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･１～499名の従業員を抱える
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･ＰＣと側辿製品の販売、ＰＣにか
かわる箭理全般(股定・セキユ
リティ･端末廃棄)とlTソリュー
ションの包括的サービス

･サーバーの導入、セキュリティ、システ
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ここからセグメンテーションを、「企業規模」「使用者のタイプ」「顧客の

能力」「購買の基本ポリシー」｢緊急性｣｢特定の用途｣「リスクに対する態度」

とし、それに対応する形で、「1～499名の従業員を抱える中小企業」「|Ｔ

ソリューションについて調べたが、どういうものがいいか、価格の妥当性

などがわからない」「!T担当者不在、あるいは担当者の知識レベルが高く

ない」「パソコンと関連製品の販売、パソコンにかかわる管理全般(設定・

セキュリティ・端末廃棄）とｌＴソリューションの包括的サービス」「サーバー

の灘入、セキュリティ、システム橘築に不安を抱いている」「通常業務、経

営で手いっぱいでとてもlT環境改善のために時間を割けない」「情報の漏

洩、データの破損などセキュリティ管理が気になる」と規定した（図解1と

5を参照)。

このかけ合わせから、Ixl解６のような企業をターゲットとした。

｡、図解６１in図解６ ターゲット企業のイメージ

●1～499名の従梁員を抱える中小企業●1～499名の従梁員を抱える中小企業

elTソリューションについて調べたが、どういうものがいいか､価格の妥当性などが③ITソリューションについて調べたが､どういうものがいいか､価格の妥当性などが

わからないわからない

｡'T担当者不在､あるいは担当者の知識レベルが高くない③lT把当者不在､あるいは担当者の知識レベルが高くない

③PCと関連製品の販売､ＰＣにかかわる管理全般(股定･セキュリティ･蝋末F頑睦)と
ｌＴソリューションの包括的サービス

③PCと関連製品の販売､ＰＣにかかわる管理全般(股定･セキュリティ･蝋末F頑遥)と

｜Tソリューションの包括的サービス

○サーバーの導入､セキュリティ、システム栂築に不安を抱いている○サーバーの導入､セキュリティ、システム桶築に不安を抱いている

③通常業務､経営で手いっぱいで、とてもlT環境改善のために時間を割けない③通常業務､経営で手いっぱいで、とてもlT環境改善のために時間を割けない

⑨悩報の漏洩､データの破掘等セキュリティ管理が気になる⑨悩報の漏洩､データの破掘等セキュリティ管理が気になる

このようなターゲットだとすると、意思決定のキーマンはやはり経営者

ということになる。なので、この経営者という人のプロファイルを想定し

てみる。想定の仕方は、１２９ページでやったように、名前、生年月日、経

歴をイメージし、さらに今回は法人なので、企業の事情、問題点などもイ

メージして規定していくといいと思う。

ルメ２鮒ｌ 無 タ ー ケ ッ ト 槻 鮪



隠圃爾翻膳Ijドイ ターゲットブロファイリング

市川衝(1970年生まれ３８徴）

■郁内の私淑入学を卒業後､某中堅商社に就職

国アパレル､家具の輸入関係の部署に9年従那し､３１歳のときに退職｡その後､ヨーロッ
パ/アジアを１年間バックパッカーで回り､その見聞によって現在のビジネスを築く

図32縦のとき、友人とクリスタル製品の輸入を始める。木人は輸入と商品管邪がメイ
ン､友人は卸し先の店舗の営業を担当

回ビジネスが軌道に乗ってきた時点で、’'１分たちの店舗もＩ)11店。得意先と脚営店へ
商品を供給する必要あり

■在庫を一時的に世いておくため､郊外に倉雌を批貸

■売上実識の淵覚に時間がかかり、ミスも多い

■得愈先への受汰､イl:入れの管理が複雑

■抑〔の把拠が胴雌で、為榛の変化にも対応しないといけないが、そこまで手が
側っていない

園売れ筋iWIWIの符理がうまくできていないので、３カ月に一皮仕入れに海外へ出ＩｉｌＩく
際､売れ筋でないものを買ってしまう傾向が強い

■なにか杵皿ツールを入れて業務を効率化したいが、どこに問い合わせればよいか
わからないし、コストも不安

このように考えて、プロファイリングしたものが、Ixi解７となる。

市川衛氏、１９７０年生まれの３８歳。都内の私立大学を卒業したあと、

某中堅商社に就職した。

アパレルや家具の輸入関係の部署で９年間働き、３１歳のときに退職。

その後、ヨーロッパ／アジアを１年間バックパッカーで回り、その見聞に

もとづいて、現在のビジネスを築いた。

３２歳のとき、友人とクリスタル製品の輸入を始め、本人は輸入と商

品管理をやり、友人は卸し先の店舗の営業を担当。これが成功してビジ

ネスが軌道に乗り、自分たちの店舗も開店した。このおかげで、得意先

と自営店へ商品を供給する必要がでてきた。

なので、在庫を－時的に置いておくため、郊外に倉庫を借りた。

こういう新しい展開をすると、次々と問題が生じてきた。たとえば、

売上実緬の計算に時間がかかり、ミスも多い。得意先への受注、仕入れ

の管理が複雑になった。また在庫の把握が困難で、為替の変化にも対応

鮒,I章ターケット喚略ノ躯



しないといけないのだが、そこまで手が回らない。

売れ筋商品の管理がうまくできていないので、３カ月に一度仕入れに

海外へ行っても、売れ筋でないものを買ってしまう傾向が強くなった。

なにか管理ツールを入れて、業務効率化したいが、どこに問い合わせ

ればよいかわからないし、コストも不安である。

このように、ターゲットをプロファイルしたら、今度はターゲットのボ

リュームを算定する。今回のポイントは、

⑪母数を社員500人未満の中小企業としたこと

、そこでのlTの導入意直

③さらに企画者の会社で行うビジネスなので、

彼の会社の認知や好意度、信頼度が知りたい

⑥既存顧客は対象外になるので、これを減じる

この視点は、ターゲティングのところで設定した、

骨「1～499名の従業員を抱える中小企業｣が⑳。これを母数とする

■｢情報の漏洩、データの破損などセキュリティ管理が気になる」が＠．

気になっているは、導入意向がある

■「|Tソリューションについて調べたが、どういうものがいいか、

価格の妥当性などがわからない」
p●や●OpqqpqG■■｡■心q■■■■■●■Ｇｄ●p○甲p句申■d曲■四画■｡■■■且a巳●■凸■q■q■■qPq甲■■■●■■①■■●ロウ●Gb●●q甲a句■■eaa■■●■凸■■凸｡■■●■■■■▲■■由bdG■■●Q●gb●■｡●●■や●巳■■｡■■や■･凸巳■■■■■■巳｡■■■e■■■■４■ｄｏ■dbd

「lT担当者不在、あるいは担当者の知識レベルが高くない」
pqp■qpqO■叩■｡■dpqb■G■●即日●qU”配り■凸qBa◆■●■■P■■■■■■■■■dmbgD｡■●■CO■●■●eゅ●ゅ口早■■p■･■■､■9p■F■､■■■■■■『■”叩.｡｡■■00■｡■“■･各●4DqP■早■｡ＣＱ■■●■q■●b■■色dbd●■｡■■８０GＭ日｡｡

「サーノW-の導入、セキュリティ、システム構築に不安を抱いている」
■■■０■ＯＵ■OpODO■ｂｄｂｄ■O■｡■■０｡●gDOg■■qqp■０■■■■ＰＧ■bIpd■●１０日■0■●00口各●qDgD■qb■P■､■ｄｐａａｅＧｂ●各■Ｑ●｡b●■■■GOD○各bq■●■O･凸●■､｡e●６Ce■90■gC■p■pO■旬Pq■■p■p■■■Qpq■■合pOPeD●ｅｐﾛ

「情報の漏洩、ラ迄夕の破損等セキュリティ管理が気になる」

ということをひと言でいえば、信頼できるところに任せたい(⑳）

■｢通常業務、経営で手いっぱいでとてもlT環境改善のために

時間を割けばい」ということは、既存のユーザーではない(⑳）

というような視点から導いている。

消費財のところでも述べたが、ターゲットボリュームを算定する際には、

このように細分化の変数を使うといい。

ﾉ“鮒,1京ターケット喰略



この考え方で実際にターゲットボリュームを算定してみたのが、図解8。

まずは総務庁の資料から、500名未満の会社は約433万社あることがわ

かる。

これにｌＴの導入意向をかけ合わせるのだが、社内資料にはピタリとこれ

にあてはまる質問はなかった。なので、データソリューションをこれと似た

ものと判断し、１２％と数字を得た。ここから、ｌＴ導入意向のある企業を

約５３１万社と算定した。

｜図解８１図解８ ターケットボリュームの算出

…嘩蝿〉!'wwh鰯｡》……Ｘ‘‘，鯵-'緬露：
従業員数oSewer仮想化:27％○競合B:12.7％：:低備祐サデパ販売：

｡１－鯛篭…::鯛ii鯛:篭:淵撚繍雫霊
、100～249名：

30,471社⑥Stra9e。A5.9％：，、､､､.、、、，。

○250~499名：SoIlltion:9％○鰯合E:5.8％；俸乎鰻”や城:､；

楓2価総．s"s/As蝋べ,駕鮒“燕潔;餓蓬④500～999名：

3,662社
（Ａ社調べ)測螺:櫛､；③1,000名以上：

： 、 ： ． ､ 、 .3,047社

（雑務庁｢耶梨所・

企案統叶剛遡）１２％ 5.9％；i31i378社-131000社１

９／与蕊ﾉ２号潔号：

澱瀧篭溌蕊：，溌繍i;評!=柵；
ｍ弥撒の
531,836社

A露撫織瀞
31,378社

Ａのサーバp腫釣

ターゲット

＝18,378社

次に、社内資料から「信頼できるベンダー」という項目があったので、Ａ

社(企画者が所属する会社）の数字を見つけると5.9％とある。これを先ほ

どの数字とかけ合わせた31,978社が、Ａ社にIＴソリューションを委託して

もいいと考えている会社である。

そして既存顧客数である１３，０００社を減じて、ターゲット数を18,378社

と算定した。

輔・１噸クーケット輯略ノ術



最後は、ターゲットの購買プロセスを予測しよう（図解9)。

蔭滅蹴爾図解９ ターケットの購買プロセス例

｜ﾆｰ ズ率。’情”索参｜代閏晶呼固~

る

｜購買決定少
最近友人の経営者が導入してコストが下がっ

た、早く仕事が進むようになったとの『11判を聞

いて検肘。Ａはクライアントのパッケージだけ
かと思っていたら、ｌＴソリューションもあると

知り、問い合わせてみることに

業務効率化、明確なコスト、

ＳＥの質を基準に比較してみる

購買後の行動

在皿や売上箇罫．売れ筋商品の把浬､願唇デー
ﾀの箪録など､･手入力葱やっていたものが短時
間で自動化すること瀞潜遥、次に手がけ熊いと

厭っていた衣Emの翰入について罰ぺる耐､郷、

れるように芯った
高詠

悶

まずは「ニーズの賜職｣。ニーズは、「友人と始めたクリスタル製品の輸

入が軌道にのり、手作業でやっている業務管理を改善しないといけないと

考えている｣。個人レベルの仕事から、複数の社員レベルに変わり、ＩＴに

対するニーズが顕在したということである。

次は「情報探索｣。これは、「業務改善、セキュリティ強化などについて、

ネットで検索したり、仕事関係者に相談してみる｣。情報探索はネットで行

い、その際のキーワードは、業務改善やセキュリティとなる。

また「代替品評価」は、「業務効率化、明確なコスト、ＳＥの質を基準に

比較してみる｣。明確な成果、コスト、質などが評価の対象となると考え

たのだろう。

そして「購買決定」だが、これは「最近友人の経営者が導入してコスト

が下がった、早く仕事が進むようになったとの評判を聞いて検討」とし、

最終的に友人・知人の口コミが重要だと判断している。

「購買後の行動」は、「在庫や売上管理、売れ筋商品の把握、顧客データ

の登録等、手入力でやっていたものが短時間で自動化することができ、次

に手がけたいと思っていた衣服の輸入について調べる時間が取れるように

なった」とし、満足度が高いビジネスとなることを予想している。

ﾉ‘‘鮒.I莱ターケット戦瑚



第５
＝琵全

早

ビジネス

モ

モモデルと
収益モデル

し

新規ビジネスfEデルと収益モデル。この2つは、新規のビジ
ネスを考えるうえでも、既存のビジネスを改善するうえ

でも、最大の要となる。この明確な定蕊から考え方ま
でを､成功企業の例を参考にしながら解脱する。

Partｌビジネスを着眼する

Part２ビジネスモデル』
Ｌとはなにか

Part３収益モデルとはなにか

Part4ビジネスモデネスモデル事例一



、ターゲティング

ビジネスをゼロベースで発想するのはかなり難しい。そこで、いろいろ

な成功者の発想のパターンを１０パターンに整理し、成功企業の実例ととも

に説明していこうと思う。これを参考にすることで、発想のきっかけにし

てもらいたい。

なお、この切り口をまとめるにあたって、１.経営戦略の論理（日本経済新

聞社、伊丹敬之著)」|｢事業システム戦略(有斐閣アルマ、加賀野忠男＆井

上達彦著)」を参考にさせていただいた。これらで紹介されている事例を、

筆者なりに「ターゲット」「欲求」「コンセプト」「ドメイン」「ポジション」と

いう視点でまとめた。誰をターゲットにし、そのどのような欲求にもとづ

いて、コンセプトをつくったのか。さらにどの領域（ドメイン）に焦点を

あて、どのようなポジションをつくったのかを明らかにするためである。

切り口は、

⑬カテゴリー創出

⑰プラットフォーム

⑬親会社活用

⑥システム構築

ネス
一

甲弓

す
図瀕５

PARm
章
１

．
．
－
●Ｒ、１

の１０個であるｃ

⑪効率化

⑩ストレスソリューシヨン

、マーケットアウト

１
．

＄

I‘８鋪5蝿ピジネスモデルと収些モデル

③競合利用

、価格破壊

Ｔｰ冠一



ﾛ、マーケットアウト

識切り口⑪ストレスソリューション Ｉ
角一

切り

人のストレスを解消してあげるところにビジネスは存在するというもの。

武で毛Z , 評 画 嘩 唾 定 章 蒔 汽 ～ 官 ｡ 雨 唖 q 司 一一一■も●－▲一一▼－~▲■司坤気町午嬬¥も､邦nq-＆L---1式一一一一一一画■■■－面一口巳■gDＢ

顧客の要望を意識的に引きだす。

日比谷花壇は、「男性も花を贈りたいが、買いに行くのが気恥ずかしい」

というストレスを、インターネットで展開することで解決した。これによ

り、「男性が花をプレゼントするなら、インターネットを使って日比谷花壇

でやる」という習悩づけに成功し、男性の顧客を猶得できた（側解I)。

この切り口は、いま、顧客になっていない人たちのストレスはなんなの

だろうと考え、それをどうしたら解決できるだろうというところにビジネ

スを発想する。

．、．．i､’ｉ

鎌#iｆ
再■回

■■画

回■■

鋪5卓ビジネスモデルと収壁モデルノqfl

ウ

厩繭藤ｉｉ鯛 ミスミの例畷 図解２

霧
羅Z罪５秒

金型を使う工場の現場作業者､技術者

金型部品の調達を代行してほしい

購買代理

金型部品販売

購買代行業

|蕊画溌蕊Ｉ 日比谷花壇の例踊区1嬬止

|ターケツト沙

|'欲求沙
男性(現顧客の７割が男性）

男性も(恥ずかしくなく)花を贈りたい

コンセプトレ花をネットを利用して贈ろう

雨硬B聴診
I罷庖眉醗

生花業

男性が花をプレゼントするところ



ミスミは１６２ページで詳述するが、メーカーと工場を結ぶ販売代理店だっ

た。が、この視点を転換して、工場にカタログを配り、その要望を意識的

に吸い上げた。そしてそれをメーカーに発注し、購買を代行するというビ

ジネスモデルを確立した（似I解2)。

これにならって、顧客の要望を意識的にまとめあげるところにビジネス

が生まれないかを検討するといい。特に営業効率を上げるという視点で、

考えると発想しやすい。

鰯切り口､ターゲテイング
あるターゲットに特化して、そのニーズを充たすビジネスを考えてみる。

露miI禰翻 ヤマト運輸の例

|ターケ ッ ト レ 主 婦

||欲求ゆ荷物の受け渡しを簡便にしたい

砺画扉訂震彦宅急便

踊霊画画 配送業

|ポジシヨンシ侭１(酒屋米屋が窓口)x安い(一律11000円)x早い(翌日配送）

宅急便はそもそも主婦に焦点をあてて、考えられた。ゆえにヤマト運輸

は、主婦が立ち寄りやすく、わかりやすく、ベネフィットを感じやすいこ

とに特化し、酒屋と米屋を窓口とし、一律1,000円の値づけで、翌日配送

を売りにした（側解3)。これにより、荷物の受け渡しを簡便にしたいとい

う顧客のニーズが満たされ、大ヒットしたのである。

これにならって、あるターゲットに特化して、そのニーズをかなえるとこ

ろにビジネスを発想してみるといい。

蕊切り口⑳競合利用
〃

園用ｎ面〒Ｆ再マーー司司可

競合の存在を利用してビジネスを発想する。

I夕０鋪5厳ピジネスモデルと収銭モデル



|霞圃蕊詞Ｆ図解４ オリジンの例

ﾀ ｰゲｯﾄ男CVSﾕｰザｰ

胃蓉早１点鰯R；謡

手づくり、できたて弁当が食べたい

繁盛CVSのそばに出店

弁当業

|ポジシヨント繁盛CVSの弁当市場

オリジン東秀は、繁盛しているコンビニエンスストアのそばに出店し

て、そのコンビニエンスストアの集客力を利用し、特に弁当の売り上げを

獲得して成長した（側解l)。コンビニエンスストアの弁当は十分においし

いが、オリジンの手づくり、できたて、健康素材の前ではかすんでしまう。

これは競合のもっている集客力と売り上げ実績を利用して、競合よりも

価値あるものを提供し、それらを奪い取ってしまうというものである。競

合は商売敵という発想から、競合はシェアソースという発想に転換するこ

とが重要である。

蕊｜切り口③価格破壊 鰯！
､b…､耳聴､､ＷいLh,Ｎｗｐ刺軸ＷＬ,Ｗｕｑ－，．hＡ……､｡b缶…頭｡,¥ｎ.句眠、,ｗ雨Ｈｎｗｗ､q強ｗママロー…､-.,--‐亮霊蚕:….堅一ローム一､,

蕊｜切り口③価格破壊…………－－－……一一…一一』’
市場に存在する内的参照価格を大きくくずして、シェアの獲得にでると

いう発想。

|iWWmm砺爾 フアンケルの例

圃ｮ詞珍

i遍認蚕診

30～40代の健康志向の高い女性(既存化粧品ユーザー）

安くて、いい健康食品がほしい

露画面砂 価格 破壊

ドメイン副し健康食品

|:ボジｼｮﾝ。低価格健康食品(原材料一括購入×下請けへの競合発注）

鮒5章ピジネスモデルと収些モデルノ刃



A社 B社

ファンケル

C社 社

ファンケルは化粧品で成功したあと、それと似た領域で、新たな収益が

上げられる分野を探していた（図解5)。そこで目をつけたのが健康食品で

あったが、競合が多く、参入障壁が高い。これを払拭するために、コスト

リーダーシップ戦略にでた。

ﾉﾗ２鋪５承ピジネスモデルと収陸モデル

、
１

低価格を実現するためにファンケルがやったのが、原材料の一括買いつ

け。発注する会社ごとに任せるよりも、自社で、一括で買いつけて、必要

な分を供給するほうが安くつく。また常に下請けを競合させ、いちばん安

いところに発注するようにした（例解6)。

このように、価格破壊を切り口にするのなら、どのような発想によって

低コストが実現できるかを発想するといい。

§図解6馴馴 ファンケルの戦略ド図解 ６F

発注と;譲孫
Ｆ因ワ

供

貴発琵による低価格の実現

一鯉合させること

によって談合を生
み、低価格で価格

するＡ社

＝

ジ アンケル

B社 Ｃ社 、社



商品、サービスを、単体でなく、最初からシステムとして展開し、強力

な参入障壁をつくる。

’ 鍵蕊蕊Ｉ
ロ
ロ
ロ

画
茸
陣

属
■
回 ⑥システム構築切り口

アップルの「iPod」は、携帯音楽プレイヤーのそれ自体と、楽曲管理ソフ

トであるiTunes、オンライン音楽配信サービスのiTunesMusicStoreを

総合した、プロダクトシステムである。ゆえに、最初からこのシステムす

べてがなければ音楽が聴けないように設計してある（側解7)。

また利益モデルも、全体で利益ができるように設計されていて、音楽配

信事業は普及を促すためにほとんど利益を上げてない一方、ハードは潤沢

に利益がでるようにしてある。

ゆえに後発がキャッチアップしようとしても、このシステムを崩すこと

が難しいのだそうだ。

ここでの発想は、商品、サービスをシステム化できないかと考えること。

これができると強力な参入障壁をつくることができる。

跡5噸ビジネスモデルと収些モデルノ弱

図解７』 アップル(iPod)の例図解７

繋
雨霊W罰診

雁Ｉ頭”

音楽リスナー

いつも音楽をもち歩きたい

ソフトと八一ドの一体化

音楽プレーヤー

音楽コンテンツのプラットフォーム



豚■■

■■■

画画面 切り口感プラットフォーム
司一犀一Ｆ＝ーＴｒ

自分優位な環境を設定することからビジネスを発想すること。

｜図解８鋤’図解８ 日本コカコーラの例

, ターケツ ト抄地域顧客

|欲求歩気軽にどこでも手に入れたい

|コンセプトレ全国自動販売機綱

|ドメイ ン国飲料販売

耐… 独自チャネル構築

日本コカコーラは、新商品をだしても、ある一定以上の需要が見込める。

それは全国の自動販売機網で商品を売るからだ。他社商品の場合は、競合

との比較のなかで販売しなければならないが、日本コカコーラは自社商品

だけで構成される自動販売機で売ることができる（側解8)。

自動販売機というのは、買う顧客が決まっているばかりか、定期的に購

入してくれる。ここに新商品と明示しておけば、新商品効果でトライアル

がかかる。好みに合えば、さらにリピートも期待できる。

このように自分優位な環境を自前でつくることはできないか、あるいは

他社と組んでできないかを考えることでビジネスを発想するといい。

’蕊｜切り口⑬カテゴリー創出 鍵』
既存に存在するカテゴリーよりも、より消費者ニーズを充たすカテゴリー

を設定して、そこで商品、サービスを充実させて珊権を握るという発想。

ﾉﾀｲ鮒5師ピジネスモデルと収蛙モデル



耐禰ii諏爾劉解９ アートコーポレーションの例

ターケットシ主婦

欲求＞不安のない引越しをしたい

コ ンセプトシ荷づくりご無 用

|ドメ インシ引越し業

|ポジシヨンシ不安解消のｻｰピｽ業

配送業をしていた寺田運送は、ニーズの高い引越しに焦点をあてた。し

かし引越しは、季節変動性が高く、家財の損失の可能性もある。

そこで、「荷づくりご無用」を売りに、不安のない引越しをしたいとい

う主婦のニーズにアピールをした。それに加えて見積もりも無料にしたこ

とがヒットし、通年需要を獲得するとともに、荷づくりを自分たちでする

ことで事故率も低減させることに成功した（例解9)。

その後、寺田運送はアート引越センターと名前を変え、引越しの代名詞

となった。

このように既存カテゴリーでは競合が多いなどの問題がある場合、それ

よりも小さなカテゴリーを設定して、そのカテゴリーのターゲットニーズを

充足する商品、サービスを設定すると、ビジネスが成立する。

’ 切難｜切り口⑨親会社活用 ＃
いいｗヮ･‘｡､．、q,弾Ｎａ唖詞Tttn叙ＷＹＴ依唖ｗ蹴齢&&､眠い邸I爺”､､Ｗ,,L,砥､,‘鍔』‘,旬.､．.,式-全一ｑＬｂＷＷ奄諏でＨＴＷｒｑ．､､q,､､-､､‘,.,、唖電TT,迅祁湘盈唖唾ｗｗ,ｗｗ１Ｔ､開．.p５．….L弧､､－Tq和¥.､ﾏ面諏b--,,..､､､-､､,､､Ⅷ皿､弓五面、,

親会社を活用して、それを補完するという視点でビジネスを発想する。

図解１０１アスクルの例

|ターケット沙

,欲求 シ

コンセプトレ

ドメインシ
ポジション参

法 人

個人で、必要な備品を調達したい

アスクル

事務用品

翌日配送の事務用品店

鮒51Wｉピジオ､スモデルと収舵モデルノタゴ



アスクルは、親会社プラスの社内ベンチャーで生まれた会社。文房具

ルートなどのチャネルを利用して商品を販売する親会社に対して、インター

ネットやＦＡＸの注文に応じて、商品を配送するところが異なる（側解10)。

Ｉｌｉｌ器Iハ岬Ａ』 アスクルの戦略

店を通さず直接販売･配送もある

プラスプラス
､霊詞溌

アスク ル

文具店一一陸
発送

しかし仕組みは、lxI解lｌのように、アスクルが注文を受けたものを直

接発注先に届けるのではなくて、全国各地の文具店を通して販売してい

る。地域の販売店を利用したほうが地域事情に通じているため、代金の回

収や細かなサービスにすぐれているからだそうだ。

つまり、プラス、アスクルと、発注先には違う顔に見えても、アスクル

はプラスを活用してビジネスを成立させているのである。

このように、親会社の資産を別の方法で活用できないかを考えてみる。

これも成立可能性の高い、発想の１つだと思う。

ﾉﾗ‘鮒５蹴ピジキ､スモデルと収蛙モデル



蕊；切り口⑪効率化
業務を効率化することで、ビジネスを発想するｃ

職図解１２J囲解1２ フェデックスの例

ターゲツトシ翌日配送希望者

＞欲求もっと安いコストで､翌日配送したい

|コンセプト シ八プ&スポーク

|ドメイン砂配送業

|ポジシヨン シ翌 日配 送

｜

’

フェデックスはアメリカで翌日配送を可能にした会社である。

これを成立させたのは、創業者のフレデリック・スミス氏の「ハブ．ア

ンド・スポーク理論｣。たとえば、１００都市を相手にして配送をするとな

ると、莫大な数の飛行機を飛ばさなければならないが、すべての荷物を１

つの都市に集め、そこで仕分けをして、配送すれば、飛行機は１００機です

むという考え方である（岡解12)。

また１９６ページで紹介するホームロイヤーズは、弁護士業務というもの

をコールセンター、パラリーガル、ほかの専門家と分業することで効率化

を図った。

このように業務を効率化するという視点でビジネスを発想するといい。

鋪5京ビジネスモデルと収盤モデルノラフ



圏溌５

IlARm
■■■

RＴＬ２

；鰯＃

|ピジﾈｽﾓデﾙ
とは刺こか

ビジネスをやろうとするものは「ビジネスモデル」という言葉をよく使

う。しかしその言葉は、ビジネスの概要の説明であったり、ビジネスの

フォーメーションであったり、あるいは収益モデルであったりする。つまり

この言葉は、明確に定義されることなく、あるいは明確な定義を知らない

ままに、使われていることが多いのだと思う。

ならばビジネスモデルについて、その定義を明らかにすることが大切で

ある。そこで、有識者たちがどのように定義しているのかを確認してみた。

まずは定義が詳細であるという点から、『ビジネスモデル革命(生産性

出版、寺本義也＆岩崎尚人＆近藤正浩箸ｊを紹介しよう。

こちらではビジネスモデルを「顧客価値創造のためのビジネスのデザイ

ンに関する基本的な枠組み」とし、具体的には「製品やサービスをどのよ

爾師諏圃釧解１ ビジネスモデルの定義例１

【ビジネスモデルの全体柵造】【サブシステム１

『一膳,且ｱバﾘ塁一磯f-厘
ピジネスコア

Ｉｺｱプﾛｾｽ｜＜一一一一膳罵諺冨層狸蕊

…,;…ルァ人翰翫-；
コアフロセス

コアバリユー

コアコンピタンス

I隆殿

絢圃I輝’雪一一震:霞瓢ｼｽﾃﾑⅢ
…雪：頭…談：

－，…１１企巣理念｜＜

組織栂造

企雲 挫 窒 樺拳碕癒一一

ﾉ５８紬5瀬ビジネスモデルと収雌モデル

鳴睡雪耐I醜1艦顧客価値創造

モデルモデル

収益モデル収益モデル

ファイナンスファイナンス

モデルモデル

人材モデル人材モデル

スモデル全体鱈塗上り



うなプロセスで顧客に提供するかといった事業の仕組みや構造だけでな

く、その仕組みや構造を適切に機能させるための組織や管理態勢を含めた

ビジネスの全体橘造」としている。

似ｌＩＷｌは先ほどの定義とともに提示されているものであるが、まずは順

客と顧客のニーズを明らかにし、それを充足する価値を設計することを出

発点としている。次に、それを実現する基本的な活動プロセス（開発や製

造、チャネルなど）を明らかにし、さらに、人材、管理、ビジョンを明ら

かにしている。

次に、『オープン・アーキテクチャ戦略（ダイヤモンド社、国領二郎著).Ｉ

の定義を紹介すると、こちらでは「ビジネスモデルとは、⑪誰にどんな価

値を提供するか、、そのために経営資源をどのように組み合わせ、その経

営資源をどのように鯛運し、④パートナーや顧客とのコミュニケーションを

どのように行い、③いかなる流通経路と価格体系のもとで届けるかという

ビジネスのデザインについての設計思想である」としている。

先ほどの定義と、顧客と顧客価値を最優先する点、それを具体的に実現

していくという点が同じである。ただしこちらは、⑪や③から、コラポ

レーションやマーケティングを重視しているように感じられる。

また前者が人材や管理、ビジョンまでを含めて包括的に考えているのに

対し、後者はそれよりも捉え方が狭義である。もちろん、人材や管理、ビ

ジョンも重要であるが、ビジネスモデルといった場合、後者が挙げている

①から⑧に限定したほうがいいということだろう。

もう１つ、『経営戦略と企業革新(朝倉書店、小野桂之介＆根来龍之著)ｊ

の定義を見てみよう。こちらではビジネスモデルを「自分がどのような砺

業活動をしているか、あるいは、これからどういうビジネスを椅想したい

かを表現するモデル」とし、これを具体化するのに、以下の３つが最低限

必要だという。

⑪戦略モデル

どのような顧客に、芯|こをどう魅力づけして提供するかについて

表現するモデル

、オペレーションモデル

戦略モデルを実現するための業務プロセスの構造を表現するモデル

鮒5京ピジオ､スモデルと収盤モデルノタタ



③収益モデル

事業活動の利益を確保するために、収入を得る方法とコスト構造を
表現するモデル

また産業や業態によって、この３つ以外が必要になる場合があるとして、

｢市場モデル」「競合モデル」「サプライチャーンモデル」「コミュニティモデ

ル」の４つを加えている。これをわかりやすく表現するために、図にして
みたものが側解２である。

「剛解２ ビジネスモデルの定義例２

どのような顧客に、なにをど
う魅力づけして提供するかに
ついて表現するモデル

蕊路モデルを実現するための
業務プロセスの構造を表現す・
るモデル

願案活動の利益を硫保するた
めに､収入を得る方法とコス
卜桐造を饗現するモデル

市脳ﾓデﾙ 賊合モデル

需要､顧客の特質に関する現状､将来の認謹を
表現するモデル

需要､顧客の特質に関する現状､将来の認謹を

表現するモデル
ライバル､新規参入者とどのように鞍うかを表
現するモデル
ライバル､新規参入者とどのように鞍うかを表
現するモデル

サプライチェーンモデルコミュニティモデル

どのような企業と、どのようなパートナー関係
をつくるかを表現するモデル

どのような企業と、どのようなパートナー関係
をつくるかを表現するモデル

コミュニティとどのような関係をつくるかを識
現するモデル
コミュニティとどのような関係をつくるかを表
現するモデル

蝿『継営戦略と企摸蒐新(朝禽啓噛､小野桂之介＆根来龍之著)ｊより引川

この定義は、戦略モデルで顧客と顧客価値について述べ、オペレーショ

ンモデルでその実現を述べており、この部分は先の２つと同じである。異

なるのは、収益モデルを明言し、収入を売る方法とコスト構造を指摘して

いるところである。

雛者はこの主張に賛同する。現代のような、単一収益では利益が確保す

るのが難しかったり、あるいはインターネットのようなまったく新しい世界

が出現し、新しい収益が期待できる時代には、ビジネスモデルの１つとし

ﾉ６‘紬5ポピジネスモデルと収益モデル


