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京都大学経営管理大学院と経済学研究科、両

んで買ってもらえるものを作る」とか、
「喜んで

方の教授を併任しております若林靖永と申しま

買ってもらえるような売り方をする」というよ

す。経営管理大学院と申しますのは、うちでは

うな、売れる仕組みとか、売れる仕掛けとか、

マネジメントスクールと言っておりますけれど

売れ続ける状況というのをどう作っていくのか

も、いわゆるビジネススクールでございまして、

ということで、本質は販売なんだけども新しい

専門職大学院として 3 年前に京都大学にも設置

販売の形態なんだというようなとらえ方が、も

をされました。そちらの方も含めてマーケティ

う一つのとらえ方です。もう一つのマーケティ

ングの教育と研究をやってきております。

ングのとらえ方は、京都大学で実務化のマーケ

今回は、集団力学研究所副所長の、京都大学

ティングを実際に企業で担当されている方に来

の杉万先生からご依頼がございまして、色々と

ていただく「現代マーケティング」という授業

お話しをさせていただきました。
「マーケティン

を、私がコーディネーターでやっていますが、

グということの本質は何か」ということについ

先日、
『笑うマーケティング』という本を出版さ

て、これまで私自身、歴史的な研究、その他含

れた日本マーケティング協会の仕事をされてい

めていくつか発表しているのですが、一つの見

る電通の方がおっしゃっていたことでございま

方は、少なくともビジネスの流れの中で見る限

すけれども、
「マーケティングというのは、武力

りは、マーケティングというのは販売の新しい

なき革命なんじゃないか」というふうに、この

形なんですね。単に「できたものを無理やり売

方は言うんですね。つまり、「変わる、変える、

り込んでいく」というものではなくて、最初か

変わる」っていうことがマーケティングの本質

ら売るということを前提にするのであれば、
「喜

じゃないかというふうに、この方はとらえてい
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るんですね。

ですから、マーケティングそのものも、彼は何

そして今回、このテーマ、コミュニケーショ

と 30 種類の関係性を指摘して、事実上、それを

ンというふうに書かせていただきました。杉万

列挙しているだけなので、あまり理論的といい

先生とお話をする中で深めてきたことは、マー

ますかね、理屈の筋は通っていないような気が

ケティングというのはコミュニケーションを通

する。列挙的になっているだけじゃないかとい

じて互いが、ここがポイントです。作り手と使

うきらいはあるんですけれども、そういう 30 種

い手がいますが、互いが変わっていくプロセス

類のリレーションシップを指摘しようというこ

だということですね。一方通行的に、大学の教

とで、『リレーションシップ・マーケティング』

員が偉くて、知識がいっぱいあって、それを享

という本が出ておりまして、もう英語版でも 3

受するという知識享受型の教育というのは、今

版目が出たのかな。それの翻訳も発表をしてい

日極めて古いし、しかも、そもそもそんな授業

ます。

が実際の今の学生の状況で成立するかというと、
ほとんど成立しなくなってきているという意味
においても、理論的にも間違っているし、実践
的にも通用しないという状況があります。やっ
ぱり、教師と学生が共に一緒になって何か新し
いものを作っていくというプロセスとして、学
びとか教育というものを見なきゃいけないとい
うような議論も始まっております。今日は、そ
ういう事柄も含めて、マーケティングの本質、
あるいは、中心的なテーマがコミュニケーショ
ンというところにあるのではないかということ

先ほど、知識享受型の教育というのは、不完全

を基軸に、現代のビジネス・マーケティングの

なモデルであって、学びという点で特に学習者、

課題について、あれこれ問題提起を、あるいは、

学ぶ側の視点というものをしっかり見ないとい

今日のシンポジウムの色々ご議論していただく

けないという、そういうことを重視した議論を

たたき台、話題提供になればというふうに思っ

自分なりにも参加してかかわったのは、この『学

ております。

びとコンピュータ ハンドブック』（東京電機大

ですので、私自身は、マーケティングの本質

学出版局）という本でした。これは CIEC とい

は何だろうか、現代のマーケティングのスタイ

う学会、今、そこの学会の副会長をやっている

ルは何かということに関しては、
『顧客志向のマ

んですが、佐伯胖（ゆたか）先生の監修で、こ

ス・マーケティング』（同文舘）という著作で、

ういう本もまとめているというようなことを最

若干自分なりの私見を発表しております。

近はやっております。

また、スウェーデンの学者でグメソン教授と

それでは、今日のテーマ「コミュニケーショ

いう人がおります。彼は、ビジネスというもの

ンとは何か」ですね。これは、
「コミュニケーシ

を理解する際に、売り手と買い手、そして競合

ョンは何か」って語るだけでも、本当に様々な

他社ぐらいの、そんな関係性だけでとらえる発

議論が際限なく続くでしょうし、本当にそうい

想はもう狭い。もっと様々なビジネスの中にお

うことも含めて、コミュニケーションとは何か

ける関係性こそが、ビジネスの課題であって。

と考えることは大事なことだし、そしてまた、
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楽しいことだと思います。最近、私は、本当に

ぐ真似られてしまうんですね。ですから、他の

コミュニケーションというのは、人が人たる最

企業と同じことをやっていたら、基本的には、

大の特徴なのかなということを思うんですね。

最後は価格競争になって、勝者は誰もいないと

人っていうのは、人に見られているとか、人と

いう血みどろの戦いになる。そういう中でも生

のコミュニケーションの中で安心したり、頑張

き残ろうとしたら、これはアメリカが典型的で

ろうという気になったりするものです。マネジ

すし、日本でもそういう状況になっていますが、

メントする場合でも、上司が見てるよっていう

結局最大規模の企業になる、M&A をすすめてラ

目線だけしっかり伝わっているだけで、部下は

イバルを消す、トップ・シェアを獲得するしか

やる気を出す。あるいは、学生もそうですね。

ないという構造ですね。そうすると、それぞれ

学部ゼミなんかも、いちいちガミガミ言う必要

の業界で生き残るのは大体 1 社か 2 社。3 社目

はないんですね。ちゃんと見てあげているとい

のあたりでギリギリ。大変なことになるという

うことが、ちゃんと伝わっている関係があれば、

ような形で、淘汰は集中していくというような、

学生は教師が見てるということでしっかりしよ

そんなのが一つの法則的なパターンですね。こ

うとする。

れが、血みどろの競争ということでレッド・オ

そういう事柄から言うと、マーケティングな

ーシャン。もう、真っ赤な海なんですね。

んていう例に収めなくても、本当にコミュニケ

それに対してブルー・オーシャン。これは大

ーションというのは、私たち人間の社会生活、

海原で、もう本当に見渡す限り気持ちいい天気

人間生活のありとあらゆる側面にかかわってく

が広がって、未来は明るいっていうイメージで

ることだと思っているわけです。では、マーケ

す。これは何かというと、他のものを真似ない

ティングの局面ではということで、市場創造と

ということなんですね。競合他社が存在しない。

顧客の話とサービスとブランドと、最後に社会

「世界に一つだけの花」なんていう歌がヒット

的な志向みたいな話で、いくつか切り口を用意

してますけれども、オリジナリティのあるオン

しています。

リーワンのビジネスを作ってしまう。そうする
と、規模の大小はあるにしても、オンリーワン
ですから、そのエリア、そのドメイン、その事
業分野においては独占的な地位・立場というの
を確立する。これがブルー・オーシャンという
戦略なんだというふうに言うわけですね。
今日、グローバル化が進む状況の下で、従来
通りのことをやっていたらレッド・オーシャン
になってしまう。だから、いかにブルー・オー
シャンというものを目指せるかどうかというこ

まず、最初にご紹介したいのは、
「コミュニケ

とが、いくつかの競争戦略があるわけですが、

ーションはマーケットを新しく作るんだ」とい

やっぱりこれから求められる競争戦略の最大の

う切り口です。スイスの学者が、ブルー・オー

ポイントなのかなと思うわけです。
一例を挙げましょう。P＆G のファブリーズと

シャンとレッド・オーシャンという問題の立て

いう商品があります。これは、P＆G の担当者が、

方をしております。
つまり今日、基本的に自由競争の下では、す

次のようなロジックでファブリーズのマーケテ
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ィングについて分析をしています。ファブリー

ーケットは小さくなりますよね。

ズというのは、基本的には衣料用の消臭剤なん

そこで、新しい発想、発見が生まれました。

ですね。衣料品というのは、繊維が細かく網の

実は、消費者は、別に「布の臭いをとりたい」

目のようになっているので、その中に臭い分子

と思っているんじゃなくて、「臭いのない状態」

がどうしても絡まっちゃうんですね。なので、

を求めているんだということなんですね。この

常に衣類というのは臭いを吸収し、そして臭い

逆転の発想。そうすると、どういうことになる

を放出するという特性を持っています。臭いの

かというと、それは実は、布の臭いの問題では

保存器みたいな状況になっちゃってるんですね。

なくて、変な臭いがなくて気持ちよく暮らせる

それを消すというのが、このファブリーズの製

快適な部屋。実は、部屋の臭いの問題なんだっ

品特性なわけです。

てことなんですね。ところが、多くの人は、部
屋の臭いの問題が衣類の問題だとは思わないわ
けですね。そこで、ファブリーズの第二弾のマ
ーケティングは、
「部屋の臭いの元は、部屋にあ
るカーテンとか、ソファーとか、あるいは外か
ら着てきた服、これが臭いを持ち込んでますよ。
これが臭いを吸収していますよ」と。ですから、
「部屋を快適にしようと思うのであれば、部屋
にある衣類やカーテンなどの布製品の臭いをと
ることですよ」と。つまり、布用消臭剤なのに、
部屋用消臭剤になっちゃったんですよ。分かり

まず、最初に欲しいものは何か。当然、衣料

ます？

この製品カテゴリーの変化。あくまで

の臭いをとる消臭剤です。ですから、布の臭い

も製品機能は、技術的に見れば衣類用の消臭剤

をとるっていうのが、最初のポイントですよね。

であって、いわゆるトイレとか玄関でよくシュ

でも、そうすると、布の臭いをとるなんていう

ッシュッてやるような、そういう空間室内用の

ようなニーズっていうのは、実は非常に狭いん

消臭剤じゃないんです。ないにもかかわらず、

です。P＆G が、最初に日本でやったマーケティ

「室内の臭いの原因は、衣類の臭いが元ですよ。

ングは、アメリカでその前に導入されていまし

ですから…」っていう展開をして。そうすると、

たので、アメリカでやられたマーケティングを

やっぱりリビングルームの臭いって潜在的には

日本版で展開したんですが、それはやはり衣類

気にしてた人は結構いて、そういう人たちが、

の臭いでお困りの方です。具体的には、ただ、

トイレとか、今までも消臭剤置いていると思い

ペットを飼っている。ペットを飼っていると、

ます。ですが、リビングルームに消臭剤を置く

ペットのベッドにどうしてもおしっこその他で

っていうのは、あんまりはやってなくて、
「ああ、

臭いがついてしまう。
「これをどうするんだ」と

そうなんだ」と。旅行から帰ってきて変な臭い

いうことで、洗濯するのが一番ですが、やっぱ

がするとか、お父さんが帰ってきてタバコ臭い

り簡単にというのでは、消臭剤で消そうかなと

とか、そういう事柄が解決するということが分

かですね。そういうふうに特定のそういう臭い

かったんですね。これでガラッと、新しいマー

でお困りのご家庭に売るということで、最初、

ケットができたんです。そういうプロモーショ

ファブリーズというのは参入するんですね。マ

ンをやりました。広告をやりましたし、また売
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り場でも。従って布用消臭剤の売り場ではなく
て、トイレとかの消臭剤の売り場でもなくて、
ファブリーズの売り場を作るという、そういう
営業努力をして、
「ファブリーズっていうのはど
ちらでもない。でも、どちらでもある。」という、
オンリーワンのポジショニングだっていうこと
をアピールするんですね。
そして、さらに第 3 弾、あるいは今第 4 弾、
第 5 弾という状況になっていますが。そうやっ
てマーケットは大きくなる。最近で言うと、例
えば「中高生の男の子のところに彼女がやって

次に、任天堂の Wii です。それまでのゲーム

来る。さあ、大変だ」っていう話で、「もう時間

というのは、もともと任天堂がファミコン、ス

がない、部屋中に男の子臭さがあるようなもの

ーパーファミコンということで、テレビに接続

いっぱい、とにかく消さなきゃいけない」とい

する家庭用ゲーム機の新しい市場を創造したん

うので、一生懸命消そうとかですね。
「子どもた

ですね。これはアメリカでアタリというのが成

ちがワーッ遊びに来た。靴が臭くて、うちが一

功したけれども、アタリショックといって、粗

挙に子どもたちの汗臭い、泥臭い、靴とかで臭

製濫造でソフトがぐちゃぐちゃになったら、ゲ

くなっちゃう」という話。洗濯すれば消えるん

ーム市場そのものが崩壊してしまった。そうい

ですよ。でも、すぐ洗濯できないようなものを

うとんでもない状況を反面教師にして、任天堂

なんとかしますよという意味で「ファブリーズ

はガチガチの、任天堂がもう独裁者としてコン

で洗濯しよう」というのが、今展開されている

トロールするようなマーケティングをやって、

広告キャンペーンです。市場創造を続けている

日本にゲーム市場というのを作っていきました。
ところが、コントロールをされるというのは、

マーケティングをやっているんですね。
このようにファブリーズというのは今までに

力をつけてきたゲームソフト会社からすると、

ない、実は新しい消費者の価値感や習慣という

やっぱり嫌なんですよね。力のあるゲームソフ

ものを作り出してしまってるんですね。それ以

ト制作会社は自由に企画し、自由に値段を決め

前には、こんな習慣は存在しませんでした。フ

て販売したい。だから、そういう状況を上手に

ァブリーズで洗濯しようという新しい習慣を今

考えて、任天堂のいいところは盗む。そして、

作って、そのことが結果的にファブリーズの使

任天堂の駄目なところは突くというやり方で、

用頻度が増える。使用頻度が増えれば、ファブ

ソニーがプレイステーションで登場して以降は、

リーズが空っぽになる。空っぽになったら、ま

プレイステーションが勝って、任天堂の方は残

た売れるわけですね。現在ファブリーズという

念ながらという状況が続くんですね。そういう

ブランドはもう認知はされましたので、次はど

状況が続く中で、どんどんゲームはゲームマニ

れだけ売れるかという話なので、売れるために

アが主にやるもので、画像の処理能力は高くて、

は利用頻度を増やさなきゃいけないというマー

ムービーのような CG 画像がきれいで音がすご

ケティングの方にシフトしているという状況な

くてみたいな、というように性能が大きく向上

んですね。

していきました。ソニーのプレイステーション、
プレイステーション 2、プレイステーション 3
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と展開されていくわけですが、結局任天堂も 64、

載されている CPU の数倍、数十倍いい CPU が

そしてキューブを出すのですが、そういうソニ

入っていて、スーパーコンピューター並みのす

ーのゲームのビジネス戦略の後追いになってし

ごいのが入っているわけですよ。ソニーと東芝

まう。同じ土俵で戦ってしまって、結局、任天

が色々共同開発して、ものすごい豪華な半導体

堂らしさが発揮できなかったという言い方もで

なんですけれども、こんなすごい画像処理能力

きるかもしれませんね。二番煎じでずっと駄目

があるということが、別にいいゲームの条件で

だったんですね。

も何でもないわけですね。

そこでもういっぺん任天堂の経営陣、開発担

ということで、任天堂は新しいゲームの定義

当者らは考えるわけですね。自分たちが考える

をします。そして、その流れの中で、いろんな

ゲームって何なんだろうってことですね。ソニ

要素があるんですよ。でも、その中でも、一番

ーがリードしてきたようなゲームが、私たち任

決定的だと思っているのは、Wii のコントロー

天堂が考えてきたゲームなのかと。あらためて、

ラーです。これは、ファミコンのコントローラ

ゲームというものの意味を再定義しようという

ーも、そういう意味では画期的だったんですよ。

ことで見直しを図ります。そうすると、ゲーム

いいですか。ゲームというのは、コミュニケー

というのは、別に何でもいいんですよ。ゲーム

ションです。それは人と人とのコミュニケーシ

っぽければいいんです。ゲームっぽいとはどう

ョンでもあるんですが、違うんです。マンマシ

いうことかというと、楽しめるってことですよ

ンインターフェイス問題でもあるんですよ。つ

ね。ですから本当に、例えば、宿題を解くって

まり、ゲームというのは、人間の気持ちとかい

いうのは、嫌々やったら苦しみというか修行に

うのを、機械の操作を作って、どうゲームソフ

なってしまいますけど、宿題も「何個できたら

トに影響して返ってくるかっていう感じなので、

お菓子を食べよう」とか、
「何個できたら何かし

結局、人間と機械の間のユーザーインターフェ

よう」とか、何かちょっと工夫するとゲームに

イス、このコミュニケーションの窓口や手段と

なって楽しくなるんですよね。つまり、私たち

いうのが、ある意味決定的なんですね。どうし

の暮らしを楽しくする、演出するみたいなとこ

ても、ファミコン以降のプレイステーションま

ろがあるわけじゃないですか。また、みんなで

でのゲームというのは、ボタンなんですね。十

仲良くって言ったって、おしゃべりだけじゃ楽

字キーとか色々ありますがボタンなんです、基

しくなくて、何となくみんなで楽しい時間を過

本は。ボタンということは、ボタンを連打する

ごす。そのことが、仲が良いという時間が過ご

とか、ボタンをタイミングよく操作するという

せて気持ちいいですよね。競争する、協力する、

反射神経とか、そのテクニックというやつがも

互いに楽しい時間が生まれるのです。やっぱり

のすごくゲームの操作性を決めてしまうわけで

遊びとかゲームっていうのは、私たちにとって

すね。それって、私たちの日常生活にはないん

みれば、社交の手段だったり、コミュニケーシ

ですよ。何で野球ゲームをやっているのに、ボ

ョンだったりするわけです。ゲームは、コミュ

タンでボールを打つのかという話ですよね。や

ニケーションだったりもする。ということは、

っぱり野球ゲームをやるのであれば、当然打ち

難しいというゲームマニアしか達成できないよ

たいわけです。投げたいわけですよね。ところ

うな、そんな高度なゲームが別にいいゲームと

が、そんなゲームは存在しなかったんですね。

いうわけでもない。ソニーのプレイステーショ

ボールを投げるというのは、ボタンを押すこと

ン 3 ってすごいんですよ。通常のパソコンに搭

だったんです。ボールを打つというのは、ボタ
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ンを押すことだったわけですよ。これまでのゲ

ータブルの宣伝というのは、基本的にゲーム画

ームというのはそうだったんですね。

面の宣伝なんです。このディスプレー画面で、

ところが、任天堂の Wii のコントローラー（イ

どんなソフトなのかというのは、バンバンバン

ンターフェイス）は、加速度センサー、重力セ

とすごい画像だよってそれだけです。ところが、

ンサーがついていますので、振ると、振ったと

Wii の宣伝は、ゲーム画像がちょっとしかあり

いうことがちゃんと処理されて、それでちゃん

ません。初期のころなんて、画像ゼロぐらいの

と動くようになっているんですね。つまり、ま

やつもありました。そうじゃなくて、芸能人と

るでスポーツをやっているようにできるように

か、あるいは俳優さんが出てきて、それで遊ん

なる。また、Wii fit みたいに、別にこのコント

でいるわけですね。例えば、マリオカートのや

ローラーに限らずにちゃんと重力検知をする。

つなんかでも、芸能人が二人出てきて、一緒に

体重を量ったり、足踏みの数とかをやったり、

ウーンって競争してみたいな。
「ゲームを楽しん

体のバランスとかをできるような、そういう測

でいる姿」を見せたんですよ。ゲームの本質は、

定機器をくっ付けた、このマットみたいなのを

ゲーム画面が美しいことじゃなくて、ゲームで

専用のですね。やっぱり、これもコントローラ

楽しい時間を過ごせるというところにゲームの

ーですよ。あれ、ゲームのコントロールなわけ

価値がありますから、任天堂 Wii の広告という

ですね、Wii fit の板が。あの板を提供すること

のも、そこに力点を置くということで、リビン

によって、例えばヨガができるとか、ジャンプ

グルームで恋人同士が楽しんでいるとか、そう

ができるとか、そういう今までの体を動かすと

いうシーンがメインで、ゲームの画面はあまり

いうスポーツもゲームにしてしまうというです

出てこない。このやり方は、実は DS から始ま

ね。そういうふうに、新しいゲームの世界を広

っているんですけどね。だから、DS、Wii とゲ

げていったんですね。よりナチュラルな展開に

ームの定義を変えることによって、新しい家庭

するということで、一部のゲームマニアじゃな

用ゲームの市場を作り出してる。だから、任天

くて、女性でも、また高齢者でもね。今までの

堂は一人勝ち状態になっているし、だからとり

ゲームは、高齢者とお孫さんが一緒にやるって

あえず、この世界同時不況の下でも、任天堂は

難しかったと思いますよ。無理です。もう、お

結構高業績だと言われているんだろうと思うん

じいちゃん駄目だよって言われて。でも、今な

ですね。

らできます。Wii なら間違いなくできるし。だか
ら、Wii は皆さん、お孫さん持ってるご家庭、お
じいちゃん、おばあちゃん、必ずありますね。
だから、Wii やりたいと言って、小学生の子ども
たちが里帰りするみたいな、そういう感じにな
っているわけですね。ということで、新しいゲ
ームユーザー、新しいゲームの遊び方を作って
提供したということは、今までにないゲームユ
ーザーを作り出してる。リビングルームで楽し
む女性、中高年、そして祖父母と孫。
広告的にも面白いです。皆さん、ソニーのプ

こういうふうに、コミュニケーションを変え

レイステーションとか、プレイステーションポ

ていくことで、新しい市場ができます。そのた
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めには、やっぱり既存の消費者のニーズ、ある

自動車がいらないわけですよね。自動車なしに、

いは、いま既存の市場のルールということが否

どう私たちは快適な生活ができるかなんて議論

定されていくということなんですね。

を始めたら、もっと違う議論が起こりますよね。
消費者のニーズとか市場のルール、これの延長
線上で考えるのであれば、ガソリン自動車か電
気自動車かはマーケティング的に見ると変化は
ない、同じなんですね。そういう意味では、ト
ヨタがやっていることも、日産がやっているこ
とも技術の変化は実現しようとしているけど、
別に新しい市場を創造するものでも何でもない
と思います。ファブリーズや Wii のやってきた
こととは、そこは大きく違うんだろうというふ
うに思います。

ここで、誤解をしちゃいけないのは、これは

こういう議論を突き詰めていくときに、神戸

別に技術革新を意味するわけではありません。

大学の栗木契先生は、要するにある目的を実現

マーケティング屋さんの私からすると、別に、

するために何を手段にするかという、あるいは

ガソリン自動車が電気自動車になっても、マー

逆に言うと、ある手段を採用するには、何でそ

ケティング的には何の革新もないと言い切りま

の手段を採用するのかという、手段＝目的の関

す。それは単に、何を動力としてエンジンが回

係を考察しました。この目的と手段の関係とい

っているかというだけであって、自動車の使わ

うのは、実は様々なバリエーションがあって、

れ方とか、自動車の使い方に何の変化もないか

その時々の市場のルール、技術の制約によって

らです。私たちが自動車に求めるものの変化は

決まっているけれども、これは実は、理論的に

ないです。それを単に実現する技術が違うだけ

も、また歴史的に見ても、いろんな組み合わせ

ですね。もちろん、この地球温暖化の問題の中

があるというもので相対的だと。例えば、ホッ

で環境対策は最重要課題になっていますから、

と一息つきたいときに、缶コーヒーというのも

自動車各社は大変だと思います。この問題を失

あるかもしれないけど、スタバに行くというの

敗すれば、日本のトヨタも日産も全部つぶれる

もあるかもしれないし、逆に友達とおしゃべり

と思いますね。電気自動車とか次の流れの中に

するというのもあるかもしれないんだから、あ

対応できなければ、これだけの技術的なパラダ

る目的とある手段の間には、必ず一対一の対応

イムのチェンジがあれば、既存の自動車産業全

があるわけではないんですよね。同じことは、

部つぶれて、全く新しい会社が次の自動車産業

自動車を買うといっても、それは通勤通学で使

の覇者になっても全然おかしくない。これまで

うという人もいるかもしれないけれども、自分

のガソリン自動車のものづくりのノウハウ、競

の成功のステータスシンボルとしてかっこいい

争優位というものは、電気自動車ではリセット

外車を乗り回して、
「俺は成功したんだ」という

されてしまいますから。だけど、もっと可能性

のをアピールしたいというために自動車を買う

があるのは、自動車という存在そのものがいら

という人もいれば、さらには、自動車を運転す

ないような社会をどう構想するかなんて議論も

る、その運転そのものが、ドライブそのものが

あるわけですよ。そうなってくると、そもそも

楽しいからということで、加速性能とか、旋回
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性能とか、ブレーキの効きだとかっていうこと

ーズだ、自分の意思だと言っていても、実はそ

に興味を持つ人もいるでしょう。全くもって、

れは、今、私たちが生きているこの社会の中で

自動車一つとっても、それに期待されている目

はぐくまれているという、この見方がますます

的というのは、私たちの生活が様々な目的を期

重要になってきている。そういう意味では、こ

待しているように、色々あるわけですね。論理

れからのマーケティングを考える際に、既存の

的には、そういう様々な組み合わせの中がどこ

ニーズ、あるいは目に見えるニーズにとらわれ

までも広がってしまうのです。そこで「そうは

るのは無駄とは言いませんが、十分じゃないこ

言っても、そんなことをぐちゃぐちゃやってい

とだけは、はっきりしていますね。そうではな

たら、我われはものを決められなくなっちゃう

くて、もっと本質的に、私たちのこの社会が求

から、結局、あるパターンにはあるパターン、

められているもの、それは何なのかということ

ある目的にはある手段、ある手段はある目的の

で、それに解答を与えれば、それは間違いなく

ためというふうに、どっかで短絡化されるとい

新しいニーズになるという、そういう社会的に

うか、循環する関係を作って固定化した常識を

構成されるというものの見方が重要なんじゃな

作ってしまう。」社会構成主義的な見方として、

いだろうかなと。

一つのルールが生まれることに注目しています。

本日、シンポジウムでは、この福岡の地にロ
フト様が出店したお話なんかが、お話しされま
す。例えば、ロフトというお店って結局何なん
だろうと考えたときにも、これもまた確かに、
ロフトというお店はロフトという会社が作って
やっているものであるという意味ではそのとお
りなんだけれども、同時に今の日本社会、今の
消費者の人たちがロフトということで期待して
いる、イメージする、何かそういうものがあっ
て、そういうワクワク感を期待してロフトのお

まさしく、ニーズは確かに私たちの個人の中

店に行く。ロフトのお店の体験を通じて、また

にあるけれども、しかし同時に、マーケティン

ロフトのイメージを広げて、また友達にもロフ

グによってニーズが影響している。先ほどのゲ

ト面白いよなって、また行こうかって話になる。

ーム、今まで別に、メタボリックの対策のため

こういう意味においては、
「もともと消費者にア

に体を動かすのをゲーム機でやろうなんてニー

ンケートをして、ロフトを作ってくれなんて出

ズはなかったし、消費者のアンケートをしても、

てくるわけがない」というふうに考えると、や

家庭用ゲーム機でメタボ解決をしたいなんて声

っぱりそこは、
「ニーズというのは、社会的に構

がアンケート調査に出てくるわけはないですよ

成される」というものの見方でとらえない限り、

ね。だけど、あれは本当に大ヒットして普及し

今の私たちのこの消費というのは、捉えられな

ている状況がありますからね。やっぱりマーケ

いんじゃないかと。マーケティングというのは、

ティングによって、新しいニーズは生まれたり

そこに注目すべきじゃないのかなと思います。

もしているのですね。つまり、ニーズというも

続きまして、
「コミュニケーションは、顧客と

のが、いかに社会的な存在であるか。個人的な

の関係性を変える」という議論です。これは、

ものであると同時に社会的な存在で、自分のニ

ちょっと簡単にいきたいと思います。
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ないかという議論が出ています。例えば、販売
力、営業力があって、売場でいつも特売商品・
重点商品として並んでいれば、シェアは確かに
客観的には高いんですよ。でも、そういう商品
はもしもっと安い商品、もっと特売売場に重点
的に置かれる商品が出れば、おそらくそちらに
シフトしてしまってシェアを落としてしまうで
しょう。つまり、そういう売られ方をしている
だけで、その製品、そのブランドに対して本当
ビジネスを進める際に、いろんな研究がありま

に愛着心があって、本当に買い続けるという高

すけれども、PIMS（ピムズ）研究というアメリ

い品質があると認知していて、本当にこれは素

カの研究によれば、市場シェアが高いところは

晴らしいよというふうに知り合いに口コミでし

利益率が高い、という結論だけがはっきりと出

ゃべる。そこまで熱中している。そういうもの

ました。だから、逆に言うと、市場シェアが高

とは限らないんですね。
「売れている＝他に買う

いとなぜ利益率が高いんだろうということを、

ものがないから、嫌々あきらめて、しゃあない

もうちょっと掘り下げる必要があったと思うん

な」、この程度で買っているかもしれない。です

です。これは、サービス業、製造業、アメリカ

から「売れているという状況＝ロイヤルティが

の企業の 20 年ぐらいのデータを全部集めてやる

ある」という見方は極めて危険だというふうに

という、本当にすごい大規模調査だったんです

見る実証研究もあります。

けどもね。やっぱり市場シェアが高いというの
は、実はそこにはリピーター、つまり、安定的
に顧客が買い続けているという、これはロイヤ
ルティと言っていいと思うんですが、それが高
いということ、このロイヤルティの高さが利益
率に結び付くということが、近年、議論注目さ
れています。

ではロイヤルティが高ければ経営はうまくい
のか。ところが、ロイヤルティもまた、真のロ
イヤルティと偽物のロイヤルティがあるんじゃ

28

て喜ばれていたじゃないかと思っても、消費者
のそういう感覚がずれていってしまえば、顧客
満足の基準が変わってしまえば、気がついたら、
それはあかんということになります。顧客満足
というのも極めて流動的です。そして、ある特
定の顧客満足に徹底していると、新しいテーマ
が出てきたときに、逆にそれに合わせすぎてい
るために、新しい顧客のニーズに逆に対応でき
では、真のロイヤルティを作るには、どうし

ない。既存の顧客の満足を重視すると、先ほど

たらいいかという議論もございます。この点で

のファブリーズとか、Wii のようなマーケティ

は 2 つポイントがあって、まあまあというレベ

ングができなくなるんですね。ですから、既存

ルのグッド、グッドのレベルの顧客満足は、実

顧客を大事にするマーケティングは、特に、今

は顧客ロイヤルティにはほとんど役に立たない

のような世界同時不況の下では極めて重要です

という実証研究がなされています。グッドでは

けれども、本当に革新的な、創造的なマーケテ

駄目なんです。グッドだったら、他にもうちょ

ィングをやろうと思うのであれば、顧客満足を

っとグッドだったり、他にもうちょっと安いの

無視できるような、そういう大胆なものの発想

があれば、すぐにスイッチしてしまいます。グ

ができないと、新しい顧客満足の絵は描けない。

ッドレベルでは生き残れません。エクセレント

どうしても既存のことに縛られがちなんですね。

だ、これじゃなきゃ駄目だ、すげえなっていう

経済学では、これをサンクコストといったりも

話題性がある、インパクトがあるぐらいの顧客

しますが。しかし、過去のことは過去の話であ

満足度だと消費者はぶれないです。ぶれたとし

って、未来には関係がないんです。未来に利益

ても戻ってきます。新商品が出たので試しに使

を生む。未来にお客様が喜ぶものを設計すべき

ってみようかなといっても、結局しょうもなか

で、過去そうだったじゃないかなんてことは、

ったなと戻ってきます。そういう意味では、ダ

未来にとっては何の影響ももたらさないぐらい

ントツの顧客満足を作らないと、実はロイヤル

の見方で考えない限り、ファブリーズや Wii の

ティにはつながらないのです。

ようなブルー・オーシャン的な展開は出てこな

それともう一つは、顧客満足の基準というの

いので、この顧客満足を重視するというアプロ

は、時代とともに、社会とともに、競合他社が

ーチは、ブルー・オーシャン戦略にとっては、

提供する実際の製品の機能とか価格によって変

しばしば罠と書きましたけれども、障害物にな

わっていくわけですね。例えば、今世界同時不

りかねないという関係性が指摘されています。

況の下で価格値下げ競争というんですか、低価
格をアピールするという動向にどんどん進んで
いるわけです。けれども、結局、こういうふう
に世の中の状況がなってくると、消費者のマイ
ンドとしては、今までと同じ品質で今までと同
じ値段だと、何となく割高感を感じてしまう。
消費者にとっての値ごろ感、お得感というのが
ずれちゃうんですね。そうすると、今までだっ
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これはサービスの方にもつながる議論ですけれ

お客さまが喜ぶと自分たちの仕事はうまくいっ

ども、実は、顧客の満足を得る上で、従業員と

ているというプラスのフィードバックになりま

顧客の関係というのが様々議論されています。

すから、ますます従業員は自分たちに自信を持

市場志向をめぐる研究ということで色々やられ

ってやっていく。これがいい循環が回っていく

ているわけですが、例えば、従業員の社員のや

関係ですね。

る仕事の範囲が狭くて、非常に狭い範囲で、ノ
ルマ、ノルマを追求して厳しくやっていきます
と、職員の定着が悪くて、社員のモチベーショ
ンも低ければ、社員のレベルアップもしないと
いう議論になってくる。

さらに、顧客の方も同様であって、従業員が
頑張っていると顧客が分かると、顧客はロイヤ
ルティを持つようになりますよね。そうすると、
ますます従業員は顧客を大事にしますから、そ
れが強化されていくということで、安定的なロ
イヤル顧客と言いますけれども、その企業を本
そうなると、もちろん顧客の方は不満足にな

当に支持してくれるような顧客基盤がしっかり

ります。顧客の方が失望してしまうと、ますま

できるということで、高収益企業になる。この

す企業は新規顧客を増やそうとする。新規顧客

サイクルの関係なんかが指摘をされます。

を増やそうといって、既存の顧客をおろそかに
していると、ますます、一回買ったらもういら
ないよみたいな感じが続くので、ますます離反
が進んでしまう。これは本当に、どんどん駄目
な回転になってしまうんですね。

次に、サービスの議論にいきたいと思います。
3 つ目の話題提供ですが、サービスとはコミュ
ニケーションである。同じような議論は、実は
サービスもそうなんですね。サービスの議論で
は、サービススピリットという議論がなされて
逆に、従業員の方でいうと、従業員自身が楽

います。サービススピリットというのは何かと

しんで仕事をやっていると、そのことがお客さ

言いますと、
「お金のためじゃない」と。サービ

まにもつながって、お客さまも喜んでくれて、

スというのは奉仕と訳してもいいかもしれませ
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んね。ホテルその他の限定された用語になりか

りそういうことに無駄なコストを掛けてもギク

ねませんけど、ホスピタリティーと言ったほう

シャクするだけですからね。向いている人間を

が、私たちにはもうちょっといいかもしれませ

採るといいますか、相性がいい人間を採る。だ

ん。おもてなしってやつですね。もうちょっと

から、採用時点から、サービススピリットを追

平たく言うと、思いやりと言ってもいいかもし

及する企業というのは、他とは違った面接とか、

れません。そういう思いやり、おもてなし、奉

採用のプロセスを採用していることが多いよう

仕、そういう意味でのサービスです。日本でサ

です。

ービスと言うと、これ、ちょっとサービスにし

さらに、このサービススピリットによって企

といてやって、要するに無料だという意味です

画される組織というのは、このような 4 つの特

よね。タダにしてくれという意味ですね。それ

徴を持っています。私がこの中で注目するのは、

は、ここで言うサービスの意味とは違うので注

「サービスの定義を行うのは顧客である」とい

意してほしいんですが。とにかく、人に喜ばれ

うことが徹底されていることですね。

るということを最大限の価値観を置いて行動す

これは、有名なソムリエの田崎真也さんがそ

る。ですから、
「別にそんなにたくさん給料もら

の著書のなかで書かれていることです。「ああ、

ってないから、もうこの程度でいいやん」とい

さすがだな」と。やっぱり、本当のプロのサー

うふうに思わずに、給料の多寡にかかわらず、

ビスマンというのは、ここまで考えているんだ

「自分の喜びのために、他人のために一生懸命

と思って読んだ一節がございます。彼はこう言

頑張れる」という、そういう感じのものですね。

っているんですね。彼は自分の年をごまかして、
本当はめちゃくちゃ若かったんだけど、年をご
まかしてレストランでサービスを始めるという
ことでチャレンジをしたんだけど。やっぱり最
初は、サービスはこうあるべきだという自分の
持論・モデルがあって、それで頑張って、それ
を実現しようと行動したというわけですよ。で
もそれはけっして顧客には喜ばれなかった。頑
張れば頑張るほど顧客には喜んでいただけない。

ですから、サービススピリットを議論する際

それは、顧客から見れば押し付けだったわけで

には、こういう人間を育てられるのかという研

す。そんなことをしてほしいと思っている顧客

究もありますよね。しばしば、育てられないだ

にとっては、それはサービスかもしれないけど、

ろうという議論になっているみたいですけどね。

そんなんいらんわという人にするのが、本当に

つまり、こういうタイプの人間を採用するしか

それがサービスなのかってことなんですよ。多

ないと。サービススピリットを進めようと思う

くの、
「うちはサービスを大事にしているんです

のであれば、サービススピリットを持っていな

よ」っていう企業の人と話をすると、やっぱり

い人間は辞めさせて、持っている人間を採る。

「他がやっていないような、こういうサービス

結局、これは、その人のパーソナリティーや価

をマニュアルで義務づけていますから」という

値観そのものなので、別に企業がその人の性格

ふうに行き着くわけですよ。そんなのはサービ

や性質や、あるいは価値観や思想、信条を変え

スではありません。サービスというのは、あく

させるなんてことができるわけがないし、あま

までも、顧客が求めることに最大限応えること
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なのです。

に挙げているわけではない。もちろんノルマは

さらに、リッツ・カールトンクラスになると、

あって、稼がないと首なんですけれども、大事

最大限じゃなくて、顧客が求めるものを、顧客

なことは隣人愛を持って、来てくれたお客様を

がサプライズする形で提供するというのが、リ

何か手助けできないかなと。そういう隣人愛の

ッツ・カールトンのレベルですよね。さらに上

精神でもって率直にいって、できないことはで

をいっています。顧客が求めるものを、顧客が、

きないと言ったり、じゃあ、一緒に悩んで何と

「ふーん、まあ頑張ってくれたね。ありがとう。」

かしましょうかということで頑張って解決して

ぐらいで済むんだったら、もう全然リッツでは

あげるとか、そういうことを積み上げてきてい

アウトなわけですよ。みんな、なぜ「リッツだ、

るわけですね。

リッツだ」って言っているかというと、顧客が
感激・感動するようなサービスが実現するから
ですよね。顧客が求めるものを、顧客の期待を
大幅に裏切るような形で感激させてしまう。で
も、やっぱり、それは顧客が求めているからで
すよね。

従って、逆ピラミッド構造。つまり、顧客が
一番上に来て、そのあとに実際に直接担当する
セールスピープルがいて、その下にそれを支え
るデパートマネージャーがいて、エグゼクティ
ブがいてということで、あくまでもエグゼクテ
代表的な議論で言えば、ノードストローム百

ィブがすることは、指示・命令することじゃな

貨店といわれる、もともと靴屋さんから始まっ

くて、
「現場が困っていることをいかにサポート

た百貨店です。ノードストロームの哲学はスラ

するか」、「現場の経験をいかに全体が共有する

イドの通りシンプルなのですが、ノードストロ

か」みたいなことに力を入れるということで、

ームの文化という議論があってですね。例えば、

逆ピラミッドになっているわけですね。

「私たちは家族である」とかね、
「私たちはグッ
ドジャッジメント（よき判断）をいたします」
とかね、
「我々はエンパワー（権限が移譲されて
いて、自分たちで頑張れということ）になって
います」とかね、
「ゴールを設定してそれに焦点
を当てて頑張るんだ」とか、
「あなた（社員自身）
のビジネスだ」ということで、とにかく、
「まと
もな隣人愛を持った人間として行動しなさい」
というのが、非常に徹底されているんですね。
この文化としてはね。
「稼げ」なんてことを第一
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ノードストロームの従業員ハンドブック、こ

あるお客様との伝説的な体験をしたりという、

れは日経文庫の『ノードストローム・ウェイ』

そういう失敗を通じて、あるいはまねを通じて

という本の中で紹介されている話なんですけど、

成長して、自分の頭で考えて、お客様が何に悩

この中でも驚くべきことが書いてあります。
「ノ

んでいるかを気付いて行動できる。そういうサ

ードストロームのルールその 1：当社では、いか

ービスピープルとして成長していくという、そ

なる場合も、決定するのは皆さん自身です」。こ

れが期待されているのです。

れ新入社員に配っている文章ですよ。新入社員
におまえが決めろと。その次もまたびっくりし
ます。
「それ以外、ノードストロームにはルール
はありません」。えっ！？

て感じですね。当然、

困ったら上司に聞いてくれ、こういう話なんで
すけど。ですから、ノードストロームでは多く
の社員が辞めるらしいですよ。要するに、誰も
育ててくれません。もちろん伝票の書き方とか、
オーダーの書き方とか、そういうツールの使い
方は教えてくれますけど、それだけです。
販売の政策というのはありませんから。それは

組織論の研究やサービスマーケティングの研

担当者が持っているべきものですから。担当者

究では、このようないくつかのモデルがありま

に仕入れ権限もかなり委譲されていますから、

す。その中の 1 つが「リンケージ・リサーチ・

このお客のためにこれが売れると思ったら、そ

モデル」と呼ばれているもので、これはどこか

れを売ってもいいんです。もっと言うと、例え

ら見なきゃいけないかというと、リーダーシッ

ばネクタイ売り場の担当者が、お客さんが靴が

プから見る。リーダーシップが従業員のモチベ

欲しいといったから靴売り場に行って靴を売っ

ーションとかに変化を与えて、従業員のやる気

たら、ネクタイ売り場のその担当者の売り上げ

が顧客のロイヤルティとか満足に影響を与えて、

なんですから。
「お客さんを見て」感じるんです

だから儲かる・組織の収益に影響を与えるとい

ね。靴屋売り場の人は、靴しか売らないなんて

う、ワイリーという人が提案したモデルです。

いうのは、これは売る側の発想です。お客さん
からすると、私をサポートしてほしいわけだよ
ね。ということで、
「そのお店全体で私をサポー
トする」なので、別にそういうふうにやったら
ちゃんと評価される仕組みなんです。というふ
うに、いかなる場合も決定するのは皆さん自身
ですというマネジメントが徹底されている。で
すから、
『ノードストローム・ウェイ』というこ
の本とか、ノードストローム百貨店を紹介する
いろんな文献を読んでいると、多くの担当者が
悩んでいますよ。結局、先輩のやり方を盗んで

同様にハーバード大学のヘスケットらは、サ

みたりとか、自分なりに工夫してみたりとか、

ービス・プロフィット・チェーンというフレー
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ムワークを提唱しています。これは、従業員を

んなレベルじゃないという話なんですね。

大事にすると従業員がやる気を出して、従業員
がやる気を出すとサービスの品質が上がり、顧
客が満足すると利益が上がるというモデルです。

例えば、ありとあらゆるサービスが、ネット
を通じて提供されるようになるというような変
化。最近はこれを、ネットを意味するクラウド
という言葉を使って、クラウドビジネスとか、
実際には、実証研究をすると、認められてい

クラウドコンピューティングとかいうふうに言

るのもあれば、認められないのもあるので、も

っています。つまり、よく分からないけど、ど

うちょっと研究が必要なんだけど、総じて従業

こかにサービスする人がいて、我われはネット

員の状態が顧客の評価に大きな影響を与える。

さえつないでいれば使えるというものですね。

サービスマーケティングの本質は、やっぱり従

ここに iPhone がありますが、iPhone のコンセ

業員のマネジメント問題なんだということは、

プトというのはそれですね。ネットにさえつな

共通の議論になっています。ただ、このメカニ

がっていれば、辞書も引けるし、データベース

ズムそのものは、まだまだ見えてこない部分が

も調べられるし、ネットとつながることによっ

あるので、もうちょっと今後の研究が必要なの

て、なぜか知らないけど、これはいろんな機器

かなというような状況になっているということ

になっているんですよね。いろんなサービス、

ですね。以上がサービスの問題です。

インターフェイスになっている。もちろん、ゲ

次に 4 つ目の話題がネットです。ネットは、

ーム機としても活躍したりとか、色々あります

一つは Web2.0。もう古いかなとは思いますけど、

けれども。

オライリーという出版社の社長が提言した

そして、もう一つネットの特徴は、そこには

Web2.0 というのは、かなりインパクトがありま

「集合地」、つまり自由な市民の発信、あるいは

した。つまり、従来、我われが思っていたネッ

自由な消費者の発信というものが生まれていて、

トの理解というのがいかに浅はかで、ネットの

それがある種の秩序とか議論とかを進めている

インパクトというのはもっと恐ろしい、もっと

という変化もあります。これもまた、従来のメ

深い、もっと広い影響力のあるものだというこ

ディアには弱かった面ですよね。いわゆるマス

とを Web2.0 は教えてくれるように思います。も

コミと呼ばれているメディアというのは、一方

っとも古典的な狭い見方で言えば、今、テレビ

通行的なメディアだったりする傾向が強かった

とか、雑誌とか、新聞とか、ラジオとか色々あ

わけですが、それに対して、今、ネット上で展

る中で、ネットというメディアが一つ加わった

開されているもの、もちろん企業その他ですね。

というぐらいの見方だったんですが、どうもそ

マーケッター側の発信も多いですが、消費者側、
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市民側の発信・コンテンツの量もものすごく多

を買うときなんかでも、Amazon のカスタマー

いですよね。そういう状況が生まれています。

ズレビューを見て、この本はどうなのかという

どちらが議論をリードしているかというと、個

ことについていろんなコメントを読んで買い物

人の発信が世の中の動きに影響を与えているケ

をする。ということで、実は、ネットを通じて、

ースというのは、しばしばあります。

私たちは消費者同士の情報というユーザー情報
が簡単に手に入る。そういうコミュニティを得
ることができたということで、消費者行動が大
きく変わろうとしているということですね。製
品・ブランドについての評判がどう広がってい
くかということで、消費者がブログに何を書く
かみたいな議論の中で、消費者側の対応をよく
見ておかないと、企業が知らないうちに、
「その
商品とかブランドに対する企業の意図とは違う
消費者のコミュニケーションが広がってしま
う」という状況にあるということですね。

その発信もテキストだけではなくて、音とか、
特にインパクトで言えばムービーですね。You
Tube に何か画像をアップして、それがワーッと
広がってというのはものすごく影響力がありま
すし、若い人たちにとってはニコニコ動画の方
かもしれませんけど、やっぱりムービーの影響
力というのは、ものすごい広がりを持つように
なっています。この点については、従来の広告
の議論であれば AIDMA といっていたんですけ
れども、電通の方が提案しているモデルなんで
すけれども、インターネットによってサーチと

これは、最近いろんな言われ方をされるよう

シェアというのが加わった「AISAS」というモ

になっているのですが、CGM（コンシューマ

デルを提案しています。つまり、私たちは何か

ー・ジェネレーティッド・メディア）、消費者制

買おうと思ったら、ネットで調べる。そして、

作メディアということで注目されています。い

何か買ったよというときに、
「これしょうもなか

わゆるブログとか、SNS とか、あるいは製品レ

ったわ」とネットに書き込むということで、ネ

ビューだとかといったようなものです。この

ットを通じて消費者が互いにつながっている。

CGM の影響、あるいは CGM とどういう関係を

確かにそうですよね。何か買おうと、例えば家

取り結ぶか。下手にコントロールしようとして

電製品を買おうなんていうときに、それを買っ

大失敗するというのがありますね。ステルスマ

た人の声とか質問だとかというのを、価格ドッ

ーケティングという言葉があるんですが、これ

トコムとかで色々調べてみてる。値段だけじゃ

は会社が金を出して、ブログに「この製品素晴

ないですね。あそこでは、ユーザーからの情報

らしい」ってサクラで書かせるわけですよ。そ

が非常にたくさん載っています。あるいは、本

れで、物を売るという詐欺的な販売促進です。
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これは、アメリカでは結構やられているという

ているかということを調べるというようなサー

噂もありますが、やっている企業が言うわけは

ビスが提供されています。ネットでは瞬時のう

ないので、噂でしか分かりません。日本では、

ちに動くので非常に早い感覚で察知しないと、

一応やってないんじゃないかと言いますが、や

企業側としてはリスクコミュニケーション、ク

ってないかどうか。そこまでいかなくても、例

ライシスコミュニケーションとしても、気が付

えば女子大生の人気のあるブロガーとか、ブロ

いたときにはもう大火事になってしまっている

グを書くカリスマ、アルファブロガーとか色々

なんてことがあり得るような、そういう世界が

言い方がありますが、そういう方々を集めて、

ネットの世界の中に起こってしまっている。そ

そこで美味しいものを食べさせたり、試供品・

ういう武器といいますか手段を、消費者・一般

製品を使ってみてくださいと渡して、一応書く

大衆・市民が手に入れてしまったというのが、

か書かないかはあなたの判断ですよと言いなが

ネットが開いてしまったパンドラの箱みたいな

ら、お金を配ってやらせるという。やらせじゃ

ものなんですよね。これは、今までのマスコミ

ないにしても、実際は書いてほしいからそうい

は違っていた。今までのマスコミは、何だかん

うことをするわけですよね。というような、書

だいってもコントロールをしていたわけですね。

けとは言ってないからちょっとギリギリ、アウ

ちゃんとビジネスで、金儲けじゃないと雑誌も

トじゃなくてセーフかなと。だけど、そういう

出せないから。
「これやったら出さないぞ」と言

ことをしたら、もっともっとタダで物がもらえ

ったら、やっぱり出さないとうことで、
「報道は

ると思えば、当然、人間書いちゃいますよね。

ジャーナリストの精神がある」とか色々言って

という人も多いはずですよね。もちろん、自分

も、ある程度影響を受けていたんだけど、そん

のポリシーで書かないものは書かないなんて、

なふうにコントロールできるようなものではな

立派な消費者もいるかもしれないけど、どんど

くなってしまうということが起こっているのが

ん書けば書くほどタダで物がもらえると、美味

ネットの問題です。

しいものが食べられるといったら、そりゃ書い
た方が得だわって話になりますから、そういう
やらせ系も結構始まろうとしています。ですが、
時々、
「やらせ」はばれるときがあるんですよね。
そうすると、ものすごく集中砲火を浴びて大変
なことになります。過去、そういうことでいろ
んな事件があります。
CGM の問題をどう取り扱うかというのは、今
日、マーケティングのコミュニケーションにお
ける最大の悩ましい問題であって、そのために
も、消費者が何を書いているかを理解しなきゃ

続きまして、5 つ目はブランドです。ブラン

いけなくて、
「企業側が実際ネットで知らないう

ドというのは、そもそもの定義で言いますと、

ちに何を書かれているか分かりませんよ」と、

名前・ロゴ・シンボルで、他と区別されればい

しかも、それはすごいスピードなんです。別に

いんです。でも、我々、しばしば「ブランド品」

電通のバズリサーチなど、企業やブランドにつ

と言ったりしますよね。
「ルイ・ヴィトン、ブラ

いてブログ等ネットにどんな書き込みがなされ

ンド品だよね。高級ブランドだよね。」その場合
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の意味はちょっと特殊です。もともと、ああい

れがなぜブランドに注目するかというと、この 2

うセレブリティブランド、ある特定の階層が使

番目の効果をブランドが本質的に持ってしまう

うというイメージで、確固としたポジションが

からですよね。もちろん、意識的にそれを実現

あるブランドというのは、ある意味、特殊なブ

するのか、偶然できてしまうのか、それは色々

ランドで、マーケティングにおけるブランドと

なんですけれどもね。ですから、全ての元々の

いうのは、もともと区別されればブランドなん

ブランドは、
「ブランドとして優れているか、優

です。

れていないか」じゃなくて、区別されればブラ
ンドなんですが、そこから先、何らかのブラン
ド連想を持ってしまうというのがブランドのポ
イントになります。ですから、企業がビジネス
をする際に売れ続ける仕組みを作ろうと思えば、
それはやっぱり、その製品やその企業のやって
いるビジネスをブランド化するということです
ね。ブランド化するというのは、お客様から見
て、他とは違うというふうにはっきりと認識さ
れることです。それも、違うというのが「はっ
きりと他より劣る、他よりも駄目である」とい

ただ、面白いのはここから先です。人間とい

うネガティブな意味で認知されても売り上げに

うのは、意味付けをしてしまう。病気を持って

はつながりませんから、もちろん、
「他より優れ

いるなんて言う人もいますよね。つまり、どう

ている」という言い方が無理だったら、
「他より

しても無意味なものに意味を持つ。星を見て、

少なくともこの点では圧倒的に優れている」。別

「この星は私に頑張れと言っている」とか、勝

に、全面的に勝つ必要はないですよね。やっぱ

手に星を見て思うわけでしょ。日本人でいうと、

りオンリーワン、ユニークであればいいんです

俳句がそうですよね。単に、俳句というのは、

から、
「どこかは優れている」ぐらいのことでも

そのときの風景を直接的に描写するものですよ

いいんです。そういう「他より優れている、他

ね。理屈とか感情を、直接的に訴えるものは短

より素晴らしい」、そして、もっと言うとファミ

歌の方はそうですけど、基本的に俳句というの

リアリティー、「親しみやすさ」「私のブランド

は、直接的に風景を、自然を描写しているだけ

だ、私の商品だ」というふうに。ですから、ブ

です。だけど、我われは、それを通じて感じち

ランド化をしていく際には、とにかく一貫して、

ゃうわけですよね。意味のないものに、意味を

いかに差異化するかということを徹底していく。

見出してしまうことすらあるわけですから。そ

そして、最終的にお客様がそのようにそのブラ

ういう意味で言うと、ブランドが面白いのは区

ンドを差異あるものとして認識したかどうか。

別された瞬間、区別されたことによって、名前

そうなったら、そのブランド化のマーケティン

に意味を持たせてしまう。これは企業ブランド

グのコミュニケーション、キャンペーンは成功

ですけれども、やっぱりソニーとパナソニック

と言えるし、そうじゃなければ、やっぱりキャ

って名前がつくと、ソニーはこうだよね、パナ

ンペーンに弱点がありますから、それを修正を

ソニックはこうだよねというふうに。同じこと

していく必要がある、こういうサイクルなんだ

は、このマークに意味を持たせてしまう。我わ

ろうと思います。
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同じように、ブランドもたぶん「千の風」にな
っているんですよ。ブランドというのは、そう
いう不思議なものなんですね。社会的に共有さ
れている。ですから、しばしば企業がブランド
を作っていると思って、大やけどをするケース
もあります。そうならないケースもありますけ
どね。
有名なケースで言えば、アメリカのコカ・コ
ーラ社が、ペプシコーラにやられて味を変える
というキャンペーンをやったことがあるんです。
差異化するポイントはまずどれだけ広く多く

そうしたら、
「アメリカのスピリットだ。アメリ

の人に深く詳しく認知されているか。次にアイ

カ人の誇りだ。おまえ何を考えているんだ」と

デンティティ、これは「どういうふうにイメー

言って、デモまで起こったんです。デモや集会

ジされたいか」ですね。知覚品質、やっぱり「優

や投書が殺到したんですね。不買運動まで起こ

れている」というふうに思われなきゃ駄目です。

るんですね。たかがコカ・コーラですよ。生活

そして、
「だから好きだ、だから利用する、だか

必需品でも何でもないですよ。でも、アメリカ

ら他の人に紹介したい」というロイヤルティが

人にとってみれば、
「アメリカ人の誇り、アメリ

持てるかどうか。アーカー教授は、こういった 4

カ人の魂」。確かにそうだよ。歴史的には、第二

つの要素が高いか低いかというのがブランド化、

次世界大戦やベトナム戦争とともに、常にあっ

ブランド価値というものが高いか高くないかの

たのはコカ・コーラですから。コカ・コーラは、

重要な指標になると言っています。

アメリカ軍の常備品として存在していて、いつ
でもコカ・コーラを飲みながら、彼らは戦場で
戦ったわけですからね。アメリカ人が血を流す
というのは、コカ･コーラを飲むということとセ
ットでやってきた歴史があるんですよ。だから、
それは日本人にとってのコカ・コーラとは全然
意味が違います。そういうふうになっていたの
に、勝手に変えてしまったら、それは裏切り行
為、売国奴と言うんですか、
「アメリカという国
自体を侮辱するもんだ」と、こういう話になっ
ちゃうわけです。だから 2、3 カ月後でしたかね、

コミュニケーションの観点からすると、
「私は

元に戻すと言ってコカ・コーラクラシックとい

お墓の中にはいません」という有名な歌があり

う名前で元に戻りましたけど。今でも結局、コ

ますが、ブランドもおそらく製品の中には存在

カ・コーラは同じ味で続くんですが。

しないですよね。お墓にはいないんです。じゃ

ブランドというのは、企業が作り出したもの

あ、どこにいるのかというと、まさにここら辺

であることは否定しませんが、ブランド化する

にいるんですよ。だから、私はここら辺にいる

プロセスは、企業が社会と市民と消費者とのコ

と同様に、私は風になっているわけですからね。

ミュニケーションを通じて、作り上げているも
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のなんですね。企業だけのものではない。逆に

して、10 年間メンテナンスをします。それは、

言えば、企業が社会に対して、
「こういうことを

アフリカの非常に危険な汚れた水のために、子

お約束している、こういうことを期待されてい

どもや高齢者など体力のない人たちが病気にな

る」、こういうある種の目に見えない契約を結ん

ったり、場合によっては命を落としたりという

でいるというような物の見方の方うが有効かも

不衛生状態に置かれているエリアに対する貧困

しれません。

対策、衛生対策に使うというプログラムですね。
売り上げ 1 リットル分につき、10 リットルの清

最後に、「コミュニケーションが世界を救う」
という、ほんまかいなって話をしたいと思いま

潔で安全な水を提供できる。

すが。例えば、これが Volvic の話です。

やっぱりこのプログラムは、特徴的なのは、
「消費者が買ったら寄付する」ということなん
です。従来の社会貢献と言いますと、
「企業はも
うかった。もうかったうちの一部を寄付します」
というタイプのプログラムが少なからず多かっ
たわけで、これはそうではないんですよね。売
り上げの一部をあげる、しかも、売り上げに連
動するわけですね。このキャンペーンを 2 カ月
ぐらいやるんですが、売り上げ 1 リットル分に
つきなので、キャンペーン中の売り上げに応じ
Volvic、これはダノンという会社のミネラルウ

て寄付していくというやり方です。つまり、消

ォーターのブランドでございます。ここが、も

費者を巻き込んでいるんです。皆さん、これど

ともと本国で始めて、日本でも 2 年ぐらい前に

う思います？

始めて、いま世界で 1 カ国 1 カ国丁寧に展開を

か。私は、消費者を巻き込むところが素晴らし

始めているキャンペーンです。
「1 リットル for10

いと思っているんですが、人によっては、
「何で

リットル」という名前でやっているキャンペー

消費者を巻き込むんだと。企業は儲けているん

ンなんです。これは Volvic を消費者が買います。

だから、勝手に寄付したらええやないか」とい

買いますと、Volvic の売り上げの一部を Volvic

うご批判もあり得るかと思います。

消費者をなぜ巻き込むんだろう

社はユニセフに寄付します。寄付してどうなる

こういうのをコーズ・リレイテッド・マーケ

かというと、ユニセフがアフリカに井戸を新設

ティングと呼びます。この場合のコーズという
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のは、社会的な問題に対する組織とか、取り組

う考えているんですね。

みとか、課題だとかというふうなことを指して
いる。この場合で言えば、ユニセフが提供する
「井戸を提供する事業」と「関連するマーケテ
ィング」というふうにご理解いただいたらいい
と思いますが、いろんなやり方があります。

ソーシャル・マーケティングの問題を考える
際には 2 つ課題があって、一つはもちろん、
「社
会的な問題」を解決しなければいけないんです。
でも、同時に、その社会的な問題を解決すると
いうのは、哀れみとか世話焼きでするんじゃな
くて、基本的には人間なんですから、
「その人間
たちが自立していくというプロセスとして組ま
ないといけない」。企業がもうかったからあげる
じゃ駄目で、
「世の中を良くしていくのは企業じ
ゃなくて市民なんですよ。そういうふうに社会
を良くするために、市民がもっと社会の問題に
関心を持って、社会に役立つような隣人愛を形
にする、行動する」、そういう社会につながって
いくかどうかが、もう一つの課題なんですね。
これをある専門用語では、
「市民性の創造」とい
一番簡単なのは、商品の売り上げに応じた寄

う言葉を使ったりもしますけど。ソーシャル・

付という形で、この CRM（コーズ・リレイテッ

マーケティングというのは、そういう意味では、

ド・マーケティング）は、コーズとの協力とい

社会問題を解決すると同時に、市民の意識、
「い

うことで、この場合は井戸なんですね。狭い意

かにより良き助け合いができる、隣人愛に満ち

味での CRM は寄付ですけれども、もちろん寄付

た市民社会が形成されるか」ということがテー

以外にも社員が一緒になってやるというタイプ

マです。そういうふうに考えたときには、この

もあります。もちろん、いろんなバリエーショ

コーズマーケティングは、消費者が気軽に参加

ンがあるんです。いろんな実証研究もありまし

できるわけですよ。この問題を通じて、アフリ

て、売り上げの一定割合でいくのか、それとも

カの水問題を知ったり、学んだり、関心を持つ

利益の一定割合でいくのか、低額品・高額品ど

ことができるんです。その消費者が市民として、

うかとか、いろんな議論がありますけども、こ

地球に生きる市民として、同じ人類として愛に

の議論の素晴らしいのは、まず一つ目に私はこ

目覚めるわけですよ。こういうプロセスだとい

40

うふうに、ご理解いただければと。

人間以外のすべての身にも、仏の御心が存在す

「いや、そうじゃない。これは欺まんだ」と、

ると。御仏様がいると。つまり、
「自然も含めて、

そうなんですよ、これは同時に「Volvic を売る

私たちは生かされている。我々が地球の主人公

マーケティング」なんですよ。結果的に、Volvic

だなんてのは人間の思い上がり以外の何もので

の売り上げを増やすだけじゃないかという議論

もない」と、禅宗の皆さんなんかはおっしゃる

もあるかもしれません。

わけですね。これはキリスト教文化とは、ちょ

そして最後に、これは Volvic のブランドにな

っと違うものの見方のような気はいたしますけ

るんですよ。
「Volvic というのは、単に水のブラ

れども。そういうものからすれば、この社会的

ンドではなくて、こういう人類愛に目覚めたブ

な動機というのは、
「隣人愛だけではなくて、も

ランドだ」という特別の価値を持つ。さっきの

っとあまねくこの地球とか宇宙に対する愛に広

社会的なイメージとしては、単なるミネラルウ

げないとあかんのかな」と思うわけです。宇宙

ォーターではない。ミネラルウォーターなんて、

といってもあまりピンと来ませんが。でも、こ

いっぱいいろんなブランドがあるわけじゃない

れからたぶん、月とか火星とかいうのも、私た

ですか。でも、Volvic はそれとは違う意味を持

ちの重要なテーマにはなってくるでしょうから。

つんですよね。世界の水問題に関心を持って行

そこまで言うと、そこまで広げながら考えなけ

動するブランドとしてのイメージングができる。

ればいけないのかもしれませんが、これからの

そういう意味では、これはもちろん社会問題の

ビジネス、これからのコミュニケーションは、

解決にとってプラスだし、消費者も自分たちの

経済的動機ばかりではなくて、この社会的動機

そういう隣人愛を行動にできるという意味でプ

と経済的動機が両方とも Win- Win になるよう

ラスだし、それで企業ももうかってブランドが

な、そういうクリエーティブなものが展開する

できてプラスだというね。そういう Win- Win-

ことが求められるだろうと。そういったものを

Win のすごいビジネスなんですね。

進めるべきだということを最後に申し上げて、

まさしく、これからの現代社会は、人類の持

今日の私の基調講演としたいと思います。どう

っている能力が上がってしまったために、問題

もご清聴ありがとうございました。

も歴史的に見るとあり得なかったぐらい大きな
■会場からの質問 1

問題、地球温暖化問題など、問題もものすごく
大きくなっちゃったんですね。人類は突破でき

ご意見、非常に興味深く聴かせていただいて、

ると信じたいですけれども、今まで存在しなか

ありがとうございました。

ったような新しい未知の問題です。これは当然、

最後のコーズ・リレイテッド・マーケティン

人類のパワーが増えたから、パワーが増えた分

グは、私もそう共鳴するんですけれども、マー

だけリアクション・反発も大きいのかなという

ケティング自身の最初からのご説明は、若干消

ふうにすら思うような事態です。そういう時代

費者中心ということで、消費者というのはいく

の下で、これからのマーケティングというもの

らか所得を持っている消費者ということが対象

は、
「単に経済的な動機を満たすだけ」では不完

になることが多うございます。現在、企業なん

全だろう。これからのビジネスは、やはりこの

か問題にしている「貧富差・格差をなくすとい

人類社会に、いや、もっと言うと、臨済宗なん

うことにつながるマーケティング」というのは、

かでは「山川草木悉皆成仏（さんせいそうもく

最後の点ではそう思うんですが、そこらのとこ

しっかいじょうぶつ）」という言葉がありますね。

ろが、前の段階と最後の段階との結び付きが、
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ちょっとまだ疑問に感じたんですけれどもいか

という意味ではなくて、
「本業そのものが、社会

がでしょう。

のより良き方向への展開に貢献できている」こ
とが問われると思います。例えば CSR の報告書

■若林

がありますね。社会的責任の報告書というのも、

本当に大事なご指摘だと思います。ありがと

今は地球環境問題とか、あるいは人権の問題ぐ

うございます。そこは、実際のビジネスをやら

らいが挙がっていますが、本当は広い意味にお

れている現場、あるいは逆に翻ってみて、ソー

いては、今ご指摘の通りのこういう貧困とか差

シャル・マーケティングそのものの中心的な担

別の問題に対して、「企業自身がどうなんです

い手である非営利あるいは共同の組織の場合で

か？」という議論もどんどん問われる状況にな

も、逆の意味でやっぱり悩んでいるんだろうな

るだろうと思います。

と思います。

なかなか一致しない議論です。ぶっちゃけた

残念ながら、私はそれを単純に一元化できる

話、簡単にはつながらない話ですが、そこをど

というふうには思ってなくて、ぶっちゃけた話、

ういうふうに、まさしく創造的に乗り越えてい

「そこはやっぱり表面的にも実践的にもしばし

くかということが、実践家の皆さんにとっても

ば矛盾する。だからこそ、いかにクリエーティ

問われることだし、マーケティングの研究者も、

ブにそれを乗り越えていくかというチャレンジ

どうしても研究というのは、一定の実証研究と

が必要だよね」と考えています。従来通りやれ

か結論を出そうとすると、対象を絞らないとコ

ば、しばしば消費者の利益にかなうことをやり

ントロールできないので、そうしがちなんです

過ぎることが、社会にとって必ずしもよくない

が、今までの研究がいかに不適切といいますか

という場合もあります。

視野の狭い、弱点を抱えているのかということ

また、消費者という場合も、今おっしゃられ

も、研究者自身が自らの研究活動として弱点を

たように、一定の所得のある層ばかり注目して

自覚して、私どももチャレンジしていかないと

いると、いわゆる今日、日本でも格差社会が広

いけないかなと、そんなふうに思っております。

がっているという状況がある。世界では、ます

よろしいでしょうか。どうもありがとうござい

ますそういう状況がございます。そういう状況

ました。

の下で、結局、買ってくれる人だけをターゲッ
■会場からの質問 2

トにするマーケティングが、いかに差別的な、
企業の側にはその意図がなくても、客観的にそ

私は、27 年間サラリーマン生活をしまして、

の企業のビジネス活動をすれば、あなた方は貧

22 年間経営者生活をしてきました。先ほど話さ

困者や、障害者や、そういう弱者に対しては何

れたことはすべて理解できました。私がやって

の貢献もしていない、社会的には欠陥のあるビ

きたことは、間違いなかったなと思いました。

ジネスをやっていますねと。企業側からすれば、

それから、ユニセフの話をされましたね。私

「我われは営利企業であって、別にそんな社会

は、やはり最終的には社会貢献をできなければ、

福祉を目的としているんじゃないんだから、そ

ただ金儲けだけじゃいかんということを思って

んな意味で評価されるのは間違っている」と、

いましたので、毎年、ユニセフに寄付したのを

こういう議論にはなるんでしょうが。でも、益々、

額に入れていたんですね。私は、自分の借金は

私は「企業もまた社会福祉に貢献しているかど

自分で返すという気持ちがありますので、借金

うか」が、特に、「もうかったお金を寄付する」

分だけは保険に入ろうとしていたんですね。そ
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して、お医者さんを呼んだら、全然触診をしな

っかり考えてやられているという、そういう行

いんです。ぱっとそれを見ただけで、すべての

動、お人柄というのが、ちゃんと評価されて、

金額を認めてくれて、あとはたばこを吸います

だったらということで、ちゃんと戻ってくるん

かぐらいの話しかなかったですよ。いかに、そ

だろうなと。そういうふうに、ありふれた言葉

ういう社会貢献が自分のためになっているとい

ですが、でも今でも重い言葉だなと思うのは、

うことを確信しましたね。そういうことです。

「情けは人のためならず」ってありますね。つ
まり、
「他人に対する情けは、結果的に自分の利

■若林

益にもなる」というふうな、先ほど、私が言っ

私のコメントを期待されているわけではない

た経済的エゴと社会的エゴをいかに統一するか。

と思いますが、でも本当に、貸す側の銀行とか、

まさに、
「情けは人のためならず」なわけですよ。

あるいはお取引をする取引先にせよ、また従業

そういうビジネスの在り方こそが、これから求

員も、あるいは消費者も、そういった経営者の

められることなのかなというふうに、私も感じ

行動のすべてを見ているんだと思うんですね。

ております。ありがとうございました。

経営者は見られているんです。だから、本当に
今の話は、そうやってユニセフのこととか、し
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