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Jacky柴田のマーケティング道場

- 「After コロナ、With コロナ」 と 「企業対応」 -

第 02 回目 （ 03 回シリーズ ）

向学心旺盛な多摩地区の皆さん

2022. 02. 08.

令和 04年 02月 08日 （火）

羽村市 産業企画課

首都圏産業活性化協会

Jacky Marketing Office （柴田正幸事務所）
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Jacky柴田のマーケティング道場 予定

第01回

第02回

2022年 01月 18日 （火） 18：00～20：00

Customer／ 顧客ベネフィットの変化

- 顧客ベネフィット探索の際の企業姿勢 -

2022年 02月 08日 （火） 18：00～20：00

Competitor／ 競争環境の変化

- 複雑化する業界の捉え方と競争戦略 -

第03回

2022年 03月 10日 （木） 18：00～20：00

Company／ 自社の競争資産の変化

- 競争資産における人材の重要性と中小企業-

- 「After コロナ、With コロナ」 と 「企業対応」 -
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前回セミナーでお話しした Liberal Arts について
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人や組織としての価値とその成長

広がり

価値観・世界観

高さ

専門性

専門性

先に底辺を広げる

先に高さを上げる

企業の成長

価値向上のアプローチ

専門の

周辺にある

知識・見識

Liberal arts専門性を

直接支える

基礎的な

知識・技術
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既存ブランド
既存商品

新ブランド
新商品

（ライセンス契約）

カジュアル衣料

サニタリー

トイレのスリッパ

トイレの便器カバー

ブランド・エクステンションの注意点

オートクチュールの
高級ブランド

ブランド価値の高さ

少ないエネルギーで規模を拡大するためには

（面積を広げる＝より多くの顧客を獲得する）

頂上を高くせよ！
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ブランド構築の 2つの方向

1964年

アウディ

1937年

フォルクスワーゲン

フォルクスワーゲン

1998年

ベントレー

upstream

downstream

823～1,081万円 航続距離 390～502km

387万円～ 航続距離 254～513km

航続距離 487～507km

ロードスター

モデルS

モデルX

2008年

2012年

2015年

2017年
モデル3

テスラ

1,270～1,481万円 航続距離 394km
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人や組織としての価値とその成長

広がり

価値観・世界観

高さ

専門性

専門性

専門性を

直接支える

基礎的な

知識・技術

先に底辺を広げる

先に高さを上げる

企業の成長

価値向上のアプローチ

専門の

周辺にある

知識・見識

Liberal arts

①

②②
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今回は

皆さんから頂いたアンケートにお返事する形で進めたいと考えています

理科大 MOT での授業スタイルです

当初の予定から大きく変わりますが‥



- 9 -

Copyright       Jacky Marketing Office©

昨年話題になった落合本

「嫌われた監督」

初版 ： 2021年09月24日

著者 ： 鈴木忠平

出版社： 文藝春秋社

価格 ： 1,900円＋税

スポーツ新聞の駆け出し記者だった著者が

中日ドラゴンズ監督8年間の取材を通して

落合の頭の中・心の中を探っていく著作

プロとは何か、プロとしての在り方、選手の指導・育て方など

8年間の監督成績 ： リーグ優勝4回、日本一1回

但し、落合式が唯一の正解ではない
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昨年話題になった落合本

監督に嫌われても試合で使われる選手になれ

俺は好き嫌いで選手は使わない

プロとは何か、プロとしての在り方、選手の指導・育て方など

前回・今回セミナーに関して印象に残った落合の言葉
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前回セミナーの感想

① 今回は少し学術的で、新鮮でした。個人的にはもう少しテクニック的な例を増やし
ていただけると、すぐに経営に反映できると思いました （それではいけないのかも
しれませんが）

Jackyからのコメント

前回はいつもよりも理屈っぽい部分が多かったので、私自身も、皆さんの反応がち
ょっと気になっていました。アンケートを見る限り、私の予想以上に受け入れて頂い
たようで、少しほっとしています。

a. 羽村で初めてセミナーを開催したのが2007年。何とまぁ今年で16年目 （1年だ
けお休みがありましたから15回目） になるんですね。

セミナーに来て頂いている方の中には、最初から参加している方もいれば、初
めて参加される方もいます。最初から参加している方は少しづつでもレベルア
ップ （この場合は 「掘り下げ」 ） していくことを望まれるでしょうし、初めて参加
される方は楽しく分かりやすく （基本的な考え方を事例を挙げて） を期待され
るでしょう。羽村のセミナーでは、毎年そのバランスに悩まされています。

私の基本スタンスは 「現象の背後にある理論を具体例で説明する」 です。

前回は理論が前面に出過ぎて具体例が少々弱かったかも、と自己分析してい
ます。とはいえ、実は今回も理屈っぽいかも‥
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前回セミナーの感想

① 今回は少し学術的で、新鮮でした。個人的にはもう少しテクニック的な例を増やし
ていただけると、すぐに経営に反映できると思いました （それではいけないのかも
しれませんが）

Jackyからのコメント続きの続き

b. 次ページは昨年もお見せした 「Do How、Know How、Think How」 の図です。
私たちは通常 「Do How、Know How」 の2つをセットで言うことが多いですが、
この 「Do How、Know How」 を土台として支えるものが 「Think How」 だと、私
は考えているというお話を昨年しました。

理屈っぽくなりそうなので、野球を例に説明しましょう。

イチローの 「バット・テクニック ＝ Dow How」 は、メジャーでも証明された超一
級品ですね。でも彼の話を聴いていると、他の分野 （例えばビジネス） にも通
じる点があると気づかれるはずです。彼は野球に関する Dow How をきちんと
理論的に整理し、血肉化された Know How に昇華しているので、野球人はも
ちろん、一般の私達にもいろいろな気づきを与えてくれるのです。さらに、どの
ように人生に向き合うべきかというような価値観や人生観を感じるのであれば、
彼の Know How が Think How に支えられているからです。

私は野村克也や落合博満が好きです。野球選手として実績を残した Dow How 
だけでなく、それを集積した Know How、Think How を感じるからです。
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Do How、Know How で充分か？

Know How

Do How

対象

モノ・コト

主体

ヒト

集積技術・知識

テクニック、技巧

物事の方法や手順に関する

集合知識を汎用化させたもの

具体的にどのように行うか

物事のやり方や手順そのもの

Think How 思想、価値観
どのように考えるか

背景となる思想・価値観

ガラケー親指操作 スマホ両手操作

対象や状況の背後で

共通する関係性を

見抜く洞察力

時代や社会環境の中で

ゆっくりと熟成していく

変化に対する大局観

常に激しく変化し続ける

対象や状況・環境への

適応力
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前回セミナーの感想

① 今回は少し学術的で、新鮮でした。個人的にはもう少しテクニック的な例を増やし
ていただけると、すぐに経営に反映できると思いました （それではいけないのかも
しれませんが）

Jackyからのコメント続きの続きの続き

Dow How の成功例は目を惹きますし、すぐにマネしたくなりますよね。かつて、
世界中が崇めたトヨタ生産システムを多くの会社が導入しようとしました。皆が
皆成功したのでしょうか？実は、その多くが導入に失敗しています。

何が別れ目になったんでしょうか？

「成功した Dow How ＝ トヨタ生産システム」 をそっくりそのまま導入しようとし
た会社はほぼ全滅でした。トヨタ生産システムは、トヨタという会社の文化や風
土、組織運営、経営思想と密接に結びついているのです。形 （方式） だけを導
入しようとしても、その会社の実態がついていけなかったんです。

それに対して、トヨタ生産システムを一旦 Know How 化して理解した上で、時
間をかけて 「自社の状況に合わせて適合できた」 会社のみが少数ながら成功
しました。簡単に手に入るものは簡単に失います。しかも 「手に入ったと錯覚し
ているだけ」 というのが多いんですね。

一夜にしてイチローや大谷翔平になれるものではありません。もし 「なれる」 と
いう人がいたら、詐欺師です。多分‥
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前回セミナーの感想

Jackyからのコメント

はい、私も皆さんにお会いできることを楽しみにしていましたので、リモートになって
しまいとても残念です。

熱量、伝わってますか。嬉しいですね。熱量やエネルギーは私のウリですから。

昨年の 「効率」 と 「効果」 の話が気に入られたとのこと。であればきっと、次のペー
ジも好きになりますよ。

どうでした、お気に召しました？

② 案内をいただいてから、ずっとJackyさんにお会いできることを楽しみにしていまし
た。今回も直接お会いできずに残念ですが、熱量はとても伝わってきています。
去年のお話の中で好きだった 「効率と効果」 の話を本日改めて聴き直し、△のす
そ野の広さが努力なんだとお話しいただけて、だいぶ気持ちが楽になりました。な
かなか成果が出ない毎日ですが、必ずなにかしらのアウトプットするように日々行
動しています。土台作りを怠ることなく、これからも努力を続けていきたいと思いま
した。
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P. コトラーは、マーケティングの知識を提供し

そして

Jackyは、マーケティングの元気を与える

Jacky Masayuki Shibata

T. レヴィットは、マーケティングの思考を教え

P. ドラッカーは、マーケティングの精神を諭し
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「効率」 と 「効果」

「効率」 とは、物事を 「正しく行うこと」 であり、

「効果」 とは、「正しい事」 を行うことである。

Efficiency is doing things right; 
effectiveness is doing the right things.

Peter Ferdinand Drucker 

（1909年11月19日～2005年11月11日）

まずは 「効果」 を考えよ。「効率」 を考えるのはその後だ。

間違った道に進んでしまったら、もはや効率どころの騒ぎではない

正しいやり方

正しい目的・目標
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コンピュータのソフト階層

ハードウエア

アプリケーション

Application

個々の業務に特化した処理を行う応用ソフトウエア

Word、Excel、パワーポイント、画像編集ソフトなど

コンピュータの物理的本体

ソフトウエア

ハードウエア

オペレーティングシステム

OS ＝ Operating System

コンピュータの基本的制御を行うソフトウエア

メモリや CPU などハードウエアの効率的管理を行う

Windows、Mac OS

ミドルウエア

Middleware

API （Application Programming Interface） によって

OS とアプリの相違を吸収する仲介ソフトウエア

データ管理サーバ、Webサーバ、

アプリケーションサーバなど

企業

業績に直結する

知識・ノウハウ・ドゥハウ

現場に役立つように

知識・技術を翻訳・応用

専門的研究結果

学術理論・他分野の情報
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「効率」 と 「効果」

Efficiency is doing things right; 
effectiveness is doing the right things.

Peter Ferdinand Drucker 

（1909年11月19日～2005年11月11日）

間違った道に進んでしまったら、もはや効率どころの騒ぎではない

ドラッカー提供の OS

Jacky提供のミドルウエア

おそらく皆さんが現場で使う

アプリケーション

まずは 「効果」 を考えよ。「効率」 を考えるのはその後だ。

正しいやり方

正しい目的・目標

「効率」 とは、物事を 「正しく行うこと」 であり、

「効果」 とは、「正しい事」 を行うことである。
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何から始めるか

「できること」 から始めるのではなく、「正しいこと」 から始めるのです

Start with what is right rather than what is acceptable.

Peter Ferdinand Drucker 

（1909年11月19日～2005年11月11日）

顧客

Benefit

自社

Ability

ベネフィット

技術・製品

自社

Ability
できるようにする努力

変わる努力
求めるベネフィット
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志の高さ （喜びを共有する人の数）

志の強さ （絶対に譲れない決意）

入ってくるお金の規模とリアリティ

出ていくお金の規模と使い方

顧客は誰か・熱烈な支持者

ライバルは誰か／企業・業種

お金がなければ生きていけない

市場の支持がなければ続かない （社内の支持も）

逞しくなければ成功できない

社会性の有無

原資の確保

競争優位

現実世界では、正しいだけでは企業は生き残れない

夢

財布

喧嘩の仕方
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前回セミナーの感想

③ 基礎的な部分の理解度が現状低く、再度学習した上で再度受講したい内容だっ
たと思う。

Jackyからのコメント

a. 構いませんよ、何の問題もありません。

赤ちゃんは言葉の意味を理解してから話し始めますか？

日本語の文法を学習してから、正しい日本語を話し始めるのでしょうか？

そもそも言葉の意味を理解するためには、言葉そのものを使いこなさなければ
なりませんので、堂々巡りになってスタートさえ切ることができません。私たち
は、正しい日本語かというとちょっと怪しいものですが、それでも言葉を話して
他の人とコミュニケーションをとっています。試行錯誤の成果です。

つまり、最初は 「触れて興味を持つ」 それでいいと思います。

野球のルールを学ぶ前に、ボールを投げてバットを振り始めます。

サッカーのルールを学ぶ前に、ボールを蹴る面白さを知るのです。

その意味で、興味を持って頂いたようですから、まずは成功です。
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Jackyからのコメント

b. その上で、「再度学習・再度受講」 につなげれば大丈夫です。

学習は反復です。仕事でも同じですね。知識でも技術でも、何度も繰り返しなが
ら少しづつ己が身に刻み込んでいきます。

その過程で地道な努力は必要です。残念ながら、促成栽培のようにすぐに身に
つくことを期待しない方が賢明でしょう。後ほど、「予習と復習」 について触れる
はずですから、そこも参考にしてください。

イチローや大谷翔平は、子供時代から毎晩遅くまでバットを振っていたそうです
ね。そしてプロになってからは、手を抜くどころかますます練習を積むようになり
ました。自分のバッティングを体に刻み込むために、努力を惜しむことなく。

大谷翔平の私が好きな言葉

「オフですか？やることないので練習してます」

次ページは、今や21世紀の知の巨人と言われるようになった 「ユヴァル・ノア・
ハラリ」 の言葉です。

前回セミナーの感想

③ 基礎的な部分の理解度が現状低く、再度学習した上で再度受講したい内容だっ
たと思う。
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Yuval Noah Harari

ユヴァル・ノア・ハラリ

（1976年02月24日～）

イスラエル・ヘブライ大学の歴史学者・哲学者

どんなテーマであれ、深く掘り下げたければ、たっぷり時間が必要だし、

とくに、時間を浪費する特権が必要だ。

成果につながらない道も試し、行き止まりも探り、疑いや退屈が入り込む余

地も作り、小さな見識の種がゆっくりと成長して花開くのを許す必要がある。

もし時間を浪費する余裕がなければ、真実はけっして見つからないだろう。

21 Lessons
21世紀の人類のための21の思考
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Yuval Noah Harari

ユヴァル・ノア・ハラリ

（1976年02月24日～）

イスラエル・ヘブライ大学の歴史学者・哲学者

どんなテーマであれ、深く掘り下げたければ、たっぷり時間が必要だし、

とくに、時間を浪費する特権が必要だ。

成果につながらない道も試し、行き止まりも探り、疑いや退屈が入り込む余

地も作り、小さな見識の種がゆっくりと成長して花開くのを許す必要がある。

もし時間を浪費する余裕がなければ、真実はけっして見つからないだろう。

21 Lessons
21世紀の人類のための21の思考

浪費 ＝ 時間と手間を惜しまず注ぎ込むこと

「時間を浪費する特権」 と言うと

自分とは関係ない話のように思うかも知れませんが
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Jackyからのコメント

言語化はとても重要なことです。

前回セミナーの感想

④ Jacky柴田さんのゼミは毎回楽しみにしています。自分の中で漠然としていた感
覚が言語化されるので勇気づけられます。

感覚 （生理的な五感） の情報は、言葉 （文化的） の情報とは異質

感覚の情報量は、言葉の情報量をはるかに凌ぐ

言葉で記録することで、膨大な情報が重要 （と思う） 情報に収斂される

記録された言葉を振り返ることで、感覚の情報を引き出すフラッグとなる

ではなぜ、わざわざメモを取るのか？

感覚を大事にするスポーツ選手が、なぜメモを取る （言語化する） か？
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P. コトラーは、マーケティングの知識を提供し

そして

Jackyは、マーケティングの元気を与える

Jacky Masayuki Shibata

T. レヴィットは、マーケティングの思考を教え

P. ドラッカーは、マーケティングの精神を諭し



- 28 -

Copyright       Jacky Marketing Office©

時には、厖大な情報に優先順位をつけて

取捨選択することも必要である

武道の師範が眼を細めている稽古を見つめている

半眼

動物は、驚いた時・危険を感じた時・好きなものに出合った時、眼を大きく見開く

視覚情報を増やすため

観察対象を決めた時、焦点を絞り込んでその他の視覚情報を制限している

取捨選択するためには選択基準を考えざるを得なくなる
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前回セミナーの感想

⑤ 普段から物事を注意深く観ていき、自分の考えをもち、価値観を高めていくことが
大事であると考えました。企業としては、課題に対して、一人ひとりが考えて意見、
提案できる風土づくりが必要となります。能力を高めるために、単純な相関関係で
片づけるのではなく、介在要因をもち説得力のもつ因果関係のモデルづくりが必要
であります。

⑥ ベネフィットは、現場にある。現場がアイディアを出すには、組織の風土・環境が変
わらなければならない。高く成長するために、裾野を広げる。

Jackyからのコメント

いいですね。「観る」 と 「見る」、使い分けを続けてください。

a. 企業風土について。

企業や組織の風土・文化というものは、完全に経営者の責任に帰せられます。
創業段階での経営者の考え方が、経営に反映され続けることで、風土も文化も
形成されます。

アップルでもソニーでも、社員が勝手に集まってそれぞれの社風を作り上げた
ところに、ジョブズや井深さん盛田さんが登場したわけではありません。
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Jackyからのコメント続き

「創業者の考えや志向や態度の表れとしての社風」 に魅かれた社員が集まり、
さらに社風を強化していくわけです。従って、社風は創業者の鏡ともいえます。

だから、あなたが創業者であれば、社風は変えられます。あなた自身が変われ
ば、おのずから社風は変わっていくはずです。たとえば、すでに紹介した 「夢と
財布と喧嘩の仕方」 を明確に具体的に社内に示すだけでもきっと効果が出る
はずです。変わらなければ、きっとどこかおかしい （変） ところがあるということ
になります。創業者ではない継承した経営者であっても上記は同様です。

b. 問題は、従業員側としては社風をどう考えるかです。

社風が経営者の責任であるとするならば、「社員はその結果である社風を受動
的に受け入れるだけか？」 という点です。

自分の人生については、その責任も結果も誰であっても受け入れざるを得ない
のが現実です。本人のせいではなく、仮に環境が引き起こした喜ばしいことも悲
しいことも、自分の身に起こったことは自分にしわ寄せされてしまいます。

であれば、自己防衛上も、前もって自分に影響を与えかねない環境を改善して
おく方が絶対に望ましいはずです。

前回セミナーの感想
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Jackyからのコメント続きの続き

私たちは自分の家や部屋を望ましいものにするように工夫します。自分が所属
する企業やその社風を自分の部屋だと思えば、快適にしたくなるはずです。

であれば、職場環境という風土を、① 「自分の家・部屋」 と認識し、② 「自分の
影響で好ましいものに変えられる」 という実感を持ってもらうことです。

もちろん当然ですが、社風に対するボトムアップの影響力は、トップダウンの影
響力に比べてはるかに弱いものです。でも、考え方を変えれば、「影響力が強い
トップダウンの力で、ボトムアップを伸ばすことも可能」 ということにもなります。

c. 「ボトムアップを伸ばす」 組織創りのためにどうすべきか？

私の経験では、ポイントとなるのは 「フラット化」 と 「情報共有」 と 「権限移譲」
ですね。

1. フラット化 ： 人は対等である。「さん」 → 「自己申告のニックネーム」

2. 情報共有 ： どんな情報も隠さずさらけ出す。不信感の最大原因は情報不足

3. 権限移譲 ： 立場が人を育てる。形式と実体

但し、企業組織ですから、法的な 「責任と権限」 は別問題です。

前回お話しした星野リゾートの例も参考になる筈です。

前回セミナーの感想
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あだな （綽名、渾名）

： 「あだ」 は 「他・異」 の意。他人がつけた本名とは異なる呼び名。

一般的に、その人の欠点をあげつらって呼び名化するものが多い。

ニックネーム

： 本人が、周囲にこう呼んで欲しいという愛称。

ニックネームのつけ方

「これまでの自分の過去」、「その結果たどり着いた現在」、「何年か後にありたい将来像」
を考慮して、自分の目指す姿をこう呼んで欲しい名前としてネーミング （下図 A）

親が子供にとんでもなく凄い名前をつけるのは、過去という後ろの延長線がなく、スタート
を切ったばかりの現在だけから未来象を描くため、期待の触れ幅がとてつもなく大きくな
ってしまうから （下図 B ）

過去 現在 未来

図 A

過去 現在 未来

図 B

×
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「現場の顧客発想」 を生み出す組織運営

商品開発

サービス

組織運営

オペレーション

マルチ・オペレーション

フラット組織

権限移譲

立候補制

現場担当者の顧客発想

現場重視 （現場の声）

論理と実践

チャレンジと改善

マーケティング理論

マーケティング・マインド

燃料

マーケティングが使えないとしたら

それは使い方が間違っているのだ

星野自身 「それはムリだろう」 と悲観的だったものがヒットしたこともあった

社員を引き上げようとする前に

経営者の方から階段を下りる

顧客発想には

組織・文化・風土
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前回セミナーの感想

⑦ 組織や個人の 「厚み」 が会社の長期的安定につながるので、教育は大切だと思
いました。

Jackyからのコメント

a. はい、社員の方への 「教育は大事」 ですね。でも、どんな教育をイメージする
かが問題になると考えます。

1. 手取り足取りかゆいところに手の届くような手厚く配慮の行き届いた教育？

2. または、かつての軍隊式の上下下達方式を徹底させる教育？

3. はたまた、実務で失敗を重ねながら体で学んでいく見守り型の教育？

前段でいう 「厚み」 とは、おそらく 「主体的で自律的な社員の層の厚さ」 を意
味しているのではないでしょうか。であれば、 「主体的で自律的な社員を育て
る教育」 を目指すことになりそうです。

そのためには、直前にお話しした 「ボトムアップを伸ばす」 組織創りがおそらく
参考になると思います。

「教育」 の前に、環境創りに心を砕かれると良いと思います。
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好きになれば、義務でするよりも多くのことを学べる

Love is a better teacher than duty.

Albert Einstein 

（1879年3月14日～1955年4月18日）
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前回セミナーの感想

⑦ 昨年も TAMA協会様が開催された Jackyさんのマーケティング道場に参加させ
ていただきました。いつもながら、Jackyさんの講演を通して、新しい気づきがあり
ます。本日の講演で非常に心に残ったのは、Liberal Arts の話です。ジョブスの
Technology と Liberal Arts との交差点の話もすごく心に響きました。

⑧ ジャッキーさんの静かな熱量は勇気をもらえるものでした。リベラルアーツという
人、企業の土台が重要という示唆に富んだお話はとても沁みました。社内のメン
バーのリベラルアーツに着目してお客様目線の意見を発信してもらう工夫をとこと
ん考えなくてはいけないと感じました。

Jackyからのコメント

新しい気づきがありましたか。それは私にとっても嬉しいことです。熱量が勇気を与
える、こちらも嬉しいコメントです。

a. 私の大好きな考え方 「ポジショニング」 では、「競争軸のオリジナルの組み合
わせ」 の大切さをいつもお話してきましたよね。

1. マーケティングでは一番が大事

2. 一番がなければ、自分が一番になれる新しい競争軸を創り出せ

3. その際にはトレード・オフまたは異質な軸同士を掛け合わせること

では、あなたはどんな軸を組み合わせて交差点を創り出しますか？
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1. 絶対有利 「 NO.１の法則」

一番最初にアメリカ大陸に到達したのは？

二番目にアメリカ大陸に到達したのは？

世界で最初に大西洋を単独飛行したのは？

世界で二番目に大西洋を単独飛行したのは？

日本で一番高い山は？

日本で二番目に高い山は？

「認知」 という心の中の指定席を獲得する最強の武器
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1. 絶対有利 「 NO.１の法則」

一位

富士山

3,776m

二位

北岳

3,193m

三位

奥穂高

3,190m

Q 100人に聞きました

100

3
0

人の知覚は

1位と 2位の間に

大きな差がある

三位

間ノ岳

3,190m

0
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2. 自分に有利な土俵づくり 「ルール変更の法則」

一番でないなら一番になれるようにルールを変えてしまえ

バート･ヒンクラー

アメリア･イアハート

チャールズ･リンドバーグ

y 軸で一番でなくても

x 軸なら一番になれるかも知れない

史上最初 大西洋 単独 無着陸横断飛行したのは？

二番目に 大西洋 単独 無着陸横断飛行したのは？

三番目に 大西洋 単独 無着陸横断飛行したのは？

x

y

A

B

C
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女性で一番 !!

2. 自分に有利な土俵づくり 「ルール変更の法則」

一番でないなら一番になれるようにルールを変えてしまえ

No.1 でなかったら、切り口を変えて No.1 を実現する

イアハート効果
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2. 自分に有利な土俵づくり 「ルール変更の法則」

ジャンプスキー

瞬発力

速筋繊維

クロスカントリー

持久力

遅筋繊維

大企業の体力

技術力

資金力

意思決定の速さ

柔軟さ・風通し

価値軸を 「複合」 せよ ！

本来ならトレード・オフになりやすい価値軸を組み合わせよ

実現するのは難しいが、真似するのも容易ではない

Apple

強い企業経営ノルディック複合

King of ski
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2. 自分に有利な土俵づくり 「ルール変更の法則」

価値軸を 「分割」 せよ ！

当たり前と思い込んでいる既存の軸を細分化せよ

狭い領域なら弱者 （中小企業） も実現可能性が出てくる

顧客満足度技術力・研究開発力

サービス

ソフト

満足

商品・製品満足基礎技術

応用技術



- 43 -

Copyright       Jacky Marketing Office©

前回セミナーの感想

⑨ Jackyさん、いつもありがとうございます。今年こそは直接お会いしたく思っていた
のですが （昨年も Onlineでしたので）、すごく残念です。Online という環境ではあ
りましたが、今日も新しい刺激をいただきました。ありがとうございました。

⑩ 今回も、有意義なセミナーありがとうございました。一般的には〇〇に進んでしま
うが、裏に隠れている、価値・ベネフィットを観る。他にも展開できるなど、今の仕
事でもイメージしやすかったです。ありがとうございました。

⑪ ありがとうございました。

Jackyからのコメント

a. Online セミナーは、やっていて実に寂しく空しいものです。最近は 「プレゼン研
修を Online」 でやることもあります。「リアルのプレゼン研修を Online でやる」
って、何だか自家撞着のようで欲求不満になりそうです。

b. 裏に隠れている、価値・ベネフィットを 「観る」。「観る」 を意識して使ってくれて
いますね。「観る」 という言葉を意識するだけでも、他の人に見えないものがあ
なただけ 「観えてくる」 可能性がありますよ。

c. いえいえ。こちらこそ、謝謝です。
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前回セミナーに関する要望

① 資料の件。以前の Jackyさんのマーケティング道場では、会場に紙プリントの資
料を置いていただいていて、聞きながら大事な所や理解しにくい所をサッとメモを
書きこめました。その資料は数年経っても見れば内容を鮮明に思い出せました。
一年以上後に、社内で社員と勉強会を開いて、マーケティング道場の復習をした
時も、メモが書き込まれた資料なら使えました。ところが画面やプロジェクターで
見て、自分のノートにメモると、数か月後には自分でも暗号のように理解できなく
なっていました。後から送っていただいた資料も、半年すると初見の様に感じられ
て、内容を思い出せない所が多かったです。ぜひ、事前の資料配布または pdf配
信をお願いしたいです。(もちろん出せない内容の所は、以前の様にプレゼンの時
だけで構いません) 

② 資料を頂きたく、よろしくお願いいたします。

Jackyからのコメント

a. そうですよね。配布資料がないとメモが取れませんもんね。

急遽リモートへ変更となり、各人への PDF 配信が間に合わないだろうと私が勝
手に判断してしまいました。失礼しました。

ぎりぎりのタイミングになると思いますが、配布資料としてPDF 配信したいと思
います。
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参照

「采配」 落合博満 P.38～39

2011.11.17. ダイヤモンド社

体感 （体験） が重要

体感したものを復習する

感覚の言語化

整理して血肉化する

次の予習になる

予習・仮説立案
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前回セミナーでの質問

① Liberal Arts を学ぶ方法を教えてください （個人が学ぶ場合）。さらに組織がすそ
野を広げるために、Liberal Arts を学ぶ方法を教えてください。第2回楽しみにし
ています。

Jackyからのコメント続き

a. 一言で言ってしまえば 「刺激に触れる」 ということになるでしょうかね。刺激に
当たるものは、人・芸術・文化・景色・体験など何でも構いません。

但し、注意すべきは 「刺激としての価値は、刺激側にあるのではなく、刺激を受
ける側にある」 ということです。

前回のセミナーでも言いましたが、リンゴが地上に落ちる現象を見ても、ニュー
トン以前の人類は何も気づきませんでした。つまり、「リンゴが落ちる」 という現
象 （＝刺激） に価値があるのではなく、ニュートンの方がその現象に価値を加
味したのです。ここはとても大事な点です。

Liberal Arts を学ぶ最も一般的な方法は本を読むことでしょう。ところが、同じ
本を読んでも、何も感じない人と大きな価値を引き出せる人が存在します。

「紙という物質的存在の上に並んだ文字列には完結した価値がある」 のではな
く、「本を価値あるものとして役立てるのは読者次第」、つまり 「本やその内容は
素材に過ぎず、価値ある製品に仕立てるのは加工者であるあなたの力量で決
まる」 ことになります。
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リンゴが地上に落ちる現象を

ニュートンが初めて

見つけたわけではない

風呂の湯があふれる現象を

アルキメデスが初めて

見つけたわけでもない

初めて見つけたのは 「何気ない事実の背後に隠れている意味」
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Jackyからのコメント続きの続き

地下に金鉱が隠されていても、それに気づかずただの変哲もない山と見てしま
う人。金鉱の存在を見抜くだけでなく、実際に金塊を掘り出してしまう人。その
差は限りなく大きいものとなります。

b. その差を生む読書のコツを紹介します。MOTの学生に感謝される読書法です。

Q. 何故本を読むのか？

A. 本の内容を自分のものとし、今後に生かすため。違いますか？

Q. では、本を 1回読んだら頭に入りますか？内容は覚えていますか？

A. 覚えていない！内容どころか、読んだことさえも忘れていることがある。

であれば‥

前回セミナーでの質問
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読書の 3区分

ビジネス面での

人間的能力を高める本

マーケティングの

専門能力を高める本

自己の内的満足

のための本

ビジネス

マーケティング

趣味

Jacky （マーケティング・コンサルタント）

仕事・生活の

必要性で読む本

人生をより良く生きる

ための本

生活から解放される

ための本

実用書

教養書

趣味

清水幾太郎 （社会学者、ジャーナリスト）

人生の意義を深め、よりよく生きるため

思考能力をつけたい

マーケティングの専門性のため

広範なビジネス能力のため

自己の内的満足のため

読むことを楽しむ、リターンを期待しない

マーケティング

ビジネス
ビジネス

教養書

趣味

最近の Jacky

塩野七海 「ローマ人の物語」

D・カーネマン 「ファスト＆スロー」

W・ヘルマン 「資本の世界史」

司馬遼太郎 小説以外

司馬遼太郎 小説

歴史小説
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読書の 3区分

ビジネス面での

人間的能力を高める本

マーケティングの

専門能力を高める本

自己の内的満足

のための本

ビジネス

マーケティング

趣味

Jacky （マーケティング・コンサルタント）

仕事・生活の

必要性で読む本

人生をより良く生きる

ための本

生活から解放される

ための本

実用書

教養書

趣味

清水幾太郎 （社会学者、ジャーナリスト）

人生の意義を深め、よりよく生きるため

思考能力をつけたい

マーケティングの専門性のため

広範なビジネス能力のため

自己の内的満足のため

読むことを楽しむ、リターンを期待しない

マーケティング

ビジネス
ビジネス

教養書

趣味

最近の Jacky

塩野七海 「ローマ人の物語」

D・カーネマン 「ファスト＆スロー」

W・ヘルマン 「資本の世界史」

司馬遼太郎 小説以外

司馬遼太郎 小説

歴史小説

読書の目的を明確化する

読書区分を明確化する

区分定義を明確化する

読書比率を定める
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Jackyさんの本の読み方

1. まずは目次を概観する

2. それでは、まずは一読。ハズレと思ったらその時点で終了

3. 役に立つ本だと判断したら 2回目にチャレンジ

4. 使える本だと思ったら、さらに 3回目にチャレンジ

① 全体構成を念頭に置きながら読みましょう

② 地図を持たずに旅に出かけても成果は少ない

① 参考になる箇所は、とりあえず片っ端からマーカーする

② Jackyは黄色のマーカーがお気に入り

① 2回目はゆっくりと。時間がない場合は、マーカーした箇所だけでもOK

② 得た情報を 「人に説明する、使う」 ことを意識しながら読む

③ マーカー箇所のうち、重要箇所に今度は鉛筆でマークする

④ わからないこと、新しい言葉は調べて本に書き込む

① ダブルチェックのうち、身につけようと思う箇所は何度も読み込む

② そのデータを 「プレゼンすることを前提に」 PCに取り込む

③ PCに情報を整理していく過程で理解がさらに深まる （読む以外の作業）

本は消耗品と思うべし

Book Off への

売却は考えない

作者と対話・議論する

状況次第では

音読が有効

併読は異分野で

3冊くらい

同一著者は

併読不可

本はあなただけの

加工素材
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一書の人を畏れよ

私たちは 「読書家・多読家」 にビビリがち

「読書家・多読家」 で内容を使いこなしている人は稀

たった一冊の本であっても、

良質の書を自分のものとすべく徹底的に読み込んだ人こそ

耳を傾けるべき見識を持っている

これは 「良い本だ・使える本」 だと思ったら

最低 3回は読み込みましょう
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Jackyからのコメント続きの続きの続き

読書をする際の最大のポイントは 「Critical Thinking」 です。

著者の書いていることを素直に受け止めるのではなく、「著者と議論をする」

当たり前とされる世間の常識も、どんな権威の言葉も、鵜呑みにすることなく自
分自身で検証的に考え直してみる習慣をつけていく。

前回セミナーでの質問
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Critical Thinking

Critical ：

① 危険な、危機的な、命にかかわる重大な危機が迫っている

② 批判的な、厳しく批判する、酷評する、難癖をつける

③ 批評的な
前提としてのネガティブな含意

Critical Thinking
検証的な思考態度

（冷静で客観的で中立的な立場で）

Critical Thinking 批評的な思考態度

一般的に
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何事も鵜呑みにせず、自分の実感を大切にせよ

鳥の目

魚の目

高い視野に立って

大きく全体を見渡せ

対象に近接し、細かいところまで

見落とすことなく観察せよ

自分を取り巻く流れ

（時代の流れ） を見失うな
人の目

人 （自分・相手・顧客・従業員） の

目線で （立場に立って） 検証せよ

ヒューマンスケール

鳥の目
高い視野に立って

大きく全体を見渡せ

動き

生き物 スケール

虫の目

生き物 スケール

対象に近接し、細かいところまで

見落とすことなく観察せよ
虫の目

「納得できない、気持ち悪い、美しくない」 と思ったら

そこにこだわって自分の納得する答えを探せ
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神は細部に宿りたまう

1925年に行なわれたハンブルグ大学での講演‥らしい

したがって、もともとはドイツ語ということになる

Aby Moritz Warburg

アビ・モーリッツ・ヴァールブルク

（1866年6月13日 ～ 1929年10月26日）

ドイツの美術史家。ハンブルク大学の教授

God is in the details 

神は細部に 「も」 宿りたまう
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René Descartes
ルネ・デカルト

（1596年3月31日～1650年2月11日）

フランスの哲学者・自然科学者

私に言わせれば、科学的発見というのは非合理な行為だ。

最後になってそれが現実だと教えてくれるのは直感である。

Logical Jumping
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前回セミナーでの質問

① 2つの自由の話の中で、「あなたは何がやりたいのか？」 という問いに対して答えら
れる人が少ないというお話を伺いました。私も上手く答えられない側の人間です。
Jackyさんのご経験の中で、思わず 「いいね！」 したくなるような回答があれば教
えていただけないでしょうか？ぜひ参考にさせていただきたいです。
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2022年02月01日 「メルセデス・ベンツG」 に社名変更

蒸気機関車を鉄道の束縛から解き放ちたかった

あらゆる種類の移動機関に内蔵できる小さな内燃機関を作りたかった

「陸」 と 「空」 と 「海」 とための内燃機関を

カール・ベンツ

Karl Friedrich Benz

ゴットリープ・ダイムラー

Gottlieb Wilhelm Daimler

レールという制限から解放されて、自由に移動できる乗り物を

「乗り物という完成品」

自由に移動できる乗り物のための小さな内燃機関を

「乗り物の重要パーツとしての内燃機関」
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意思決定の 3要素

無視できない社会動向
尊重すべき顧客・市場動向

Trend、Needs、Benefit

競合にはない
独自の競争優位資産

（技術力・ブランド力・販売力）

Core competence

企業理念・志
企業文化・風土

企業価値観

Vision

戦略決定

経営・事業・マーケティング
商品・広告・販売

外部環境

What’s happening ?

べき

競争資産

What’s your ability ?

できる

理念思想

What’s your aspiration ?

たい

マーケットイン
Needs Pull

プロダクトアウト
Technology Push

個人

当事者

企業

個の集合アスピレーションアップ
Aspiration Up

オリジナルの方向性を与える

自社
既にある

提携先
社内にはない
社外にある

喜び
Benefit

不満
Needs

「意思」 と 「意志」 の違いを認識する
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「アスピレーション」 を市場は求めている

わたしたちが長年見ていて飽きない動物たちが、

なぜお客さんに飽きられたのだろう？

（坂東副園長）

1990年代はじめ

動物園は長期にわたる来園者の減少に苦しんでいた

そうだ、

飼育のプロである私たちしか知らない動物たちの

可愛らしさを見せてあげたらきっと喜ぶだろう



- 62 -

Copyright       Jacky Marketing Office©

「飼育のプロ」 だからこそできた行動展示

「行動展示」

動物の生態を考慮して、

来園者に楽しんでもらえる

動物との触れ合いを提供

ペンギンの散歩

顧客の知らないベネフィットを実現したその背景にアスピレーション

旭山動物園

まさに

飼育のプロからの

贈り物
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前回セミナーでの質問

② 2つの自由の話の中で、「あなたは何がやりたいのか？」 という問いに対して答えら
れる人が少ないというお話を伺いました。私も上手く答えられない側の人間です。
Jackyさんのご経験の中で、思わず 「いいね！」 したくなるような回答があれば教
えていただけないでしょうか？ぜひ参考にさせていただきたいです。

Jackyからのコメント

a. まずは、こちらから。

ということで、個人的な願望 （Wants） だけにとどまらず、志 （Aspiration） に基
づいた 「やりたい （個人的願望を含んでいても構いません） 」 が伝わってくる
ものが、私にとって 「いいね！」 の対象になります。

小難しく考える必要はありません。ヒントは皆さんの日々の仕事の中に潜んで
いるはずです。

旭山動物園

飼育のプロである私たちしか知らない動物たちの可愛らしさを

みんなに見せてあげたい
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Jacky Marketing Office （柴田正幸事務所）

Jacky 柴田正幸

〒 107-0062  東京都港区南青山 5-4-5 #212

Tel ： 03-3486-1102

e-mail ： jacky-s@eva.hi-ho.ne.jp

皆さんのご健闘をお祈り致します。

【お問合せ先】


