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“Marketing Astigmatism”
第１編：マーケティングって何だろう？



プロローグ



ピーター・ドラッカーによると、世界で
最初にマーケティングを発明したのは、
１７世紀半ばの江戸に設立された越後屋
三井（現 三越）とのこと．

歌川広重「名所江戸百景 駿河町」

(+) Peter F. Drucker, “Management:Tasks, Responsibilities, Practices”



創業者 三井高利は、豊かでお洒落な町人層
を含む新たなセグメントを描き、顧客視点で
ターゲット層を理解、それまでにない大胆な
アイデアを繰り出し、群雄割拠する老舗大手
を押しのけて一世を風靡する． ターゲット・セグメント

三



当時の呉服屋の常識を覆す新しい商法を
次々と展開、

越後屋の引札（チラシ広告）、１６８３年 
（東京情報大学「歴史の方法」第５回 広告・宣伝の歴史 より）



欧米では１９世紀末まで登場しない
定価販売の概念を生み出し、

「掛値なし」＝ 定価

(+) Photo by Lover of Romance, wikimedia commons



価格高騰の原因だった年末払い／二季節
払いの慣例を破り現金払い方式を導入、
低価格化を推進、

「現銀」＝ 現金

(+) Photo by Lover of Romance, wikimedia commons



呉服業者間ではご法度の切り売りも断行．



「仕立て売り」と呼ぶ今日のイージー・
オーダーのビジネス・モデルをも生み出す．



代理店販売の仕組みも開発し全国へ
事業を拡大、



さらには、当時の常識を破り、家紋に手を
加え暖簾印、今日のロゴマークも作り、 
ブランディングにも取り組んだ．

三井家の家紋、
「四ツ目結」

越後屋の暖簾印、
「丸に井桁三」

(+)  以上、「三井の歴史(http://www.mitsuipr.com/history/)」より

http://www.mitsuipr.com/history/


時をほぼ同じく、富山藩主 前田正甫の下、
富山の製薬業が飛躍的に成長する．当初、
大阪などに後塵を拝していたが、

(作者・時代不詳．http://www.city.takizawa.iwate.jp/より)



Pay-Per-Use、即ち、顧客宅に薬箱を預け、
次回訪問時までに消費された薬の料金を請
求する「先用後利」方式の普及に成功、
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先用後利



顧客の家族構成や健康状態、配置した薬の
種類、使用期限、使用履歴、支払い実績な
どを記録した懸場帳(CRMシステム)を導入、 CRM



さらに、江戸城を中心としたブランド・
マーケティング（江戸城腹痛事件(*)）など
を通して市場シェアを拡大．

(*) 江戸城で腹痛になったある大名に富山の薬を飲ませたところ、
腹痛が驚異的に収まった事件．真相の程は定かでないが、この一件
をきっかけに全国的知名度を獲得．



さらに藩をあげて販売チャネル（富山の
薬売り）の質を向上、製薬市場において
確固たる地位を築く．



国内では、その後もマーケティング上の発明
が続いたが、欧米で最初のマーケティングの
発明は越後屋に遅れること２００年近い１９
世紀も半ばに入ってからである．国内では、
現 愛媛県今治市周辺の桜井漆器が分割払い
方式を発明した時期に重なる． （* 今治地方観光協会 http://www.oideya.gr.jp/ より）

http://www.oideya.gr.jp/


米国人発明家のCyrus McCormickが設立した
農耕機メーカー（現 International Harvest 
Company）は、参入時期でいえば後発組で
あった．しかし、潜在ニーズが高いにも関わ
らず、農耕機市場は小さかった．

１９世紀の農耕機



理由は明白で農家に購買力がなかったからだ．
そこで、McCormickが発明したのは桜井漆器
同様「分割払い」であった．さらに、同社は
商品プロモーションを各地で展開、そのため
の販売員のトレーニングも行った． 

これら一連の活動をもってドラッカーは欧米
初のマーケティングの発明と位置付けている． McCormickによる実演販売



１９世紀も末になりTiffany & Co.などが欧米
初の定価販売を開始．この頃から欧米ではマー
ケティングがビジネス上の重要なキーワード
として認識されるようになる．

１８８７年当時のTiffany & Companyの店内



ところで、”Marketing”という言葉は１６世紀
半ばには存在していた．当時は、市場での 
”buying and/or selling”を指した(*)．つまり、
今日、Googleで検索することを「ググる」と
言うのと同じノリだろう．

いちば
Marketing = 市場 + “ING” ?

(*) Dictionary.com

何してたの？

ちょっと市場ってた
いちば

いちば



“Marketing”が今日的な意味を持ち始めるの
は１９世紀末頃からである．当初は、広告や
押せ押せの販促活動の意味合いが強かった．
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２０世紀初頭には、”Marketing”をカリキュ
ラムに盛り込む大学も登場、学会も組織され、
１９３７年には全米マーケティング協会(*)も
設立された．
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(*) AMA: American Marketing Association．３万人以上のプロの
マーケターを会員に抱え、マーケティングにおいて最も権威ある
団体と認識されている．



大量生産・大量消費の時代に入り、１９５０～
７０年代にかけて、粗悪品や誇大広告から消
費者を守る消費者運動やコンシューマリズム
が盛り上がった．
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この反省からマーケティングに関する考え方
が「顧客視点」へと変わり、今日の「現代
マーケティング」誕生へと繋がる．２０世紀
後半になってからである．
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然るに、越後屋や富山の薬売りは、３００年
前に既に現代マーケティングをしていた．
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越後屋三井、富山の薬売り

300年!?



これは、一体、どういうことだろう？



1. マーケティングって何？



「マーケティング」ほど、人によって
違う意味で使われるビジネス用語も
少ないだろう．



市場調査を思い浮かべる人、



広告やPRと認識している人、



ブランディングを意味する人、



販売活動だと言う人、



事業開発をイメージする人、



３C / ４Pや⚪⚪分析等のフレームワーク
だと思う人、



ビッグデータやニューロマーケティング
などのバズワードを語りだす人、…



マーケティングには一応定義が存在する．
それも権威ある団体や、

マーケティングとは、顧客、クライアント、
パートナー、そして社会全体にとって価値
あるアイデア、商品、サービスを創造し、
伝え、配達し、交換するための活動であり、
一連の仕組み、プロセスである．

ー AMA(*)の定義

(*) American Marketing Association、全米マーケティング協会．



「現代マーケティングの父」と呼ばれる
人による定義だ．

マーケティングとは、個人や集団が、製品
と価値の創造と交換を通して、必要とする
ものや欲するものを得る社会的、経営的プ
ロセスである．

ー フィリップ・コトラー(*1)の定義(*2)

(*1) ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院教授．「現代マーケ
ティングの父」と呼ばれる．70歳を超えた現在も教鞭をとられてお
り、しばしば日本でも講演される． 
(*2) コトラー教授は、様々な論文・書籍でマーケティングを定義して
おり、私の手元にある資料だけでも21通りの定義をしている．上記
は、その中で最も知られている定義の一つだろう．



しかし、AMAのイベントを含むサンフラン
シスコ・ベイエリアのマーケティング系イベ
ントで参加者に「マーケティングの定義とは
何ですか」と幾人にも訪ねたが、



ケロッグ卒のMBA含め、いまだ誰一人、定
義を言えた人はいない．それどころか、定義
の存在すら知らない人も結構多い．



LinkedInのマーケティング系ディスカッショ
ン・グループ(*)では、時々「マーケティング
とは何か？」を問うポストがあるが、

(*) 幾つも存在する．



最も多いのは「マーケティングとは販売活動」
という返答である．

販売活動とマーケティングは、類似や補完
関係というより、むしろ対極の概念だ． 

ー ピーター・ドラッカー



こう言っては何だが、AMAにとって定義は
彼らが創造したアイデアであり、それが共有
されていないという現実は、AMAのマーケ
ティング力不足を如実に示している．

マーケティングとは、顧客、クライアント、
パートナー、そして社会全体にとって価値
あるアイデア、商品、サービスを創造し、
伝え、配達し、交換するための活動であり、
一連の仕組み、プロセスである．

ー AMA(*)の定義

(*) American Marketing Association、全米マーケティング協会．



これらの定義は学会やコンサルティング・
ファームの守備範囲を広げるためには役立
つが、

(*) ちなみに私はコトラー理論のファンです．同教授の著書
はネイティブでなくても理解しやすい英文で綴られており、
膨大な事例に、経営者等の格言がちりばめられた著作は、
余暇の読書にもお薦めです．



ビジネスの最前線で必要なのは、もっと本質
的で把握しやすく、共有できる定義だ．



2. こう把握してはいかが？



AMAの定義は「マーケティング」を「ビジネ
ス」に置き換えても、そのまま使えてしまう．

マーケティングとは、顧客、クライアント、
パートナー、そして社会全体にとって価値
あるアイデア、商品、サービスを創造し、
伝え、配達し、交換するための活動であり、
一連の仕組み、プロセスである．

ビジネス



コトラーの定義も然り．

マーケティングとは、個人や集団が、製品
と価値の創造と交換を通して、必要とする
ものや欲するものを得る社会的、経営的プ
ロセスである．

ビジネス



レビット(*)は、右のように言っているが、

(*) Theodore Levitt(‘25~’06)、ハーバード・ビジネススクール教授．
コトラーと並ぶマーケティングの権威．顧客中心の重要性を訴えた論
文、”Marketing Myopia(マーケティング近視)”は、今だビジネス界に
多大な影響を与えている．

マーケティングの目的は、顧客を獲得し
維持することだ． 

— セオドア・レビット



これは、ドラッカーの「ビジネスの目的」に
他ならない．

ビジネスの目的は、顧客を創造し維持す
ることだ． 

— ピーター・ドラッカー

マーケティングの目的は、顧客を獲得し
維持することだ． 

— セオドア・レビット



実はレビットは、同じ著書(*)の中で右の
ようにも言っている．

ビジネスの目的は、顧客を獲得し維持す
ることだ． 

— セオドア・レビット

(*) Theodore Levitt, “The Marketing Imagination”

マーケティングの目的は、顧客を獲得し
維持することだ． 

— セオドア・レビット

ビジネスの目的は、顧客を創造し維持す
ることだ． 

— ピーター・ドラッカー



つまり、マーケティングはビジネスの
目的達成のための「何か」だ． Marketing『顧客を創造し維持する』ための◯◯

ビジネスの目的

マーケティング



この「何か」は越後屋創業者の三井高利が
３００年以上も昔に発見している．

越後屋三井創業者 三井高利

商の道、何にても



新法工夫いたすべく

(*) 高利が商の心得を学んだのは、武士出身の父ではなく、商家出身
の母 殊法と言われる．高利含め４兄弟全員が商人として大成、その
ため、殊法は「商売の祖」とされる．



『工夫』、我々は何気に使う言葉だが、
これを英訳しようとするとその概念の幅
に驚く．

be creative with(に関して創造的になる)

think out a method(考え出す)devise(案を出す、創設する)

come up with different ways(様々な方法を考え出す)
use a trick(トリックを使う)secure(～を確保する)

trial and error(試行錯誤)
intuition(直感)original styles(独自の方法)

make various improvements(いろいろ修正する)

deal resourcefully(資源を使って対処する)
make all kinds of efforts(あらゆる努力をする)

… 等々

planning(計画する)

exercise ingenuity(知恵を働かす)

special measures(特別な方法)

improve(改善)

derive a way(方法を引き出す)
elaborate a plan(詳細に計画を立てる)

manage to do something(あれこれ、やり繰りする)

device(仕掛け、手段)

creative ~ (創造的な)

be calculated for (のために計算された)

contrive (思案する)

ingenious mechanism (巧妙な仕掛け)

try to ~ (～しようとする)

resourceful (機略に優れた)

various measures(様々な方法)

various trial (様々な試行錯誤)

creative effort~ (創造的な努力)

make ~ more rational(より合理的にする)
epoch making ~ (画期的な) elaborately designed (凝った設計)
ingenious attempts~ (独創的な取り組み)

enhance (高める)

(*) 逆もある．例えば、日本語には英語の”right”に一致する概念
はない．そのため、”right”を日本語訳するには文脈に応じて
様々な言葉をあてがう必要がある．

～『工夫』の対訳（文脈に大きく依存）～



そして、「工夫」という言葉を使えば、
マーケティングをとても簡単に表現する
ことができる．



マーケティングとは、 
『顧客を創造し維持するための工夫』



「おもてなし」に「しつらえ」と顧客視点を
DNAに持つ文化に「工夫」という概念まで
存在する．ユーザー・エクスペリエンスや
マーケティングに相当する概念が日本文化に
は既に備わっていたはずだ．
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(*) しつらえ（設え）：おもてなしするための有形、無形の準備



３００年以上前に越後屋が現代マーケティ
ングを遂行していたのは偶然ではない．



我々は、この文化に生まれた幸運に感謝し、
もっと活用すべきと思う．



マーケティングとは、 
『顧客を創造し維持するための工夫』

そのためにも、マーケティングをこのように
把握してはいかがであろうか？



Chikafuji,Ryu
frombayarea.com


