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○ 第一章     アパレルとは 

  
まず、アパレルという言葉本論議中で使用する意味を定義しておきたいと思う。 
アパレルとは「衣類」という意味で、和服、和装以外の洋服全般のことを指す。アパレ

ル業界とは、日本のファッション界の、一つの区分分けのことを指す。そのアパレル業

界は３つに区分することができる。「川上」と呼ばれる繊維、テキスタイル業界、「川中」

と呼ばれるアパレル業界、そして「川下」と呼ばれる小売業界である。今回取り上げた

３社は「川中」に位置している。アパレル業界を構成するのは、主にアパレル・メーカ

ーやアパレル卸商で、それらと取引、協力関係にある縫製メーカーやニットウェアなど

の生産専業メーカーも「川中」に入る。そのアパレル業界の中で売上をとるための戦略

として欠かせない戦略、業態がある。この戦略はアパレル業界にとどまらず、各業界で

注目を浴びている。まずは、そのアパレル業界の流通の流れと基本的な業態や戦略を紹

介しようと思う。 
 

 

○ 第二章  アパレル業界 

 
２－1 アパレルマーケティングとは 
元来マーケティングの発展は、大量生産された商品を、大量消費に向けて行う販売の仕

組みと仕掛けという「マス・マーケティング」に始まり、次に細分化された特定の消費者

をターゲットとし、照準を合わせた差別化商品を、確実に消費させようとする「ターゲッ

ト・マーケティング」に進化した。そしてより消費者を明確にした、個人の顧客を対象に

して、個人の欲求に応える商品を個人の要望に適合した方法で提供する販売の仕掛けと仕

組みという、「リレーションシップ・マーケティング」がいわれるようになってきた。  
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経済環境、個人の価値観、情報伝達の三つの変動に加え、海外資本と競争時代を迎えたア

パレル業界に求められるマーケティングは、「３Ｃ・４Ｐ」活動を「ワン・トゥ・ワン・マ

ーケティング」「パートナーシップ・マーケティング」「インターネット・マーケティング」

などの手法で駆使する必要がある。  
いずれにしても、マス・マーケティングの「商品中心」の発想ではなく、「顧客中心」の発

想で一人一人のお客様の満足＝顧客満足(ＣＳ、カスタマー・サティスファクション)を大き
くさせるのが究極の目的である。したがって「市場の創造と維持」はアパレル・マーケテ

ィングの永遠のテーマである。  
コトラーはマーケティングをすすめるためには次のページの 4 つのステップを踏まなけ
ればならないと指摘した。一部をアパレル・マーケティングに置き換えると次のページの

図のようになる。 
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マーケティング管理のプロセス 
         

表１ 
 

 市場書機会の分析 
・ マーケティング・リサーチと情報システム 
・ マーケティング環境 
・ 消費財市場と消費者の購買活動 
・ 組織市場と消費者の購買活動 

         ↓ 
 標的市場の選択 

・ 需要測定 
・ 市場細分化・標的設定・市場設定 
         ↓ 

マーケティング・ミックスの開発 
         ● 企業(Company) 
３C    ● 消費者(Consumer) 

● 競合企業(Competitor) 
 

● 商品企画(Product)  
４C   ●価格設定(Price) 

● 場所(Place) 
● 販売促進(Promotion) 

         ↓ 
市場努力の管理 

●戦略、計画設計、コントロール 

  
(出所『マーケティング・エッセンシャルズ』東海大学出版部) 
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２－2 SPA業態  
ファッション業界において、これまで別々の企業が請け負っていた企画、生産加工、販売

の各業務を、メーカーまたは小売店が直接行うと言う新しい事業業態のことを指し、「製造

小売業」「製造直販型専門店」などと訳されている。 
ＳＰＡでは製造から販売までを一貫して管理するため、納品までの時間が短縮できる。 
売れ行きを見て製造量を調節することも可能になり、販売機会のロスや売れ残り在庫など

が大幅に減らせるメリットがある。 
  
２－3 SCM 
サプライチェーンとは、ある商品の原材料が調達されてから製造され、消費者にわた

るまでの一連の流れのことをいいます。 
 サプライチェーン全体を最適化するため、構成企業間で共有する情報をベースに、製

品やサービスの流れを統合的に管理するシステムが「サプライチェーンマネジメント

（Supply Chain Management）」です。サプライチェーン全体を管理することで、経営
効率の向上を実現できます。図を参考にすると分かりやすいだろう。 

 
 

 
 
                   図１ 
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第三章  ユニクロ 

 ３－１ ユニクロの経営戦略 
ユニクロが急成長出来た背景には、「ハイリスク・ハイリターン」の実践者であったからだ

と私は考える。 
 ではユニクロのリスクとは何なのだろうか。 
1、 自社生産の製品を自らの責任で売り切らなければいけない「完全 SPA企業」である 
2、 通常のアパレル業界では類を見ない市場戦略 
3、 年間１００億円の広告宣伝費 
4、 郊外から、都心部への出店地シフト 
 
２については通常のアパレル業界なら、ヒット商品でも翌年の需要が減少すると見込み、

投入量を減らすのだが、１９９８年にヒットした「フリース」を翌年の需要はさらに大き

いと見込み生産量を増やし、それを売り切った。 
３についてもアパレル業界では桁外れの額ではあるが、こういったメディアミックス(TV・
新聞・雑誌等)により、イメージを飛躍的に高めた。 
４については店舗の開発や運営、人員の配置面に大きな負担とリスクがかかる。 
 
今までは上記の４つのリスクが巧くリターンに結びついていたのだが、最近ここにきて消

費者が“ユニクロ慣れ”ともいえる状況にある。  
つまりユニクロの商品が目新しくないのである。次は、この「ユニクロ大失速」の理由を

突き詰めたいと思う。 
 
３－２ ユニクロの大失速 
 上記に記載した消費者の“ユニクロ慣れ”を一つの理由として、そのほかに二つ、計３

つの要因が考えられる。 
第二の要因はトレンドの逆転であろう。「ユニクロ」は生活パーツとして低価格高品質商

品を標榜し、コストを極小化すべく素材も生産ラインも極端にミニマライズされた最大公

約数的大量生産工業製品が疎まれるトレンド転ずれば、一転して売上が急落するリスクが

あった。そして、その時代が到来してしまったのである。 
第三の要因は商品構成の陳腐化である。サプライチェーン戦略優先で素材や生産ライン

を極端に絞り込んでいるから、マーケットがセレクトショップのような”面“のバラエテ

ィとコントラストを求める方向に動けば人気の離反は避けられなかった。昨年と大差ない

商品を当然のように積み上げた品揃えも変化と鮮度を欠き、顧客を失望させた。 
以上、３点がユニクロの失速の原因であろう。 
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３－４ ユニクロの新展開 

 かつての大企業も時代の流れに乗り切れず、何も打つ手がないと思えていたが、再び元

気を取り戻している最近の「ユニクロ」。「カラーバリエーションが多いだけで単調」との

厳しい評価が目立ったデザインも、外部のデザイナーを積極的に起用して改革に努めたこ

とでずいぶん改善され、決して「安かろう、悪かろう」ではなくなってきた。昔の「ユニ

クロ」のイメージをそのまま抱いている人は、今の「ユニクロ」を見たらビックリするか

もしれない。 

 

そんな「ユニクロ」を手がけるファーストリテイリングが、一般的には「安い」と評判

の「ユニクロ」よりもさらに安い、低価格の衣料を扱う新業態店「g.u.（ジーユー）」を「ダ

イエー南行徳店」（千葉県石川市）、「ショッパーズプラザ横須賀店」（神奈川県横須賀市）、

「野々下店」（千葉県流山市）に 2006 年 10 月 13 日オープンした。ブランド名の由来は「自

由（ジユウ）に服を着る」の「自由」から来ており、ターゲットは「ユニクロ」とは異な

る「20 代後半から 30 代前半の若い家族」。中心価格帯はカットソーが 690～890 円、ジーン

ズなどのパンツ類が 1890 円、セーターが 1490～1890 円と、「ユニクロ」よりも 3～4 割も

安い。 

 

「ユニクロ」と「g.u.」の価格差はどこから来ているのか。日経流通新聞(2006 年 10 月

14 日)にその辺りのことが書かれていたのだが、スキニージーンズを例にとると、「ユニク

ロ」の場合は日本のメーカーに専用の生地を開発してもらっているのに対し、「g.u.」は中

国製の、ほかのメーカーでも調達することができる生地を使用していることが、価格差に

現れているというなり。つまり、同じような商品でも、「ユニクロ」のほうが一段上のこだ

わりを持った商品、ということである。 

 

ファーストリテイリングが「g.u.」を立ち上げるに至った背景には、次のようなものがあ

る。 

 

・ 「ユニクロ」の品質を維持したまま、さらなる低価格化は難しい。 

・競合の衣料チェーンは、同製品でも「ユニクロ」よりも低価格で攻めてきている。 

・単品を大量発注する「ユニクロ」では、最新の流行を追いづらい。 

 

こうしたことを考えると、別ブランドの立ち上げはファーストリテイリングにとっては必

然の流れだったなりね。そして「g.u.」の誕生に伴い、「ユニクロ」は徐々に高付加価値路

線に転換していくことになるなりよ。 

「g.u.」は 2006 年内に 25 店舗、2007 年内には 50 店舗まで拡大していく計画。どのような
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成長をしていくのか楽しみである。最後にユニクロ(ファーストリテイリング社)の 2006 年

１１月までの売上推移を載せておく。 

 

 

                 表２ 

前年比（％） 

既存店 直営店計 
直営店 + ダイレクト販

売 
 

599 店 
期初からの 

累計 
714 店 

期初からの 

累計 
 

期初からの 

累計 

売上高 108.0 104.3 114.8 110.7 115.3 111.0 

客数 105.7 104.2 113.0 111.4 113.3 111.5 

客単価 102.2 100.1 101.6 99.4 101.8 99.5 

注）  

既存店 ： 前期期首から期末まで通年で稼働した店舗 

直営店 ： 既存店と前期末時点での稼働が 1年未満の店舗、当期新規出店分の合計 

ダイレクト販売 ： 通信販売と法人向け販売の合計 

対象 ： 国内ユニクロ店舗のデータであり、海外店舗やその他事業分は含まれておりませ

ん。  

                       (ファーストリテイリング社 HP より) 

 

 

第４章  ワールド 

４－１ ワールドの経営戦略 

売上が伸び悩む頃のワールドは卸売業が中心であったため、顧客との接点がなく、直接

マーケットニーズなどの顧客情報を得られない状態にあり、顧客中心主義の実現のために

は、店頭から仕組み作りに取り組む必要があった。そこで、ワールドは１９９２年より、

顧客を起点に生産から小売までを一気通貫させ、ロス・無駄を利益に変える仕組みである

「スパークス（SPARCS）構想」をもとに新しいビジネスモデルの構築による改革に取り組

み始めたのである。この「スパークス構想」は、フェーズⅠとフェーズⅡの２つの段階に

分けられる。 

まず、フェーズⅠの段階では、販売系の業務改革から行なった。そして、小売店頭からア

パレルメーカーまで一気通貫させた業態・業務に着手し、１９９３年の第一号ブランド 

「オゾック」に代表されるＳＰＡ業態を開発した。また、そこで培ったＳＰＡ業務精度を 
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活かして、販売チャネルを拡大していくために、特にＭＤ精度の高いブランドから取引先

である小売店とのコラボレーションとして、小売店が販売業務を担当し、ワールドは商品

構成をする「バーチャルＳＰＡ」も展開したのである。つまり、ＳＰＡを基盤とした顧客

起点のビジネスモデルを、ほぼ確立したのである。 次に、フェーズⅡの段階において、フ

ェーズⅠのビジネスモデルをさらに顧客中心へと発展させるために、生産段階でのロスや

無駄を削減するプロジェクトとして、２０００年に「ＷＰ２（ワールド・プロダクション・

パートナーズ）プロジェクト」を起動させた。 

の「ＷＰ２プロジェクト」とは、顧客にとってベストな価値を追求するために、素材開発 

から生産、縫製に同期化させることによって、販売と生産における機会ロスや在庫ロスを

なくそうという生産系プロジェクトである。 

この趣旨に賛同して、ワールドと一体的なネットワークを構築するパートナー企業の連合

体が「ＷＰ２」である。 これにより、「店舗、ＭＤ、開発、生産」という４つのコア業務

を、顧客起点で一気通貫させる仕組みをさらに強化した。特に、ＭＤ業務と店舗業務は、

顧客価値を高めるうえで密接な関係にあり、ＭＤ業務が商品系の顧客価値を高め、店舗業

務がサービス系の顧客価を高めるという機能を果たしている。そして、現在ワールドでは、

店頭から生産に至るすべてをつなげる情報システムの構築を進めており、ＳＣＭとして商

品系の支援システムも完成しつつある。そんなワールドの売上のグラフを載せておく。 

【ワールド売上高】 

 

                 (ワールド HP より) 

            図２ 

 

 

第５章 ベイクルーズ 

 ５－１ベイクルーズの経営戦略 
ベイクルーズは「スピック＆スパン」「ジャーナル・スタンダード」「イエナ」「エディフ
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ィス」等、複数業態を展開してセレクト五家の一角に台頭したのも束の間、今やセレクト

新御三家に数えられるまでに成長したベイクルーズ。２００１年８月期の売上高は２２６

億円に達し、今期は絶好調に復調したユナイテッド・アローズとセレクト第二位の座を争

っている。かつては「ビームス」「ユナイテットアローズ」「シップス」がセレクト業界の

御三家と呼ばれていたが、今やベイクルーズの追撃はすさまじく「ビームス」「ユナイテッ

トアローズ」「ベイクルーズ」の新御三家が生まれたのである。では、まずセレクトショッ

プとは何なのか、定義しておきたい。 

 

５－２ セレクトショップとは 

 セレクトショップとは服飾小売店の形態の一種で、ひとつのブランドやデザイナーの商

品だけを置くのではなく、その店のオーナーやバイヤーのセンスで仕入れたものを陳列・

販売している店舗のこと。店側のセンスやコンセプトで成り立っているので、新進デザイ

ナーやまだ知られていないブランドの商品が手に入る可能性もある。 

一般的には服を扱う店のことを言うが、おもちゃや雑貨などを扱っているところもある

し、バイヤーのセンスで商品を選んでいる店は、何を扱っていてもすべてセレクトショッ

プといえる。 

 

 

５－３ ベイクルーズの個性的な戦略 

 

 ベイクルーズでは、こだわりを持った店つくりや、商品の陳列方法がとても目立つ。詳

しく説明すると「スピック＆スパン」はフレンチ＆トラッドベースのレディス、「イエナ」

はフレンチトラッドベースのレディス、「エディフィス」はフレンチトラッドベースのメン

ズ、「ジャーナル・スタンダード」のレディスはナチュラルなワークベース、メンズはミリ

タリー・ワーク・ヴィンテージベースという差はあるものの、リミックスの組み方とＭＤ

には共通性が見られる。そのポイントは以下の３点ではないか。 
 １）ベーステイストのキャラを重視してトッピングのフォーカスを絞り目に組み、トレ

ンドの味付けよりも自分流のこなしを訴求している。 
 ２）面の揃え方もベーステイストを逸脱しない範囲でのバラエティであり、コントラス

トを強調するよりもハーモニックなスタイリングを訴求している。 
 ３）セレクトをオリジナルで補完するのではなく、オリジナルをセレクトで補完するス

タンスに徹している。『著名ブランドを打ち出してストアの人気を高め、オリジナルを売る』

というセレクトショップの常套手段からも明らかに距離を置いている。 
 
 オリジナルのテイストを前面に訴求する姿勢はセレクトショップ発と言うよりブランド

ショップ発のスタンスであり、他の大手セレクトショップとは一線を画している。「スピッ
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ク＆スパン」や「イエナ」ではブランドショップがセレクトを加えているように感じる顧

客もいるのではないか。 
 個々のオリジナル商品の仕上がりを見てもパターンや素材、ディティールや縫製仕様の

詰めが細かく、バイヤーやＭＤが別注感覚の延長で開発した商品とは次元を画している。

レディスのオリジナル商品の７０％（メンズは６０％）はシーズンの６～８ヶ月も前から

スタイリングと素材コントラストを設計して開発しており、ブランド商品としてのオリジ

ナル性が追求されている。 
 多くのセレクトショップではオリジナル比率を高め過ぎると味が薄まって人気が離散す

ると言われるが、ベイクルーズの各業態に限ってそれはない。オリジナル商品がセレクト

商品と遜色ない味付けと鮮度を実現しているからだ。 
 注)「」はベイクルーズの展開ブランドです。 
 
 
５－４ ベイクルーズの品揃えと陳列のこだわりと独自の経営業態 
 
ベイクルーズ各業態の魅力は品揃えの妙や商品に留まらない。店毎に思い入れを込めて

要所にアンティーク什器を配した手作り感覚の内装も『不思議と和める』と顧客の評価が

高い。各事業部への分権が進んでいる同社でも店舗企画だけは窪田社長が直轄しており、

アンティーク什器の選定や配置まで入れ込むと聞く。 
 同社の店舗にはチェーン店のようなデジタルな什器システムは馴染まず、手のかかるア

ナログ運用が店毎に行われている。その人間臭さがまた、顧客の和みと共感をもたらして

いるようだ。 
 スタイリング訴求のディスプレイや陳列運用も評価が高いが、大手ＳＰＡのようなマニ

ュアルや陳列指示書に頼ってはいない。商品企画の意図に基づいて陳列配置とディスプレ

イをアナログ指導するビジュアル・コーディネイターがキメ細かくサポートし、各店が顧

客の動向と在庫を読んで機動的に運用しており、店舗特性による差異も訴求されている。 
 それであのレベルが保てるのだから、ビジュアル・コーディネイターの指導密度は想像

に難く無い。事実、主力６業態で計１４名が配されている。それはラインとして店舗運営

と人材育成にあたるスーパーバイザー（事実上のエリアマネージャー）も同様で、同じく

計２３名が配されている。最大業態の「スピック＆スパン」ではこの他、販売指導にあた

るセールス・コーディネーターも２名配される等、店舗の運用指導には大変な人手をかけ

ている。それは各店配分と在庫コントロールを担当するディストリビューターも同様で、

同じく１４名がキメ細かい品揃え運用を追求している。 
 人手をかけた密度の濃い店舗運用の成果は「ジャーナル・スタンダード」で８５％以上、

「スピック＆スパン」で７５％前後という高いプロパー消化率となって現われており、創

造付加価値の厚さもあって実現粗利益率は「ジャーナル・スタンダード」で５６％強、「ス
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ピック＆スパン」では５８％程度に達すると推計される。 
 人手をかけているという点ではプレス担当も同様で、各業態に専任を置いて計１１名も

配している。セレクトショップ業界では突出した布陣で、他社はひたすら羨んでいるとか。

イメージの高さはＭＤ、店舗運営、販促のいずれにも手厚い人手をかけての成果なのだろ

う。 
 

 

第六章  まとめ 

 
 以上からユニクロ・ワールド・ベイクルーズの経営戦略を比較し、まとめようと思う。

まとめでは経営戦略だけでなく、それぞれの企業のターゲット層、教育システム、最後に

今回の論文中で研究した経営戦略を自らの視点で分析し、企業の今後の展望、改善点等を

見つめなおして論文の最後としたい。まず大きく以上の３点の比較を表にまとめ、以下に

解説を発表する。 
 
 
                  【まとめ】 
 
 

 ユニクロ ワールド ベイクルーズ 

ターゲット 老若男女問わない １０代から２０代の若者 

どちらかといえば女性に

比重か。 

１０代から２０代の若者

最近では１０代２０代の

若者男性が狙いか 

教育システム 「ユニクロ」大学設立とい

った会社全体での従業員

のレベル向上を目指す 

調査中 セールスコーディネータ

ーといった販売教育専門

の教育指導を実施 

経営戦略 SPA 大国ももはや営業不振

に。しかし近年持ち直しの

兆しも。新規事業と新たな

分野への進出は候を制す

のか。 

卸事業から SPA 事業への

華麗なシフトチェンジ。

今後も他企業とコラボレ

ーション企画で売り上げ

を伸ばす。 

マニュアルに従わない独

自の企業形態で売り上げ

は好調。いつまで快進撃

は続くのか。 
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①ターゲット層はユニクロが数年前のＣＭで記憶に新しいかもしれないが、老若男女問

わない誰でも気軽に低価格でおしゃれが楽しめるというコンセプトから世に商品を送り込

んでいる。 
ワールドは「インデックス」「アクアガール」「インディヴィ」「オゾック」等女性ブラン

ドに力を入れている用に感じるが、和のテイストを強く組み込んだ若者向けブランド「Ｔ

Ｋ」や２００５年には「アンタイトルメン」などエレガントな大人を目指す若者をターゲ

ットに絞った男性ブランドも大きくなってきている。 
ベイクルーズでは「スピック＆スパン」はフレンチ＆トラッドベースのレディス、「イエ

ナ」はフレンチトラッドベースのレディス、「エディフィス」はフレンチトラッドベースの

メンズ、「ジャーナル・スタンダード」のレディスはナチュラルなワークベース、メンズは

ミリタリー・ワーク・ヴィンテージベースのテイスト。女性中心のブランドの感じもする

が、近年「ジャーナル・スタンダード」の伸びはすごい。とくにメンズでの売り上げの伸

びはすさまじく、今後はメンズブランドの一角として活躍していくことであろう。 
 
②従業員教育 

ユニクロでは、専門の教育機関「ユニクロ大学」を設置し、さまざまな研修に取り組ん

でいる。 

「社員フランチャイズ制度」は、従業員が独立して会社をつくり、ユニクロのフランチャ

イズ店舗として展開できる制度です。現在までに、8名のユニクロ店長が独立し、フランチ

ャイズオーナーとして、会社を経営しているという。また、「スーパースター店長」と呼ば

れる役職は、一般の店長以上に責任権限が付与される店長のタイトルで、自分の店舗運営

を通じて、ユニクロの事業全体の課題・問題を早期に発見し、全社レベルでの問題提起・

貢献を行なうことが求められる。全店の模範となり、会社全体に影響を与えられる優秀な

人材を登用するための教育システムである。 

 ベイクルーズでは、ビジュアル・コーディネイターの指導密度は想像に難く無い。事実、

主力６業態で計１４名が配されている。それはラインとして店舗運営と人材育成にあたる

スーパーバイザー（事実上のエリアマネージャー）も同様で、同じく計２３名が配されて

いる。最大業態の「スピック＆スパン」ではこの他、販売指導にあたるセールス・コーデ

ィネーターも２名配される等、店舗の運用指導には大変な人手をかけている。また、新入

社員に対しては月に一度必ず上司へ自らの売り場での反省点などを書き込み、提出し上司

からの助言を待つフォローアップ制度で新人教育を進めている。 
 ワールドに関しては未だ調査中です。 

 
③差別化を図る経営戦略 

 時代が変わり、百貨店・スーパー業界の衰退にとって変わり、市場に出てきたユニクロ

であるが、トレンドの逆転や商品構成の平板さと陳腐化によって顧客離れを余儀なくされ



A3P2106佐々木 博史 

 15

たユニクロ。その結果売上不振なった。そこで業績回復のためにユニクロは、通販企業で

あるシムリーと提携してｅマーケティングと一般的なカタログ通販に乗り出したり、顧客

ターゲットの柱を女性に定め、商品構成を変更したり、また衣料品以外の新しい分野への

進出として野菜などを通信販売する子会社を設立するなどいろいろな戦略展開を行ってい

る。 

今後このような戦略でどこまで業績回復させることができるのか、今後はそうした点に注

目していきたいと思う。 

 ワールドは、卸事業からＳＰＡ事業に転換し、ビジネスモデルを変えたことにより、成

長を続けてきた。現在、長引く不況により、「作れば売れる」時代ではなくなった。だから、

無駄・ロス（機会ロスや在庫ロスなど）を排除し、コストを抑えて、全体の効率化を図ら

なければ、顧客満足度は下がり、企業は淘汰されていくのである。 
つまり、今後もＳＣＭが不可欠となり、さらなる効率化の向上を目指していかなければな

らないのである。 
ワールドはＳＰＡ戦略で小売事業が成功しているにもかかわらず、縮小し続けている卸事

業を廃止せずに、新たな改革を行なっている。それは、単なる卸としての商品供給だけで

はなく、ビジネスとしてトータルなサポートを強化することで、専門店の発展に寄与し、

パートナーシップ関係を築き上げているのである。 
ワールドは現在他社とのコラボレーション企画も進行中だという。今後のワールドの進展

には目が離せないだろう。 
 ベイクルーズの今後はいかに独自性と企業のスタンスを貫けるかにかかっていると感じ

る。マニュアルに依存せずに商品のテイストにあわせての店づくり、販売もマニュアルも

あるものの人一人との出会いを大切にし、売る、という考えよりは良き相談役として売り

場に立っている。その方針は今を生きる若者にマッチした。今企業は確実に大きくなって

いる。今後時代も流れていく中このままでは生き抜いていけるかは不安である。どの企業

にも負けない「何か」が今のベイクルーズには欲しいのである。 
 
 
 研究を通して企業の戦略を知り感じたことは、よい商品を開発、発表しても、すぐに他

社が似たような商品を出し、結局、価格競争に巻き込まれてしまうことが多くなっている。

一つの商品がヒットしても、その企業が勝ち続けることが難しくなってしまったのである。 
ところが、同じビジネス環境にあっても、ワールドやオンワード樫山は、そんな競争の中

でも、安定して勝ち続けている。こうした企業では、一体なぜそれが可能なのだろうか。 
今のようにこれほど競争が厳しくなれば、長年積み上げた“強み”がなければ、持続的・

安定的に高い業績を上げることは無理だといえる。そしてその強みとは、企業に固有の組

織的な強み＝“組織能力”である。組織能力の中には経営戦略を含め、商品と時代とのテ

イストの一致、その商品をいかに売るか、つまり販売能力、顧客とのトラブルに関しても
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誠意のある対応能力などが上げられるのだろう。どれもがすぐに売り上げにつながるとは

言い切れないが突発的ではなく持続的に勝ち続ける企業では、そういった部分こそ徹底し

ているのでは無いかと感じた。今回の論文で企業の仕組みの理解できたよう感じる。自分

が社会にでて確実に役に立つ研究だと感じた。 
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