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リレーションシップ･ﾏｰｹﾃｨﾝｹﾞの現状と課題

平敷徹男

はじめに

マーケティングが顧客志向と企業の存続・成長を中心に論じられるのは、

表現に相違はあれある程度一致するところであろうが、その具体的展開方法

やマーケティング行動枠組みは時代とともに変化してきた。その変遷を、山

下（1994）は時代順に「競争優位」、「顧客満足」、｢顧客価値｣'、「トータル・

クォリテイ・マメジメント」、そして「リレーションシップ・マーケティン

グ」等のキーワードで表現している。すなわちコストリーダーシップおよび

差別化による競争優位を競う戦略から、その焦点が顧客満足に移り、さらに

リレーシヨンシップ・マーケティングに変わってきたということである。あ

るいはChristopherは、1950年代をconsumermarketingの時代とし、

60年代がindustrialmarketing、７０年代nonprofit＆socialmarketing、

80年代servicesmarketing、そして90年代をrelationshipmarketingの

時代と位置づけている。近年特に注目されている関係性マーケティングある

いはインタラクティブ（相互交流型）・マーケティング2とも呼ばれるこの

マーケティング概念について、従来の伝統的マーケティングとの相違にも留

意しながら整理し、その課題等を考察したい。

１．リレーションシップ・マーケティングの概要

「関係性」の重要性についてはかなり以前から指摘されており、たとえば、

Arndt（1979）の“TowardaConceptofDomesticatedMarkets"や

Levitt（1983）の"AfterSalelsOver.､.''等の論文があげられよう。レヴイッ

トは“Relationshipmanagementbetweenbuyersandsellersismuch

likethatbetweenhusbandsandwives.”（Levittp87）として結婚にた
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とえてその重要性を説いている。販売の成立より、販売後に如何に顧客満足

を維持するかが課題となるとし、ざらに、“Tokeepbuyershappy，ven‐

dorsmustmaintainconstructiveinteractionwithpurchasers-which

includeskeepingupontheircomplainsandfutureneeds”とも指摘し

ており、マーケティングにおける「関係性の重視」は、必ずしも新しい発想

とは言えない。しかしながら、リレーションシップ・マーケティングが本格

的に議論されるようになったのは、９０年代に入ってからと理解するのが一般

的だと思われる（鴫□1995）。

関係性視点でのマーケティングの定義はいろいろあるが3、これらの定義

からつぎのことが指摘できよう。

（１）顧客の獲得より顧客の維持（カスタマー・リテンション）

まずマーケティングの主要な役割が、顧客の獲得より維持（カスタマー・

リテンション）にあるとされていることである。それはマス・マーケティン

グの終焉を意味し、顧客満足を重視する個別対応マーケティングへの転換を

意味する。嶋口（1994）によれば、下記の①、②、③の順序でパラダイム

転換があったと言える：①刺激・反応パラダイム、②交換パラダイム、③関

係性パラダイム。さらに、嶋口（1995）は上記３つのパラダイムをそれぞれ

enactment、fitness、およびinteractionパラダイムとも称して類似の説

明をしており‘、それぞれのマーケティング手段としては、プロモーション

管理、マーケティング・ミックス管理、関係性マネジメントが採用されると

説明する（表１）。関係性マーケティングあるいはインタラクティブ・マー

ケティングにおいては価値共創がマーケティング行動の中心となる。すなわ

ち、インタラクティブ・マーケティングにおいては、企業と顧客が協働関係

を結び双方が製品・サービスを創出していくマーケティングを実践すること

になる。従来の交換パラダイムが基本的に単発合理型の取引交換によって価

値を高めるに対し、関係性パラダイムは「ヨリ長期的・継続的視点から、時
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に短期の単発不合理な交換をも容認し、もって長期的な相互ベネフィットと

持続的成長をめざそうというもの」である（鴫□1994,ｐ､180）。

嶋口（1994）は、上記３つのパラダイムについて、「どれが正しくどれが

間違いというものでなく、あくまで、前提としての環境状況と、適応的な方

法を伴う志向枠組みとしての代替案」であるとしている。ただ、現代の複雑

で成熟型の相互依存社会においては、企業がヨリ長期的な顧客との共存共栄

型のマーケティング展開をするにあたっては、関係性マーケティングが今日

の時代環境に適応的であろうことを指摘している。

（２）相互作用的マーケティング機能およびインターフェースの戦略的重要性

伝統的マーケティングとリレーションシップ・マーケティングとの相違点

については、高橋（1993）はグリョンロースの議論を引用しながら、後者が

相互作用的マーケティング機能およびインターフェイスが戦略的需要性をも

つことを強調したうえで、両マーケティングが相互に密接に関連しており相

互依存関係にあるという捉えかたをしている。伝統的マーケティングとリレー

ションシップ・マーケティングが全く別のものとして捉えられるべきもので

はないという点では嶋口と一致しているが、高橋の主張では両マーケティン

グが並行的に展開されていくものとされ、市場環境への適応という視点で戦

略選択力垳われることに強調点がないと言う意味では高橋と嶋口の捉えかた

にやや相違があるように思われる。

（３）関係性の範囲

関係性の重要性については、研究者間で概ね一致していると思われるが、

関係の対象範囲をどう捉えるかについては、必ずしも一致した見解はない。

売買当事者問の関係に限らず、特に幅の広い関係的交換を主張するのは

Morgan＆Huntであろう。彼らは、個別的交換（discretetransaction）

と関係的交換（relationalexchange）を区別したうえで、リレーションシッ
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プ･マーケティングを“establishing,developing,andmaintainingsuccess-

fulrelationalexchange''する役割を担うものとし、マーケティングの理論

と実践に主要な転換をもたらすものと位置づけている（Morgan＆Hunt

l994p20）。彼らはリレーションシップ・マーケティングにおいて関係を

もつべきパートナーを、供給パートナー（仕入業者、サービス提供業者）、

側面的パートナー（競争者、非営利組織、政府）、購買パートナー（最終顧

客、中間流通業者）、組織内パートナー（機能部門、事業単位、従業員）と

いう４つのパートナー・カテゴリーとし、それを構成する上記かっこ内10の

主体者との幅の広い関係的交換を取り上げている。競争、流通、社会、需要

環境への対応のカギがいずれも関係性を基調にしたパートナー化にあると認

識されたとき、コミットメントと信頼を軸にした関係的交換（relational

exchange）が特に重要だという主張となる（嶋口1995b)。コトラーも「マー

ケティングとは、顧客やその他の関連利害者（stakeholders）集団との関係

を、その全集団の目的が自社の収益を満足させうるように、確立・維持・発

展させるビジネス・タスク」であるとし、売り手と買い手の関係を中核とし

て周辺の利害関係者との関係を含む包括的活動として説明している。次の定

義もその包括的定義の一つである。「関係性マーケティング（Relationship

marketing）とは、信頼と委託、調整と妥協、社会性と革新をキー・コンセ

プトにし、流通業者、供給業者、関連取引業者との関係強化や競合他者と

の戦略的提携という関係づくりによってトータルな顧客満足追求や顧客問

題解決をめざそうという試み」である（GardnerandGarrettl988，嶋口

l994condensedby陶山pll)。

リレーションシップ・マーケティングを関与主体者すべてとのネットワー

クとしてとらえる前者の見解に対し、ワン・トゥ・ワン・マーケティング

(PeppersandRogers,1993)、アフター・マーケティング論（Vavra）あ

るいはレヴイット（Levitt）など関係性マーケティングとの関連で議論きれ

ながら、主として売買関係にある取引対象者に限定している場合も多い。
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表１３つのマーケティング・パラダイム

市場行動モードイナクトメント

（enactment）
フィットネスインタラクション

(fitness）（interaction）

行動思想自己中心他者中心自他中心

行動形態統制順応一体

対市場観反応者価値保有者パートナー

裏鳶の'Wii篁発見不要発見可能発見困難
行動方法価値説得価値発見価値共創

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ手段懇ﾓｰｼｮﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ関係性ミックス管理マネジメント

出所：嶋口充輝「関係性時代のインタラクティブ・マーケティング」、「マー

ケティング・ジャーナル」19955､ｐ7．

２．リレーションシップ・マーケティング台頭の背景

環境の複雑化・不透明化により顧客ニーズが読めなくなった、あるいは商

品のライフサイクルの短縮化等、関係性パラダイム重視の背景については、

嶋口（1994）に詳しいが、ここでは、特に①市場の成熟化、②サービス商品

の増大、および③膨張商品（augmentedproduct）の増大（Levittl980）

を強調しておきたい。

まず、市場の成熟化に伴い、欲求の多様化、パーソナル化が進み、従来の

マス・マーケティングでは対応できなくなったことがあげられる。企業によ

る市場の拡大は①新規顧客の獲得、②現在顧客との取引拡大、③現在顧客の

離脱防止により達成される（Berryp132）。しかしながら、市場が成熟化

し、限られたパイを奪い合う競争においては、新規市場／顧客の開拓による

業績の向上には限界があり、上記②③の現在顧客との関係を如何に維持する

かがより重要になってきた。限られたパイを奪い合う競争下においては、ちよっ
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とした隙に競争企業が入り込んでくることになる。その隙が顧客の不満5で

ある。relationshipmarketingは、不満顧客を５％減少きせることにより、

利益を25-85％も増加させたとの調査結果（ReichheldandSasser）や、

自社製品になじみのない新規顧客の開拓努力に対して既存顧客の維持に投入

されるマーケティング努力の相対的コスト効率の良さ、すなわち、新規顧客

を獲得する費用の５分の１の費用で一度取引をしてくれた顧客をつなぎ留め

ることができるとの報告等により注目されるようになったと言えよう。さら

に、不満をタイムリーに解決することで再購入率を９倍にすることができる

(グッドマン理論）（佐藤pl5)、あるいは、現在顧客への対応策なしでは

年率２０％で客離れがおきているという調査結果も関係性の重要性を強調す

るものとなる。顧客離脱のきっかけとなる顧客の不満への対応、すなわち現

在顧客との関係維持のために、「顧客満足」の概念がヨリ重要になってきた

と言えよう。

近年、経済サービス化の進展に伴い、サービス商品の増大が目立っている

が、サービスは、無形性（intangibility）や商品質のバラツキ性(inconsist-

ency）以外に、生産と消費の同時性（inseparability)、それゆえに在庫がで

きない（inventorydifficulty）などの特徴がある（嶋口1994,ｐ94）。し

たがって顧客ニーズに合わせた受注型取引が一般的となり、顧客との密接な

関係がヨリ重要になり、関係性マーケティングが、既述のようにサービス分

野で特に強調されてきたという経緯がある。

膨張商品の増大については、コトラー（Kotler）の製品概念で説明できよ

う。Levitt（1991）は製品をいくつかの構成要素にわけて説明した最初の－

人と思われるがコトラーはLevittの考えをいくらか修正し、次のような製

品概念を提示している（表２）。Vavraはその製品構成要素、すなわち

①genericproduct、②expectedproduct、③augmentedproductが、そ

れぞれ「価格」、「品質」、および「関係」によって売れるものと説明する

(ｐ98)。成熟市場において製品の中核的部分に企業間格差が見られなくなる

－３５２－
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と、差別化の優位性をイメージ特性等を含むサービス部分あるいは膨張部分

にたよらざるを得なくなる。すなわち、製品のハード部分もさることながら、

ソフト部分の役割が大きくなってきたと言える。

表２製品の構成要素

出所：ModifiedfromVavraAfter-rnarketing，ｐ､９８．

すなわち、製品に対して、本来の機能（corebenefit）を越えたイメージ、

保証など周辺サービスや価値が重視される膨張商品（augmentedproduct）

が求められるようになるにつれ、製品提供のあり方をを含む顧客との関係性

がますます重要になる。その場合、売り手の努力は、単なる販売契約から販

売後の顧客満足を確保することに移行する。

Berry＆Parasurman（ppl36-142）はリレーションシップ・マーケティ

ングにおいて、顧客ロイヤリティを高めるために３つの段階を経るとしてい

る。すなわち、財務的絆（financialbond）、社会的絆（socialbond）、

構造的絆（structuralbond）で、価格という経済的誘引の提供から、個人

化された製品の提供、さらには他の企業が提供できないような製品の提供・

配達システムにより顧客との関係強化を図ることになる。これはcustomer

からclientへの移行でもある。

－３５３－
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Features，○oｍｐａｎｙ brand

③Augmentedproduct

(sold ｏｎ

relationships）

Installation，Warranty ， Ｓervicingsupport，

Customerspecialevents，Customersatisfaction

Iｎｅａｓｕｒｅｓ ， Customercommunication programs
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３．リレーションシップ・マーケティングの方法

和田（1994,ｐ４）は、リレーシヨンシップ・マーケティングの概念を、

特にインダストリアル・マーケティングおよびサービス・マーケティングの

研究の成果として誕生したものであることを指摘し、両マーケティングに基

本的な共通要因として、①one-on-one（個別対応）、②co-production

(共同生産）、そして③satisfaction（満足）を挙げている。特に、「提供者

と受容者の合目的共同」がその共通点として強調され、ニーズとシーズの調

整により最終成果が生み出きれていく過程が重視される。ざらに、リレーショ

ンシップ・マーケティングの実践は、市場シェアより顧客シェアの獲得を目

指すものとなる。嶋口（1994）はリーレーションシップ・マーケティングに

おける関係性構築の基本要件として、信頼とコミットメント、調整と妥協、

社会性と革新等いくつかの要件をあげているが、ここではリレーションシッ

プ・マーケティングを実践する際の具体的手段・方法について考えてみたい。

（１）顧客満足（Ｃｓ：カスタマー・サティスフアクション）の測定と実現

顧客満足をどう捉えるかについては、戦略的視点から鴫口（1995ｐ５５）

は「ライバル企業との相対的な競争優位のための顧客満足」としてとらえる

べきで、自己満足型顧客満足に終わらないよう警告している。その点につい

ては、牛窪もGaleの顧客満足に関するマトリックスを紹介し、顧客満足を

競合他社との相対的位置で捉え、我々がその「市場知覚品質水準」で「顧客

価値」を考えるべきことを主張している（表３）。

－３５４－
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表３顧客満足のマトリックス

出所：牛窪（1994）ｐ､９３，（originallyfromBradleyT・Gale）

リレーションシップ・マーケティングの目的は、現在顧客の離脱を防ぎ、

そのロイヤリティを高めて、顧客に占める自社の比率、すなわち顧客シェア

を高めることにある。新規顧客の開拓努力より既存顧客の固定化が費用対効

果でメリットが大きいことが認識された結果と言えよう。顧客の生涯価値の

概念も、－人の顧客のロイヤリティを高めることによる利益の強調であり、

そのためのマーケティング努力も短期的な利益確保のためのコストではなく、

長期視点での顧客満足化への投資として把握されなければならない。それは

顧客の生涯価値すなわちroyaltyschemeの考慮というかたちで実施きれる。

顧客の生涯価値は－人の顧客が生涯にわたって自社の顧客であってくれた

ら、どれだけの売上や利益に貢献をしてくれるかを示すもので、その測定方

法には、単純な推定売上高の累計値から、それを現在価値に計算したり、複

雑なモデルを使うものまでいろいろあるが（鴫口ｌ９９６ｐ８)、要は現在顧

客の重要性を認識しマーケティング戦略の実践にどう活かして行くかである。

Customer-focusedmarketingの目的は、Vavraによれば、（１）to

obtainthefulllifetimevaluefromeverycustomer，（２）toincrease

－３５５－

自社単独の評価 競合社と対比した評価

自社顧客と

競合社全体

の顧客

市場満足
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satisfaction ）

市場知覚品質と価値
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quality＆value）

自社単独の

顧客

顧客満足

(Customer

Satisfaction）

(偏見）
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thelifetimevalueofeverycustomerandkeepincreasingit，（３）to

useexcessprofitsfromthesuccessofthefirsttwoobjectivestopay

forobtainingnewcustomersataneverlowercostofacquisition

(Ｖａｖｒａｐｌ８）。

現在顧客の重要性を強調することは、顧客離脱をおさえること、すなわち

ゼロ.デイフェクション（Reicheld＆Sasser）の追求でもある。Vavraに

よれば、‘`Somemarketingpractitionersarecampaigningagainstlosing

anycustomers・Theirgoalistoachievezerodefection（ｐ218）．”顧

客の離脱防止のためには、離脱の理由を明確にする必要がある。生産業の場

合だとＱｃで取り上げられる欠陥品から学ぶことになろうが、マーケティン

グの場合は失った顧客から学ぶことになる。Reichheld（1996）は、米国の

企業が５年毎に半分の顧客を失っている事実を指摘し、さらに経営者自身が

その原因を知らず、ましてや対策はとられてないと述べている。彼は、長期

にわたる顧客ほど企業にとって価値ある資産であり、“Long-termcustomers

buymore，takelessofcompany'ｓｔｉｍｅ，arelesssensitivetoprice，

andbringinnewcustomers”（ｐ５７）とその重要性を強調している。

現在顧客は当初の開拓コストも要らないというメリットに加え、たとえば、

年間の顧客離脱率を15％から10％にすることにより、利益を倍増することが

できる（Reichheldp57）等、財務上でも目に見えるかたちでのメリットを

得ることができる。このような現在顧客の重要性は、次のような経験データ

でも確認されている。すなわち、「新規顧客獲得の５分の１の経費で現在顧

客の維持が可能｣、「顧客ロイヤリティを５％上げれば、利益は25-85％増

加」等の既述のメリットに加え、「平均ビジネスの65％は現在顧客から」あ

るいは「ゼロックスでは、非常に満足した顧客が普通の満足顧客の６倍近

い再購買」などの企業メリットが報告きれている（Heskett，ｅｔａＬ１９９４，

Vavral990)。
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（２）データベース・マーケティング（Databasemarketing）の実践

市場が成熟し、非成長が当然となるなかで、関係性を重視するリレーショ

ンシップ・マーケティングが台頭してきたことは既述の通りであるが、その

ことは企業と顧客が１対１の関係として、共感の体系をつくる、いわゆるワ

ン・トウ・ワン・マーケティングの考えにもつながってくる。今までの市場

シェア優先の考えから、顧客シェアをいかに高めるかということに、マーケ

ティングの目的が変わりつつあるということが、－人ひとりの顧客のデータ

を常に正確に把握し、かつ適切なコミュニケーションを図る必要性を生み出

した。その個別対応戦略の実践のため、コンピュータによるデータベースを

駆使した手法としてデータベース・マーケティングが注目きれることになる。

各人の消費特性をつかみ、顧客ターゲットの特定に威力を発揮する他、パソ

コン通信で消費者と対話したり、苦情を処理するシステムにまで広がってお

り、マルチメディア型のマーケティングへと今後つながっていくことになろ

う。この個客対応戦略の一環としてのマーケティングを和田（1995）はコミュ

ニ・マーケティングと表現し、「企業と消費者が常にコミュニケーションを

とっている状態を形成・維持すること、そして融合化していくことを促進す

る仕掛作りとプロセス」としている。

上記コミュニケーションの実践手段としてはまたmtegratedmarketmg

communication（IMC）などが威力を発揮することになろう。Shultz等

は、1960年代および1970年代に製品が多様化し、情報ソースやチャンネルが

拡大するにつれ、マスメディアを通じて行う一方通行的コミュニケーション

手段では消費者に影響を与えることができなくなっているとして、双方向コ

ミュニケーションの必要性を強調している（Schultzet.ａ1.ｐ52）。シユル

ツ等はリレーションシップ・マーケティングにおけるコミュニケーションの

重要性を次のように説き、双方向コミュニケーションなしでは関係が維持で

きないとする。

“Ｉｎｔｈｅｃｏｍｉｎｇａｇｅｏｆｏｎｅ－ｏｎ－ｏｎｅｍａｒｋetingorrelationship
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marketing，communicationwillbecomethecriticalingredientin

buildingandmaintainingrelationships.”（ＳｃｈｕｌｔｚｅｔａＬｐ､39）

シュルツ等はさらに、ＩＭＣこそリレーションシップ・マーケティングを可

能にするものであり、そのコミュニケーションの成功にデータベース・マー

ケティングが必要であることを次のように強調する。

“Whilerelationshipmarketingmaybｅｔｈｅｂｕｚｚｗｏｒｄｏｆｔｈｅｂｕｚｚｗｏｒｄ

ｌ９９０ｓ，integratedmarketingcommunicationsmakesrelationship

marketingpossible….Themostsuccessfulwaytoestablishtwo-way

relationshipcommmunicationsystemisthroughsomeformofdata-

baseordatabasemarketingprogram.”（ＳｈｕｌｔｚｅｔａＬｐ５２）

ＩＭＣ（integratedmarketingcommunication）の必要性を顧客の情報

処理のしかたとの関係からシュルツ等は次のように主張している。すなわち、

新しい情報は、受信者の持っている従来の情報と完全に入れ替わるのではな

く、従来の情報と関連づけられて処理きれることになる。したがって、製品

に関するマーケティング情報についてもその一貫性が求められることになり、

integratedmarketingcommunicatiｏｎが成功のカギとなる。

顧客を「個」として捉えるという視点は、米田もエリア・マーケティング

の立場から指摘している。市場ニーズの多様性、そして市場競争の激しざは

これまで経験しなかったものであり、このような状況下で「闇の市場」を如

何にとらえるかを考える時、もはやマス・マーケティングでは難しく「個の

市場」に確実にアプローチできるエリア・マーケティングが求められている

と主張する。「個の市場」は平均値や最大公約数で測れる市場ではなく、

｢個の情報」に基づかなければ把握することはできない。個の情報は現場

(支店、営業所、営業マン）において可能になるとしている。（米田ｐ、４）

エリアという場合は個々の顧客より幅の広い捉えかたになるが、発想として

は相通ずるものがあろう。
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（３）相互交流型（インタラクティブ）マーケティング実践のための組織対応

リレーシヨンシップ・マーケティングと伝統的マーケティングの相違につ

いては、前者が相互交流型であることが主要な特徴として挙げられるのは既

述のとおりである。嶋口（l995ap8）は、そのインタラクティブ・マーケ

ティングのキー・コンセプトとして「誘導される偶発」を強調する。市場に

対して、あるマーケティング政策をぶつけたとき、実行前に予想してなかっ

た新しい偶発的反応が生まれるときがあるが、企業はその偶発性を無視せず

に、積極的により高い成果へと結び付けようという発想である。例として、

小物洗いとして市場に普及を狙った大型ボールの洗面台が「朝シャンブーム」

に乗って、シャンプー・ドレッサーとしてヒットした例や、ビジネス志向の

ポケベルが中・高校生を含む若者によく売れた例が挙げられる。意図せざる

ニーズを「誘導される偶発」として、積極的に活かしていくのは特に環境が

不透明な時代における市場成功の鍵となる。その偶然を活かすには顧客の反

応を積極的に取り入れていく体制が必要であり、消費者との相互交流によっ

て価値を創造していくことが求められる。その「共創価値」をインタラクティ

ブに創造していくために、強固な信頼関係の構築が求められることになる。

相互交流の成功のためには、顧客と第一線の従業員が接触する「真実の瞬

間」（Themomentoftruth）を通じて、第一線の従業員が優れた品質の

サービス・製品を提供するとともに、顧客に良好な印象をあたえるなどによ

り、顧客との継続的な取引関係を確保・維持していくことが求められる（R

Normann,JCarlzon)。ヴァヴラも企業の提供製品の質は、顧客側の知覚

によって左右されることを指摘するとともに、その過程での第一線従業員の

役割の重要性を次のように強調している。

Customers，perceptionsofthequalitymproductsandservicesis

akeycorrelatewithbuildinglong-termrelationships､After-marketing's
goalofincreasingloyaltyrequiresthemarketertofullyunderstand
hercustomers，opportunitiesforassessingthequalityofherproducts
andservices・Ｗｈereassomeoftheseopportunitieswillconsistof
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physicalevidence，otheropportunitieswillconsistofinteractions
withacompanyemployeeordealer'Ｓsalesperson．（Ｖａｖｒａｐ９５）

顧客との協働作業（collaboration）の発想は、相互に教え合う恋愛関係

あるいは夫婦関係（嶋口、Levitt）とも表現されるが、顧客が製品づくりに

参画していくという意味では、次のようなトフラーのプロシューマーの考え

方にも通じるものがあろう。

“Customersaredrawnintothedesignprocess，andusers，groups

areorganizedintonetworksofsupportfortheproducers・Theline
betweenproductionandconsumptionisblurring．（Tofflerp318）

村田は顧客との関係について、ビジターからカスタマーになり、そしてク

ライアント、サポーター、アドボケーターになり、最後にセールスマンになっ

ていくプロセスを強調している。ヨリ強固な関係構築のための努力を怠り、

お客になったところで放っておくと、２０％のスピードで顧客が減少していく

結果となると指摘している。（村田1996,pl9）

（４）インターナル゜マーケティングによる従業員の意欲向上

上記のワン・トゥ・ワン・マーケティングあるいはインタラクティブ・マー

ケティングの実践のためには第一線の従業員の役割が大きく、その意識向上

のために、彼らに対してインターナル・マーケティングを実施する必要があ

る（竹内ｐ､88)。グリョンロースは、ここでのインターナル・マーケティ

ングを、「内部の従業員がサービスの提供や顧客志向行動に対して活動的と

なるよう、マーケティングのようなアプローチによって動機づけすること」

と説明している。相互交流型マーケティングの実践を、第一線従業員が行い

得るように従業員の動機づけに加えて、顧客志向理念の徹底を含む従業員へ

の訓練、相互交流型コミュニケーションの充実、製品情報提供等の情報支援、

経営支援の提供等が求められる。

竹内（1995）は、カスタマー・シェア志向のマーケティングを成功きせる

ためには、従業員が「前向きで自発的、独立して意思決定を行ない、顧客の
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ために自由奔放に行動する質の高い人材」であることが必要であるする。－

人ひとりの従業員をエキサイトさせるには、１）企業のミッションと個人の

ミッションの一致、２）個人が独立して意思決定できる状態、そして３）常識

を破壊し続ける仕組みをつくることとしているが（ｐ９）、高橋（p,86）もリ

レーションシップ・マーケティングの実施上の前提条件として、「平で分権

的な組織構造」を挙げており、権限委譲の必要性、すなわち、従業員が「顧

客のニーズに直接そして迅速に反応できるような」組織づくりを強調してい

る。すなわち、顧客との接触時点における「真実の瞬間」を有効に活かすた

めにも、第一線従業員の自由裁量の幅を広げ、顧客の要望に迅速に応え得る

ような平らな分権的組織構造が必要となる。

４．リレーションシップ・マーケティングの適用可能性

リレーシヨンシップ・マーケティングは、マーケティング分野において、

今後その重要性を増していくだろうことが予測されるが、戦略上の有効性は

どうであろうか。「顧客との生涯を通じての関係を維持する」という意味で

は原則的にどのような業種にもマッチすると言えるが、リレーションシップ・

マーケティングがその有効性を発揮しやすい業種あるいは商品はあると思わ

れる。サービス・マーケティング（Berry,Gronroos）あるいはインダスト

リアル・マーケティング（Jacson，Hakansson）の場合は、サービス志向

が強く、したがって関係性がヨリ重要である。既述の通り、和田（1994）は

リレーシヨンシップ・マーケティングの成立を、インダストリアル・マーケ

ティングとサービス・マーケティングの両方が補完し合い、活用される概念

として説明している。サービス製品への適用がヨリ効果的であるとの主張の

例として、生命保険がある。クロスビー（Crosby）等は生命保険の例で、

｢人的リレーションシップ・マーケティング」が有効である条件を満たして

いるとして、次の４つの点を指摘している：（１）サービスはかなり複雑で

無形であり、顧客はパフォーマンス評価に必要な情報や専門的知識を欠いて
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いる、（２）販売員はサービスの顧客対応化を行う、（３）特定の顧客と販

売員が取引を繰り返すことが普通、（４）サービスについての顧客の理解や

馴染みが薄いこと（Crosbyet.ａ1.ｐ72）。サービスの交換については、有

形材に比し、ヨリ長期的コミットメントや継続的相互作用が求められる。さ

らに、サービスにおいては物理的な商品がないため、サービス担当者の役割

が重要になることは既述した通りである。

一方、スーパーマーケットで売られているパッケージグッズと呼ばれる分

野の商品は、価格指向が強いという性格から、店頭でのプロモーションの依

存性が高いので、アフター・マーケティングのような長期的な戦略よりも、

最適プロモーションの選択という方向が適しているとの主張もある。リレー

ションシップ・マーケティングは、消費財より産業財、物財よりサービス財、

ざらには生産・技術領域より流通・営業領域でより有効だと考えられる。

Levittは“notallproductsandservicesrequirethesamedegree

ofrelationshipcultivating'，として、特にfinancialservices,Consulting，

generalcontracting，militaryandspaceequipment，andcapitalgoods

(Levittl983）分野における関係性の重要性を強調している。ヴァヴラも同

様に、サービス製品における関係性がヨリ重要なことを次のように指摘して

いる。

Customercontactsbecomeveryimportantsourcesofevidenceabout

thequalityoftheservicescontractedfor・Aftermarketingiseven
moreimportantformarketersofservicesthanformarketersof

physical，tangibleproducts-wheretheproductitselfcansupply
substantialevaluatoryevidence．（Vavrap95）

一般的には①高いスイッチング費用を持つ顧客（Jacksonl985）、②付

加価値志向の高い場合（Anderson＆Narasl991）、③取引マージンが高

く、顧客が少数の場合（Kotlerl994）にリレーシヨンシップ・マーケティ

ングはヨリ有効だと言える。

リレーションシップ・マーケティングの有効性が業種、商品、取引状況等
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により差があるとは言え、関係性の重視が相互交流（interaction）により

｢誘導される偶発」を積極的に活かしていくことにつながることから、今日

の不透明な環境におけるマーケティング成功の鍵となる（嶋口1995a）と

の主張からしても、今後幅広い実践が求められるであろう。

５．今後の課題

（１）実践的側面

１．顧客満足の測定

リレーシヨンシップ・マーケティングの主張する長期的関係の維持には、

顧客満足が鍵となるため、顧客の満足度を的確に把握し、必要な対応をする

ことが求められる。したがって、顧客満足度の測定や、顧客の要望を知るた

めのＣｓ調査等の客観的、継続的実施が必要となる。その調査結果から問題

点を明らかにし、改善策を講じて顧客満足の向上を図ることになる。「顧客

満足」の定義や測定方法については、それだけで議論の対象となりうるもの

で、本稿の取扱いテーマの範囲を越えるものであり、ここではその必要性を

指摘するにとどめておきたい。

２．交流型情報システムの構築

リレーションシップ・マーケティングでは、共創価値がキーワードになる

ことは既述の通りであるが、インタラクティブな関係を維持していくために

は、交流型の情報システムの構築が必須である。顧客からの苦情の適切な処

理が再購買率を高めることは、Goodｍａｎの調査でも報告されているが、同

時にその苦情の多くは本社段階にまで達することがないことも知られている

(佐藤ｐ87-106）。非好意的な口コミの波及効果は、好意的な口コミより

も大きいことなども考慮に入れると、顧客の声を迅速に吸い上げ、そして対

応していくシステムの構築は、インタラクティブ・マーケティングの成功の

鍵である。

３．第一線営業員の質の向上
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上記のインタラクティブな関係維持とも関連するが、顧客との接点をもつ

第一線の営業員の役割は特に重要になる。Carlzon（1987）がＭｏｍｅｎｔｓｏｆ

Ｔｒｕｔｈ（真実の瞬間）として強調しているように、顧客との直接的な接触

機会を通じて、提供商品およびサービスの評価が決定きれるとすれば、営業

員の質が顧客とのその後の関係を決定づける重要な要因となる。既述のよう

に、権限委譲をするなど営業員の活動を組織的に支援する体制は当然必要で

あるが、その体制を活かし得る営業員を養成することが権限委譲以前の課題

となる。

４．馴れ合いや安易な妥協

長期的関係の重視は、取引単位では不合理な取引をも容認することにもつ

ながり、馴れ合いや安易な妥協を生み、ヨリ高次の顧客満足の達成に向けた

努力を怠ることにもなりかねない（鴫□1994,ｐ､181）。八巻（1995）が指

摘しているように、日本はマーケティング実践ではアメリカよりも先駆的で

あり、「関係」についての考え方も元々日本における取引に活かされてきた

ものであるとも言えよう。島田（p33）は、日本では「関係」を相互依存的

にとらえ、良好な関係を保つことが双方の利益につながると考えるが、米国

では、それを競争的なものととらえ、一方の得は他方の損になるという図式

で考える傾向があることを指摘している。日本では関係性がヨリ重視されて

きたと言えよう。しかしながら、従来の、関係を活かした日本的取引の良さ

は残しながらも、これまで海外からも批判されてきた日本的取引関係につい

ての不合理性については再考を要する。

５．排他的関係に対する批判の可能性

関係性の強調が、参入障壁を伴う関係あるいは系列化に見られる排他的関

係につながると認識されると、批判を受ける可能性がある。系列化について

は、生産者サイドの意向が中間業者に徹底しやすく、顧客へのアフターサー

ビスの提供態勢が充実するなどそのメリットも主張されるが、この点につい

ては、日米構造協議でも議論の対象になっており、「ヨリ高次の顧客満足」
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視点で見直すべきであろう。

６．高コスト

「個」への対応がリレーシヨンシップ・マーケティングの基本であるが、

顧客の一人ひとりの嗜好に合わせた営業すなわちワン・トゥ・ワン・マーケ

ティングの実践はコンピュータの利用で可能になったとはいえ、コスト高に

なりやすいという性格をもつ。－人ひとりへの対応の手間がかかるほか、在

庫管理コストもかさむことになる。しかしながら、ヨリ満足した顧客は口コ

ミ（紹介）で新規顧客の獲得に貢献するというメリットもあり、顧客満足を

提供し馴染みになってもらうことによって、長い目でみてコストが相殺でき

るかどうかが鍵となろう。（「ワン・トゥワン・マーケティング」ｐ､119）

７．プライバシーの侵害

データベース・マーケティングによる個別対応がリレーションシップ・マー

ケティングには欠かせないが、個人に関する情報、たとえば顧客リストの売

買が行われたり、情報が外部に漏れるようだと顧客の信頼を失うことになり

かねない。コンピュータ利用により顧客情報の入手・管理は大幅に楽になっ

たが、プライバシー保護の問題には、長期的信頼関係の維持視点で配慮すべ

きであろう。（「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」pll9）

８．顧客集中によるリスクの集中

市場シェアから顧客シェアの拡大に重点が移行したことは既述した通りで

あるが、取引が特定の顧客に集中することによるリスクの集中については考

慮すべきであろう。リレーションシップ・マーケティングは金融機関等のサー

ビス提供機関に特に有効であることが指摘きれているが、顧客シェアの拡大

が信用供与を伴う場合は、顧客の集中によるリスクが特に高くなると思われ

る。リスク分散の問題にも同時に配慮すべきである。

上記の諸問題を考える時に、「基本的に長期的経済合理性と社会正義を基

盤とした健全な関係性がこれからのマーケティングを考える基本視点となる」
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という嶋口のコメント（1994,pl80）が鍵となろう。

（２）理論的側面

１．理論の整理

鴫ロ（1994）は関係性マーケティングを新しいマーケティング・パラダイ

ムとして議論しており、コトラー（Kotlerl991）もマーケティング・ミッ

クス中心の取引から関係性中心のパラダイムへシフトしていくであろうと指

摘している。この点|こっては、ハント（Hunt）等もMarketingtheoryの

主要な転換として、リレーションシップ・マーケティングを次のように説明

している。

Relationshipmarketing…constitutesamajorshiftinmarketing
theoryandpractice.，，（Morgan＆Ｈｕｎｔｐ２０）

多くの研究者の指摘からしても、リレーションシップ・マーケティングへの

転換は着実に進んでいるが、理論的な整理がまだついてないように思われる。

関係性の概念はもちろんのこと、リレーションシップ・マーケティングと従

来様々な用語（注２参照）で表現きれてきた類似のマーケティングとの相違

や関係についても明確にすべきであろう。

２，関係の範囲の明確化

既述したように、リレーションシップ・マーケティングにおける関係を売

り手および買い手の双方に限って議論する研究者も多いが、近年の環境問題

を扱うグリーン・マーケティングや製販（配）同盟等のマーケティングにお

ける現象もリレーションシップ・マーケティング視点で説明するためには、

幅広いパートナーとの関係をも考慮する必要があろう。「近年みられる企業

と社会の緊密なかかわりすらも、関係性の枠組みでとらえることができる」

とし、顧客やその関係集団との安定的な関係性構築がヨリ確実な企業成長へ

の途につながるとの期待があると指摘する嶋口は、さらに「現代企業は顧客

を中心とした幅広い関係集団との関係性においてのみ、顧客の満足と自らの
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アイデンティティを形成し、マーケティングの正否をそこに委ねていると考

えられる」としており、幅の広いネットワーク型の関係性を示唆しているよ

うに思われる（嶋口１９９５ｐ４８)。

牛窪（1994）は「優れた経営品質を実現している経営組織とは、顧客価値、

従業員価値、社会価値をそれぞれの水準において実現している組織である」

としているが、従業員との関係、および社会との関係において創造された価

値をも我々の関係性マーケティングで考慮していくことは可能であろう｡６

既述のように、コトラーも、マーケティングの機能を、「顧客やその他の

関連利害者（stakeholders）集団との関係を、確立・維持．発展させるビジ

ネス・タスク」と捉えており、今後のリレーションシップ．マーケティング

のあり方を示すものと考えられよう。

むすびにかえて

近年、関心の高まっているリレーションシップ・マーケティングについて、

いくつかの研究成果をみてきた。リレーションシップ・マーケティングは、

今後ともマーケティング分野の主要舞台に登場してくるのは間違いないよう

に思われる。しかしながら、リレーションシップ・マーケティングが本当に

マーケティングのパラダイムシフトとして捉えられるべきなのかどうか筆者
▼

自身にとって必ずしも明確ではなし､。パラダイム・シフトをKuhnの枠組み

でみると、paradigmshiftの過程は

paradigml→normalscience→anomalies→cirsis→revolutionFpparadigm

２の順序で起こるとされ、Ｋｕｈｎの枠組みでは、“Revolutionmeansthat

theoldthinkingorideaswouldbecompletelydiscarded，sincethey

arenotsoMngthecurrentissues….Sciencerevolutionareheretaken

tobethosenon-cumulativedevelopmentalepisodesinwhichanolder

parａｄｉｇｍｉｓｒｅｐｌａｃｅｄｉｎｗｈｏｌｅｏｒｉｎｐａｒｔbyanincompatiblenew

one”（Ｋｕｈｎｐ９４）とされており、従来のマーケティングがまだまだ適用
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可能な状態で活用きれているという意味では、リレーシヨンシップ・マーケ

ティングはKuhnの言うパラダイム・シフトには至っていないと言えよう。

これまでＡＭＡのマーケティング定義が時代背景の変化に応じて変更きれ

てきたことについても批判がないわけではない。マーケティング・システム

はオープンなAdaptivesystemであり、市場環境に対応して、実践面は変化

するのが当然だとしても、マーケティング定義そのものも変更すべきだろう

かというのが、その批判の趣旨である。理論的側面をMarcologyと呼称し、

実践面を分離してマーケティングと呼ぶことにしたらというＬｅｖｙ（１９８４）

の提案は、その批判に応えたものである。実践面を分離してしまえば、時代

背景に応じて、マーケティング戦略の重視点が変化し、それぞれに異なった

呼称が与えられてもマーケティングの定義そのものを変更することにはなら

ない。すなわち、サービス・マーケティング、グリーン・マーケティングそ

の他いろいろな呼称はマーケティング実践の際、どの点を強調した方が受け

入れられやすいかという実施段階での違いであり、組織目標の達成という視

点でマーケティングの機能をみれば、それぞれのマーケティングに共通点が

見いだせるであろう。実践的側面からのマーケティングの命名と理論的（パ

ラダイム転換的）マーケティングの呼称変更に分けて考えることができると

すれば、リレーションシップ・マーケティングは実践面での呼称変更の域を

越えてないように思われる。

諸々の用語で称される従来のマーケティングを、たとえば、「組織がその

存続を保証しうる利益を確保したうえで、長期的視点で顧客（関係機関）満

足を提供する活動」という基本的視点で説明できないだろうか。「利益を得

て顧客／関係機関満足を創り出す」のがマーケティングの基本姿勢であり、

実践は時代によって変化するが、マーケティングの基本的役割は変化せず、

ただ強調点に変遷があったものと解することも出来よう。組織にとって、組

織目標を達成するために、単なる「需要刺激」で充分な時代から「関係性」

を重視しなければ、受け入れられない時代になったことは確かである。
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【本稿は、日本経営哲学学会第13回全国大会での発表内容に加笠・修正した

ものである。】

注

１）山下（1994）によれば、「顧客満足」は期待利得の保証であり、「顧客

価値」は「顧客満足を越えて、この期待利得を更に大きくしようというも

の」である。

２）リレーシヨンシップ・マーケティングに類似あるいは関連するマーケティ

ングの呼称は下記のように数多くあり、必ずしも呼称が統一されているわ

けではなく、それぞれの相違が明確にされているわけでもない：

養殖のマーケティング（佐藤1995）、農耕型マーケティング（『ブレー

ン』1995.5）、After-marketing（Vavral992)、Databasemarketing、
Soleorsingle-sourcemarketing、Indivisualizedmarketing、
Micro-marketing、Relevancemarketing、Retentionmarketing、One-
to-onemarketing（PeppersandRogersl993)､Bonding、Frequency
marketing､Segment-of-onemarketing(BCG)､Integratedmarketing、

３）たとえば、“Marketingistoestablish,maintain,ａｎｄenhance
（usuallybutnotnecessarilyalwayslong-term）relationshipswith
customersandotherpartners,ataprofit，sothattheobjectives
ofthepartiesinvolvedaremet・Thisisachievedbyamutual

exchangeandfulfilmentofpromises.',（Gronroos,01990,ｐ､138)、
‘`Marketingisbuildingrelationships，,（Marconil992,ｐ３)、``Relation-
shipmarketingconcernsattracting，developing，andretaining・

customerrelationships.'，（Berry＆Parasuraman,pl33）などの定義
がある。

４）鴫ロ（1996）は『インタラクティブマネジメント』の中では、ここでい

う３つのパラダイムを、マーケティング行動の基本認識モデルとし、バラ

ダイムの呼称を与えてない。

５）嶋口（1995）は不満をアンサテイスフアクションとデイスサテイスファ

クションの２語で区別し、前者がただ「満足していない」（つまり満足が

ゼロの状態）であるのに比し、後者は「不満告発運動を伴うような怒りを

もったマイナス状態」の感情や態度であるとする。1970年代の顧客満足の

問題はデイスサテイスファクションヘの対応、すなわち「マイナスからゼ

ロへの社会的責任補修行為」が中心であり、1990年代のそれは「ゼロから
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プラスへの成長論」としてとらえることができるとする。

6）３種類の価値をあげながらも、牛窪（l994p92）は「経営組織が提供

する製品・サービスに対して、その対価を支払うのは顧客であり、顧客と

の関係における価値創造が第一義的に重要である」としている。
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