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1 マーケティング概論 

１ マーケティングの歴史 

 

マーケティング 1.0（1900～60 年代） 

「製品中心」のマーケティング 

需要が供給より多く、利益を最大化するために「低価格」によって販売量を増やすマーケティング。そのため、

製品の規格化と生産の拡大でコストを低減し低価格を目指した。 

この時代はマーケティングミックス「４Ｐモデル」のフレームワークが生まれた。４Ｐとは、どんな製品（Product）

を、どこ（Place）に、いくら（Price）で、どう宣伝（Promotion）して売るかを考えた。この中で重視したもの

が、Product と Price だった。 

 

マーケティング 2.0（1970～80 年代） 

「消費者志向」のマーケティング 

市場の価格競争が進み市場の競争が激しくなった。消費者はメディアを通じて情報を得て類似製品の中から選択

消費をするようになった。消費者が製品に求める価値も多様化した。 

この時代は、「ＳＴＰモデル」のフレームワークが生まれた。ＳＴＰとは、市場をニーズによって分割

（Segmentation）し、攻略する標的（Targeting）を明確にし、資源を集中する位置（Positioning）を明確にす

るフレームワーク。こうして、競合企業との差別化を行った。 

 

マーケティング 3.0（1990～2000 年代） 

「価値主導」のマーケティング 

市場に類似商品があふれ、消費者がインターネットの普及で様々な情報を得ることができるようになり、さらに

企業間競争が激化した。消費者は商品を購入する際、商品の価値だけでなく企業ブランドで製品を選ぶようになっ

た。 

この時代は、「３i モデル」というフレームワークが生まれた。３i とは、買い手に対しポジショニングを明確にし、

ブランドを認知させ帰属意識（Brand identity）を持ってもらい、ブランドと差別化によって買い手に好ましい感

情・感動を与え（Brand image）、ポジショニングと差別化によって買い手の信頼を得る（Brand integrity）。 

 

マーケティング 4.0（2010 年代～） 

「自己実現」のマーケティング 

買い手が自ら情報を発信できるソーシャルメディアの爆発的な普及による買い手同士の横のつながりが強くな

り、マーケティングが企業と消費者の縦の関係だけで考えられなくなった。企業のマーケティング活動は商品購入

までのプロセスだけでなく、購入後のプロセス（他人に推奨する行動）までを考える必要がでてきた。 

消費者行動を５段階プロセスで考えるフレームワーク（5a 理論）をとる。５つのプロセスは、①他社からブランド

のことを聞いたり広告に触れる認知（aware）、②選択したブランドに引き付ける訴求（appeal）、③商品のレビュ

ーを検索したり友人にアドバイスを受ける調査（ask）、④店舗かオンラインで商品を購入（act）、⑤そのブランド

を使い続け他者に推奨（advocate）すると考えている。 
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２ マーケティングの定義（ＡＭＡ：アメリカマーケティング協会）の変遷 

 

1985 年＜マーケティングの４Ｐをベースにしている＞ 

マーケティングとは個人と組織の目的を満たす交換を創造するために、アイデア、商品、サービスに関する概念形

式、価格、プロモーション、チャネルを計画し統制するプロセスである。 

 

2004 年＜価値を創造・伝達・提供し、組織とステークホルダーに恩恵をもたらす＞ 

マーケティングとは組織的な活動であり、顧客に対し価値を創造し価値についてコミュニケーションを行い、価値

を届けるための一連のプロセスであり、さらにまた、組織及び組織のステークホルダーに恩恵をもたらす方法で、

顧客関係を管理するための一連のプロセスである。 

 

2007 年＜ステークホルダーが削除され、社会に働きかける活動とした＞ 

マーケティングとは、顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとって価値のあるオファリングス（提供物）を創造・

伝達・配達・交換するための活動であり、一連の制度、そしてプロセスである。 

 

  



マーケティング理論 

3 

 

2 マーケティングマネジメント 

1 マーケティングマネジメント：市場機会を分析し、標的市場を選定し、マーケティングミックス（4Ｐ）

戦略を行い、マーケティング活動の管理を行うこと。 

 

①市場分析 

外部環境 マクロ 経済※ ＧＤＰ、景気動向、可処分所得、失業率など 

人口動態 出生率、人口規模、高齢化、世帯構成など 

社会文化※ 文化、国籍、宗教、イデオロギー、人種・民族など 

技術※ インターネット技術、コンピュータ、ロボット、技術革新など 

政治法律※ 政治動向、法律、規制緩和など 

自然 気象変動、天然資源、災害など 

ミクロ 消費者 消費者動向など 

競争企業 競合他社、新規参入動向など 

ステークホルダー 仕入業者、金融機関、メディア、業界団体など 

内部資源 内部 ヒト 企業内の経営力、営業力、折衝力、企画力、研究開発力など 

モノ 土地、設備・機械等保有資産 

カネ 利益率、資金調達力、経営安全安定性、キャッシュフローなど 

その他 情報、ノウハウ、ブランド力、知的財産など 

※外部環境分析として、政治法律（Political/Legal）、経済（Economical）、社会文化（Social/Culture）、技術（Technological）を分析する

手法をＰＥＳＴ分析という。 

 

②ＳＷＯＴ分析 

 外部環境に対し、新規事業の開発や既存事業の拡大の要因（機会）と、既存事業の継続に対してのマイナス要

因（脅威）の分析を行う。内部資源を競争企業や業界の平均値と比較して、自社の強みと弱みを分析する。 

内部要因（内部資源) 強み(Strength) 弱み(Weakness) 

外部要因（外部環境） 機会(Opportunity) 脅威(Threat) 

  内部要因：自社の努力で変えることができる要素 

  外部要因：自社の努力では変えることができず、受け入れるしかない要素 

  強み：自社の強み・武器 

  弱み：自社の弱み・弱点 

  機会：活用すればプラスとなる外部要因 

  脅威：放置しておくとマイナスとなる外部要因 

※クロスＳＷＯＴ分析 

 Ｓ・Ｗ・Ｏ・Ｔをクロスさせ、自社の課題を明らかにする。 

 強み×機会：機会を最大限にプラスにするために何に取り組むか。 

 弱み×機会：弱みが原因となって機会を逃さないために何に取り組むか。 

 強み×脅威：脅威を強みで回避するために何に取り組むか。 

 弱み×脅威：最悪の状況を回避するために何に取り組むか。 
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③マーケティング目標の設定 

 ●売上高、利益額（利益率）：目標マーケティング目標として最も重要で、かつ一般的な目標。 

●市場占有率（マーケットシェア）：自社のポジショニングを明確にし、市場占有率目標を設定する。 

●企業・製品イメージ目標：企業や製品のブランドイメージの目標。（数値化が難しい） 

 

◇目標設定の原則 「ＳＭＡＲＴ」goals 

Specific 明確であること。現実的な期日と具体的な内容を設定する。 

Measurable 測定可能な具体的な数値を設定する。 

Attainable 到達可能で、挑戦しがいがある現実的な目標にする。 

Relevant 自社に関連があること。 

Timebound 締切を設定すること。 

 

 

◇目標設定の階層化 ＫＧＩとＫＰＩ 

 ＫＧＩ（Key Goal Indicator）：重要目標指標 

  例）売上高、利益額（率）、ブランドイメージ、マーケットシェアなど 

 ＫＰＩ（Key Performance Indicator）：重要業績指標（目標を達成するための中間目標） 

  例）ＫＧＩ「売上を 10％上げる」 

売上＝商品・サービス単価×客数 

  商品・サービス単価⇒宿泊＋レストラン＋宴会＋外販＋その他 

  客数   ⇒新規（他社から乗換＋新規）＋リピーター―他社流出 

 

「誰（どこ）に」、「何を」、「どうやって」、「いくら」売るか。 
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④ターゲットマーケティング 

 現在、消費者の価値観や嗜好が多様化しているため、同じ製品を大量に投入していくマスマーケティングが困

難になっている。そのため、市場を細分化し最も適切な市場を標的（ターゲット）としたマーケティングを行っ

ていく方法（ターゲットマーケティング）が採用されている。ターゲットマーケティングは「市場細分化」「標的

市場の設定（市場ターゲティング）」「市場ポジショニング」のプロセスをとる。 

 

●市場細分化 

市場細分化の基準 

ジオグラフィック基

準（地理的基準） 

地域や気候、人口密度などにより市場を細分化する。 地域限定品、季節限定品など 

デモグラフィック基

準（人口統計的基準） 

人口統計的な基準を用いるものであり、年齢、性別、所得、

職業、学歴、宗教、国籍などにより市場を細分化する。 

シニア向け旅行パック、女性向け宿泊サービス、高額土

産品、医療関係者向け商品など 

サイコグラフィツク

基準（心理的基準） 

デモグラフィック基準では区分できない、消費者の心理的な

側面に焦点をあてるものであり、消費者の価値観やライフス

タイルなどにより市場を細分化する。 

ランニング向け時計、無農薬食品、最先端テクノロジー

製品、リユース品 

行動変数基準 消費者の製品に対ずる知識、態度、使用、反応などに焦点を

あてて細分化する方法であり、ベネフィット、使用率、ロイ

ヤルティなどにより市場を細分化する。 

機能性食品、機能性飲料 

 

市場細分化の要件 

 ○測定可能性：細分化された市場の規模と購買力が測定できること。 

 ○到達可能性：細分化された市場にマーケティングが行えること。 

 ○維持可能性：細分化された市場が十分な規模を持ち、利益が得られること。 

 ○差別化可能性：細分化された市場間にダブりがないこと。 

 ○実行可能性：細分化された市場を引きつけられる効果的なプログラムが実行できること。 
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●標的市場の設定 

コトラー 無差別型 消費者の共通点に注目して、全ての市場に単一の製品を投入する。例）1908～27 年のＴ型フォード 

差別型 細分化した市場ごとに製品を投入する。例）軽自動車、コンパクトカー、高級車など 

集中型 特定の市場に限定し製品を投入する。例）軽自動車のスズキ・ダイハツ 

 

エーベル 単一セグメント集中型 一つの市場に一つの製品を投入する。例）Ｍ１市場にＰ２を投入する。 

製品専門型 全市場に１つの製品を投入する。例）Ｍ１Ｍ２Ｍ３市場にＰ２を投入する。 

市場専門型 特定市場に全製品を投入する。例）Ｍ２市場にＰ１Ｐ２Ｐ３を投入する。 

選択的専門型 特定の市場に特定の商品を投入する。例）Ｍ１市場にＰ２、Ｍ２市場にＰ１、Ｍ３市場にＰ３を投入する。 

全市場浸透型 全市場に全製品を投入する。例）全市場にＰ１Ｐ２Ｐ３を投入する。 

市場が３つありＭ１Ｍ２Ｍ３とする。製品が３つありＰ１Ｐ２Ｐ３とする。 

  Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ 

  Ｐ１ 

  Ｐ２ 

  Ｐ３ 

 

●市場ポジショニング 

競争関係が発生している製品で、どうやって自社製品の差別化を図り競争優位に立つかを検討する。ポジショ

ニング分析では、ポジショニングマップを作成し、製品の位置づけを分析・評価する。 

 

衣料品店のポジショニング例）   自社展開ホテルのポジショニング例） 

 

     高価格        高価格 

 

 

 ファッション性   ベーシック    単機能（素泊まり）   多機能（大規模宿泊・宴会） 

 

 

 

   低価格        低価格 

 

 

ポジショニングは、競合他社製品との対比と、自社製品の位置づけという２つの意味合いがある。自社製品の

位置づけでは、カニバリゼーション（共食い）を起こさないように留意する。カニバリゼーションとは、企業内

の類似製品間で市場を奪い合う現象である。 

競合企業が多く激しい競争が行われている既存市場を、血で血を洗う「レッドオーシャン」、競合相手が少なく

未開発の市場を「ブルーオーシャン」という。「レッドオーシャン」から「ブルーオーシャン」に移動するために

は、自社のポジショニングを変えるしかなく、「ブルーオーシャン」を築くためには「差別化」と「低コスト化」

の２つを同時に達成させることが必要だとキム・モボルニュは述べている。 
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2 マーケティングミックスの開発・実行 

製品(Product) 製品の物的性質・特徴、品質、ブランド、保証、パッケージ、アフターサービス、製造・販売する製品の種類 

価格(Price) 価格政策、価格設定法、価格変更の理由と時期、値入、値下げ、割引 

チャネル・物流(Place) 流通経路、流通業者の選定、流通業者の評価、倉庫の数・立地・設備、輸送手段、運送頻度、適正な在庫量 

プロモーション(Promotion) 広告目的、広告媒体、広告表現、広告効果測定、販売員の教育訓練、販売促進の種類・展開 
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３ マーケティングリサーチ 

マーケティングリサーチとは、問題発見や戦略策定するうえで必要な情報を収集、分析、評価する活動。 

 

1 マーケティングデータ 

１次データ ある目的のために、実験や調査などを行うことによって新規に収集されたデータ。 

２次データ 他の目的のためにすでに収集されているデータで内部データと外部データがある。 

 

2 標本抽出 

全数調査 母集団すべてを調査する。 

標本調査 乱数表などを用いてランダムに調査対象を抽出する無作為抽出法と、条件に従って抽出する有意抽出法がある。 

 

3 データ収集 

面接法 調査者が対象者に対面で質問して情報を得る。個別面接とグループ面接がある。 

電話法 電話で調査対象者に質問して情報を得る。 

郵送法 調査票を対象者に郵送し、回答を記入してもらい返送してもらう。 

留置法 調査票を対象者に郵送し、後日担当者が対象者を訪問して回収する。 

インターネット調査 Web 上に用意した質問の答えを回答欄に記入して送信してもらうなどする。 

観察法 調査対象者の行動や反応を直接調査者が観察する。動線調査、他店調査、通行量調査など。 

実験法 例えば、広告を行った地域と行ってない地域の販売量を測定し、広告の効果を評価するなど。 
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4 消費者購買行動 

 

1 消費者行動モデル 

刺激一反応（Ｓ-Ｒ）モデル 消費者のマーケティングの刺激（stimulus）に対する反応（response）行動を分析する。刺激と反応のプロセス

は解明しない。 

S-O-R モデル 消費者の行動を刺激（stimulus）、生体（organization）、反応（response）というプロセスでとらえる。刺激と

反応の心的プロセス（知覚、態度、購買意図など）を理解しようとする。 

情報処理モデル 消費者を与えられた刺激に対し受動的に行動するものとせず、自ら情報収集を行う能動的な消費者をモデルにし

た。消費者は、自身の経験の蓄積である内部情報を用いて、外部情報を解釈する。 

精緻化見込みモデル 消費者の購買行動は必ずしも論理的な判断によるものばかりではな＜、感情や感覚的な判断によるものもあるとす

るモデル。 

 

2 購買意思決定モデル 

 ①問題認知：消費者がニーズを認知。 

ニーズ(needs) 

必要なモノ 

人間が生活上「必要」な、ある充足状況が奪われている状態（欠乏状態）。 

・のどが渇いたから水分が必要 

・お腹がすいたから食べ物が必要 

・食料を買うため移動手段が必要 

＜特徴＞ 

必要な最低限の品質があれば購入するため、類似品が多く価格競争になる。 

ウォンツ(wants) 

欲しいモノ 

ニーズを満たすための、特定のモノが欲しいという「欲求」。 

・水分をとるために価格の安いミネラルウォーターが欲しい。 

・水分をとるために体にいい飲み物が欲しい。 

・お腹がすいたからとにかく安くてたくさん食べたい。 

・お腹がすいたからおいしいものが食べたい。 

・スーパーまでいくのに自転車が欲しい。 

・スーパーまでいくのに自家用車が欲しい。 

＜特徴＞ 

ニーズのあるモノに「欲しくなる品質」を加えると、「必要」なものから「欲しい」ものに変化

する。 
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消費者はニーズがないと購入しない。ニーズ＋差別化で欲しいモノになり、購入する。 

 

ニーズとウォンツの高さと購買速度 

高 

       そのうち購買 今すぐ購買 

       ウ 

    ォ 

   ン   情報をあつめる 

     ツ   購買しない客 購買悩み中 

低 

 低       高 

     ニーズ 

 

 ②情報探索：ニーズを満たすために情報を集める。 

 消費者の財・サービスに対するこだわり（関与）が大きいとき、情報探索が積極的に行われる。 

  また、高価格、購買・利用頻度が低い、社会的評価に影響を与える場合は関与が高まる。 

１）内部探索（自らの経験から得た知識や記憶から情報を集める） 

２）外部探索（パンフレット、インターネット、知人などから情報を集める） 

 

③口コミ：消費者同士で情報の交換や共有をすること。 

こだわり（関与）が高い財・サービスほど、口コミ情報を探索する傾向が強い。また、ロコミ

情報の影響は意思決定の後半の段階になるほど大きくなる。 

１）インパクト：興味を与える。 

２）特別感：期待を与える。 

３）限定性：行動を促す。 

４）他人に見せたくなる：拡散しやすい。 

５）わかりやすさ：伝わりやすい。 

 

④準拠集団：消費者の態度や行動に影響を与える集団（個人）のこと。 

第一次準拠集団 家族、友人（オンライン含む）、隣人など 関係性が強く信頼性が高く、購買行動に強い影響力を持つ。 

第二次準拠集団 企業、職場団体、労働組合、宗教団体など 関係性がやや強く、購買行動に影響力を持つ。 

願望集団 スポーツ選手、芸能人など 消費者は属していないがそこに属したいという願望を持つ。 

分離集団 価値観や態度を拒絶している集団や個人 ある集団や個人と自分が同じではないことで安心感を持つ。 
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⑤購買決定行動 

日常的反応行動 価格が安＜、購買頻度が高い製品 消費者は製品についてよ＜知っており、いつも同じブランドを購入

し（定型的）、購買決定に労力や時間を費やさない。 

限定的問題解決 価格、購買頻度が中程度の製品 消費者は製品についてはよく知っているが、どのようなブランドが

あるかわからないため、購買決定にある程度の（限定的に）労力や時

間を費やす。 

拡大的問題解決 価格が高＜、購買頻度が低い製品 消費者は製品やブランドについてよく知らないため、情報収集を行

ってブランド比較を行うなど、購買決定のために多くの（拡大的に）

労力や時間を費やす。 

 

情報処理型 製品に対してこだわりがあり、ブラ

ンド差が大きい製品 

ブランド選択に時間を割く。上顧客になる可能性が高い。 

バラエティ・シー

キング型 

製品に対してこだわりがなく、ブラ

ンド差が大きい製品 

様々なブランドを買って試す。飲料や菓子類など。 

不協和解消型 製品に対してこだわりがあるが、ブ

ランド差がない製品。 

購買後製品選択が正しかったかどうかを不安に感じる。購入後も購

入したブランドや購入しなかったブランドの広告を見る。 

習慣型 製品に対してこだわりがなく、ブラ

ンド差がない製品。 

いつも購入しているブランドか最も低価格のブランドを選択する。 
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５ 製品戦略 

 

①消費財の特徴 

 最寄り品 買回り品 専門品 

購買頻度 高い 低い 低い 

計画性 低い 大きい 大きい 

購買努力 低い 大きい 大きい 

こだわり 小さい 大きい 大きい 

ブランド比較 小さい 大きい 小さい（ロイヤルティ高い） 

価格 低価格 高めの価格 高価格 

チャネル 多数の店舗 少数の店舗 ごく少数の店舗 

プロモーション メーカーによるマスコミを使っ

た広告 

メーカーと小売業者による広告

と人的販売 

メーカーと小売業者による、ター

ゲットを絞り込んだ広告 

 日常品・消耗品 家電、家具、衣類 高級品・ぜいたく品 

 

②製品ラインと製品アイテム 

製品ライン 製品の種類 自動車メーカーの例）トラック・バス・乗用車（軽自動車・セダン・ＲＶ・スポーツ） 

①顧客のニーズ（例 ニーズに対応した電気自動車を投入） 

②製品ごとの収益性（例 収益性の悪いＲＶを廃止） 

③競合他社の状況（例 軽自動車の生産を廃止） 

④自社製品同士のカニバライゼーション（例 製品のターゲットをより明確にする） 

⑤リスクの分散（例 アジア市場へ展開） 

について考慮しラインを決定する。 

製品アイテム 製品の細分類 色の違い、グレードの違いなど 
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③製品ライフサイクルとマーケティング 

 導入期 成長期 成熟期 衰退期 

売上 低い 急上昇 高止まり 減少 

顧客 革新者 早期採用者 平均的採用者 遅滞者 

競合他社 少ない 増加 横ばい 減少 

マーケティング目標 認知・試用 市場シェアの最大化 利益最大化 ブランド戦略 

プロダクト 基本的な製品 製品種類増加・保証提供 ブランドやモデルの多様化 弱いアイテム削除 

価格 コストプラス方式 市場浸透価格 競合他社に勝てる価格 値下げ 

チャネル（流通） 選択的流通チャネル 拡大的流通チャネル 拡大化の推進 利益のないチャネル削除 

広告 早期採用者へ認知 大衆向けに知名度を高める ブランドの違いを強調 固定客の維持程度に減少 

販促 試用販促活動 販促活動減少 ブランド販促活動 固定客の維持程度に減少 

 

計画的陳腐化政策 

 製品のモデルチェンジを頻繁に行い消費者に対してつねに新製品を提供していく政策。旧製品のライフ

サイクルを意図的に短縮させる。 

 

製品寿命の延命化政策 

 製品寿命をのばし、ロングセラー化を実現する取り組み。 
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④ブランド 

ブランドの分類 

ナショナルブランド（NB） メーカーが製品に使用するブランド 日清のカップヌードル 

プライベートブランド（PB） 卸売小売業者が企画開発した製品に使用するブランド トップバリュ（イオングループ） 

 

ファミリーブランド（統一ブランド） 個々の製品ラインをバラバラに広告・販促するより

も、統一されたイメージで訴求するほうが新製品を導

入する際に受け入れられやすいため、すべての製品ラ

インに同一ブランドをつける。 

キリン 

ダブルブランド 統一的なブランドの認知度を利用しつつ、個々の製品

ラインの特徴をもうひとつのブランドで表現する。 

キリン一番搾り生ビール、キリンラガービー

ル、キリンのどごし生 

マルチブランド 同じ製品ラインの中で個々のブランドを独立して使

用する。 

コカ・コーラ、ファンタ、アクエリアス、爽健

美茶、いろはす、ジョージア 

個別ブランド 異なる製品ライン別に異なったブランドをつける。 大塚製薬のオロナインＨ軟膏、ポカリスエッ

ト、オロナミンＣ、カロリーメイト 

ブランド・プラス・グレード 統一的なブランドを採用しつつ各製品ラインにグレ

ードの違いを打ち出す。 

メルセデスベンツ 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｇ・Ｓ・Ｖクラス 

分割ファミリーブランド 製品ライン群を何らかの共通性に応じていくつかに

分け、それぞれ異なったブランドをつける。 

ユニクロとＧＵ 

 

ブランドの機能 

出所表示機能 メーカーや流通業者が識別できる機能。消費者の反復購買を促す。 

品質表示機能 製品の品質、価値などが判断できる機能。消費者の品質判定基準が確立される。 

宣伝広告機能 メーカーや流通業者に対するイメージや評判を向上させる機能。消費者の認知度や好感度を向上させる。 

資産価値機能 ブランド名がそれ自体資産価値（ブランドエクイティ）をもち、企業の収益の向上に貢献するという機能。 
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⑤ブランドエレメント（要素） 

１）ブランドネーム：製品やサービスの名称 

意味伝達力 製品・サービスの特性や価値がわかるようなネーミング。 

親しみ 消費者が親しみを感じるネーミング。 

音感 声に出したとき耳障りがよく、覚えやすいネーミング。 

視覚力 文字にしたとき視覚的に印象に残るネーミング。 

 

ブランドネーム作成法 

置換 日本語を他言語に置き換える。 

例）「光」 ライト（英）、リヒト（独）、ルミエール（仏）、ルーチェ（伊） 

語頭語尾変形 頭文字、語尾を変形したり省略したりする。 

例）Cream から Creap（森永乳業：クリープ）。グリコーゲンからグリコ（江崎グリコ：

グリコキャラメル）。 

連結 ２つ以上の言葉を連結する。 

例）face＋book 

連結省略 ２つ以上の言葉を連結し省略する。 

例）microcomputer＋software→Microsoft、カルシウム＋ビタミン→カルビー 

連結組換 複数の文字の頭文字を連結させて１つの名前にする。 

例）Anima Sana In Corpore Sano（羅）「健全な精神は健全な肉体に宿る」 →ASICS

（アシックス） 

ダジャレ 例）通勤快足（アサヒシューズ） 

アルファベット表記 例）docomo（ＮＴＴどこも）、Gunze（郡是製糸） 

漢字表記 例）爽健美茶（コカ・コーラ） 

擬音 例）ガリガリ君（赤城乳業） 

セリフ 例）おーい、お茶（伊藤園） 

色 例）白い恋人（石屋製菓） 

反復 例）キレイキレイ（ライオン：ハンドソープ） 

イメージ 例）霧ケ峰（三菱：エアコン） 
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２）ロゴタイプ：ブランド名をデザインされた書体で表したもの 

  ワードでつくるロゴタイプの例 

   「ロゴのデザイン」 

 

  ○「かたまり感」を出す：文字間隔をつめる。間隔を広げると「タイトル」になる。 

      ロゴのデザイン    ロゴのデザイン  

  ○最初の文字を大きく（重く）し、リズムを出す。 

ロゴのデザイン 

  ○単語の文字の最初も大きく（重く）する。 

ロゴのデザイン 
 

  ○ひらがなを小さくする（軽く）する。 

ロゴのデザイン 

 

  ○文字に動きをつける。（一部を重ねてもよい。一部を加工してもよい。） 

ロゴのデザイン
 

 

  ○文字に色をつける。（「デ」を赤にする。） 

ロゴのデザイン
 

 

  

LOGO TYPE 

DESIGN 

 

 

LOGO 

TYPE 

LOGO TYPE 

DESIGN 

 

 

LOGO 

TYPE 
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３）シンボルマーク 

 シンボルのコンセプトを決める。コンセプトは「ブランドに対して持ってもらいたいイメージを明らかにし、

どう表現するか軸を定める」こと。 

 

 ○持ってもらいたいイメージを書き出す 

  ・親しみやすい・アイデア・ひらめき・新しい・・・など 

 ○ラフスケッチをする 

 ○ワードの図形描画やドローソフトでトレースする。 

 

 

 

 

 

 

４）ロゴマーク 

 ロゴタイプとシンボルマークを合わせたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

ロゴのデザイン
 

 

 

５）パッケージ 

ブランド商品のパッケージ（入れ物）。パッケージ自体がブランドらしさを表現する。 

目線を誘導するデザイン どこから見てもらい、どう目線を誘導して読ませるか意識した流れのあるデザインにする。 

見やすく読みやすいデザイン 文字のサイズや種類配色を考え、文字を見やすくデザインする。 

商品イメージに合うデザイン 商品のイメージを大切にし、雰囲気づくりを考えたデザインにする。 

誠実なデザイン パッケージと実際の商品に大きな違いがあるとリピートされないばかりか法令違反にもなることがある。 

商品の魅力が伝わるデザイン 他の商品との違いを明確に打ち出し、オリジナリティ・特別感・記憶に残るデザインにする。 

 

  

LOGO TYPE 

DESIGN 

 

 

LOGO 

TYPE 



マーケティング理論 

18 

 

６）スローガン 

 ブランドのメッセージ 

７）キャラクター 

 ブランドを実在もしくは架空の生き物で表したもの 

８）カラー 

 ブランドを色で表したもの 

９）サウンドロゴ 

 ブランド名を読み上げたもの 

 

⑥ブランド戦略 

ライン拡張 すでに成功したブランド名を使って、既存製品と同一のカテゴリーに、風味、形、色、原材料、容器のサイズなどを変えた

新商品を導入する。例）ファンタオレンジ、ファンタグレープ、ファンタレモン、ファンタメロンソーダ、ファンタ白桃、

ファンタソカタ、ファンタいよかん、ファンタミックスベリー、ファンタカベルネ＆シャルドネ 

ブランド拡張 すでに成功したブランド名を使って、新製品や改良製品を新しいカテゴリーに投入する。 

例）ヤマハ（楽器、オーディオ、半導体、スポーツ用品、自動車部品、オートバイ、船舶エンジン） 

マルチブランド 新しいブランド名を既存製品と同一カテゴリーの新製品に付ける。 

①メーカーが小売店の陳列スペースを確保することができる、②ブランドスイッチする消費者を自社内に留める 

例）モンテローザ（白木屋、笑笑、魚民、千年の宴、山内農場、目利きの銀次、キタノイチバ、鶏のジョージ、月の宴、魚

萬、くろ○など） 

新ブランド 既存のブランド名がふさわしくない新しい製品カテゴリーに参入する場合、新しいブランド名を創出する。 

 

⑦新製品開発 

アイデアの創出 自社の強みを何かに利用できないかという「シーズ発想」と、こんなニーズがあるが、何か解決できる方法はないもの

かという「ニーズ発想」の２つに分けられる。 

スクリーニング 創出したアイデアを、経営理念や事業戦略、経営資源などの多様な観点を踏まえて絞り込む。 

開発コンセプトの開発 製品コンセプト自体が顧客の購買理由や市場価値であり、これを明確化する必要がある。 

マーケティング戦略 戦略の基本骨格を固める。 

経済性の評価 製品の予想売上高、利益、原価などをいくつかのパターン（ベストケース、ワーストケース）でシミュレーションを行

い、採算性を検討する。 

試作モデルの開発 マーケティング部門と開発部門の議論により具体的な製品への落とし込みをし、試作品を物理的側面と心理的側面の

両面から比較検討する。 

テストマーケティング 地域を限定した実験販売を行い、最終的にデザインなどさまざまな製品仕様を決定する。生産数量の決定、広告、販売

促進、流通経路の決定などのマーケティング活動を効率よく行うための最終調整の場。 

市場投入 スムーズに市場導入し、一気に事業基盤を築＜ための戦術づくりに力を注ぐ。 
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⑧サービスマーケティング 

 １）サービス（無形財）の特徴 

無形性 （特徴）形がなく、目で見たり触ったりすることができない。 

（留意点）サービスの有形性（見える化）を高める。 

品質の変動性 （特徴）誰がそれを提供するか、いつそれが提供されるかによって、その質が異なる可能性が大

き＜、質の均一性を保ちにくい。 

（留意点）接客マニュアルの整備、顧客アンケートや教育訓練の実施、業務の機械化により迅速

性や正確性を高める。 

不可分性 （特徴）提供する側とされる側か必ずその場にいなければならない（生産と消費が同時に行われ

る）。 

（留意点）一度に多数の消費者にサービスを提供できる仕組みや、サービスを記録・保存する方

法を構築する。 

消滅性（非貯蔵

性） 

（特徴）生産と消費が同時に行われるため、在庫をもつことができない。 

（留意点） 

＜需要管理＞ ①時間割引や季節料金を導入しピーク時の需要を非ピーク時へと移動させる。 

       ②非ピーク時の需要を活性化させる。 

 ③待ち時間を快適に過ごせるなど、補完的なサービスを開発する。 

 ④予約システムを導入し、ピーク時の需要を事前に他の時間帯へ移動する。 

＜供給管理＞ ①パートタイムの従業員を活用し、ピーク時の供給力を高める。 

       ②セルフサービスを導入するなど消費者のサービスへの参加度合いを高める。 

 ③共同購入により供給設備を共有する。 

 ④需要が見込まれる場合は施設拡張を行い生産性を高める。 

需要の変動性 （特徴）需要量が季節、週、一日の時間帯などによってかなり変動する。 

（留意点）消滅性と同じ。 

供給の固定性 （特徴）需要量の変動に対して 100％可変的でない。 
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２）サービス取引の特徴 

サービスの提供は、生産と消費が同時に行われるため、顧客は体験としてのサービス（サービス・エク

スペリエンス）を受ける。サービス・エクスペリエンスは、サービス・システムの構成要素に左右される。 

 

３）サービス・システムの構成要素（レストランを例にした劇場型アプローチ） 

  バックステージ：調理担当、食材調達担当、店舗運営管理担当。 

  ステージ：役者（ウエイター・ウエイトレス）が衣装（制服）を着て演技を行う。舞台装置もある。 

  観客：来店客全体。 

  台本：レストランのマニュアルに沿って注文を取り、料理を提供する。 

 

４）サービス・エクスペリエンス 

  おいしい料理・従業員の接客・店の雰囲気（内装、他の来店客の質・マナー） 

 

５）サービス・コスト（顧客の支払うコスト） 

  サービスの直接の対価（レストラン料金） 

  店までの交通費 

  時間的コスト（店までの往復時間＋お店での時間） 

  身体的コスト（移動に伴う疲労＋お店での疲労） 

  心理的コスト（お店に対する不安・心配） 

 

６）結果品質と過程品質 

 結果品質：空腹を満たす。おいしかった。 

 過程品質：たのしく食事ができた。 
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６ 価格戦略 

１ テクノロジーライフサイクル 

①イノベーター（革新者） 新しいものが好きな層であり、価格に無頓着で新製品を一番に購入する消費者。 

②アーリー・アドプター 

（早期採用者） 

目利きの層。新製品を早い段階で手にし、他の人々の購買に影響を与えるオピニオンリーダーが多＜いる層

とされている。 

③アーリー・マジョリティー 

（前期多数採用者） 

流行に敏感な層であり、新製品に対して若干慎重な消費者である。 

④レイト・マジョリティー 

（後期多数採用者） 

流行を後追いする層であり、新製品に対して懐疑的な消費者。 

⑤ラガード（採用遅滞者） 無関心の層であり、伝統的な考えをもっている消費者。 

 

２ 新製品価格政策 

初期低価格政策 

（市場浸透価格政策） 

新製品の価格を低価格に設定して大量の顧客に製品購入を促し、圧倒的な市場シェアを早期に獲得する。 

初期高価格政策 

（上澄吸収価格政策） 

新製品の導入時に高い価格を設定しておき、成長期に移行するとともに価格を徐々に低下させる。新製品の

開発費の早期回収も可能で、発売当初は高価格でもその製品を購入する革新的な消費者（市場における上澄

み）に網を掛け、その後価格を下げて保守的な消費者を取り込んでいく。 

 

３ 価格設定の方法 

コストプラス法 

（マークアップ法・値入法） 

製造原価や仕入原価に、一定のマージン（粗利益）を加算することにより販売価格を設定する方法。 

知覚価値法 消費者が当該商品にどれだけの価値を知覚するかに基づいて価格を設定する方法である。類似商品や代替商

品の価格帯から推計する方法や、市場調査によって直接消費者の知覚価値を測定する。 

差別価格法 同一商品に異なった価格を設定する方法。具体的には、同じサービスに大人料金・子供料金・学割など対象

顧客別の価格や、座席指定、季節や曜日、時間帯などで価格を変える。 

実勢価格設定法 競合他社や業界のプライスリーダーの価格を念頭において自社の価格設定を行う方法。消費者が価格差に敏

感に反応する製品・サービスに採用されることが多い。 

 

４ 心理的価格政策 

端数価格 298 円、3,999 円などの端数が設定された価格。 

慣習価格 消費者が慣習的にその価格水準を認めており、その価格水準を上回る価格設定を行うと需要が激減するもの。 

例）自動販売機の清涼飲料水や缶コーヒーなど 

名声価格（威光価格） ブランド品などの高級品に対しそのステータスを保つためにつける価格。高い社会的評価や価値づけを示す価格設定

であるため、通常は高価格に設定する。 

プライスライニング 消費者がー定の価格の範囲内では、価格の小さな相違を気にせず購入するような商品に対して、10,000 円、5,000

円、1,000 円などキリのよいいくつかの価格ラインに整理する。 
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５ 製品ミックス価格政策 

キャプティブ価格 製品とその消耗品から構成される製品の場合、本体を低価格に、消耗品を高価格に設定し、トータルで利益を獲得

していく価格設定戦略である。例）ゲーム機とソフト、プリンターとインクなど。 

価格バンドリング 補完的、または無関連な複数の製品やサービスを組み合わせて価格設定を行い（同時購入）、個々の製品を別々に

購入した場合の合計金額よりも低い価格設定にすることである。 

 

6 販促的価格政策 

ロスリーダー政策 

（おとり価格政策） 

小売店で特売用の目玉商品を選んで、その商品に商品原価を下回るほどの安値を設定し、それをチラシなどで大き

く打ち出すことにより、顧客を誘引する。 

ハイ・ロープライシング セールで通常価格よりも安い価格で提供したり、通常価格に戻したりする価格政策。 

エブリデーロープライス

（EDLP）政策 

つねに徹底した低価格で販売する政策。 
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７ チャネル（流通）戦略 

チャネルの長さ 

 製造⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒消費者（高価格・大量取引・消費者が密集） 

 製造⇒⇒⇒⇒⇒⇒小売店⇒⇒消費者（低価格・少量取引・消費者が拡散） 

 製造⇒⇒卸売⇒⇒小売店⇒⇒消費者（低価格・少量取引・小売店が多数） 

 

チャネルの幅 

開放的チャネル政策 メーカーができるだけ幅広いチャネルを持ち、広＜消費者に製品を供給する政策。日用品や食料品などの最寄品の

流通に多い。 

選択的チャネル政策 メーカーがチャネルの幅をある程度限定し優先的に製品を販売する。化粧品や家電製品などの流通に多い。 

専属的（排他的）チャネル

政策 

メーカーがチャネルの幅を極端に限定し、その限られた流通業者に対して一定地域の専売権を付与する政策。自動

車のディーラーやガソリンスタンドに多い。 

 

1 垂直型マーケティング（ＶＭＳ）システム 

 製造から販売までの流通を一本化し統合的に効率化を図る。 

企業型VMS メーカー、卸、小売の流通の各段階が 1 つの資本により所有されている。 

例）ユニクロ：企画・原材料調達・製造・販売を一貫して行う（ＳＰＡ（製造小売）） 

管理型VMS チャネルメンバーは企業型や契約型のように所有や契約という形態をとらないが、チャネルキャプテンが積極的に

チャネル全体におけるリーダーとなり、緩やかな統合を図る。 

例）部品会社 ― 自動車メーカー ― 販売会社 

契約型VMS チャネルの各段階の資本の異なる企業同士が契約により構築する流通システム 

①フランチャイズチェーン：フランチャイザー（本部）とフランチャイジー（加盟店）とが共同事業契約を締結し、

フランチャイザーは、商標・ブランドなどを使用させフランチャイジーに経営指導を行う。フランチャイジーは対

価として、加盟料やロイヤリティーを支払う。例）コンビニ・飲食店 

②ボランタリーチェーン：多数の同業者がそれぞれの独立性は保ったまま連携し、仕入れ、在庫管理、販売促進と

いった活動を共同で行う。例）ＣＧＣジャパン（全国 4000 店舗のスーパーマーケットが加盟） 

 

２ 水平型マーケティング（HMS）システム 

 コンビニと銀行など他業種で関連のない企業が提携し、新しい市場を開拓する。 
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8 プロモーション戦略 

プル戦略 広告、パブリシティに重点を置いてプロモーションミックスを選択し、消費者の需要を促す戦略。 

プッシュ戦略 人的販売、販売促進に重点を置いてプロモーションミックスを選択し、チャネルを通じて製品を売り込んでいく戦略。 

 

1 広告 

①広告：媒体を通して製品や企業などについての情報を消費者に伝達する手法。消費者の購買意思決定に際して

非常に重要な役割を果たす。 

製品ライフサイクル別広告 ①製品ライフサイクルの導入期から成長期 

 情報提供型広告：新製品そのものに対しての需要を喚起させるために行われる広告。 

②製品ライフサイクルの成長期から成熟期 

 ある製品の特定ブランドごとにその品質、性能、価格などの優位性を訴えていく広告。 

③製品ライフサイクルの成熟期 

 リマインダー型広告：特定ブランドの需要水準とブランド名の記憶を維持するために行われる広告。 

媒体別広告 ①マス広告：新聞、雑誌、テレビ、ラジオのマスコミュニケーション手段を用いた広告。不特定多数の視

聴者や読者に向けた広告。 

②ＳＰ広告：セールスプロモーション広告。購買意欲の向上と購買行動への促進に重点をおき、マス広告

より対象が絞り込まれる。 

ＤＭ広告：ダイレクトメールによる広告 

折込広告：新聞に折り込まれたチラシ広告 

屋外広告：広告板、ネオンなど屋外広告 

交通広告：電車の中吊りやバス・タクシーのラッピング、車内広告 

POP 広告：店頭販促物による広告 

電話帳広告：電話帳に掲載されている広告 

展示・映像広告：展示会、博覧会、映画広告など 

③ネット広告：インターネット上のホームページ、ブログ、メール、アプリ、ＳＮＳなどによる広告。 

 バナー広告：特定のインターネットメディア（Yahooやニュースサイトなど）にバナーを貼り広告主の

サイトにリンクさせる。 

 メール広告：メールマガジンの中やメールで出す広告。顧客を限定して広告を出すが読まれない可能性

がある。 

 動画広告：Youtubeや Facebook を媒体とする広告。動画のスキップで閲覧されない可能性がある。 

 ネイティブ広告：記事広告で広告に見えないコンテンツ形式の広告。 

アフェリエイト広告：個人や企業のサイトに広告主のバナーを掲載し、広告主のサイトに誘導する。 

リスティング広告：検索サイトで指定したキーワードが検索されたときに、検索結果のページに広告バ

ナーを表示する。 

ソーシャルメディア広告：Facebook、Twitter、Instagramなどの広告。 

企業ホームページ：企業のホームページで情報を発信する。検索エンジンの検索結果で上位に表示され

る対策を実施する。 
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②媒体別広告のメリットデメリット 

 メリット デメリット 

新聞 タイムリーな内容 

地域市場を十分にカバー 

高い信頼性 

若者の新聞離れ 

情報が短命 

テレビ マス・マーケットを十分にカバーできる 

映像と音でより五感に訴える 

製作コストが極めて高い 

露出が極めて短命 

ダイレクトメール 対象の選択が可能 

内容の柔軟性が高い 

開かれずに捨てられることが多い 

ラジオ 局地的な広告が可能 

低コスト 

聴覚のみへの訴求 

露出が極めて短命 

「ながら媒体」であるので注目度が低い 

雑誌 局地的な広告が可能 

高品質な情報再生が可能 

長寿命 

企画から掲載までの期間が長い 

高コスト 

屋外広告 再接触頻度が高い 

低コスト 

対象の選択が不可能 

インターネット 対象の選択が可能 

低コスト 

双方向性が可能 

インパクトが弱い 

 

③広告効果 

接触効果 消費者がその広告にどれだけ接触したか。 

 視聴率：ある時間に特定の番組を視聴している割合。 

リーチ（広告の到達率）：一定期間に広告を１回以上見た人の割合。導入期で重視される。 

接触頻度：一定期間に広告を見た平均回数。製品の特徴を説得する場合に重視される。 

心理効果 消費者が広告を視聴したことにより、製品のブランドの認知度や製品の品質や性能の理解度がどの程度向上したか測定する。 

 ブランド知名度：消費者の知名度や好感度を向上させること。 

 ブランド再生：製品カテゴリーの中で特定ブランドが思い出されること。例）シリアル食品→Ｋ社 

売上効果 広告の実施によって当該製品の売上高がどの程度増加したか測定する。 

 

④企業コミュニケーションに対する消費者の反応モデル 

ＡＩＤＡモデル セールスマンによる短期間の対人的なコミュニケーション活動に対する反応。 

 「Attention : 注目」→「Interest : 興味」→「Desire：欲求」→「Action：行為」 

ＡＩＤＭＡモデル 広告などによるコミュニケーション活動に対する反応。広告に接触して購買に至るまで時間がかかるのが特徴。 

「Attention : 注目」一「Interest : 興味」－「Desire : 欲求」－「Memory:記憶」－「Action : 行為」 

ＡＩＳＡＳモデル 消費者のインターネットによる情報探索や情報共有を考慮したモデル。 

「Attention:注目」－「Interest : 興味」一「Search : 探索」－「Action:行為」－「Share:共有」 
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2 パブリシティ 

パブリシティ 企業がマス媒体（新聞社、出版社、放送局など）に対して、新製品情報などニュース素材を提供する活動。 

 ①コストがかからない。 

 ②報道機関が取り上げるため、信頼性が高い。 

 ③報道されるかどうかは報道機関の判断であり、企業サイドコントロールが困難。 

PR 活動 

（Public Relations） 

企業がかかわるさまざまな集団（パブリック）との間に良好な関係を形成維持すること。パブリシティが直接的な広告

効果を見込むものであるのに対し、PR は多様なパブリックとの関係構築に焦点をあてる。 

 

3 人的販売 

販売員が店頭などで顧客に１対１で行う広告活動。購買だけでなく商品や店舗に対するイメージが形成される。

また、高額商品は重要なプロモーション手段となるため、販売員への信頼（人格信頼）や企業信頼を醸成するこ

とが重要になる。 

 

4 販売促進 

POP 広告 小売店舗の店頭に展示・陳列する販促用広告物であり、スタンド、ポスター、陳列台など多＜の種類が存在する。 

発表会・展示会 メーカーが独自に行う新製品発表会や、業界企業が一堂に会して行う各種展示会。製品紹介と受注活動が同時に行われる。 

サンプル 新製品のトライアル需要を促すために、製品見本を無料で提供する。 

プレミアム 製品・サービスの購入意欲を喚起したり、認知度を高めたりする販促手段として用いられる景品類。直接的な物品供与のほ

かに、クーポン、スタンプ、カード利用点数、現金などの提供、旅行やスポーツ観戦などへの招待なども含まれる。 

ノベルティ 宣伝のために会社名、商品名、ブランド名などを入れて配る粗品。 

実演 販売する製品をその場で実際に使用レその性能や特徴などのメリットを消費者に理解してもらう。 

ポイントカード 消費者の購入金額に応じてポイントを加算し、割引を実施したり、金券などをその消費者に提供したりする。 

会員カード 顧客の組織化を図るためのものであり、会員になれば、非会員よりも有利な価格で製品の購入が可能となるなどの便宜が図

られる。また、入手した顧客属性（氏名、年齢、職業など）を顧客データベースに登録して購買履歴を捕捉すれば、蓄積し

た顧客情報（誰が、いつ、何を、どれだけ購入したのかなど）を分析して品揃えや販売促進活動に活かすことができる。 

 

5 リベート 

メーカーが流通業者に対して行うものであり、取引の際に価格の割引を行うのではな＜、いったんは正規の価

格で取引がなされ、一定期間経週後に現物もしくは現金の形で、売り手から買い手に対して提供される。 
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9 リレーションマーケティング 

4P マーケティングの限界 

 ①80 対 20 の法則（20％の顧客で 80％の売上高を構成することが多い）に対する有効性の認識が高まり、

20％を占める既存優良顧客の維持が重要な課題となった。 

 ②製品ライフサイクルが短縮化し、顧客を自社製品にとどめるための方策が必要になった。 

 ③製品の高度化に伴う、メンテナンスやアフターサービスの重要度が増し顧客との継続的な関係が重要になっ

た。 

 ④サービスマーケティングの拡大とともに、顧客とのリレーションシップが大きな影響を与えるようになった。 

 

リレーションシップマーケティング 企業と外部集団（顧客、取引先、投資家、社会など）との関係性に注目し、双方の信頼を基礎とするイ

ンタラクション（相互作用）が関係性構築の鍵となる。長期的な相互利益と成長を目指す。 

ダイレクトマーケティング メーカーが流通業者を経由せずに直接消費者にコミュニケーションを行い、販売を実施していく手法。

メーカーによる直接販売や訪問販売、通信販売やインターネットマーケティング、テレマーケティン

ブ、テレビショッピングなどの無店舗販売まで指す。 

カスタマーリレーションシップマネジ

メント（ＣＲＭ） 

層別対応（顧客をランク付けし対応を変える） 

 RFM分析：顧客を「R : Recency （最終購買日）」「F:Frequency (購買頻度）」「Ｍ : Monetary (購

買金額）」という３つの観点でそれぞれポイントを付け、合計点で顧客をランク付けして管理する。 

 FSP：高頻度で自店に来店する優良顧客に注目レその階層に応じてプロモーションを展開する。 

個別対応（顧客ごとに対応を変え、生涯を通じて購入される金額や占有率を向上させる）。 

 アップセル：商品を購入した顧客にさらに高額な商品を推奨する。 

 クロスセル：商品を購入した顧客に、関連商品を推奨する。 

 マスカスタマイゼーション：部品のモジュール化で低コスト高バリエーションを実現し、個々の顧客

ニーズに対応する。 
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１章 企画とは 

１ 企画とは 

①他人（会社・投資家・個人など）のお金で、②自分のアイデアを実行するために、③他人（会

社・投資家・個人）に納得してもらうためのツール。 

 

通る企画は、 

①直接的に、間接的に「売れる」ものであること。 

②印象に残ること。 

③わかりやすいこと。 

④論点がブレていないこと。 

⑤スケジュールや計画に無理がないこと。 

⑥企画を裏付けるデータや資料がしっかりしていること。 

 

そのためには、 

①データ・資料や事業計画の準備をしっかり行う。 

②どんな質問がきてもこたえられるようにしておく。特に、売上や費用、スケジュールは重要。 

③他人に不安を感じさせないよう、自信をもって伝えること。 
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２ ４つのプロセス 

現状分析を通じ、なぜこの企画が必要

か興味を持たせる。 

市場調査で、市場の状況と変化を伝える。 

顧客動向で、顧客の変化を伝える。 

他社状況で、競合他社の取組を伝える。 

企画を実行する上での課題を伝える。 

ゴールを提示し、現状とのギャップ

（課題）を解決するための方法（企

画）を納得させる。 

どんな企画なのか。 

企画の課題は何なのか。 

ビジネスモデルはどうなのか。 

他社と競合優位性はあるのか。 

企画を実行すると利益が生じると確信

させる。 

事業計画を伝える。 

どのくらい利益が見込めるかを伝える。 

どうやって顧客を獲得するか納得させる。 

いつまでに何をするかスケジュールを伝える。 

企画を実行した後の展開可能性をイメ

ージさせる。 

ビジョンを伝える。 

近い将来（３年後）の姿を伝える。 

企画を実行した具体的なイメージを見せる。 
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２章 現状分析 

①市場調査 

 市場概要・市場規模・市場の課題・業界動向 

②顧客動向 

 民間調査機関や公共団体などの消費動向レポート・白書・データなど。 

現場のヒアリング調査など。 

③他社状況 

 他社の製品・サービス、ニュース、購買客の属性、などを自社と比較する。 

④自社の課題 

 自社の現状を提示し、市場での自社のポジションを明確にし、問題点を絞りこむ。 

 ここで、自社の弱点を具体的に課題として挙げ、危機感を感じさせます。 

 

分析ツール例 

 外部環境分析：ＰＥＳＴ分析・５Ｆ分析 

内部環境分析：バリューチェイン分析・７Ｓ分析 

ＳＷＯＴ分析 

など マーケティング理論・トリプルシンキングのテキストを参照してください。 
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３章 解決策（企画）を提示する 

①企画を提示する 

企画概要 企画名・企画内容 

絵や写真などを使いビジュアル化し、イメージしやすくする。 

ターゲット 販売対象者の性別や年齢層、地域、ライフスタイルなどを明確にする。 

予定コスト 企画に必要なコストはきっちり調査して表にする。はっきりとしたコス

トが分からない場合でも、必ず社内の詳しい人や外部業者に製品や企画

概要を伝えてコスト概算を調べておく。ここを個人の思い込みや予想で

行うと信ぴょう性を失う。 

原材料費・パッケージデザイン費・販促費（誰にどんな販促をする）・

広告宣伝費（どこにどんな広告をする）・単位当たりの原価など。 

予定小売価格 例えば、コストを計算し、平均原価率を考え小売価格を割り出す。 

売上原価率例：飲食業界：15％～25％、小売業界：50％～75％。 

売上原価率＝原価÷売上×100 仕入値 250円を 1000円で販売すると 25％。 

コストが 250円のとき売上原価率を 20％にすると 1250円が販売価格。 

小売（販売）価格＝原価÷売上原価率になる。 

予定流通経路 小売り・ネット通販・卸売りなど、どこに売るか、売ってもらうかを設

定する。 

予定販売数 若干多めの目標値を定める。この販売数見込みは他人も企画内容から見

込みを立てる。 
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②企画実行の課題と解決策 

 企画を実行する上での課題を挙げます。新しいことを行うので、これまで人・モノ・カネ・情

報をかけてないところからの出発になります。つまり経営資源はそろっていません。カネは企画

書が通ると手当されますが、そのほかの経営資源不足が課題になります。 

 これらの課題を挙げ、解決案を提示します。 

 

③ビジネスフロー図を書く 

企画を実行したときの、関係者を明らかにし、モノ

やお金の動きを図に示します。 

 

 

 

 

 

④競合優位性 

 他社の強みと弱みを把握し、自社の企画と比較をする図表をつくります。これなら他社に勝て

ると思わせます。 

左図のように多項目について比較する方法や、ポジ

ショニングマップにしてより直観的にわかりやすく

する方法もあります。

 

  



企画書の書き方 

6 

 

４章 企画実行後の姿を提示する 

①事業計画を立てる 

 どれくらい儲かるのか？（売上計画） 

 いつ黒字化するのか？（損益計画） 

 初期投資がある場合、いつ回収できるのか？（投資計画） 

 １）売上計画 

新規事業の売上は、事業開始から遅れて立ちます。それが、いつ頃なのか目安を立てます。経

営者は、利益が上がり事業が独り立ちするまでは投資期間になるので、資金繰りを考えないとい

けません。そのためにも、事業立ち上げの２年または３年後までの売上計画を立てます。 

売上は、最も早く売上が立つ予想（バラ色のケース）と、最も遅く売上が立つ予想（最悪のケ

ース）の中央値くらいの計画を立てます。バラ色のシミュレーションは事業勘や見通しが甘いと

いう評価を受けることになるので注意が必要です。また、最悪のケースを想定して資金繰りがで

きる計画が理想です。 

売上予想は、ある程度の根拠をもって行います。例えば、売上＝客数×客単価で考えた場合、

飲食業や小売業を例にとると、下表のような予測方法があります。 

飲食業 客単価×座席数×１日の当たりの回転数×営業日数 

・ランチやディナーなど時間帯で分ける。 

・ウィークディと週末で分ける。 

・グループ人数やグループ数で分ける などで現実に近い値を求める。 

小売業 商品平均単価×一日当たりの客数×営業日数 

・客数にリピーター率を掛ける方法もある。 

・商品アイテムが多い場合は、アイテムごとに算出する。 

上記以外にも、キャッチ率法（店前通行量×来店率×平均客単価×営業日数）、市場シェア率

法（ハフモデル）、立地評価法、重回帰分析法などがあります。 
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 ２）損益計画 

損益計画では、売上高（収益）から税金を差し引いた後の利益までを計画します。 

 

売 上  売上原価 

    売上利益  販管費 

      営業利益 

 

 売上―売上原価＝売上利益 

    売上利益―販売費・一般管理費＝営業利益 

 例えば、売上 1000、仕入（売上原価）500のとき、売上利益は 500 になります。 

 売上利益 500 から販管費 300 を引くと、営業利益 200 が出ます。 

 

販管費（販売費・一般管理費）は、事業にかかる営業活動や管理活動にかかる費用です。主な

ものは、人件費、家賃、減価償却費などの固定費、広告宣伝費、外注費など変動費になります。 

固定費は営業活動をしてもしなくても固定的にかかる費用で、変動費は営業活動によって変動

する費用です。 

 予想損益計画例） 
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②ＫＧＩ・ＫＰＩを立てる 

まず、ＫＧＩ（Key Goal Indicator：重要目標達成指標）を定めます。ＫＧＩは経営活動の目

標（ゴール）です。このゴールを具体的な数値で表します。 

 

「一年後の売上高を１億円にする」 

 

つぎに、ＫＧＩを達成するために、ＫＰＩ（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）

を定めます。ＫＰＩの決め方は、目標達成に最も影響がある要因（ＣＳＦ：Critical Success 

Factor）から決めます。例えば、ＣＳＦを客数にした場合、ＫＰＩは、新規顧客獲得数やリピー

ター客数の増加、離脱客数の減少などが考えられます。※ＣＳＦの替わりにＫＳＦ：Key 

Success Factorが用いられることがあります。どちらも同じ意味です。 

 

そして、顧客を獲得するために、 

「問い合わせ数 月 1000件」 

「顧客獲得（クローズ）率 30％」 

などより細かい指標を数値で設定していきます。 

ＫＰＩを設定するときは、営業員などの人の努力で数値が変化するものを設定します。個人の

努力ではどうしようもない外部要因は設定しません。また、営業員が目標として活動しやすくす

るため、３つ程度にしておきます。 

もし、ＫＰＩを達成してもＫＧＩに届かなければ、ＫＰＩを引き上げる、ＣＳＦを設定し直す

などの見直しを図ります。 
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③顧客獲得・販売プラン 

例えば、月来店客 1000 名をＫＰＩに定めた場合、目標を達成するためにどのような政策を行

うかプランをたてます。 

例） 

知ってもらう 

新規来店 400名 新聞折込広告、チラシポスティング、街頭手配り、新聞広

告、フリーペーパー広告、インターネットプロモーション 

店頭キャッチ客 200名 店頭イベント開催、店頭プロモーション、200個限定無料配

布 

来てもらう 

休眠顧客掘り起し 100名 ＤＭ、メルマガ、 

リピート客 500名 特典オファー、ライン、特別クーポン券配布、ポイントチケ

ット発行、ノベルティグッズ、福引 

紹介してもらう 

リピート客からの紹介 100名 お友達優待、紹介特典、紹介ポイント付与、割引券 

 

このようにいくつか案を出し、コストと効果を考えて最も適切なプランを立てます。 
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④スケジュール 

新規事業の場合は何が起こるかわからないので、正確に作成するのは難しいかもしれません

が、おおまかなスケジュールをたてて、「やるべきこと」を整理します。 

  スケジュール例） 

 

 

 

 

 

 

 

工程間の依存関係を確認します。依存関係とはＡ工程が完了していないと、Ｂ工程を始めるこ

とができないとういう関係です。このような工程は時間的余裕をもっておかないと、一か所で遅

延が起こると全体に影響を及ぼします。 

担当者の仕事に重複がないかを確認します。重複がある場合は、担当者を変えるなど工夫をし

ます。 

スケジュールに余裕を持たせているかを確認します。プロジェクトでは途中何が起こるかわか

りません。スケジュール通りに進まないことを織り込んで余裕のあるスケジュールを立てておく

と安心です。 
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５章 企画実行後の展開・ビジョン 

①ビジョン 

 企画が成功した後、自社がどのように発展したいかを示します。 

 フェーズを追って示すとより分かりやすくなります。 

 全国のモデル事業になる！ 

 地域のナンバーワンになる！ 

 

②展開 

２～３年後の技術や市場を予測し、その中で今回の企画について、どのような展開が考えられ

るかを示します。 
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６章 プレゼンの準備 

①質問を想定し回答を用意する 

 質問にはタイプがあります。 

  ①確認のための質問：相手が内容を確認するための質問 

    「つまり、こういうことですか？」 

  ②検証のための質問：真偽を確かめたり、具体像や詳細を知るための質問 

    「もう少し具体的に説明してください」 

    「本当に需要はありますか？」 

  ③反論のための質問：異議を唱えている質問 

    「根拠が弱いと思うのだけど、他に根拠がありますか？」 

    「他社は失敗しているけど、この企画はなにが違うの？」 

  

それぞれのタイプの質問をできるだけ多く想定して準備をします。特に、②の具体的例や③の

タイプが重要です。 

 

 必ず聞かれる質問 

  「利益はいくらでるのか？」 

  「売れる市場があるのか？」 

  「どんな客に、どうやって売るのか？」 

  「そんなに儲かるなら、なぜ他社がやってないのか？」 

②プレゼン資料 

 インターネットにもたくさん例がでているので、参考にしてください。 

 ポイントは、「シンプル」に「わかりやすく」。 

質問は必ずされるので、わざと穴を設けて質問をしてもらうという方法もあります。 



テキスト 

 

 

 

思考の技法 

トリプルシンキング 
 

ロジカルシンキング・クリティカルシンキング・ラテラルシンキング 
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１編 ロジカルシンキング 

 

主張する 論理展開（演繹法・帰納法）の技法、トゥールミンモデルの論証 

問題の原因を追究する 因果関係と相関関係 

情報の整理 ＭＥＣＥによる分類、階層化 

推論する 推論展開 

問題解決 ＷＨＹツリーとＨＯＷツリー 

 

１章 主張の技法 

１ 論理展開の基本 

①演繹法 

すでに得ている根拠（一般論）をある客観的事実（事象）に当てはめて、客観的事実が意味するところを「必

然的に」引き出します。（普遍的な前提から、個別的・特殊的な結論を得ます。） 

 根拠（一般論）「北極の氷がなくなるとホッキョクグマは捕食活動ができなくなる。」 

客観的事実（事象）「北極圏の氷結範囲は 10 年間で 2.7％減少している。」 

 主張（結論）「今後、ホッキョクグマは捕食活動ができなくなり、絶滅の危険にさらされる。」 

 

Claim（クレーム：主張） 

 

 

 

 

 

  Data（客観的事実）    Warrant（根拠） 

 

（三段論法）三段論法も演繹です。 

 大前提（一般論）：全ての人は、必ず死ぬ。 

 小前提（客観的事実）：ソクラテスは、人である。 

 結論（主張）：ソクラテスは、必ず死ぬ。 

 

一般論（いわゆる常識）に誤りがあると、主張に誤りが生じます。 

 一般論：重いものほど早く落ちる。←アリストテレスの理論で当時の常識だった。 

 客観的事実：鉄の球は木の球より重い。 

 主張：鉄の球のほうが木の球より早く落ちる。 

↑大きさが同じで重さが 10 倍違う物体を落下させる実験を行い、同時に落下する結果を得た。オラ

ンダの物理学者シモン・ステヴィンの「落下の法則」実験。（ガリレオではない。ガリレオは斜面を使

って転がる速さを測る同様の追実験を行い「落下の法則」の実証をした。）  
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②帰納法 

ある客観的事実（事象）から、規則・法則を見出す。個別的・特殊的な事例から、一般的・普遍的な結論を得る。

すべての事象を網羅しているとはいえないため、確率的な結論に留まる。 

 猫ａはネズミを追いかける。 

 猫 bはネズミを追いかける。 

 猫 c はネズミを追いかける。・・・・ 

 よって、「全ての猫はネズミを追いかける」とは言い切れない。 

このため、帰納では結論に関連する観察が増えれば増えるほど、結論の確からしさは増大する。（確証性の原理） 

 

しかし、斉一性原理（「自然界で起きる出来事は全くデタラメに生起するわけではなく、何らかの秩序があり、同

じような条件のもとでは、同じ現象がくりかえされるはずだ」という仮定）に従い、帰納法は正当化されている。

また、仮説を立てるための方法としても重要である。 

 

 （客観的事実）人であるソクラテスは死んだ。 

 （客観的事実）人であるプラトンは死んだ。 

 （客観的事実）人であるアリストテレスは死んだ。 

 （根拠）人である３人は死んだ。 

 （主張）全ての人は死ぬ。 

 

Claim（主張） 

 

 

 

 

 

  Data（客観的事実）    Warrant（根拠） 
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③三角ロジック 

ロジックとは、主張が存在すること、主張の根拠が存在すること、主張と根拠の関係が適切であることが必要条

件です。 

 

Claim（主張） 

 

 

 

 

 

  Data（客観的事実）    Warrant（根拠） 

 

 客観的事実や根拠のない主張は論理的ではありません。 

Data：今日はＡ商品が 100 個売れた。  

Warrant：明日も 100個売れると思う。 ←根拠がない。 

Claim：明日に備えて 100 個注文する。 

 

Data：この数年は、Ａ商品が毎日 100個売れる。昨日も 100個売れた。   

Warrant：明日は雨。雨の日は売り上げが 50％落ちる。←帰納から得た根拠 

Claim：明日に備えて 50 個注文する。 

 

 

 根拠が異なると主張も異なります。 

 

Data：今日の降水確率は 20％だ。 

Warrant：雨が降らない確率は 80％だ。室内干しすると生乾きになって臭い。 

Claim：外干しにしよう。 

 

Data：今日の降水確率は 20％だ。 

Warrant：外干しにすると 20％の確率で雨に濡れる。そうなると全て洗濯し直さないといけない。 

Claim：室内干しにしよう。 
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④ロジック展開の注意点 

 

「前提は正しいか」 

 前提が間違っていると、間違った結論が導き出されます。 

 

 マスクはウイルスの吸入を防ぐ  ←「マスクはウイルスの拡散を防ぐ」の誤り 

 ウイルスの吸入を防ぐと感染を予防できる 

マスクは感染を予防する 

 ※マスクは、市販されている紙やガーゼでできた「普通」のマスクとします。 

 

「データは正しいか」 

 論理展開が妥当でも、データが間違っていると、間違った結論が導き出され説得力を失います。 

 

 二酸化炭素は蓄熱作用があり、気温を上昇させる。 

 世界平均気温が上昇し地球が温暖化している。 

 二酸化酸素が地球を温暖化している。 

 

「世界平均気温が上昇し地球が温暖化している。」というデータの誤り 

地球の 7 割を占める海洋温度のデータが少なく、南半球にはほとんどなく、2003 年まで

の海洋温度はバケツから汲み上げた海水温で測定していた。 

陸上観測点の 87％でアスファルトに囲まれているなど測定環境が劣悪になり、測定誤差が

1℃以上高めにでた。（2007年調査） 

1950 年に 6000 基あった観測点は 1990年 1500基程度に削減され、観測点が海岸、

低地、空港、大都市に偏った。 

つまり、20世紀後半からの気温上昇は、都市周辺の誤差の多い機器を使って観測されたデ

ータを使用した結果であり、世界平均気温が上昇したとは科学的に言えない。 

 

さらに、大気中の二酸化炭素の測定は 1958年から行われており、直線的に増大を続けた

が、世界平均気温が上昇したのは、1980 年頃から 2000 年頃までの 20年間だけで、

1958 年から 1980年頃までは世界平均気温は低下を続け、2000 年以降はほとんど上昇

していない。 

 

「論理が飛躍してないか」 

高齢者は、いつまでも健康に暮らしたいと願っている。 

室内用運動器具は、室内で安全に適度な運動ができる。 ←健康と運動の関連付けがない。 

室内用運動器具メーカーは今後も伸びるだろう。 

  

ぜいたくな材料をふんだんに使った高級食パンが、値段が高いにもかかわらず売れているそうだ。 

 値段が高い高級和菓子を発売しよう。 ←売れた因果関係を取り違えている。  
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「一般論と事象のミスマッチが生じてないか」 

 私は、Ａ塾に入った。 

Ａ塾は毎年多くの合格者を出している。 ←全ての人が合格するわけではない。 

 私は、合格できる。 

 

「不適切なサンプリング」 

 Ａ大学出身の新人Ｄ君は仕事ができる。 

 仕事ができるＣ課長もＡ大学出身だ。 

 今年はＡ大学から多くの人数を採用しよう。 

 

「マクロ的視野の欠如」 

 ペットボトルはリサイクルができる。 

リサイクルは環境にやさしい。 ←ポリエステルはリサイクルで再利用されるので環境によい。 

 ペットボトルリサイクルを推進する。 

 

 しかし、新しいペットボトルを作るのに必要な石油が 40ｇ。リサイクルすると石油が 150ｇ必要。 
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２ トゥールミンモデル 

 

Data（客観的事実）       Claim（主張） 

 

      Qualifier（限定詞） 

   Warrant（根拠） 

      Rebuttal（反証） 

   Backing（裏付け） 

 

例えば、三角ロジックでは、  

事実：飛行機雲がなかなか消えない。 

根拠：飛行機雲が消えないのは上空に水蒸気が多いから。 

主張：飛行機雲がなかなか消えない時は、雨が降るだろう。 

「飛行雲がなかなか消えない時は、上空に水蒸気が多いので、雨が降るだろう。」 

になります。 

 

トゥールミンは明らかな論証をするためにトゥールミンモデルを提唱しました。 

自分の意見を述べることを、主張といいます。 

主張を裏付けるため、事実を挙げ、事実と主張の関係性を根拠で表します。 

根拠は人によって異なるため、根拠の正当性を示す裏付け（Backing）が必要です。 

さらに、事実や根拠は確からしさを 100％は保証できないので、不確かになる条件を挙げ反証を

します。そして、限定詞（おそらく・・などの言葉）をつけて主張を行います。 

 

例えば、トゥールミンモデルでは、  

事実：飛行機雲がなかなか消えない。 

根拠：飛行機雲が消えないのは上空に水蒸気が多いから。 

裏付け：飽和水蒸気状態では水滴（雲）が蒸発しにくい。 

反証：上空の風が強い時は雲が流され、雲が消える。 

限定詞：～しない限りは、おそらく～ 

主張：飛行機雲がなかなか消えない時は、雨がふる。 

 

「飛行雲がなかなか消えない時は、上空に水蒸気が多い。なぜなら、飽和水蒸気状態では水滴

（雲）が蒸発しにくいためである。よって、上空の風が強く雲が流されない限りは、おそらく、

雨が降るだろう。」 

 

になります。 
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３ 相手の論証に反対する 

ルール：主張を否定しない。 

論証を行っている以上はどのような意見であっても一つの意見として尊重します。主張以外

の事実や根拠を検証し反論することで、論証の説得力で相手に上回ることを目指します。 

 

①反駁（Rebuttal） 

 事実と根拠の矛盾や虚偽をつく。 

 

 例）飛行機雲はいつも出るとは限らない。それに飛行機雲だと誤認の可能性もある。 

 例）飛行機雲が消えない理由は水蒸気が多いからだけとは限らない。 

 

②質疑（Question） 

 事実と根拠に質問をして論証責任を求める。 

 

 例）飛行機雲がなかなか消えないとあるが、「なかなか」は何分のことか。 

 例）飽和水蒸気状態では雲が蒸発しにくいとあるが、蒸発することもあるのか。 

   また、どのような条件のときに蒸発し、あるいは、蒸発しないのか。 

 

③反論（Antithese） 

 新たに対立する三角ロジックやトゥールミンモデルをたてて論証する。 

 

「飛行雲がなかなか消えない時は、上空に強い寒気がある晴天の日に多い。なぜなら、水蒸気が

氷の粒になり溶けないためである。よって、南から暖かい空気が流れ込まない限りは、おそら

く、雨が降らない。」 
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２章 因果関係と相関関係 

１ 因果関係と相関関係 

因果関係とは、2 つのことがらのうち、どちらかが原因でどちらかが結果であるという状態。厳

密にいうと、原因があれば必ずその結果が起こる関係のこと。あることがらが起きて、一定時間後

に違うことがらが起き、それらに明白な関連性が認められることです。 

 

一方、相関関係とは、2 つのことがらに関係があるものの、その 2 つは原因と結果の関係にない

状態。２つのことがらが起こる時間的順番は問わず同時でもよく、明白な関連性がなくてもよい場

合です。 

 

因果関係は相関関係を含みますが、相関関係は因果関係を含みません。最近の広告ではデータを

挙げて信ぴょう性をアピールするものが多くみられますが、相関関係と因果関係の判断は広告を見

る我々がしないといけません。相関関係＝因果関係と誤ってデータを捉えるとミスが起こります。 

 

例えば、「雨が降る」「来店客が減る」に相関関係があったとします。これは、①時間の順序が明

確で、②雨が降ると外出が面倒になって店に来ないという関連性が認められるため、因果関係があ

ると言えます。 

では、「がん検診率」「がん患者数」に（正の）相関関係があったとします。これは、ガン検診が

上がったからがん患者が増えたのか、がん患者が増えたからがん検診率が上がったのか不明確で

す。ですから因果関係はあるとは言えません。 

 

また、「競合他社の新商品発売」「自社の売上」に（負の）相関関係があったとします。一見する

と「競合他社の新商品発売があったため、自社の売上が低下した」という因果関係があるように見

えます。そのため、他社の新商品発売をさせなくするか自社も新商品発売をするという解決策をと

ろうとします。しかし、この場合、「自社の売上が低下した」原因をもっと追究する必要がありま

す。もしかしたら、他社新発売商品も売れていなく、その商品カテゴリー全体の売上が低迷してい

ることが原因かもしれません。そうすると、解決策も変わってきます。 

 

     相関関係 

 

 

    因果関係 
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２ 因果関係を見極める方法 

①因果関係の逆転 

 「警察官が多い」「犯罪件数が多い」相関関係がある。 

   

  「警察官が多いから、犯罪件数が多い」 

  「犯罪件数が多いから、警察官が多い」 

 

 「猫が顔を洗う」「雨が降る」相関関係がある。 

 

  「猫が顔を洗うと、雨が降る」 

  「雨がふるから、猫が顔を洗う」 

  

「わき見運転注意の看板」「交通事故が多い」 

 

②疑似相関 

 「血圧が高い」「年収が高い」相関関係がある。 

   

  「血圧が高いから、年収が高い」 

  「年収が高いから、血圧が高い」 

  正しくは、 

  「年齢が高いから、血圧が高い」 

  「年齢が高いから、年収が高い」 

  このように、相関関係がある２つの要素以外の要素を見逃すケースが多い。 

 

 「小学生で身長が高い」「算数の点数が高い」 

  「高学年だから、身長が高い」「高学年だから、算数の点数が高い」 

 

 「高学歴」「高収入」 

  「努力するから、高学歴」「努力するから、高収入」 

 

「1 日のゲーム時間」「学力低下」 
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③錯誤相関 

 相関がないデータに相関があると思い込んでしまう現象。ステレオタイプ（偏見・先入観）

が継続する一因とされています。ある特定のことが起こると、その事象の起こる頻度を過大評価し

てしまいます。たとえば、「晴れ男」や「雨女」のようなジンクスなども錯誤相関になります。 

 

 「Ａ型の血液型」「几帳面な性格」に相関関係があるとする（実際はない）。 

  

 

 

④偶然の一致 

 「海賊の数」「地球温暖化」に負の相関関係がある。 

 「大気中の二酸化炭素量」「インターネットの普及」に相関関係がある。 
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３章 情報を整理する（グルーピング） 

ＭＥＣＥ（Mutually：互いに Exclusive：重複せず Collectively：全体に Exhaustive：漏れがない） 

「もれ」なく「ダブり」なく情報を整理する。ジグソーパズルのようにピースが全て埋まり、ピー

スが重ならないことが理想だが、現実的には重要な７～８割程度がＭＥＣＥで整理できればよい。 

 

①要素分解：漏れがない２つ以上の要素に分割する。 

 

顧客＝初めての客＋２～５回のリピーター＋６回以上の常連 

 顧客グループ人数＝１人＋２人＋３～４人＋５～８人＋９人以上 

 

②時系列分解：時間軸を考え、２つ以上のプロセスで分割する。 

 

旅行客費用＝行きの交通費＋宿泊代＋飲食代＋観光地内の交通・施設利用費＋お土産代＋

帰りの交通費 

ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善） 

製品ライフサイクル 

ＡＩＤＭＡ 

 

③対照分解：メリットとデメリットなど、対照的な要素に分割する。 

 

 ＳＷＯＴ分析（強み・弱み、外部・内部に分類） 

 

④因数分解：結果を導く要素を方程式化する。 

 

 売上＝新規顧客×新規顧客単価＋リピーター客数×リピーター客単価×リピーター頻度 

 （飲食店）新規顧客＝立地×店の雰囲気×広告×料理・飲料×値段 
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４章 問題を解決する 

１ 課題発見の技法 

 問題とは、「ゴール（あるべき姿、目標）」と「現状」のギャップです。 

 

  ゴール    ①ゴールを明らかにする（数値化） 

 

   ギャップ  ③ギャップを明らかにする（数値） 

 

   現状    ②現状を明らかにする（数値化） 

 

 

 ①目的軸で考える：そもそも「何のための問題」なのか？ 

   問題と認識していることが目的にかなっていないことがある。 

    業務効率化のため、電子社内文書システムを導入。 

    システムが複雑な操作になり以前より時間がかかるようになった。 

    →目的と手段が入れ替わってしまう。 

 

 ②立場軸で考える：いったい「誰にとっての問題」なのか？ 

   立場を変えると問題ではないかもしれない。 

    会社にとって問題だが、顧客にとって問題がないかもしれない。 

 

 ③空間軸で考える：それは「どこで起こっている問題」なのか？ 

   問題を俯瞰してみる。 

少子化問題を過疎地域の問題として捉えるのか、社会全体の問題と 

して捉えるのか、世界レベルの問題として捉えるのか。 

 

 ④時間軸で考える：「いつの時点で起こっている問題」のか？ 

   問題が起きている（将来起こる）時点を把握する。 

    大災害発生直後の問題なのか、１週間後の問題なのか、１か月後の 

問題なのか。 
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２ ロジックツリー 

問題をツリー状に分解し、抽象的な問題から具体的な原因や解決策を導き出します。 

「グループと構成要素」を明らかにします。 

 

①How ツリー：どうするか？（問題解決ツリー） 

 解決すべき課題に対して、具体的な改善策を挙げる手法。 

 

    リピーターを増やす  ・・・を行う 

    来店率を上げる  ・・・を行う 

 来店客を増加させる ディスプレイを工夫する ・・・を行う 

    キャンペーンを実施する ・・・を行う 

    プロモーションをする  店の前でイベント予告 

 

 

②Ｗhat ツリー：なになのか？（要素分解ツリー） 

 問題の要素を分解して、要素をもれなく挙げる手法。 

 

     お腹がすいたから 

     安いから 

 単独客来店理由  近いから 

     おいしいから 

     落ち着いてゆっくり食べることができるから 

     接客がていねいでやさしいから 

 

③Ｗhy ツリー：なぜなのか？（原因追及ツリー） 

 問題の原因を挙げ、根本原因を探る。 

 

     客単価減 

   売上減  来店客数減 新規客減 

 利益減      リピーター客減 

    

   コスト増 人件費増 

     仕入材料費増 

     広告費増・・・ 
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３ ピラミッドストラクチャー 

伝えたい「結論」と「根拠」をピラミッド型に図式化します。 

「主張と根拠」の関係を明らかにします。 

 

     結論 

 

   根拠①  根拠②  根拠③ 

 

 

例）香川県「ネット・ゲーム依存症対策条例」 

 

結論  子どものゲームの時間を１日１時間以内に制限する 

 

so what?         why so? 

だから、（結論）        なぜ（結論）なのか 

 

根拠 ゲーム障害（依存）から守る   成績が低下する 
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４ 解決策の評価（デシジョン・ツリー） 

起こりうる確率と収益を想定して、期待値を求めて解決策の評価をします。 

 

 例）期末試験の勉強 

明日、世界史のテストがあります。全く勉強していないので一夜漬けをします。範囲は８０ペー

ジで全て読んだとしても１回しか読めません。仮に 80 ページを読んだ場合、良くて 60 点。悪く

て 40 点です。60 点とれる確率は 60％、40 点の可能性は 40％です。 

一方、ヤマを張ると、ヤマが当たれば 70％の確率で 70 点、はずれると 30％の確率で 20 点

になります。 

さて、どちらの一夜漬けの方法をとるとよいでしょうか。 

 

起こりうる確率と満足度（効用）の期待値を求めると、経済学の期待効用仮説になります。これ

は、不確実性下にある個人の行動を予測しています。 
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５ その他の思考のフレームワーク 

フレームワークとは、思考や発想が効率的にできるように考案されたツールです。 

１ 目的達成フレームワーク 

 ①ＰＤＳ（ＰＤＣＡ） 

  Plan：計画 

  Do：実行 

  See(Check)：確認・チェック 

  Action：行動・改善 

 

 ②ＥＣＲＳ 

  Eliminate：排除  やらなくても問題ないことを排除。 

  Combine：結合と分離  類似・重複している業務をまとめる。 

  Rearrange：入れ替えと代替 作業の順序・場所・担当者などを変更する。 

  Simplify：簡素化  手順や仕様を簡略化する。 

 

 ③ＫＰＴ 

  Keep：維持すること  論理的でわかりやすい説明をする。 

  Problem：問題点  他の人の意見を聴く時間が少なくなった。 

  Try：次は何をするか  他の人の意見を聴く時間を長くする。 

 

 ④マンダラート 

  ３×３の９つのマスを書き、その中心に考えたいことを書き込み、周囲のマスに関 

連する事柄を書きます。 

  次に、周囲の８マスのうち１マスに書いてある内容を別の３×３の９マスの中心に 

  書き、これを繰り返します。 

  自由なアイディア発想にも使えます。 
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２ アイデア発想・思考整理フレームワーク 

 ①５Ｗ１Ｈ 

  What、Who、When、Where、Why、How 

 

 ②SCAMPER 

  Substitute：それは、代替できないか   旅館を研修所と代替 

  Combine：他のものと組み合わせられないか？ 英語教室＋居酒屋 

  Adapt：応用できないか？    古民家をペンションに 

  Modifi：修正できないか？    個室カフェ 

  Put to other uses：転用できないか？  病院をホテルに 

  Eliminate：削除できないか？    フリードリンクのカフェ 

  Reverse：逆転できないか？    客が料理する居酒屋 

 

 ③ブレインストーミング 

  

 ④ＫＪ法 

 

３ マーケティングフレームワーク 

 ①３Ｃ分析 ※「マーケティング理論」参照 

  Customer：市場や顧客 市場規模や成長性、顧客ニーズ 

  Competitor：競合他社 競合他社の規模、製品、マーケティング戦略 

  Company：自社  自社の規模、強み弱み、経営資源 

 

 ②ＳＷＯＴ分析 ※「マーケティング理論」参照 

   

 

 ③ファイブフォース ※「マーケティング理論」参照 

  売り手の交渉力：原材料を提供する会社が強気か弱気か。 

      強気の場合は、仕入れ値が高くなります。 

  買い手の交渉力：顧客が強気か弱気か。 

      強気の場合は、売値が低くなります。 

  競争企業間の敵対関係：競争の激しさ。 

      ライバルが多いと利益を出しにくくなります。 

  新規参入者の脅威：新規参入のしやすさ。 

      新規参入が容易だと、自社の競合が増えます。 

  代替品の脅威：代替品の存在 

      代替品が市場に出回ると、自社製品が売れなくなります。 
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 ④ＶＲＩＯ 

  Value：経営資源の価値 チャンスに利用でき、脅威に対応できるか。 

  Rarity：希少性   他社が同じ経営資源を持っているか。 

  Inimitability：模倣困難性 他社が模倣するためどれだけコストがかかるか。 

  Organization：組織  組織はうまく機能しているか。 

 

  Ｖが劣ると、競争に勝てません。 

  Ｖ優位でＲが劣ると、競争均衡になります。 

  ＶＲ優位でＩが劣ると、競争優位は一時的なものになります。 

  ＶＲＩが優位でＯが劣ると、持続的な競争優位は保てません。 

  ＶＲＩＯが優位になると、持続的な競争優位が保てます。 

 

 ⑤バリューチェイン 

  例えば、製造業の場合、原材料の調達からアフターサービスまでいくつかのステッ 

プに分けることができます。各ステップの価値（バリュー）の連鎖（チェイン）が 

事業になります。このステップごとに価値を把握します。 

 

  資金調達  ＶＲＩＯ優位 

  購買部門  Ｖ   優位 

  研究開発  ＶＲ  優位 

  製造部門  ＶＲＩ 優位 

  物流部門  Ｖ   優位 

  販売チャネル  Ｖ   優位 

  広告   ＶＲ  優位 

  アフターサービス ＶＲＩＯ優位 

 

 ⑥ＳＴＰ分析 ※「マーケティング理論」参照 

  自社製品の市場におけるポジションを優位にもっていきます。 

  Segmentation：市場の細分化 

  Targeting：ターゲットの顧客 

  Positioning：自社製品の立ち位置や特徴 

 

 ⑦ＡＩＤＭＡ ※「マーケティング理論」参照 

  顧客の購買における意思決定を分析します。 

  Attention：注意 

  Interest：関心 

  Desire：欲求 

  Memory：記憶 

  Action：行動 
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 ⑧ＡＩＳＡＳ ※「マーケティング理論」参照 

  顧客のインターネットを通じた購買における意思決定を分析します。 

  Attention：注意 

  Interest：関心 

  Search：検索 

  Action：行動 

  Share：共有 

 

 ⑨ＡＡＲＲＲ 

  サービスの利用をステップ化し、どの段階で顧客が離れているかを発見します。 

  Acquisition：獲得 ユーザーがサービスに登録します。 

  Activation：活性化 ユーザーがサービスを利用します。 

  Retention：継続 ユーザーがサービスを継続します。 

  Referral：紹介  ユーザーが他の人にサービスを紹介します。 

  Revenue：収益 企業に収益が発生します。 
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２編 クリティカルシンキング 

 

ロジカルシンキングは物事を論理的に思考しますが、クリティカルシンキングは、物事の前提が

正しいかどうかの検証をしたのち、その事象の本質を見極めます。それにより、感情や主観に流さ

れず、自分の考えや意見に客観性を持たせることができます。 

 

１ 基本姿勢 

 「なんのために考えるのか」 目的（ゴール）は何かを常に意識する 

例えば、売上が落ちている事実に対して、「なぜ売り上げが落ちたのか」と理由を考

えることと、「売上を伸ばすためにどうすればよいか」と考えることは違います。 

 自他に「思考の癖」があることを前提に考える 

思考は、その人の環境や経験・知識など個人的経験事象によって構築されます。客観

的に考えるために個人による思考の癖を意識し、常識や前提を変えて考えます。 

 結論が出たとしても、これでよいのかと「問い続ける」 

世の中の状況は日々変化しています。背景や前提が変化すると結論も変化します。ま

た、一旦出した結論はその時点での「ベストな答え」であり、「正しい答え」ではあり

ません。クリティカルシンキングでは、「問い続ける」姿勢が重要です。 
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２ クリティカルシンキングの流れ 

 ①ゴールを明らかにする 

  何を実現したいのか 

  なぜ、そうしたいのか 

  どのような状態を目指すのか 

 

 ②現状分析と課題の洗い出し 

  常識や前提条件を一度取り除きゼロベースから考えます。 

  なぜなのか、本当にそうなのかを繰り返し問いかけ、無意識のうちに排除して 

いる事実や可能性に気づきます。 

 

 ③解決行動を考える 

  解決に向けた行動計画を立案し、検証をおこないます。 

そして、解決行動を決定し、以下のことを決めます。 

   誰が 

   何を 

   いつまでに 

   どのような状態にするか 

 

 ④解決策の検証 

  解決策・解決行動の検証を行います。追加策や改善点がある場合は新たに計画をし、 

  ＰＤＣＡサイクルを回していきます。 
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３編 ラテラルシンキング 

 

ラテラルシンキングとは、思考の制約となる既成概念や固定観念を取り払い、水平方向に発想を

広げる思考法です。そのため、斬新でユニークなアイデアや発想に向いています。 

 

ロジカルシンキングとの違いは、思考の前提と過程にあります。ロジカルシンキングは垂直思考

とも呼ばれ、既成概念を基に筋道を立てて深く掘り下げて考えるため、論理的に正しい結論は 1 つ

です。一方、ラテラルシンキングは既成概念に囚われず、多角的な視点と自由な発想で創造的な問

題解決を図るため、結論は 1 つではありません。 

クリティカルシンキングとの違いは、思考の過程にあります。クリティカルシンキングは批判的

思考と呼ばれ、思考する前提や過程、論理に渡って「本当にそうだろうか？」と問い続けながら思

考します。一方、ラテラルシンキングは既成概念や常識の枠を外して、多角的にとらえて自由に思

考します。 

 

１ 前提を疑う 

 ボールペンインクは消えない（フリクション） 

 扇風機に羽は当たり前（ダイソン羽なし扇風機） 

 携帯電話にボタンは必要（アイフォン） 

 塾は通うもの（東進ハイスクール） 

 写真はカメラで撮る（写ルンです） 

 缶入りのお茶（おーいお茶） 

 ビールはお酒（ノンアルコールビール） 

 音楽は部屋で聞く（ウォークマン） 

 汚れたら洗濯（リセッシュ） 

 電車に乗るため切符を買う（スイカ） 

 アイドルは雲の上の存在（ＡＫＢ48） 

 交差点の信号（ラウンドアバウト） 

   など 
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２ 本質を見抜く 

フランスやドイツの小学生はボールペンを使っている 

 扇風機は、風が出ればよい 

 タッチパネルを電話に採用 

 地方でも人気講師の授業を受けたい 

 フィルムにカメラ機能をつける 

 新幹線の弁当とセットで缶入りお茶を販売 

 飲酒運転をなくす 

 音楽はヘッドフォンでも聞ける 

 においを消したい 

 切符や定期をバッグから出すのが煩わしい 

 身近に応援できるアイドル 

 注意をして通行すると危険を回避できる 

   など 

 

３ 偶然を見逃さない 

失敗して非常に弱い接着剤ができてしまった（ポストイット） 

 レーダーを使って調査をしていたらピーナッツクラスターバーが融けた（電子レンジ） 

 薄いフライドポテトを客から要求されて腹を立てたシェフが、嫌みのように薄くきり、カ 

チカチに硬くなるまでじっくり揚げた（ポテトチップス） 

捨てたシャーレについていたアオカビがバクテリアの発育を抑えた（ペニシリン） 

銃弾や火薬を湿気から守るためのフィルムで、レタスを包んだ（サランラップ） 

せんべいの金型をうっかり踏みつぶしてしまって三日月のせんべいになった（柿の種） 

ロッテが菓子に入れる脱酸素剤の開発中、鉄を酸化させしすぎて発熱し失敗（ホッカイロ） 

人工クラゲの開発に失敗したが、食感がカニに似ていた（かにかま） 

人工ニスを開発中、失敗して堅い化合物ができた（プラスチック） 
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４ アイデア発想法 

①シックスハット法 

 ６つの視点（客観的・直観的・肯定的・否定的・革新的・俯瞰的）の帽子のいずれか一つ 

をかぶった状態でテーマについて考えます。 

 

  

白い帽子 事実を確認する。 

検討に必要なデータを求める。 

自分の意見は出さない。 

仮説を立てない。 

判断しない。 

赤い帽子 客観的なデータに隠れた感情的な要因を

見つける。 

「たのしい」「うれしい」「かなしい」「こわい」とい

った感情を述べ、論理的に考えない。 

黄色い帽子 テーマの長所を考える。 テーマについてポジティブに考え良い面を探す。 

黒い帽子 テーマの短所や欠点を考える。 テーマについてネガティブに考えリスクを探す。あら

ゆるマイナス面を想定して最悪の状態を見つける。 

緑の帽子 テーマについてどのような改善をすれば

よくなるかを考える。 

黒い帽子で出たリスクをどう乗り越えるかを考える。 

青の帽子 次に何をするのかを確認したり、結論をだ

す。 

会議全体を俯瞰する。 

 

②ブレインライティング法 

ブレインライティング（以下ＢＷと略称）は、西ドイツで開発された思考法です。個人の独自性

を生かしつつＢＳの長所も生かすやり方です。ＢＷは当初６・３・５法と呼ばれていました。 

６人ずつの参加者で、３つずつアイデアを各自が考え、５分以内で用紙に記入し隣に回すというプ

ロセスで進行します。最大の特徴は、全員無言で集団思考を行うということです。 

 

テーマを「ブレインライティングシート」の頭に記入する。リーダーはタイムチェックと進行役

を担当。メンバーは原則 6 名、机は原則として円形か正方形。 

 

１）配布されたシートに、各自はまずⅠの横のＡＢＣ欄にアイデアを 5 分間に 3 つ書く。 

２）5 分たったら自分のシートを左の人にわたす。 

３）各自渡されたシートのⅡの列のＡＢＣ欄に、前の人のアイデアを発展させたり、独自 

案を考えてアイデアを書く。 

４）また 5 分たったら左の人へわたす。 

 

時間は全体で 30 分。最大で、6 人×3 案×6 ラウンド＝108 アイデアとなる。最後は手元に

きたシートの中から、各自よいと思われるアイデアを選び発表することもある。 
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③「なぜなぜ」五回法 

 なぜ、を５回繰り返し、改善可能な根本原因を突き止めます。 

 

④マインド・マップ法 

 無地の用紙を使い、 

 セントラルイメージから放射状に線で関連付ける。 

 枝には単語を書く。 

 枝に絵や色をつけわかりやすくする。 

 簡単な構造化（論理性）を持たせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤等価交換法 

 

 １）対象となるテーマを決めます。 

２）その対象と等価なモノを探します。 

３）その等価のモノと置き換えて、そこから発想します。 

４）３で得たアイデアを使って、改めてテーマについて考えます。 

 

 １）コップは水をこぼさず移動させる。 

 ２）バケツも水をこぼさず移動させる。 

 ３）バケツは取っ手がついている。大量の液体が運べる。透明でない。 

蓋つきのものもある。アルミやプラスチックでできている。ずん胴のものもある。 

 ４）コップに取っ手をつける。大きなコップをつくる。不透明なコップをつくる。 

蓋つきのコップをつくる。アルミのコップをつくる。ずん胴のコップをつくる。 
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⑥オズボーンのチェックリスト法 

転用 新しい使い道はないか。他への使い道はないか。他分野に使えないか。 

応用 似たようなものはないか。他のもののマネはできないか。 

変更 色を変える。働きを変える。音を変える。においを変える。形を変える。意味を変える。 

拡大 追加できないか。時間を長くできないか。頻度を多くできないか。強くできないか。長

くできないか。高くできないか。価値を広げることはできないか。材料を多くできない

か。大きくできないか。 

縮小 減らせないか。小さくできないか。濃くできないか。低くできないか。軽くできないか。

省略できないか。分割できないか。 

代用 人で代われるか。物で代われるか。材料を代えられるか。素材を代えられるか。作り方

を代えられるか。場所を代えられるか。 

再利用 パーツを再利用できるか。形を再利用できるか。配置を再利用できるか。順番を再利用

できるか。 

逆転 反転すると。前後を変えると。左右を変えると。上下を変えると。裏表を変えると。順

番を変えると。役割を変えると。 

結合 ブレンドすると。結合すると。アイデアを結合すると。組み合わせると。 

 

 


