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本手順書について 

 

ビジネス・プロデューサ支援手順書（以下、「本手順書」という。）は、「令和 2 年度中小企業等

知財支援施策検討分析事業（福島県知財活用プロジェクト事業創出実証研究事業）」（以下、「本

事業」という。）において派遣されたビジネス・プロデューサが行った実際の支援事例などを用

いて、企業を支援する際に有効と考えられる考え方や支援手順などをまとめたものです。 

本事業のビジネス・プロデューサとは、知的財産を活用した事業創出を推進するための実証

研究や事業創出の知見・ノウハウを県内の中小企業支援機関人材に共有することを目指し福

島県に派遣された新規事業創出のプロ人材のことです。派遣期間中は、県内の各種支援機関、

大学、金融機関などとも横断的に連携しながら地元企業への伴走（ハンズオン）型の支援を行

ってきました。 

また、本事業ではビジネス・プロデューサの支援活動の実績評価なども行うため、地元の以

下の方々にご協力頂き有識者委員会の運営も実施しました。 

 

本事業有識者委員会 

（委員) 

伊藤 宏 福島大学 経済経営学類 教授 

佐藤 辰彦 特許業務法人 創成国際特許事務所 会長 

青木 智 株式会社東邦銀行 専務取締役 

大和田野 芳郎 福島県ハイテクプラザ 所長 

宮村 安治 福島県商工労働部 部長 

安斎 康史 株式会社福島民報社 編集局長 

渋谷 修一 有限会社福島熔材工業所 代表取締役社長 

 

(事務局) 

有限責任監査法人トーマツ 

福島民報社 
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当該有識者委員会では、各委員より以下のような意見・助言などがありました。 

・ビジネス・プロデューサの支援が、これまでの支援と具体的にどのように違うのかを知り

たい 

・実際にどのようにして事業創出を実現したのか、具体的な支援の手順について知りたい 

・本事業を一過性の事業とするのではなく、これをきっかけとして県内の自治体職員や支

援機関職員にこの支援の手法を浸透させていく仕掛けを残していきたい 

 

これらの意見や助言を踏まえ、本手順書においても実際の支援事例を詳細に説明し、想定読

者となる自治体職員や支援機関職員の方々の日常業務における参考資料として活用いただく

ことができる手順書となるよう意識して作成しています。 

 

本手順書が、日々地元企業などの支援を行っている自治体職員や支援機関職員の皆様にご

覧頂き、このビジネス・プロデューサ派遣といった事業創出支援に関する知識、ノウハウが、今

後の産業振興発展の一助になれば幸いです。 

 

 

 

 

 

  

(留意事項） 

本事業の有識者委員会及び事務局は、本手順書の記載内容、情報について、その正確性、

完全性、目的適合性などを保証するものではありません。 
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II. ビジネス・プロデューサとは 

 

1. ビジネス・プロデューサの定義と役割について 

 

本事業のビジネス・プロデューサとは、各地域の公的機関などに派遣され、新規事業を創

出するために伴走（ハンズオン）型のビジネス支援を行うプロ人材のことをいいます。各地

域における企業や大学などが保有する技術力や知的財産権を、実際の事業の中で活用す

る支援を行うことによって、魅力的な事業を創出し地方創生に貢献することを目指してい

ます。 

本事業とこれまで自治体や地域の金融機関などが行ってきたビジネスマッチングやもの

づくり支援といった取り組みとの大きな違いとしては、売上を伸ばす事業を生み出すこと

を明確に掲げている点が挙げられます。従来の単なるビジネスマッチングや、ものづくり偏

重の支援ではなく、売上が増えるように優れた製品・サービスやビジネスモデルを、自治体、

地域の支援機関、大学、金融機関などと連携しながらビジネス・プロデューサのネットワー

クを駆使して支援を行っていきます。そうすることで、支援対象となる企業の成長（売上・

利益向上）を実現していくことを強く意識しています。 

ビジネス・プロデューサはシーズ・マッチングの後、その先に必要となるビジネスの観点に

立って、製品開発の段階から販路開拓、商品化まで幅広い支援の役割を担うことができる

人材であるべきと考えます。製品開発とは、事業戦略、開発戦略、試験導入、知的財産権の

対応などのことをいいます。また、販路開拓とは売り先の開拓、販売活動・促進のサポート

などのことです。商品化とは、更なる出口戦略や事業拡大などの検討を指します。売上・利

益向上が確実に期待できる事業を創出するために、実際に事業や事業立案を手掛けてい

る経験豊富な人材が地域へ入り込み、地元の支援機関などと協業して結果を出していくこ

の取り組みは、各地域からのニーズも高く、今後の産業振興施策における 1 つのモデルと

なるといえます。 

一般的に企業への支援、成長といっても、新商品開発や売上・利益の拡大、マーケットの

拡大など、企業によって様々な観点があります。本事業におけるビジネス・プロデューサの

支援では、主に次の 6つの項目を企業の成長に必要なアウトプットとして定義して、ビジネ

ス支援を展開しています。 
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III. 知的財産権とは？ 

（特許庁ホームページ「知的財産権について」より抜粋し、一部修正） 

 

1. 知的財産と知的財産権 

 

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産と

して保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において

次の通り定義されています。 

 

【参照条文 知的財産基本法】 

第 2 条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の

人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象

であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)。商標、商号その他事業活動に用いら

れる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営

業上の情報をいう。 

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標

権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係

る権利をいう。 

 

知的財産は、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが特徴とされてい

ます。情報は、容易に模倣されるという特質を持っており、しかも利用されることにより消

費されるということがないため、多くの人々が同時に利用することができます。こうしたこ

とから知的財産権制度は、創作者の権利を保護し、元来自由利用できる情報を、社会が必

要とする限度で自由を制限する制度です。 

近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められています。また、

産業界や大学などの動向についてみると、産学官連携の推進、企業における知的財産戦略

意識の変化、地方公共団体における知的財産戦略の策定など、知的財産を取り巻く環境は

大きく変化しており、今後、知的財産権制度の活用については、我が国経済の活性化だけ

ではなく、企業や大学・研究機関においても重要であるといわれています。 
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IV. ビジネスにおいて知的財産はなぜ重要なのか？  

 

1. ビジネスにおける知的財産の重要性について 

 

知的財産は、自社の持つ技術やサービスを対外的に示すと同時に、企業の強みとして競

争優位性を確立する上で重要な資産です。しかし、その一方で知的財産の取得自体が目的

化してしまい、効果的に知的財産が活用できていないケースも数多く存在します。企業の経

営やビジネス戦略に合致し、適切に活用されてこそ知的財産の真の価値が発揮されるとい

えます。 

ビジネス戦略とは、企業が市場において事業の競争優位性を確立・維持するための方針

のことです。その上で、自社の持つ技術やサービスを知的財産として「見える化」し、知的財

産戦略を効果的に経営に組み込むことで、より優位性のある強固なビジネス戦略を策定す

ることができます。例えば、「守り」の活用方法として、権利化された自社の知的財産権が侵

害された場合、差止め請求や損害賠償請求することが可能です。また、「攻め」の活用方法

としては、ライセンス化による収益の獲得や、連携を通じた委託販売、共同研究・開発が主

な例として挙げられます。 

つまり、知的財産は「守り」・「攻め」の両側面から企業全体のビジネス戦略を拡充する上

で非常に有効なツールといえます。これらの策定する戦略は、企業の根幹となる経営理念・

方針などにも深く関係しています。企業の経営陣・役員などが全社的な視点から知的財産

を理解し、ビジネス戦略をはじめ知的財産戦略などを策定し、実行していくことは企業経営

においても重要な意味を成すと考えられます。 

 

 

2. 日本の知的財産政策の現状について 

 

近年、加速するグローバル競争市場の拡大や IT・バイオテクノロジー革新的技術の台頭

をはじめとした国内外の社会経済情勢の変化によって、日本国内の国際競争力を強化する

重要性がより高まっているといわれています。 

国内においては、知的財産に係る研究・創造活動を促進、保護、活用するため、平成 14

年に知的財産戦略会議が設置されました。翌年には「知的財産基本法」が施行され、戦略的

な知的財産の活用に向けた推進が進められています。さらに、同法において、地方公共団

体は、知的財産の創出・保護・活用をその地域特性や強みを生かして促進することを責務と
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して定められています。 

 

 

3. 日本企業における知的財産をめぐる取り組み 

 

社会や経済、知的財産政策をめぐる環境変化を背景に、グローバルリソースや情報技術

へのアクセスの簡易化や、柔軟な制度上の国際調和の促進により、多くの専門域を横断可

能なプレーヤーを巻き込んだ「オープンイノベーション」の機会が増えています。しかしなが

ら、未だこの機会をうまく活用できている事例はそれほど多くないのが現状といえます。 

オープンイノベーションの取り組みでは、様々な企業や研究機関と連携の機会が増える

一方、1 つの特許をめぐる利害関係者間の権利上の調整・紛争処理が複雑化することも少

なくありません。そのため、特に経営資源に限りのある中小企業、ベンチャー企業、スタート

アップ側がオープンイノベーションの挑戦を躊躇する事例も見受けられます。 

しかし、グローバル化や常に変化する市場ニーズに迅速に対応するためにも、幅広い知

識や技術を持つ中小企業、ベンチャー企業、スタートアップなどが、今後大企業をはじめと

する外部の企業と相互連携を推進していくことは社会全体、各企業の成長にとっても必要

不可欠なのは間違いありません。 

大企業、中小企業、スタートアップ企業・ベンチャー（大学発を含む）における、現状の知的

財産をめぐる取り組みなどについては次のような状況となっています。 

 

 

 

「ヒト」「モノ」「カネ」全てにおいて経営資源が潤沢な大企業にとって、組織内での知的財

産法務・ビジネス担当者などの横断的な連携を通じた知的財産の活用はそれほど難しいこ

とではありません。一方で、経営資源が豊富であるがゆえに全社の戦略における知的財産

の位置づけが高くない、新規事業への取り組みが容易でないといった課題も見受けられま

す。 

そこで、既存事業を維持しつつも、中小企業やベンチャー企業、スタートアップなどとアラ

イアンスを組み、新規事業によって自社の更なる事業拡大を目指すといった取り組みが有

効といわれています。 

 

大企業 
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日本は、全企業の 9 割強を中小企業が占めるという産業構造です。そのため、中小企業

への知的財産活用に対する取り組みの推進は重要といわれています。中小企業は、国際的

に通用する優れた技術を有しているにも関わらず、自社技術の市場優位性や知的財産の重

要性が経営陣にまで周知されていない、または展開のノウハウがわからず最大限に活用し

きれていないといった企業が多く存在している状況にあるともいわれています。しかし、資

金や人材といった経営資源が大企業と比較して制限されている中小企業であるからこそ、

特定のコア技術（知的財産）が将来的な飛躍に大きく貢献する可能性を秘めています。 

中小企業が知的財産をビジネスとして活用する場合、自社完結で開発から販売までを実

施すると新たに創出される売上や利益などを独占できるというメリットがありますが、一方

で全てのプロセスを自社リソースで賄うことは現実的とはいえません。特に、知的財産にお

いては法務関連の人材が不足しているといわれており、自社のみで知的財産戦略を策定し、

難解かつ煩雑な契約手続き業務を実行するためには、綿密なリスク対策を講じる必要があ

ります。 

よって、中小企業においては自社単独ではなく、大企業や行政・学術機関などと連携した

知的財産の活用が有効と考えられます。外部の様々な知見・ノウハウを適切に組み込み、ラ

イセンス委託や他社との製造・販売連携を推進することで、効率的かつ効果的に自社の知

的財産をビジネスに活用することができるといえます。 

 

 

 

スタートアップ企業は、ビジネスモデルが確立した既存市場ではなく、未開拓市場におい

て短期間での成長を目指す企業が多いのが特徴といえます。市場プレゼンスを保ちつつ、

将来的な競争優位性を確立するために知的財産を取得することは、認知度向上や資金調達

の側面においても有益といえます。 

また、昨今ではスタートアップ企業と大企業とのアライアンス事例（オープンイノベーショ

ン）も増加しています。スタートアップ企業は、大企業と連携するにあたり、まず大企業の基

本理念をしっかりと理解することが重要です。従来、事業リスクの回避・最小化が組織内部

として求められる大企業に対し、事業推進上のスピード感が重要なスタートアップ企業にと

っては、特に契約交渉時に業界特有の商習慣の違いに悩む企業も少なくありません。その

中小企業 

スタートアップ・ベンチャー企業(大学発) 
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ため、大企業の知的財産や法務部の立ち位置を理解し、アライアンスによってどのような新

たな価値・利益創出が見込めるかといったスタートップ側だけの観点に傾注せず、大企業側

が重視する観点となる、法務上のリスクがないかといった点も留意する必要があるといえ

ます。 

スタートアップ企業と同様、大学発のベンチャー企業においても技術のライセンス先とし

て大企業との連携が近年増加傾向にあります。大学発ベンチャーの最大の特徴は、特許発

明者が研究者で、研究内容のビジネス化に向けて課題を抱えているケースが多いというこ

とです。特許技術の提供価値と市場ニーズが合致する知的財産・事業戦略の策定と、実行

に移して推進できるかといった点がポイントになるといえます。一例として、特にバイオ・創

薬系ベンチャーのビジネス化では、プロダクト販売までのタイムラインが非常に長いケース

が多いといわれています。そのため外部との共同研究開発契約などの締結時には、より綿

密な検討を積み重ねて、成果物に対する権利帰属などを早い段階で検討し、明らかにして

おいた方がよいといわれています。  
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1 つ目のポイントは、地域で新たな事業を創出するにあたって地域課題に耳を傾け、技

術・資源を持ち寄り、実際の支援に関与する企業、連携先、様々な支援機関が一体となっ

て取り組むということです。地域の企業がビジネスとして地域課題を認識し、課題に向け

た解決策に向き合うことで、「地域活性化（地域の課題解決）」と「企業利益の拡大」の両

者を実現することが可能となり、持続的な地域経済の発展につながると考えています。 

一例として、中小企業庁が公表している「中小企業白書（2014 年度版）」では、「CRSV

（Creating and Realizing Shared Value）」という概念が示されています。これは、

地域に根差した事業活動を行う中小企業・小規模事業者が、事業を通じて地域課題を解

決することでその地域が元気になることを目指しています。また、これは地域課題解決を

目的とした事業を展開する中小企業・小規模事業者がその恩恵を享受するといった考え

方でもあります。地域課題といった共通の目標に向かって新たな取り組みを実行していく

ようビジネス・プロデューサがリードしていくことで、支援企業側のモチベーションなども

かなり大きな差が出ることがあります。 

本事業の支援においても、地域課題への取り組みが地域に与える影響については、

「新たな雇用創出につながる可能性がある」、「事業や地域の担うことができる人材の発

掘・育成ができている」といった、支援企業にとっても様々なメリットが生まれる可能性

があるといった声がありました。 

  

 

 

2つ目のポイントは、「エリア・系列・しがらみ」を超えた連携をビジネス・プロデューサが

率先して実践していくということです。地域課題が複雑化する中で、企業、支援機関また

は自治体などがそれぞれ単独で様々な課題に取り組むには限界があるといえます。これ

から企業価値や事業の効果を最大化するためには、自治体、支援機関、金融機関、大学、

対象企業などの各ステークホルダーが相互に連携していくことが非常に重要と考えてい

ます。 

ビジネス・プロデューサに求められるのは、自治体や支援機関などをはじめとする各機

関のステークホルダーに横串を通し、エリア・系列の垣根を超えて一緒になって支援を行

っていくことです。同業種または異業種の連携を促し、しがらみに固執せずに支援先の企

地域課題の解決 

エリア・系列・しがらみを超えた連携 
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業と最適なパートナーをマッチングさせ、事業を推進する能力・実行力が求められます。

また、行政の政策推進を民間企業が貢献し、逆に民間企業を行政がサポートするような

相互補完関係を構築するといった、各ステークホルダーの間に立って課題解決を図るよ

うな実行力も重要となります。 

実際に本事業においても、ビジネス・プロデューサを中心に県内の自治体、支援機関や

金融機関の職員などを多く巻き込み、一緒になって支援を行うことで事業の創出を行っ

たケースがありました。 

 

 

 

3 つ目のポイントである「新たな価値・マーケットの創造」は、従来型の日本の中堅・中

小企業のビジネスにおいて、プロダクトアウトの視点が強かったことへの反省に立ってい

ます。これまでは市場の成長に伴いニーズの方がシーズの供給量よりも多く、言い換えれ

ばあまり営業努力をしなくても売れるような時代でした。しかし、ある程度成熟した現在

の日本国内マーケットでは、どんなに良い技術や製品・サービスでも、差別化や営業努力

なしに売れることが難しい状況にあるといえます。また、マーケットにニーズがない、ニー

ズがあってもエンドユーザーに届いていなければ、利益を上げることはできず技術・製品

も宝の持ち腐れの状況になるケースもあります。 

そのような状況で、ビジネス・プロデューサはマーケットインの視点を特に大事にして、

市場ニーズまたはその掘り起こしをしながら事業を創っていくことが重要と考えていま

す。製品・サービスをまさにこれから開発していくのであれば、顧客ニーズに基づいた新

たな価値を創造するために必要な技術開発を促していくこともあります。この視点は、既

存技術（知的財産）の視点だけでなく、新たなマーケットを創造することによって全く別

の新たな価値（知的財産を含む）を生み出そうという発想も含んでいます。 

ビジネス・プロデューサは、企業の持つ本質的な価値を的確に見極め、強みを生かした

戦略を提案し実行することが求められます。そのためには、既に存在する製品の形や販

路のみに固執せず、他連携先や新たな販売も創りながら、最も良いものを活用していく

といった柔軟な視点が必要不可欠です。 

 

 

 

新たな価値・マーケットの創造 
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考えられます。具体的に、上市にあたって市場ニーズを的確に分析しどのようにアプローチ

を行うか（製品・サービスの売り方、企業の魅せ方など）といったマーケティング戦略やブラ

ンディングの豊富な経験と実績が求められるといえます。 

事業創出の傾向としては、既存製品・サービスにおける課題に対してアプローチを行い、

まず売れるためにどうするべきかを考える支援を行います。また、数多くの企業に対し幅

広く支援を提供することができるため、多くの成功事例を創出できる可能性が高いといっ

た特徴があります。その一方で、既存製品・サービスを基としたアプローチになるため、既

に固まった市場ターゲットでの販促支援などが中心となり、企画・開発段階での構想内で

のビジネス展開に限られることが多いケースもあります。つまり、比較的小さい規模での成

果事例創出が多い傾向にあり、支援対象のビジネスが想像以上にスケールアップするケー

スは少ないといった傾向もあります。 

 

実際に自治体や支援機関などがどのようなタイプのビジネス・プロデューサ人材を配置

するかについては、地域の産業特性なども考慮して総合的に判断することが望ましいとい

えます。 

例えば、歴史的にものづくり企業が多く存在するハード系中心の工業製品を強みとする

自治体などについては、技術重視型のビジネス・プロデューサを配置する方が、支援を受け

る企業からの期待値は高いかもしれません。逆に、特徴的なものづくり関連産業を有して

おらず、農業や観光といったソフト系中心の産業を得意とする自治体などについては、ビ

ジネス構築重視型のビジネス・プロデューサを配置する方が適しているといえるでしょう。 

 

 

3. 支援において役立つビジネスフレームワーク 

 

本事業をはじめとして、ビジネス・プロデューサが日々の事業創出支援、販路開拓・拡大

支援で活用しているビジネスフレームワークなどについていくつか紹介します。実際に支援

する際には、これら以外でも役立つ様々なフレームワークが存在します。是非、企業への支

援を行う際の一例としてご活用ください。 
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現代のマーケティングでは、一般的にはマーケットインの考え方が主流となっています

が、製品開発においてはどちらの概念も重要といえます。 

プロダクトアウトは、「潜在化している顧客ニーズ」に、マーケットインは「顕在化した顧

客ニーズ」に基づいて製品・サービス開発・上市することとなります。どちらの手法におい

てもまず重要なのは、企業にとっての顧客は誰なのかを見極め、どのようにしたら自社

製品・サービスが選ばれるようになるのかをクリアにすること、そして顧客の真のニーズ

を洗い出した上で製品開発・上市を検討していくということです。 

 

 

 

アンゾフの成長マトリクスは、多くの競合他社が存在する中で企業が持つ既存製品の

改良を続けていくべきか、または新たな市場に出ていくべきかといった成長戦略の方向

性を検討する上で有効なツールです。一般的に企業が、売上が伸びず悩んでいる、事業

の拡大を目指したい、新たな市場の変化に対応しなければならないといった企業の様々

な課題に対して、成長の方向性は原則これらの 4つといわれています。 

 

 

 

 

 

 

 

これらそれぞれの戦略のメリット・デメリットをしっかりと把握できていること、そして

実現していく場合の費用対効果などについて、ある程度の見通しが見えていることが今

後の企業の成長戦略に大きく影響するといわれています。 

  

アンゾフの成長マトリクス 

① 市場浸透戦略： 既存の市場で製品をさらに販売するための工夫を行う 

② 新規製品開発戦略： 既存の市場で新しい製品を開発する 

③ 新規市場展開戦略： 既存製品を新たな市場で販売する 

④ 多角化戦略： 新しい製品を全く進出したことのない市場で販売を行う 
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新規市場展開戦略は、既存製品・サービスの強みを活かして、これまで進出していなか

った新たな市場（顧客ニーズ）へアプローチしていくといった戦略の考え方です。これま

で県内だけで販売を行っていた企業が、県外や国外へ同製品・サービスを展開するとい

ったエリア戦略、男性向け製品を女性向けに販売、対企業向け製品（toB）を一般消費者

向けに販売する（toC）といったターゲットの変更もしくは拡大戦略などが挙げられます。

これを実施していくためには、新たな市場でのターゲット選定による市場調査・分析が必

要となってきます。 

 

 

 

多角化戦略は、これまで馴染みのあった既存製品・サービスや既存市場とは関係なく、

企業にとって今までにない製品・サービスを全く新しい市場に展開していくといった戦略

の考え方です。新たな市場への調査と製品・サービスの開発を行い、さらに新たな顧客へ

のアプローチが必要となるため、これら 4つの戦略の中で最もリスクが高いといえます。

従来のやり方が通用しない可能性があるため、企業によっては子会社設立による設備投

資や専門スタッフの雇用、あるいは企業・事業買収（M&A）といった手法を採用するとい

ったケースもあります。 

 

 

 

3C 分析は、基本的にビジネスの市場環境を分析し、戦略の方向性を検討するといっ

たマーケティングのフレームワークです。自社（Company）、顧客市場（Customer）、そ

して競合（Competitor）の3つの観点から分析を行い、企業の今後の方向性、つまり成

功要因（Key Success Factor：KSF）を見出すことを目的としています。自社を中心

に様々な外的要因と照らし合わせることで、強みや弱み、また事業を進めていくにあたっ

て留意すべきポイントなども整理することができるため、最適な意思決定につなげるこ

とが可能といわれています。実際の分析手順としては、①顧客・市場（Customer）、②競

合（Competitor）、③自社（Company）の順番で分析を行っていくのが一般的です。 

  

③ 新市場への展開戦略（既存製品×新規市場）：Market Development 

３C分析 

④ 多角化戦略（新規製品×新規市場）：Diversification 
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次に市場の規模や成長性、ターゲットとしている顧客層に対し、企業のライバルとなり

得る他社がどれくらい存在するのか、それらの想定される競合他社が実際にどのように

動いているのか（ビジネスの仕組み）、そして各競合他社の強みや弱みについて分析を行

います。 

主に以下のような観点に沿って確認を行うケースが多いといえます。具体的な分析の

手法としては、市場公開データなどを使った財務分析（利益率、販管費率など）による定

量調査、販売ルートや実際の営業の方法などを把握し自社と比較分析を行う定性調査な

どが有効といわれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にこれまでの市場分析や競合分析などを踏まえ、自身の企業として今後どのよう

な戦略を立てていくことができるのか、方向性についての検討を実施します。 

主に以下のような観点を中心に自社についてしっかりと見直しを行い、進むべき方向

性について検討を行います。具体的な分析の手法としては、自社のビジョンや財務状況

などを確認するのはもちろんのこと、市場変化と競合に対してどのように対応している

のかを客観的に分析するツールとして、Strength（強み）、Weakness（弱み）、

Opportunity（機会）、Threat（脅威）の 4 つの要因で外部・内部環境を分析する

SWOT 分析や、Value（経済価値）、Rareness（希少性）、Imitability（模倣可能性）、

Organization（組織）の4の要素で内部環境を分析するVRIO分析などが有効といわ

れています。 

  

競合（Competitor）の分析 

・ 競合他社の現状（売上やシェア、同ターゲット市場での位置づけ・戦略など） 

・ 新規参入や代替品への脅威の有無 

・ 自社との違い（差別化要素、競争優位性の検討） 

・ 今後の想定される競合他社の動きと対抗策の仮説 

自社（Company）の分析 
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以上のように、市場や競合の状況を踏まえ、客観的に自社を比較・分析した上で、今後

の戦略・方向性について検討するといった 3C 分析は、成功の実現性を高める上で非常

に重要であるといえます。 

 

 

 

STP 分析とは、主に企業でのマーケティング戦略策定の中で使われるフレームワーク

の 1 つです。市場でのニーズ細分化（セグメンテーション：Segmentation）、ターゲット

層の抽出（ターゲティング：Targeting）、競合他社と比較した自社の立ち位置の明確化

（ポジショニング：Positioning）といった 3 つのステップで分析を行い、企業の製品・サ

ービス内容はもちろんのこと、価格や流通の販売戦略なども決めていく上で重要な分析

手法です。 

新たなビジネスに取り組んでいくにあたって、まず自社の環境について把握し、その市

場を狙って具体的なターゲットを決めます。そして、競合他社を踏まえてどのような立ち

位置でその市場で勝ち続けていくのかを検討して最も効果的な手段を決定するといった

分析プロセスとなります。STP 分析を実施する企業にとっては、主に次のようなメリット

があるといわれています。 

 

 

 

 

・ 自社の経営理念・ビジョンのあり方 

・ 自社の現状（売上やシェア、同ターゲット市場での位置づけ・戦略など） 

・ 自社が有するケイパビリティ・リソース 

・ そのケイパビリティとリソースを活かしたビジネスの仕組み 

・ 自社が提供できる付加価値（明確に強みとなる差別化要素、競争優位性） 

・ 資本力など 

STP分析 

・ 自社製品・サービスの特長（強み）を明確化することができる 

・ 顧客の実態、ニーズについて整理することができる 

・ 他社との不必要な競争を回避することができる 
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ターゲティングは、市場の中から狙うべきターゲット層を絞り込むことを目的としてお

り、セグメンテーションを実施した後に行います。細分化された想定市場の中で、自社製

品・サービスの提案するコンセプトや価格帯などから標的とする具体的な市場を見極め

ていきます。 

ターゲティングにおいては、特にターゲットとする層のイメージを具体化することが重

要です。そうすることで、対象とする顧客層へのズレが発生しにくく、マーケティング戦略

の策定や具体的な施策においても一貫性を維持できるといったメリットがあります。企

業がターゲティングを実施する際には、一般的に次のような 3 つのターゲティングのパ

ターンに分けられます。 

 

無差別型ターゲティング 

セグメンテーションでのグループ化に関係なく、製品・サービスを全ての市場に供給す

る手法です。一般的には大企業の中でも、食衣料品や消耗品などを取り扱う企業がよく

この手法を選択します。中小企業やベンチャー企業などでは資本力が限られている企業

も多いため、この手法を採用するケースはほとんどないといわれています。 

 

差別型マーケティング 

セグメンテーションでグループ化された市場に、それぞれの顧客ニーズに合った商品・

サービスを提供する手法です。類似の機能やデザインを変更、料金タイプを設定して差別

化を明確にして上市するといったやり方のため、現在多くの企業で採用されているター

ゲティングの手法といわれています。 

 

集中型マーケティング 

セグメンテーションの中から限られた市場のみに対して、集中して製品・サービスを供

給する手法です。ニッチな商材や高付加価値製品など、コアなファンを獲得したいと考え

る企業がよく採用するといわれています。また、小規模事業者や零細企業などがよく選

択する戦略の手法ともいわれています。 

 

 

ターゲット層の抽出（ターゲティング：Targeting） 
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ポジショニングは、明確なターゲットが決まった後に自社の製品・サービスがその市場

の中で選ばれるため、競合他社と比較して優位に見え、且つ顧客にとって魅力的に見え

る立ち位置を明確にすることを目的としています。 

具体的に最適な立ち位置のポジショニングを検討する手法の 1 つとして、「ポジショニ

ングマップ」があります。自社の製品・サービスと関連の高い2つの軸（例：価格帯、品質、

味覚、機能性・デザイン性など）を設定します。そして、競合他社がどのエリアに位置づけ

られるのかを分析し、自社製品・サービスがどの立ち位置で戦略を立てていくべきなの

かを分かりやすく整理します。ここで重要なのは、競合を避けるための戦略だけでなく企

業にとってのゴール・目的はどこにあるかに基づいて適切なポジショニングを検討する

ということです。 

例えば、既に競合企業が進出しているポジションであれば、企業として利益を出したり、

一定のマーケットシェアを獲得したりすることは難しい可能性があります。しかし、競合企

業と重複するポジショニングのエリアであっても、その企業にはない要素で差別化を行う、

また自社の設定するゴールの違いなどがあれば、たとえレッドオーシャンであっても自社

にとっての利益を生み出すことも可能といえます。重要なのは、企業としての視点と顧客

にとっての視点両方を持ち、自社の製品・サービスについて客観的に検討を行っていく

ということです。  

自社の立ち位置の明確化（ポジショニング：Positioning） 
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本事業では、支援機関などから支援企業に関する相談の依頼があり、支援が開始する

といったケースが大半でした。まず、ビジネス・プロデューサが支援にあたって行う最初

の取り組みとしては、支援先企業に対する事前調査が挙げられます。 

相談のあった支援機関などからの基礎情報と企業の相談内容（支援を受けたい商品・

サービス概要など）を把握した上で、支援先企業に関するデスクトップリサーチを行って

いきます。主に次のような情報を収集して、企業の強み（競争優位性）や、今回の支援対

象となる商品・サービスに対してどのような支援が行えるか、その業界の潮流などを検

討し、実際の支援の内容や進め方について初回のヒアリング前までに仮説を立てていき

ます。実際に SWOT分析や STP分析など、マーケティングフレームワークも使いながら

そういった現状の分析・仮説検証を行うのも有効です。 

本事業においても、実際に次のような情報を確認してから次の初回ヒアリングを実施

していました。 

 

基礎情報 経営理念、資本金、代表者、法人の拠点、主要ビジネス、

経営状況（財務、中長期計画など）、取引先金融機関 他 

バックグラウンド 企業の成り立ち（歴史）、経営者の背景（人柄、専門性、

仕事に対する考え方）、企業が大事にしている社内での

文化 

支援先企業のパブリシティ 過去に新聞や TV に取り上げられた記事などの内容や

影響 

企業のケイパビリティ 主な製品・サービス、ビジネスモデル、得意としている

専門性（技術）やマーケット 

支援対象となる商品・サービス 

と企業の強みとの親和性 

商品・サービスで成し遂げられることと企業の経営方

針・ビジョン 

支援対象となる商品・サービス 

における市場価値 

市場ニーズの規模、競合の有無、ニーズの高いエリア、

価格帯、季節性、知的財産の関連情報 

想定される競合他社の取り組み 競合他社がどのように販売しているか（特定の市場、販

売価格）、創意工夫の取り組みはあるか（デザインや販

売などにおける工夫） 

支援先企業の事前調査 
 
1 



41 

 

 

 

 

事前調査の確認内容を踏まえて、実際に支援先企業を訪問しヒアリングを実施してい

きます。企業の成り立ちや理念、企業独自の文化をはじめ、現在の課題感、将来の目指す

ビジネス像など様々な経営者の考えや想いについてヒアリングを行っていきます。その

上で、実際に支援の対象とする商品・サービスの詳細や、企画・開発の背景からビジネス・

プロデューサに対して具体的に支援してもらいたい内容などを確認していくのが一般的

です。その後、ビジネス・プロデューサより事前調査で確認した仮説なども説明しながら、

支援先企業と支援の内容について議論を行っていきます。 

また、初回のヒアリングの際には実際の現場に訪問して、経営層だけでなく実際に現場

で働く職員の方々の話（現場の声）も直接聞いて、支援の方向性を決めていくことを大事

にしています。 

初回ヒアリングでのゴールは、支援先企業の要望などを把握し、ビジネス・プロデュー

サとしての支援の内容について方向性を定めること、そして次の具体的な支援内容のア

クションについて支援先企業と合意し一緒に頑張っていけるよう確認が取れること、この

2つをクリアすることが重要と考えています。 

 

 

 

初回ヒアリングで確認した新しい情報や支援先企業の要望などを基に、再度支援の方

向性について検討を行っていきます。初回のヒアリングの内容を踏まえて、この支援先企

業の本質的な課題は何なのか、実際に支援する商品・サービスの競合はどういった企業

になるのか、その競合他社との競争優位性（市場で戦えるポイント）はどこにあるのか、ど

のように販売していくのかなど、改めて確認を行っていきます。 

 

 

 

初回ヒアリング後の分析結果を踏まえて、具体的な支援を実行していく進め方（主に営

業戦略など）を固めていきます。支援先企業の強み、競合他社との比較、市場ニーズなど

を見直した上で、実際に販売・売上向上のために何が必要なのか仮説を立てて検証を行

います。既存の商品・サービスの形や、一般的な市場ニーズに固執せず、支援対象の商

初回ヒアリング 

 
 2 

支援先の企業分析 

 

 

 3 

課題・解決策仮説の検討 
 4 
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ーチ先候補がある場合は、同時並行で交渉を進めていくこともあります。 

実際のアプローチでは、プッシュ型の営業交渉になるケースも多いため、なかなか担当

者へつながらない、すぐに断られてしまう（門前払い）といったことも少なくありませんが、

粘り強くコンタクトを取り交渉を続けていくことが重要となってきます。その交渉の中で、

事業連携に最も意欲的で、事業に対し明確に理解を示してくれる企業と実際の交渉を進

めていくことになります。連携先企業とうまくつながることができない場合には、再び④

課題・解決策仮説の検討や⑤連携先（新事業創出・販路）企業の抽出に立ち戻り、連携先

企業を再検討しアプローチを行っていくことになります。 

 

 

 

連携先企業へのアプローチが成功した後、支援企業と連携先企業が実際に交渉を行う

ことができる機会を設定します。各社の事業紹介から今回の連携するにあたり双方にと

ってのメリットなどを整理した上でビジネス・プロデューサが説明を行い、橋渡しとして

の役割を担います。こういった交渉においては、実施すると決断してからのスピード感も

ポイントとなってきます。新しい試み・挑戦での実現可能性は、アクションを起こすスピー

ドが重要になることも多いため、連携先企業が見つかり次第、早急に橋渡しを行い、合意

につながる交渉や具体的な契約の準備・交渉などを進めていくことがよいと考えます。 

 

  

 

支援企業と連携先企業の協働が決まった場合、各社でコミュニケーションを図ってもら

いながら事業を進めていくようになります。この時点でビジネス・プロデューサは少しだ

け引いた位置で各社のやり取りなどを見守りながら、必要に応じてサポートを行うとい

った体制で支援を行うケースが多いです。ビジネス・プロデューサが引き続き中心となっ

て各社の連携支援を行えば、事業は円滑に進む可能性が高いかもしれませんが、ビジネ

ス・プロデューサの過度な介入は企業の自走化を阻んでしまうことも考えられるためで

す。 

ビジネス・プロデューサの役割は、支援企業の支援を行うことだけではなく、こういっ

た支援をきっかけとして、支援企業に自ら事業の創出・拡大を進められるようになっても

らうことだと考えています。ビジネス・プロデューサの支援終了後も、さらに支援先、連携

支援先・連携先企業の交渉の橋渡し 
 7 

連携先企業との協働事業の実施 
 8 
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先の企業間で協業展開が実現するように、支援企業に対し外部との関係構築ができるき

っかけを敢えて提供するような距離感も大事だと考えます。 

ここからのビジネス・プロデューサ支援として実施する主な役割としては、次のような

ものが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新製品・サービスの完成と上市のスケジュールが見えてきたタイミングで、ビジネス・プ

ロデューサは、各種プロモーションの支援準備を始めていきます。各社でのホームページ

や SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）などを使ったリリースはもちろんのこと、

地元新聞社やテレビ会社、またインフルエンサーとしての役割を担う可能性のある団体・

個人も巻き込み、製品・サービスの魅力を発信していきます。売上・利益のアップを目指

していくためには、リリース時にどれだけ広く周知していくか、どれだけマスメディアな

どとも連携して、アピールしていくかといったマーケティングプロモーションやブランディ

ングの発想はとても重要となります。各マスメディアなどへも地道に交渉しながら、製

品・サービスの魅力を周知していきます。 

 

 

 

可能な限り新製品・サービスの上市のタイミングに合わせて、今回の成果のリリース

（プロモーション）を大々的に行っていきます。リリース内容としては、今回の製品・サービ

スの背景をはじめ、今回の連携した企業との経緯や製品・サービスの特長、地域性として

の優位点（地方独自の原材料が使用されている、特定地域でのみ購入可能、地域独自の

プロモーション展開の準備 
 
9 

成果事例のリリース 
 10 

・ 連携による新たな商品・サービスの上市に向けた全体の工程管理、事業進捗

の確認 

・ 連携による新製品・サービスに対する助言 

・ 契約における書面内容などの助言 

・ その他、追加でカウンターパート（連携先企業など）が必要になる場合の助

言、追加リサーチ、新たな連携先企業などの紹介 













































66 

 

 

まとめ 

 

本事業では、約 2年間にわたって福島県にビジネス・プロデューサを派遣し、県内の自治

体や支援機関などの協力も得ながら企業に対して事業創出、販路開拓・拡大の支援を行っ

てきました。その結果として、4 件の成功といわれる事例を創出し、また自治体や支援機関、

金融機関などにとっても新たな連携につながるきっかけを提供することができたと考えて

います。 

本手順書でも触れていますが、ビジネス・プロデューサとして支援を行うにあたり最も大

事な成功のポイントは、企業の期待に応えるため自らが率先して粘り強く支援活動を展開

していく「行動力」だと考えています。企業とのしっかりとした信頼関係の基に、様々なステ

ークホルダーを巻き込み、成功するまであらゆる支援を実行し続けることができる、そうい

う方々に今後ビジネス・プロデューサとして活躍してもらいたいと考えています。 

支援を提供するプロ人材として、企業の経営者と意見交換できる最低限の経営知識は必

要ですが、ビジネス・プロデューサとして特別必要な知識・スキルなどが存在するわけでは

ありません。企業を助けたいという強い意志さえあれば、誰もがビジネス・プロデューサと

してしっかりと支援成果を出すことができます。また、そういったプロ人材を今後 1 人でも

多く発掘し、育てていくことで、地方企業の成長や地域経済の活性化につながるものと信

じています。 

最後に、本手順書が今後多くの自治体職員や支援機関職員の皆様にとってお役に立て

ば幸いです。 
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