
第２回 イノベーション講座

強い事業モデルの構築に向けて

海外市場への挑戦

2019年 8⽉ 9⽇ 宮古

東北⼤学 地域イノベーション研究センター
権 奇 哲

講座２の構成

１ 本事業の経緯と目的
２ 第1回講座の要約と補完
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本事業の経緯と目的

本事業の経緯

東北大学 RIRC
東北発水産業イノベーションプロジェクト

（2016年度～2020年度）

東北経済産業局
平成30年度調査研究

三陸地域の水産加工業等の
再生・競争力強化に向けた提言

＆

アクションプログラム（本事業）

イノベーション講座 テーマ別研究会 人材マッチング事業



東北大調査 経営環境変化による水産加工企業の課題

原料調達 加工・製造 商品

安くて美味しい商品

プレミアム商品

販売

国内市場拡大

効率化、高付加価値化、海外展開 共同化実現の効果的な体制

海外市場進出

直販／通販拡大

ＯＥＭ⇒自社商品

取引条件決定・交渉力

通販対応の商品

輸送

効率化

競争優位を生み出す事業モデルおよび現代的な経営管理を構築して未来に備える

事業モデル、ブランド力、ＩＴの戦略的活用、管理会計、後継者／右腕幹部育成 ・・・・・・

共同化

事項別課題

全般的課題

地域・取引先の選定

（生産管理）

大量原料の安定調達 生産性向上

加工方法・技術差別化

生産労働力確保

年間平準化

衛生管理

高級原料の安定調達

限定原料の安定調達

開発能力強化 ターゲットの明確化

市場ニーズ探索力

海外マーケティング

最新技術の設備導入

効率化・自動化

商品開発 マーケティング技術・設備開発

三陸地域の水産加工業等の
再生・競争力強化に向けた提言

『SANRIKU／三陸』を
世界トップの水産ブランドにする

強い企業力＆産地全体での強みの追求
～競争と協創～

目指すべき姿

私たちが取り組むべき真の課題は何か？

『SANRIKU／三陸』を
世界トップの水産ブランドにする

世界に評価・信頼される
価値提案・企業が増える

地域全体のブランド力
が強くなる

企業のイノベーション能力の強化

自社の枠を超えて活躍する
多くのプロデューサーの育成と活躍の場

そのためには地域に何が必要か？

真の課題

新しい生命的
関係の構想と

実現を導く

そのために地域に何が必要か？

意欲のあるプロデューサー
が活躍できる場

専門家の知識を活用し、
ネットワークが形成される場

関連産業・支援機関との
協創が生まれる場

プロデューサーおよび
次世代の経営人材が育つ場

事業者自らが中心となって
集まり、話し合い、学び合い
共有し、提案し、挑戦意欲と

実践を生み出し続ける

地域イノベーション創出の基盤



地域イノベーション創出の基盤に向けて
イノベーション講座・テーマ別研究会の位置づけ

イノベーション講座

テーマ別研究会テーマ別研究会テーマ別研究会テーマ別研究会テーマ別研究会

本事業の推進体制

事業推進協議会

地域プロモーター（宮城県）
㈱フィッシャーマンジャパンマーケティング

地域プロモーター（岩手県）
㈱電通 金井毅

事務局
㈱流通研究所（受託機関）

テーマ別研究会

イノベーション
講座（5回）

運 営 会 議

人材マッチング支援

東北経済産業局
宮城県
岩手県

㈱プロジェクト地域活性
人材マッチング支援

東北大学（RIRC）
イノベーション講座
Action Research

２

第1回講座の要約と追加
イノベーションとビジネスモデル

イノベーションとは

イノベーションとは新結合の遂行

・新製品
・新市場
・新生産方式
・新原材料
・新組織

経済発展とはどのような現象か

 イノベーションによる創造的破壊の嵐によって
経済発展が起こる

 イノベーションの実行者：
アントレプレーナー ＝ 企業家 ＝ 起業家

Schumpeter



ビジネスモデルを定義し続ける

WHAT

WHY HOW

WHO

提供価値

収益モデル 提供手段

対象顧客

自社が対象顧客に
提供する価値は何か？

なぜ自社が
儲かるのか？

価値をどのように
提供するか？

自社の対象顧客
は誰か？

常に変化する
環境のもとで

・顧客の欲望/特性
・技術環境
・競争環境
・制度環境

経験デザインと原型思考
飛躍するためのイノベーションの考え方！

講義の趣旨

 飛躍するための考え方
顧客のために“顧客の前に立つ”事業の在り方
デザイン発想のイノベーションへの気づき

 デザインの意味を見直す
デザインは、導きの構想である

⇒ 経験デザインを事業構想の基本とする

 経験デザインの方法を提示する
原型思考（ツールは原型図）
世の中を原型で認識し、新しい原型を創造する

だれをどのような未来へと導きたいですか？

重要課題 コモディティ化からの脱出

コモディティ化とは

価格競争
ディスカウントの圧力

宿命

顧客にとって差別性が認識されず、
他のものに容易に代替されてしまう現象

閉塞感

世界中にコモディティ化の嵐！



顧客の後に立つか、前に立つか

顧

客

生
活
者

ライバル

自社
後に立つ

応える

要求する
自社

前に立つ

提案する

導かれる

事業観：追従型
顧客の後に立って
その要求に応える

事業観：提案型
顧客の前に立って

新価値を提案し、導く

“お客様のために”を実践する

顧客に導かれる 顧客を導く

ビジネス
(経済的実現性)

人 間
(有用性)

技 術
(技術的実現性)

社 会

イノベーション

技 術

事業モデル新しい価値

イノベーションの３つの入り口

 まったく新しい生活（経験・意味）
 大きな新しい価値、大きな感動
 物を買う全く新しい理由となる有用性
 長年続いてきた難問の解決など

経験イノベーション
Experience Innovation

デザイン思考が目指すのは
ただの有用性ではない

経験イノベーションが実現する有用性

どのような

人に

どのような

新経験を

どのような

人工物で× ×

× ×

３つの空欄を埋めて世界に挑む

この新経験の魅力度が要点！



導く

経験をデザインする Qドラム 科学・技術・アート・デザイン・生活世界

Science Technology

変換界法則界

構想界

自然界

DESIGN

生活界
人工物環境

Art
表現界

権の定義 デザインとは、導きの構想である

私は
誰のどのような経験に
対して強い問題意識を
持っているのか？

私は、彼らを
どのような新しい経験の
世界へ導きたいのか？

私は
具体的fに何をもって
彼らを導くのか？

デザインから事業を生み出し

事業を通じてデザインを実現する

デザインと事業、そして世界創造

あなたは、事業を通じて

どのような生活世界を創りたいですか？

この地域に、どのような
新しい生命的関係を実現したいですか？



Steve Jobsが動くと

世界の形が大きく変わる！

貴重品 正確な時間
多様な機能

経験・意味

漸進的
変 化

急進的
変 化

経験デザイン

ファッション
・アクセサリ

情報機器
健康管理

QUARTZ

性能
技術

新しい原型、新しい経験の提案

新しい経験の原型を探索

Previous
Generation

漸進的
変 化

急進的
変 化

性能
技術

既存の価値を
大きく超える

新しい経験の原型
を提案しよう！

原型1

経験・意味

原型2 原型3 原型４

コモディティ圏から高収益事業領域への道筋

性能
技術

経験・意味

性能
技術



今求められている 最も重要な競争力の源泉

経験デザイン能力
新しい経験の原型を提案する能力

技術力

顧客の要求に応える能力

これまでは

事業モデル構築力

冷房

基本機能

節電

節約

暖房

冬も

提供価値

掃除

衛生、楽

新原型

魅力的な新経験

空欄を認識

もし魅力的な答えが
見つかったら

何が期待できるか？

原型図が世界初の発想を導く

イノベーションの基本から原型図へ

原型だけを切り取る

何についての原型図か
タイトルをつける

経験欄を追加して
原型図を完成

飛躍のためのイノベーションの基本

デザインの次元

新しい経験

新原型

原型１

既存経験１

原型２

既存経験２

原型３

既存経験３

原型図の作成要素

既存の原型

新しい原型

原型で
把握する

多くの人を感動させることのできる
新しい経験を新しい原型で実現する



新原型

新しい経験

デザインの次元

飛躍の空欄

原型図で飛躍の空欄を認識する

＝

経験デザインの方法 基本は原型思考

物事の在り方や変化を原型で認識し
新しい原型を生み出すための思考法

 物事を単純化 (原型化) して認識する
 今とらわれている思考の枠から脱出する
 新しい原型を探索する【空欄】を明確に認識する

⇒既存の物事とは大きく異なる新しい物事を探索
するという意識を明確にする

 あらゆる領域の問題解決に適用できる

原型図というツール

原型図の価値は、空欄の認識にあり！

飛躍のためのイノベーション

新しい経験の原型を提案する新事業の創出
全く新しい経験、大きな感動、物を買うまったく新しい理由、大きな差別化

顧客の声から
探索しない

技術発想から
探索しない

在るべき姿
当たり前を究める

自分で描いた未来
世界で一番○○な□□を創る！

感動・驚き・
一生の思い出

時代の定義
すでに起きた未来

顧客の旅
Customer Journey

補助的な視点

原型思考

方法の基本

原型図
次元図

経験デザインコンセプト図

飛躍のためのイノベーションの基本



在るべき姿からの経験デザイン

在るべきでない姿の経験
・何が問題か
・何がおかしいか

あるべき姿の視点
・何がどうあるべきか

問題意識化

日常の出来事

慣れてしまったら
問題意識が持てない

あるべき姿か？

おかしいね！

在るべき姿からの経験デザイン

在るべき姿のイメージを持つ、あるいは在るべきでない現状を認識する
① 現状の姿と在るべき姿とのギャップをはっきり認識し、
② 現状の姿を持続させている要因を突き止め、それを解消する方法を探り
③ 在るべき姿を新しい経験として提案する新事業を構想する

現 状
（在るべきでない姿）

・何が問題か
・何がおかしいか

あるべき姿

・何がどうあるべきか
ギャップを
明確に認識

問題意識化

在るべき姿の実現に向けて
新しい経験の原型を見つけて事業構想へ

在るべきでない現状を持続させている要因は何か？
それを取り除く方法があるのでは？

31

小さなベンチャー企業の壮大な創業ビジョン

地球上で最も大きな書店

世界で一番○○な□□を提案する！

WWW草創期の1994年7月にJ.ベゾス
によってCadabra.comとして法人格を
取得し、インターネット書店開業
社名変更

世界最大の流域面積を持つアマゾン川
にちなみAmazon.comと改名

自分で描く未来 総合 経験・意味を探索する視野を広げる

狭義の使用

広義の使用
use

言語
communication

人工物の生
life cycle

生態系
ecology

ユーザーにとっての意味 社会全体にとっての意味

感動のある、新しい経験の原型を提案する

2

１

既存の経験・意味が大いに歓迎される
新しい市場を開拓する



顧客のシステム経済性には、製品やサービスのために支払われた

総額に加えて、利用・保管・処分するためのコスト、購買取引や
利用に消費される時間、そして全プロセスを通じて必要な手間が
含まれる。つまり、顧客の「支払い」とは、金額、時間、手間に
対してなのである。

 ほとんどの顧客は、自分のシステム経済性を理解していない。
 そこに大きな利益機会が存在している。

狭義の使用 と 広義の使用 言語における人工物の意味

狭義の使用

広義の使用
use

言語
communication

ユーザーにとっての意味 社会全体にとっての意味

感動のある、新しい経験の原型を提案する

１

人工物は使われる以前に言語の中に起こり、
使われなくなった後まで言語の中に生き続け、
社会的・文化的な人工物となる。

商品を人々の会話に
乗せていくことが重要

すべての人工物の
運命は言語の世界
で決定される

communication

様々な利害関係者（ステークホルダー）が関わっている

 狭い意味のユーザーだけを見てはいけない
 種々のステークホルダーの特徴・利益・相互依存を理解し、

各ステークホルダーにとっての価値や経験を工夫する

人工物のライフサイクルにおける意味 生活・文化の異なる新しい市場を開拓

既存の経験・価値が大いに歓迎される
新しい市場を開拓する

感動のある、新しい経験の原型を提案する



３

第1回講座
事例研究の要点

強いビジネスモデルに向けて

（株）斉吉商店 宮城県気仙沼市

明確な問題意識
中間業者に振り回される事業では、安定性がなく

将来がないと思った！

・直接消費者とつながる事業の形を目指し、
消費者一人一人に働きかける

・地元産の最高品質の食材を使って、我が家の考えや味
を量販店に邪魔されずに伝える（プレミアム商品）
原料費の高騰については、価格転嫁できる

・事業のソフト面の能力構築を重視、社員育成

事業の自己決定力：振り回されず、安定性、取引条件
消費者と直接つながる・正直、高いリピート率

（株）津田商店 岩手県釜石市

OEM缶詰製造から学校給食市場へ
ビジネスモデルの転換

・転換の要点は「骨まで食べられる」缶詰加工能力
学校給食センターにとって重要な価値提案

・顧客のニーズにきめ細かく対応し、新しい価値を提案
営業重視、顧客の期待を超える価値提案

自社の「能力」が高く評価される
新しい機会領域（ターゲット市場）の発見

新しい事業に求められる営業能力の構築
顧客の期待を超える価値提案力

取引相手が是非パートナーにしたくなる

（株）ひろの屋

イノベーション・プロデューサー 下荢坪
ウニをシンボル商品にして、世界に向けて
ひろのの地域ブランドをプロデュースする

・地域の歴史から眠れる資源を発掘 ⇒ プライド
・明確なグランド・ビジョンをもって事業創造
・ウニ牧場という新しい生産システムの発明
・周りの巻き込み、幅広い連携の構築と活用
・将来的に目標に向かって「道があるか、ないか」を

見極めて事業の形を選択する

世界の創造は一人の人間の熱い想いから始まる
新しい生命的関係を構想しまわりを巻き込んで実現する

勝利の本質をしっかり踏まえた行動と形作り



 明確な問題意識または魅力的なビジョンは
新しい・強いビジネスモデルを生む源泉となる

 それに、将来性を考えて、成功の本質を把握し追求すれ
ば、強いビジネスモデルが生まれる

 ニーズが差別化されたターゲット顧客に対して
他にはない魅力的な価値を提案する

 新しい原型を着想して障害要因を克服
それが強さとなりWin‐Winのパートナーシップを駆動する

 自・他の資源／商品／事業レベルではなく、
「能力」レベルで考える目をもって、
それを活用できる新しい機会領域を探索する

それによって、自己決定力を有する事業経営を実現し、
高い収益性、持続的な競争優位、顧客ロイヤルティを獲得

目 的

資 源

活動を生み出す力を有するもの

資源の認識・発見

・未資源の資源化
・利用概念の資源観

差別的な能力の構築・活用
Core Compepence
・明確な戦略的意図
・全社的取組
・資源の戦略的確保
・活動からの蓄積

目的貢献的な目標
実現可能で挑戦的な目標
・期間と達成度の設定

社会課題解決（貢献）
自社固有な役割の定義
新しい生命的関係の実現

私が考える
マネジメントのポイント

KEY活動
プロセス

事業領域

資源と能力から活動を生成する

諸活動

戦略的判断

能 力

目 標

機会を重視した能力
構築と事業開発

決定的に重要な結果／現象とキー活動
・どのような現象／結果が起こら

なければならないか
・その現象／結果を起こすためには、

何が決定的に重要な活動なのか
・キー活動プロセスが円滑に行われる

ように組織／体制を構築する

４

飛躍のための戦略観

戦略能力
背伸び と てこ効果

Leverage
てこ効果

Stretch
背伸び

魅力的な
高い目標

大きな力を発揮する
ための智慧や仕掛け



戦略 ： 自己資源
てこ効果を生む
智慧や仕掛けX 飛躍の目標

飛躍のための戦略観飛躍と戦略 てこ効果を生む知恵や工夫

戦略 ： 自己資源
てこ効果を生む
智慧や仕掛け× 飛躍の目標

 利用概念の資源観
 非常に魅力的な経験デザイン／事業コンセプト
 重要な能力を強くして多重に利用する
 ITを有効活用する
 勝てる所（市場）で勝負する：常に勝つ
 資源から目的貢献的な能力／活動を最高に引き出す
 要所を制圧して主導権を握る
 10を自然に生じさせる1を究明してそれに集中する
 重要な少数の要素間の好循環を実現する
 低コストでコピー／増殖できる事業モデル

飛躍と戦略

資源をどう捉えるか

 保有/所有概念
 利用概念

資源観 所有概念 vs  利用概念

未資源の資源化

大きな構想・強い実行力

資源観は、構想の大きさと実行力の
強さにとって決定的に重要である ５

海外市場進出の必要性

平成３０年度経済産業局調査より
（A3のサマリー資料をご参照）



あなたのデザインは何ですか
誰をどのような未来へと導きたいですか

多くのプロデューサーが元気よく活躍する
三陸を一緒に創っていきましょう

・ビジネスモデルの要点学習
・異業種のすぐれた事例から学ぶ
・自社のビジネスモデルの点検
・経験デザイン／原型思考の実習

⇒ 新しいビジネスモデルの探索
・共同化の新しいモデルの探索、など

どなたでも参加できます
後日、事務局から参加者募集のご連絡

テーマ別研究会の提案
新ビジネスモデル推進研究会



１ 成果や資源は、企業の内部ではなく、その外部にある
― 内部にあるのはコストセンターだけである。技術、生産、販売、経理のいずれも活動があってコストを発生させることだけは

確かである。しかし成果に貢献するかどうかはわからない。
― 企業とは、「外部にある資源（知識）を、外部における成果（経済的な価値）に転換するプロセスである」と定義できる

２ 成果は、問題の解決ではなく、機会の開拓によって得られる
― 問題の解決によって得られるのは通常の状態に戻すことだけである。成果そのものは機会の開拓によってのみ得られる。

⇒ 企業家的な仕事

３ 成果を上げるには、資源を問題にではなく、機会に投じなければならない
― 「機会の最大化」こそ、企業家的な仕事についての正確かつ意味ある定義となる

４ 成果は、単なる有能さではなく、市場におけるリーダーシップによってもたらされる
― 何が意味ある分野であるかは、市場と顧客が決定する

業績を上げるためには、顧客と市場において、本当に価値があるものについてリーダーシップを握らなければならない

５ いかなるリーダーシップも、短命である
― いかなるリーダーシップも一時的な優位性にすぎない。落ち込みから脱出することが経営者の責務であり、

そのためには、事業の焦点を機会に合わせ、新しいエネルギーと方向性を手にしなければならない

６ 既存のものは古くなる
― あらゆる企業が昨日起こっていたことを正常と見なしている。

経営者の仕事は、昨日の通常を変化してしまった今日に押しつけることではない。
⇒ 事業、価値、期待、市場、流通チャネルなどを新しい現実に合わせて変化させることである

７ 既存のものは、資源を誤って配分されている
 業績の９０％は業績上位の１０％から、 コストの９０％は業績を生まない９０％からもたらされる
 業績とコストとは関係がない。 業績は利益と比例し、コストは作業の量と比例する
 資源と活動のほとんどは、業績にほとんど貢献しない９０％の作業に使われる。業績にではなく、作業の量に応じて割り当てられる

８ 業績の鍵は、集中である
― 業績を上げるには、少数の製品や製品ライン、サービスや顧客、市場や流通や用途に集中しなければならない

今日、「集中の原則」ほど守られていないものはない

Drucker(1964), Managing for Resules （『創造する経営者』）

企業の現実についての仮定 Drucker参考資料



事項別の対応ポイント

原料調達 加工・製造

共同化

原料調達の安定性

調達ルートの多元化

シーズン大量仕入
大型冷凍設備保存

特別な関係の構築

国内調達（地元、全国）

海外原料輸入

養殖原料調達

調達安定性および
高級原料調達の工夫

所有／出資／支援

中長期の原料動向を
見通しての事業構想

高値で購入
ブランド力で価格転嫁

長期的信頼関係

生産性向上

機械化

鮮度管理

技術・ノウハウによる
製品差別化効果

独自ノウハウ

高機能の機械設備

手作業／伝統の製法

年間平準化

大量処理能力

対応能力

多品種少量生産体制

体制 活動

商品開発 マーケティング

環境・ニーズ情報と対応

漁獲量情報収集
スピード対応

生産労働者不足対応

商品

加工程度

原魚

低次加工

高次加工／消費者向け

多様性

多様な品揃え

少品種に特化

商品等級

高級品／ギフト商品

美味しくて安い商品
チャネル活用力

明確な収益化戦略

取引条件の不安定さ
への対応

信頼・評価の獲得

自社の条件を受け入れ
る相手とだけ取引

プレミアム価格設定

中級品の大量販売

ネット通販

直営店の立地と役割

商社／量販店との付き合い方

特徴的な商品・包装

共同配送

商品別販売会社分社化

TV通販

商品開発、ブランド化、販売力の強化

提携関係 ⇒ 共同出資会社設立

改善／品質管理

大規模／規模の経済

大量原料冷凍保存

多様な魚種に対応

一貫事業モデル 原料から販売まで一貫する事業体制を構築して競争優位を生み出す
（自社が事業上の主導権をもって、柔軟性を活かし、変化をリードする）

販売

海外市場進出

遠隔地の他社と共同出資貿易会社設立

国内の中小貿易会社＋現地の有力なバイアを探す

高度な仕分設備
⇒ 付加価値向上

海外原料でもプレミアム商品
で成功できる

生産者の高齢化で後継者問題

輸送

商品

社内専門部門 スピード

外部専門機関と連携 細かい市場ニーズ対応

公的補助金の活用

パッケージング技術

拠点設置／人の配置

販売先巡回／意見聴取

緻密な情報活動

直営店での顧客意見

海外研修生活用

高額の給与

社内保育施設運営

共同化による開発

ターゲットの絞り込み

機械化

東北大調査



B2B

B2B2C

B2C

原魚や低次加工品を
国内海外の問屋や業者に大量に販売

事業モデルの区分とその特徴

スーパーやコンビニ―等の量販店に販売

海外原料輸入拡大、海外市場拡大、
仕分けおよび鮮度管理で付加価値化、
生産性向上

⇒ 高次加工への意欲は企業によって異なる
原料安定調達力、冷凍保存設備、
鮮度管理重視、規模の経済、海外市場対応力

委託先から原料をもらって低次加工して納品

低い収益性、加工の海外移転で危機、
事業モデル転換は避けられない状況

取引条件決定力が弱く、価格転嫁困難、
きめ細かい要求に柔軟対応（商品、生産、納品）

B2B
（OEM,下請）

自社商品を直営店や通販中心で販売

中級品

B2B2C

B2C

大都市の百貨店などブランド店に販売

自社商品を直営店や通販で販売

高級品

高コストを厭わず、プレミアム価格を実現、
取引条件決定力が有り、価格転嫁も可

環境変化への主な対応行動

すでにほとんどの企業が限界を認識しており、
事業モデル転換に着手するも、独力による販路開拓に
苦労する。
⇒ 独自製品 ⇒ プレミアム商品

しかし、事業モデル転換に伴う新しい能力構築に直面

マーケティングと販売を強化し、
取引先のニーズにきめ細かくスピーディに対応し、
取引先の高い信頼と評価を得て売上と取引条件の向
上につなげる。
⇒ プレミアム商品への強い意欲

しかし、事業モデル転換に伴う新しい能力構築に直面

市場で評価されたブランド力があり、価格転嫁できる企
業が多いため、環境変化の影響は比較的に少ない。
・地元産原料への強いこだわり
・商品開発とリピート客の確保を重視
・急速な成長は考えず、直販に力を入れながら、

身の丈に合った事業を展開
・高級化の要因を人手によるきめ細かい加工方法に

求める場合、規模拡大は制限される

学校給食などの市場に特化

生活クラブなどこだわり有る顧客に特化



水産加工業において優れた成果を生んだビジネスモデル

原料調達 加工・製造 商品 販売

国内市場
海外市場

鮮魚
低次加工品
缶詰用原料販売
養殖用飼料原料等

輸送

効率的な大量輸送
大量原料の安定調達

・大量の海外原料
・安定的な養殖原料
・国内各地から調達
・シーズンに大量調達し
冷凍保存

１ 鮮魚＋低次加工品のBtoBビジネスモデルの場合

概要： 特定の１，２の魚種に絞って、国内だけでなく海外や養殖から大量の原料を安定調達し、高度な仕分けによる価値最大化を図るとともに、徹底した衛生管理
の下で高度な冷凍技術・設備によって「高鮮度」の低次加工品を製造して国内外で大量で販売する。大量の原料を保存するための大型冷凍冷蔵施設が必要となる。

 大量原料の安定調達 ⇒ ①日本全国からの調達 ②海外原料の大量輸入 ③養殖原料による安定調達 ※多様な原料調達チャネルを有する
 主要な価値化活動 ⇒ ①高度な仕分けによる価値最大化（生鮮販売用、自社加工用、寿司ネタ加工用、缶詰用・飼料用としての販売用、海外販売用など）

②高度な冷凍技術設備による高鮮度品質の商品 ③大型冷凍施設、機械化による大量需要への対応
④徹底した衛生管理

 主要能力 ⇒ ①大量原料調達能力 ②大規模冷凍冷蔵施設 ③大量処理可能な自動仕分け設備
④高度な鮮度を実現できる冷凍／加工の技術と設備 ⑤高度な衛生管理能力 ⑥海外市場開拓

※高次加工への意欲はほとんどない

・大規模冷凍冷蔵施設

・自動仕分け設備
・高度鮮度・迅速処理の

冷凍設備、加工設備
・ 衛生管理の設備/体制
・保存原料による平準化

高度な仕分け
高度な鮮度実現
大量加工処理
徹底した衛生管理
保存原料による平準化

・仕分けによる価値最大化
・特定の魚種に絞った

高鮮度・高安心の品質

・商社等による大量取引
・高い海外市場割合
・信頼できる有力な

海外バイヤーとの取引

商品開発

・OEM加工メーカーはすでに大変苦しい。
・国内産原料および国内販売を中心とする企業はこれ以上の成長は期待しにくい

マーケティング

参考資料



水産加工業において優れた世界を生んだビジネスモデル

原料調達 加工・製造 商品 販売

スーパー、量販店鮮魚
低次加工品
高次加工品
養殖用飼料原料等

輸送

大量原料の安定調達
・大量の海外原料
・安定的な養殖原料
・国内各地から調達
・シーズンに大量調達
し冷凍保存

２ 弱い取引条件決定力しか持てない量販ベースの低次・高次加工品のBtoBtoC/BtoCビジネスモデルの場合

概要： 量販需要に対応できる原料調達力と加工能力をもって、全国の量販店やレストラン・寿司チェーン等のニーズに合わせて「安くて良い商品」「低価の人気商
品」を販売する。取引先のニーズや要求に対応し厳しい競争を勝ち抜くために営業活動および人気商品の開発に力を入れる。これらの企業は、常に低価格の人気
商品づくりという課題に真剣に取り組む。また、少し違ったニーズを持つ取引先や顧客の固有な要求に柔軟に対応しながら信頼される関係をつくっていく企業もある。
 原料の安定調達 ⇒ ①特別な理由がない限り、地元産／国内産原料にこだわらず、養殖／海外原料調達 ※地元産/国産原料へのこだわりは戦略的判断
 主要な価値化活動 ⇒ ①取引条件決定力を持つ取引先のニーズや要求を受容し迅速に対応すること ②大量需要への対応

③量販店、または少し違うニーズを持つ取引先（顧客グループ）に信頼される関係の構築
④取引先やその顧客にとって魅力的な商品特性や低価格などを提案すること ⑤徹底した衛生管理

 主要能力 ⇒ ①原料調達能力 ②営業人材と能力 ③生産性向上能力、および取引先のニーズや要求に迅速対応する製造管理の柔軟性
④魅力的な製品の品質・特性・安全安心・パッケージなどの開発、ブランド力 ⑤高度な衛生管理能力 ⑥仕分け設備、冷凍冷蔵施設

・地元産／国内産原料へ
のこだわりは戦略判断

・大型冷凍冷蔵施設
・中長期的な魚種・価格変

動をみながら早期転換

・自動仕分設備
・高度鮮度・迅速加工の

冷凍設備、加工設備
・ 衛生管理の設備/体制
・冷凍原料／２～３の魚種

による平準化

高度な仕分
高度な鮮度実現
大量加工処理
徹底した衛生管理
徹底した生産性追求

・少数の魚種に絞って
・低価格の人気商品

何をもって購買者にア
ピールするか

商品開発

・取引先のニーズや要求の
把握と迅速な対応

・取引先に対する魅力的な
商品等の提案

・消費者のニーズ変化感知

・営業人材と営業体制
・製造部門や商品開発部

門等との緊密な連携

・取引先のニーズに対応
した商品開発/工夫

・消費者のニーズ変化に
対応した商品開発/工夫

・魅力的な独自商品提案

・日常的なニーズ対応や
新商品開発を担当する
組織体制の構築

主要取引先や重視する商品特性、
加工度等の選択により、ビジネス
モデルにおいて重視するポイント
が少し違ってくる。

・少し違ったニーズを持つ
取引先（顧客）の固有な
ニーズに合わせた商品

・仕分による価値最大化 少し違ったニーズを持つ
取引先（顧客）

・給食センター
・レストラン、寿司チェーン
・生協の生活クラブなど

商社、海外バイヤー

・安くておいしい
・パッケージ
・見た目
・選ばれるための工夫

・人気商品やブランド力を持たない企業、営業力が弱い企業、魚種の変動に対応しない企業、および原料価格高騰と販売価格停滞についていけない企業は苦しい。

これらの企業の多くは、中級品を
選好し高級品への進出をためらう。
高級品の市場規模が小さいとみ
ているからである。

マーケティング

参考資料



水産加工業においてすぐれた成果を生んだビジネスモデル

原料調達 加工・製造 商品 販売

量販店（高価格販売）最高品質を目指す
オンリーワン商品

輸送

高級原料にこだわる
・地元産／国内産
・海外の高級原料

３ プレミアムの高次加工品のBtoCビジネスモデルの場合

概要： 「明らかに違う」と評価される消費者向けの高級品またはオンリーワン商品をプレミアム価格で一部の量販店、ギフト店で販売し、また自社通販による直販を
重視する。高級百貨店での販売を実現してブランドイメージを構築する。最高品質を実現するために、地元産／国内産の原料に強くこだわり、製造工程には時間とコ
ストを惜しまず、単純な機械作用ではつくれない品質を実現する。原料価格の高騰に対しては販売価格への転嫁が認められることが多い（すなわち、かなりの取引
条件決定力を持つ）。取引先や消費者との信頼関係構築に力を入れ、着実に固定客を増やしていく。
 高級原料の調達 ⇒ ①地元産／国産原料にこだわる ②事業規模によっては海外の高級原料調達
 主要な価値化活動 ⇒ ①なんと言っても最高品質の商品作り ②高級原料、伝統の味、ノウハウ、時間とコストを惜しまない製造工程

③取引先や消費者のニーズ／要求にきめ細かい対応と長期的な信頼関係構築
 主要能力 ⇒ ①「明らかに違う」と評価される高い商品力 ②顧客との直接関係または信頼関係の構築能力

・原料費増の相当分を
販売価格に転嫁できる

・最高品質を出すためには
時間とコストを惜しまない

・品質には妥協しない
・手作業による高品質
・機械ではできない品質

品質の「明らかな」差を
つける製造工程

独自の味、ノウハウ

・「明らかに違う」とわかる

商品開発

・顧客の高い満足を重視
・取引先のニーズや要求

きめ細かい対応
・高級百貨店に認められる
・消費者と直接つながる

・小企業は顧客一人ひとり
と直接つながって固定客
を着実に増やしていく

・誰もが認める高品質の
感動のある商品づくり

・ギフト商品開発

事業規模によりビジネスモデルにおいて
重視するポイントが少し違ってくる。

直販・自社通販
（消費者と直接つながる）

上記の３つのモデルの他にも、
「高政」のすり身事業のように、高い技術力をもって全国の蒲鉾製造メーカからのすり身に対する多様なニーズに対応できるビジネスモデルは成長が期待できる

高級百貨店で販売
（ブランドイメージ構築）

高いギフト販売割合
（大きい利幅）

マーケティング

参考資料
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