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顧客満足とマーケティング・チャネル

知念肇

１．はじめに

日本経済の低迷が続く中、流通業においても企業業績の落ち込みが激しい

ようである。価格破壊をコンセプトとして成長してきたデイスカウンターの

退潮も多く聞かれる。そのような中、様々な新しいチャネル・システムが構

築されている。これらのほとんどは情報を軸に、流通過程における効率を高

めるものとなった。

本稿においては、価格破壊がなぜ支持されなくなったのか、新システムは

何をもたらしたかを考察する。そののち現代のマーケティングのキー．ワー

ドとも言える顧客満足とマーケティング・チャネルの関係について考察して

みたい。

本稿は、明確な解答をもたらすものではない。その準備段階としての基礎

的考察である。

２．チャネルとは何か

チャネルは、流通経路と一般的に解釈される。もともとはＣａｎａｌ

(運河）が語源と言われる。商品を市場の末端まで届けるという意味合いか

らであろう。実際、企業にとって、自らの製品をいかに市場に流通させるか

は大きな問題である。

流通経路は、一般的には製造業者→卸売業者→小売業者→消費者からなる。

もちろん最近の流通革新においては製造業者→小売業者→消費者もしくは製

造業者→通信販売業者→消費者といったチャネルが出現し、多様な構成となっ

ている。

近代的ビジネスにおいては、チャネル管理は重要な政策である。特にマー
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ケティングが広く普及した今日、マーケティング・チャネル政策が強く意識

されている。基本的にマーケティングにおいてはいわゆる４Ｐが重視される。

改めて言うまでもないが、４Ｐとは次のものである。

Product（製品)、Price（価格)、Promotion（販売促進)、Place（流通経路）

上記４つの政策がバランス良〈とられねばマーケティングはうまくいかな

いのである。例えば、どんなに広告をうまくやったとしても、商品が店に無

ければ売れるはずがない。また、高級化粧品は百貨店ならびに有名ホテルの

テナント等を通して販売されるが、それは商品の高級イメージを損なわない

ためである。

伝統的なチャネル政策では、チャネルを管理するという意識はなかった。

製造業者は卸売業者に売るだけで、そのあとはタッチしなかった。しかし、

今日では自らの商品の流通経路を垂直的マーケティング・システムとして位

置づけるのが一般的である。特に日本では流通系列化か示すように、チャネ

ル管理の徹底がなされていた。流通系列化とは製造業者→卸売業者→小売業

者と流れる流通経路を製造業者が中心になりシステム化したものである。そ

のシステムは高品質の商品を全国一律の価格で普及させたという、それなり

の成果をあげてきたと見られる｡(１）

３．マーケティング・チャネルをとりまく環境変化

我が国流通システムへの批判が近年良く聞かれた。その一つは我が国の物

価問題と関連したものであった。我が国の物価は海外に対して著しく高いと

いう批判である。世界でも有数の強い通貨を持ちながら、なぜ価格は下がら

ないのかという批判が内外から聞こえてきた。いわゆる内外価格差である。

内外価格差とは、何か、どのように測るのかと言えば、良く示される例を

用いて説明すれば次のようになる。日米のハンバーガーの内ﾀⅧ格差である。

－１００－
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(計算例）

日米間の内外価格差＝対米ドル購買力平価÷為替レート

日本のハンバーガーの値段＝130円

米国のハンバーガーの値段＝１ドル

購買力平価＝130（円）÷１（ドル）＝130

為替レート＝100（円）：１（ドル）＝100

ハンバーガーの日米内外価格差＝130÷100＝1.3

日本のハンバーガーは米国のハンバーガーより1.3倍高い。

このような計算で見ると、東京とニューヨークの内外価格差は1.52倍（平

成６年）と言われている｡(2)

もう一つマーケティング・チャネルを取りまく環境変化は、垂直的競争の

激化である。近年小売業を始めとする流通業者の力が強くなり、価格決定権

において優越的地位を得ている企業も少なくない。

以前は寡占的製造大企業と大多数の中小零細流通業者間の取引であったが、

現在は小売業を中心に流通業の寡占化が進んでいる。その一方で製造業は、

国内業者のみならず海外の製造業者の参入も多くなり、国内業者だけの寡占

的市場は少なくなっている。

このような環境変化の中で、内外価格差を是正し消費者の支持を得る為の

新しい流通システムを模索する企業が増えてきた。

４．価格破壊とマーケティング・チャネル

平成不況の中、価格破壊という言葉が流行語となった。破壊とはどういう

意味だろう。国語辞典に拠れば「破り壊すこと｡」となっている｡(3)これは
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従来の価格構造への不信感の現れであった。

価格破壊をコンセプトとした業態が多く出現する。特に大手小売業のダイ

エーのハイパー・マートはその急先鋒であった。しかし、現在多くの小売業

が価格破壊路線でつまずいている。なぜ、そうなったのか考察してみよう。

価格破壊においては、二つの点が強調された。それは①従来の高価格構造

と②消費者の圧倒的価格訴求である。この２点が問題とすれば、売る方の戦

略は簡単である。

新価格〈旧価格

上記のように、価格さえ安ければ売れるのである。しかし、現実はそうで

はなかった。顧客が問題としていたのは次の関係であった。

価値<価格

このことに気づかないまま価格破壊を進めて行った企業の多くが消え去る

運命をたどった。現在では、価値とは何かの模索が続いている。先ず、価値

を何で測ろうと言うのであろうか。これまでは、「売れれば価値があり、売

れなければ価値が無い｡」という単純な測定に頼るしかなかった。

しかし、顧客が１度しか買わない、もしくは店を１度しか利用しないとすれ

ばどうだろうか。「１度行けば十分だ｡」という言葉がよく交わされる。

近年「顧客満足」という言葉が良く聞かれる。これはアメリカでＣｓ

(CustomerSatisfaction）という概念が議論されるようになったのが始ま

りである。これは顧客が「買ったか買わなかったか」ということではなく

｢顧客がわが社の商品やサービスに満足したか」ということを重視しようと

いうものである。

満足したならば、再度購入する頻度が高まるだろうと言うことである。こ

れはベストセラーよりもロング・セラーを重視する基本姿勢の現れでもあ

る。新製品を開発するコストは年々上昇し、しかもヒットする確率は年々減

少していることからも理解できる。

このような動きは当然、マーケティング・チャネル政策にも影響してくる。
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５．流通系列化と戦略的提携

最近、「顧客の顔が益々見えなくなった｡」という言葉が良く聞かれる。Ｐ

ＯＳシステムの普及により、売場の動きは即座にわかるようになった。しか

し、価格破壊競争は、「特売を打てば売れ、特売を打たなければ売れない｡」

という情報しか採れなくしてしまった。

一方、我が国の製造業者は、製品を開発し、莫大な広告費を投入すること

で消費者を引きつけ、リベート等の政策により流通業者を操作してきた。今、

このような流通系列化戦略が見直されている。

このようなやり方は、従来のように製造業者と小売業者の間に明らかな力

量の差があれこそ有効な手段であった。しかし、現在は力をつけた流通企業

が多数存在する。製造業者は従来の中小小売業者を組織化するのではなく、

有能な流通企業と提携を組むと考えなくてはいけなくなったのである。

従来の方法は、「商品を押し込む」傾向にあった。これはリベートが事後

的に支払われることからも推察できよう。すなわち、こちらの要求通りに行

動した流通業者に割引を行うのである。

一方、有力な流通企業と組む場合、その商品の価値は徹底的に分析される。

また、ＰＯＳ情報をもとに強い要求がなされる。ブランドカの無い商品はい

つ棚から消えても不思議はないのである。

近年チャネル政策を戦略的提携として見直す企業が増えてきた。これは、

企業間を超えて、お互いの長所を生かし、短所を少なくしようというもので

ある。「良い物を良い売場で売ろう」ということである。戦略的提携がなさ

れた企業間においては、流通業者と製造業者間で情報が共有されることにな

る。従って、どの企業と提携を結ぶかは高度な経営的判断を要するのである。

６．米国における。ＲとＥＣＲの導入

ＱＲ（QuickResponse）の出発点は、1985年にコンサルタント会社のＫ

ＳＴが作成した報告書に始まるとされている。それによると、アメリカのア
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パレル産業においては、生地から小売店頭までの間に年間250億ドルもの損

失が発生していた。その原因の多くは、見切り処分による値引き販売、欠品

による売り逃がし、在庫過剰の経費の増加とされていた。また、６６週間とい

われる製造販売過程の中で、５５週間は在庫とされる期間であった｡(4)

これらの経費の多くは、流通過程の各企業間の作業の連携の悪さに起因す

る。発注、出荷、包装、値札づけ等に関連する事務作業や物流作業の効率を

向上させることが急務となっていたのである。アパレル産業のリードタイム

を短縮し、適品を適時適量供給するシステムを作り上げることにより産業全

体のロスを少なくしようと言うのがＱＲ導入の目的であった。完全に実施す

ることにより、糸から小売店頭までのリード・タイムを３分の１に、全体の

ロスを２分の１に軽減しようというものである。

米国の食品流通においてはＥＣＲ（EfficientConsumerResponse）とい

う概念が普及している。「ECRの指針となる原則」は以下の通りである｡(5)

「第１に、消費者の望む品質の商品を品揃えし、品切れを生じさせずに消費

者の望む価格で提供し、同時に経営コストの削減を図る゜

第２に、ともすれば利害の対立する取引関係を改めて、小売業と商品供給企

業の双方が事業提携を行って、双方が利益を上げる仕組み作りに、双方の経

営者は取り組むべきである。

第３に、第１項、第２項を具体化するテクノロジーとしてＥＤＩを導入する。

第４に、製造、物流、販売に至るまでの全体的な効率化を図る必要がある。

第５に、小売業と商品供給企業が協同でシステム全体の効率化を図ることに

より生じた利益は、双方が公平に分配しなければならない｡」

このような原則に基づいた、Ｐ＆Ｇとウォール・マートの戦略的提携が有

名である。

7．日本における。Ｒの導入

日本においては、ワコールの取り組みが良く知られている。従来日本のア

－１０４－
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バレル業界も、気候変動や流行の変化等により売れ筋の見極めが難しく、不

良在庫の発生率が高かった。ワコールは、ＱＲの導入により、従来不可能で

あった期中生産を可能にしている。これは、独自のソース・マーキングによ

り単品管理を徹底させた成果である｡(6)

「ワコールは、染色しない生地をストックしておき、３月から５月初旬の

店頭の売れ行きを元に、５月末頃までに染色する。６月から７月にかけて自

社工場の生産ラインの一部を水着専用に確保し、売れ行きの高いサイズを追

加生産する｡」というものである。これを図で説明すると図１のようになる。

ＱＲは、売場の情報がダイレクトに工場へ伝わることで可能になるシステ

ムである。これにより、売り逃がしや過剰在庫の一掃が促進された。ＱＲは

アパレル産業の競争力強化につながるものと期待されている。

図１０Ｒの仕組み

(従来） (ＱＲ）

発注

↓

発注

↓工程 工程

①-…国 ００－国①→

｜注

｜※ ｜文

隆見込生産→|←生→

｜産

←見込み生産→

※ＰＯＳデ タに基づくので

精度が高い。
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８．顧客満足とマーケティング

従来、顧客満足を大きくするためには、コストは高くなると考えられてい

た。これは上図で言えば①のセルである。顧客満足を低コストの上で（図２

で言えば②のセル）行おうと言うのが、ＱＲおよびＥＣＲであった。

図２顧客満足とコスト

顧客満足大

②

高コスト 低コスト

⑨

顧客満足小

これにより、垂直的競争は益々激しくなったという。情報を共有するので

お互いの力関係が明確になるのである。製造業者は、ブランドカの強化を益々

要求される。つまり、ナショナル・ブランド（ＮＢ）とプライベート・ブラ

ンド（ＰＢ）を両方店頭にならべ、ＰＢの方が売れれば、小売業者の力が強

くなる。

さて、このシステムに頼りすぎると大きな落とし穴がある。それは、この

システムで顧客満足が完全に満たされるわけがないということである。顧客

の満足は複雑である。このシステムに頼りすぎると、「サービスの軽視」に

陥る可能性がある。高度な情報技術に頼るあまり、顧客の生の声が聞こえな

くなってしまう危険性もある。顧客の購買行動の複雑さを再認識しなくては

いけない。
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「商品への信頼」と「売場への信頼」とわけて考えてみよう。沖縄の米軍

基地内で営業している流通業者に拠れば、実にオーディオ製品の年間販売額

の３分の1にあたる額の商品が返品されるとのことである。これらの理由の

ほとんどが商品に欠陥があったわけではなく、単に音等が気に入らないといっ

たたぐいのものとのことである。

そのような要求に応えるのは「商品への信頼性」ではなく「売場への信頼

性」を大切にするためである。日本においては、返品のないように完壁な商

品を提供することが信頼を得る手段と考えられているが、米国においては返

品できることが信頼を高めるのである。

巨大システムと化した現代のビジネスであるが、結局は人間の日々の営み

の手助けをしているのである。そんなことを知らされたのがグリーターと言

われる職員の存在である。米国の小売店にはグリーター（greeter）と言わ

れる従業員がいる。日本語で言えば「挨拶係り」と言ったところであろうか。

ほとんどが人の良い老人といった感じの従業員である。彼らは売り上げのノ

ルマを課せられていない。彼らの仕事は来客者に声を掛け、いい気分にさせ

ることだけである。例えば、「あまり見ない顔だけど、どこからきたの？」

とか「今日は何を探しているの？」といった声掛けをし、気が合えば雑談を

する。彼らのサービスはもちろん価格に反映されている。しかし、グリーター

に接した顧客は暖かな気分で買い物ができるとのことである｡(7)

これは何か、何のことはない那覇市の伝統的な市場の総菜屋などで良く見

られる光景なのである。あの関係を世界の先端を行く米国の流通業は復活さ

せようとしている。これは、我が国の小売ビジネスで主流のマニュアル化へ

の批判にもつながる。確かにマニュアル化によりアルバイト学生でもある程

度のサービスを低コストで行えるようになった。しかし、果たして顧客満足

を得ているだろうか。ベストセラーからロング・セラーへの変換を考える

と問題は以外に大きいのである。

米国のデパートでは、生活用品売場に中高年の女性を配置するようになっ

－１０７－
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たという。これは主婦の経験十分な彼女らが例えば新婚カップルからの子育

ての相談等に応えながら販売するのである。

９．終わりに

これらの考察から我々が考えるべきは、「価値ある商品供給」と「価値あ

るサービス提供」の徹底であろう。それからすると価格も商品を取りまく価

値の一つにすぎない。これら様々な価値を創造するために、提携し競争する

のが今日のマーケティング・チャネル政策となっている。

それでは、これまでのマーケティングとどう異なるのか。顧客満足が戦術

レベルで考察されるのではなく、戦略レベルで考察されるようになったこと

が大きな違いであろう。石井氏は、「人は何故消費するのか｡」といった根元

的なレベルから考察しなければ今後の展望は開けないと主張する｡(8)筆者も、

価値という通俗的な用語を使用したが、価値自体人により千差万別で、捉え

どころのないものとなっている。満足を何により感ずるかも人により異なる

であろう。芸術との出会いのようにマーケティングを考えるべきだという意

見もあろう。マーケティングはスキルか？アートか？という議論も古くから

存在する。企業が経済活動である以上、効率性を無視してマーケティングの

アート的部分に力を入れることはできないだろう。

ただ、大切なことはマーケターがこれまで以上に人間としての感性を持た

なくてはいけないということである。そうでなければ、さまざまな新システ

ムも生かされないようである。

(注）

（１）垂直的マーケティング・システムについては、次の書を参照のこと。

ＢＯＭｃＣａｍｍｏｎ，Ｊｒ.，“PerspectivesforDistributionprogramming,”

ｉｎＬＰＢｕｃｋｌｉｎ（ed.)，ｏｐ・Ｃｉｔ（1971)．

石井淳蔵『流通におけるパワーと対立」千倉書房（1982)。
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(２） この数字は経済企画庁の調べによる。我が国の内外価格差については、次の書

が参考となる。

経済企画庁物価局編『内外価格差の是正．縮小に向けて』大蔵省印刷局（1995)。

金田一、佐伯、大石編「新選国語辞典』小学館（1972)。

ＱＲについては下記の文献を参考されたい。

岩島．山本『コンシューマーレスポンス革命』ダイヤモンド社（1996)．

坂本尚登「クイック・レスポンス・システム（ＱＲＳ）研究の現状」『流通と

システム』No.83,（1995)。

流通システム開発センター編「ＥＤＩの知識』日本経済新聞社（19Ｗ)，140ページ。

｢日経流通新聞』1996年３月26日。

グリーターの存在は店内での万引き防止にも役立っている。店内の雰囲気を損

なわずに犯罪の防止に役立っているのである。

石井淳蔵「マーケティングの神話』日本経済新聞社（1993)。

（３）

(４）

（５）

（６）

(７）

(８）

参考文献

[１］白石善章『流通構造と小売行動』千倉書房（1987)。

[２］経済企画庁物価局編『内外価格差を考える」大蔵省印刷局（1994)。

[３］刀根武晴監修、日本能率協会アフターセールス研究改編「実践アフターセール

スシステム』プレジデント社（1983)。

[４］飽戸弘『新しい消費者のパラダイム』中央経済社（1987)。

[５］石原・石井編『製販統合ｊ日本経済新聞社（1996)。

[６］社団法人くらしのリサーチセンター「Ｃｓ活動実例集」くらしのリサーチセン

ター（1996)。

[７］岩島・山本「実践コンシューマーレスポンス戦略』ダイヤモンド社（1997)。

[８］宮下正房編著「流通の転換』白桃書房（1997)。

[９］佐野良夫「Ｃｓ［顧客満足］の実際』日本経済新聞社（1997)。

[10］拙著「現代日本流通論』中央経済社（1997)．
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