
今回より、米国ロサンゼルスにてダ

イナ・サーチを立ち上げ、日米間の

ビジネスコンサルタントとして活躍

する著者による連載をスタート。マ

ーケティング先進国である米国の事

例や専門家の見解を交えながら

“Customer  Centric（顧客中心主義）”

の核心に迫る。

顧客の
エモーショナル・
サイクルの変化

1990年代後半から2000年代初頭に

かけてのインターネットの台頭以

来、企業はこれらの新しいテクノロ

ジーをいかにして、よりコスト効率

的なオペレーションの実現やより良

いサービスの提供につなげたらよい

のか、というところに関心を注いで

きた。

しかし、2000年代も中盤に差し掛

かった今、また新たな潮流がビジネ

ス界に押し寄せつつある。これは、

アメリカ、日本という国境を越えた

グローバルな潮流であり、B to B、B

to Cを問わず、買い手サイドのいわ

ば“エモーショナル・サイクル（感

情サイクル）”つまり、インターネ

ットが導入期から汎用期に移行した

ことに伴い、買い手のムードが変化

したことを引き金として、お客様の

エモーションにフォーカスを置き、

お客様を満足させるとともにロイヤ

ルティを高め、結果としてお客様の

エモーショナル・バリューを企業価

値、株主価値へと変換していくモデ

ルづくりを企業に強いるものであ

る。

こうした流れが起こってきた理由

は、インターネットという革新的テ

クノロジーの発達により情報のユビ

キタス化が進み、買い手の間で商品

情報や価格情報の可視性が高まって

いく中、商品のコモディティ化が引

き起こされ、もはや商品そのものの

クオリティや価格といった要素を通

しては競争優位が築けなくなってき

ていることにある。

また、商品市場においては安いも

のと高級なもの（ノン・コモディテ

ィ）の二極化がますます進んでいる。

こういったことを背景に、B to B、B

to Cを問わず、ただ安いというだけ

では満たされないニーズを抱えた欲

求不満なアンハッピー・カスタマー

層が増殖してきている。

インターネットが世に普及し始め

てきた当初、商品情報や価格情報が

マウスのクリックひとつで得られる

ということから、「探せばもっと安

いものが見つかるのではないか」と

いう心理が買い手の意識の中に芽生
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え、“さらに安いもの”を求め、Web

上を駆け回るという購買行動が生ま

れた。

しかし、こういった低価格の追求

が本当の意味での顧客満足につなが

るかというと必ずしもそうではな

い。昨今では、顧客は低価格を求め、

Webをサーフすることにある種の倦

怠を感じている。いくら安い商品を

掘り当てたところで、「もっと探せ

ば、もっと安いものが見つかるので

はないか」という不安が常にある。

こういった不安が慢性的な欲求不

満に悩む顧客層を生み出しており、

これらの顧客層に自らの価値観の見

直しを余儀なくさせている。顧客は、

今日、低価格を求めて数多くのベン

ダーを渡り歩くのではなく、自分の

ニーズについて熟知し、自分の欲求

を満たしてくれるような、信頼でき

るベンダーとの長期的なお付き合い

を求めている。売り手企業としては、

この変化を好機ととらえ、この変化

を新たなビジネス・チャンスにつな

げるような新しいモデルを考案して

いくことが必要だ。

例えばオフィス・サプライの調達

ひとつを例にとっても、買い手側の

こういった欲求は明白である。

弊社（ロサンゼルス）は従業員15

人前後のオフィスであるが、つい最

近まで、オフィス・サプライの購入

は購買担当者が三大スーパーストア

（B to Bサプライヤー）の価格を比較

して一番安いところから買う、とい

った購買形態をとっていた。

元来、アメリカのオフィス・サプ

ライ・スーパーストアはいずれも、

いかにしてカタログやインターネッ

トを通してロウ・プライス・プロモ

ーション・キャンペーンを行い、単

発取引を確保するかというところに

非常に力を入れてきた。

弊社においても、いちいちそうい

ったスペシャル・プロモーションを

探し、その時々で価格の一番安いと

ころから購入するという方法をとっ

てきたが、そういった購買パターン

にはそろそろ疲れ始めている。特に、

オフィス・マネージャーや一般事務

職員が購買担当者を兼任しているよ

うな小規模なオフィスにおいては、

購買担当者が最低価格の商品を探す

ためにリサーチに費やしている時間

も実はばかにならない。

そういったわけで、われわれのよ

うな小規模なビジネス顧客は、時と

場合によってサプライヤーをころこ

ろ変えるのではなく、信頼できるひ

とつのサプライヤーとステディなお

付き合いをしたいと切に望むように

なってきているのだ。

顧客のニーズがこのように変化し

ている中、サプライヤー企業にとっ

ての課題は顧客の“エモーショナル・

サイクル”の変化を緻密に観察し、

これをビジネスに取り入れていくた

めの仕組みを構築することである。

オフィス・サプライ
流通業界における
戦い

ダイナ・サーチは、過去20年間に

わたり、カリフォルニア州ロサンゼ

ルス市に本社を置き、アメリカのオ

フィス・サプライ流通業界の変遷を

目の当たりにしてきた。アメリカの

オフィス・サプライ流通業界におい

ては、1986年にオフィス・サプラ

イ・スーパーストアという新しいフ

ォーマットが台頭し、当初は低価格

戦略で顧客の圧倒的な支持を集め、

独立系のいわゆる“街角の文具店”

をほとんど根こそぎにしてしまった。

そして現在、アメリカのオフィ

ス・サプライ業界ではスーパースト

ア3社がメジャー・プレイヤーとし

て連立しているが、このうち首位を

争っている2社の、過去約10年間の軌

跡に着目してみよう。

まず、A社は、アメリカのオフィ

ス・サプライ市場において2001年ま

でトップの座に君臨し、地理的市場

の拡張というところにフォーカスを

置き、グローバル化の波に乗ってど

んどん海外市場拡張を進めていった。

片やB社は、1990年代の後半から

2000年代の初めにかけて、めったや

たらな市場拡張ではなく、むしろ、

主にアメリカ国内におけるターゲッ

ト顧客層に照準を合わせ、“顧客中

心主義”というコンセプトを柱に、

顧客満足を向上させ、顧客ロイヤル

ティを構築する組織づくりや仕組み

づくりを目的としたプロジェクトに

力を注いできた。

その結果、両者の立場は逆転し、

2002年にはB社がA社を抜いて業界首

位のポジションに立ち、その後ます

ますA社との差を広げていくばかり

という状況になっている。これは、

両者間の明らかな戦略の違いに起因

している。
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A社が、海外市場という外的要素

に成長のよりどころを見出し、拡張

路線をとってきたのに対し、B社は、

顧客主導型の市場において、企業が

最も重視し、戦略的に管理すべきア

セットは既存顧客とのリレーション

シップにほかならないと認識し、顧

客のエモーショナル・バリューをい

かにして企業価値、ひいては株主価

値の創造へと結び付けるか、という

点においてさまざまな試みを重ねて

きた。

B社が、顧客主導の市場において

絶対的な優位性を築くに至ったの

は、まさにその切磋琢磨の表れであ

ろうと推察される。

“顧客中心主義”は
机上の空論？

2000年代の初頭、パトリシア・シ

ーボルトをはじめ多くの著名コンサ

ルタントが「個」客革命や顧客主導

型市場の到来に関する本を著し、

“顧客中心主義”という言葉が世界

中のビジネスマンの間でもてはやさ

れるようになった。これらの書物の

多くは日本語にも翻訳され、出版さ

れているので、皆さんの中にも読ま

れたことのある方も多いと思う。

これらの書物は、企業の経営や戦

略策定に携わる者にとって、重要な

コンセプトや方向性を示唆してくれ

るという観点からは非常に有益なも

のであるが、残念なことに、企業が

ビジネスの実践において、どうした

ら顧客中心の組織になれるのか、

“顧客中心主義”ということをいか

にして企業のビジネス・システムや

プロセスに落とし込んでいったらい

いのか、ということについて具体的

に解説するものではない。元来、書

籍というものはあくまでマスの読者

を対象にするものであり、特定の業

界や市場に特化してノウハウを提供

することを目的とするものではない

ので、こういった本が顧客中心主義

の企業とは何ぞや、というところに

ついて深く突っ込んで語っていない

のは当然といえば当然のことであ

る。

しかし、“顧客中心主義”は決し

て机上の空論ではない。アメリカに

は、1990年代後半から2000年代初頭

にかけて、この“顧客中心主義”と

いうコンセプトを模索し始め、自社

の属する市場や業界に特化した独自

のシステムやモデルを築きあげてき

た企業があり、昨今、こういった企

業が業績や市場リーダーシップとい

った観点から目に見える成果を上

げ、頭角を表しつつある。

弊社では、これらの事例を分析し、

こういった企業の成功要因はいった

いどこにあるのか、企業が

“Customer Centric（顧客中心）”である

というのはどういうことなのか、と

いうことの核心をつくことを目的

に、今後、一連の記事を書いていき

たいと思っている。

プロジェクト・
プロセスの
重要性

1990年代の後半、インターネット

という新しいテクノロジーが台頭し

てきたころには、“ニュー・エコノ

ミー”などという言葉が、デジタル

経済、あるいは情報経済を意味する

言葉として巷の流行となったが、今

日、それに代わる“カスタマー・エ
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コノミー（顧客経済）”という大き

な潮流が、アメリカ、日本を問わず

グローバルなビジネス環境に押し寄

せてきている。

それに伴い、従来のセールス／マ

ーケティングという概念について

も、顧客の視点からこれを見直し、

再定義し、今までにない全く新しい

モデルやシステム、あるいは組織を

創りあげていく必要性に迫られてい

る。

顧客主導型企業への転換には、顧

客サービスの向上であるとか、新し

いマーケティング・プログラムの導

入などといった局部的な処置ではな

く、まさに企業革新や組織変革とで

もいうべき抜本的改革が要求され

る。そしてこういった抜本的改革を

遂行するためには、どうしてもビジ

ネス・プロジェクトのコンセプトに

関する深い理解や専門的技能が必要

となってくる。

しかし、日本の企業経営者の間で

は、ビジネスにおけるプロジェク

ト・プロセスの必然性に対する認識

がまだまだ薄い。

また、企業革新においては、デー

タベースやCRMなどといったツール

開発が先行するプロセスではなく、

あくまで総括的な理念やビジョンを

理解した上で、その“グランド・コ

ンセプト”に基づいてツールが考案

されるというプロセスがとられるべ

きだが、日本企業においては往々に

してこのプロセスが逆さまになって

しまうことが多い。そればかりか、

ツールの開発と導入ばかりにリソー

スが集中されたあげく、理念を欠い

た抜け殻だけの“顧客中心主義”が

横行しているといったケースもあ

る。

こういった、プロジェクト・プロ

セスの重要性に対する認識の低さ、

そして、土台を作らず家を建てると

いう“ツール先行型思考”が、日本

のビジネスの土壌で顧客主導型組織

が創造される上での大きな障壁とな

っていると考える。

今日、長期的な展望での成長を望

む企業にとって、顧客主導型組織へ

の転換は避けて通ることのできない

あまりにも重要な課題である。

1990年代の後半からアメリカの優

良企業が取り組んできた組織改革、

その成功と失敗から、日本の企業経

営者が学べることは多い。企業が顧

客中心主義であるということは、

「顧客を知り、顧客とつながる」と

いうごくシンプルなコンセプトが基

盤になっているが、このコンセプト

を戦略的かつシステマティックに実

行に移していくのは極めて困難だ。

アメリカでは、こういった“顧客主

導型企業”への革新を目指したBPR

（ビジネス・プロセス・リエンジニ

アリング）の実践において、企業を

サポートするコンサルタントやエキ

スパートが大活躍しているが、本連

載では、こういった専門家の見解も

交えてお話ししていく。

日本とアメリカという2つの異な

る社会／文化に跨り、両者のビジネ

ス環境における相違点や共通点につ

いて理解する立場から、ダイナ・サ

ーチでは、企業が、顧客の視点に立

ち、自社のビジネス・モデルや価値

提案を再設計するということは一体

どういうことなのか、顧客満足を顧

客価値に、そしてひいては企業価値、

株主価値の創造につなげていくため

には、企業は、どういった方策に取

り組むべきなのか、ということにつ

いて、日本の読者の皆さんと一緒に

考察していければ、と考えている。
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1972年、南カリフォルニア大学オペレーシ

ョン・リサーチ学科修士号を取得。コニッ

クスバーグ・インストゥルメント社にて

NASAプロジェクトのプログラム・マネージ

ャーを担当。1982年にダイナ・サーチを設

立以来、ロサンゼルスをホームベースとし、

日米間ビジネスのコンサルタントとして活

躍している。米国優良企業のモデル研究や、

アメリカ消費者のライフスタイル分析など

を通して、新規事業企画／創案、米国企業

との交渉、また、革新企業の人材育成を目

的としたアメリカ視察／研修プログラムも

提供している。クライアント企業のニーズ

をベースに、「成長のネクスト・ステージ」
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