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新たなマーケティングの時代の到来とケミカルシューズ業界の対応―価値共創のコト・マーケティングの勧め―

1．問題の所在：ケミカルシューズ業界に

復活のための夜明け前は来たのか？

（1）夜明け前の日本製造業

　長らく蔓延していた日本の製造業に対する

悲観論が、最近になり薄れつつある。財政出

動、金融緩和、成長戦略という「3 本の矢」

を放つことで、忌々しいデフレから脱却し、

早期に名目経済成長率 3% を目指すというア

ベノミクスが、順調に滑り出したことが、そ

の背景にある。

　実際に日本国内では長びいたデフレの影響

による消費マインドの萎縮、海外では韓国な

どの新興国企業の攻勢等が原因で、苦戦を強

いられてきた日本の製造業の復調ぶりが目

立っている。端的に日本の看板企業が出揃っ

ている電機メーカーの状況をみてみれば、そ

の様相は明らかである。一昔前までは世界を

席巻していたものの、円高の持続と新製品開

発力の乏しさのゆえに、つい先まで総崩れ状

態であった電機メーカーが、最近になり息を

吹き返していると、様々なメディアで大きく

報じられているからである。

　直前の日本電機メーカーの惨状を表すも

のとして、よく世間の話題になったものが、

2012 年の 1 年間だけで明らかになった日韓

の電機メーカーの営業利益の差を表すデータ

である。同年に韓国のサムスン電子 1 社だ

けの営業利益が 29 兆 500 億ウォン（約 2 兆

4500 億円）にも上るが、その金額は日本の

電機大手 8 社（日立製作所、パナソニック、

ソニー、東芝、富士通、三菱電機、NEC、シャー

プ）の営業利益合計額（1 兆 2231 億円）を

倍も上回るほどであった。

　しかし、それから 2～ 3年しか過ぎていな

い今、形勢は逆転した。スマートフォン頼り

の体質ゆえに米アップルと中国の新興メー

カーの攻勢に板挟みになったばかりか、ウォ

ン高で価格競争力が急速に落ちてきたため

に、サムソン電子の行方に陰りが見え始めて

いる半面、日の丸電機メーカーの多くは、営

業利益を大きく伸ばしている。

　韓日電機メーカー間の反転劇は、電機部門

に留まらず自動車や鉄鋼などの部門にも再演

されている。失われた 20 年間、流布してい

た日本製造業悲観論が今になっては姿を消し

つつある一方で、昨今のウォン高と中国の追

撃が原因で韓国製造業悲観論が拡散している

のである。

　韓日間の逆転に自信を深めたためか、日本

製造業の復活を唱える実務界や学界からの論

者らも増えている。その中には、そもそも日

本メーカーの技術力とものづくり力は、行き

過ぎた円高傾向によって弱まったように見え

るものの、本質的に一度も衰えることはな

かったと強弁する論者もいる。端的に電機

メーカーが典型例であるが、失われた 20 年

間の各メーカーの利益低下および赤字転落
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は、まず、その間の為替レートにほぼ連動し

ているに過ぎず、次に、円高は輸出競争力低

下の現れであって、それ自体は製造業の本質

的な力の衰えを示すものではないという主張

である( 1 ) 。

　日本の製造現場を知り尽くしている東京大

学教授の藤本隆宏は代表的な復活論者であ

る。彼はアベノミクスの登場以前に流布して

いた日本製造業の凋落に関するマスコミでの

報道とその競争力低下の議論を「論理のあや

しい悲観論」と批判し、1990 年代以降の失

われた 20 年間の時期は、バブル崩壊、超円

高の進展、中国ショック、デジタル情報革

命、新興国競合企業の登場、リーマンショッ

ク等々が続いた「苦難の 20 年」であり、そ

れを凌いで国内の製造業現場は、厳しいハン

デを乗り切った強者であると強調する。そし

て行き過ぎた円高が終焉を迎え、中国など新

興国の人件費が高騰する状況を踏まえ、日本

のメーカーが失われた 20 年の暗闇から抜け

出て、「夜明け前」の段階に至っていると説

破している( 2 ) 。

（2）苦難の時期が続くケミカルシューズ業界

と新たなマーケティング戦略

　前触れが長くなったが、このような日本製

造業の復活論は、本稿の分析対象であるケミ

カルシューズ業界にとっても、果たして当て

はまるだろうか。残念ながら、筆者の答えは

「否」である。ケミカルシューズ業界は、夜

明け前の前の段階にも至っていない、言い換

えれば依然として苦難の時期を過ごしている

と考えるからである。その理由について少々

述べよう。

　まず、そもそも日本製造業の復活論者が唱

える外部要因の改善によって苦難の 20 年が

終わりに近づいたというロジックそのものに

少々大げさな点がある。確かに円高の是正と

中国などの人件費の高騰等は、日本製造業に

明るい材料であるが、今後もずっと続く保証

はない。何より目下の円安は日本経済の実態

を反映したというより、アベノミクスに乗じ

てヘッジファンドが演出した側面が強い。さ

らに中国の人件費高騰によって、今後安い輸

入品が減るとの予想は、中国から東南アジア

諸国への生産基地シフトが行われている現状

から判断すれば、楽観的すぎる。要するに今

の外部環境の好転によって吹いてきた日本製

造業への神風は、いつ向きを変えるかもしれ

ない。ことにケミカルシューズ業界にとって

は、その円安の恩恵どころか、輸入部材の高

騰という逆効果も誘発している(3) 。

　次に、上記の製造業復活論は、その典型事

例として、円高下でも比較優位を維持してい

た自動車、化学製品、工作機器業界などのよ

うに、技術力とものづくり力においてそう簡

単にアジア諸国に追い越されない、圧倒的

で排他的な競争力、すなわち「深層の競争

力( 4 ) 」を持った業界を取り挙げて語られた節

がある。すなわちパソコン、テレビのような

モジュール型（組み立て）産業を含めて、繊

維などの軽工業分野の、いわばローテク産業

は、すぐに発展途上国にキャッチアップされ

るゆえに暗黙裏に分析の対象と見なしてはい

ない。

　当然ながら、規模面で中小であり、かつロー

テク的側面を保つケミカルシューズ業界は、

製造業復活論の蚊帳の外に置かれていると言

わざるを得ない。確かに外部要因の変化とア

ベノミクスの進行により、以前のような過度

な価格競争による市場の縮小均衡は下げ止ま

る一方で、デフレの持続によって冷え切って

いた消費マインドも改善している。とはいえ、

深層の競争力とも言えそうな技術力やものづ

くり力を備えているとは言い難い(5) 。

　ケミカルシューズ業界の行方について、

少々否定的な見解を述べたが、ただし、同業

界の苦難の時代が今後も続くので警戒すべき

だというメッセージを伝えることが本稿の目

的ではない。本稿の目的は、厳しい状況が続
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く中で、ケミカルシューズ業界が今後生き残

りをかけて追い求めるべき新たなマーケティ

ング戦略、端的に「価値共創のコト・マーケ

ティング戦略」の具体像に迫る一方で、この

新戦略を実践に移すことを勧めるところにあ

る。

　本稿の順序として、まず、ケミカルシュー

ズ業界が今後新たなマーケティング戦略を展

開するための大前提として、日本の消費者の

特徴とデフレ不況期の消費市場のパターン変

化について述べる。次に、従来問屋との関係

を重視したゆえに、さほど接することがな

かったものの、今後は重要な販売ルートであ

る一方で、価値共創のパートナーとして認識

すべき小売業態の動態について触れる。それ

から、本稿のメーン・テーマである価値共創

マーケティング戦略について分析し、さらに

マーケティングの母国の米国とは異なる日本

メーカーのマーケティング戦略として注目を

集めている「コト・マーケティング」にフォー

カスを当てる。最後に価値共創のコト・マー

ケティング戦略の観点からケミカルシューズ

業界向けの提言をまとめたい。

2．日本の消費者の特徴と消費行動の変化

（1）日本人の消費行動の特徴

 言うまでもないが、マーケティングは消費

者の理解から始まる。当然ながらケミカル

シューズ業界を含め日本のメーカーのマーケ

ティング戦略は、自社の製品を主に購入して

もらう日本人の消費行動の分析からスタート

しなければならない。

　さて、日本の消費者は世界的に見ても特異

である。それゆえに日本市場に進出した外資

系企業は、メーカーであれ小売企業であれ、

日本消費者への適応に成功できず、撤退の憂

き目に遭ったり、苦戦を余儀なくされたりす

る。世界中の消費者に支持された彼らのビジ

ネスモデルが日本市場で通用できなかった理

由は、西欧の消費者とはあまりにも異なる消

費者行動をとる日本人の存在のだめであると

言ってもよい。

＜表 1＞欧米と日本の消費者行動の違い

資料：三浦（2013）、23 頁を転載。

注：LV(Louis Vuitton)、CSR(corporate social 

responsibility)、LOHAS(lifestyle of health 

and sustainability)。

 詳しい分析は割愛するが、文化社会論的な

視点から西欧と日本の消費者の違いを際立た

せた＜表 1＞をみれば、その確然たる違いは

はっきりしている。ただし、マーケティング

戦略の観点からあまりにも抽象的過ぎるの

で、以下、筆者なりに日本人の消費行動の特

徴をいくつか取り上げることにしたい( 6 ) 。

 第 1、日本の消費者はとにもかくにも高品

質・高サービスの両方を求める。一般に消費

者は、所得によって、求めるべき品質・サー

ビスのレベルが決まると言われる。当然なが

ら高所得者は価格の高さを気にせず高品質・

高サービスのモノを選好し、低所得者は高品

質・高サービスを避け価格の安さを優先する。

しかし、日本の消費者は、たとえ所得が低く

ても、品質・サービスの期待水準を決して落

とさない。百円ショップでも、回転寿司でも、

そうである。

 第 2、日本の消費者は、伝統と歴史に後押

しされる稀少な銘柄に憧れる。欧州のイン

ポートブランドへの強い拘りもその習性によ

生活項目 欧米 日本

ブランド購買 LV はそれなり
の人が購買

誰でも LV を買う

食事 洋食中心（特
に家庭内）

和洋中（外食も家庭内
も )

季節イベント キリスト教儀
式など

初詣、クリスマス、仏
教葬式など

東西の価値 西欧価値第一
主義

和魂洋才・和魂漢才

価値観 敬 親、 友 愛、
家族愛

「人に迷惑をかけなけれ
ばどんな行動でも自由」
という若者

CSR 社会意識 流行として LOHAS

神 一神教 多神教 (八百万の神）
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る。一昔前にフランスのルイヴィトン・バッ

グの売上高の 3分の 1が、日本人女性による

ものだったとされる。もちろん、バブル期の

行き過ぎたブランド・フィーバーはもう二度

も訪れないかもしれないが、老舗と暖簾を重

視し、本物を追い求める風土は、未だ健在で

ある。中古本販売に革命をもたらした「ブッ

クオフ」を創立した坂本孝が手掛ける最近の

「俺のフレンチ」、「俺のイタリアン」ブーム

は、失われた 20 年を経ながら財布の中が益々

寒くなってきても、相変わらず本物のブラン

ドに拘る日本人にフィットしたといえる。

　第 3、狭い国土で住むものの、消費者のニー

ズという点で日本人ほど強い地域性を持つ

人種は他の国にはいない。「秘密のケンミン

SHOW」というテレビ番組が高い視聴率を取り

続け、地域限定のビールがあふれ出し、コン

ビニの定番のおでんのつゆも地域によって異

なる( 7 ) 。マーケティング戦略の優秀事例とし

て良く取り上げられるポッキーの地域版は数

え切れないほど多い。

 第 4、日本人は基本的に宗教を信じないが、

鮮度信仰だけは例外と言われる。アサヒ・スー

パードライは、製造から 3日以内に工場から

出荷することを公約し、カルビーは、かつて

社員の人事考課に自社製品の鮮度管理の貢献

度をリンクさせたといわれる。行き過ぎた鮮

度競争が廃棄ロスと物流費用の増大に繋が

り、社会的批判にさらされたコンビニ最大手

のセブンイレブンが、お弁当の消費期限を長

くすることができないか模索しているそうだ

が、このことが、皮肉にも日本人の鮮度信仰

の根深さを物語っている。

 第 5、日本人は季節変化に対して非常に敏

感である。おそらくビール会社や化粧品会社

が四季折々に異なる銘柄を出す国は、日本だ

けであろう。マーケティング・テキストでは

市場細分化が重要だというが、季節毎に日本

の大手メーカーが新製品を市場に絶えず出し

続けるマーケティング手法は、特記に値する。

　最後に、日本人は、一度は満足し受け入れ

た製品やサービスにさえも、すぐに飽きてし

まう習性がある。この飽き性こそがもっとも

企業側にとっては厄介ところであり、かつ日

本人の消費特徴を最も的確に捉える概念であ

る(8)｡ たとえば「会いに行けるアイドル」をコ

ンセプトにした AKB48 がこれほど流行り、そ

の進化バージョンが増殖していくのは、日本

人音楽ファンの飽きっぽい習性がしっかりと

分析されたからであろう。日本の自動車メー

カーのモデル・チェンジは、世界で最も早い

と言われるのも、それと関連する(9) 。上記し

た「俺のイタリアン」を展開する坂本孝は、

2011 年 9 月に東京・新橋に 1 号店を開いて

以来、回転率を上げるために全席立席のビジ

ネスモデルを固執したが、今後出す新店につ

いては、全席着席スタイルにすると公言して

いる。その理由として彼は、「3 年以上経っ

た店は、かならず飽きがくる」と語ってい

る(10)。

　おそらく日本の消費者の飽き性は、他の

諸々の特徴を包括する概念である。後の議論

で明らかになるが、飽きっぽい日本の消費者

に対して、メーカーや小売企業がどう対応す

るか。これこそが、本稿での新マーケティン

グ戦略の要である。

（2）日本人の消費パターンの変化

　一般に消費者の分類は、高くても欲しいも

のを買う「高級志向」と、商品に対するこだ

わりがなく低価格を重視する「価格志向」の

二極化で行われる。西欧の人々の消費は、概

ねその二極化で説明が付く。しかし、上述の

ように西欧とは異なる日本の消費者は、デフ

レ不況の時代に、二極化どころか、かえって

多極化の傾向を呈してきた。野村総合研究所

（NRI）が、1997 年から、3年ごとに実施して

きた、日本の消費者 1万人を対象にした大規

模な調査、すなわち「NRI 生活者 1 万人アン

ケート調査」は、その多極化の傾向を良くま
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とめたものである。端的に、同研究所は、一

般的な消費パターンとして分類される高級志

向か価格志向かの以外に、近年になって強

まってきた消費価値観に、「自分のライフス

タイルにこだわって商品を選ぶ」という意識

があると分析したのである。要するに「価格

感度」と、商品に対する「こだわり」が、こ

こ 10 数年の間に日本人の消費価値観の変化

としてあげられる。

　少々、野村総合研究所のアンケート調査の

中身について紹介しよう。その中で注目すべ

きは、「価格感度」と「こだわり」の 2 つの

消費価値観は、必ずしも正の相関が高い、す

なわち高価格を好む人がこだわりも強いとい

う類いのことにはならないという発見であ

る。つまり、「こだわり」の消費価値観を持

ちながら、「安いもの」を求める意識が強い

人もいる一方で、「こだわり」がないし「高

くてもよい」と思っている人もいる。

　このことを踏まえ日本人の消費スタイル

は、「プレミアム消費」、「徹底探索消費」、「利

便性消費」、「安さ納得消費」の 4つに分類さ

れる。「プレミアム消費」とは、自分のお気

に入りにこだわり、プレミアム（付加価値）

に対してはしっかりと対価を払うという消費

スタイルである。その一方で、「徹底探索消費」

は商品に対するこだわりがあり、価格も重視

する、すなわち多くの情報を集めてお気に入

りのものを安い価格で購入しようとするスタ

イルである。

　「利便性消費」は、「徹底探索消費」とは対

照的で、商品に対するこだわりも、価格の安

さに対するこだわりもない、すなわち商品や

価格を重視しない代わりに、利便性を重視す

るゆえに便利に買えれば、商品にも価格にも

こだわりを持たない消費スタイルである。「安

さ納得消費」は、商品に対するこだわりはな

く、価格が安いことだけで評価する消費スタ

イルを意味する。

　＜図 1 ＞は、4 つの消費パターンを、2000

年から 2012 年までの 5 回分まとめたもので

ある。この図で、まず目立つのが、日本人の

3人に1人に当てはまるほど最も多いのが「利

便性消費」だということである。年齢別に見

れば、40 ～ 50 歳代の層に多く、最近は日本

人全体の中でも人数の多い団塊の世代が主に

この層に属するのも特徴である。後に述べる

利便性を売り物とするコンビニが持続的に消

費者の愛顧を受けた理由がここにある。次に

注目すべきは、2000 年に 4 割もあった低価

格納得消費が 2012 年には 27％まで下がる一

方で、プレミアム消費が 13％から 23％にま

で跳ね上がったという結果である。要するに

日本の消費者の多くは、デフレ不況期にもか

かわらず、価格にはさほど反応せず、価格以

外に非常にこだわりをもつ利便性とプレミア

ム消費に夢中になっていることが分かる。西

欧の消費者とはあまりにも異なる、独特な消

費者行動をとっている日本人像が浮き彫りに

なったといえそうだ。

＜図 1＞日本消費者の消費パターンの変化の推移
（単位：％、2000 年～ 2012 年） 

資料：野村総合研究所（ＮＲＩ）「生活者１万人アン

ケート調査結果」及び『日経 MJ』（2014 年 4 月 28 日付）

より作成。

　さて、こだわりを持つ日本の消費者の素顔

をより具体的に把握すべく、野村総合研究所

はさらに分析を進めている。同研究所のス

タッフらがまとめた報告書(11) を読むと、失わ

れた 20 年の間において日本人の消費の実像

がうかがえる。それによると日本の消費者は
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消費を控えたと言われがちだが、実際には消

費のためのお金は使っていたとされる。

　具体的には、1 万人調査の母集団の平均世

帯年収が、1997 年の 713 万円から 2012 年に

は 583 万円と、2 割近く落ちこんでいる一

方で、内閣府調査における 1 人当たり消費

支出額は 2001 年が 221 万円、2010 年は 216

万 3000 円で、わずか 2％しか減っていない

ことが判明された。消費支出がピークだっ

た 2007 年の 224 万 8000 円と比べても、2010

年は 3.8％しか減少していなかったことにな

る。

　興味深いのは、「モノ」はあまり買わないが、

人づき合いとか体験、思い出などへの消費、

いわば「コト」への消費は、若い人中心に増

えているという事実である。確かにデフレ不

況期間中、収入の落ち込みにしたがい、車や

大型家電、さらに新築住宅などは以前より売

れていない。同報告書の出版後にネット上で

の反応として、「モノを買わない理由」とし

て「モノを消費することへの罪悪感・抵抗感

がある」という議論があったそうだ。モノを

買うこと、不要なモノを所有することへの罪

悪感・抵抗感が増しているとのことである。

もちろん、今後の収入が増える見込みが薄い

ゆえに感じる不安心理からモノを買わないと

いう意見もあるが、今の消費者、とりわけ若

い人は、何を持っているかよりもどういう経

験をしてきたか、どのような場面で楽しみや

生きがいを感じるか、どのような人との付き

合いを深めるか等を重視する傾向が強く、そ

ういうところにお金を使いたいという人が多

いという訳である。「モノの消費」ではなく、

「コトの消費」については、当然ながら罪悪感・

抵抗感は抱きにくい(12) 。

　これまで日本の消費者がもつ特徴とその消

費パターンの変化について述べた。興味深い

結果が明らかになった。一般論からいうと、

日本の消費者は、高品質・高サービスに惹か

れ、ブランド意識が強く、地域性・季節感・

鮮度にこだわる上に、すぐに従来のモノの消

費へ飽きてしまう飽き性の特徴を持つ。しか

し、長くて暗かったデフレ不況期を経験しな

がら、日本の消費者は、価格と品質のバラン

スをとった賢い消費者に変貌しただろうとい

う予想とは異なり、モノの消費そのものを好

まない代わりに、コトの消費を重視するとい

う傾向が浮き彫りになったのである。

　それでは、このようにコトの消費を好むよ

うになった日本の消費者に対して、失われた

20 年間、小売企業はどのようなビジネスモ

デルをもって、顧客対応を行ってきたのだろ

うか。

3．失われた 20 年間の小売流通：誰が消

費者に支持されたのか

（1）主力小売業態の不振

　日本銀行が発表する「資金循環統計」によ

ると、失われた 20 年間、日本人が持ってい

る平均金融資産は約 1400 ～ 1500 兆円に達し

ていた。注目すべきは、すぐさまに個人消費

に回せる現金と預金を約 50％以上保有して

いたことである。このことの含意は明らかで

ある。失われた 20 年は、天文学的な消費余

力を持ちながらも、消費を躊躇したために生

じた典型的な消費不況の時代に他ならなかっ

たということである。

　流通論という研究分野では、小売企業は、

消費者の購買代理人であり、かつメーカーの

販売代理人であるゆえに、常に消費者のニー

ズを映す鏡の役割と同時に、消費者のニーズ

をくすぶる触媒の役割も求められる。高度成

長期に日本の消費者の旺盛なニーズを充足さ

せた最大の流通経路は、各種消費財メーカー

の寡占メーカーが全国の中小小売商を組織化

した流通系列化と百貨店、そして総合スー

パーだったということはよく知られている。

しかし、1990 年代以降、この流通経路に消

費者がそっぽを向くことになる。
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　流通系列化は基本的に寡占メーカーが自社

製品の価格を固着させ、ブランドイメージを

守るために返品、リベート、店員派遣などの

前近代的な商慣行によって維持された流通経

路としてバブル経済が崩壊しながらその存立

が困難になったものである(13) 。問題は富裕層

をターゲットにした百貨店と主婦の味方とし

て絶対的な支持を得ていた総合スーパーもこ

の時期から、消費者から離れていく憂き目に

遭ったということである。高度成長期とバブ

ル期には支持されていた二大小売業態のビジ

ネスモデルが長期不況期に入り、内外環境変

化に適応せず、制度疲労を起こしたといえる。

　実際に日本百貨店協会とチェーンストア協

会が発表した統計によると、百貨店業態はバ

ブルが崩壊した 1991 年以降、総合スーパー

が主な構成メンバーのチェーンストア型小

売業態は 90 年代中盤以降、持続的に前年比

売上高減少の様相を呈した。＜表 2＞は、日

本のビッグ 3小売業態の百貨店、チェーンス

トア型小売企業、そしてコンビニの売上高を

1991 年から 2014 年まで表したものである。

百貨店は 1991 年から 2011 年までの 20 年間

売上高が約 3分 1も減少した。アベノミクス

による景気回復の期待感と中国などアジアの

富裕層観光客の来日ブームによって、2012

年から百貨店の売上高は少しずつ増加してい

るものの、一時的な現象として見るべきであ

ろう。チェーンストア型小売企業は 1996 年

に 17 兆円の売上高を誇っていたが、それ以

降ずっと売上高減少に苦しんでいる状況であ

る。やはり規模の大きい総合スーパーの不振

が響いた結果であろう。

　一方でコンビニは、失われた 20 年間も売

上高を拡大し、10 兆円代に迫りながら日本

の小売業界を牽引している。コンビニの躍進

の理由については節を変えて述べよう。

（2）コンビニの躍進とその仕組み

　三越が百貨店宣言を唱えたことが 1世紀ほ

ど前の 1904 年である。一方で、総合スーパー

のダイエーが 1号店をオープンしたのが半世

紀前の 1957 年である。このように二大業態

が長い歴史を保つに比べ、1974 年にセブン

イレブン 1号店がオープンすることで始まっ

たコンビニ業態の歴史は相対的に浅い。にも

かかわらず、コンビニはフランチャイズ本部

と加盟店間のウィンウィン関係を追求する一

方で、情報流と物流面での絶えざるイノベー

ションを通して、魅力的な品揃えとサービス

を提供し、さらに 24 時間 365 日営業体制を

保ちながら、緊急時のシェルターとして犯罪

予防に寄与し、地域商圏保全と地域雇用増大

にも貢献するなど、地域のインフラとしての

機能も果たしているために、消費者から支持

を得ることができた。

　前の＜表 2＞でも分かるようにコンビニは

百貨店 チェーン店 コンビニ

売上高

（億円）

前年

対比(%)

売上高

（億円）

前年

対比 (%)

売上高

（億円）

1991 年 97,125 3.6 148,489 4.8 31,874

1992 年 95,196 -3.3 153,326 0.5 36,351

1993 年 89,603 -6.6 154,444 -2.4 38,989

1994 年 87,713 -2.6 157,806 -0.9 45,028

1995 年 85,683 -2.1 160,341 -2.2 48,442

1996 年 88,406 1.8 166,958 0.2 51,983

1997 年 91,924 -1.9 168,636 -2.8 58,589

1998 年 91,774 -5.0 168,341 -2.7 61,883

1999 年 89,934 -2.9 165,965 -4.7 64,339

2000 年 88,200 -1.8 162,632 -5.1 69,888

2001 年 85,725 -0.4 159,104 -5.2 70,165

2002 年 83,447 -2.3 143,701 -2.1 71,552

2003 年 81,117 -2.8 144,268 -3.2 71,951

2004 年 78,787 -2.8 142,532 -3.5 73,165

2005 年 78,509 -0.7 141,482 -2.0 72,179

2006 年 77,700 -0.7 140,224 -2.7 72,651

2007 年 77,052 -0.5 139,788 -1.4 73,631

2008 年 73,813 -4.3 132,753 -0.7 78,571

2009 年 65,842 -10.1 128,350 -4.3 79,042

2010 年 62,921 -3.1 123,556 -2.6 80,175

2011 年 61,526 -2.0 127,024 -0.8 86,768

2012 年 61,453 0.3 125,340 -1.9 90,264 

2013 年 62,171 1.6 127,224 -0.7 93,860 

2014 年 62,124 0.3 130,207 -0.6 97,309

出所：日本百貨店協会、チェーンストア協会、フラン

チャイズ協会のホームページを参照し作成。

注：百貨店とチェーン店は、店舗調整後数字。

＜表 2 ＞ 日本 3大小売業態の売上高推移
　　　　　（1991 ～ 2014 年 )
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2008 年に百貨店売上高を上回り、2014 年に

は 9 兆 7000 億円を達成した。狭い日本列島

の各地に隈無く出店したために市場飽和段階

に達したという主張も出ている。しかし、コ

ンビニは少子高齢化時代の到来という環境変

化に対応し、従来の量的成長から質的成長を

追い求めながら、今後も引き続き日本の小売

業界の寵児として君臨していくに違いない。

　振り返れば、コンビニは日本小売業界のイ

ノベーターとして常に注目を浴びてきた。変

化対応業態を標榜しながら、絶えざるイノ

ベーションを通して、前節で述べたような飽

き性ゆえに常に新たな品揃えとサービスを求

める日本の消費者のニーズに対応してきたの

である。

　このような日本の消費者のニーズに対応す

るために、コンビニのイノベーションの仕組

みは、概ね 3つのシステムによって成り立つ

といわれる。＜図 2＞はその仕組みを簡略に

表したものである。POS（販売時点情報管理）

システムに集まってくる消費者ニーズに合う

商品やサービスを隈無く提供すべく、多品種

少量在庫・販売を年中無休で行う「小売業務

システム」、メーカーやベンダーとの協業に

よる商品供給とプライベート・ブランド（PB）

商品開発を怠らない「商品供給システム」、

情報共有のための他業種との連携と加盟店と

の信頼関係を重視する「組織間システム」が

それぞれ相互補完的に作用しながら、適切な

流通サービス水準に到達した時に、やがて消

費者のニーズを充足できるということを意味

する(14) 。このようにコンビニを支える 3 つの

システムは、消費者ニーズの急速な変化に適

切に対応するためにその幅と深さを調節しな

がら、絶えず新たなイノベーションを繰り返

してきた。コンビニが、現在の日本の小売業

態の中で最も革新的だと言われる由縁であ

る。この卓越した仕組みは、1 世紀以上の仕

組みを引き継ぐ百貨店や半世紀以前のビジネ

スモデルを温存している総合スーパーにも刺

激を与えており、当然ながらベンチマーキン

グの対象となっている。

　このようなコンビニのイノベーションの仕

組みが生み出した成果を、一つ紹介したい。

　日本のコンビニの歴史を振り返れば、単身

世帯増加と女性の社会進出拡大という環境変

化を POS システムを通したデータ分析によっ

て把握し、その分析結果を土台とした戦略的

対応を怠らなかったために、コンビニは失わ

れた 20 年間も、先述の百貨店や総合スーパー

とは異なり、売上高増大と店舗数拡大が可能

だったといえる。

　言うまでもないが、日本社会が今後迎える

べき人口動態や社会環境変化の中で最も重要

で深刻な変化が、急速な高齢化の進展だとい

うことは異論の余地がない。そのためにコン

ビニも、高齢化による客層変化を経験してい

＜図 2＞コンビニのイノベーションの仕組み

資料：矢作 (1994；2011) より作成。
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資料：セブン＆アイ・ホールディングス内部資料から作成。
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る。＜図 3＞は、セブンイレブンが公開した

来店顧客年齢構成比の推移を表したものであ

るが、コンビニを利用する年齢層が劇的に変

わってきたことが分かる。

　本来、24 時間営業のコンビニは、20 歳前

後の学生またはサラリーマンを主なターゲッ

トとした業態であった。しかし、2000 年代

に入り、最もコンビニを利用する年齢層にお

いて、20 代の比重が徐々に減っていく半面、

50 代以上の、いわゆるシニア層の比重が高

まることになった。さらに 2008 年を境目に

最大利用層が 50 代以上になってしまった。

結果的に、今のコンビニはシニア層にとって

はなくてはならない重要なインフラ(15) になっ

たのである。

　シニア層が、コンビニの最大利用客になっ

たという事実はセブンイレブンだけではな

く、他のコンビニ・チェーンにも当てはまる。

そのために各コンビニ・チェーンは積極的に

シニア・マーケティング戦略を実施しており、

その戦略の中に中食商品が位置するのは良く

知られている。POS システムから上がってき

たシニア層の増加に対応すべく、各地域別ベ

ンダーとの協業による健康的な中食商品を開

発し、店舗販売だけではなく、宅配サービス

も提供している。中食に留まらず、ドラッグ

ストア等の他業種と提携し医薬品等のシニア

向けの商品・サービスにも力を入れている。

（3）革新的な小売専門店チェーンの躍進

　コンビニは約 3000 品目という限られた品

揃えを提供し、非常に狭い商圏を対象と定め、

さらに客単価は 700 円にも及ばない。このよ

うなビジネスモデルを勘案すれば、上述のよ

うにな成績にもかかわらず、コンビニが高度

市場成長期の百貨店と総合スーパーといった

大型店を代替する買い物場所だとは言えない

側面がある。そうであるならば、失われた

20 年間、百貨店と総合スーパーに不満を抱

えた消費者のニーズを充足させた大型小売業

態は誰だったかという疑問が生じる。

　その答えは明らかである。百貨店と総合

スーパーの主な売り場を破壊するという意味

で、「カテゴリー・キラー」と呼ばれる、革

新的な小売専門店チェーン群に他ならない。

例えば、最近は韓国をはじめアジア諸国にも

＜表 3＞革新的な専門店チェーンの概要

出所：『日経 MJ』及び各社 HP 等を参照して作成

注：カッコ内は前年比増加率（％）

小売企業名 業種 市場創出型ビジネスモデルの特徴
売上高

（億円、2008年）
売上高

（億円、2014年）
増加率 (％、 
2014/08年)

ファースト
リテイリング

ユニクロ・ブラ
ンドのカジュア
ル衣類販売

ヤンカジュアル・マーケット 5865(11.7) 13829(21.0) 136.1 

大創産業 100 円均一店 百円で楽しむ小売アミューズメント劇場 3412(0.9) 3882(3.2) 13.8 

良品計画 生活雑貨量販店 ノーブランド・ブランド・マーケット 1638(0.6) 2603(18.0) 58.9 

アスクル
事 務 用 品 イ ン
ターネット販売

情報・物流システムの整備を通した法人
市場の小売市場化

1904(8.0) 2534(11.8) 33.1 

マツモトキヨシ ドラッグストア エンターテインメント・ドラッグストア 3923(0.3) 4855(-2.0) 23.8 

ドンキホーテ
総合ディスカウ
ントストア

驚きを演じ、ジャングル・コンセプトを
導入

4049(34.7) 6124(7.7) 51.2 

ヨドバシカメラ 家電量販店 レールロードサイドの家電百貨店 7013(-1.5) 6516(-5.7) -7.1 

ニトリ 家具専門店 ホーム・ファッション代行業 2441(12.3) 4173(7.7) 71.0 

ブックオフ 書籍販売 再販制を利用した新古書籍販売 406(9.1) 743(-6.2) 83.0 

青山商事 紳士服量販店
郊外型紳士服店舗のチェーンオペレー
ション

2066(-3.7) 2217(-0.2) 7.3 

シマムラ
女性衣類ディス
カウントストア

主婦の声を最優先とする低価格ファッ
ションセンター

4118(0.0) 5128(2.0) 24.5 
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積極的に進出している、ユニクロ・ブランド

のファーストリテイリング、ダイソー、無印

ブランドの良品計画、ABC マートなどが挙げ

られる。

　紙面の関係上、具体的な説明は割愛する

が、＜表 3 ＞は、その革新的な小売専門店

チェーンの概要について説明しているので参

照されたい。新たな市場を作り出したビジネ

スモデルの特徴やリーマショックが起きた年

の 2008 年と最近の集計が可能な 2014 年の売

上高を示したものである。最近になって、ネッ

ト通販の勢いに押され防衛的な戦略をとって

いるヨドバシカメラと、競争激化と紳士服市

場の成熟化、さらに百貨店の反攻などで苦し

んでいる青山商事が一時の勢いを無くしてい

るものの、両社を含めた小売専門店が、失わ

れた 20 年の主役だったことに異存はあるま

い。

　革新的な小売専門店チェーンのビジネスモ

デルの共通点としては、魅力的な低価格商品

を提供するものの、決して消耗的な価格競争

には墜ちないようなブランド・パワーを持っ

ている点、来店する顧客にショッピングの楽

しみを提供する点、高い品質と高いサービス

はいうまでもなく、顧客向けの新たな生活提

案を行う点、そしてアジア全域を生産・調達・

物流基地として認識するグローバル・サプラ

イチェーン戦略を展開している点などを挙げ

ることができる。一度出来上がってからずっ

と変わらない百貨店や総合スーパーの店舗に

飽きた顧客は、日々新又日新の革新的な小売

専門店チェーンに来店し、買い物する際に単

なる楽しみを超えたエンターテインメントと

感動をも味わうことができた(16) 。

4．日本メーカーの価値共創マーケティ

ング戦略

　これまでの日本の消費市場の特徴と小売

業態の盛衰の分析を通して、失われた 20 年

間、移り変わりの早い上に飽き性の日本の消

費者のニーズに対して、伝統的な小売業態、

すなわち百貨店と総合スーパーが対応できな

かったことを述べた。一方で消費者のニーズ

にフィットするような品揃えやサービス、そ

してショッピングの楽しみを提供した小売業

態、端的にコンビニと革新的な専門点チェー

ンが健闘したことに触れた。

　こう言えば、百貨店や総合スーパーのよう

な伝統的な小売業態の問題点だけがクローズ

アップされるが、実は、失われた 20 年の原

因を提供した側として、日本のメーカーこそ

多くの問題を抱えていると言わざるを得な

い。とりわけマーケティング戦略の不在ある

いは失敗こそが、消費者のニーズとかけ離れ

た製品を量産したことについては、良く知ら

れている。以下、まず日本のメーカーのマー

ケティング戦略の試行錯誤について論じてか

ら、次に不況期を切り抜けるためのメーカー

の新たなマーケティング戦略について述べた

い。

（1）4 分の 1 インチの穴を開けるドリルと消

費者志向

　筆者が教壇でマーケティングの基礎を教

える時、必ず取り上げるのが、「4 分の 1 イ

ンチの穴を開けるドリル」の話である。米

ハーバード大学教授のセオドア・レビット

が、1969 年に書いた著書で述べた「4 分の 1

インチ・ドリルが 100 万個売れたが、これは、

人々が 4 分の 1 インチ・ドリルを欲したか

らでなく、4 分の 1 インチの穴を欲したから

である(17) 」という記述が、この話の出所にな

る。売り手の視点ではなく、買い手、すなわ

ち顧客の視点から「顧客満足 (CS: Customer 

Satisfaction)」の重要性を考え実行するこ

とがマーケティングの始まりだということで

ある。

　昔も今もドリルを作るメーカーの経営者の

多くは、「ドリルを買った消費者が欲しいも



11

新たなマーケティングの時代の到来とケミカルシューズ業界の対応―価値共創のコト・マーケティングの勧め―

のはドリルだ」と考えがちである。そのため

に、「より軽いドリル」とか、「回転速度の速

いドリル」といった形で、自社の技術を過信

した製品開発を進めるのが常である。しかし、

このように考えるのは、経営者にして、むや

みに技術力過信、あるいは強み伝いの経営に

走らせてしまう恐れがある。冒頭で取り上げ

たように日本のメーカーが良く陥った落とし

穴に他ならない。

　「消費者はドリルが欲しいのだ」と頑なに

信じ込む経営者に対して、レビットは、その

経営者が慎むべきマーケティングにおける近

視眼に陥ってしまうと警鐘を鳴らしている。

レビットは、1960 年に発表した雑誌（Harvard 

Business Review）の中での「マーケティン

グ近視眼（Marketing Myopia）」というタイ

トルの、世界的に有名な論文(18) で、その典型

的な事例として、「米国の鉄道企業の衰退」

を取り挙げる。

　レビットは、かつての米国の鉄道企業は自

らの事業領域を「鉄道事業」と定義したため

に、間もなく衰退したという。鉄道産業の退

潮は、旅客と貨物輸送の需要が減ったためで

はなかった。現にそれらの需要は依然として

増え続けていた。鉄道が危機的状況に直面し

たのは、鉄道以外の手段 (自動車、トラック、

航空機、さらには電話 )に顧客を奪われたか

らではなく、鉄道企業自らそうした需要を満

たすことを放棄したからであった。鉄道企業

が自社の事業を、「輸送」事業ではなく、「鉄

道」事業と考えたために、顧客を他に追いやっ

てしまったのだと、レビットは批判する。

　それではなぜ鉄道企業は事業の定義を誤っ

たのか。その答えは、端的に「輸送」を目的

と考えず、「鉄道」を目的と考えたことにあ

る。要するに、鉄道企業は、顧客中心ではな

く、製品中心に考えてしまったために、自ら

墓穴を掘ったことになる。

　このように、売り手中心でなく顧客中心

に、言い換えれば顧客満足を最優先にすべ

きだという考え方、すなわち「消費者志向

(Consumerism)」を強調するために、最近の

マーケティング・テキストも動き出した。そ

の端的な例として、従来のマーケティング

の基本の基本としての 4P（Product, Price, 

Promotion, Place）が、期せずにして売り手

の視点に立ってしまうので、顧客の視点から

の全面的な見直しが唱えられている。すな

わち、＜図 4 ＞で示されたように、消費者

満足のためには 4P から 4C へのパラダイム

転換を求めている。4C とは、顧客側で製品

の中身を考える顧客価値 (Customer Value）、

値ごろ感を重んずる顧客コスト (Customer 

Cost)、一方的な広告ではない双方向コミュ

ニケーション (Communication)、顧客への利

便性(Convenience)のことである。4Pが作っ

たモノを売りっぱなしにする、いわばプロダ

クトアウト的な視点なのに対し、4C は顧客

の隠れたニーズを見つけ出し、それに応えよ

うとするマーケットインの視点、ほかならず

顧客満足、消費者志向の視点である。

（2）三位一体による「価値共創」：サービス・

ドミナント・ロジック

　消費者志向の大事さを強調したが、しかし、

難問が待ち構えている。消費者志向は、平た

く言えば消費者の心を読み、消費者の購買

ニーズが把握できれば、市場でヒットできる

製品開発に繋がることを暗黙裏に前提として

いる。

＜図4＞顧客志向のマーケティング：４Ｐから４Ｃへ

出所：マーケティング・テキストに基づき、筆者作成

“P”roduct （製品)(

“P” rice（価格）(

“P” romotion（販売促進） 

“P” lace(流通経路)品(

“C”ustomer Cost（顧客コスト）

“C” ustomer Value（顧客価値） 

“C” ommunication（対話)

“C” onvenience（顧客利便性）

顧客側の視点 

（４C) 
企業側の視点 

（４P) 
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　世の中は、消費者志向に応えるべく、実に

多くの市場調査技法が横行している。高度な

統計学だけでなく、人間の深層心理を把握す

るために最先端の認知心理学や人工知能研

究（AI；artificial intelligence）も動員さ

れている。にもかかわらず、その成果に乏し

い。少々古いが、2009 年に日経産業地域研

究所が有力な消費財メーカーを対象として調

査した結果によると、「売り上げが各社の予

想通りもしくは予想以上だった新製品の割合

を『ヒット確率』として各メーカーに聞いた

ところ、1 割 8 分と 2 割を切る低水準にとど

まった」(19) のである。開発意欲は落ちていない

し、おそらくはそれなりの開発資金も注ぎ込

んでいるのだろう。参考までに同研究所の調

査によると、2005 年のヒット確率は 31％だっ

たそうである。その間に巻き起こった消費者

志向の大合唱に煽られ ､各メーカーが市場調

査に予算を注ぎ込み、製品開発も一層強化し

たにもかかわらず、大幅にヒット確率が落ち

てしまったのである。おそらく、競合企業が

益々新製品を市場に出し続ける最近において

も、事情はさほど変わらないだろう(20) 。

　最下位のプロ野球球団の平均打率にも及ば

ないメーカーの酷いヒット確率の理由は明ら

かである。市場調査結果、間違いなく分かっ

たと判断したニーズに基づき、メーカーが製

品開発部門の尻を叩いて作った製品を消費者

に売る消費者志向のマーケティングに根本的

な限界があるからに他ならない。消費者志向

の時代においてかえって低下するヒット確率

に、悩んできたマーケティング研究者は、こ

のような技術シーズ (seeds) と顧客ニーズの

マッチングの至難さを「モノ・マーケティン

グの落とし穴」と認識し、「サービス・マー

ケティング」という関連研究分野の知見を受

け入れようとしている。

　これまでの議論では、暗黙のうちに、たと

え市場調査は行っても、結局はメーカーが自

らの技術部門と製品開発部門に頼って作った

モノを消費者に売るという、いわば「モノ・

マーケティング」を前提にした。しかし、こ

のモノ・マーケティングの議論は、経済のサー

ビスが叫ばれる現在、たとえメーカーが作っ

たモノであっても、消費者の買い物行動を理

解するためには、サービス・マーケティング

の教えが役に立つと考えられるようになっ

た。

　言うまでもないが、モノとサービスは異な

る(21)。にもかかわらず、サービス・マーケティ

ングに注目する理由は、売り手が一方的に

作って売るのではなく、企業（店）と顧客と

従業員が共に価値を創る作業に参加すること

に注目するからである。少々ややこしいが、

サービス・マーケティングにおける「真実の

瞬間」の話しをすれば、分かりやすい。

　1981 年に 39 才の若さで、オイルショック

後に経営赤字に苦しんでいたスカンジナビア

航空（SAS）の社長に就任し、13 年間に渡っ

て社長を務め、同社の業績を V字回復させた

ヤン・カールソン (Jan Carlzon) が、自身の

経験を赤裸々に綴った『真実の瞬間（Moment 

of Truth）』という著書は、日本でもサービ

ス・マーケティングの必読書として評価が高

いが、以下の部分を読むだけでその真意がう

かがえる。

「1986 年、1000 万人の旅客が、それぞれほ

ぼ 5人のスカンジナビア航空の従業員に接

した。１回の応接時間が、平均 15 秒だっ

た。したがって、1 回 15 秒で、1 年間に

5000 万回、顧客の脳裏にスカンジナビア

航空の印象が刻み付けられたことになる。

その 5000 万回の『真実の瞬間』が、結局

スカンジナビア航空の成功を左右する。そ

の瞬間こそ私たちが、スカンジナビア航空

が最良の選択だったと顧客納得させなけ

ればならないときなのだ(22) 」。

　カールソンは、航空券販売係や客室乗務員
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といった社員の僅か 15 秒間の接客態度が、

SAS 全体の印象を決めると考えたため、その

15 秒を「真実の瞬間」と呼び、全社員にそ

の瞬間に注意を払うように促した。カールソ

ンによると、SAS での 15 秒間の真実の瞬間

は、自社が抱えている旅客機や空港の受付設

備のようなハード設備よりは、最前線の社員

による献身的な接客態度によって引き寄せら

れる。さらにその行間を吟味すれば、社員の

態度に最高の選択だったと喜ぶ顧客の存在も

重要である。要するに最高のサービスが提供

される真実の瞬間は、企業、社員と顧客が共

に「価値(23) 」を創り上げる、いわば価値共創

活動によって訪れる。

　このような「真実の瞬間」は、ホテルでも、

レストランでも、美容室でも訪れる。企業と

顧客が共にその真実の瞬間を創り上げる作業

に参加しているのである。当然ながらサービ

ス・マーケティング研究は、サービス企業の

経営者に、最も重要で基本的な戦略方案とし

て、社員と顧客の接点で共に創り上げられる

数々の真実の瞬間に気付き、最大のマネジメ

ント努力を惜しまないことを勧めている。

　ところが、社員と顧客が共に創り上げる真

実の瞬間ということが、所詮はサービス分野

に限りものであり、本稿でのメーカーが作る

モノを扱う、いわばモノ・マーケティングに

は当てはまらないという反論があり得る。確

かにそうであるが、マーケティング研究は、

その反論に対して、メーカーのマーケティン

グにも応用可能という確かな答えを用意して

いる。

　2004 年ごろ(24) から論じられることになった

「サービス・ドミナント・ロジック (Service 

Dominant Logic)」、略して「S-D ロジック」

というマーケティングの考え方がその答えで

ある。S-D ロジックは、たちまち一大ブーム

になっており、その支持者は、従来のモノ・

マーケティングの考え方を、グッズ・ドミナ

ント・ロジック（G-D ロジック）にとらわれ

すぎていると批判する。G-D ロジックとは、

世の中にはモノとモノ以外のサービスがある

と前提し、価値をつくる主体は企業のみだと

前提する。一方で、S-D ロジックにおいては、

モノとサービスを分けて二極化して捉えるの

ではなく、まず、モノに下支えされたサービ

ス全体を顧客へ提供する価値として捉え、次

に顧客が製品やサービスを使う過程で企業活

動と顧客の行動が共に価値を生むという前提

を置く。企業のみで価値の創造や最大化を実

現することはできず、企業と顧客が一緒に力

を合わせて価値を創り上げ、極大化すべきだ

という、正に上述の真実の瞬間の共創の世界

観に立つ。S-Dロジックにおけるモノは、メー

カーから顧客への単純な最終提供物ではな

く、肝心なサービスを提供するための媒介物

や手段として位置づけられることになる(25) 。

　要するにメーカーのマーケティングにも、

企業と顧客間で価値を最大化するための共創

活動、すなわち真実の瞬間が訪れるのであり、

当然ながらメーカーもその真実の瞬間のマネ

ジメントが必要だということである。

（3）アメリカ発のマーケティング 3.0 と日本

のコト・マーケティング

　サービス・マーケティングの価値共創活

動は、S-D ロジックによって、モノ・マーケ

ティング、すなわちメーカーが作った製品の

マーケティングにも適用できることを述べ

た。マーケティングの母国のアメリカ、なか

んずくマーケティングの神様と崇められる

フィリップ・コトラーは、顧客すなわちユー

ザーが、メーカーのパートナーとして、共に

価値を創り上げる時代が到来したと宣言し

た。一昔前にメーカーが技術力や製品力に

頼って一方的に作ったモノを市場に流し込む

プロダクト・アウト (Product-Out) の時代を

「マーケティング 1．0」、つい先までに流行っ

た消費者志向に基づき顧客のニーズを徹底的

に調査してから製品化するマーケットイン
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（Market-In）の時代を「マーケティング 2．0」

と呼び、顧客とユーザーが一緒に価値共創を

追求すべき今後の時代を「マーケティング 3．

0」と呼んでいる。＜図5＞は、そのようなマー

ケティングの時代の変遷を簡略に示したもの

である。

　コトラーのマーケティング 3．0の思想は、

上述の S-D ロジックの考え方と一致してい

る。IT 技術とインターネットの普及による

SNS 活動の活発化が、ユーザーとして消費者

が製品やサービスの作り手に気軽に自分の声

を出せるようになったことが後押しされた点

もあろうが、消費者とメーカー（または作り

手）が共に価値を創り上げる時代に、われわ

れが生きていることを改めて認識させられ

る。

　ところが、日本のマーケティング現場を見

つめ直した場合、一団の優れた企業がマーケ

ティング 3．0 とは少々異なる構図で頑張っ

ている様相がうかがえる。すでに本稿の 2節

と 3節で述べたように、アメリカまたは先進

国の消費者とはあまりにもかけ離れた日本の

消費者の存在、さらにその消費者の支持を得

ている特異な小売業態の存在のゆえである。

　改めて述べるまでもないが、失われた 20

年を経験しながら、飽き性の日本の消費者は、

モノの消費そのものを好まない代わりに、そ

のモノを使用することで得ることになる楽し

さ、体験、感動などといった「コト」の消費

をかえって重視する傾向が強くなった。日本

の消費者がますます「プレミアム消費」の比

重を高めてきたという 2節での言及は、正に

コト消費がその重要性を増していることを意

味する。一方で、革新的な小売専門店とコン

ビニが消費者に単なる買い物の楽しみを超え

たエンターテインメントと感動を提供するた

めに、小売店舗もコトの消費と価値の創造に

積極的に参加する。言い換えれば、メーカー

と顧客だけでなく、小売店舗もパートナーと

して価値共創に参加する。

　このように、モノを使う楽しみや感動体験

という「コト」の消費のために、顧客とメー

カーに加え小売店舗も参加しながら価値の共

創を行うマーケティングのことを、「価値共

創のコト・マーケティング（以下、略してコト・

マーケティング）」と定義しよう。＜図6＞は、

伝統的なモノ・マーケティングとコト・マー

ケティングの違いを際立たせたものである。

今後のメーカーのマーケティング戦略が、ま

ずは、製品の機能・品質・価格よりは、その

製品が手段として用いられる物語や世界観こ

そを重視すべきであり、次に、理性的な判断

を司る左脳よりは感性的な判断を揺さぶる右

脳に訴えるべきであり、さらに、メーカーの

強みを伝えるやり方よりは、媒介者としての

小売企業も加えた形での売り手と買い手が価

値共創を一緒に行うべきであることを示して

いる。

　蛇足になるが、先述した「4 分の 1 インチ

の穴を開けるドリル」の話しも、ここに至っ

ては異なる解釈が要ることになる。すなわ

ち、消費者志向の重要性を説明する好都合の

例として、「ドリル」ではなく、「4 分の 1 の

穴」こそが重要だという話しは、コト・マー

ケティングの観点からは、もはや感心できな

い。その代わりに父と子が家族の絆を深める

場として共に楽しい時間を過ごせる DIY （Do 

It Yourself）の場づくりこそが、マーケティ

ング戦略の目的であり、穴もドリルも、その

場づくりの単なる手段に過ぎないのである。

 
＜図 5＞マーケティング 3.0 の時代の到来

出所：コトラー等 (2010) より転載。
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5．結びに

（1）本稿のまとめ

　アベノミクスの進展によって円高が是正さ

れることで、日本の生産現場に漂っていた「論

理無き悲観論」から「夜明け前論」へ、さら

に実務界やアカデミズムの一部で「日本製造

業復活論」が提起されている。にもかかわら

ず、本稿では、そのような復活論が必ずしも

ケミカルシューズ業界には当てはまらないこ

とを指摘しながら、議論を進めた。ケミカル

シューズ業界の今後は、新たなマーケティン

グ戦略の立案と実行が不可決であると考えた

ために、絶えず揺れ動く外部環境の変化へ一

喜一憂するよりは、同業界メンバーの体力と

体質の改善に役に立つ有効なマーケティング

戦略の実施こそが重要だと判断したからであ

る。

　ケミカルシューズ業界は、他の日本製造業

が経験した苦難の 20 年の諸々の出来事に加

えて、「阪神・淡路大震災」という未曾有の

悲劇を経験した。約 8割の企業が壊滅的打撃

を受け操業不能に陥り、2014 年現在、被災

前と比べ生産量で約 50%、生産金額で約 60%

までに落ちている。その間、アジア諸国から

廉価な製品が大量に輸入されるなど、大変厳

しい状況が続いており、代表的な業界団体で

ある日本ケミカルシューズ工業組合の組合員

数は、廃業、倒産等により半分以下にまで減

少した。どうもそう簡単に製造業復活論に同

調できないのは、そのためである。

　振り返れば、今から 15 年前に上梓した『ケ

ミカルシューズ産業活性化のための研究報告

書』の中でも、筆者は、ケミカルシューズ業

界の行方は、ブランド・マネジメントの緊急

性や生産流通システムの効率化を主な内容と

するマーケティング戦略の成敗に深く関わっ

ているという内容の提言論文をまとめた。

　本稿では、15 年が過ぎた今、まず日本の

消費者の特徴とデフレ不況期の消費市場のパ

ターン変化に気づき、次に連携すべきパート

ナーとして小売業態の動態に耳を傾け、さら

に改めて進化・深化してきたマーケティング

研究とビジネス現場の動きを熟知した上で、

新たなマーケティング戦略として欧米発の価

値共創のマーケティング戦略（マーケティン

＜図 6＞モノ・マーケティングとコト・マーケティングの違い

出所：筆者作成

 
 

1 

モノ

モノ コト 購入

購入

楽しい・面白い！
安らぐ！

驚いた・感動した！

企業・商品の物語
作りの思い

商品の世界観

便利だ！
優れている！

安い！

機能
品質
価格

モノ

＜モノ・マーケティング＞ → 商品を消費するために購入！

＜コト・マーケティング＞ → 商品は、楽しむための、幸
せになるための手段。感動や共感を得るために購入！

売り手と買い手
の価値共創戦

略

左脳を動かす
理性的判断

右脳を揺さぶる
感性的判断

売り手の強
みを伝える

戦略
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グ 3．0）の可能性について触れた。

　ただし、本稿では、欧米発の新マーケティ

ング戦略を乗り越える動きが、日本のビジネ

ス現場で活発に展開されることに注目した。

すなわち、製品開発において、企業が機能・

品質・価格を重視するモノ・マーケティング

の考えから脱して、企業と商品の物語・作り

手の思い・商品の世界観を消費者に丁寧に伝

え、共感してもらえるコト・マーケティング

の考えこそが求められると主張した。コト・

マーケティングでは、コト消費を好む消費者

のために製品開発段階に積極的に消費者の声

を取り入れ、さらに小売企業側にも買い物の

楽しみを存分に味わえるような店舗雰囲気の

演出を求めることで、共に創り上げられた価

値の最大化を図ることになる。

　なお、これまでの本稿の議論は、どちらか

と言うと、日本のメーカー一般に向けて、価

値共創のコト・マーケティング戦略の必要性

を論じる形で進められてきたが、最後にケミ

カルシューズ業界向けのいくつかの提言をま

とめることにしたい。

（2）ケミカルシューズ業界への提言：価値共

創のコト・マーケティングの勧め

①モノづくりから価値づくりへの発想の転換

　本稿では、技術力とものづくり力に頼る「モ

ノ・マーケティング」から脱して、サービス・

マーケティングの知見を取り入れた S-D ロ

ジックさえも乗り越える、新しいマーケティ

ング戦略として「コト・マーケティング」を

提案した。その背景として、飽き性として特

徴付けられる日本の消費者の多くが他の消費

者とは差別化できる「プレミアム消費」を選

好し、さらに自らメーカーのパートナーとし

て SNS などを通して価値づくりに参加するこ

とで、交換価値よりも、使用価値と文脈価値

を楽しむ、いわば「マーケティング 3．0 プ

ラスα」を求める消費者になりつつあること

を取り上げた。

　敢えて言えば、ケミカルシューズ業界は、

どちらかというとモノ・マーケティングに取

り組み、長らく「ものづくり」に尽力してき

たと思われる。しかし、今後はコト・マーケ

ティングの教えにしたがい、「価値づくり」

に本格的に取り組むことが求められる。

　「価値」は、メーカーの技術力とかものづ

くり力に支えられながら提供されたリーズナ

ブルな価格によって消費者に評価され購入さ

れるもの（交換価値）ではない。メーカーの

製品が小売企業や消費者と共に創り上げら

れ、さらに購入後の場面での「使用価値」ま

たは「文脈（コンテキスト）価値」の声価によっ

て再購入および新規顧客の購入につながる。

　その点で、ものづくりとは、優れた技術力

を用いて、良い製品を開発し、製造すること

に過ぎないが、「価値づくり」とは、製品開

発にかけたコスト以上に顧客が大きな対価を

喜んで払う製品を作り出すことである(26) 。電

機メーカーが正にそうであったが、日本企業

は、ものづくりはうまいが、価値づくりは下

手だったと言えそうだ。

　ケミカルシューズ業界も、これまでは典型

的なものづくり集団だったのではなかろう

か。優れた技術力と開発力ゆえに品質は申し

分なかったものの、デフレ経済の持続、中国

産への対応、問屋任せの商慣行などの理由で、

不毛な価格競争に陥ったからである。価値づ

くりに成功した製品は、そう簡単に消耗的な

価格競争に巻き込まれず、外部環境の変化に

も排他的な競争優位性を確保する可能性が高

いのである。

②価値共創パートナーとして有力小売企業と

の取引関係の開始

　本稿では、失われた 20 年の原因の一つと

して、主力業態の百貨店と総合スーパーの戦

略的ミスによる消費マインドの萎縮を指摘す

る一方で、買い物の楽しみを消費者に提供し

たコンビニと革新的な小売専門点チェーンが
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健闘したことを述べた。ケミカルシューズ業

界は、近年に入り、小売企業と直接取引関係

を開始する傾向を強めている。大手メーカー

の中では、自ら小売店舗を持ち、いわば製造

小売企業（SPA）を目指す場合も散見される。

長らく問屋への依存体質を保っていたケミカ

ルシューズ業界の新たな取り組みとして注目

すべきであるが、経営資源に限りのある中小・

中堅メーカーとしては、消費者の支持が高い

小売企業との関係を模索することが現実的で

あろう。

　新たな販路として、あるいはチャネル・

パートナーとしての小売企業の選別には、細

心の注意が必要である。先述の革新的な専

門点チェーンのビジネスモデルの特徴とし

て、まず、消費者に良い店舗ブランド(“B”

randing)として認められ、次に、ショッピング

にエンターテインメント性（“E”ntertainment）

を提供し、さらにアジアさらにグローバルな

見地での SCM（“S”upply chain management）

を築き、その上に的確なターゲット層（“T”

argeting）を狙うことが挙げられる。伝統的

な小売業態の百貨店や総合スーパーが真似で

きない、正に最良の“BEST”戦略を展開して

いる。このような小売業態を価値共創のパー

トナーとして認識し、取引関係を開始・強化

することが求められる(27) 。

　一方、2007 年以降、大手小売企業がプラ

イベート・ブランド（PB）製品へ積極的に取

り組むことになった。リーマンショックを経

て、昨今に至るまで一層 PB 製品への開発意

欲が高まってきたと言える。今回の PB ブー

ムは、以前のような「訳あって安い」のでは

なく、消費者に値段以上の「価値」を提供す

るために始まったものであり、今後も続くこ

とが予想される。ケミカルシューズ業界も従

来の低価格の OEM 形態の下請けではなく、価

値共創の PB ネットワークのパートナーとし

て、本格的な取り組みが求められる。2015

年度に諸々のメーカやベンダーと組み、「セ

ブンプレミアム」という価値訴求型 PB の売

上高を 1兆円まで伸ばそうとするセブン＆ア

イ・ホールディングスの動向は、ケミカル

シューズ業界にも示唆するところが大きい。

③コト・マーケティングの有効性を確立する

ための物語の構築

　繰り返すが、コト・マーケティングとは、

売り手が買い手に「モノ」を売るのではなく、

買い手と売り手間のあうんの呼吸、すなわち

価値共創プロセスを通して、モノを使う楽し

み、感動体験という「コト」を提供するマー

ケティングのことを指す。興味深いのは、コ

ト・マーケティングに成功した日本のメー

カーには枚挙に暇がないほど、実際の「コト

づくり」において、価値共創に加え、何かの

感動的な物語を意図的に創り上げている企業

が多い点である(28) 。

　格好の成功例として、まずは日本ネスレの

キットカットが思い浮かぶ。同社が、九州の

ある店から「キットカット」が宮崎弁で「きっ

と勝つとぉ」と発音が似ており、それに因ん

だポップを作って欲しいとの依頼から始ま

り、2002 年に新宿京王プラザホテルにおい

て、チェックアウト時に「きっとサクラサク」

というスローガンの下にキットカットを配布

するキャンペーンを開始する物語は実に優れ

ている。次に、バレンタイン・チョコで有名

な神戸のモロゾフである。同社が、自社に

とって重要なイベントとなったバレンタイン

のルーツを探るべく、いろいろと調査を行う

が、やっと 1984 年にイタリアの中部ウンブ

リア州のテルニ市の聖バレンチノ教会にたど

り着き、その聖バレンチノ司教が愛の聖人と

呼ばれるゆえんに関する物語を編み出したこ

とも見逃せない。さらに「患者さんと喜怒哀

楽を共にする」ことを企業理念とするエーザ

イの社員らが共有する物語も賞賛に値する。

癌病棟で夜になるとナースコールを押し続け

る末期癌患者が「自分は死ぬ。なんとかして
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欲しい」と要求するに対して、インターンの

看護士が、自分のできることとして患者の足

を洗ったという行動が、患者の気持ちを動か

し、次の夜からナースコールを押さなくなっ

たという物語である(29) 。3 社に共通するのは、

社内外を問わず共に価値づくりに参加する

人々の存在と彼（女）らによる感動的な物語

の構築がある。

　「バレンタインデー」（コト）という物語が

広がり、チョコ（モノ）が、「山ガール」（コ

ト）のコンセプトが広がり、アウトドア用品

（モノ）が、そして小学校に「絵のコンクール」

というイベント（コト）を仕掛けることで、

クレヨン（モノ）が売れる。ケミカルシュー

ズ業界がコト・マーケティングの優れたとこ

ろを認識し、同業界に携わる人々が価値共創

のパートナーとして堅く結びつけられ、共に

何らかの物語の構築に取り組むことが求めら

れる。従来の訴求ポイントである、機能性、

健康性、ファッション性を重視するマーケ

ティングは、モノ・マーケティングの名残で

あることを再認識し、コト・マーケティング

のための物語の構築に衆知を集める時がきた

と主張したい。
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(10) 『日経 MJ』2015 年 9 月 11 日付。

(11) 野村総合研究所・松下・濱谷・日戸（2013）を参

照した。

(12) 詳しくは『日経ビジネスオンライン』（http://

business.nikkeibp.co.jp） 2013 年 8 月 23 日付を

参照されたい。なお、コト消費およびコト・マー

ケティングについては、4節で述べる。

(13) 崔・石井（2009）を参照されたい。

(14) 詳しくは矢作（1994；2011）を参照のこと。

(15)2013 年の日本年齢別人口構成比（％）が、20 才未

満 17.6%、20 代 10.3%、30 代 13.1%、40 代 14.2%、 

50 才以上 44.8% として集計されたことは興味深い

（セブン＆アイ・ホールディングス内部資料）。日

本のコンビニが、全世代の利用する国民的小売業

態になったと言えそうだ。

(16) 革新的な小売専門店のビジネスモデルに関する具

体的な分析は、崔（2010）で詳しい。

(17) レビット（1971）、3頁。

(18) 原典は 1960 年に Harvard Business Review で発

表されたものであるが、1975 年に同雑誌で、レビッ

トによって修正された論文が掲載された。

(19) 『日本経済新聞』2010 年 2 月 9 日付。

(20) 極端な例かもしれないが、おもちゃ業界の場合、

「1000 の新製品のうち、売れるのは 3 つぐらい」

だとタカラトミーの幹部は嘆いている。すなわち、

市場に出されたおもちゃの1000のうち997はブー

ムを起こすことなく、一代でお役御免となってし

まうのだという。『東洋経済オンライン』2015 年

03 月 24 日（http://www.toyokeizai.net/）を参照。

(21) 簡単に整理すると、モノに比べて、サービスの違

うところは、第 1 に、「不可触性（無形性）」のこ
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とである。サービスの取引ではモノの取引と違っ

て、買う前に見たり触ったり味わったりすること

ができない。第 2、「不可分性（同時性）」で、サー

ビスはモノとは違って、提供者によるサービス提

供と利用者のサービス利用とを別々にはできな

い。第 3、「異質性（変動性）」で、サービスはモ

ノと違い、誰が、いつ、どこで、誰に提供するか

によって、その都度提供されるサービスの内容が

変わってしまう可能性がある。第 4、「消滅性」で、

サービスはモノと違い、蓄えておくことができな

い（その時その場限りで消滅してしまう）。

(22) カールソン（1990）5 ～ 6 頁。

(23) ここで言う「価値」について説明を加えよう。一

般にモノ・マーケティングでの製品は、「価格」

が付けられ、その価格に顧客が納得し、交換が行

われる。価格はモノの値段であり、原則すべての

顧客は同じ価格で購入する。一方で、価値は、顧

客が生産活動に参加するだけに、人によってその

効用は異なる。価格は、誰に対しても一定であり、

理性的で客観的であるが、価値は、同じモノであっ

ても、人によって感じ方、受け止め方が変わるゆ

えに、感情的で主観的である。

(24)Vargo and Lusch(2004) の論文がサービス・ドミ

ナント・ロジックの嚆矢になる。

(25) 付言すると、G-D ロジックでは、企業の価値生産

と消費者の価値消費が分業され、経営活動の目標

は、顧客の手に製品やサービスが渡る瞬間に発生

する「交換価値」の最大化となる。一方、S-D ロジッ

クにおける経営活動の目標は、交換価値の最大化

に留まらず、「使用価値」や「文脈価値」の最大

化にまで及ぶ。G-D ロジックに比べ、S-D ロジッ

クが認識論的に優位に立つことを意味する。『日

経 MJ』2015 年 6 月 29 日付の記事（藤川佳則「価

値づくりのイノベーション（上）」）を参照。

(26) 延岡（2011）を参照のこと。

(27) 国内約 18000 店のコンビニを傘下に収めている

セブン＆アイ・ホールディングスとユニクロを展

開しているファーストリテイリングが今年 7 月末

に包括的な業務提携を行うことで協議しているこ

とが明らかになった。環境変化への対応を強化す

るための提携だそうだが、端的にネットで購入し

たユニクロ商品をセブンイレブン店頭で受け取

りことが可能になり、消費者の利便性を高めるほ

か、両社の新共同ブランドなども検討するそう

だ。海外に多くの店舗を展開する両社は、今後海

外でも協力する方案を探っていくと言われる。デ

フレ不況期でも業容を広げてきた代表的小売企業

のファーストリテイリングとセブンイレブンさえ

も、価値共創のために互いに手を組んだことの意

味合いは注目に値する。

(28) その点で、日本のメーカーにとって、「コトづく

り」とは、「価値共創」プラス「物語づくり」（value 

co-creation & story creation）のことだと言え

そうだ。

(29) 石井（2014）を参照のこと。
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