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ネットワーク・マーケティングの現状とその将来性
一次世代マーケティングとしての可能性

平敷徹男

はじめに

ネットワーク・マーケティングについては、マーケティングという名称が

ついているにもかかわらず、マーケティング分野における研究テーマとして

はなじみの薄い感は否めない。しかしながら、いわゆるネットワーク・マー

ケティングによる諸々の商品・サービスの流通量は急激に伸び続けており、

流通分野において無視できるものでない。たとえば、1996年の訪問販売市場

(そのかなりの部分はネットワーク・マーケティングによるものとされる）

で世界直接販売協会連盟（ＷＦＤＳ）のまとめた統計によれば、世界45カ国

中日本がトップで、販売員250万人で販売額で３兆6,240億円が達成されてお

り、米国の販売員850万人による２兆5,008億円を大きくしのいでいる（図２，

３は1997年度統計でドル表示)。販売員の数を比較しても、曰本が効率のい

いネットワーク・マーケティング市場であることがわかる。流通分野でこれ

だけの影響力をもちながら、これまでネットワーク・マーケティングに関す

る研究がまともに行われてなかったことはある意味で不思議である。野中は

｢それ（ネットワーク・ビジネス）注Iについての研究書は曰本には一つもな

かった」と言い切り、「ねずみ識やマノレチ（まがい）商法への類似から、世

間に誤解があるにしても、これだけ大きなビジネスがまともに研究されてい

ないことは、我々研究者としては怠慢であると言わざるをえない」とし、さ

らに「組織論の視点からも、ネットワーク・ビジネスは研究対象としておも

しろいし、２１世紀の企業のあり方の一つのモデルになる可能性を秘めている」

(野中他2000、まえがき）と、研究者によるこの分野の本格的な研究の童
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要性を強調している。

ここでは、これまでマーケティング分野で等閑視されてきたいわゆるネッ

トワーク・マーケティングの正当性を検討しながら、現状と今後の展望をマー

ケティング視点で考察したい。

１ネットワーク・マーケティングの現状

ネットワーク・マーケティングはアメリカで生まれたビジネスの形態であ

り、既述のように日本ではその正当性も含めまだ認知度が低い感はあるが、

今やアメリカでは伝統のある企業でさえネットワーク・マーケティング分野

に参入しているのが現状である。米国でのその成長ぶりは図１でみることが

できる。さらに世界直接販売協会の1997年度統計の国別統計でも、曰本市場

の規模の大きさが窺える。曰本でもダイエーがエックスワン（家庭用品)、

ジャスコがロイヤルコスモ（健康寝具)、鐘紡がカネポウセモァ（補正下着）

等子会社によりネットワーク・マーケティング分野に参入している（ネット

ワーク・ビジネス、1998年12月、VOL､３，pp28-30）ほか、山之内製薬、森

下仁丹、第一興商などの大企業も既にネットワーク・マーケティング分野に

参入しており、さらに世界的な一流企業の参入も予測されている。

研究対象としては、エール大学やマサチューセッツ工科大学などで、ネッ

トワーク・マーケティングのより効果的な展開方法が研究されている。また、

ネットワーク・マーケティングの流通形態の有効性を認め、早稲田大学やハー

バード大学ビジネススクール、さらには世界的に最も権威のある経済誌ウォー

ルストリートジャーナルやスタンフォードリサーチの最近の研究でも、２１世

紀には流通の60％以上がネットワーク・マーケティングによって商品が販売

されるようになると予測しているほどである。（野中参照参考文献中のネッ

トワークビジネスを本稿ではネットワーク・マーケティングで統一した｡）
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図１直接販売売上高推移

出所：米国直接販売協会（ＤＳＡ）2000年度統計

図２国別年間販売額（億ドル）図３国別販売員数（万人）
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出所：世界直接販売協会連盟（ＷＦＤＳＡ）1997年度統計。

２ネットワーク・マーケティングとは

ネットワーク・ビジネスはマーケティング・イノベーション（流通販売の

革新）であり、「ある商品（群）の愛用者がクチコミを通じて次々と愛用者

を増やしていく無店舗・無広告の直接販売・流通システム」とされる。すな

わち、「流通・広告にかかる費用、すなわち広告宣伝費や代理店あるいは問
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屋へのマージンを、クチコミで愛用者を増やしていく（ディストリピューター

と呼ばれる）販売員にボーナスを支払うことにより強力なインセンティプを

与え、売り上げを増やそうというマーケティング・システム」である。（野

中他2000、ｐ２）

上記の定義は、下記のＭＬＭ関連のインターネット・ホームページの定義

とも符合するものと言えよう。そのホームページでは、ネットワーク・ビジ

ネスを下記のように説明している。すなわち、ネットワークビジネスの基本

は、商品価格に含まれる流通コストの部分をマージンとして受け取るシステ

ムであり、この基本から逸脱するものは、まがい商法である。ここで使う商

品価格とは、会員購入価格のことで、従来の小売店仕入れ価格のことであり、

小売差益はネットワークビジネスの範鴎に入らない。注：商品価格は、大き

く分けると「製造コスト＋流通コスト」で決まるが、製造コストとは、その

商品を造るために必要な費用のことで、材料費、生産設備費、人件費、会社

経費、研究開発費等が含まれる。流通コストとは、商品を販売するために必

要な費用のことで、宣伝広告費、中間業者に支払うマージン等のことであり、

この流通コストの部分を消費者に報酬として還元するシステムをネットワー

クビジネスと呼ぶ。（http://member・nifty・nejp/ｍｌｍ/）

野中等はマルチレベル・マーケティングの名称（ＭＬＭ：Multi-1evel

Marketing）をネットワーク・ビジネスあるいはネットワーク・マーケティ

ングの古い呼称として扱っているが、ＭＬＭは米国や曰本においても、まだ

まだ一般的に使用されているように思われる。ただ曰本においては悪徳商法

としての「マルチ商法」とのイメージの重複を避けるために意識的にネット

ワーク・マーケティングが好んで使用されているように思われる。

全米直接販売協会（DSA：DirectSellingAssociation）はダイレクト。
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セリングを「店舗以外のところで消費者との直接対面によって製品やサービ

スを販売すること」（Thesaleofaconsumerproductorserviceina

facetofacemannerawayfromafixedretaillocation）と定義してお

り、当該協会の主要メンバーとしてネットワーク・マーケティング企業が名

を連ねている。直接販売協会の会員数をみると、米国の140社（米国直接販

売協会ＤＳＡhttp://www・dsaorg）に対し、曰本では231社（社団法人曰

本訪問販売協会JDSＡhttp://www､jdsaor・jp/）の会員数となっている。

無店舗販売の業界では、上記の販売形態に対し、紹介販売、組織販売、シ

ステム販売、ＭＬＭ、ネットワークビジネス（ネットワーク・マーケティン

グ)、コミュニケーションビジネス、リレーションセールス、消費者直販流

通等いろいろな名称が冠せられている。マルチ商法や訪問販売法上の連鎖販

売などの名称もあるが、この方はいわゆる消費者被害との関連で使用される

例が多くイメージが悪いため、消費者参加型ビジネスとしては、ネットワー

ク・ビジネスあるいはネットワーク・マーケティングが使用される傾向にあ

る。

いずれも明確な定義があるわけではなく、消費者がビジネスに参加して多

階層の販売組織を構成する形態に多く使われている名称であるが、ここでは、

以上のような名称で呼ばれる消費者参加型の無店舗販売を広く総称してネッ

トワーク・マーケティングと呼ぶことにする。

なお、法律（｢訪問販売等に関する法律」以下「訪販法」という｡）上は、

これらの取引は、ほぼ「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引」のいずれか

に該当すると考えられる。従って、ネットワーク・マーケティングについて

は、個々の取引において訪問販売に該当する場合、通信販売に該当する場合、

また、連鎖販売に該当する場合などケースによって法規制の内容が異なるこ

とになる。
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被害者を発生させているいわゆるマルチ催がい）商法とネットワーク・

マーケティングの違いはなんであろうか。このマノレチ（まがい）商法の事例

があるために、ネットワーク・マーケティングの正当性が問われることにな

るが、特に曰本において問題となりネットワーク・マーケティングの普及を

阻害しているマルチ商法とは何かを考えてみたい。

いわゆる「マルチ商法」については、明確な定義はないが、消費者（無店

舗個人）が一定の金銭的負担を条件に商品の販売や役務の提供に係るビジネ

スへ参加する多階層組織による販売方法と考えていいように思われる。一般

にはトラブルや消費者被害を発生させている悪質なものに対して使われるこ

とが多いため、別の呼称（ネットワークビジネス、組織販売、紹介販売、シ

ステム販売など）が使われるがここでは正当性を有するとの意味を含めてネッ

トワーク・マーケティングを使うことにする。訪販法では、これらの販売形

態のうち、特定負担や特定利益といった一定の定義要件をすべて満たすもの

を「連鎖販売取引」として定義し、その取引に係る行為を規制している。注３

いわゆるマルチ商法は、会員を募集することにより組織を拡大し、当該組

織を利用して商品等の販売やあっせんを促進するところに特徴があり、その

組織が多階層の加盟者によって構成されるため、「マルチレベルマーケティ

ングプラン」と呼ばれ、マルチ商法という言葉もこの略称として使われたの

が始まりだといわれる。その販売方法では、新しい加盟者を加えたり、下位

者を育成して昇格させることによって多額の利益が得られると言って消費者

を誘い、組織への加盟や昇進に際して高額の加盟料あるいは多量の商品購入

などを義務づけることで消費者トラブルを生ずることも多く、曰本では昭和

49年に入って大きな社会問題となり、その後昭和51年に「訪問販売等に関す

る法律」が制定され、こうした商法を「連鎖販売業」として定義し、一定の

行為規制が行われている。この一連の流れにより現在のＭＬＭいわゆるネッ
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トワーク・マーケティングに対する悪いイメージが形成されたと思われる。

さらに「ねずみ講」も同様なイメージを伝えているが、船井はこれらの差異

を「無限連鎖」か「有限連鎖」かで説明している。ありえない無限連鎖を前

提としている詐欺的「ねずみ講」に対し、ネットワーク・マーケティングで

は一般的に６代から８代までの連鎖しか認められていない（船井ｐ､27)。

また、「マルチまがい商法」という言葉が使われることもあるが、これは、

訪販法が制定された当初、定義の要件であった「商品の再販売（受託販売や

販売のあっせんは定義に入っていなかった)」に該当しないように、委託販

売など再販売以外の形態をとることによって規制を逃れようとする商法が現

れ、それをマルチ商法に類似するものとして「まがい」と付けたことからこ

の言葉が使われるようになった。このマルチまがいの形態については、その

後昭和63年の法改正により、再販売に加えて受託販売（委託販売）及び販売

のあっせんを定義の要件に加えることで規制の対象としたため、現在では、

｢マルチまがい商法」といえば、連鎖販売取引に類似する取引ではあるが、

訪販法の定義要件の一部を欠くために「連鎖販売取引」に該当しない取引形

態を広く総称してこのように呼ぶようになっている。（httpWmember､nifty．

nejp/ｍｌｍ/）

さらに、SuccessfulNetworkMarketingfortｈｅ２１域Centuryの著者

であるNicholsは「ネットワーク・マーケティングは、口コミ（wordof

mouthmarketing）による製品もしくはサービスの生産者から最終消費者

への移動である」（Networkmarketingissimplythemovementof

productsorservicesfromthemanufacturerorproducertotheend

userviawordofmouthmarketing（Nichols，ｐｉｘ）と定義している。

Nicholsは、我々は曰常的にネットワーク・マーケティングに関わっている

とし、たとえば、我々が愛用している商品のことを友人・知人に勧めること
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はまさしくそれであり、その場合特にそのことにより金銭的報酬を受けるこ

とはないが、ネットワーク・マーケティングでは、その商品を促進したクチ

コミ情報に対し報酬いわゆるコミッションが支払われることになると説明す

る。Nicholsはその著書でmulti-1evelmarketingとnetworkmarketing

の差異を、各ディストリピューターと親会社との関係の相違から説明してい

る。ＭＬＭにおいてはディストリピューター間の関係が階層的になっており

上層部のみが親会社に契約関係でつながっているのに対し、Network

Marketingでは各ディストリピューターが直接的に親会社につながってい

るとしている。しかしながら、この定義については、必ずしも一般的とは言

えず、ここでは、互換的に使用されるものと理解したうえで、ネットワーク・

マーケティングで統一したい。

３ネットワーク・マーケティングのマーケティング手法

（１）ネットワーク・マーケティングの価値

ネットワーク・マーケティングの価値はトータル・コストで評価する必要

があり、次のようなメリットをあげることができる（野中ｐ､129)。

①企業にとって店舗の必要がなく、いわゆる固定費等の初期投資が少な

くて済む。

②口コミにたよるという意味では、広告費をかけない分だけ流通に携わっ

た人たちへの配分が可能となる。

③顧客にとっては、知覚リスクの解消と継続的な接触に伴い自己の消費

の正当性を確認し、いわゆる認知的不協和を解消することが可能とな

る。これは知人・友人等身近な信頼できる人からのクチコミ情報に基

づく行動を前提としている。

④店舗等のハードに拘束され、固定費が大きくて市場に出られなかった

ような商品が入手可能となる。
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したがって、マーケティング手法についてもこれらの特徴をどう活かして

いけるかを念頭におきながら検討する必要がある。

（２）従来のマーケティング手法との相違（４Ｐ'ｓの視点から）

従来のマーケティング・ミックス視点でネットワーク・マーケティングの

手法を考えてみよう。製品(Product)，価格(Price)，販売促進(Promotion)，

販売経路(P1ace)のいわゆる４Ｐ'ｓのそれぞれの戦略面から考えると、まず

ニーズに合った製品の確かさあるいは適正価格の設定が前提であることはい

うまでもない。この点は伝統的なルートでのマーケティングでも同様であろ

う。ただ、ネットワーク・マーケティングでは対面での双方向コミュニケー

ションが前提であるから、より詳細な商品情報の提供が可能であり、単に店

頭に陳列しPOP広告に任せておくだけではできない高付加価値商品の提供

が可能となろう。したがって、商品価値について顧客に納得してもらったう

えで、価格についても高価格設定が可能であり、単に安売りによる売り上げ

増を考慮することはない。

マーケティング・ミックス策定のうえで、ネットワーク・マーケティング

で特に違う点は販売促進と販売経路戦略であろう。ネットワーク・マーケティ

ングの定義、すなわち「ある商品（群）の愛用者がクチコミを通じて次々と

愛用者を増やしていく無店舗・無広告の直接販売・流通システム」からして、

その販促手段がクチコミであり、無店舗である点が伝統的マーケティングと

決定的に違う点である。

まず、コミュニケーション手段としてのクチコミの定義であるが、次の３

条件を満たすことが必要とされる。（濱岡pl74）

①話し手と受け手の間の口頭でのコミュニケーションであること

②ブランド、製品、サービス、店に関する話題であること

③受け手は非商業的な目的と知覚していること

簡単にいうと「発信者と受信者間に商業的な利害関係がない、言葉による

コミュニケーション」（田路ｐ､65）ということになる。製品を売ることに

-217-



琉球大学・経済研究（第61号）2001年３月

よって発信者が儲かると受信者に認知されているとそれはクチコミではない

ということである。クチコミの信頼度の高さも実は「利害関係がない」とこ

ろから派生するものであり、したがって、ネットワーク・マーケティングで

相手がセールスと認知している場合にはクチコミにならないことになる。し

かしながら、伝えることによって「相手が喜ぶ」という「社会的効用」があ

ればクチコミと呼べることになり（田路ｐ､66)、相手の喜ぶ情報の提供を

心がけることが、ネットワーク・マーケティングのあるべき姿ということに

なろう。自分の利益を追求する「経済的効用」より、相手に役立つ情報を伝

えることによる相手の喜びが自分の満足感につながるという「社会的効用」

を上位のディストリピューターほど重視していることが検証されている（濱

岡ｐ､176-186)。クチコミの活かし方については研究の余地があろう。注‘

販売経路戦略については、直販システムであるから、メーカー直結型で、

店舗等の物理的商業施設は不要となる。所有権移転のためのいわゆる店舗は

不要にしても、輸送機能や保管機能などの物流機能は求められるから、その

効率的・効果的な実践は、広告その他のコミュニケーション・コストの削減

を活かすためにも非常に重要である。トータル的なロジスティックス管理が

うまくいかなければ、既述の直販システムのメリットが活かされないことに

なろう。

４ネットワーク・マーケティングの将来性（今後の展望）

ネットワーク・マーケティングについては、まだその正当性が議論される

段階を越えたところであり、その正当性が一般的に認知されれば、近年の経

済環境下で新たなライフスタイルを求める人たちや消費者の流通への関与の

あり方の変化でさらなる成長が期待できるであろう。

１ネットワーク・マーケティングの正当性の確立

梅本はネットワーク・マーケティング（ビジネス）の正当性を３つの側面、
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すなわち認知的正当性、道徳的正当性、実利的正当性から論じている（梅本

ｐ220)。認知的正当性とはあるビジネス組織を理解することによりその存

在を当然視することであり、換言すれば、理解できない（しにくい）ビジネ

スは正当性に乏しいことになる。その意味では、現時点でネットワーク・マー

ケティングの仕組みが広く理解されているとは言いがたく、業界にとって、

さらなるマスコミ、広報等を通じての普及活動が求められる。既述のマルチ

商法のイメージ払拭を考慮すると、マイナス点からのスタートとなるケース

も多いと思われる。公的機関への働きかけを含む積極的な情報提供活動が必

要となろう。

次の道徳的正当性は、ビジネス組織の活動結果、ビジネス手法・手続き、

組織特性、リーダーの評価によって与えられる。メンバーのビジネス行動が

道徳的に非難されることのないような対策を講じる等が求められる。公的な

法的規制に加えて、各企業での教育等も必要となろう。連鎖販売に厳しい法

規制は、行為の禁止ではないものの、訪問販売法制定当時は、実質的には禁

止に近い法規制によりマルチ商法の活動を停止させようという考え方があっ

たと思われ、その結果連鎖販売取引イコール悪質商法というイメージを作っ

てしまったと言えよう。業界としては、取引適正化に向けた取り組みと同時

に、より積極的な対策としては、環境保護など地域貢献活動の活発化による

好意の形成を図ることも可能であろう。取引適正化に向けた取り組み如何に

より、その健全性・正当性の認知の高まりで、今後のさらなる成長が期待で

きるであろう。（http://member・nifty､nejp/ｍｌｍ/）

取引の適正化については、業界の自主規制による努力がある。無店舗販売

のなかの訪問販売取引には、「相手方（消費者）に単なる商品の小売り等を

行う訪問販売」と、「相手方（消費者）にビジネスへの参加を勧誘する訪問

販売」の２形態があると思われる。ネットワーク・マーケティングは後者の

形態ということになるが、ビジネス経験のない人が参加するために起こる特

徴的なトラブルも見られることになる。そこで、社団法人日本訪問販売協会
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では会員に対し、平成９年１月に自主規制要綱を策定し、消費者がビジネス

に参加する形態の訪問販売取引に関し、消費者トラブルの防止と消費者保護

を図っている。詳細は割愛するが、その目的は、「本自主規制要綱（以下

｢ガイドライン」という｡）は、いわゆる消費者参加型の訪問販売に係る取引

を公正にし、商取引に不慣れな消費者等が受けることのある損害の防止を図

ることにより、消費者等の利益を保護し、訪問販売取引の健全な発展を期す

るため、会員等が遵守すべき基本的な事項を定めたものである」として会員

にその遵守を求めている。注５

実利的正当性とは当該組織と価値感を共有し信頼関係にある人たちによっ

て、そのビジネス組織に与えられる正当性であり、これは消費者ニーズに応

える製品を提供し、企業あるいは業界全体のイメージを高めることよって確

保される。

流通システムとしての正当性を確保するためには、上記の正当性もさるこ

とながら、伝統的な流通機関が果たしていた流通の役割を、ネットワーク・

マーケティングが効果的・効率的に果たし得ているかが検討される必要があ

ろう。一般的な流通の役割は次の図４で示されるように、商流、物流からな

るが所有権移転機能に加え、輸送機能、保管機能、さらには情報流通につい

てもネットワーク・マーケティングの優位性が確認されなければならない。

社会的分業により分断された生産と消費を再結合する役割を担うのが流通で

あるが、所有権移転の準備的機能として製品調整、プロモーション活動、情

報収集等があるが、プロモーション、情報収集についてはクチコミにより広

告費等の高額のプロモーション経費が節減される。物的流通についても、近

年のＩＴを核としたオートメーション化が進んでおり、直販体制でも効率的

に対応できる態勢が整ってきている。

いったんその正当性が認知されれば、ネットワーク・マーケティングのさ

らなる飛躍が期待できるであろう。
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図４流通活動の体系

(経済的距離）

国‐－，－Ｐ[霜司 流通機能（生産と消費の架橋機能）

Ｉ
Ｆ｡■￣●●｡●■■－－－－⑤－し⑤●ﾛ●●ロﾛの｡●■●■■の０

１人的距離一一し …
卸売業者

小売業者等

⑳
輸送業者

倉庫業者

荷役業者等

所有権移転機能（販売）･…

場所的距離

時間的距離

輸送機能

保管機能
1丁

包装機能

荷役機能

⑬ｌ情報距離
０－の●●●●－－－－■■印■－●－●●●●●・■‐

情報機能

P………｡｡…･~￣~~…１

１流通助成｜
｜活動鬘鰯機ｂ

保険業者

金融業者等

出所：平敷徹男「流通」沖縄開発庁沖縄総合事務局・総務部調査企画課『沖縄県社会
変動調査報告書』、平成12年３月

BurkeHedges（WhoStoletheAmericanDreams）はネットワーク。

マーケティングの成長のパターンと30年以上も前のフランチャイズ・システ

ムのそれを比較している。フランチャイズ・システムもその新規性ゆえに理

解されず、当時は人々に敬遠され、嫌われた革新的システムであった。

Fortune500に入っている企業さえも、フランチャイズである事実を隠そう

としていた。法的な手続きによりフランチャイズ・システムを規制しようと

いう動きさえあったと言われる。しかしながら、今ではフランチャイズ・シ

ステムがGNPの３分の１におよぶ貢献をしているのである（Nicholspxiii)。

マクドナルドのフランチャイズも当初は500ドルから1,000ドルで売り出され
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たにも関わらず、多くの人たちはそれはpyramidscheme（曰本語で言うい

わゆるマルチ）であるということで拒否していたと言われている（Nichols

l995，pxiii)。ネットワーク・マーケティングの分野で先駆的役割を果たし

たとも思われるＡｍｗａｙも、かって行政サイドと10年にもわたる法的論争の

すえ1979年に合法と認められたという経緯がある（米国連邦取引委員会の摘

発は1973年)。その後、米国ではネットワーク・マーケティングが急速に伸

び、５万人以上もの会員を持つForeverLiving，Herbalife，Neo-1ifeなど

を含む多くのネットワーク・マーケティング企業が誕生したと言われる

(Scottp5、船井ｐｐ,28-29)。ネットワーク・マーケティングは現在フラ

ンチャイズ・システムが経験した15年目くらいの第二ステージ段階ではない

かとの見方もある。（Nicholsl995，pxiii）

米国直接販売協会（DSA）よれば、直接販売は－年間に５百億ドルほど

になるが、そのうちネットワーク・マーケティングによるものが百億ドルに

達している。UnlimitedWealthの著者であるPilzerは３年から５年ごとに

ネットワーク･マーケティングによる売上高は倍増していくであろうと予測

しており（Nicholsl995,pxii)、日本においても今後さらなる成長が期待

される業界である。

２ライフスタイルの変化

多くの女性に就業機会を提供してきた訪問販売業であるが、ネットワーク・

マーケティングはさらに不景気に伴うリストラや就職難の環境下で､職を失っ

た中高年者や職を求めあるいは独立の意欲をもった若者達に自分のビジネス

を始める機会を提供している。ネットワーク・マーケティングは、単なる販

売業ではなく、少ない初期投資で自らのビジネスを始める機会ととらえられ

ており、ディストリピューターの紹介・勧誘もその点を強調している。その

ことは、各ネットワーク・マーケティング企業のいわゆるディストリピュー

ターの呼称にも見られる。たとえば、レクソール（Rexalllnternational
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Showcase）等の場合はディストリピューターではなくＩＢＯ（Independent

BusinessOwner）の呼称が与えられ、ダイエー系のX-oneの場合はＬＣ

(LifeCreator）であり、いずれの場合も商品そのものより、ライフスタイ

ルの提言ともいえるアプローチをしている。

Nicholsは、生産基調経済（production-basedeconomy）からサービス

基調経済（service-basedeconomy）への転換に伴う、ネットワーク・マー

ケティングの可能性の大きさを指摘したうえで、そのビジネスが家庭（home‐

base）で始められ、時間的・地理的拘束がなく生活を楽しむ時間が取れるこ

とをそのメリットのなかに含めている（Nicholspxv)。そのことは近年の

SOHOブームにも通じる流れであろう。

厳しい企業環境下で、金融機関、保険会社の破綻や一流企業の倒産が相次

ぎ、生活不安はいよいよ募る一方である。従来型の終身雇用制もくずれ、一

流企業に就職しても先が見えない状況で、自分なりのビジネス機会を模索す

る動きが活発化している。ベンチャーが騒がれるのもこれからの経済環境へ

の対応策であろうが、そんな中で少ない初期投資およびリスクで自分なりの

ペースで仕事ができる機会が得られるネットワーク・マーケティングは

(Marksp4)、我々の今後のキャリアプランにおける選択肢の一つとして検

討するに値しよう。

３流通への消費者の参加

インターネットの利用によるマーケティングの展開も諸々の商品・サービ

ス分野で進んでいるが、情報化の進展に伴い消費者サイドが情報を蓄積し始

めており、従来のように供給者側が有利な条件を握ることができなくなって

きた。すなわち、「消費者主導の市場」が出現しているということである

(石井ｐ､68)。ワン・トゥ・ワン・マーケティングも現実のものとなり始め

ており、ビジネスの「個人化」が進み新たなピジネスモデルの構築が予測さ

れる（中谷ｐ､6)。従来のマーケティング・チャネルに関する標準的テキス
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卜では最終消費者はチャネル構成員ではありながら、いわゆるターゲットと

して扱われて、流通に直接携わるものとして扱われてなかった（Rosenbloom

p34)。しかしながら、近年の成熟市場において消費者が直接流通に参加す

るケースが増加しており、生産段階から参画する文字通りのプロシューマー

も出現している。ネットワーク・マーケティングは「消費者参加型販売シス

テム」であり、従来の受身的な消費者からアクティブ・コンシューマー注‘

として流通への積極的な参加がより自然なかたちで受け入れられるようにな

るであろう。

注

注１）野中等はその箸『ネットワーク・ビジネスの研究』で、「ある商品（群）の愛

用者がクチコミを通じて次々と愛用者を増やしていく無店舗・無広告の直接販

売・流通システム」（マーケティング・システム）を表す用語として「ネット

ワーク・ビジネス」を統一的に使用しているが、本稿ではマーケティング視点

を強調するために「ネットワーク・マーケティング」を互換的に使用する。

注２）本文で言及したダイエーの系列会社であるエックスワンは、ネットワーク・マー

ケティング企業として日本訪問販売協会の会員でもあるが、そのホームページ

上のビジネス活動の説明では、「X-oneビジネスは販売＆スポンサー活動のバ

ランスです」としており、販売利益（小売差益）およびスポンサー（紹介）活

動による利益（割戻金）の双方が得られるものとしている。

販売利益を含むと言う意味では、本文の定義との齪鰭もあるが、そのX-one

の商品供給システムの説明は、上記の定義を裏付けるものとなっている。すな

わち、「市販のメーカーと比べてください。X-oneはシンプルな流通ルートで

す。市販のメーカーが製品をマスコミを通じて宣伝し、卸売り業者や小売り業

者を経由し、消費者に販売するのに比べ、X-oneは消費者である会員と直接取
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り引きすることで、流通ルートをシンプルにし、会員による口コミ販売で、商

品を流通させるシステムです｡」として直販流通のメリットを強調している。

(http://www5.mediagalaxy・cojp/X-one/）

注３）訪問販売法では次の４つの要件をすべて満たす取引を連鎖販売取引として規制

の対象としている。

1．物品（施設を利用しまたは役務の提供を受ける権利を含む）の販売（販売の

あっせんを含む）事業または有償で行う役務の提供（提供のあっせんを含む）

事業であること。

2．その物品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者または同種役

務の提供もしくはその役務の提供のあっせんをする者を勧誘すること。

3．「特定利益」を収受し得ることをもって勧誘すること。

4．「特定負担（２万円以上)」をすることが取引の条件となっていること。

上記の条文については、平成13年６月１日施行予定の連鎖販売の定義改正によ

り、４の特定負担の基準金額（政令により２万円以上と規定）は撤廃されるこ

とになる。さらに、従来の定義では「２万円以上の負担を条件とする取引」と

いうことで、何らかの誘引により負担を強いられている場合が連鎖販売である

という定義要件になっていたが、改正案ではこの「条件」を「伴う」という文

言に改正していることから、負担が強いられたものか自発的なものかは問われ

ない極めて広い解釈になると思われる。従って、特定負担の基準金額（２万円

以上）を撤廃すること及び「条件」を「伴う」に文言改正したことによって、

極端に言えば１円でも負担があれば特定負担の定義要件を充たすということに

なると考えられる。（http:〃member・niftyne・jp/ｍｌｍ）

上記の特定利益に該当するものとして、省令では次の３類型が示されている。

1．商品等の再販売等をする他の者が提供する取引料によって生ずるもの。

＜例＞「あなたが勧誘して組織に加盟する人の提供する取引料（加盟料等をい

う｡）の○○％があなたのものになる」といって勧誘する場合。

2．商品等の再販売等をする他の者に対する商品の販売により生ずるもの。
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く例＞「あなたが勧誘して組織に加盟する人が購入する商品代金（提供を受け

る役務の対価）の○○％があなたのものになる」といって勧誘する場合。

３．商品等の再販売等をする他の者が取引料の提供や商品の購入を行う場合に、

当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるもの。

＜例＞「あなたが勧誘して組織に加盟する人があれば、統括者から一定の金銭

がもらえる」といって勧誘する場合。

以上のように、特定利益は、いずれの場合も組織の外部の者から入ってくる金

品を源泉とするものではなく、組織の内部の者（組織に勧誘され、加入するこ

ととなる者を含む）の提供する金品を源泉とするものである。

従って、組織に加入しない者に販売する場合の小売りに伴う利益（小売差益）

以外の利益はすべて特定利益に該当する。（http://member､nifty・nejp／

ｍｌｍ/）

注４）クチコミ情報を含む情報の伝播についての詳細は古川（1999）の研究を参照さ

れたい。

注５）当該協会では自主規制要綱の適用範囲は次の通りとしている。

「本ガイドラインは、社団法人日本訪問販売協会の会員（以下「会員」という｡）

及び会員の主宰するビジネス組織の参加者が行う訪問販売のうち、いわゆる消

費者参加型の訪問販売に適用する。ただし、ここで規定する「いわゆる消費者

参加型の訪問販売」とは、無店舗個人に対して、物品（施設を利用し又は役務

の提供を受ける権利を含む｡）の再販売、受託販売、販売のあっせん又は同種

役務（有償で行うもの）の提供、提供のあっせんに係るビジネスへの参加を勧

誘することにより、当該ビジネスに関連して締結する訪問販売を広く総称した

ものと解するものとする（例えば「販売のためには、まず自分で愛用してみる

ことだ｡」と勧誘されて商品を購入した場合など、商品購入がビジネス参加の

条件となっている場合のみならず、ビジネスに関連して自己の意思に基づいて

行う商品の購入（仕入れを含む）なども該当するものと解する｡)。なお、当該

取引が連鎖販売取引に該当する場合は、当然のことながら「訪問販売等に関す
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る法律」に定める連鎖販売取引に係る規制を遵守しなければならない｡」（http：̄

〃member勵nifty､ne・jp/ｍｌｍ/）

注６）アクティブ・コンシューマーという用語は一般的に使用されているものではな

く、ネットワーク・マーケティングを実践している親泊元彦氏の造語であるが、

従来の受動的な消費者に対し、積極的に流通に参加していく消費者の活動内容

およびイメージを表現するのに適切な表現であるように思われるので借用させ

ていただいた。
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