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◇謎だらけのマーケティングリサーチ

執筆に先立ち、あらためてマーケティングリサーチに関する本を数十冊読んでみ

ました。そしてそのほとんどが同じような構成、内容だったことに驚きました。読

者ターゲットはリサーチャー（マーケティングリサーチを本職とする人）またはそ

の希望者、内容はリサーチ手法を分類して解説し（というよりも「こんなやり方を

やってきた」という紹介）、その実例をのせています。

そして数々の疑問を持ちました。

これらの本の多くはプロのリサーチャーが書いていますが、マーケティングリ

サーチはリサーチャーがやるべきものなのでしょうか？

マーケティングリサーチは本当にこんなやり方（失礼！）しかないのでしょう

か？そもそもマーケティングリサーチの第一歩は「どうやって調べるか」というや

り方ではなく、「何を調べるか」というテーマではないのでしょうか？

リサーチの実例も不思議です。ほとんどが商品開発の実例で「こうやってヒット

商品を作り上げた」というものです。しかしリサーチを「する、しない」でヒット

の確率は本当に変わるのでしょうか？

まだまだ疑問はあります。我々がマーケットを調べる時、第1のツールはイン

ターネットです。一般のマーケティングリサーチの本では、驚くべきことにこの

0-1「マーケティングリサーチ」の常識を疑おう
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インターネットによるリサーチ（ネットリサーチ）に対して否定的です。一方ごく

少数のネットリサーチの本では「これしかない」という感じです。両者とも極端す

ぎます。

この不思議なマーケティングリサーチについて考えてみましょう。

まずマーケティングリサーチは誰がやるべきか、考えてみましょう。

ある食品メーカーのマーケティング部での会話。

「部長、例の新製品のフィールドリサーチ結果が調査会社からあがってきました。

予想どおり中高生にはうけるみたいですよ」

「よし。これでいよいよGOだな。ヒット間違いなしだな。長い道のりだった

なぁ。」

マーケティングリサーチの多くは専門の調査会社によってなされます。調査会社

にはプロのリサーチャーがいて、様々な専門的な手法を使って調査します。リサー

チャーは業種、商品などに特化しているわけではなく、何でも調査できる、まさに

調査のプロです。

プロとして大切なのは顧客です。リサーチャーの顧客は誰でしょうか。

先ほどの例でいえば食品メーカー、もっといえばその中でも仕事を発注してくれ

るマーケティング部です。この食品メーカーのマーケティング部はニーズの洗い出

し、商品コンセプトの策定、商品開発…と進め、やっとここまでたどりついたので

す。リサーチャーは「調査結果」という「自らの商品」に、当然のことのように
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顧客満足度を求めます。調査結果はどうあれば良いのかは歴然としています。マー

ケティングリサーチで市場投入を決めた商品は多いのに、投入をやめた商品はあま

り聞いたことがありません。

◇「リサーチャー」にふさわしいのは一体誰？

あるメーカーのセールスマンの声。

「今度のうちの新製品、誰が考えたんだ。あんなに安っぽいやつ売れっこないだろ

う。」

「山奥にいる開発研究所のメンバーが思いついて、マーケティング部が『売れる理

由』考えて、リサーチデータを揃えて、商品会議を押し通したんだろうな。この間

お前と話したように、もっと高級感のあるずっしりした感じのものを出せば売れる

と思うけどなぁ」

「そうだよなぁ。この間取引先の××店の店長も言ってたけど、最近の顧客は高級

品から目をつけるのに」

一体誰がマーケティングリサーチをやるべきでしょうか。商品開発やマーケティ

ングのプロが仮説を立て、専門の調査会社でそれを検証すべきでしょうか。マーケ

ティングの仮説はマーケットにあるはずです。マーケティングの仮説はセールスマ

ンや現場のオペレーター（ドライバーなど顧客へサービスをしている人）などマー

ケットにもっとも近い人が考え、マーケティング部門はそれを集約、整理し、
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マーケットにもっとも近い人がそれを自らの目で耳で検証すべきではないでしょう

か。

「さあリサーチをやるぞ」というマーケティングリサーチは、その結果にどうし

ても一定の方向を求めがちです。そのようなスタイルではなく、セールスをやりな

がら、顧客にサービスをやりながら…など本来の仕事をやりながら、そこで自然と

生まれるデータをいかに効率よく、スピーディーに収集し、活用していくかを考え

るべきだと思います。

本書は、そんな信念のもと、「リサーチャーではない人がマーケティングリサー

チをやる」ということをコンセプトとして書きました。

◇リサーチは「定性」と「定量」に分けられるって本当？

次にリサーチ手法について考えてみましょう。すべての本にはマーケティングリ

サーチは定性調査と定量調査に2分できると書いてあります。定性調査は調査結果

を言葉で表し、定量調査は数字で表すと書いてあります。

私のもともとの専門は統計学であり、サラリーマン時代に一番最初に書いた本も

「統計学入門」です。統計学に定性調査と定量調査という概念はありません。すべ

ての調査が定性調査であり、定量調査だからです。

調査には調べていく「実体」（たぶんこれを定性と表現しているのだと思いま

す）があります。マーケティングでは顧客ニーズや顧客満足度などです。これを何

で表わすかです。調査というのはいくつかのデータを集め、分析するのですが、
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数字にしなければ、（データの取捨選択はできますが）データの集計はできません。

マーケティングリサーチが取捨選択をやってしまうと、自分の気に入ったデータだ

けを残して後は捨ててしまいます。

マーケットの声というリサーチ結果は数字にするしかありません。そしてその声

を積み上げていくしかありません。リサーチには定性も定量もないのです。

◇「定性調査」のここがおかしい—予定調和のグループインタビュー？

定性調査の代表は、いわゆるインタビュー調査です。もっとも有名なのがグルー

プインタビュー（グルインなどと言われています。閉鎖的な社会ではこのように略

語や隠語が使われます。いわゆる業界用語）です。

グルインはあるテーマについて、6～10名でやる座談会のようなものです。司会

者（モデレーターという）はプロのリサーチャーであり、メンバーはマーケットの

消費者です。ここでのキーマンは司会者であり、専門のトレーニングを受けている

彼が、出席者の深層に隠れた本音を聞きだします。

マーケティングリサーチの教科書によれば、「良いグルイン」というのは司会者

が特定の仮説を持ち、それを検証していくものと書かれています。もっとストレー

トな本は、「司会者の腕はいかに自らの考えている方向に、メンバーから意見を引

き出せるかにある」となっています。結果がどうなるかははっきりしています。

インタビューする相手を１人に絞ったデプスインタビューも結構使われているよ

うです。ここでは驚くべきことに心理学の高等テクニックである投影法のような
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ものも使われます。例えばインタビュー相手に『「おしゃれな人は○○を買う」の

○○を埋めよ』といった質問をするものです。深層心理学、臨床心理学の世界です。

それにしても少数の人の意見をこんなに深く拾うより、商品を販売するセールス

マンなどが多くの人の意見を集めてくるほうが合理的なことは、少し考えればわか

ることです。

◇「定量調査」のここがおかしい① —こんなこと、やっていいの？

一方、定量調査はサンプル数の確保と分析手法の選択がテーマです。

サンプル数を確保するために、訪問面接調査、訪問留置調査、郵送調査、電話調

査などさまざまな手法が考えられています。これらの調査は2005年に施行された

個人情報保護法のおかげでやりづらくなっているようです。見方を変えれば、この

ような調査が一般人には迷惑なので社会的規制をかけたともいえます。

特に電話調査は強烈です。コンピュータが自動的に電話番号を抽出したり、勝手

に作ったり（！）する方法も本で紹介されています。もちろん調査される方は大迷

惑です（世論調査なら、まあ社会のためだと思って許せますが、特定企業の商品を

「売るため」となるとちょっと…）。ひまだったり、心やさしい人は答えるでしょ

う。

サンプリングが無作為（調査する相手をランダムに選ぶことで統計として使える

数字となる）でも、回答が有為（無作為の反対。統計として使うことが難しい）で

は意味がありません。代表性（マーケティングリサーチでよく使う言葉ですが、
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要するに答えた人が偏っていないか、全体を代表しているかというもの）の面で大

問題です。

セントラルロケーションテスト（CLT）というのも有名です。特定の会場に人を

たくさん集めてアンケートなどを取るものです。街頭リクルート（街で歩いている

人に「ちょっといいですか」と声をかける。キャッチセールスとまちがえる人も多

い）や事前リクルート（当然バイト代などが払われます）で集めます。代表性に問

題があるだけでなく、「本当にこんなことをやっていいの？」という手法が、堂々

と本で紹介されているのは驚きです。

リサーチによって得るデータは企業にとって価値のあるものです。当然のことで

すが、価値のあるデータを提供してくれた人にはその「見返り」を提供すべきです。

どう考えてもリサーチはGive & Takeでしょう。これについては本書で具体的方法

を提示します。

代表性については、リサーチでどんな方法をとっても偏りが出ることは仕方がな

いといえます。逆に偏りが出るという前提で考えれば、どういう偏りなら許せるか

となります。私は「自社商品のファンだけに偏るならよしとしよう」がその答えだ

と思います。

〔分析手法は二の次〕

マーケティング部門もこんな「あやしいリサーチ」（言いすぎかも知れません）

を自らでやるわけにも行かず、専門の調査会社に頼みます。もちろんこのリサーチ
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結果を使って最終的な意思決定を行う経営者や販売現場などに、「データ収集方

法」は詳しく伝えられず、結果だけが「消費者の声」という御旗の下で使われてい

きます。

皆さんも自社のマーケティングリサーチの結果があったら、結果の数字や分析手

法よりも、どうやってそのデータを集めたかを聞いてみるとよいと思います。その

不思議さにビックリすると思います。この「ビックリ」を恐れてマーケティングリ

サーチはますます閉鎖的になっています。どんな調査でも、それがどうやって作ら

れたデータかを、そのデータを「使う人」が知っていることは基本中の基本である

と、しっかり認識してください。

◇「定量調査」のここがおかしい②—分析手法は“習うより慣れろ”のウソ

定量調査のもう1つの問題点は分析手法です。多くの場合、先ほどのサンプル数

の少なさを分析手法のブラックボックス性でカバーします。

多くのマーケティングリサーチでは色々な調査項目があり、それらが関係しあっ

て１つの結果（「売れた」｢売れない｣など）を生んでいると考えられます。これら

何種類ものデータを分析していく手法を総称して多変量解析といいます。

マーケティングリサーチにおいては、確かに多変量解析の考え方は必要だと思い

ます。しかしプロのリサーチャーはどうしても「結果のきれいさ」をベースに手法

を選んでしまいます。判別分析（例えば自社の客を得意客とそれ以外に分ける）、

因子分析（例えば「買う」、「買わない」に分かれた原因を抽出する）、



序章 ここがおかしいマーケティングリサーチ

14

クラスター分析（例えば顧客をいくつかのタイプに分ける）、マルコフ連鎖（例え

ばブランドのスイッチング確率を出す）などです。これらは統計用のコンピュー

タ・ソフトウェアを買って、それを使えば簡単にアウトプットが出てきます。

しかしこれらの分析手法は確率、関数、行列など数学の基本的考え方がわかって

いないと「絶対に」理解はできません。理解できないものを人に説明することはで

きません。

マーケティングリサーチの本にはおもしろいことが書いてあります。「多変量解

析は習うより慣れろ」です。慣れていてもその意味を習っていない人は、答えは出

せてもその解析結果の説明はできません。

◇理解できない手法は使わない

企業において人に説明できない数字、表、グラフを使うには、これを「天の声」

つまり真実だと言い張るしかありません。こうして手慣れたプロのリサーチャーに

アウトソーシングされたマーケティングリサーチの結果は、企業内の多くの人に

とっては「天の声」となり、販売の現場などで起こる「本当かなあ」（きっと本当

ではありません）という声もかき消され、企業は一直線に走っていきます。もちろ

んリサーチ結果がどうやって出たのかがわからなかったら、実際にマーケティング

をやった後でその結果の妥当性を検証することなど出来るはずもなく、やろうとも

しません。検証なき調査結果は精度が向上するはずもなく、何度もくり返し同じよ

うなリサーチがなされていきます。
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そして最後に経営者の本当の気持ちが爆発します。「マーケティングリサーチは

信用できん」か「マーケティングリサーチは高すぎる」です。こうしてリサーチ部

門は業績が下がると予算縮小、人員縮小され、業績が上がると余ったカネでなされ

るという不思議な構造となります。もちろん真の姿は業績を上げるためにやること

なのですが・・。

ではどうしたらよいでしょうか。それはマーケティングリサーチの結果よりもプ

ロセスを理解することです。その結果を使う人が、その数字がどうやって出たかを

理解できないようなやり方は使わないことです。

それならエクセルの集計表とグラフだけかといえば、それではデータを集めたの

にもったいなさすぎます。相関、回帰分析という手法だけは使いましょう。これは

「考え方」を理解するのに、それほどの前提知識を必要としません。かつこの2つ

は統計ソフトを買わなくても、エクセルなどの表計算ソフトの機能で、今すぐにで

も使うことができます。

本書ではこの考えにもとづき、あえて統計ソフトに頼らずにリサーチ結果を分析

する手法を考えていきます。これなら一般ビジネスマンが誰でも使えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・

・

◇ネットリサーチ＝ネットアンケート？

もう1つのリサーチ手法であるネットリサーチについては先ほど述べたように、

ベクトルが2つに分かれています。
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１つは「代表性に問題あり」（インターネット利用者に偏っている）として、や

や否定的なスタンスで「将来的には活用に向かっていくだろう」と逃げるもので

す。従来型のリサーチャーのほとんどがこう書いています。ネットリサーチの最

大の特徴はローコストです。いつの世も、どの業界でもディスカウンターは「業

界の嫌われ者」です。

もう1つは「ネットアンケートはこんなに使える」というもので、多くは著者が

ネットリサーチ会社そのものです。プロモーションのための本ですので、カラー

で美しく、わかりやすく、結論は「ネットリサーチ会社はサンプル数の多さとサ

ンプルの質で選ぶ」となっています（要するに「我社を！」というものです）。

どちらも歪んでいますが、正論でもあります。ネットリサーチとしてすぐに頭

に浮かぶネットアンケートは、数多くのパネラーを抱えるプロのネットリサーチ

会社が行い、「サンプル数に応じた料金体系で、安く、速く答えが得られる」と

いう長所をもち、「どうもアンケートに答えている人が消費者を代表していない。

回答料目当てのアルバイトでは」という疑問を抱えるものです。

しかし冷静に考えてほしいのは「ネットリサーチ＝プロのネットアンケート」

かということです。ネットアンケート以外にももっと有効なネットリサーチはあ

ります。またネットアンケートも別にプロのリサーチ会社に頼まなくてもできる

し、自分でやれば回答者の「質」も自分で判断することができます。本書ではこ

の「自分でやるネットリサーチ」についても述べていきます。
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◇マーケティングリサーチ本の“ここがおかしい”

0-2「マーケティングリサーチ本」の常識を疑おう

数多くある、マーケティングリサーチ関連の本ですが、執筆者がプロのリサー

チャーであるため、いくつかの問題があります。見方を変えればこの人たちが

マーケティングリサーチという分野をミスリードし、歪めてきたと思います（ま

た言いすぎたかもしれません）。

〔その①〕リサーチは“手段”のはずなのに・・

第1の歪みはマーケティングリサーチの「リサーチ」部分が強調されすぎている

ことです。そのためほとんどすべての本がリサーチ手法をベースとして章構成さ

れています。

マーケティングが目的であり、リサーチは手段です。

本書はマーケティングリサーチを「マーケティングを行うためにマーケットを見

ること」と定義します。ここではリサーチ手法よりも大切なものがあります。そ

れはリサーチを行う人の「マーケットを見る目」であり、マーケティングリサー

チのスタンスといえます。本書ではこれを次の第1章で述べます。

従来のように手法（手段）を勉強して、どのマーケティングシーンに使えるか

（目的）を考えるのではなく、「このマーケティングシーンではどうやるべき

か」と考える方がノーマルです。本書の第2章以降はマーケティングシーンをベー

スとして構成しました。
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〔その②〕事例の扱い方がおかしい

第2の歪みは本に書かれているリサーチの事例です。ほとんどがリサーチャー

の著者がいたリサーチ会社が行った成功事例であり、テーマは商品開発、商品改

良、商品訴求ポイントといったものです。成功例ばかりで何だか変なだけでなく、

リサーチと結果に隔たりがありすぎます。例えば「商品コンセプト作りにグルイ

ンというリサーチ手法を使い、大ヒット商品が生まれました」と書いてあります。

しかし、商品開発はコンセプト作り→商品機能検討→商品化リサーチ→開発→テ

ストマーケティング→…といういくつかのプロセスを経て、「ヒット」という結

果を生んだといえます。「ヒットした」という結果（自慢とまではいいません

が）よりも、その具体的プロセスを理解し、自分ならどう使っていくかというイ

メージ作りの方が大切です。

本書では読者の方が自分なりのマーケティングリサーチ、さらにはその後のマー

ケティング戦略立案、実行のイメージがわくように、具体的な事例を取り入れて

解説していくことにします。

〔その③〕リサーチの目的がおかしい

第３の歪みはリサーチが「商品」をその出発点としていることです。多くの企

業（特に成熟した大手メーカー）は顧客志向へシフトしています。ライバルに先

駆けて一早く新商品を開発することよりも、いかに顧客の満足度を高め、リピー

ト需要を生むかということに戦略のベクトルを合わせています。それにあわせて
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マーケティングも、競争マーケティングから顧客マーケティングへとシフトして

います。本書ではマーケティングリサーチの原点を顧客に置き、商品・ライバル

も「顧客から見る」という形で考えていきます。

〔その④〕顧客のとらえ方がおかしい

第4の歪みはリサーチ対象の顧客が「消費者」だけとなっていることです。これ

はプロのリサーチャーの主力顧客が消費財（消費者向けの商品）メーカーという

ことに起因していると思います。したがってマーケティングリサーチは産業財

（企業向けの商品）メーカーにはあまり活用されていません。また消費財メー

カーも「企業を見る目」が弱いため、消費者リサーチではがんばっているのに、

小売業などの取引先企業を見る力は極端に弱く、マーケットでの流通支配を招い

ています。マーケットには消費者だけでなく企業も常に存在しています。当然の

ことながら本書は企業もリサーチの対象とします。

◇ビジネスマンのための超マーケティングリサーチ

私はプロのリサーチャーではなく、経営コンサルタントです。なぜコンサルタン

トである私がマーケティングリサーチの本を書くのかといえば、コンサルティング

をやっているうちに、いつの間にかマーケティングリサーチの指導をしていること

に気づいたからです。私はクライアントに経営戦略を考えるうえでもっとも大切な

ことは「マーケットを見る目」、特に「顧客を見る目」だと言ってきました。
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まさにマーケティングリサーチの原点です。

本書は決してプロのリサーチャーを育てるための本ではありません。企業で働く

人たちがマーケットを理解し、リードし、そのマーケットの顧客に幸せをもたらし、

結果として自らの企業の業績を上げるためのマーケティングリサーチを考えるもの

です。

過去のマーケティングリサーチのしがらみを一掃し、全く新しい「ビジネスマン

のためのリサーチ」を実践しましょう、このイノベーションされたマーケティング

リサーチを本書では超マーケティングリサーチと名づけています。

さあいよいよ超マーケティングリサーチの幕開きです。
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セールスに超マーケティングリサーチを使う

COLUMN

私も経験しましたが、セールスというのはなかなか奥深い仕事です。その

おもしろさは「売れた」という結果がはっきり出ることにあります。同じ商

品を売っても、売れるセールスマンと売れないセールスマンがいて、そこに

｢腕｣のようなものが見える気がします。

しかし本当にそうでしょうか。そうなると「もっとも腕の良いセールスマ

ン」とは「絶対に買うはずのない客」「普通なら買いそうもない客」に売り

きってしまう人となります。でもそんなことを企業がやってもよいのでしょ

うか。企業の使命は、自らの商品を求める顧客にタイミングよく届けること

だと思います。そこでのマーケティングは、商品自体やその使い方を知らな

い顧客に情報を適確に渡すことのはずです。

ではセールスマンとは何をする人でしょうか。「自社商品を使うはずの顧

客全体」がどういう気持かを知り（第1章）、個々のお客様をしっかり見つ

め（第2、3章）、どうすれば自社の商品を買った時の喜びが高まるかを知り

（第4章）、それにフィットした商品を作るよう開発サイドに依頼し（第5

章）、顧客へ売り手からの情報が伝わる環境を整える（第6章）というもの

です。そうです。まさに本書「超マーケティングリサーチ」の目次そのもの

です。セールスという仕事は客にモノを売りつけることではなく、マーケ

ティングリサーチそのものです。セールスマンよ、リサーチの先頭に立て！

セールスに超マーケティングリサーチを使う
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第１章 「マーケット」を見る目を養う
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「商品」「売り手」「買い手」「流通」のパワーバランスを見る

ビジネスマンが超マーケティングリサーチを行う時の最大のポイントは「調査す

る」という気持を捨て、「マーケットを自分の目で見る」と考えることです。

「調査は「マーケットにあるデータを集める」というスタンスですが、「見る」は

「マーケットを感じとる」ことです。人間でいえば「調査」は「興信所に頼んで調

べてもらう」であり、「見る」はその人に会って話して、フィーリングをとらえる

ことです。

次はマーケットの「何を」見るかです。マーケットは商品単位に存在し、俗に業

界とも呼ばれます。マーケットは商品、その売り手、買い手、およびマーケットが

成熟してくると誕生する流通（売り手と買い手の中間にいるもの。例えば小売店）

の4者から成ります。

超マーケティングリサーチでは、どんな場合でもまずマーケットにおけるこの4

者のパワーバランス（力関係）を見ることからスタートします。

マーケットは誕生し、そして死んでいくのですが、ここでの4者のパワーバラン

スは時とともに変化していきます。そしてどのマーケットも時間的なズレ（いつ誕

生したか）、寿命（長生きするマーケット、早死にするマーケット）はありますが、

必ずと言ってよいほど図表1-1にあるような4つの時代を経て変化していきます。こ

のパワーバランスは4者のうちどれがチャンピオン（マーケットリーダーと表現す

る）かによって決まります。これらの｢時代｣は重なり合い、キレ目のない連続的な

ものですが、「マーケットリーダーはどれだろう」と考えることで、その
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マーケットの特徴をとらえることができます。

しかもいつも同じ方向に変わっていくので、「今の時代」がわかれば、「次の時

代」が読めることになります。これがマーケットのトレンドです。「マーケット

リーダーを見る」というのは、「今」よりもむしろ「明日」というトレンドを知る

ためです。

図表1-1 マーケットは時間とともに同じように変化する
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1-1 「商品中心マーケット」を見る

◇マーケットの誕生と成長
どのマーケットも画期的な商品の誕生とともに生まれます。マーケット誕生時に

はその商品がマーケットを支配します。インスタントラーメン、缶コーヒー、パソ
コン、デジタルカメラ、携帯電話、消費者金融、エステサロン…挙げればきりがあ
りません。マーケットの誕生時には1種または少品種（品種とは商品の種類のこ
と）の商品があり、1社またはごく少数の売り手（多くの場合企業）がいます。
売り手企業はマーケットを意識することなく（そもそもまだマーケットが生まれ
ていないので）、自らのアイデアだけで商品を開発します。うまく開発できた売り
手は、必死にその商品を必要とする相手、つまり買い手を探します。これがマーケ
ティングの原点です。
この買い手を探す行為はマーケティングリサーチというプル型マーケティング
（マーケットからデータを引いてくる）ではなく、買い手になりそうな人に「こん
な商品がある」とわかってもらう（これを認知という）プッシュ型マーケティング
（商品情報をマーケットにばらまく感じ）となります。
買い手は誰かわからず、見方を変えれば無限にいて、売り手は1社または数社で
すので、この認知マーケティングには膨大なコストがかかります。買い手が見つか
り、その商品を受け入れると、そこにこの商品を中心としたマーケットができ上が
ることになります。こうして本格的にマーケットが立ち上がると、多くの売り手が
ここに参入してきます。
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この商品中心マーケットで見るべきポイントは参入障壁と売り手企業の変化の2
つです。

◇マーケット参入障壁をチェック
マーケットを立ち上げた売り手は商品認知に膨大なコストを負担するのに（これ

をマーケット開発という）、後から入ってくる売り手はこれを負担せずして、マー
ケットの「おいしい所」を食べることになります。
当然のことのようにマーケットを開発する売り手は、他社がマーケットに参入で
きないように考えます。これが参入障壁といわれるものです。
何らかの形で売り手が参入障壁を築き挙げることができると、この売り手企業を
中心として、商品中心マーケットは長く続くことになります。参入障壁は図表1-2
のようなさまざまな形で行われます。マーケティングリサーチではこの参入障壁の
有無とその壁の高さをチェックします。
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図表1-2 参入障壁にはこんなものがある
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◇目標、マネジメントなき時代
商品中心マーケットのもう1つの着眼点は売り手企業です。これが時とともに変

化し、マーケットを次の売り手中心へと進化させます。つまり売り手企業の変化を
見れば、商品中心マーケットの明日が読めます。
マーケット誕生当初の売り手企業の経営者、従業員の目は商品のみに注がれてい
ます。企業内でのスターは商品開発部門であり、その他の部門の人は彼らをサポー
トするスタッフのようになります。
この企業では経営目標があまり意味を持ちません。売上、利益よりも大切なもの
があるからです。これが「新しい商品」です。買い手よりも、ライバルの売り手よ
りも、商品がどれだけ「新しい」かが焦点となり、サプライズ商品を生むことが企
業の喜びとなります。
目標なきところにマネジメントはなく、予算、見通し、管理といったことは話題
にも上りません。マネジメントなき企業には自由というムードがあり、従業員はサ
ラリーマンという感じではなく、服装も勤務時間もフリーで、上下関係はなく、開
発能力が高い「若き人材」が働きやすい環境となります。これが商品中心マーケッ
トにいる当初の売り手企業の姿であり、ベンチャー企業などと表現されます。
少し前のIT業界、現代でいえばインターネット業界、コンサルティング業界、飲
食チェーン・介護サービスなどのニューサービス業、そしてここにとどまり続ける
マスコミ、放送、広告代理店などがこの典型です。
しかし売り手企業は次に述べるような変化の兆しを見せ、それによって少しずつ
売り手中心マーケットへと変身していきます。
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◇商品開発部門の力が弱まり、マーケティング部門の時代へ

商品のヒットによりマーケットは拡大していきます。この時、売り手企業には商

品開発部門ではなく、オペレーション部門（メーカーなら工場、サービス業なら

サービスを実施する人たち）や、セールス部門、マーケティング部門（セールスも

マーケティングの一種ですが、本書ではマーケティング部門を「セールス以外のプ

ロモーションを担当している部門」とします）にヒトの需要が多く発生します。

労働供給側の「働くヒト」もこれに応える形で変化していきます。商品中心マー

ケットとして生まれたばかりの時には、他業界の異端児（大企業で働きたくない、

就職できない）がここでの中心です。

しかしヒット商品が生まれ、売り手企業、業界が有名になることで、「有名、一

流」を目指して一流大学卒のエリート学生が入ってきます。彼らは一流大企業のス

テータスシンボルとして、キャリアステップ（課長、部長、事業部長という役職の

階段。要するに出世街道）を求めてきます。

そして、ここにマネジメントが生まれます。マネジメントの求めるものは「新し

さ」という「夢」よりも「結果」です。次第にその目は商品よりも、「結果」に直

接影響を与えると思えるライバルの売り手企業へと移っていきます。

良いマネジメントは良い結果を出します。当然のことのようにマネジメントのう

まい人がその企業で出世するようになります。そしてマネジメントにフィットしな

い商品開発部門に代わって、マネジメントにフィットしたマーケティング部門、

セールス部門が社内をガバナンス（支配）するようになります。
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◇リサーチの対象は「ニーズ」から「ライバル」へ

商品開発部門の人材にも変化が見られるようになります。アイデア、創造力と

いったタイプの人たちから、一流大学でその商品分野に関する基礎的な学問を学ん

だ人たちが入ってくるようになります。そしてあっと驚くような新商品ではなく、

学術理論にもとづいた、ありふれてはいるが品質の高い商品が作られていきます。

商品開発のアイデアが生まれなくなっていく中で、いつの間にかニーズという顧

客の声を求めるようになり（「要するに何を作れば売れるんだ」）、これを見つけ

出すマーケティングリサーチが注目され、その結果が「マーケットの声」となりま

す。

この「マーケットの声」を持ったマーケティング部門の力は強まり、場合によっ

ては開発部門を飲み込んでいき、完全な支配下におきます。

力を持ったマーケティング部門は、次第にとらえづらいニーズよりも「ライバル

に勝つ」ことにその気持が移り、マーケティングリサーチもライバルとの戦いのた

めのデータ入手という位置づけになっていきます。

こうして商品中心マーケットは売り手中心マーケットへと変身します。
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1-2 「売り手中心マーケット」を見る

◇「戦いのテーマ」と「終戦時期」を見る

売り手中心マーケットでの売り手企業は商品、買い手よりもライバルを見ており、

売り手同士の熾烈なバトルが始まります。

ここでの売り手企業のマーケティングの骨子は、「マーケティング戦略」という

「戦い方」です。マーケティングリサーチのポイントは「ライバル動向」であり、

ライバル企業からブランドスイッチ、リプレースするための情報入手となります。

戦争のためのマーケティング戦略はパワーマーケティング（正面から戦いを挑み、

力でねじ伏せる）とニッチマーケティング（正面から戦わず、相手のスキをつく）

の2種類に分かれます。そしてパワー同士、パワー対ニッチという戦いがくり広げ

られます（ニッチとニッチで戦うことはありません）。

この売り手中心マーケットを「見る目」は2つです。１つは戦いのテーマが何か

ということです。これは多くの場合、商品かプロモーションといえます。価格での

戦いはお互いにとって幸せがないため未だ起きず、次の流通中心マーケットで起き

ます。

そしてもう1つの「見る目」はこの戦いがいつ終わるかということです。これを

もって次のマーケットへの変化を読みます。
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◇「ブランド力」がキーワード—戦いのテーマが「商品」の場合

売り手中心マーケットでは商品がその戦いのテーマとなることがポピュラーです。

ここで売り手企業がパワーマーケティングの場合は、ラインナップ＆ブランド

プッシュという戦略をとります。この戦略はライバル商品を含めマーケットに存在

するすべての商品を持ち（これがラインナップと表現される）、ライバルと同様の

商品でありながら、自社のブランド力で売り切ってしまうというものです。テレビ

が売り手中心マーケットの時代にソニー、松下（パナソニック）がそのブランドで

トップを競い合ったのが典型的な例です。この流れをくんでパソコンなどはこの戦

いの真只中といえます。

一方ニッチでは商品差別化を図ります。ライバルとは異なるものを販売し、ブラ

ンドではなく商品そのものの選択を顧客に迫ります。テレビでいえば「液晶の

シャープ」といったものです。

パワー同士がぶつかると、マーケットは果てしない多品種状態となり、どちらか

がニッチに変わるか、売り手企業全体が疲弊してしまうまで続けられます（家電業

界などは一時これで疲れ切ってしまいました）。そしていつかは終戦します。

パワーとニッチがぶつかってニッチが勝つのは、ニッチ側の商品がヒットし、ラ

イバルが何らかの事情（特許、技術、ノウハウ）でそのタイプの商品が用意できな

い時です。しかしニッチが勝ってしまうと、そのニッチ企業もいつの間にかパワー

マーケティングへとシフトします。そしてパワーとパワーがぶつかり、やがて終戦

します。
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◇「力と力」「戦闘回避」がキーワード—戦いのテーマが「プロモーション」

の場合

プロモーション戦争はその手段でマスメディアなどによる広告と、人によるセー

ルスの大きく2つに分けることができます。

広告戦場となったマーケットは（先ほどの商品戦場と重なることも多いのです

が）、パワーマーケティングが中心です。ライバル企業が「まいった」というほど

のテレビコマーシャルを流して、とことん戦うというものです。コマーシャル量に

応じてマーケットが拡大しないと、まさに消耗戦となり、売り手2～4社が一定の

所で一旦は均衡し、終戦します。（しかし次の流通中心マーケットへ移っていくと、

この戦いを流通側があおるようになり、再度戦いは起こります。）日用雑貨、加工

食品などで商品名を連呼するようなテレビコマーシャルを打つものは、この戦いの

真只中といえます。一方ニッチは通信販売、訪問販売など全く別の販売方法を考え、

少し質のちがうマーケットを築き、戦いません。

セールス戦場では広告ほど激しくありませんが、やはりパワーマーケティングが

中心となります。この戦いにおいてセールスマンを自社従業員とすると固定費が大

きくなりすぎるので、コミッションセールス、代理店セールス（ともに売った成績

に応じて手数料を払う）へとシフトすることが多いといえます。商品差別化が難し

かった保険業界などがその典型です。一方ニッチ側はセールスマンの量ではなく質

で勝負しようとします。これがマーケットで定着してくるとセールスマンの量と質

でシェアが決まるようになり、むしろ終戦となります。そしてこの平和は新規
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そしてこの平和は新規参入者（海外企業、新しいプロモーションスタイルの企業な

ど）によって崩され、次の流通中心マーケットを飛ばして（セールスを使うため流

通を通さないことが多い）、買い手中心マーケットへと変化していきます。

1-3「流通中心マーケット」を見る

◇プロの流通の誕生
小売業、卸売業などの流通は、売り手中心マーケットの時代に「売り手の商品を

小分けして置き、消費者などの顧客に売る場」として生まれます。

売り手中心マーケットの戦争が拡大していく中で、複数の売り手から出てくる果

てしない多種の商品がマーケットを行きかうようになり、買い手である顧客は何を

買ってよいかわからなくなってきます。売り手側はそれぞれ自社商品の長所を訴え

（他社商品の短所を訴え）ますので、その商品情報もマーケットの中で洪水のよう

になります。

ここに売り手によって作られた商品の「置き場」「売り場」ではない、「プロの

流通」が誕生します。マーケット内のあらゆる商品をプロとして分析し、買い手の

ために厳選された商品を取り揃え、買い手が必要とする商品情報を第三者の立場で

適確に流していくものです。つまり「買い場」です。

このプロの流通を担当する企業としては、食品・雑貨・衣料など消費財では百貨

店、量販店、コンビニ、スーパーなどであり、設備・機械など産業財では独立系
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ディーラー（メーカー色がない販売会社）、IT製品などではシステムインテグ

レーター（顧客に代わってIT製品の組み合わせをしてくれる）、建設業界ではゼ

ネコンといったものです。

プロの流通は売り手中心マーケットの戦争が終わりに向かっていく中で、むしろ

この戦いを煽ります。売り手が競争してくれれば、流通にとってもっとも魅力的な

「売り手の価格競争」（競争によって流通への渡し価格が下がる）を促すことがで

き、自らに大きな利益をもたらします。流通の合言葉は「益は買にあり」です。つ

まり流通の売上は買い手が生んでくれますが、利益は売り手の仕入価格が生んでく

れるというものです。

◇流通支配がもたらすもの

流通はマーケットニーズという御旗のもと（流通が消費者の声を代弁する）、売

り手側に圧迫を続け、いつの間にかマーケットの主役の座を得るようになります。

そして今度は流通同士の激しい戦いを生みます。流通戦争のポイントは何と言って

も価格であり（流通は基本的にどんな商品でも置けるので）、自社の販売価格を下

げるために売り手の競争をさらに促します。

こうなると売り手企業の目はライバル、買い手よりも流通へ向けられ、ここに売

り手のマーケティングコストは集中していきます。流通向けセールス、リベート

（メーカーから流通へ支払われる販売促進費）、オペレーション支援（商品陳列な

ど小売店舗の仕事を支援する）…と果てしなくなっていきます。当然のことの
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ように売り手企業のマーケティングリサーチの対象も、買い手ではなく、店舗など

流通中心となります。

さらに流通は売り手が買い手を知らない方がパワーバランス（売り手と流通の力

関係）を保てるので、その遮断をも図ります。

こうして売り手と買い手の距離はますます広がって行き、いつの間にか売り手は

流通を顧客とさえ思うようになってしまいます。特に日用品（消費者が毎日のよう

に買う低価格商品）のように数多くの買い手を抱えるマーケットでは、売り手側の

商品開発さえも流通が決めるというところまで来ます。この典型がコンビニであり、

その流れを決定づけたのがPOSデータ（小売店の店頭でバーコードをスキャニン

グすることで得られる販売データ）です。売り手企業から見るとこのマーケティン

グデータを自らのリサーチで得ることはほとんど不可能であり、そこに消費者の声

が入っているような「気」がします。そして流通の「お宅の商品は売れないので店

頭からカットする」という一言がそのメーカーの商品を撤退にまで追い込んでいき

ます。

こうして売り手と流通のパワーバランスはさらに流通に傾き、完全に流通がマー

ケットリーダーとなります。

◇売り手と流通のアライアンス(同盟）は必ず失敗する？

流通が煽る売り手企業間の戦争とともに、流通同士も果てしない戦争となり、こ

こにあるアイデアが浮かんできます。特定の売り手企業と特定の流通が
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アライアンス（同盟）を組み、競争力を高めるというものです。製販同盟、サプラ

イチェーン（買い手に対する供給をメーカーと流通が1つのチェーンのような形で

行う）と呼ばれるものです。

このアライアンスは実験され、必ずといってよいほど失敗に終わります。そして

次第に流通中心マーケットから最終の買い手中心マーケットへとシフトしていきま

す。見方を変えるとアライアンスの動きが出はじめる頃が、流通中心マーケットの

終焉といえます。このアライアンスが失敗する理由は次のようなものです。

売り手企業から見ると特定の流通（例えばある大手小売業）と完全に手を組むと

いうことは、他の流通（ライバル小売業）とは敵対関係（とまではいかなくても良

好な関係を保つことは難しい）となってしまいます。そこで目立たないように、特

定小売業向けにプライベートブランド商品としてOEM供給（その店舗のブランド

で作ること）などを行うのですが、それが自社ブランド商品とカニバリ（共食いと

いう意味）したり、カニバリしなくても自社商品の価格ダウン（テレビコマーシャ

ルなどをしていない分プライベートブランドの方が安い。自社商品の価格がこれに

近づいてしまう）を招くことに気づきます。

一方流通から見ると、あるカテゴリー（例えばビール）で1つの売り手メーカー

とだけ手を握ると、他のメーカーの商品は置きづらくなり、他メーカーがヒット商

品を生んだ時、ライバル店舗に負けるリスクを抱えてしまいます。
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◇売り手にとって一番大切なのは誰か？—マーケットの終着駅

流通側はアライアンスの失敗により、再度売り手企業側へ競争を求めてきます。

そしてこのマーケットにいる多くの売り手企業があることに気づきます。それは流

通との関係がゲームの理論でいうゼロサムゲーム（両社の利益の和がゼロになると

いうもの）だということです。売り手A社から流通B社へ売るという取引では、A

社が10円値引きすると10円損し、B社は10円得するというものです。こうなると

最適な取引価格というものはなく、両者のパワーバランスと売り手間の競争で決ま

ることになります。

ゼロサムゲームに気づいた売り手は、流通に対するパワーバランスの弱さが自社

の利益を落としていることがやっとわかります。そしてこのゲームの「決め手」が

ライバルの売り手や流通ではなく、買い手にあることに気づきます。このゲームに

売り手が勝利したシーンは「お宅の商品はファンが指名買いするのでうちの店に置

かせてくれ」と流通に言わせることであり、自社商品のファンを作り、それを確保

することの大切さを悟ります。

こうして売り手は顧客マーケティングへシフトし、もちろん流通もこの流れに乗

らざるを得ず、買い手中心マーケットの時代を迎えます。
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1-4 「買い手中心マーケット」を見る

◇「お客様」「取引先」の区別

—「買い手中心マーケット」への移行・第一のシグナル

買い手中心マーケットへのシフトは流通中心マーケットから流れてくるものと、

それを飛ばし売り手中心マーケットから流れてくるものがあります。いずれにして

も「競争疲れ」が主な原因です。このマーケットでは買い手である顧客がすべての

中心となります。

売り手企業では顧客に対するマーケティングリサーチがなされ、情報システム内

に顧客データベースが作られ、顧客のさまざまな分析が行われます。そして次第に

特定の顧客（いわゆる得意客。ロイヤルカスタマーという）が自社に大きなパ

フォーマンスを与えてくれていることに気づきます。そして後で述べるロイヤル

ティマーケティングがマーケティング戦略のトレンドとなります。

企業内では自社の最終顧客（自社商品を使ってくれる人や企業）を「お客様」、

流通業などのチャネル（自社商品を買って、再販売する企業）を「取引先」といっ

て区別するように経営者が指導し、従業員に誰が自社の顧客かをはっきりと意識さ

せます。

売り手企業のホームページで「お客様」というキーワードが出始めた頃が、買い

手中心マーケットの夜明けです。
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◇利益志向への転身—「買い手中心マーケット」への移行・第二のシグナル

この時代にはマーケットはすでに飽和しており（買い手に商品が行き渡った状

態）、リピート需要（消費したので同じ商品をもう1度買う）がメインです。した

がってマーケット内の売り手企業の売上高は伸びが鈍化しています。

経営者は従来のように売上高、それをベースとしたシェアを目標とすることが難

しくなってきます（目標額を上げると達成しない。上げないと盛り上がらない）。

そして売上高に代わって、利益を目標として選ばざるを得なくなっていきます。

またロイヤルティマーケティングを進めていくと、ロイヤルカスタマーは自社に

売上高よりも「多くの利益」をもたらしてくれていることがわかってきます。こう

して売り手企業のほとんどの経営者は利益重視を社内に訴えます。多くの売り手企

業が「利益志向」となってくることが買い手中心マーケットへの移行の第2のシグ

ナルです。

この経営者の突然の利益志向に、売上目標の達成を生きがいとしてきたセールス

部門は戸惑います。売上高は売れば売っただけ増えますが、利益は必ずしも売れた

量に比例せず、売っても、売っても出ないこともあります。利益はそのルールにも

とづいて計算しなくてはならないのですが、セールス部門には計算の苦手な人が多

く、また利益計算のルールでもめ（共通経費の配分など）、大混乱となってしまい

ます。
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一方、商品を作ったりサービスを実施したりするオペレーション部門は、経営側

の利益志向に即座に反応し、ただひたすらコストダウンを図ります。売上高、シェ

アの目標では自らがそれに関与している実感がなかったのですが、今度は自らの努

力が利益という経営目標の達成に直結するので一旦は盛り上がります。

しかしそのコストダウンの範囲は出銭（資材、消耗品の購入費など）のカットか

ら、次第に人件費という自らの給与が対象となってきます。売上が伸びている時の

生産性向上は生産量増大による売上増大、残業削減というものですが、売上がスラ

イドの時代にやると自らの給与カット、従業員削減を目指していることに気づきま

す。オペレーション部門に若き人材が入ってこなくなり、1年に1つずつ年を取り、

その衰えを合理化でまかなうようになります。こうしてオペレーション部門のムー

ドは逆にダウンしていきます。

◇顧客対応窓口の設置—「買い手中心マーケット」への移行・第三のシグナル

利益を目標とすることが企業内のムードを上げることにつながらないことを感じ

た経営者は、必ずといってよいほど「顧客満足」というキーワードに飛びつきます。

しかし経営者はこの顧客満足というキーワードにどこから着手してよいかわから

ず、とりあえず顧客対応窓口（お客様相談室、カスタマーサービス部など名前はい

ろいろ）を新設します。「顧客のクレーム」という顧客不満足をここでチェックし、

これを1つ1つ満たしていくことで顧客満足度を高めようとします。多くの売り手

企業にこういったセクションが誕生すると、本格的な買い手中心マーケットへの
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移行といえます。

しかし重大なクレームを除けば、小さな顧客不満足を聞くことで利益という業績

が高まるとは思えず、マーケットのフロントエンドに立つセールス部門にこれを疑

問視する声が上がってきます。

経営者はここでマーケットのフロントではなく、バックエンドにいてマーケティ

ングデータが手に入らず、何を作ってよいか悩んでいる商品開発部門に着目します。

彼らにこの顧客不満足をベースとして高付加価値商品を開発するよう指示します。

つまり小さなクレームを少しずつ改善した商品を出していくことで、顧客満足を上

げるというものです。こうして顧客満足リサーチと商品開発が合体します。

◇買い手中心マーケットの成熟が意味するもの

顧客満足リサーチと商品開発の合体は、マーケットの顧客ニーズに合わせて、商

品の品質の向上を目指すことであり、オペレーション部門が抱えていた「合理化」

という難問に対する1つの答えともなります。ムダ、ムリ、ムラをなくしてヒトを

減らすのではなく、品質向上によって仕事を増やしても、原価をアップさせないよ

うに生産性の向上を図るというストーリーです。

次第にフロントエンドのセールス部門も自らが何をすべきかに気づいてきます。

従来のように流通を支援したり、ライバルと価格競争・プロモーション競争をする

のではなく、顧客を見つめて、そこに自社商品の価値向上や品質向上のネタを探す

ようになり、それが長い目で見れば自らの成績にも好影響をもたらすと感じ
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はじめます。

こうしてセールスマンなど顧客に近い部門がマーケティングリサーチを担うべき

だということに気づきます。「あっと驚く商品」ではなく「顧客のかゆい所に手が

届く商品」が次々と誕生してくると、買い手中心マーケットはまさにピークを迎え

ることになります。

◇「超マーケティングリサーチ」の原点！

この頃売り手企業の経営者は顧客満足度という指標にたどりつき、まずは顧客満

足度をきちんと「数字」で表すことにチャレンジします。そのうえで顧客満足度が

高まれば、経営目標である利益も上がるという論理を組み立て、従業員に合意して

もらおうとします。そして従業員が一丸となって顧客満足度をリサーチし、高める

方法を考え、それによって利益を上げ、自分たちの給与もアップさせていくという

企業への変身を図ります。

このストーリーはこれまで経営が抱えていた多くの課題をクリアするので、マー

ケットにいる1つのリーディング企業の変身は、あっという間にそのマーケット全

体の売り手企業へと伝染します。ここに真の買い手中心マーケットが完成されます。

この真の買い手中心マーケットは、このマーケットを破壊する画期的商品が生まれ

るまで長く続きます。
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超マーケティングリサーチは現代のトレンドである買い手中心マーケットをベー

スに考えています。そのため本書ではこのマーケット構造にもとづき、第2章・第

3章で「顧客の見方」を、第4章で「顧客満足度のとらえ方」を、第5章で「それに

もとづく商品開発」を、第6章でマーケティング環境としてのライバル、流通の見

方を考えていきます。
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セールスに超マーケティングリサーチを使う

COLUMN

学生の就職活動は外から見るとかなり異様な光景です。皆が同じような

スーツを着て、人気企業には学生が殺到します。この人気度は大企業、好業

績、テレビCMをやっている…といったことが生み出す「偏差値」のような

もので決まります。

しかし人気NO.1の超大企業はもうこれ以上大きくなるわけもなく、業績が

良いといってもどこを見てそう思っているか不明で、かつ今がピークかもし

れません。テレビCMは「商品を売る」キャッチコピーであり、働く環境な

ど表していません。

これから長く（一生かも）勤めようとしているのに、一体どこを見ている

んでしょうか！学生も自らが勤めようとする企業を、きちんとマーケティン

グリサーチすべきです。そしてその企業の存在しているマーケットが求めて

いる人物像を知ることです。商品中心マーケットなら「新しいアイデア商品

を生む力」、売り手中心マーケットなら「ライバルに勝ち抜く力」、流通中

心マーケットなら「何が売れるかというデータ分析力」、顧客中心マーケッ

トなら「人と接する力」です。自らの能力にフィットした業界、企業に入り、

マーケットの変身とともに自らをキャリアアップしていくべきです。

入社時のアンマッチは一生の不幸となってしまいます。学生よ、超マーケ

ティングリサーチをして業界を選びなさい！

就職に超マーケティングリサーチを使う
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2-1 「買い手中心マーケット」を3つに因数分解する

◇消費者を見る3つのリサーチシーン

本章では、マーケットの買い手（売り手から見ると顧客）のうち、消費者の見方

について考えます（買い手が企業のケースは第３章で述べます）。

消費者の見方は、売り手が直接消費者を見るシーン（自社商品の買い手として見

る）と、店舗などの流通を通して間接的に見るシーン（店舗への来店客として見

る）の大きく2つに分けることが出来ます。

さらに前者のリサーチシーンは売り手側から顧客の顔が「見える」か「見えない

か」で2つのシーンに分けることができます。「顔が見える」シーンというのは、

自社商品、サービスを買っている人が「どこの誰か」ということが何らかの形でわ

かる場合です。「顔が見えない」シーンというのは誰が自社の商品、サービスを

買ったのかをはっきりとは確認できない場合です。

この3シーンについて、「消費者を面で見る」（顔が見えない）、「消費者を個

で見る」（顔が見える）、「消費者を商圏で見る」（流通を通して見る）の順に説

明していきます。
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2-2 消費者を「面＝エリア」で見る

◇エリアマーケティングの基本は“パイ”

売り手側から消費者の顔が直接見えない時は、超マーケティングリサーチではエ

リアマーケティングという手法をとります。これはマーケットをエリア（地域）に

区切って、そのエリアという広がり（これが面）ごとに消費者をとらえていこうと

するものです。

エリアマーケティングの原点は、地域ごとに生まれる「商品、サービスへの需

要」（これをパイという）です。パイの単位は金額（円）でなく、個数、台数、容

量などの「量」です。このパイを図表2-1のように考えます。

ポテンシャルパイ⇒そのエリアが本来的に持っているパイ

実パイ⇒実際に発生したパイ

シエア⇒実パイのうち特定の企業が取ったパイB社
C社

A社

図表2-1 エリアマーケティングのパイ
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ポテンシャルパイとはビールで言えば、そのエリアで、ある期間に（1日、1ヶ月、

1年など）ビールを飲みたいと思っている人たちが求めている総量です。しかし

ビールを飲みたいからといって必ずしも飲むわけではありません。家にいてビール

がない、酒屋が近くにない、価格が高いから飲まない…といったことです。実パイ

とはポテンシルパイのうち、その期間中に実際にビールを飲んだ量のことです。こ

の実パイをマーケットにいる売り手がシェア（「山分けする」という意味）します。

◇ポテンシャルパイを推定しよう（ステップ1）

エリアマーケティングでまずぶつかる壁は、エリアごとのポテンシャルパイをど

のように推定するかです。先ほどの例でいえば「ビールを飲みたい」という「気持

ち」であり、「飲む」という現象に結びつかない量も考えなくてはなりません。

この時は、「推定する」ことに意味があり、「当てる」（そもそも当たったかど

うかはやってみないとわかりません）ことに意味があるのではないと考えることで

す。このマーケティングリサーチをやる人が、まわりの人に「こんなやり方で当た

るのか」と聞かれたら「もっといい推定方法はあるのか」と反論すべきです。そし

て「当たる」「当たらない」よりも、企業としてどういう推定方法を取るべきかを

議論すべきです。決して「当たらないから推定しない」という結論にはならないは

ずです。

そして、「当たる」「当たらない」よりも「企業としてどういう推定方法を取る

べきか」―そのことを議論すべきです。決して、「当たらないから推定しない」
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という結論にはならないはずです。リサーチで推定しながら、そのマーケティング

データを使いながら（当てながら、はずしながら）、その精度を上げていくしかあ

りません。

これがマーケティングリサーチにおける統計の基本的考え方であり、序章で述べ

た「リサーチする人とデータを使う人が一致しているべき」という根拠です。

〔人口で推定する〕

推定というのは「推定したいもの」（この場合「特定エリアのポテンシャルパ

イ」）があって、これがわからず「他のデータ」を使って当てるというゲームです。

ここでの推定は大きく2つの道に分かれます。それはポテンシャルパイに関する

データ（過去や他のエリアのポテンシャルパイ）が手に入るかどうかです。

まずは手に入らない場合、つまりすべてのエリアのポテンシャルパイが一切わか

らない場合で考えてみましょう。これでも「推定しない」という結論にはなりませ

ん。ポテンシャルパイ以外の手に入るデータだけを使うしかありません。

エリアマーケティングではそのエリアの人口、世帯数がその基本といえます。こ

れらは住民基本台帳、国勢調査などによって地域ごとのものが公表されています

（インターネットからエクセルデータとして手に入ります）。

これを使ってできるだけ簡単な式で表わします。例えば生命保険という商品であ

れば「20歳以上の人口の4人に1人が保険加入しておかしくない」といったもので

す。こういったマーケットに関するデータ（ここでいう「4人に1人」など）は
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さまざまな所で調査していることが多いので、インターネットで見つけることも可

能です。見つからなければ、ざっと「常識で推定する」しかありません。

〔サンプルで推定する—回帰分析・相関分析・重回帰分析〕

ポテンシャルパイに関するデータが何らかの形で手に入ることもあります。例え

ばキャンペーン、テストマーケティング（新商品を販売する前に特定の地域で販売

してみること）などを、ポテンシャルパイをとらえる目的でやってみるといったも

のです。

この時にはその商品が欲しいと思う人には、必ず手に渡るようにします。例えば

「無料でばらまく」「特定の人へ送付して使うかどうかを聞く」…といったもので

す。ここで対象を複数のエリアに分けておけば、複数のポテンシャルパイのデータ

が手に入ります。

このデータを使うには序章でも少しだけ触れましたが、サンプリングという考え

方を理解する必要があります。知りたいデータ全体（この場合全国各エリア別のポ

テンシャルパイ）を母集団といいます。この中の特定のサンプル（この場合キャン

ペーンなどで集めたいくつかのエリアのポテンシャルパイ）を使って母集団を推定

するということです。母集団という全部のデータが手に入らない（カネがかかりす

ぎる）ので、一部のサンプルデータの特徴をつかんで、母集団を推定しようという

ものです。
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ここではエリア単位にポテンシャルパイ以外の何らかのデータが必要です。先ほ

どの人口、世帯数といったものです。ビールの例で、人口を使った場合で考えてみ

ましょう。

■回帰分析—他のデータを用いて推定する

サンプルが図表2-2のように集まりました。ここからどうするかですが、何とか

20才以上人口とポテンシャルパイの関係をとらえたいものです。そうすればある

エリアの20才以上人口がわかれば、そのエリアのポテンシャルパイを推定できま

す。

地域 20才以上人口ポテンシャルパイ

1 7,000人 82,000本

2 16,000人 114,000本

3 5,700人 71,000本

図表2-2 サンプルを集める

このサンプルをエクセルなどの表計算ソ

フトに入れ、図表2-3のようなグラフを

作ってみます。こうしてみると人口とポテ

ンシャルパイの関係が直感でわかるはずで

す。そうです図表2-4のような直線です。
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図表2-3 グラフを作ってみる
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図表2-4 直線を引く

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

ｙ＝4ｘ+43,500 ⇒ポテンシャルパイ その地域の20才以上の人口＝４× ＋43,500

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
パ
イ

20才以上人口



第２章 「顧客」を見る目を養う【消費者編】

55

しかし「直感」ですと、人によって直線の引き方が異なってしまいます。そう

なるとこの「直線の引き方」を企業内でもめそうです（「もう少し傾きは大きい

んじゃないか」「いやもっと小さいだろう」）。何とか1つの答えにまとめたい所

です。

この時使うのが統計です。頭の良い学者が他の人が「ぐうの音」も出ない方法を、

「必ず」見つけています。そしてそれが「必ず」できる環境になっています。こ

こでの答えは、「各点からの距離の和が最小になるように直線を引けばよい」で

す。

エクセルなどの表計算ソフトを使えばすぐにこのような直線を引くことができ、

あわせて図表2-4の下にある式も出てきます。これが探していた「ポテンシャルパ

イと20才以上の人口の関係」を式で表わしたものです。この式を用いてすべての

エリアのポテンシャルパイ（母集団）を推定します。

このようなやり方を回帰分析といいます。

■相関分析—関係の強いデータを使う

図表2-4のような式を見ると、多くの人は「20才以上の人口だけで決まるのか」

とか「そもそもどうして20才以上の人口なんだ」と思います。超マーケティング

リサーチの基本は「使う人が納得してそのデータを使う」ということです。

「人口しか手に入らない」なら仕方がないのですが、人口以外に手に入るデー

タが数多くあった場合はどうしたらよいでしょうか。直感的に思うのは「ビール
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を飲みたいというポテンシャルパイと深い関係にあるデータを使う」ということ

です。

この関係の強さを相関といいます。相関にはいろいろな「とらえ方」がありま

すが、もっとも一般的なものは相関係数です。これは２種類のデータを図表2-3の

ようにプロットし（点を打つこと）、図表2-5の左のようにきれいに一直線に並ん

だ「関係」を1とし、右のように全く関係のない状態を0と表現するものです。そ

のうえでこの「直線になっている度合」を0から1の数値で表わします。片方が増

えると片方が減る「関係」もあります。これもやはり右肩下がりで直線になるも

のを「マイナス1」と決めます。

相関係数もエクセルなどの表計算ソフトで簡単に計算できます。こう考えるとポ

テンシャルパイとの相関係数が「１またはマイナス1に近いデータ」（関係の強い

データ）を使って推定すればよいことになります。

人口

ポテンシャルパイと人口の相関係数は0

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
パ
イ

・

・

・・

・
・

・
・ ・

・

・ ・
・

・

・

・・

人口

ポテンシャルパイと人口の相関係数は1

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
パ
イ

何の関係も
なさそう

・・・
・・
・・・

・・・
・・・

・・
・・・

・

図表2-5 相関とは
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◇重回帰分析—箱の中に点を打ち、線を引く
ポテンシャルパイと他のデータとの相関係数が図表2-6のようになったとします。

20才以上人口 0.78 

飲食店数 0.72 

1年で気温が25度を超える日数 0.60 

共働き世帯数 0.44 

図表2-6 相関係数

高

低

「なぜ20才以上の人口なんだ」という質問に対しては「相関が高いから」でOK

です。

ただ飲食店数も相関が高いので、20才以上人口だけでなく、そのエリアの飲食店

数もあわせて使いたいと考えたとします。つまりポテンシャルパイを20才以上人

口と飲食店数の2種類のデータで推定するということです。

このときは図表2-4のように平面で線を引くのではなく、図表2-7のような「箱の

中で点を打ち、各点からの距離の和が最小の直線を引く」と考えればOKです。こ

れも表計算ソフトで計算できます。こうなれば「１年で気温が25度を超える日

数」もあわせ、3種類のデータでポテンシャルパイを推定することも怖くありませ

ん。
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このように複数種類のデータを使って推定するものを総称して多変量解析といい、

このうち回帰分析（箱の中で線を引く）を使うものは重回帰分析といわれます。

計算はパソコンに任せ、人間は意味さえ理解できれば、マーケティングリサーチ

の結果をまわりの人に説明できます。この説明に必要なのが統計です。マーケティ

ングデータの分析では統計手法のうち、相関分析と重回帰分析の考え方（計算式で

なく）さえ理解できれば、ほとんどすべてのケースで対応できます。

・
・

・・

・

・・

・

1x

2x

y

20才以上人口

ポテンシャル
パイ

飲食店数

y ＝3.0  ＋430     ＋38,2001x 2x

ポテンシャルパイ＝3.1×（20才以上人口）
＋430×（飲食店数）＋38,200

エクセルで計算できる

図表2-7 箱の中で線を引く
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◇シェアから実パイを推定

ポテンシャルパイの推定が終われば、エリアマーケティングの骨格が出来上がっ

たことになります。次のステップはエリアごとに実パイと自社シェアを推定するこ

とです。

自社シェアとは自社売上を実パイで割ったもので、自社商品の売上がエリア全体

の何％くらいを占めているかというものです。自社売上はエリアごとにわかってい

る（いまどき販売データをコンピュータ化していない企業はないと思います）ので、

エリアごとの自社シェアか実パイのどちらかがわかればOKです。しかし多くの場

合どちらも全国レベルでわかることはあっても、エリアごとにはわかっていません。

そこでエリアごとに自社シェアの方を、何らかの形でつかむようにリサーチをし

ます。例えばビールなら、そのエリア内のコンビニやスーパーなどへ行って目で見

てインストアシェア（自社商品が店に並んでいる割合）を出したり、エリア内の自

動販売機の台数とそこに並んでいる商品を数えたり、ゴミ箱の空き缶を見たり、酒

屋へ行ってインタビューしたり、少し悔しいけれどエリアにある小売店などのPOS

データを買う（結構売ってくれます）などして、エリアの自社シェアを推定します。

自社シェアが出れば、これで自社売上を割ってエリアの実パイを推定します。

最後にエリアごとの「パイ顕在率＝実パイ／ポテンシャルパイ」を出します。
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◇顕在率をマーケティングに活用する

エリアマーケティングでは最後に計算した顕在率をベースとして、エリアごとに

マーケティング戦略を立てます。ここから先はリサーチでなく、マーケティング戦

略ですので本書の対象外ですが、データの使い方を知る意味でさらっと触れておき

ます。

顕在率の高いエリアについては、そこでの自社シェアを見ます。これがナショナ

ルシェア（自社の日本全国のシェア）よりも低ければ、積極的にそのエリアへプロ

モーションを行います。ナショナルシェアよりも高ければポテンシャルパイのアッ

プ、つまりもっと需要を増やすよう行動します。ビールの例でいえば、店頭での新

しいビールの飲み方の提案、ビアレストランの設置…といったものです。

顕在率の低いシェアは2つのケースが考えられます。1つはそのエリアから売上を

獲得するのにコストがかかる場合（遠隔地など）です。この時はエリアを優先順位

づけして、マーケティングコスト、獲得パイを加味し、順にアプローチしていきま

す。

2つ目は未開拓エリア（残っているパイがあることに気づかなかった）です。こ

のエリアへは一気に短期間で商品認知活動を行います。実際にやってみるとこの未

開拓エリアが意外に多いことに気づきます。そして顕在率の高い所で、マーケティ

ングコストを使ってライバルとシェア争いをしていることに気づきます。
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2-3 消費者を「個」で見る

◇ロイヤルティマーケティングを徹底する

「個で見る」という意味は、マーケティングリサーチによって個々の消費者別の

データを手に入れるということです。無論そのエリアのすべての顧客データを集め

られなくてもできます。これが先ほど述べたサンプリングです。一部の消費者の

データでもよいから手に入れて（サンプル）、それを使ってすべての消費者（母集

団）へのマーケティングの打ち方を考えようというものです。

この手段として現在もっともポピュラーなものは、何らかの特典（値引き、ポイ

ントなど）がついた自社のお客様カードの発行です。カード発行時、顧客に色々な

データ（住所、氏名、年齢、職業…）を記入してもらい、POSシステムなどを組み

合わせ、どのような人がどのような買い物をしたかをデータとして得るものです。

こういうシステムはプロモーションというよりもマーケティングリサーチと見るこ

とできます。

直接消費者へ販売できないメーカーであれば、第5章で述べるようにインター

ネットで自社商品のファンクラブを作って何を買ったかを教えてもらったり、イン

ターネットで直接販売したり、小売など流通の出したカードのデータを買ったり…

というものです。
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ここでは第1章で触れたロイヤルティマーケティングという手法が一般的です。

これは自社の商品を買ってくれる消費者を図表2-8の3つのタイプに分け、ロイヤル

カスタマーとはその良好な関係を維持し、マジョリティの中から１人でも多くの人

がロイヤルカスタマーになってもらえるように考えるものです。このように顧客と

の「関係」に着目していくことをCRM（カスタマーリレーションシップマネジメ

ント）といいます。

ロイヤル
カスタマー

マジョリティ

ディスカウンター

自社商品のファン
得意客

安ければ他商品へ移る
ロイヤルカスタマーにはならない

維持

＝良好な関係を保つ

ロイヤルカスタマー
になってもらえないか

＝誰がなってくれるのか

（マーケティングテーマ） （マーケティング手法）

ロイヤル
カスタマー
になる可能
性あり

ＣＲＭ

リレーションシップマーケティング

セグメンテーションマーケティング

図表2-8 顧客を３つのタイプに分ける
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◇顧客データベースの3つの項目—ロイヤルティマーケティングの原点

ロイヤルティマーケティングの原点は顧客データベースです。これはマーケティ

ングリサーチした結果を、顧客単位にコンピュータに入れていく顧客台帳のような

ものです。

顧客データベースには顧客属性、購買履歴、マーケティング履歴という3種類の

データが入ります。

顧客属性は次の2つに分けて考えます。

・ID…顧客を識別するためのもの。氏名、電話番号、メールアドレス…。

・セグメントキー…顧客を分類するためのデータ。性、住所、年齢、職業、年収…。

これらはいわゆる個人情報とよばれるものです。このデータを使うか、使わない

かで、マーケティングのスタイルは異なります。本書は「使う」ケースから説明し

ていきます。

購買履歴とはこの消費者がいつ何を買ったというデータです。マーケティング履

歴とは過去この顧客にどんなマーケティングをし、それに対しどういう反応をした

のか（ダイレクトメールを打った、懸賞に応募してきた…）というデータです。

◇ロイヤルカスタマーはどうやって決める？

ロイヤルカスタマーとは「当社の大事な客」です。この「大事さ」を「貢献度」

という数字で表わします。一定期間内の売上高、粗利など購買履歴によって計算し

ます。
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各顧客の貢献度が計算できたら、図表2-9のようなABC分析を行います。ステッ

プとしては各顧客を貢献度（例えば前期の売上高）の高い順に並び替えます。次に

縦軸を累積売上高、横軸を各顧客として売上高№1の顧客をプロット（点を打つ）

し、さらに№1と№2の顧客の売上を足して累計を出しプロットし、次に№１～№3

までの累計を出してプロットし…という形で売上累積値のグラフを書きます（もち

ろんパソコンを使って）。

グラフには「20対80の法則」というものがよく表れてきます（あたりまえのこ

とですが表われないこともあります）。

上位20％位の顧客が全社売上

合計の80％位を占めることが多

いというものです。さらに顧客

を全体の50％まで持っていくと

売上全体の90％にまで達するこ

とが多いといえます。

これによって図表2-9のように

顧客をAランク、Bランク、Cラ

ンクにざっと分けるというのが

ABC分析です。

図表2-9 ABC分析の例
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このA、B、Cがロイヤルカスタマー、マジョリティ、ディスカウンターという

仮説でマーケティングを進めてもよいのですが、やや人間の持つ直感とは異なるこ

とが多いといえます。多くの企業でロイヤルカスタマーとして人間の感覚と合うの

は、全体の5％（20人に1人くらい）くらい、マジョリティは70％（大多数という

感じ）くらいです。

そこでAランクの顧客だけでもう1度ABC分析をやります。するとAランクの顧

客にも20対80の法則が見え、そのうちの20％（AA、全体の4％くらい）でその

80％（全体の64％くらい）の売上となります。このAAくらいで、人間が感じるロ

イヤルカスタマーに合うと思います。

さらにCランクだけでもう1度ABC分析をやり、ここでCランクとなった顧客

（CC、全体の25％くらい）をディスカウンターと定義します。これでマジョリ

ティはざっと70％くらいとなります。（正確にいうと「なることが結構ありま

す。」）

◇仮説は必ず人間が立てる

次にロイヤルカスタマーの「像」を作ります。従来日本ではここに顧客属性を用

いることが主流でした。つまりロイヤルカスタマーとそれ以外の顧客属性の違いを

考えていくことで、その像を見つけていくものです。これには次の2つのアプロー

チがあります。

・顧客属性を使ってロイヤルカスタマーの像をコンピュータで統計的に分析する。
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・人間がデータを見て、ロイヤルカスタマーの像を仮説として考え、それを顧客属

性データなどで検証する。

多くの場合は後者のアプローチが有効といえます。序章でも述べたとおり、前者

の手法としての判別分析や因子分析といった「美しく難しい手法」を用いると、ま

わりの人から見てプロセスがブラックボックスとなり、直感性が落ちます。つまり

どうしてそう考えたのかをまわりに説明しづらいといえます。

むしろ後者をベースとする方が説明力が高いといえます。例えば「40代の主婦が

当社商品のロイヤルカスタマーの像ではないか」と考えれば、「40代の主婦とそれ

以外の顧客の売上平均値を比較する」「40代の主婦とそれ以外でロイヤルカスタ

マーになっている比率を比較する」といったものです。さらに40代の主婦をロイヤ

ルカスタマーとそれ以外に分け、他の属性（家族数、年収など）を比較することで

ロイヤルカスタマーの像をより細かくとらえていきます。さらにロイヤルカスタ

マーのデータから40代の主婦のデータを取り除いて、その残りの中から第2のロイ

ヤルカスタマー像を見つけてみます。60代の熟年夫婦、共働き夫婦…といったこと

です。

ロイヤルカスタマーの像が見えたら、マジョリティの中からロイヤルカスタマー

と同じ属性を持っている顧客を見つけます。そしてその人（これを予備軍と表現す

る）を何とかロイヤルカスタマーになってもらうようマーケティング戦略を立てま

す。
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◇個人情報を使うか使わないか

日本では消費者向けのビジネスでも、顧客属性を使ったロイヤルティマーケティ

ングが一般的でした。（企業向けビジネスなら顧客属性を使っても何の問題もあり

ません。）一方アメリカではこれらの個人情報をマーケティングへ使うことをやや

疑問視してきました。日本でも2005年より個人情報保護法が施行され、このロイ

ヤルティマーケティングとしてのマーケティングリサーチに大きな影響を与えてい

ます。

個人情報保護法の内容は、ざっといえば図表2-10のとおりです。この個人情報保

護法を考えると、顧客データベースに関して以下のような対応が考えられます。

・個人情報をマーケティングに活用することをはっきりと消費者に伝え、その了解

を得て、個人情報保護法に基づいて顧客属性としてマーケティングに使う。

・個人を特定できないようにして（誰のデータかわらかないようにして）、顧客属

性として使う。ただこの場合もやはり本人には元データをコンピュータに入れる旨

を伝える。

・個人情報を一切使わない。

こう考えるとメーカーが流通などから個人情報を受け取って、自社のマーケティ

ングに使うのはやや危険な行為といえます。

個人情報をどう使うかはその企業の判断によりますが、「中途半端に」個人情報

を使うことは「危険」ということだけははっきりしています。
・・・・・・・・・
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①用語の定義
・個人情報…生存する個人に関して、個人を識別できる情報。氏名など特定の
個人が特定できれば対象。
顧客番号のみで誰かを特定できなければ対象外（法人そのものの情報は対象
外）。

・個人情報データベース等･･･個人情報が書かれている情報の集まり。
・個人情報取扱事業者･･･個人情報データベース等を事業に用いている者。

②個人情報取扱事業者の義務
・利用目的をできる限り特定すること。
・あらかじめ本人の同意を得ないでの、利用目的以外の取り扱いは不可。
・不正な取得の禁止。取得の際には利用目的を公表または本人に通知する。
・個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努め、安全管理に関し適切な措置
を取る。

・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第3者に提供してはならない。
・事業者の名称、利用目的などを本人の知りえる状態にしておくこと。
・本人の開示要求、訂正要求、利用停止要求には応じること。

図表2-10 個人情報保護法の骨子
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個人の顧客属性を使わない場合は購

買履歴、マーケティング履歴をベース

としてロイヤルカスタマーを見つける

ことになります。このうち有名なのが

RFM分析という手法であり、店舗な

どを中心に広く使われています。Rは

Recencyで直近の来店日（購買日）を、

FはFrequencyで来店頻度（購買サイ

クル）を、MはMoneyで累積の購買

金額を表わします。このR、F、Mと

いう要素を例えば図表2-11のようにラ

ンキングし、「R3・F3・M3」の顧客

をロイヤルカスタマーとします。その

うえで周辺（R、F、Mのうちどれか

が3で残りが2）の顧客をマジョリ

ティとして、2が3に上がるように

マーケティング戦略を立てるというも

のです。

◇R「購買日」F「購買サイクル」M「累積購買金額」で顧客を分ける

F＝3 F＝2 F＝1

1年間に
50回以上
来店

1年間に
10回以上
来店

1年間の来
店は10回
未満

R＝1

R＝2

R＝31週間以内
に来店

1ヵ月以内に
来店

この1ヵ月来
ていない

M＝3

M＝2

M＝1

1年間に10
万円以下

1年間に10
万円以上

1年間に20万
円以上買上

ロイヤルカスタマー

図表2-11 RFM分析の例
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店舗以外のメーカーなどではR、Fの代わりにホームページへのアクセス回数、

顧客窓口への問合せ回数、セールスマンの訪問回数、メール送付数などのマーケ

ティング履歴を使うことも一般的です。

◇ロイヤルティマーケティングを実行する

リサーチ終了後、ロイヤルカスタマーと予備軍に対してマーケティングを実行し

ていきます。ここから先はやはりマーケティング戦略であり本書の対象外ですが、

イメージをつかんでいただく意味でさらっと触れます。

ロイヤルカスタマーの維持にも獲得にも、「ロイヤルカスタマーになると特別な

サービスが受けられる」という同一のマーケティングを行います。例えば識別マー

ケティング（その顧客がロイヤルカスタマーおよび予備軍であることを社内に徹底

し、常にVIP待遇をする）、インセンティブマーケティング（彼らにあらゆる面で

有利な販売条件、サービスを提供する）、ステータスマーケティング（彼らが集ま

る会を主催し、それに入っていることに優越感を持ってもらう）、ハッピーコール

（彼らに定期的訪問、会報送付、試供品提供などをして、意見や不満を抽出する）

といったものです。
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◇売上よりも客数を見る
消費者の姿をとらえようとする時、「買い物をする場」としての店舗は大きな

ファクターです。消費者リサーチの最後に、売り手が「店舗から消費者を見る」と
いうことを考えてみます。メーカーなどが取引先流通として「店舗自身を見る」と
いうシーンについては第6章で述べます。
店舗は売り手から見ると商品と消費者の「出会いの場」です。ここでの大切な数

字は売上よりも客数です。客数にはその店が本来集めることが可能な客数（来店し
てもおかしくない客数）と、ある期間に実際に来店した客数の2つがあります。前
者はエリアマーケティングでいうポテンシャルパイにあたるものであり、ポテン
シャル客数です。後者は自社シェアにあたるものであり、いわゆる来店客数です。
消費者リサーチにおいて、店舗の本質は場所（これを立地という）です。消費者
がそこで何を買うかよりも、何人くらい集まる可能性があって、実際にどういうタ
イプの人が何人くらい集まったのかというアプローチを取ります。このうち後半の
タイプ別の来店客数については第6章で書くことにして、ここではまさに店舗の
「場」としてのポテンシャル客数について考えます。

◇商圏とはポテンシャル客のいる地域
店舗には商圏という概念があります。これは一般に「その店舗に来店する可能性

のある顧客（ポテンシャル客数にあたる）が住んでいる地理的な範囲」と定義され
ます。

2-4 消費者を「商圏」で見る
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商圏は1次商圏（その店舗の売上の70～80％を占める中心客がいる地域）、2次商
圏（売上の10～20％を占め、むしろ他店での購買の方が多い顧客がいる地域）、3
次商圏（売上が10％以下で、何らかの理由でたまに購買する顧客がいる地域）に
分けて考えることもできます。
食品などの日配品を扱う店舗（コンビニなど）はほとんどが1次商圏であり、あ
まり分ける意味がありませんが、衣料品、家電、家具など購買頻度の低い商品を扱
う店舗では分けて考える方が合理的です。

◇来てもおかしくない客を知る
商圏の調べ方には以下のようなものがあり、これらを組み合わせて行います。大

切なことは「ざっと範囲を決める」と考えることです。そして1度やり方を決めた
ら、そのやり方でできるだけ多くの店舗について調べてみることです。
〔経験的数値〕

経験によって得られた数値を使うものです。例えば「コンビニの徒歩客中心の店
舗は半径500ｍ」とか、「婦人服専門店は鉄道や車で30分～1時間の範囲」といっ
たものです。その店舗の業界に関する本や雑誌によく書いてあります。
〔地図で考える〕
地図上でざっと考えてみるものです。ポイントは商圏を分断する遮蔽物（そこか

ら先には行きづらい）と目的物（多くの人がそこを目指している）です。遮蔽物は

広い道路、大きな建物、橋、一方通行の道など、目的物は駅、学校、オフィス、病

院といったものです。これを考慮して、店舗を中心に地図で商圏を囲ってみます。
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マーケティングリサーチでは比較的広く使われている手法です。
〔フィールドリサーチ〕

実際に店舗へ行き、目で見て判断するものです。これについては第6章で詳しく
述べます。
〔来客店調査〕何らかの方法（アンケート、インタビュー、お客様カードの入会書

など）で来店している客の住所をとらえ、そこから推定するものです。
〔既存店活用法〕

新規に出店する大型店舗の商圏にはハフモデル（小売引力モデル）とよばれるや
り方（というより考え方）があります。
つまり大型店、ショッピングセンターなどの顧客の吸引力（「行きたい」と思わ

せる力）は、売場面積に比例し（大きい店ほど行きたい）、顧客と店舗の距離の2
乗に反比例する（「近いなら行きたい」）というものです。
既存店の商圏を来店客調査でとらえ、売場面積と距離をベースとして57ページ

の重回帰分析を使って新規店舗の商圏を予測します。新規出店でなくても可能です
が、やや計算が複雑なため、あまりおすすめできません。

商圏をとらえたら、これを使ってポテンシャル客数を推定します。ベースとな
るのは当然商圏内人口（性、年齢などによってターゲットがはっきりしている店舗
ではそれ別の人口）です。これが「この店という場」に「来てもおかしくない、あ
るいは最大で来ることのできる客数」であり、店舗の潜在的パワーといえます。
ここからさらに実際の来店客との差異を見ていくのですが、以降は第6章で述べ
ます。
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セールスに超マーケティングリサーチを使う

COLUMN

企業における予算とは、「経営者が考えた戦略を皆がきちんと実行すれば、
こうなるはずだ」という結果を、あらかじめ（これが予算の「予」）計算し
ておくものです。つまり予測という仕事です。これが競争マーケティングの
中で、いつの間にか販売ノルマとなってしまいます。そして達成すると喜び
（まあこれは「予測があたった」と喜ぶならよいのですが）、達成しないと
悲しみ（何を悲しんでいるかといえば、多くの場合「予測がはずれた」こと
でなく、目標予算にいかなかった「努力不足」）となっていきます。
現場でこの「結果」を出している人はまだしも、せめて「結果を予測する

こと」が本来の仕事である経営者、マネジャーは、何とかノルマ・シンド
ロームから脱却しましょう。そうしないとこの人たちの指示のもとで働く現
場の人たちがあまりにもかわいそうです。
このヒントは超マーケティングリサーチのエリアマーケティングです。前
期の自分たちの業績を、特に根拠もなく「××％アップ」という発想を捨て、
ポテンシャルパイ、実パイを考えましょう。そうすればリプレースと称して
隣の企業の客を横取りするだけでなく、どうやったら顕在率が高まるか、ポ
テンシャルパイが増えるか、といったことに目が行き、その予測が立てられ
ると思います。
経営、マネジメントも超マーケティングリサーチ同様に「見る目」が決め
手です。

予算計画に超マーケティングリサーチを使う
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◇顧客が「企業」だと、相手のことが知りやすい？

マーケットによっては、その商品の最終利用者である買い手（売り手から見ると

顧客）が企業のこともあります。本章では「売り手企業から顧客企業を見る」とい

うマーケティングリサーチについて考えてみます。

ここでは図表3-1のように買い手の顧客企業も、売り手として、ライバル企業

（多くの場合この企業も自社から見ると顧客企業）、買い手（顧客企業の顧客）と

ともに商品単位にマーケットを築いています。

顧客企業を見る時は、まず「顧客企業が売り手のマーケット」から見ていきます。

このマーケットの見方は第1章で述べた「今どの時代にあるか」を見ることです。

次に自社のマーケットでその企業を買い手として見ます。ここでの特徴ははっき

りと「顔が見える」ことです。ほとんどの場合売り手は顧客企業のオフィス、工場

などに入って行くことができ、その企業の従業員と会い、話し、さらには顧客企業

の商品を見たり、使用したりすることができます。したがって「さあマーケティン

グリサーチをやるぞ」と意気込まなくても、セールスをしたり、納品をしたり、

サービスをしたり…というビジネスシーンの中で自然に顧客データが入ってきます。

この顧客データがとらえられたら、あとはこれを顧客データベースとして登録し、

マーケティングに活用していくだけです。このマーケティングに活用する部分は

第2章の「消費者を個で見る」のロイヤルティマーケティングと全く同じです。
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自社

自社

ライバル

買い手売
り
手

売
り
手

買
い
手

買
い
手

売
り
手

売
り
手

自社が売り手のマーケット

自社商品

顧客企業

顧客の
ﾗｲﾊﾞﾙ企業

ライバル商品

買い手

顧客企業の商品

顧客企業が売り手のマーケット

ここではセールスマンやオペレーターなどの顧客を訪問するビジネスマンが、自

らの仕事をやりながら、どのようにしてデータ（特に顧客データベースの顧客属

性データ）を集めていくか、つまりマーケティングリサーチのやり方について述

べていきます。なお本章では顧客企業のうち、その大部分を占める株式会社を例

として説明していきます。

図表3-1 ２つのマーケットが重なっている
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3-1 顧客企業の「業績」を見る

◇有価証券報告書（有報）を活用する

企業の業績は何らかの法律で決算書にまとめることが求められています。もちろ

ん売り手のために顧客企業が作ったものではなく、「この企業の業績に影響を受け

る特定の人」（ステークホルダーという）へ特定の目的のために報告するものです。

税金を計算し支払うために税務署へ、配当額を決めるために株主へ、上場企業であ

れば株取引のために証券市場へ…というものです。

この中でもっともわかりやすく、かつ誰でもインターネットから手に入るのが、

証券市場向けの決算書である有価証券報告書（有報と略される）です。有報には主

な計算書として損益計算書（「売上－費用」で利益を計算する。P/Lと略す）、貸

借対照表（財産と借金の明細書。B/Sと略す）、キャッシュフロー計算書（後述）

があります。

これは基本的には上場企業が対象です。非上場企業については、会社法にもとづ

いて作った株主向けの決算書（税務署への申告書は手に入れるのは少し無理があり

ますが、これくらいならある程度のつき合いがあれば見せてくれます。売り手が取

引のための与信情報として持っていることも多い）、ホームページ情報（その企業

の顧客や就職する学生向けに売上高、利益、従業員数…などが公表されている）、

業界情報（インターネットなどでその業界の一般的な粗利率などがわかる）などに

より推定します。要するに非上場の顧客企業の業績については、集められるデータ



第３章 「顧客」を見る目を養う【企業編】

79

がかなり限られていますので、集められるだけ集めて、それをもとに推測していく
しかありません。

◇「キャッシュフロー」で購買力を見る

企業を買い手として見た時、売り手が知りたいのは購買力（消費者でいえば「お

金持ち度」）と投資意欲（消費者でいえばお金を使いたいと思っているか、貯金し

たいと思っているか）の2つといえます。

まずは購買力から考えてみましょう。購買力は「モノを買うためのカネをどれく

らい持っているか」を見ます。これにはキャッシュフローというデータがもっとも

適切です。キャッシュフローとはある期間（決算書の多くは1年間）に、入ってく

るカネ（キャッシュイン）から出ていくカネ（キャッシュアウト）を引いて、手元

に残ったカネのことです。

有報のキャッシュフロー計算書にはその内訳があり、3つに分かれています。1つ

は営業キャッシュフローというもので、企業が本業（本業のことを経理の世界では

営業といいます）で稼いだキャッシュフローです。魚屋なら魚を売ってもうけたカ

ネです。

利益とは似て異なるものです。利益は実際のカネの出入とは関係なく一定のルー

ルで計算されますが、キャッシュフローは実際のカネの出入りを表わしています。

非上場企業でこれをざっとつかむには、営業利益（本業の利益）と減価償却費

（財産の価値減少分。話せば長いのですが、要するにこれは売上を通してその企業
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に入ってくるカネとなります）を足せばOKです。減価償却費がわからなければ、
その企業の設備（本書では建物、機械など企業が長期間使用する財産を設備と表現
します）を目で見て、いくらくらいかを考え、耐用年数（何年持つかが設備ごとに
税法で決まっている）で割れば「ざっと」わかります。

◇設備を買ったのは「自分で稼いだカネ」か？「外部から調達したカネ」か？

2つ目のカネの出入りが投資キャッシュフローと呼ばれるものです。これは設備

などを買った時に動くカネです。投資はカネを使う（カネが減る）のがノーマルで

すので、基本的にはマイナスです。しかしマイナスではわかりづらいので、本書で

はこれを投資額（マイナスの投資キャッシュフロー）で表現します（顧客企業の有

報で投資キャッシュフローがマイナス4000万円とあれば、投資額4000万円という

こと）。非上場企業で手に入らない時は最近買った設備を見て、ざっとその期の投

資額を推定します。

3つ目は財務キャッシュフローです。企業は仕事をしなくても、投資をしなくて

もカネの量が変わります。借金をすればカネは増えますし（キャッシュイン）、返

せば減ります（キャッシュアウト）。増資（投資家などからカネを出資してもらう。

これは借金ではないので返さなくてよいカネ）も同様です。これらは企業にカネを

出した相手がいるので、そちらに着目すれば非上場企業でも比較的とらえやすい

データです。
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これでやっと企業全体としてのキャッシュフロー（これをネットキャッシュフ

ローという）、つまりカネの出入りがわかります。（図表3-2の式1）

企業はカネを使ってビジネスを行う所で、カネを集めて「貯金していく所」では

ありません。つまりカネが余れば借金を返し、足りなければ借金したり、増資した

りします。したがって企業は長い目で見れば（マーケティングリサーチではこの

「長い目で見る」ことが大切です）ネットキャッシュフローをゼロにするようにし

ていくはずです。つまり図表3-2の式2がキャッシュフローの基本式です。

マーケティングリサーチで考える「購買力」は、見方を変えればこの「投資額」

を得る力といえます。これは図表3-2の式3で表わせます。顧客企業は設備を営業

キャッシュフロー（自分で稼いだカネ）と財務キャッシュフロー（借金など外部か

ら得たカネ）で買うことになります。
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ネットキャッシュフロー ＝ 営業キャッシュフロー － 投資額 ＋ 財務キャッシュフロー

営業キャッシュフロー － 投資額 ＋ 財務キャッシュフロー ＝0

投資額 ＝ 営業キャッシュフロー ＋ 財務キャッシュフロー

式1

式2

式3

長い目で見ればネットキャッシュフローを0にする

稼ぐ 使う 借金

図表3-2 キャッシュフローの計算式
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◇「設備効率」と「設備額」で購買力を見る

どんどん投資
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
状
態

赤信号

⇒与信チェック
投資効率アップ

回収中
体力ダウン

⇒黄信号

設備効率

設備額

投資額の源泉といえる営業キャッ

シュフローから見ていきましょう。

設備額（現在企業が持っている設備の

価値の総額。貸借対照表に書いてある

固定資産から本業に使いそうなものを

選択する。貸借対照表がなければ目で

設備をざっと見る）とその期の営業

キャッシュフローの比を設備効率とい

います。つまり「設備効率＝当期営業

キャッシュフロー／設備額」です。こ

の設備効率と設備額の傾向（年々上昇、

スライド、下降）を見れば図表3-3のよ

うに購買力がわかります。

図表3-3 購買力を見る

設備効率、設備額とも年々上昇していれば、設備投資するほど力がついてカネが

増え、さらにそのカネで投資している状態です。設備を売る方から見れば、まさ

にロイヤルカスタマーになってほしい企業です。設備効率が上がって、設備額が

スライドであれば設備の取替えなどによって、投資効率が上がっていっている状

態です。設備効率が上昇しているのに、設備額が下降していれば設備投資を控え、
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現在回収中です。

設備効率がスライドというのは、設備によって稼いだ営業キャッシュフロー相当

分を投資に回している状態であり、よくコントロールされた企業といえます。自

らの仕事の血と汗を設備に回すという感じですので、売り手から見ると価格折衝

などがきついタイプです。

設備効率が下降しているのに設備額が上昇、またはスライドしている企業は要注

意です。与信（支払いをきちんとしてくれるか）のチェックが必要です。これを

立て直すには設備の外科手術（工場や店舗の閉鎖、売却）が必要のはずです。設

備効率、設備額ともに下降しているときは徐々に体力が落ちており、黄信号です。

◇設備を買ったのは「返す必要のあるカネ」か？「返さないでいいカネ」か？

次に財務キャッシュフローを見ます。ここには投資意欲が見えます。

これがプラスであれば、営業キャッシュフローを超えた投資をしていることにな

り、投資意欲旺盛といえます。この財務キャッシュフローが借金であれば、その

カネを貸した金融機関がこの企業の成長を期待していることが推測できます。た

だこの場合金融機関の了承なしには投資できません（したがって大型設備の購入

決定には時間がかかります）。

これが増資であれば、経営者と株主が「行ける」と合意したものといえます。

しかもこのカネ（エクイティファイナンスという）は企業から見ると借金ではな

く、「返さなくてよいカネ」ですので、思い切った設備投資に使われるはずです。
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財務キャッシュフローがマイナスの時は、本業で稼いだカネの一部を借金の返済

にあてている状態です。それには2つのケースが考えられます。1つは企業が成熟

し、十分稼いだのでそろそろ借金を返していこうかという状態です。設備などの

売り手から見ると投資意欲がなく、あまり魅力的な買い手とはいえません。もう1

つは金融機関から返済を迫られ「設備投資するならカネ返せ」といわれる状態で

す。もっと極端な場合は設備を売ってでも返せと迫られているものです。売り手

から見ると危険な顧客といえます。

◇「企業ライフサイクル」で投資意欲を見る

買い手企業の投資意欲をもう少し長い目で見るには、企業ライフサイクルとい

うものを考えます。企業によってその長さは異なり、また途中で死んでいく企業

もありますが、企業は生まれてから次のような「期」を経ていくというものです。

その企業がどの期にいるかは売上高の伸び率で判定できます。図表3-4のように

「時（年）」を横軸、売上高をたて軸としたグラフを書き、かつ対前年度の売上

高伸び率を計算してみればわかります。有報では売上高が最低5年分記載されてお

り、非上場企業でも5年程度の売上高がわかれば判定できます。

・創業期

ゆっくりと売上高が伸びていきます。売上高線はなだらかな右肩上がりとなり、

伸び率（％）は1ケタから最大でも10％程度の数字です。この時期、企業のインフ

ラ（オフィス、工場、店舗、機械…）への投資意欲は旺盛です。しかし営業
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キャッシュフローでは足りず、賃貸、借金、リース（実質的には購入し、その資

金を借金しているのと同じ）などの財務キャッシュフローに頼ります。この時期

に売り手企業がこの買い手企業から信頼を得ると、経営者が交代するまでその信

頼は続き、成長期にはロイヤルカスタマーとなっていることが多いといえます。

・成長期

売上高が急激に伸びる時期です。売上高線は傾きの大きい右肩上がりとなり、

伸び率は2ケタ台、場合によっては「倍々ゲーム」のような形になります。投資意

欲も極めて旺盛であり、営業キャッシュフローと財務キャッシュフローを用いて

「明日のために」思い切った投資を図ります。

・安定期

ここには2つのタイプがいます。1つは売上高線がなだらかな右肩上がりで、伸

び率が1ケタ台です。もう1つは売上高は小さくブレながらも（増えたり、減った

り）ほとんどが売上高線が水平になっているものです。日本ではこの時期に上場

する企業も少なくなく、上場で得た資金を設備（といってもオフィスなどが多

い）に投資します。しかし売上が伸びないため、その投資によって利益が下降し

ます。売上が伸びない中で利益を増やすには費用を減らすしかありません。備品

購入、水道光熱費までも厳しい目でチェックし、不要なものはできる限り買わず、

購入するにしても価格折衝は厳しくなります。いわゆる「ケチ」になり、急速に

投資意欲は落ちます。
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売
上
高

時

創業期 成長期 安定期

再生（第2創業期）

売上高
ゆっくり
伸びる

変化点

売上高急速
に伸びる

変化点

売上高
ゆっくり
伸びる

Or

ブレ
変化点

消滅

変革期

図表3-4 企業ライフサイクルはグラフで見る
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◇顧客企業の変化点を見る

さて、売り手から見た企業ライフサイクルは、その変化点（期が変わる点）が大

きな意味を持つことになります。また企業は永遠の命があるわけではなく、いつか

死を迎え（必ずしも3期を経ずに創業期、成長期にいきなり死んでしまう企業もあ

ります）消滅します。この死を迎える可能性が高いのもこの変化点といえます。

・創業期⇒成長期の変化点

この変化点を迎える直前に、その企業はインフラ（事業になくてはならない設

備）以外の「攻めの投資額」が大きく拡大します。これは経営者が企業の行ってい

くビジネスの方向が見え、かつその方向で「いける」と判断し、戦略的な投資を進

めていくからです。営業キャッシュフローは増加し、これが設備に投資され、さら

に不足分を借入、増資などの財務キャッシュフローで補います。

一方、投資額が増えず、財務キャッシュフローがマイナスで営業キャッシュフ

ローを食い始めると（稼いだカネを借金返済にあてる）、創業期の企業は成長期に

入らず、死を迎える可能性が高まってきます。

・成長期⇒安定期の変化点

この変化点の直前では営業キャッシュフローが益々増加していきます。しかし工

場、店舗などへの投資も落ち着いてきますので、借金を返済し、それでもカネが残

ると本社などのオフィスの移転・新築への投資が行われます。新本社設立が安定期

のシグナルといって過言ではありません。
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一方、営業キャッシュフローに加えて、借入・増資などの財務キャッシュフロー

を増加させ、このカネをどんどん設備投資し、拡大路線を取り続けると、安定期突

入とともに死を迎えることもあります。

・安定期⇒？

安定期の終わりには人間同様に企業は倒産、M＆A（合併、買収）などにより死

を迎えます。しかし人間とは違う点が2つあります。1つは人間のようにゆっくり

と中年から老化していくことはほとんどなく、ある日突然「健康」と思っていた企

業が死を迎えることです。もう1つは死なずにもう一度生まれ変わる企業もいるこ

とです。

この2つに分かれる時を変革期といいます。生まれ変わる場合は第2創業といわれ、

もう一度創業期⇒成長期⇒安定期と進んでいきます。これが企業ライフサイクルの

「サイクル」という意味です。

この変化点の前に企業は先ほど述べたようにだんだんとケチとなり、投資意欲は

落ちます。そして企業は最後の変化点を迎え、死と再生の2つの道に分かれます。

死んでいく企業は変化点の直前で売上が急下降し、コストカットも追いつかず死を

迎えます。

再生する企業は変化点の直前でいくつかの現象を示します。1つはこの時なされ

る大手術（事業の再編成など）によって最終利益が極めて大きな赤字となることで

す。この大手術のカネは営業キャッシュフローがやや下降気味なので、今まで貯め

てきたカネや増資・借金などの財務キャッシュフローに頼ることになります。
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「死を迎えるのにカネはいらないが、再生には瞬間的に多くのカネが必要になる」

というものです。

そしてこの手術によって体力は回復し、売上がゆっくりと伸び始め（第2創業

期）、そして間もなく売上高は再度右肩上がり（第2成長期）となります。

3-2 企業の経営を見る

◇顧客企業の「ガバナンス・タイプ」をチェックする

顧客企業を見るポイントは経営です。経営ではコーポレートガバナンスと経営戦

略の2つを見ます。

コーポレートガバナンスとは「企業統治」と訳されるもので、一般的には「企業

は誰のものか、誰が支配しているか」というテーマ、話題を総称しています。企業

を顧客として見る時は、これをもう少し広げて「ステークホルダー（前に述べたよ

うに企業の業績の影響を受ける人たち）のパワーバランスを見る」と考えます。第

1章で述べたマーケットのパワーバランスと同じ意味です。ガバナンスに関する

データは「必ず」手に入ります。

このガバナンスによって企業は図表3-5のようなタイプに分かれます。このよう

にガバナンス（支配権）を取った所によって、投資意欲、投資対象が変わることに

なります。
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支配タイプ 概要

オーナー経営者
型

・オーナーとその親族で株の過半数を持っている

・非上場企業ではもっともポピュラー。上場企業にも数多く残っている

・カネに関してはオーナー経営者が絶対的権限

・設備投資の意欲は高いことが多い

従業員キャリア
アップ型

・経営者は従業員がキャリアアップ（出世）したもの

・筆頭株主が数％程度の持株割合

・はるか昔に上場した老舗大企業に多い

・業績が良い時は投資、特に人材育成に積極的。業績が悪い時は何としても短期的に回復しようとする

親子会社型 ・親子関係を持っている企業グループ。「日立グループ」など

・子会社が上場することもあるが、親が50％以上の株を持つことが多い。このタイプは持株会社スタイルへと変
身しつつある

・実質的にはグループは1つの企業。グループ全体のガバナンスは多くの場合従業員キャリアアップ型。上の2

つのどちらかのタイプ

・物品購入は各会社で行うが、大きな設備投資は親の意向

異業種グループ
型

・複数の親子会社グループが互いに株を少しずつ持ち合うことで、銀行を中核とした弱い結びつきの異業種グ
ループを作るもの

・三菱、三井、住友などが有名

・設備投資、物品購入について、グループ内の取引が最優先される

・バブル崩壊による銀行の力低下で崩れていったが、ここに来てまた買収対抗としてクローズアップされている

取引先型 ・顧客や仕入先が後から資本参加して大株主となったもの

・オーナー経営者、親子会社型との折衷も多い

・取引先の支配力は極めて強い

・取引先は自らに関係のない物品購入、設備投資には口を出さない

・取引先の業績によって取引価格が大きく変わり、営業キャッシュフロー、投資額に大きく影響を与える

図表3-5 コーポレートガバナンス・5つのタイプ
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◇「ミッション」「ビジョン」から経営戦略を見る
マーケティングリサーチとして顧客企業の「経営戦略を見る」ときのポイントは、
図表3-6のようなフローでとらえることです。

ミッション 企業の社会的使命、組織目的

ビジョン 企業のあるべき姿、そこまでの道筋

経営戦略 経営資源（ヒト、モノ、カネなど）の調達・配分の方針

経営計画 実際の経営の進め方
図表3-6 経営戦略はフローでとらえる

経営戦略によって顧客企業の設備投資は大きく変わることになるのですが、これ

を外部から直接リサーチすることは難しいといえます。しかし経営戦略の前提に

ミッションとビジョンがあります。ミッション、ビジョンは多くの場合、その企

業のホームページなどで公表されています。このミッション、ビジョンから戦略

を推測できます。これが公表されていない企業は隠しているのではなく、未成熟

のためそれが存在しておらず（したがって見るべき経営戦略もない）、目標しか

なく、とりあえず業績を出したいというタイプです。
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ミッション（日本語では「使命」）は「そもそも何のために企業が存在してい

るのか」を表わしたものです。呼び方は企業によってさまざまですが、企業理念、

創業理念、社訓などと表現されます。ミッションは作れば必ずホームページだけ

でなく、企業のパンフレット、社内外の掲示板などありとあらゆる所に貼り出し

ます。

一方ビジョン（日本語では「見通し」）はミッションを果たしていくために何

をなしていくべきかというもので、経営者が社内外に訴えて合意を得るものです。

つまり公表されるべきものです。経営理念、社是、行動指針といった表現もとら

れます。

このミッション、ビジョンをベースとして、経営者は経営戦略を考えます。その

最大のテーマは経営資源（ヒト、モノ、カネなど）の調達、配分の基本的方針で

す。この方針によってモノやヒトにカネが投資されますので（この投資計画を経

営計画という）、売り手から見ると顧客の購買方針といえます。「物流システム

への戦略的投資」、「当社はヒトがすべて」、「最新技術の導入」、「設備は持

たず、賃借する」…といったものです。この方針と自社商品が合えばその企業は

ロイヤルカスタマーとなります。

◇ユニークと徹底で4つに分ける

経営戦略、経営計画は公表されなくても、ミッション、ビジョンを見ればその

「タイプ」が分かります。この戦略タイプは図表3-7のように4つに分けられます。
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研究開発型 スポットライト型

シェア型現状維持型

ブランドイメー
ジ、差別化

同盟意識

高低
徹底度

キーマン根回し

高

低

プロに最新
商品を売る

ユ
ニ
ー
ク
性

実績あり

乗り遅れる

新しさ

図表3-7 経営戦略を４タイプに分けてとらえる

たて軸のユニーク性とはミッション、ビジョン（経営戦略がわかればなお良い）

が他社や世の中と比べて、どれ位独自性があるかです。ユニーク性の高さは新分野、

新事業、新商品への積極的チャレンジという形で表れます。このタイプの顧客企業

ヘは、「新しさ」といったテーマに沿ってマーケティングアプローチすれば受け入

れられます。逆にユニーク性の低い企業には他社がその商品を購入しているかどう

か、つまり販売実績が最大のセールスポイントになります。

横軸の徹底度とはミッション、ビジョン、戦略などを、どれ位社内に徹底してい

るかというものです。その企業のミッション、ビジョンを見て外部の人が
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「やっぱりそうだよね」といえば徹底度が高く、「この会社はこんなミッション

だったんだ」と感じれば低いといえます。徹底度の高さはコントロール、マネジメ

ントの強さといった形で表われます。設備投資、物品購入などもはっきりとルール

化され、外から見ても誰が意思決定のキーマンかが比較的はっきりとわかります。

徹底度が低いというのは、従業員各自が各々の価値観で考えて自由に行動している

というものです。この企業の設備投資、物品購入はどうやって決めているのかがわ

かりづらく、金額が大きくなると社内根回しが大変で、その意思決定がどうしても

遅くなります。

◇タイプごとにマーケティング戦略を考える

スポットライト型は多くの場合、高いブランドイメージを持ち、ライバル企業と

の差別化を意識しています。この企業のブランドイメージと自社商品が合った時、

ロイヤルカスタマーとなります。

シェア型はユニークさよりも、勝ち負けに興味があり、目標は№1です。ここで

はライバルと戦うために思い切った投資をします。「同じ商品でもライバルがおた

くから買うならうちはよそから買う」といった同盟意識を求めます。

研究開発型は各従業員がそれぞれを束縛せず、自由に行動している企業です。企

業というよりもプロフェッショナルの協同組合のような感じです。この企業への

マーケティングアプローチは、最先端で他社が持っていないユニークな商品を、そ

れぞれのプロフェッショナルに個別に少しずつ購入してもらうという形が有効です。
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現状維持型は何となく決められた仕事をチームワークも意識せずこなしていく企

業です。本来であれば企業としては破たんしてしまうはずなのですが、何らかの理

由（規制など）でライバルが現れないため、現状維持を続けます。キーマンはおら

ず、全員が合意した時、意思決定します。ここに必要なマーケティングアプローチ

は「その商品を購入すると幸せになれる」ではなく、皆が購入しているので購入し

ないと「乗り遅れる」というものです。

3－3 顧客企業の「組織」と「ビジネスモデル」を見る
経営戦略に基づいて組織とビジネスモデルが作られます。この2つの見方を考え

ます。

◇「グループキー」でライン部門を見る

組織はライン（企業の本業を遂行している）とスタッフ（ラインを支援）に分か

れます。

生産、販売などのライン部門はチームに分かれています。ライン組織のポイント

はそれがどういう基準（キーという）でグルーピングされているかを見ることです。

これによって企業内のパワーバランスがわかります。
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・地域別組織

東京支店、大阪工場、札幌店といった形で地域名が組織の頭に来るものです。エ

リアマーケティングを取っている企業でセールス組織にこれが採用されると比較的

長く続きます。工場などの組織では地元採用という形で労働の需給バランスを整え

る場合にはよく使われています。チーム内の設備投資、物品購入は支店長、工場長

が実権を握っています。

・商品別組織

商品ごとにチームがあり、チーム内ではセールスマンよりも商品開発、工場など

のオペレーション側が強いことが多いといえます。どうしても多品種化へ向かって

いき、それを収束するために、多くの場合次の顧客別組織などを加味しようとしま

す。プロモーションなどのマーケティングよりも商品そのものへの投資がその中心

です。

・顧客別組織

顧客別にチームを組むもので、商品が錯綜することもあり、チーム内の協力関係

は強いといえます。顧客を維持・獲得していくことがテーマであり、どうしても商

品よりもライバル企業にその目が向きます。セールスやマーケティングリサーチへ

の投資が活発です。

企業が大きくなってくると3つの組織ともそのキーが錯綜します。支店の中に商

品別のチームがあったり、商品別組織の中に地域別や顧客別のチームがあったり、
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となっていきます。何か問題が起こる（同じ顧客にセールスが2人行く、戦略商品

を売ろうとしない）と、その度に組織を部分的に変えるようになり、次第に組織は

複雑怪奇となっていきます。指揮命令権限・意思決定ルールは崩れ、投資も購買も

大混乱となっていきます。

こういったことを排除するために後で述べる事業部へシフトするのですが、また

その中で同じ現象を生んでいくことも多いといえます。多くの企業で組織変更は永

遠のゲームです。

◇「中央集権度」でスタッフ部門を見る

スタッフ部門は大きく2つに分かれます。

1つは経営企画室、人事部、経理部、総務部といった経営サポート部門であり、

経営スタッフ（本社部門ともいう）とよばれます。この人数を見るとコントロール

の度合がよくわかります。他社よりも経営スタッフ部門の人数比が大きい企業は中

央集権型で、あらゆる面で経営スタッフが大きな力を持ち、現場をコントロールし

ます。逆にその人数が少ないと、これらの権限がラインのマネジャーなどに任され

ているということであり、独立度が高いといえます。

もう1つは販売企画部、技術部などライン部門へサポートするものであり、部門

スタッフとよばれます。部門スタッフの中でもライン部門と一体化しているスタッ

フ（営業の事務処理など）は、いつの間にかいわゆる雑用まで任されるようになり、

スタッフメンバーのモチベーションを落としていくことがあります。そこでこの
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仕事をパート労働、アルバイト、派遣労働、アウトソーシング（外部企業に一括し

て頼む）などに移行することもよく見られます。

◇「権限委譲度」で事業部を見る
規模の拡大とともに事業部制をとるのが一般的であり、近年は中小企業にも多く

見られます。これは組織の第一キーを事業として、事業部の長に思い切って権限を
委譲して、経営スピードを上げるものです。経営者は全社の事業別のバランスを考
え、ヒト、モノ、カネなどの経営資源の配分を各事業に効果的に行うというもので
す。
ここでの見方は事業部内に経営スタッフがいるかどうかです。（事業部には部門
スタッフはいます。）事業部内に人事部、経理部などの経営スタッフ機能まで持っ
ていると完全な独立採算制です。
事業部内の経営スタッフは設備投資、購買を極めてスピーディに行います（そも
そもこのスピードが目的ですので）。経営スタッフが本社に残っている場合は、こ
こが予算をコントロールし、事業部はその予算内で設備投資、購買を行うことにな
ります。
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◇「オペレーション志向」と「マーケティング志向」に分けて
ビジネスモデルを見る

最後に見るのはビジネスモデルです。
ビジネスモデルとは主にライン組織での「仕事の進め方」のことです。ビジネス
モデルは「商品を作るオペレーション部分」と「商品を売るマーケティング部分」
いう大きく2つの仕事に分けて考えます。メーカーでいえば工場と営業であり、レ
ストランでいえば厨房とお店であり、流通業でいえば購買と販売です。
このオペレーションとマーケティングという仕事のバランスによって、企業はオ
ペレーション志向とマーケティング志向の２つに分けられます。どちらの仕事に企
業として軸足を置いているかということで、比較的はっきりと外部からもわかり、
その企業のカラーのようなものを作っています。「技術の日立」と「消費者の松
下」であり、「がんこ親父の限定50杯のラーメン屋」と「24時間365日いつでも
ラーメン290円」といったものです。

◇「オペレーション志向」のビジネスモデル、その変遷を追う
オペレーション志向の企業は自社のオペレーションを大切にし、オリジナリティ

を生かした商品を考え、その商品に合った顧客を探すという形でビジネスが進めら
れます。
オペレーションでは生産性より品質を考え、その高品質さを顧客よりもオペレー

ションをしている従業員に感じさせ、その大切さを理解させます。したがってオペ
レーションの品質が高まることにはどんどん投資します。
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抱える悩みは目標、業績です。オペレーションと売上高が直接的には結びつかず、

利益目標へと向かいます。しかし品質と利益とのトレードオフ（品質を上げるとコ

ストアップになる）に気づき悩みます。そこで顧客満足度をその目標と考えますが、

マーケットに遠いオペレーション部門中心のため、この把握に苦戦します。そこで

オペレーションを究めようとする企業は従業員満足度という指標に魅かれます。従

業員がオペレーションを通じて、自らの仕事に満足しているかというものです。

そして最後には、「顧客満足度を高めること」が「従業員満足度を高める」とい

う論理に気づいて、再度顧客満足度へ回帰します。つまり「顧客の喜び」を「オペ

レーションの喜び」に結びつけるというものです。

◇「マーケティング志向」のビジネスモデル、その変遷を追う

一方、マーケティング志向の企業は、常に商品よりもライバルと顧客を見つめ、

顧客のニーズにライバルより早くたどりつくことをその原動力とします。そして他

社と識別するためのブランド・デザイン、強烈な価格・セールス・テレビコマー

シャルを目指します。投資はマーケティング分野がその中心で、特に「他社に負け

ない」プロモーションへの投資がその中心です。

利益を生む企業構造ではなく、現場の業績目標は当然のように売上高、シェアと

なります。しかし経営者が何らかの事情で利益を考えざるを得なくなると（株主、

金融機関などの要請や第1章で述べたマーケットの変化でいづれそうなっていきま

す）、状況は一変します。まずは利益を出すためにオペレーションの原価に着目し、
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生産性を上げようとしますが、今までやってこなかったので一朝一夕ではできませ

ん。そこで時間削減でなく時給削減にその目が向かいます。派遣労働、アウトソー

シング、中国・インドなどへ低賃金労働を求めるといったものです。見方を変えれ

ばここに一旦は新たなオペレーション志向の企業を生むことになります。しかし当

然のことながら、ライバルも同じ手を打つことになり、むしろマーケットに価格競

争を生み、より利益が出ない構造となってしまいます。

そして最後にマーケティング志向の企業はライバルから顧客へ目を向け、顧客満

足度という新たな目標にチャレンジします。

こうしてマーケティングリサーチした業績、経営、組織、ビジネスモデルが、第

2章で述べた顧客データベースの顧客属性項目となります。
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セールスに超マーケティングリサーチを使う

COLUMN

ネット証券の登場で、個人投資家による株式投資はブームとなっています。

証券市場での株式投資は株価の上下をあてるマネーゲームであり、「株価の

上がりそうな株を買って、高値で売れば勝ち」というルールです。人間が本

能的に持っているギャンブル欲を満たしてくれる「大人のゲーム」です。

ただこのゲームも、大した根拠もなく直近の株価の状況（「上がった」

「下がった」）だけを見て、「売ったり買ったり」するのではおもしろくあ

りません。競馬でいえば、馬もジョッキーのことも何も知らず、ただオッズ

（返ってくる配当金の予想）だけで買っているのでは、ゲームの醍醐味が味

わえません。馬のタイプ、戦績、馬場の状況、ジョッキーの性格などを考え、

レース展開を予想して…とやっていって、「適中する」とまさに感動します。

株式投資でも、もっと企業のことを研究すれば「ゲームの真髄」が楽しめま

す。

株式を上場している企業は証券市場からカネを集め、設備投資し、カネを増

やし、株主へ配当します。つまりカネを強く求め、そのカネを増やしてくれ

る企業の株価が上がるはずです。こう考えればわかると思います。競馬でい

う「馬の走る力」を企業でいえば、超マーケティングリサーチで調べる投資

意欲と営業キャッシュフローといえます。

株式投資に超マーケティングリサーチを活かして、もっとゲームを楽しみま

しょう。

株式投資に超マーケティングリサーチを使う
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第4章 「顧客満足度」を測る
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4-1「顧客満足度」のとらえ方

◇マーケティングリサーチの基本も「PLAN-DO-SEE」

仕事の基本はPLAN（計画）-DO（実行）-SEE(評価)です。マーケティングとい

う仕事もマーケティング戦略を立て（PLAN）、マーケティングを実行し（DO）、

その結果を評価（SEE）します。これをサポートするマーケティングリサーチも

やはりPDSに分けることができます。

PLAN（マーケティング戦略）の主要素は顧客であり、顧客へのマーケティング

戦略を考えるために、第2、3章で述べたマーケティングリサーチで顧客情報を収

集します。

DO（マーケティング実行）ではその実行する環境をリサーチします。これにつ

いては第6章で述べます。

SEE（マーケティング評価）のリサーチについて本章と次章で考えていきます。

マーケティングの評価リサーチとは、評価情報をマーケットから集めることです。

評価は常に目標と実績の差異分析であり、目標を決めれば評価のやり方が決まりま

す。

今まで述べてきたようにマーケティング目標を顧客満足度とすることが現代の

マーケティングのあるべき姿であり、超マーケティングリサーチではこれに関する

評価情報を集めます。
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◇なぜ「顧客満足度を目標とするのか

顧客満足度をマーケティング目標とすることには3つの意味があります。

1つは顧客満足度が手段ではなく目標だということです。これは売り手中心マー

ケット、流通中心マーケットで見られる競争マーケティングから、顧客マーケティ

ングへの脱皮を意味します。競争マーケティングでいう顧客満足度の論理は、顧客

満足度を上げることで競争力が高まり、自社の売上が向上していくというものです。

一方、マーケティング目標となった顧客満足度は、競争力の向上、売上向上の手

段ではなく、それ自体を目標とするものです。短期的に売上が上がっても顧客満足

度が得られなければいずれ競争力が落ち、ライバルに逆転され、売上が下がってく

るから好ましくないというものではありません。顧客満足度が低ければマーケティ

ングの結果として得た売上自体に意味がないと考えるものです。

2つ目の意味はマーケティング目標を顧客満足度と設定することで、これを達成

するための方策づくりであるマーケティング戦略が見えてくることになります。そ

してそのマーケティング戦略の結果を測る評価リサーチは、決して昨日の顧客満足

度を知って一気一憂するものではなく、それによって明日の顧客満足度を予測し、

どうすれば（どういうマーケティング戦略を取れば）その明日の顧客満足度が上が

るかを考えていくものです。

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

3つ目の意味は、経営目標との関係です。

経営目標には2つの側面があります。1つはその企業内の従業員全員が目指す最

終目標であり、経営戦略立案時の目標となることです。
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もう1つは「外部約束目標」。経営者が株主など外部に約束する目標です。

内部目標についてはその企業が顧客志向をミッション、ビジョンに掲げているな

ら（現代の多くの企業はそうです）、顧客満足度というマーケティング目標を経営

の最終目標とすべきです。「顧客満足度を高める」ことをマーケティング部門だけ

でなく、セールス、生産などのオペレーション、スタッフといったすべての部門の

業務目標とすべきです。

◇顧客満足度と利益は連動するか

一方、後者の外部約束目標に顧客満足度そのものを使うのは不適切であり、多く

の企業ではそうしていません。外部と約束する経営目標には次のような要件が求め

られます。

①その結果の測り方が他企業と同じであり、誰が測っても同じ結果になること

②約束する外部（株主、社会など）にこの目標が達成されることで、リターンがあ

ること

③経営戦略立案時の目標（先ほどの内部目標）と整合がとれていること

④経営者を含む従業員がその目標に合意できること

これを満たすために、多くの企業で用いられる外部約束目標が利益という計算値

です。①の要件は顧客満足度（測り方が世の中で標準化されていない）とは異なり、

社会的に決められた企業会計ルールに則って計算することでクリアされます。②の

要件については利益は配当（株主へ）、税金（社会へ）に連動しています。
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③の要件については、「経営戦略立案時の顧客満足度」と「外部約束目標として

の利益」の整合がとれていることが求められます。この答えは「昨日の自社の商

品・サービスに満足してくれた顧客が、もう一度顧客になってくれることで明日の

自社に利益をもたらす」と考えます。

つまり顧客満足度がしばらくしてから利益という結果を生むというものです。評

価リサーチで考えれば顧客満足度を高めるために打った手の妥当性を、利益という

結果で評価するというものです。

④の要件は「顧客満足度を高めれば利益が上がる」ことを全従業員が合意するこ

とであり、かつ「利益が上がれば経営者、従業員の給与総額が上がる仕組み」を作

ることです。こうして多くの現代企業は、成果主義など利益連動型の給与体系（そ

うすれば顧客満足度にも連動するはず）を目指しています。これによって全従業員

が顧客満足度、そしてその結果としての利益という目標を「自らの給与を上げてい

く行為」として合意できます。

・・・・・・・・
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4-2「顧客満足度リサーチ」のポイント

「評価リサーチ＝顧客満足度リサーチ」の意味が整理できたら、いよいよリサーチ

に入ります。企業内でこの整理が終わらないうちに、決してリサーチに入らないで

下さい。なぜやるかという目的が固まってないと、必ずリサーチが終わってから、

「こんなやり方でいいのか」ともめます（私はそのような企業をたくさん見てきま

した）。

顧客満足度リサーチの目的がはっきりしたら、次は「やり方」ですが、ここで必

ず2つの課題にぶつかります。

1つは先ほど述べたように顧客満足度は昨日の反省に使うのではなく、「明日ど

うやっていくか」というマーケティング戦略に使うのだから、明日の顧客満足度を

予測しなくてはならないことです。

2つ目は目標というくらいなので「顧客満足度を数字にしたい」ということです。

◇顧客満足度を数字で表わして予測するー未来を言い当てることが予測ではない

まず前者の課題から考えてみましょう。

明日の顧客満足度は結果が出なくてはわかりませんが、これを予測しなくては

「ならない」ということです。ここで再び登場するのが統計です。

統計を使った予測というのは「過去の結果から考えて未来はこう考えるのが普

通」「過去のことも全部はわからないが、わかる情報からすると未来はこう考える
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のが普通」として企業内の合意を得るものです。決して「未来を当てる」ことでは

ありません。

予測という仕事は図表4-1のような構造です。予測とは過去のデータと特定の予

測のやり方を用いて予測値を出すものです。この時、過去のデータおよび予測値は

「数字」であることが必要条件（そうでないとできない）です。そして数字にすれ

ばこれを予測するやり方を必ず誰かが思いついています。つまりこれが十分条件

（そうであればできる）です。これで先ほどの「顧客満足度を数字にしたい」とい

う2つ目の課題も合流しますね。

予測値 実績値
過去の
データ

予測のやり方

現実の世界

図表4-1 予測という仕事の構造

ここで大切なことは「何としても数字に表す」という「意思」です。顧客満足度

を数字にするには、その企業が「数字にする」という意思決定をし、「あまり良い

方法が思いつかないから数字にしない」という選択肢を持たないことです。

顧客満足度とは人間の「気持ち」であり、これを数字で表します。「数字に表せ

ない」という人がいますが、数字に表せないものはありません。「おいしさ」も
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「すごくおいしい⇒5」「おいしい⇒4」「ふつう⇒3」「あまりおいしくない

⇒2」「まずい⇒1」とすれば数字です（こういったものを数量化理論といいます

が、まあ理論と呼べるほどではなく「考え方」でしょう）。もちろん実体（「おい

しい」という気持）をその数字がどれくらい適確に表現しているかは別です。しか

し何とか数字に表して、その数字が実体に合うように数字を調整していくしかあり

ません。「おいしさ」がファジーと思うなら、ビールでいえば「のどごし」「キ

レ」「麦芽の風味」と分けて、1つ1つを数字にして行きます。

◇予測の誤差を最小にする

予測の最大の特徴は現実の世界から実績値が出て、予測値と比較できることです。

あるやり方（A）で予測値1が出たとします。どういうことか、早速、見てみま

しょう。

ある「方法A」で予測して、その結果「予測値1」が出たとします。しばらくする

と現実の世界から「実績値1」が出てきます。当然「予測値1≠実績値1」です。

人間が予測という仕事を嫌がったり避けたりしているのは（人間の直感の方が良

いと言い張る人は）、決して予測ができないからではなく、実績値と合わないかも

しれない（きっと当たらない）という恐怖感からです。

予測のもう1つの特徴に連続性があります。次から次へと実績値が出てくること

であり、何度でも予測できるということです。たしかによく考えれば、予測値と実

績値が合わないのなら（つまり「予測値1≠実績値1」なら）、予測のやり方を
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変えて「方法A’」とし、何とか「予測値1＝実績値1」に持っていく、あるいは近

づけるしかありません。

つまり実績値がわかっている今となって予測するとしたら、「どういう予測の仕

方をすれば『実績値1』に近づくか」ということを考えることです。

そして次のタイミング(翌日、翌月、翌期など)に「方法A’」で予測して、「予測

値2」を導き出します。その後「実績値2」が出ます。もちろん「予測値2≠実績値

2」です。

では、この時はどうするかといえば、両方がピタッと合うやり方はないので、

「実績値1－予測値1」「実績値2－予測値2」（予測誤差という）がなるべく小さ

くなるように「方法A’’」に変えるしかありません。そして次に予測して結果が出

て…とやっていくしかありません（正確に言うとこのやり方しか人類はまだ思いつ

いていません）。

これが52～56ページで述べた回帰分析です。「各点からの距離の和が最小にな

るように直線を引く」というのは予測誤差を最小にするという意味です。

◇顧客満足度を因数分解する

この2つの考え方をベースとして顧客満足度リサーチを設計します。

まず顧客満足度を何らかの形で数値化します。

ここまでできれば、このリサーチ設計はほとんど終わりともいえます。何を調べ

るかがわかれば、どう調べればよいかはすぐにわかります。

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・
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そのうえで、未来、過去を通してのすべての顧客満足度（母集団、知りたいこ

と）を測ることはできないので、一部の過去の顧客満足度（サンプル）をリサーチ

して、未来の顧客満足度を予測するというものです。

顧客満足度の数値化の方法は、企業が提供する商品・サービスによって異なり、

「自らで」考えていくものですが、食品など消費財メーカーでの典型的なパターン

を紹介します。これが図表4-2です。

顧客満足度には機能面の満足度（良い製品）と価格面の満足度（安い製品）があ

ることは納得できると思います。この2つに分けてアプローチしていきます。

まず図表4-2の左側です。①の製品機能とはその製品から消費者が受ける価値、

効用、メリットを表すものです。ここには2つの要素があります。1つは製品仕様

であり、その製品を「このように作ろう」とメーカーが設計したものです。食品で

いえばおいしさ、香り、成分、健康寄与度…、といった複数の設計項目から成りま

す。もう1つは製造品質であり、どれくらい製品仕様どおり作られているかという

ものです。

満足「度」というくらいなので、一人ひとりの顧客にその製品機能なら（価格を

のぞけば）、100点満点という状態があるはずです。これが②の絶対満足です。度

というのは割合であり分数です。分数は分母（絶対満足）がないと計算できません。

ここでも決して「神のみぞ知る」といって逃げないことです。真の値はわからなく

ても、何とかそれに少しでも近いものを得ようというのが超マーケティングリサー

チです。
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図表4-2 顧客満足度へのアプローチ例
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絶対満足は1つの項目ではなく、やはりおいしさ、香り、成分、健康寄与度（お

いしさは満足、香りは不満）…といった複数の項目から成ります。よく考えれば製

品仕様の項目は絶対満足の項目に合わせるべきです。つまり2つの項目は一致しま

す。

絶対満足は項目（おいしさ）ごとに、その「絶対」を表わす内容（至極のおいし

さ）があるはずです。

③各顧客の機能満足度は絶対満足の各項目について、製品機能を絶対満足内容で

割ったものの総和となります。和というくらいなのでもちろん全部数字です。さら

に①の式から考えるとこれは「製品仕様／絶対満足内容」と「製造品質」の2つか

ら成ることがわかります。

やっとここまでたどりつきました。要するに100点満点中（絶対満足）どれくら

いまで製品仕様を近づけたか、そして各製品をミスなくきちんと製造しているかで、

顧客の満足が決まるということです。

◇顧客満足度リサーチでは開発・品質・価格の3つに注目しよう

ここまでくれば顧客満足度リサーチをどう始めていけばよいかが見えてくるで

しょう。まずは顧客の絶対満足の項目を調べ、項目ごとにどうすれば顧客は満足す

るかを調べ、自社の商品が絶対満足にどこまで到達しているかを調べ、どうすれば

満足度が高まるかを考えて、商品を開発していくというものです。
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ここまでのリサーチステップは従来から言われている「商品を開発する」ための

マーケティングリサーチそのものです。この商品開発リサーチの進め方については、

具体例を入れながら第5章で詳しく述べます。

顧客満足度リサーチの2つ目のポイントは、製造品質に関してです。つまり設計

どおりの製品が顧客に渡っているかです。この品質リサーチについては本章でこの

後述べます。

機能満足度は同じ製品でも顧客1人ひとりによってちがいます。しかしもちろん

全部の顧客を調べられないので、一部のサンプル（リサーチの結果）で全体の顧客

（母集団）を考えるしかありません。つまり④製品の機能満足度は各顧客（サンプ

ル）の平均値でとらえます。

もう1つは図表4-2の右側、価格へのアプローチです。ここでのベースは顧客がこ

の製品機能にどれくらいの価格なら満足するかです。言い方を変えれば顧客が製品

にいくらの価格をつけるかというものです。これを値頃感（プライスラインともい

う）といいます。

値頃感には2つの考え方があります。絶対満足に対してつけるか、その製品機能

に対してつけるかです。企業の考え方次第ですが、私は後者をおすすめします。後

者の場合、製品機能を上げれば値頃感も上がるので顧客満足度は加速度的に上がり

ます。企業のマーケティング努力を考えるとこちらの方が合っていると思います。
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顧客満足度リサーチの3つ目のポイントは⑤値頃感の調査です。これも本章で述

べます。

⑥各顧客の価格満足度は値頃感を販売価格で割って求めます（値頃感が高く、販

売価格が安いと満足度が上がる）。⑦製品の価格満足度は機能満足度同様にサンプ

ルの平均値を出して、顧客全体の価格満足度を推定します。

最後に⑧「製品の顧客満足度」を「機能満足度×価格満足度」によって求めます。

4-3「品質リサーチ」のポイント

◇なんのための品質リサーチなのか？

製造品質（これを単に品質ということが多いのでここからはそういいます）とは、

先ほど述べたように企業が設計した製品仕様どおりできているかという「度合」で

す。企業内での品質に関する仕事を品質管理といいます。品質管理は品質測定（品

質という度合を測る）と品質向上から成ります。品質リサーチは当然のことですが

前者に属します。

こう考えると品質は工場などの企業内で生まれるものであり、マーケットで生ま

れるものではないので、マーケティングリサーチの対象外のようにも思えます。し

かしそれは誤解です。この勘違いが、そしてこのマーケティングリサーチ不足が、

雪印、不二家といった不幸なトラブルを招いています。
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品質測定の世界では不良品という言葉を使います。不良品とは直感的には「製品

仕様どおり（設計どおり）に作られていないものすべて」と考えられます。「重さ

10グラム」と設計したら、10グラム以外の製品はすべて不良です。しかし重さを

正確に測ることはできず、測定ミスも必ずあります。そもそもちょうど10グラム

に作ることなどできません（長さは連続数であり数学的にはちょうど10グラムに

なる確率はゼロです。わからない人は「作ることはできない」と納得して下さ

い。）そう考えるとすべてが不良品となってしまいます。そこでこの世界では「測

定してみて9.9グラムから10.1グラムなら良品とする」といった考え方が必要とな

ります。これを許容、その範囲を許容範囲といいます。この許容範囲に入らないこ

とを異常といいます。

これでやっと不良品が定義できました。不良品とは「いくつかの製品仕様につい

て1つでも異常のある製品」、良品とは「1つも異常のない製品」です。

ここで賢い人はもう気づいたでしょう。売り手企業には常に2つのエラーがあり

ます。「良品を不良品と判断すること」と「不良品を良品と判断すること」です。

後者のエラーによって、どんな企業でも、どんな仕組みをとっても、不良品がマー

ケットに出る可能性は「必ずある」ということです。このエラーについては企業を

出てから、マーケットに入った後（つまり売った後）で、不良品を消費者に見つけ

てもらうしか、対応手段がないのです。
・・・・
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◇不良品を見つける努力

品質リサーチはこの「マーケットにある不良品を見つける努力」のことです。ま

ずこれを経営者、現場のマネジャーを含め従業員全員が納得することです。しかし

この商品を「作った人」、「売った人」は「不良品ではない」と思って作り、売っ

ています。もっといえば仮に不良品だとしても「消費者には気づいてほしくない」、

さらには「不良品とは言い切れない」と考えがちです。不二家で「蛾が製品に入っ

ている」と消費者に言われても、つい担当者が「まあ体に害はありませんから」と

言ってしまう気持も少しはわかると思います。

品質リサーチではまず企業内の冷静な第三者、というよりもその「不良品を見つ

ける」ことが本職の人を作ることです。これが第１章で述べた顧客対応窓口などと

いわれるもので、クレーム（不良品という指摘）を受付け、さらには不良品をがん

ばって見つけるためのセクションです。この人はその「見つけた結果」で評価され、

給与をもらいます。

品質リサーチはこういった顧客からのクレームだけでなく、隠れてしまいがちな

軽微な不良（少し気に入らないと思ってもクレームを言わず、次から買わない人も

多い）を、セールスマンやオペレーターがこのプロフェッショナルのマネジメント

の下に、積極的にマーケットから見つけてくることが大切です。そしてこの人たち

が先ほどのような「思い」（クレームがなければうれしい）をいかに捨てるかがこ

のリサーチポイントです。

・・
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◇知っておきたい「不良の4原則」

セールスマンやオペレーターそして顧客対応窓口が、品質リサーチを行ううえで

頭に入れておくべき点は次の4つです。

①不良をなくすことはできない

人間がやる仕事には（機械にも）エラーは必ずあります。これをなくすことはで

きません。例えば食品メーカーで自社の製品に異物（入っては困るもの）が入らな

いようにすることはできません。そもそも異物が入ってないことが証明できません。

全部開封して調べたら売るものはなくなってしまいます。だから不良品を見つけて

も驚いたり、隠そうとしないことです。

②不良を減らすことはできる

不良が発生する確率を落とすことはできます。これが「品質を上げる」（品質向

上）ということです。統計を使えば一定の品質水準（逆にいえば一定の確率で不良

が起こる可能性）にあることは証明できます。これが品質確保です。しかし不良の

無い状態には絶対にたどりつけません。

③不良が出たらどうするかを前もって考えておく

どんなに品質向上しても不良は出るのですから、出た時のことを考えます。出な

いことを願っても仕方がありません。「出すな」と経営者が命令するのはもっと意

味がありません。「出た時どうするか」を「出ないうちに決めておく」ことです。

これをコンティンジェンシープランといいます（緊急事態計画、不測事態計画と訳

される）。
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例えば顧客からクレームが入ったら、重要なクレームであればあるほど、その原

因分析が終わってから公表するのではなく、まずは「当社へ××というクレームが

あり、現在調査中」と事実を速やかに公表します。この不良がマスコミで報道され

た場合、そのタイミング（公表が先か報道が先か）が運命の分かれ道になります。

これがコンティンジェンシープラン、すなわち「不測のリスクが発生したときの

基本的方針をあらかじめ冷静な時に決めておくこと」です。

④不良を減らす仕組が大切

不良というリスクに対しては減らすこと（予防）の他に、発生してもダメージを

減らすこと（発生時対策）があります。この発生時対策の1つが先ほどのコンティ

ンジェンシープランです。ややこしいのですが、これよりも効果の大きいものが実

は予防です。予防という「不良を減らす仕組みを持っていること」です。不良を減

らす仕組を持っていても不良は出ます。不良が出た時、企業にとってもっとも恐い

のは「こんな対策も取っていないのか」「ずさんな管理体制」といったマスコミの

批判です。予防はこれをプロテクトします。ISO9000、ISO14000などの意味はこ

こにあります。ISOを取ったから安心なのではなく、ISOを取っていないで何か

あったら大変だということです。
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◇不良情報は積極的に提供する

以上の4点、特にコンティンジェンシープランを顧客や社会に近いフロントエン

ドのセールスマン、オペレーターに徹底します。彼らに不良が出た時は冷静に対応

すること、そして企業が受けるダメージを小さくする方向で、これに対処すること

を教育します。そして不良はいち早く見つけ、公表することが効果的ということを

納得させます。

そのうえで不良をセールスマン、オペレーターが積極的にマーケティングリサー

チし、さらに自社のすべての顧客へこの不良情報を積極的に提供し、その反応を集

めます。「他のお客様は当社製品にこんな不満をお持ちだとおっしゃっていますが、

お客様はどう思われますか？」といった質問であり、「私もそうだった」「私も

チェックしてみよう」という反応です。これが超マーケティングリサーチの品質リ

サーチであり、各人のリサーチという仕事を業績評価し、能力評価し、給与に反映

させていくようにします。

4-4 値頃感リサーチのポイント

◇「いくらなら買いますか」は悩ましい
価格満足度は値頃感を販売価格で割ります。販売価格はわかっていますので、値
頃感をリサーチします。流通業を通して販売している企業では、その協力が必須で
す。
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値頃感リサーチについては、顧客へ「あなたはこの商品をいくらまでなら買いま
すか」というアンケートを取るという方法がすぐ頭に浮かびます。しかしアンケー
トされる側からすると（私もされたことがありますが）、難しい質問だといえます。
めったに買わない高額商品は「まだ買ってないのに、使ってもいないのにわからな
い」、よく使っている日用品は「毎日買っているし、今100円のものを110円なら
買うかといわれても…」と思います。
そう考えると、このアンケート結果（サンプル）が実際の価格への気持ち（母集

団）を表しているかはやや疑問です。またこういったリサーチの成功例はあまり聞
いたことがなく、残念ながら失敗例は数多く聞いています。

◇「価格弾力性」で値頃感を見つける

値頃感は各顧客によってそれぞれ異なります。同じ製品機能でもそれをどれ位の

価値と考えるかは人によって違います。アンケートをとらないと考えると、日用品

などの値頃感は、特定の小売店舗などでの購買行動から推定するのがノーマルで

しょう。

つまり色々な価格で売ってみて、多くの顧客の反応を見るということです。高額

商品では、見積書を出すなどして実際に価格折衝したセールス結果を使うべきで

しょう。前者の例で説明を進めていきます。

ここでよく使われているのが価格弾力性です。価格弾力性とは図表4-3の式のよ

うに、価格の変化に対して販売数量がどう変化するかを見るものです。
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図表4-3 価格弾力性の式

値頃感は顧客によってさまざまです。価格弾力性ではそれが「1」になるあたり

に、その価格なら「買う」か「買わない」かのギリギリの選択をしている顧客が多

いと考えます。つまりそのあたりの価格に多くの顧客が値頃感を持っていると考え

ます（「1」になる所はいくつかの価格で見られることも多い）。
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例えば図表4-4はある商品をある店舗で、一定期間ごとに300円、250円、200円、

150円と引き下げていった場合の例です。各ゾーンでの価格弾力性はこのように計

算されます。これを見ると価格弾力性が1となる価格は300円と200円の間にありそ

うです。もう少し言えば300円～250円の価格弾力性の平均が1.49、250円～200円

は0.60と考えられますので、250円の周辺にどうも「1」がありそうで、このあた

りが値頃感と考えられます。さらに詳しく知りたければ240円、260円などで販売

して、その価格弾力性を見ます。

図表4-4 価格弾力性で値頃感をリサーチ
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価格弾力性以外にも値頃感を見つけることは

できます。図表4-5はある店舗でのある商品の、

1年間の価格別の1日あたりの販売個数です。

ここには販売個数が大きく変化するプライス

スポット（価格の変化点）を見つけることがで

きます。100～110円、170～180円、190～200

円といった所です。

この表からは、「消費者にはさまざまなタイ

プがいて、値頃感が異なっているが、いくつか

のグループに分けられる」ということがわかり

ます。

一方、110～170円では数量がほとんど動かな

いのがわかると思います。特定の消費者グルー

プがこの商品を170円位と評価していることが

推測されます。売り手から見れば170円あたり

がロイヤルカスタマーの値頃感と考えられます。

単価 個数（1日あたり）

98 48

100 40

110 19

120 20

130 19

140 18

150 23

160 22

170 21

180 13

190 11

200 3

210 3

220 2

図表4-5 プライスポットで値頃感をリサーチ
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セールスに超マーケティングリサーチを使う

COLUMN

企業がもし顧客満足度を経営目標とし、顧客満足度と利益の関係を整理し、
そのうえで利益、顧客満足度が上がれば給与総額が上がるという形にシフト
したのなら、人事評価にも超マーケティングリサーチを使いましょう。
給与総額が決まったら、これを従業員各自に分配する必要があります。利
益・顧客満足度が上がれば給与総額が増えるのなら、その上昇に貢献した人
に多くの給与が分配されるのがフェアです。では利益と顧客満足度のどちら
をその対象とすべきかですが、それは顧客満足度でしょう。利益は「収益－
費用」という引き算がベースであり、その分解が難しいといえます。分けら
れたとしても、部門によっては収益、費用と自らの仕事が結びつけられない
人も多いといえます。顧客満足度であれば、絶対満足（どれ位とらえたか）、
製品機能（どれ位絶対満足に近づけたか）、製造品質（どれ位きちんと作っ
たか）、価格満足（価格を下げることにどれ位貢献したか）といった形に分
解して、自部門の仕事と結びつけることができます。こうすることで給与分
配がフェアなものになります。
もちろん人事評価もこの項目でやるべきです。各項目についてどれ位高めた
か（業績評価）、どれ位高める能力を持っているか（能力評価）を評価して
いくべきです。
人事にも顧客満足度リサーチを取り入れて、企業を大きくイノベーションし
ましょう。

人事評価に超マーケティングリサーチを使う
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第5章 「商品開発」で仮説・検証をする
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5-1「商品開発」2つのセオリー

◇「商品改良」と「新商品開発」の違い

「商品を開発する」というシーンで超マーケティングリサーチを考えてみましょ

う。

商品開発といっても「既存商品を改良する」シーンと「全く新しい商品を開発す

る」シーンがあります。牛丼チェーンでいえば、前者は「近年の健康志向に合わせ

て味を薄めにする」といった商品改良だけでなく、「並」「大盛」、「特上」

「上」といったバリエーションを作ったり、卵、漬物などのトッピングを考えると

いった品種の追加も含みます。一方、後者は牛丼ではなく、豚玉丼を開発すると

いったものです。

商品改良、新商品開発は「商品の新しさ」という「ものさし」で連続（重さや長

さのように数字がつながっている状態）しており、既存商品（新しくない）、少し

改良（マイナーチェンジ）、大幅改良（メジャーチェンジ）、新商品（新しい）、

奇抜な商品（全く新しい）といった形で、はっきりとした境はありません。本章で

はメジャーチェンジぐらいまでを商品改良、既存商品をベースとしないものを新商

品開発とよび、この2つのシーンに分けて考えていきます。
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◇「買い手」主導の商品開発、「売り手」主導の商品開発

商品開発のリサーチで次に整理すべきことは、ニーズとシーズという言葉です。

ニーズとは「こんな商品なら買いたい」という「買い手の気持」です。一方シー

ズとは売り手が持っている技術、ノウハウ、アイデアから生まれる「こんな商品な

ら作ることができる」という「売り手の気持」です。

「商品を開発する」という仕事はニーズとシーズのマッチングであり、マーケ

ティングリサーチから考えると2つのパターンが考えられます。

１つはニーズをリサーチして、それにもとづいて「こんな商品なら売れる」と仮

説を立て、その仮説が商品として実現できるかをチェックするものです。これを

「ニーズで仮説・シーズで検証」といいます。

もう１つは自社としてどんな商品を作ることができるのかを考え、それが売れる

かどうかをリサーチするものです。これを「シーズで仮説・ニーズで検証」といい

ます。

5-2 ニーズで仮説・シーズで検証

◇商品改良リサーチは「ニーズで仮説」
商品改良のリサーチは「ニーズで仮説、シーズで検証」で行います。ここでは当

然のことですが、「ニーズで仮説」の方が主テーマとなります。
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商品改良のニーズリサーチは第4章で述べた顧客満足度リサーチの中核をなすも

のであり、その対象は絶対満足、製品仕様に関するものです。ここでのテーマは2

つでした。

①絶対満足の項目をとらえる

②各項目の製品仕様／絶対満足内容（これを「仕様適合度」と表現します）をとら

える

①の項目は顧客満足を測るには、どういう「ものさし」があるかというものでし

た。牛丼でいえばおいしさ、量、出てくる時間…といったものです。この項目は階

層的にとらえる必要があります。例えばおいしさはタレ、肉、野菜から成り、タレ

は味、香り、水分から成り、味は甘さ、塩加減、うまみから成り…といったもので

す。

②は絶対満足の各項目について、絶対満足内容に現在の商品がどれくらい近いか

ということでした。例えばタレの甘さでいえば「もう少し甘い方がいい」「甘すぎ

る」「ちょうどいい」といったものです。これを数字で表す必要があることは第4

章で述べたとおりです。

◇既成概念を取り払うのがリサーチの役目

リサーチ対象が決まったら方法論です。従来のニーズリサーチでは、序章で述べ

たように専門の調査会社に頼んで調べてもらいました。調査会社には実査タイプと

ネットタイプという2つのタイプがあります。実査タイプはグループインタビュー
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と称して6～10人くらいの人に長時間ディスカッションしてもらったり、アンケー

ト用紙を送って返答してもらったり、といったものがポピュラーです。ネットタイ

プはそのネットリサーチ会社に登録している人にインターネット上でアンケートを

取るというものです。

グルインではいくらなんでもサンプル数が少なすぎます。

郵送アンケート、ネットアンケートでは代表性（そのサンプルが本当に母集団を

表しているか）がそのポイントといわれてきました。つまりサンプルをしっかりと

ればOKというものです。

しかしこのアンケートの問題点は代表性ではありません。そもそも絶対満足の項

目がわかってないのにどうやってアンケートをとるかという本質的な問題です。ア

ンケートの場合「牛丼をどう改良すれば満足しますか」という質問に自由記入で書

かせると、回答率が格段に下がります。そこで絶対満足項目を想定し、「牛丼の甘

さはどうですか？満足している、していない…」といった選択形式のものとしてし

まいます。ニーズ調査で恐いのは既成概念といえます。もっといえば既成概念どお

りなら、リサーチをする必要もありません。むしろそれを取り払うのがリサーチと

いえます。
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◇ネットを活用した“顔の見える”ファンクラブを作る

超マーケティングリサーチではグルインの良さ（自由意見）を生かして、サンプ

ル数の問題を解消する方法を考えます。まずインターネット上に自社商品の広場

（インターネットコミュニティともいう）を作ります。牛丼でいえば牛丼ファンク

ラブです。

インターネット上のこういった広場には2つのものがあります。１つは「2ちゃん

ねる」に代表される匿名で完全にオープンな（つまり誰でもアクセスできる）集ま

りです。もう1つはSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）とよばれるもの

で、利用者を互いの紹介などに限定し、実名公開を原則とする会員制のクローズド

なネットワークです。

ここでは後者のSNSタイプのファンクラブとします。したがってこのSNSのメン

バーには「登録」という行為が必要となります。

第２章で述べた顔の見えるマーケティングです。小売店舗などが発行しているお

客様カードによるメンバーズクラブと同じです。これに入るためには住所、氏名、

年齢、職業、家族構成、趣味さらには年収まで、主催する小売店舗などが「マーケ

ティング上どうしても欲しい情報」を記入してもらっています。このSNSへの登

録にも、その主宰する売り手企業が顧客から欲しい情報をすべて網羅するようにし

ます。
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もちろん個人情報保護法を考慮します。顧客が法人であってもこのファンクラブ

は法人加入ということが難しいので法人担当者の個人加入となり、その対象となり

ます。

「その個人情報をどんなマーケティングに使うのか、どうやって管理しているの

か、どうすれば本人が内容をチェックできるのか･･･」といった個人情報保護法に

関することを、きちんとそのSNSの規約に盛り込み、そこに掲げます。

◇リサーチはGive & Take

このSNSで企業は顧客からさまざまなデータを受け取り（企業から見るとリ

サーチし）、マーケティングに活用し、大きな利益を得ることになります。つまり

このデータには価値があるということです。

この時大切なことはどうやったら顧客から色々なことが調べられるかというテク

ニック論に走らないことです。

序章で述べたようにリサーチはGive & Takeです。顧客が価値のあるデータを企

業に提供するのですから、企業はその対価をきちんと顧客に払うべきです。この

データの対価は量ではなくその価値に比例して払うべきです。「何行書いたか、い

くつ書いたか」や、小売店発行のカードのようにその広場で商品が売れた量に応じ

てキャッシュバックするというのではつじつまが合いません。つじつまが合わなけ

れば、受け取るデータの価値は落ちてしまいます。
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価値のあるデータを提供してくれた顧客に、それに見合った対価を払うという仕

組を考えるべきです。その具体的方法は後述します。

◇誰に加入してもらうかーロイヤルカスタマーと予備軍が対象

次にどんな人にSNSへ集まってもらうかですが、この答えは1つです。第2章で

述べた当該企業のロイヤルカスタマーおよびその予備軍です。それでは「代表性が

ない」という人もいますが、そんなことはありません。ロイヤルティマーケティン

グにおいて大切な顧客満足度はロイヤルカスタマーの満足度です。ロイヤルカスタ

マーの顧客満足度をアップさせることでその関係を維持し、その関係を予備軍が見

ることで「ロイヤルカスタマーになろう」というインセンティブが働く仕組です。

「コミュニティ」「ファンクラブ」というと何千人、何万人と集めないとうまく

いかないような気がしますが、そんなことはありません。数十人といった少数でも

統計の考え方を生かせば（母集団からサンプリングする）、ロイヤルカスタマーを

適確にとらえることができます。もっといえばグルインの6～10人よりは「まし」

です。

ロイヤルカスタマーがインターネットをどうしても利用できない、していないと

考えられる時（例えば商品が70代以上のシルバー向け）は、仕方がないので会報

と葉書のような形とします。

ただこういったイレギュラーなケースではなく、「インターネットでは代表性が

落ちる」という理由なら、コストパフォーマンスを考えて、あえてインターネット
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1本（もちろん携帯電話からのアクセスも含めて）にします。インターネット人口、

その利用頻度は日に日に高まっています。60代に手が届いた団塊の世代もビート

ルズ世代であり、会社でネット、メールを使わざるを得なくなった世代です。そし

て現役リタイア後は、よりメールの必要性が求められます。基本はインターネット

によるSNS1本です。

◇加入者をどうやって集めるかー応募と紹介だけにする

ではどうやってロイヤルカスタマーを集めるかです。第２章で述べた顔の見える

タイプでは問題ありませんが、消費財メーカーのように流通業を通して売っている

顔の見えないタイプではなかなか難しいといえます。

まずロイヤルカスタマーの定義ですが、これは当社の商品をたくさん、そして毎

日購入してくれる人に入ってもらえばよいことになります。つまりこれを何らかの

形で証明してもらえばよいわけです。

要は、懸賞の要領です。例えば商品にシールを貼ってそれを返送してもらうこと

で、SNSへの加盟ができるといったことです。もちろんこのSNSに入っていれば、

さまざまなプレミアムサービスが受けられます。ロイヤルカスタマーというヘビー

なファンですので、このプレミアムは自社商品に関するものが最適です。新商品を

無料で提供したり、食品であればクッキングスクールに無料で参加できたり、さら

には後で述べるように意見を出せば対価が得られる…といったことです。
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問題は予備軍の収集ですが、これはSNSのアイデアを使い、例えば「ロイヤルカ

スタマー会員の個人的紹介のみとする」とします。SNSに人数が欲しいと思う時は

ロイヤルカスタマーに紹介料（カネでなくても当社の商品のようなものでも可）を

払い、人数よりも真のロイヤルカスタマー予備軍が欲しければ、逆に少額の加盟料

や一定量の商品購入を条件とします。

◇どんなサイトにするか①ーブログを立ち上げる

次はサイトの中身について見ていきましょう。まず、何名かのメンバーにブログ

を立ち上げてもらいます（必ず「やりたい」という人はいます）。ブログとはホー

ムページを素人でも簡単に作成できるようにしたもので、日記風のものがポピュ

ラーです。デジカメの写真やビデオの動画なども簡単に貼りつけることができます。

ブログのもう1つの特徴はその日記を読んだ人がコメントを書け、トラックバッ

クができることです。トラックバックとは図表5-1のように自分自身のブログにリ

ンク（そのページにクリックすると飛ぶ）したことを相手に伝えることです。

SNSを主催している売り手はこのコメントとトラックバックによって、特定の

テーマ（図表5-1では「カップ麺に何を入れるか」）に関する意見を「いもづる

式」に集めることができます。
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図表5-1 ブログでリサーチ
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◇どんなサイトにするか②－玄関を作る

さらに各ブログをつなげるものとしてポータル（玄関）を作ります。SNSにメン

バーがアクセスする時、最初に見るページです。これも素人でも簡単に作ることが

できます。

このポータルを使ってSNSにメンバーのみがアクセスできるようにし（アクセス

制限のやり方は簡単で、インターネットにも紹介されています）、次のような項目

を入れておきます。

・メニュー

SNS内にはどんなサービス、ブログなどがあるかを表示します。SNSが大きく

なってきたらブログ全体の最新記事一覧やトラックバック一覧を作っておいたり、

SNS全体を「Google」 や「YAHOO！」のようにキーワードで検索できるように

したり、といった機能をつけます。

・コミュニティルール

このSNSは何に使うものなのか（自社の商品を改良し、お客様の満足度を上げ

る・・）、個人情報保護ポリシー、やってはいけないこと（やった場合は退会な

ど）、やってほしいこと、ブログの開設の仕方…などを閲覧できるようにします。

・主催者ブログ

売り手企業をパーソナル化（㈱日の丸食品なら「日の丸君」という形で擬人化）

して、彼が日記をつけるという形でブログを１つ作ります。この日記には売り手企

業が考えていること、やっていることなどを広報担当が書いていきます。もちろん
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コメント欄、トラックバックもあります。

・掲示板

メンバーが何を書いてもOKなチャット形式（誰かがテーマを出しておしゃべり

する感じ）の掲示板を作ります。従来の企業ホームページ上の掲示板や2ちゃんね

るのように、いたずら書きをされるのでいやがる企業もありますが、心配はいりま

せん。SNSは顔の見えるネットワークであり、データ消去、退会などの権利は売り

手企業にあります。さらに特定のテーマ（「カップ麺のスープ」）について、メン

バーが自由にフォーラム（そのテーマについてだけの掲示板）のようなものを作れ

るようにしておきます。

・ご意見コーナー

クレームは一般に電話、メールなど、買い手から売り手へ「通報」されます。こ

の場合他の買い手は売り手が公表しない限りわかりません。第４章で述べたように

これをすべてオープンにして、その不満について他の人の意見を聞けるようにしま

す。

・商品評価コーナー

ブログ、掲示板などにも書かれますが、新商品、リニューアル中の商品、既存商

品などについてキャンペーン期間を設けるなどして、メンバーに意見を聞きます。

必要に応じてチャット形式やアンケート形式をとってもかまいません。

・商品使い方コンテスト

これもブログ、掲示板でも書かれますが、商品のユニークな使い方に関して
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やはりキャンペーン期間を設けてコンテストを行います。例えば牛丼であれば牛丼

の新しい食べ方に関してアイデア（例えば「冷めたらお酢をかけて食べるとおいし

い」）を募集し、それを他のメンバー、売り手などが評価して、売り手が懸賞金や

懸賞品を提供するものです。これは商品を変えずに顧客満足度を上げたり、ポテン

シャルパイを拡大するヒントとなります。

・新商品アイデアコンテスト

買い手から新商品に関するアイデアを募

集するコーナーです。常設にしても、キャ

ンペーンにしてもOKです。

ここまで紹介した項目を上手に組み合わ

せてサイトを作ってみてください。図表5-

2（カップ麺メーカーの例）はその一例で

す。

図表5-2 ファンクラブ・サイトの例
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◇収集した意見をどうやって整理するか

商品改良に関するニーズはブログ、掲示板、フォーラムなどSNS内のさまざま

な所に現れてきます。これを分析するコツは「1つずつ丹念に整理する」ことです。

整理のやり方はケースバイケースですが、例えば概要を表形式にまとめ、その表か

ら個別の意見のページへ飛ぶようにリンクを貼っておきます。

表で整理する第1キーは当然のことですが商品です。多くの売り手では商品が図

表5-3のように階層性を持っています。挙がった意見をこのうちのどこかの箱に入

れていくような感じで整理します。牛丼全体に対する意見なら牛丼の箱に、プレミ

アム商品ならプレミアムの箱に…という感じです。

図表5-4 意見の分類は絶対満足の項目になる図表5-3 商品の種類
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次に商品ごとに集まった意見を項目ごとに分けます。「おいしさに関すること」

「分量に関すること」…といったものです。これが絶対満足の項目にあたります。

これも階層的にとらえ、図表5-4のように整理します。

ここで大切なことは「その他」「少数意見」という分類を作らないことです。

たった1つしかない意見でも、どこにも入らないものは1つの項目を作ります（パ

ソコンを使うので項目が増えても心配することはありません）。

ここには絶対満足の項目ではないのですが、価格についての項目も作っておきま

す。

◇「評価点」を決めてグラフを作成する

次に各項目について評価点を考えます。甘味であれば「ちょうどよい」という絶

対満足内容を「真中」として、上下につけていく感じです。ランキングはケースバ

イケースです。

例えば「甘さはちょうどよい」が5点、「もう気持だけ甘い方がよい」4点、

「少し甘い方がよい」3点、「もっと甘く」2点、「甘さがあまり感じられない」1

点、「甘さがない」0点とし、反対側に「もう気持だけ甘さ控えめ」6点、「もう

少し甘味を取って」7点、「甘すぎる」8点、「甘くて食べられない」9点といった

感じです。

こうして意見を数字にします。この評価点がニーズリサーチ項目の2つ目の対象

である「仕様適合度」を表現する「ものさし」です。
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そのうえでこの仕様適合度を表にしたり、グラフで表したりします。グラフのス

タイルもケースバイケースですが、意見の数がそれほど多くない場合はプロット表、

多いときはヒストグラムなどを使うとよいと思います。

プロット表とは図表5-5のようなもので、絶対満足の項目ごとにたて軸に評価点、

横軸に時間（こうすると発生順になる）などをとり、1つ1つの意見が該当する位

置に点を打っていきます。そのうえで各点から元の実際の意見に、いつでも飛べる

ように関連づけておきます。

末端の箱の整理が終わったら、上の階層の整理もします。図表5-3でいえばプレミ

アム、エブリバディ、チャイルド、シルバーごとの整理が終わったら、これをすべ

て１つにして、さらにレトルトタイプの箱に貼りついている意見も足して、同じよ

うにプロット表かヒストグラム（図表5-6は「レトルトタイプの甘さに関する

例」）にします。

これらリサーチしたニーズをもとにシーズで検証、つまり商品化していくのです

が、これについては次の5-3「シーズで仮説・ニーズで検証」で合わせて述べます。
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図表5-5 プレミアム牛丼のタレの甘さに関して（発生順）
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図表5-6 レトルトタイプの甘さ
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5-3 シーズで仮説・ニーズで検証

◇新商品開発リサーチは「シーズで仮説」

ニーズリサーチに頼りすぎると商品改良はできても、新しいマーケットを切り開

くような画期的な商品は開発できません。牛丼のファンに牛丼について色々な意見

を聞いても、えびチーズ丼のアイデアは生まれてきません。これが大企業において、

ニーズ調査などのマーケティングリサーチに頼りすぎるため、画期的な商品を開発

できず、コピー商品のようなものが増え、企業として活気を失ってしまう原因とい

えます。世にない全く新しい商品を開発するのは、マーケティングリサーチが抱え

ている最大の課題でしょう。

ここでのアプローチはシーズ、つまり作る側から考えるということです。「売れ

るがどうか」という考えから入るのをやめ、「何か新しいものを作れないか」とい

うアプローチをとることです。

この新商品開発という仕事は2つのステップに分かれます。アイデア出しと商品

化です。そしてアイデア出しには2つのテーマがあります。1つは誰がアイデアを

出すか、2つめはどうやって出すかです。
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◇マーケットから遠い人を中心に「アイデア出し」をする

まず誰がアイデアを出すかについて考えてみましょう。これはシーズアプローチ

ですので、買い手ではなく売り手企業自身です。したがって買い手中心のSNSで

はありません。

売り手企業のうちの誰でしょうか。まず浮かぶ「ものさし」が「マーケットを

知っている人」ということです。セールスマンやマーケティング部門の人たちです。

しかしよく考えると、そもそもマーケットの買い手、既存商品に関する情報を超

えたものを作ろうとしているのですから、このものさしはあまり意味がありません。

しかもマーケットを知っている人だけでアイデアを出していくと、どうしても「既

存の顧客に売れそうな商品」を中心に考えがちです。

もっと危険なのは流通の意見を取り入れることです。第1章・3項でも述べました

が流通と売り手メーカーが「手を組む」というのはいくつかの問題があります。特

に流通と行う共同商品開発ではそれが顕著です。これは流通にはライバルの流通が

いるということに起因しています。流通が新商品開発（いってみれば売り手の仕

事）について自社の経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報、ノウハウ…）を投入すれ

ば、当然のこととしてその商品がライバル流通に渡らないことを求め、その商品機

能はライバル流通との差別化を原点として考えます。しかも流通の情報源は買い手

であり、これについて売り手はSNSで歪みなく直接獲得すると意思決定したはず

です。
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そう考えればむしろマーケットから遠く、既存の商品と買い手の関係をあまりよ

く知らないが、自社のシーズ（技術、ノウハウ）をよく知っている人（工場、技術

部、開発部門、研究所…）を中心に構成すべきといえます。

◇アイデア出しの3つの特徴

さらに、このマーケットに遠い人などのうちから誰を選ぶかですが、これについ

ては次のテーマである「どうやってアイデアを出すか」と合わせて考えみましょう。

新商品開発のアイデアでは質より量が求められます。たくさんのアイデアが出れ

ば、その取捨選択はそれほど難しいものではありません。私は色々な企業で商品開

発に限らず、「アイデア出し」の指導を、さまざまな方法でやってきました。そし

てアイデアには次のような特徴があることがわかりました。

①アイデアを出せる人と出せない人がいる。出せない人は「他人のアイデアを否定

する」（そんなのできない、そんなの売れない）。出せる人はどんなことに関して

もアイデアを出せ、出せない人はどんなことに関してもあまり出せない。

②アイデアは「さあ出そう」と意気込んだ時ではなく、何かの拍子に「ふと」ひら

めくことが多い。ブレーンストーミング（頭を柔らかくして自由に話し合う会議）

ではアイデアが出ないのに、終わって家に帰ったら浮かんでくることも多い。しか

しそのアイデアをいつか忘れてしまう。

③誰かがアイデアの突破口を開くと、次々とアイデアが出る（牛よりえびの方がい

いんじゃない。だったら味はしょう油じゃなくて塩を使おう。えびにはチーズ



第５章 「商品開発」で仮説・検証をする

150

でしょう。じゃあ煮ないでオーブンで焼くスタイルにしたら。オーブンより炭焼き

の方がいいんじゃない…）などなど。

◇アイデア出しのメンバーには創造力のある人を選ぶ

①の特徴からアイデア出しの段階では「アイデアを出せない人」の意見は聞かな

い方がよいということになります。つまりアイデア出しは「アイデアを出せる人」

だけで行うべきです。この力は一般に創造力とよばれ、もって生まれたものが強い

といえます。「アイデア出し」のメンバー選びは創造力という能力を評価すればよ

いことになります。

この能力評価にはケースワークというセミナーを使うのがベストです。これは企

業のさまざまなケース（①の特徴からテーマは商品開発でなくてもよい）について

グループディスカッションを行うものです。ケース教材についてはいろいろな所で

販売されています（弊社MCシステム研究所でもホームページで販売しています）。

このディスカッションシーンを企業外部の人（その人のことを全く知らないので

既成概念がない）が見て、各人の創造力を読みとるものです（このケースワークで

は創造力だけでなく論理性、理解力、表現力、協調性、リーダーシップ、集中力な

どさまざまな能力が読みとれます）。これを「潜在的な能力を見る」という意味で

ポテンシャル評価とよんでいます。私はこのポテンシャル評価を色々な企業で、

色々な目的で、色々な能力についてやってきましたが、当初考えていた以上にその

能力を適確にとらえられることがわかりました。評価結果を本人へフィードバック
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してみると、ほとんどすべての人から「かなり当たっていると思うのですが、どう

してそんなことまでわかるんですか」という質問を受けます。特に創造力はグルー

プディスカッションにおいて「他人と違うユニークな意見が出ているか」という点

を見れば、はっきりとらえることができます。

◇新商品開発委員会を作る

アイデア出しのメンバーが決まったら、これをどうやって組織化するかです。ア

イデア出しは149ページのアイデアの②の特徴を考えると、固定的な組織や会議で

決められた時間内にやるべきものではないといえます。「アイデアを出す」という

ことを本業にせず、別の本業の仕事を持ちながら、ふとひらめいたアイデアを、出

た時にどこかに「登録する」という形です。

一方でこのアイデアはもしかしたらヒット商品という大きな業績を企業にもたら

す可能性を秘めていますから、この「アイデア出し」もその人の「仕事」として評

価し、貢献度に応じて給与を払うべきです。

そう考えると図表5-7のように本業の仕事はそのままにして、新商品開発委員とし

て任命すべきです。そして新商品開発委員長というマネジャー（この人だけはこれ

が本業）から、各委員はアイデアの量（いくつ出したか）と質（良いアイデア）に

ついて評価され、それによって業績給を得るだけでなく、そのアイデアから生まれ

た新商品の売上の一定比率を報酬として受ける形とします。
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図表5-7 商品開発組織の例

◇ネット掲示板でチャット・グルイン

新商品開発のアイデア出しにもグルインは使われてきました。そしてここにはメ

ンバーが少ないこと、消費者という偏り、そして集まってやるという時間限定の問

題があります。このグルインの短所をカバーしながら、149ページのアイデアの②、

③の特徴を加味して、超マーケティングリサーチではグルインを新しいスタイルで

行います。

企業内のコミュニケーションネットワークにある掲示板（多くの企業ではグルー

プウェアなどを用いて従業員同士のコミュニケーションネットワークを持っている

と思います。なければ「YAHOO！」などに無料で簡単に作れます。）に、新商品



第５章 「商品開発」で仮説・検証をする

153

開発の広場を作ります。メンバーはクローズドであり、新商品開発委員だけです。

この広場で非同期で、チャットで、グルインをやります。同期コミュニケーショ

ンとは従来のグルインのように皆が一カ所に集まって、人の意見を聞きながら自分

の意見を出すというものです。非同期コミュニケーションとはメンバーが好きな時

に思いついたことを書き、他のメンバーは自分の好きな時にこれを見て、意見を足

していくというものです。

この広場では、各委員が自由な話題でフォーラムを立ち上げ、その話題ごとに各

人が意見を出していきます。話題・意見（この2つがアイデア）はどんなに抽象的

でも、もちろん具体的でも構いません。

例えば話題として「豚丼」というフォーラムを立ち上げ、他のメンバーが「豚な

らキャベツが合う」「丼やめてラーメンの方がいいんじゃないか」「それならキャ

ベツでなくキムチにしよう」「キムチには意外とマヨネーズが合うぞ」とチャット

をし、場合によってはその人が「豚マヨ・キムチラーメン」のフォーラムを立ち上

げるといったものです。

広場の管理人は新商品開発委員長であり、彼がこのアイデアを商品化という仕事

ではなく、アイデアの「ユニークさ」だけで評価します。

これと全く同じことが前述のSNSでの掲示板やフォーラムを使ってやることが可

能です。しかしそこにはあっと驚く新商品のアイデアはあまり出ません（消費者は

アイデアを出すこと、新商品を作ることが仕事ではないので）。
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そこでSNSではキャンペーンとして、特定のテーマで新商品開発コンテストを開

きます。「牛丼に代わる新しい丼のアイデア」というものです。

無論コンテストですので賞金や賞品があり、その審査基準は「売れそうか」では

なく、「ユニークか、おもしろそうか」といったことです。つまり商品化されなく

ても賞がもらえます。そしてここでのアイデアは新商品開発委員の広場でもチャッ

トされ、アイデアはどんどんふくらんでいきます。

◇商品化センターはプロがやる

次に商品化ですが、これは商品化センターという専任部署が固定組織で行います。

商品化して、これを売っていくのですから、販売予算を持ち、損益責任を負い、そ

の業績によって評価される人が行うべきです。

先ほどのSNSなどのニーズリサーチからの商品改良も、この商品化センターで担

当します（これが「ニーズで仮説、シーズで検証」の「シーズで検証」にあたる所

です）。図表5-7のように商品化センターのメンバーの本業は商品化ですが、全員

が新商品開発委員も兼務します。商品化センターにも当然センター長というマネ

ジャーがいます。

商品化センターのメンバーはアイデア出しの広場やSNS内のブログ・掲示板・商

品開発アイデアコンテストなどから新商品のヒントをもらい、自らが特定の商品化

のリーダーとなることを宣言します。「豚マヨ・キムチラーメンの商品化は私が

リーダー」というものです。複数の人が同一のアイデアで立候補した時は、
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早いもの勝ちではなく商品化センター長が適任者を選定します。

商品化リーダーになったら、 １ページ程度に商品コンセプトをまとめ、社内の

ネット掲示板に社外秘扱いでこれを貼り出します。そして企業内のすべての人から、

この商品コンセプトに対しての意見を掲示板で募ります。

◇商品化を決定するのは責任者

商品化センター長はこの意見の状況を見て、自らの判断で「商品化準備完了」を

宣言します。準備完了となった案件は、商品化リーダーが商品コンセプトをこれら

の意見に基づきブラッシュアップして、商品開発会議（販売部門、マーケティング

部門、開発部門、工場などのオペレーション部門、経営者および経営スタッフなど

で構成）に提出し、商品化するかどうかをそこで議論します。

場合によってはロイヤルカスタマー中心のSNSの掲示板でもその意見を募ります。

「豚マヨ・キムチラーメンを食べてみたいですか」。

この会議での意見をもとに商品開発責任者（CPO「チーフプロダクトオフィ

サー」などの名称を持つ商品開発の担当役員）が意思決定するようにします。

多くの人のアイデアを募り、多くの人の意見を聞き、責任者が意思決定するとい

うマネジメントの王道です。
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◇SNSでテストマーケティングする

商品化が決定したら、先ほどの最終商品コンセプトをもとに、具体的な商品機能、

商品名、価格、パッケージ、参入障壁などを詰めていきます。ここでの中心人物は

もちろん先ほどの自ら手を挙げた商品化リーダーです。

彼がこの新商品のためのフォーラムなどをSNS内に立ち上げ、これを機に新メン

バー（新商品のロイヤルカスタマーになりそうな人たち）の募集も行います。SNS

での募集時期はその商品の参入障壁にもよりますが、もっとも早い時で（特許など

参入障壁が確保できている時）商品化を決定してすぐに、もっとも遅い時で技術的

な検討事項がすべて終了し、試作品が出来た頃です。

SNSのメンバーには試作品を提供し、自身の周囲の人（家族、友人、仕事仲

間・・）への商品紹介とその反応、主な見込み客の像、商品改良のアイデア…と

いった意見を募ります。そして良い意見に対しては対価を支払います。

従来のテストマーケティングをSNSで行うものであり、これが「ニーズで検証」

にあたる部分です。

新商品の発売とともに、この新商品開発リサーチは終わり、商品改良リサーチへ

引き継がれます。
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セールスに超マーケティングリサーチを使う

COLUMN

企業が終身雇用を放棄していく中で、サラリーマンが自らの能力を信じて

独立開業することがブームとなっています。かく言う私も独立開業を17年前

に経験しました。そのため独立希望者から相談を受けることがよくあります。

そしていつも同じことを言っています。「自分の目でマーケットを見てよく

考えろ」、つまり「超マーケティングリサーチをやれ」ということです。

独立開業というのは未だ顧客をつかんでいない状態からのスタートですか

ら、その決め手は商品開発です。したがってそのアプローチは「ニーズで仮

説・シーズで検証」か「シーズで仮説・ニーズで検証」です。ラーメン屋を

開業するのであれば、前者は今マーケットにどんなラーメンがあり、どうい

う不満があり、どうすれば売れるか、自らがそれを作ることができるかを考

え、「いける」と思ったら開業です。そのためには独立準備期間中に「ラー

メン好き」のコミュニティを作り、ニーズを調べておくべきです。後者は自

らの能力、アイデアで何ができるかを考え、それがマーケットに受け入れら

れるかをテストマーケティングし、いけると踏んだら開業です。

独立開業では商品中心マーケットの開発を狙いましょう。そこでは「商品開

発の超マーケティングリサーチ」がその成否を決めることになります。

独立開業に超マーケティングリサーチを使う
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第6章 「マーケティング環境」を見る目を養う
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超マーケティングリサーチの最後は、マーケティングを実行していく環境をとら
えることです。この環境にはライバル、流通という2大要素があります。

6-1 ライバルを見る

◇「ベンチマーキング」という手法を使ってみよう

ライバル企業のリサーチでは、どうしてもすぐ目につく「ライバル商品」を見て、

それですべてがわかったと思ってしまいます。ライバル企業をリサーチするポイン

トは「企業全体を見る」ということです。このリサーチでは「どうやって見るか」

という方法論と「何を見るか」というリサーチ項目の2つに分けて考えます。

方法論としてはベンチマーキングというリサーチ手法をとります。ベンチマーキ

ングとは本来は「最高基準の確立」ということを意味し、一時アメリカで流行した

経営管理手法です。具体的にはその業界のエクセレントカンパニーについて調べ、

それを最高基準の目安として自社がこれに追いつくよう努力していくというもので

す。

超マーケティングリサーチでいうベンチマーキングとは「自社の周辺にある特定

の企業について、自社のメンバーが自分たちの力でリサーチしていく」ことをいい

ます。
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ライバル企業のベンチマーキングでは、自社の従業員の何人かが一定期間（多く

の場合半年～1年）、その企業について自らの手で調査し、それを経営者、マーケ

ティング部門をはじめ、自社内のすべての人にプレゼンテーションするものです。

ベンチマーキングはディスカッションできる程度の人数（4～10名程度）を1

チームとして、できるだけ幅広い部門（セールス、工場、スタッフなど）からメン

バーを選ぶようにします。彼らは前章の新商品開発委員と同様に、本来の仕事を持

ちながらそのベンチマーキングも仕事の1つとして行い、マーケティング部門また

は経営者からそのリサーチ結果について評価を受けます。

ベンチマーキングメンバーに求められる能力は新商品開発委員とは異なり、論理

性、情報分析力といったもので、創造力のちょうど反対側にあるといってもよい能

力です。創造力の高い人は論理性が低く、論理性の高い人は創造力が低いことが一

般的です（もちろん両方高い人もいます）。これによって企業内の各人にマーケ

ティングリサーチという仕事に関し、公平にチャンスを与えることができます。

◇「戦う意欲」と「戦力」を見る

ここでは社内ネット掲示板にメンバー同士の広場を作るとともに、月に数回集合

して情報交換、意見交換をし、最終的には経営者などへ向けたレポートを作成しま

す。

リサーチの情報源は自らの頭で考えるのですが、その企業のホームページ、有報、

新聞・雑誌の記事などの他、その企業の商品、テレビコマーシャルなど
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プロモーション情報、店舗での陳列状況といったものがあります。さらには顧客や

店舗などの流通に対して、その企業や商品のイメージをインタビューすることなど

も有効です。

ベンチマーキングでライバル企業を見るポイントはシェア、売上高など「戦いの

結果」ではありません。知りたいのはこれからの戦争です。ライバル企業の「戦う

意欲」であり、「戦うための潜在的なパワー」です。つまり本気で戦うつもりがあ

るのか（戦いは自らも消耗する。つまり自分が傷ついてでもライバルを倒す気力は

あるのか）、戦うための軍隊、カネをどれ位持っているのかといったことです。こ

れは第3章の顧客リサーチの投資意欲、購買力と「目線」は同じです。したがって

リサーチ項目も同様で、業績、経営、組織＆ビジネスモデルの3点です。

◇「キャッシュフロー」と「ライフサイクル」を見る

業績については次の3項目を見ます。

・営業キャッシュフロー、設備額、設備効率

営業キャッシュフローは本業でのもうけです。年々増えていれば戦う意欲はそれ

ほど上がっていかず、逆に戦う力は増しています。減っていれば、放っておくとま

すます戦う力を失うことがわかっているので「何とか勝とう」という意欲が生まれ

る可能性があります。設備額が上昇していれば戦う意欲十分です。設備効率が上

がっていれば戦う力を増していることになり、要注意です。
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・財務キャッシュフロー

ここには戦う意欲がよく見えます。これがマイナスであれば借金を返しており、

戦う意欲は失せています。これがプラスで金融機関からの借金であれば、金融機関

も「勝てる」と判断していることになり、要注意です。このプラスが増資の時は非

上場、新規上場時、上場後の増資の3つに分けます。非上場の増資は、戦う意欲

満々で、人、設備、プロモーションで戦いを挑んでくることが多いといえます。新

規上場時は「戦い」によるシェア獲得よりも、利益確保、企業イメージアップが目

的の投資が多く（証券市場はそれほど戦いを求めません）、体力がゆっくりと増強

していることになります。上場後の増資は業績好調であれば上場時と同じ、業績不

振であれば戦いを挑むつもりか、ライバルとの和平交渉（アライアンスなど）のた

めのカネ集めがそのねらいです。

・企業ライフサイクル

ライバル企業は自社と同じライフサイクルにいる場合が多いのですが、異なって

いる時は要チェックです。特に自社が安定期でライバルが成長期だと、相手は戦う

意欲満々、こちらは意欲を失いつつある時ですので、大きくシェアが動く（多くの

場合、現状は自社のシェアが上）可能性を秘めています。逆の時は戦う力はライバ

ルの方が上であり、彼らがいつ安定期から変革するかがポイントです。その変化の

兆しは88～90ページの通りです。
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◇「ガバナンス」と「戦略」で戦う意欲を見る

経営もやはり次の2点を見ます。

・ガバナンス

図表3-5のガバナンスタイプでいえば、戦う意欲はオーナー経営者型が比較的高

く、戦う力は従業員キャリアアップ型が高いことが多いといえます。合併、買収、

経営統合などによってガバナンスに変化があったときは、戦う力は増しているので

すが、戦う意欲はむしろ下がっていることが多いといえます。

・経営戦略

これには２つのポイントがあります。1つは創業回帰（「変革期を迎え、もう１

度企業が生まれた創業期に戻りたい」という経営者の思い）が起きているかです。

ホームページで企業理念、経営理念、行動基準などがIR（投資家向け）ページで

なく、トップページにある時は創業回帰が起きています。ここでは戦う意欲は失せ

て、顧客志向になります。しかしこの後の戦いを見ると、決してこのライバル企業

にとって悪い結果（つまり自社にとって良い結果）にはならず、業績は上がってい

ます。自企業から見ればライバルの創業回帰はその力が高まっていく兆しです。

もう1つは図表3-7のタイプ判定です。戦う意欲はシェア型、スポットライト型、

研究開発型、現状維持型の順に強いといえます。戦う力はケースバイケースですが、

スポットライト型、研究開発型の潜在能力が高いといえます。この2つにはあまり

戦いを挑まないことです。
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◇「第一キー」と「ビジネス志向」で組織を見る

・組織

組織の第一キーは何かを見ます。これが地域となっていると戦う意欲は旺盛です。

ここでは局地戦（地域ごとの戦い）となり、ライバルの力が強くても弱くても地域

によって自社との勝敗は分かれます。

商品別組織の時は戦う意欲は低く、商品差別化による戦争回避を図ってきます。

顧客別組織では商品が消費財か産業財かによって違います。消費財では純粋な顧

客別組織というのはかなりイレギュラーであり、多くの場合戦いをやめ、「顧客を

見る」というために経営者があえて作った場合が多いといえます。産業財では戦闘

意欲は極めて高く、その顧客を獲得するために見積合わせ（価格勝負）、提案コン

ペ（商品勝負）という形で戦いを挑んできます。

・ビジネスモデル

100ページで述べたオペレーション志向かマーケティング志向かが最大のポイン

トであり、外部からはっきり読み取れます。オペレーション志向は戦う力は強いこ

とが多いのですが、戦う意欲はあまりありません。戦いの火花が上がると戦い方は

下手ですが、その戦力で勝つことも多いので要注意です。マーケティング志向は

「勝つ」か「勝てないことがわかる」まで戦い続けます。しかしいずれ終戦を迎え、

ライバルよりも顧客を見つめるようになります。
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6-2「流通」を見る

◇まずはネットのマクロデータを使った「業態リサーチ」から始めよう

流通は成熟したマーケットにいる売り手にとって、極めて難しい存在です。その

ため売り手企業のリサーチニーズも高いといえます。流通リサーチにおいてもやは

りベンチマーキングという手法をとります。

ライバル企業よりも流通の方が企業数が多いことが普通です。したがって自社に

関係するすべての流通企業を一度にリサーチというわけにはいきません。この場合

は流通企業を例えば百貨店、総合スーパー、食品スーパー、ホームセンター、ド

ラッグストア、コンビニ、卸売業といった業態別に各1企業程度選びます。そのう

えでこの流通企業をリサーチする際に、その業態全体のリサーチをあわせて行いま

す。例えばマツモトキヨシをベンチマーキングするのであれば、まずはドラッグス

トア全体のリサーチから入ります。業態リサーチはその状況を表わすマクロデータ

（店舗数、総売上高、売上順位など。国の行う商業統計、マスコミの調査結果など

があり、ほとんどがインターネットで手に入る。）を中心とし、第１章の「マー

ケットを見る」のスタンスで行います。



第６章 「マーケティング環境」を見る目を養う

166

◇「戦略ターゲット」と「業界内の力関係」を見る

ー流通企業ベンチマーキングのポイント

いよいよ個別の流通企業のベンチマーキングです。ここでのポイントは2つです。

１つはその企業が戦略のターゲットにしているものです。これで価格志向と顧客志

向に分かれます。前者は「他社に負けない価格」がキャッチコピーです。後者はア

ミューズメント性、サービスなどを組み合わせ、顧客の吸引や、ファン作りを図っ

ています。アミューズメント性とはムードの良いお店づくり、遊び心のある楽しい

店づくりといったものであり、サービスとは商品説明、試食、配送、修理といった

ものです。

2つ目は企業内での力関係です。大手小売業でいえば企業内にはスタッフとして

の本部と、各店舗にラインとしての店長（マネジャー）、バイヤー（買う人）、販

売員（売る人）などがいます。この人たちの力関係は企業によって微妙に違います。

売り手としてはキーマンを知る意味でも見るべきポイントです。

流通リサーチはその情報源で、机上リサーチとフィールドリサーチの2つに分け

られます。前者はライバル企業のベンチマーキング同様にインターネット、有報、

新聞、雑誌などで調べるものです。後者は小売店であれば実際に来店してみるもの

です。卸売業など店を持たない場合は、目的をはっきり言って物流センターなどを

見せてもらいます。

ここでは流通の中核をなす小売業を例にとって説明します。
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◇「粗利率」「商品回転率」で業績を見る

机上リサーチでのポイントをライバル企業同様に整理してみましょう（一部次の

フィールドリサーチのデータを必要とするものもありますが）。

まずは業績ですが、流通では粗利率と商品回転率という2つの比率がチェックポ

イントです。「（売価－原価）／売価」が粗利率です。要するに原価にどれぐらい

のマージンを乗せて売るかという企業としての「意思」です。非上場企業で粗利率

が直接手に入らなくても、自社が納入している商品の価格（原価）と店舗の売価を

見れば大体わかります。

これには比較する相手が必要です。ライバル流通企業の値か、業態平均値（先ほ

どの業態リサーチのデータ）です。その企業の粗利率がこれより低い時は２つのこ

とが考えられます。１つは価格志向でライバルよりも安くすることを目標としてい

るタイプです。店内広告などを見ればすぐ分かります（「安さの証明」などと書い

てあります）。もう１つは「なっちゃった」タイプです。設定した販売価格から値

引いて売っているものです。販売予測ミスなどで在庫を抱えてしまい、これを低価

格で処分しているケースがほとんどです。

粗利率が高い場合は顧客志向と見てよいと思います。

次に商品回転率ですが、これは売上高（月あたりが多い）を在庫で割ったもので

す。これが手に入らない場合はざっと推定します。売上高だけはわかっていること

が多いので、フィールドリサーチの際に在庫をざっと各商品について「販売価格×

数量」で計算します。ただし業態平均値などの商品回転率は在庫を原価で計算して
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いるので、比較する時は粗利率で調整します（原価＝（1－粗利率）×売価）。売

上高もわからない場合はざっと「月に何回くらい買っているか」を商品回転率と考

えます。100万円の在庫で200万円の売上があれば商品回転率は「2回」で「月に2

回買っている」はずです。ただしこの場合、在庫は売価であり、原価ベースの商品

回転率と比較する時は粗利率で調整します。

商品回転率では色々なことがわかります。一番は何といっても「売るスピード」

です。また在庫は明日の販売量を当てる（売れる量だけ在庫する）ものでもあり、

これでその流通企業の予測力、マネジメント力がわかります。

◇「力関係」で組織を見る

次は組織です。多店舗展開している企業では、直営店（同じ企業が経営している

店）、フランチャイズ店（本部会社と契約している）、ボランタリーチェーン（多

くは仕入先の卸売業が本部となっている）といったチェーンスタイルを見ます。直

営店、フランチャイズ店は本部の力が強く、ボランタリーチェーン店は本部より店

舗の力が強いといえます。

さらに本部のコントロール力を同一スタイルのライバルチェーンと比較してみま

す。これは同じ名前のチェーン店を何店か行けばわかります。各店がほとんど同じ

品揃え、価格であれば、本部コントロールが強く効いていることになります。

店舗内の組織は販売員が正社員かパート・アルバイトかを見ます。前者は顧客志

向、後者は価格志向です。バイヤーと店長の関係は、価格志向ではバイヤーの権限
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が強く、顧客志向では店長の権限が強いと言えます。またそのキャリアステップを

チェックしてみます。バイヤーが同じ店で店長に上がっている時は顧客志向、バイ

ヤーと本部の間で人事交流がある時は価格志向と考えられます。

◇「買い方」で在庫戦略を見る

ビジネスモデルは購買と販売の2つについて見ます。購買は机上リサーチで、販

売はフィールドリサーチで行います。

購買はバイヤーが担当しており、多くの企業では販売部門より上位に位置づけら

れています。購買は売り手メーカーから見ると常時接している部門であり、取引な

どを通して見ることができます。ポイントは2つあります。1つは買い方です。次

のようなパターンがあり、この順に本部の力が強いといえます。

・本部がすべての購買を行う

・本部が品揃え（取扱い商品）を決め、その発注量を各店舗のバイヤーが決める

・各店舗のバイヤーが購買をすべて行う（本部はサポートするだけ）

・各店舗の部門別のバイヤー（生鮮部門のバイヤー）が担当部門をすべて行う。

発注は多くの場合ネットワークを使っていますが、自社（売り手側）のその店舗

担当のセールスマンに聞けばこのスタイルがすぐにわかります。

2つ目は購買のサイクルです。日用品であれば毎日仕入れるのか、隔日なのかと

いったことです（「必要な時に電話するからすぐ持ってこい」がもっともサイクル

が短いといえます）。同じ日用品でも食品と雑貨ではもちろん異なりますが、同一
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商品でライバル流通と比べてみます。ライバルに比べサイクルが短いケースでは、

店舗から見るとオペレーションコスト（発注の手間）がかかりますが、店舗の在庫

は減ります（毎日1個売れるものを毎日買えば在庫は1個、1週間に1回買えば7個）。

つまりサイクルが短い店舗はコストをかけて在庫を落としていくタイプであり、長

い店舗は在庫を抱えてでもコストを落としていくタイプといえます。

◇「集積」「位置」「商圏」で立地を見る

この程度の机上リサーチを終えたら、いよいよ実際に店舗を訪問してみます。大

切なことはリサーチャーとして情報を集めるのではなく、店舗の顧客として来店す

るというスタンスをとることです。「店に売る目」でなく、「店で買う目」で店舗

を見ます。

フィールドリサーチは店そのもののハードウェアと、その店の活動であるソフト

ウェアに分けて考えます。ハードウェアとしての店舗は立地、施設の2つに分けま

す。

立地とは店舗がどこにあるかであり、店舗の潜在的販売能力といえます。これに

は集積、位置、商圏の3つの視点があります。

集積とは店舗の集まり具合です。ショッピングセンター（デベロッパーが作った

もの）、商店街（自然に集まったもの）、単独店舗といったタイプがあり、この順

に販売力が高いといえます。また当然のことですが、販売力は集積店舗数（という

よりも各店舗の売り場面積の総和）にも依存します。

・・・・・・・・・・
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位置は次のような3つのタイプに分けることができ、これと集積タイプによって

71～72ページで述べた商圏が大体分かります。

・中心地

複数の大型店舗が遠距離からの消費者を鉄道、バス、自動車によって吸引し、多

種多様な小売、サービスの店舗が集積している場所です。

駅の乗降客、大型店舗の駐車場の大きさを見れば商圏が推定できます。

多くの場合この中心地と次の市街地の間には中間ゾーンが同心円状に位置します。

ここには日用品や衣料品などの店舗が大型商店街（ここは衰退し、再開発と称して

ショッピングセンターに変わることも多い）として集積しています。

・市街地

中心地の外側には住宅街があり、この住民を対象として日用品を扱う店舗が地元

商店街として集積します。この商店街は多くの場合コンビニ、スーパーが他店を圧

倒し、彼らが扱わないファッション衣料品などの店舗だけが残って、衰退していま

す。この住宅と店舗が同居したゾーンを市街地といいます。

市街地のエリアが広がるにつれ、これを横断するように鉄道、道路が走るように

なり、その先の鉄道駅を中心とした新しい小型の中心地を生みます。ここには新た

なスタイルの大型店舗やコンビニ、スーパーが生まれ、これを補充する店舗も生ま

れます。またこの道路沿いには多くのディスカンウンターが出店し、その吸引力を

頼りにファミリーレストランなども集積します。
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・郊外

中心地の力が強い場合は、さらに市街地の外側に小売空間のない閑静な郊外型の

住宅地が生まれます。これら郊外型の住宅は衣料、家具、家電などは中心地で、日

用品を市街地で購入します。次第に日用品を近くで購入したいというニーズが生ま

れ、コンビニ、スーパーがこの地域に出店されます。さらに郊外の外側に中心地の

顧客を奪取するような形で広い商圏を持つ大型ショッピングセンターが作られてい

きます。

店舗に行ったらまずその周囲をよく見て、このように立地をチェックします。

◇「機能」で施設を見る

店舗ハードウェアの2つ目である施設はその機能をチェックします。施設の機能

は認識（「目立つ」）、吸引（「入りやすい」）、演出（「楽しそう」）、プロ

モーション（「つい買いたくなる」）、情報提供（「こういう商品がある」）、コ

ントロール（各機能がうまく結びつくように）などに分けられます。

またこの施設を見ると、その店舗が価格志向か顧客志向かもよくわかります。価

格志向では従業員の仕事のやりやすさを、顧客志向では買いやすさを施設に求めて

います。

施設を次の3つに分けて、顧客の立場でそれぞれの機能の強さを見ます。
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・店頭施設

店の周りの施設で、駐車場、駐輪場、フロントスペース（あえて空地を作ってゆ

とりを出すもの）、店外ショップ（屋台など）、植栽といったものです。認識、

吸引、演出などの機能を果たします。これで商圏もわかります。

・店外施設

看板、外装（ファザードという）、店外照明、ドアー、ガラススクリーン（外か

ら店内が見えるようにしているもの）、シャッターなどがあり、認識、吸引、演

出、プロモーションなどの機能を果たします。

・店内施設

カウンター（レジまわりのこと）、陳列什器（ショーウインドウ、台、棚、テー

ブル、ハンガー、冷蔵庫…）、エレベーター、エスカレーターなどがあり、演出、

プロモーション、情報提供、コントロールなどの機能を果たします。

◇「来店客数」をカウントする

ソフトウェアとしての店舗は来店客と商品の2つに分けて見ます。

来店客については次のような点を見ます。ただし曜日（平日、休日）,時間帯（朝、

昼間、夕方、夜間など）によって来店客は異なりますので、すべてのパターンを見

ます。



第６章 「マーケティング環境」を見る目を養う

174

・客数

ざっと時間あたりの客数を、次のタイプ別に数えてみます。あわせて通過客数

（前を通って店に入らない客。48ページのポテンシャル客数にあたる）もざっと

とらえます。

・客単価

やはりタイプ別に客単価（レジを見れば大体わかる）をとらえます。これに客数

をかければ、タイプ別、曜日別、時間帯別の売上が「ざっと」推定できます。

・性、年齢

性別、年齢別という大体の割合をとらえます。年齢は実年齢よりも「見た目」

（若く見える人は若い人の購買行動を取る）が大切です。

・ライフスタイル

来店客の職業、生活スタイルなどを見ます。見た感じでキャッチフレーズをつけ、

カウントします。子連れ主婦、セレブ、共働き、エリートビジネスマン、制服高校

生といったものです。

・購買行動

どのような買い方をしている客がいるかを見ます。これにもキャッチフレーズを

つけておきます。「バスケットどっさり」「1品買い」「ブラブラ」…
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・動線

来店客（できればタイプ別）が店舗間をどのように移動していくかというルート

です。もちろんいくつかのパターンがありますが、そのうちの典型的なもの（主力

動線という）をとらえます。あわせて売場ごとの滞留時間（どれくらいいるか）も

ざっと見ます。

この来店客数と商圏から考えたポテンシャル客数で、エリアマーケティング同様

に顕在率をとらえ、流通戦略を考えます。

◇「幅」と「奥行き」で品揃えを見る

次に商品の状況を見ます。ポイントは品揃え、価格、陳列です。

店舗の商品は階層別に分類されています。大分類は「部門」（生鮮部門）、また

は「売場」（紳士服売場）と表現され、大型店舗ではこの単位に従業員が組織化さ

れ、マネジャーがいます。中分類はライン（鮮魚ライン）、コーナー（スーツコー

ナー）、小分類はカテゴリー（オーダーメイドスーツ。定義がもっともファジーで

分類自体をカテゴリーともいう）、細分類はアイテム（単品）です。

ここでの見方は「幅」と「奥行き」です（これも定義がややファジーですが）。

幅とはその店舗にカテゴリーがいくつあるかです。「幅が広い」とは「魚も下着も

シャンプーも置いてある」というものです。奥行きとはカテゴリーごとのアイテム

数をいいます。「奥行きが深い」とは「魚に関していろいろな種類を置いている」
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ということです。

店舗には「幅×奥行き×アイテムあたりの数量」だけの売場面積が必要となりま

す（この売場面積を意識しなくて済むのがインターネットショップです）。アイテ

ムあたりの数量（同じ魚を何匹置くか）を増やせば、幅か奥行きを落とすことにな

りますが、商品をまとめて買うことになり、安く商品を手に入れることができます。

つまり価格志向です。与えられた売場面積内で、そのバランスをどう取るかが品揃

え（商品ミックスともいう）です。これには次のようなパターンがあります。

・幅が広く、奥行きが深い

ここでアイテムあたりの数量が多いと巨大店舗となります。百貨店がその典型で

す。本来なら百貨店は安く買えるのですが、顧客志向のため売り手に価格ではなく

サービス（売り場で顧客に商品説明してもらうなど）を要求します。逆にアイテム

あたりの数量を極端に減らして、狭い店舗でこれを実現したのがコンビニです。

・幅が広く、奥行きが浅い

百貨店並の幅で、奥行きを売れ筋に絞り、アイテムあたりの数量を増やして安く

買うのが、ダイエーなど総合スーパーの原点であり、これをもっと突き詰めたのが

ディスカンウンターです。

・幅が狭く、奥行きが深い

ここでアイテムあたりの数量を増やしたものが、食品スーパーや力を伸ばしてい

るカメラや家電の大型専門店などです。アイテムあたりの数量を減らせば小型専門

店（LLサイズの店など）です。
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・幅が狭く、奥行きが狭い

いわゆるパパママストア（家族経営の店）です。

◇価格は買う量で決まるー「パワー店舗」と「ニッチ店舗」の見分け方

流通は基本的には自ら商品開発できないので、どうしてもライバル店と「同じも

の」を売ることになります、そのため「安い」ことがそのパワーとなり、価格に

よって31ページで述べたパワーマーケティング（価格志向）とニッチマーケティ

ング（顧客志向）に分かれます。

パワー店舗は広々とした売り場に山積みされた商品があり、エブリディロープラ

イス（特売価格でなく、毎日安い）、ロープライス保証（他店よりも高ければ返金

する）といったことを訴えます。仕入価格は基本的にはアイテムあたりの数量、つ

まり買っている量に依存しており、先ほど述べたように売場面積がパワーのキー

ファクターとなります。つまり大型店、チェーン店には価格では勝てないというこ

とです。

ニッチは「価格を比較させない」ことです。例えば「配送、商品説明、試用など

のサービスをつける」「ポイントを与えて、そのポイントで自社商品を買えるよう

にする」「3個買ったら××円として価格を比較させない」…といったことです。

「店舗の販売価格」から「メーカーの製造原価」を引いたものに販売数量をかけ

たものが、メーカーと流通の粗利（もうけ）の和となります。店舗の販売価格が下

がって販売数量が変わらなければ、この和も下がります。店舗が価格を下げて、
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商圏内の消費者が「安いから買う」という形でポテンシャルパイ、実パイを増やさ

ない限り（その店舗がライバルから顧客を取って売上を増やしても）、メーカーに

とっては不幸だけが待っていることは何となくわかると思います。独禁法で禁止し

ている再販売価格維持行為（店舗などの販売価格をメーカーが守ろうとする）をや

りたい気持ちも少しはわかると思います。

◇「陳列」で戦略を見る

顧客志向の店舗にとって商品陳列は大切な戦略といえます。陳列リサーチは次の

ようにアプローチします。

・レイアウト

大型店舗では部門単位にフロア（1階、2階など）を考え、その中をラインで

切っていきます。このレイアウトは年に数回程度変更（衣替え）します。

1階や店舗の入り口近くはガラススクリーン、ショーウインドウなどを通して外

から見えるようにし、「フラッ」と入る客を期待して売場を作ります。ここには有

名ブランドなどを必要としますので、比較的売り手の力が強いといえます。

また目的買い（それを買いに来た）の商品は最上階（よくここから降りていく時、

ついでに買うのでシャワーという）や入り口から遠い所（これが店内で客を引きつ

けるのでマグネットという）に置いて、他の商品の購買チャンスを増やします。目

的買いの品揃えは店舗としても勝負所なので、売り手同士を価格、サービスで激し

く競争させます。これをよくチェックすると主力動線が見えます。

・・・
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・ゾーニング

レイアウトで決まったラインごとに、各カテゴリーにどのようなスペース（ゾー

ンという）を与え、その中にどういうアイテムを置くかというものです。

ゾーンの大きさを見るとその店舗のロイヤルカスタマーが見えます。例えば鮮魚

ラインで高級魚が多くスペースをとっているか、冷凍ものが多いかといったことで

す。

ゾーンの中の位置も見ます。例えば棚であれば上、中、下段といったことです。

消費者の目の高さはゴールデンゾーン（もっとも認知しやすい）といわれ、ここを

狙って売り手メーカーが激しいバトルを繰り広げます。

また常設棚（定番という）の他にテンポラリーに売るゾーンもあり、ここも売り

手メーカーが新商品認知などのためにバトルを繰り広げます。本書のような書籍も

書店の定番だけでなく、新商品ゾーンへの平積み（表紙が全部見える）が売り手側

の最大の課題です。

・フェイシング

アイテムあたりの陳列数量を決め、陳列方法を決めます。これをフェイス（商品

がいくつ見えるか）といいます。同じ商品でもフェイスが増えれば認知が高まり、

在庫が増えて欠品が減り、販売量が増えるので、ここにも売り手同士、そして売り

手とバイヤーとのバトルが繰り広げられます。

・・・
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・インストアプロモーション

プロモーションにはコストがかかっており、その配分を見ると戦略がわかります。

高級牛肉の試食をしていれば、店舗のロイヤルカスタマーがどんなタイプかがよく

わかります。ただこのプロモーションコストを、競争意識を煽ることで売り手企業

に負担させることも多いといえます。その場合は特定のメーカーの商品ブランドを

訴えているのでよくわかります。店舗とその売り手の力関係がよく見えます。

・オペレーション

店員の人数、質（商品知識）から、顧客志向か価格志向かがよくわかります。ま

たレジの精算スピードなどを見ると、店舗滞留戦略（長時間いてもっと買ってほし

いのか、短時間で効率良い買い物を提供したいのか）がよくわかります。

◇「流通リサーチ」はマーケティングリサーチの優等生

ベンチマーキングはリサーチを目的に、その人の仕事として、そして売る立場で

なく買う立場で冷静に見るので、経営者が当初思っていた以上に対流通戦略に役立

ちます。

私は多くの売り手企業でベンチマーキングによる流通リサーチを指導しましたが、

実はマーケティングリサーチの中で、もっとも「実利」のあるデータが得られるも

のとして、評価されているのがこの流通リサーチなのです。

・・・
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COLUMN

現代企業、特に成熟した大企業において、マーケティングは経営の最大の

テーマです。このようなマーケティングカンパニーにおいて、誰がリーダー

（マネジャーを含めて企業をリードしていく人たち）、経営者に適性を持っ

ているでしょうか。それはマーケティング能力の高い人でしょう。ではマー

ケティング能力とは何でしょうか。決して「売り切る力」ではなく、「マー

ケットを見る力」というリサーチ能力ではないでしょうか。

弊社のコンサルティング商品にリーダー塾、経営塾があります。将来の

リーダー、経営者を育て、そして登用していくものです。この塾で用いられ

ているのが、本書で述べたケースワークとベンチマーキングです。前者は他

企業が直面したさまざまなマーケティングテーマ（もちろんそれだけではあ

りません）に対し、自分ならどういう手を打つだろうかを話し合うものです。

後者はケースワークと同じ目線で、特定の企業において自らの手で情報を集

め、評価していくものです。まさにマーケティングリサーチを机上で、

フィールドで行うものです。そしてそのリサーチ能力、分析能力、マーケッ

トへの提案能力といったものを見て、次期リーダー、次期経営者を決め、彼

らが企業を変革していきます。

超マーケティングリサーチはマーケティングのみならず、人材育成そして

企業変革にジャストフィットしたツールといえます。

人材育成に超マーケティングリサーチを使う
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あとがき

「何で私がマーケティングリサーチ？」これが出版社からこの企画を持ち込

まれた時に私が思った正直な感想です。そして本書を書き終えた今はこう思っ

ています。

「マーケティングリサーチは私がやってきたコンサルティングそのものだっ

た」

弊社のロイヤルカスタマーは、半分が飲料・食品の消費財メーカーおよびそ

の流通業、半分はITなどの産業財メーカーです。そのコンサルティングテーマ

は経営者・リーダー養成や新しいマーケティングモデルの開発であり、マーケ

ティングリサーチ指導（というのも変ですが）と大上段に構えてやったことは

ありませんでした。しかしやってきたコンサルティングのかなりの部分が、

マーケティングデータを「いかに集めるか」「集められる人をいかに育てる

か」という、まさにマーケティングリサーチそのものであったことに気づかさ

れました。そしてこのリサーチ能力が現代企業のコアコンピタンスであり、リ

サーチ情報が経営戦略の決め手となることを、今回の執筆を通して痛感しまし

た。

過去の拙著を見て、私にこの企画を提供してくださったPHPエディターズ・

グループの田谷裕章氏の高いリサーチ能力に敬服し、あらためて感謝の意を表

したいと思います。
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この「あとがき」までたどりついていただいた読者の方は、本書を読んでど

うお感じになったでしょうか。

こんな本を書いておいて何ですが、出版業界はマーケティングリサーチから

見れば極めて「遅れたマーケット」です。流通中心マーケットにとどまり続け、

マーケティング戦略は流通である書店のインストアプロモーションのみに目が

行っています。顧客（読者）を見る目、ポテンシャルパイ、顧客満足度、商品

開発、流通との接し方など本書の項目すべてについて、他マーケットに比べる

と一歩も二歩も後方にいます。

本書に関する皆様の満足度をぜひお聞かせください。本書に差し込まれてい

る葉書でも、奥付にある出版社（PHP研究所）や弊社（MCシステム研究所）

へのメールでも結構です。ぜひご意見をお寄せください。本書で述べたように

リサーチはGIVE&TAKEですので、必ずこちらから、いただいた意見に相当す

る「有用な情報」を提供させていただきます。

そしてこの本を最後まで読んでいただいたロイヤルカスタマーであるあなた

に、書籍マーケットの売り手としてより良い商品をお届けできるようにがん

ばっていきます。

2007年3月 内山 力
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