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“Marketing Astigmatism”
第３編：顧客を十分に知り理解する



１. それは顧客の仕事ではない



何が欲しいかを知ることは顧客の仕事ではない．
— スティーブ・ジョブス

It’s not the customer’s job to know what they want. 



市場調査に基づいて会社を経営するなんて、
バックミラーの視界で車を運転するような
ものだ． 

— アニータ・ロディック 
（THE BODY SHOP創業者）

Running a company on market research is like driving while 
looking in the rear view mirror. 



市場調査結果が示すのは米国人が好きなのは
カリカリのクッキーであり、あなたが作る 
ソフトでチューイーなクッキーではない． 

— あるコンサルタントが創業前のMrs. Fieldsへ 
送ったアドバイス(‘70年代)

(*) 現在、米国のホテルやファーストフード、スターバックス等の
カフェに置いてあるクッキーは、Mrs. Fields社のクッキー同様、
ソフトでチューイーなものがほとんどだ．

A cookie store is a bad idea. Besides, the market research reports 
say America likes crispy cookies, not soft and chewy cookies like 
you make.  



1985年、コカコーラ社は巨費を投じて味に
関する大規模な市場調査を実施．「消費者
はペプシのようにもっと甘い味を好む」と
の市場調査結果を受け経営陣は味を変える
決断をする．広告にも莫大な資金を投じた
が、新しい味のコーラは全く売れず、結局、
元の味に戻すことになった．

(*) 新しい味とオリジナルの味、ペプシの３つをラベルなしで飲み
比べる調査を実施．被験者実に２０万人にも上った調査で、半数
以上が新しい味を支持した．しかし、… 
市場調査の専門家らは、今でも失敗の原因についてあれこれ指摘．
多くは的を得ているが、過去を振り返ったから分かる失敗原因で
あり、市場調査の本質的な問題に変わりはない．



90年代末、オンライン・バンキングはオタク
にしかニーズはなく、利益に結びつかない、
という市場調査結果を受け、ほとんどの銀行
はまともに取り組まなかった(*)．現在、オン
ラインバンキングのない銀行は考えられない．

(*) Patrick Dixon



2000年当時、米国のある携帯メーカーは
カメラ付き携帯電話の市場調査を行った． 
4度に渡る詳細な市場調査はいずれも、 
そんなニーズはないという結果を示した． 
しかし、今やカメラは携帯の基本機能だ．

世界初の民生向けカメラフォン、シャープのJ-SH04． 
— Photo by Morio, Wikimedia Commons

(*) IEEE Wescon 2005のマーチン・クーパー博士の基調講演で、
ある携帯メーカーのマーケティング・ディレクターのコメントより．



リンナイはガス台の取っ手の色に関する事前
アンケートを実施、一番人気はフレッシュ・
グリーンと黒、逆に最も不人気な色はグレー
という結果を得た．しかし、実際に最も売れ
た色はグレーだった．

(*) 日経デジタルマーケティング：「リンナイのコンロで事前調査の
不人気色が一番人気、自社ECで見えた意外なニーズ」 



複雑な路駐の標識 
Photo by uh whatever, Flickr

再設計が進行中 
Photo from lamayor.org

路駐標識の分かりにくさには、多くの人が
閉口していたはずだ．しかし、XEROX 
PARCの文化人類学者、Dr.Ellen Isaacsが
それを公に指摘するまで、何十年も問題視
されなかった．

http://lamayor.org


『つい最近もガソリンスタンドで給油する
人々を見ていたんだ。知ってると思うけど、
とても高い確率で衣服にガソリンがかかっ
てしまうんだ。そこには問題があると思う。
だけど顧客に「給油する時、何か問題あり
ませんか？」って聞くと、皆「ない」って
答えるんだよ』 

— デビッド・ケリー、IDEO創業者 
2001年のスタンフォードでの講演より

(*) 私自身は給油で衣服にガソリンがかかったことはないので、
この講演以降、給油口が改良されたのだろう．

http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=684

http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=684


知人は「私はピンクは似合わないから絶対買
わない」というが、彼女の携帯のケースもス
ポーツウェアもピンクだ．僕は欲しい車の色
を聞かれると「オレンジ」と答えるが、多分、
オレンジ色の車はこの先も購入しないだろう．



人々が言っていることと、人々がやっていることと、
人々がやると言っていることは、全く別のことだ． 

— マーガレット・ミード（文化人類学者）

What people say, what people do, and what they say they do are entirely different things.



“Stretch out with your feeling”
“Eyes can deceive you, don’t trust them”

— Obi-Wan Kenobi, Jedi Knight

顧客の言葉はあなたを欺くことができる．
信じてはいけない．感覚を研ぎ澄ませ！



２. 気づかざる問題、 

想像さえしなかった満足



アンケートやインタビュー、フォーカス・ 
グループなどは、誘導質問や創造的解釈を
駆使することで役員を丸め込む資料作成に
は一定の効果があるが、



顧客を知り理解する目的での効果は疑問だ．
むしろ、顧客から目を背けた企業視点の 
活動を幇助する．

で、今回はどんな調査結果に
﹅ ﹅

致しましょう？

実は、これこれ然々の企画案
の承認を取るために、…

調査会社クライアント企業

※ 誘導質問と創造的解釈でデジカメの画素数は２千万を
超えた．多くのユーザーにとって、不要なだけでなく
迷惑なのに．



それよりも、人々が暮らし、仕事する 
実際の現場で感覚を研ぎ澄ますことだ．

人々がどのように暮らしているか注意深く 
観察しなさい．そして、人々がこんなものを
欲しているのかもしれない、そんな直感を得
たなら、それでやってみなさい． 
市場調査なんてするんじゃない． 

— 盛田昭夫

Carefully watch how people live, get an intuitive sense as to what 
they might want and then go with it. Don’t do market research.



レビット教授は右の格言を引用したが、
顧客は6mm径のドリル錐が欲しいんじゃない．
顧客が欲しいのは6mm径の穴だ． 

—  Leo McGinneva

They don’t want quarter-inch bits. They want quarter-inch holes.



これだって、まだ理解が浅いかもしれない．

?
「顧客が本当に欲しいのは壁掛けだった． 
　穴を開けない方がベターじゃないか？」



道案内の例を考えよう．あなたが右地図
の「現在地」にいて、国道３号線へ行く
道を尋ねられたとしよう．

国道３号線

現在地

国道３号線に行く道を
教えてください．

(*) 参考：Edgar H. Schein, “Helping” 



右の緑線のルートが最適なソリューション
と思うかもしれない．

国道３号線

現在地



しかし、実は、この人の目的地は右図の
★印だったなら、どうだろう？

国道３号線

現在地目的地



目的地を理解できるなら、より良い
ソリューションを提供できるはずだ．

国道３号線

現在地目的地



道案内なら「目的地はどちら？」と聞ける．
しかし、一般には顧客が本当は何処に到達

﹅ ﹅ ﹅

したいのか（解決したい問題は何か）聞き
出すことは難しい．



顧客は何が可能なのか分からないだけでなく、
大衆は何が可能なのかを知らない．
それを知っているのは我々だ． 

— 盛田昭夫



そもそも多くの場合、顧客は自分が問題に
直面してることにすら気付かないからだ．

Picture courtesy of Hakan Forss, https://hakanforss.wordpress.com

https://hakanforss.wordpress.com


顧客を十分に知り理解するとは、「顧客は
本当はどんな問題に直面しているのか」、
顧客に代わって発見することだ．
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



製品によっては「顧客は本当はどんな満足を
﹅ ﹅

求めているのか」、問題の代わりに満足と捉
える方が良いかもしれない．

真のマーケティングは「これが我々の製品
仕様です」とは言わない．真のマーケティ
ングは「これが顧客が求め、価値を見出し、
必要とする満足だ」という． 

ーピーター・ドラッカー

(*) 特に娯楽系の製品・サービスでは、問題より満足と捉える方が
すんなりするだろう．

It(true marketing) does not say, “This is what our product or 
service dose.” It says, “These are the satisfactions the customer 
looks for, values, and needs.”



以降では『顧客が本当は、直面している問題／求めている満足』を
称してRight Problemと呼ぶ．



顧客に代わり Right Problem を探る事は、
顧客の現実、顧客が置かれた現実を理解し、
顧客の感覚・視野で物事を知覚し、

現実の顧客の感覚・
視野で物事を知覚



なおかつ、同時にプロの視点・洞察力で事象
を読み解き、問題や満足の本質を突き詰める、
一人二役の思考プロセスだ．

プロの視点・洞察
力で本質を探究

現実の顧客の感覚・
視野で物事を知覚



【empathy】 
他人の気持ちを理解し共有する能力． 
20世紀に心理学の分野で作られた造語． 

(Oxford dictionary参照)

Empathy is at the heart of design. 

— Tim Brown, CEO at IDEO

前者は Empathy と呼ばれ、Design Thinking
でも中核とされる能力であり、



優れた企業は、この能力を発揮すべく
様々な創意工夫を凝らしている．

入院中の患者の現実を十分に知り理解するため、入院生活を
経験、記録するIDEOのKristian Simsarian氏．

Photo courtesy of: 
http://www.slideshare.net/thulme/ideo-workshop-for-techstars

http://www.slideshare.net/thulme/ideo-workshop-for-techstars


Dyson DC12

DC12設計のため、ダイソンの技術者は日本
の一般家庭に数ヶ月もホームステイした．



オリンパスは優れた医師のもとに営業だけ
でなく、技術者や研究者も足繁く通い、
病院や医師、患者が置かれた現実を知り、
理解する努力を何十年も続けている．

内視鏡システム



Adobe Systemsは、CSRと兼ねて学校教育
の現場や十代の子供達の現実を知る活動を 
”デザイン”し、実行している．



大手企業を中心に社会科学の専門家を採用し
顧客を観察する試みも、ちょっとした流行(*)

になっている．

(*) 採用したが、どう活用して良いか分からず、持て余している、
という声も聞かれる．前述のように、作り手の視点・洞察力、例え
ば「技術で何が可能か」といった知識もなければ機能しないので、
社会科学の専門家だけでなく、技術者等の専門家との混合チームを
組ませて活動させる必要がある．



顧客も気付いていない Right Problem の
探究は難しそうに聞こえるかもしれないが、



本編第１章の路駐標識やガソリンスタンド
の例が示すように、気付いてしまえば当た
り前のことも多い．

イノベーションへの最高の賛辞は人々がこう
言うことだ．「これは自明じゃないか！私は、
なぜ、これを考えなかったのだろう？」

— ピーター・ドラッカー

Indeed, the greatest praise an innovation can receive is for people 
to say: 'This is obvious. Why didn't I think of it?'



しかし、迷走している事業では、えてして
顧客の Right Problem 探索は疎かに、



軽薄に想定、あるいは自社技術の応用を目的
に歪曲した「顧客が抱える問題」を後生大事

﹅ ﹅

にRight Solutionを開発、販売するが、

アンケートの結果、レストランでは我々の
多重化技術へのニーズが高いことが分かった！



「Wrong Problem」に対する「Right Solution」 
　なので、事業に関係するメンバーは

まじ？レストランだぞ、ここ？ 
いや、全然、便利じゃないよ



確固とした根拠も自信もなく、迷い、恐れ、
途中で涸れ尽きてしまう．あるいは、猪突
猛進、壁に激突してしまう．



どんなに優れたソリューションだと熱弁
しても、問題設定が間違っていれば価値
はない．



Right Problem の把握こそが重要であり、
Right Solutionは二の次で構わない．



もし、地球を救うために１時間与えられたら、５９分を問題設定に、
残りの１分をそれを解くのに使うだろう．

− アルベルト・アインシュタイン

If I were given one hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and one minute resolving it.



３. Right Problemをめぐる探索



Right Problem 探索は運に任せてアンテナ 
振り回す、宝探し的なアプローチより、



顧客に刺激(*)を与えて反応を観察、洞察を 
深める実験科学的なアプローチであるべきだ．

(*) 一般には試作（プロトタイプ）を使ってもらうこと．自社や
競合他社の既存製品・サービスを改造して最初の刺激として使う
こともある．



本章で述べるプロセスは、全ての製品・サー
ビスに適用できる訳ではない．が、工夫次第
でかなり多くの分野へ応用できるだろう．

(*) 例えば、医薬品には使えないし、金融や保険商品への応用も
難しいだろう．



最近は、大学の授業でも学べるようだが、



探索のプロセスは、まずは現場で人々を注意
深く観察、あるいは自分で顧客体験し、顧客
の感覚・視野で物事を知覚、同時に、

初期観察

現場を観察 
(Empathize)



作り手のプロとしての視点・洞察力で何が 
Right Problem か仮説を立て、

初期観察

Right Problem? 
（仮説）

現場を観察 
(Empathize)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)



プロの知識・経験を駆使して
ソリューション案を練り、

Right Problem? 
（仮説）

アイデア 
（ソリューション案）

初期観察

現場を観察 
(Empathize)

Solution 
創造 

(Ideate)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)



サクッとプロトタイプ(試作)を作り、

アイデア 
（ソリューション案）

Prototype 
（試作）

現場を観察 
(Empathize)

Solution 
創造 

(Ideate)

試作開発 
(Prototype)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)

Right Problem? 
（仮説）

初期観察



実際のユーザーに使ってもらい、

Prototype 
（試作）

Trail Users(*) 
（実験）

現場を観察 
(Empathize)

Solution 
創造 

(Ideate)

試作開発 
(Prototype)

実験 
(Test)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察

(※) Stanford d.schoolのDesign Thinkingを参考 （* 少人数で構わない）



再び、注意深く観察、顧客の感覚・視野で
物事を知覚（あるいは、自分で体験）し、

Trail Users 
（実験）

観察 
(共感・理解)

現場を観察 
(Empathize)

Solution 
創造 

(Ideate)

試作開発 
(Prototype)

実験 
(Test)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察

(※) Stanford d.schoolのDesign Thinkingを参考



プロの視点・洞察力で考え、



Solution 
創造 

(Ideate)

仮説が間違ってると分かれば、
仮説設定からやり直し、

Trail Users 
（実験）

現場を観察 
(Empathize)

試作開発 
(Prototype)

実験 
(Test)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察

(※) Stanford d.schoolのDesign Thinkingを参考

観察 
(共感・理解)



ソリューションが違うなら、
アイデアから、

Trail Users 
（実験）

現場を観察 
(Empathize)

Solution 
創造 

(Ideate)

試作開発 
(Prototype)

実験 
(Test)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察

(※) Stanford d.schoolのDesign Thinkingを参考

観察 
(共感・理解)



実験 
(Test)

試作が問題なら、試作をやり直す．

Trail Users 
（実験）

現場を観察 
(Empathize)

Solution 
創造 

(Ideate)

試作開発 
(Prototype)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察

(※) Stanford d.schoolのDesign Thinkingを参考

観察 
(共感・理解)



何度も反復しながら、試作を改良し続ける
ので、イタレーティブ・プロトタイピング
とも呼ばれる．

Trail Users 
（実験）

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察

Iterative Prototyping

観察 
(共感・理解)



EmpathizeやIterativeなど、聞き慣れない
言葉が並ぶので小難しい話に聞こえるが、

現場を観察 
(Empathize)

Solution 
創造 

(Ideate)

試作開発 
(Prototype)

実験 
(Test)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)

(*) Stanford d.schoolのDesign Thinkingを参考



一連のページで右側に示したように何のこと
はない、至極、当たり前のプロセスだ(*)．

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

(*) 当たり前に思えることも徹底的に研究・体系化すると
学問的にも実践にも有意義な成果が得られる．Design 
Thinkingは、その恰好の例だろう．



昔から成功した創業者は当然のように、
あるいは、結果的にこのプロセスを遂行
したはずだし、



今も優れた製品・サービスを提供している
企業では、コンサルティング・ファームに
頼ることなく、自分たちで実行している．



このプロセスで重要なことのひとつは、
試作をつくることだ．顧客の試作への 
反応を観察するからこそ、仮説を検証し、
顧客に関する新たな知見が得られる． Prototype 

（試作）

＝

科学的アプローチへ



予想外の発見がある．想像だにしなかった
問題に直面する．些細な違いに実は重要な
意味を見出す．

God is in the details. / Devil is in the details.
（神は細部に宿る / 悪魔は細部に宿る）



商品を顧客にフィットさせるだけでなく、
顧客とのインタラクションを通し、

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．



どのように伝えれば欲しいと思って
もらえるのか、

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．



あるいは、何が購入への障害になるだろうか、
という洞察も得られる．

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．



試作を作るといっても、初期の試作品は
貧相なもので構わない．

Gyrus ACMI社(現オリンパス)の依頼でIDEOが最初に作った
試作品．ペンや洗濯バサミなど身の回りの物で作られた．

イタレーティブ・プロトタイピングのプロセスを経て設計・
開発された製品．

(*) 写真はそれぞれIDEO、Gyrusのサイトより．

(*) 注意：医薬品や危険を伴う製品の開発は除く！



もし最初のバージョンの製品の出来栄えに
恥ずかしさを感じないなら、それは市場投
入が遅過ぎたということだ．

ー Reid Hoffman、LinkedIn創業者

シリコンバレーのウェブ・サービスでは、 
製品版でさえ、このポリシーが活きている．

If you're not embarrassed by the first version of your product, 
you’ve launched too late.



Don’t Worry, Be Crappy.
- Guy Kawasaki 

（心配するな、しょぼいので構わないさ！）

重要なのは、素早く安く(Fail fast & cheap)
試作を何度も練り直し、早く、且つ、深く
顧客の現実を把握、理解することだ．



過去１０～２０年、素早く試作を開発する
ためのツールやサービスが注目を集め、



３Dプリンターだけでなく、旋盤やフライス
盤、裁断機、ミシン等の機器もコンピュータ
制御可能になり、また、こういった工作機器
を貸し出すサービスも登場、

ハードウェアでの起業を専門に支援するインキュベータ、 
”Highway 1”では様々な試作機器を24時間利用可能． 
（写真は同社ウェブサイトより）

様々な試作機器を月会費で貸し出すサービス、
TechShop創業者のJim Newtonの講演． 
(Photo Courtesy of Beatrice Murch, Flickr)



さらに、Arduino／Raspberry PI等の 
オープンソース・ハードウェア・プラット
フォーム(*)の普及で専用デジタル機器です
ら気軽に試作できるようになった．

(*) 複雑な電子工学の知識がなくても、センサーや制御シス
テム等の専用ハードウェアを個人でも簡単に構築できる．
かつては、デジタル機器の試作には専門部門や専門企業に
開発委託する必要があったが、今はオンラインで数千～数
万円程度の少額の費用で購入、自作可能になった．

元々は教育用に開発されたが、スマホ決済のSquareやDrone
／ヘルスケア・バンド等の製品試作にも使われ、今ではソニー
やパナソニック等の研究開発部門でも試作開発に活用されて
いる．農業自動化などでは、試作だけでなく、そのまま実用
もされている．趣味の工作に使うファンも多い．



多くの分野で、試作は格段に容易になった．

Trail Users 
（実験）

観察
（共感・理解）

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察



創造的にアイデアを生み出す方法に関しては
既に多くの文献があり、ググればIDEO等で
どんな方法を教えているかも映像付きの詳細
なレポートが数多く存在、 アイデア 

（ソリューション案）

(*) Photo courtesy of victorgrigas, wikimedia commons



みんなでワイワイ、ガヤガヤ、壁に付箋を
貼りながらのブレイン・ストーミングは、
大学のサークル活動みたいで楽しくもある．

Trail Users 
（実験）

観察
（共感・理解）

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察



作り手のプロとしての視点・洞察力で何が 
Right Problem か仮説を立てることは、
企業人冥利に尽きる作業だろう．

Right Problem? 
（仮説）



顧客の感覚・視野で物事を知覚できるなら、
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

後は顧客に対する真摯さ(*)と情熱しだいだ．

Trail Users 
（実験）

観察
（共感・理解）

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

初期観察

(*) 特に技術者とベテラン社員は、顧客の現実より自社技術が活用
できる仮説へ歪曲しがち．この段階では自社技術は一旦忘れるべし．



工夫が必要なのは、実験と観察の作業だろう．

Prototype 
（試作）

アイデア 
（ソリューション案）

Right Problem? 
（仮説）

Trail Users 
（実験）

観察
（共感・理解）

初期観察

試作開発 
(Prototype)

Solution 
創造 

(Ideate)

”問題、満足” 
への仮説 
(Define)

現場を観察 
(Empathize)

実験 
(Test)



『実際の顧客に実際の現場で使ってもらい、
それを注意深く観察し、顧客の感覚・視野で
物事を知覚する』、時に何日・何週間にも 
及び、しかも、試作毎に必要となる作業．



･･･ 誰にどう協力願うか？



このための仕組み作りは簡単ではないかも
しれない．しかし、これを工夫することこ
そが Right Solution 創造の王道だ．



Right Problemの把握がRight Solutionを創造する唯一の道だ．

ー “An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE”,  Stanford d.Schoolより

Framing the right problem is the only way to create the right solution. 



４. 事例



業務遂行にクリティカルな一品物の製品・
サービスの設計・開発であれば、顧客も 
実験に積極的に協力してくれるだろうが、

タンカー操舵システム

戦闘機

発電所監視システム

ファクトリー・オートメーション

速度自動取締システム

衛星打ち上げシステム

・・・

救急車両管理システム

警察情報管理システム
鉄道システム

沿岸警備システム

SpaceX 衛星打ち上げのコントロール・センター



そうでなければ、まずは顧客とのwin-
win、あるいは、共有価値(Shared Value)
創造の関係構築がまず必要になる．



例えば、医療や健康機器のメーカーであれば、
大学病院の医師へ研究ネタを提供＆研究支援
するストーリーで医師に試作を使ってもらい、
観察できる環境を育んでいる．

心臓ペースメーカーで有名なメドトロニクスは、
世界中の循環器系学会を支援している．内視鏡
で有名なオリンパスも、世界中の消化器系学会
を支援している．

(*) 大学病院の医師は、多忙の中、多くの学会活動を求めら
れる．論文執筆に繋がる活動で前述の「実験と観察」を遂
行できるなら、医師とのWin-Win関係構築の糸口になる．



プロ用カメラの開発では、写真家はメーカー
にジャングルや極寒の地、水中までも付きま
とわれて観察されるが、協力に見合う支援を
期待できる．



第２編で述べたAdobe Youth VoicesもWin-
Win、もしくは、より高尚な活動として共有
価値創生を通して、教育現場で生徒・教師
の現実を観察・把握する機会を得ている． 教育系NPO

制作ツール、及び、
制作指導員を派遣

日本を含む世界各国の学校
（中学・高校相当）

サポート

協業



製品・サービスによっては、社員を顧客と
して観察することで、多くの洞察を得るこ
とも可能だ．

社員の属性＝
- コンシューマ(20~60歳前後) 
- 業務システムのユーザー{　　　　}



ソニーがウォークマンを世に出した時には、 
値ごろ感の把握も初期出荷台数の見積もりも、
製造ラインで働く若手社員とのそれとない 
交流で観察、感触を得ていた．

(*) DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「盛田会長がクビを
賭けた＜ウォークマン＞」 - http://www.dhbr.net/articles/-/3008



井深・盛田時代のソニーを参考にしていた
アップルの手法は、その代表例だろう．

分かるかい？つまり、iTunesの最初の数百人
の対象顧客は我々自身だったんだよ． 

— スティーブ・ジョブス

You know? I mean, the first few hundred customers were us.



まず、自分達が本当に欲しいモノを解明する．
そして、我々には優れた自制心があり、他の
多くの人もそれを欲しくなるか徹底的に考え
抜くんだ．これが我々の仕事さ． 

— スティーブ・ジョブス

We figure out what we want. And I think we're pretty good at having 
the right discipline to think through whether a lot of other people are 
going to want it, too. That's what we get paid to do.



社員をターゲット顧客とし、彼らが本当に
欲しいものを解明、彼ら自ら試作品の実験
台となり、分析し、Right Problem への
大きな洞察を得た．



この方法はコンシューマ以外でも、例えば
業務改革のソリューション開発でも絶大な
効果を発揮するはずだ．

(*) 残念ながら、自社で導入していない業務改革ソリューションを
「御社の業務効率が確実に向上します」と販売する企業はいまだ
多い．「確実に儲かる」金融商品を売る詐欺師みたいだと思いま
せんか？



スティーブ・ジョブス亡き後、「自分たち
が本当に欲しいものを作る」と主張する
起業家が増えたように思うが、



社員自ら被検体となり、自ら体験・観察し、
身内の現実から洞察を得る手法には、大きな
メリットがある．

(*) 製品によっては、社員の家族まで含めても良いだろう．



第一に仕事として取り組み、且つ、自分の
会社の業績に関係するのだから、社外のユー
ザーとは真剣さのレベルが違う．また、



社外の人に頼むのに比べ、時間的にも空間的
にもジックリ観察でき、コミュニケーション
も取りやすい．機密管理の面でも優れる．



“Eating your own dog food”、あるいは、 
”Dogfooding”ともう言うが、 製品テスト
やプロモーションのために自社製品を社
内で使うことを指すフレーズだ．

(*) ８０年代に使われ始めた表現だが、最近、また注目されている．



現実のユーザーが現実の生活/職場でどの
ように製品を使うか、経営陣含め肌身で
感じられる．

へぇ～、こんなところで
使うんだ…汚いなぁ…



“Eating your own dog food” 遂行には 
面倒な社内事情があるかもしれないが、

• 部門間の壁、高すぎ… 
• あの部長、強面すぎ… 
• 組織がお役所的で… 
• 社員が協力するモチベーションが… 
… 云々



社員がユーザーになれる製品に関しては、 
まずは、社員をトライアル・ユーザーとして
徹底的に活用すべきだろう．

(*) もちろん、ジョブズが述べたように、社外の多くの人々も同じ
ように感じるか、徹底的に考え抜くことを忘れてはならない．



※ 取手市のフィルムコミッションの例より

製品設計・開発者、研究者 

Dogfooding Commission

関連部門
へ許可

協力に対
する褒賞 被験者 社員への

啓蒙活動
適切な社
員を紹介

相談 実験＆観察支援

連絡調整

関
連
会
社

 
（
海
外
含
む
）

連携

映画制作者に対するフィルムコミッション(*)に倣って、”Dogfooding Commision” なる
組織を社長直轄で作るのも良いかもしれない．

﹅ ﹅ ﹅ ﹅

(*) 映像制作者の撮影活動を支援する組織で、通常、役所の観光課に設置される．例えば、サンフランシスコの街中でカーチェイスする
シーンは、同市のフィルムコミッションが裏で警察や商店街の協力を取り付けている．街にとっては映画の舞台になれば観光産業や地域
活性化に繋がるので積極的に取り組む自治体もある．フィルムコミッションは、原則、映画の内容には一切関与せずに協力する．



本章では Right Problem 探索のための
実験・観察の事例を幾つか紹介した．



２０世紀初頭、シーメンスが世界で初めて
技術を研究する部門を設立、その後、多く
の企業がそれに追随した．

1906年、”dem Physikalisch-Chemischen Laboratorium”が
この敷地の一角に設置された．

Siemensstadt



２１世紀の今、多くの企業が工夫すべきは、
「人間（顧客）」をシステマティックに研究
する仕組みだ．

(*) ビッグデータやニューロ・マーケティングなどのバズ
ワードに口角泡を飛ばすのも良いが、それらは目的では
なく手段であることを忘れずに．



その仕組み作りは簡単ではないかもしれない．
しかし「イノベーティブな企業」になるため
には、最優先で考え構築すべき仕組みだろう．



今日、誰かが木陰でくつろげるのは、その昔、
誰かがその木を植えたからだ．

— ウォーレン・バフェット

Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.



終わりに



研究者やコンサルティング・ファームの
視点では、マーケティングの定義は即ち
自らの守備範囲の規定となる．



一方、実践者（企業）に必要なのは活動の
軸たる ”Mindset(*)” としての定義だ．

(*) 考え方、精神的な姿勢、ブレないための軸となる心積り．



第１編では、AMA等の定義を踏まえつつ、
かつてマーケティングに優れていた日本文化
の考察から、 “Mindset” の観点で定義の再
構築を試みた．

マーケティングとは、 
『顧客を創造し維持するための工夫』

﹅ ﹅



科学的アプローチでは複雑な事象は、一旦、
わかりやすい分類で整理するのが定石だ． 
マーケティング・ミックスも企業の活動を
４Ｐ等に分類した結果、生まれた思想だ．



この分類は研究者には便利であろう．なぜ
なら、研究対象を明瞭に規定できるので．



コンサルタントにとっても、それっぽく聞
こえる言葉を羅列してクライアントを煙に
巻くに都合良い理論体系だろう．



一方で、マーケティング実践者にとって、
こういった「やることリスト」的分類では
本質を見失い想像力を欠いたやっつけ仕事
へ陥ってしまう．



マーケティング実践者に必要なのは、
活動の道標たるシンプルな目的だ．

﹅ ﹅

“We choose to go to the Moon.” 
- John F. Kennedy



第２編では、１９７０年代のドラッカー
の論考を始点に、実践者の視点でマーケ
ティングの目的の再構築を試みた．

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



続く第３編では、マーケティングの起点、
「顧客を十分に知り理解する」ことに 
ついて論じた．



多くの場合、顧客は自分自身が、 

๏ 本当はどんな問題に直面しているのか？ 
๏ 本当はどんな満足を求めているのか？ 

気付いていない．

顧客



「顧客を十分に知り理解する」とは、企業が
顧客に代わり、これらを探求する活動だ．
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ 顧客



第３編では、企業が顧客に代わって Right 
Problem を探求する方法について紹介した．



本スライドは、全３編構成でアカデミアでもコンサルタントの視点でもない、
実践者（企業）の視点でマーケティングを捉えなおすことを試みた．



Chikafuji,Ryu
frombayarea.com


