
琉球大学学術リポジトリ

マーケティングにおける価値認識の本質

言語: 

出版者: 琉球大学法文学部

公開日: 2008-01-28

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 親泊, 元彦, 平敷, 徹男, Oyadomari, Motohiko,

Heshiki, Tetsuo

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24564/0002002536URL



マーケティングにおける価値認識の本質
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親泊元彦・平敷徹男
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おわりに（価値マーケティング）

はじめに

かつての高度経済成長時代に見られた、大量生産・大量流通・大量消費、

いわゆるマス・マーケティングを中心とした企業活動から昨今のワン・トウ・

ワンマーケティングに至るまで、時代と共にそのマーケティング活動は変遷

を余儀無くされて来た。つまり、生産志向から販売志向といったマーケット・

シェアを重視した企業活動から、顧客シェアを重視した顧客志向の活動へと

変遷してきたのである。

しかし、時代を超えて変わらないのは、「顧客は、製品・サービスに対し
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て価値を認めるからこそ、それらを購入し消費する」と言う大前提である。

逆に言うと、顧客が価値を認めない製品購入は考えにくいということである。

ここで重要なことは、上記のマーケティング活動に変化が見られるのは、顧

客の価値認識の基準、いわゆるモノサシが確実に変わってきていることに対

する反応であるということである。つまり、購入決定に至る価値基準（モノ

サシ）は、時には利便`性であり、また時には価格であり、さらには品質であ

り、またはそれらのミックスであったりする。あるいは、価格が価値の表現

手段であれば、価格を価値と分離して語らなければならないということも考

慮する必要がある。

本稿では、消費者の購買を決定づけ、その後の企業との関係構築の源泉と

なるマーケティングにおける価値認識の本質を考察してみたい。「価値』に

スポットを当てあらゆる視点からのアプローチを試みることにより、これか

らの企業とマーケットとの戦略的コラポレーション（協創・共創）のあり方

を模索する。

１価値概念の歴史的変遷

価値の本質を論ずるにあたり、まず価値概念の歴史的変遷を捉えてみる。

価値概念は、時代と共に変遷してきた。つまり、社会の発展（発達）段階に

応じてその扱い・表現が変わってきたのである。時系列にみる価値変遷に関

する論点は、次のようにまとめることができる（牛窪一省Ｐ､19)。

（１）初期資本主義の段階においては労働が重視され、「労働時間」が価値

の実体となった。

（２）金本位制が世界的に崩壊した1930年代から近年までは、「市場価格と

生産コスト」が重視され、それらが価値を代位するようになった。

（３）サービスが産業の主体となり、「知識」が最大の資源となる時代の価

値の本質に関しては、社会的コンセンサスはまだ成立していない。
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(4)新世紀へ向けての社会環境の下で、市場価格や生産コストという価値

概念を超える｢顧客にとっての価値｣の創造が最大の経営課題になってい

る。

そこで、本稿では1830年から現代までを上記の牛窪氏の説に従って、

［1830年～1929年

［1930年～1989年

［1990年～

１
１
１

労働価値

生産価値

顧客価値

１
１
１

１
２
３

１
１
１

の三つの時代に区分し価値概念を捉えてみた（図１参照)。

(1)労働価値［1830年～1929年］

第一の時代区分は、1830年から1929年までの約100年間とする。当時の時

代背景は、イギリスにおける近代資本主義の始まりが1930年代と言われてお

り、それから1929年のアメリカ大恐慌まで主要資本主義国が金本位制を採用

していた、と言うことで第一の区分とした。牛窪氏の記述によると、この時

期に「価値」の本質を追求してこれを解明したのは古典派経済学者たちであっ

た。いわゆる労働価値説である。リカードやマルクスによって体系化された

価値理論は「商品価値は、そこに投入されている社会的に必要とされる労働

時間の総量である」というものであった。投入される労働時間を価値の尺度

とし、「すべての商品に姿態変換しうる一般的等価物」として、貨幣の必然

`性が論証される。金は、その生産に必要な労働量を尺度として全ての商品と

交換可能であるという条件の下で、貨幣になったのである（牛窪一省Ｐ17)。

社会全体の総労働時間を価値尺度のモノサシとして、それに比例して価値

が測られるという労働価値説は、当時は理にかなっており妥当であった。し
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かし、市場経済の進展による競争の発生や労働の質の違いによる製品への影

響等の問題により、次第に社会情勢にそぐわなくなっていった。そこで登場

したのが生産価値の概念である。

図１価値概念の歴史的変遷

価値概念の歴史的変遷

１８３０←－－金本位制時代一一→１９２９

労働価値

労働が重視された時代の価値概念（労働価値説）

1930-イノベーション時代一→１９８９

生産価値

競争力と収益力が重視された時代の価値概念

（市場価格とコスト）

1990←－高度サービス時代一→

願客価値

高度サービス時代の価値概念

（相対顧客満足度・相対知覚品質）

（出所：牛窪一省｢価値競争時代の企業戦略｣、ダイヤモンド・ハーバード・

ビジネス編集部『顧客価値創造のマーケティングj、ｐ２１）

(2)生産価値［1930年～1989年］

第二の時代区分は、1930年から1989年までの約60年間とする。1929年のア

メリカ大恐’院の後、1930年代以降に金本位制が世界的に崩壊した。それと共

に市場経済の進展により、市場における激しい競争下での生産活動を余儀無
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くされた企業は、市場価格と生産コストの問題に直面した。そして、必然的

に生産におけるイノベーションが起こってきたのである。当時の状況は牛窪

氏の記述によると、次のようになる。市場価格の水準が限りなく限界生産費

に近づいていく激しい競争条件の下では、生産コストを引き下げて競争力を

強め、収益を確保しようとする問題意識が生産におけるイノベーションを誘

発したのであった。従って、その後約50年間「価値」はコストと市場価格に

よって代位され、そのようなものとして意識されるようになった。価値がコ

ストと価格によって代位されるこの50年間を、生産者が「価値」を生み出す

という意味で、牛窪氏は「生産価値」の時代と位置付けている（牛窪一省Ｐ

18)。

金本位制の崩壊と市場経済の進展という社会情勢の中で、価値概念が労働

価値から生産価値へと移行してきたのは時代の必然であった。さらに、成熟

化社会への移行、それに伴う顧客の価値観の変化、といった時代が激変する

中で発生した価値概念が顧客価値である。

(3)顧客価値［1990年～］

生産価値が生産者視点による価値の評価基準だとするのに対し、商品の価

値は顧客の視点で決まるものであり、生産過程の段階で生み出される客観的

属性に基づくものではないとするのが顧客価値の発想である。これはマーケ

ティングの原点である顧客志向の視点でも当然の帰結と思われる。顧客視点

から価値を位置付ける試みは必ずしも新しいものではない。たとえば、石原

(1976,1977）は、競争過程において生み出される製品の使用価値を競争的

使用価値と定義し、「使用価値が生産過程においてあらかじめ定められたも

のではなく、競争過程を通して（つまり、偶然的要素を含みつつ）生まれる

ものとしている。すなわちマーケティングは消費需要ないし欲望の操作を含

むものであるから、使用価値を普遍的・超歴史的なものとして捉えることが
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できない、との主張である。石井・石原（1999）はその使用価値を、風呂の

中に入れるとパチパチと音がする属性をもつ「音のでる入浴剤」を例に使用

して説明している。その属性は入浴剤の本質的機能とはほど遠いように思わ

れるが、消費者の間で人気を呼び、企業間での差別化要因となると、それは

入浴剤の使用価値として確立されたことになる（石井・石原pl92)。その

ことは価値が生産過程で生み出される客観的属性ではなく、消費者視点、あ

るいは相対的に認識されるものであることを示すものと言えよう。

価値視点でのマーケティング戦略の見直しという点では、嶋口・石井の見

解が新しい。マーケティング戦略の一般的策定プロセスでは環境分析に基づ

いて、標的市場の設定が行われ、その標的市場に向けてマーケティング・ミッ

クスの開発が行われる。そのマーケティング・ミックスは従来４ＰＳの枠組

みで捉えることが広く普及しているが、嶋口・石井は、その４ＰＳ、すなわ

ち製品、価格、販売促進、販売チャネルの４つの要素をマーケティングと価

値概念との関係で見なおし、価値形成、価値表示、価値伝達、価値実現とい

う表現で捉えなおしている（鴫口・石井ｐ17-21)。

西川（1996）は「マーケティングの仕事とは、顧客にとって価値あるもの

を創造し、その価値を顧客に理解してもらう価値伝達をすることである」

(ｐ､75）とし、「マーケティングを構成する要素のすべてが価値伝達の役割

を果たす」と主張している。西川は顧客の購買行動の基本原則を

価値／価格→ＭＡＸ

と表現して、顧客は支払う対価に対する価値の最大化を目指して行動するこ

とを強調している。購買行動を価格と知覚価値との対比で説明しようとする

この価値概念は、顧客視点による価値の把握いう意味で顧客価値概念に通ず

るものと解することができるが、価値とは何かが必ずしも明らかでなく、ま

た価格のみを顧客の支払う対価としていることについては単純化し過ぎてい
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るきらいがある。

顧客満足や顧客ロイヤリティの重要性の強調とともに顧客価値の概念が盛

んに使われるようになったが、その概念は多義的で暖昧なものである。顧客

にとって知覚される到達価値ということを明確にするために、「顧客到達価

値（customerdeliveredvalue)」との表現がある（嶋口ｐ､119)。すなわ

ち、価値はあくまでも顧客に到達し、顧客に知覚されて初めて価値たり得る

ものとの考え方であり、消費者視点から独立して価値が存在するとは言えな

い。その意味では競争的使用価値の概念同様、価値が生産過程において生み

出される属性によって客観的に認識されるものではなく、顧客との接点にお

いてインタラクテイヴに創造されると考えられる。

価値と価格の対比で購買行動を説明しようとする上記の西川の表現で問題

になるのは、何が価値であるかということを明確にすることと、その価値と

の対比で価格のみをとりあげていることであろう。嶋口は、顧客到達価値を

｢顧客が製品やサービスから期待するベネフィットの束（bundleofbenefit）

と、その製品・サービスを評価・獲得・使用・廃棄することに伴う費用の束

(bundleofcost）の差」であると規定している。ベネフィットの束は、製

品、サービス、人間、イメージから得られる利便の総体であり、費用の束は、

顧客の支払う金額のほかに、購買・消費プロセスに費やす時間、エネルギー、

心理的負担などの費用を含むことになる（嶋口充輝pll9)。したがって、

上記の購買行動の原則は下記の通り書き換えられることになる。

(ベネフィットの束一費用の束）＝顧客価値→ＭＡＸ

顧客は顧客の知覚する価値に基づいて購買決定をすると考えられるが､マー

ケティングにおける価値に関連する用語として、顧客価値（value)、顧客満

足（satisfaction)、品質（quality）がある。価値との関連でそれらの用語
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の意味を明確にしておこう。Kotler＆Ａｒｍstrongによると、「顧客価値と

は顧客が商品を所有・消費することによる価値とその商品を獲得するのに要

するコストとの差」であるとする(Kotler＆ArmstrongP8)。たとえば、

フェデックスを利用する顧客は、迅速で信頼できる配達という本来のサービ

スのほかに、ステータスやイメージ等自分が重要人物になった気分もそのベ

ネフィットと考えることができる。顧客は必ずしも客観的に、あるいは正確

に価値を判断するものではなく、いわゆる知覚価値（perceivedvalue）に

基づいて行動する。したがって、マーケターとしては、商品の所有・消費に

伴う費用を減少させ、知覚される価値を高めることで顧客価値を高めること

になる。

顧客満足は買手の期待に対し、製品の価値がどう伝達・知覚されたかによ

る。その期待が満たされれば満足し、満たされなければ不満足ということに

なる。約束は必ず守ること、守れない約束はしないこと、そして約束以上の

製品・サービスで顧客満足を確保できる。販促によって期待感を高めること

は重要であるが、高すぎると顧客に不満足な状態を招きかねず、期待が低す

ぎると十分な顧客数を確保できないので適正な期待レベルの設定が重要であ

る。その意味では、企業は価格を引き下げまたは提供されるサービスの向上

によって顧客満足を高めることが可能であるが、それはまた利益の減少を意

味するものでもあり、そのバランスが重要となる。

品質（quality）は製品・サービスのパフォーマンスに直接的な影響をも

たらすものであり、顧客価値、顧客満足に密接に関連する概念である。品質

は、狭義では「欠陥のないこと」ということになるが、顧客志向的発想では

｢顧客ニーズを満足させる特質を備えていること」が品質を規定する。いわ

ゆる顧客視点による品質は、顧客ニーズに始まり、顧客満足で終結すること

になる（Kotler＆Armstrongp8-9)。

ある製品・サービスに対する顧客満足を決定する期待形成要因として、コ

トラー・アームストロングは「過去の購買経験、友人からの情報、売手から

－２２－



マーケティングにおける価値認識の本質（親泊元彦・平敷徹男）

の情報」（ｐ８）等を挙げているが、価格自体も期待形成要因に含まれると解

すると、顧客満足は価格に対する評価をも含むと考える事ができる。しかし

ながら、桑畑のように顧客満足と価格に対する評価を切り離して考え次のよ

うにＣｓとＣＶの違いを説明する見解もある。すなわち、顧客満足（Ｃｓ）

では、対象となる製品・サービスの内容や質にどの程度満足しているかとい

う視点が強調きれるが、顧客の実際の購入決定は、当該製品・サービスのパ

フォーマンスに対する満足感だけでなく、価格水準にも影響を受けるため、

高い満足度を得ているにも関わらず、再購入意向が低いということも発生し

得るとする。顧客価値（ＣＶ）では、顧客が得られるベネフィットとそれを

得るために支払う対価のバランスとして定義されているため、製品・サービ

スに対する満足度だけでなく、支払う対価（価格）への満足度も含めて評価

されると考える。価格を顧客満足度の決定要因として含むかどうかは別にし

て、価値認識が高ければ高いほど、顧客のロイヤリティーが高くなることと

なり、さらには収益との強い相関関係があることは否めない（桑畑)。

２従来型価値と新たな価値

(1)生産者志向による価値提案とその限界

従来の生産者志向による価値概念では、既述したように「生産価値」が原

材料、機械設備の償却コスト等製品に投入された費用がすべて購入された商

品に移転された「価値」として認識された。すなわち、労務費など生産プロ

セスにおいて追加されたコストは「付加価値」として表現された。ここでは、

コスト、価格と「価値」の混同があったと思われる。ある意味では生産者が

投入したコストを価値の基準として顧客に押し付けたとも考えられるが、そ

の価値を顧客が認めざるを得ない環境であったとも言えよう。いわゆる生産

者志向的発想でも市場がリードできた時代である。近年、市場の成熟化に伴
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い、市場が不透明化し、市場の不確実'性が増大し、企業が市場に誘導される

時代、企業が市場に生かされる時代になったと言えよう。生産者からの価値

提案を単に受け入れる立場から、顧客が価値を決定する時代である。すなわ

ち、消費者主導型の社会の出現である。価格破壊の進展に伴い、生産者は否

応なく「価値と価格の乖離」を実感させられる。商品価値は企業が作り出し

たものという概念から、消費者によって認定された価値が逆に価格を決定す

る方向に動き出すことになる。生産者志向による価値提案がもはや有効では

なくなり、たとえば、小売業者が市場動向を判断しながら価格の決定を行う

オープン価格の導入なども消費者主導型の例と言えよう。そこでは、市場に

おける価値認知を基準に価格が決定されることになる。更に、このことを

｢購買意思決定プロセスにおける価格志向と価値志向」の図（図２）で説明

すると、次のようになる。

価値観の変化は購買意思決定プロセスにも見ることができる。購買意思決

定プロセスについては、様々な理論があるが、本稿では価格と価値を比較し

易くするために価格志向と価値志向の視点からそのプロセスについて述べて

みる。

まず、従来からのプロセスについてはパターンＩで表されている価格志向

的プロセスで説明できよう。パターンＩはアテンション（興味、関心を引く）

から始まり、プライス（価格）のフィルターがかかり、その価格が高いか、

安いか、あるいは適当かということで、購買者個々人の判断がなされる。プ

ライスのフィルターをうまく通過してきた対象物である製品・サービスは次

にヴァリューミックスの検討がなされる。つまり、その製品・サービスの品

質、用途、耐久性、必要性等の様々な視点から価値認識がなされる。これも

購買者個々人の判断のモノサシがあり、その時の状況やタイミング等の要素

が加わり、最終的にヴァリューミックスが決定されるのである。そして、デイ

シジヨン（意思決定)、アクション（実際の購買行動）へと続くのである。
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これが、従来型の典型的な購買意思決定プロセスである。

一方、現代の典型的な顧客の購買意思決定プロセスは、パターンⅡに示し

てある。パターンⅡとパターンＩの明確な違いは、プライスとヴァリューミッ

クスの位置が入れ替わっている点である。つまり、パターンⅡではヴァリュー

ミックスがプライスに先行している。これは、次のようなことを表している。

現代人の購買パターンの大きな特徴は、価格以上に価値を優先する点である。

例えば、特定の化粧品しか使用しないとか、特定の食品のみ購入する、といっ

たいわゆる“製品・サービスにこだわりを持って購入・消費する'，というこ

とである。よって、価格以前に製品・サービスに対する価値認識が大きく影

響するのである。現代社会においては、製品・サービスの価格がある程度安

定していると言える。つまり、製品・サービスの価格に対する世間相場がか

なり安定しているということである。例えば、以前「安かろう．悪かろう」

という言葉があったが、昨今はあまり耳にしなくなった。つまり、そういう

製品・サービスは現代市場においては競争力がなくなり、淘汰されてきてい

ることを示している。むしろ、ユニクロ・ブランドのように「安かろう.良

かろう」の製品・サービスも出てきているのが現状である。よって、現代の

購買者は価格の判断にエネルギーを注ぐよりもヴァリユーミックスの選択・

判断にエネルギーを注いでいるということである。さらに、現代のような成

熟社会の特徴の一つとして、「キャッシュレス化」があげられる。給与の口

座振込みやクレジットカードによるショッピングといった購買行動が貨幣に

対する認識を変えてきたといえる。つまり、貨幣が記号化し、価格に対する

抵抗感がより緩和されてきているのである。

以上述べた点から、現代マーケットにおける購買意思決定プロセスは、価

格志向から価値志向へと変化してきており、今後将来的にもこの傾向は強く

なって行くものと思われる。

なお、価格はさまざまな要因により影響を受けるが、基本的には製造コス

トが価格の下限を規定し、カスタマー・バリュー（CustomerValue）が価
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格の上限を規定することになる。

図２購買意思決定プロセスにおける価格志向と価値志向

Patternl（価格志向）PatternⅡ（価値志向）

Attention Attention

Price

Price

Decision Decision

Ａｃｔｉｏｎ Action

(2)消費者志向による価値認知

価値を上記のように顧客視点でとらえると、価値の向上を図るためにはい

かに顧客視点による価値、すなわちベネフィットの束を増大し、その価値を

確保するための費用の束を減少させるかがマーケティングの重要課題となる。

ベネフィットの束が、製品本来の機能から得られるものの他、社会的ステー

タスを提供してくれるイメージ、製品提供に伴うサービス、たとえば配達サー

ビスや取り付け、信用供与、品質保証、あるいは環境配慮商品であることか

ら得られる社会貢献の満足感等々多岐にわたっており、心理的側面を含め価

値として認知される要因が拡がっているのが成熟市場の特徴である。たとえ

ば、環境に配慮したエコマーク商品等も従来だと必ずしも商品本来の機能の

向上を伴うものではない場合は顧客にとって価値として認知されなかったが、

近年の環境問題への意識の向上に伴い顧客価値として知覚されるようになる。
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もう一方で、その価値を確保する対価としての費用であるが、その方は価格

以外に評価・獲得・使用・廃棄に伴う諸々のコスト、たとえば、製品評価に

要する情報収集費用、獲得に要する時間的コスト、利用のし易さ、あるいは

廃棄に要する費用等々が含まれることになる。この費用の側面でも、従来買

物施設までの移動時間等の買物に要する時間がショッピングの楽しさという

価値でカバーできたかもしれないが、近年の道路事情や駐車場の状況ではそ

の買物に伴うコストが大きくなり過ぎるきらいがあり、自分の時間をより多

く持ちたい顧客層にとってはトレード・オフされるその他の活動、たとえば、

買物時間によって犠牲になるカルチャースクール等の時間がコストとして認

知され、相対的価値が低下することになる。単なるモノの充足欲求からより

精神的充足が求められる成熟社会においては、ベネフィットとコストとの対

比で考えた場合、精神的欲求を満たす要因が増大する傾向にあると同時に、

従来はコストとして認識されなかった買物時間そのものをコストとして認識

するなど、コスト要因が増大する傾向を考慮すると顧客価値増大を目指すマー

ケティングの役割がより重要なものとなってくる。

このことを、“価格競争から価値競争へ，，という視点で「価格・価値マト

リックス」（図３）で説明すると、次のようになる。

価格と価値の相関関係をマトリックスで表してみる。図の横軸はプライス

レベルを表し、右へ行くほど高価格になる。そして、図の縦軸は価値の深さ

(ボリューム、バリエーション）を表している。ここで、図の理解をスムー

ズにするために、具体的に100円ショップの事例で述べてみる。

最初のヴァリューミックスの囲みにおけるプライスレベルを100円とする。

製品単価が100円と固定されているので、購買者は店内で購買行動をしてい

る際は、価格のことは殆ど意識されないと言える。価格を意識するのは、

100円ショップに行って買い物をするかどうかを決定する時である。つまり、

購買の対象物をどこで購入するのか、デパートなのかスーパーなのか、購買
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の場所を決定する時である。そして、いったん100円ショップでの入店を決

定して店内で買い物をする際は、製品の数量や用途、必要`性といった点が意

識の中心を占め、その製品が高いか安いかといった価格に対する意識は殆ど

無いと言ってもよい。価格が100円と固定されているので、競合他社との競

争優位（差別化）を得るためには、つまりマーケットからの支持を獲得する

ためには、内容の充実が不可欠である。よって、図の縦軸で表されているボ

リュームとバリエーションが決め手になる。縦軸を深く掘れる企業が競争優

位を獲得できるのである。

100円ショップの事例を応用して、２番目と３番目のヴァリューミックス

のプライスレベルをそれぞれ1,000円、10,000円とすると次のようなことが

言える。プライスレベルが右方向（高価格）へ移動すると、それに比例して

縦軸が深くなることがわかる。つまり、仮に1,000円ショップや10,000円ショッ

プが出現すると、当然扱う製品・サービスのボリュームやバリエーションは

増加していく。そして、競争優位を獲得するには100円ショップの時と同様

図３価格・価値マトリックス

Entrance PriceIeveI

Depth

－２８－



マーケティングにおける価値認識の本質（親泊元彦・平敷徹男）

に深さ（ボリューム、バリエーション）が決め手になると言うことである。

よって、企業にとっては、どこにプライスレベルと価値レベルを決めるかが

重要になるのである。これは、一見価格競争のように思われるが、実は価格

を固定した価値競争に他ならないのである。この仕組みは、現状では特定の

製品・サービスに限定されているが、今後将来的には製品・サービスのジャ

ンルが増加していく傾向にあるといえる。それと同時に、価格競争より熾烈

な価値競争が展開されて行くものと予想されるのである。

顧客価値の基本コンセプトについては牛窪による整理が明確である。牛窪

は「顧客価値とは顧客が認定し、顧客がその一部を創造する新しい時代にお

ける価値のことである」とする。それは、過去において時代を画した「労働

価値」や「生産価値」とは全く異質の価値概念であるとし、その特性と基本

コンセプトを次のように整理している（牛窪p28)。

①顧客価値とは商品のユーザーが使用経験に基づいて事後的に認知する

商品特性のあり方。

商品価値の認定は顧客によってなされるということである。あくまで

も主観的な評価であり、技術を知らない顧客や価値観の違う多様な顧客

の価値評価を含むので価値評価は分散化することになる。

②顧客価値は企業と顧客の共同的活動によって創造されるもの。

顧客価値形成過程において顧客参加は重要なポイントである。インタ

ラクティブな関係による価値形成がこれからの関係性マーケティングの

主要な主張となる。

③顧客価値の構成要因は「知覚品質」および顧客参加余地（インタラク

ティブの度合い)。

④顧客価値は絶対的な存在として規定することはできず、それは市場に

おいて競争商品との相対関係において顧客によって相対的に決定される
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もの。

顧客価値は「生産のために投入されている労働の量」や「生産のため

に投入きれたコスト」などという絶対的な存在ではなく、市場において

競争条件の下で顧客によって相対的に決定される商品パフォーマンスの

「望ましさ」の水準であり、顧客の選択的行動の基準になるのである。

⑤顧客価値は計算することができ、それをマーケティング努力によって

拡大、強化することが可能。

顧客価値は顧客の意識という形態で存在するために、それを把握し、

操作的に抽出して実体化する作業が必要である。顧客の意識の中に存在

する“望ましさ”としての価値をマーケティング活動によってコントロー

ル可能な要因群に分解し、戦略的に活用することになる。

３新価値創造のマーケティング

(1)市場シェア志向から顧客シェア志向へ

市場の成熟化に伴い、ゼロサム競争の時代に入ると、新規顧客の獲得が困

難になる。従来の市場シェアの発想から顧客シェアの発想への転換が求めら

れる。顧客の囲い込み戦略等で表現されるように、いかに現在顧客を維持し

ていくかが重要課題となる。マーケティングの課題である「顧客の獲得と維

持」という視点で言えば、獲得活動から維持活動への重点の移行とも言えよ

う。この時代は、消費も成り行き的消費から確実な選択的消費へ（需要充足

型消費から顧客参加型消費へ）と変化を見せ始める。すなわち、近年マーケ

ティングの分野で主張されている関係性マーケティングの実践が求められる

ようになる。関係性マーケティングでは、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）にあるとされる。すなわ

ち、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客対応マー
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ケテイングヘの転換を意味する（平敷p348)。

①所有価値から使用価値へ

個客対応型のマーケティングにおいては、個客のニーズへの対応、すなわ

ち多様な顧客価値の把握とそれへの対応が求められることになる。消費構造

あるいは価値観の変遷について言うと、社会の発展段階、特に文明社会の発

展段階における消費構造には、ある一定のパターンがあると言える。つまり、

初期の段階においては、日用必需品を中心とした需要充足型消費が見うけら

れる。例えば、新築の住宅に入居する際の商品購買をイメージすると分かり

やすい。とりあえず家具や調度品と共に日用必需品を買い揃えていく購買・

消費パターンが一般的である。極端に言うと、住宅がモノで溢れるまで成り

行き的に商品購入が継続されて行くと言っても過言ではない。これは、ちょ

うど右肩上がりの高度経済成長時における消費者心理の特徴をよく表してい

ると言えよう。つまり、「消費は美徳」の名のもとに大量購買による所有欲

を満たしていたと言える。特にブランド品の購買パターンを例に取ると、ブ

ランド商品を活用すると言うよりも、それらを購入することに主眼を置き、

つまり所有することによるある種の優越感を満たすことがメインになってし

まっていたのである。よって、所有点数は多いけれど、活用されていない、

場合によっては押入れにしまっておいて、一度も使用しないままでいること

もある、と言った具合に本末転倒な事が起こっていたのである。

ところが、現代のような成熟社会を迎えると、消費者は所有欲だけを満た

すという価値観に疑問を持ち始めたのである。つまり、「所有価値」から

｢使用価値」へのパラダイム・シフトである。『ユニクロ』が大ヒットをした

のもブランドに捕われない、ある意味での合理性・実用性の追求とも言える。

むしろ、「ユニクロｊが逆にブランド化している現象は、ブランド価値に対

する消費者の意識を変えてしまうほどの変化である。これは、従来の成り行

き的消費から、消費者が自らの意思でもって確実に選択する消費への転換と
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言える。

②企業価値の認知

さらに、ベネフィットの一つとして企業に対する評価がある。ＣＩが叫ばれ

て久しいが、企業イメージそのものが商品に対する価値評価を高めることに

なるのも近年の傾向である。企業に対する評価は、従来はそれらが提供する

製品・サービスから得られる価値・効用に対する評価が第一義的であった。

そして、それを計るモノサシは第一に売上げである。それゆえ、企業は製品・

サービスの品質向上を始めとしてマーケットからの支持を得るために企業努

力を続けてきたのである。つまり、売上げ至上主義を旗印に競争構造を形成

してきたと言える。しかし、近年に至ってはその様相がすっかり変わってき

た。企業が提供する製品・サービスから得られる価値・効用を最大限に高め

ることは勿論のこと、環境に対する配慮や社会貢献といった社会活動からイ

ンターナル・マーケティングといった従業員に対する待遇や福利厚生の改善

等まであらゆる視点で評価を受けるようになってきている。つまり、企業は

アウトプットされた製品・サービスの価値を高めることだけにとどまること

なく、アウトプットまでのプロセスや有機体としての企業の社会活動にまで

責任を持って、そこに価値を付加して行くことが要求されるのである。

よって、マーケットから支持を得る価値ある企業とは、マーケットのニー

ズに応える製品・サービスを創出・提供することに加えて、プロセスを含め

たトータルでの企業活動（社会活動）に責任を持つ事である。そして、それ

がこれからの企業価値の概念になると言える。

上記は価値観の多様化の例であるが、顧客が相対的に知覚する価値の多様

化は、企業のマーケティング戦略を従来の売上中心の市場シェア拡大型から、

個々の顧客のニーズを把握・対応することにより、長期的顧客維持を中心と

した顧客シェア拡大型の方向への転換を迫るものである。
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(2)共創価値と関係`性の構築

商品価値が顧客の認識によって決定されると既述したが、それには二つの

意味がある。第一は企業が創り出した価値を顧客が認定することである。第

二は商品価値そのものを顧客が創り出すということである。

消費とは商品の「使用価値」の実現プロセスであるが、同時に消費プロセ

スにおいて顧客が知識をそこに投入して新しい価値を商品に付加することで

もある。たとえば、パソコンの商品価値は顧客の使用能力や知識に依存する

ところが大きい。工具であれ調味料であれ、利用の仕方によってその商品価

値は高まるはずである。そこに表現された顧客の知恵は、価値ある知識とし

て商品に逆投入されて商品価値を高めていく。あるいは、乗用車の生産に顧

客の個別的要望をオプションとして取り込むことで個別化が進んでいること

も、視点を変えてみれば、これは生産プロセスへの顧客の参加なのである。

すなわち、企業と顧客の相互作用によって、双方納得型の「共創価値」が実

現される。双方のニーズを反映したものという意味で、嶋口はその価値を

｢正当化された価値」と表現している（鴫口ｐ､13)。その「正当化された

価値」を媒介にして、その関係性をさらに強化していくことになる。

過去の「生産価値」の時代には、生産者は自分が確信する製品の価値を人々

に説得することを主要な業務としてきた。そこでは製品が主役であり、その

価値は顧客の意識から独立して存在していたと言える。しかし、今日多くの

マーケターが認識しているように、商品価値は時間、空間、人、モノの相互

関係の中で決定されるのであり、そうした状況を無視した商品主体は時代に

受け入れられなくなっている。すなわち、商品の顧客価値は相互作用の中で、

創られてくるものであり、このようなインタラクティブな回路を持つマーケ

ティングのシステムこそが顧客価値創造の条件である。企業は顧客との交流

を通じて、顧客が価値創造に参加できる環境をつくることが求められる。そ

の環境作りの必要,性から関係'性の強化が主張される所以である。その新しい

－３３－



琉球大学・経済研究（第63号）2002年３月

時代の価値が、「顧客価値」（CustomerValue）と表現されることになる。

顧客価値は顧客が認知し、顧客が参加することによって企業と協力し、創造

する価値である。顧客が商品にビルトインした価値であるから、その評価尺

度は顧客自身であるとも言えよう。それこそマーケティングにおける真の

｢顧客志向」であり、顧客価値は２１世紀における新しい価値概念であるとい

える

おわりに（価値マーケティング）

KotlerはEnlightenedMarketing（啓発されたマーケティング）として、

これからのマーケティングの長期的視点による方向性を提示しているが朧'、

そのマーケティングの特徴の一つが「価値マーケティング」（Value

Marketing）であり、コトラーは企業が市場に提供するものは一過性の表面

的魅力づけによる販売ではなく、真に消費者にとっての価値を向上させ得る

ものでなければならないことを強調している。啓発されたマーケティングで

は、顧客が手に入れる価値を継続的に改良し、長期的顧客ロイヤリティを確

保することが求められる。今後価値認識に基づくマーケティングの展開がよ

り重要性を帯びてくるであろう（Kotler＆Armstrongpp575-576)。

上記の「啓発されたマーケティング」においては、長期的視点での顧客価

値が考慮されるが、それは同マーケティングの中心概念の一つである社会的

マーケティングでもさらに強調されることになる。コトラーは、下記の図の

ように長期的視点による顧客利益、短期的視点による顧客満足で企業の商品・

サービスを区分している。Salutaryproductsはたとえばシートベルトやエ

アバッグように短期的には顧客満足は低いものの長期的視点では顧客利益に

資するものとし、またDeficientproductsは長期的視点、短期的視点いず

れでも顧客の利益・満足を提供し得ないもの、Desirableproductsは長期

的利益、短期的満足のいずれも充たすものであり、またPleasingproducts
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は煙草のように直接的満足は充たすが長期的には顧客に害をもたらすもので

あるとしている。コトラーによるこの区分ではマーケティングにおいては社

会的にも顧客にとっても、長期的視点で「望ましい製品」（Desirableprod‐

ucts）を目指すこととなり、価値は顧客価値のみならず、社会的価値をも包

含するものとなる。

lmmediateSatisfaction

Low Ｈｉｇｈ

Long-run

Consumer

Benefit

Ｈｉｇｈ

Ｌｏｗ

出所：Kotlr，Philip，GaryArmstrong(1997)，ｐ５７６

圧

１KotlerはEnlightenedMarketing（エンラトゥンド・マーケティング）

は、次の５つの中心概念あるいは原則から成り立つとしている。①消費者

志向マーケティング（Consumer-orientedMarketingI②革新型マーケ

ティング（InnovativeMarketing)、③価値マーケティング（ValueMar-

keting)、④使命感マーケティング（Sense-of-MissionMarketing)、⑤

社会的マーケティング（SocietalMarketing）
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