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著者から利益モデルを学ぶ人への助言 

本書は『２３』の利益モデルについて、学ぶます。 

その時に、自分の会社のビジネスを念頭に置き、次の問いを想定する事。
　　①自社のビジネスはどの利益モデルか？
　　②競争相手のビジネスはどの利益モデルを使っているか？
　　③もっと利益を上げるために、現在の利益モデルを使って、新たにできることはないか？
　　④まったく新しい収益源をつかむために、新しい利益モデルは使えないか？
　　⑤自分の仕事はどの様に利益と結びついているか？
　　　利益と無関係な業務はないか？
　　⑥将来の事業計画は、どのようにして自社に利益をもたらすだろうか？
　　⑦自社の計画のなかに収益性を損なう可能性があり、中止すべきものはないか？
　　⑧自社は業界の中で、まったく新しいユニークな利益モデルをつくれないだろうか？ 

自分の都合ではなく、顧客の優先順位から考えをスタートさせる事。 
利益への道　－それは、顧客を十分に理解することから始まる。
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　１．顧客を知ることが利益のはじまり・顧客ソリューション利益モデル

　

☆顧客を知ることが利益のはじまり
　　　↑顧客を知るまでは利益がでないが、顧客を知ることにより利益がでてくる。
　　　　　［例］
　　　　　　①ある企業情報提供会社は潜在顧客と見込んだ会社に２～３人のチームを送り込み
　　　　　　②彼らは数ヶ月その会社に留まり、その会社のビジネス内容／システムを徹底調査
　　　　　　③この貴重な情報に基づいて、顧客にカスタマイズしたサービスを開発
　　　　　　④契約でき、３～４ヶ月を経過すると、常時３名は必要なくなり、パートでも対応可となる。
　　　　　　⑤開発したサービスが顧客に受け入れられると、コストは減り、利益が増えて行く。
　　　↑ビジネスの成功に必要なものは、利益に対する純粋で絶対的な興味を持つこと。 
☆時間とエネルギーを注いで、顧客について知っておくべきことを全て知り、その知識を顧客固有
　のソリューションの開発に活かす事。　
　　　↑オランダに山がないことを知っているか？←オランダの話をする時には必要な知識 

例）
　・企業情報提供会社
　・工業用樹脂
　・自動車部品
　・通信機器
　・個人向け金融サービス　

目次へ 
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　２．ファイアウォールで利益を守れ・製品ピラミッド利益モデル 

ファイアウォール 

←最高級製品
　　　（利益幅大） 

←標準製品 
←廉価製品
　（他社の追従を防ぐ） 

例）
　・バービー人形
　・ノキア携帯
　・ＧＭの車
　・アメックスのカード　
　　　

☆ファイアウォールで利益を守る！（顧客自身に価格感応性も異なるヒエラルキーを形成している）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑例えば、バービー人形では顧客もピラミッド形成に注視。
　　　・ＮＯ．１の「顧客ソリューション利益モデル」とは正反対。
　　　・適用できるビジネスが限られている。しかし展開できれば大きな利益を生む事ができる。 

★それぞれの製品について、はっきりした利便性を提示せずに、選択肢ばかり増やして 
消費者を混乱させてはダメ！！　　
　　　　　↓悪い例）ガソリン 

←レギラー 

←スーパープレミアム
　　　　　（てっぺんが貧弱・知られていない・買う理由がない） 

対
極
的
戦
略 

他社の狙いを断ち切る 

目次へ 付録へ



　３．同じ製品で異なるビジネスを・ マルチコンポーネント利益モデル 

基幹ビジネス 

コンポーネント１ 

コンポーネント２ 

コンポーネント３ 

例）
　・コカ・コーラ
　　　↑同じものが場所で別価格
　　　　　　レストラン　 ：４００円

　　　　　　自動販売機：１２０円
　　　　　　食料品店　 ：１００円

　・書籍
　　　書店販売／外商販売 

☆同じ製品で異なるビジネスを！（製品ピラミッド利益モデルとの相違←顧客層が異なる）

　　　↑コカ・コーラ：利益の大半をレストランと自動販売機の売上げから生じている。

　　　　　（それぞれのコンポーネントが、まったく異なる利益特性を持っている。） 

☆ビジネスにはさまざまなコンポーネントがあり、それぞれ収益性が異なる。 

その他の名言：プレッシャーがなければ結果も出ない。 

注．７項「利益増殖モデル」と異なる。 
「マルチコンポーネント利益モデル」は同じ製品　　ＶＳ　　　「利益増殖モデル」は異なる製品

　　　　　↑一人の顧客が購買機会に応じて異なる購買行動を示す。

　　　　　↑一人の顧客が非常に幅のある価格感応性をします。　

ＰＰ作成者コメント↑府中市でも、マルチコンポーネント利益モデルを行っている商店がある。
　　　　　　　　　　　　パン屋：店頭売り＋学校給食卸し　　　八百屋：店頭売り＋企業食堂卸し 

目次へ 付録へ



　４．臨界点を目指せ・スイッチボード利益モデル 

スイッチ 
ボード 

例）
　・テレビ制作の世界
　　（パッケージ方式での売り込みが常）
　　　　↑Ｏｎｅ　Ｓｔｏｐ　ｓｈｏｐｐｉｎｇの提供
　　→それを映画の世界に導入
　　

☆種々のユニットをまとめて、必要な所に提供！
　　　↑臨界点を目指せ！→臨界点を越えると、皆がスイッチボードが必要になる。
　　　　　　・例では、原作／脚本／俳優をまとめて、映画会社に提供するエージェント
　　　　　　　　　　①第一段階：タレントをまとめてパッケージ化（従来ＴＶの世界でやっていた事）
　　　　　　　　　　②第二段階：優れたストーリーを売れっ子俳優とディレクターに持ち込み、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　この３つを一括にして映画製作会社に売り込んだ。
　　　　　　　　　　③第三段階：臨界点（クリティカル・マス／クロスオーバーポイント）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑いくらでもエージェントがあり、買い手はこの会社から取引しなくていい？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→傘下の俳優が増え、臨界点が上がれば上がるほど有用なパッケージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を提供できる可能性が高まる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→俳優／脚本家／ディレクター側からも、一緒に組みたいとの要望が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出てくる。　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　→こうなると、映画製作会社も俳優達もこの会社と取引をせざるを得なくなる。 

☆通信機器ビジネスで、通信機器ベンダがスイッチボード・ビジネスが可能か？
　　　↑自社製品をユニットに組み込みたくなるリスクが伴う。（最善の選択ができなくなる）　　　　　

目次へ 付録へ



５．粘り強さが生み出すスピード・時間利益モデル 

時間 

価格 

コスト 

例）
　・インテルＬＳＩ　　　　

☆他社が追随する前に甘い汁を吸い尽くす。 （コピー製品がでるまで荒稼ぎ）

　　　・インテルは真っ先に市場にＬＳＩを送り出すことで利益を生み出している。
　　　・新製品を出荷する前には万全な準備を行い、スタートから即売れる様な体制とする事。

　　　　　　↑即時普及システムの導入
　　　　　　　　　↑そのイノベーションの成否を分けるのは、単純な骨折り仕事をマスターできるか
　　　　　　　　　　どうかにかかっている。
　　　　　　　　　　→創造のプロセスは通常は輝くようなアイデアから始まる。
　　　　　　　　　　　→次にビジネス的見地からみて進める価値があるかが決定される。
　　　　　　　　　　　　→その後、そのアイデアを実行段階に引き下ろす現実的な仕事が、
　　　　　　　　　　　　　最も単調な部分で、人々へプレーシャーを与える。
　　　　　　　　　　　　　（反復可能な商品に転化する過程で、単調な仕事を長時間続ける事になる。）　

『時間利益モデル』／『新製品利益モデル』／『専門品利益モデル』比較表へ 

目次へ 付録へ



６．大ヒットを創造するマネジメント・ブロックバスター利益モデル 

☆ブロックバスター＝大ヒット製品を生みだす
　　　↑ブロックバスター利益モデルはマインド・ゲームで、ある種の心理戦と言える。
　　　　　　↑高い目標を掲げ、次なる大ヒット製品の誕生に向けて計画的に事を運ぶには、
　　　　　　　揺るぎない自信が欠かせない。
　　　　　　　　　→みんなの自信：「我々には可能だ」「やり遂げることができる」と思うこと。
　　　↑ブロックバスター・マネージメントシステム
　　　　　　　　　↑大ヒットを創造するマネージメント
　　　　　　　　　↑リード・プロジェクトにバックアップ開発が必要

　　　　　［新製品開発の道筋］
　　　　　　　①アンチ・プロフィット研究開発
　　　　　　　　　　　・研究開発の大半がアンチ・プロフィット
　　　　　　　　　　　　　　↑明確な目標がない研究開発
　　　　　　　　　　　　　　↑誰も欲しがらない製品を一生懸命つくる誤った目標を持つ研究開発
　　　　　　　　　　　　　　↑最初から開発投資の一部しか回収できないと分かっている研究開発　　等
　　　　　　　②ハイ・プロフィット研究開発　

その他の名言：プロジェクトを推進する場合に、協力してもらわなくてはならない人々の観点から
　　　　　　　　　　物事考えることも大事。ビジネスの意志決定を行う場合、自分が体験した過去の
　　　　　　　　　　長い歴史を参考にしようとするもの。 

その他の名言：新しく作り直せ（Ｍａｋｅ　ｉｔ　Ｎｅｗ） 
専門品利益モデルへ 

目次へ 付録へ



７．一つの資産からさまざまな製品を・利益増殖モデル 

基礎 
（技術・資料・知的所有権） 

異なる製品 
例）
　・ホンダ
　　　→車、バイク、・・・・
　・ディズニー
　　　→色々なキャラクタ　　　　

☆資産をさまざまな形式で繰り返し再利用し、数倍もの利益を生み出す。
　　　　　　　　　　　（例えば、ひとつの技術で５倍・６倍の利益を生み出す）
　　　　　　　　　　　　　　　↑研究開発コストや生産開発コストが下がる（利用する度に作り直し不要）
　　　　　　　　　　　　　　　↑研究開発での成功の可能性が高まる 

その他の名言：人は利益を生み出そうとするとき、ひとつの方法だけに執着するものだ。例えば、
　　　　　　　　　　一番身近な方法、あるいは最近の文献など。これでは一種類の時間しか想像で
　　　　　　　　　　きないのと同じ。現実は、我々が限られた想像力によって認識する世界よりも、
　　　　　　　　　　はるかに複雑で可能性に満ちている。 

注．３項「マルチコンポーネント利益モデル」と異なる。 
「マルチコンポーネント利益モデル」は同じ製品。「利益増殖モデル」は異なる製品の生みだし。 　　　　

目次へ 付録へ



８．利益追求に邁進する情熱・ 起業家利益モデル 

☆合理化と常識を置き忘れることなく利益の追求に邁進

　　　　　　　　　　　　　　↑徹底した倹約精神　
　　　　　　　　　　　　　　↑明確なコミュニケーション
　　　　　　　　　　　　　　↑スピード
　　　　　　　　　　　　　　↑挑戦
　　　　　　　　　　　　　　↑仕事を面白がる。
　　　 →成功した後でも起業化精神で！！（それがビジネスの世界では最大の武器） 

☆こうやるしか生きていけない！！と言う気持ち
　　　　 （利益追求に邁進する情熱） 

目次へ 付録へ



　９．すべてを知りつくすことの強み・スペシャリスト利益モデル 

時間 

学
習 

☆図のＳ字の連続は、スペシャリストになる為の学習の積み重ね
　　　↑１つの分野を完全にマスタするまで何ヶ月も追求。それから次の分野に移る。
　　　↑このように顧客のシステムを熟知することで、製品やサービスを提供するうえでコスト・
　　　　アドバンテージを生じさせる事ができる。
　　　　　　　　　　　（その為にはゼネラリストよりスペシャリストの方がアイデア等で優れている。）
　　　　　　①より良いナレッジから生じる低コスト
　　　　　　②業界内での高い評価から有利な価格
　　　　　　③販売サイクルの短さ
　　　　　　④その分野に張り巡らされた関係による迅速かつ全面的な市場への浸透
　　　　　　⑤高付加価値、高収入の製品を何度でも売れることから来る棚ぼた式の利益　　　

例）
　・ＨＰ
　　　１９９０年代のグローバル・アカウント・
　　　マネージメント・プログラム
　・弁護士（特殊分野の専門家）
　・心臓科医（専門医）
　・専門分野に特化した企業　

その他の名言：学習には４つのレベルがある。
　　　　　　　　　自覚（Awareness）、当惑（Awkwardness）、適用（Application）、一体化（Assimilation） 

目次へ 付録へ



１０．売り手が主導権を握る・インストール・ベース利益モデル 

％ 
相対的利益率 

ハードウェア 消耗品 

☆最初にハードウェアを購入するときは買い手選択権があるが、その後は売り手が主導権を握る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハードウェア　　　　　　消耗品　　　　　　　　　　　【ロックイン】
　　　　　　　　需要の差　　　　　　　　　　　新規　　　　　　　　　継続的
　　　　　　　　消費者の価格感応性　　 　高い　　　　　　　　　　低い　 　　　　　　　
　　　　　　　　主導権 買い手　　　　　　　 売り手
　　　　→但し、売り手の失策として以下が考えられるために注意が必要　　

　　　　　　　　　①価格を高く設定を高くし過ぎて、お客に逃げられる。
　　　　　　　　　 ②買いやすい環境を買い手に提供しないために、お客に逃げられる。

　　　　　　　　　　　　　　（買い忘れ防止の為のタイムリーな通知／まとめ買いできる仕組みの提供） 
☆どうすれば良いかは顧客に訊くこと。
　　　　何を買うか？　いくらなら払うのか？　　←それを決めるのは顧客の方！ 

例）
　・冷暖房装置のフィルター
　・全盛期のミニコン業界
　　　（互換性の欠如から生じるコスト高で
　　　　最後は顧客の反発を招いたが・・）　

小生の憤慨：ＨＰのプリンタは１万数千円で購入できるが、インクカートリッジが黒／カラーのセットで
　　　　　　　　ヨドバシでも６,０００円以上も掛かる。→次の買い換え時はＨＰには絶対にしない！！　　

販売後利益モデルへ 

目次へ 付録へ



１１．未来を計画できる立場をつかめ・デファクト・スタンダード利益モデル 

☆ディファクト・スタンダードさえ作れば収益性がもたらされるものではない！

　　　●計画可能性（←ビジネスでは予期せぬ出来事にはコストが掛かる）

　　　　　　→デファクト・スタンダードを押さえた会社は、現状の一歩先を計画できる。
　　　　　　　　・次の流れを作る事ができる。　　→ビジネスプランが業界をリードできる。

　　　　　　→放っておいても、顧客がマーケティングをしてくれるので、マーケティング・コストが
　　　　　　　削減できる。 

例）
　・ＩＢＭの汎用機
　・マイクルソフト
　・オラクル　　　

『相対的市場シェア利益モデル』へ　

目次へ 付録へ



１２．人間の心に潜む非合理化・ブランド利益モデル 

☆同じ製品やサービスがブランド力の違いで異なる価格で提供されている例。
　　　・トヨタ／ＧＭの合併会社：トヨタのネームプレートを付けるとＧＭより３００＄高く売れる 

☆差別化されていない製品同士の場合、宣伝費の効果的累積投資がシェアの拡大をもたらす。
　　↑但し、例外はある。
　　　　　・他社より優れたメッセージを発信できた。
　　　　　・製品に並はずれた利点がある。
　　　　　・より良い販売チャネルを押えた。
　　　　　・シェア・デターミニング・セグメントに上手に働き掛け（一番重要なのは、「顧客と話す」こと）
　　　　　　　　　　　　↑市場シェアを決定（デターミン）するほどの営業力を持つセグメント
　　　　　　　　　　　　　　
○顧客と話す：顧客になりきるつもりで！
　　　　　　　　　・顧客とともに時間を過ごし、彼らが何をするか、彼らにとって何が役立ち役立た
　　　　　　　　　 ないのか、どんなことで苛立つのか、何が彼らの生活を快適にし、生産的にし、　　

　　　　　　　　　　愉快にすることができるのか。それを観察することによって、顧客のニーズや欲求
　　　　　　　　　　や問題を知ることができる。各種の調査結果を読むのもいい。だが、実際の生きた
　　　　　　　　　　顧客に会い、１時間でも話をした方が多くのことを学べる 

例）
　・トヨタ／ＧＭ
　・メイドイン・スイス（過去）　　　
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１３．ニッチな市場を深く掘れ・専門品利益モデル 

☆専門品ビジネスで利益を生みだすモデル
　　　↑但し、継続的に専門品利益モデルを継続できるかの見極めが必要。
　　　　　（どんなビジネスでも一世代か二世代にわたって存続させたいなら、周期的にある種の
　　　　　　変化が必要）
　　　　　　　↑専門品利益モデルを存続するには、継続した専門性が必要。
　　　　　　　　　　→でなければ、他のビジネスモデルへの転換を考えなければならない。

　［専門品利益モデルとブロックバスター利益モデル　　　の違い］
　　　　専門品（ニッチ製品）利益　1)製品：ニッチ製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2)対策：顧客ニーズと製品バリエーションを見つけ取り組み
　　　　ブロックバスター利益　 1)製品：幅広い顧客相手の製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 2)対策：①開発コストが膨大なために回収するための大ヒット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑ピル／映画
　　 　 ②市場影響を受けやすく優れた集中的なキャンペーン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑本／音楽／ピル／映画 

『時間利益モデル』／『新製品利益モデル』／『専門品利益モデル』比較表へ 
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１４．点から面への拡大・ローカル・リーダーシップ利益モデル 

例）
　・スターバックス
　・ウォルマ－ト　　　

☆例1)スターバックス（柱：都市を満たしていった）

　　　　　　都市ごとに店舗を開設できる上限数をスターバックス店舗開設で埋めていった。
　　　　　　　（他社には日光も酸素も与えないことを目指した） 

☆例2)ウォルマート（円：群を満たしていった）

　　　　　　群単位で都市を順番に埋めていくパターンで新店舗を開設 
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１５．信頼関係がもたらす巨大なリターン・取引規模利益モデル 

取引規模 

売上げ／件 

コスト／件 

☆取引規模が大きくなるほど、１件あたりのコスト上昇より、売上げ上昇が大きくなる。　
　　　　↑言い換えると、『大規模な取引が大きな利益を生む。』 
☆大きな取引を手に入れる事が大切。
　　　［要因］①リスク負担：大口顧客に気持ちが集中する為に、小口顧客を取りこぼし
　　　　　　　 ②能力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（結局、大口も取りこぼしてしまうリスク）
　　　　　　　 ③忍耐
　　　　　　　 ④大口顧客との関係作り：関係性（日頃からの信頼関係が大切）　
　　　　　　　 ⑤オープン・ドア・シンドロームの克服

　　　　　　　　　　　↑努力してやっと扉が開かれたのに、その扉をくぐらない。
　　　　　　　　　　　　　　　→これから開かれる一つ目の扉に集中することが大切。　

例）
　・あらゆる仲介ビジネス
　・あらゆる物流ビジネス
　・広告業界　
　　　　　　　　　　　　等々　　
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１６．コントロール・ポイントを制する・価値連鎖ポジション利益モデル 

例）
　・マイクロソフト／インテル
　・ナイキ　　　

☆価値連鎖の中のコントロール・ポイントを支配することで大きな利益を上げることができる。
　（↑バリュー・チェーン）　　　　　　　↑他に比べて何十倍も重要な場所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↑ビジネス全体をコントロールするポイント

　　　　　↑ＰＣビジネスは利益が殆ど存在しないも同然だが、マイクロソフト／インテルは、
　　　　　　業界全体へのサプライヤーとして、コントロールポイントを押さえ、巨大なバリュー
　　　　　　を確保している。
　［コントロール・ポイント（ＣＰ）の例］
　　①既存のコントロール・ポイント
　　　　・はじめからＣＰは存在しない：状況に応じて発生場所が変わるから。
　　　　　　　　　↑相対的な付加価値でＣＰが決定される
　　　　　　　　　↑その他、希少性の創出／ボトルネックの発見
　　　　　　　→利益の発生：予測能力の向上：自分の手でビジネスのペースを決定できる。
　　　　　　　　　（他社は何かが起こってからの受け身の反応：対応が常に一歩遅れる）　　　　　
　　②コントロール・ポイントが大きく変わった転換例
　　③今後２年目で出現すると思われるコントロール・ポイント 

その他の名言：孫子の言葉
　　　　　　　　　　『峠を制する者は大軍に勝る。時間に潮時あり、場所に適所がある』 

『相対的市場シェア利益モデル』へ 
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１７．わずかな価格差をめぐるゲーム・景気循環利益モデル 

販
売
量 

時間 

販
売
量

　量
　　Ｄ　Ｃ　Ｂ　Ａ 

価格 

コスト 

利
益 

量 
Ｄ　Ｃ　Ｂ　Ａ 

トヨタ 

サイクル 

価
格 

☆景気循環型産業に関して、ほとんどの人が思いつく一般的イメージ 
←この図は間違っている。 
←販売量からビジネスを見ようとすると景気と利益の関係が曖昧になる 

←景気循環型産業の正しい図
　　　Ｄ点：赤字
　　　Ｃ点：損益分岐点
　　　Ｂ点：利益が出る
　　　Ａ点：大儲け 

←利益と量の関係
　←トヨタは損益分岐点を下げる努力をして景気循環利益モデルで成功
　　　　　　　　　　　↑コスト削減（主に固定費削減）　

←価格のわずかな差で莫大な利益を！（鞘取りゲーム）
　　　　　↑他に先んじて価格を引き上げたり、遅れて引き下げたり　
　　　━が市場価格、　・・・の価格設定で巨万の利益　
　　○少数の人間が利益を呼ぶ
　　　　　　一握りの人々が途方もなく重要な役割を果たすケースが多い。 
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１８．フォローアップの潜在力・販売後利益モデル 

☆購入者の価格感応性は、何を買うときも同じか？
　　　→いや、価格が高く、価格の幅が大きく、そして選択肢が多い場合に、高くなる。
　　　　　例）　　　　　　　　　　　　　 価格感応性

　　　　　　　　①１杯のコーヒー　　非常に低い　　スターバックス：多少高くても払う
　　　　　　　　②ＴＶ　　　　　　　　　 敏感　　　　　　２０～３０＄でも安く買おうとあちこちの店を物色

　　　　　　　　③飛行機チケット　　更に高まる　　格安チケットを探し、何ヶ月も前に予約
　　　　　　　　④乗用車　　　　　　　高い　　　　　　気が弱く交渉が苦手な人も、一度店に入ると変わる 
→買い手の安価への情熱とエネルギーで、いつかは価格が下げられ利益の余地が失われる。
　　→しかし、最初の状況さえ成立すれば、新たな状況が生まれる。
　　　　★→最初の製品が購入された時点で新たなミニ・マーケットが誕生（。←販売後利益モデル）
　　　　　　　↑インストール・ベースモデル　　　との相違　　　　得するのは？
　　　　　　　　　　　　　　・インストール・ベースモデル　　　　　製品メーカー
　　　　　　　　　　　　　　・販売後利益モデル　　　　　　　　　　他の人達（自動車メーカと保険会社・等） 

★なぜＰＣメーカは販売後利益モデルでの商売をしないのか？（追加メモリーを売らないのか？）
　 なぜ自動車メーカは販売後利益モデルでの商売をしないのか？（自動車保険を売らないのか？） 

★販売後製品の場合、スキルも人材もデータベースもまったく異なるものが必要！！
　　　　↑最初の製品を売るビジネスに比べ、心理的な満足感、華々しさ、知名度が低い。
　　　→けれども十分な利益は得られる（筈）。 

小生のコメント：この利益モデルは、まさにある会社の『後工程にフォーカスを合わせたビジネス』！！
　　　　　　　　　　その会社の製品購入以外のお客様へのこのモデルのサービス展開ができれば、
　　　　　　　　　　大きな利益をえることができる・・・・　
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１９（１／２）．真っ先に波を乗り換えよ・新製品利益モデル（１／２） 

☆一度、パラボラ利益曲線を認めれば、地に足がついた経営ができ、戦略的に舵取りができる。　　
　　　　・ゴールドラッシュ
　　　　　　↑他社の３倍の投資
　　　　　　　　・但し、弱小メーカが足を踏み入れると、戦略的な経営方法を冷静に考えることができなくなる。
　　　　　　　　　 ・全社あげて製品作りに忙殺され、より大きな展望に基づいて行動する時間などなくなる。

　　　　　　　↑顧客のマインドシェアの獲得
　　　　　　　　・自社の製品が新しいカテゴリーのナンバーワンだと認知される様に容赦なくアピールすること。
　　　　　　　　　 ・その一方で、ピークに近づいていることを示すどんな兆候も見落とさないこと。
　　　　　　　　　 ・そして、四半期ごとの成長率や価格の変化、顧客の興奮度等を他社より先に察知すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ピークに到達する前のある時期から投資比率を転換するため）

　　　 　・パラボラの右側　

　　　　　　　↑他社の三分の一の投資
　　　　　　　↑市場からの撤退でなく、キャッシューフローを最大限に保ち、リスクを最小化に管理
　　　　→次の波がきたら、真っ先に飛び乗れる場所にいて、チャンスを見落とさないこと。
　　　　　（つまり、他社の利益がどんどん小さくなるのを横目で見ながら、自分はシッカリ利益を確保する）　

利
益

　時　間 

パラボラ利益曲線 

ゴールド 
ラッシュ 

山頂 

プロフィット 
ゾーン 

☆どんな市場でも、全プレーヤーが稼ぐ総利益は、
　初め上昇し、ピークを打ち、下降し、最後はゼロになる。
　　　（若者が、いつかは自分が年老いて、老いぼれる
　　　　ことを認めたがらないと同じくらい難しい。） 
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１９（２／２）．真っ先に波を乗り換えよ・新製品利益モデル（２／２） 

☆『時間利益モデル』／『新製品利益モデル』／『専門品利益モデル』の違い
　　

　　　

時間利益モデル 新製品利益モデル 専門品利益モデル 

サイクル 短期（２４ヶ月？） 中期（６０ヶ月？） 長期（１２０ヶ月？） 

必要な能力 スピード 資源のシフト 選択 

たとえ レースカーの運転 サーフィン 地震観測 

モットー 

例 半導体、家電 自動車 特殊化学製品 
金融商品 コピー機 医薬品 

バックミラーに後続車が 

写ったらアクセルを踏め 

最後の波から真っ先に降 

り、次の波を真っ先につか 
まえろ 

最も豊かな油田をみつけ 

ろ：顧客のニーズと技術的 
な実現可能性があり、過 
当競争がない場所 
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２０．ビジネスにおける重力の法則・相対的市場シェア（ＲＭＳ）利益モデル 

☆相対的市場シェア（ＲＭＳ）が機能する理由
　　　1)製造における規模の経済性
　　　2)購買における優位性

　　　　　↑最も力のある企業が最も低い価格で材料を
　　　　　　購入することができる。
　　　3)マーケティングや宣伝活動での優位性

　　　　　↑ユニット当たりの費用が一番低くなる。
　　　4)間接費と研究開発費の優位性

　　　　　↑どこよりも多くの製品にコストを振り分けられる。
　　　5)優れた人材を呼び寄せることができる。

　　　　　↑上昇スパイラルで成功が成功を呼ぶ。
　　　6)キャッシュフローが最大

　　　　　↑資金がものをいう分野では、大量の資金を投入して
　　　　　　市場から競合を駆逐することができる。
　　　7)利益変動性というリスクが最も小さい

　　　　　↑市場を計画的にコントロールできる。（他社は受け身）
　　　　　　　　［その立場を確保しているのは？］
　　　　　　　　　　・価値連鎖（バリューチェーン）リーダ
　　　　　　　　　　・ディファクト・スタンダードの所有者　　

相対的市場シェア
　（ＲＭＳ） 

利
益 

その他の名言：トヨタ生産方式を生み出した大野耐一氏
　　　　　　　　　　『“なぜ”を５回繰り返せ』‘←５回目に初めて本当の答えに近づくことができる）
　　　　　→収益性も同じ。「利益はどこでどのように発生するか？」を５回問うてみる。
　　　　　　　　　→５回目になってようやく答えに少し近づくことができるだろう。 

経験曲線利益モデルへ 
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２１．学習の累積がもたらす知恵・経験曲線利益モデル 

☆製造の経験が２倍になるとコストが○○％削減される等、経験の累積が増すとコストが低減。
　　　↑市場が横這いで売上げが平行であっても、利益を増やす事ができる。 

☆経験曲線利益モデルと相対的市場シェア利益モデルの違い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　経験曲線利益モデル　　　　　相対的市場シェア利益モデル
　　　　目　　　　　 的　　　　　市場で最も優位にたつ事　　　　　　　　同左
　　　　優　　位　　性　　 　　 大きい企業ほど優位　　　　　　　　　　　同左

　　　　優位性確保理由　　　　　　　学習量　　　　　　　　　　　　　　　規模 

☆経験曲線利益モデルの危険性
　　　・細かい部分一つひとつの力を力を入れすぎ、自分だけの思考様式や自分だけのシステム　　
　　に縛られた大きな箱の中だけのビジネスを行ってしまう懸念がある。（井の中の蛙）
　　　　　　↑レーダと顕微鏡の関係：一方を高めようとすると他方が犠牲になる。
　　↑危険性：①顕微鏡の出力を最大にする様なもので、周囲視野がまったく失われてしまう。
　　　　　　　　　　　　　　　（自分のビジネスが誰かの手で時代遅れにされてしまう。）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑清涼飲料の缶がスチールからアルミへ、そしてプラスティックス
　　　　　　　 　②他社がまったく新しいモデルを登場させ、同じものを安価に提供してしまう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑デル、サウスウェスト航空。。。。等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑一撃の致命傷ではないが、緩慢な死が訪れる。
　　　　　　　　　　　↑既に市場で成果を収めている企業が、現行のシステムの中で熱心に細かく
　　　　　　　　　　　　行き届いたコスト削減を目指すが、一方、他社が次の時代のシステムを導入。 
＝＞２つの組織が必要：［経験曲線の達人的組織］／［白紙の状態で自由に活動する組織］　　　　
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２２．早く動くより、早く着手せよ・低コスト・ビジネスデザイン利益モデル 

☆新しいビジネスデザインの到来を予測できれば、変化を予測して準備ができる。
　　新しいビジネスのデザインの離陸までに助走期間をとっておけば問題ない。
　　　（早く動くことより、早く着手する事が大切。あるいは、その両方を目指す：先見性）　
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２３．１０倍の生産性を生む源・デジタル利益モデル 

☆従来型からデジタル型へ移行することで、収益性に大きな影響を与える。
　　　　　［収益性の改善　］
　　　　　　　　①デルの在庫回転数：６回→６０回
　　　　　　　　②セメントメーカの注文から納入：１８０Ｓ→２０Ｓ
　　　　　　　　③オラクルの顧客対応コスト／件：３５０＄→２０＄

　　　　　［プッシュからプル］（顧客は自分が欲しい製品なりサービスをデザインできる）
　　　　　　　　①デルのオンライン・コンフィギュレータ　　　←顧客は独自仕様をデザイン可能
　　　　　　＝＞［更なる収益性の改善］（不良在庫／ディスカウントの回避）　
　　　　　　　　　　（一般的には顧客の購買行動を推測して生産量を決める→在庫の山→安売り）
　　　　　　　＝＞その他、顧客が望んでいる事の半分でも叶えると購買行動が受身から能動的へ
　　　　　　　　　　　　・例）シスコのＦＡＱテクニカルデータベース構築でコストを８５％削減
　　　　　　　　　　　　　　　併せて顧客満足度が２５％向上 
？？？ 
☆顧客に正確な情報が十分に与えられていないがゆえに、提供する者に利益を得る機会が生じる 
？？？　　　　　
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　１．顧客を知ることが利益のはじまり　
　２．ファイアウォールで利益を守れ　　
　３．同じ製品で異なるビジネスを　　　
　４．臨界点を目指せ　　　　　　　　　　　
　５．粘り強さが生み出すスピード　　　
　６．大ヒットを創造するマネジメント　　
　７．一つの資産からさまざまな製品を
　８．利益追求に邁進する情熱　　　　　
　９．すべてを知りつくすことの強み　　
１０．売り手が主導権を握る　　　　　　　
１１．未来を計画できる立場をつかめ　
１２．人間の心に潜む非合理化　　　　　
１３．ニッチな市場を深く掘れ　　　　　　

１４．点から面への拡大　　　　　　　　　
１５．信頼関係がもたらす巨大なリターン　
１６．コントロール・ポイントを制する　　　　

１７．わずかな価格差をめぐるゲーム　　　
１８．フォローアップの潜在力　　　　　　　　　
１９．真っ先に波を乗り換えよ　　　　　　　　　
２０．ビジネスにおける重力の法則　　　　　　
２１．学習の累積がもたらす知恵　　　　　　 　
２２．早く動くより、早く着手せよ　　　　　　 　
２３．１０倍の生産性を生む源　　　　　　　　 　
　

（顧客ソリューション利益モデル） 
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