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日本型取引とマーケティング・パラダイム

知念肇

（１）はじめに－日本の企業間取引の功罪

日本の取引関係を多くの研究者が分析を試みてきた。日本のみならず世

界中の研究者が日本市場に注目し、多角的な分析を行った。従来、商業研究

者のみが分析を行っていた分野に経済学者も注目し、論争に参加したのは、

日本の流通研究の議論を幅広くまた中身の濃いものとした。その結果、日本

型の取引が経済システム、及びマーケティングの新しい考え方に大きく貢献

したことはまちがいないようである。

日本型取引の大きな特徴の１つである「長期継続的な取引関係」は、我々

に一つのコンセプトとして「関係」（Relationship）を提示するにいたった。

これは、従来その欠陥が何度も指摘きれながらも、最高の効率をもたらすと

言われた「純粋市場型取引」の信仰を打ち破るものであった。

日本型の取引関係は、ジャスト・イン・タイム・システムという新しいシ

ステムを作り上げた。これは、巨大メーカーを中心とする企業集団が日本型

のネットワークを形作ることにより可能となったものである。このシステム

は、メーカーの在庫費用の大幅削減とともに、品質の向上をもたらした。さ

らに新製品の設計段階から複数の企業が共同で開発するいわゆるデザイン・

インは、ニュー・モデルの速やかな市場導入を可能とし、開発のスピードに

おいて他国に優位に立つことを可能とした。

日本経済がネットワークを重視するのに対して、米国はマーケットを重視

すると言われてきた。ここでの日米の経済システムの比較は、長期継続的な

ネットワーク型の取引と、短期的なマーケット型の取引の比較に取って代わ

られることになった。中谷氏は、この比較について次のように述べてい

る｡(1)

「日本型のネットワーク・システムにおける取引は多くの場合継続的取引に
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基づく「顔の見える」取引である。これに対して、マーケット型の大部分は、

オープンな市場での『匿名性の保たれた、顔の見えない」取引である｡」

日本の系列内取引等に見られる取引関係においては、取引の担当者同士を

よく知っている場合がほとんどである。そのような関係においては、一方に

情報がかたよることにより生じる情報の非対称性が軽減される。また、マー

ケット型の取引によく見られる機会主義的行動がとりづらくなる。機会主義

的行動の抑制された長期継続的な取引関係の重要な点は、「信頼」である。

そのため、欠陥のある部品を納入した場合の信頼の下落は、それ以降の取引

に大きく影響してくる。日本製品の驚異的なコスト・パフォーマンスの大き

ざは、日本型取引の産物といってもよい。

イノベーションをプロセス・イノベーションとプロダクト・イノベーショ

ンに分けて考えてみよう。プロセス・イノベーションとは、ある決まった製

品を「どのように作るか」といった過程の効率化に係わるイノベーションで

あり、プロダクト・イノベーションとは、「何を作る」かという創造性に係

わるイノベーションである。日本の企業間ネットワークは、プロセス・イノ

ベーションの観点からすれば、これまでにない卓越したシステムであった。

特に注目すべきは、企業間の連携である。

しかし、なぜこのようなシステムがストレートに世界に広まっていかない

かという理由は、日本型ネットワーク・システムのもたらす閉鎖性である。

日本の下請け企業が、かなりの程度自らの独立性を犠牲にした上で、親会社

に従っていることは、日本においては常識的なことである。しかも、彼らが

従うルールは、ネットワーク内での暗黙のルールであることが多い。その結

果、日本市場での取引に不公平性、不透明性を感ずる外国企業が多いのであ

る。

世界的な経済システムが日本型のネットワークにより動くことは、かえっ

て非効率なものとなろう。しかし、ネットワークの重要性と、取引関係を重

視した新しいマーケティング・コンセプトが注目されている。またそれらは
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マーケティング・パラダイムの変化に結びつく可能性もある。以下で、それ

らの新しい考え方を検証してみよう。

（２）アーント（JohanArndt）：内部化された市場(DomesticatedMarkots)(2)

アーントは、管理された市場の効率性をとき、そこで有効なのは、刺激一

反応を基調としたマネジリアル・マーケティングではなく、人的つながりを

中心にしたマーケティングが重要となると説明している。

アーントは、内部化市場を論ずる前に、これまでの完全競争市場の検討か

ら始めている。

先ず古典経済学のユートピア的世界では、市場は数多くの売り手と買い手

からなる。市場における各行為者は、付加価値に対する彼の貢献を基に利益

を得ると仮定される。売り手が顧客に対して、競争者よりもよりよいサービ

スを行えば、その収益はより大きなものとなる。

このような完全競争の市場では、調整とコントロールは、無数の分散した

関係のない決定によりなされる。いわゆる、見えざる手の存在の仮定であ

る(3)

完全競争の場合、情報は価格に集約されると言って良い。アーントは情報の

管理に注目し内部化された市場を分析している。

アーントは、結果的に管理される市場を内部化された市場としている｡(`）

「結果的に管理される市場は、内部化きれた市場として言及されるであろう。

なぜなら、取引が会社の内部に移されるから（例えば、売り手と買い手が合

併したとき等）である。あるいは、長期的な協調関係に関係している企業グ

ループの範囲内に取引が移されるからである。内部化された市場においては、

取引は普通協議きれた交換のルールに基づく管理過程により統制される。解

放きれた競争市場では、調整は自律的かつ自発的に集中化された決定過程の

作動により事後的に遂行される。一方、内部化された市場においては、調整

は事前に集中化された調整手段によりなされる。情報は意識的にそして直接
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的に管理される｡」

内部化された市場にある企業間の関係は、実質的に含まれた同意と理解か

ら関係の安定性を獲得することになる。

アーントは、市場を内部化することの主な利点として、以下の３つをあげ

ている。

①活動の不確実性の削減

②取引コストの削減

③関連した補足的な活動のシナジー効果

アーントは、コトラー等を中心に展開されてきたマネジリアル・マーケティ

ングを伝統的マーケティングと表現している。彼によれば､伝統的マーケティ

ングは、競争市場の仮定と強く結びついたものである。すなわち、マネジリ

アル・マーケティングの基本コンセプトであるマーケティングの４Ｐ自体、

売り手側の論理である。伝統的マーケティングは、刺激一反応の見地からマー

ケティング過程を見ていたというのである。

アーントのマネジリアル・マーケティングへの批判を簡単に解説するなら

次のようになろう。例えば、広告をどのように行えば、消費者の知覚に訴え

ることが出来るか、または価格をどのように設定すれば売り上げが伸びるか

といったことがマネジリアル・マーケティングの強調点であった。そこには、

売り手と買い手との間の関係は、お互い匿名の市場取引を行う関係としてし

か仮定されていないのである。

この欠点をおぎなうモデルとしては、デイアデイック・モデルがある。アー

ントは、ジョンストンとポノマ（Johnston＝Bonoma）の議論を代表例と

してあげている。彼らは、販売者と購買者との間の取引関係に焦点をあて、

交換関係を強調している。特に、相互依存、相互作用、相互利益を考察の中

心にしたデイアデイック（二者関係）を中心とした考え方である｡(6)

これに対して、市場の内部化の概念は、販売や購買の立場にいる個人間の

関係のみならず、組織とその環境間の全ての交換に焦点をあてている。この
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アプローチはまた、個々の取引よりも、各取引がふくまれる長期的関係に焦

点をあてている。

伝統的マーケティング・モデル、デイアデイック・モデル、そして内部市

場モデルを比較したものが、表１である。

表１伝統的マーケティング・モデル、デイアデイック・モデル、そして

内部市場モデルの比較

出所：JohanArndt“TowardAConceptofDomesticatedMarkets,，，
JournalofMarketingVoL43（Falll979),ｐ72．
※アーントの表を見やすいように、筆者が－部変更したものである。

－４２９－

比較特性
伝統的マーケテイ
ング・モデル

ディアデイック･モデル 内部市場モデル

主な応用

分野
消費市場

競争的製造業者、再販売業
者、そして政府市場

長期継続的関係により特徴
づけられるあらゆる市場

分析単位
行為者（販売者あ

るいは購買者）

二者関係（販売者と購買者

の関係）

システム（境界上の人物や
これらの人物と彼らの構成

組織の間の関係）

考慮時間 短期 短期 長期

構造 販売者→購買者 販売者ヨーー購買者

境界上境界上

の人物
＜￣￣

構成組織

の人物

構成組織

説明するメ
カニズム

刺激一反応 相互作用
制限された相互作用

(長期的な関与に対して）

強調される

マーケテイ

ング手法

４Ｐ 協定と交渉
管理過程のデザイン､交渉、

政治、コンフリクト解決

関連の深い

他分野

経済学、心理学、
部分的関連分野：

モチベーション、

知覚、学習

社会心理学
政治科学、社会学、社会心
理学、組織論
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アーントは、内部化された市場モデルの前提として、次の２点をあげてい

る。

①マーケティングは本質的に交換過程である。

②マーケティングとは、主に境界的機能(boundaryfunction)であり、マー

ケターは、境界的機能を担当する者である。

彼は、組織と環境との境界で活動するマーケターの存在を強調する。その

上で、原則的にマーケティングの課業は次の二つであるとしている。

①組織の外部で対応する境界上の人物と試験的な合意を協議すること。

②内部の構成員による同意の批准をもたらすこと。

かれはマーケターの性格について、次のように述べている。(6)

「ゆえにマーケティングの境界上の人物は、影響者であり、また外部機関や

内部構成員からの影響を受けとめる人でもある。この組織的地位は、高いレ

ベルの目標衝突と圧力に備え、そして衝突と問題の非合理的な政治的解決の

ためにある｡」

市場が内部化されるということは、企業内にも大きな変化が出てくる。企

業問または複数組織間のネットワークにおける市場は内部化と管理化の度合

いを増すが、一方で、企業内では、分散化、プロフイット・センター間の市

場関係、経済民主主義、そして意志決定の政治化という傾向が明確になって

くるとアーントは見ている。その結果、市場が内部化きれた場合、かつては

明確ではっきりしていた企業とその環境との境界が不明確になり、または意

味のないことにさえなってくる場合もある。

この様な状況においては、人的販売の再評価と高度化が必要とアーントは

見ている。人的販売にたずさわるマーケターは様々な協議に参加するが、そ

の協議のレベルは次の３つに分類できる。すなわち、取引レベル、契約レベ

ル（期限をきった合意)、構造レベルである。

取引レベルの協議・・戦術的性格をもち、特定の命令または問題の取引を越
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えて含まれる集団には関与しないものである。

契約レベルの協議・・所与の時間での取引に対する条件または枠組みを包含

するものである。例えば、下請け契約やフランチャイジングなど。

構造レベルの協議・・長期的そして深い組織間関係の形態や強度に対応する

ことから、戦略的である。

内部化された市場にとって、構造レベルでの協議がとりわけ重要になって

くる。これは、長期的に企業の方向性を決定づけることになる。これからの

マーケターは、このレベルの協議への参加が要求される。

アーントは、管理きれた市場におけるマーケティングにおいては、５番目

のＰ、すなわちポリテイクスが重要となるとしている。企業間関係とその政

治的側面への注目の必要性を強調しているのである。

（３）ウエブスター(F・EWebster)：企業におけるマーケティングの役割変化

従来のマーケティング・マネジメントをより強く批判し、企業におけるマー

ケティング機能の新たなパラダイムの必要性を強調したのがウエプスターで

ある。ここでは、彼が1992年に発表した論文をもとに考察してみよう。(7)

彼によれば、マーケティング・マネジメントが、マーケティング研究の主

流となったのは、ＡＭＡが、1948年にマーケティングを次のように定義して

からである｡(8)

「生産者から消費者あるいは利用者までの商品やサービスの流れに対する、

またはそれに付随する企業活動の遂行｡」

これ以降、それまでのマーケティング機能を社会的または経済的過程とし

てよりも企業活動として見る傾向が強まったのである。初期のマーケティン

グ学者は、マーケティング・マネジメントを意志決定または問題解決過程と

定義し、分析フレームワークを経済学、心理学、社会学そして統計学より得

ていた｡(9)

マネジリアル・マーケティングにおいては、あらゆる事業の主な目的は、
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｢満足した顧客の創造」であり、利益は目的ではなく「満足した顧客の創造

に対する報酬」と仮定されていた。しかし、その場合においても、その根本

的パラダイムはミクロ経済学であった。彼は次のように述べている｡(１０）

「マーケティング・マネジメントの分析は、需要（収益)、コストそして利

潤、または限界費用が限界収益と一致し利益が最大となる点を見つけるため

に伝統的経済分析の利用に集中していた。行動科学モデルは主に構造問題定

義のために利用された｡」

マーケティング・マネジメントが想定した企業は、大きくて部門化きれた

機能組織であった。それはピラミッド型の官僚組織である｡(u）

「大規模で、階級的に統合された企業構造は、マーケティングへのマネジリ

アル・アプローチが発展した1950年代と60年代に支配的な組織構造であり、

企業はマーケティング部門をしばしば古い販売部門を拡大して作った｡」

この時代のマーケティング機能に求められたのは、消費者が要求する財やサー

ビスを提供するために市場を十分に理解することであった。

しかし、大組織の意志決定は、注意深い行動を要求されたため、非効率な

ものとなってくる｡('2）

「組織が大きくなるほど、直接製品の製造や販売に関与しないマネジャー、

分析者、そしてプランナーの数が増えてくる。管理費用の負担、主に中間管

理者層への給与という形での負担は、1970年代と1980年代の世界市場で形作

られた競争においてハンディとなりはじめた｡」

ピラミッド型の企業組織に代わってネットワーク型の企業組織が1980年代

あたりから登場してくる｡('3）

「これらの組織の最も分かりやすいイメージは、ピラミッドではなく輪であ

ろう。そこではスポークがハブにあるコア組織と枠のまわりの戦略的パート

ナーシップとの知的リンクとなっている。これらの形態は、大型建築、ファ

ション、武器システム構築、そしてコンピュータといった産業がパイオニア

である。そこでは市場は僅かな地理的境界しかなく、技術は複雑、製品の変
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化は早い、そして全てを自分自身で行うのは不可能である｡」

ネットワーク組織の優れているところは、その環境への柔軟な適応性であ

る。また、そこでおこなわれる取引の特徴は市場取引ではなく関係管理的な

取引である。

ウェプスターは、取引を純粋取引から完全に統合された垂直的統合までの

問で考えると、次のように一つの連続体が考えられるとしている。

①取引→②繰り返される取引→③長期的関係→④購買者一販売者のパートナー

シップ（相互的な全体的依存）→⑤戦略的提携→⑥ネットワーク組織→⑦垂

直的統合

彼は上記の取引形態の違いにより、マーケティングの役割も異なったもの

となると見ている。取引の連続体の考察は、純粋市場における取引から始ま

る。市場取引においては、全ての情報は価格に集約されている。純粋市場に

おける取引は、２つの経済主体間の一度限りの価値の交換であり、先立つあ

るいはその後の相互行為はない。純粋な取引においては、プランネームもな

く、販売者による購買者の認知、信用の継続、選好、ロイアリテイ、ある生

産者のアウトプットと他者のアウトプットとの差別化もない。この場合、利

潤極大化パラダイムに従った最適化に関連した分析がとられる。マーケティ

ング・マネジメントは、この形態の取引に適合したものであった｡('4）

「実際、ほとんどの取引はマーケターと購買者との間の継続的関係の文脈で

生じる。にもかかわらず、マーケティングの実務と理論が取引の一つの出来

事に過ぎない販売に焦点をあてるという、長きにわたる、また明確な傾向が

存在した｡」この場合は、一回一回の取引において最大の利潤が得られる機

会的行動がとられ、分析の単位は、製品、価格、コスト等個別の分析単位で

あり、人間や社会的過程は考察されない。

純粋な取引から－段進んだものが「繰り返される取引」である。ここにお

けるマーケティングの役割は、製品差別化を導き、より高い価格と利益を生

み出す選好とロイアリテイを創り出すことである。この段階においては、関
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係性の兆しとでも言うべき信用が生じてくる。品質の保証やアフター・サー

ビスの保証は、明らかに一回限りの取引とは異なる、繰り返される取引を意

識した行為である。

「長期的関係」は、産業財の取引において多く見られる関係である。ここ

での関係は、契約に基づく関係である。従って、契約以外の事で管理的な行

動はない。しかし、この段階では、顧客と販売者の問に協議が発生する｡('5）

「これらの長期的な購買者と販売者の関係では、価格とは協議の結果であり、

相互依存に依拠し、市場勢力のみで決まるものではない。また、品質、配送

あるいは技術的サポートがより重要となりはじめる｡」

全てを内部化していたフォードと異なり、部品のほとんどを納入業者に頼っ

ていたのがＧＭである。それらの納入業者は、ＧＭの仕様書付き発注を得る

ために、互いに競争する。それは、価格のみに止まるものではない。納入業

者問の競争は、仕様書をめぐる競争入札のシステムであった。これにより、

納入業者の機会主義が抑制される方法がとられていた｡(16）

「ビジネスの最大の分担は、ふつう価格の最も安い納入業者に与えられた。

いくらかの他の業者は、僅かな分を与えられた。それは、彼らを温存してお

き、低価格の供給者への圧力を維持し、配送あるいは品質の問題が起こった

際の代替者を提供するためである｡」

長期的関係の段階においては、購買者と販売者の関係を戦略的資産として

管理することの重要性が認識されている。しかし、それは十分なものではな

く、そのシステム的欠陥を示すのが欠陥率の高さに現れている。

長期的関係の欠点を補ったのが「相互的に全体依存した購買者と販売者の

パートナーシップ」である。このパートナーシップをもっとも完全な形で作

り上げたのが日本企業であった。日本企業は、それにより高品質と低コスト

を同時に手に入れたのである。少数の納入業者が開発の早い段階から参加し

ている戦略的パートナーシップである。これは、納入業者をより完全競争に

近い形で競わそうという米国型のシステムとは明らかに異なるものであった。
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トヨタのカンバン方式や、ジャスト・イン・タイム・システム、そして系

列は、多くの教訓を米国企業に提示することになった｡('7）

「アメリカのマーケターは、個々の販売である結果としての取引から離れ、

顧客との長期的相互支援的関係構築の必要性の理解に向かうことを認識し始

めた｡」

系列を現在西側諸国で生じているネットワークやアライアンスの先駆とな

るものと評価した上で、ウエプスターは次のように述べている｡('8）

「系列は、相互に結びついた所有と取引の関係を持つ複雑な企業の集団であ

る。それらは明確に定義きれた階層構造を持つ公式組織でもなければ、非人

格的な分散した市場でもない。彼らは、相互関係に基づく長期的関係で互い

に結びついている。取引相手は、わずかな所有権を持っていることもあるが、

それはまったく金銭的利益の為というより、関係の長期的遂行を象徴するた

めである。この協定の重要な成果は、これらの長期的関係における大きな安

定性である。そのような安定性は、企業間の情報の共有に貢献し、前向きな

長期的成長政策を促進する｡」

この段階においては、購買者と販売者の関係は、まさに戦略的資産となった。

「戦略的提携」は、米国企業が日本の取引を研究した成果とも言える。戦

略的提携の第一の大きな特徴は、パートナーの各々が、中長期的な戦略目標

の達成に向けて努力するということである。これは、単なる企業協力とは異

なるものである。そして、もう一つの大きな特徴は、目的の共有とパートナー

間による資産の委託である。彼は次のように記している｡('9）

「全ての戦略的提携は、パートナーの競争的地位の向上という目的を持った

資本的そして経営的資源の委託を含むパートナー間の協力である｡」

戦略的提携の一つがジョイント・ベンチャーである。ジョイントベンチャー

は、資源の共有だけでなく、それ自身の資本構造を持つ企業が生まれるとい

う点で、他の戦略的提携とは区別されるものである。たとえば、製品開発プ

ロジェクトといった戦略的提携は有限の命である。それらは、有限性ゆえに
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有利な点をもつ。一方、ジョイント・ベンチャーは、原則的には永久に存在

するために創られる。

「ネットワーク」とは、ウエプスターによれば、様々な戦略的提携からな

る複雑な多角的組織構造である｡(20）

「ネットワーク組織の基本的特徴は、同盟であり、ハブにより導かれる緩く

柔軟性のある連合である。ハブは、アライアンス自身の開発と管理、財政的

資源と技術の調整、コア．コンピタンスと戦略の定義と管理、消費者との関

係の開発、そしてネットワークを結ぶ情報資源の管理という重要な機能を持っ

ている。ネットワーク組織の文脈においては、マーケティングは全てのパー

トナーを顧客に向かわすようにし、提供される競争者の商品や変化する顧客

ニーズと期待についての情報を流すことに責任のある機能である｡」

ネットワーク組織の例は、図lのようになる。コア企業に要求きれる能力

がコア．コンピタンス（能力）である。ネットワーク組織の重要なコア・コ

ンピタンスの一つが、顧客、納入業者、流通業者との戦略的パートナーシッ

プのデザインと管理・統制能力である。

垂直的統合に向かわず、その一段階前のネットワークの利点は、個々の機

能のダウン．サイジングによる低コストと、パートナーが専門性を発揮でき、

それでいて、効率的に組織化されている点である。ネットワーク組織は、柔

軟性ゆえに環境変化にすばやく適応できる。これは、垂直的統合による組織

の巨大化が柔軟性を失うことに比べた大きな利点である。

実際、ＩＢＭをはじめ多くの米国企業が、自らをネットワーク企業として再

定義することにより再生していると彼は見る。

ネットワーク組織におけるマーケティング機能は、どうなるだろうか。彼

によれば、企業とその市場環境との間の区分がネットワーク組織であいまい

になるように、企業間での伝統的な機能的境界は不明確なものとなる。マー

ケティングの三つの異なったレベルとして、企業レベル、ＳＢＵ（戦略的事

業単位）レベル、オペレーション・レベルがある。また、マーケティングの
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次元としては、文化としてのマーケティング、戦略としてのマーケティング、

戦術としてのマーケティングがある。

その全てのレベルと次元において、関係が重要となってくる。主な関係は、

顧客との関係、供給者との関係、そして再販売者との関係である。ミクロ経

済学パラダイムに基づいた分析の単位が製品、価格、企業そして取引であっ

たのに対し、新しいマーケティング・マネジメントにおいては、人間、過程、

組織についても考察しなくてはいけない。

ウエプスターの貢献は、ネットワーク組織の有効性とそれに伴うマーケティ

ング機能の変化を示したことであった。伝統的マーケティング・マネジメン

トがミクロ経済学パラダイムに拠っていることからなる限界性を示したが、

それに代わるパラダイムを示したわけではない。しかし、関係というキーワー

ドにより、マーケティング概念も大きく影響されることは理解できるもので

ある。

図１ネットワーク組織

ａｎ研

鳶 、

鉾

顧客との協力関係

出所：FrederickE,Webster,Jr．“TheChangingRoleofMarketmgin

theCorporation,,，（1992）JournalofMarketingVoL56,P､9．
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（４）日本型マーケティングの課題

日本においても幾人かの中心的研究者が、日本企業がとってきたマーケティ

ング・マネジメントの限界性を説いている。とりわけ、田村氏は、日本企業

のマーケティングを「パワー・マーケティング」として特徴付け、その限界

性を説いている。ここでは、田村氏のいうパワー・マーケティングを中心に

考察することにより、日本企業が直面するマーケティング的課題について考

えてみよう。

田村氏によればマーケティング・マネジメントとは、そもそも「神の見え

ざる手」によって調整されてきた市場を、「見える手」によって管理しよう

としたものである。これは、いわゆる４Ｐによって市場の不確実性を吸収し

ようという伝統的なマーケティング・マネジメントの手法をさしている。

日本企業がとってきたマーケティング手法を田村氏は、パワー・マーケティ

ングと規定している｡(２１）

「パワー・マーケティングにおけるもっとも重要なマーケティング目的は、

市場シェアの維持とその拡大である｡」

パワー・マーケティングにおける戦略空間を構成する戦略は、以下のよう

なものである｡(露）

①製品ブランド化

②製品差別化と全国広告

③製品のフル・ライン化

④製品専門型流通チャネルの系列化

⑤統制・監視型営業

⑥メーカー希望小売価格の設定と建値制

これらの戦略が最もうまく機能したのが、日本市場であった。パワー・マー

ケティングとは、寡占的な市場にあって、疑似独占の達成を図るものである。

例えば、我が国の自動車会社は、大手６社からなるが、それぞれが住み分け

をしており、それぞれの得意とするセグメントがあった。各社はそれぞれの
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得意なセグメントにおいて安定した疑似独占市場を形成していたことからパ

ワー・マーケティングの特性が理解できる。各セグメントにおいて、疑似独

占市場を形成し、そこにおける市場シェアと建値による安定した収益構造を

作っていたことになる｡(23）

「パワー・マーケティングにおける行為体系は、希望小売価格を基底とする

建値制のもとでの、最大限の販売数量の達成による市場シェアの拡大を目的

として統合されていたのである｡」

日本企業のパワー・マーケティングは、閉鎖的業界市場を制度的前提とし

てきた。日本の閉鎖的業界市場とは、以下のような特性を持っている｡(鯛）

｢①関税・非関税障壁に守られ、輸入品の市場参入が少ない。

②業界の製品技術基盤が安定しているので、他業界からの代替品参入が少

ない。

③業界での競争・取引様式は、伝統的な商慣習によって規範化されている。

④その産業のすべての企業が業界団体組織に所属し、産業の構造変化は業

界団体で話し合われる。また業界団体組織は行政体へのパイプとして利用

される。

⑤製品の主要な流通は、主要メーカーに系列化された中小流通業者を担当

者とし、その製品に専門化した流通チャネルを通じて行われている。流通

系列化の意義は、業界の範囲を流通段階の末端まで拡張することにある｡」

日本経済が全体的に成長していた時期においては、閉鎖的業界市場も拡大

していた。よって、その中でのシェア拡大を図ることが、もっとも安定的で

最大の利益を企業にもたらしていたのである。しかし、この前提は、今や崩

れたのである。

「これらの制度的前提は、冒頭でも述ぺたように、各種の規制緩和と独禁法

の運用強化、円高によって促進される閉鎖経済体制から開放経済体制への移

行、技術革新による産業間代替品競争、急激に進展する価格破壊革命などを
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背景とする、大手流通企業へのパワー・シフトと消費者行動圏の変化を契機

として、崩壊しようとしている｡」

田村氏は、大手流通企業へのパワー・シフトと消費者行動圏の変化に注目

している。例えば、大手流通企業の台頭は、開発輸入等に見られるように、

国内メーカーへの依存度を少なくしている。そして、消費者行動圏の変化は、

時空的、情報、そして社会文化の三つの次元にそって考えられる。時空間的

次元での主な変化は、自由時間の増大、マイカーの普及、海外旅行の急増等

が考えられている。情報における変化は、消費者情報システムの発達、情報

誌の発達や口コミ・ネットワークの発生（女性の社会進出に伴うもの）等が

ある。これらにより、消費者の市場的世界が拡大したのである。そのような

変化にまして重要なのが、社会文化的次元である。田村氏は、自己中心的な

消費生活像の発生を指摘している。

このような変化に対する企業側の対応は不十分なものでしかない｡(霞）

「パワー・マーケティングでは、ブランドの市場シェアを目的とし、ブラン

ド選択に関連した消費者行動側面に、注意の焦点が当てられている。そのか

ぎり、このような消費者行動圏の変化が全体としてマーケティング行為の環

境として、システム的に取り込まれることはない。企業はパワー・マーケティ

ング・システムの外域で発生するこれらの変化に、その場限りで対応してき

たにすぎない｡」

田村氏は、市場支配パラダイムからの脱却を次のように訴えている｡(露）

「再構築は、メーカー・マーケティングの基本範型そのものの転換として行

う必要がある。新しい基本範型は、消費者の周囲世界の三つの次元、つまり

市場的世界、社会的世界、主観的世界を地平内に捉え、生産から消費にいた

るマーケティング・プロセスを、市場支配力に代わって基本的に調整する機

構として機能する必要がある｡」

田村氏は、これまでのパワー・マーケティングでの一方的なコミュニケー

ションではなく、対話型コミュニケーションの必要性を説いている。対話型
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コミュニケーションは、マーケティング取引における行為調整を当事者間の

事前的・双方向的な了解に基づいて行うとしている。

田村氏の対話型コミュニケーションの重要性は、日本の消費者の質的変化

に対応するために特に重要である。田村氏の対話型コミュニケーションも基

本的には、ウェブスターの言うところと関係と同じものである。このことは、

世界中の企業が同じようなマーケティング課題に直面しているとこを示して

いる。

（５）今後の展望と課題

以上、内外の三人の研究者の論文をレビューしてみた。そこにおいて明確

になった事は、日本型取引の有効性と限界、マーケティング・マネジメント

の限界である。

日本型取引は、1980年代における我が国の世界経済での地位向上の基礎と

なるものであった。当初、我が国のビジネスは、神秘に包まれていた。しか

し、我が国企業の行動が、合理性を持つものであったことは、アーントやウ

エブスターの議論でも十分に理解できるところである。すなわち、日本にお

ける企業間取引研究の成果は、市場取引にまさる取引形態が存在することを

証明したところにある。

日本型取引の有効性は、取引コストの低さにあった。取引コストの低さは、

取引当事者間の相互理解に裏打ちされたものである。それでは、日本型取引

は日本においてのみ有効なものであったかというと、そうではなかった。日

本型取引はウエプスターが述べたように、戦略的提携という形で一般化して

いる。

日本型取引は、情報化と相いれないものなのかという疑問も、否定されて

いる。情報技術の発達は、企業組織のネットワーク化を促進している。しか

し、それとともに、企業は人的コミュニケーションの重要性を発見したので

ある。日本型取引は、技術ではなく人的ネットワークを強く意識したもので
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あった。

近年の情報化は、おもしろいことに人的ネットワークの重要性を再認識させ

ているのである。

では、日本型取引の欠点は何だったのか。それは、大きな変化への適応能

力の不備である。つまり、目標が決まっていて、その目標をいかに効率的に

達成するかという調整型の取引が日本型取引であった。日本型取引の大きな

成果がジャスト・イン・タイム・システムであったことからも理解できよう。

ところが、大きな変化に対応した改革型の取引が現在必要とされている取

引なのである。これは、ネットワーク組織に対応した取引といってよい。日

本型取引は一般化された技術をうまくつなぐように作用した。しかし、高度

に専門化した知識を連動させるのには、かえってコストがかかるようになっ

てきたのである。

これらの大きな変化に対応した改革型の取引は、おもしろいことに、日本

型取引によく似た取引である。ウエプスターが言うところの「関係」や田村

氏の言うところの「対話型コミュニケーション」も原型は日本型取引である。

このことは、我々が志向するところの改革型の取引は、日本型取引を否定す

るものではなく、日本型取引を発展させたものであることを示している。

日本型取引の研究がマーケティング・パラダイムの変化に大きく影響して

いることは、もはや明確である。特に、伝統的マーケティング・マネジメン

トの限界が明らかになってきた。しかし、これも、伝統的マーケティング・

マネジメントを捨てるところまでには至っていない。マーケティング・マネ

ジメントに関係を取り込むべきか、はたまた関係がマーケティング・マネジ

メントを包括するものなのかも意見の分かれるところであろう。そもそも、

関係の定義自体がないのが現状である。

「良い関係」に関して言えば、日本人と外国人との認識の違いには、大き

なものがある。たとえば、筆者が沖縄の米軍基地内で営業する流通業者へ行っ

たインタビューでは、様々な点で興味深いものがあった。その流通業者によ
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れぱ、クーリング・オフによりオーディオ製品の年間販売額の１／３にあた

る製品が返品されるそうである。しかし、そのほとんどは、欠陥があったわ

けではなく、単に気に入らないというものである。日本企業においては、返

品の無いことが良い関係であるが、米国においては、返品できることが良い

関係である。これは、商品の信頼性を超えた関係である｡(罰）

日本企業の系列は、親会社の意向が強く反映されたものであった。それは、

部品の欠陥率の低さと製品の欠陥率の低きにつながった。完壁な製品を作り

上げることが、顧客との関係を作り上げる上での目標となっていた。したがっ

て、親会社の意見は絶対的なものであり、全てに優先されたのである。しか

し、そこにおいては、顧客との関係は依然として外部取引である。外国企業

のＣｓ（顧客満足）やＧＳ（満足保証）への取り組みは、消費者との取引の

内部化を志向したものである。これは、企業間の取引を内部化した日本型取

引を消費者との取引にまで拡大しようというものである。

これは、ある意味で、昔の商店街での主婦の買い物に通じるところがある。

主婦は、近所の商店街の店主との個人的関係を毎日の購買行動により深めて

いった。そこでは、家族構成や台所の状況を相手に知らせる代わりに有益な

商品情報を店の店主より得る。この関係が長期化することにより、店の品揃

えが主婦の要望にそったものとなってくる。いわゆる常連客と店との関係で

ある。

スーパー・マーケットのような大規模な小売業態においては、このような

関係がコスト削減の代わりに消えてしまった。人々の関心は、単に価格だけ

となってしまう。いわゆるバーゲン・ハンターの登場である。しかし、エプ

リデイ・ロー・プライスが定着した今にいたっては、バーゲンでさえも魅力

を失いつつある。バーゲンへの傾倒は、さらにＰＯＳ情報の不安定性をもた

らす。しだいに、店は顧客ニーズの変化に対応できなくなる。顧客ニーズの

正確な把握という点においても、返品自由という制度は有効な手段となって

きているのである。少なくともこの顧客は不満足であったことは明確になる。
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昔の商店街における主婦と店主の関係が近代的な小売業態でも構築できる

ならば、もっとも効率的である。しかし、それは現実的ではない。小売業態

の開発も変化する時にきている。「低価格｣、「便利さ｣、に加え「顧客との関

係」を軸にした店舗展開あるは無店舗販売が図られるべき時代になったので

ある。

最後に、変化の速度が益々早くなる現在では、アイディアの陳腐化も早く

なる。従って企業は、新たなアイディアを陳腐化以前に素早く吸収する必要

性が出てきた。

そのアイディアは、企業内部よりも企業外部に多く存在する。それらのアイ

ディアをもった外部企業との連携がネットワークである。日本において欠け

ているのがベンチャー・ビジネスと言われる。アイディアの宝庫であるベン

チャー・ビジネスとのネットワークは、今後の企業業績に大きく影響してこ

よう。日本型取引の欠点がベンチャー・ビジネスとの取引である。未知のア

イディアを持つ企業との取引をいかに促進していくかが、日本企業の大きな

課題である。

これは、場合によっては自ら育てたベンチャー企業がある日競合企業に吸収

される可能性もあり、大きなリスクを同時に持った関係である。大きなリス

クにも対応できるような取引関係を構築することが、日本の企業間取引につ

いて重要となってきた。
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（注）

（１）中谷巌「日本型資本主義の革新」『ビジネス・レビューjVOL39No3，

（1992）１５ページ。

（２）JohanArndt“TowardaConceptofDomesticatedMarkets,，，

JournalofMarketingVoL43（Falll979),69-75.

（３）市場がもっとも効率的に機能する状況とは、すなわち完全競争である。

完全競争の状況は以下のように説明きれる。

①取引きれる財の同質性

その市場において取引きれる財は、どの企業で生産きれたものでも全て同

質であり、商標・ブランド等は実質的な意味を持たない。

②多数の需要者・供給者

その財を需要（購入）する経済主体、つまり消費者企業の数も、その財を

供給（販売）する企業の数も、ともに多数にのぼり、かつ個々の需要者、

供給者の取引量が、市場全体としての取引量に比べてごく僅かである。

③情報の完全性

そのときどきの市場価格、あるいは指値および取引の対象となっている財

の内容・性質においての情報が市場における全ての需要者・供給者に平等

にゆきわたっており、したがって一物一価の法則が成立する。

④参入と退出の自由

新い､売手（企業）や買手（企業）がこの市場に参加したり、従来の売手・

買手が市場から退出することに対して、法律・慣習、その他資源の移動に

対する制約ないし障害は存在しない。すなわち、参入障壁、撤退障壁が存

在しない。

①②③の条件の整った状態を純粋競争、それに④が加わった状態を完全競

争として区別がなされている。

今井・宇沢・小宮・根岸・村上箸『価格理論Ｉ』（1983）岩波書店167ペ－
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ジ参照。

(4)前掲書（２）７０ページ。

（５）Johnston,WesleyJ､andThomasVBonoma，“Reconceptualizing

lndustrialBuyingBehavior：TowardlmprovedresearchApproa-

ches,，，（1977)，inContemporaryMarketingThought,BarnettA

GreenbergandDannyNBellenger,eds.,Chicago：AmericanMar‐

ketingAssociationI247-251

(6)前掲書（２）７３ページ。

(7)FrederickE・Webster,Jr．“TheChangingRoleofMarketingm

theCorporation,，，（1992）journalofMarketingVoL56．

(8)この定義は、1960年に以下のように修正されている。

「生産者から消費者あるいは利用者に、商品およびサービスの流れを方向

付ける種々の企業活動の遂行｡」

(9)マーケティング・マネジメントについてコトラーは次のように定義し

ている。

「マーケティング・マネジメントとは、組織体がその目的達成のため、最

終市場との間に相互に利益となる交換その他の関係を創出、構築、維持

する計画について、分析、企画、実行、コントロールを行うことである。

マーケティング・マネジメントは最終市場と中間市場のニーズ、ウォン

ツ、認知、選好を理論的に分析し、効果的な製品計画、価格政策、コミュ

ニケーション計画、流通計画設定の基礎を提供する｡」

PhlipKotlerMarketingManagement:analysis,planning,andcont-

rol，FourthEdition,（1980），Prentice-Hall,Inc・

村田昭治監修、小坂、疋田、三村訳『マーケティング・マネジメントｊ

第４版（1984）プレジデント社１３ページ。

(10）前掲書（７）３ページ。

(11）前掲書（７）３ページ。
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(12）前掲書（７）４ページ。

(13）前掲書（７）４ページ｡

(14）前掲書（７）６ページ。

(１５）前掲書（７）７ページ。

(16）前掲書（７）７ページ。

(17）前掲書（７）７ページ。

(18）前掲書（７）８ページ。

(19）前掲書（７）８ページ。

(20）前掲書（７）８ページ。

(21）田村正紀「パワー・マーケティングの崩壊」『ビジネス・レビュー』

（1995）ＶＯＬ42,No.3,3ページ。

(22）同上書５ページ。

田村氏は、行為の基本パターンを戦略と呼び、有機的に構成された戦略

の集まりを戦略空間と呼んでいる。

(23）同上７ページ。

(24）同上７ページ。

(25）同上11ページ。

(26）同上12ページ。

(27）沖縄地域エスチェンジ・カデナ本店支配人デイナ．Ｍ・ジョンソン氏

へのインタビュー。1996年７月19日。
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