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Marketing in a Time of Crisis 

Everyone knows that we must be 
箆oodcommunicators in times of 
econo_mic clifficulty. The global cri-
sis of confidence 'we are -now see-
ip.g i~ ou_e to certain compan_ies 
that fai1ed to communicate I"ealis-
tically-or atthe very 1e.ast commu-
nicat~d inadequately. Some. audit-
ine: firms m ust also shoulder a 
l_arge part of the respon' sibility 
for: . not ~aviI).g. conveyed the di~fí
cult truth of -the situation to the 
companies they were auditing. 

FaJsified， incomplete， or mistaken 
information has -a terrible boomer-
ang effect that appears as soon. as 
the" re~lity of t1ie situation be-
comes kn6wn in all its raw u!!li-
n_ess by t~e public..The illegality of 
these dealirigs aside， it is most re-
grettable that these communica-
fors have failed to do their iob cor-
rectly today， w hen comm uni-
catlOn systems and means are so 
sophistieated. 

Let us recall that the mission of 
all comoanies in terms of oublic 
relations must be "to do well， and 
to make sure that doine: is well-
known"・inother words. to ensure 
that the information that is 
sh~red about a cO!llpany， its finan~ 
cial situation， and its services and 
products is correct and in absolute 
agreement with reality. 

This is a fundamental rule of ethi-
cal practice. Above. all， JVhen a 
sitwition is less than clear we 
must be even more ri!!orous and 
stow ~it_h c9mplete tran_sparency 
that all the facfs are neither more 
nor less than the truth. If we do 
not do this. cases of malfeasance 
will trigger an even more disas-

1 百人百語2∞3

trous reaction when the effect of 
sロrpris~ aggravates people's emo・

tiorial shoc公

What 1esson can we 1earn from 
this situation as regards market-
ing plan_s _~nd the task of c;omm u-
nieation? The importance of rigor! 

We ourselves must know how to 
~et a proper ~xample. W_e_ must ~d
he_re as c10sely as -poss_ible to ethi-
cal_ pr.~ct~ce in_ everything we _ do 
and _ all the infor-mation -we dis-
seminate in the name of and for 
the sake of businesses that entrust 
us ~ith th~ir promotion.. We ml!st 
¥，erify withεreat _pr~clslOn the 
data we. are Iurnislied regarding 
the _ quality ancl advap.tag~s oT 
produets to avoid sp!，e_adip.g-incor-
rect information arid leadine: con-
sumers to make mistaken chuices. 

A task that merits the attention of 
all our ch~pter~ around the glob_e， 
this is nothipg 1ess than the estab~ 
lishment of a veritable code of 
ethical practice for marketing and 
comm umcatlOn. 

Who will accept this challenge? 

Pau1 Genton 
lntemational Chair 



Lessons from Hardship 

The timeless lessons， for now and 
the future， are these: 

女 Casta hyper-eritical eye at 
any industry fueled by indiscrimi-
nate ve:q.turè-cap~tal i~vestm_e~t to 
the exclusion of traditional bot-
tom-line profit req山 rements.

女 Insiston a diverse local econ-
omy not dependent upon one or 
two labor- intensive -"blue-chip" 
businesses that reoresent an inor-
dinate share of_ the employment/ 
income base and exacer5ate land-
use and traffic conditions. 

*-Re~ist buyouts by huge， out-
of-market _c~)llg~omerates tbat rob 
a !egi_on of local control and con-
soli--dat~ des;ision-making in the 
hand~ of _a few corporate giapt_s: 
T!le_ Seattle_ area is -13， poster ch~ld 
of this condition， and-as a result-
reports of the fo_rced _ departures of 
cC>untless _vaJued and vete_ran peo・

ple are a daily occurrence here: 

In the face of these admittedly un-
controllable natiop.al an~ glCJbal 
forces， it is mo!-，e imperative-than 
ever that mar-keting and commu-
nication!? execut_ives-pr_actice-and 
lm{)art廿leirprofessional expertise 
wit:h renewed zeal. 

Those businesses without the abil-

i!y-or will:to ~mploy. tl).e. princi吋es
tliat can develoo and deliver exist-
i:q.g or new prC>aucts _to the II).a!"ket-
olace are -doomed to failure-
especially in an economic down-
turn. 

This truly is a time that is separ-
ating the survivors from the ore-
tenaers in the business realm. 
However， the positive effect of this 
uppre<:iictable -period is the cleat: 
identification and emergence of 
those companies that are ìlI!P~rvi
ous to adversitv because ot their 
basic worth， re言ilience，and work 
ethic. 

'Twas ever thus-and ever will be-in 
Seattle and elsewhere in the 
world. 

Larry Coffman 
Marketing mag田 me
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When Needed the Most， 
Marketing is Often Valued the Least 
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An old but true sayinK that applies 
to the achievement oI any goal is 
"Success is 90% preparation and 
10% . perspirati_o:r:t." The 
'preparation" p-art of that equation 
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can't happen without the _iny_oh:e-
ment and maintenance of all the 
marketing functions. The economv 
is cvclical and wiU turn around; 
cOl}lpanies _ t~at haye put a high 
va!ue op their mark~tìng per_son-
nel. and programs， viewing ~:þ.e.m 
as investInen.ts， not costs， will be 
in t:t.e _best p<.?sition ωmove for-
ward when if does. 

Diana L. Crane 

PCC Natural Markets 



An Enjoyable Market Experience 

The purpose of mark~ting is. to 
turn -customers into lifelone: fans 
of your products anc! services. Itis 
not to win awards. It is not to de-
velop new business buzzwords. It 
is to turn apa，thetic people into 
customers aIld customers into 
fans. 

do .agaiI_l. This wilI nof__happe~ 
with q.o-h_um m~rketing.. You n.eeq 
t9 make foc~se4 creativity par_t of 
the mix and tq keep yo_ur product 
uppermost in their IIliIlds. 

but it takes an enj匂rablemarket 
experience to create fans. 

Frank L. Hung 
Taipei Chapter President 
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Selling is Buying 

1nstead of talking about all _ the 
great _things yo~ a-n9._yqur prClp.uct 
can do， you should-be _ -tal_king 
about what the client needs. What 
prob!em_ does the client want you 
to solve? 

This much we understand. But we 
h_ave _yet to itit to the n~xt st~ge . 
We nave yet to realize tli.at 
"sl?!l~ng" i!S _ -actually l~tting your-
self be-sold on the idea 0主aoing
s9methi!!g for .the woul~-be. cli~nf. 
p~at selling !s ~ctu~lly buying. 
Make it ea~y for ~}_le client_ to-t:iIk. 
to you and _ to tell you what _ his 
situation and concerns are. Per-
haps he needs to have a report 
translated; or perhaps he act~ally 
wants you to cI'eate an ol"iginal re-
port better geared to the target 
audience. Pirhaps she wants-_ a 
great hamburgei; _()_r pel"ha{>s s_he 
wants ambience. What kina of a 
pla~e doe~_ that airline company 
really need? 

comp_anies have cu~tomer inter-
face -dep.?rtm~nts to listeI_l to cus-
tOITI_:ers.-But they are op.ly l~stl? ning 
tothe customers you already have-. 
)N"hat a~out the-people who_ ar~ 
Q_u_ying the compehtion's product? 
Wny not give them _a chance tC> sell 
yo~ 01.1. ~Fi.e idea of serv~ng them， 
too? This is the mos_t im-portant 
thing your sales staff should be 
doing: listening. 

Listen tCl your_ c~stom~rs， _real_anp. 
pC>tential. _ And then decide _ which 
of the~~ situations is_worth b':lying 
into. They want products and ser~ 
v!ces. Can they -sell _you _ on__the 
idea of proyiding them? What 
，!"ould it -take to interest you? 
(Part of this is money-your p"rice. 
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But there are also non-monev as-
pect_s， includ~ng the ability to Jeel 
good about what you are doing.) 

Rl!ther tþa~ th!nking 9f this 1!s 
s~lling ， tÞ.~nk of it as bUy'ing._ !s 
t~1Ìs a-prob_lem you want to-buy? 1s 
this som~th!p.g you_ w~nt tCl spend 
time and efforf on? Can the _ cus-
t9mer make it _worth doing? Let 
the customer sell you. 

Jim Ross 

Japan Research Inc 



The MCEI Community 

When 1 joined MCEI and estab-
lished the Melbourne Chapter， 1 
was in fact exceeding my own l_imi-
tations: In 1986， r llIigrated to 
~l!s~ralia. Be!ng a ne_w iril.I~:tigy:ant， 
1 did not understand much about 
Australian culture and historv 

PI!"El<!_ by th(;l Presi-
dent oftheMCEI Taiwan Chaptert 
To~min，g Lai， 1 was determInEld 
and tOOK on the mission of estab-
lishing the thirteenth chapter of 
MGEf globally. 1 invited Barb_ara 
Gabogrecan tu serve as our flI'st 
Presiaent， and after a year， our 
chapter _ had __grown to 10 Austra _ 
lian and 12 'faiwanese immigrant 
memoers. 

Desp~te having _qnly _a haI!dful qf 
members. we s-till took on the task 
of organizi_ng the 2001. MCEI 
World _ Conference in Melbourne. 
Two years in prepar~tiolh the. Con-
fererice was successful. The finan-

Although_ we had never met each 
other oefore， not only did we be-
come_ good friend_~ at first m_~eting ， 
p.eople were willing !o offer ';is 
their ¥yarm supp_qr_f._ I_ geI!uinely 
hope tha_t our ~MCEI family wiI1 
grow exuberantly. 

JackWu 
Melbourne Chapter President 

百人芭語2∞36 



求問存異の関係

求同存巽を文字どおり解釈すれば、おEい はあるが、無責任に謡歌すれば危険な理念に

が異なる考えや立場の違う存在であっても共

通の目的を求めることはできるし、共に働く

こともできる、といった意味である。

ところで、現在、組織で働く人間関係の求同

存異では、個人の価値観ガ多織化し自立的に

生きることガ望ましいとされる社会風土に

あって、各自ガ自分の意見を強く主張するこ

とは大事なことであるガ、ただ、自己責任の低

い自己主張になっては困るのである。自己主

張には「自己責任」という倫理の裏付けガ求め

られる。自己責任感のある自己主張、それがで

きることガ民主社会の基本ツーんであること

はいうまでもない。

求問存異の理念は、自己意識が高く個性を

尊重する成熟化社会にはビツタリした言葉で

なってしまう。わが国の社会風土には多分に

その危険性ガあるように思われる。しかし、わ

ガ園の将来はまさに個人ガ個性的な自立を図

ると同時に、求同存異の人間関係を築くこと

で、創造的なコミュニケーシヨンを行い、高付

加価値の生産性を高めることができるという

意味で求同存異の理念ガ大事になってきてい

るといえる。

間敏幸
アイタ経営士事務所

所長

新世紀に相応しい心の豊かさを求めて

『ネズミlま数年、ゾつは 100年近い寿命だ

ガ、一生の脈泊数は同じ20億回。例え|ぎ、心

臓の泊動を時計とレて考えると、ゾウもネズ

ミもまったく同じ長さだけ生きていることに

なる。』こんなことガ約 10年前に発刊された

「ゾウの時間ネズミの時間J (本川達雄著)

にありました。

私たちの持っている唯一絶対不変な物理的

時間は万物に平等なものですガ、生物それぞ

れが持っている、違う時間の単位を生理的時

間と呼ぶそうです。人聞社会においては科学

妓術などの急速な進化により「ヒト本来ガ

持っていた時間の単位」は変化してきている

のではないでしょうか?これはヒトの世界観

や価値観をも変えてきているということでも

あります。

7 百人百語2∞3

20世紀は、物質文明ガ栄え、科学技術ガい

ちじるしく発展した時代でしたが、逆に、物の

豊かさ故に人の心は貧しく、物質文明と精神

文明のバランスを失ってしまったのかもしれ

ません。この失われた心の豊かさを取り戻す

ためにも、今こそ国も企業も個人においても、

新世紀に相応しい生き方を改めて考えなおす

べき時ではないでしょうか。

浅野正心
力ゴメ紛

取締役食品BUD



全人医療の時代

「全人医療」をご存知でしょうかつ キーワードに毎日を過ごしていただければと

近年、遺伝子工学ガ進み、遺伝子のレベルか 思います。私自身皆憶の笑顔に接することガ

ら原因を解明するテーラーメード医療ガ提唱 うれしく、「イキイキワクワク」毎日を過ごさ

されています。治療の方でも東洋医学・西洋医 せていただいております。

学・代替医療の垣根を越え、その方に最適の医

療を提供しようという考え方です。NPO法
人全人医療会にはあらゆる分野の医師、誠灸

師、カイロブラクティックの先生そして私の

ようなカウンセラー、健康食品業者など代替

医療に関わる多くの万など皆様により良い毎

日を提供しようという方々ガ揃っています。

それぞれが専門知識を出し合い、最適・最良の

医療をと 2002年6月産声をあげました。

これこそが、21世紀の医療といえるでしょ

う。まだまだ小さな活動ですが、この考えを多

くの方にお伝えし、 「イキイキワクワク」を

朝比須峯子
ライフデザインASAHI
心理カウンセラー/
ビジネスコーディネーター

菊川怜vs汚キーャル
菊川|怜ガ「新CMの女王」に輝いて久しい。

売れる理由は、才色兼備でいながら、バラエ

ティーで見せる少々天然ボケガかったキャラ

クターが親近感を抱かせた力、らかもしれな

し1。
一方、違う意味で巷の話題になっているの

ガ「汚(お)ギヤJし」。今風のメイクと露出ぽっ

ちりでそこそこかわいいのだガ、読んで字の

如く、一週間はお風呂に入らず、部屋も掃除し

ない女の子達のことである。

朝シャン全盛だった昨今。右ヘ習えの日本

人にはなかったパワーをある意味感じさえす

る。

菊川 vs汚ギャル。いくら話題になってい

ても企業ガ使いたいのは、やっぱり万民受け

する菊川怜の方。

しかし、この長期不況の中、安定ばかりを

願っていたら、決定的経済のテコ入れはでき

ない。そこで、ここは一発、安定志向をかなぐ

り捨てて、長期的かっ投資的人材育成!とい

う意味で、汚ギヤjしにバイタリティーと超マ

イペースを学んでみるのも一興かな、などと

思ったりする。(でも、清潔は一番だガ)。

あらいしづか
HONEY COMB STUOIO 
イラストレーター
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元気のひみつ-8割掛けて人を観る

古代より人間の基本的願望の一つに不老長

寿ガある。今、日本は男女共に世界ーの長寿

だ。それを嘆くような記事を自にするガ、こう

考えればい力、ガか。男性の平均寿命は76歳。

これを還暦と考えると換算率は80%くらい

になる。つまり8掛けである。

元気印の旗頭的存在の聖路加国際病院理事

長の日野原重明先生 (91)は古稀を少し越え

られた辺りになるガ、古来稀であることには

変わりはないが、納得できるではないか。

還暦60歳は48歳。第二の人生に向けて

起業する人も出ようというもの。40歳の人

は未だ32歳なのだから不惑というより、今

から一人前として立ってもいいではないか。

女性の場合は7掛けをお薦めする。なぜな

ら平均寿命ガ86歳だ力、ら。今、消費社会の

リーダーは50、60代女性だという。彼女た

ちは35歳以上という女盛りなのだから、元

気に動き回るのもま貫けるではないか。

さて、あなたは何掛けくらいの元気度?

石川由紀

側アイ・コーポレーシヨン
代表取締役

動物界から価値の多様性にふれる

動物世界は多織性にみちている。200万

種を下らない種、それぞれに生き方、価値観ガ

あり、自己の道を歩んでいる。種の内部でも、

地織や個体によって相当の変異ガ存在する。

このことは人閣でも同梅である。宗教、民族、

イデオロギーなどを異にすれlet'、価値観は異

なる。個々人にもそれぞれ異なった価値観が

ある。

他者との交流は相手の価値観を認識しあう

ことによって始まり、最終的にはそこに戻る。

定型化した自分だけの価値の世界にもぐりこ

めば、オウムにもなるし、ニューヨークの惨劇

にも、また特攻隊にも神戸の事件にもなる。

動物の形や色、生理、行動などにはそれなり

の合理性ガある。これらは歴史的、環鏡的に規

定され、なおかつ特殊に個々が存在している。
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彼らのt位界に触れることで、自己中心の世界

観力、ら脱却する途ガ開けていくことガ可能に

なるなどと考えたことがありますか。

石田践
東京都多摩動物公園

飼育課長



右脳と左脳の交互利用
専門家ではないので詳しくは知らないが、

俗に右脳は感情をつかさどり、左脳は理性を
つかさどると聞く。
私は2003年1月から二つの会社を運営

する。一つは商品開発、セールスプロモーショ
ン、スーパーマーケットのコンサルタントを
中心にした今までの会社。もう一つはコン
サート企画、CD制作、楽譜出版等、音楽を中
心にした会社である。音楽の仕事は 10歳代
の始め頃、音楽家になりたかった夢の端を実
現させた仕事でもある。そとめにはジャンル
ガまったく違った仕事のようにみえるガ、プ
ロデユーサーという意味において、お客様に
何らかの感動を与えるという意味において、
両者はまったく同じであると私は考えてい
る。ただ、主に使用する脳ガ右だったり、左
だったりしているだけである。

やってみるとこれはなかなか調子ガ良い。
使用する脳のウエイトガ変わるので疲れな

い。いつも気分転換しているようなものであ
る。また、それぞれの関係スタッフガ右脳、左
脳の専門家なので、私の位置が作りやすい。た
だ便利に使われているだけなのかも知れない
ガ・・・ 。

これまで私は友人たちに珍しいライフスタ
イルの持ち主であるといわれ続けてきた。で
もそれは時代とともに普通になってきた。と
なると、これもそのうち当たり前になるのか
もしれない。そして、皆さんもその予兆をうす
う習感じているはずだ。

石田観
情jアクシス・エスビー研究所/

伺いとうたっこ音楽デザイン
代表取締役/代表取締役

太平洋戦争の総括なくして日本の再生なし

太平洋戦争における過ちは戦争をしたこと

ではなく負けたことだ。「何故あのような負け

る戦をしたのか?勝敗の見積りをどう立てて

いたのか?そういう決定を国家として行うま

での過程において、どのような情勢分析をも

とに、どのような権力繕造と意思決定メカニ

ズムのもとで、あるいは、どのような思想と哲

学により、あのような一人よがりの非論理的

な決定に至ったのか」という分析が敗戦後今

日に至るまでなされたということを聞いたこ

とガない。そこのところがあいまいなままで

は、傍幸により一時的な繁栄を謡歌できたと

しても、所詮、砂上の倭閣に過ぎず、同じ理由

で最終的には「敗戦」に至る。現に、政治の世

界で、経済の出界で、あるいは、そこら中の会

社の中において、全く同じようなこと (意思決

定に至る過程ガあいまい且つ情緒的で、そう

いう非論理的決定によって、論理的帰結とし

て、悲惨な状況ガ招来されるということ)ガ繰

り返し行われている。

磯部洋

側エッチ・アイ・コーポレーシヨン
代表取締役
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ケミストリーの時代

ケミストリーという言葉は、私の座右の銘

みたいなものです。単純に訳せば「化学反応」

です。アメリカのブロフットボールの世界で

は、良好なケミストリーを作り出せないヘッ

ドコーチは失格、みたいな形で使われます。選

手、コーチ、事務方、裏方等数百人力、らなる組

織を、有機的に結合させ、前向きの化学反応を

起こさせ、アクレッシブな「勝てる」組織とし

て作り上げることガ、1)ーターの条件だとい

うことです。今、深刻な不況の中で、会社組織

は目的を見失い、沈滞ムードガ漂いがちです。

そんなときにこそ、限られた経営資源をいか

に組み合わせ、効率的に活用するかガ経営者

に悶われていると思います。いい化学反応を

起こせば、1+ 1ガ10にもなり得るわけで

す。そういったシナジー効果は、座して待って

いても起こりません。良好なケミストリーを

作り出せる能力は、この時代だ力、らこそ必要

な、経営者としてのマーケテインクの要件だ

と思う次第です。

井筒 雅博

側工ルゴ・ブレインズ

代表取締役

高齢者がマーケットリーダー

人口糧造の高齢化ガ加速度的に進んでいま

す。先般発表された2002年9月15日現

在の65歳以上の高齢者(推計)は2.362

万人で総人口の 18.5%を占めるに至りま

した。

65歳以上の人口ガ総人口の7%を超える

と 『高齢化社会』、14%を超えると「化」が

消えて『高齢社会』、さらに20%を超すと『超

高齢社会』といいます。現在は正に「高齢社会」

であり、このまま推移すれば3年先の200

5年には「超高齢社会」ヘ突入することになり

ます。

マーケテインク的な見方をすれば、ある特

定の層ガ20%を超えれば「マーケットリー

ダー」となります力、ら、好むと好まざるとに関

わらず、まもなく高齢者ガマーケットの主役

になります。

絶望的なデータですが恐れることはありま

11 百人百語2003

せん。超高齢社会のマーケットリーダーは個

人資産 1.400兆円の6割以上を保有して

いるといわれております。このマーケット

リーダーにはお金ガあります。使わないだけ

です。不況の最大原因である株式市場にその

1%でいいから投資してもらいましょう。経

済の活性化は株式市場の再浮上ガ鍵だし、そ

の1%ガそれを可能にするからです。そして、

それガできるのはこの層を除いて外にないの

です。

伊藤 公雄

側工業市場研究所

取締役会長



「安心」は与えることができないもの!

先日、女性の生活者数名で「食」をテーマに

座談会をした。i59円」のハンバーガーにつ

いての反応を探る。そこで出た意見。「どうし

てそんな値段にできるのつどこかにしわ寄せ

いってないかしらJiそれって本当に大丈夫な

のつJiそんなに安くできるのだったら、これ

まで利益をむさぼってたわけ?Jなどなど。企

業ガお客織の利便性を考慮し、より「買いやす

く」工夫し、価格を下げる努力をしても、悲し

いかな、今の生活者はすべて「善意」でそれを

享受してくれるわけではない。「讐戒心」や「不 る。

安Ji不信」を隠すことができない悲しい現実。

いつ力、ら日本|志、お互いに「信頼」しあうこと

が難しい国になってしまったのだろう。もち

ろんすべてガそうではないガ、「裏切り」の事

件ガ多発レ、人々は「何を信じればよいのか」

を見失っている。多くの企業の「安全・安心宣

言」をよく耳にする。しかし、真の「安心」と

は何であるか?i心配・不安ガなく、心ガ安ら

かなこと」ガ「安心」の意味であって、これは

「心の在り綴」であり、「気もち」の問題なの

である。よって、企業ガ与えるものではなく、

お客織自身の心の問題なのである。安心とは、

何も意識せず、意のままに行動・選択できる状

態である。安心に満ちた社会を取り戻すため

に私たちは初心・基本に立ち返える必要ガあ
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M戦略成功の鍵は戦略推進力の形成に有り

いかに優れたマーケテインク戦略も、効率

よく実践され成果を挙げてこそ成功といえ

る。

組織の規模ガ大きく体質の古い企業ほど、

戦略推進力の形成には困難ガ伴う。推進力形

成の5つのキーワードは何か、そのポイント

を挙げる。

(1 )先ずは成功例づくり。小規模力、ら中、大

規模へとステッブを踏んでつくる。

(2)成功例はできる限りシステム化を前提

として精築し、実証データガ充分得られ

るよう仮説と検証のサイクJしが必要と

なる。

(3)縫進はスピード感のある流れを設計し、

これに基づいて進める。

(4)仕組みつ、くりは、部分最適化でなく全体

の最適化を十分に考慮して僑築する。

(5)前もって推進者の評価制度を確立する。

以上推進力形成のポイントを記述したガ、こ

れらの源泉は挺進リーターの強い信念と持続

カガ最大の要であると同時に、経営首脳陣の

戦略推進の環境づくりガ何より大切である。
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マーケティングの愚かな過ち

差別化時代を生き妓くために他社と同じ経 を数多く売れ③売れないのではなく売り方

営をするな。生存競争ガ激しくなればなるほ ガ間違っている。

ど陥るのが価格競争だ。そこになんのアイデ

アも持たす無味乾燥の闘いのみ、消費者は必

要と思う商品は購入しない時代に価格破壊よ

り価値創造、現職の会社でサプリメントに付

加価値をつけ流通網を整備し売り方を確立し

ただけで驚く数ガ売れ顧客ガ固定客に変わっ

た。セルフ式の庖には特にブラノグラムを徹

底指導、水口健次方式「決めて差し上げる親切

の庖」では縫奨販売で純益確保ガ容易になっ

た此処に至るまでに取級品目数を減少させな

がら付加価値商品の陳列量を大幅に増やし

た。それでも全体の在庫金額20%は減少、オ

ペレーシヨンコストも減った。そこで私の信

条①売れない商品を売るな②売れる商品

岩政幸伸
デイツク・ライフ・テック側

顧問

小売業も生活コーディネターの育成を
グローパルな動きの中で、流通業とメー

カーとのコラボレーシヨンガ進んでいる。い る。

や、進めなくてはならない。これによって、売

れる商品企画と流通コストの低減、そして機

会損失やパーゲンロスの減少ガはかれるから

だ。

し力、レ、商談現場にいくと数量と原価のや

り取りに終始している。目標としたrwI N-

W I NJの関係は何処に行ってしまうのだろ

~つ

今まで小売業は間違った安売り競争のな力、

で、アイデンティティを喪失してしまったの

だからしっかりしたアイデンティティを持

ち、専門能力を持つ庖をつくる企業ガ伸びる

はずだ。したか.って、メーカーガつくったモノ

を他庖よリ安く売るだけでなく、小売后とし

13 百人百語2003

て独自の価値をつくる能力が必要になってく

「お客織の生活現場を知らないJrモノづく

リの現場を知らない」では、この競争の中、生

き残れない。「お客僚の生活」と「モノづくり」

の現場に密着し、双方に生活そのものを提案

出来る力を持つ人材の台頭に期待したい。
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マーケテイングに必要なのは、タマちゃんの役割
2002年版の『世界の統計』では、日本は ングに求められるのは、タマちゃんの役割だ。

一人当りGOPで世界ーになっている。一方 巴本人の心にボッカリあいたやすらぎや癒し

で、 2001年の自殺者の内「経済苦・生活苦」 への飢えを満たす出来事(イベントと同一で

ガ4分の1を占めているという現実。GOP はない)を創出する役割をどう実践していく

を大きくすることの陰にある犠牲ガあまりに 力、である。

も大きいことを示している。今の生活者ガ、お

金やモノよりも心の満足を求めていること

は、多くのデータベースガ示している。例え

ば、 1&8/8800の2001年調査では、

「心の豊力、さ」志向ガ93.3%、「心はお金

に換えられなしリガ78.8%もある。 02年

夏を彩った「タマちゃん」の出現に、あれほど

多くの人たち(幼児力、ら高齢者まで)が熱狂し

たのには、何力、うれしいこと、楽しいこと、い

い二ユースに日本の生活者ガ飢えていること

を悲しくなるほど痛感させた。今、マーケテイ

大橋照枝
麗j華大学

国際経済学部教授

脱「ありきたり」室言

やっぱり、売れないのは不況のせいではな

い、売っていない力、ら売れない、こういわざる

を得ない状況ガある。「売る」とは「買っても

らえる」ガ大前提。そのためには、客の心を動

かす、価値ガ売り手によって用意され、その価

値訴求ガ行なわれていなければならない。売

れない、ということは、それがないからであ

る。

今どき、ありきたりなものを、ありきたりに

売っていて、客の心を動力、せる道理はない。あ

りきたりとは、そんじよそこら、同質類似、横

並び、どこでもここでも、そしていつまでも売

られている、ということ。

もうお客はそういうものにはうんざり。不

況だ、デフレだと嘆くよりも、他では実現出来

ない、わガ庖、わガ企業だけの独自の価値・・・

オンリーワンの価値を実現する努力に命がけ

で取り組むときではないか。

それがまたウォJしマート対策の本質であ

り、お客ガ首を長くして待っていることでも

ある。
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「ストローク」は消費を回復させる

「ストローク」の素の意味は、なでる、さす

る、ということだが、これを心理学の一分野で

ある交流分析では、「存在認知」と訳している。

互いに承認し合うことにより、身を守ろうと

する習性を持つ、とされている。

日常的には、あいさつもそのひとつだが、も

う少し深めると「あなたのことを知っていま

すよ」とか、「大切に思っていますよ」という

ことになり、それは、「自分も大切な人間なの

だ」という基本的な承認につながる。

これを市場でみれば、何と私たちはスト

ローク不足の最中にいるのかと思う。消費者

として、客として、存在認知なとされていない

のではないか。このところ立て続けに起った

企業の不祥事は、最も漏的にそれを表す。

提供側、供給側の都合ガ優先し、受け手側ヘ

のストロークガ感じられない。力、くして人は、

強烈なストロークを求めて移動する。ある種

のブランドの好調は、その証しである。よいス

トロークは消費を回復させるはずだ。

岡橋葉子
岡橋マーケティング研究所

所長

飲み込む・swallow.呑む
我々は上手に理解することを「飲み込む」と は臼本人の主体性のまぎれもない証である。

いう。例えば「飲み込みのいい奴」 。ところが

「飲み込む」の英訳である rswallowJガ理解の

メタファになると「鵜呑みにするJr真に受け

るJr早合点」となり、否定的意味合いが強い。

さらに rswallowJには屈辱を我慢するという

使い方もある。どちら力、というと「呑むJの意

しかない。

一方日本語では「飲み込む」を否定的に用い

ることはない。悪条件や毒を「呑む」事はあっ

ても「飲み込むJことはない。つまり、悪条件や

毒を「呑ませる」ことはできるが「飲み込ませ

る」ことはできない。他人にできるのは「流し

込むJr詰め込むJr押しつける」である。

というわけで、個人の主体性から程遠いと

いわれている日本文化であるが、「飲み込む」

15 百人百語2∞3

岡林みどり
フリーランス



家事は「エンターテイメントJ

20也紀、家事労働を軽減するためにさま しむ」本物の質の高い生活の実現のために。

ざまな道具や家電ガ開発・供給されてきた。そ

のおかげでベンチャービジネスは大企業に成

長し、世界経済を支えてきた。「モノ」ガ中心

の「ハード消費時代」の到来である。

モノを買い続けた結果、持ち主ガ管理でき

ない量のモノガ家中にあふれ返った。家の中

ガごちゃごちゃしてイライラし、今度はいか

にしてモノの少ない生活を送るかが課題とな

り、シンプjしで心あたたまる、豊力、な暮らしへ

のあこガれが高まりつつある。

2 1 t世紀のビジネスは、時に古い伝統を大

切にしながら、日常の家事や人とのかかわり

を楽しくするアイデアやサービスガ注目され

るだろう。iJ¥ード消費」に対する「ソフト消

費」である。男女を間わず、暮らし・家事を「楽

沖幸子
フラオグルッペ側
代表取締役社長

コンブライアンス
近頃「コンブライアンス」ということばをよ

く聞くようになった。「法令遵守」といった意

味だが、概ね、社会的倫理や良識を厳格に守る

企業姿勢という広い意味で使われている。生

活者と企業の信頼関係ガ大きく揺らぐ中で、

生活者は、コンブライアンスの追求を厳しく

求めているが、企業側のシステム機能ガ低下

している。例えば、雪印乳業では、世界最強の

衛生管理手法といわれているHACCP[危

害分析重要管理点]認定を取得していながら、

それガ機能しなかった。これは、HACCPの
システム上の欠陥というより、HACCPの
運用を怠惰に行う鈍感な企業環演に問題ガあ

る。生活者と同じ厳しい目で、日々 、システム

運用をしなければならないのであるが、この

厳しさの追求に馴れ合いになり、システムの

機能低下を招いている。

コンブライアンス体制を確立させるには先

ず、一人ひとりの社員ガ生活者と同じ価値観

で仕事に取り組むことができる経営環爆をつ

くることが何よりも重要なことと思う。

奥住正道
側奥住マネジメント研究所

代表取締役
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企業の大小はトップの哲学で決まる
人間何のために生き、何のために仕事をす

るのでしょうか?企業の利益、給料のため?

多くの企業のトップはいいます、忠誠心など

いらない、成果だけあげてくれれば良いと。目

先の利益のみに身をやっし、人間の尊厳を軽

視しているといわざるを得ません。その結

果?今まで考えられなかった不祥事を起こ

し、E買を下げている姿に、心白む思いです。そ

んなトップの下で働いている社員は、閉塞感

し力、なく、生きている充足感、仕事をする喜び

など感じることはできません。仕事ガ終わっ

て残るのは、虚しさだけです。

今こそ、企業トップは、その哲学に裏づけら

れた経営理念を高らかに力、かげる秋(とき)で

す。それによって、社員は仕事に誇りを感じ、

使命感を持って、閉塞感など吹き飛ばすこと

でしょう。(企業規模ガ大であることが貴いこ

とではありませんが)企業規模の大小は、その

トップの哲学の深遠さ、志の高さに比例する

といえましょう。

奥村安平

花王側

08 

人に「キビシク、やさしいマーケティングj

私、当MCEIの「ビジネススクール」を担

当しています。

現在このスクールは、第二期を終え、第三期

に向けて準備中です。若いマーケターたちの

熱のこもった議論と接していると、「日本、大

丈夫だよ」と力、なり安心した気分になれる。そ

の力リキユラムのひとつ、武田薬品工業(株)

(元気の良い会社である)室さん(元)のお話、

i I T活用による量から質への転換」、マーケ

テインク上の工夫ガ多々あり、そのP-D-
Sの徹底ガすごい。

そこまではありふれた話 (それでも大変な

ことだガ)。 本質的にすごいのは、本来の成果

主義と絡めていることです。本来というのは、

単なる賃金制度改革だけでなく、経営トップ

のビジョンと、キャリア支援、社内公募制と

17 百人百語2003

いった人事諸制度らと結び付けていることで

す。

「マーケテインク」、それを「経営そのものJ
と位置付けて、「キビシク、やさしく」運営し

ている。この手の企業、元気です。急速に泡え

ています。

小野敏博
側ヒロモリ
常務執行役員



印刷業界の環境への取り組み

環境問題は私たちを取り巻く大きな問題で

ある。印刷業界でも環境問題は大きい。製造過

程そのもののあり方を見直す必要がある。今

やリサイクルペーパーとソイインキは当だり

前。ただし、地球温暖化から見れlci'必ずしもリ

サイクルペーパーガ良いとはならないが。高

級印刷用紙に再生するとき薬品とエネルギー

を余計に消費しC02を多く排出することに

なるからだ。作る側ではフィルムをつくらな

いCTP(コンピュータトゥプレート)ガ主流

になりつつある。フィルムをつくる際の現像

時には廃液ガ発生する。また、制服(プレート)

もオフセット印刷の場合、現像時に廃液ガ出

る。しかし、水無し印刷の場合は、水現像とい

う方式のため現像液や溶剤などの薬品はまっ

たく不要、廃液は出ない。また印刷時にも湿し

水を使わないため湿し水に混入する溶剤ガ不

要となる。つまり、印刷物は、再生紙や非木材

紙にアロマフリー型値物油インキでCTPに

て刷版をつくり水無し印刷で印刷するという

一連の流れガ今のところ環境負荷の少ない印

刷方式といえる。

小野瀬修一
文祥堂印刷側

制作部部長

お客様のこと、本当に知っていますか?

「お客僚のニーズを知る」。これは顧客満足 ではないガ現場 100回、聞き込みこそガ原

創造の第一歩。し力、し、このことを真に実践で 点。素直な姿勢で謙虚に臨めぼ、本当の顧客

きているだろうか。今一度、さっき交わしたお ニーズガ見えてくるはず。元気ガ出るマーケ

得先様との会話を思い出してみよう。自分の テイングはそこからではないだろうか。

売りたい商品・サービスのことばかり話して

いなかっただろうか?お話しを伺っているよ

うで結局、自分の話したいことだけに終始し

ていたのでは?お客犠が発する言葉だけに反

応して、意図を読みとれていただろうか?思

い込みによる勘違いガあったのでは・ ・・。い

やいやそれ以前に、お客織のことを知ってい

るようで、実のところどれだけのことを知っ

ているのだろうか。商品、サービス、売場、エ

ンドユーザー、人間関係・・・ etc。現場・

現実・現「情」を調べに調べて調べまくる。そ

してお客僚に聞きに聞いて聞きまくる。刑事

香川公一
側ヤラ力ス舘

常務取締役
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温故チョー新。千日前・丸福瑚排眉

名庖の昧再現。ラーメン・冷凍食品・そして いしさ+理由。そこにしか無い味を買う私は

瑚緋。以前から大阪には、冷凍の蓬莱のぶたま ちょっと本物志向。えべっさんはブライドを

んなどあったし、めずらしい商品開発の手法 釣る。

でもないガ、味の再現は難かしかった。出所の

はっきりした商品には、ある付加価値ガ付く。

メーカーが専門后の昧を真似る商品開発は、

いかに低コストで味ガ再現できるかにヒット

がかかる。食品メーカーガブライドを鎗て

た?商品群にも見えるガ、私は、職人技ガメー

カーの商品開発者にレシピとして手渡され、

彼らガ、今後どのようにオリジナjし商品とし

て超えて行くの力、が、楽しみでもある。ギリギ

リのコストとの戦いの中で、魅惑のアミノ酸。

大黒俸は、くっすん泣かずに、打出の木槌を何

にお振りになるのか。昭和9年創業。干目前・

丸福功。排庖レトロな名庖である。簡便性+お

勝目和寿

側東成社SPS
代表取締役

世界観を変えたワールドカップ

ドーJ¥の悲劇 (1993年10月28日)以 大会に向けてスタートを切った。 4年後のW

来、サッカーの国際試合ガ好きになっだ。国を 杯ドイツ大会では独自スタイルの日本サツ

代表するメンバーが面白をかけて戦う姿はど 力ーを出界にアピールしてほしい。果たして

んなスポーツにも比較し難い。世界中ガ一つ 自分はどこで彼らを応援するのだろう。

のゲームに集中し、オリンピックと違ってお

祭り騒ぎの域を超えている。とにかく興奮す

る。

日本中を熱狂と興奮に巻き込んだ日緯共催

のi2002FI FAワーJしドカップ」力、ら早

くも半年ガ経った。たっぷり 1か月間熱狂し

たが、腕抜け状態から冷めるのも 1ヶ月か

かった。以来、世界観ガ少しだけ変わった。決

して大国中心ではないW杯は、アメリカ至上

主義のかけらもない。大国、実力国ガ予選から

敗退する光景を実際に見て感動した。アン

ダ-21の新メンバーが2006年のドイツ
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金井願一
側食品新聞社
編集部



意識的な行為と行動の時代

今ほど情報洪水の時代はない。また、今ほど

先ガ見えない不安にさいなまれている時代も

ないと、今の人の眼には映っている。しかし、

それゆえの本質は、意識的な行為と行動の時

代といえるのではないか。経営やマーケテイ

ンクの技術は、新しい市場や新製品を創出で

きる十分なカを持っているし、高い教育をう

けたビジネスマン、消費者ガこんなにたくさ

んいる国もない。この特徴を活かさなければ

うそだ。

賢くなった消費者は、より快適な生活を満

たしてくれる商品・サービスを求めつづけて

いる。その先端二一ズに応え、大満足させる挑

戦は、日本企業に世界最強のシステム、ノウハ

つをもたらすだろう。それには、まず新しい挑

戦を阻んでいる障壁の排除から始めたらどう

か。その弊害がわかっていながら、温存されて

きた旧来のさまざまな規則・常識ーその堅い

壁を痩す!こは、心理的にもとことん追い込ま

れている今こそ絶好機ではないか。

川嶋保
フリーエディター

共感創造マーケティング

水口健次先生に推薦いただいて、初めて、ブ んな情報でつなガっている。またネットワー

レジデント社力、ら本を出版した。タイトJしは、 クガできている。まさにこの時代変化ガ、共感

『共感エンジン』。共感とは「感動を共有する」 という新しいマーケティングの切り口を提供

ということで、共感すれば必ずクチコミと してくれたといっても過言ではない。

なって人に伝わる。人に伝わればそれは評判

となって新しい需要を発生させる。商品の場

合はヒット商品になるし、小売庖の場合は繁

盛庖となる。また企業の場合は工クセレント

カンパニーになれる。今までわれわれは、お客

繊の二ーズ・ウォンツを探りあてて、商品政策

等を進めてきた。今の時代これだけでは不充

分だ。もう一歩お客織の心の中に踏みこんで、

「お客篠ガ感動することは何なのかJi何で共

感してくれるのか」を探し出さなくては今の

お客織を掴むことはできない。 I了時代を迎

え、パソコン4千万台、携帯電話7千万台、み

吉川京二
側ケーズマーケテインク

代表取締役
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「こころのチキンスープJ

『ごころのチキンスープ』という本がある。 いま必要なのは、世の中を便利にするとか、

身体の弱った時に飲むチキンスープの心パ一 因っている人を助けるというよりも、心を元

ジョン。ダイヤモンドから現在17巻が出て 気にするビジネスだなって思う。

いる。心温まる話ガいっぱい詰まっている。

女の子ガ生まれて誕生日毎に真珠を 1個ず

つプレゼン卜する話。お父さんは、女の子ガ7

歳の時交通事故で亡くなっちゃうんだけど

(1 7巻)。ロックンロール好きのおじいちゃ

んガ遺言でプレスリーの化粧をして葬式を出

すように、という話 (16巻)。

誕生日に真珠を 1個ずつプレゼン卜する、

そういうお父さんを支援するビジネスなんて

成り立ちそうだし、遺言やお葬式のアドバイ

ス(企画)だって高齢社会の今回、十分ビジネ

スとして成り立つ話。この本にはビジネスの

種ガいっぱい転がっている。

木ノ内博道
側学生援護会

理事

地球的責任・地球益の時代ヘ

現代社会は物質的な豊力、さ、快適さ、便利さ

を通り越して、ひたすら経済の鉱大を自己目

的化して突き進んでいる。地球資源の底ガ見

えてきたのに、新たな商品開発はとどまるこ

となく、市場を通じていかに早く、大量にお金

に変えるかの競争をしている。それらのプロ

セスを通じて、自然界は汚染され、大量の廃棄

物に溢れ、地球温暖化を始めとする複合的な

環境問題を顕在化させ、あげくの果ては人類

の滅亡すら危慎される始末である。

このような事態を招いてきた最大の責任は

企業にあるといえる。企業活動の集合の力は

地域の生態系をも変えうるレぺんである。し

力、し、もはやこれ以上は許されない。企業自ら

が気づいて、地球への責任を感じ、地球環境を

これ以上悪化させないのは当然、修復・蘇生

21 百人百語2∞3

ヘ、地球益を優先する方向ヘ大転換する時で

ある。次にめざす社会は競争を超えて、「誰も

が安心して、健康で、文化的に暮らせる、真に

持続可能な社会」ではなかろうか。

久保田忠夫
日本電気附
環境推進部長



自然(あるがまま)が一番!
昼飯は280円の牛鉾に 500円のサブリ タイルを求めて新メニュー作りに悪戦苦闘し

メント・・・笑えない実話である。医薬品6兆 ている昨今である。

3千億円・健康食品1兆2干億円に対し、日本

水産勤務時代私ガ一生懸命販売していた冷凍

食品の市場規模はわずか8干億円である。

フードサービスの世界に転じてダスキン ・

二ツスイの合弁事業 『ザ・どん』を創業して一

番苦労したのは標準化=いつでもどこでも同

じ味ガ要求されることである。『ザ・どん』の

売り物は海鮮拝。魚は季節・産地で昧ガ変化す

る。それが和食の魅力でもある。この難聞は商

品をグランドメニューと季節メニューに分け

ることでなんと力、チェーンの原則を守ること

ができた。食材の中には味の均一化のために

恐ろしく多くの添加物ガまだ使用されてい

る。自然の食材を自然のままに楽しめる食ス

栗田芳夫
側どん

棺談役

個対応の総和型マーケティング

厳しい経済環焼の中で生き残りをかけて改

革を進めている日本企業、その改革は伺を

もって成功とするのか?やはり確かな成果を

上げなければ成功とはいえないと思います。

確かな成果とは最終的には売上というお客さ

まからの支持の総和です。制度や仕組みを変

えること、経費を削減することは比較的易き

ことですガ、お客さまからより一層の支持を

受けることは極めて難しくなっています。な

ぜなら市場全体ガ冷え込んでいるからという

ことの陰に、マス・マーケテインクの終駕とい

う質的な変化ガ潜んでいるからです。以前は

市場を総体として捉え一律のマーケテインク

ガ通用しましたが、現在はお客さまお一人お

ひとり、すなわち「個」に対応しないとお客さ

まからご満足頂けないと、肌で感じる場面ガ

I曽えているのです。「個」の満足を徹底的に追

求しその総和を求める「総和型マーケテイン

ク」の時代ガ到来したと思います。

弦間明

側資生堂

代表取締役会長
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日本の社会も企業も世界に再飛躍!

何か低迷して先行きの見えない日本。この

まま、行き止ってしまうのか。放っておけば、

そうなる可能性もゼ口ではないだろう。

しかし、まず日本のt!t界における地位を客

観的に(ジャーナリズムのいうような話でな

く、統計などしっかり分析して)認識し直そ

う。日本は現在でも世界で最高の経済水準を

保っていることを忘れないでほしい。

だガ、このまま伺もしないで手をこまねい

ていては、ジャーナリズムガさわいでいるよ

うなことになりかねない。

そこでまずなすべきことは、今までやって

きた業務のやり方でも、組織繕成でも、すべて

を見直して、もっと飛躍的に良くすることか.

できないか、抜本的に見直して、本当はこうで

きたら良いのだがと思っていることを実際に

実行できるようにすることである。

世界の中でベストのものを見つけて、それ

を陵駕することを目指さねばならない。自分

の分野で世界のリーダーを目指すのである。

小坂恕
中央大学

専門大学院教授

アサイズ・チルドレン
南米チリつインの評価ガ高い。力、って南米

は、日本のフレンドワインの原料供給先とし

て注目されていたに過ぎなかったのだが、あ

る日本人ガ 1970年代アルゼンチンの醸造

家たちに近代醸造法や品質の高いワイン醸造

に必要な知識と技術のすべてを伝授した。そ

してまだ無名も無名、未知の産地で醸造家た

ちは努力を重ね、産地のアイデンティティを

確立するために風土と戦い、一級品のワイン

を造りあげ、今世界に輸出している。その醸造

家たちは、自らを「アサイズ・チルドレン」と

いうという。アサイズ・チJしドレンたちは、高

い志をもって生きろ、という教えのとおり、誇

りをもって目を世界に向けている。その日本

人の名は「麻井字介」。氏は、日本のワインマー

ケテインク界の巨人であった。麻井氏は、本年

23 百人百語2∞3

6月天に召されたガ、その志は日本のみなら

ず南米で花開き、アサイズ・チルドレン2世、

3也へと受け継がれてゆくだろう。氏は力、っ

て、ワインを切り花に日本の食卓を飾るよう

なワイン談義を排す、と力説した。私にとって

大切なワインの師でもあった。

近藤聴
側千修

マーケテインク企画室室長



「団祭」と「安らぎ」がキーワード?

最近の二ユースは景気停滞・業績不振・企業

不祥事など明るい材料ガほとんど見られな

い。我ガ食品業界においてもご多分に漏れず

外食産業を中心に業績は停滞しているし、消

費者購入価格は継続して下落をしている。0

2年6月は特に業績ガ停滞した月といわれて

いる。それはワーJしドカップと道交法の改正

ガ原因との見方ガある。国民の多くガサッ

カーのテレビ中継を見るために外食を控え、

更に調理や後片付けでテレビガ見られなくな

ることを嫌いテイクアウトや宅配 (特にデリ

パリーピザ)を利用したという。ところが7月

にも業績は上向かない。どうも道交法の強化

により飲酒を伴う外食ガ激減しているらし

い。代行運転業者ガ好調と一時伝えられたが、

これも最近は余りパッとしないらレい。W杯

や景気の停滞を背景に2ヶ月も外食を控えた

人々は外食1ご1<1戻ってこないのか。肉食での

「家族の団繁」や「安らぎ」ガ次の展開の切り

口になるかもしれない。

近藤直
昧の素冷凍食品側

常務取締役 マーケテインク本部長

ヒ.ジョンないと、「風に舞う籾殻」になる

とうとうマーケテインク界でも、「何でもあ

り」が顕わになってきました。ここまで来れ

ば、なり振り構っちゃいられない。やれること

はトライする。多くの方々が、心に秘められた

醤いだと患います。元来、マーケテイングはお

上品であるわけがなく、何でもありの自由閑

達さこそ売りの筈です。ところが、逆に、自由

な発想、の「お邪魔虫」になりやすい・・・。 C

RMといえぼ、皆ガCRMに向かい、プラン

デインクと間けば、誰もがプランデインク命

になる。もっともっと「何でもあり」であるべ

きです。しかしJしールガあっての自由競争。勿

論、法に触れないだけでなく、企業の自制ガ問

われることは、「昨今の出来事」ガ示す通りで

す。しかし Don'tの規定からは、あるべき姿は

生まれません。「何でもあり」だからこそ、ど

うありたいかのビジョンガ大切だと思いま

す。信念がないと、自由の風の中では「風に舞

う籾殻」になってしまいます。

坂井田稲之
(社)日本ピー ・オー・ビ一広告協会

専務理事
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汗臭くなくなってきたオタクイベント
例年以上に暑かった今年の夏。でも、いつも

暑い「オタクの夏イベント」、一部のキャラク

ターを除いて、ほとんどのイベントガ、異口同

音に「今年は力、なり寒かった」とのこと。今ま

でのメインコンテンツであったイベント限定

の商品、同人誌の即売が芳しくないからだ。不

況の波ガ、ついにオタクまで飲み込んでし

まったのか。一方盛況なイベントもあった。オ

タクイベントではないが、 100万人以上ガ

観た「恐竜博」 。

実際のイベントでも、入手困難な限定品の

即売コーナーより、「観るJi参加するJi感
動する」ための声優ステージや模型製作実演、

ゲーム大会に人気ガ集中しているし、家族連

れ、カップJしの来場ガ増えてきている(絶対数

はオタク青年だけど)。客層も、商材も、あき

らかに変わってきているのだ。

コアなマニアの二一ズを掴んでいれば、不

況に左右されないといわれてきた「オタク」業

界。ビジネスモデルの見直し時期ガ、ここにも

そろそろ来たようだ。

榊間良治

制ホビージャパン

コミュ二ケーシヨン課課長

マーケティングによる日本再生の提案
日本の消費市場ガ厳しさを迎え、さて何年たつ

だろうか?不良債権の処理を叫13i中、失業率は治

大レ、デフレスパイラルlま確実に進行し、消費不況

は一向に改善しない。

この問、多くの経済学者、経営学者、社会学者ガ

様々なメディアに登場し、日本の今回の経済政策

に対し、その課題を検証し、時には回復のためにど

うすべきかの処方を述べた。

し力、レ、その中でマーケテインクをベースに本

格的な、かつ説得力のある日本経済の抜本的課題

と、その改善案を唱えたマーケターガ何人いただ

ろうか。

私は今こそマーケテインクを業としているマー

ケターガ、マーケティングの原点(消費者視点)・

マーケティングの要締(市場活性化手法の開発)・

マーケティングの真髄(継続的成功システムの確
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立)のこの三つの視点を基本として真撃に、具体論

で日本再生に向けたシナリオを展開すべき時だと

考える。

何故なら|ま、マーケティングは経済学・社会学・

哲学のような象牙の燈で粛々と学び成立する学問

とは異なり、日々変化し、生きた社会の中で初めて

必要とされる「実学」だと考えるところによる。

多くのマーケターが各々の立場でマーケテイン

グの素晴らしさを活用し、日本経済の活性化のた

めに各論で、創造的な理論を展開することを、今こ

そ本気になって実行することを提案したい。

崎山嗣夫

花王側

調査部長



「豊かさ」をホンキに考え直しませんか!

-豊かでもないのに豊かだと思っている。

-テレビや自動車や・・・そんな商品ガ溢れ

て豊力、だと思っている社会生活を支える

インフラの「貧困」に白をつぶって。

-国や申園に生産の力で敗けて、豊かさを築

きあげないうちにアップアップしている。

こんな日本はもういらない。本当の「豊力、

さ」を考え、日本を変えるプランをつくる。今

それが求められていると思う。

勝った負けたのマーケテインクだけでは寂

しい。もっともっと大きな、本質に迫る課題が

ある。
佐久間男二

体制wowow
会長

コラボレーション
道具は使いこなせるか¥料理はつくれない。 マーケテイングガ、人間心理に対する科学

現在40歳以下の生活者にあてはまる指摘で 的作用の工夫や発案であるならば、素材と料

ある。この傾向l去、今後ますます鉱大し厚い層 理と調味料と飲料、そして酒では。

になってゆくだろう。二杯酢はどのようにつ

くるんですか?三杯酢は何に使うんですか。

ビーjしを飲み込む喉の音とビール名だけの

CFでは、これ力、らの消費者に訴える力にと

ほiしいだろう。青空の広ガる晴れの日は、焼き

鳥を食べなガらビーjしを飲むCF。雨の日は、

枝豆ガビーJしに良く合う風景のCFガ販促手

段としての広告に効果を与えてくれる。

「コラボレーシヨン」広告の場面に、販促演

出に、コラボレーシヨンとして商品Aに商品

Bを組み合せてプレゼンテーシヨンする手法

ガ必要になってきた。特に食品や飲料、酒の分

野では顕著である。

佐々木順一
側販売促進代行

代表取締役社長
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様々な順応の仕方

環境ガ変わると誰もが戸惑う。し力、し、いつ

のまに力、順応している。今の仕事に就いた時、

iV6JもiB' zJも知らず戸惑ったが、今

ではウンチクを援露するほどである。また、コ

ンサートガ始まるとお客さんが立ちっぱなし

なので、最初は戸惑ったガ、今ではお客さんが

座っていると物足らない気がする。

一方、なかな力、順応しない場合もある。ビー

ル会社時代、アメリカ最大手メーカーでの研

修後のパーティの乾杯時にグラスを探してい

たところ、アメリカ側メンバーに「グラスは使

わず渥だけで乾杯Jといわれ戸惑った経験が

ある。日本ではさすガに温から直接飲む人は

少ないが、缶ビールの場合、家庭でも缶から直

接飲むのが、あたりまえになりつつある。しか

し私の場合、相変わらずグラスに注いで泡を

楽しみながら飲んでいる。

それでもなにかのきっ力、けで缶力、ら直接飲

むようになるのだろうか。

佐藤博

側横浜アリーナ

代表取締役社長

人生も会社も棚卸しが必要

早いもので4年に渡って販売会社の標準業

務システムの導入をしながら現場に立ってみ

ると、会社は時として資産の棚卸しをしなけ

れば、と痛感する。人間の身体も 1 年に 1~2

回は定期検診を行ない、チェックをする。車も

車検という制度によって、車のメカ二ックを

点検する。経営も同じと思われる。昨今、経営

手法でBSC (バランス・スコア・カード)に

出逢う。財務、顧客、業務、人の学習といった

4つの視点によって、経営のプロセスと目標

を統合してみていく手法であり、多く会社が

導入を始めている。その中で大切なことガ、各

部門における自社の資産の樹釦しである。そ

の上にたって、何を捨て、何を改善し、何を加

えるかということである。人生も同じように

思われる。そろそろ還暦、定年を前にして自分
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自身の棚卸しをしなくてはと思い、整理・整頓

を始めているところである。そのためには、ま

ず、何を捨てられるかである。思い出も過去の

栄光も・・・。
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圏内総消費

国内総生産GDPIご対応する園内総消費と

いう指標ガあっていい。金額では毎年変動す

るガ、財やサービスの量としては一定量に達

した後「総廃棄」の増減分だけ泡滅するだけに

なる。国民総廃棄ガリユースやリサイクルに

よって最小限量になれば国民総消費量は静態

的になる。だガ現実は、園内総消費量を遥力、に

上まわる財やサービスや情報ガ生産され「総

廃棄」をひたすら港大させている。国民の消費

力は限界に達しているから、低価格にしよう

と、売れる総量は廃棄量を増やさない限り僧

えない。薄利多売はいま、適正価格の財やサー

ビスを型車滅させるだけでなく薄利多売商品そ

れ自体を、暴走を始めた旅胤さなガら自;威に

向かわせている。フロンティアを失った時、持

続不可能な発展としての大量生産大量消費シ

ステムはそのようにして終わるのだ。中国で

「物語」ガ再演されているが、やがて持続の不

可能性ガ明確になっていく。いすれにせよ残

された道は「量力、ら質ヘ」の転換しかない。

佐野寛
側モスデザイン研究所
代表取締役社長

ケメコ通信VOL.424 2002/9/27おやかまっさんと‘す

プライベートメーjしマガジン.ケメコ通信 ターのコメントにあっと言う聞に多数のレス

なるものを昨年の 1/17の阪神大震災の記 ガ集まる。毎日ガ白からウロコの連続だ。過去

念日に配信始めて1年8ヶ月 (618日)にな に蓄積した経験や成功事例ガ全く通用しない

る。正確に2002年9月27日現在で通巻 新しい流れがさらに加速しているのを喜びを

424号。 618日-:-424号=1. 45目。 持って受け止めたい。

3臼に2通の計算だ。

ケメコ通信は50半lぎのおっさんが京都の

西陣にあるケメコはうすなる町家ですごすぶ

っ，3¥つ独り言を書き綴つては、一方的に送り

つけるメーJしマガジンだ。配信数は毎日約7

50。ネットコミュ二ティの特徴の一つに

オーブン・ネットウークガある。参加者は全く

出入り自由だ。配信を停止してと力、友人に

送つてなど毎日連絡ガ入る。中身・内容(コン

テンツという言葉では言い表せない)ガすべ

てだ。掲示板もチヤツトも無いが津田フィJし

津田好宏
漂白事務所

代表
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緑と木の国づくり

紛れも無く、私たちは動物であり、森から出

てきたイノチ有る生き物である。自然界に住

み、見えない自然界を含めた多種多糠な仲間

と共に暮らしている。

この至極当然の事実を、私たちはいつの間

に力¥忘れていないか?

いくらコンビューターが発達しょうが自然

界の産物である人闘が生み出すモノには自然

界に勝るモノは無い。

日本人の多くはモノより心の豊力、さを求め

だして久しく、楽しさ、美しさ、美味しさ、満

足感や奉仕の喜びに自分を感じ出している。

急速に99む少子高齢社会は国の有り織を根

底力、ら変えて行く。日本の文化は動から静ヘ、

高度技術を駆使し、生活の質は高まり、新たな

る出会い、繋ガり、融合ガ始まろう。

2 1世紀の日本の姿は「緑と木の美しい包」

と私はイメージしながら行動開始。森林は人

聞を必要しないが、私たちは森林無くしては

生きられない。

津登 信子

側ライフ・カルチャー・センター

代表取締役

地上波テレビのデジタル化促進ヘ
衛星放送(BS.CS放送)I去、出界に先ん

じて、デジタル化を進めてきたが、多くの視聴

者が日頃親しんでいる地上波テレビのデジタ

ル化は思うように進んでいない。

アナログ周波数を変更するための対策費1

800億円を国費 (電波利用料)でま力、なう方

針ガ決まり、03年2月から実際の作業ガ始

まることになったガ、アメリカのようにデジ

タんのためのチューナーを付設しない大型テ

レビは07年からは生産してはならないとい

うような大胆な政策はとられず、11年7月

には全面デジタル転換という計画ガ実現さき

るかどう力、危ぶまれている。

そのため、アナログ・ハイビジョン放送を0

7年に打ち切るという案も決められず、メー

カーもアナログ受信機の生産停止時期も決め
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ていない。アナログ力、らデジタルヘ変革する

未曾有の大事業を促進するため、政府、放送事

業者、機器メー力ーは積極的に取り組み、視聴

者の理解と協力を求めるべきだろう。

志賀信夫
放送批評懇談会

理事長



ある実務家の最近

50歳になってしまった。20歳の時見て

いた50歳はほほお爺さんだった。今の自分

もあの時のあの人に見えているのだろうか。

親しくさせていただいているODSの山口さ

んはこのt!t代の人を「サード工イジ」と呼13¥0

前よりはかっこよくなったけど自分にはしっ

くりこない。まとめていわれることに抵抗ガ

ある。企業のφでは管理職としてマネジメン

トの仕事が増えてくる。首の50歳は器用に

スタンスを変えマネジメントに傾斜した。

我々の世代は何時までも今までやっていた

「創造」するごとへの情熱は冷めない。だ力、ら

両立で仕事は増える。こんなことになってい

る友人ガ周りに多い。時代は専門性を問う。

我々の世代は途中から急激に発展したマーケ

テインクという考え方に同調レ、少しマーケ

テイングにかぶれた世代。次の世代のために

出来ることは、若い世代ガ新しい機輸を見つ

けてきた時、少なくとも判らないという状態

に陥らないこと(決して我々の上の世代への

皮肉ではありません?)。もうちょっと頑張れ

ば日本の企業も面白くなります。みんなもう

少し創造への現役でいましょう。

首麓由憲
キリンビパレッジ側
営業本部営業部長

デジタルとアナログの融合

我々印刷業を含め、多くの業界では日常作

業の大半をデジタルに依存している。その織

な中、制作物の確認作業は経験豊かな人の力

(アナログ)に助けられている。デジタル時代

の恐ろしさは、この様な体で覚え身に付いた

経験豊かな人達の存在や、その技術ガ伝承さ

れないで、少しずつ消滅していくことにある。

極端な考えだガ、デジタルを便利、アナログ

を不便という言葉に置き換えて日常生活に当

てはめてみた時、どうしても不思議でならな

いのは、車ガほとんど走らない裏道にまでア

スファJしトガ敷き詰められていることだ。決

して苔を懐かしむのではないガ子どもたちに

とっては、土はもってこいの遊びの場であり

工夫の場である。便利になるからこその代償

だ。加えて環境問題は重要な課題であり、これ

らのことから私たちはデジタル対応に取り組

むことと同時に、アナログの重要性を再認識

しなければならない。

現在、私自身は、周辺のアスファjし卜を剥が

したい衝動に日々駆られている。

菅野潔
暢興栄社

代表取締役社長
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脚下照顧 VI
<コーポレートブランドvsプロダクトブランド>

「ブランドマーケテインク」の必要性につい

ては議論の余地のないところだと思う。でも、

本当に「ブランドマーケテインク」は理解され

ているのだろうか。「コーポレートブランド」

のみに依存している場合、一旦ことがあると

一夜にして会社ガ崩接する危険性がある。こ

のことは既に実証された。

先行き不透明な時代にあって、したたかに

生き延びて行くためには「コーポレートブラ

ンド」と「プロダクトブランド」とのバランス

ガ肝要である。意図してか意図していない力、

は別として、これも最近実証されつつある。

本来「プランデインク」とは、一見して判別

不可能な牛達の所有者を識別するために「印」

をつけだことから始まった。

「ブランド」を育てるためには「役資」しな

ければならない。「投資」なしには「ブランド」

は生まれないし、育たない。その意味で、研究

開発投資と全く同じ位置をもっ。グローバル

の時代のいまこそ「ブランドマーケテインク」

ガ必要だと強く感じている。

杉山慎策

制日本口レアル

取締役副社長

おじさんの登山帽、おばさんの長スカート、先生のスタンドカラー
「当也いらないもの列伝」なら、駅のうるさ ターの皆さん、21也紀初頭の日本の中高年

いアナウンス、過剰包装、パーティのコンパ二 offファッシヨンを、こころあるメーカーと

オン、二世三世の政治屋議員、東京都のカラス いっしょに考えてみませんか。そこそこお金

対策、外務省役人の作文・・・等々すぐに 10 をもっているこの層の市場には、ウォンツも

O個は列挙できる。しかし、なんと力、ならない ニーズも、ぎっしり混在してつまっているの

力、と思うのは、この文のタイトJしの三態だ。中 ではないか。

高年時代の主役たちの offファッシヨンは、

冴えないワンパターン。観光パスの発着所に

行けばすぐわ力、る。また、ネクタイしたくない

からスタンドカラーのシャツにするセンスも

どこかわびしい。TVのワイドショーなんか

に出てくる先生たちは、何故かほぼこのシャ

ツだ。

ファッシヨンの off化は、人口構成や仕事

環擦の変化からいって、いよいよこれからが

本番。でも、ビンとくるウエアガない。マーケ
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鈴木忍
側工スツ一
代表取締役



専業主婦を観察していて・・・「芸術」を売れ

腹を悪くしてこの1年半ほど家にいること である。TVの芸術番組ガ増えていて、一定の

ガ多い。妻とこれほど一緒に時聞を過ごすの 視聴率ガ取れる時代である。これからのキー

は初めてである。妻を専業主婦の一人として、 ワードは「芸術」だと思う。

つい観察してしまう。妻は浪費家ではない。し

力、し、新しいレオタードを買い、ドレスを買

う。レオタードに合わせた靴を買い、ドレスに

合わせたアクセサリーと靴も買う。なぜなら、

ジャズダンスとコーラスをやっていて、その

発表会があるからだ。これを見ていて、棄に和

服を貨わせるのは簡単だと思った。蓄やって

いた茶道をまたやらせればいいのだ。妻の行

動を見ていると、単品の「モノ」を買わせるた

めのマーケテインクの限界を感じてしまう。

かつて「モノ」を売るな「習慣」査売れとか

「文化」を売れといわれたことガある。今は、

モノを売るな「健康Ji安全Ji芸術」を売れ

住谷宏
東洋大学

経営学部教授

お客様からの信頼回復を

2 1世紀に入って食品の安全性を問われる

問題ガ次々に発生した。その問題発生の根源

に行政の対応力・危機管理の白さがあったと

思う。では、どんなことがあったのか。ますー

っ目l去、BSE(狂牛病)の国産牛肉買上事業

を巡るもの。二つ目は、日本で使用を禁じてい

る農薬問題。三つ目は、無認可の添加物。四つ

目は、中国野菜の一部から基準以上の残留農

薬、と食品の安全性を裏切ることば力、り。この

中で行政はメーカーの不正による責任を厳し

く対処した(一部では、企業の崩壊)。 しかし、

根源である行政は責任を回避している、と私

は思っている。一方、台所を預かるスーパー

マーケット (SM)は、消費低迷に拍車を掛け

られ、お客綴力、らの信頼を失い力、けている。こ

の信頼を回復させる為に、SMI去、安全な食品

(有機、減・無農薬、無添加等)を提供し、安

心してご利用いただける庖にする努力ガ出来

るかが「キー」になる。

関口悦功
側ウィズ

営業本部取締役営業本部長
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「間(ま)Jと「ゆとり」について想うこと
花火の閤 (ま)ガ「ゆとり」の語濠と聞いた

ことガある。江戸の夜の大川端を観想する。

人々が河原や屋形舟で花火を待ちなガら世間

話を弾ませる。そのうち、ドーンと頭上の虚空

で大輪の花ガ咲く。人々は上空を見上げ、ある

ものは口をあけたまま、あるものは酒の杯を

持ち感嘆の声を上げる。そして、次を待つ。虚

空を見上げたまま。間もなく次の大玉ガ圧倒

的な迫力で皆の視線と感嘆の情を虚空に吸い

上げる。

止目したいのは、花火ガ上ガるまでは、噂

話、顔見知りとの挨拶など世間のしガらみに

人々は絡まれていたこと。そして、「間」は彼

らの肩の凝りをスーツと消すような「ゆとり」

を生み出しているということ。 日本の伝

統芸能の「歌舞伎」 、「能」にも、「閤」ガ中

心的な役割を果たしている。「経験消費Ji時
間価値」などのキーワードをほぐす時、我々の

文化に内在する「閤」と「ゆとり」を迂回する

ことは、大変な遠回りだと思う。

高須修平

側マーケテインクスペース

代表取締役

高齢者の消費を元気にするマーケティング

世帯主ガ60代家庭の平均貯蓄額は 186

0万円。20代の6倍強である。貯蓄の目的

は、「病気、・災害への備えJr老後の生活資金J

等ガ主で、明るく人生を楽しむ姿lま見えてこ

ない。

一方、積極的に外出し、買い物も毎日、とい

うアクテイブな高齢者も 6-7割見られる

(当社調べ)。昨年の60歳以上の海外旅行者

数は、 236万人。マイペースな時間の使い方

で、行動力 (意欲・範囲)は衰えていない。

国内旅行、庭いじり、美術鑑賞等、いかにも

の老人趣味の提案ではマーケテインクの挑戦

とはいえないだろう。

日本の元気を支えてきた人々の活力を楽し

く引き出す、貯蓄を活性するマーケテインク

努力ガまだまだ足りないように患います。
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高橋平
大日本印刷側
専務取締役 C&  1;事業部担当



アトヨシの言葉

誰かに教わったのか、自分なりに編み出し 同じ二つの言葉でも、その言葉のどちらを

たのか。若いときには売場で、中堅になってか 先にいうかで閣く人の印象ガまったく 180

らは会社の面接時等に使っている「アトヨシ」 度、異なって受け止められる。聞く人をその気

の言葉。ここに二つの言葉ガある。「お似合い」 にさせる、そんなささいな話術にもこの時代

と「派手」である。このたった二つの言葉の組 の生き残り策ガ隠されているような気ガしま

み合わせ順序ガ聞く人の心理を 180度変え す。

てしまう。

例えば、あなたが洋服を買いに行ったとし

よう。その時に、従業員から「お似合いですが、

派手です」と「派手ですガお似合いです」のど

ちらをいわれたら買う気になるだろうか?あ

なたは会社で採用の面接をしています。応募

に来た方たちとのやりとりで「頑張りますけ

ど大変です」という方と「大変ですけど頑張り

ます」という方のどちらを採用しようとする

でしょう。

高橋富士夫
イオン側
物流統括部長兼商品流通部長

情報時代の成長分野はTheFusion(融合)
今活気のある分野は低価格競争、高級、ブラ

ンド志向、カスタムメイド・オーダーメイド、

そして The Fus i on (融合)である。

例え|式、昼食のコースガ3種類あった場合、

欲しいのはそれぞれコースの中の一部だとす

るとそれで一つのコースを作ってくれる庖は

人気ガある。自分だけの特別料理だ力、らだ。

自分のデザインにアドバイスをもらいなが

ら新たなモノを共につくるのもそれである。

そしていま急ピッチに成長しているのが例え

ば発注メーカーガ自社の独自性を生み出すた

めに共同開発してくれる受注メーカーの存在

であり、その売り方まで共に開発してくれる

売り手との3者融合 (The Fus i on)である。

つまり顧客と作り手、売り手ガ共に高付加

価値を生み出す取り組みであり、作り手|ま顧

客の数に応じた製品の種類を所持する。

この進め方は顧客の離脱化を生まず、新た

な顧客ガ自ら融合を申し込んでくる。だ力、ら、

利益もしつ力、り確保できる。

武田哲男

側武自マネジメントシステムス
代表取締役
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ブロードバンド時代のキラーコンテンツ
ブロードバンド・インフラガ急速に普及す の切り口でこの「金の成る木」を探し当てたい

る中、キラーコンテンツ不在ガ大きな問題と と考えている。

なりつつある。

ブロードバンドを利用した動機を多い順に

あげると「常時接続Jr高速化Jr安価」となっ

ているらしい。つまり「インフラ函」に関する

ことば力、りで、「コンテンツやサービス面」ガ

動機になっていないのが現状である。

今後もキラーコンテンツによる牽ヨ|ガ期待

できなければ、普及ガ頭打ちになる可能性も

ありえる。そうならないためにも、業界をあげ

てのキラーコンテンツ探しが急務であるが、

残念なガら今は誰もガ暗中模索の状態にあ

る。

個人的には、「縁々な欲望への刺激Jr究極

の利便性追求Jr新しいライフスタイル提案」

田島秀人
日本電気附

Eビジネスサービス事業部

Eマーケットサービス部主任

女性パワーの重用は国を変える
今年1月力、ら、従業員 180名中90%強

が女性で、Eつ、社長以下要職の大半を女性で

占める出版社の常勤監査役になっている。4

0年余りの男性中心の会社生活を送って来た

私にとっては異星に迷い込んだようなもの

だ。しかし、今、私は遅まきなガら女性パワー

を再認識している。判断力・行動力・体力は男

性と変わることはなく、粘り強さ・細心さは男

性を上まわり、基本的にまじめで不正をしな

い。最近でこそ政治家や会社役員など社会的

に重要な地位を占める女性の数ガ僧えてはい

るが、欧米とは比較にならない。ようやくわが

国でも、若い層を中心に子育てを始めとして

家事全般を分担する共働き夫婦が一般的に

なってきたが、女性が安心して社会活動を行

える環境を社会全体ガ作り上げることガ肝要
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だ。スポーツの也界でも日本女性の活躍13¥り

は日本男性を凌駕しており、女子ブロのドラ

コンの上位者は280ヤードを超える。男性

の意識の変革と女性自身の自覚、そして男女

各々の優れたところを引き出し、十分に活か

せるような社会になれば、国力は飛躍的に上

ガるに違いない。

田 中二郎
側オレンジページ

常勤監査役



長兵衛さんがいなくなった

ずいぶん昔になりますが、山本七平さんの

本に日本人の中にある「盆地の思想」を指嫡さ

れていたものを興味深く読んだ記憶ガありま

す。非常に熱心でいつも情報分析を欠かさな

い優秀なお百姓さん、例えば「長兵衛さん」ガ、

明日田植えをするらしいから家もそれに習っ

て明日田植えをしよう。全てに亘って長兵衛

さんを真似るという考え方だったと記憶して

います。同じ盆地の中なら天候やその他の条

件もそれほど変わらないわけで長兵衛さんの

稲作プロセスをしっ力、り真似ることや、また

同じように出来る技術や根気も立派なマーケ

テインク技術でした。長兵衛さんガいなく

なったときは第二の長兵衛さんを探せぼよ

かったのですガ昨今、いわゆる「長兵衛さん」

倫理観ガなくなってきたり、稲作をやめて目

先のことに走る世の中を見ると、自分たちで

若い人と知恵を出し合って長兵衛さんになら

なければいけないと考えているところです。

田中俊夫
側情報館ワークス

代表取締役社長

理想の私

先日、母校の女子大で講演をした。私ガ卒業 信じ、未開の大地を切り開いていく「熱き思

後どのようなプロセスで起業し、現在どのよ しリを持った莫のクリ工ーターガ誕生するよ

うな仕事をしていて、これから私と会社は伺 う私は舞台を創っていきたい。

をめざしているのか。そして最後にn理想の

私』の創り方」について少し語った。講演後に

学生からもらったメーjしを読んで感じたこ

と、それは、彼女たちの多くも私と同僚、他人

と違う自分を表現してみたいと思い、個性的

な仕事をしたいと願っている。しかしどうも

それはクリ工イトではなくカスタマイズ。何

もないところから組み立てていくのではな

く、既存のモノを組み合わせ、微調整するだけ

でオリジナリティーを完成させようとしてい

る。現代のモノ消費、情報収集と同じように。

取り合わせを考え、選択するところにしか「個

性」は存在しないのだろうか?自己の感性を

田中浩子
何回中浩子事務所

代表取締役
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違い消費の文化経済ヘ

工業化は同質とレヴェjしの消費で最終的に

価格競争力に着地し、情報化は先行変化力を

中軸に小口回数競争の中で類似を消費寄る。

そして21世紀に入り先進国の都市国家型消

から発し、少仲間で磨き合い、特徴を強化して

独自性を高め、限定性のφで志や美学を交換

することと考える時、 21世紀ガ個人を大切

にする人間と精神の愛の世紀へと流れてい

費の方向1;1、サービスを消費する精神価値先 く。

行の市場棒造ヘ。これらの認識が区別されず

に、統合された成熟化市場と見ていくことが

大切になってきている。一人一人ガ自らを主

人公として自分らしさを求めて社会参加を強

めていく段階は、量的指標を2番手にし、質的

指標を第1に考える経営ガ求められる。個人

ガ共通性の上に差異=r私とあなたは違いま

すね」を購入しようという、違いをエネルギー

にする市場構造を求め、社会や企業を変えて

いく時である。これらをここでは、文化先行、

経済後攻と理解すべきであろう。文化は個人

谷口正和
体制ジャパンライフデザインシステムズ

代表取締役社長

「企業組織のミッション使命」は何か!!
昨今の「企業組織」の崩壊は、誠に憂慮すべ

きものがある。その最大の要因は、本来「ゲゼ

ルシャフト機能体組織」であるべき企業組織

が「ゲマインシャフト共同体組織」に堕してし

まっていることにある。本来、このふたつは

「構造」も「目的」も全く違う。いうまでもな

く「共同体」とは、人の世の授理によってB然

発生的なつながりで生まれたものであり、家

族、地域社会、あるいは趣味の会等々である。

従ってその目的は、組織僑成員の「満足追求」

を目的としたものである。これに対して「機能

体」とは、「外的な目的を達成することを目的

とした組織」であり、企業ガ社会的存在である

ための明確な「ミッシヨン使命」を遂行するた

めのものである。にも拘らず今、多くの企業

で、この「機能体組織」が「共同体化」し、「ム
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ラ社会J(自分たちの仲間内)の論理の中に安

住し、外の尽にわガ身をさらすことを避け、そ

の結果「社会の常識」力、ら、およそ議離した「ム

ラ社会」の中で多くの企業が崩漉していって

いるのである。そこでは「経営の品質」や「企

業の倫理」という、企業存続の最もプリミティ

ブな「ミッション使命」をすら、喪失していっ

ていることは憂慮すべき事態であり、今こそ、

思い新たに「企業組織のミッシヨン使命」に患

いを至す時である。

谷口優
四日市大学

経済学部教授



企業倫理も時代と共に変わる?!
2002年、社会に大きな影を港としたの

が企業倫理の欠如という問題でした。雪印食

品に始まり日本ハム、更には三井物産や東京

電力など日本を代表する企業ガトップ交代を

余儀なくされるような事態に追い込まれまレ

た。

恐らく、「みんなやっていることだ力、らJi今
までやってきたことだ力、ら」といった甘えガ

企業全体を覆っていたのではないでしょう

か。実際にそんな白えを許してくれた時代ガ

あったのかもしれません。成長優先でそんな

ことは些細なことだったの力、もしれません。

しかし、時代は確実に変化しています。従来

のような甘い認識では世の中から退場を命じ

られてしまう時代になったのです。

社会ガ求める企業倫理のハードjしも時代と

共に高くなっているのは間違いありません。

時代の変化を謙虚に受け入れ、今一度皆さん

の行動を振り返ってみてはいかがですか。

「だって今までは許されたんだから・・・」とい

う言い訳は通用しない時代ですから。

民谷昌弘
側アクアネット

代表取締役社長

21世紀は危業から貴業への時代

最近は毎月、企業ぐるみで利潤追求と自己

保身に手段を選ばない不正ガ続発している。

情報化時代では瞬時に輝業ガ危業→棄業に転

落する。ハウツーのみで哲学ガない。哲学のな

い戦略は謀略になる。企業の目的は社会貢献

であって利益はその結果である。小生ガ昔居

た会社では見事に実現していた。お陰で定年

後 10年の人生も充実し爽快である。感謝。

今回図らずも、経済と道徳の一致を実践し

貧輝業にされた某創業者の映画に参画。エキ

ストラも体験し貴重なものを学んだ。底に資

本主義よりずっと以前からある商道ガ生きて

いる。難局ほど強く明るく元気になる。時空を

越えた普遍的価値=真理ガあるからだ。

一方、なぜか市場主義と共に急成長して来

たNPOは、個人の志で結ぼれた人達ガ社会

貢献という使命を持って喜業している。早晩

顧客という服を脱ぎ、生身の人間そのもの→

地球全生命体の立場から、企業を鬼業と貧業

に分別し、順位をネットで全世界に即浸透さ

せる。当然鬼業は急速巨大な不買に対応出来

ない。次は責業変革ヘNPOIご提燐を求める。

ここから新しいマーケテインクガ生まれる。

2 1世紀は不易の経営理念を核に新しい時

代のビジョンを創造する貧業の時代ガ来る。

所究研グンイ一アケ

昭
一
バ

隆
で

3

こ

ユ

宰

刊
ヒ
主
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老いを受け入れる

わたしはひょんなことから補聴器に係わり

を持った。今、仕事のφ核である。中級とは

困っている方々への装用を勧める立場。補聴

器を業界ではHAと称しヒヤリング工イドの

略語。読者は補聴器からどんなイメージを持

つだろう。語感から不具者を連想しません

か?この感覚ガ多くの音に苦しんでいる方々

の装用勇気を鈍らせている。社会的な啓蒙、有

名人の装用の告白など進めば市民権を持つ。

眼鏡やコンタクト装用ガ当たり前の今日、補

聴器にも市民権を得、 高齢者のみならず聞こ

えに悩む多くの方々の渇望に解決の道を拓き

たい。HAを装用する主年代は70才以降で

全体の60%。聞こえない現実こそ最大の悩

み・・ ・つまり外聞より自分自身の不自由の解

消ガ先。老いを受容する。60才代は全年代の

10%。まだ生臭い。貧搬はどの年代?私も 1

年半で60才。HAガ必要と感ずる方はどう

かご連絡を。じっくり相談に応じます。悩むよ

り即、行動。

槻谷幸英
側メガネスーパー
補聴器事業部長

新規出眉だけが能でない

規模の大小を問わず、び力、び力、の商業施設

が毎日のよう|ごオープンする姿ガみられた。

2年前の光景である。オーバーストア、デフレ

経済下で出庖ラッシユガ続いた結果、既存庖

売上は大きく落込んだ。当然、 利益も落込ん

だ。その後、既存庖売上|ま回復してきたが、つ

かの聞の春に終わる可能性ガでてきた。新規

出庖加速の動きガ再び高まってきたからであ

る。大型庖の収益性は低い。仮lこ20億円の営

業利益を稼ぐのであれば 1000億円近い売

上、1000億円近い売上には500億円~

700億円の投資ガ必要である。ただし、投下

した資金の回収は不確実である。売上は全て

を癒すという時代は過ぎたガ、売上に拘る企

業、経営者は未だ多い。営業赤字ガ20億円の

事業を廃止すれば、確実に20億円の増益要
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因となる。雇用等の問題はあるガ、段下資金を

回収できない企業には、破綻への道ガ待って

いる。利益を増やすには、投資と回収のバラン

スガ肝要であろう。

津田和徳
制大和総研

企業調査第一部 シニアアナリスト



社会起業家の時代

第2回アントレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャ

パン2002(以下EOY)の表彰式ガ、 20
02年10月8日lご青山タイヤモンドホール

で行われた。ベンチャ一企業を表彰する①ク

ロース部門、②スタートアップ部門、学術から

のベンチャーを表彰する③アカデミア部門、

社会貢献を表彰する④サボータ一部門の4部

門から構成されている。

中でもサボータ一部門は、今回始めて表彰

された部円である。9月8日に7人のセミ

ファイナリストガ選ばれ、 10月8日には

ファイナリストガ選ばれる予定であった。し

力、し、結果は、残念ながらファイナリストの該

当者はなしという結果であった。

でも、日本で社会起業家を表彰したのは画

期的なことではないだろうか?1 986年に

始まったEOYは、今や世界大会も行われて

いる。はやく日本からも社会起業家ガ世界大

会で表彰される時代を期待したい。

作物ガ量豊かな土作り力、ら始まるように、社

会起業家の果たす役割は、ボランティアから

ビジネスまでを豊かに実らせるための「社会

の土作り」ではないだろうか?

富永一夫

NPO・FUSION長池

理事長

MCEIと会計ビッグバン

「会計ビッグパンも固定資産の減損会計導 考に値します。老舗のような暖簾(ブランド)

入で総仕上げ」などと記事で書かれるように、 ガ形成されているのではないでしょうか?そ

時代とともに会計基準の考え方は変わりま うなると、MCEIの決算書はガラっと変貌

す。激変する企業の活動実態を貨幣価値に するでしょう。

よって適切に表現し、国際的に通用する決算

書を作成するためです。NPO法人の場合、数

年で早くも 1万法人に達する現状をみると、

いずれNPO単独の会計基準ガ作成されるで

しょう。空想で思い抱いてみます。NPOの活

動実態を適切に表現するには、ボランテイア

で業務運営に従事されている皆僚からのサー

ビスを貨幣価値に換算して人件費(支出)処理

し、力、つ皆織力、ら人件費相当額を寄付(収入)

として受け入れるという会計基準ガスタン

ダードになる力、もしれません(勝手な私見で

す)。また、 MCEIの永きにわたる歴史もー

内 藤 純
内藤公認会計士事務所

公認会計士
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目的と手段

このテーマは、いつの時代にも多くの人た

ちによって論じられてきた。繰返して論じら

れたということは、それだけ「目的と手段」ガ

交錯して混乱ガ生じやすいということなのだ

ろう。

たとえば企業。「暮らしに役立つ価値創造」

を目的として企業(メーカー)ガ誕生し、「必

要な資金を集める手段」として株式会社のシ

ステムガ生まれたと歴史は教えている。それ

を逆に「資本の鉱大ガ企業の目的」で「モノづ

くりをその手段」と考えだすと、作り手の価値

観ガ横行して、市場力、う感動ガ消え、購買意欲

ガ縮む。

市場に感動を取り戻すには、企業家ガ「真に

ユーザー力、ら評価される価値創造」こそ自己

の目的であることを思い起こし、「つクワクす

る商品」を生みだすことに、もっと情熱を注が

ねばならない。

金敵緩和や新証券税制といった手段の手直

しだけで、市況がよくなるものではない。

主役は企業だ。そしてその活力に火をつけ

るのは、初心に立返った「使命感」である。

中川伊志巴
元シャーブ側
常務

ハンドメイド inJapan 
来春、小泉さん宅の平ちゃんは砂沼幼児圏

に入園することが決まりました。入園となる

と通園パック、シューズケース、体操服袋、

レッスンパック、巾着リュックやスモックガ

必要です。50年前は、お婆ちゃんやお母さん

が、布切れや古着の生地で夜なべにつくって

くれました。どの子もそれガ自慢の品で、長く

長く破れるまで使いました。30年くらい前

から、それと同じ物ガスーパーで安く売られ

るようになりました。お母さんもパートで働

いていますので作るなんてことは出来ませ

ん。ほとんどは田舎のおじいちゃんが買い揃

えてくれましたガ、足りない分はお母さんガ

近所のスーパーで入園一週間前に揃えてくれ

ました。しかし入園してまわりを見てみると、

自分と同じ色の物を持っているお友だちガお
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り、ちょっとイヤな思いをしました。2003
年4月、少子化とはいえ240万人の子ども

たちが入園・入学します。240万人の市場、

手作り、手間ひま、子どもへの思い、オンリー

ワン。

長津多加生
側十字屋

代表取締役社長



団塊ジュニアとデザイン
今有望な市場は?まず熟年市場。これは分 ワードは何か。デザインだ。今家電もデザイン

力、りやすい。可処分所得、消費支出ともに多 重視ガトレンドだ。それは団規ジュニアとい

く、好奇心旺盛。 次lこ 20代~30代独身O う大人の市場を掴む必要条件なのだ。

し。パラサイトシングルも多く「自分のため」

の消費に積極的。最近目立つのガ「バブル ・

ジュニア」と称される10代前半の少女たち。

ファッシヨンセンスガよく、大人より高い服

を平気で身につける。目立ちにくいので忘れ

ガちなのが団燐ジュニア。今や大人市場の中

心的存在となりつつあるガ「掴みにくい消費

者」と評される。なぜか?この出代には物欲ガ

薄いからだ。では、消費市場として期待できな

いのか。そうではない。「気持ちよく暮らせる」

ことガ実感できればモノへの出費を惜しまな

いのだ。自分ガいる空間にモノガ気持ちよく

存在するかどうかガ決め手だ。導かれるキー

中島敏一

側小学館

情報誌編集局 チーフプロデューサー

伝統工芸を見直す

産業空洞化が叫|まれ、地方の産業ガアジア

に移る、と嘆くことはない。た力、だか100年

の歴史しかない産業は、効率というもので動

くものなのである。しかし、それ以上の歴史の

ある産業ガ動くことはない。有田や備前、瀬戸

や九谷など全国にある陶磁器の産地は健在で

あるし、輪島や越前の漆器、木曽や長野の木

工、江戸や薩摩の切子硝子、大島や結城の紬、

肥後の象眼等々、全国には数多くの伝統的な

工芸品や特産品ガある。

確かにプラスチック製の塗り物椀と力、中国

製の江戸切子だのベトナムで作られた漆器な

ど数多く出現しているが、そんなものは放っ

ておけばよい。初めは外国製の漆器の安さに

心を奪われてもやガては高級な技術に興味は

移っていくはずである。豊かな心の消費とは

そういうものである。どこの国で作られたか

わからない「黒備前」なるものを安売り屋で

買ってきた人の中から本物の備前を求める人

ガ出てくるはすである。高齢化社会、自分価値

を求める時代、そういう社会では、歴史の中に

ある伝統や智恵や現代に生きる技術ガ求めら

れるだろう。そういう意味で地方の産業はこ

れ力、らも健在である。問題はこういうものを

無視しようとする「あるところ」に存在する人

の心である。

中田信哉
神奈川大学

経済学部教授
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リパイバルからサパイパル
テレビコマーシャjしで時々 、ハッとするよ

うな懐かしい歌や演奏を耳にする。どうして

こんな古い曲ガ使われるのだろうか (古いこ

とは悪いことではない。念のためれそう語る

のは私だけではないだろう。聞いた話では、こ

れはCMディレクターの好みで決まったりす

るらしい力、ら (もちろんクライアントガ最終

決定するのだガ)、 その人の若い時代に心|こ

残った幽を温めていて、いつか使ってやろう

と狙っていたとも縫察できる。オリジナJし演
奏ではなく、 今風にアレンジされ、とても新鮮

に聞こえるものもある。

いずれにしても、人はそれぞれに懐力、しい

時とそれ|こ深く関わる何力、を持つのは、世代

に関わらず共通するようだ。それガ装いを変

えて、普遍性を持ったり、新たな価値を生み出

したりするのが面白い。音楽のt世界だけでな

く、おまけのフィギユアーなどもそうした例

に入るだろう。いろいろな分野でこのような

現象ガ起こっていると思う。

世のφの商品は、全く新しいものガ無から

生み出されることは殆ど無く、このような振

り返り発想によるものガ存外多いのではない

か。マーケテインクは人の心を科学するのだ

とすれば、リパイパんからサパイパjし商品を

探すのも、案外理に力、なっているだろう。

中野治

凸版印刷側

丁 IC事業部

「いまさら」を「いまカ、らJ'こ
私たちはついつい「いまさら」という言葉を

口にしがちだ。「いまさら000を習ったとこ

ろで」などと、現在の年令、環境、立場を理由

に免罪符としていまさらという言葉を使って

いる。しかし素晴らしい生き方をしている人

は「いまさら」などという考え方|ましない。い

ま必要だから、いま楽しみたいから000を
やるなど、自分にとって必要だ力、ら、また豊か

に生きたいガために挑戦する。この姿勢ガ大

事であると恩う。いま力、らでも遅くない。「い

まさら」を「いまから」に改めたい。これ力、ら

の人生はきびしい。負け意識を持った人聞は

どんどんふるいにかけられる厳しい時代だ。

つい日常の安逸さや忙しさにかまけて自分は

どうあるべきか、どのような人生を送るべき

かという問いをおろそかにしガちである。い
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ま力、らでも遅くない。自分の人生を設計し直

し、もっと戦略的に人生を生きなくてはと思

う。一度きりの人生なのだ。充実させてまっと

うしたいものである。

課画企クンイ一アケマ
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輸入マーケティングからの脱却

「マーケテインク」に関する書籍を本屋で探 セブトや実証研究ガどんどん発信されて本屋

そうとすると、すぐに目につくのガ、翻訳本で に翻訳本以外の本のスペース・シェアガ高く

ある。陳列されている「マーケテインク」の本 なることを期待したい。

のスペースの半分くらいは、翻訳本で占めら

れているのではないだろうかっし力、も、その

ほとんどはアメリカの原作である。このよう

な状況について、「ため息」をつきたくなるの

は私だけだろうか。

確力、に、アメリカのマーケテインク・コンセ

ブトには優れたものガ多いことは認めざるを

得ない。しかし、これほどまでにアメリカの

マーケテインク・コンセブトのシェアガ高い

のは、私も含めた日本のアカデミックや産業

界の責任ではないだろうかっとくに日本のア

カデミツクは反省すべき点ガ多い。

今後、日本発の新しいマーケティング・コン

中村博
流通経済大学

流通情報学部教授

ヘ・ン・シ・ン!その後

今年、初めてMCEIの個人会員になった

ところ、いきなり、ブレティンへの原稿を依頼

され、 「ヘ・ン・シ・ン !Jと題する文章を書

くこととなりました。

そこでは、パイン&ギルモアの「経験経済」

を読んで変身価値の重要性を認識したこと、

昨年マスターズ陸上に参戦することを決意

し、肉体改造の真つ最中だガ、どこまで変身で

きるか・・・等々のことをつれづれなるままに

述べさせていただきました。

結果、昨年11月には22.1%だった体脂

肪率を、12.9%にまで下げる肉体改造に成

功 (7)、8月30日の第23回全日本マス

ターズ陸上競技選手権島根大会、 5000m

競歩M40のクラスで3位に入賞できました

(記録は30分21秒 53)。

超二ッチな領域ゆえ、辛うじて勝ち組みに

残れたことにどれだけの価値があるのか、と

は思いますガ、変身価値について考える機会

ガ得られたと思っています。

並川耕土
サントリー側
先進技術応用研究所主任研究員
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豊かな社会への指標

構造改革論議や企業統治問題も大事だが、

目指すべき社会についての議論を忘れてし

まっているのではないだろうか。

力、って日本ではGNp.GDPのt曽大ガ目

標であった。現状は、高コスト・物価高と嵩上

げされた社会で豊力、さか'実感できない。

そこで、国民一人一人ガ、各人の所得で手に

入れられる財 ・サービスの比率を指標にでき

ないかと考えている。要は、少ない所得でも、

色々なことガ楽しめる社会である。

これは企業経営では、売上や利益でなく、経

営資源からどれだけ多くの社会的・経済的価

値を生み出せるかになる。商品・サービスに限

らず社会貢献も含まれるべきである。資源を

有効活用する智恵の価値ガ間われる。すると、

外部資源の活用のための協働、そして経営の

オーブン化や透明化ガ促されるだろう。

政府分野では、少ない税でどれだけのサー

ビスを提供できるか。社会基盤の充実と低コ

スト化も大切である。特に輸送・交通と通貨。

これはコスト高社会から脱却する鍵である。

他にも色々考えられるが、指標を変えると

モノの見方も変わり、結果とレて行動も変

わってくるのではないだろうか。

楢村文信

P&Gフアー・イースト ・インク

ECRネットワーキング・マネージャー

ところ変われば?

2000年にシド二一五輪で我々を大いに

楽しませてくれた女子ソフトボーjしの日米戦

を横浜で観戦する機会ガあった。

試合は1点を争う好ゲームであったことは

いうまでもないガ、目を引いたのは実は試合

前の練習である。野球を知る人は試合前の

シートノックは殆ど同じ情景を思うに違いな

い。しかし今回見たのは全く違った。日本は宇

津木監督ガベンチを出るなり歩きながらノッ

クを始め、速射砲の如く打ち出されるボーjし

の流れは芸術的ともいえる感動的なもので

あった。一方、米国は守備位置につ力、す、横方

向前後2列に並んだ野手に対し、比較的簡単

なゴ口を緩慢に打つだけである。既成概念で

見るならどちらも驚さの内容であるが的を射

た練習方法なのだろう。
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教科書のない時代といわれ久しいガ、相変

わらず隣を気にしなガら先例を求めようとす

る中、 「た力、ガソフトボーJし、されどソフト

ボーjし」である。

難波好文

側イトーキ

市場別営業本部販売推進室室長



ネットバブルの崩擦とネットコミュニティへの熱い期待
インターネットの活用によりネットビジネ テイを僑成寄るメンバーの共同の意思」であ

スは流通経費など中間取ヨ|コストを限りなく るといわれる。「ネットコミュ二ティ」は企業

ゼロに近づけることガできる。とりわけ日本 と生活者双方に対して価値を創造し、ビジネ

は流通経路ガ複雑でそのビジネスチャンスは スを継続的に発展させる大きな期待をもたせ

大きいと考え多くのネットベンチャーが市場 る。

に参入した。し力、し、その殆どは失敗に終わり

ネットパブJしは崩援した。情報コストは下

ガっても新取引先の信用や品質チェックなど

全体の取ヨ|コストは下ガらなかった。それだ

けではなく市場への参入ガ完全な自由競争で

あり、優れたアイデアは模倣され、それを超え

る知恵ガグローバルに続々と生まれ、長期的

な成長ガ期待されるビジネスモデルは一部の

企業だけガ享受している。

そんな中でネットビジネスの拠り所は技術

でも市場でも経営資酒、でもなく「コミユ二

二宮欣司
側ネットワークコミュニティクリエイション
顧問

IT不況とIT革新

IT産業は長らく時代のろう児であった

ガ、今は景気の牽ヨ|力となっていない。これが

IT不況である。かつて米国では二ユー工コ

ノミーの代名詞であり、生産性向上に大いに

寄与したと称えられていたのだガ、近時は泡

沫の夢である。

しかし、|丁革命ガくたlぎり、景気の支えと

ならずとも不変なのは|丁の継続的革新であ

る。ハードは 10年に百倍、通信は10年に百

万倍の性能向上である。ソフトは次々と新し

いパッケージガ登場している。統合業務用の

ERP、SCM用の需要予測、顧客管理のCR

M、FSP等多彩である。だガ、思ったほど普

及していないのガ実態である。

ハードもソフトも所詮は道具である。導入

するための基盤整備ガ不十分では|丁も活力、

されないのである。取引や業務の改革とか標

準化の浸透ガ不可欠である。 ITも参画する

小売の仕掛けたメーカーとの直取引が注目さ

れる所以である。公明正大、E恵の精神で取り

組まれることに期待したい。

沼本康明
日本電気制

第三ソリユーシヨン営業事業本部

工グゼクティブコンサルタント
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額に汗して亡国を救う

額に汗することを嫌い、モノづくりを忘れ、

フリータ一、パラサイト成人ガ溢れる目を覆

うばかりの日本の惨状。この国に明Bはある

のか。

気がつけば、伎界一きれいでおいしかった

空気と水は汚れ、食糧の自給率は40%。エネ

jしギーの自給率に至つてはわずか8%。これ

ガ子孫に残す祖国とは嘆かわしい。

国の基である農林水産業は嫌われ過疎地と

なり、日本の発展を支えたモノづくりは中国

をはじめとするアジア諸国に奪われ、空洞化

してしまった。結果は350万人とも400

万人ともいわれる失業者。

蟻とキリギリスのキリギリスになる前に、

日本の風土にあった農林水産業に、そして、勤

勉、敏密を生かした製造業に、もう一度額に汗

して取組む時代がやってきた。外国任せの生

活で、安価と安全ガイコールではないことに

やっと気づいた日本。

フリーターもパラサイト成人も働きたい失

業者もいっぱいいるぞ。道はある。

野中信夫

特定非営利活動法人MCEI
専務理事

r，切哩1α滑ンョ夙勝見切淵ト永久l議促済成尉IJ尻島が
日本の基盤ガ箔らいでいる。食の安全や品

質・サービスへの不信、老後や健康・収入への

不安。そして購買力の二極分化が加速してい

る。今売れているのはブランド品かr1 00円

商品」に代表される廉価品。相通じるのは「空

洞化」。

一方、中国では文化生活を目指して高成長

ガ続く。発展途上国の高成長と先進国の便利・

快適を両方とも保証できる資源は地球にもう

残されていない。モノガあふれて不況ガ続く

日本で、無理に「売れる商品」をつくることは

ない。

いま企業に求められているのは存在価値を

世に問うモノ作りと企業姿勢、そして説明責

任。空洞化で園内購買力を下げるのではなく、

国内の労働力で必要なものだけを必要な量だ
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け提供して尚Eつ存続できるマーケテインク

だ。

基本に戻って安全・環境・健康・品質を保証

する「教育」と「国内自給自足Jガキーワードに

なる。

信田宜司
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なぜ、海外モノばかりが流行るのか!?
菓目、葉大手出版社の編集長と飲みながら、

氏ガふと先の一言を発した。たしかに巻では、

上海旅行に一口鮫子のブレーク、台湾で人気

の露底、香港デザートにベトナム麺、はては京

都祇園にコリア街ガ出現したり。「日本の文化

はどうなるのか」と憂う気持ちもあるが、ここ

は逆転の発想で「これぞ、元気のない経済再生

の起爆剤 !Jと明るく歓迎の意を表するべき

だ、と思った。

理由は二つ。①近代日本は海外の文化を貧

欲に吸収し、独自にアレンジし改良するとい

うソフト開発で成長した。その現代版の好機

だ。②いかなる時代も新たな人・物・情報・文

化の還流ガ創意と発展のエネルギーだ 1

でも、諸手を挙げて喜ぶのは尚早かも。「目

立つのは、アジアの街角のフィンガーフード

(野食)の、まんま直輸入ですね」

安くて楽に腹さえ膨れればOK?日本人ガ

愛し、企業の強みであった潤いや付加価値は

無用な時代力、?最後は少し暗くなった。

野村正樹
野村オフィス
代表

ノツキングローラー
「ノッキングローラー」この言葉で、マン くサービスに転化し「解決策」としてご提供

シヨンの販売に関して地元エリアにおける市 することか.出来れ1式市場は私たちを常に必

場調査情報の提供を指定役務とする商標登録 要としてくれるはすです。

を提出しました。地元住民から「住」につい

ての各種情報を取得し、商品力評価の参考と

します。また、その工リア特性や地元住民の

ライフスタイルを参考にして、顧客層の感性

に最もフィットする販売戦略の参考にするの

です。市場で一番力を持つ立場にあるのは

「個人としての」お客織です。個人、家族の

価値観を把握せずして成功できるビジネスモ

デjしは描けません。従来からの飛込み営業で

はなく「直接聞くこと」に意味をもたせ「弊

社の強み」として活用するために「ノッキン

グローラー」という言葉を大切にしようと考

えています。絶えずお客僚の声を聞き、素早

橋長達

側ライフステージ
常務取締役
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子供と魚

退職後、小学校で、魚ばなれをいわれる子ど

もとその母親に、お魚の正しい情報を伝える

仕事(ボランティア)の手伝いをしている。魚

の知識、魚の料理実習、魚を取り巻く環演な

ど。

業務ガ軌道に乗り始めたのはここ数年。学

校で生の魚を扱う、児童に出刃包丁を握らせ

るなど、けんもほろろの時期を過ごした先人

の苦労ガ実り、希望ガ殺到。

日本各地の漁協・自治体の協力で、獲れたて

の生の魚を背負って上京しだ漁師の奥さん、

浜の母さんたちの指導で勉強会ガスタート。

鯵でも秋万魚でもない「開き」という名の魚ガ

泳ぐ子どもたちの世界、子供より飲み込みの

悪い母親の包丁捌き。尾頭付きの魚に目を輝

かす子ども、はらわたに悲鳴をあげる母親。一

つ一つガ浜の母さんたちの懇切な指導で・・・。

形こそ悪いガ出来上がった料理はおいしさ抜

群。

母親からの礼状「我ガ家の食卓に魚料理の

回数ガ憎え・・・」

子どもの未奮に、魚と海の未来を託し・・・。

SLOW FOODSの原点。

食糧難の予想されている次世代で、日本の

持つ数少ない資漉だが。

長谷川嫡
ウーマンズフォーラム魚

事務局

現在のマーウテインクlま消費者のハ→を捉えてゆか
マーケットガ成熟し、グローパル化し、デフ

レガ進んでいる今日、消費者を満足させる効

果的なマーケテインクか.行われているだろう

か。少し立ち止まって、本貨をレビューする時

期に来ているように思われる。例えば、

1 .消費者の意識、行動を的確に調査で測定

しているだろうか。関与度の低い商品につい

て、必要以上に、自社商品のイメージ、態度な

どを聞き、平気でデータ加工して、社内で堂々

と使っていないだろうか?

2.消費者調査を、本来のマーケテインク・

アクシヨンに使うのでなく、いまだに、社内の

説得用や担当者の一方的な仮説の検証に、

使っていないだろうか?

3.広告から発信される膨大な情報は受手

の消費者に本当に役立っているのだろうか?

49 百人百語2∞3

広告そのものをどれだけ必要と思っているの

だろうか?

4.数多くの新商品ガ毎年開発されている

ガ、これらは本当に消費者ニーズに合ってい

るのだろう力、?

等、いろいろ疑問ガ湧いてくる。技法に溺れた

り、重要な課題を先延lましするのでなく、基本

的且つ本質的な問題解決のために、新しい

マーケテイングを組織的に取り組むべき時期

に来ていると思われる。

畑中善機
側消費者行動研究所

常勤顧問



コミュニティウエア

最近、コミュ二ティという概念ガこれまで 妙に面白がられるサイトを仲間と作った。こ

の地域コミュ二ティという意味から鉱張した れはコミュ二ティウエアと呼んでいる。興味

意味で使われるようになった。「コミュ二ティ のある方は下記のサンプルのホームページヘ

ビジネス」 、rJ¥ーチャJしコミュ二ティ」等で どうぞ!

ある。これにはネットワーク社会ガもたらし 多摩人物園 :http://www. tnt拘 net.co. j p/ 
た、新しい「人の繋がり」のあり方への注目ガ jinbutsuen/ 
あるのだと推測している。またシリコンパ

レーに代表される起業家を集中的に排出する

場所には、必ずその土壌となるビジネスコ

ミユ二テイといえるものがある。

私はコミュ二ティというものの持っている

効用にもっと着目することで、今の巳本の閉

塞状況は解決できるのではないかと勝手に考

えている。そして健全なコミュ二ティを醸成

するツールを提供することで、社会に新しい

価値を創出できればと思い「人物園」という奇

羽田野二稔
アプリケーシヨンプラス側
代表取締役

流通外資の進出と対応

バブルの崩媛後、流通外資の進出ガ続いて 全体の過去からの課題についても合わせて見

います。園内流通関連企業は仏国の化粧品、英 直しなガら外資流通対策ガ進められていま

国のドラッグチェーンの早期撤退はあるもの す。「黒船来襲」を受身ではなく前向きにかつ

の世界最大流通業の進出予測に警戒を強め、 加速した対応による各企業の底力を感じま
こそいって欧州・米国への視察研究を強化して す。

います。

視察現地では製配販が日本の共通の課題と

して意見交流を活発に行っています。また流

通外資の日本での展開については各分野で幅

広い予測ガされその是非論ガ盛んで、外資流

通の方式を手本として日本市場用に翻訳した

対応、逆を行く対応、独自路線、さらに外資流

通現状力、ら新たな展開を想定した予測と対応

策も分力、れています。今回は、流通コストの分

析と明確化、日本独自の取引慣行の見直しな

ど前向きに検討が進められており、企業活動

早川和男
側資生堂
ロジステイクス本部
物流企画部次長
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合成の誤謬

今、也の中て"起きていることの根源は、いわ

ゆる「合成の誤謬」ガ惹き起こしている矛盾と

の混乱ではないだろうか。

政府レベJしと企業レベルを直接比較するこ

とには問題があるかも知れないが、前名で起

きていることは、例えId:'、金也監督庁ガ金融安

定化のために微に入り細を穿ったマニュアル

を作り、財務省ガ精敏を極めた税制を作って

いくことには全く敬服するガ、経済活力の源

泉となっている企業の体力を弱めていくこと

にもつながるのだ。

企業レベJしでは、企業のコミュ二ケーシヨ

ンを行う宣伝活動ガ、マーケティングの技法

によって方向を見失い、 GRPのような代用

数値ですべてガ決められていく。

一体お客さまはどうなるのか。販売庖はど

うしたらよいのか。

販売と消費の原点で把握しない企業経営

は、国民の活力査削ぐ政治とどこかで共通し

ているように思うのだガ。

福原義春
側資生堂
名誉会長

今こそ、マーケティングを単純化しよう

力、って 10年程商品開発に携わり、しばら

く離れていた私ガ、何故か3年振りに復帰す

ることとなった。久々にこの仕事をやってみ

て、今更ながらに「商品の魅力、というものは

作り手の自信と新しさにつきるな」と日々実

感している。いつの時代も、作り手が絶対の自

信を持ち、被群に新しい価値を提案すれぼ、お

客様は必ず心を開いてくれるからだ。

教科書によれぼ、マーケテインクのベー

シックな定義は「お客織の欲しいものを察知

して、作り、運び、買ってもらう事」とある。

しかし、力、つてないモノ余り時代に生きる今

のお客僚は、自分で「欲しいものを察知できな

い」のが特徴。いかなる調査を以ってしても、

ほんとうの答え、は得られない。そんな先の読

めない時代だ力、らこそ「強い意志」で「真の新
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しさ」を備えた商品やサービスを、思い切って

展開していきたい。単純で、分かりゃすく、説

得力のあるマーケテイングの実践。それが今

の私の、当面の目標である。

舟渡知彦

キリンビール側
酒類営業本部マーケテイング部

商品開発研究所 リーダー



優先課題

人ガ老後を考えて購入しだ株や不動産ガ総

崩れした。藁をも掴むつもりで購入した「半年

で倍になる」ような眉唾的な投資も、やはりそ

うだつた。それでは、手堅いはすの老舗雪印や

東京電力の「安定株」はどうか。国債を購入し

ても元本割れの恐れがあり、銀行に貯金して

も雀の涙の利息も付かない。やけっぱちで賀

沢し松坂牛を食おうと思えばそれも実は輸入

牛だった。

不況を打開するためにはいわゆる景気対策

を優先する力、それとも僑造改革を優先する

か。議論は色々あるガいずれも焦点ガずれて

いる。まず最優先すべき課題は消費者と企業、

有権者と政治家、従業員と経営者、先生と生

徒、老若男女、あらゆる層の信頼の回復だ。信

頼なさ経済は立直らない。信頼なさ社会lま崩

壊するばかりだ。商品やサービス販売を考え

る前にまず信頼僑築をといいたい。

F.ウレマン
側ジャパン・リサーチ
代表取締役

しんかくちんの傘をさす

流通業の驚異的発展によって、いつでも、ど な商売環境の中 『新確珍(しんかくちん)j]の

こでもモノガ手に入る環境を創ってくれたこ 傘をさして乗り切ろうではないか。

とは建しい。し力、し、オペレーシヨンの関係力、

らメーカーの想いより売りやすい商品で溢れ

た。商いと品ガ分離し、価格に焦点をあてた商

品開発によって、「品」ガなくなった。顧客は

珍しいモノや限定品などを探否。しかし、これ

らはコントロールガ難しく、小メーカー、数庖

のブランチを持つショッブのみに許される。

顧客の志向ガどんどん複雑化し、 NEWを産

み出すことは至難の授。今なすべき、できるこ

とは従来の商品に「新しいJr確力、なJr珍し

い」、この3つをアンプレラに商品・価値・価

格をMDし、そして流通はサービスやホスピ

タリティ開発の頭に付けて編集する。再度基

点に戻り「商い」と「品」を融合し、天候不順

本多彰人
制アナザーワン
代表取締役社長
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ウォークマンの初期マーケティングから学ぶ

今から 20数年前、ウォークマンガ世に出

た。本社企画の仕事をしていたので、井深さん

のアイデア創出段階から、ほとんどに立ち会

うことができたのはラッキーであった。井深

さんが持ってきた試作品を盛田さん視聴の瞬

間のうれしそうな顔。商品企画立ち話での口

を尖らせてしゃべる盛田さんの真剣な顔。商

品企画、広告予算、生産会議等。

こんなものは売れない、また始まった殿の

道楽を止めよう、と根回しに動き出した本社

予算担当企画部長の顔も真剣だった。社長・会

長発案プロジェクトでも、広告予算ガ十分付

かないのがソニーのカルチャ一。発売当初は

お金の力、力、らないパブリに特化することにな

り、我々若手l去、ユニークなヘッドホーンをつ

けて、群れを成して山手線を何時間も乗り回

したり、後楽園で目立つように座ったりした。

C8Sソニーの歌手ガTVで口コミを始めて

流れガ大きく変わりだした。お金をかけない

「志」のキャンベーン、大切です。

前田昇
高知工科大学

大学院起業家コース教授

食の(商晶〉ブランドを考える

これだけ生活者の要求が多様化している中

でわれわれメーカーが提供している製品l去、

生活者の選択肢の幅を広げているのだろう

力、?毎年多くの新商品ガ生まれ、消えて行く。

そこには常に、わが社の製品は、厳選した原材

料を当社独自の加工技術で提供しているのだ

力、ら、お客僚に喜んでもらえないはずはない

という窃りガ潜んでいる。例えば「冷凍食品」

の場合、お客僚の二一ズは、その時その時で異

なっている。ある時は安く買いたい、ある時は

献立を代わって考えて欲しい、ある時は、とに

かくお腹を満たすためすぐに食べだい、ひと

手問掛けて美味レいものを食べたい等なので

あって、決して厳選した原材料を当社独自の

加工技術で開発して欲しいということではな

いことに気づく。(勿論、前提として、安全な
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ものを食べたいがあるのは当然だが。)従来の

マーケテインクでは、ボリュームゾーンを

ターゲツトに、選択の輸を昼食、弁当、スナッ

ク、夕食等食シーンに置き、ヨコに商品ブラン

ドを展開してきたという反省ガある。これか

ら必要なことは、多緩な生活者の価値観に対

する選択肢を婚やすため、タテの精造を作る

ブランドガ必要なのではないだろうか。

増尾朗

側二チレイ
営業企画部

企画開発グループリーダー



本物づくり

パブjしの崩壊以降、売上作りのベースガ

ロープライス戦略になっている。どの業種に

おいても生産墓地のグローパJし化により、そ

こそこ良いものを安く提供できるようになっ

てきている。生活者も選択眼ガ確かになって

きているので、単純に安い物志向ではないガ、

使用頻度の低い物、こだわりの無いモノにつ

いては低価格品を消費している。

いつの世も、価格訴求は強い。しかし、流通

を中心としてプライス戦略に頼りすぎていな

いだろうか?或いは流通ガ強くなりすぎた弊

害かもしれない。結果として、メーカーも、流

通も売上ガ立たず、利益も出ない。コストを押

さえるために人件費を中心とした経費カット

をせざるを得ない。・・・と悪循環に陥ってい

る。これは一方で高い商品を売り切る知恵や

市場創造の努力ガ足らない。まずトライすべ

きはメーカーがイ二シアティブを取り戻し、

商品の「絶対価値の創造」をしなければならな

い。商品力の強さは、マーケテインクコストと

反比例する!価格は価格に駆逐されることを

肝に銘じ「価格に駆逐されない価値づくり」を

志向しなければならない。

松岡一男
側ワコール
宣伝部長

ボタンつけの出来ない洋服屋って許せます?
余りに有名なカジュアJしウエアのチェーン

で買ったジャケツト。2固袖を通しただけで

前ボタンがとれてしまった。買った后ヘ行っ

て、ボタン付けレてと頼んだら、パンツの裾上

げ用のミシンはあるけれど、針と糸ガないの

で出来ませんといわれた。口あんぐりだ。

タクシーに乗ったら、「行く道筋の指示を出

して」といわれるのもしばしば。これって、レ

ストランでオムレツを頼んだら「お客さん、申

し訳ないけど作り方教えてくれませんか?J

といわれるのと同じじゃないか。そういう外

食産業だって、とある居酒屋に行ったら、注文

は備え付きの紙に番号と個数を書け、と。追加

注文出したら、それも番号で、と。

この国の商売っていつ力、らこんなことに

なったのか。きちんと注文を聞けるレストラ

ン、針仕事のできる洋服屋さん、黙って目的地

に連れてってくれるタクシー。当たり前のこ

とを当たり前にやってくれることが、妙に貴

重に思えてくる。寂しいよ、こんな状況。

松坂健
長崎国際大学
人聞社会学部教授
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マーケティング雑感

マーケテインクに関心をもつようになった んなコメントをされるかなと考えてみたり、

のは、神戸新聞東京支社の広告部勤務で、第一 これもパブjしの後遺症の一つ力、と患ったりし

次石油危機と、その後の企業批判のなかで、企 ます。今また、リスク防止のマーケティングガ

業とコミュ二テイとの関わり方が問われた頃 必要かも知れません。

でした。また、福祉施設のボランテイアをして

いたこともあって、企業のマーケテインク活

動は消費者の福祉 (well-Being)に資すること

は当たり前と思うようになりました。だ力、ら、

各企業を訪問するときは、広報・宣伝部だけで

なく、商品開発部門や、消費者対策部門にも話

を聞きにいったりしました。それは、企業を理

解する上で大いに役立ちましたし、勉強にも

なりました。

昨今の企業不詳事を聞くと、当時のことを

思いだし、もちろん、ほとんどの方ガ退職され

ていると思いますが、A社Bさんだったらど

松田繁之
側京阪神工jしマガジン社

代表取締役社長

シニアマーケットの情報分析はシニアの手で

マーケテインク活動における情報収集手段

としていわゆるマーケテインクリサーチガ行

われてきたガ、これだけ個性化した乎人千織

の生活者の行動や意識を、統計的に数値で把

握しても役に立たない時代となっている。

不明であるマーケットに関して、始めに仮

説をたて、それをサーベイで検証する方法で

は不確実性ガ高い答し力、得られない。そこで

私は定性調査手法でフィーJしドワークを行

い、情報入手の現場で仮説を創設し、また次の

仮説をも積み重ねていく手作り調査を基本に

している。

今後のゴールデン市場といわれる元気なシ

ニア層を、若いマーケターガ情報収集すると、

介護ガらみや、せいぜいユニバーサルデザイ

ンに落ちついてしまう。それぞれの長い人生
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史を持つシニアたちの「言葉表現」を姶って配

列、分析してみると、驚くぼ力、りの二一ズガ姿

を現わすのである。近い世代者だからこそ深

く抱り下げ得る、シニアの生活者心理なので

ある。

松田直子
制レサンク
代表取締役



次世代マーケティングの追求や!
「企業は永久に存続するか?J i新製品は売

れん!J i競合は?J i流通は衰退期つ」など、

もはや首のマーケテインク手法は効かん。ミ

ズグー(水口はん)の素晴らしい「マーケテイ

ンク戦略の実際 ・」をもってしてもや。なーん

でか?200年来の経済指標ガインフラ化し

た ..?ケインズ、ポーター出る稽無レースミ

スのおっさんでも「国富論」の前に「道徳情操

論」を著し、聖書も「左手 (道徳)ガ右手 (経

済)の上だ」と。モナリザは逆?人閣の為の経

済ガ、経済の為の人間になってしもたからか

しら。金融なんぞ最たるもん。貨幣の本来コン

セブト(等価交換)力、らドルを買う、円を売

る…どんどんエスカレートし、「円で」じゃな

く「工ンデの遺言、警鐘」のご指摘通り。次を

考えようやお変化?そこで提案。(ミズグーご

容赦!)①戦争用語使用反対。戦略、戦術、標

的…もうええよ。(報復もなしよ)②企業は存

続ーという夢廃止。カンパニーは「共に集い

同じ目標に向かう運命共同体としての仲間」

と定義。コミュ二ティですな。③競争しない。

(唯我独演でもいいじゃん。)④しつ力、りモノ

創り。 (信念で第える。)

訟目安司

側味の素コミュ二ケーシヨンズ
総合企画情報室長

顧客のニーズを追いつづける
時代の進化とともに顧客の二一ズも変化す

る。顧客二一ズの変化ガ、非常に早い時代に入

り、そしてグローパJし化している。顧客サイド

で物事を判断し、先を読み、商品を提供しない

といけない。

商品の質のレベル

商品の価格のレベル

商品の安全のレベル

をどこにおく力、の経営判断ガ最も大切。

私は今の時代、消費財|ま 『安さ』ガ一つの

キーワードと、とらえる。但レ、ただ安いだけ

の粗悪品は論外。

組織として、あらゆる「力」を結集して、こ

のことにと取り組むことガ、必要と考えてい

る。

盛田公明
側ケーヨ一
代表取締役副社長
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キレイなメーカー

駅で買う雑誌 WWEDGE~ 、 9月号ガ「もう何

も信用できない!権威崩嬢する日本社会」と

いう記事を載せた。雪印、飽和香料、ダスキン、

みずほ、三井物産、日本ハム、東京電力と続く

不緯事のことである。

食品に限っていうと、雪印食品は消滅した

し、日本ハムの売り上げは 40%タウンと

なった。食品表示ガ信じられないという消費

者は、内閣府の調査で66%に達している。さ

て、企業は、どう対応するのか。

流通業者は、たしかな商品を探し、情報開示

を積極的に行って信用を回復しようとヤツキ

である。イトーヨー力堂は、「いまこそ、made

in JapanJの戦略を打ち出した。

素人には分からないのだガ、業界のブロな

ら知っている「キレイなメーカー」に注文が急

惜している。さて、そんなメーカー。どこも、

シェアトップではないところ、宣伝量 1位

じゃないところばかりだ。なんとも皮肉な話

ではないか。

水口 健次
側戦略デザイン研究所

代表取締役

たまには正座しよう

温暖化で北極の氷ガ溶けているらしいガ、 ガら、自分のスピードで悠々と歩きなおす;来

日本という国の土台も溶けはじめている。こ 意をする時だ。経営することや働くことのお

の際だ力、らマーケテインクも決して多く、大 もしろさをなくしてはいけない。日本という

さくを望まず、コツコツと誠実に働くことに 国はもともとそんなにだらしのない国ではな

ついて、日本の企業と企業人は考えなおす時 い。

だ。努力せずに結果だけを望み、他人の結果を

うらやまレく思う愚かさと恥ずかしさにも気

づいて、額に汗力、いて働きなおす決心をする

時だ。

朝一番にパソコンを開いてメーjしを確認す

る、あの沈黙と停滞の時間ガ会社の士気をゆ

るめていることにも気づいてほしい。私たち

は背伸びしすぎてアキレス鍵ガ疲れて、こわ

れかけている。キチンと自分の足で立って、真

正面を見て、歩きやすい靴にはきかえて、しつ

力、りした地図を用意して、はるか前方を見な
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三田村和彦
三田村和彦企画事務所

代表



バランスマネジメントが時代の要請に
ある分野に特化された知識、能力を持つこ

と(深い知識、専門分野、スペシャリスト)だ

けでなく、繊々な分野に対して取捨選択され

た知識、能力を持つこと(広い知識、ジエネラ

リスト)も大切だと考えます。意志決定の際に

は、単一の視点からではなく、繊々 な視点力、ら

物事を考える人材ガ求められています。これ

らを総称して「バランスの取れた人材」と力、

「バランスのよい人」と表現しています。企業

経営においてもいろんなケースで意志決定ガ

遅れることガよくあります。また、現状の組織

の中でバランスを欠く人材の存在も否定でき

ません。これからの経営環境のもとで時代の

要求するバランスの取れた管理能力を持つ人

材の育成のために、なにを学ぶべきかはまだ

未知の分野にあります。2003年はこの篠

な人材育成産業ガ成長し、新しいキーワード

「バランスド・マネジメント」ガ誕生するので

はと予測しています。

南川英雄
日本コンビュータ・ダイナミクス側
顧問

「リストラ」と消費者への「ツケ」
今、しばらくは、テレビなどで「リストラ」

という言葉は耳から遠ざ力、りだしているガ、

本格的不況突入当初は、否ガ応でも、毎日のよ

うに耳に入ってきたものだ。

ところで、最近銀行ヘ行くと、やたらと待た

される。とくに、町のターミナルの銀行はひど

い混雑ぷりだ。以前はこんなことはなかった

のに、と一人腹立たしさを訴えている日々だ。

その原因は明快だ。銀行もリストラをやっ

ているのだ。この合理化のツケガ弱者の私た

ちにまわってきているようだ。まるで、客の貴

重な時閣を銀行ガ、言葉は悪いガ、ドロボーし

ているようにもみえる。

「待って当たり前、僕たちも忙しいんだぜ」

といわんばかりのカウンター内の行員の動

き。なんだか、リストラのツケを生活者に負但

させ、私たちガ従業員の仕事の一部を担って

いるようだ。銀行経営者もこのことは百も承

知のはず。外野席に迷惑をかける前に、仕事の

効率化など内部固めガまず必要だろう。それ

にしても、今となってみれば、あの貯金時に頂

戴した粗品の数々はなつかしささえおぼえる

今日この頃である。

宮本豊子
富士常葉大学
流通経済学部流通経済学科教授
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「企業価値イコール株主価値」の見直し

バブJし経済の崩壊とともに日本企業の多く

ガ、自らの経営モデルに自信を失いグローパ

Jし・スタンダードに盲目的に追随しているの

は誠に遺憾である。

米国型の経営モデルを代表する工ンロンゃ

っ-)しドコムの経営破綻は、グローJ~)レスタ

ンダードへの信仰熱を冷やす効果ガあるもの

と確信している。

株価を引き上げ、株式時価総額をI普加させ

ることに基純をおく「企業価値イコーJし株主

価値」という経営コンセブトも、ここで見直し

されなければならない。

企業価値には、株主価値だけでなく、少なく

ともつぎの3つの価値ガ含まれることを再認

識する必要ガある。

①顧客の創造と満足を追及する「顧客価値」

②従業員の雇用と満足に注力する「従業員

価値」

③コンブライアンスと社会貢献活動を継続

する「社会価値」

向撃
情)MKC(工ム・ケー・シー)

代表取締役

心で・感じあえるゆとりを

私は豊かでゆとりのある暮らしに憧れつつ 詐欺事件に消費者は憤怒しましたガ企業人も

も実際はささめく世間の音に追われて暮らし 平凡な消費者のはず‘です。2003年こそは

ており、生きる実感ガ薄れていくような気さ 心ガ感じあえる量豊かでゆとりのある暮らしを

えしてきます。それが現代社会だといわれれ マーケットの基本にしたいと思います。

ばその通りかもしれません。確かに文明は便

利な暮らしを実現しました。移動は車・電車・

飛行機で、携帯電話は勿論テレビ電話もでき

ました。インターネットは買物・娯楽から金融

まで在宅で可能です。これ以上何ガ進化する

のか想像できない程便利な社会になりまし

た。でも私は思うのです。豊力、さとは便利なだ

けでしょうか。肉体や頭脳ガ感じるゆとりは

文明に感謝しなければなりませんガ、心の感

じるゆとりはもっと他にあるだろうと。肉体・

頭脳・心ガバランスよく支えあわなければ人

も社会も歪みになります。2002年の企業
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向山禎彦
側たちさ

外商統轄部長



向上心こそが成功を約束する
現代の企業リーダー|ご求められるのは、高 こそ、この難しい先の見えない時に求められ

い人徳だと思う。人徳の基本は、向上心と謙虚 ていることだと思う。こんな当たり前のこと
さではないか。金銭慾、名奮慾だけが前面に出 の大切さをしつ力、りわきまえてゆく時ガ、「い
ず、ひたむきな学習力、自己研磨力こそ今求め ま」ではなかろうか。

られるリーダーの人物像だと思う。

2002年リーダーに期待したい具体的な

企業の課題とは、

①リーダーとしてのビジョンと行動力

②プロジェクト・テーマをしつ力、り持って、熱

い情熱で語り、仲間の決起力を活性化し、

③粘り強く研究開発、顧客満足を与え、企業の

コアコンビタンスからの具体的提案力をパ

ワーとしてゆくことだ。

2003年を迎えるにあたり、一人ひとり

ガより広い視野に立って、深い思索を持ち続

け、濃密な人間関係、をつくりあげてゆくこと

村田昭治
慶慮義塾大学
名誉教授

事業撤収のスピードも生き残りの為の資格
需要ガ長期にわたって減退レ世界各国の

メーカーガその事業から撤退したため、一社

残った北欧の会社ガ世界市場をほぼ独占して

いる、ある特殊紙ガ在る。ところガ白本だけは

未だ2社ガ残って細々とその特殊紙を生産し

ている。勿論赤字。北欧のその会社から、「何

故日本だけガ赤字でも事業を続けるのか?J
と説明を求められ「日本はお客織を大切にす

る力、ら、お客篠ガ求める限り供給責任を果た

すのだ!J r日本では社員を大切にするから、

社員の生活を考えて、簡単には事業を止めな

いのだ !J等と説明しても北欧人には全くビ

ンとこない。このような考えで不採算部門を

抱えては、競争に生き残れないというのガ彼

らの常識。不採算事業を止める勇気、自らを変

える勇気を持ち、し力、もスピーディーにそれ

を実行できることこそ、世界のプレーヤーと

して生き残る資格と考えているようだ。どう

です、皆さんの会社には北欧人を呆れさせる

このような事業はありませんか?

村田省三
旭化成制

ホームブロダクツ事業部
事業開発センター長
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気がつき度、気配りの方向が間違っていませんか
お客織力、ら「最近ブロの営業マンガ少なく

なった」と嘆く言葉を耳にします。一般商品・

アイデア商品でも、それを売る営業マンに

よって商品は、倉庫内にとどこおり、陽のあた

る場所に出ないままのものも多くみうけま

す。平成不況は、営業マンにとって受難で厳し

い職業と思い込んでいる人もおります。しか

し、日常生活の申から、気ガっき度、気配りを

養い磨くことで、それを営業に結びつけ、逆に

チャンスも到来します。

今、百貨庖販売場では、庖員ガお客織の靴を

見つけて戻るまでの平均時聞は4分10秒掛

かるそうです。例えば日常生活の中で、クリー

二ング庖で待たされる時間・・・ 、家を婦除す

ることでどの辺にホコリガ溜まりやすいか

等・・・・ 、観察し自分で行うと解ります。ム

リ・ムダ・ムラを観察し、客先を洞察してよい

作業方法をアドバイス、改善提案することで、

経費削減売上利益僧に連なるリテーJしサポー

トすることで客先より信頼され、ブロの営業

マンとしての活躍の場も広ガります。

持田力

側サンステーシヨンシステムズ

代表取締役

実感から始める

自に見える既存のシステムガ疑わしく思え る時はそれらの人々の関係性を支援する視点

る昨今、自の前で起きている事象に、「絶対」 で、まだある時は自らが旗を振ることで、この

という信頼を寄せられないと感じている人は 社会と関わっていきたいと思っています。

多いでしょう。「嘆覚」や「勘」ではなく、感

じている自分ガいるという確かな「実感」ガあ

る。また、リアリティを感じられないことを嘆

くよりも、感じることに鈍くなっている自分

に気付いて始まることもあります。

世の中の実態に肉薄することガできて初め

て実態を動力、していけるのですが、生活者自

身ガ実感を表現し、発信して行く術を身につ

けることで、世代や背景を超えた綴々な可能

性ガ生まれゆくのではないでしょうか。知識

より、意志と責任を持つ人々の動きを助ける

道具立てガ、顕在化してきだ今だからです。

私は、実感と経験の双方を活かしなガら、あ
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森川千鶴
何オフイスカクタス

取締役



環境への取り組みで経済活性化を

8月268から9月4日まで、ヨハネスブルク環

境サミットガ開催された。これは1992年のリオ地

球サミットからの10年を振り返り、今後の方策を話

し合うための会議であった。結果は「政治宣言」と「実

施文書」ガ採択されたものの、予想どおり妥留の産物

となった。これは先進諸国と途上国間だけでなく先進

諸国間(米国とその他諸国)の利害対立の反映である。

今後は各国ガ「持続可能な開発」の実現に向けた具体

的な行動をどれだけ実践できるかに力、かつている。

京都議定書を並じ佳した日本としては、C02排出量

を2012年までに1990年比6%削減する必要

があるガ、現状では逆に7%憎加しているため、計1
3%の削減ガ必要である。そのためには日本の社会・

経済システムを環境と両立するような形に、すなわち

環境的に持続可能な「工コ総斉」へと変えなければな

らない。

「環焼か経済か」ではなく「環焼も低斉も」であり、

もっといえば「環境で経済を」にしなければならない

のである。経済構造のみでなく社会の仕組みそのもの

を環境を中心としたものに変えること、企業そして個

人の行動も環境中心に変えることにより、C02も減

らす、経済活性化ももたらす、雇用創出ももたらすこ

とができる。社会全体ガ環焼中心になることにより、

人々 の暮らしゃ生活も改善され、景気も回復するはず

である。今こそ日本|去、環境先進国として世界のモデ

jしとなるよう大きく舵を切るべき時ではないだろう

台。

矢部贋志
トヨタ自動車(欄

サービス部課長

再び広告・マーケティング先進国・日本

江戸時代 (1603-1867)に広告コ 広告コピーの制作需要ガそれだけあったとい

ピーライターの仕事ガ成立していたのは世界 うことだろう。機会あるごとに欧米の学会な

でも珍しい。1992年に、震初の広告コピー どで発表し、各国にこのような例ガある力、を

集 『ひろふ神~ (山東京伝編)を現代語訳、英 聞いているのだガ、今のところ発言はない。再

訳をつけて刊行した。今年は3冊目の広告コ 度、日本の先進性を訴える営業である。

ピー集『稗官必携戯文軌範.!I(原書は1883
年刊)を同僚に訳文、英訳をつけて刊行した。

本書は前作に比べると3倍近いボリュームガ

あるので、天地人3巻のうち天だけの刊行に

なるが、コピーを書いている作家は著名な詩

人で、式亭三馬 (1776-1822)ガ20
点、柳亭種彦(1783-1842)ガ17点、

山東京伝 (1761-1816)ガ 13点を、

風来山人(平賀源内のペンネーム:1728-
1 779)も4点を残している。本書はその後

1 891年と 1905年に再版されている。

八巻俊雄
東京経済大学

コミユ二ケーシヨン学部・教授
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高齢者の外部化支援ビジネス

今年9月、高齢者人口は2.362万人、全

人口に占める割合は 18.5%に達した。13 

年後には3.277万人 (26%)になるとい

う。巨大マーケットの高齢者の満足感を高め

るための支援ビジネスはまだまだ不十分で

マーケットチャンスはいくらでもある。その

最大のものガ家庭内で行われているサービス

を外部の企業等ガ肩代わりする外部化支援

サービスだ。比較的進んでいる食の分野では

弁当、惣菜などの中食ガそれだガ、安く配達す

るシステムは十分考えられよう。住の分野で

は、修理、維持、清掃などを安価で行うシステ

ムづくりは決して難しいことではあるまい。

最も関心ガ高く、実際にビジネスに結びつい

ている介護サービスもまだまだ不十分であ

る。パソコン、インターネットの利用とそれと

結びつける買物は、どれだけ高齢者に利用し

易いようにするかが大事だ。いずれの場合に

も、供給サイドでの生きがいと結びつけた高

齢者の戦力化ガ大きなポイントとなろう。

山口貴久男
側生活行動研究所

代表取締役

時は移れど下の句は

さあ困った、困った。貝や石力、ら武力、金、

核ヘ、 そして迷走、貝武力から穀物生産量ヘ行

き、金、不動産と続さ迷走。狩猟経済と農耕経

済ガ同化に苦しんでいます。統一の指標を模

索している聞に、新天地に活路を求める経済

ガ暴走を、その地に留まり維持する経済ガ越

境する文化に拒絶反応を同時に発症、重症で

す。也界最古で最強の信心、拝金主義はこれ幸

いにグローパルをお題目に唱え信者を増やし

ています。無秩序の管理経済を実践する中国

に投資し人類史上初のデフレを体験している

日本、世界の役資金ガ集まり短期の利益を追

求しなければならない米園、植民地を失い困

!被した経済を地域の鉱大で再精築の実験に乗

り出すユーロ。民主化という無国籍化を突き

つけられ迷走する独裁国や後進国。壮大なる

63 百人百語2∞3

生き残り戦は、拝金主義者の思惑通り進んで

いるようです。貴方はどちら側から参加しま

すか?踊る阿呆力、踊らす阿呆か。私は簡単。弱

者ガ繁栄したことはありません。

山口博
伺フルパック
代表取締役社長



問題は何かと考えてはならない!
スタートラインで「問題は何か」と考えては

ならない。問題Iel:何かと考えると、殆どの人は

「悪い現状」と「その現状を生み出した過去」

にのみ頭を働力、せようとする。何ガ悪いのか、

何ガ原因なのか・・・当然、考えているうちに

頭の中は悪いことば力、りで一杯になる。これ

では、自ら進んでネガテイブ思考の迷路に入

り込むようなものだ。

スタートラインでは「問題解決後はどうい

う状況力、」をまず考えるべきである。つまり、

良い状況をイメージヨることから始める。そ

の後で「問題解決後 (良い状況)を達成するに

はどうすればよいか」と考える。もちろん、こ

れは「現状の問題は何か。なぜこんな状態にな

るのか」と考えることと同じだ。同じことなら

ぼ、良い状況から考えをスター卜させるのが

百倍良い。

スタートラインで重要なのは、しつ力、りと

ゴーjし(問題解決後)を見鋸えることであっ

て、走りのフオームを考えることではない。

山崎康司

隣コンサルテインクオフィス側
代表

明日を拓くマーケティング

近時、日本の産業界、学会、政府は、知的財

産価値を命題に次なる時代を見鋸えての設計

を築き上げようとしている。21世紀は、環

鏡、安全、健康の視点に対応するマーケテイン

ク戦略の展開ガ大いに必要とされる。

さらなる顧客満足の展開と強化ガ求められ

てきている企業は、その時代に求められる確

かな価値と、お気に入り製品の続けられる創

造力。つまり人間力は企業のちからであり資

産である。

1 4世紀末ルネッサンス以降の芸術、文化

の儀式に見られる知恵と技。直線、曲線、動的、

筆麓、繊細など、線々な変遷は温故知新の賜物

である。

企業ガ地球環境問題を志向し、その情報を

開示し経営する姿勢Iel:、革新と生存領域ヘ提

起するものと思われる。

求められるのは無形である知的財産価値を

見出し、その能力確認とリスク確認をするこ

とにより、願望される新しい価値をみつける

こと。その戦略を支援することこそ、明日を拓

くマーケテインク実務家としての責任でもあ

ります。

精機

明
崎

泰
信機

長

E
合

事

制

総

理
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物づくりに「コダワリ」を

私は物づくりの立場として今の世の中を備

撤すると、誰もガ「コタワリ」を持たなくなっ

ているように思えてならない。その元凶ガア

ナログからデジタルへという大きなパラタイ

ムシフトにある。今までの製造モデルガ陳腐

化するとともに、私たち自身ガ自らの役割と

「コタつリ」を放郷し「成り行き管理」のデジ

タルに身を任せている。

目まぐるしく変化する市場とも合わせ、取

りあえずデジタルに身を任せて作った製品

を、成り行き的に市場に出してみる。当ったと

ころでライフサイクルは短いので、自転車操

業的に「成り行き物づくり」ガ行われる。その

結果、不況下でも大量のゴミガ街中に溢れる

ことになる。

しかしデジタルの世の中だからこそ、私た

ち自身の感性を磨き上げ個性豊力、な表現ガ重

要になる。デジタルを制御し使いこなす一人

ひとりの人間の物づくりへの「コタワリ」ガ、

企業や日本の地盤沈下を止め、生き残りのだ

めの条件となるだろう。

吉川昭二
文様堂印刷側

事業戦略室取締役

笑いましょう、笑いを創り出しましょう

良さ人生の為には笑いが必要なので写。赤 声を出して笑おう。③笑いには笑いで素直に

ちゃんは生後3~4 ヶ月位で、 教えられなく 応える。④ダジヤレでもいい、笑いを創り出そ

ても笑いかける能力を身に付けていきます。 う。⑤イヤなことも「アッハッハッ」と笑いと

こッコリ笑いかけることガ人を引きつけ、自 |ぎそう。

分を構ってくれる味方をつくることを知って

いるのです。

笑いは人を引きつけ、人の輸を鉱げてくれ

ます。笑いは人間関係の潤滑油であり、世界の

共通語なのです。グローバル時代にピッタリ

のコミュ二ケーシヨンツーんなのです。

笑いは心身の痛みを癒し、ガン細胞を退治

するキラー細胞を憎殖させることも判ってき

ました。笑いは伝染するのです。笑いが笑いを

呼び、波紋のごとく広ガるのです。

筆者ガ心ガけている笑いの五言11です。

①毎朝鏡の前で二ッコリと。②一日に一度は
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吉田宏
側ヒューマンデザイン

代表



「徹底」の徹底

景気の低迷、金融不安、デフレの進行、リス

トラの広大、企業不祥事の続発、下げ止らない

物価等々、経済社会を取り巻く環境は目を覆

うぼ力、りである。企業にとって厳しい状況ガ

続くが、こうした中で企業は事業の選択と集

中を進め、活路を見出そうと懸命である。マー

ケテインクにおいてもブランド戦略や顧客創

造戦略に見られるように、選択と集中に対す

る取り組みは旺盛である。しかし、実際の活動

面から見たとき、真にその成果をあげている

のだろうか。相変わらずの新製品への過剰な

期待、必ずしも絞り切れていない商品数、広告

や販売促進への集中の不足や継続性の欠如

等、選択と集中という割には未だ総花的状況

は払拭されていないのではないか。

何事によらず、成果は取り組みに対する量

と質のいかんによると考えられるガ、今日の

状況はいかにも取り組みの不徹底を感じさせ

るところが多い。せっかく出しだ新製品も売

れなければすぐ引っ込めてしまったり、売れ

ない理由を価格のせいにして他は省みないと

いったことガよく見られる。こういう難しい

時期だからこそ、原因を徹底的に究明し、改善

に改善を重ねる努力ガ必要であろう。売れる

まで、市場に根付くまで、中途でおわらすーっ

のことに徹底すること、徹底的に実行するこ

とがいま強く求められる。

米田清紀

側マーケテインクソフト

代表取締役

rEソーシング」による『持たざる経営』

先行きの見えない変化の激しい時代、生き

残り、勝ち残るために、今、企業に求められ

るのは、変化対応力とスピードである。

変化対応力には2つの側面ガある。一つ

は、環焼変化に事業を如何に素速く適合さ

せ、効率化するかという順応力の側面であ

り、もう一つは、自らが主体的に変化を起こ

していく変化主導力の側面である。いずれに

しても、この変化対応力の成否の鍵はスピー

ドにある。 i機を見て敏」というように時機

を逃さず、俊敏に実行できなければ意味がな

い。V 現代の企業経営に ITは不可欠な要

素であるとともに、素速く変化対応するため

のキーフアクターでもある。しかしながら、

技術革新の進展スピードガ速いため、企業は

ITに関する知識、スキル、ノウハウの取得

ガ追いつかない、要員育成ガできない、導入

した設備ガすぐに陳腐化してしまう、新しい

システムを簡単に立ち上げられない・-

などの課題に直面している。この課題解決の

手段として、インターネット妓術をベースに

した仕組みゃリ、ノースを必要な時に必要な分

だけ利用する iEソーシング」ガ注目されて

いる。資産を自社に抱え込まない分だけ、非

常に身軽な経営ガ可能となる。変化の激しい

時代の経営スタイルとして検討してみてはい

力、ガであろう。

若林健三
日本電気側

Eビジネスサービス事業推進本部
グループマネージャー
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情脈

圏内家電流通は成熟市場の中、大変激しい 組織化ガ必須課題であり、口一コストな運営

競争ガ行われている。大型量販庖の寡占化や を行うためには情報化は欠力、せない。

大型カメラ庖の台頭のφ、永らく家電業界を

ささえてきた多くの中小地域電気庖は、なお、

生き残りをかけ模索を続けている。 2003

年、世の中の少子高齢化とブロードバンド化、

デジタル化ガ更に進展していく中、お客織の

偲々のソリユーシヨンニーズは間違いなく多

岐にわたり、その違いが鮮明になってくる。こ

うした環境の中で、個々のお客織に対応でき

る地域電気庖の必要性は一層強くなるが、地

主主電気庖自身も従来のあり方力、ら脱皮する必

要がある。そのキーワードガ「情脈」、即ち情

報と情愛のネットワークを創り上げることだ

と考える。小さな企業ガ巨大企業と戦い勝ち

残るためには、そのヒューマン性を活力、した

和田昇
三洋セールス&マーケテインク側
営業本部第一営業部

鬼手仏心の経営

私の関与先企業に、アルケア株式会社とい 思想、に基づいて用いるのかが重要だ。お金ょ

う企業がある。年商120億。医療機器・材料 りも人の心を大事lこせよというこの会社は、

の開発・製造販売を業としている。この会社は 数多くのお客織からの強い信頼を得ている。

1955年に創業したが、経営哲学ガ、「鬼手 お金と心のせめぎ合いガ気になる時代だ。

仏心」である。広辞苑によれば、「外科手術は、

体を切り開き鬼のように残酷に見えるが、患

者を救いたい仏のような慈悲心に基つ、いてい

るということ」と記されている。

この会社では、現社長によって、「鬼手はマ

ネー。仏心はマインド。その割合はマネーガ4
9%、マインドは51%とする。何力、判断を迫

られることがあれば、この基準に基づいて決

断せよ。」といわれている。

今日は、マーケテインクをはじめとして

様々な経営技法ガ盛んに企業に取り上げられ

ている。しかし、これらの妓法は、どのような

67 百人百語2∞3

渡辺 英幸

側会社業務研究所

代表取締役所長



より小さな個ヘ
東京から信州に移転して3年。人口5万人、

空気と水のおいしい高原の衝では、必要な物

と不必要な物がはっきりとしている。大都会

の渦の中では見えなかった個別の暮らし向き

が明確なせいかもしれない。我ガ家だけでな

く多くの家庭でもその不要な物を捨てること

の難しさに頭を痛めている。

そこで、一大決心。大して必要の無い物は

「買わない、貯めない、執着せずに整理する」

生活をリセッ卜することで見えてくる本当に

必要な物、多くは無いガそれは伺としても手

に入れるだろう。個人消費ガ伸び悩む昨今、経

済の発展を阻む不届きな発言とお叱りを受け

そうであるガ、最近の率直な感想、である。

「ヨーロッパには小さくとも行政サービス

ガ行き届き、人々は心豊かに暮らす美しい村

ガあります」とは田中知事の言葉。i8本のス

ウェーデンJil2世紀の循環型社会」を目指

す知事に、問題山積みの県政もリセットから

の出発を期待し1票を役じた一人である。

ム

子
」

憲
一
μ

平

工

翻

外

傾

中国の台頭は脅威か機会か
中国への工場移転による「産業空洞化」、そ

の結果としての「失業不安」、農作物やタオル

など脆弱産業保護政策に対する「貿易摩療」 、

中国人留学生の「不法就労」問題など、中国の

台頭を省威と受け止めるむきガある。

中国を「世界の工場」と見れば、そうかもし

れないガ、中国を「世界の市場」と捉えれば、

日本にとって巨大なビジネス機会ガ、隣国に

発生していることになる。

日本ガおこなうべきことは、イコールパー

トナーとして、中国や韓国などと傷力して、活

力ある東アジア市場を縄築することである。

これはまさに21世紀世界経済の歴史的課題

である。

これまで、日本を始めアジアの国々は、ヨー

ロッパ市場や北米市場に、資源や製品を輸出

して外貨を稼ぎ、経済発展を可能にしてきた。

しかし、域内循環型のアジア市場ガ成立すれ

ば、世界経済|ま二極力、ら三極梅造の均衡とな

る。つまり、19也紀の欧州中心経済から、 2
0世紀の欧米中軸となり、21世紀に欧米亜

三極経済市場ガ出現する。

渡辺好意
減西大学

経済学部教授
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あとがき コ
「百人百語Jlet今年で通巻20号を迎え 欲しい。そこからはその時代の息吹を感じ

る。ちょっと前までは「十年一昔」といつ ることガ出来る。 i百人百語Jはある意味

たガ、今の時代は2年・ 3年ガ一昔、いや で鳥居世(上から見た)や虫撒(地面から見

業種によっては1年ガ一昔だろう。この阜 た)でのマーケテインクの近代史でもあ

い時代の流れに一歩先んじて、あるいは る。私たちガこの20年を走ってきたとい

ぴったりと張り付いてアンテナを張り巡ら うことは大変なことであったと実感でき

しているのガ、わがMCEIのメンバー る。

や、サポートをしていただいている方々で 2002年12月10日

ある。毎年、この「百人百語」に情報の提

示・見解・展開を執筆していただいている

方々でもある。今年は例年に噂して執筆者

ガ多い。久しぶりに 130編もの提案をい

ただいた。これは偏に皆綴方のご也力の賜

物であり、この誌面を借りてお礼を申し上

げたい。

さて 1983年に創刊号をだしてからの

20年聞は、まさに i21世紀の夜明け

前」であった。もし、お手元にパックナン

1¥ーを保存されている方は、いずれの号で

も良いからページをめくって姶い読みして

百人百語 2003 
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4，4、Marketina
rrn、1lCommunieations 
~-'6. Executives 

TOKYO I OSAKA 
M仁EIis people， M仁EIis education， M仁EIis information， 

M仁EIis recognition， M仁EIis professionalism 

MCEIとは
MCEIは、多様なマーケティングの現場で仕事

をしている実務家の組織です。メーカー、流通、エー
ジェンシ一、メディア、コンサルタント。どこに所属
していでも、すべて、困難な課題に挑戦している
実務の人間ばかりです。

MCEIが問題にするマーケティングの領域は広
汎です。商品開発、広告、販促、 営業、流通、さ
らに、組織や経営も取り上げます。実務の世界では、
すべて分かちがたく結びついているからです。
MCEIは、非営利で運営されています。低額の会
費で、理事と委員とがボランティアで、自分達が
やりたいことをやりたいように決めています。

MCEIの歴史
1954年、ニューヨークでセールスプロモーション

の実務家たちが集まり、まだ体系化されていない
ノウハウの交流を始めました。そして、 SPEA-Sales
Promotion' s Executives Association-という組織を
つくりました。
1972年、 SPEAはMCEI(Marketing Communica-

tions Executives International)に名称を変更しまし
た。SPよりももっと広汎なコミュニケーションの環場

をカバーするためです。
MCEI東京は、 1969年に設立されました。以来、

世界の各支部の中で、もっともエキサイティングな
活動を展開してきました。


