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“Marketing Astigmatism”
第２編：マーケティングの目的



1. 目的を共有する



マーケティングほど創造力が求められる
タスクもないだろう．

意味ある違いの探索がマーケティングの
取り組みの中心だ． 

— セオドア・レビット



然るに、過去の誰かの事例をまとめ体系化
したマーケティング理論は、留意事項の整
理・把握には役立つが、創造力への寄与は
期待できない．



AMAにせよコトラーにせよ、現状のマーケ
ティングの定義は、協会やコンサルティング・
ファームの活動範囲の拡大には役立つが、
マーケティングの現場では存在意義不明だ．



一例を挙げよう．サッカーをAMA流に定義
すると右のようになる．

サッカーとは、チームを組成し、ポジションを決め、
放課後や週末を使って練習し、大会で他のチームと
試合をするための活動であり、一連の仕組み、プロ
セスである．

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



間違えじゃないが、何をすべきか創造力が
湧かない．サッカーの代わりに野球やバス
ケットと書いてもそのまま使えてしまう(*)．

(*) 実はAMAやコトラーの定義もマーケティングを商売や代理店業、
チャリティーと変えても意味が通じるし、トヨタWayとか◯◯ Wayと
書き換えても使えてしまう．つまり定義として機能していない．



では、次にサッカーの「目的」を定義して
みよう．右のように定義できる．

サッカーの目的は、相手より多く、手を使わずに
相手ゴールにボールを入れることである．



この「目的」が共有されれば、何故パスや
ヘディング練習をするのか理解できるだろう．
バットを購入して素振りはじめたり、ゴール
にダンクシュートすることもないはずだ(*)．

(*) 実際、意味もなく他社のモノマネをした珍妙なマーケティング
活動が散見される…



「目的」達成のためにシュートスキルを高め
たり、創造的な攻撃システム、組織的な守備
システムを考え、創意工夫することもできる．



「目的」が行動を具体化する．「目的」が
共有されればメンバーは自律的に創意工夫
し、目的達成のために創造力を発揮できる．



創意工夫に満ちたマーケティングのために、
まずは「目的」を共有しよう．



2. マーケティングの目的



「マーケティングの目的」に関してはドラッ
カーが1970年頃に唱えた定義が著名であり、
コトラーがマーケティングの定義を策定した
際も、これを参照している(*)．

(*) この経緯があるため、「現代マーケティングの父」と呼ばれる 
コトラーは、ドラッカーを「現代マーケティングの祖父」と称した．

マーケティングの目的は顧客を十分に知り、理解する
ことで、商品あるいはサービスが顧客にフィットし、
商品／サービスの存在自体で勝手に売れるようにする
ことだ． 

ー ピーター・ドラッカー　

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



しかし、この「目的」はいささか言葉足らず.  
この文章からプロモーションや価格設定、流
通などを連想するには、かなり想像力が求め
られる(*)．

(*) ドラッカーが同書を著した1970年頃は、粗悪品を誇大広告と猛
烈営業で売り付ける企業に対し、消費者運動が盛んになった時代
だった．企業視点改め顧客視点を重視すべき、という戒めの意が強
い文中での定義であった．



また、「商品／サービスの存在自体で勝手に
売れるようにする」というのは、情報が氾濫
する今の時代、ハードルが高すぎる． 
「伝える」ことの重要さは以前よりも遥かに
高まっている．



右は、ソニー共同創業者の盛田昭夫氏の格言
だが、モノも情報も氾濫する今の時代、より
現実的な思想であろう．

いかに優れた「製品」であっても、お客様に欲しいと
思わせることができなかったら「商品」にはならない．

ー 盛田昭夫



これを前述の「マーケティングの目的」の
後半に置き換える．

マーケティングの目的は顧客を十分に知り、
理解することで、 

 顧客に商品あるいはサービスをフィット
させる． 
 顧客に商品あるいはサービスを欲しいと
思わせる． 



マーケティング・ミックス(*)の4Pと比較する
と、Price (価格)とPlace (流通)がカバーされ
ていないが、

マーケティングの目的は顧客を十分に知り、
理解することで、 

 顧客に商品あるいはサービスをフィット
させる． 
 顧客に商品あるいはサービスを欲しいと
思わせる． 

4P: 
- Product （製品） 

- Price （価格） 

- Promotion （販売促進） 

- Place （流通）

(*) マーケターが実際に考え手掛ける活動項目．料理のレシピになぞ
らえ、4P等で表される項目の素材を上手く調合しながらビジネスを
実行する、という意味で”ミックス”という言葉が使われる．



これを「商品あるいはサービスへ手が届く
ようにする」という項目でカバーする．

マーケティングの目的は顧客を十分に知り、
理解することで、 

 顧客に商品あるいはサービスをフィット
させる． 
 顧客に商品あるいはサービスを欲しいと
思わせる． 
 顧客に商品あるいはサービスへ手が届く
ようにする．

4P: 
- Product （製品） 

- Price （価格） 

- Promotion （販売促進） 

- Place （流通）



「手が届く」とは、物理的、経済的に手が
届く、という意味である(*)．

マーケティングの目的は顧客を十分に知り、
理解することで、 

 顧客に商品あるいはサービスをフィット
させる． 
 顧客に商品あるいはサービスを欲しいと
思わせる． 
 顧客に商品あるいはサービスへ手が届く
ようにする．

（物理的、経済的に）

(*) 後述するが、物理的、経済的、さらに、心理的、制度的、
等の壁もある．



長いので短縮して、

マーケティングの目的は顧客を十分に知り、
理解することで、 

 顧客に商品あるいはサービスをフィット
させる． 
 顧客に商品あるいはサービスを欲しいと
思わせる． 
 顧客に商品あるいはサービスへ手が届く
ようにする．

* サービスも商品なので、商品に含める



まとめると右のようになる．

顧客を十分に知り理解することで、
顧客に商品を（へ）： 

 フィットさせる． 
 欲しいと思わせる． 
 手が届くようにする．

マーケティングの目的



マーケティング・ミックスが「やることリス
ト」や「チェックリスト」になりがちなのに
対し、目的リストはストレートに活動の目的、
ゴールを示す．



次節で、各目的の事例を見てみよう．

顧客を十分に知り理解することで、
顧客に商品を（へ）： 

 フィットさせる． 
 欲しいと思わせる． 
 手が届くようにする．

マーケティングの目的



3. 事例



先進的な企業では、研究者や技術者も顧客を
深く理解するための方法論を模索し、さらに、
それが競争力の源泉になると認識している．

顧客を十分に知り理解することで、
顧客に商品を（へ）： 

 フィットさせる． 
 欲しいと思わせる． 
 手が届くようにする．



例えば、IDEOのDesign ThinkingやPARCの
エスノグラフィー(*)を使った製品・サービス
の設計アプローチは、商品を顧客にフィット
させる手法として注目されている．

(*) 民族誌学、あるいは文化人類学で発展したフィールドワークに基
づいて人間社会の現象を理解する手法．

(*) Sarah Lidgus (左), IDEO 
オンライン教育に関するフィールド調査．

(*) Dr. Ellen Issacs (右), PARC scientist 
レジで顧客の行動をビデオ撮影中．

http://www.ideo.org/stories/synthesizing-toward-a-disruptive-new-model-
for-education-in-the-united-states

http://blogs.parc.com/blog/2013/08/ethnography-and-creating-better-healthcare/



AdobeのAYV(*)は教育におけるクリエイティ
ビティの大切さを伝える活動であり、１０代
の子供達に自身や社会が抱える問題を映像を
通して表現する活動を支援している．

http://www.adobe.com/corporate-responsibility/education/adobe-youth-voices.html

(*) Adobe Youth Voices：参加者に同社のツールを無償で貸し出し、
製作指導員も派遣している．2006年からスタート、これまでに１９
万人の子供、１万８千人の教育者が参加、総額５千３百万ドル(約６
４億円)を投じている．



CSRと紹介されるが、顧客に製品を「フィッ
トさせる」取り組みでもあろう．さらには、
将来のプロ顧客と教育関係者の両方に「欲し
いと思わせ」、心理的にも「手が届く」よう
にする最上のマーケティング活動だ(*)．

(*) CSRというより、マイケル・ポーターが唱えるCSV(Creating 
Shared Value)のお手本のような活動．

http://youthvoices.adobe.com/



買手だけが顧客ではない．例えばIntelの直接
の顧客はメーカーだが、消費者との直接の交
流を通したユーザー理解に多くのリソースを
投じている．

メーカー1

メーカー2

メーカー3

…

顧客(買手)

顧客(ユーザー)

理解、フィット



コンポーネントやプラットフォーム製品の
場合、製品を最終顧客（消費者）にフィッ
トさせるために、直接の買手である企業顧
客を啓蒙したり、鼓舞する必要がある．



アップルは黎明期に「エバンジェリスト(*)」
というポジションを発明し、多くの開発者、
ソフトハウスをMac OSに引き付け、マッキン
トッシュのユーザーのために様々なアプリケー
ションが開発されるよう力を注いだ．

Guy Kawasaki,  
Apple evangelist(‘83~’87) 
— Photo by GeeJo

(*) 元々はキリスト教の伝道師のことだが、転じて、技術者達に
マック上で開発することが如何に素晴らしいことか、啓蒙する
ことをミッションとするポジション．



現在では、App Storeという開発者との
エコシステム構築により膨大な種類のア
プリを創出、アップル製品を顧客により
フィットさせる極めて洗練された仕組み
も編み出した．



顧客に商品を「フィットさせる」常套手段は
ない．飽くなき工夫が求められる．

イノベーションは、より良いソリューションを巡る
終わりなき探索． 

ー アンディ・ベクトルシェイム 
(Sun Microsystems共同創業者)



近年の日本電機メーカーの失墜は、商品力や
韓国・中国企業の台頭が一番の理由ではない．
「欲しいと思わせる」ための創意工夫の不足
が最大の原因だろう．

顧客を十分に知り理解することで、
顧客に商品を（へ）： 

 フィットさせる． 
 欲しいと思わせる． 
 手が届くようにする．



1960年初頭、米国のバイク市場は僅か６万
台に過ぎず、しかも、バイク＝ハードコアの
暴走族の乗り物だった．Vespaで有名なイタ
リアのピアッジオら欧州勢にも、米国はバイ
ク、特に小型バイク不毛の地と映っていた．

(*) “The Hells Angels”、1960年代の４大暴走族の一つ．
写真はLIFEのBill Rayによる作品(1965)．



そこに挑んだのがホンダだった．”You meet 
the nicest people on a Honda”というスローガ
ンの下、ビジュアルに新しいライフスタイル
を訴え(*)、米国でのバイクの概念を根底から
変えることに成功．当時優勢だった欧州勢で
もできなかった市場を米国に開拓した．

(+) “You meet the nicest people on a Honda”の広告の例．日本では
あまり知られていないが、同キャンペーンはNikeの”Just Do It”や
Appleの”Think Different”と並ぶ米国広告史に残る伝説的偉業． 
あまりにも成功したため、その後のジャパン・バッシングの引き金
になったとも言われる．



ソニーのウォークマン(1979年)もアナリスト
や流通業者だけでなく、ターゲット層のど
真ん中の、当時、米国留学中だった創業者
の娘と後に娘婿になる若者からも駄目出し
されていたが(*)、

(*) https://youtu.be/ZOmxKoxMq7E



盛田昭夫会長が進退をかけたプロジェクトで、
ソニー社員は「欲しいと思わせる」ための創
意工夫を凝らし、今でいうバズ・マーケティ
ング(*)も生み出した．

代々木公園でのプレス発表 (www.sony.co.jpより) 

ウォークマンで音楽を聴きながらスケボーをするデモンストレータ．
社員にウォークマンをもたせて山手線内で音楽を聴かせたり、街角
で視聴させたり、有名人にプレゼントしたりと、あらゆる試みを実
施．はじめの一ヶ月は、ほとんど効果がなかったが、その次の月か
ら口コミで爆発的に評判が広がり、世紀の大ヒット商品となった．

(*) 口コミを使ったマーケティング．



ソーシャル・メディアやスマホといった
ライフスタイルや環境の変化は、新しい
方法を可能にする．



カメラやビデオ・メーカーが苦戦する中、
一人勝ち状態(*)のGoProの「欲しいと思わ
せる」戦術は秀逸だ．

(*) 2014年の売上は14億ドル(約1700億円)、伸び率は41%に達した．



”Extreme-action video photography”のコン
セプトを引っさげ、サーフィンやスキー、
スカイダイビング、冒険などのプロや愛好家
の虚栄心を捉え、彼らがGoProカメラで撮
影した映像をYouTubeやFaceBookで共有、 (*) Photo by Gordon Tarpley,  Flickr



今まで見たこともない、その新感覚の映像は、
瞬く間にソーシャル・メディア上に拡散、
GoProが顧客にどんな楽しみをもたらすのか
世に知らしめた．

(*) YouTubeで”GoPro”と検索すると驚くような映像が次から次へと
現れる．



Teslaの取り組みは極めてユニークだ．同社は
広告代理店を雇っていないどころか、文字通
り広告に金を掛けていない．マーケティング
最高責任者(CMO)のポジションもなければ宣
伝部門もない．マーケティング担当者が僅か
７名(*)しかいない．にも関わらず、最も話題
をさらっている自動車メーカーだ．

(*) 2014年8月時点．2013年の記事では８名とあるので１名減った？ (+) 例えば、下記の文でググると関連記事が検索される． 
“The Brilliant Tesla Advertising Strategy, or Lack Thereof” 
“Tesla Generates Small Sales, Big Buzz Without Paid Ads”



ソニーの盛田氏やアップルのジョブス氏同様、
CEOのイーロン・マスク氏自ら広告塔になり
イベントを開催．さらに、ソーシャル・メディ
アや自動車関連のブロガーを活用、極めて洗
練された「カスタマー・コミュニケーション」
を実践している．

(*)  Elon Musk, Tesla Motorsの共同創業者 兼 CEO．テスラの
他、グローバルなペイメントサービスのPayPal、民間宇宙事業
のSpaceX、住宅用ソーラーパネル設置サービスのSolarCityな
どを起業し成功に導いている．現在も全く新しいコンセプトの
鉄道事業や地球規模のワイヤレス・ブロードバンドサービスの
構想に着手．現代最高の起業家とされる． 

(Photo by Brian Solis, Flickr)



マスク氏はあまりスピーチが得意な方ではな
いが(*)、同社の製品コンセプトが極めて明瞭
で、製品自体が多くを物語っているのもこう
したユニークな戦略を実践できる理由だろう．

(+) Teslaの顧客がマスク氏に宛てた公開状 (Twitterより)．同顧客は
Teslaの広告を勝手に製作して新聞に出したが、それもまた各メディ
アで話題となった．ビデオ広告を勝手に製作した顧客（プロのクリ
エータ）もいる．ちなみに、マスク氏は２０１３年の段階で広告活
動をすべきと思っている、と述べているので、近い将来、同社の広
告を見かけることにはなるだろう．

(*) それがさらに好感度を上げているように見える．



何と言っても凄いのは、アップルのWWDC 
だろう．１５９９ドルもするチケット５千枚
が発売開始１分で売り切れてしまう(*)．

Apple Worldwide Developers Conference

(*) 混乱を避けるため、２０１４年からは事前抽選に当たった人だけ
がチケット購入できるようになった．



世界中からアップル製品をより魅力的にして
くれるアプリ開発者（顧客）が、旅費以外に
も高額な参加費を払って勉強に来てくれる．

WWDC会場の一シーン (Photo by Mike Deerkoski, Flickr)



そして、こういったロイヤルティの高い
顧客は、その後、ソーシャル・メディア
やブログで勝手に宣伝しまくってくれる．
それも、各国語に翻訳して．

Great!

Отлично!

Großartig! 太好了！

すばらしい！



つまり「欲しいと思わせる」ための活動で
お金を投じるのではなく、逆に１０億円近
い収益を上げているのだ．

$1,599 x 5,000人 = $8 million(9億6千万円)



どうやって「顧客に商品を欲しいと思わせ
る」か？他社のモノマネではなく、顧客の
ライフスタイル／ワークスタイルと製品コ
ンセプト、ブランドをしっかり見つめなが
らの創意工夫が求められる．



顧客を十分に知り理解することで、
顧客に商品を（へ）： 

 フィットさせる． 
 欲しいと思わせる． 
 手が届くようにする．

「欲しい」と思っても、手が届かなければ
顧客は商品を買わない。



物流や流通のせいで物理的に手(目)が届かな
い場合もあれば、購買力がなくて経済的に
手が届かない場合もある．心理的な壁や法・
制度的な障壁で手が届かない場合もある．

物理的 
経済的 
心理的 
・・・

な理由で手が届かない．



過去数十年続く物流、流通革命で、物理的
に手が届くようにすることは、さして難し
いことではなくなった．

Google Shopping Express,  
Photo by Yngvadottir, wikimedia commons 

Amazon.com  
Photo by Álvaro Ibáñez, wikimedia commons



むしろ「目」が届くようにする工夫の方が
課題かもしれない．



量販店の実店舗はオンライン・ショップに追
いやられ、人件費削減に翻弄、もはや消費者
が商品を目で見て触れる場ではなくなる．

シリコンバレーの家電量販店Fry’sのカメラコーナー． 
電源をONにできるカメラはほとんどない．ちらしもポスターもない、
写真の黄色いタグが唯一の商品情報．店員に商品カタログを頼むと、
古いプリンタで打ち出した文字だけのスペック一覧表を渡される．

全米第２位の家電量販店だったCircuit Cityは破産・清算、4300店舗
を有するRadio Shackも連邦破産法11条適応を裁判所に申請． 

(Photo by  Ildar Sagdejev)



一方、オンライン・ショップを手軽に構築・
運営できるツールの普及でメーカー各社も 
独自に販売サイトを構築．そんな中、昨秋、
Amazonは実店舗を構えると発表した．



我々はとても複雑な世界にいる．モノ真似で
はなく、現実を見据えた創意工夫が必要だ．

我々が住んでいる世界は、もはや物が欠乏することに
直面しないが、代わりに顧客が欠乏するようになった．

ー フィリップ・コトラー



経済的に手が届くようにする工夫は、最も
成果に直結するマーケティングのタスクか
もしれない．

経済において購買力ほど重要な「資源」はない． 
ー ピーター・ドラッカー

(+) ドラッカーは資源(resource)を「生活や産業活動で利用可能な
もの」と定義しており、「購買力」も資源と見なしている．



分割払いやレンタル、リース、下取り保証
や共同購入などはマーケティング史におけ
る偉大な発明だ．



オンライン証券が始めた手数料固定も、 
ソフトウェアを必要な機能だけ、使った分
だけ支払うSaaSも市場に大きなインパクト
を与えた．

(*) 大阪市住吉区の「住吉かるた」より

富山の薬売りの先用後利

越後屋三井の定価販売

(*) 

手数料固定

Software as a Service



ウェブ・サービスの多くは、経済的に手が届
くようにすることこそがアイデアの核心だ．

コスト負担者 ≠ ユーザー：
Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. 

コスト負担者 = ヘビー・ユーザーのみ：
Evernote, DropBox, LinkedIn, アプリ内
課金のゲーム, etc.

マーケット・プレイス（廉価なショバ代）：
Elance, Uber, Airbnb, LiquidSpace, etc.

・
・
・



医療機器の保険点数や保険会社のカバー率、
自動車の環境対策に対する補助金など、ロビー
活動も経済的に手が届くようにする活動の一
環だろう．

内視鏡：保険点数が高い． 
Photo by Håkon Olav Leira, wikimedia commons

トヨタの燃料電池車、MIRAI：200万円程度の補助金が出る 
Photo by Turbo-myu-z, wikimedia commons



ポーターが提唱するCreating Shared Value 
(CSV)(*)もCSR の発展型というより、「経済
的に手が届く」ようにするアプローチという
視点で考えれば理解しやすくなる．

(+) Michael Porter, ハーバード大学経営大学院教授． 
競争戦略論の第一人者．

(*) 企業が中核能力を駆使して政府やNGO/NPO等と共に社会の問題
を解決しつつ、なお且つ、自らのビジネスを拡大、あるいは効率化、
あるいは新規開拓できるならば、それは競争上、非常に優れた戦略
になるという考え．前述のAdobeの例やネスレ、GEなどすでに幾つ
も事例は存在する． 
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value

https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value


物理的・経済的に手が届いても、心理的に
手が出ない場合もある．



任天堂がファミコンで北米展開を始めた 
１９８４年末は、前年のアタリショック(*)

の影響でビデオゲーム市場は壊滅状態だっ
た．小売店はどこもゲーム関連製品の取り
扱いを渋った．

(+) ATARI 2600

(*) 1970年代末に始まったゲーム市場のバブルが1982年のクリスマス
商戦後に崩壊．Atari社のAtari 2600を代表にサード・パーティーの
ゲーム・ソフトが無統制に提供されたため、ソフトの品質が著しく低
下、結果、消費者離れが進行．多くの関連企業が倒産、小売業者も
返品できない在庫の処分に追われた．



状況打開へ任天堂は奇策を講じた．玩具の 
ロボットをファミコンに同梱、ビデオゲーム
の端末ではなく玩具として発売．テレビCM
でもロボットを全面に出し、ビデオゲームの
イメージを可能な限り抑えた．

(+) 北米進出初期のNintendo NES（日本名ファミコン）．
(Photo by Matt Grommes, wikimedia commons)

(*) Guy Kawasaki, “Enchantment: The art of changing hearts, mind, 
and actions”

ロボット ファミコン本体



ロボットの持つ科学や教育といったイメージ
も活用、小売店と共に親の拒絶反応も押さえ、
初年度販売百万台という大成功を収める．

(+) この創造的なマーケティングは「トロイの木馬」に例えられた． 
ちなみに任天堂はロボットが使えるゲームソフトをわずか２本しか 
市場投入しなかった．



そして、１９８５年末「スーパー・マリオ・
ブラザーズ」を投入、Nintendoがゲーム機と
同義になる程の一人勝ち状態へと導いた．



顧客に商品へ「手が届くようにする」工夫は
疎かにされやすい．特に海外市場に関しては、
何が購入の障害になっているのか、きちんと
把握しようともせず、「市場が存在しない」
とか「国内とニーズや嗜好が違う」と勝手に
決めつけようとする．



しかし、前述のように「手が届くようにする」
工夫こそが成功の大きな要因だ．



4. まとめ



昔は日本企業のマーケティングは世界から
賞賛されていた．それが、なぜ、最近は鳴
りを潜めてしまったのだろう？



原因は意味をよく分からずにマーケティング
という言葉を輸入し、よく分からないまま普
及し使い続けた結果、折角の文化的な優位性
を活用しなくなってしまったからだろう．



幸いにして、文化的優位性がなくなった
訳ではない．意識して使うようになれば、
また取り戻すことができる．



第１編ではマーケティングとは何かを再考
したが、本編では創意工夫の起点となる、
「マーケティングの目的」を明瞭化した．



顧客を十分に知り理解することで、
顧客に商品を（へ）： 

 フィットさせる． 
 欲しいと思わせる． 
 手が届くようにする．

マーケティングの目的



Chikafuji,Ryu
frombayarea.com


