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最近は「しゅうかつ」に二種類の漢字が当てはまるようです。「就職活動」の「就活」。そして人生終
盤期の「終末活動」を言う「終活」です。歳重ねた身としては、個人的には後者を心すべきことかと思
いますが、未来をつくり行く前者の「就活」をしている若者のことが気になります。
社会人と呼ばれて数十年も経過すると、ふと思い起こすことがあります。幼い頃、誰言うことなく「口

伝：くでん＝口頭で伝えること」で染み付いた幾つかの習慣のことです。
「“ハイ”と返事の良い子供」「嘘つきは泥棒の始まり」「ハンカチ，ちり紙忘れずに」「今日も頑張っ

て・・・」「ご飯を残すのはもったいない・・・」「生き物をいじめると罰（バチ）が当たる」「今日出来ることは
明日まで延ばすな」・・・
一つひとつの言葉を、どこで誰から聞いたのかは定かではありません。小学校の折の担任の先生

からであったか、家で父か母からか、または３歳まで存命であった祖母からであったのか、それぞれの
場面の記憶はありません。あるのは、その言葉の持っている意味です。
社会生活を営む上で必須の要件の幾つかです。R.フルガムの著した「人生に必要な知恵はすべて

幼稚園の砂場で学んだ」（河出出版）を思い起こします。幼い頃の刷り込みは、半世紀以上の生を受
けた今になっても忘れることはないもの。
孔子が子どもに教え伝えた「庭訓：ていきん＝家庭の教訓」も薄くなっているのでしょうか。マーケ

ティングの思想や思考に、過去からの連携が弱いと感じることがあります。
また長きにわたってマーケティング・スタッフの仕事をしていると「そもそも」の本質的な質問を受け

ることがあります。「マーケティングの役割は何か」というのも、その内のひとつだと思います。答えは
様々です。
ただ基本として、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

めに今自分達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ある。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らないと思います。

第７講：時代を超えてマーケティングを語り継ぐ
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ビジネス環境が変わろうとしている今、ビジネスパーソンに求められる「のう力」も多

岐にわたってきています。長く同じ仕事を続けていると、作業経験や顧客との関係、さ

らには業界知識を深く身に付けていきます。中堅からベテランと呼ばれるようになるプ

ロセスを体験します。

しかし、改めてその時々の自分の状態を見直すと、今までの体験の「殻」に収まって

しまい、他者（社）を見たり、会社の将来を見る眼が鈍ってしまっていることに気づくこと

があります。気づくこと自体がないままに、歳を重ねている人に出会うこともありますが、

この書を目にしている人には、ぜひ「気づき」の時があることを期待しています。

気づきを得ぬままに時が過ぎ去っていく、その大きな問題は、何事につけ「つもり」に

陥ることにあります。「つもり」の意識は厄介なものです。上辺に過ぎない知識で、将来

への仮説を組み立ててしまい、失敗してもその訳が分からぬままに過ぎてしまうことが

あるのです。

「つもり」を打破するには、少なくとも４つの「のう力」を発揮する必然性があると考え

ています。その発揮される力は、一人ひとりの「創造的な思考力」による、新たな方法

の開発と実践。まさに、イノベーショナル・マーケティングの実践になるのです。

マーケティング・スタッフには多様な「のう力」が問われる。
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テーマ対応力

思考探索力 創造適応力

（問
題
解
答
力
）

（課題解決力）

脳力

濃力悩力

能力

個人的な興味関心を深める力現在の状況を理解する力

個人的に課題を読み解く力提示された問題を解析する力

応用解答力

求められる

「のう」力

学んだつもりの 「技術・営業・管理」
やってるつもりの「手法・技法・教育」
知ってるつもりの「市場・顧客・部下」

・・・・・。
「つもり」を埋めなければ、その思考
は、堅い地（知）層になってしまう。

ビジネスに求められる「のう」力は４領域ある。
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課 題 解 決 へ の 志

解釈するセンス解析するセンス 解説するセンス

⚫大量のデータや事実

から、現在の課題を見

つけ出す「読む」力。

⚫市場・顧客の動きを捉

えるために、データを

収集し「まとめる」力。

⚫自分自身の考える仮説

を、他者に分かりやすく

「説明する」力。

●２１世紀企業が飛翔するためには、スタッフ自らの「のう力」開発に対して積極的に投資をする志が求められます。

●昨今注目される「ソリューション＝課題解決」型ビジネス対応やビジョンの設計にあっては、幅広い知識や知見が

求められ、自らのビジネスセンスを確認することが重要です。

そして、未来に向けた４つの「解」を持つこと。
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人は多くの出逢いをもって、その日その日の歴史が刻まれ、自らの人生を形づくって
います。そしてまた人との出逢いは、相手を深く知ることによって、さも幼ない頃からの
友人であったような関係になることがあります。そこまではないものの、ちょっとした会話
から自分のビジネスへのヒントとなる発想を得ることもあると思います。
現在のビジネスは、過去モデルの繰り返し演習の環境にはありません。自分の頭で

創造（想像）する環境です。従来以上に、知恵の連繋が求められているのです。知っ
ているだけの「知識」と、その知識を活かして新たな方法までを生み出していく「知恵」
との融合こそが求められているのです。単なる情報を超えた、人的なネットワークが必
要です。
今の時代。それは、「ビジネス縁の連鎖構造」を創出したものがリーダー役を担う時

代だと捉えています。
私のオフィスワークも、その基本は「縁の連鎖構造」を創ることにあります。一人で思

考をすることは重要なことですが、一方でどうしても偏った考えに陥ってしまうことがあ
ります。そこで、他者（社）との議論や確認を繰り返すことによって、一人では気づくこと
のなかったことに気づいたり、全く異なる思考のヒントを得たりすることができるのです。
まさに「縁」が繋がって、新しい世界を生み出す行為にマーケティングの真髄がある

ように思えます。

出逢いの「縁」が生む「人脈・知脈」が新たな機会を創る。
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Ｂ氏

Ｃ氏

ｎ氏

Ａ氏 分野X

分野Y

糸 線 網 絆

Ｂ氏

Ｃ氏

ｎ氏

Ａ氏

連繋型マーケティング

市場

Ⅹ

市場

Ｙ

人的「縁」の連繋

繋がりを生むのは・・

出逢いの「縁」

ビジネスは「縁の連鎖」構造が基本である。
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ネット社会に生きる今、日常生活でふと忘れてしまったことや思い出さない著名人の

名前や施設などの名前。そのような折に便利さを感じるのが、スマホを活用した検索の

機能活用です。その言葉自体が浮かばなくとも、周辺の情報や関連のありそうな言葉

を入力すれば、まさに関連ありと思われる名前や状況等が一斉にリストとして並んで表

記されます。その中から、「うんうん、これこれ」と思い出さなかったテーマや人名・地名

を見つけると、うれしさ倍増といったことが何度もあるのではないでしょうか。

まさに「探索」することは、さしたる労を要さずにできるようになったものです。今も私

のワークデスクには、数種類の辞書が並んでいますが、昭和の時代では当たり前の風

景でした。しかし、ネット社会の今、分厚い辞書は無用なようです。

ただここで、私たちは重要なことを忘れてしまったのではないかと危惧することがあり

ます。それは「探求心」の逓減です。単語がわかればその時点で分かったつもりになっ

てしまい、その後の、さらなる探索やあるいは研究にまでの深みを求めなくなってきて

いるように感じます。

探索だけの繰り返しでは、上辺の知識が広がっていくだけです。その中で気になっ

たことを探求することで、今度は深みが増していきます。広がりだけがあるのでは、い

ずれ「知」の化けの皮がはがれてしまいます。もっと、「知」の深みを求める探求心を

持っていたいと思います。そんな仲間に発するメッセージを並べてみました。

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。
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➢ 雑事を自ら為す者、自ずと将となる。

➢ 下らんと思うことを、下らんと思わずに

やり遂げるところに真理はある。

➢ やらなければ始まらない、そして、

やらなければ終わらない。

➢ 「やる」のではなく、「やり遂げる」のが

プロである。

➢ 気を遣って、気を遣って、気を遣って、

それでももう一度気を遣え。

➢ 四方八方一六方に気を配れ。

➢ 街に出たならば、常に看板を見ろ。

➢ 本当の優しさとは、自分に厳しいことを

いう。

➢ ２１世紀は戦略的思考が要求される。

➢ 知恵に対して積極的に投資をすれば、

いつかそれが自分に返ってくる。

➢ 頭はいつも知恵を待っている。

満腹になることはない。

➢ 「働く」とは、傍を楽にすることをいう。

➢ 「作業」と「仕事」は異なる。

➢ 常に構造をみる癖をつけろ。

➢ 「出来ません」より「やってみます」、

「知りません」より「調べてみます」。

マーケティング・スタッフを目指す君へ

「清野裕司の体験的独白」
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予定より５分前に終われ。

→プログラムを見ている受講者にとり、終わりの時間は気に

なる。５分の延長より、５分の短縮の方が本当のサービス。

小まめに休憩をとれ。

→ １コマ90分が最長。できればそれ以内に一息入れろ。

５分では休憩にならない。

→休憩は10分が原則。受講者のスイッチ転換を考えろ。

板書が語りのリズムをつくる。

→レジュメに書いてあることでも、時には板書することが

受講者の気づきを促進する。

語りながら書け。

→板書する時も語りは止めない。

３秒間のサイレンス。

→話に詰まったならば、無理に話をつながず、しばらく黙る。

「あ～」 「え～」は単なるノイズに過ぎない。

一人に一声。

→受講者との距離を縮める基本の姿勢と知れ。

自分ができなかったことを語れ。

→講師はスーパーマンではない。駄目を見せるのも芸。

｢ダメ生活者」は逆効果。

→例えネタであっても、常にスマートな生活者たれ。

ダメを演じると駄目を出される。

最後の言葉に気を配れ。

→受講者に「ありがとう」の一言を忘れるな。

講師十訓 ～受講者は講師の芸を見ている～

「清野裕司の体験的独白」
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１．開始時点で、着地（ゴール）に向けた

「仮説」を個人的に持つ。

２．経過する議論で起きるであろうことの

関連資料を想定する。

３．都度のまとめは、個人的な解釈を含

まずにそのまままとめる。

その折に、開催した日＆参加者は

明記する。

４．数回後には、経過をまとめたアウト

プットを想定して、都度まとめておく。

５．幹事が「＊＊ではないか？」との疑問

には、即応してまとめる。

６．折り返し時点では、最終のまとめを

考えて作業する。

その折には、都度作成した資料には

Ｎｏを付して積み重ねる。

７．当初設計した思考のフレームワークは、

都度変更もあり得るが、進捗によって

議論すべき順番が異なるので、当初

準備したものは常に振り返る。

８．議論に加わる時には、自分もメンバー

の一人になって、積極的な発言姿勢

を貫く。

ワークショップ参加の心得

「清野裕司の体験的独白」
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今を生きるわれわれの社会では、実に様々な仕事があります。

モノをつくる、その創るべきものをどのようなものにするかを考える、一度にたくさんの

モノをつくる手段を考え実践する、できたものを間違いなく梱包して適すべきところに

運ぶ、そのモノの存在や利用の便宜性を知らせる、店やネットを介して最終のお客様

にモノを届ける…等々。

それぞれが無くてはならない連鎖を形成する仕事です。どこかが欠けてしまったり、

その役割を発揮していなければ、代替の方法を生み出すか、違うやり方を考え出さな

ければならなくなります。仕事は、ある断片のみで成立しているのではなく、様々な役

割の連携によって成り立っているのです。

その役割を自分なりに考えると、自分の「仕事」は何なのかが浮かんでくるでしょうか。

そして、今実践している自分自身の仕事を、少し離れて考えると、自分自身は何をし

たいと思っているのかの「私事：しごと」もあるでしょう。また、どのような想いをもって仕

事をしているのかの「志事：しごと」もあります。

いわば「しごと」は「仕事」「私事」「志事」の３つが重なり合って、初めて自分自身の

「しごと」は何かが見えてくるのではないでしょうか。

改めて、一人ひとりが自分自身で考えてみて下さい。

３つの「しごと」を考え、自分の立場を確認する。
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仕事：何を求めるのか。

＊

＊

＊

私事：何をしたいのか。

＊

＊

＊

＊

＊

＊

志事：何をめざすのか。

自分：キャッチフレーズ

＊

「自分」の「こと」を３つの「しごと」で考える。
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「自分」の「こと」を３つの「しごと」で考える。

仕事：何を求めるのか。

考え、聞き出し、

纏め、創ること。

私事：何をしたいのか。

知らざるを

良しとせず、

学び行くこと。

「学道」

積み重ねた知を

次代に繋ぐこと。

「伝道」
志事：何をめざすのか。

清野裕司

一刻一歩

一筋の道
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２１世紀に入ってより、新たなビジネス・モデルが模索されています。大企業モデルか
らの転換も言われ、新技術やＳＮＳを活用した独創的な発想で新規分野に挑戦する
コーポレート・ベンチャー（新たなビジネス領域創出）への注目度も増しています。
そこで論ずべきことは、企業＝事業は誰のために存在しているのかということです。

言うまでもなくそれは「自らの顧客のため」であり、ただ良いものをつくり、提供し続けた
からといって、企業の存続や成長は約束されません。顧客への適応を継続した企業＝
事業こそが、社会的にその存在が許されるのです。
そのような考え方は、マーケティングをベースにした経営そのものの必要性を語って

います。
１９５５年に日本の産業界に紹介されたマーケティングの基本哲学は、環境変化に創

造的に適応しながら、ビジネス・モデル自体を「顧客主導」に組み立てることにあります。
しかしビジネス現場では、「日々の仕事に追われて、未来を考える時間がない」「毎

日一生懸命働いているのに、これ以上どうすればいい」・・・という声も往々にして聞か
れます。企業の成長は、時代環境変化への適応力であり、その礎が“人”にあることは
言うまでもありません。日々の仕事のちょっとした変化は、何年も経つと大きな変化に
なっています。一人ひとりが「自分に気づき、磨き、成長する」こと。その為にも、変化に
気づき、顧客の変化を日々の行動に取り込むマーケティングの考え方と実践行動が必
須の要件になると考えています。

学びの道は終わりなく続く道と心得て、一歩一歩。

そして、「学道」を歩み行く。
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新時代の市場の基本は「ボーダレス」。提供されるモノを中核に区分された「業界」は、新たな

枠組みが求められている。農業の六次産業化も、いわば産業構造の再編をうたっている。

多くの企業には、新時代の市場を生み出す「技術力」がある、「開発力」がある、そして「営業力」

がある。その底流に、マーケティングするマインドが問われている。

企業力

素材が適応する領域が

産業界に広がる

新たなカタチが

社会に広がる

情報流通／物的流通が

多様に広がる

素材の適応可能性を考える

マーケティング
製品・サービスの可能性を

考えるマーケティング 多様なコンタクトポイントを

考えるマーケティング

新分野

エネルギー

加工素材

技術適応

新顧客

システム提供

製品化技術

新製品

Ｗｅｂ

物流体制

店舗／ＥＣ

情報発信
素材

加工 流通

開発力 技術力

営業力 次世代新市場を

生み出す

企業への期待

マーケティング力。それは、顧客を起点にした、多様な接点の創造である。
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「顧客」「社会」

の明日のために。

マーケティング眼
多面的に考えた

新たな価値創出。

視野
どこまで見えるか

視座
どこから見るか

視点
どこを見るか

「体験」 「記憶」
「想像」あるいは
「創造」してみる。

「表層（現象）」と
「深層（要因）」を
仮説してみる。

「送り手」なのか
「受け手」なのか。
両面が問われる。
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1980年代

⚫ マーケティング戦争

⚫ グローバル・マーケティング

⚫ ローカル・マーケティング

⚫ ダイレクト・マーケティング

⚫ 顧客リレーションシップ・マーケティング

⚫ インターナル・マーケティング

⚫ エモーショナル・マーケティング

⚫ 経験価値マーケティング

⚫ インターネット・マーケティング

⚫ ｅビジネス・マーケティング

⚫ スポンサーシップ・マーケティング

⚫ マーケティング倫理

製品適応 市場適応
戦略論

多面・多様

ワン・トゥー・ワン

新価値（市場）模索

1960年代

⚫ ４Ｐ

⚫ マーケティング・マイオピア

（近視眼的マーケティング）

⚫ ライフスタイル・マーケティング

⚫ マーケティング概念の拡大

⚫ マーケティング・ミックス

⚫ 製品ライフサイクル

⚫ ブランド・イメージ

⚫ セグメンテーション

⚫ マーケティングの概念

⚫ マーケティング監査

⚫ ターゲティング

⚫ ポジショニング

⚫ 戦略的マーケティング

⚫ サービス・マーケティング

⚫ ソーシャル・マーケティング

⚫ マクロ・マーケティング

2000年代～

⚫ ＲＯＥマーケティング

⚫ ブランド資産価値マーケティング

⚫ 社会的責任マーケティング

⚫ ソーシャル・メディア・マーケティング

⚫ 協創・共創マーケティング

⚫ デジタル・マーケティング

1950年代
1970年代

1990年代
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Stage１： 慶應義塾大学で「知った」マーケティング

研究者であり、学者でかつ教育者である故村田昭治先生（慶應義塾大学名誉教授）に出会えた

ことが、マーケティングとの出会い。そして、習うことのつまらなさと、学ぶことの楽しさを知り得た。

Stage２： マーケティング部門で「触れた」マーケティング

分析（細かく分化した論理の組み立て）を感じたこと。自らがなし得ることは、先人（先輩や上司）

が仕事をしやすい環境を作り出すことと、次への準備を怠らないことと心得た。

送り手の論理を追求するためには、常に受け手の立場を理解すること。そして、自らのビジョンを

具体的なカタチに表現するためには、こだわりを持ち続けることと創業社長から学び得た。

Stage３： ビジネス現場で「感じた」マーケティング

新会社がビジネスの単位として成立するにはどうすれば良いのか。相手は、ふとした出来事や日

常の会話･所作、言外に感じさせる知の広がりにスタッフのレベルを計っていることを掴み得た。

Stage４： スタッフ・ビジネスで「紡いだ」マーケティング

上記のプロセスのそれぞれのStage毎で、常に今の自分をおき、

一歩ひいて自己の能力を見極めようとした時、マーケティングとは、

「常に相手の立場に立って、自らの行動を見直す思考の体系」

という、自分なりの定義に行き着いた。

マーケティングに対する思考は、自らの体験により進化する。
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想
●自分は何をしたいのか。幼い頃より「想い」続けてきたことはあるのか、長じてどのような分野に

身を置こうと思ったのかを、常に「想起」すること。

●個人的には、幼少期よりの「想い」が支配していたこともあり、起業することが「思念」のベースに

あった。経済的な価値追求ではなく、自らの「夢想」の実現が主題であった。

●遠い先を読むことは出来ない。ただ、近い将来（３年後）、自分はどのような環境で、どのように

振舞っていたいかは、常時思考（Full-Time Thinking)してきた。

脈
●起業するには経済的な支えは必要である。いわゆる「金脈」。しかし、それ以上に必要なことは

自らの想いを支援してくれる「人脈」である。

●特にプロジェクトを推進するにあたり、誰を知っているか、誰とコンタクトを取ればうまくいくのか

は、プロジェクト自体の質を左右するポイントである。

●また、自分の考えを説明する「文脈・論脈」の設計は、仮想的なビジネスを実体化していく上で

欠かすことの出来ない能力である。

動
●考えを持たずに動くことは、単なる無駄な動きに過ぎない。そうではなく「考動」の心得を持つこ

と。考えすぎるとネガティブ思考に陥りがちである。そこそこ考えたなら、動くこと。

●インターネットが常態化した今、連絡には「速度」よりも「即度」が求められるようになった。それだ

けに、起業家自身の動きの良さ、日常の動作は他者からの評価にすらなっている。

●わからないことがあったならば、ネットの検索は当然の動きとして、これに何を加えることが出来

るか、誰との出会いを演出できるかによって、ビジネスの広がり方は異なってくる。
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マーケティング・スタッフに求められているのは、①過去の事実をベースに体系化された
「理論」を知り、体系的なデータを積み重ねること。②ビジネス現場で起きている事実に関与
しながら、自らのビジネス感度を高めること。それに加えて、③未来に向けて夢想した世界を
描くこと。３つの視点のバランス感覚である。

俯瞰力

未来に向けて達成すべき

ことを具体的に示すビジョン

設計を含めた、創造的発想。

現場力

ビジネス現場における経験

や、顧客とのやり取りでの

実感をもった現実的な知識。

分析力

過去を見直し、体系的に

整理した理論や、理論を

補強するデータ解析する力。

今、マーケティングに「サイエンス」「クラフト」に「アート」感覚が問われている。
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ビジネスにおいて、相手との距離を近づけるためのコミュニケーションは欠かせない。
コミュニケーションは、語り合う主題があって始まる。「話題」の提示である。
そのテーマに沿った、説明や伝える力が必要になる。相手に合わせた「話材：話を展開

する材料」の豊富さである。
そのためにも、①「語源」から意味の広がりを知る。②時代の「共通価値観」を知る。

③「メタファ：例え話／比喩」で置き換えを考える。④街・店での「現場体験」を広げる。
⑤自分の「得意領域」の知を深める。といった点に留意しておく必要がある。

話題 は、談話の題材。

話材 は、解説の材料。

∧
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を行く・・・・。

マーケティング発想の表層的なスキルは様々あるが、個人的な

発想は、日常の自分自身の行動が決める。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

立って考えているか・・・と、思考の幅は広がっていく。

まさに、考え実践する「センス：感度」の拡張である。

今ビジネスに問うべきは、マーケティング・センスを磨くことである。

時代に漂う風の音に耳を澄ませ、次代への道を描くこと。

自らが歩んだマーケティングの道を辿って、次代へと語り継ぐ

役割を果たしていきたい。

歩み行くのは、次代へと続く「マーケティング道」。

他分野の

話

事実から

の気づき

気づきの

発信

自説の

発信

他者との

乱談

相互の

気づき

私は、マーケティングとは、「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

を律していく思想体系」と考えている。

212



自分が「プロ」であると標榜したとき、「プロ」ではなくなる。

他者から「プロ」と言われるのが、自らの「プロ」意識の発露。

私は、多くの他者の中に存在して、知を提供できるスタッフ

でいたい。そのためには、他に拠らない自立的な行動を心掛

け、一つひとつの「縁」を大切にすることだと思う。

素養を高めることの「楽しさ」を知ること。そこにこそ、他者を

思いやる「マーケティングする心」が生まれると感じている。

清野裕司は、

生涯「一マーケティング・スタッフ」として生きたい。

これからも、マーケティング眼で明日を見据えていたい。
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マーケティングが日本の産業界に紹介されたのは１９５５年と言われています。既に６０年強の時が

流れました。その間の日本経済の変遷と共にマーケティング自体も変化・進化の道を辿ってきました。

今も、人によってさまざまなマーケティングの解釈がされるのも、それだけ時代環境変化に敏感に反応

しつつ発展をして来たからともいえます。販売支援型のマーケティング、流通形態対応型、広告優位

型・・・。その一つひとつに、今までの日本経済の歩みそのものにも似た動きをみることが出来ます。

６０年代から７０年代のマーケティングは、「つくる」ことに主眼を置いたものでした。モノ不足の時代

に始まり、モノをいかに大量につくり、大量に届けるかと、企業の経営もモノ主導型発想に主眼が置か

れました。効率的なモノづくりをリードして、販売を円滑にする手段として、マーケティングは拡大成長

のガイド役を果たしました。

８０年代のマーケティングは、「伝える」ことに主眼が置かれていました。多くのモノやサービスが、高

い品質を維持してつくられる環境で、自らの差別性をいかに理解してもらうか。広告のコピー１行を書

くのに何千万円といったコピーライターが、社会的にも認知され注目されていた頃です。

時流れて９０年代以降、特に２１世紀に入ってから、マーケティングは一段と企業経営の根幹的な位

置づけで語られるようになっています。一方的に企業サイドの論理だけではなく、顧客の真の想いを

辿りながら、必要とされるものを一緒に「生み出し」無駄のない経済活動を進めようとする考え方です。

「顧客主導」の発想。「つくる－つかう」「伝える－聞く」の対極的な考えではなく、「共に生み出す」考え

方です。

マーケティングの今日のテーマは、自らの相手を今まで以上に思いやる幅広いものへと拡張し、過

去を分析することに止まらず、未来を語る役割までが求められているのです。

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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現在は「経験経済」の時代といわれることがあります。商品やサービスの評価基準に影響を及ぼす

のは、何事も顧客の経験が決め手になることをいいます。しかも、個人個人が持つ経験は異なってい

ます。ある商品に対する思い入れも異なります。その人が生きてきた時代の環境が異なるからです。

また同じような時代環境に生きたとしても、個人の感性による感じ方や接し方によって経験の深さが異

なってきます。

さらに時間が経過してくると、その体験が自分自身の物語になっていきます。直接に触れたことや

見たこと、食べたもの、購入した場所や、その折の自分自身の感情が、経験談の脚色に花を添えるこ

とになるでしょう。

場合によっては、小さな話が大きな話へと成長していくこともあります。実は自分自身の体験ではな

い他人から聞いた話が、自分の物語の中に入ってくることもあります。そして、一人ひとりの物語は終

わることなく広がっていきます。子どもの時に食べた飴一つが、さながらダイヤモンドのような輝きを

持ったモノになって主役を演じること。家族旅行のときに見た景勝地の景色。友人と過ごした学生時

代の小旅行。そのような個人の体験は、物語のテーマでもあります。今自分の前にあるモノを判断す

る尺度は、実はそれまでに積み重ねた自らの経験がベースになった物語が基本になっているのです。

日常の生活だけではなく、会社経営においても同じことが言えそうです。過去の自らの意思決定や

戦略の設計など、その成果が今の会社の姿になっているのです。ということは、今の想いが２年後、３

年後の会社のあり方を決めます。過去の経営判断に過ちが無かったかどうか、今の会社の実体が知

らせています。多くの経験と、未来に対する想いの深い人は、長編小説以上の物語を語ってくれます。

マーケティングは、過去を含めて未来の姿を夢想して語るストーリーを組み立てるガイド役でもあるの

です。
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本書は、私が今までに実践してきたマーケティング・スタッフとしての体験も踏まえた実働をベース

に、マーケティング思考についての私見をまとめたものです。私の恩師である、慶應義塾大学名誉教

授の故村田昭治先生から「マーケティングは諸科学関連の学問である」と教えて頂きました。ある領

域のことだけがわかったからといって、社会の変化や今社会ではやっているものを追いかけて分析す

ることができません。多様なものの考え方が求められることを教えて頂きました。

１９８３年に設立した株式会社マップスは、常に時代の変革に流されることなく変化を捉え、取り込む

マーケティング・ビジネスを展開したいと考えてきました。そこで一緒してきた故小林泰子さんをはじめ

とした多くのスタッフとの議論が、今の時代を考えるきっかけになります。

一方、生活者としての自分は、ともに日々を歩む妻陽子との暮らしによって生活価値観や時代の変

革をリアルに知ることができます。どうしてもオフィスワークを通じてのみで社会を捉えようとすると、送

り手の思考に陥ってしまうことがあるもの。生活価値観を見落としたりしてしまいます。

今までに多くの人やプロジェクトとの出会いを体験してきました。その一つひとつが今の自分をつ

くっていると思います。今までの日々に感謝して、これからの日々を楽しく迎えたいと思います。その

ベースになるのが、やはりマーケティング思考であろうと思います。

本書を通じても新たな出会いがあることを期待しています。
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本書の原稿を書き上げた後に、新型コロナウィルスが世界に蔓延し、今までとは異なる社会の風景
が当たり前の状況になっていきました。仕事のタイプも異なったものになり、そのスタイルもオフィスに
出て仕事をするスタイルから、遠隔地でもできるものは、各自が個々に対応するテレワークのスタイル
が多くみられるようになりました。
仕事を進めるにあたってのスタイルの変更と共に、経済活動の停滞状況も現れ、その背景としてあ

る消費購買行動も大きな変化をもたらしました。
モノやサービスを提供する店にとってみれば、閉店の状況が続けば当然のように交換の行為は発

生しないので、新たなコンタクトの取り方が求められることになります。
今の時代、何が求められるでしょうか。それは、今までの思考をベースにしつつ、消費購買行動の

変化や仕事の進め方の変化に、いかなる行動が必要になるのかを考えることだと思います。
「新型コロナウィルス」の伝播力は、日常生活の時間速度を超えています。どこまで日常の行動を

留めることが善いのか。経済活動や社会活動を停止することによる短期的な停滞が、長期的にどのよ
うな影響を及ぼすのか。そのことを考えていくことで、ことの本質も見えてくるのではないかと考えてい
ます。本質は、実は微細なことが多く、マーケティングの本質も、小さな事実を間違いなく積み重ねて
いく地道な行為だからです。
処理すべき仕事はStayHomeで、会議や商談はZOOMで。そして欲しいものは通販で。となると、こ

れからの社会では直接的な出会いや関与が殆どない社会環境になってしまいます。マーケティングは、
単に企業が市場を操作する為の手段体系としてだけではなく、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ます。
私はマーケティングとは、｢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｣である

と捉えています。
そのように考えると、“Postコロナ”時代のマーケティングは、改めて思考を深めて、頭に汗する

日々を過ごすということになりそうです。
２０２３年０３月

おわりに追記 －“Postコロナ”時代のマーケティングを考える
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１９４７年 香川県高松市生まれ。５歳から東京
１９７０年 慶應義塾大学商学部 卒業 マーケティングを専攻
同 年 キョーリン製薬㈱入社（マーケティング室）
１９７３年 三井物産㈱食品部食糧総括室 入社

外食産業のマーケティングを担当
１９７６年 十和㈱ ［現㈱アスティ］ 入社

マーケティング部，販売促進部
１９８１年 ㈱マップス 創設

同社の代表取締役

※業種業界を超えたマーケティング・プランナーとして、３,０００種類のプロジェクト実績。
※次代を創るビジネススタッフに語り継ぐ、「風を聴くマーケティング」をHomePageで発信。

セミナー関連

＊（公財）日本生産性本部
「経営コンサルタント養成講座」「九州生産性大学経営講座」
「経営アカデミー：技術経営コース」
「企画＆プレゼン力強化コース」

＊（公社）日本マーケティング協会
「マーケティング・プランニング実践講座」
「マーケティングマスター・コース」

＊日本経営者協議会
「経営情報管理」「経営情報体系とコントロール」

＊（社）日本経営協会
「マーケティング・スタッフ養成」
「新任企画スタッフ・仕事の基本」

＊（財）石川県産業創出支援機構
「あきんどサークル」「ＳＯＨＯワークショップ」
「ビジネススキル養成講座」

＊鳥取県中堅企業リーダー育成

＊法政大学キャリアデザイン学部／エクステンション・カレッジ
＊パテント大学「ナレッジＭＢＡ」スクール

清野裕司 （せいの ゆうじ） Management Partner Staff

〒168-0071 東京都杉並区高井戸西 3-7-34 
T:090-8793-9916

E-mail：seino@mapscom.co.jp
HP：https://maps-staff.com

著（訳）書

マーケティング・センスアップを導く 「ビジネス心論」 2018年11月／泉文堂

清野裕司のマーケティング考 「風を聴く」 2016年12月／泉文堂

「寺子屋式 手習いマーケティング」 2013年12月／泉文堂

「市場を拓くマーケティング・エクササイズ」 2008年10月／生産性出版

「スーツを脱いだマーケティング」 2006年12月／泉文堂

「主観マーケティング」 2001年 ４月／泉文堂

「マーケティング発想力のつく本」 1994年 ９月／泉文堂

「知的腕力によるマーケティング・プレゼンテーション」 1991年 １月／泉文堂

「究極のＣＩ戦略」 1988年 ５月／泉文堂

「ビジネス参謀のパソコン活用法」 1981年11月／泉文堂

「現代マーケティング論」 （共訳） 1973年12月／有斐閣

マーケティングは「縁の連鎖」をつくることだと思います。
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Management Partner Staff
〒168-0071 東京都杉並区高井戸西３－７－３４

TEL ：090-8793-9916
Ｅ-ｍａｉｌ ：seino＠ｍａｐｓｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ

HP ：https://maps-staff.com/

清野 裕司
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