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１ マーケティングの歴史的変遷

[１］マーケティングの進化

(1）1950年代：｢需要創造」のマーケティング

⚫戦後の日本の生活者は、生活の再構築という意味ではゼロからのスタートであり、物財を中心とした消費需要といった面からも、無からの新しいスタートで

あった。そのため、日本の戦後初期の消費市場は、生活再構築のための生活財の取り揃えという意味における需要創造期であった。

⚫｢需要創造」のマーケティングは、現在存在しない製品を市場に導入し提案するので、その製品が生活者の生活に、どのような有効性を持っているかとい

うことを明確に設定し、説明する必要があった。そこでは、E・J・マッカーシー（人-１）の「マーケティング４Ｐ（Product，Place，Promotion，Price）論」(書-１）の

中における、製品のコンセプトづくり，製品化，製品仕様の標準化といった「製品政策」が重要になる一方で、需要創造には製品そのものの普及も必要で

あることから、生活価値の転換のための説明や説得という「コミュニケーション政策」も重要な鍵となっていた。

⚫ただし、日本の場合、新しい需要をつくるためのコンセプトとしては「アメリカ中流家庭の生活」があり、戦前価値観の全面否定という風潮の中で、製品普

及面でもほとんど説得のコミュニケーションは必要なかった。つまり、生活者が主体的に需要を作り上げ、企業がそれを追いかけていく状況の中で､日本

のマーケティングは萌芽したといえよう｡

(2）1960～70年代：｢需要拡大」のマーケティング

⚫国の経済成長が促進され、国民所得が飛躍的に伸びると、新製品普及のプロセスは一気に加速し、需要創造の時代から需要拡大の時代へと移行して

いく。需要の伸びを国民経済的な立場で考える場合、その前提には国民全体の同質的な需要があり、マス（大衆）の形成ということがある。

⚫需要が供給を上回っている時のマーケティング戦略の基本は、「機会損失」の最小化であり、より多くの人が求める製品コンセプトを察知して製品化し、他

社に先駆けて供給力を高め、自社製品の標準モデル化に努めると同時に、製品価格を引き下げ、圧倒的な広告露出によってブランド知名度を高め、流

通カバー率を拡大するという「量のマーケティング」が、より一層の成長と市場シェアの拡大を実現した。

⚫この「量のマーケティング」は、標準化された製品をより少ないコストで，より多くの人々に普及させ、国民経済全体の生活レベル向上を支えてきた。特に、

日本のように集団調和主義や横並び志向が強いと、国の経済成長と同時に新製品の普及速度は速まり、製品に よってはほぼ100％に近い普及率を達

成し、｢１億総中流化」という生活パターンが全国的に拡大していったのが、この時代である｡

(3）1980年代：｢競争差別化」のマーケティング

⚫1980年代になると、需要の量的拡大の限界，生活需要の同質性に対する疑問などに直面し、需要の量と質の変化を迫られ、成熟という概念の検討が必

要となってきた。

⚫それまでの日本人と日本企業は「右へならえ」志向が強すぎたが、市場が成熟しパイが限られた中では「右へならえ」の戦略はほとんど無力で、生活者も

「人とは違ったもの，よりよいもの」を求めるようになったこともあり、競合企業間で生き残りをかけた「ゼロサム型競争」(書-２）が行われるようになった。このよ

うな競争優位をかけた厳しい時代におけるマーケティングは、｢競争差別化」がキーワードとなり、Ｍ・ポーター（人-２）の『競争の戦略』(1980年出版）の一般

図式が取り入れられるようになった。
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⚫しかし、競争優位のための戦略をさらに突き進めていくと、改めて市場の価値に基づかなければ意味がないことが浮き彫りとなり、1980年代の後半には、

Ｍ・ポーターの「価値連鎖（Value Chain)」(書-３)，ボストン・コンサルティング・グループの「時間ベース競争」(書-４）などが主張され、市場価値づくりに貢献

した企業ほど競争優位に立てるとの認識が強まった。このように、競争優位戦略を強調することによって、企業は成長・存続のレールを形づくろうとしてい

た。

[２］リレーションシップ・マーケティング登場の背景

⚫リレーションシップ・マーケティングは、決して1990年代に入ってから突然のように提唱された概念ではなく、従来からも強調されてきた考え方である。ただ、

かつてはセグメント・ワン，パーソナル・マーケティングなどに代表される「個（人）」の顧客に着目したマーケティングの発想視点の1つとして注目されてい

た。

⚫『マーケティング発想法』(書-５）などの著者であるＴ・レビット（人-３）は、マーケティングにおける関係性の重要性に早くから注目した研究者の一人であり、

1983年の論文（邦訳『売り手にとって欠かせぬ買い手との関係強化』）の中において、サービスが拡大しテクノロジーが複雑さを増すにつれ、買い手と売

り手の関係は、ますます長期的なものになり、単に販売契約を結ぶだけでは不十分で、買い手を購入後も引き続き満足させるために、売り手は買い手と

の間に建設的な交流関係を維持しなければならないと述べている。

⚫Ｒ・マッケンナ（人-４）が著し、1991年に出版された『Relationship Marketing』(邦題『ザ・マーケティング』）(書-６）では、特にハイテク業界におけるリレーション

シップ・マーケティングの重要性を強調し、マス・マーケティングの衰退，市場の細分化，製品・サービスの個別対応化，世界規模での競争激化，ビジネス

における新技術の利用など、多くの環境変化が起こっている時代に通用する新しいマーケティングの考え方として指摘している。

⚫1993年に出版された『One to One マーケティング』(書-７）(Ｄ・ペパーズ（人-５)，Ｍ・ロジャース（人-６）著）では、ワン・トゥ・ワン・マーケティングは、マス・マー

ケティングとは異なり、昔からあるリレーションシップ・マーケティングが洗練され、情報テクノロジーの発展により、顧客「一人一人」を把握し、彼らと１対１で

対話を続け、個別の仕様によって「カスタマイズ」(書-８）した製品サービスを提供する新しい競争のパラダイムとして示されている。

⚫日本においては、1980～90年代における「競争差別化」の中で、「量のマーケティング」から「質のマーケティング」へと転換し、企業はこぞって差別化と称

した個性化対応型の新製品や、市場細分化と称してセグメント対応型の製品を続々と投入した。その結果、製品ラインは限りなく拡大したものの、売上は

思った程伸びず、コストが増大するという状況に陥っていた。

⚫しかし、バブル経済崩壊後においても、生活の豊かさが消え去ったわけではなく、生活構造形成の成熟期に入った生活者は、確実に個性化し多様化し

ていた。彼らは、モノの購買よりも「自らの生活の豊かさを演出するためには、どのような生活シーンをつくったら良いか」｢そのためには、どのような製品・

サービスを求めたら良いか」ということに関心が向いていたのである。
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⚫生活者は本来、物質的にも精神的にも豊かな生活をするためにモノやサービスを購入している。さらに、これらを購入するプロセスにあって、自ら何かを

創造・編集し、さらにモノやサービスを消費するプロセスそもののを演出して、人々との交流を深め広げていこうとする。リレーションシップ・マーケティング

は、こうした日本の生活者の生活価値・生活行動の方向性を見極めつつ議論されてきた「マーケティングの新しい考え方」と言える。

⚫日本の生活者も企業も、マス・マーケティングという量の論理や規模の論理だけでは、自らの満足，企業の満足を達成できないことに気づき始め、市場を

限りなく細分化して対応するワン・トゥ・ワン・マーケティング、さらにはその一人の「個客」との双方向的な関係性に注目するリレーションシップ・マーケティ

ングが重要であるという方向性へと進展してきたのである。

[３］リレーションシップ・マーケティングの構図

⚫リレーションシップ・マーケティングは、企業と外部との関係性に注目したものであり、その構造を見ていくには、関係性の範囲あるいは対象と、関係性そ

のものの内容を規定するところから始まる。

⚫関係性の対象とは、生活者，取引先，資本家，社会・大衆のことであり、｢ステークホルダー」と呼ばれている。企業とこれらステークホルダーの関係は様々

で、生活者や取引先に対しては営業部門が対応し、資本家，投資家に対しては、広報部門がＩＲ（インベスターズ・リレーション）活動を行い、社会大衆に

対してはＣＣ（コーポレート・コミュニケーション）活動をすることによって、関係性を形成している。

⚫しかし、リレーションシップ・マーケティングを特徴づけているのは、むしろ関係性の内容の方である。この関係性の内容については、リレーションシップ・

マーケティングと従来のマス・マーケティングの違いを比べることによって、その基本特性が明らかになる。

⚫マス・マーケティングの基本概念は、潜在需要が存在するという前提における「適合（フィット)」(書-９）であることに対して、リレーションシップ・マーケティン

グの基本概念は、供給者と生活者が相互支援しながら創っていく「交互作用（インタラクト)」(書-９）である｡

⚫マス・マーケティングでは、一つの製品をできるだけ多くの顧客に売りつけるプロダクト・マネジャーが必要であるが、リレーションシップ・マーケティングで

は、一人の顧客にできるだけ多くの商品を売る「顧客マネジャー」が必要になる。

⚫マス・マーケターは製品の差別化に努め、絶えず新規顧客の獲得に力を注ぐが、リレーションシップ・マーケターは顧客を差別化しようと努力し、既存の

顧客から絶えず新しいビジネスを獲得しようと努めている。

⚫リレーションシップ・マーケティングにおける重要な考え方の一つに「顧客シェア」(書-７）がある。かつてのマス・マーケティングでは､「市場シェア」が重視さ

れ、同一商品の売上を少しでも上げようという、あくまで製品中心，売上中心の発想をしていた。

⚫しかし、｢顧客シェア」の考え方は、ある時点における一人の顧客に集中して、可能な限り幅広く関連製品・サービスを提供し、顧客との長期にわたる関係

を構築することで、生涯を通じた信頼を獲得しようとする。

⚫顧客が生涯の間にもたらすであろう全利益を「生涯価値（ライフ・タイム・バリュー)」(書-７）というが、顧客シェアを高めるということは、この顧客の生涯価値

を最大化することである。
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⚫ここで注意しなければならないのは、“同じ顧客が繰り返し取引に応じるわけではない”ということである。つまり、顧客との関係は、合理性をベースにして１

回１回選択される「点の関係」から、それをベースに「線の関係」、さらにより継続的な「面の関係」へと結びつけていかなくてはならない。

⚫優秀な営業担当であれば、「面の関係」を構築するために、ほんの些細なことで心変わりする顧客に対して気を使い，心を配り，より深い関係性を模索し、

顧客を単なる購入対象者以上の関係へと進化させることもできよう。しかも、これからは単一営業活動に止まらず、全社的レベルで「顧客進化」の仕組み

づくりが必要になっていると指摘されている。

⚫「顧客進化」という考え方について、井関利明(人-７）は以下のように述べている。企業が「見込み客」から「顧客」への転化を実行していたマス・マーケティ

ングにおいては、視野になかった考え方であり、｢関係性」マーケティングでは、顧客との関係を長期的に維持する努力によって、｢顧客」を「得意客」へ、

さらに「支持者」から「代弁者・擁護者」を経て「パートナー」へと質的な進化を目指している。

⚫また、リレーションシップ・マーケティングを見ていく上で重要となるキーワードの１つとして、和田充夫(人-８）は｢信頼」(書-10）を挙げている。この「信頼」に

よって、自分が相手を信頼すると同時に、相手も自分を信頼するという、二者間のインタラクティブな関係は構築できるのである。

⚫以上のように見ていくと、リレーションシップ・マーケティングは、従来のマス・マーケティングが重視してきた考え方の裏返しになっている。したがって、需

要が潜在的に存在するというより、マーケティング諸活動と生活者との間の交互作用的なコミュニケーション活動によって発生する需要は、もともと潜在的

に存在しているのではない。それは、企業と生活者の間に共創的に発生するものであり、企業と生活者が共に考え，共につくり，共に生きていく関係が必

要になるのである。嶋口充輝(人-９）は「誘導される偶発のプロセス」によって、この「共創価値の実現と関係強化」を論じている。

⚫「量」から「個」に注目したマーケティングは、リレーションシップ・マーケティングの他にも「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」「セグメント・ワン」「マス・カスタマ

イゼーション」など多様なキーワードとして発信されているが、共通基盤にあるのは個別顧客のデータベースである。つまり、一人一人の顧客に関する膨

大なデータを処理する情報技術の発展が、リレーションシップ・マーケティングの概念の具体化をもたらしているのである。この個別データベースを活用し

たマーケティングを総称して「データベース・マーケティング」と言っている。

⚫また、企業が生活者と密接な関係を構築する上で、その橋渡しをする役割の１つが企業と生活者を結ぶ「絆」としての「ブランド」であり、近年、「いかにし

て強いブランドを構築していくのか」という議論が、リレーションシップ・マーケティングの考え方をベースにしつつ活発に行なわれている。
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〈『柔らかいマーケティングの論理』嶋口充輝／ダイヤモンド社〉

⚫ 売り手が自らの信じる“提供価値物”を、買い

手に一方的に推奨・説得していく方法。医

者が患者に提供する治療サービスが、この

パラダイムの取引である。

⚫ 売り手の行為刺激と買い手の購買反応とが

リニアな因果関係にあり、マーケティングに

とって、いかに刺激の量と質を高めながら高

い購買反応を引き出すかが課題になる。

⚫ かつては、攻撃的，高圧的，説得的なプロ

モーション努力が大きなウェイトを占めた。

⚫ 今でも、買い手が売り手に比べて不十分な

情報しかもたない分野（高度な先端技術の

知識を要するものや購買者がその真の価値

をなかなか理解しにくいもの）では有効であ

る。

⚫ 買い手の価値を調査や分析によって探索・

発見し、そこで明らかにされた価値を「マー

ケット・イン」という形で事業コンセプトに置き

換え、 マーケティング・ミックスとして政策を

仕立て、プロダクト・アウトしていく。つまり、

「市場発，市場着」の発想である。

⚫ このパラダイムでは、買い手の価値確認から

出発して買い手の価値実現で終わるという、

買い手中心の適合プロセスが踏まれ、売り

手の取引の継続性が保たれると考えられる。

⚫ しかし、価値がますます不透明になっている

成熟社会において、高度な調査方法を駆使

しても買い手の価値（ニーズ）を把握しにくく

なっており、売り手が買い手のニーズを次々

と解明し、継続的に引き出すことが本当にで

きるのかという疑問が投げかけられている。

⚫ 価値やニーズが読めなくなった買い手と、価

値を提供しようとする売り手とは、一過性の

取引者としてより、長期的な取り組み者同士

として一体化し、強い信頼関係で結ばれな

がら、パートナーとして新しい価値を継続的

に共創していこうとするもの。

⚫ このパラダイムも、日本の伝統的な談合や不

正な仲間内だけの取引のように、時として社

会正義に反する問題を起こす可能性もある。

⚫ しかし、インタラクションを低コストで円滑に

行い得る近年の情報インフラ（ＩＴ）の発達に

よって、公正な信頼関係のもとでの共創価

値づくりは、現代の取引の基本として、最も

妥当性の高いパラダイムになりつつある。

⚫ ここでは、買い手と売り手は平等のパート

ナーと見なされ、２つの主体からのマーケ

ティングのぶつかり合いが、新しい偶発的価

値を生む。

エナクトメント（ｅｎａｃｔｍｅｎｔ） フィットネス（ｆｉｔｎｅｓｓ）

解

説

インタラクション（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）

売り手 買い手

価値刺激

売り手 買い手

価値（１）

価値（２）

価値

売り手 買い手
創造

’60～’70年代 ’80年代 ’90年代～21世紀

２ マーケティング理論の変遷

（１）中核的理論
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’90年代～21世紀’60～’70年代

1954 ｢現代の経営｣［THE PRACTICE OF 

MANAGEMENT : Peter F.Drucker］

1954 ｢人間性の心理学｣［MOTIVATION 

PERSONALITY : A.H.Maslow］

1960 ｢ベーシックマーケティング｣［BASIC 

MARKETING A MANAGERIAL APPROCH : 

E.Jerome McCarthy］

1962 ｢マーケティングの革新｣［INNOVATION IN 

MARKETING new perspectives for profit and 

growth : Theodore Levitt］

1965 ｢企業戦略論｣［CORPORATE STRATEGY : 

H.Igor Ansoff］

1967 ｢マーケティング・マネジメント｣［MARKETING 

MANAGEMENT : Philip kotler］

1969 ｢マーケティング発想法｣［THE MARKETING 

MODE pathways to corporate growth : 

Theodore Levitt］

1969 ｢発展のマーケティング｣［MARKETING FOR 

BUSINESS GROWTH : Theodore Levitt］

1978 ｢戦略的マーケティング｣［MARKETING 

MANAGEMENT : G.David Hughes］

1979 ｢戦略市場計画」[STRATEGIC MARKETING 

PLANNING : Derek Abell/Jhon S.Hammond]

市場操作型戦略論
［資源の獲得－配分］

1990 ｢個人回帰のマーケティング｣［THE GREAT MARKETING TURNAROUND : 

Stan Rapp & Tom Collins］

1990 ｢見えざる顧客｣［SERVICE WITHIN : Karl Albrecht］
1991 ｢マーケティング・マネジメント 第７版｣［MARKETING MANAGEMENT 

analysis,planning,implementation and  control (fourth edition) : Philip 

kotler］
1991 ｢ザ・マーケティング｣［RELATIONSHIP MARKETING : Regins Mckenna］

1991 ｢ブランド・エクイティ戦略｣［MANAGING BRAND EQUITY : David A.Aaker］
1992 ｢失われる顧客｣［AFTERMARKETING : Terry G.Vavra］
1992 ｢バーチャル・コーポレーション｣［THE VIRTUAL CORPORATION : William 

H.Davidow & Michael S.Malone］
1993 ｢マス・カスタマイゼーション革命｣［MASS CUTOMIZATION : B.Joseph 

PineⅡ］
1993 ｢ONE to ONE マーケティング｣［THE ONE TO ONE FUTURE : Don 

Peppers and Martha Rogers］

1994 ｢マルチメディア時代のマーケティング革命｣［BEYOND MAXIMARKETING : 
Stan Rappy & Thomas L.Collins］

1994 ｢コア・コンピタンス経営｣［COMPETING FOR THE FUTURE : Gary Hamel 
& C.K.Prahalad 1994］

1994 ｢ビジョナリーカンパニー｣［BUILT TO LAST : James C.Collins & Jerry 

I.Porras 1994］
1995 ｢アジル・コンペティション｣［AGILE COMPETITORS AND VIRTUAL 

ORGANIZATIONS STRATEGIES FOR ENRICHING THE CUSTOMER : 
Steven L.Goldman,Roger N.Nagel & Kenneth Preiss］

1995 ｢知識創造企業｣［THE KNOWLEDGE CREATING COMPANY : 野中郁次

郎 & 竹内弘高］
1996 ｢マキシマーケティングの革新｣［THE NEW MAXIMARKETING : Stan Rappy 

& Thomas L.Collins］
1996 ｢ブランド優位の戦略｣［BUILDING STRONG BRANDS : David A.Aaker］
1996 ｢インタラクティンブ・マネジメント｣［矢作恒雄/青井倫一/ 嶋口充輝/和田充

夫］
1997 ｢コーペティション経営｣［Co-opetition : Adam M.Brandenburger & Barry 

Nalebuff］
1997 ｢柔らかいマーケティングの論理｣［嶋口充輝］

’80年代

1980 ｢競争の戦略｣［COMPETITIVE STRATEGY : 

Michael E.Porter］

1980 ｢マーケティング原理｣［PRINCIPLES OF 

MARKETING : Philip kotler］

1980 ｢マーケティング・マネジメント 第４版｣

［MARKETING MANAGEMENT 

analysis,planning and control(fourth edition) : 

Philip kotler］

1982 ｢非営利組織のマーケティング戦略｣

［MARKETING FOR NONPROFIT 

ORGANIZATIONS : Philip kotler］

1984 ｢戦略市場経営｣［STRATEGIC MARKET 

MANAGEMENT : David A.Aaker］

1984 ｢戦略的マーケティングの論理｣［嶋口充輝］

1987 ｢新PIMSの戦略原則｣［THE PIMS PRINCIPLES : 

Robert D.Buzzel & Bradly T.Gale］

1989 ｢ソーシャル・マーケティング｣［SOCIAL 

MARKETING : Philip kotler/Eduard L.Roberto］

1982 ｢エクセレント・カンパニー｣［IN SEARCH OF 

EXCELLENCE : T.J.Peters and 

R.H.Waterman］

1988 ｢逆さまのピラミッド｣［AT AMERICA'S SERVICE : 

Karl Albrecht］

市場適合型戦略論
［資源の社会適応］

個対応型戦略論
［資源の創造・伝承］

（２）主要文献
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（３）マーケティング・リサーチの変遷

’90年代～21世紀’60～’70年代 ’80年代

⚫ 企業の経営環境や内部事情が、流動的，ダ

イナミックに変化し、企業経営者が意思決定

に必要な情報をいつでも即座に利用できる

情報システムが求められる中、大型コン

ピュータの開発に伴い、マーケティング情報

システムが脚光を浴びるようになった。

⚫ リサーチは、マーケティング情報システムの

サブシステムとして、マーケティング管理者

の意思決定を手助けするものとして、必要に

応じて実施されていた。

⚫ 物質的なモノより心の豊かさを重視する人が

増加するに伴い、人々の価値判断の基準も

客観的評価から感性的評価へと移行して

いった。

⚫ このようなモノの豊かさがある程度満たされ

た状況での商品選択は、その商品から人々

が心の中に描く心象風景が魅力的であるか

どうかが重要になってきた。

⚫ そこで、人々が密に心の中に持っている心

象風景を具体的なシーンとして描き、その

シーン・ニーズを探る手法が注目された。

⚫ 将来市場の確実な予測が困難な時代にお
いては、あるシナリオや仮説の下に明確な
意図でマーケティング政策をぶつけるが、実
際には予測もつかなかった偶発的な反応が
生まれる。

⚫ 企業はこの偶発的反応を無視せずに取り込
み、より適合性の高い成果とすることが重要
となる。

⚫ そのためには、顧客を新しい価値創造や問
題解決のパートナーとして捉え、顧客との相
互交流作業によって双方の発展をはかるこ
とが必要になってきた。

基
本
的
考
え
方

具
体
的
方
法
論

⚫ マーケティング・リサーチの調査手法として、

｢観察法」｢実査法」｢実験法」｢集団面接法」

といった４方法が中心。

⚫ 調査に用いる手段としては、｢質問紙」｢機械

装置」の２種類があり、標本抽出に関して

「調査対象」｢標本規模」｢標本抽出法」の決

定に重点が置かれた。

⚫ 被調査者との接触方法については、｢郵送

質問回収法」｢電話調査法」｢面接調査法」が

中心になっていた。

⚫ シーン・ニーズを探り、シーン・コンセプトを
抽出する方法として『シーン・オリエンテッド・
アプローチ』という手法がある。

⚫ まずターゲットの心象風景を抽出し、それを
シーン化するために様々なオケージョンをか
け合わせて、具体的なシーンを探索する。そ
の際は、アンケート形式ではなく、直接的な
会話を交わすグループ・インタビューが注目
された。

⚫ さらに、そこで出てきた具体的シーンと市場
トレンドをかけ合わせることで、有望市場を
探し出し、その市場に対する商品，店舗，プ
ロモーションなどのコンセプトを提示するもの
である。

⚫ 市場に導入後、当初の意図と違った形で最

終的に市場に受容された例として、オフロー

ド・カーとして開発された三菱パジェロがシ

ティ・カーとして家族用に受け入れられた例，

多忙なビジネスマンに向けて開発されたポ

ケベルが若者のコミュニケーション・ツールと

してよく売れた例などがある。

⚫ このような意図せざるニーズをいちはやく引

き込み、次のステップに取り込むためには、

消費者とのインタラクティブな接点をできる

限り設定することが必要となる。

送り手（企業）が相手（生活者）を

「想定」するための
素材収集することがリサーチ

定性型マーケティング・リサーチ

送り手（企業）が相手（生活者）と

「共に考える」ための
接点を持つことがリサーチ

対話型マーケティング・リサーチ

送り手（企業）が相手（市場）を

「知る」ために
調べることがリサーチ

定量型マーケティング・リサーチ
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パラダイム

取引形態

論 文

調査手法

文 脈

行動思想

行動形態

対顧客観

ニーズ発見
の前提

マーケティング
方向＆手段

’６０～’７０年代 ’８０年代 ’９０年代～２１世紀

⚫ 市場操作型戦略論
（資源の獲得－配分）

⚫ 市場適合型戦略論
（資源の社会適応）

⚫ 個対応型戦略論
（資源の創造・伝承）

⚫ 定量型マーケティング・リサーチ ⚫ 定性型マーケティング・リサーチ ⚫ 対話型マーケティング・リサーチ

⚫ マス・マーケティング ⚫ 戦略的マーケティング ⚫ 関係性マーケティング

⚫ 自己中心 ⚫ 他社（者）中心 ⚫ 自他中心

⚫ 統制 ⚫ 順応 ⚫ 一体

⚫ 反応者 ⚫ 価値保有者 ⚫ パートナー（友人）

⚫ エナクトメント ⚫ フィットネス ⚫ インタラクション

⚫ 刺激－反応 ⚫ 交換型 ⚫ 関係性

⚫ 価値発見不要 ⚫ 価値発見可能 ⚫ 価値発見困難

⚫ 購買動機調査
→ 価値説得（プロモーション管理）

⚫ 価値探索・発見
→ 価値創造（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾐｯｸｽ管理）

⚫ 関係探索・構築
→ 価値共創（関係性管理）

（４）マーケティングの変遷に見るいくつかのキーワード
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３ マーケティングを学ぶ

（１）主要書籍

（書-１） 『ベーシック・マーケティング』（1960年出版） Ｅ・Ｊ・マッカーシー 著／粟屋義純 監訳 東京教学社 2,800円

⚫アメリカでは大学レベルの「マーケティングの教科書」として、最も受け入れられている。

「４Ｐ論」を最初に提唱した書でもある。

（書-２） 『ゼロ・サム社会』（1980年出版） レスター・Ｃ・サロー 著／岸本重陳訳 ＴＢＳブリタニカ 1,500円

⚫経済停滞下で所得は誰かが得すれば誰かが損をする。こうした「ゼロ・サム・ゲーム」の社会の問題点を述べ、成熟化社会に警鐘を鳴らしている。

（書-３） 『競争優位の戦略』（1985年出版） Ｍ・Ｅ・ポーター著／土岐 坤，中辻 萬治，服部 照夫 訳 ダイヤモンド社 5,631円

⚫「価値連鎖」を源泉とする様々な「競争優位」を論じ、多角化企業の経営フィロソフィーを示した戦略書である。

（書-４） 『タイムベース競争』（1990年出版） 堀 紘一 監修／ボストン・コンサルティング・グループ 著 プレジデント社 1,456円

⚫「時間軸による競争優位性」を述べ、その構築が製造業，サービス業を問わず1990年代の世界的な経営戦略となり、全社的な「迅速化プロセス」だ

けが環境変化に対応できる唯一の方法だと言っている。

（書-５） 『マーケティング発想法』（1969年出版） Ｔ・レビット 著／土岐 坤 訳 ダイヤモンド社 1,500円

⚫（トップ・マネジメントを含め）マーケティング担当者が抱える問題に対する考え方を、新しい発想の視点で論じている。例えば、「顧客中心」に考える

ための「マーケティング・マトリックス」や、「小さく考える」という「マーケット・セグメンテーション」を紹介している。

関連書籍
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（書-６） 『ザ・マーケティング』（1991年出版） Ｒ・マッケンナ 著／三菱商事(株)情報産業グループ 訳 ダイヤモンド社 2,718円

⚫マス・マーケティングが衰退した「個客の時代」の成功戦略として、「リレーションシップ・マーケティング」という新しいパラダイムを紹介し、1990年代を

通して成功を収めるマーケティング・プロセスになると示唆している。

（書-７） 『One to One マーケティング』（1993年出版） Ｄ・ペパーズ，Ｍ・ロジャース 著／井関利明監訳／(株)ベルシステム24 訳

ダイヤモンド社 2,136円

⚫マス・マーケティングとの比較から「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」を論じ、顧客「一人一人」を把握することが、新しい競争パラダイムとなると言って

いる。

（書-８） 『マス・カスタマイゼーション革命』（1993年出版） ジョー・パイン 著／江夏 健一，坂野 友昭 監訳／ＩＢＩ国際ビジネス研究センター訳

ＪＭＡＭ 2,233円

⚫大量生産の限界を示すとともに、顧客毎にカスタム化した製品やサービスを、低コストかつ高品質で届ける「マス・カスタマイゼーション」を述べてい

る。

(書-９） 『インタラクティブ・マネジメント』（1996年出版） 矢作 恒雄，青井 倫一，嶋口 充輝，和田 充夫 著 ダイヤモンド社 2,233円

⚫日本的経営を見直し、「インタラクション（交互作用）」をキーワードとする企業と顧客の「信頼関係」のあり方を論じている。

(書-10） 『関係性マーケティングの構図』（1998年出版） 和田 充夫 著 有斐閣 1,900円

⚫「関係性」マーケティングという新しいパラダイムを、従来のマネジリアル・マーケティングの限界から示している。
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（２）主要研究者

（人-１） Ｅ・Ｊ・マッカーシー［E･Jerome McCarthy］

⚫ Ｅ・Ｊ・マッカーシー教授の著書である『Basic Marketing』(邦題『ベーシック・マーケティング』）は、大学レベルのマーケティング入門書として、アメリカで最

も広く採用された代表的な著書である。これは、1960年の初版以来、版を重ねて、1975年には第５版の出版をみている。その中でマッカーシーは、それ

までバラバラに論じられていた「製品（Product)」｢価格（Ｐrice)」｢プロモーション（Promotion)」｢チャネル（Place)」にかかわるマーケティング諸政策を統合

して、１つの統一的な管理体系として捉えるべきとする｢４Ｐ論｣の体系を構築した。

（人-２） Ｍ・ポーター［Michael E･Porter］

⚫ 1969年、プリンストン大学工学部航空機械科を卒業し、ハーバード大学大学院へ入学。1971年、経営学修士となる。その後、1973年にハーバード大学

で経済学博士（Ph.D.）を受け、以来ハーバード大学で経済学を講義しながら、1982年に30歳の若さで正教授となった。多くのアメリカその他の国の一

流企業の戦略アドバイザーを経験している他、アメリカ連邦運輸省，連邦通商委員会，法務省反トラスト局などのアドバイザー，多数のコンサルティング

会社のコンサルタントを引き受けている。

（人-３） Ｔ・レビット［Theodore Levitt］

⚫ Ｔ・レビット教授のマーケティングに関する著書は、1962年に『Innovation in Marketing』(邦題『マーケティングの革新』)，1969年に『The Marketing 

Mode』(邦題『マーケティング発想法』)，1974年に『Marketing For Business Growth』(邦題『発展のマーケティング』）があり、｢マーケティング近視眼」など

の論文によって、アメリカだけでなく、各国のビジネスマンの思考を揺さぶり、影響を与えている。

（人-４） Ｒ・マッケンナ［Regis McKenna］

⚫ ハイテク商品のマーケティング分野に特化したコンサルティング会社レジス・マッケンナ社の創設者で、現在は同社会長。1970年の同社創設以来、画

期的な新技術商品（インテル社のマイコン・チップ，アップル社のパソコンなど）や新流通形態（初のパソコン・ショップであるByte Shopなど）のマーケティ

ングに関与してきた。著書に『勝利の本質』『ＩＢＭガリバーに挑んだ新興メーカーたち』など。

（人-５） Ｄ・ペパーズ［Don Peppers］

⚫ 広告代理店勤務を経て、コンサルティング会社「マーケティング・ワン・トゥ・ワン」を設立。企業のワン・トゥ・ワン戦略への移行を手助けするかたわら、執

筆活動を行う。著書に『One to One マーケティング』『人生は「売込み」だ！』などがある。最近の活動は、http://www.marketing1to1.com/で参照可能。

オピニオン・
リーダー
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（人-６） Ｍ・ロジャース［Martha Rogers］

⚫ オハイオ州ボウリング・グリーン州立大学準教授で、専攻はテレコミュニケーション論。「マーケティング・ワン・トゥ・ワン」設立パートナーで、『One to One 

マーケティング』の共著者。

（人-７） 井関 利明［いぜき としあき］

⚫ 1935年生まれ。1959年慶應義塾大学経済学部卒業。1964年同大学大学院社会学研究科博士課程修了。1964～1966年イリノイ大学留学，1974～

1975年イリノイ大学客員助教授。1966年以来、慶応義塾大学産業研究所助手，文学部助教授，教授を経て、1990年慶応義塾大学総合政策学部教授。

2000年より、千葉商科大学政策情報学部教授。専攻は行動科学，科学哲学，マーケティング論，政策論。著書に『消費者行動の理論』(共編)，『ライフ

スタイル発想法』(共編）他多数。訳書にフィリップ・コトラー『ソーシャル・マーケティング』及び『地域のマーケティング』，ドン・ペパーズ『One to One マー

ケティング』ほか多数。

⚫ 「生涯価値」や「顧客進化」などからワン・トゥ・ワン・マーケティングの概念を啓蒙している。

（人-８） 和田 充夫［わだ みつお］

⚫ 1944生まれ。1967年慶應義塾大学経済学部卒業後、1997年米国ペンシルバニア大学経営学部大学院博士号取得。慶應義塾大学大学院経営管理

研究科教授。2007年より関西学院大学商学部教授。主な著書に『ブランド・ロイヤルティ・マネジメント』(同文館），『小売業のエリア・マネジメント』(同文

館），『小売企業の経営革新』(誠文堂新光社），『ＭＢＡ－アメリカのビジネス・エリート』(講談社），『関係性マーケティングの構図』(有斐閣），共著に

『マーケティング戦略』(共著，共斐閣），『新価格創造の広告コミュニケーション』(共著，ダイヤモンド社），『インタラクティブ・マネジメント』(共著，ダイヤモ

ンド社）など多数。

⚫ マネジリアル・マーケティングの限界から「関係性」マーケティングを論じている。また、商品開発や流通にも詳しく、ブロードウェイ・ミュージカルの成功

例を「関係性」マーケティング構築の１つのヒントにしている。

（人-９） 嶋口 充輝［しまぐち みつあき］

⚫ 1943年生まれ。1967年慶応義塾大学経済学部卒業。慶応義塾大学，ミシガン州立大学の両大学院博士課程修了。経営学博士（Ph.D.）。1978年慶応

義塾大学経営管理研究科助教授を経て、1987年に教授となり、2007年より法政大学大学院教授。主な著書に『戦略的マーケティングの論理』(誠文堂

新光社），『統合マーケティング』(日本経済新聞社)，『柔らかいマーケティングの論理』(ダイヤモンド社）ほか多数。

⚫ 顧客満足を理念とした現代マーケティングを研究し、「関係性」マーケティングを企業戦略の視点から捉えている。
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