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1. 序文
宇野政雄
早稲田大学商学部教授
企業はもちろん、いかなる組織体もこの世に誕生した以上、その存在発展を望んでいる。しかも、
それは単なる存続ではなく、安全な状態での発展であり、さらには主体的、個性的な方向でのそれを
期待していることは言うまでもない。
そのためには、これら組織体としてまずマーケティングを取り上げ、ついでイノベーションを展開
させねばならないとされてから久しい。
ところが、言うところのマーケティングとは何かについては、人によって受け取り方にはかなりの
相違がみられる。特に、マーケティングとセールスを同じだとみるむきもあれば、市場調査だとする
ものもある。これはマーケティング誕生のアメリカにおいても、他の諸国においても例外ではない。
さらに歴史的にみると、同じマーケティングなる言葉の使い方にも時代的変化がみられて今日に至っ
ている。
このような状況を踏まえながら、日本でのマーケティングをどう見ればよいかを問題にして、日本
マーケティング協会ではマーケティング定義委員会を発足させ、大方の合意が得られる現代的定義を
今日作成することができたことの意義はきわめて大きい。
ここにも披露されたマーケティング定義は単に日本国内だけでなく、諸外国においても広く通用す
るものと考える。
今日、企業やそのほかの組織体の活動範囲が加速度的に地球的規模で広がっていることを考える時、
組織体としては単に直面する顧客との対応を考えるだけでなく、顧客とほかの社会への影響を配慮せ
ねばならないし、さらには人間社会を包含している生態システムを十二分に意識した地球的立場を取
り入れた経営活動が要請される時代である。
つまり、企業やそのほかの組織体の活動としては、その出発点として市場創造を展開してゆかねば
ならないが、それには以上のような幅広い配慮の上にその実践がなされねばならない時代であるとい
うことがある。
この場合、組織体内部においてはこれらの諸活動を単に１部門の課題として考えるのでなく、トッ
プから第一線に至るすべての関係者がそれぞれの領域において、これらの諸活動をいかに総合して展
開してゆくかが問題とされねばならない。
このようなマーケティングの基本的考え方を前提にして、その検討を通して顧客満足の実現と、そ
のための実践をする組織体の存在発展の調和を作りだすために、組織体と顧客とのよき関係づくりを
行うところにマーケティングの本来的意味があると言えるのではなかろうか。
浅井慶三郎教授をはじめ、定義委員会に参加されたメンバーはもちろん、アンケート調査などにご
協力いただいた方々のご努力により、本定義を世に出すとこができたことに対し心から感謝するもの
である。
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1.Introduction
Any company or organization born into the world looks forward to development that is not
only sustained but also secure, independent, and individualistic. For this purpose, it has been
acknowledged for a long time that such organizations must first of all engage in marketing and
then develop innovations.
Large discrepancies can be seen, however, in the way people interpret marketing.
While some people tend to consider marketing as the same as sale, others think it as market
survey. The same is true in the United States, where marketing originated, and in other countries.
Furthermore, looking back through history. We can see that usage of the world “marketing” has
changed from one period to another.
In view of this situation, it is of extreme significance that the Japan Marketing Association
set up a Marketing Definition Committee to focus on the interpretation of marketing in Japan to
formulate a modern definition of the term that can gain general approval. It is expected that the
definition introduced below will be widely applicable not only in Japan but also in other countries.
Since the range of activity of business and other organizations is becoming global at an
accelerating speed, these organizations must think not simply of their response to their customers
but also of their influence on their customers and the rest of society. Furthermore, in the present
age they are called on to carry out business activities with a global perspective that takes full
account of the ecological system supporting human society.
In other words, while the starting point of the activities of companies and other
organizations must be the creation of markets, in the present age they must carry out this precept
in full awareness of the above factors. In doing so, organizations must not consider these activities
simply at the sectional level. All those concerned, from top executives to people on the front line,
must tackle the problem of how they can integrate and develop these activities in their respective
territories.
Assuming this basic approach to marketing, it can be said that the essential meaning of
marketing lies in the building of good relations between an organization and its customers in
order to establish a balance between customer satisfaction and the continued development of the
organization.
I would like to express my sincere gratitude to Professor Keizaburo Asai and the
other members of the Marketing Definition Committee and all those who cooperated in the
questionnaire. It is their efforts that made the formulation of the definition possible.
Msasao Uno
Professor, School of Commerce
Waseda University
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2.JMA 定義作成に至る経緯
疋田聡
東洋大学経営学部教授
1987 年秋、日本マーケティング協会（JMA）創立 30 周年を記念して、第一回マーケティンググラ
ンプリ博覧会が青山学院大学で開かれた。その期間中の 11 月 5 日、日本商業学会関東部会との共催で、
「AMA マーケティング定義の変遷とわが国マーケティングの将来展望」をテーマに研究会がもたれた。
1985 年に改訂された AMA のマーケティング定義を、わが国の研究者や実務家はどう受け止めてい
るか、そして将来に向けて、わが国のマーケティングを展望しようとしている研究会であった。
研究会はシンポジウム形式で行なわれ、報告者、パネラーは次の方々であった。
（1987 年 11 月 5 日現在）
基調報告

浅井慶三郎

（慶應義塾大学商学部教授）
パネラー

宇野政雄

（早稲田大学商学部教授）
田内幸一
（一橋大学商学部教授）
佐川幸三郎
（佐川㈱取締役副社長）
鳥居直隆
（㈱日本マーケティングシステムズ代表取締役）
総合司会

坂井幸三郎

（青山学院大学経営学部教授）
シンポジウムは会場となった教室がほぼいっぱいになるという多数の参加者（聴者）を得て、活発
な討議が交わされた。そのなかで、85 年改訂の AMA マーケティング定義は日本の実情からは満足で
きるものではないという見解で一致したことが注目された。
さらに、AMA 定義に代わる定義をつくるとすれば、どのような定義にすべきかといった踏み込ん
だ発言もたびたびなされた。
シンポジウムの記録は「マーケティングジャーナル」28 号に載っているが、基調報告と討議の要点
は次のようであった。
＜基調報告＞
・AMA のマーケティング定義改訂は 4 回あった。35 年、48 年、60 年、85 年である。
・85 年の定義は、マーケティングをビジネス活動に限定せず、非営利の分野にも拡大した。また、ア
イデアややサー

ビスのマーケティングも強調されている。

・この背景には、サービス経済化、マーケティングの適用領域拡大への関心の高まりがあった。
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2. Background to the Formulation of the JMA Definition
ln the autumn of 1987 the first Japan Marketing Grand Prix Exhibition was held at Aoyama
Gakuin University in Tokyo in commemoration of the thirtieth anniversary of the founding of the
Japan Marketing Association. During the exhibition, on November 5, the JMA held a symposium, in
cooperation with the eastern section of the Japan Society of Commercial Science, on the theme of
“The American Marketing Association’s Revised Definition of Marketing and Future Prospects for
Marketing in Japan.” The objectives of the symposium were to gauge what Japanese researchers and
businesspeople thought of the AMA's revised definition, adopted in 1985, and to look at the future of
marketing in Japan.
The speakers and panelists in the symposium were as follows (titles as of November 5,1987):
Keynote speaker: Keizaburo Asai
(Professor, Faculty of Business and Commerce, Keio University)
Panelists:

Masao lUno
(Professor, School of Commerce, Waseda University)
Koichi Tanouchi
(Professor , Faculty of Commerce, Hitotsubashi University)
Kozaburo Sagawa
(Executive Vice-President, Kao Corp.)
Naotaka Torii
(President , Japan Marketing Systmes lnc.)

Chairman:

Kozaburo Sakal
(Professor, School of Business Administration, Aoyama Gakuin University)

The symposium attracted a large audience that almost filled the room in which it was held, and
a lively discussion took place.'The participants agreed that the AMA.s 1985 definition of marketing
was not a satisfactory definition considering the situation in Japan . Many people made significant
statements on the kind of definition that was necessary if an alternative to the AMA definition were to
be made. The proceedings of the symposium were carried in issue number 28 of Marketing Journal.
'The main points of the keynote speech and the discussions were as follows.
<Keynote speech>
・The AMA has revised its definition of marketing four times, in 1935, 1948, 1960, and 1985.
・The 1985 definition expands the scope of marketing from business activities to nonprofit areas. It
also emphasizes the marketing of ideas and services.
・Behind this revision lay the expanding role of services in the economy and growing interest in
enlarging the territory in which marketing is applicable.
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その意味で 85 年の AM の定義は急速な時代変化に対するマーケティング概念の適応を試みたもの
といえる。
しかしこの定義の評価については、アメリカに於いてさえ必ずしも意見の一致をみているわけでは
ない。ここでは以下にレイバーンらの主張を紹 介し、定義づくりのむずかしさの一端を披露 してみた
い。
レイバーン等は定義について一般的要件として次の 3 点を挙げこの観点から AMA の 85 年定義 の
問題点を指摘した。
それらは 、
(1) 単純さ、簡潔さ、(2) 定義決定の方法、(3) 内容である。この 3 点について、レイバーンは自らの私
案的定義と AMA の定義の比較検討を試みた。 注 1)
・(1) 良い定義は、簡潔、単純、完全であるべきと考えられる。85 年定義はレイバーン私案にたい して
単語数 (28:24)、 文字数 (175:137) とも多く、この意味で簡潔、単純とはいえない。
・(2) 定義決定の方法は、影響力のある人の意見に支配されやすい委員会方式より、正確な意見が フィー
ドバックでき

るデルファイ法のほうがコンセ ンサスを得るには望ましい。( レイバーン定義はデル

ファイ法を用いている )。
<4 つのマーケティング定義 >
1960 年

AMA - Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods
and services from producer to consumer or user.

1983 年

レイバーン ‐ marketing comprise the activities by which an organization directs and
monitors the flow and exchange of goods and services from inception to final
consumption.

1985 年

AMA― Marketing is the process of planning and executing the conception,

pricing,

promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy
individual and organizational objectives.
1986 年

クーク - Marketing comprises' the cativities by which the flow and exchange of ideas,
goods, and service are controlled from inception to final consumption.

( 当日配布資料より )
・(3)85 年定義の内容についていえば、多くの範囲をカバーしすぎていて不明確になっている。
・
〔結論〕これらのことから、85 年定義は問題を抱えすぎており、レイバーン定義を修正したクークら
の定義のほうがすぐれているとレイバーン等は指摘している。
・別に揚げる物のようにクーク定義は短く、単純明確で、しかも交換 (exchange) とアイデイアという
2 つの重要なコンセプトを包含しているというわけである。
注 1) レイバーン定義を比較対象としたのは、65 人のパネルに対し 3 ラウンドのデルファイ法が用い
られ、多くの研究者・実務家に是認されているという理由による。
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In this sense,

the AMA's 1985 definition can be seen as an attempt to adapt the concept of

marketing to a period of rapid change. However, even in the United States, opinion on this definition
was divided. Here l would like to state the opinions of Rayburn and others, thereby showing the
difficulty of formulating a definition.
Rayburn and others pointed out the following three general conditions for a definition and used
them to indicate the problems concerning the 1985 AMA definition.
Rayburn's three points, by which he compared his own definition with the AMA's, concerned simplicity
and conciseness, the method of deciding the definition, and the content.(Note)
(1)A good definition should be concise, simple, and complete. The 1985 AMA definition cannot
be called concise and

simple, since it was 28 words and 175 1etters long,compared to 24 and

137,respectively,in Rayburn's definition.
(2)As for the method of deciding the definition, the Delphi technique, which makes possible the
feedback of accurate

opinions, is preferable to the committee method, which tends to be dominated

by the views of certain influential

people.

(Rayburn's definition uses the Delphi technique. )
(3)Regarding the contents of the 1985 AMA definition, it is obscure because it covers too many areas.
―Four Definitions of Marketing―
(from reference materials distributed on the day of the symposium)
1960(AMA):

Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and
services from producer to consumer or user.

1983(Rayburn): Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and
services from producer to consumer or user.
1985(AMA):

Marketing comprises the activities by which an organization directs and monitors
the flow and exchange of goods and services from inception to final consumption.

1986(Cook):

Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion,
and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy
individual and organizational objectives.

[Conclusion]
For these reasons, Rayburn and others claim that the 1985 AMA definition carries too many problems
and the Cook's definition, which is a revision of Rayburn’s definition, is much better. Cook's definition
is simple and concise and includes the two important concepts of exchange and ideas.
Note: The reason for this was that Rayburn's definition was approved by many researchers and
businesspeople using three rounds of the Delphi technique with a panel of 65 persons.
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基調報告に基づき討議が交わされたが、85 年 AMA 定義の問題についてと、新しく定義を作るとし
たら盛り込みたいことについて、その要点は次のようであつた。
< 討議：85 年 AMA 定義の問題点 >
・マーケティングが社会のなかで果たしている積極的な意味がまったく出ていない。
・conception とか pricing とかいろいろ出てきて、簡潔さに欠ける。
・プロセスという表現も非常に漠然としている。
・価値概念とか時代の変遷によって変わるものでは科学的定義とはいえないのではないか。
・不明瞭な印象を与える。
・実務家にはピンとこない。
・競争という問題が抜けている。
・市場創造、開発という視点が明確でない。
・現在やっているマーケティング活動の中身が入っていない。
・やはり企業の利益を考えねばならないと思うが、85 年 定義はきれいごとにすぎる。
・正直なところ、別の定義がほしい。
< 討議：85 年 AMA 定義の評価できる点 >
・60 年定義のワン・ウェイ型が是正されている。
・商品・サービスがあてがいぶちではなくなっている。
・現実に近いものになっている。( ただし、わかりにくい )
・買い手の満足が入ったのは非常な進歩。
< 討議：新しく定義をつくるとしたら盛り込みたいこと >
・マーケットの創造。
・マーケティングが社会において果たしている積極的な意味。
・なるべく簡潔に、わかりやすく。
・モノをうまく売りつける技術といった連想させない定義。
・マーケティングに携わる人々に力とか励ましになる、あるいは参考になるような提案があること。
・日本で行 つているマーケティングを反映 させたい。
< 討議のまとめ >
・日本の実情からすると、85 年 AMA 定 義では満足できない。
このシンポジウムで示された 85 年 AMA 定義にたいする認識――満足できない――は 、JMA 内に
大きな反響を呼び起こした。満足できないのなら、満足できるものをつくろうではないかという気運
が生まれてきたのである。
シンポジウムの記録が掲載 された「マーケティングジャーナル」28 号 が発行された 88 年 3 月以降 、
シンポジウムに参画 したメンバーを中心に具体的な作業スケジュールの検討が行われ、同時並行的に
JMA のプロジェクトとして推進する準備がなされた 。
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<Discussions>

Discussions took place on the themes raised in the keynote speech. The following were the
main points raised concerning the problems of the 1985 AMA definition and the content of a new
definition if one were made.
[Problems of the 1985 AMA definition]:
・Fails to mention the positive role that marketing plays in society.
・Lacks conciseness, because it mentions so many things, such as “conception” and “pricing.”
・The expression “process” is extremely vague.
・It cannot be called a scientific definition if it subject to change according to changing values and
times.
・Gives an obscure impression.
・Cannot be easily understood by businesspeople.
・Does not mention the problem of competition.
・The viewpoint of market creation and development is not mentioned clearly.
・Does not include the content of modern marketing activities.
・Corporate profit must be considered, but the 1985 definition glosses over it.
・To be frank, a different definition is necessary.
<Advantages of the 1985 AMA definition>
・Corrects the one― sidedness of the 1960 AMA definition.
・The concept of goods and services is more substantiated.
・Is close to reality(But is difficult to understand).
・Mentioning the satisfaction of the purchaser is a big step forward.
<Content suggested for a new definition if one were made>:
・Market creation.
・The positive role that marketing plays in society.
・Should be as concise as possible and easy to understand.
・Should not save the image of being a technique of selling goods well.
・Should serve as strength, encouragement, and a reference for people involved in marketing.
・Should reflect marketing as it is carried out in Japan.
<Summary of discussions>:
・In view of the situation in Japan, the 1985 AMA definition is not satisfactory.
The view presented at the symposium － that the 1985 AMA definition is not satisfactory －
brought forth a major response within the JMA. People began to agree that if the 1985 AMA definition
were not satisfactory, a new definition should be made. After the proceedings of the symposium
were carried in issue number 28 of “Marketing Journal,” published in March 1988,the people who
participated in the symposium and others began to consider a detailed schedule for the project, and at
the same time preparations were made to promote the project as a JMA undertaking.
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89 年 2 月、JMA 理事会で定義作成が新規プロジェクトとして決定し、宇野政雄早稲田大学商学部教
授を委員長とする定義委員会が設置された 。アメリカからの輸入でない「日本からの発信」の第一歩
として、日本・日本のマーケティングの相互理解に貢献することを目的に作成業がスタートしたので
ある。
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In February 1989 the executive council of the JMA decided on the formulation of a new
definition as a new project and established the Marketing Definition Committee, chaired by Masao
Uno, professor of at Waseda University. It was a start of the task to formulate a definition that was
originated in Japan, rather than translated definition from the United States, with the objective of
contributing to interunderstanding between the world and Japan and Japanese marketing.
Satoshi Hikita
Professor, Faculty of Business Administration,
Toyo University
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３. マーケティング界展望
坂井幸二郎
青山学院大学経営学部教授
近年、わが国における一般消費者 向けの広告コピー に“マー ケテ ィング”の言葉がそのまま登場
するようになった 。これまでは経 済専門用語として使 われて いたのが 、今 や一般用語としての市
民権が得られたことを意味する。それだけ、マーケティングが人びとの日常生活にとってごく身近な
存在となったわけであろうか、その捉え方も多岐に旦っている。
実際 、今日のマーケティングはカバーすべ き領域は広く、競争市場における差別優位性を目指して、
さまざまに独創的な発想と形態で展開されており、時代の流れに敏感に反応する性格も備えている。
しかも、土壌である生産・流通・消費の各経済プロセスがもつ諸特性を鋭く反映して、それぞれの国
や地域ごとに独自な展開部分も多々見受けられる。
そうた状況下にあって、わが国におけるマー ケテ ィング活動の現状を網羅的に総括することは決
して容易ではない。多彩なアプローチが考えられるからである。そこで今回の定義の内容が示唆する
ごとく、わが国の現状からみて 、マーケティングの本来ある姿として論議されたキーポイントを軸に
述べることとする。
（１）非営利機関・団体への拡大
今日、需給の適合に努めるのは営利を目的とした私企業ばかりではない 。脚注にも挙げたとおり、
各種の非営利機関・団体も積極的にマーケティングの戦略・戦術を活用しようとしている。現に、地
域文化の振興を目的に、各地に博物館やスポーツ・レクレー ション場など 、各種の公共施設が作られ
ているのに、その利用状況となると、必ずしも十分に活用されているとは限らない。中には税金の無
駄使いと、地域住民から非難されているものさえ見受けられる。こうした状態は、他の私的な病院や
教育機関等にも当てはまる。
これは 、利用者サイドに立った施設作りが不十分であったり、活用のためのソフトウ ェアが不足
していることなどに大きな原因がある。この事態を改善するためには、すでに一般 企業で成果を挙げ
ているマー ケティング戦略の発想を導入するのが 、最も有効な対策と広く認められるようになって
きた 。今 後ともこの風潮はいっそう拡大するものと思われる。
（２）トー タル ・マーケティングの浸透
これまでの実践経験を通じて、より深 く需給の適合を図っていくには、単一のツールに頼ることな
く、広範かつ適切なマーケティング・ミックスを構築して対応すべきことは 、すでに広く各企業に認
知され実行されつつある。近年では事前のリサーチ、並びにフィードバ ック等に関する情報力の強化
に伴い、社内コミュニケーションの改善と相まって、効果的なトー タル ・マーケティングの展開が可
能となってきた。

11

３. Prospects for Marketing
In recent ycars the word "marketing" has come to appear as it is in advertising copy aimed
at Japanese general consumers. This lneans that although it used to be a special economic term,
marketing is now a household word in Japan. Marketing has become a familiar part of people's
everyday lives,and there are many ways ofinterpreting it.
In practice,the territory that inarketing should cover today is extensiveo Marketing is being
developed through various original ideas and forms with the aim of achieving discriminatory
excellence in the competitive market,and characteristically responds sensitively to the trends of the
time Moreover,marketing sharply reflects the special characteristics of the local econorrlic processes
of production,distribution, and consumption and can be often found to develop in a unique way in
each region and area.
Under these conditions,compiling a comprehensive account of lnarketing activities in
Japan today is no casy matter. Onecan think of a inultitude of approachese As our new definition
suggests,the prospects should be disclissed center around,the keypoints discussed concerning the
essential character of lnarketing as seen in Japan now.
(1)Expansion to include nonprofit institutions and organizations
These days it is not only private companies inotivated by profit that make efforts to adapt to
supply and demando As explained in the note,various kinds of nonprofit institutions and organizations
are also actively trying to utilize marketing strategies and tactics. These days lnany public facilities
have come into existence, such as museums,sporting and recreation facilities seeking to promote
local culture, but these facilities are not always being used as lnuch as desiredo ln some cases local
residents have even criticized such facilities as a waste of taxpayers'Inoneyo The same situation can
be found for private hospitals and educational institutions.
The main reasons for this state of affairs are that,for example,the construction of facilities
does not take into proper account the standpoint of users or that the software needed for effective
operation are insufficiento Now it is widely acknowledged that the most effective means of improving
the situation is to introduce marketing approach,which have already achieved favorable results for
private companies. This trend can be expected to expand even further in the future.
(2)The spread of total inarketing
Aware through their experience that they cannot rely on a single tool to adapt more closely to
supply and demand,many companies have already acknowledged the need for a lnixture of wide―
ranging and appropriate lnarketing strategies and are already implementing them. In recent years the
strengthening of information-gathering capabilities through such methods as prelilninary research
and feedback,together with ilnprovements in internal comunication in companies, have made possible
the development of effective total marketing.
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こうした各機能の統合による相乗効果への期待はさらに幅広い領域にも浸透している。すなわち、
経営の多角化が進むにつれて、とかく拡散されがちなコーポレイト・アイデンティティを集約して、
企業ぐるみのトータル・マーケティングが強く志向されてもいる。最近、各社がコーポレイト・コミュ
ニケーションの強化へ積極的に乗りだし始めたのも、販売やリクルートなどの面で、その有効性を認
識しているからにほかならない 。
もちろん 、こうした発想は、各社ごとの境界を超えて、関連企業間による連繁プレーの実践にも活
用されている。具体的には、誰か主導権をとるにもせよ、メーカー ・卸・小売の各機関が役割分担と
機能統合を行って、チャネル集団による効果的なトータル ・マーケティングの展開を図っているのも、
わが国のマーケティングにおける一つの特徴といってもよかろう。
また 、業界間の競争が強まるに及んで、それぞれの業界が結東し、見本市や各種イベントを開催し
て 、自分たちの製品に対するイメージやグッドウィルの向上に取り組む事例 は、今や 随所に見受け
られるようにな った 。また広域的な地域間競争での優位を狙って、地元小売店が連帯し、商店街と
しての顧客吸引力の向上に励んでおり、これが地域の活性化にも大きく貢献している。同様に、地方
自治体を軸にして、いわゆる一村一品運動や観光開発などに力が注がれだしたのも、広い意味でのトー
タル ・マーケティングの新開発といってもよかろう。こうした努力により、従来は大都市集中で全く
の情報受信地に甘んじさせられてきた各ローカル地域が 、しだいに地方から中央へなどの情報発信拠
点になり始めたことも、マーケティング上 、注目に値しよう。
（３）社会的責任の実践
現代のマーケティングが消費者利益の尊重はもちろん、それ以上に広く社会的利益への貢献をも果
たすべきことは、企業・生活者・行政とも急速に共通の認識となりつつある 。しかもそれは、国際化
が進んで“世界の中の日本”としての責任が強く間われるにつれ、より高いグローバルな視点でマー
ケティングに取り組む姿勢を求めてきている。
この対象領域は広い。現に、日本人の半数以上が“モノの豊かさ”よりも“心の豊かさ”を志向し
ている今日、新たな生活目標をもった人びとに対し、その個性的な生活文化の向上に寄与する方向で
のマーケティング展開が望まれている。この時代的要請に応えるべ く、まず企業みずからが顧客の生
活文化に見合った企業文化を確立し、マーケティングを通してこれにもとづく生活提言を訴求して、
これへの共鳴・共感を得る努力が払われている。この成果が人びとの間に生活感動をもたらし、生活
文化の向上意欲を喚起して、新たな需要の創造へと繋がつていく。従来のように各商品の物理的経済
的特性を直線的に売り込むマー ケティングはもう通用しない。
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Expectation of the lnultiplier effect of this integration of various functions has already
permeated a wide range of areas. As the diversification of businesses progresses,the movement grows
to focus corporate identity,which is apt to be too diverse, and to adopt company-wide total marketing.
Recently, companies have actively embarked on strengthening corporate communication precisely
because they acknowledge its effectiveness in such areas as sales and recruitinent.
This concept also has crossed the boundaries of individual companies and is being used in
practice in intercompany relations. One of the characteristics of marketing in Japan is that, regardless
of who takes the lead,manufacturers,wholesalers,and retailers frequently develop efficient forins of
total marketing through collective channels by splitting their roles and integrating their functions.
Moreover,as competition between industries has intensified, cach industry comes together to
hold fairs and other events as a lneans of improving the image of its products and goodwill with
customers. Such events can be seen everywhere these days. In addition,seeking to gain an advantage
in competition with other localities, retailers in certain shopping streets and districts join forces in an
effort to attract customers,which in turn contributes inHnensely to the revitalization of the local com
munity. SiFnilarly,the efforts of prefectural and local governments to promote tourislm and regional
activity through such movements as the "one village, one product" campaign can be seen as new
developments in total lnarketing in the broadest sense of the expression.
From the point of view oflnarketing,attention should be paid to the fact that through thesc efforts
local communities, which used to be content with being on the receiving end of information from the
major cities,are gradually beginning to serve as the sources themselves,transllitting information to the
center.
(3)The undertaking of social responsibility
Companies,consumers,and the government are rapidly becoming aware of the fact that
marketing these days should not only respect the interests of the consumer but also should rrlake
a broad contribution to the interests of society. Moreover, as theprocess of internationalization
continues and Japan's responsibilities as a rrlember of the international community come into the
spotlight,companies and organizations are beginning to be required on to carry out their marketing
activities from a more global perspectlve.
The areas in question are wide-ranging. Today more than fifty percent of the Japanese
spiritual affluence,rather than material life. 'To cope with these people who have new objectives in
life,improvement of marketing which contributes to the development of new individualistic lifestyles
is demanded.
In response to such demands ofthe age, first of all,companies themselves have tried to
establish a corporate culture that corresponds to their customers'way of life, then marketing
creative suggestions on the basis of cultural concern to gain the customer's positive and sympathetic
response to thise These efforts make people the joy of living, arouse in them a desire to improve
their lifestyle,then lead to the creation of new demando The traditional forrrl of lnarketing which
has forwarded to promote material and econonlic features of products no longer workse Just as
production field.
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生産方式 が早くから直接生産より迂回生産へと移行したごとく、今わが 国のマーケティングも、手
間暇のかかる種々の迂回方式を敢えて取り入れ、人びとの生活文化の向上に努めている姿勢には、高
い評価を与えてもよかろう。他方、資源のほとんどを海外に依存し、これを大量に消費しているわが
国 としては、地球規模での環境保全に関し、企業・生活者・行政 が三位一体となって真剣に対応しな
ければならない状況下にある。この要請へ真っ先に則応すべき立場にあるのがマーケティングであり、
フロンガスの抑止や熱帯森林資源の保護など、具体的なテーマを抱えて、この面からも人びとの共鳴
が得られるよう、反省とともに、新たな工夫と創意が積み重ねられつつある。
（４）人 間的相互 信頼 の確立
衆知のとおり、わが国は永らく島国として単一民族国家が形成され、農耕民族として暮らしてきた
この結果、西欧型の契約社会に対し、いわゆる黙契の社会がつくられていられるともいわれているが、、
マーケティングの分野でも、そうした情況が色濃 く見受けられる。実際 、米国などのマーケティング
では 、ビジネスライクな徹底した合理主義が貫かれているのに反し、わが国では、売手と買手との間
での人間的な相互信頼が古くから流通の基調とされてきた。
これは彼我の消費者情報誌の発行部数に、格段の相違があることからも知られよう。米国の消費者
が必死に自己防衛を実践しているのに比べ、日本の消費者は、商品の優秀さもさることながら、信頼
度の高さを購入の選択基準と見なす向きが少なくない。分からないことがあれば、メーカーや販売店
にそのつど尋ねればよい。こうした信頼をもし損なうようなことでもすれば、その企業は忽ち村八分
ともされかねない以上、わが国のマーケティングでは、相互信頼にもとづいた顧客満足を高める視座
を常に保ち続けることが意識されている 。
したがって、経営者から従業員に至るまでに社会人としての評価に気を配り、PR・ 販促イベントな
どによる緊密なツーウェイ・コミュニケーションを心掛け、サービス活動や消費者対応窓回の充実に
も努力を払う体制が組まれている。特に消費者と直結する小売店では、メーカーに支配されていたデ
ィーラーからいち早く脱皮し、本来の姿である″地域住民のための購買代理店″としての理念と行動に
徹している向きが、規模の大小を問わず、消費者の支持が得られている点をよく理解して欲しい。も
はや企業と消費者の間では、かつてのような支配と対立の時代は終わり、今では両者の協調が重視さ
れるに至っている。
（５）公正な競争の確保
いくら競争が激しいとはいえ、社会からの信頼度を高めるうえから、不公平な手段の行使は厳に避
けなくてはならない 。各企業とも理念的にはよく解ってはいるものの、判断基準の暖味さもあって、
残念ながら公正な競争が 100% 保持されているとはいい難いのが実情である。業界によって、公正取
引協議会が認定されているところもあるが、法の網を潜った悪徳商法も決して根絶やしとなってはい
ない 。消費者の監視強化が望まれる。
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switched their lnethods early on frorrl direct production to roundabout production ,so marketing in
Japan today deserves praise for dare to adopt the cost of roundabout methods, and inaking efforts
to improve quality of life. We are now in a situation,however,in which companies,consumers,and
goverment in Japan, a country that depends alinost completely on overseas supplies for its natural
resources and consumes them in huge amounts,mustjoin together and respond seriously to the
global problem of environmental preservationo Marketing is in a position in which it should confront
this issuc head-on. Efforts are being lnade to reflect on the past and to come up with new ideas and
lnethod to gain people's sympathize with issues such as the control of chlorofluorocarbons and the
preservation of tropical rain forest resources.
(4)The eStabHsh「lent of mutual trust
As is common knowledge,Japan is an island country that was formed long ago as a homogeneous
state that developed as an agricultural nationo As a result,in contrast to the Western-style contract
society, a society based on tacit understanding developed. This feature is strongly evident in the
field of marketing. While in United States and elsewhere the businesslike rationalisrrl has been the
foundation of business, in Japan traditionally the relationship based on mutual trust between seller
and buyer has been the prilnary subject of the distribution for centuries.
This factor is reflected in the enormous difference in the circulation of consumer information
magazineso While consumers in the United States engage frantically inselfdefense, consumers in
Japan often make a purchase on the basis of not only the excellence of the product but also the
degree of reliability. If there is something they do not understand,they can ask the manufacturer or
the retailer anytilneo lf a company loses this trust,it will i Π Hnediately be boycottedo So lnarketing in
Japan is constantly aware of the importance of increasing consumer satisfaction based on mutualtrust.
In accordance with this,Japanese managers and ordinary employces alike placeilnportance
on their social reputation,strive to improve close two- way cmmnunication through public relations
activities and sales promotion events,and inake efforts to enhance their after-sale and other consumer
serviceso ln the field of retailing, which has direct contact with consumers,it should be understood that
there is substantial support of consumers to the movement among retailers,no lnatter of their size,to
free themselves from the role of dealers controlled by manufacturers and return to their original
role as stores serving the local conHnunity. The age of control and conflict between companies and
consumers has come to an end;these days the emphasis falis on cooperation between the two.
(5)The eStablish π lent of fair coripetition
However intense competition may be,companies lnust avoid unfair ineans at all costs if they are
to increase the degrec of trust that society has in themo All companies understand this concept,but
the fact is that standards are vaguc,and unfortunately fair competition is not being completely
lnaintainedo Some industries have established fair trading conllnittees,but corrupt business practices
that use loopholes in the law have certainly not been eradicatedo Stronger surveillance by consumers
is called for.
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とくに、国際化が進む中で、日米構造協議などで指摘されるように、従来なら日本独自の取引慣行
と容認された取引方法でも、他国からみれば不公正と写るものが少なくない。系列化やリベートなど
がこれに該当するし、大店法や景品法などの規制も同様に緩和が強く求められている。ここには記述
できなかった問題点を含め、世界に通用するマーケティングを目指して、改善の余地も少なからず残
されていよう。
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In particular, as the process of "internationalization" continues, trading practices considered
unique to Japan come to be seen unfair by other countries, as recently shown in the Japan-U.S.
Strategic lmpedilnents lnitiative negotiationsc Such examples are not few. This goes for such things
as keiretsu relationships and the practice of giving rebatese Strong caHs are also being inade for the
relaxation of such regulations as the Large-scale lRetail Store Law and the Pre Ⅱ lium Law. In our
efforts to create a lnarketing industry that is acceptable to the world,there is roonl for i Ⅱ l―
provement in many areas,including problem areas that have not been rrlentioned here.
Kozaburo Sakal
Professor,School of Business Admlinistration,
Aoyama Gakuin University
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４. 作成経過報告
第 1 グルー プ委員
浜口秀夫
平成元年度の JMA の新規プロジェクトとして発足 した「マー ケテ ィング定義委員会」では 、昭
和 62 年に実施された第 1 回マーケティンググランプリ博覧 会での AMA の新定義をめぐるマーケテ
ィング定義についてのシンポジウムの討論結果 を踏まえ 、以下の諸点をコンセプトのキーポイントと
して新定義の作成にあたることとした 。
1 短く、簡明に、実務に反映できる定義にする。
2 日本の立場、主張を盛り込んだものにする。
3 現在の学者、実務家の意見を集約してゆきたい 。
4 これからの経営にとって指針となるもの 。
以上のような趣旨で学者、実務家両面からマーケティング定義委員会が設置され、平成元年 5 月以
降その活動が始められたが、本章では最終定義決定に至るまでの作成経過について討議内容のポイン
トなどを含めて、その概要を報告する。
この定義作成にあたっては、別表 1 の諸氏が第 1 グループの委員として参画された。
（別表 1）
（平成 2 年 5 月現在）
定義委員会委員長 宇野政雄氏
（早稲田大学商学部教授）
第 1 グループ
研究課題
委員長

マーケティング定義作成
浅井慶二郎
（慶應義塾大学商学部教授）

委員

相原 修

五十音順

（成蹊大学経済学部教授）
内野雅之
（東京国際大学講師）
坂井幸二郎
（青山学院大学経営学部教授）
塚田朋子
（白鴎女子短期大学経営学科助教授）
馬場房子
（亜細亜大学経営学部教授）
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４. Progress Report
ln formulating a new definition, the Marketing Definition Communittee, which was established
as a new JMA project for fiscal 1989,used the foHowing key points, which were raised during
discussions at the symposim held at the first Japan Marketing Grand Prix Exhibition in 1987.
1)

The definition should be short,concise,a nd practical.

2)

It should include Japan's position and opinions.

3)

It should bring together the views of today's scholars and businesspeople.

4)

It should serve as a guideline for lnanagement in the future.
With these points in rrlind,the Marketing Definition Committee, which consisted of lnembers

from both the academic and the business worlds, began its activities in May 1989. 'The following is an
outline of the process,including the main points of discussions,up to the fomlulation of the final draft
of the definition.
The inembers of Glroup l are shown on the attached sheet.
(Attached Sheet l)(Titles as of May 1990)
Marketing Definition Committee Chairman:
Masao lUno
(Professor, School of Commerce, Waseda University)
Group l
Theme: Formulation of a Definition of Marketing
Chairrian: Keizaburo Asai
(Professor, Faculty of Business and Commerce, Keio University)
Members: 0samu Aihara
(Professor, Faculty of Economic, Seikei University)
Masayuki Uchino
(Lecturer of Marketing, Department of Commerce, Tokyo lnternational University)
Kozaburo Sakal
(Professor, School of Business Administration, Aoyama Gakuin University)
Tomoko Tsukada
(Assistant Professor,Department of Business Management,
Hakuou Wolmen's Junior College)
Fusako Baba
(Professor, Faculty of Business Administration, Asia University)

20

陸 正
（花王㈱ 家庭企画部門調査部長）
近藤郁雄
（味の素㈱ 販売企画部長）
佐藤晴彦
（㈱博報堂 マーケティング局研究開発 2 部長）
多田哲雄
（㈱大広 マーケティング局チーフディレクター）
富狭 泰
（㈱電通 マーケティング局生活文化部長）
鳥居直隆
（㈱日本マーケティングシステムズ 代表取締役）
浜口秀夫
（㈱伊勢丹 新宿店 営業統括部 MD 計画担当付嘱託部長）
藤田博之
（サントリー ㈱ 食品事業部食品企画部長）
（１）委員会の審議経 過 ( ス ケ ジ ュール )
1．平成元年
・5 月（第 1 回会合）
マーケティング定義に関する内外の文献類を収集することとし、これに着手。
・ 9 月（第 2 回会合）
上記の収集 内容 を もとに分析・討議を行った結果、データ内容をより充実するためにマーケティ
ング関連の学識者、および協会理事に、デルファイ法により定義について 100 字以内のアンケー
トを実施することを決定、これに着手した 。
・ 11 月（第 3 回会合）
10 月末までに回収されたアンケートの結果を整理・分析を完了し、その内容について討議を行った。
その結果について、11 月度の理事会において中間報告を実施。
・12 月（第 4 回会合）
収集された文献やアンケート結果をもとに委員会としての第 1 次定義案を策定し、これを中心に
マー ケティング活動の目的・領域・対象・取り組みのレベル・スタンスなどについての討議が行
われ、4 パターンの定義素案を作成した 。
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Masashi lKuga
(Director, Marketing Rescarch Depte, Marketing Div, Kao Corp.)
Ikuo lKondo
(Department Manager, Marketing Coordination Dept.,Ajinomoto Co..Inc.)
Haruhiko Sato
(Manager, Research & Development 2, Marketing Div.,Hakuhodo lnc.)
Tetsuo Tada
(Chief Director, Daiko Advertising lnc.)
Yasushi Tomisa
(Manager, consumer Marketing Studies Dept.,Marketing Div.,Dentsu lnc.)
Naotaka Torii
(President, Japan Marketing Systems lnc.)
Hlideo lHamaguchi
(Advisor to General Manager, Planning Offices Marchandising`&Sales H.Q.,ISetan Co.,Ltd.)
Hiroyuki Fujita
(General Manager, Departrnent of Food Business Planning Food Div.,Suntory Ltd.)
(1)SChedule of the group's discussions
1)1989
・ May (first inecting)
Agreed and set about gathering Japanese and foreign reference materials regarding the
definition of lnarketing.
・ September (second lneeting)
After analyzing and discussing the content of the above― mentioned materials. the group
decided to obtain even more substantial data by sending a short(less than-100 words)questionnaire
about the definition of marketing,using the lDelphi technique,to scholars connected with marketing
and JMA directors. It then set about this task.
・ November (third lmeeting)
The group arranged and analayzed the results of the questionnaire gathered by the end of
October and discusscd them An interim report on the results was submitted at the board of
directors meeeting in November.
・ December (fouth meeting)
On the basis the materials collected and the results of the qucstionnaire, the committee
formulated its first draft and then, focusing on this, discusscd the objectives, terrilory. target, and
methods of marketing activities before comming up with four patterns of the draft.
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2．平成 2 年
・2 月（第 5 回会合）
平成元年 12 月に作成した 4 素案について、各委員がさらにその細部についての検討と討議を重ね、
内容の充実と表現手法の改善を進めた結果、新たに 2 案を追加、総計 6 案を集約した 。
また、本文に付記するコメントについての概要も検討されたが 、この第 2 次定義案についても J
MA 役員、学術顧問に送付し、上位 3 位までのランク付けを依頼することとした 。
・3 月（第 6 回会合）

（別表 2 を参照）

第 2 次定 義案についてのアンケート内容、およびその分析結果について討議を行い、6 素案中か
ら回答者の選択度が高かった 2 案（別表 2 の⑤⑥）を中心に回答者の意見を取り入れて、総合的に
文体の簡明化や表現語句の修正を行い、委員会としての最終案を作成した。
なお、同時にこの定義案についての英文案も作成された。
・ 4 月（第 7 回、第 8 回会合）
第 7 回会合は定義作成プロジェクトの第 1、および第 2 グルー プの合同委員会を開催し、第 1 グルー
プが作成した最終案についての合同討議を行った。
討議のポイントはマーケティング活動の実施主体の内容・活動の領域 ・対象の範囲・経営体内で
の活動主管のレベル・視野の拡大など多岐にわたったが、その結果、文体を簡明化し、構成も再編
成され、委員会としての最終案が和文・英文ともに決定された。
この最終案は 4 月度の理事会に上程され、役員各位の検討の後、了承された 。
第 8 回会合は理事会での意見を含めて了承された最終案について、コメント内容の充実、英文内
容の検討が必要との結論に達し、5 月の会合において、これらを完結することとした 。
また、この会合において 5 月の総会に発表するための解説小冊子の内容、および作成のワークス
ケジュールも決定された。
・ 5 月（第 9 回会合）
この会合においては最終案に基づいて、委員各位が再度コメントの内容（和文・英文）について
平易な表現を作成し、これを総合的に討議して定義を最終決定したが、これが本冊子の「本文」に
掲載されたものであり、5 月の JMA 総会、および 11 月のマーケティンググランプリ博覧会のシンポ
ジウムにおいて発表され、国内、および海外の関連諸機関に PR されるものである。
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2)1990
・ February(fifth ineeting)
After further consideration and discussion of the details of the four prelilninary draft
compiled in December 1989,the members ofthe group made improvements in terms of content and
expression,as a result of which two new drafts were added to make a total of six.
Furthermore,the group discussed the notes to be added to the main text of the definition. It
then decided to send the six drafts to JMA executives and academicadvisors, asking them to choose
and rank the best three. (See attached sheet.)
・ March(sixth meeting)
The group analyzed the questionnaire results and,taking into account the views of the
respondents on the two lnost popular drafts(5 and 6 on the attached sheet),amended these drafts
and altered expressions to lnake them more concise, then came up with the group's final draft. The
draft was transiated into English as well.
・ April(Seventh and eighth meetings)
In the seventh meeting,Group l and Group 2 ofthe project held ajoint meeting to discuss the
final draft produced by Group lo The subjects covered a widerange of topics,including the types of
organizations involved in marketing activities,the field of activities,the scope of the targets,the level
of supervision within the company or organization,the expanding horizons and so on. 'The text was
simplified and restructured through this discussion,and the corrllnittee's final draft was reached to
the agreement both in」apanese and English.
This final draft was submitted to the April meeting of the JMA board of directors,and approved
after discussion.
At the eighth meeting the views ofthe JMA board of directors was also reflected,a conclusion
was reached that the notes to the approved definition needed improvement and the English
transiation further consideration. It decided to complete these tasks in its May meeting.
In addition,the group decided on a schcdule for producing an explanatory pamphlet to be
distributed at the JMA general ineeting in May,where the new definition would be announced.
・May(ninth meeting)
In this ineeting the group lnembers once again forinulated silnple expressions

for the

Japanese and English notes based on the final draft and after comprehensively discussing these,the
final decision,which is carried in this pamphlet was
the JMA general ineeting in May and
Prix Exhibition symposium in
throughout the

decided The definition was announced at

will also be announced at the Japan Marketing Grand

November and will be sent to related organizations and institutions

world.
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（別表 2 平成 2 年 2 月度実施のアンケート結果）
ふさわしいと思われる定義上位 1 ～ 3 までを別紙回答用紙にご記入ください。
回答数 59 票
1

*1 企業に代表される組織が、市場を通じて顧客満足を得

ながらその組織目標を達成するために行う *3 統合的創造活動

第 1位 第 2位 第 3位
3点

2点

1点

第1位
6票

第2位
４票

第3位
8票

合計
34 票

第1位
４票

第2位
６票

第3位
６票

合計
30 票

第1位
11 票

第2位
14 票

第3位
11 票

合計
72 票

第1位
10 票

第2位
13 票

第3位
14 票

合計
70 票

第1位
14 票

第2位
13 票

第3位
８票

合計
76 票

第1位
14 票

第2位
５票

第3位
５票

合計
57 票

である。
2

企業が、市場を通じて顧客満足を得ながらその組織目標

を達成するために行う競争的な市場創造活動である。
3

*1 企業に代表される組織が、市場を通じて顧客満足を得

ながらその組織目標を達成するために行う *3 統合的創造活動
であり、その活動を通じて豊かな社会を実現する事を指向す
る。
4

*1 企業に代表される組織が、*2 市場競争を通じて顧客満

足を得ながらその組織目標を達成するために行う統合的な市
場創造活動であり、その活動を通じて豊かな社会を実現する
事を指向する。
5

*1 企業に代表される組織が、*2 市場競争を通じて顧客と

の相互理解をはかりながらその組織目標を達成するために行
う *3 統合的な市場創造活動であり、その活動を通じて豊かな
社会の実現を指向する。
6

*1 企業に代表される組織が、節度ある *2 市場競争を通

じて顧客との相互理解をはかりながらその組織目標を達成す
るために行う統合的市場創造活動であり、その活動を通じて
*4 豊かな国際社会を実現する事を指向する。

コメ ン ト
*1 企業に代表される組織とは、営利、非営利、行政、地方自治体、個人企業を含む。
*2 その地域・国における、その特有な市場環境において許容される競争である。
*3 ① レベ ルの問題 ② AMA の定義全部を含む 。
*4 国際的環境、自然社会環境との調和を含む 。
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(Attached Sheet 2）
Results of the QuestiOnnaire Carried Out in February 1990
Please rank the three defillitions that you think are the most appropriate.
No.of responses:59

First: Second: Third:
3 points 2 points 1 point

(1) Markcting is thc overaH crcativc activity carried out
by organizations as representcd by businesses ailning to Noo of
achieve their organizational goals while gaining customer votes
satisfaction through the market.

First

Second

Third

6

４

8

(2) Marketing is the compctitivc market― creation activity
carried out by busincsses airning achicve their
organizational goals while gaining customer satisfaction
through thc market.

First

Second

Third

4

6

6

First

Second

Third

11

14

11

First

Second

Third

10

13

14

First

Second

Third

14

13

８

First

Second

Third

14

5

5

Noo of
votes

(3) Marketing is the overaH creative activity caried out
by organizations as rcpresented by businesses ailning to Noo of
achicve their organizational goals while gaining customer votes
satisfaction through the market,that seeks to realize an
affluent socicty.
(4) Marketing is the ovcraH market― creation activity
carried out by organizations as rcpresented by businesses
Noo of
airning to achieve their organizational goals whilc gaining votes
customcr satisfaction through market conlpetition,that
secks to realize an affluent socicty.
(5) Marketing is the overaH market― creation activity
carried out by organizations as represented by
businesses ailning to achicvc thcir organizational goals
while gainillg nlutual understanding lwith customers
through market competition,tllat seeks to realize an
affluent socicty.

Noo of
votes

(6) Marketing is the overall market― creation activity
carried out by organizations as represented by
Noo of
busincsses ailning to achicvc thcir organizational goals
votes
while gaining mutual understtlnding with customers
through moderate market conlpetition,that sceks torealize
an affluent international society.

Total
34
(points)

Total
30
(points)

Total
72
(points)

Total
70
(points)

Total
76
(points)

Total
57
(points)

Notes:
*1 Organizations as representcd by businesses include profit marking, nonprofit, central
government,and local goverment organizations and private companies.
*2 Competition refers to conlpetition that is approved in a certain market environment in a certaln
reglon or country.
*3 Overall creative activity includes the problcrl of level(in the iten (1))and the whole AMA
definition(in the item(2)).
*4 1ncludes harmony with the international environment and the natural social environment.
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(2) 討 議過程での主要論点
1. 文 体 につ いて
定義を作成するにあたっては、その文章が長文にわたらず簡明であり、しか もわかり易く多面的な
展開が可能であるというような論点を考慮することが必要とされた 。同時に 、AMA の新定義につい
てのシンポジウムで指摘された問題点をカバーし、今後の日本のマーケティングの方向を明示すると
いう重要な課題を背負うものでもあった。
過去の文献などでの不備な点を補充する意図で実施された第 1 回のアンケートでは、文章を 100 字
以内と限定したが、数次にわたる委員会の討議の過程で、最終的には 70 字で表現される定義が完成
した 。
上記のアンケート内容の特色としては、学術研究者の定義が総括的、抽象的に表現されている傾向
が強かったのにたいして、実務家の定義はそれぞれの企業活動の特色を反映して、かなり具体的な表
現が多かった点である。
JMA の性 格からすれば新定義はアカデミックな表現に偏らず、あらゆる業界において活用し得る
ことが理想であろう。そのような観点から、定義そのものは極力短文であり、今後の日本のマーケテ
ィング活動に不可欠なファクターを具備するものを作成するということが委員会の討議の中心点であ
った。
したがって、定義本文に盛り込むと文章が冗長とな ることを避け、かつ語句の解釈が平易に統一化
されるように 4 部分についてコメントを付記することとしたわけである 。
また、最終決定に至る 6 素案のなかに表現されていた、ややエモーショナルな形容詞も定義本来の
性格が学術的なニュアンスも必要な点もあり削除された 。( 例 : 節度ある、豊かな )
2. マーケティング活動の目的
企業、およびその他の組織の経営目的は、利潤の追求に限らずそれぞれの活動体の特性に応じて相
違があるものの、共通するところは、顧客満足の獲得といえよう。
本定義ではこれらの問題についての討議の過程で「利潤の追求」という表現を避け 、「顧客との相
互理解」を主眼に取り上げ、「利潤 」について最終的には「総合的な市場創造活動」の成果として位置
づけることとした。
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(2)Main pOints of discussion
(a)Regarding the text
ln forrrlulating the definition,prilne consideration was the text should be not lengthy but
concise,as well as easy to understand and should be capable of furtherapplicationo At the same tilne,it
should cover the main points raised at the symposium in the AMAls revised definition and show
clearly the future direction for Japanese marketing.
In the first questionnaire carried out to supplement the past documents which were judged
inadequate,the length of the Japanese text was lilnited to 100 characters or less ; as a result of the
corrlrrlitteels lengthy discussion,however,in the end a definition expressed in 70 characters was
complied.
The main feature of the responses to the above― mentioned questionnaire was that while the
definitions chosen by scholars tended to be expressed in a sweeping, abstract lnanner,those chosen by
businesspeople reflected their own corporate activitiesand generally used specific expressions.
Taking into consideration the character of the JMA,the new definition ideally should not lean
toward acaderrlic expressions and should be applicable to any industory From this prerspective, the
central point of conlrnittee discussions was that the definition should be extremely short and should
cover the indispensable factors for forthcoming Japanese inarketinge Consequently,to avoid lnaking
the definition ver―bose, and also to ensure unified interpretation,it was decided to add notes lnade up
with four parts.
In addition,since the essential character of the definition should have an academic nuance,it
was decided to elilninate the rather emotional expressions that appeared in the six drafts leading up
to the final definition, such as "moderate" and "affluent".
(b)The Objectives of marketing activities
The business objectives of companies and other organizations are not lilnited to the pursuit of
profi. Though they differ according to their respective characteristics,
organizations share another common goal : customer satisfaction.
In the process of discussing this issue,the corrlrrlittee inembers decided to avoid the
expression"the pursuit of profitl" and instead focus on the achievement of "mutual understanding
with customers." The pursuit of profit was finally defined as the outcome of "overall activity to create
markets."
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3. マ ー ケテ ィング活 動 の主体
昨今の社会変革はマー ケティングの存在価値を営利活動のみならず、非営利活動の分野にまで拡大
させるに至っている。
本定義作成の主眼の一つもここにあり、マーケティング活動の主体は従来のような営利を目的とす
る企業のみでなく、いわゆるノンプロフィット活動をも含めるべきであるという見地から、マーケテ
ィング活動の主体を「企業及びその他の組織 」と明記したわけである。
当初 、
「企業に代表される組織」と表現していたが、アンケートでのご意見を参考にして、委員会
としての意図をより鮮明にしたものであり、この部分についてはコメントを付してその内容の明確化
を図った 。
4.「顧客」についての考え方
マーケティング活動の対象としては 、当然のことなが ら「顧客 」が存在す る 。しかし、前述の
ようにマーケティング活動の主体を営利 、非営利の両面に拡大すれば「顧客 」のとらえ方も当然変化
せざるを得ない 。
本定義では そのような意味から、従来使用されていた「消費者」あるいは「生活者 」という表現を
使用 せず「顧客」とし、さらにその内容が多岐にわたるところからコメントを付した 。
また、昨今の環境問題や各種の社会問題の続出を考えると、単に「直接的な顧客の満足を得る」の
みでは不十分 であるとの考えから、広義の意味 で 、「顧客との相互理解を得ながら」という表現に変
更したわけである。
5. マーケティング活動のスタンス
最近の政治・経済の動きはまさに地球規模そのものであり、90 年代は特にその傾向が強まることは
明白である 。
JMA の活動もますます国際化が強まりつつあり、マーケティング活動の領域も単に日本という市場
のみを対象としていては不十分な分野も増加しつつあるのは事実である。
一方、最近、世界全体に浸透しつつあるエコロジーの問題もあり看過し得ないことである。
このような観点から、本定義ではマーケティング活動の領域と視野の拡大の必要性を訴えるために、
当初「豊かな国際社会を実現する」という表現を用いたが、討議の結果、統合的な意味を含めて「グロー
バルな視野に立ち」という表現に変更した 。
6. 市場競争のとらえ方
企業、あるいは組織の発展には、市場競争の概念は不可欠のものであるといえよう。しかしながら、
その競争は社会的に正当である必要がある。
そのような意味から、本定義でも市場競争の概念を取り入れているが、その競争は「節度ある」も
のでなくてはならないという基点に立ち、最終的な表現 として「公正な競争を通じて」とした 。
これは国内的にも国際的にも共通して考慮すべき事項であり、先ほどの「グローバルな視野」にも
この点が含まれるものである。
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(C)rganizations carrying out inarketing activities
Recent social changes are expanding the value of lnarketing to include not only
making activities but also nonprofit activitiese Herein lies one of the central

profit―

ailns of forinulating the

new definition is from the opinion that when speaking of those involved in marketing it should include
not only businesses in search of profitsbut also companies and organizations engaged in nonprofit
activities. 'This is the reason the conllnittee stated clearly that lnarketing is carried out by "businesses
and other organization."
In the beg inning,expression "org anizat ions as represented by businesses, "had
used,however,after taking into account the opinions of respondents to the question―naire,it was
decided that "businesses and other organizations" reflected the intentions of the corrlrrlittee more
clearlyo The corrlrrlittec also decided to add a note to this expression to clarify it.
(d)HOW We can grasp the concept of "customer"
As targets of lnarketing activities,naturally enough there exist customers. But if,as stated
above,Inarketing activities expand to include nonprofit as well as profit―marking areas,old―
fashioned our understanding of the "customer" obviously lnust be changed. Therefore,the usual
terms"consumer"or "purchaser" were replaced with care by the term "customer" ,and a note was added
to clear the import since the word carries wide― ranged meaning.
Moreover,in consideration of the environmental problems and various social problems that
have come to light recently,the expression "gaining direct customer satisfaction" was thought to
be insufficient,so the note to the new definition speaks of consumer satisfaction "based on lnutual
understanding with customers. … ."
(e)The standpoint of lnarketing activities
Recent political and econorrlic movements have been on a global scale,and this trend
will become more evident in the 1990s. 'The activities of the JMA are becoming more and more
international,and in an increasing number of fields it is becoming insufficient to target only the
Japanese market. At the same tilne,it is no longer possible to overlook the problem of ecology,which is
spreading throughout the world.
From these perspectives,to urge the need for the broadening of the territory and horizons of
lnarketing activities,the phrase'lto realize an affluent international society "in the new definition at
first was changed after discussion to lladopting a global perspective," which carries an integrative
meaning.
(f )Approaching to market competition
Market competition is an indispensable concept for the development of any company or
organization,but that competition must be socially just.The new definition includes the concept of
lnarket competition. IBut in consideration of the fact that such competition must be inoderate,the
phrase that was finally used was " through fair competition." This factor lnust be taken into
consideration both domestically and internationally,and it is included in the term "global perspective"
Inentioned above carries this aspect as well.
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7. マ ー ケテ ィング活 動 の位 置づ けの問題
マーケティング活動の成否はその活動の統括のレベルと組織内でのネットワーキングに左右され
る。企業、またはその他の組織において、経営レベルにおいてのマーケティングマインドの有無はそ
の成果に大きく影響を与えるものと考えられる。また、単位組織ごとに分裂的なマーケティング活動
を行うのみでは 、その満足な成果は期待できないこととなる 。
また 、マー ケティングの存在価値は単なる市場活動ではなく、社会の変化に対応した「市場創浩」
のためのものであるという点にある。その手法はそれぞれの業態によって差異があるが、AMA の新
定義に盛られた諸手法などはその一 例と言えよう。
本定義作 成の過程では、当初マーケティング活動実施のレベルの問題について「統合的」という表
現を用いていたが、その後討議の結果 、単にレベルの 問題のみでなく、マーケティング活動の諸局
面を含める意味で「市場創造のための総合的活動である」と表現し、「総合的活立」という部分につい
ては コメントを付記した次第である。
以上 、JMA マーケティング定義の作成過程について 、その時間的経過と最終案決定に至るまでの
討議の過程においての問題点を概述したが 、( 別表 2) の 6 素案から最終決定の定義に至るまでの文案
の時系列的な変化を比較されれば、なおいっそうのご理解をいただけるものと思う。
また 、英文については日本文の定義決定後、海外においても正確な理解がえられることを旨と して
本文を英訳し、コメントも付記したものである。
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(g)The prOble Ⅱ l of defining marketing activities
What influences the success or failure of lnarketing activities is the overa1l level of control
and the networking within the organization. In companies and other organizations,the existence of
a lnarketing

Π lind at the managerial level exerts an enormlous influence on the resultso lf only

splintered marketing activities are carried out in each organization,they cannot be expected to
produce satisfactory results.
Moreover,the valuc of lnarketing lies not silnply in market activities but in the creation of
rrlarkets in responding to society changeso Methods differ by industry,but the various lnethods
included in the AMA's revised definition are some examples.
In the process of forinulating the JMAls new definition,the word "overa1" was used at first in
conjunction with the level at which marketing activities are implemented. After discussion,however,it
was decided to use the phrase'loverall activity to create marketsll,which covers not only the problerrl
of level but also the various aspects of lnarketing activities. A note was added to elaborate on the term
"overall activity."
Above l have described the process and the problems that came up in the discussions while
forinulating the new definition. If you refer to the six drafts included on Attached Sheet 2,which were
drawn up during the process,and compare them , I think you will get an even clearer understanding of
how the process unfolded.
After the final decision,an lEnglish translation of the new definition and the notes was lnade so
as to gain an accurate understanding of it in other countries.
Hideo Hamaguchi
Advisor to General Manager,
Planning Offices Marchandising&Sales H.Q.,
Isetan Co.,Ltd.
Glroup l member
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5. 本文

マー ケテ ィング とは 、企業 お よび他 の組織 1) がグ ローバル な視野 ２) に立ち 、顧客 3)
との相互 理解を得ながら、公正な競争を通して行う市場 創造のための総合的活動 4) である。
註
1) 教育・医療・行政などの機関 、団体を含 む 。
2) 国内外の社会 、文化 、自然環境の重視 。
3) 一 般消費者 、取引先 、関係する機関、個人 、および地域住民を含む 。
4) 組織の内外に向けて統合・調整 されたリサーチ・製品・価格・プロモーション・流通、
および顧客・環境関係などに係わる諸活動をいう。

MARKETING REFERS TO THE OVERALL ACTIVITY 1)WHERE BUSINESSES AND OTHER
ORGANIZATIONS,2)ADOPTING GLOBAL PERSPECTIVE,3)CREATE IMARKETS ALONG WITH
CUSTOMER SATISFACTION4)THROUGH FAIR COMIPETITION.
Notes
1) It refers to integrated and coordinated activitics of rcscarch, product,price,promotion,dis
tribution,customer rclation, cnvironmental activity,among others,which are directed toward
both inside and outside the organizatione.
2) Including institutions and groups in the field of education, mediclne,admlnlstratlon,and so
on.
3) View paying respect for the socicty,culture,and naturalenvlronment.
4) Basing upon mutual understanding with consumers,clients,business
associates,individuals,regional residents,cmployces,membcrs,and a1l othcr partics
concerncd.
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6. 解 説
――JMA 定義の註をめぐって――
浅井慶二郎
慶應義塾大学 商学部 教授
今回、JMA が マーケティングの定義づくりを試みるに至った経緯と、その作成作業の経過 、およ
び定義の主文は上記のとおりである。
包括と簡潔という両立困難な条件を満たすために、定義の主文に ( 英文の定義も同様 )4 ケ 所の註が
設けられた。これらの註を通じて、定義主文の本旨についての大方のご理解をいただけるものと期待
している。
しかし、註そのものも作成にあたりできる限りのコンパ クトネスを旨としたので、この紙面を借り
て若干の補足的コメントを付記させていただきたい。( 以下 1 ～ 4 は 註 1 ～ 4 に対応する )
1) 現在、わが国のマー ケティング活動はそこに投入される物的、人的、技術的資源の質と量におい
て世界のトップレベ ルにある。
しかし、この高水準は企業 ( 営利組織 ) の活動としてマー ケティングをとらえた場合であり、公共
性 、公益性を重視する諸機関や各種の市民・ボランティア団体などのいわゆる非営利組織の分野では
マーケティング概念 、マーケティング活動の普及は未然に近い状況である 。
営利・非営利の二つの分野におけるマーケティングの先進性と後進性の併存、およびそのひらきの
大なることが 、わが国のマーケティング実態の特質の一つであり、このようなギ ャ ップの解消が国
内はもちろん国際的にも求められていることを日本のマーケッターは認識 する必要があると思われ
る。
2) 営利・非営利にかかわらず、21 世紀に向けて日本のマーケッターはわが 国内を含め世界各地域
での 、また さらに世界各地域間の多角的・複合的な市場創造に参加し貢献するのであろう。
そのためには 、局所的な利害・福祉と地球全体としてのそれとの調和について配慮を怠ってはなら
い。
3) サー ビス化社会の進展とともに、マー ケティング活動への消費者の主体的参加の度合いが高まり
つつある 。公共 サー ビスや註 1 で挙げるような非営利組織の提供するサ ー ビス性の大きい製品の買
い手 ( 受益者 ) を、消費者と呼ぶことは現実的にはなじみにくい 。
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6. Commentary
－ On the Notes to the JMA Definition －
The background to the JMA's attempt to come up with a new definition oflnar marketing,the
process of forinulating the definition,and the definition itself is explained as above. To satisfy the
opposing conditions,that the definition lnust be both comprehensive and concise,it was decided to add
notes to four places in the definition in both Japanese and Englishe rThrough these notes it is hoped
that general understanding ofthe inain purpose of the definition can be gainede Since we ailned to be
as compact as possible in the forlTlulation of the notes,however,I would like to add few conllnents.
Note l)
Incorporating the meaning of Note 4,the"linside and outside" mentioned in Note does not mean
inside and outside Japan.
"'Products" include not only tangible goods but also services Essentially products cannot
be completely divided into tangible goods and services:they exist as a combination of tangible and
intangible parts.
The"activities"refers to the four standard aspects of marketing-products,pricing,promotion,and
distribution channel-which an often referred to as" 4P" together with research and environmental
preservatione With regard to marketing directed inside the organization,it will be neccssary to
reconsider these activitiesappropriatelyo For example,products can refer to duties or position,pricing
to salary and bonus,promotion to salary increases,job promotion and other fringe benefits and
distribution channel to comunication and human relations inside the organization.
The targets of these inward― directed activities are the personnel. 'Thus,the marketl'referred
to in the definition includes the organizationis internal marketer.The internal and external lnarkets of
an organization are mutuaHy related and influenceeach other.
"Integrated and coordinated activities.

…directed toward both inside and outside of the

organization " includes themeaning of considering the relation between these two markets.
The continuity and development of an organization become possible through its continuous
relations with its customers. The creation of lnarkets on the basis of comunication and lnutual
understanding with customers leads to customer satisfaction, which in turn leads to mutual feedback
through conllnunication and the next round of market creation. 'The mission of lnarketing is to
promote a spiral development of creation and satisfaction. Marketing is not a transient activity.
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最近、有形的な消費財の購入者も、消費の高度化 ・個性化に伴って従来の受動的立場から脱して 、
能動的にメーカーとの交信に参加しつつあり、彼らは単なる「消費する人」ではなく、コンデューサー
(CONDUCER)、も しくはプ ロ シューマー (PROSUM ER) と い うべ きである。
また 、註 2 の グローバル な視野に関連するが 、マーケッターは直接的な製品の購入者のみならず、
組織の経営活動に関係し、あるいは影響 を受ける組織外部の関係者との間にも相互理解と信頼を築か
ねばならない。
さらに、サービス性の大きい製品の市場創造と購入者 ( 受益者 ) の満足を得るための前提として 、
組織 内の構成員間の相互理解を確立する必要のあることから、サービス関連の組織は構成員を対象と
する内部向けのマーケティングを展開しなくてはならない 。
このように、組織をめぐる内外の関係者を含むという意味が「顧客 」の用語に込められている。
4) 註 4 の「内外」は 、上述の註 3 の内容を受けた意味であって、国内・国外を指すことではない。
製品は有形財のみならず、サービスを含む。元来 、製品は有形財とサービスに完全に分割すること
は不可能であり、有形部分と無形部分の組み合わせの形で存在するものである 。
ここに挙げた諸活動は、従来、マーケティングで用いられる「4P」( 製品、価格 、プロモーション、
流通チャネル ) にリサーチと環境関係を付け加えたものである。
組織内向けのマーケティングでは、これらの活動をそれなりに読み替えて考える必要がある。
たとえば、製品は業務ないし職務に、価格は賃金 ・報酬に、プロモーションは昇給・昇格その他の
フリンジベネフィットに、チャネルはコミュニケーション・組織内人間関係といった読み替えある。
組織内向けのこれら諸活動の対象は組織構成員である。したがって、定義の主文にある市場は組織
内市場を含む。組織の外と内の両市場は相互に関連し作用し合う関係にある 。
内外に向けての統合・調整には、このような両市場の関連性にも留意するという意味が含まれている。
組織の存続・発展は顧客との継続的な関係によって可能となる。顧客との交信と相互理解に基づく
市場創造が顧客の満足を生み、それが再び交信によって相互にフィードバックされ、次のラウンドの
市場創造につながる創造と満足のスパイラルな展開を促進することがマーケティングの使命である。

37

Note 2)
Marketing activities in Japan today rank among the best in the world in terins of the quality
and quantity of the lnaterial,human,and technological resources that are input. However,this high
level of lnarketing is lilnited to the inarketing of companies,or profit-lnaking organizations. Among
nonprofit organizations,such as institutions that emphasize public welfare and citizen or volunteer
groups,the concept of marketing and inarketing activities are alinost completely undeveloped. The
coexistence of advanced lnarketing in the profit― marking sector and backward lnarketing in the
nonprofit sector,and the huge gap between the Ⅱ l,represent one of the special features of lnarketing
in Japane Japanese marketers lnust understand that both domesticaHy and internationally,Japan is
being called on to close this gape
Note 3)
As the twenty― first century approaches,Japanese marketers in both the profit―making and
nonprofit sectors will no doubt participate in and contribute to the creation of diverse and complex
markets in Japan,in other regions around the world,and between regions around the worldo ln
doing so,they must not neglect the need for a balance between local interests and welfare and global
interestse
Note 4)
As society becomes lnore oriented toward services,the extent to which consumers participate
actively in marketing activities is increasing. In reality we are not accustomed to thinking of the
purchasers or beneficiaries of public services or of products with a high degree of serviceability
supplied by the kind of nonprofit organizations lnentioned in Note 2 as consumers. With the
advancement and individualization of consumption,even the purchasers of tangible goods
recently have shifted from their traditional passive position to more active co Π Hnunication with
manufacturers.
These people should be called not silnply consumers but "conducers" or "prosumerse"
In addition,related to the global perspective inentioned in Note 3,marketers must develop
lnutual understanding and trust not only with the people who purchase products but also with the
people faced to the business activities of the organization and the people who are influenced outside
the organization.
Furthermore,service― related organizations lnust develop marketing activities directed
inwardly at their personnel so as to establish mutual understanding among their personnel,thereby
enabling them to create markets for service― oriented products and to obtain the satisfaction of
purchasers and beneficiaries.
In this sense,the term " customer" includes people concerned both inside and outside the
organization.
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マーケティングは一過 性の活動ではない 。
このように見てくると、今回の JMA の定義のもつインプ リケーション―定義の意味するとろ―は、
顧客関係の維持・発展というキーフレーズに集約することができると考えられ JMA の日本文の定義
は、主文も註もともに英語に翻訳されているが、英語の主文の総語数は 24、文字数は 158 である。
JMA 定義作成に至る経緯のなかで 85 年の AMA 定義と、それに続くライバー ンの定義の語数と文
字数が示されているが、それらと比較すると今回の定義は語数でライバーンと同じで、AMA の 28 を
下回り、文字数では AMA の 175 とライバー ンの 137 の中間ということになる 。
マーケティングの定義の再検討の動きは 、JMA のみならずヨーロッパにおいても見られる。
C.Grönros の定義 (1989 年 ) がそれで、AMA の 85 年定義が交換の概念を用いているとはいえ、依然
として売手主導の観をまぬがれず、真の市場志 向のマーケティングを定義づけていないという不満か
ら新らたに作成されたものであ る。参考までにその原文を、掲げると、それは次のとおりである。
Marketing is establish develop and commercialise long― term customer relationships,so that the
objectives of the parties involved are met.This is done by a mutual exchange and keeping of
promlses.
EUROPEAN JOURNAL of MARKETING
23-1 1989P., 57
C.Grönros の定義の特質は継続的な顧客関係の維持・発展と、そのために交換当事者間の信義の実行
を強調していることである。彼はこの定義の解説のなかで 、社会的・文化的環境からの制約について
の認識の必要性に触れているが 、定義そのものには地球的視野での自然を含めた環境問題は述べられ
ていない 。
C.Grönros の批判は 85 年の AMA のみならず、レイバーンやクークの定義にも当てはめることがで
きる。(5 ペ ージ参照 )
前述のように、JMA の定義はこうした C.Gronros の立場と根底において通ずる点をもつが、地球的
視角、環境 配慮、および 記述の具体性などにおいて、より包括的ということができると考えるもので
ある。
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From the above it can be understood that the implication of the new JMA definition can be
condensed into the key phrase "the maintenance and development of customer relations."
Both the text and the notes of the JMA definition have been translated into English. The
English text consists of 24 words and 158 1ctterse ln comparison,the 1985 AMA definition and
lRayburnis definition,which were mentioned in the description of the background to the JMAls new
definition,consisted 28 words and 24 words(1751etters and 137 1etters),respectively.
The movement to reconsider the definition of lnarketing has taken place in Europe as weH
as Japano The 1989 definition of C.Grönros stemmed frorrl dissatisfaction with the 1985 AMA
definition,which,although it uses the concept of exchange,continues to emphasize the leadership of the
seller and fails to define truly market―oriented inarketingo The C.Grönros definition is as follows:
"Marketing is to establish,develop,and commercialize long― term customer relationships,so
that the objectives of the parties involved are inete This is done by a mutual exchange and keeping of
promises."("lEuropean Journal of Marketing,"23-1,1989,page 57)
The main feature of Grönros's definition is the emphasis on the maintenance and development
of long― term customer relationships and the establishment for this purpose of lnutual exchange and
faith between the parties. In his explanation of this definition,Gr ё nroos touches on the need for an
awareness of the lilnitations imposed by the social and cultural environments,but the definition itself
does not mention global environmental problerrls.
The same criticisnl can also be applied to the 1985 AMA revised definition as well as those of
Rayburn and Cook.(See page 5)
In some respects the JMA definition basically agrees with Grönros's position. But with its
references to a global perspective and environmental considerations and the concreteness of its
wording,thc JMA definition can be said to be more compre―hensive.
Kelzaburo Asal
Professor,Faculty of Business and Commerce,
Keio University
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