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利用ガイド 

 

 このティーチング・マニュアルは、テキスト『マーケティングをつかむ』の各 unitの後

半に記載している Caseを使って、ケースメソッド授業を効果的に運営できるように作成し

たものです。授業を実施する際に、ご一読いただき、参考にしてください。 

 

【授業における Caseの位置づけ】 

テキスト本編の「ティーチング・ガイド」で記載しているように、テキスト『マーケテ

ィングをつかむ』は、理論編とケース編に分かれています。 

ケース編は、理論編で教えた概念や理論を受講者に深く理解させるために使います。概

念や理論の長所や短所などを感じさせ、現実の場面で使いこなせるレベルまで理解を深め

ます。 

 

【ケースメソッド】 

この Caseは、ケースメソッド授業で利用することを想定して作成しています。ケースメ

ソッドとは、教授法のひとつです。講師が一方的に概念や理論を説明するのではなく、受

講者の討議を中心に展開する方法です。 

受講者には、ある意思決定に迫られた人物とその背景情報が記載された資料を読ませ、

その当事者の立場になって、どのような意思決定をするかを考えさせます。その根拠につ

いて他の受講者と討議させることによって、受講者が自ら学ぶことになります。 

我々が通常採用している教育法であるレクチャーメソッドと対比すると、次のようにな

ります。 

 

 レクチャーメソッド ケースメソッド 

形態 知識の伝授 意思決定の訓練 

受講者の状態 理解・記憶 思考・判断 

講師の役割 知識の源 討議リーダー 

受講者の態度 受動的 能動的 

長所 体系的、経済的 記憶に残る、応用可能 

 

なお、ケースメソッドは、ある概念や理論を使って成功した企業の事例を通して、その

概念や理論の有効性を示すことが目的ではありません。したがって、Caseには、成功事例

が書かれているわけではありません。 

また、ケースメソッドは演習でもありませんので、ある概念や理論を当てはめて考える

と、正しい答えがでるというものでもありません。 
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【ケースメソッド授業の運営技法】 

ケースメソッド授業では、講師は討議リーダーになります。学習目的で設定したテーマ

に関する討議が、受講者間で活発に行われるように心がけてください。 

受講者が、当事者に成りきって考えると、学習効果が高まります。当事者意識のない、

第三者の立場での発言をする受講者には、「あなたならどうしますか」と問い詰めて、当事

者意識を持たせてください。 

また、ケースメソッドでは、非指示的に教えます。受講者が自ら気づくと、講師が教え

る場合よりも理解が深く記憶に定着しやすいという効果を狙っています。したがって、講

師は、概念・理論の説明や自説を語ることはせず、討議を促進するような問いかけに専念

してください。 

 

【ケースメソッド授業のトラブル対処法】 

意思決定に複数の選択肢が用意されているケースで、ほとんどの受講者があるひとつの

選択肢を選び、反対意見がないので討議ができない状況になった場合は、講師が選ばれな

かった選択肢を擁護して進めてください。 

意思決定するのに情報が少ないという意見が出た場合は、実務でも限られた情報の中で

意思決定することになることを説明してください。それでも、意思決定の判断がつかない

という意見が体勢であれば、適宜、情報を加えて討議してください。 

 

【Caseの作成方針】 

Caseは、以下のような方針のもとに作成しています。 

第一に、Caseに登場する企業や人物は、すべて架空のものです。現実の状況を記述した

ものではありません。そうしたのは、受講者の思考の妨げになる外部情報を排除するため

です。現実の状況を記述したケースでは、受講者がその後の成り行きを知っていると、そ

の事実が思考に影響を及ぼします。ある企業が Aという意思決定をして失敗したとしまし

ょう。受講者がそのことを知っていると、失敗の原因が選択肢の問題なのか、その他の問

題なのかを深く考えずに、Aという意思決定は誤りだったと結論づけてしまいがちです。そ

のような短絡的な思考パターンになるのを避けています。 

第二に、取り上げた製品やサービスは、大学生になじみのあるものにしています。討議

に入る前に製品やサービスに関する説明は、極力しなくても済むようにしています。 

第三に、Caseの記述は、できるだけ短くしています。状況を単純化して、学習目的で設

定したテーマに議論が集中するようにしています。また、予習をさせられない場合は、授

業内で Caseを読むことになるので、討議の時間を確保するためでもあります。 

 

【フィードバックのお願い】 

Caseを使用したら、感想をお聞かせください。例えば、「想定している討議内容とは異な

る討議内容が展開されてしまった」「ほぼ全員がひとつの選択肢を選び、討議が成立しなか
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った」「意思決定をするのに必要な情報が少なく、受講者が意思決定に困っていた」といっ

たことがあれば、どのような状況だったのかをお知らせください。 

フィードバック情報は、以下のメールアドレスまで，ぜひご連絡ください。 

tsukamu.marketing@gmail.com 

 

また，以下のウェブサイトでも，本書についての情報を積極的に発信していく予定です。

ぜひご覧ください。 

＊有斐閣書籍編集第 2部内サイト：

http://yuhikaku-nibu.txt-nifty.com/blog/2012/04/post-bb95.html 

＊本書ブログ（「マーケティングをつかむブログ」）： 

http://marketingtsukamu.blogspot.jp/ 

 

【Caseの入手方法】 

テキスト『マーケティングをつかむ』に収録されているケースは、その 1つだけをゼミ

や授業で利用することもできます。また、オープンキャンパスや模擬授業、企業研修など

で使っていただいても結構です。 

その際は、テキストをコピーして配布することはお控えください。ケースは、日本ケー

スセンター（http://www.casecenter.jp/ccj_user/html/index.aspx）で入手することができま

す。人数分を購入してください。 

 

【ご注意】 

この「ティーチング・マニュアル」の著作権は，黒岩健一郎・水越康介に帰属します。 

「ティーチング・マニュアル」の第三者への譲渡はご遠慮ください。また，無断での複製

もご遠慮ください。 
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ケースメソッドでマーケティングを教える 

――『マーケティングをつかむ』 刊行に寄せて 

黒岩 健一郎 

 

 

◆ショートケースに反響 

 このほど、首都大学東京の水越康介先生との共著で、マーケティングのテキスト『マー

ケティングをつかむ』を刊行した。 

 このテキストの特徴は、想定読者を大学生だけに絞ったことである。多くのテキストは、

大学生向けとは言いつつも、大学院生やビジネスマンも意識しているため、大学生にはや

や難しい。そこで、私のゼミの学生に語りかけるようなつもりで執筆した。扱う内容は、

マーケティングの基礎的な概念や理論にとどめ、大学の授業やゼミで利用することを想定

して、九〇分で講義や議論ができる分量で区切った。 

 もう 1つの特徴は、ケースメソッドでマーケティングを教えるための教材として、ショ

ートケースを掲載したことである。500字から 1000字程度の短いものだが、25本も作成

した。また、テキストとは別冊で、ケースごとにティーチング・マニュアルも作成した。 

 献本した先生方からの反応は、いまのところまずまずである。「大学生目線で書かれてい

ますね」「マーケティングの必須概念や理論がコンパクトにまとまっていますね」といった

感想もあったが、とりわけショートケースへの評価が高かった。「是非、ゼミで使ってみま

す」「こういう短いケースが欲しかったんです」といったうれしい声をもらった。 

 このような反応があるということは、マーケティングを教える教員の多くが、ケースメ

ソッドによる教育の必要性もしくは重要性を感じているからだろう。そこで本稿では、ケ

ースメソッドで教えることについて、最近思うことを述べたい。 

 

◆ケースメソッドでの学び 

 10年程前、ビジネスマン向けのセミナーで、受講者に「ケースメソッドで学んだ経験が

ある方」と尋ねると数名しか手を挙げなかった。しかし、最近では、過半数の方が手を挙

げる。ケースメソッドはかなり普及してきた。しかし、授業の中身を詳しく聞いてみると、

ケースメソッドに似て非なるものを受講している場合も多い。例えば、企業の成功要因を

講師が解説する授業をケースメソッドと誤解している人もいた。 

 もっと深刻なのは、教える側も、ケースメソッドについて十分理解していないことであ

る。ケースメソッドで教えているという教員の授業を聴講する機会がときどきあるが、一

見ケースメソッドのようで、その実は講義であることも多い。 

 ケースメソッドについて、おさらいしておこう。ケースメソッドとは、教授法の 1つで

ある。研究方法であるケーススタディとは異なる。受講者は、経営の事例が書かれた教材

を読み、当事者の立場で考え、クラス全体で議論することによって学ぶ。 
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 我々がよく使っている教授法であるレクチャーメソッド（いわゆる講義）とは、対照的

だ。レクチャーメソッドによる授業は、教師から受講者への知識の伝授の場だが、ケース

メソッドによる授業は、受講者の意思決定の訓練の場である。登場人物の立場になって、

意思決定の疑似体験をする。レクチャーメソッドでは、受講者は与えられた知識を理解し

記憶することに集中するが、ケースメソッドでは、経営課題について考え、意思決定する

ことに集中する。レクチャーメソッドでは、講師は知識の源泉であり、常に言葉を発して

いるが、ケースメソッドでは、討議の司会者となり、受講者が学ぶべき点に議論を導く。

ほとんどの時間、言葉を発するのは受講者である。 

 受講者が獲得するものも異なる。レクチャーメソッドでは、「知識」が得られるが、ケー

スメソッドでは、疑似体験を通して「技能」が身につく。ここでいう「技能」の意味は、

自転車の運転を考えるとわかりやすい。自転車に乗れない子供を乗れるようにするには、

自転車はなぜ二輪でバランスがとれるのかという知識を教えてもダメだ。実際に自転車に

乗せ、後ろを手で押さえてやり、勢いがついたら手を離して、何度か倒れて怪我をして、

やっと乗れるようになる。このように、知識の役割は限定的だ。知識に加えて何かが必要

である。それが、「技能」である。 

 ここでは、「知識」と「技能」という言葉を使ったが、ケースメソッドに詳しい慶應義塾

大学の高木晴夫教授は、「専門知識」と「統合力／意思決定力／戦略力」と整理している。

一橋大学の野中郁次郎名誉教授・ハーバード大学の竹内弘高教授の言葉を借りて、「形式知」

と「暗黙知」と言い換えてもいいだろう。 

 このように、能力を育むのに有効なケースメソッドだが、上述のように、偽ケースメソ

ッドが横行していることを大変心配、かつ迷惑に思っている。例えば、企業の成功要因を

講師が解説する授業をケースメソッドと勘違いしている人が、私のケースメソッドを受講

して、「先生から何も教えてもらえなかった」といった不満を述べることがある。ケースメ

ソッドは非指示的に教えるものだが、受講者は指示的に教えてもらえるものと思っている。

また、偽ケースメソッドを受講した方が、「ケースメソッドは勉強にならない」と思ってし

まう場合もあって、とても悲しい。 

 そして、最も憂慮しているのは、ある理論や概念を解説され、それを使って事例で設定

された問題を解く演習形式を、ケースメソッドと思い込むことである。「○○という理論が

あります。では、この理論を使うと、ケースのＡさんはどうするべきでしょうか。……は

い、正解は○○です」、このパターンである。唯一の正解があり、それを求めるという点が

危ない。このような学び方を繰り返すと、実務の場面でも、理論を単純に当てはめるよう

になる。理論墨守の頭の固い人材を大量生産してしまうわけだ。大げさに聞こえるかもし

れないが、この手の偽ケースメソッドが広がると、日本企業の競争力を削ぐ結果になりか

ねない。 
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◆当事者意識を持たせる 

 ケースメソッドでの教育効果を十分引き出すために最も重要だと思うのは、受講者に当

事者意識を持たせることである。「技能」を獲得してもらうには、実際に体験させるのが一

番良いが、体験ができないとなれば、次善の策は疑似体験である。ケース教材で設定され

ている時へタイムトリップし、その状況に身を置き、登場人物の立場で悩んでもらうのが

よい。 

 当事者意識を持っていれば、さまざまなことが気になるようになるし、より具体的に、

より厳密に考えるようになる。例えば、車で旅行に行くときに、自分が他者を連れて行く

場合と、ついていく場合では、事前の準備が全く異なるだろう。連れて行く立場であれば、

経路やトイレの場所、駐車場の位置、天気など、いろいろ調べてシミュレーションするだ

ろうが、ついていく立場であれば、そこまではしないだろう。 

 ときどきケース討議中に「Ａ案もＢ案もリスクが大きいので、一から考え直した方がい

い」などと、まるで他人事のような発言をする受講者がいるが、こういう人は、ほとんど

何も学べていない。その証拠に「それで、あなただったらどうするの？」と聞くと、ギク

ッとして黙る。 

 流通科学大学の石井淳蔵教授は、当事者意識を持たすことを、「対象に棲み込む」状況と

表現している。ケースの登場人物が体験したことを受講者が追体験することによって、共

感的理解が可能になるという。ともあれ、このような状況を講師がつくることができれば、

受講者の技能を磨くことができる。 

 

◆講師に求められるもの 

 『マーケティングをつかむ』のショートケースを利用して、ケースメソッドによる授業

を実施するにあたり、いくつかお願いしたいことがある（自分への戒めでもある）。 

 第 1に、ケースメソッドでの学びの理解である。上述のように、ケースメソッドに似て

非なるものがたくさんある。講師がケースメソッドについて正しく理解していないと、受

講者も本来の学びができない。ケースメソッドで教えたことがあるという方も、是非、自

らの教え方を再点検してもらいたい。 

 第 2に、ケースメソッドで教える技能の習得である。特に、受講者に当事者意識を持た

せられるようにしてほしい。ケースメソッドは、ある意味「ままごと」のようなものであ

る。大人に白けずに「ままごと」をさせるには、それなりの技能が必要になる。 

 経営の技能を獲得するにはケースメソッドが効果的であるように、講師の教育技能を獲

得するにもケースメソッドが効果的だろう。しかし、ケースメソッドで教育技能を学ぶ機

会は少ないので、実際に経験から学ぶしかない。場数を踏んでもらいたい。 

 第 3は、深い知識である。ケースメソッドでは、知識を伝授するわけではないので、知

識が求められるというのは、不思議に思うかもしれない。しかし、議論を促進し、受講者

に深い思考をさせるには、理論そのものを知っているだけでなく、その理論の限界や理論

が生まれた背景などを知っていなければ、議論を深めるための質問ができない。 
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 また、知識の広さも求められる。受講者は、設定した問題を、こちらが想定した枠組み

で考えてくれるとは限らない。マーケティングのケースでも、組織の観点から、受講者が

発言する場合も多い。その発言についていけるだけの幅広い分野の知識を持っておかなけ

ればならない。 

 

◆今後の展開 

 このように、ケースメソッドは、講師に求めるものが多い。『マーケティングをつかむ』

は、なるべく講師の負担を軽くするために貢献できればと思っている。われわれにできる

ことは、まず、教員の技能に依存せず、ケースで設定した構造で活発な議論が沸き起こる

ようなケース教材にすることである。今回、テキストに掲載したケース教材は、一度か二

度は、実際に使ってみて修正を加えている。しかし、まだ十分ではない。今後、何度も使

用し、また使用した方々の感想を聞いていき、誰が教えても受講者が深い学びをできるよ

うな教材に進化させていきたい。またティーチング・マニュアルも、それに対応して改訂

していきたいと考えている。 

 また、今回、25本のケース教材を作成してみて感じたのは、マーケティングの本質的な

問題を取り上げたケースの品揃えをもっと増やす必要があることである。マーケティング

に関する実務上の問題は、無数にあると言えばそうだが、マーケターが頻繁に出くわす問

題は、限られているように思う。そのようなマーケティング問題を整理して、その問題を

深く議論できるショートケースを今後開発していきたい。  

 

『書斎の窓』No.618（2012年 10月 01日），38－42頁掲載 
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第２章 マーケティング政策の立案 

 unit 5 経営環境の把握【真食品：豆腐市場参入】 

 unit 6 セグメンテーションとターゲティング【ラジオジパング：新番組の企画】 

 unit 7 ポジショニング【フラット電機：デジタルカメラのポジショニング】 

第３章 製品政策 

 unit 8 製品と製品ミックス【オレンジ社：音楽再生プレイヤーのカメラ機能】 

 unit 9 新製品開発【キノコ社（B）：低カロリーチョコレートのコンセプト】 

 unit 10 ブランド【ウォーターオーバー社：Tsukamuブランドの再生】 

第４章 価格政策 

 unit 11 価格の設定【鶴田製菓：「フレンズ」の価格設定】 

 unit 12 戦略的価格【シックスワン：目玉商品の選定】 

第５章 プロモーション政策 

 unit 13 コミュニケーション【武崎大学：広告メッセージの検討】 

 unit 14 広告【ハイラックス時計：広告の計画】 

 unit 15 販売促進・パブリシティ・人的販売【スカッシュ：音楽販売促進活動】 

第６章 流通政策 

 unit 16 マーケティング・チャネル【ビーボン：日本市場への参入】 

 unit 17 メーカーと流通【ゾフィー：オンライン販売の利用】 

第７章 マーケティング政策の統合 

 unit 18 基本戦略と市場地位別戦略【松川食品：新製品への対抗策】 

 unit 19 製品ライフサイクル【四菱：電気自動車「アイ」の事業計画】 

第８章 マーケティング・リソース戦略 

 unit 20 コア・コンピタンスと知識創造【春の糸：新規事業の探索】 

 unit 21 関係性マーケティング【テイルケープ社：ポイント・プログラムの導入】 

 unit 22 ブランディング【大江戸大学：大学名の変更】 

 unit 23 市場志向型組織【スチュワート社：顧客情報活用策】 

第９章 マーケティング理論の変遷 

 unit 24 マーケティングの過去【岩佐製薬：生産コンセプトからマーケティング・コンセプトへ】 

 unit 25 マーケティングの未来【コイヤ：事業コンセプト変更】 


