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マーケティングは3人に聞きなさい　の改訂第二版が完成いたし

ましたので、送付させていただきます

!
株式会社○〇〇〇


〇〇〇〇〇　　〇〇　〇〇　様


!
ご推薦者の皆様へ

!!
拝啓、初夏の候、株主総会も無事終了し、健やかにご清栄のこととお慶
び申し上げます。


さて、昨年の夏には、大変お忙しい中を御推薦文を寄せてくださりあり
がとうございました。今般、その本の改訂版ができましたので、お送り
させていただきます。


!
改訂した主な点は、… 

１．目次を大幅に直しました。皆々様のご推薦のページも、本書の非常
に大切な部分と捉え、目次のレイアウトを刷新いたしました。


２．文章そのものや小見出しについて、今回、ほぼ完全に小川の感性と
文章に直しました。これにより、ロジックや伝えたいエネルギーがダイ
レクトに伝わるようになったかと思います。 

 
３．推薦者に、オリンパスのＲ＆Ｄの菊地部長を入れさせていただきま
した。昨年ギリギリ編集が追いつかなかったものですが、菊地様の推薦
文からは、Ｒ＆Ｄに関して、顧客・社会の望む先に事業を先導する問題
意識が伝わります。


 
４．この株主総会の時期をもちまして、カネカの永野様が副社長に、ま
たクレディセゾンの武田様が取締役になられましたので、直させていた
だきました（ただ表紙扉は在庫の関係で未対応）。
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本書の回りで起きたこと/ 近況のご報告 

さて、この本が出て、私の身の回りでは、プロジェクトの立ちあげも、
幹部研修も、相当加速できるようになりました。まる一日分とはいいま
せんが、0.8日分の加速ができています。これにより、相当の経営戦略プ
ロジェクトについても、半日のキックオフミーティングでも、高いエネ
ルギーで実地実戦のテーマに取り組んでもらえるようになっています。


いくつかごご報告いたします。


最近の戦略プロジェクトでの発見　その１ 
ー　困難に見えても、やはりスピーディな鍵の見極めは可能　ー 

最初の事例は、あるファンドから派遣されて社長をやっている方から、
コンサルティングプロジェクトを依頼されたことについてです。


その企業は、競合他社からヘッドハントしてきた前任者の采配のもとで、
数年間経営してきたけれども、いろんな手を講じてきたが、年数ととも
に経営が弱体化してきていました。そこで更迭、新たな社長候補に彼が
なったのでした。


新社長は、この企業の知名度・ブランド力では、もっと戦えると思った。
またこれまでいくつかの企業での経営をしてきて、現場のマネジャークラ
スの鼓舞・活性化にも成功してきた経験がある。こういうわけで、より
高級な製品力と、ブランド力を高める戦略を講じることで、事業を好転
させられると思ったので、引き受けた。だが効果が十分にあがってはい
ないので、戦略を見極めたい、こういう事例でした。


ただ問題があって、役員会で問われたのは、感性/ センスが問われる業界
で、本当にＮ３的な鍵の見極めで事業判断ができるのか、という疑念で
した。難しいと思うけれども、必ずできる、また戦略判断の見極めは結
局は市場の立体感が基本なのだ、が私の回答でした。 

ではプロジェクトは、直ちに立ちあげたい。そこでこの本が役にたちま
す。事前課題にプロジェクトへの参加メンバーにこの本を渡し、数日後に
キックオフ。その時間はわずか４時間、しかし、本だけではわからない
ことも、数時間の体験セッションと、いくつかの事例研究で、イメージ
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だけはつかめるし、好奇心が増している。したがって、即、現場に出向
いて必要なリサーチを行い始めてくれました。


数日後、３件、１件、また２件、とデータが集まり始めます。一方、経
営者とともにこちらも数名ずつ顧客に集まってもらって、インタビュー
とテストを繰り返します。しかし、「ちょっと深い深層心理」でのデー
タはやはりパワフルで、インタビュー結果との違いがかなりあることも
わかり、発見できたことは核心をついていました。


発見の１．前任の経営者の戦略でカバーできた顧客は、被験者22名中、

わずか5名にとどまりました。つまり戦略が間違っていた。勝手に視野を
狭めていた。価格戦略などを中心に作戦を組み立てていたのですが、そ
れが数多くの、本当に優れた製品や場を求めている顧客の心に響いてい
なかったのでした。しかし話はそれだけではありません、それならば、
なぜ新社長の戦略は効果が十分でなかったのでしょうか？


発見の２．それは、とことん、顧客の本当の願いをかなえるまでの事業
展開ができていなかった、に尽きます。経営者にも迷いがある、幹部諸
氏の頭の中にもいろんな可能性がノイズのように浮かんでいて、組織とし
て思い切ってバットが振れない。こういうことだったわけです。


「顧客の理想は非常に高い!」「その理想には、競合企業、ほぼどこも応
えられていないこともわかった、自分たちがやろう、チャンスだ」 

「やるべき方向は見えてきた。でも準備と効果への時間のかかり方につ
いて整理して考えると、第一弾、第二弾、第三弾と分けて考えないとな
らない」 

「以前なら夢物語としかイメージできなかったような事業モデルも、顧
客の理想の手応えがここまでわかれば、迷いが消える、一弾ずつやろ
う」 

こういうわけで、その企業では、目下、実行段階のプロジェクトが非常
にスムースに動いています。そのプロジェクトメンバーを中心に、幹部が
強力なチームに生まれ変わりつつあります。 

!
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最近の戦略プロジェクトでの発見　その２ 
ー　市場の立体感は、人と組織が動く起爆材　ー 

今度は別の事例です。ある大企業グループの、数百億円のある企業で、営
業戦略を強化したい、という例です。ただ営業戦略だけでは限界があり
そうなことは当初から見え始めました、つまり、コスト競争力や、顧客
への対応スピードには全社の他の事業部が関係してくるからです。


その企業では、経営企画部では当初から全社を巻き込んだ展開でないと、
効果が上げられない可能性があるということが判っていました。しかし、
経営陣の判断で、営業が弱いことは事実なので、営業でできることをまず、
ギリギリ見極めるべきという、プロジェクトでした。


事業の数は全部で６つ。期間は4月半ばにスタートして、５月いっぱい。
重要な結果を先に書きますと、顧客の反応の立体感を全社が共有するこ
とで、管理制度の枠を越えた横断的な動きに突入できたことです。しか
も既によい結果が生まれています。


発見の１．市場、顧客の反応の立体感、というのはリッチです。


ある事業では、従前からのこの企業の技術・企業の信頼プレミアムが非
常に高かった。けれども近年、低価格の競合企業が頑張ってきていて、
失注事例が増えていました。


ところで私から見て重要な発見は、その顧客がどれくらいのところで同
社に発注するか、どれくらいのプレミアム差で他社に向かうかについて、
営業が正確な感触をつかんでいた、という事実でした。顧客の心理テス
トの結果と、営業のつかんでいた感触がピッタリと一致していたのでし
た。これは、その営業部隊は、その企業にとっては財産です！　またそ
こまで感触が掴める背景には、これまでの技術力、企業総体としての信
用力があってこそ。それも財産です。


発見の２．


ここまで、その会社が顧客企業から信頼されている、また自社営業に状
況が掴めている、という認識はその会社にはなかった。けれどもいった
ん、こういう補助線が引かれた解説が社内でなされると、社内幹部諸氏
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の空気が変わります。自然と「だったらこれら資産を活かそう」という
ことで、独立採算の枠を越えて、会社を挙げて、気運が高まります。そし
て大切なことに気づいていきます。営業の感触をベースにコストダウンが
どれだけできるか、ギリギリやってみよう。また、そういう対応ができ
るように、今までよりも圧倒的に早い段階で、顧客情報を全社に伝えて、
全社で対応していくことこそ大切。また幹部の役割はそこにある、など
です。社内の経営管理制度を越えて、顧客情報を横断的に共有することで、
会社トータルの利益を追求することができそう、そこまでの動きを起因
できる、というのは発見です。


発見の３．


さらに、複数事業を見ることで、わかることがあります。ある事業Ａで
は、顧客企業自体が、コスト価格に非常に敏感となりつつあるが、その
中でも同社は利益をださないとならない。ところが別の、あらたに成長
している市場・事業Bでは、顧客自体は、コスト価格にさほど敏感ではな
いことがテストから判る。けれども、４～５社の見積もりとなるので、
最終的には価格競争になっているように見える。


この場合、後者の事業Bは本当の意味での激しい価格競争とは様相が異
なっているのです。でも、この会社のメンバーには違いははっきりとは認
識されません、日頃からすべての事業について「受注はしたいが、利益
もださないとならないから、そこを考えて応札戦略を立てている」とい
う、メインカルチャーの仕事の仕方になってしまいます。


しかし、Ｎ３から市場の反応の立体感と、事業ごとの違いがつかめると
どうなるか。ここに書いたような理解を応札戦略に使うとどうなるか、
というと、事業Bの事業では、社内の利益は考えずに、とにかく勝ちにい
け、となります。しかもこの会社はこの分野でまだほんの小さなプレイ
ヤーでした、それで、業界全体の価格を破壊するおそれは全くない。基
本的には利益があげられそうな顧客の反応である。だったら、とにかく
受注して、その中で利益が出せる体制を早急に作り直していく。こういう
戦略が浮かびあがるのでした。


!
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!
発見の４．


さらに、また、宇宙の深遠なる理に触れるかのようなできごとも起きま
す。あたかも目に見えないサポートがはいったかのごとく、たった1か月
半の間にも、いろんないいことが起きる。たとえば、顧客からの評価は
非常に高いといわれていたが、もう事業として締めた方がいいのではな
いかと目されていた事業もありました。突っ込んで顧客の評価を確認す
ると、やはり非常に高い。そういう評価をどう事業に活かしたらいいの
か、活かせるのか、周辺事業を起こすことはできるのか、…


結局、ある企業が、顧客基盤を共同事業として展開したいということで、
事業規模は10倍になりそうです。


また別の例では、プロジェクトのまっただなかで、重要な引き合いが起
きた。それ自体はたいしたことがないのですが、プロジェクトで見えか
けている、先に発見の３で書いたことや、これまでのトラックレコード
でいくと、利益もとろうとして、失注する確率がかなりある。しかも、
そのコスト計算などが後手に回っている。こういうことがプロジェクト
メンバーには手に取るようにわかる～なんでわかるかというと、顧客の
反応の立体感をつかんでいるからなのですが。


そこで、この事業に関しては、とにかく社内利益ははき出しても、最低
価格でとりにいく。それでも利益が出る事業展開はできるはずの事業だ、
ということを、プロジェクト終了前から、勇気を出して社内に発信する。
他事業部門から見たら、考え方によっては失礼な、となりますが、そこ
は勇気。また、市場の立体感をベースに語る話の生々しさ、という効果
もあります。


結果として、その案件は受注しました。また、その案件があったお陰で、
このプロジェクトの検討自体も進み、また全社を巻き込む動きの起爆材
にもなったわけです。その事件は、もしかしたら、この戦略プロジェク
ト全体を助けてくれたのかもしれない、私から見たら宇宙の救いを感じ
た一件でした。


!
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マーケティングは３人に聞きなさい、の反省と意義 

期待に反して、この本はここまでのところでは、大きく売れたわけでは
ありませんでした。理由はいろいろとあります。著者が無名。出版社の
配荷力。タイトルが優しすぎて、内容と乖離している、などなど。


ですが、出版社も、ライターさんも、全力を尽くしてくれました。とに
かく世にいったんは出たことに意義があったかと感じています。


ところでもしこれを失敗とするならば、その最大の原因は、中途半端で
あった私にあると感じています。内容、狙い、タイトル、意識に揺れと
幅が大きかった。価値がシンプルに判らない !


シンプルに考えると、あることが見えて来ます。


それは、この本の意義は、実は、…


市場の立体感を土台に、経営戦略理論、経営革新へのアプローチの教科
書を、書き換えてしまう、ことにあったのだと思います。


このことが伝わらないので、（いまのところ）失敗したのだと思ってい
ます。私に余計な配慮や遠慮がありすぎたのでした。あるいはここまで
大それたことを私の表層意識は考えていなかったのでした。


この内容が（本がとはいいません）、世界初の教科書として認識される
べき理由は、…


１）市場の立体感をベースにするというのは、それだけで、事業の非常
に多くの割合での経営判断を助けるという効果があるという実地での発
見。


２）さらに、費用対効果と、ちょっとした消去法的な論理分析マインド
を駆使すれば、マーケティングの全貌の判断が、ものすごいスピードで
できてしまう。さらにパッケージに書いていますように戦略の全貌での
的確な判断をも可能にする、という事実。


これについては、この本・内容がなくても、世の中ではできているので
はないのか、と思われるかもしれませんが、違います。違う、といえる
のは、その感覚は、１）経営コンサルタントにはないこと、２）ビジネ
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ススクールの教授陣にはないこと、の二点です。逆にいえば、優れた経
営者にはあるのだと思っていますが。


経営コンサルタントにないのはなぜそういえるのか。まず、マーケティン
グの専門家でも、ここまで顧客を見ません、Ｎ３００も１０００も見る
からです。しかも彼らは事業の判断そのものに意識が及びません。した
がって、市場の立体感そのものが、事業判断に活用できる感覚がないの
です。


戦略コンサルタントは、もっと高コストで、高級なプロジェクトを行う
と思っています。ですから、高級な次元での判断というノイズにかなり
のエネルギーが取られて、却って本質的な判断に後れを取ります。また
頭で考えることをしょっちゅうやっているので、Ｎ３ね、市場の立体感
ね、と思ってしまって、それ以上の内容に意識を振り向けないので、全
貌の価値まで意識が到達しない。


では、ビジネススクールではどうか。


実は、この３月に、私はビジネスモデル学会で（運営委員もしているの
ですが）、内容をわずか１０分で発表しました。ものすごいスピードで
語ったので、最初の３分はわかったが、あとの７分間は、声のするトー
キー映画のようだった、とも評されました。それはともかく、そのとき、
いろいろと資料をあらためて調べたのですが、ハーバードビジネススクー
ルのデータベースで、「市場の立体感」と「マーケティングの全貌の理解・
判断」を結びつけいる片鱗が感じられるものは皆無。ましてや「戦略の
全貌」と結びつけている片鱗もゼロでした。


マイケル・ポーターといえば、ハーバードの戦略の大家ですが、彼には、
この感覚はもちろんありません。証拠の１は、彼は最近、CSV、社会の
価値感にしたがった戦略の重要性を説き始めたことで、マーケティング
感覚と戦略をつないだ、と評されることが多い。しかし、彼の説く「社
会の価値感」には、立体感がない。平均的なことを説いています。した
がって、ブルーオーシャン戦略の教科書と同じく、あとづけの解説でき
ますが、戦略の最前線での判断には役立ちません !
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証拠の２は、実は、私はハーバードを卒業した直後、戦略の教授陣12名
がたちあげた、日米欧の競争力研究の助手をつとめたことがあります。
それを主導したのがデイビッド・ヨフィー准教授。私が彼の地でもっと
も影響を受けたうちの１人、優れた戦略家で、プロジェクト最中に教授
になりましたが、そのプロジェクトの最大の認識が、「マイケルポーター
は業界に目を向けて、優れた戦略論をうちたて世の経営者に影響を与え
た」、だが、「実際には、企業ごとに戦略は大きく異なっており、優位
なパラメータは業界より、個別企業の個別戦略ではないのか」だったの
です。このこと自体はさておいておいて（業界の収益構造に目を向ける
感覚は、Ｍ＆Ａなどでは大いに生きてきますが、こういうこともさてお
いておいて）、私が着目するのは、その、いまハーバードの戦略グループ
を率いているリーダとなったデイビッドヨフィー（インテルの社外取締
役を二十年も勤め、アップルの系絵陣とも仲がよいんですが）、デイビッ
ドヨフィーの意識に、市場の立体感はやはりない！、ということは、彼
の著作や、論文や、彼の助手が書いたハーバードの教材ケースを読めばわ
かります。


!
NEXT STEPs 

ということで、ではこのあと、どうするか。 

教科書を書き直すことがハッキリわかるような著作を書きます（まだ出
版社もありませんが、宣言）。 

また、論文も書いていきます、学会で発表したあと、論文自体はまだ書
いていないし、その発表内容自体、５つくらいに分けないとならないよ
うな複合的なものだったのでした。ので、イシュー一つずつ、シンプル
に。 

さらに、ますます、実地での研鑽と貢献に励みます。回りが幸せになれ
ば、社会が前進すれば、とにかくいいことがあるでしょう。 

とはいえ、今のところは、この本は、よい教科書、理解、実践への入り
口と思いますので、応援いただける範囲で応援方、ひきつづきよろしく
お願い申し上げます。本の理解と、ちょっとしたシミュレーション体験
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とのかけ算は理解を圧倒的に深めるとは思いますので、いつでも一肌脱
がせていただきます。


!
	 	 	 ☆	 	 ☆	 	 ☆


いよいよ暑い夏に向かいます。株主総会を終えられ、夏の陣と存じます。
末筆ではございますが、どうぞご自愛のほどもよろしくお願い申し上げ
ます。感謝とともに、ご健勝を祈念しております。


!
長文、お詫び申し上げます。


心からの感謝をこめまして、ご報告です。


敬具


2014年6月26日


小川政信



!10

http://www.inspark.jp
http://www.inspark.jp

