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幼い頃から本屋に行くのが好きでした。たくさんの本が並ぶ中で、自分の興味分野の本が並ぶ書
棚の前で、その背表紙を見ながら幾つかの本を手許に引き寄せて少し読んではまた書棚に戻す。あ
まり長く読み続けていると、店主から小言を言われた時代です。昭和を回顧すれば「貸本屋」という店
がありました。頻繁に本を買って貰える家庭ではなかったので、読もうと思った本は「貸本」で借りるか、
学校の図書室の本を借りるのが当たり前でした。ただ、年に数回だけですが、おもちゃを買って貰った
記憶がない父親と一緒に本屋に行くと、「好きな本を1冊だけ買ってやるぞ」と言われ、胸弾ませて本
選びをしたものです。

母に連れられて兄と共に他人の家に行った折にも、愛想よく話をするのが苦手だった私は、大人と
会話をしている兄を見ながら、その横で黙って本を読んでいる子どもでした。あまり子どもらしくない子
と言われた記憶があります。

長じて中学校に通うようになってからも、本を読むのが好きでした。自宅から離れた私立中学校に
通っていたので、朝は（当時の国鉄）中央線での通学でした。約３０分は大人の勤め人と一緒の電車
に乗る。どうにか隙間を見つけて左手で吊革につかまり、右手で文庫本を開く。教科書類は肩から掛
けた袈裟懸けの帆布の鞄に入れていました。

駅間の移動時間が読書時間。空間の制約もあり、基本的に文庫本をもっていたように記憶している。
古典と言われる小説も読んでいた。読めない漢字にも多く出逢う時。ただ、たとえその漢字自体は読
めなくとも、前後の脈絡から何となく意味を解釈できたように記憶しています。

その後、大学生の折にマーケティング概念に出逢う機会を得て、ビジネスの世界でマーケティング
実践を学ぼうと心しました。公式に当てはめて一つの解を求めるのではなく、多様な現象や事実を自
分なりに解釈して、多様な未来図を描いていくマーケティング思考に興味を持ったからです。そのた
めには、まさに多様な下地となる知識がなければ、どうしても狭小的な発想しか出来なくなってしまい
ます。

はじめに －語り継ぐマーケティング思考
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興味関心の領域が広がり、今まで知らなかったことを知ることの楽しさを知るようになったように感じ
ます。理解できないことも、時折出逢うちょっとした図表を眺めていると、イメージの幅が広がっていっ
たように思い出します。文字だけでは伝えきれないことも、図を見ることで固まっていたイメージが広
がったからでしょう。

社会に出て企業に就職。マーケティング・スタッフとして第一歩を踏み出しました。ビジネス・スタッ
フはどうあるべきかを日々教えてくれた先輩諸氏や上司に恵まれて、多くの学びを得た時でした。特
に、自分の考えや仮説を他者に説明する際に、どうしても饒舌な話になってしまい、まとめをつくる際
にも、文章量の多いシートを何枚も（当時は手書きで）作成していると、上司から「言いたいことは１枚
のシートにまとめなさい」と、いつも指摘をされていました。今思えば「企画書は１枚のまとめがポイント」
という、自分自身のプランニングの基本スタイルが出来ていったことに感謝しています。

言いたいことがたくさんあっても、全体を見直してみると、幾つかに絞って考えられるもの。更には、
その中でも特に伝えたいことを絞っていくと、確かに１枚のシートにまとめることが出来る。自分自身の
プランニング・スタイルが形作られる基も、実はその頃からの作業に対する姿勢や癖が身に付いたか
らであろうと思っています。情報の発信者は、どうしてもたくさんの文章を記述して、相手に読んでもら
いたいと思うものです。しかし、受信者サイドでは、ポイントは何なのかをいち早く知りたいと思うもので
す。知らせたいと思えば、文字の情報だけでは「読む」ことを前提としなければ伝えることは出来ませ
ん。伝えるためには、相手に何かを気づいてもらう必要があります。気づくきっかけとして、ちょっとした
動きがあります。静寂の中で、何かが動くとハッとして気づくもの。それと同様に、平板な文字が並ん
だシートのどこかに、気になる図形や記号があると、全体のなかで気になることが多いのではないかと
思います。まさに、文字解釈をする「左脳」だけではなく、図形認識をする「右脳」の活用を促すことが
必要です。
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子どもの頃に読んでいた本のなかでも特に幼少期には「絵本」があったことを思い起します。文字を
読むことにそれ程の苦労はしなかったのですが、図や絵があると自分の描く世界が広がったものです。
私は童話（民話）のなかで「かさじぞう」が好きでした。雪道を家に戻る途中で、降り続く雪が頭に積
もった地蔵に気づいたおじいさんが、六体の地蔵には自分がつくった笠を、一体には手ぬぐいをかぶ
せる善行をする場面は、文字での説明と共に絵が描かれており、幼い自分が、今、雪の道を行くよう
に思えたものです。

絵はやがてアイコンになって、「見て」「感じる」きっかけも多くなってきました。私が半世紀前に出
逢ったマーケティング思考の数々も、その折に多くの気づきを与えてくれた本のような整理が出来な
いかと考えてきました。ここに取り纏めたものは、ビジネス現場で思考を巡らせる際の視点を提示すべ
く、自分自身が取り纏めてきた幾つのかの「マーケティング眼シート」を基にして、１視点１葉で表記し
たものを基本にしています。

さらに加えて、マーケティングの主要テーマでもある「概論」「ブランディング」「企画」に関しては、私
が講義をする際、折に触れて使用する講義レジュメのスタイルにしています。テーマに沿って、読みな
がら見ながら、ふと何かに気づいてもらえることを期待しています。

考える糸口は、一人ひとりの「気づき」の発露でもあります。多くの文章を読み込んで理解することも
重要ですが、それと同等に重要なことは、ちょっとした変化や刺激に触れて、新たな発想につながるよ
うな「気づき」を得ることです。わずかな説明文に目を通して頂くと共に図表を眺めて頂くことで、思考
の幅が広がっていくことを期待しております。
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はじめに －語り継ぐマーケティング思考

第１講：マーケティングの概論を読む・見る
マーケティングは自分が語る「論述」のガイドをしてくれる。
マーケティングの思考プロセスは普遍のもの。
時代と共に“４P”も“８P”へと視点は広がります。
マーケティング要素は相互の関係から全体的に見る。
「流通」の位置付けも時代とともに変わってきた。
ＰＬＣ段階を見極めたマーケティングの展開をする。
サービスは「無形財」。多様な広がりを持っている。
「価値」とは何？「価値あるね」はどんなこと？
マーケティングが捉える価値の範囲は「顧客」から広がる。
ビジネス・パラダイム（思考枠組み）の転換が起きている。
２１世紀の経営指標のＮｏ.１はＣＳ（顧客満足）。

第２講：マーケティング＆コミュニケーションを考える
コミュニケーション戦略は、先ずその目的を確認する。
コミュニケーション戦略の対象は誰かを見極めること。
企業コミュニケーションの手段を目的によって仕分ける。
コミュニケーション戦略は対象と目的によって分類される。
社内コミュニケーションに目詰まりはないかを見直す。
メディア進化は「探索」力を高め「探求」心を薄れさせたか。
外出先での情報接触は記憶の瞬発力を高める。
「商店街」は地域コミュニティの代表モデルである。

第３講：時代の変遷に目をやり変化を捉える
時代の変化体験が「世代」をつくり価値観を生む。
買物スタイルも“Shopping”から“Getting”に変化している。
消費者は購入予定商品を複数の目で評価し判断している。
消費購買行動のきっかけになる節目を生み出す。
注目されヒットする商品には消費者心理の連鎖がある。

目 次 －マーケティングを語り継ぐ
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第４講：戦略は未来に向けて歩むガイドのシナリオ
戦略の立案は、未来を想い描く仮説設計に始まる。
戦略の組み立ては、マーケティング・デザインの実践である。
マーケティング・デザイン力が問われている。
俯瞰的な自己分析の基本は「ＳＷＯＴ」。
マーケティングは「顧客主導」の経営スタイルである。
顧客の知覚を揺さぶることもマーケティング活動。

第５講：企画とは、自らの企てを描出する（画す）こと
マーケティング思考は「視点」「視野」「視座」の複合で考える。
マーケティング「理論」を背景に自らの｢論理」を組み立てる。
プレゼンテーションとは、顧客に対する“気づき”の提示である。
ソリューションとは「課題解決」ではなく「問題発見」である。
「企画」は「企て＝発想」を「画す＝描出する」ことである。
「企画をする」のは、奥深くにある問題に「気づく」こと。
課題解決のテーマは決して一つではない。
課題の背景（問題点）を時間×場所で整理する。
企画は自らの発想をストーリーに組み立てる行為である。
ストーリーの組み立てには、目次ではなく短文を繋ぐ。
図像化には、スタッフのデザイン感性が問われる。
プレゼンテーションはプレゼンターが決め手。
マーケティング・プラン設計の手順を知ること。
企画は他者（社）の理解・共感を得るために魅せるもの。
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第６講：ブランドの意味を知り活用を考え実践する
印（しるし）から証（あかし）へと進化したブランドを見直す。
ブランドは、送り手（企業）と受け手（顧客）の“絆”の証である。
製品は工場でつくられ、「ブランド」は顧客の心につくられる。
企業には個性を発揮する「顔」がある。
「ブランド」を構成する要素を確認する。
「ブランド」の効果はどのように捉えるべきか。
“My Branding Note” で自分を見直す。

第７講：時代を超えてマーケティングを語り継ぐ
マーケティング・スタッフには多様な「のう力」が問われる。
出逢いの「縁」が生む「人脈・知脈」が新たな機会を創る。
探求心を発揮して次代を夢想するスタッフと語り合いたい。
３つの「しごと」を考え、自分の立場を確認する。
そして、「学道」を歩み行く。

おわりに －終わりなきマーケティングの学道を行く
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マーケティングの定義は様々な機関や研究者が発信しています。しかし、自分自身が腑に落ちた、
自分なりの定義を持ちうるかどうか。それが、マーケティング・スタッフの基本資質になるのではないか
と考えています。

マーケティング発想の表層的なスキルは様々ありますが、個人的なオリジナリティは日常の自分自
身の行動が決めるものです。日々、これ以上のことはないか、次の行動への準備がなされているか、
相手の立場に立って考える際の「相手」を誰と規定したのかによって、その思考は異なったものになり
ます。

働くことは「傍（はた）を楽にする」と言われますが、私自身にとっては全ての人が「傍」にあたります。
「傍」を「楽しく」したい。外で自分が見てきたこと、食べたことを、傍の人と共有すること。テーマ共有
化への小さな心掛けが、「傍」との会話を豊かにし、自らのマーケティング発想を醸成してきました。

そのようなことが基になって、私自身のマーケティング感は、｢常に相手の立場に立って自らの行動
を見つめ直す思考の体系｣と捉えています。

組織行動に限らず個人の行動にもまた、マーケティングは内在すると考えています。自らの行動を
評価し判断を下す相手は誰かを理解することから、マーケティングは始まるのです。

自らを取り巻いている環境の変化を如何に自分自身の問題として意識し、そのために今自分たち
は何をしなければいけないのかを常に見極めていくことが必要です。自分が相対している対象者（企
業にとってみれば顧客＝生活者）は、何をしてくれたならば喜んでくれるのだろうかという発想を忘れ
てはなりません。

マーケティングは、企業が市場を操作する為の手段体系ではなく、いつも相手の立場に立って自ら
の行動を見直し、その行動自身を律して行く思想体系とも考えられるのです。

そこでまずは、マーケティングとは何かについて、一人ひとりが考えて定義化する素を提供していき
たいと思います。「マーケティングとはあなたにとって何ですか・・・？」

第１講：マーケティングの基本概念を確認する

［一部拙著「マーケティング発想力のつく本」より］
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マーケティングは自分が語る「論述」のガイドをしてくれる。

「マーケティング」に関しての授業は、教育機関に限らず企業の研修等でもいわば

定番の講座でしょう。たくさんの講師が、その基本的な概念や方法について講義をす

る場面によく出会います。

でもまず、マーケティングを学ぼうと思っている人が心しておいてほしいのは、マーケ

ティングには「学」が付かないということです。そうではなく「論」が付きます。

さまざまな分野で蓄積されてきた「知識」の体系を活用して、今の時代に起きてい

る現象や未来に向けた仮説を考えて説明することを、自分の考えていることを「論述

（説明）する」と言うでしょう。そのことをガイドしている学問がマーケティングなのです。

「学」というと「知識」（Knowledge）を広げる素になりますが、ビジネスは知識だけで

は動きません。それ以上に、何を、どのようにすればいいのかの「知恵」（Wisdom）を

高めていかなければなりません。「知恵」は「道理を判断し処理していく心の動き」と言

われます。

マーケティングは「知識」を「知恵」に転換して、論理的な説明力を磨くガイド役にな

る学問なのです。考える道筋は、一時的な方法で出来上がるものではありません。自

分自身で「考える」力が必要になります。自分一人の体験に限らないガイド役がいると、

考える幅も広がり、また深みも加わってくるのではないかと思います。
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マーケティングは「学」ではなく「論」 ：常に「今」を論理的に語るガイド。

学 は、体系化された知識。

論 は、筋道を立てた論述。

［経済学／経営学／商業学・・・・］

［マーケティング論／リーダーシップ論・・・・］
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マーケティングを学び始めて比較的早い時期に出会う言葉の一つに「Ｒ・Ｓ・Ｔ・Ｐ」

があるのではないでしょうか。まさに基本の基といった扱いです。

でもひょっとすると、大袈裟ではないかもしれません。どのような分野にあっても、押

さえておかなければならないポイントだからです。

先ずは、わからないことがあったなら「調べてみよう」ということ。ResearchのＲは、調

査会社に依頼しての調査を言うのではなく、マーケティングを実践しているスタッフの

日頃の志でのことです。自分で調べよう、現場に行ってみよう・・・といった考えです。

状況がぼんやりとでもわかってきたならば、まだ全体を掴むことにこだわるのではなく、

もっと絞り込んで深く考えてみましょう。細かく分けて考えることです。Segmentationと

いう考え方が教えています。

細かく分けて考えたなら、具体的なお客様を連想してみること。Targetingは、ただ

数だけでお客様を考えるのではなく、一人ひとりを連想して深く考えを巡らせることで

す。

そして、連想したお客様の立場に立って、提供しようと思っている商品やサービスが、

どのように認識されそうかという、頭の中での仕分けを考えて（Positioning）、それらの

考えを仮説にして、商品・サービスを提供する要素を細かく考え直して組み立てようと

いう、まさに基本の考え方なのです。

マーケティングの思考プロセスは普遍のもの。
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R S T P Ｉ Ｃ

マーケティング思考の基本プロセスを知ろう。
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マーケティングを語るときに必ずのように登場するのが“４Ｐ”という言葉ではないで

しょうか。顧客との関係をより近づけていくには、自分たちが提供しているものやサービ

スを常に見直しておくことが必要になります。では、何を見直せばいいのか、ということ

を４つのＰに仕分けて、「製品＆サービス：Product」「価格：Price」「流通：Place」「販売

促進：Promotion」の頭文字からとった４つのＰです。

確かに、提供者側から見た際には、その視点はわかりやすいのですが、逆にお客様

の側から見ると、製品の良し悪しだけではなく、購入した店の応接や、自分自身の生

活コストとの関連でモノを判断する場合もあるでしょう。

また、提供する側からみれば、原料の安定的な供給や、販売した後の環境への影

響までを考えてビジネスを展開することが求められるようになってきています。そう考え

ると、出来たモノを評価するだけではなくて、これからつくり出すモノに対する評価を事

前にしておくことが、どうしても必要になってきます。

そのように、今の時代のマーケティング展開を考えてみると、４つのＰだけではビジネ

ス全体を見ていることにはなりそうにありません。もっと幅広く、しかも仕事の流れで理

解することが必要でしょう。４Ｐに加えて、少なくとも４Ｐが加わって計８Ｐ。

もっとあるかもしれません。自分の仕事の流れで考えを広げていってみて下さい。

時代と共に“４P”も“８P”へと視点は広がります。
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● 企業が環境問題に対して無関心でいられた時代のマーケティング戦略は、生産→流通・販売そして廃棄という、「送り手」発想に

よる一方通行的な考え方が中心となっていたが、環境対応を内包するマーケティング発想が求められる今日、企業は、生産→

流通・販売→廃棄そして回収・再生といった資源の循環・サイクル発想をベースに、「獲得再生産」の論理から、「循環再生産」の

論理への転換を図らなければならない状況にある。

Economical Marketing Mix Ecological Marketing Mix

◆ 経済優先の企業活動の中では、企業の発想は「送り手」の

立場から「製品（Product）」をつくり、「価格（Price）」を設定

し、「販売促進（Promotion）」を考え、「販売拠点（Place）」

を設置し、市場との対応を図る４Ｐミックスの考え方がベース

となっていた。

◆ 経済活動と環境対応の融和を目指すため、従来の４Ｐ発想

に「原料調達（Procurement）」「包装（Package）」「物的流通

（Physical Distribution）」「リサイクル（Post Selling）」といっ

た４Ｐを加えた８Ｐ発想で、何ができるかを考えた環境にや

さしいマーケティング戦略が注目される。

Consumer

［販売促進］

Price

［価格］

Product

［商品］

Place

［販売拠点］

Promotion

［販売促進］

Procurement

［原料調達］

消費者

生活者

人類

Physical

Distribution
［物的流通］

Package
［包装］

Post

Selling
［リサイクル］

Price
［価格］

Product
［商品］

Place
［販売拠点］

Promotion
［販売促進］

～

～

マーケティング・ミックスは「４Ｐ」から「８Ｐ」へ。
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人によって学ぶスタイルは様々です。先ずは、細やかな単語の意味を知って、それ

から全体を見直そうとする人。逆に、先ずは全体を俯瞰して理解しようと試み、学習の

プロセスで出会った専門的な用語を知るアプローチをする人もいます。

どちらの道から学ぼうとも、知らなければならないことは多様に広がっている要素の

相互関係性を見直しながら、全体を把握することに変わりはありません。

そもそも人が何かを理解しようとした際に「わかる」「わからない」という状況になりま

す。「わかる」のは、先ずは自分の理解している範囲と、そうではない範囲とを分けて

みる「分る」という段階があります。

更に、その内容までを知ろうとして「解る」状況になろうとします。「分って」「解る」。

続けてみると「分解」になります。学びの原点は、細やかな要素分解にあるのかもしれ

ません。

しかし、細かく分けたならば、一度全体を見直してみましょう。

「分解」＝「分析」：Ａｎａｌｙｓｉｓの対語は「総合」：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓです。「木を見て森を

見ざる」という諺もあります。

マーケティング要素は相互の関係から全体的に見る。

14



企業（事業者）生活者

生活者，商品

ニーズ

マズローの
欲求５段階説

買い方

購買意思決定
プロセス

購買行動

イノベーター理論

顧客満足

ライフタイムバリュー

４．ブランディング

１．コーポレート・マネジメント

（企業戦略）

２．マーケティング・マネジメント

（戦略マーケティング）

５．生活者行動

SWOT分析 ３つの基本戦略

ファイブ・フォース・
モデル ブランド戦略

競争地位別戦略
プロダクト・

ライフサイクル

アンゾフの
成長ベクトル PPM

生活者の分類 セグメンテーション

ライフスタイル ターゲティング

調査

Research マーケティングの
視点

マーケティング・
リサーチ

マーケティング・

ミックス

３．New Theory
ワン・トゥ・ワン・

マーケティング Webマーケティング
サービス・

マーケティング

製品戦略

Product

価格戦略

Price

流通戦略

Place

販売戦略

Promotion

ネーミング

スキミングと
ペネトレーション 流通チャネル

コミュニケーション・
ミックス

ポジショニング

パッケージング

ロゴマーク 価格設定 ピーアール（PR）

広告（AD）

販売促進（SP）

マーケティングの体系を確認しておく。
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「流通」というと昭和の時代に起きた「流通革命」という言葉があります。西暦で言え

ば1960年代のことです。それまでは、取り扱っている商品ごとに個別のお店が分かれ

ていました。その日その日の夕食準備のために、野菜・肉・調味料等を買おうとすれば、

「八百屋」「肉屋」「乾物屋」と、それぞれに回らなければ必要なものが揃わないという時

代があったのです。そのような買物行動を激変させたのが「スーパーマーケット」の出現

でした。

お店の人と会話をすることもなく、自分の必要なものを自分で選んでレジで支払い。

時間的な効率性も高くなる買物スタイルが進んでいきました。その後の店の形態変化

は目を見張るものがあります。いよいよ、人との会話はどこかに行ってしまいました。他

人からのお薦めが無いままの自己判断が求められる買い物です。

更には、店という存在すらもなくなってきています。ネットの進化です。買物に出向く

というのではなく、多様な情報を「検索」して「選択」するというスタイルです。

他人との出逢いや商品サービスとの出逢いも、そのスタイルは時代と共に変化をし

てきています。これから先、生活行動における買物は、どのように変化をし、その変化

に流通の役割はどのようなものになっていくのでしょうか。それぞれ、思い浮かぶ未来

図を描いてみたいと思います。

「流通」の位置付けも時代とともに変わってきた。

16



＊ 市場が誕生まもなく、競

合もない時代は、市場構

造が単純なばかりでなく、

流通機構も単純な仕組

みになっていた。

＊ サプライヤーは、一方的

に自らの価値を提供する

仕組みを有していれば

よかった。

系列流通創成期

糸 線 網 絆

＊ 需要が増し、競合も増加

し始めると、サプライヤー

は顧客との接点を増やし、

広げることで、自らの成

長を遂げようと試みた。

＊ 顧客との接触頻度を数

多く持つことが、流通の

基本機能となっていった。

量販流通成長期

＊ サプライヤーの一方的な

価値提供は通用しなくな

り、業種発想から業態発

想への転換が始まった。

＊ 川上と川下を結び、モノ

をスルーするためのパイ

プ役ではなく、顧客を“繋

ぐ”役割が求められてき

た。

流通ネットワーク拡張期

＊ 各流通主体者が顧客と

の“繋がり”を求め始め、

単に競争優位性を発揮

する競争から、顧客との

“関係性”を深める競争

へと移行してきた。

＊ “関係性”強化に向け、

顧客側に立脚した役割が

求められてきた。

流通デジタル化進展期

時代ごとの流通機能の変化を確認する。
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マーケティングは、変化する状況を見極めながら、その時々での経営の最適な解を

求める思考と行動です。

常に、自分がどのような状況に身を置いているのかを知ることでもあります。そのた

めのガイドとして、ＰＬＣ：Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｌｉｆｅ Ｃｙｃｌｅがあります。新しい機能やデザインで

市場に登場した製品も、当初はその製品ひとつくらいしかなかったものが、多くの人に

受け入れられてくるにしたがって、競争（者）社が登場してきます。当然、そこで違いを

示すための「差別的競争優位性」が問われてきます。

最初は「注目」されることを主眼に置いた情報発信が必要だと考えられますが、その

後の競争環境を考えると、徐々に、ただ注目して貰うことよりも、製品自体の機能への

「納得」やデザインの考え方に対する「共感」を得られることを考えて実践していくことが

求められます。

更に時が流れて状況の変化が起きてきたならば、原点に返って自らを見直すことも

必要になるでしょう。その状況変化を見極めることも、変化適応の経営を実践するマー

ケティングの基本的な考えになるのです。

ＰＬＣ段階を見極めたマーケティングの展開をする。
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ＰＬＣ導入期

を脱し

成長期に突入

するための

マーケティング

注目の

マーケティング

納得の

マーケティング

ＰＬＣ

売上

（普及率）

成長期 飽和期成熟期導入期

先駆的

顧客層

納得の 見直しの共感の注目の

理解型

顧客層

追随型

顧客層

衰退期

新製品／機能による

新顧客層開拓

時間

マーケ

ティング

テーマ マ ー ケ テ ィ ン グ

突破

基本的

マーケティング

テーマ

◎◎◎◎◎

PLC段階別マーケティング・テーマを知る。
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マーケティングの基本は、「交換」の仕組みをつくり出すことにあります。ただ「交換」

というと、「物々交換」にはじまって、やはり「モノ」がやり取りされる印象があります。

しかし今の消費行動は、モノの購入行動と捉えてしまうと、領域が随分と狭くなって

しまいます。そのモノに付帯している情報や、困った時に問合せや応えてくれる体制が

気になります。

サービスにカタチ（形）はありません。それ以上に問われているのはカタチにならな

い志や態度に関わるカタ（型）です。スタイルと言っても良いことがあります。

情報に関すること、人に関することもサービスの分野に含まれるマーケティング行動

と捉えることが出来ます。「あの店は、雰囲気がいいね」とか「何となく落ち着くよね」と

いった声を聞くことがりますが、それらの声は、モノの「交換」によって発生する評価で

はなく、その場で感じた感性の評価でしょう。いわば、現代のマーケティングで問うべき

は、顧客との「交感」機会の創造でもあります。音は同じ「こうかん」であっても、やはり

時代の変遷です。モノを求めての行動の場面にあっても、こきゃくが見ているのは、そ

の店や人への「好感」の度合いなのです。

サービスは「無形財」。多様な広がりを持っている。
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❑サービスの分類のいろいろ

❑サービスの分類例

ｅｘ．

医療

ｅｘ．

弁護

ｅｘ．

美容院

ｅｘ．

鉄道

ｅｘ．

宅配便

ｅｘ．

学校教育

ｅｘ．

ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ

ｅｘ．

宗教

対象による分類
カスタマイズの程

度による分類

提供主体による

分類

営利性による

分類

人向け

物向け

個別 標準

パーソン・カスタマイズ・サービス パーソン・スタンダード・サービス

医療，弁護，会計，理髪，コンサル

ティングなど

教育，ホテル，テーマパーク，レスト

ラン，映画館，美術館など

マテリアル・カスタマイズ・サービス マテリアル・スタンダード・サービス

宅配便，修理修繕，獣医，家事サー

ビス など

駐車場，銀行，保険など

人に向けた

サービス

物に向けた

サービス

個別的

サービス

標準的

サービス

人が行う

サービス

機械が行う

サービス

営利

サービス

非営利

サービス

サービス分類

幅広いサービスの分類を知る。
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今の時代の経営課題として、「価値創造」という言葉によく出逢います。言葉では何

となくわかったような気になるのですが、ではいざ何をやればいいのかとなると、頭を悩

ませてしまうことがあります。「価値」という言葉は便利な言葉だと思います。

ある人にとっては「とてもいいもので、価値あるね～」と思ったとしても、他の人にとっ

てみれば「それ程のことはないね」「何で価値あるって思うの」と疑問視が投げかけられ

たりもしてしまいます。それだけに、万人共通で「価値あるもの」というのは、なかなか生

み出せないものと考えておいた方がいいでしょう。

お腹の空いているときは、どのような料理でも目の前に置かれたものは、すぐにでも

食べたくなるもの。でも、しっかりとお腹いっぱいに食べた後では、いかに自分の大好物

が出されても「今は遠慮しておこうかな」と、積極的には手を出さないのではないかと思

います。ですから「価値」というのは、利用しよう／購入しようと考える人の評価基準で

あると捉えることが出来ます。

決して提供者が決めるものではなく、利用者サイドが決めることであることを忘れて

はなりません。

「価値」とは何？「価値あるね」はどんなこと？
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【ｖａｌｕｅ】
－ａ．

①（物の本質的または相対的な）価値，値打ち，価（worth, 

merit）；有用，有益さ（usefulness）

（トランプの札・チェスの駒などの）重要性，等級

②（好感・購買・貨幣的）価値，価格，値段，代価；（小切手の）額

面金額

③（...の）対価，評価額；値打ちのあるもの，（出費に）相当する（見

合う）もの

④評価（valuation）；（人・物に対する）高い評価，好感

⑤［社会学］価値；（倫理）価値（もの・人間の行動・動機・性格など

に与えられ、積極的な評価の対象となる性質）。

⑥（語句などの）真義，意義，意味

⑦［絵画］バリュー，バルール，色価，明暗（の度）

⑧［音楽］（音符や休符の示す）長さ，時間的価値，音価，暦時

（time value）

⑨［数学・物理］値（あたい），数値

⑩［音声］音価

⑪［生物］（分類上の）等級

⑫［化学］...価（化学的性質を表す数値；例えば脂肪中の不飽和

脂肪酸の含量を示すヨウ素価）

－ｖｔ．

①評価する，値踏みする，...の値段を見積もる，...に値をつける。

②...の価値を（重くまたは軽く）見る

③尊重する，重んじる。［～oneselfで］うぬぼれる，誇る。
〈「新英和大辞典」研究社／1991（第21刷）〉

①物事の役に立つ性質・程度。経済学では商品は使用価値と好感価値とを持つとする。ねうち。効用。「貨幣－」「その本は読む－がない」

②【哲】「よい」といわれる性質。「わるい」といわれる性質は反価値。広義では価値と反価値とを含めて価値という。
（ⅰ）人間の好悪の対象になる性質。
（ⅱ）個人の好悪とは無関係に、誰もが「よい」として承認すべきもの。真・善・美など。

〈「広辞苑」岩波書店／1986.10.06（第三版第四刷）〉

【価値・価直】（Value［英］／Wert［独］）

形声。人＋買（音）。

音符の「賈」は「あきなう」の

意味。あきなう時の物のあ

たいの意味を表す。常用漢

字は省略形。

形声。人＋直（音）。

音符の「直」は、特に通じ、

もつの意味。人が持つの意

味を表す。また、「直」は

まっすぐ見るの意味。人が

見つめあう、あたるの意味

を表す。また、交易の際に、

物に向き合うねだんの意味

をも表す。
〈「漢語林」大修館書店／1987.03.01〉

【値】チ／ね・あたい

【価】《價》カ／あたい

①あたい。ね。ねうち。「価値」②もつ（持）。③あう
→安値・価値・近似値・捨値・数値・絶対値・遭値・売値

【値遇】出会う。あう。（「知遇」に同じ）
【値段】もののあたい。代価。

①あたい。値段。価格。②ねうち。価値。評判。
→ 原価・原子価・減価・高価・市価・紙価・時価・真価・

声価・地価・定価・特化・売価・評価・物価・平価・廉価

【価格】ねだん。ねうち。
【価額】品物のあたいに相当する金額。

【価値】①あたい。（ⅰ）ねだん。価格。（ⅱ）人間の欲求

を満足させる物事に対して認められるねうち。
【不レ二レ価】（あたひをにせず）掛け値を言わない。

「価値」という言葉の意味を確認する。
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経営指標から捉えて、最終的な事業利益をどのようの捉えるべきかは、経営の実践

において常に問われる点かと思います。

「顧客価値」を重視するか「株主価値」を重視するかの二つの視点です。

江戸時代、石田梅岩が唱えた「石門心学」でも、商いの肝になる考えとして「入るを

計りて、出を制せよ」と教えています。

絵で言えば、上からの資金の流れを見ていくのが「顧客価値」視点からの経営スタイ

ル、下からの流れで考えるのが「株主価値」経営の視点と言えるでしょう。

送り手として企業を想定すると、モノやサービスを提供する相手は、一般的には顧

客ということになります。しかし企業は、モノやサービスの提供者としての役割を果たし

ているだけではありません。投資家にとってみれば、個々の商品の良い・悪いに止まら

ず、企業のトータル価値が高まれば嬉しいでしょうし、金融機関にしてみれば、貸付金

の間違いのない返済が気になるところでしょう。

企業にとっての関与者は多岐にわたります。マーケティングの領域が、モノの販売に

関することだけではなく、企業そのものの評判も含めた価値の向上にあるということで

あり、顧客の概念も幅広いものになってきているのです。

マーケティングが捉える価値の範囲は「顧客」から広がる。
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●営業活動の基本は、売り手ｖｓ買い手の関係で論じられてきたが、90年代に入ってから、企業経営にお

ける新たな視点として、ステークホルダーが注目されるようになった。

●特に、ステークホルダーの中で現在注目を浴びているのが、株主を重視したマネジメントである。株主

価値の重視は、最終的な純利益から配当を受ける株主を重視することによって、他のステークホルダー

も結果的に重視することになるという考え方に基づいた視点である。

［企業のＰ／Ｌの段階］

・・・⇒

・・・⇒

・・・⇒

・・・⇒

・・・⇒

・・・⇒

顧 客

取引先

従業員，流通

金融機関

行 政

株 主
株主価値

の見方

売 上

仕入原価

粗 利

販売管理費

営業利益

営業外収支

経常利益

国税・地方税

純利益

配当金

企業のＰ／Ｌからみた企業価値の視点

顧客価値

の見方

「顧客価値」vs.「株主価値」の経営視点を確認する。

［関与の対象］
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マーケティングの思考の枠組みは、1900年代初頭にアメリカで誕生して、日本には、

1955年に紹介されたと言われます。

その頃のマーケティング思考の基本は、製品を生み出すためのもの。顧客も、次々

と紹介される商品を見て、欲しいと思う時代環境だったと捉えられます。

その後、企業のものづくりに対する仕組みは進化を遂げ、多様な製品を生みだすこ

とが出来るようになりました。そうすると、生み出した製品を評価してくれる相手のことを

もっと知らなければならなくなりました。

更に、前世紀最後半から今世紀に入ってからは、今までにはない新たな機能や使

用を考える「価値」の見方が問われるようになってきました。良い悪いを考え決めるのも、

送り手である企業ではなく、それらを購入して使用するお客様であることが再確認され

る時代になりました。

そして今、もはや製品・サービスのレベルの高さといった見方ではなく、顧客自身が

自分の人生観や価値観にあっているかどうかで評価するようになってきています。

このような時代の変革について、マーケティングを担当するスタッフは常に気にして

おくことが必要です。変化にこそ新しいチャンスがあるからです、

ビジネス・パラダイム（思考枠組み）の転換が起きている。
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１９００年～１９６０年代

１９７０年～１９８０年代

１９９０年～２０００年代

２０１０年代

良い製品だから

（所有したくて）買う。

ものを作る側・売る側

による「製品中心」の

マーケティング手法。

技術革新により製造

業が発達し、いかに良

いものを作り・売るか

が重要となっていた頃

の考え方。

1970年以降に普及し

た「顧客志向」のマー

ケティング手法。消費

者にとって必要なもの

の多くがその手に渡り、

製品やサービス自体

に付加価値を与える

ことが困難になったこ

とから、顧客のニーズ

を考えるようになった。

製品から顧客へと移り
変わってきたマーケ
ティングの対象は、価
値主導へと変化。もの
やサービスの機能・性
能よりも、それが「どう
いうビジョンで作られ
たのか」「どういう社会
貢献ができるのか」と
いった部分を問われ
るようになった。日本
は現在、マーケティン
グ3.0の段階にいると
される。

マーケティング4.0とは、

顧客の自己実現欲に

訴えかける手法。自

己実現欲とは顧客自

信が持つ「本来的な

自我を実現しよう」と

する欲求のこと。企業

の製品・サービスの提

供により、顧客に「自

分の理想像」をイメー

ジさせる手法。

【マーケティング1.0】

製品中心のマーケティング

【マーケティング2.0】

消費者志向のマーケティング

【マーケティング3.0】

価値主導のマーケティング

【マーケティング4.0】

自己実現のマーケティング

企業に愛着があって

買う。

企業の社会貢献に

賛同して買う。

企業の社会貢献の仕
方が自分の生き方や
価値観に合うから買う。

Ｐ.コトラーが提唱するマーケティング論の進化。
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前世紀の終わりに、公益社団法人日本マーケティング協会が、「２１世紀の経営指

標として重要なことは何か」という企業トップに対する調査を実施しました。その結果、

２０世紀は売上や利益といった数値のことが経営指標として取り上げられていたことが、

２１世紀は、「ＣＳ：顧客満足」「スピード」「アンビション：志」の３つが上がりました。

経営判断の第一は、決して「売れるか売れないか」ではなく、「お客様の満足を得ら

れるかどうか」として取り上げられました。

第２位に上がった「スピード」は、業務プロセスの速さを問う「速度」と、問い合わせに

対する反応の良さを問う「即度」の２つの「ソクド」として浸透していきました。

第３位のアンビションは、企業としてのロマンであり将来的なヴィジョンでもあり、今や

企業経営における当たり前になってきています。

中でもＣＳは、企業経営の基本的な指標として当たり前になってきているかと思いま

す。ただ、ここで気を付けなければならないのは、企業の中で、キャッチフレーズのよう

に「標語」をつくって、それをもってＣＳは共有化されていると誤解してしまうことです。

ＣＳは言葉ではなく、行動が伴って初めて組織の中の当り前になるのです。

２１世紀の経営指標のＮｏ.１はＣＳ（顧客満足）。
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Ｃ
Ｓ
企

業

深度１：標語化
ＣＳを理念やスローガンなど

によって示すこと。

深度２：制度化
ＣＳに関する体制や規定を細

かく設定して遂行すること。

深度３：風土化
ＣＳはもはや社内の空気のよ

うな存在で、あって当たり前

になっていること。

＊創業時は深度３だったが、現在はＣＳが十分浸透し

ているとは言い切れない三越。

＊顧客を絞り込み、ＣＳ企業を標榜して成功を収めた

ブリティッシュ・エアウェイズ。

＊商品開発に顧客の声を活かしているシャープ。

＊モデル・ブランチの基準設定を行うシティバンク。

＊自主勉強会やサービス・レベルの階層化を図る東

京全日空ホテル。

＊全品返品ＯＫの保証をしたオートバックスセブン。

＊カウンターの高さなどが工夫されている ＪＴＢ。

＊ＣＳサービスの標準化を図るＪＡＬホテルズ。

＊｢先義後利」の精神が息づいているモスバーガー。

＊神話化されたﾉｰﾄﾞｽﾄﾛｰﾑ。

＊人の奉仕を重視するリッツカールトン・ホテル。

＊｢ハピネス」を追求する東京ディズニーランド。

＊風土として定着している高島屋／ロイヤル。

深度

ベンチ

マーク

⚫対外的にＣＳ活動の宣言を行う。

⚫企業としてＣＳをどう捉えているか、具体的にどうし

ていくのかを顧客に伝える。

⚫ ｢サービス保証制度」の導入。

⚫顧客にＤＭ等でＣＳへの取組みを伝える。

⚫ターゲットを峻別し、顧客を絞り込んでＣＳを展開

する。

⚫ＣＳの好イメージをキープすべく、さらなる挑戦を

謳っていく。

⚫誰もが常に自社のＣＳの考え方を伝えることができ

る。

⚫辞令などのトップダウンによるＣＳ関連の通達。

⚫会社や店の壁などにスローガンや目標を売上目標

と共に提示する。

⚫ メール，社内報，提示版の活用。

⚫ “ＣＳ専門誌”を社内で発行することでモチベーショ

ンを高める。

⚫部門を超えたＣＳに関する情報交流の実施。

⚫現場からの提案など、ボトムアップの情報交流。

⚫イントラネットなどオープンな情報網の活用。

⚫自由な情報の交換が活発に行われている。

⚫ＣＳの考え方・理念の徹底。

⚫ＣＳに関する研修の義務化。

⚫罰則規定の制定。

⚫店頭での接遇・マナー等の基本的な教育。・基本

的なマニュアルの作成とその遂行。

⚫スキルアップの為の定例的な勉強会。

⚫ＣＳスキルの指標化・階層化を測り、それに沿った

研修プログラムを行う。

⚫ＣＳ優秀者に対する表彰制度の充実。

⚫自主研鑚や自由参加の勉強会の開催。

⚫新入社員やパート・アルバイトにＣＳのマインド＆ス

キルを浸透させる相互研修。

⚫ストックオプション制度やコミッション制による給与へ

の反映。

⚫ トップのＣＳへの積極的取組み姿勢のアピール

⚫ＣＳへの理念・考え方の表明。

⚫電話はベルが３回鳴る前に取るといった具体的な

数値を示したＣＳサービスの基準づくり。

⚫現場の長レベルへの権限の委譲。

⚫現場の社員一人一人の裁量権を広く持たせた、全

面的な権限委譲。

⚫逆ピラミッドとなる組織の命令系統の整備。

⚫現場の社員や支店（店舗）を査察するスタッフを置

いて巡回する。

⚫ＣＳ担当部署の設置。

⚫各部門・部署内でのＣＳ担当や係の設置。

⚫部門横断的なＣＳを考える組織の設定。

⚫社員全員がＣＳに気を配るため、専門部署や担当

は置かない。

⚫ＣＳに関する組織的な支援がなされている。

対外活動

内部

コミュニ

ケーション

人事・教育

命令系統

組織・体制

ＣＳ実態化に向けたアプローチを確認する。
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