年配者、若い一人暮らしの女

性である。彼らはペットを家族の一員と考えている。

利用意向者は、少子化の影響が拡大した２０代の夫婦や孫ができない実

年夫婦、若い男性。今後、ペットの家族化はより促進され、人間と同等の

生活をさせようと考えるものが増えてくることが予想される。

このように見てくると、先述したセオリー（企業は明確にポジショニン

グされ、商品は差異化され、市場は細分化される）のとおりに考えれば、

ポジションはニッチ、商品は健康で差異化し、市場は健康によって細分化

し、ペットの健康に強く留意する消費者をターゲットとするという方向性

が見えてくる。

夕８鋪l卓分り『



最後は衰退期である。

衰退期になると、技術シーズも消費者ニーズももはや限界に達し、新し

いものがでてこなくなる。また人や会社にあったノウハウがシステムと一

体化してしまい、誰もが商品をつくることができ、誰もが売ることができ

るようになる。

ゆえに、企業に蓄積されていた知識で差別化されることがなくなり、た

とえばＰＢ（プライベートブランドの略）のような形で流通から消費者に提

供されるようなことが起きてくる。

衰退期はこのような状況なので、ここに参入しようという仕事を錐者は

やったことがない。

ところが『ランチェスター思考（東洋経済)』の著者である福田秀人氏に

よると、今日の市場は衰退期にあるものが多く、マーケットシェアの拡大

以外に企業が持続可能性を高めることはできない。ゆえに企業の利益極大

化を追及する戦略論ではなく、マーケットシェア拡大により、持続可能性

を高めるための戦略論＝ランチェスター戦略がふさわしいという。

ランチェスター戦略の基本は、

⑱ナンバーワン主義

＠競争目標と攻撃目標の分離

⑳一点集中主義

にあり、具体的には、

⑪利益ではなく、マーケットシェアの拡大を追及

、マーケットで２位以下の持続可能性を追求する、力の強弱に応じた

競争戦略論

、マーケットをセグメントし、ステップ・パイ・ステップで、より高い

目標を段階的に達成し、トップを目指す

⑳精神力の限界をわきまえ、過大な目標や努力を要求しない

⑥力に応じた数値目標を設定した、類例のない競争戦略論

であり、これからの世の中にはこのような戦略が奏功するのかもしれな

い。

鋤ｌ恥分析”
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脳Ｉ解１１ヒット商品の7つの要素

蝉灘

U周８

⑪見た目：パッケージ、装丁、デザインなど外観的な見た目（ex・扇風機

ならプロペラを搭載した外観となる）

パッケージ､装丁、
デザイン 申

ヰ
ヰ
カ

⑪
⑬
③
⑳

見た'三

タイトル、名前ネーミング

、ネーミング：解読する商品・サービスなどの名前(ex、扇風機ならネー

ミングはそのまま扇風機となる。またはメーカー固有のブランド名があ

れば、それを採用するケースもあろう）
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内容物

いちばんの扱能

意
味

曝能的ベネフィット捜能から享受する利益 ヰ
ヰ
ヵ

、
⑬
⑰

「ヒットの解読」は、上記のアウトフレームの、「7つの要素」を検討する

(例解l)。この７つの要素を理解していただくために、扇風機を顛例とし
て解説しよう。

■

情緒的ベネフィット短期的に心に生じる利益

中･丑期的に
心に生じる利益謡神的ベネフィット

蕊


