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はじめに 

 

本報告書の目的は、輸出戦略は立てたものの、何らかの理由で輸出契約に至らなかった

ケースにフォーカスをあて、その理由を分析・考察することである。従い、輸出契約後に

起こる諸問題、例えば、代金回収が出来ない、代理店が思うように動かない、クレームの

発生や訴訟問題といった契約後の失敗やトラブルは対象にしない。過去の失敗事例を集計

し、原因別にまとめたのが表Ａであるが、そのうち、調査段階～発掘段階～契約段階で失

敗した事例に焦点をあてる。 

筆者は 30年以上に亘り輸出、対日支援、海外投資など海外市場と関わりをもつビジネス

に従事してきたので、多くの成功・失敗を経験してきたが、正直なところ、失敗ケースの

方が学習することが多く、長く記憶に留まっている。 

ケース１として、ソフトウェア開発・製造のＫ社の米国向け輸出を取り上げた。製品の

差別性が明確で、専門家による現場型調査を行い、綿密な戦略を立案したにもかかわらず

うまくいかなかった事例である。ケース 2 は、金属部品製造会社Ｈ社の欧州向け輸出の事

例である。日本ではトップクラスの実績を誇る歴史のある企業が海外を目指し、展示会に

出展したり、現地人脈のある人材を起用したりするが、なかなか顧客を発掘出来なかった

ケースである。ここで挙げた 2 つの事例は、多くの中小企業が陥る間違いの典型的事例で

ある。失敗は成功へのヒントを示唆している。それが本報告書の目的である。
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ケース１：Ｋ社の米国向け輸出                         

❏背景 

Ｋ社は創業 20年のソフトウェア開発会社だが、10年前に異種のシステムやデータベー

スをそのまま統合できるデータ統合検索ツールを開発した。企業間連携、SCM（サプライ

チェーンマネジメント）、CRM（顧客リレーション管理）、M&A（企業買収）などで、めま

ぐるしい事業再編が起こり、企業は新しい組織への対忚を迫られている。こうした変化

しつづける環境に対忚できる柔軟性の高いシステム構築の必要性が高まる中、Ｋ社は既

存のシステムやデータベースを活かしつつ必要な時に必要なデータだけを統合し、ユー

ザーのニーズに的確に対忚できるソフトを開発した。大きなミドルウェア（OS とアプリ

ケーション-ソフトウエアの間に位置するソフトウエアの総称）を必要としない軽いシス

テムが特徴である。日本では、数十件の実績もでき、業績も順調に伸ばしている。日本

と米国で特許も取得し、知的財産の保護も確実に手を打っていた。インターネットで調

べた限り、ミドルウェア分野での類似商品はあるが、Ｋ社のような軽く使い勝手のいい

ソフトはない。コストは大手の重たいソフトに比べれば一桁違うほどの安さを提供でき

る。ユニーク性が高く価格競争力があると自信を持った社長は、長年の夢であった米国

市場を目指すことになった。 

 

❏戦略策定  

Ｋ社は米国のシリコンバレー事情に詳しいコンサルタントとアドバイザー契約を結ん

だ。アドバイザーは輸出戦略を決めるにあたり、Ｋ社のポジションを明確にするよう指

導した。ソフトウェアビジネスの場合、以下のポイントを決めた上で自社の基本軸を定

めることが重要である。 

 メーカー（ソフト製品を売る）なのか、サービス企業なのか、または両方を混合し

たハイブリッド企業なのか・・・ 

  例えば、マイクロソフトは製品メーカー、IBMやアクセンチュアはサービス企業、 

  SAPはハイブリッドである 

 顧客ターゲットは個人か法人か、マスマーケット狙いかそれともニッチか・・・ 

 製品はプラットフォーム型が補完型か・・・ 

 マーケットリーダーかフォロワーか・・・ 

Ｋ社はソフトパッケージを開発・生産するメーカーであるが、製品だけ売っていても

所詮ベンダーであり、SIer（システムインテグレーター）に対する単なる下請けになっ

てしまう。また、製品は「キラーアプリケーション（爆発的な普及のきっかけになるよ

うなアプリケーション-ソフトウエア）」を持たない限り、標準化するとすぐにコモディ

ティー化（希尐性があり特別な価値を持っていたが広く普及したことより日用品化する

こと）する。これを回避するために、メーカーはどんどん開発投資を行い、アップグレ

ードバージョンを出し続ける努力をしなければならない。これは資金力との勝負であり、
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資金が途絶えたところで開発は消滅してしまう。そこで、Ｋ社は、SIer に頼ることなく

自力で顧客を開拓し、ソリューションを提供、顧客に納得してもらう、いわば「顧客推

奨」を確保した上で SIerに回す、先行直接営業路線を選んだ。顧客に接していれば、マ

ーケットのニーズが分かる、メンテナンスやテクニカルサポートを提供することによる

定常的な収益も確保出来る、うまくいけば半永久ライセンス収入モデルも図れるとの期

待もある。 

一方、サービスにウェイトをかけるモデルは、顧客（法人）への気配りビジネスとな

り人海戦術となる。企業の図体を大きくする必要あり、これは中小企業が求めるモデル

ではないこともよくわかっている。結局、Ｋ社は、製品メーカーであることを軸に、SIer

に先行して顧客を開拓し、ソリューションを提供するテクノロジーリーダー的ベンダー

というポジションを取ることにした。究極的には、SIer と連携し、顧客へのト―タルソ

リューション提供するところを落とし処にするが、顧客に対しては先手を打っているの

で、Ｋ社の製品は付加価値の高いポジショ二ングを維持できるという狙いもある。ター

ゲットは法人でニッチな市場、既存のデータベース製品を否定するものではなく、あく

まで補完型製品と位置付ける。 

 

❏いよいよ実行開始！ 

まず、シリコンバレーにいる IT系コンサルタントＥ社による市場調査を実施した。競

合メーカーの調査と想定ユーザーへの聞き込み調査である。競合については、Ｋ社が自

分で調べた限り競合製品はないと思っているが、これが本当なのか確認するためである。

また、ユーザー聞き込み調査は、どういう業界のどういうユーザーが関心を示すか、ユ

ーザー層のイメージをつかむことを目的とした。結果は、広義にいえば競合製品はあっ

たが、データをリトリーブ（データを取り出す、検索）する方式やユーザーの使いやす

さでは競合といえるメーカーはないことが確認できた。また、聞き込み調査では「使い

やすいソフトは試してみたい」という声が多く、総じて現場の関心は高いことが分かっ

た。同時に、ユーザーは革新的なモデルを求めるのではなく使いやすさ、利便性、安全

性を求めていることが判明した。 

Ｋ社は同時に、ネットワーキングを広げるために、また、将来の資金調達を意識して

宣伝しておくために、シリコンバレーのベンチャーキャピタルや金融機関などを紹介し

てもらい幅広くプレゼンを行った。各社の反忚は予想以上によく、否定的な意見は皆無、

前向きな回答が大半であった。 

ここまでは順調に推移していたが、不安があった。営業力問題である。誰が、どうや

って顧客を発掘するかだ。当初から、営業戦略が課題であることは認識していたが、調

査資料がそろい、いざ売っていく段階になり、具体的に決めなければならないステージ

を迎えた。ここでＫ社アドバイザーがいくつかの案を出してくれた。     

(1) 聞き込み調査を行ったコンサルＥ社に顧客を紹介してもらう 
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(2) 特定の顧客筋にアクセスのある IT系 REP(Representative, 顧客紹介や販売支援を

行うセールスエージェント。代理店と違い売買契約の名義人とならない)を起用す

る 

(3) 営業スタッフを雇用する 

当時、シリコンバレーには営業スタッフにふさわしい候補者は数名いたが、いずれも

要求する給与レベルが高く、Ｋ社としてはある程度の収益が生まれるまでは(1)案、(2)

案で乗り切ることにした。Ｋ社の社長とアドバイザーは早速、聞き込み調査をしたコン

サルＥ社と、IT系 REP候補数社に打診したところ、各社とも製品のユニーク性を評価し、

営業支援に協力すると前向きな回答をしてきた。通常、腕利きの REP は、見込みのない

商品には興味を示さない。必ず、自分の知っている顧客や仲間に事前評価するので、今

回、前向きな回答をしてきたのは、製品の市場性が高いという証拠である。コンサルと

REP候補はやる気十分だが、いずれもリテーナー（固定費）プラス成功報酬が条件であっ

た。ちなみに、シリコンバレーでは REP や代理店あるいはコンサルがリテーナーを要求

するのは常識的なことである。むしろ、成功報酬だけで動くというコンサルの方が胡散

臭いとみなされがちだ。しかし、Ｋ社の社長にとって、営業支援は受注したら払うのが

普通だという考えが強く、どうしてもリテーナー文化になじめない。やや高めの成功報

酬で報いるとの条件で各社と再交渉することとした。 

結局、REP候補の 2社はリテーナーがない限り支援できないとして辞退、残ったＳ社が

「評価用ソフトを自分で作り、ベータテスト先を探す、テスト先が決まったらフォロー

アップとテクニカルサポートの活動費として月額の固定費を要求する」というカウンタ

ーオファーをしてきた。ちなみに、ベータテストとは、新しいソフトウェアを客先のシ

ステム内で試用してもらうことであり、ソフトウェア業界では、広範な販売開始を行う

前に行う一般的なテスト手法である。一方、コンサルのＥ社はやはり固定費に固執した

が、調査をした恩義もあり、「1～2社なら成功報酬ベースで紹介だけする」という提案を

出してきた。 

 

❏課題の発生 

Ｋ社は REP のＳ社とコンサルのＥ社の提案を原則受け、営業支援を頼むことにした。

間もなくＥ社より顧客候補として金融機関の紹介があり、プレゼンを行った。金融機関

からは「面白そうなソフトなので、社内の意見も聞いた上でベータテストをやってみた

い」という回答だった。一方、REPのＳ社とは守秘義務契約を交わした上で、技術情報を

提供した。それに基づきＳ社はテスト用ソフトを作り始めた。当初はいろいろなバグや

不具合が発生したが、何とか修復しテストソフトが完成した。Ｓ社は幅広い業界に忚用

できると見込んで病院、通信、電力会社などにアプローチしたが、どうも反忚が悪い。

数ヵ月たっても具体的な商談になった案件は全くない。リテーナーがないせいか、身を

入れて営業しているとも思えないが、Ｋ社にとって費用負担は発生していないので、こ
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れ以上プッシュしないことにした。 

一方、Ｋ社は国内プロジェクトが活発となり、社長は日本をべースに活動せざるをえ

なくなった。ちょうどそのころ、先述の金融機関からベータテストの話を煮詰めたいと

の回答がきた。ベータテストをやれば、当然、現場に技術者が頻繁に行き来する必要が

ある、リアルタイムで即答できる現地体制も不可欠である。Ｋ社は自社のエンジニアを

米国に張り付けるわけにはいかない、かといって、米国で技術者を採用するにはコスト

がかかりすぎる。結局、金融機関には「国内のプロジェクトが完了して、技術者の時間

が出来るまで待ってほしい」と延期する旨伝えた。 

 

❏失敗の連鎖 

さらに数か月経過した。当初起用した REP のＳ社は反忚の悪い製品にすっかりやる気

をなくしていた。Ｓ社にしてみれば、元々、固定費をもらっていないので、義務感も責

任感もない。これ以上、時間とマンパワーを割くわけにはいかないと考えているようだ。

Ｋ社からみても腰の入らぬ REP とこれ以上続けていくわけにはいかない。結局、契約を

解消した。 

一方、紹介された金融機関には再三コンタクトしたが回答がない。コンサルのＥ社か

らも打診してもらったが、「別件で忙しい」というつれない回答であった。 

顧客の糸口が途絶えたかにみえたころ、数か月前にコンタクトしていたベンチャーキ

ャピタルＰ社から連絡があった。資金協力と営業支援をしてあげるというオファーであ

る。提案書をみると、資金協力をするがＰ社が指定する営業スタッフを使うことが条件

になっている。つまり、出資金の一部を営業スタッフの経費に充当するということだ。

さらに、要求してきたリターン（持ち分比率）がファーストラウンド（ベンチャ―企業

が投資家より出資を募る第一回の募集）としては非常に大きい。通常、ベンチャー企業

は IPO（株式公開）までにベンチャーキャピタルから数回の出資を受けるが、受ける度に

ベンチャーキャピタルの持ち分が増える。逆に、ベンチャー企業の持ち分が薄められる。

それでも、業績の拡大に伴う資金需要を満たしてくれるし、IPOすれば元の出資金に比べ

て数 10倍、数 100倍のリターンがあればいいと割り切るベンチャーオーナーは多い。し

かし、Ｋ社の社長にとっては、長年かけて開発した、いわば手塩にかけて育ててきた自

社製品なのに、それが生み出す利益の大半が他人やベンチャーキャピタルに持っていか

れるのは抵抗感がある。思い悩んだが、結局、Ｐ社のオファーを断った。 

その後は、コンサルのＥ社と連絡は取り合っているが、具体的な商談はない。Ｋ社自

ら顧客開拓する努力もしたが、なかなかきっかけを掴めない。知り合いの大学教授など

にも相談したが、商談らしい商談がないまま時間が経過した。 

輸出戦略を策定して約 3 年間、当初は順調な滑り出しをしたものの、結局、具体的な

商談がなくいったん撤退することとなった。 
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❏失敗原因の考察 

何故うまくいかなかったのか？当初の戦略策定では大きな間違いはなかったはずだ。 

しかし、3年間を振り返ってみると、全体としてはスローな展開だが、いくつかの重要な

サインがあったことも事実だ。原因について考察すると次の 4点に集約される。 

 

(1)ベータテストのチャンスを逃がしたこと。 

     ユーザーには「ソフトウェアは使ってみなければ分からない」という考え方が根強い。

データベースは企業の基幹的なシステムに関わるものであり、法人顧客は先端的技術を

求めてリスクを取るよりも、信頼できるベンダーが提供する確実で慣れたソフトを選ぶ

傾向が強い。こういう心配症の顧客にいくらパワーポイントで洒落たプレゼンをやって

も、それは興味本位に聞くだけで、注文には絶対ならない。サンプル製品を出して既存

のシステム内で試してもらう、いわゆる「ベータテスト」が欠かせない。ベータテスト

の効果は、顧客を満足させる、納得させることはもちろん、「新製品のメリットを実感

してもらう」点にある。Ｋ社の場合、金融機関から持ちかけられたベータテストのチャ

ンスは何が何でもやるべきだった。結果として採用されなくとも、いろいろなフィード

バックがあったはずだし、貴重な現場の意見を聞けたはずである。それが製品の改良や

今後の開発への大きなアセットになったはずである。 

新市場での初めての顧客、特に、大手顧客はショーケースと認識すべきである。当然、

2 番手、3 番手の顧客につながるチャンスも膨らむ。サンプル提供のオファーが大手ユ

ーザーから出てきたときは、原則、断ってはいけない。サンプル提供のチャンスとは、

敷居の高い顧客が玄関をちょっと開けてくれてどうぞ中にお入りくださいと言ってい

る状態である。これを断れば、二度と玄関は開けてくれない。チャンスはそんなに多く

はないのが普通だ。尐ないチャンスを活かす社長の決断力も重要である。 

ここで紹介したＫ社はソフトウェアのケースだが、機械や部品などのハードウェアメ

ーカーにも教訓になる事例である。パイロットテスト（実験的市場テスト）やデモ機の

貸与は輸出契約を成功に導く大きな一歩である。 

(2)マーケットセグメント（細分化された市場）を特定できなかったこと 

顧客のターゲティング方法を間違えた点が最後まで響いたといえる。ニッチプレーヤ

ーと言いながら、かなり幅広い顧客探しを行った。セグメンテーション（市場を一定の

特徴や性格によって細分化すること）は購買動向を織り込んだジオデモグラフィカル

（地理的、人口動態）で細分化する方法が一般的で有効な場合が多いが、実際は、製品

によってかなり複雑な変数の組み合わせである。Ｋ社の場合は、以下のようないわゆる

「イノベーションの普及理論」に基づくセグメンテーションから切り口を見つけるべき

だった。米国のマーケティング・コンサルタントであるジェフリームーアは「キャズム

理論」の中で、ハイテク製品や、先端技術は各顧客層の間に大きな溝「キャズム」があ

り、これを越えるべくマーケティング戦略を構築すべきと説いている。Innovator と
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Early Adapterの間にあるキャズムが第一の関門、Early Adapterと Early Majorityの

間のキャズムが最も大きな関門だが、これを越えるとメインストリームで認知される。 

 Innovator 革新的技術を志向する層、いわゆる「オタク」 

 Early Adapter  競合に先行するため先端的な技術を取り入れるグループ 

 Early Majority  保守的だが、実用性が確認されれば積極的に取り入れる層 

 Late Majority   他の人がやっているのでフォローするため購入する層 

 Laggard    新しいモデルにいっさい関心を示さない層 

   Ｋ社の場合、Innovator と Early Adapter をターゲットにすべきだったのに、Early 

Majorityも Late Majority も見境なく狙ってしまった。Ｅ社の調査資料でも指摘された 

  「ユーザーは先端的技術を好むより、安全性、使いやすさ、利便性を好む」という点は、

実は、Early Majority 層のことを言っている。Early Majority はマーケットのメイン

ストリームなので、このエリアに入ることで収益極大化が達成され、ビジネスとしては

大成功となる。しかし、新興の中小企業がいきなり、このメインストリームに入ること

は出来ない。新興企業と顧客の間にある Credibility Gap（信頼性ギャップ）のためだ。

新興企業にとって、このギャップを越えるのは至難の業である。この保守的な Early 

Majority層は、新しい技術を部分的に入れてリスクを取るよりは、信頼できるサービス

企業からトータルソリューションを提供してもらうことを重視する。 

ではＫ社としてどうすればよかったのか？ 筆者の考える選択肢としては、まず、 

   Early Adapterを狙い、成功事例を作る。この時点では当初の戦略通り、Ｋ社主導の直 

接販売のソリューション営業で攻める。次に、二ッチ市場（Early Adapter 層）で顧客 

の信頼を維持できた段階で、メインストリームを目指す。その場合は、すでに多数の顧 

客をロックイン（囲い込み）している SIer と組む戦略が有効である。では、どうやっ

て Early Adapterを見つけるのか？ Ｅ社の聞き込み調査で Early Adapterを発掘せよ

という命題を与え、セグメンテーションにもう尐し時間と調査をかけるべきだった。Ｓ

社がアプローチした病院関係やヘルスケアはまさしく Early Majority の典型だった。

データベースを会計や購買システムと融合しながら、医師の要望を取り入れなければな

らない。安全性、実用性、信頼性を重視する顧客層である。 

(3)コンサル活用の失敗 

   失敗原因の三つめは、コンサル起用のやり方である。特に、営業支援活動を成功報酬

契約にしたことである。成功報酬は受注しない限り費用は発生しないので、メーカーに

とって都合がいい。売れ筋商品やブランドが確立している製品の場合は成功報酬でうま

くいくケースはあるが、Ｋ社のような B2B（企業間取引）系製品でリードタイムが長く、

知名度が全くないものは、うまくいく確率が非常に低い。成功報酬で動くコンサルは、

はじめ一生懸命やるが、時間がかかりそうだと分かるとやる気が失せていく連中が多い。

一方、高い固定費を払って痛い目にあったメーカー社長の不満話もよく聞く。固定費を

要求するコンサルが全ていいとは限らないが、筆者の経験では、固定費タイプのコンサ
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ルの方が成功報酬で動くコンサルより成果を出す確率ははるかに高いと思う。 

Ｋ社の場合も、Ｅ社、Ｓ社に対し固定費を払うべきであった。仮に、自社の営業員を

出張ベースで長期張り付けした場合、旅費入れて年間 1,000万円以上かかる。Ｅ社、Ｓ

社合計で月 50 万円なら、はるかに安い。しかも、成果を出せる可能性は、Ｅ社、Ｓ社

の方がはるかに高いことは言うまでもない。仮に、成果が出なくとも、毎月のレポート

を出させたり、顧客訪問の報告書を書かせることにより、市場のニーズや顧客の意見が

よく分かる。それは、Ｋ社にとって製品開発や戦略修正上の貴重なアセットになる。仮

に成功報酬ベースでコンサルや REPを使う場合は、メーカーとしては過度な期待をせず

に、バックアップと割り切り、うまくいけば儲けもの程度の感覚で起用すべきである。 

   参考までだが、いいコンサルを見つけるコツを追記する。まず、信頼できる人から直

接紹介されること、次に過去の勤務先や雇い主からレファレンスを取ること、最後は、

社長が直々に会って判断すること。筆者も米国で数 10 回に亘り、コンサルを採用して

きたが、原則、この方法を取ってきた。特に、面談の際に留意したのは、経験や実務能

力もさることながら、明るい人、熱意のある人、チームワークのできそうな人に注目し

た。 

さらに、以下のような人物は採用しない方がいいというダメコンサルを見抜く法則も

発見したが、意外とこれが当たっている場合が多い。①「誰々を知っている」と有名な

人の名前を極端に羅列する人 ②何でも出来る、何でも知っているというスーパーマン

みたいな人、③成功物語は山ほどあるが失敗経験が全くないという人、以上が一つでも

あれば採用しない方が無難である。①は、面談の中で数名の顧客名が出てくるのは、そ

の人物の人脈が分かるので有益な情報である。問題は、極端に出る人である。②何でも

出来るという人は、何も出来ないに等しい。むしろ、人に負けない得意分野は何かを明

確に言える人、メリハリの利いた人は専門性が高く、プロフェッショナルの意識が強い。

③失敗経験がないという人は嘘をついているか、真剣に仕事をしてこなかったかどちら

かである。 

(4)社長の迷い 

とかく輸出事業は長丁場になると、渋滞のないまっすぐの高速道路を走るようなもの

で、うっかりしていると重要なサインを見逃してしまう。Ｋ社の場合も何度か節目があ

ったが、素通りしてしまった。市場調査、コンサル起用、顧客からのフィードバック、

ベータテストの打合せ、ベンチャーキャピタルからのオファーなどである。市場調査は

市場の特性を知ること以外に、戦略の検証という目的もある。調査によって判明した事

実や市場の声によって、戦略修正を要する場合がある。Ｋ社では、メインストリームの

顧客層が、既存のプレーヤーを重視する保守的志向が強いという報告がありながら、こ

れを戦略に反映できなかった。 

コンサル、REP との交渉では何度となく固定費を主張されたが、結局、成功報酬をつ

らぬいた。「どうすれば、いいコンサルを動かせるか」の視点が重要であったことは言
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うまでもない。結果として、成果が出なかったこと先述の通りである。顧客のフィード

バックやベータテストは非常に重要なサインであった。日本のプロジェクトが忙しく社

長が海外対忚できないという事情はやむを得ないが、コンサルや REP をうまく使ってい

れば、乗り切れたかもしれない。ベンチャーキャピタルからのオファーは法外な条件で

あったが、粘り強く交渉すればそこそこの条件で合意した可能性はあった。尐なくとも、

具体的商談のきっかけを掴んでいたと思われる。 

言いよってくるコンサルなどのオファーをそのまま受ける必要は毛頭ないが、思い

切って突っ込む意思決定も必要である。Ｋ社の社長の輸出への思いは強いが、人材、資

金、日本の事情などいろいろな迷いが重要な節目での決断力を鈍らせたことも否めない。 

 

❏再挑戦へ 

   実は、Ｋ社は決して輸出を諦めていない。製品のアップグレードも完成し、日本での

実績は順調に伸びている。人材も拡充した。社長の米国輸出への思いは弱まるどころか

さらに強くなっている。失敗から学ぶ教訓を活かし、成功するための戦略を描くとすれ

ば次のようなものになる。 

(1) 攻撃のフェーズを 2 段階に分ける。まずは、製品企業たることを基軸にソリューシ

ョンを提供するテクノロジーリーダーとして Early Adapter のいるニッチセグメン

トを発掘し、成功事例を作る。 

(2) 営業支援能力があり、テクニカルサポートのできる REP を起用する。Ｋ社の営業幹

部も REPに同行し営業活動に参加する。 

(3) 二ッチな市場で成功事例を積み上げ、Early Majority 市場を目指す。この市場では、

製品企業モデルから市場優先モデルに切り替える。メインストリームの顧客は機能

的先進性よりも信頼性を重視するため、トータルソリューション構築能力のある

SIer を前面にした営業を行う。これにより、キャズムを越え、メインストリームた

る Early Majorityに入ることができる。 
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ケース 2：H社の欧州向け輸出                      

❏背景 

  Ｈ社は特殊金属合金の製造に特化した専業メーカーである。創業は昭和初期に遡り戦 

時中は軍需用車両のギア部品を製造していた。戦後は、精密鋳造、鍛造や電鋳法などに 

独自技術を開発し、精巧な金属合金を素材とする金型や各種部品を製造している。 

用途は、自動車、航空機、発電、船舶、製鉄など基幹産業のプロセスや製品で幅広く 

利用されている。電導性と硬度に優れた合金は大手自動車会社の製造ラインなどの抵抗 

溶接の電極として、耐摩耗性や強度を訴求した合金は航空機、発電用タービンなどに使 

われている。鋳造で作る精密金型もユニークな技術だ。大型プロジェクトに組み込まれ 

る部品となるので、間接的ながら海外市場に向けられたケースは多々ある。 

これだけ、国内の実績と信頼性があれば直接海外輸出をトライしみたいと考えるのは

自然である。Ｈ社は、国内基盤が安定しているうちに海外を目指すことになった。 

 

❏海外輸出への始動 

   Ｈ社の海外輸出の具体的なきっかけは展示会への誘いだった。Ｈ社が長くつきあっ 

ている知人の紹介でドイツの展示会に出展しないかという話である。しかも、ブースは

出展するドイツの金属製品商社Ｍ社がスペースを無償で提供してくれるといういい話

だ。 

輸出といっても間接輸出しか経験のないＨ社は尐し不安だったが、信頼出来る知人から 

の紹介だし、間違いなさそうだと思いＭ社の誘いを受けることにした。展示会の出展は、

目的と目標をしっかり設定すべきというセオリーもＨ社は承知している。Ｈ社は今回

の 

出展はあくまで市場調査という目的を設定した。また、無償で借りて、変なオブリゲー 

ションを負うのも嫌なので、自分のスペース分は支払うことにした。 

展示会には営業と技術からそれぞれ 1 名づつを派遣した。3 日間通算で 20 社以上から

引き合い、又は、興味がある旨回答を得た。Ｈ社としては期待以上の反響である。引き

合い先は欧州の他、中近東やアジア諸国、特に中国、韓国、インドが多い。関心を示し

たほとんどのメーカー、商社が、Ｈ社の展示品やパネルを見で「これは素晴らしい、是

非、使いたい、扱いたい」という熱烈コールである。引き合い先には展示会場で概算価

格を提示、具体的な仕様、数量や用途が分かれば正式見積書を出すと約束した。また、

日本での事例を引用して参考価格を口頭で伝えたケースもあった。展示会の終わりには、

Ｈ社はＭ社にサンプル部材を残し、今後、新規顧客を開拓して欲しいと依頼したが、代

理店契約の話は、具体的な商談が出てきたら行うとしコミットすることは避けた。Ｍ社

も製品の市場性がはっきりしないので、今すぐに代理店契約するのは早計だと判断した。

ブースに来た顧客候補のフォローアップについては、Ｍ社に任せるオプションもあった

が、やはり顧客との直接のアクセスを持ちたいという希望もあり、Ｈ社が独自で行うこ
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ととした。 

 

❏第一の失敗と作戦変更 

帰国後、引き合い先など 20数社に感謝のメールを打ち、資料請求された会社には必要

なデータを郵送した。展示会で強い関心を示した会社が多いので、Ｈ社はこれでいくつ

かの商談が進むものと思ったが、メールを出した 20 数社中、1 週間以内に返事を返して

きたのはブースを貸してくれたＭ社含めて商社 2 社、コンサルが 3 社、メーカーはゼロ

である。その後、3週間経過したが、誰からもメールや問い合わせがない。再度、メール

出したが状況は変わらない。Ｈ社からみれば、あれだけ興味を示したのになんら音沙汰

ないのは不思議でしょうがない。 

1ヶ月半が経過したころ、Ｈ社は日本から各社に電話してみた。うまいぐあいに数社の

担当と話すことが出来た。うち 1 社は「大変興味はあるが、来週別件で出張するので、

戻ったらこちらから連絡する」という回答、他の数社は「現在検討中」、「担当が変わっ

た」または「別件で忙しい」などと、今すぐに商談開始という雰囲気は感じられない。

ブースを貸与してくれたＭ社は、「いろいろな業界に聞いている、面白い素材だという意

見が多いが、見積依頼など具体的反忚があれば連絡する」というものであった。Ｍ社は

当初、売れる商材と思いブースを貸与した。当然、将来的に商流につながるものだとの

期待もあったが、予想外に具体的な反忚が出てこないので、営業も腰砕け状態になって

きたものと想像される。 

6ヶ月が経過し、Ｈ社としては、まあこんなもんかという半分諦め気分になりかけてい

たが、あんなに反響がよかったのになぜ連絡が途絶えたのかよく分からない。実は、こ

ういう展示会後の「音沙汰なし現象」はよくあることだ。現場密着のフォローアップが

出来ないのが大きな原因の一つである。これを解決する方法が現地でのコンタクトパー

ソンの起用である。やはり、海外の顧客にとって時差のある国とやりとりするのは面倒

だ。同じ国にコンタクト先があるのが便利だし、話が早い。特に、欧米と日本の時差は

厳しい。Ｈ社の場合、自分で営業、フォローしたいがために、ドイツＭ社をコンタクト

ポイントとする選択肢を排除した。今や、メール、ファックス、安価な国際電話などコ

ミュニケ―ションを図る方法はいくらでもある。社内に語学の出来る人材もいる、また、

社長としては、人材育成という教育的見地も考慮した。にもかかわらず、音沙汰なし状

態に直面してしまったわけだ。現実は厳しい。 

そこで、Ｈ社は社外役員などからのアドバイスを受け、現地コンタクトパーソン起用

の必要性を痛感し、海外関係に強いコンサルタント会社Ｃ社を起用した。Ｃ社はドイツ

や米国など海外にアフィリエート(協力会社)がいるので、そのアフィリエートの人脈を

頼りに大手ユーザー候補を開拓してくれる、また、ドイツ在住のアフィリエートは日本

人であり、日本語で対忚しくれる、在住２０年でドイツの人脈も豊富だということでＣ

社起用が決定した。Ｈ社は、顧客の紹介で一番有効なのは信頼できる人脈経由だという
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ことを知っている。一般的に、欧米の大手メーカーは敷居が高く、名前の知らない日本

の中小企業が紹介なしにアプローチしても門前払いとなるのが大半だ。この厚い壁を乗

り越える一番の早道は「信頼できる筋からの紹介」である。国内に特化してきたＨ社は

海外の人脈が薄い。H 社の製品が海外市場に向けられたケースも多々あるが、ほとんどが

日本国内メーカーや商社経由の間接輸出なので、海外の最終顧客と直接会ったことはな

い。従い、Ｃ社の人脈を使う手法は正解であった。 

 

❏再挑戦と第二の失敗 

  まず、英文資料がカタログしかないので、Ｃ社が指導してマーケティング資料を作 

成した。マーケティング資料とは、一言で言えば「差別性、実績、顧客価値」にフォー 

カスしたものである。差別性とは、競合メーカーとの比較において何が優れているかの 

ポイントを明確にしたものである。中小企業の場合、製品が際立った差別性を持つこと 

が重要だ。実績はいうまでもないが、欧米の顧客も日本と同様、実績を重視する。顧客 

価値とは、顧客が得るベネフィットは何か具体的に示すことである。Ｈ社のケースは、

実績豊富なので納入先のリストは持っているが、最終顧客のアプリケー 

ションが詳しく分からない。部品、部材メーカーの性格上、顧客がどういうベネフィッ 

トを享受したのか肝心の情報がとれないという問題がある。 

ともあれ、Ｃ社は手持ちの情報をベースにまとめたマーケティング資料とカタログを 

ドイツ在住のアフィリエートに送った。Ｃ社との契約は、Ｃ社が人脈のある自動車メー 

カーと製鉄会社数社をターゲットとして顧客発掘するというものだ。アフィリエートは、 

早速、人脈を駆使してコンタクト可能な顧客にアプローチした。一方、Ｈ社はＭ社と展 

示会で興味を示した欧州の会社に独自でコンタクトを続けた。 

Ｃ社が接触した自動車、製鉄メーカーからは「日本のユーザーは何に使って、どうい

う利点を享受しているのか知りたい」という質問が多く出た。これに対し、Ｈ社は、「日

本では自動車、製鉄、電力向けに豊富な実績がある。アプリケーションはユーザーが考

える問題なので、Ｈ社として詳細は分からない」と回答した。サンプルを提供するから、

ユーザー側でいろいろ試して欲しいとのスタンスである。つまり、ユーザーから「アイ

デアが出てくるのを待つ」姿勢とも言える。一方、ドイツのユーザー候補は、過去の事

例でどういうベネフィットがあるのか分らないのにサンプルもらっても仕方がないとい

う。典型的なデッドロック（行き詰まり）状態だ。メーカーからのソリューションが先

か、ユーザーのニーズが先か、どちらが先かの鶏卵議論に見えるが、やはり、売りたい

人がソリューションを提案して顧客に「気づかせる」、「ニーズを具現化させる」のが先

決である。結局、Ｃ社は 1 年ほど努力したが、Ｈ社からのソリューション提案がなく、

ユーザーとのきっかけをつかめぬままコンサル契約は自然消滅した。 

一方、Ｈ社が独自でフォローしてきた顧客候補からも全く反忚がなくなった。Ｍ社は

産業機械メーカーや電力会社、エンジニアリング会社に持ち込んでいるらしいが、いず
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れからも前向きな反忚がない。結局、展示会出展を決意してから２年余経過したが、具

体的商談はなく、客とのコンタクトも途絶えたままである。 

 

❏失敗原因の考察 

日本の中小企業には優れた部品や要素技術をもつメーカーが多いが、Ｈ社と同じよう

な失敗パターンに陥るケースも尐なくない。このＨ社のケースは機械・部品メーカーの

典型的な事例であり、多くの類似企業にも参考になるものと思われる。 

 

(1)展示会戦略とマーケティング戦略の欠如 

展示会に出展して有望顧客に遭遇したかに見えたが、結局、具体的な商談に繋がらな

かった、また、現地のコンサル経由で接触した大手ユーザーとの商談も進展しなかった。

この原因は、突き詰めると整合性のあるマーケティングプランが描かれていないことに

ある。マーケティングプランとは、精緻な調査に基づき、市場のセグメンテーション（一

定の特徴、性格によって市場を細分化すること）を行い、自社が目指すターゲットを決

定、そのターゲットを攻めるためのマーケティングミックス（いわゆる４Ｐである製品、

価格、流通、プロモーション）を定めて実行することである。 

中小企業は綿密なプランニングが出来ないまま走るケースが尐なくない。技術力のあ

る会社ほど、「技術過信」の落とし穴にはまることがある。もったいない話である。Ｈ

社の場合は、特に、調査不足、準備不足のまま展示会に出展したこと、プロモーション

戦略がなかったことが大きく影響したと言える。元々、今回の展示会は調査を目的とし

ていたはずが、興味ある顧客が多かったため、ついつい現場では「売り込み営業」に走

ってしまい、肝心な競合調査や他のブースに行って意見交換や雑談する時間を削ってし

まった。 

展示会は製品や会社を市場に認知させ、うまくいけば商談成立する可能性のある絶 

  好の場であるが、マーケティング戦略から見れば「イベント」というプロモーション 

  ツールの一つである点を認識すべきである。つまり、展示会にさえ出せばうまくいく 

のではなく、他のプロモーションとの統合的なプラン、いわゆる、プロモーションミ 

ックスを併用することにより、展示会効果が最大となる。 

Ｈ社の場合、パブリックリレーションズとのミックスが有効である。プレスリリース、  

業界誌への記事掲載、メディアインタビューなどと展示会出展 

を連動することである。広報は、広告・宣伝よりはるかに安いコストで製品や会社を 

劇的に表現するパワーを持つ。広告・宣伝は警戒心を持たれる場合があるが、広報は 

信憑性が高い。また、顧客価値の訴求にフォーカスした資料を使ってダイレクトマー 

ケティング（ダイレクトメール、テレマーケティング、インターネットマーケティン 

グなど）や、ホームページを改定して最新ニュースや事例紹介を掲載することが展示 

会を後押しする役割を果たしたはずである。 
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    尚、Ｈ社のように展示会後の音沙汰なしはそれほど落胆する必要がない。あせって 

売り込み過ぎる方が顧客の警戒感を助長する。尐しでも脈があると思われる先には、 

ＤＭや新製品の紹介、次回展示会の案内などを送り続けるべきである。継続は力なり 

展示会でブースに来てくれた顧客は、Ｈ社のことを完全に忘れたわけではない。興 

味があると言った来訪者は将来の顧客候補である。Ｈ社としては忍耐強くメッセージ 

を発信していくことが、カスタマーリレーションの構築となる。名前の知られていな 

い中小企業にとって最大の障害は信頼性の壁である。この壁を乗り越えるチャンスが 

展示会だ。仮に具体的な商談がなくとも顧客とのリレーションシップ構築の機会と捉 

えるべきである。 

一方、展示会で具体的な商談を求めるならば、事前の集客の仕掛けが必要だ。ター

ゲットカスタマーへのＤＭや案内を送ることはもちろん、展示会開催中は特別キャン

ペーンを行うなどの仕掛けを積極的に行うことである。代理店がいない場合は、現地

のコンサルやプロモーション会社に依頼する方が効果的である。また、自治体や展示

会主催者がビジネスマッチングなどの商談支援の企画を行うことがあるので、これは

積極的に参加することである。 

 

 (2)顧客価値の提案力不足 

   技術度の高い中小企業ほど「性能のいい製品は売れる」と思っているふしがある。

これは一面正しいが、顧客視点から見ると間違いである。顧客は、いい性能の商品や技

術を見ると「これは素晴らしい」と感じる。しかし、すぐにお金を払って購入するかど

うかは別問題である。メーカーがいいものを作れば売れると思うのは「製造者コンセプ

ト」である。また、顧客を説得するためには、積極的な販売・広告・宣伝活動が必要だ

というのは「販売コンセプト」であり、いずれも売り手側に軸をおく考え方である。こ

れと対極するのが「顧客視点」だ。顧客は、自分のニーズや欲求を満たすために、製品

やサービスがもたらすベネフィットがコストを上回ったとき購買する。マーケティング

のバイブルといわれる米国の経営学学者、フィリップ・コトラーの言う通り、「顧客は

性能や技術にお金を払うのではなく、ベネフィットにお金を払う」のである。 

  つまり、メーカーから見れば、顧客がどういう価値を享受できるのか、顧客の琴線（金

線）に触れる価値は何か、具体的に訴求することが重要だ。Ｈ社の場合は、金属合金が

どのようなベネフィットをユーザーに与えるのか具体的な訴求が出来なかった。部品や

素材メーカーまた要素技術の会社が最終ユーザーの情報を取るのは至難の業だ。最終ユ

ーザーが情報開示したとしても、秘密保持契約を結ばされ社外秘となるケースも多い。

部品メーカーの中には、「ユーザーから要求された仕様通りの部品を作っていればいい、

ソリューションはユーザーが勝手に考えるんだ」と割り切るメーカーの経営者も尐なく

ない。 

  しかし、いつまでも、こういう下請け体質に甘んじていては海外顧客には入れない。
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とにかく「提案」することである。提案することにより、それが多尐的はずれだったと

しても、ユーザーは具体的な絵を提示され、アイデアが膨らむケースがよくある。提案

するためには顧客の課題が分からなければならない。日頃から問題解決に導く提案力を

磨くことが重要である。 

(3)自前主義の限界  

自分ですべてをやろうとする中小企業の経営者は意外と多い。そういう心構えは必要

だが、問題は、自分で出来ることと、出来ないことを冷静に分析していないことだ。い

わゆるＳＷＯＴ分析のＳ（強み）とＷ（弱み）の見極めが出来ていない。弱みの部分を

無視して精神論や根性だけで突き進んでも弱みは補強されない、むしろ、致命的な結果

になることがある。 

   Ｈ社の場合は、ドイツのＭ社にしばらく任せてみるという選択肢があった。コミット

するのが嫌であれば、期間限定の Trial Distributor（試行的販売代理者）契約という

方法もあったはずだ。最悪、受注に至る案件がなかったかもしれないが、尐なくとも顧

客情報はかなり取れたはずだ。その情報を活かして、製品開発や既存製品の改良につな

がった可能性もある。 

第２ステージでもＣ社の起用が中途半端になってしまった。Ｈ社は展示会の顧客は自

分のカスタマーだとして自力フォローを変えなかったからだ。メーカーが代理店と一線

を画し、自分でフォローする顧客群を持っているのは、実は、代理店としては非常に動

きにくいし、腰が入らない。メーカーは代理店を起用する以上、決めたテリトリー内で

は、すべての顧客を任せるという姿勢が重要である。   

 

❏２度の失敗を乗り越えて～ 

  Ｈ社は、なかなかタフな会社である。2度の失敗を教訓として再度挑戦している。 

3 度目は、自治体が斡旋した海外の商談会（ビジネスマッチング）に参加した。これは、

自治体が予め現地のパートナー候補をスクリーニングしているので、商談になる確率は

高まる。Ｈ社は 10 社以上のマッチングセッションに参加したが、その後、2 社と具体的

な商談を前提に交渉が続いている。うち１社はアプリケーションも決まり、現在、評価

テストを行っている。 

また、3 度目の挑戦では、過去の失敗を教訓に顧客価値を訴求する資料も作成した。

そのために、国内で懸命な情報収集も行った。実際の事例に基づき、ユーザーがどうい

うベネフィットを享受したか具体的な提案書である。ソリューション提案型のプレゼン

はこんなに客の食いつきが違うのかとＨ社の社長は驚いている。ちなみに、欧州のみな

らず、米国でも具体的な商談が始まった。米国で起用したコンサルが、日本での事例を

もとに、人脈を駆使して根気強く顧客発掘をしてきた結果、最もハードルの高い宇宙・

航空機産業の大手から引き合いを入手した。現在、客先側でテストが続いている。 

暗くて長いトンネルの先に光が見えてきた。失敗を乗り越えて成功への道を歩み始め
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たようである。 
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中小企業が必要な輸出成功力                       

 

中小企業が輸出で成功するために必要な要素は何か？ 

技術力、ユニーク性（または差別性）、資金力、語学力、調査能力、現場力、異文化適合性、

人材、社長の情熱、社内体制など必要な要素は多岐に亘るが、中小企業でこれらが全てそろっ

ている会社はほとんどないと言っていい。筆者が過去の経験からみて、成功するための必要条

件を絞り込むと以下 2点となる。 

「商品力」と「社長力」である。 

商品力とは、差別性と市場性を満たすことである。まず、競合製品に比べて圧倒的な差別性

または優位性を持つことが重要である。ここでいう差別性、優位性とは、技術的な要素以外に

も価格的要素やサービスなどのソフト的要素も含む。すべての項目で、差別性、優位性を持つ

必要はない。例えば、Ｋ社のソフトは、ユーザーの使いやすさと価格では圧倒的な優位性があ

るが、広範なデータベースをカバーする能力はない。Ｈ社の金属合金は次世代の環境配慮型素

材として誰もやっていないユニークなものだが、強度は既存の合金に若干务る。要すれば、何

かの項目で誰にも負けない「尖り」が必要である。 

市場性とは、マーケットで売れる製品であること、言いかえれば、ユーザーニーズを満たし

ている製品だということである。これは、消費財であれば、テストマーケティングやモニター

調査、グループインタビューなどで評価できるが、産業財ではパイロットテストが有効である。

Ｋ社のベータテストやＨ社のユーザーテストなどが正に市場性評価テストである。 

 社長力とは、輸出への熱い思いに裏打ちされた構想力と実行力である。構想力を分解すると、

世界の動きを見る好奇心と先見性、また、戦略を構築する企画力と発想力である。戦略構築に

落とし込むのは外部のコンサルに任せればいいが、社長に構想力がないとコンサルの言いなり

になってしまう。ちなみに、ここでいう戦略とはマーケティング戦略である。言い換えれば「海

外向け輸出で成功する仕掛け作り」である。参考までに中小企業の輸出マーケティング戦略の

標準的なモデルを次ページにて紹介する。 

次に、重要なのは実行力である。いくら構想力があっても実行に移す決断力がないと戦略は

絵に描いた餅になる。逆に、社長に実行力があると、成功するために必要な人材や資金など経

営資源を集めてくるパワーとなる。 

 最後に、「熱い思い」は非常に重要である。どんな分野でも言えることだが、成功する人と

成功しない人の違いは、情熱や思いの違いである。思いがあれば軸はぶれない。稀に、社長の

思いがそれほど強くなくても成功してしまうケースはあるが、これは結果オーライである。あ

とで問題が起こるとすぐに逃げ腰になり、トラブルをうまく処理できなくなる。 

Ｋ社もＨ社も失敗はしたが、両社の社長の思いは熱い。この熱い思いがあれば、両社とも

近いうちに成功する日が来ると筆者は固く信じている。  
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中小製造業の輸出マーケティング戦略                   

 

二つの事例でみたように、中小企業は戦略の構築力が乏しい。機械、部品メーカーは、

開発、製造部門にリソースの大半を使い、マーケティング戦略を構築するのは社長だけと

いうケースも尐なくない。ここでは、マーケティングの基本理論を元に、日本の中小企業

向けに修正したモデルを書いてみた。標準的なモデルなので、製品の特性や業界の慣例、

国の事情によっては、使用するツールや手法でさらなる修正が必要である点留意願いたい。 

 

(1)現状分析 

ここで重要なのは、取りまく環境（機会と脅威）と自社の強み・弱み分析、いわゆる

ＳＷＯＴ分析と競合調査である。特に、自社の弱みと脅威を冷静に分析することが重要

だ。自分の強みに酔いしれて、市場の機会に興奮するあまり、弱みと脅威を忘れてしま

うことがある。Ｋ社とＨ社のＳＷＯＴは表Ｂのようになるが、Ｋ社が弱みを冷静に判断

していれば、コンサルの起用の仕方は変わったはずだし、Ｈ社は自力で走り続ける暴走

はしなかったはずである。 

競合調査は非常に重要であることはいうまでもない。競合はないというメーカーが

時々あるが、代替技術なども視野に入れて比較すべきである。例えば、Ｈ社でいえば、

金属合金だけではなく、複合カーボンやセラミック合金など新素材とも比較するべきだ。 

 

(2)セグメンテーション（市場細分化）とターゲティング 

セグメンテーションとはターゲットを決めるための顧客層の切り分け（細分化）であ

る。Ｋ社のケースで説明した通り、単純なジオデモグラフィー（地理的に区分された人

口統計学的な特徴を重ねたもの）だけではなく、特に、先端的な技術は、イノベーショ

ン普及過程（先端的な製品や技術は、それを志向する購買層をまたぎながら成長してい

くとする議論）やオペレーション変数（先端的なものを取り入れる企業の態度など、企

業のオペレーション上の考え方や思考でセグメント化すること）など複数の変数から切

り分けしてみることが重要である。Ｋ社のようにセグメント（細分化された区分）を間

違えると、間違ったターゲットを一生懸命追いかけることになる。 

 

(3)４Ｐ戦略 

 PRODUCT（製品）：中小企業は技術力を駆使して製品の開発・製造に全力投球する。

これは決して間違いではないが、いわゆる「製造者コンセプト」に陥りがちだ。要

するにマーケティング視点を無視してしまっているケースが多い。差別性があって

も市場性がないと売れない。この場合は、市場で売れるかどうかテストする必要が

ある。Ｋ社のケースではベータテスト、Ｈ社のケースではサンプル提供による客先

テスト（パイロットテスト）である。本書の中で、客先は、「ベネフィットを実感
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した時に購入する」と説明した。客先へプレゼンするだけでは不十分である。テス

トをしてもらって「実感」してもらうこと、これが成功へ導く大きな一歩である。 

次に、テストの本当の目的は、製品を売るためというよりは、客先の課題解決に

なっているか確認することと認識すべきだ。客先のフィードバックに忚じて製品を

改良する必要があるかもしれない。そういうフィードバックは実用性のチャンスが

あるということであり、成功にさらに近づいたと言える。客先での評価テストは製

品戦略の一環でもある。 

 PRICE（価格）：値段を決めるのは「コストの積み上げ」ではなく、顧客が製品のも

たらすベネフィットを享受するために払ってもいいというレベルが正当な価格と

なる。従い、顧客からみて、コストがベネフィットを上回っていれば、メーカーは

コストをさらに下げるか、ベネフィットを上げる努力が必要である。 

 PLACE（流通チャネル）：メーカーは海外の代理店を発掘することが流通チャネルだ

と思っている場合があるが、チャネルのオプションは他にもたくさんある。チャネ

ルとは、製品、サービスを顧客に伝え、販売するルートである。例えば、電話、フ

ァクス、インターネット、携帯、テレビショッピング、通販、訪問販売ネットワー

ク、自社の販売網、すべてチャネルである。機械・部品メーカーの場合、代理店や

セールスレップを起用するのは有効であるが、補完的に他のチャネルソースを取り

入れたり、以下に示すプロモーションとミックスさせた仕組みがあると代理店戦略

がさらに活かされる。 

 PROMOTION（プロモーション）：プロモーションは顧客とメーカー間のコミュニケー

ションツールである。顧客に製品のベネフィットを伝え、理解させ、購買に踏み切

らせるツールである。具体的には、広報、広告、宣伝、ダイレクトマーケティング、

イベント、パーソナルネットワーキング（例：口コミネット）などいろいろある。

Ｈ社のケースで説明したように、展示会は有効な手段だが、成功確率を高めるため

には、特に、以下の仕掛けを併用することがポイントである。 

(1) ホームページ（インターネット）：「ホームページは有能な営業マン」である。 

  特に、最新ニュース（What’s new）、事例の紹介（Case Study）、ユーザーの声

（Testimonial）を入れること。また、気軽に意見交換ができる双方向のコミュ

ニケーションツールの設置も有効である。   

(2) プレスリリース：記者会見を開くケースと個別に記者に資料配布するケースが

ある。欧米では、イベントがあるたびに新聞社に記事を送る中小企業は多い。

新聞社もネタ不足なので期待している。 

(3) 専門誌掲載：特に、産業財に有効な仕掛けである。展示会があれば、地元の有

力業界誌の記者を呼んでインタビューさせる仕掛けも検討に値する。 

その他、ダイレクトマーケティング（ダイレクトメールやテレマーケティングなど） 

を行う方法もあるが、コストの割にヒット率が悪い。顧客候補を綿密にスクリーン 
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しヒット率の高い層だけに選別出来るならいいが、ターゲットが決まらず 幅広く 

やるのは費用対効果がバランスされない。また、一回では効果が出ないので何回も 

継続する必要がある点もＤＭの特徴であり、コストがかかる所以である。  


