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本書の概要

本研究の目的
現代は，実際に店舗に出向くことなくパソコンやスマートフォンで車までも簡単

に買うことが可能だ．日本の電子商取引の 2016 年の市場規模は，企業と消費者間の
売上規模だけで 15.1 兆円（前年比 9.9%増）という大きさである 1．さらに，電子商
取引では購入品の受け取り場所を選べるなどの「オムニチャネル 2化」により，買い
物はより利便性を極めている．この流れによって小売店は消費者が店舗で商品を見
てネットで買うという「ショールーミング」問題も抱えている．
本研究は，このような現代の日本の消費潮流のなか，何度も同じ店に足を運び，同
じ販売員から高い頻度で繰り返し商品を購買する消費者に着目した．本研究は，対
面販売の小売店舗を研究のフィールドとし，なかでも，基本的には繰り返し購入す
る必要が無い，非生活必需品の代表例といえるラグジュアリー・ブランド製品を取
りあげる．そして，繰り返し購買行動を行う顧客の中でも，そのブランド企業におけ
る売上構成比上位 5％に位置する高頻度のリピート購買を行う顧客に絞って調査す
る。上位 5％ラインを選択する理由は，詳しくは後述するが，この顧客は，真にロイ
ヤルティを有する顧客であると考えられるからである．さらに，年商 100～150 億円
の数社の事例から，その上位顧客が売り上げに占めるインパクトが極めて大きいこ
とが示され，経営的にみても重要な層である（cf. 2 章, p.38, 図 5）．しかし，その重
要性は認識されながらも，数の少なさ故か，この顧客層は先行研究ではあまり着目

その内，物販は 8.4 兆円で，その EC 化率（全ての商取引市場規模に対する電子商取
引市場規模の割合）は 5.4％と報じられる ． これは，経済産業省が日本の電子商取引
（EC）を推進するための基礎的調査として毎年実施している「電子商取引に関する市
場調査」データである．2017 年 4 月 29 日発表 ．
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山本（2015）は，オムニチャネルを消費者から定義すると「各フェーズで必要とさ
れるサービスを提供する機能をより効率的に提供できる優れたチャネルを消費者が選択
的に組み合わせる活動」と論じている ．
1

されていない特異な層である 3．この事象はある意味で顧客を虜にした成功事例であ
る．この顧客はブランドの熱狂的なファンといえるが，時にその販売員の退職で購
入を止め，また彼らの転職と共にブランドを移ることも少なくない．このような現
象に着目し，本研究では，なぜ顧客が特定のラグジュアリー・ブランドで，特定の販
売員から，それほど必要無いであろうものを繰り返し購入し続けるようになるのか．
また，その時，顧客とブランドそして販売員との関係はどのように変化しているの
かを探索する。その結果，ラグジュアリー・ブランド製品のリピート販売の成立要件
ならびに，真にロイヤルティの獲得を念頭においた販売員の果たす役割の導出を目
的とする．
本研究で目指す理論的貢献は，次の二点である．一点目に，消費者行動研究におい
て，サービス・マーケティング・アプローチを用い，顧客・企業・従業員の三者の関
係性を示すサービス・トライアングル概念の拡張を試みる．二点目にその概念の拡
張から，ラグジュアリー・マーケティング研究では十分に説明がなされていなかっ
た，販売員の役割についての再定義とラグジュアリー製品の概念の精緻化を試みる．
そして，実務的貢献として，価格競争や便利競争とは一線を画す，対面販売の小売
店を牽引できる理想的な販売員の役割を提示し，教育を含めた報酬の再考へ向けた
示唆を導出する．

先行研究は少ないが，堀田( 2012; 2013; 2015),和田(2012; 2015)により，「超高関与
消費者」研究として論じられている ． 堀田(2013; 2017)は，関与と知識を動態的にとら
え消費者層のセグメンテーションを提示している ． 和田(2015, p.9)は宝塚歌劇というア
ート消費において「超高関与消費者群が群像としてのユーザー・イメージを作り上げ，
イメージ誘導と同時に需要拡大のエンジンとなる行動を起こしていると考える」と述べ
ている ．堀田(2015)は，この超高関与消費者層を上位顧客と言い換え，それらの顧客の
売上シェアが上位 3.3%で全体の 33%の売上を占めていること，上位 20%の顧客が売り
上げの 80%を占めており，上位顧客の売上における 20‐80 の法則も成立していること
を述べている ． さらに，守口(2001）は，インスタントコーヒーのブランドの例でもブ
ランドの売上やシェアを支えているのは少数の顧客によるものであることを示し，売上
やシェアを維持するためには少数の優良顧客を固定化し維持することが非常に重要な課
題となると述べている ．
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2 本研究の問題意識
本研究は三つの問題意識を背景に持つ．その問題意識の一つ目は，消費者行動研
究におけるサービス・マーケティング・アプローチの必要性である．二つ目は，ラグ
ジュアリー・マーケティング研究における，サービス人材への着目の必要性である．
そして三つ目に，ラグジュアリー製品とは何かという議論の不足である．それぞれ
詳しく説明を加える．
一つ目の消費者行動研究におけるサービス・マーケティング・アプローチの必要
性は次に述べることが背景にある．リピート購買をもたらす要因には様々なものが
論じられている．例えば，意思決定要因として，過去の購買行動での学習や，購買後
の満足・不満足の形成などがある(来住, 1995; Blackwell, Miniard and Engel, 2006) ．
このような消費者に内在する要因だけでなく，ブランド・パフォーマンスの適合性，
ブランドへの同一化，使用経験，類似代替品の存在，競合のプロモーション，バラエ
ティ・シーキング，関与，価格感受性も要因とされている(Sheth and Mittal, 2004) ．
顧客の満足が，ロイヤルティ 4 を高めリピート購買をする ことも述べられている
(Fornell,1992; Dick and Basu,1994; Oliver,1997; Chaudhuri,2006; 小野, 2010) ．
一方で，満足した顧客が，忠実な顧客になるとは必ずしも言えないということも論
じられている(Oliva, Oliver and MacMillan 1992) ．さらに，顧客のコミットメン
ト 5がリピート購買意図に寄与することも示されている(Fullerton 2003, 2005) ．こ
のように先行知見が蓄積されている．しかし，その多くはリピート購買意図を持つ
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「ロイヤルティ」は国家や主義主張，個人に対する忠誠心や献身を意味する言葉とし
て古くから用いられてきた ． しかし，近年になって，ビジネスの分野では，顧客が特
定の企業に対する愛顧を長期に渡って継続することの意味で用いられるようになってい
る(Lovelock and Wright, 1999, p.153) ．
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青木(2010,p.215)は，ブランド・コミットメントの概念は製品関与と近接しているた
めにその異同が問題とされる概念であるが，関与の対象が「製品カテゴリー」か，それ
とも製品カテゴリー内の「特定の個別ブランド」なのか，という点で区別されるべきも
のであると述べている ． 本書では特定の個別ブランドへのコミットメントに着目す
る。そして，ブランド・コミットメントを Traylor(1981)の定義「当該製品カテゴリー
内の唯一受容可能な選択肢として特定のブランドが消費者の心に強く根差している程
度」を前提とする ．
3

ことが自明の製品を対象にしている．一方，本研究が着目する非生活必需品のリピ
ート購買は，本来一般的な生活においては不要な行為である．逆に，ラグジュアリ
ー・マーケティング研究では，リピート購買や高い購買頻度に着目されることが，現
時点では非常に僅かである．本研究が着目した高頻度のリピート購買をする顧客か
らは「この人（販売員）からじゃなきゃ買いたくない」
「この人だから買う」という
言動が確認されている 6．しかも，お気に入りの販売員が転職などで店舗やブランド
を移ると，顧客も共にブランドさえ移るというケースもしばしばある．このような
熱狂的なブランド消費者は，一般的にはブランドのファンとして認識される．しか
し，この場合，ブランドとの関係性というより「人との関係性」になっているように
考えられる．もしそうであるならば，ブランドへのコミットメントはどこへ行って
いるのだろうか．近年，消費者とブランドとの結びつき，パートナーシップ，愛着，
同一性などの関係性の存在についても多くの知見が得られている（Fournier, 1998;
Escalas, 2004; 畑井,2004; Escalas and Bettman, 2005; 2009; 久保田,2010; 2013;
2017, Park et al., 2010）．多くの消費者行動を扱う先行研究では，ブランドと消費
者の結びつきにおいて，従業員の要素はブランドに包摂されており，サービス・マー
ケティング・アプローチのように従業員要素が独立して取り上げられることはほと
んどない．つまり，非必需品を高頻度でリピート購買するという消費行動に，販売員
の役割がどのように寄与しているのかは十分に明らかにはなっていない．本研究で
は，非生活必需品の高い頻度のリピート購買には，その販売員の影響力は大きいと
想定する．それゆえ，ブランドと消費者の関係性をより詳細に把握するためには，消
費者行動に，サービス・マーケティング・アプローチである，消費者・企業・顧客の
三者でとらえるサービス・トライアングルの視角で考えることが必要と考える．
二つ目の問題意識である，ラグジュアリー・マーケティング研究における，サービ
ス人材への着目の必要性は次に述べる背景を有する．2017 年時点における日本の小
売りの状況は，先に述べたように，電子商取引であらゆるモノが購入できることに
加え，近年ではコンビニエンスストアや駅構内などの，いたるところで商品の受け
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石塚（2016）による，販売員への聞き取り調査結果による．
4

取りが可能になるなど，オンラインと実店舗が融合したオムニチャネル化により利
便性を極めている．また，
「商品は店舗で見て買うのはネット」というショールーミ
ングと呼ばれる現象に悩む小売店も多い．それらの結果として，百貨店に代表され
るような「対面での人的販売の場」はますます必要とされなくなる傾向にある．近年
の百貨店の相次ぐ閉鎖 7が事実の程を物語っている．これは，携帯電話の普及に伴っ
た公衆電話ボックスがなくなるような必然の現象なのだろうか．小売店は，公衆電
話のようなハードの問題ではなく，対面の小売でしかなしえないソフト機能をも有
しているはずである．多くの小売店の消滅は，消費者の利便性，企業の効率性，双方
の必要性を追求した帰結だけではなく，小売店でのサービス機能の低下が，結果的
にその需要を無くしているという一面もあるのではないかと本研究では考える．現
在では，サービスと商品は独立したものではないという認識が主流であり， Vargo
and Lusch (2004, p.6)は，サービスを中心としたサービス・ドミナント・ロジック
(Service-Dominant Logic)として，価値とは生産物に内在するのではなく，消費者に
よって，そして彼らとともに創造されるものとして定義している．加えて，Lusch
and Vargo (2014=2016, p.14)は，
“サービシィーズ”と“サービス”を意識的に区別
して論じ 8，サービスという用語を，他者のために何かを行うプロセスを暗示させる
と提案している．このようにサービスの重要性は今や自明のものである．しかし，特
に人的なサービスが重要と考えられるラグジュアリー・マーケットの研究において，
サービスが購買に及ぼす影響への着目は非常にわずかである．既存のラグジュアリ
ー・マーケティング研究では，販売員機能はブランドに付随するサービス機能の一
つとみなされているが，本研究では，ブランドと消費者の関係が深い場合，販売員が
ブランド以上に消費者に影響を与えているのではないかと想定する．ブランド内に
直近の百貨店閉店情報では，そごう・西武が 2016 年に計 3 店舗を閉店し，2017 年 2
月末にも西武筑波店など 2 店舗を閉めると発表した ． 三越伊勢丹ホールディングスも
三越千葉店と同多摩センター店の閉鎖を決めたことが報じられた ．
7

Lusch and Vargo (2014=2016)は， サービスを行うプロセスは，ナレッジとスキル
の適用を必要とするものであり，サービスを「社会的・経済的エージェントである
他者あるいは自身のベネフィットのためにナレッジとスキルを適用すること」と定
義している．
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おける，顧客が特定の販売員を贔屓にする現象は，和田（2015）が「パーソン消費」
9 と表現した，宝塚を例にした観劇の世界での熱狂的なファンの様相と近似である．

しかし，販売に携わる人の最重要な任務は，顧客にブランドと商品価値とを伝える
ことである（Reynolds and Beatty,1999）と広く認識されている．ブランドの販売
員の仕事は，常識的に，ブランド販売のサポートと位置づけて論じられている．ラグ
ジュアリー・マーケティング研究において，サービス人材の重要性は認識されてい
るが，人的販売ならびに販売マネジメント戦略の研究は，非常に少ないことも指摘
されている（Wieseke et al., 2012）．さらに，ラグジュアリー・ブランドでカスタマ
ー・コミットメントとの関連は実証されていなかったことを Shukla et al.(2016)は
指摘している．現代の日本のような成熟したラグジュアリー市場においては，サー
ビス人材への着目は重要不可欠なテーマである．
三つ目の問題意識である，ラグジュアリー製品とは何かという議論の不足は，次
に述べる背景を有する．本研究の対象となる「ラグジュアリー・ブランド」である
が，そのラグジュアリー・ブランドとラグジュアリー製品とは同義語のように用い
られている．ラグジュアリーという概念規定は難しく，ある製品をラグジュアリー
と感じるか否かは人の価値観や国の経済状況などによって異なることは多くの先行
研 究 で 述 べ ら れ て い る (Davidson 1898; Bernstein 1999; Berthon et al. 2009;
Wiedmann et al. 2009; Kemp 1998; Truong et al. 2008; Corbellini and Saviolo
2009) ．また，アカデミアではラグジュアリー・ブランドの定義は合意が得られて
いないことを Vickers and Renand(2003)が指摘している．産業界でも，「ラグジュ
アリー戦略が価格戦略と区別のないまま市民権を得ている現状がある．さらに，プ
レミアムやマステージといった類似概念は増加の一途をたどり，ラグジュアリーの
本質を捉えどころのないものにしている．（寺崎,2013） 」．日本に目を向けてみる
と，ラグジュアリー・ブランドに類するモノの売り上げは，バブル終焉後の失われた
10 年にも伸び続けていた．例えば，世界最大と言われるラグジュアリー・ブランド
のコングロマリットである LVMH グループのアニュアル・レポートによれば，同社
9

「ある人物（person）に対して入れ込んでいること，すなわち高関与であることを示
す特徴」（和田，2015）．
6

の 2014 年の総収益は約 3.5 兆円で，日本の収益はその 7%シェアの約 2,500 億円
(1€=115 円換算)であった．一グループの売上規模をもっても消費経済に及ぼすイン
パクトは明らかに大きい．このように日本は世界でもトップクラスのラグジュアリ
ー製品の消費国である．今や洗練された宿泊施設や食にあふれ，ラグジュアリー・ブ
ランドの成功の顕著な国といえる 10．一方で，その根幹にあるラグジュアリー概念へ
の議論は少なく，ラグジュアリー・ブランドとラグジュアリー製品は同義語のよう
にとらえられ，ラグジュアリーやラグジュアリー製品の概念規定は，多くが欧米の
研究成果の援用にとどまっている．これは実務とアカデミアに大きく乖離があるこ
とと指摘したい．本書は，これらの問題意識を背景に，最初にラグジュアリー概念の
整理を行い，ラグジュアリー製品が消費者にとってどのような価値構造を有するの
かを説明するところから始める．この概念については，最終章で研究の結果を得て，
結論を述べる．
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本研究の位置づけとリサーチ・クエスチョン
本研究は，上述の三つの問題意識のもと，消費者行動研究，ラグジュアリー・マー

ケティング研究，サービス・マーケティング研究のそれぞれの視角を有し，この三つ
の研究領域を重ね合わせたところに位置づける．この視角のもと，次の三つのオペ
レーショナルなリサーチ・クエスチョンに従い研究を進める．
(ア) 「ラグジュアリー・ブランドにおいて，特に高い頻度でリピート購買をする
顧客の態度であるカスタマー・コミットメントは，ブランドよりも販売員の
方により高まっているのではないか」．
このリサーチ・クエスチョンを明らかにするために，実証編の 4 章で質問紙調査を
実施する．その結果，顧客が愛顧を重ねるなかで，販売員に対してブランドより強い
愛着や信頼を持つことが示された．この結果を受けて， 次のリサーチ・クエスチョ
10

ルイ・ヴィトンやブルガリなどを所有する，世界最大のラグジュアリー・ブランド
のコングロマリットＬＶＭＨにおける，日本の売り上げが世界に占めるシェアは，
2002 年には世界一で 15%を占めていた ． 当時，成人女性の 4 人に 1 人がルイ・ヴィト
ンを所有するというデータがマイボイスコムから報じられた ．
7

ンに進む．
(イ) 「なぜ，どのようにして販売員の方により強くコミットメントが高まるよう
に変化したのか」．
このリサーチ・クエスチョンのもと，5 章ではその変化の内実を探る．顧客が未購買
から高い頻度でのリピート購買に変化するプロセスについて，インタビュー・デー
タをもとに，グランデッド・セオリーに基づいて概念化を行う．続く 6 章で，この
関係性について取り上げた．
(ウ) 「顧客と販売員の関係性は顧客が期待し求めているものなのか，それとも，
特定の販売員がそのような顧客の状態を生起させるのか」．
このリサーチ・クエスチョンのもと，このような特徴ある顧客は常に関係性を求め
るものなのか否かを調査する．もしも関係性が顧客のニーズに端を発しないのなら
ば，特別な販売員との違いがどこにあるのかを，顧客の普段の買い物行動も含めて
購買行動の参与観察を行い総合的に考察することで，関係性の成り立ちを探索する．

4

本研究での調査対象顧客
本研究で調査対象とするのは，学生などからの再購買意向ではなく，実際に極め

て高い購買を行っている顧客である．従って，企業からの協力を得て，企業の人選の
もと，研究への協力を承諾した顧客を対象とする．サンプル数の確保よりも，買い上
げ構成比上位 5％までに位置することを優先し，確実に特定の販売員から高頻度の
リピート購買を行う顧客のみを対象とする．これらのことにより，真にロイヤルテ
ィが高い顧客の状態の調査が可能になる．ロイヤルティの考え方は，上述のように
様々あるが，本書では Dick and Basu (1994)の顧客のロイヤルティ状態を 2 次元で
とらえる考え方に依拠し，論を進める．
ラグジュアリー・ブランド製品はその価格の高さから，再購買意向と行動には大
きな溝があるはずである．安売り効果や，品切れの代替えという安易な購買に至る
確率が非常に低い．つまり，実際に多く購買している顧客は，値下げ，在庫，そして
利便性などからの購買という，Dick and Basu (1994)の示す「偽のロイヤルティ」を
8

有する可能性が非常に少ない（表 1）．従って実際の購買頻度という，顕在化する行
動的指標をもって，顧客が「真のロイヤルティ」状態にあるとみなす 11．このような，
ある特定のラグジュアリー・ブランドに惚れ込み，長期間にわたり高い頻度でリピ
ート購買を行うことにより，その企業の直近 2 年間の累計買上げ金額の上位 5%に位
置する顧客を，本書では「真にロイヤルティを有する顧客」として調査対象とする．

表1

反復的愛顧行動と相対的態度の関係

反復的愛顧行動

相
対
的
態
度

高

低

高

真のロイヤルティ

潜在的ロイヤルティ

低

見せかけのロイヤルティ

ロイヤルティなし

(Dick and Basu, 1994)

5

研究手法ごとの調査概要
本研究は新たな概念の生成を目的に質的研究を選択する．質的研究選択の理由は，

本研究の目的は理論の構築であり，加えて前述のように上位 5%に入る愛顧を行う特
別な顧客を調査対象とする，合目的的サンプリングであること，そして導き出され
た結果は一般化可能性ではなく転用可能性を研究結果に求めることからである．本
研究は以下の①～④の 4 点において構成主義の方法論の前提を有している（抱

Dick and Basu(1994)は「個人の相対的態度の強さと反復的な愛顧行動」を顧客ロイ
ヤルティとみなしその二次元で，ロイヤルティの状態を区別している(表 2) ． 例えば
価格の安さや惰性や在庫状況などの関係構築以外の理由による反復購買は「偽のロイヤ
ルティ」であるとし，相対的態度は強くても愛顧に繋がらないものは「潜在的ロイヤル
ティ」とし，愛顧行動もなく態度も低いものを「ロイヤルティなし」とした。相対的態
度も高く愛顧行動も高い顧客に対し「真のロイヤルティ」と識別した ． 本書では，
Dick and Basu(1994)の行動と態度の二次元で区別される定義に依拠し，ラグジュアリ
ー製品は価格リスクも高く値引きは通常行っていないため，惰性や妥協からではない購
買といえ，その製品を繰り返し愛顧する状態は「真のロイヤルティ」に分類できるとす
る．
11

9

井,2015,pp.41-46; Mertens, 1998,pp.9-15）．
① 複数のデータ源からの情報を，時間をかけて収集する．
② 調査中，尋ねる質問が時間と共に変化することを許容する（プロセス重視）．
③ 調査対象の文脈に関する情報を詳細に報告する．
④ 調査対象の視点からある事柄を説明・理解することを調査の目的とする．
表 2 は，先に述べたリサーチ・クエスチョンに対応したものである．本研究にお
いて，認識論として構成主義，理論的パースペクティブを解釈主義とし，本書の調査
分析編では表 2 に記載する各調査目的に基づき調査手法ならびに分析手法を用いて
進める．
4 章の調査目的は，極めて高いリピート購買に至る顧客のコミットメントの変化
を調べることである．通常はブランドと顧客の関係で調べられるカスタマー・コミ
ットメントだが，ここでは，コミットメントの対象を販売員にも向け，対ブランドと
対販売員の二つの対象について，愛顧前と愛顧後での変化を比較する．質問紙への 4
件法の回答によって調査する．事例を一つずつ確認し，変化を確認する．さらに対応
のある t 検定により態度に差が生じるのかの確認を行う．
5 章では，4 章の結果を受け，「最初はブランドにコミットメントを持たない顧客
が，販売員やブランドとの相互作用のなかで反復的愛顧者に変化し，ブランドや販
売員に対するコミットメントを高めていく」というプロセス性を明らかにし，その
関係性の成り立ちを構造的に捉えることを目的としている．その為に，半構造化イ
ンタビュー調査を行い，グランデッド・セオリー・アプローチ 12（Grounded Theory
Approach，以下 GTA と表記する）を用いる．データに根ざして分析を進め，デー
タに基づいた理論を作ることを目指すがゆえに，グランデッド・セオリー・アプロー
チ，すなわちデータに基づいて理論を産出する方法と呼ばれる（戈木,2013, pp.12-

GTA は社会学者であるグレーザーとストラウスによって開発された研究手法で
あり(Glaser and Strauss,1967)，後に Strauss 版と Glaser 版と別個の形を成して
いる．Strauss 版の流れを汲む，Corbin & Strauss 版や戈木グレイグヒル版などが
ある．GTA は，ある特定の場で登場人物たちが演じる役割と相互作用，そしてそ
の結果として生じる複数の変化のプロセスを「理論」として表現しようとする方法
である．
12

10

15）．本研究は，修正版グランデッド・セオリー・アプローチ Modified Grounded
Theory Approach (以下 M-GTA と表記する)を用いて分析を行う．M-GTA は，デー
タの文脈を寸断せず，社会的相互作用およびプロセスを構造的に捉える分析として
優れている手法である(木下,1999; 2003; 2008; 2014) ．M-GTA は分析者を通じて，
分析焦点者と分析テーマを設定し，その範囲内における説明力に優れた理論を生成
するものである．次の三点が本研究における M-GTA 採用の主な理由である．
① 新たな概念生成が目的である．
② ある状況が異なる状況に変化するリサーチ・クエスチョンである：限られた店
舗という空間での，特定された期間「購買初期－愛顧以降」において，プロセ
ス性をもつ変化の調査である．
③ グランデッド・セオリー・アプローチ（GTA）で用いられる手法であるデータ
の切片化は行わず，文脈への理解が必要と考えた．その理由は，インタビュー
において，顧客が最初に話した内容と，会話が深まるにつれて，顧客自身が自
己理解を深めながらというよりも，話すことで自己の感情を発見するような結
果となった内容は，時に矛盾をはらみ逆の意味とすらなることもあり，文脈や
意図の理解が必要不可欠であったからである．
6 章では，5 章の結果を受けて，さらに顧客を特定し，その顧客の行動が販売員に
よって引き出された特別なものなのか，それともいつも顧客のニーズが前提にある
程度の問題なのかを確認する．5 章で得た愛顧ブランド店舗と他店舗での購買行動
の異同を確認するために顧客に同行した観察調査を行う（表 2）．
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表2

研究手法ごとの調査概要

出所：著者作成

6

本書の構成
本書は理論編・調査分析編・結論の三部で構成する（図 1）．
理論編は 1 章～3 章からなり，1 章では，先に述べたように，まず本研究で取り上げ

るラグジュアリー・ブランド製品に照射するにあたり，ラグジュアリー製品の位置づけ
を規定する ． 2 章において，贅沢品の消費の現状について，ラグジュアリー・ブランド
市場を例に説明する ．ラグジュアリー製品の購買を概観し，ラグジュアリー市場の社会
的な貢献の可能性について論ずる ．加えて，贅沢品消費が歴史的に市場経済との関係の
中で，どのようにとらえられてきたのかを概観し，現代のラグジュアリー・マーケティ
ング研究をレビューする ．最後に，消費者の購買行動と態度の関連，そして反復的な購
買についての先行研究をレビューする ．
次に実証編では，前述のように，リサーチ・クエスチョンに対応し，4 章～6 章で構成
する ． 4 章では「ラグジュアリー・ブランドにおいて，特に高い頻度で反復的愛顧をす
る顧客の態度を示すカスタマー・コミットメントは，ブランドよりも販売員の方により
12

高まるのか」のリサーチ・クエスチョンに対応する ．顧客把握にコミットメント概念を
用い，愛顧前と愛顧後の継時的な変化を質問紙調査する ．次いで 5 章では，4 章の結果
をもとに，
「なぜ，どのようにして販売員の方により強くコミットメントが高まるように
変化したのか」のリサーチ・クエスチョンに対応する ．顧客がブランドとの出会いから
反復的な愛顧者になるまでの変化のプロセスを，インタビュー調査し，その変化のプロ
セスの概念化を行う ．その結果を受けて 6 章では，
「顧客と販売員の関係性は，顧客が期
待し求めているものなのか，それとも，特定の販売員がそのような顧客の状態を生起さ
せるのか」のリサーチ・クエスチョンに対応する ． 5 章で確認された顧客の特徴は，顧
客のニーズに基づいて実現されているのか，もしくはその担当の販売員が引き出したも
のなのかどうかを検証するために，当該顧客の普段の購買行動への参与観察を実施する ．
最後に，本研究の総括として，本研究のすべての調査から導出された結果を統合し，
本書の結論を述べる ．

図1

本書の構成

出所：筆者作成
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1章

1-1

ラグジュアリー製品の概念規定

章の概要

本章では，本書のテーマである，
「非生活必需品」の購買事例として取り上げる「ラ
グジュアリー・ブランド」を論ずるにあたり，まずはその根幹となる「ラグジュアリ
ー」概念について先行研究を概観するところからはじめる．
本章は次に述べる問題意識を持つ．ある製品をラグジュアリーと感じるか否かは
人の価値観や国の経済状況などの要因によって異なることは多くの先行研究で述べ
られている(Davidson 1898; Bernstein 1999; Berthon et al. 2009; Wiedmann et al.
2009; Kemp 1998; Truong et al. 2008; Corbellini and Saviolo 2009) ．例えば
Kapferer and Bastien(2009a)は“メルセデス”が中国・インド・ロシアではラグジ
ュアリーな地位にあるが，アメリカでは事情が異なると述べている．そして，トヨタ
の“レクサス”についても，アメリカではラグジュアリー経験価値指数をもとに，ラ
グジュアリーと認識されているが，日本ではレクサスに対してラグジュアリーの知
覚はなく，スーパートヨタ車というプレミアムな位置づけでの知覚に留まると述べ
ている．このように消費者自体の認識の相違のみならず，アカデミアではラグジュ
アリー・ブランドの定義は合意が得られていないことを Vickers and Renand(2003)
が指摘している．消費者は贅沢ブランドや一見贅沢なものに贅沢を感じるわけでは
ないという調査結果もある Kimura and Tanaka(2007)が，産業界では，ラグジュア
リー戦略が価格戦略と区別のないまま市民権を得ているのが現状であり，プレミア
ムやマステージといった類似概念は増加の一途をたどり，ラグジュアリーの本質を
捉えどころのないものにしている(寺崎,2013) ．日本は世界でもトップクラスのラグ
ジュアリー製品の消費国であり 13，今や洗練された宿泊施設や食にあふれ，ラグジュ
アリー・ブランドの成功の顕著な国であるが，その国にあってもラグジュアリーの
13

著名なラグジュアリー・ブランドであるエルメス，ルイ・ヴィトン，グッチ，ティ
ファニーなどの 2000 年前後の日本の売り上げシェアは世界トップであったことが各
社のアニュアル・レポートなどで報告されている ． 特に，ルイヴィトンジャパンの
当時の法人所得申告は 324 億であったことからその売り上げの大きさがわかる ．
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議論は十分にされているとはいい難い．そして，ラグジュアリー・ブランドとラグジ
ュアリー製品は同義語のように用いられている．本章ではこれらの問題意識を背景
に，ラグジュアリー製品とは何かを説明することが目的である．そのためにラグジ
ュアリー概念の整理を行い，ラグジュアリー製品が消費者にとってどのような価値
構造を有するのかを説明し，ラグジュアリー・ブランドとの違いについて論じると
ころまでを射程とする．

1-2
1-2-1

先行研究
ラグジュアリーの起源

ラグジュアリーという概念を概観するにあたり，ラグジュアリーの起源を遡って
みていくところから始める．
Kapferer and Bastien(2009a)は，ラグジュアリーの起源について以下のようにま
とめている．人類の夜明け以降，人々は社会を形成し支配勢力が生まれ，その支配勢
力に特有の物品や象徴，生活様式が出現した．この出現こそがラグジュアリーの起
源である。発掘による発見をもとにした古代エジプトの例を用いれば，豪華さはあ
らゆる方法で表現され，神やファラオ，高位の聖職者やその周囲の人に捧げられた，
香水のような限定された製品の発明に拍車をかけた．古代ギリシャから現代にいた
るまで，ラグジュアリーの概念は議論の対象であった。ラグジュアリーを無駄な浪
費とみなした人々がいた一方で，ラグジュアリーの中に，社会全体に拡がり，ゆくゆ
くは皆に有益になる芸術的，技術的発見への強力な推進力を見出した人々もいた．
古代ギリシャや，16 世紀後半のフランスにおいての贅沢禁止法の制定からは，正反
対の二つの立場と対立が示される．また，この歴史的事実からは，贅沢というものが
法律で禁止しなければならなかったほどのパワーを持つことが容易に想像できる．
18 世紀には，デイビッド・ヒュームがラグジュアリーと道徳を切り離し，ラグジュ
アリーを哲学的に正当化した．そして，ラグジュアリーは元来世襲的な社会階層な
どを明示する道具であった．18 世紀に入り，啓蒙運動によりその社会階層は徐々に
消え始めた．一方で無くならなかったのは，何がしかの形の社会階層化を求める人
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類の欲求である．ラグジュアリーは，その社会階層化を作り直す機能を持っている．
誰もが自分自身の夢，新たな種類の渇望や自由に応じて，ラグジュアリー・ブランド
の所有を目印として所有するように変化した(Kapferer and Bastien 2009a, pp.2235) ．
ラグジュアリーという語（日本語では豪華なさま，ぜいたく・高級(品)，フランス
語では luxe，イタリア語では lusso）が，現代のような意味で使用され始めたのはほ
んの 17 世紀以降であり，その語源はラテン語の luxus から来ている．この語源から
は，
「壮麗な状態を表す」言葉と「罪や堕落の観念を持つ」対極の二つの意味を表す
言葉が派生し，この luxus という言葉のもつ二面性を示唆している（Corbellini and
Saviolo,2009 , p.42) ．太古から中世まで，ラグジュアリーの概念は壮麗と結びつけ
られ，王家や神々の神聖な兆しを識別するものであった．ラグジュアリーは神に提
供された財であった．その後フランスのルイ 4 世によって虚飾を象徴するフランス
宮廷の栄華となった．この頃からラグジュアリーは余分な意味だけではなく顕示的
で，洗練されたという意味も内包した．今日新興市場ではラグジュアリーは地位の
投影が消費の駆動力である．一方で洗練された市場においては，ラグジュアリーは
所有や誇示することではなく，自己を表現することや楽しむことに関するものにな
ってきている．先進国においては，個人的な喜びの方に向かっている（Corbellini and
Saviolo,2009 , p.42) ．
ラグジュアリーの起源からは壮麗な物品は人類の憧れの的であり，その壮麗な物
品は「美しいもの」であることが読み取れる．前述のように，18 世紀には，デイビ
ッド・ヒュームがラグジュアリーと道徳を切り離し，ラグジュアリーを哲学的に正
当化した(Kapferer and Bastien 2009a, p.22) ．17 世紀末から 18 世紀初頭頃にか
けて，美への見解も決定的な変化が起こっていた(Wiener,1968, 1973) ．18 世紀に
はラグジュアリーが正当性をもつように変化を遂げ，美の概念もより主観的なもの
と変化を遂げた．
次項のラグジュアリーの定義の概観に先立ち，ラグジュアリーの定義の中で当然
のように出現する審美性につながる，美の概念の変化を概観する．
「多くの歴史家や
哲学者に言わせると，およそ美の概念なるものは，自然や真理といったような他の
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普遍的な観念と同様に，曖昧で空虚な抽象概念に過ぎないということになる．それ
でいてこれまで何度となく美の定義が繰り返されてきた」(Wiener,1968, 1973, p.3) ．
「美の理論における美はもはや自立した存在でも本質的でも客観的自然でもなく，
美の基盤は人間の感情，情緒，精神の反応のうちに求められ，ある独特な快を経験す
るわれわれ人間の内部に求められるようになった」(Wiener,1968, 1973, p.9) ．この
ような変遷から審美性の判断は感情，情緒，精神という流動的なものと不可分であ
ると見做すことができる．

表 1

美の理論（19 世紀中葉まで）

美の概念
1

美

8

の 芸術作品の創造と結びつけた。美を構成する要素は，秩序， トテレス

世

外 相称，そして明確性とした．

紀

在

絶対美としての神はこの世における美しいものすべて

聖アウ

頃

性 の根本原理であり源泉である。統一，秩序，均斉こそが美

グスティ

ま
で

美の理論を確立しなかったが，善と美を切り離し，美を

の要素である．
美

アリス

ヌス

美を三つの序列に分類する．絶対的な制定されたもので

の ない本質的な美，この世に存在し人間の趣味や意見からは

アンド
レ師

内 独立した自然の美，人間によって制定され慣習や趣味や芸
在 術に依存する恣意的な美．
性

Beauty という語はわれわれのうちに生み出された観念

フラン

に対して用いられるのであり，美は知覚可能な他の諸観念

シス・ハチ

と同様にある精神が知覚したものを指し示す．

ソン

1

美は事物それ自体に存在する性質ではない．事物を観想

デイビ

9

する精神の内部にのみ存在する．かくして個々の精神は異

ッド・ヒュ

世

なる美を知覚する．ある人間が美を感ずるところにおいて

ーム

紀

別の人間は醜を知覚することすらありえよう．快と苦は，
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以

美と醜に必須の従者であるにとどまらず，それらの本質そ

降

のものを構成する．
美的なものは自然と人間性の調和を約束してくれるも

カント

の．芸術によって創造される美は自由であり，悟性の諸規
則からも実践理性のそれからも束縛を受けない．人間は美
にある種の合目的性を知覚する．想像力の働きの中で知性
と五感を結びつける．
美は対象が人間に与える効果に起因せぬばかりか，人間

フリー

の外部に位置する性質としても存在せず，美の起源は人間

ドリヒ・シ

の内部にこそあると考える．美は人間の感覚的にして合理

ラー

的な本性がもつ欲求，つまり人間に行動を起こさせる衝動
的欲求を調和させることから生まれ出るもの．
自然美は精神の美の繁栄であり，芸術美は一個の具体的
観念で，美の程度は精神の存在を表現する度合いに依存す

ヘーゲ
ル

る．美には，それまでの客観的に創りだされた美と人間の
諸能力の反応から生じた美の 2 種類があるというそれま
での区別を超越し，美を人間の精神や意識あるいは創造力
や無意識の能力という客観的な感覚形態における一個の
立ち現われと見做す．
出所：Wiener(1968, 1973)と Eagleton(1990)をもとに筆者作成

1-2-2

ラグジュアリーの定義のレビュー

前項では，ラグジュアリーの起源を辿ることでその審美性との親和性を確認し，
その判断が感情，情緒，精神という流動的なものと不可分であることを述べた．ラグ
ジュアリーという概念はその根幹に美への欲求があるといってよいだろう．先に述
べたように，ある製品をラグジュアリーと感じるか否かは，人や国によって異なる
のは，このような審美性の判断の多様性とも無関係ではない．本項では，まずは多様
なラグジュアリーの概念規定について整理した(表 2) ．そのうえで，次項に続くラ
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グジュアリー製品の概念規定への足掛かりとする．

表 2

ラグジュアリーの定義とキーワード

筆者，年

ラグジュアリーの定義

キーワード

Davidson

ラグジュアリーの定義は様々であり続けているが

共有は困難

1898
Sombart,1
922, p.131
Sekora

ゆえに，共有する難しさは当然である ．
必需品を上まわるものにかける出費のことであ
る．

い

必要ではないものすべて ．

1977, p.23
Grossman
and Shapiro

必需ではな

必需ではな
い

機能を引き出す実用品とは一線を画した，一瞥で
持ち主に威光を与える特定のブランド製品 ．

機能とは別
もの

1988, p.82
Dubois

高額なモノを買う能力があることを他の人に印象

and

付けるよう動機づけられた，この消費の形は主に富

Duquesne

の顕示と考えられる ．

富の顕示

1993, p.43
Dubois
and

他の製品よりも，ラグジュアリー製品はその存在

意味のため

以上にそれらの意味することのために購入される ．

Patemault
1995, p.71
Kapferer
1997, p.253
Kemp
1998, p.593

ラグジュアリーは美を定義する，それは機能に芸

美・芸術

術を施す ．
ラグジュアリーとしての美徳の状態は，その本来
の望ましさの度合いによって部分的に決められたも
のであり，そして顕示的消費目的なのかどうかによ
って単純ではない ．
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消費目的と
美徳の状態

Nueno and

ラグジュアリー・ブランドは，機能面が占める価

Quelch 1998,

格のシェアは低いが，一方で目に見えない状況的な

p.62

有益が価格に占める割合は高い ．

Bernstein
1999, p.48
Vickers

目に見えな
い価値と価格

ある人の機能はある人のラグジュアリーであるか
もしれない ．

多様性を持
つ

個人の，そして社会的な象徴 ．

and Renand

個人的・社
会的象徴

2003, p.459
Vigneron
and Johnson

持ち主に尊厳をもたらすものであって，それは機
能とは切り離されたものである ．

2004, p.486
Danziger
2005, p.56

機能ではな
い， 尊厳 を も
たらす

ラグジュアリーは人生をより満足させ，有益にさ
せ，より快適に，より楽しくさせる，余分なもので

楽しくさせ
る余分なもの

ある ．
Truong et
al.

2008,

p.190

富裕者がエリート階級への所属を示すために贅沢
品を消費するような一方で，控えめな者は同じもの

購買の意図
の多様さ

を，純粋に人目を引いて地位を得るためにそれを消
費するかもしれない ．

Chevalier

ラグジュアリー・ブランドは選び抜かれた高級な

高級，感情

and

ものであり，消費者にとって感情的な価値と付加的

的価 値， 付 加

Mazzalovo

な創造性を持っているものである ．

的創造性

2008, p.vii
Atwal and
Williams

ラグジュアリーは古来より高級，身分，品質と結
びついている ．

高級，身分，
品質

2009, p.339
Corbellini
and

Saviolo

高品質・高価格・希少性は当然のこととして，高
度に主観的で，年齢や民族性に従ったそれぞれの解
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主観的

2009, p.45

釈である ．

Berthon et

ラグジュアリーは強烈な個人の構成要素を持って

al. 2009, p.47

いる；ある人にとってはラグジュアリーになり得る

個人の価値
観による

ものが他の人にとってはありふれた，もしくは価値
さえない無関係なものになるであろう ．
Kapferer

ラグジュアリーは夢を創りブランド・バリューを

夢の創造，

and Bastien

充足するためのもので，売るために伝えるものでは

ブラ ンド ・ バ

2009a, p.210

ない ．

リュー

Kapferer

ラグジュアリーは素晴らしい仕事，卓越したラフ

卓越したク

and Bastien

トマンシップ，創造性そして伝説を創ることへの正

ラフ トマ ン シ

2009b, p.321

しい評価である ．

ップ

Wiedmann
et al. 2009,

ラグジュアリーは主観的で，多次元で構成されて

主観的

いて，その概念定義は理解の統合に従うべきである ．

p.627
Shukla
2011, p.243

ラグジュアリー製品は，機能性とは一線を画して，

機能ではな

喜びや心地よさを運んでくれ，得難く，そして所有

い，喜び，心地

者に尊厳をもたらしてくれるものである ．

よさ，尊厳

出所：筆者訳作成

これらの定義は多様であるが，明示されたキーワードは二つの判断基準の所在と
二つの価値の種類に大別することができる(表 3) ．一つは「ラグジュアリーとして
の美徳の状態は，その本来の望ましさの度合いによって部分的に決められたもので
あり，そして顕示的消費目的なのかどうかによって単純ではない」(Kemp,1998)とい
うような，何をラグジュアリーとするかは，
『個人の価値観』という「内的な判断基
準」に委ねられることである．二つ目は「富裕者がエリート階級への所属を示すため
に贅沢品を消費するような一方で，控えめな者は同じものを，純粋に人目を引いて
地位を得るためにそれを消費するかもしれない」(Truong et al. 2008)というような，
『社会的地位の高さや富を象徴』する高級さがあるかどうかの「外的な判断基準」を
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有するか否かである．三つ目は「ラグジュアリー製品は、機能性とは一線を画して、
喜びや心地よさを運んでくれ，得難く，そして所有者に尊厳をもたらしてくれるも
のである」(Shukla,2011)というような，必需や機能を満たすかどうかではなく，
「感
情的価値」を満たすモノであるかどうかという「価値の種類」である．四つ目に「ラ
グジュアリーは美を定義する．それは機能に芸術を施す」(Kapferer 1997)というよ
うな，美しさや卓越性を様相として持つ「審美性」という価値の種類である．

表 3

ラグジュアリー定義の四分類

分類
判断
個 人
基準 の 価 値
の所 観
在

定義のキーワード
特定できない・個々で異な
る・共有できない・目的によ
る，単純ではない，主観的で
ある

社 会
的 地 位
の表層
感 情
的価値

富の顕示・社会的象徴・高
級，身分とのつながり

価値
の
種類

審
性

美

研究者
Davidson
1898;
Bernstein
1999; Berthon et al. 2009;
Wiedmann et al. 2009; Kemp
1998; Truong et al. 2008;
Corbellini and Saviolo 2009
Dubois and Duquesne 1993;
Vickers and Renand 2003; Atwal
and Williams 2009

Sombart 1922; Sekora 1977;
機能ではない・必需ではな
い・目に見えない意味として Danziger 2005; Grossman and
の有益，価値・感情的価値・ Shapiro 1988; Vigneron and
Johnson 2004; Shukla 2011;
夢の充足
Dubois and Patemault 1995;
Nueno
and
Quelch
1998;
Chevalier and Mazzalovo 2008;
Kapferer and Bastien 2009b
Kapferer 1997; Kapferer and
美・芸術・卓越したクラフ
Bastien
2009a
トマンシップ

出所：筆者作成

1-3
1-3-1

ラグジュアリー製品の概念規定
ラグジュアリー製品の位置づけ

前項では，ラグジュアリーについての定義を概観し，明示されたキーワードをも
とに二つの判断基準の所在と二つの価値の種類の四つの特徴に大別した．次に，本
項ではこれを前提としながら，はっきりした境界線はないもののラグジュアリー製
品と類似とされる高額品，嗜好品全般，生活必需品の位置づけについて規定を行う．
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概念的に製品の位置づけを識別することは，ラグジュアリー製品とは何であり，何
でないのかという理解を促進すると考える．
前項で導出されたラグジュアリーの概念からは，製品区別の次元として「個人－
社会」という二つの次元を導出することができる．つまり，ラグジュアリー製品とそ
の他製品の識別，内的な基準での個人的判断と外的な基準での社会的判断の二次元
で判断することができる．そして，その判断の中には，価値基準として，社会的判断
としては富を含む高い地位の表層特徴の有無が挙げられる．個人的判断においては，
感情的な価値と機能的な価値を対極と見立てることができる．すなわち「ラグジュ
アリー製品」は，社会的判断として富を含む高い地位の表層特徴を有し，かつ個人的
判断において高い感情的価値を有するという位置づけにあるものであると本論では
定義する．個人的判断で感情的価値が高く，社会的判断においては高い地位表層で
はないモノは「一般嗜好品」とする．社会的判断において高い地位表層を有し，個人
的判断において機能的価値だけが高い場合は「高額・高級品」，社会的判断として一
般的な表層であり個人的判断において，感情的価値が低く機能的価値の高いモノは
「日常必需品」と分類することが可能である(表 4) ．
前述 の「 ラ グジ ュ アリ ーは 美を 定 義す る ；そ れは 機能 に 芸術 を 施す 」と い う
Kapferer (1997)などの論ずる審美性について，その動機が個人の美的欲求から生じ
ていることを Maslow(1954=1985)に依拠し，感情的価値の高いものとして分類する．
Maslow(1954=1985, p.107)によれば，個人によっては真の基本的な美的欲求が存在
していると述べている．人間が示す美的欲求の衝動は石器時代にまでさかのぼって
みても，いかなる文化いかなる時代にも見られたと述べている．
「たとえば人がまが
って掛かっている絵を見てまっすぐにしようという強い意識的衝動をもつのは，何
を意味するのだろうか」というような，その欲求の存在とそれが高次的欲求である
旨を主張している．このような欲求は，その個人の感情的価値の高低により個人的
判断に委ねられる．従って，個人的価値判断による高い感情的価値の状態に分類で
きる。以上のことから，本稿ではラグジュアリー製品を「社会的判断として高い地位
の表層を有し，かつ個人的な判断として感情的に高い価値をもつ，非機能重視品」と
定義する．
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表 4

ラグジュアリー製品の位置づけ
社会的判断（外的表層）
地位表層（高）

個人的判断

感情的価値重視

(内的価値)

機能的価値重視

ラグジュアリー製品
高額・高級品

地位表層（無）
嗜好品等全般
生活必需品全般

出所：筆者作成

1-3-2

ラグジュアリー製品の感情的価値とは

本節では，ラグジュアリー製品の要件とした「高い感情的価値」について，和田
(1998)の示す製品の属性ピラミッドによる価値次元の階層性の中で確認し，加えて
コモディティとの対比によって示される，延岡(2006)の意味的価値をもとに説明す
る．
和田(1998, pp.210-211)は，製品の属性ピラミッドを次のように説明をしている
（図 1）．「製品の基本価値とはその製品が製品として存在しうるための基本的な品
質や機能であり，便益価値はその製品の使用や消費にあたっての便益性を与えるも
のである．感覚価値とは製品の消費にあたって感覚的に楽しいとか形態が魅力的で
あるとかいった，いわゆる形態における「美的価値」である．観念価値は製品のコン
セプトそのものが生み出す価値であり，製品の品質や機能を超えて製品に何らかの
主張や理念，ストーリーが製品の背景として存在している場合に見せる価値である．
ある意味では，感覚価値が製品の美的価値を形態として表現するものであるのに対
し，観念価値は製品の美的価値を心理的・心像的に表現するものであるといっても
よいだろう」．この美的価値とは先の項で述べた美の理論の言説によれば「美」とは
人間の内的なものの認識による．美的価値の形態と心理的表層は，ラグジュアリー
製品の機能（=形態）と効果（＝心理的表現）の関係と置き換えることが可能であり，
それは「感情的価値」のひとつでといえる．
この価値構造における基本価値と便益価値は，製品の品質や機能を示すもので文
字通り機能面の価値を有する．ラグジュアリー製品の価値表層は，感覚価値と観念
価値の部分であるといえる．さらに，感情的価値とは和田(1998)の述べる製品の属性
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ピラミッドの観念価値の部分に相当するであろう．観念価値である「製品のコンセ
プトそのものが生み出す価値であり，製品の品質や機能を超えて製品に何らかの主
張や理念，ストーリーが製品の背景として存在している場合に見せる価値」を持つ
ものが，感情的価値を有し，ラグジュアリー製品になり得る．

図 1

製品の属性ピラミッドにおける

ラグジュアリー製品の感情的価値と機能的価値の位相

出所：和田(1998)をもとに筆者作成

さらに，図 2 に示すように，ラグジュアリー製品の定義「非機能重視品」という
観点から，感情的価値について，次のように説明することができる．延岡(2006)は，
コモディティを回避するものづくりの文脈から，コモディティの持つ価値のひとつ
である「機能的価値」との対比で「意味的価値」を論じている．延岡(2006)は意味的
価値をステイタスやファッション性としての自己表現価値と，マニア性や芸術性と
してのこだわり価値の共に高まるところと表現した(図 2) ．ラグジュアリー製品の
感情的価値は，機能と対比してこのように意味的価値の位相としてとらえることが
できる．しかし，気を付けなければならないのは，ラグジュアリー製品は社会と個人
という二つの価値観の間にあり，その認識は固定的ではなく「流行」という感覚と不
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可分の関係にあるといえる．何がラグジュアリー製品なのかは，常に移り変わると
いう事である．飽戸（1985）は，人がなぜ流行を採用するのかに関し，同調化・個
性化理論として次のように説明している．飽戸（1985, pp.104-105）は，ジンメル
（1904）とサージェント（1950）を用い，ジンメルは人々が流行を採用するのは，
一面において新しいものを求め，自己を他人から区別し，顕示したいという欲求だ
が，と同時にその反面，流行を採用するということは他人の行為を模倣する行為で
あり，社会から孤立したくない，他人と一様化したいという適応欲求も満足させる
ものであると考える．サージェントは，人々の流行とかかわり方に関して大きく流
行の先導者と消極的追随者とにわけ，前者においては“個性化”が，後者においては
“同調”がより支配的な動機になっている．先に述べた人が生まれ持つという美的
欲求をもとに，相反する二つの同調と差異という社会と交わる欲求を満たすことが
できる点でラグジュアリー製品は人を魅力する力をもつといえる．

図 2

ラグジュアリー製品の感情的価値の位相
ラグジュアリー製
品の感情的価値

出所：延岡(2006)に加筆
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1-4

製品の普及と感情的価値

前節での自己表現価値の高さに意味的価値を有する様相は，一旦ラグジュアリー
製品が普及すると，それが自己表現価値を下げ，その感情的価値に変化を及ぼすと
推測できる実際のデータがある．図 3 は世界最大のラグジュアリー・ブランドのコ
ングロマリットである LVMH グループにおけるフランス・日本・日本を除くアジア
の売り上げシェアの変化を示したものである．2002 年から 2015 年の間に，日本は
その売り上げ・収益のシェアが 15％から 7％に 8 ポイント減少した．一方で，日本
を除くアジアは，15％から 27％に 12 ポイントも上昇している．ラグジュアリー製
品が普及し，製品が飽和化することで，その感情的価値は下降した結果と読み取れ
るのではなかろうか．日本では 2000 年頃には，マイボイスコムのデータから，成人
女性の 4 人に 1 人がルイ・ヴィトンを所有しているという，ラグジュアリー製品の
飽和時代を経験した．その後，ブランドは当然高い品質を兼ね備えた製品ラインナ
ップを広げていたが，日本での売り上げ規模は広がっていない．このデータからは，
社会的地位の表層がブランドに付され始めた時と飽和して多くの人が持つようにな
った時では，ラグジュアリー製品の要件である感情的価値が減退するであろうこと
を示唆している．社会的地位表層は，外側に相対的な価値基準を持つ，高額・高級で
判断されるが，現在の日本の状況において，社会的地位の表層というラベルが個人
の高い感情的価値を形成することはますます少なくなっていくであろう．
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図 3

LVMH の国別売上・収益シェア推移(2002～2015)

出所：LVMH Annual Report をもとに筆者作成

1-5

小括

前項で，ラグジュアリー製品の概念規定を「社会的地位の表層を有し，感情的に高い
価値をもつ，非機能重視品」と定義した ．それは消費者にとって，感覚価値，観念的価
値，意味的価値を有するモノである ．企業が自らをラグジュアリー・ブランドと名乗っ
ていても，その製品をラグジュアリーであると判断を下すのは消費者である ．ブランド
が付されているからと言ってラグジュアリーであるとは言い切れない ．消費者が製品に
対して感じる価値が感情的価値の高さを意味するか，機能的価値の高さかによって，ラ
グジュアリー製品なのか，高額・高級品なのかがわかれる ．またそれは，社会的・個人
的の価値観である以上，流行と不可分の関係でもある。Kapferer and Bastien (2009a,
pp.110-112,p.212)は，ラグジュアリーは，他との比較によるポジショニングではなく，
アイデンティティこそが，独自性や悠久性などの真正性へのフィーリングをブランドに
与えると述べている ．ラグジュアリー・ブランドの中核はアイデンティティであるとし，
ブランドアイデンティティ・プリズムを示している ．確かにアイデンティティは重要だ
が，ラグジュアリーへの判断は，消費者の感情価値に資するかどうかという前提に立て
ば，顧客基準のブランド・エクイティ 14（Keller,2012=2015）が重要であるといえよう ．

14

ブランド・エクイティは 1980 年代に台頭し 90 年代に活発化したマーケティング概
念で，Aaker(1991) はブランド・エクイティを「あるブランド名から連想されるプ
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本稿で試みた概念規定からは，ラグジュアリー・ブランドとラグジュアリー製品はイ
コールではない ．つまり，消費者の持つブランド知識とブランドのラグジュアリー・イ
メージが合致するだけでは不十分であり，ブランドイメージとその製品そして顧客の三
者間の間に高い意味的価値・感情的価値が結ばれることが重要である ．ラグジュアリー・
ブランド製品が飽和した日本では，ブランドイメージや製品というモノが，どのように
消費者の感情的価値に資するのかを再考することがより一層企業には求められるであろ
う．
本章では，ラグジュアリー製品とは何かということを，ラグジュアリー製品の属性の
概念規定をもとにその説明を試みた ．しかし，現在の日本は，ラグジュアリー・ブラン
ド製品の飽和化を経て，消費者が何をラグジュアリーと感じるのかは，変化の渦中にあ
るといえる ．そして，どのように消費者がラグジュアリー製品の価値認識をするのかは
まだ明らかではなく，残される課題である ．

ラスの要素とマイナスの要素の総和であり，同種の製品であっても，そのブランド名
がついていることによって生じる価値の差」であるとした ．
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2章

贅沢品の消費

2-1.

章の概要

1 章では，ラグジュアリー製品の概念規定を行い，ラグジュアリー・ブランドとラグ
ジュアリー製品の違いについて説明を行った ．ラグジュアリー製品を「社会的判断によ
る高い地位の表層を有し，個人の判断による高い感情的価値をもつ，非機能重視品」と
定義した ．したがって，消費者が製品をラグジュアリーであると認識するには，ブラン
ド・マークやブランドイメージが示す社会的表層の側面のみならず，消費者の高い感情
的価値を有することが重要であると述べた ．
本章はこの定義を前提に論を進め，ラグジュアリー製品を消費という観点から掘り下
げていく ．まず，ラグジュアリー・ファッション・ブランド 15を視角として，日本におけ
るラグジュアリー・マーケットの現状について概観する ．本章で述べる日本のラグジュ
アリー・ファッション・ブランド産業の現状については，移り変わる情勢の一場面を切
り取り静的に捉えたものでしかない ．現在の日本の所得の格差などを鑑みながら，ラグ
ジュアリー・ファッション・ブランド産業が及ぼす消費経済へのインパクト，機能そし
て消費者像について概観する ． 本章の現状の考察は，続く反復的愛顧客の分析を前に，
そのデータそのものよりもそのトレンドや関連性から，ラグジュアリー産業の趨勢を考
察することを第一義とする ． そして，贅沢消費に関して 19 世紀以降贅沢品の購買動機
が消費経済という観点からどのように捉えられてきたかを振り返る ．最後に，近年のラ
グジュアリー・マーケティング研究のレビューから，本書における今後の研究の課題を
述べる ．

15

本論では，ラグジュアリー・ファッション・ブランドの範疇を，世界高級品協会
（World Luxury Association＝WLA）が 2012 年度に選定した「世界贅沢品ブランドの
トップ 100」におけるファッション部門と宝飾部門のトップ 10 の範疇に定める ．それ
ぞれのトップ 10 は，ファッション: エルメス,シャネル,ルイ・ヴィトン,クリスチャ
ン・ディオール,フェラガモ,ヴェルサーチ,プラダ,フェンディ,ジョルジオ・アルマーニ,
エルメネジルド・ゼニア／宝飾：カルティエ,ヴァンクリーフ＆アーペル,ブシュロン,ハ
リーウィンストン,ショーメ,クロイバテリ,ブルガリ,モンブラン,ティファニー,ミキモト
である ．
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2-2.

ラグジュアリー・マーケットの日本における現状

ラグジュアリー市場の変遷を概観すると，従来は所得ピラミッドのトップ層という排
他的なニッチ・マーケットをターゲットにしていたが，その後ラグジュアリー産業のグ
ローバル化と成長により，多様なライフスタイルを持つ多くの顧客セグメントに消費さ
れるように変化した(Okonkow,2007; Harder,2008; Garland,2008) ． 2000 年まではラ
グジュアリー市場は多くの「ラグジュアリーの日帰り客(luxury day tripper)達」に支え
られて世界的に成長してきたが，今や常習的に買う人たちがラグジュアリー市場の主要
部分を構成している(Kapferer and Bastien,2009,pp.186-187) ． ラグジュアリーは過去
には一部の特権的な顧客のための排他的製品であったが，トリックルダウン理論 16に示
されるファッション化の動きや，さらには G.ジンメルの論ずる個性化的使用から，その
後のラグジュアリー・ブランドの勃興を追い風に同調的使用と化し，多くの人に消費さ
れるように変化したといえる ．
世界の高級ブランド市場は，図 1 で概観することができる ． 世界規模では 2013 年度
で 22 兆円とも言われる巨大な市場である ．21 世紀の現在，世界的にラグジュアリーは
巨大なそして伸び続けている産業である（Wiedmann and Hennigs,2012）．日本におい
ても，ラグジュアリー・ファッション・ブランドと称される企業の売上げは，バブル崩
壊後の失われた十年と呼ばれる時にも伸び続けた ．後のリーマンショックを受け，数年
間縮小したが，2014 年以降はまた発展している ． 日本の市場規模は 2 兆円と言われ，
近年はインバウンド売上も加算されている ．一例を挙げれば，ルイ・ヴィトンやブルガ
リを傘下に持つ，ラグジュアリー・ブランドのコングロマリットである LVMH グループ
のアニュアル・レポートによれば，同社の 2014 年の総収益は約 3.5 兆円で，日本の収
益はその 7%シェアの約 2,500 億円(1€=115 円換算)であった ． この一グループの売上規
模をもっても日本の消費経済に及ぼすインパクトは明らかに大きい ．

16流行はそれぞれの階層を（とくに高い地位を）誇示するために存在する ． したがって

流行は，階層の高いところから低いところへ転がり落ちていくとする理論（飽戸,
1999, p.61）． もとは，マンデヴィルの主著『The Fables of the Bees: or, Private
Vices, Public Benefits』1714 年(訳『蜂の寓話―私悪すなわち公益』法政大学出版局)に
由来する ．
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図1

高級ブランド企業・グループの売上規模比較

出所：LUX Research Japan 17

次に日本の業界の状況を概観する ．日本におけるラグジュアリー・ファッション・ブ
ランドを主とするインポート・ブランドの売り上げのトレンドが図 2 である ．リーマン
ショックの経済の破綻により日本人 1 人当たりの支出は大幅に下落し，特に高級品市場
はその影響を大きく受け 2006 年から 2010 年の間に 23％縮小した ． 2014 年は小売金

17

http://www.luxresearchjapan.co.jp/library/2010-09-29.html(2015 年 9 月 1 日閲覧)

※ 注：上記 PPR は 2013 年 3 月にケリンググループに変更 ．
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額ベースで前年比 10.3％増の 2.2 兆円という大きな市場である ． また 2014 年はプラス
成長となり市場規模は拡大したものの，日本人の買い上げ客数が減少しているのが実情
である ．最たる要因は，円安（ユーロ高・ドル高）の進行である ．それにより，2013 年
2014 年と度重なる商品価格の値上げに踏みきらざるを得ないブランドが続出し，日本
人中間層の消費を鈍らせる結果となった ．また 2014 年 4 月には消費増税も行われ，同
年 3 月までの駆け込み需要で潤ったブランドは多かったものの，秋以降の更なる商品価
格の値上げも加わり，特に日本人中間層の消費鈍化に拍車をかけるものとなった ．この
ような環境下で 2014 年の市場規模が拡大した要因は，従来の顧客である富裕層の消費
が依然活性化をしていたことと，ツーリスト客のブランド消費の急激な拡大が背景にあ
ったと考え得る(図 3) ． 各ブランドで主にアジア圏からの“爆買い”で 2015 年も大き
く成長した。ラグジュアリー・ブランドによる海外からの旅行客からの売上金還流のイ
ンパクトも大きい ．

図2

インポート・ブランド売上推移・予測

出所：矢野経済研究所「2015 年版 インポートマーケット＆ブランド年鑑」
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図3

百貨店 61 店舗における外国人観光客の売り上げ

出所：経済産業省「商品別地域別にみた百貨店販売額の動向 2015/7/2 掲載」 18

日本の老舗百貨店において，ラグジュアリー・ブランドは百貨店の顔となるエントラ
ンスに位置し，百貨店におけるその存在感は大きい ．一流百貨店とイオンなどに代表さ
れるショッピングモールなどの郊外大型店との最たる違いは，ラグジュアリー・ブラン
ドが存在するマーチャンダイジングの格の差であろう ．2017 年 4 月には銀座の松坂屋
跡地に GINZA SIX として大規模なラグジュアリー・ブランドを中心とした商業施設が
開店している ．このように，ラグジュアリー・ファッション・ブランドは，都市開発の
コンテンツとしても鍵となる存在であり，現代の商業，消費市場において様々な重要な
機能を担っている ．

2-3.

ラグジュアリー消費の担い手

前項ではラグジュアリー・ファッション・ブランド産業の規模とその成長について概
観した ． 本項では，その消費の担い手の実態と趨勢についてみていく ． Kapferer and
Bastien (2009)の指摘にあるように，今や常習的に買う人たちがラグジュアリー市場の
主要部分を構成している ．実際に，年間売上が 100 億～150 億のラグジュアリー・ファ

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai-result-1.html(2015 年 9
月 5 日閲覧)
18
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ッション・ブランドへの聞き取り調査から，上位 3%の顧客が売上全体に占める割合が，
約 30%～40%という企業が複数社存在した(2015 年度) ． これは少数の顧客が多くを購
買している実態を反映している（図 4）．このような消費の上位集約的な傾向はラグジュ
アリー製品のみならずオペラ観劇などのアート消費においても論じられている ． 堀田
(2015)は，ふつうの高い消費者関与のレベルを超え極めて高い関与を示すファン層であ
る超高関与消費者調査で，その上位 3.3％の顧客の売上が全体の 33％を占めることを示
した ．
また，百貨店での高額品である身の回り品と株価指数の 2007 年～2015 年の相関が高
い（図 5）．身の回り品（靴・ハンドバック・アクセサリーなど）やラグジュアリー・ブ
ランド製品も含むその他の商品と，株価指数の相関が 0.7 である ． また，美術・宝飾・
貴金属の売上と株価指数は相関係数 0.8 の強い相関を示している ． これらの相関から，
富裕層など資産家が奢侈品の購入層とは無関係ではないことが確認できる ．

図4
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顧客ランクによる売上シェア

ラグジュアリー・ブランドA社 2014年度
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20%
15%

10%
5%
0%

20%

40%
60%
顧客ランク

80%

出所：企業データをもとに筆者作成

39

100%

図5

高額品販売額と株価指数の相関

出所：経済産業省「商品別地域別にみた百貨店販売額の動向 2015/7/2 掲載」

現在，日本の富裕層・超富裕層の世帯数は増大傾向にあり 19，2011 年から 2013 年に
富裕層および超富裕層の保有する純金融資産総額は，それぞれ 16.7％，65.9％増加し，
合わせて 28.2％増加した ．預貯金，株式，債券，投資信託，一時払い生命・年金保険な
どの純金融資産保有額 20を基にした推計で，純金融資産保有額が 1 億円以上 5 億円未満
の「富裕層」および同 5 億円以上の「超富裕層」を合わせると，その数は 2013 年時点
で 100.7 万世帯 21あった ． この結果を 2011 年と比較すると，富裕層は 25.4％，超富裕
層は 8.0％の増加となっている ．そしてなお増加は続きその人口は 2014 年には 112 万 5
千人にのぼり，2020 年には更なる増加が予測されている ．
Wiedmann and Hennigs(2012）はラグジュアリーの成長が“rich get richer, and the
poor get poorer”という社会的傾向と関連していることを述べている ． OECD22が 2005
年 2 月「OECD 諸国における所得分配と貧困」と題した「OECD ワーキング・レポー
ト 22」で公表した世界の貧困率状況は，1 位メキシコ 20.3％，2 位アメリカ 17.1％，3
位トルコ 15.9％，4 位アイルランド 15.4％についで，北米とヨーロッパを中心に，世界

野村総研 2014 年 11 月 18 日ニュース ．
https://www.nri.com/~/media/PDF/jp/news/2014/141118.pdf 2015 年 9 月 8 日閲覧 ．
20 保有資産の合計額から負債を差し引いた値 ．
21 内訳は，富裕層が 95.3 万世帯，超富裕層が 5.4 万世帯 ．
22 Organization for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構 ．
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的に裕福である経済先進国を中心とした 30 ヶ国のなかで，日本は 5 位の 15.3％という
結果であった ． つまり世界でワースト 5 位である ． この 15.3％という貧困率は 24 ヵ国
の平均である 10.4％を大きく上回っている ．そしてドイツやフランスなどの先進国の多
くは，軒並み 10％以下を示しており，多くの国が日本よりも貧困率が小さい ．日本より
上位の国を見てみると，先進国はアメリカだけである ．日本は世界でもアメリカに次ぐ
世界第 2 位の格差社会の先進国という状況である ．ジニ係数を国際比較しても，日本の
ジニ係数の高さが OECD の中でも高いことがわかる ．加えて，ジニ係数は 1980 年から
2000 年の 20 年間で急速に上昇している ．
グローバルノートによると 232012 年の日本の株式市場取引高はアメリカ，中国に次い
で世界 3 位の大きさである ． この株式投資の大きさとはうらはらに，2014 年国内小売
販売量前年比は，イギリス，アメリカ，韓国，フランス，イタリアなどに次いで 36 位で
日本の順である ．これは，日本の小売販売の伸びの低さと消費行動が株式投資量とは連
動していないということである ．購買力平価国際比較では 2014 年度の 1 位中国，次い
でアメリカ，日本，フランスの順で示される ．実際の購買力の数値を見れば，日本の購
買力自体が落ちているというわけではなく購買行為が購買力並みには実行されていない
状態にあるといえる ．これらの情報からは，日本の消費は富裕層の需要を増加させるこ
とで拡大できるという可能性が読み取れる ．
「一億総中流」と謳われた時代は終焉を迎え
ており，過去の様な消費拡大のしかたは考えにくい ．多くのラグジュアリー・ブランド
にとって，実際には今後もさらにカスタマー・ターゲットは自ずと富裕層へ集中してい
くことが予測できる ．しかし，富裕層は多くの企業からターゲットにされ，質の高いサ
ービスと多くのモノや情報を入手しているマーケターにとって手強い存在といえるがそ
のニーズは明確にわかってはいない ．

2-4.

贅沢消費についての先行研究レビュー

前項ではラグジュアリー消費が現代の消費経済に及ぼす影響の大きさを確認した ．前

23

http://www.globalnote.jp/category/9/66/，2015 年 9 月 20 日閲覧 ．
41

章で述べた贅沢禁止令の存在が物語るように，奢侈品の消費は法律で禁止しなければな
らないほど人間の本質的な欲望と密接にかかわっていた ．そして，その行為は是とされ
ない歴史を持っていた反面，現在に至るまで産業や消費経済を牽引してきたことも事実
である ．本節では 19 世紀以降の奢侈的消費が消費経済においてどのように認識されて
きたかを概観する ．
17 世紀を通じ，すみやかな歩みで資本主義が発展した国々では贅沢禁止令が消滅して
いった．衣服令 24は，イギリスで 1621 年廃止された ．フランスでの食物の贅沢に関する
最後の禁止令が出たのは 1629 年で，衣服に関する最後の法律は 1708 年に発せられた ．
それ以後支配層は，資本主義的工業の利益にとっての奢侈支出の必要性を確信し，文壇
のリーダーたちも奢侈礼賛に傾いた．奢侈は市場形成力を持っていたからである
(Sombart,1922=2013;pp.239-241) ． 一方で，宗教的・社会的理由のゆえに，奢侈的消
費やステイタスを見せびらかすための経済的行為というものに対する道徳的批判は，
1830 年代から 1840 年代にかけても依然として盛んに行われた ．しかし，この時期のイ
ギリスや大陸ヨーロッパそしてアメリカにおける様々な出来事は，経済的組織を変容さ
せはじめるとともに，経済的・社会的考え方に重要な影響を与え始めていた
(Roger,1998=2000;pp.49-50) ．Veblen(1899)が，当時の有閑階級者が「みせびらかし」
のために，その富の顕示を意味した贅沢品の消費を「顕示的消費」としてその経済的機
能を論じたことは有名である ．この当時に，今も続く最も認知度の高いラグジュアリー・
ファッション・ブランドのひとつである，ルイ・ヴィトンの L と V のイニシャルそし
て星と花のモチーフのモノグラムデザイン生地が世に出されている 25． この防水性の生
地で覆われた木箱（トランク）がオートクチュールのドレスなどで満たされ，一部の階
級層の船旅に用いられていた ．Roger (1998=2000,pp.45-46)は， Senior の 1836 年の
「経済学概説」から次の文を引用した．
「 もし社会において上流社会を占めている人々が，
富を顕示することによって大衆の尊敬を勝ちうることができないとするならば，彼らの
義務というものがよく果たされることは滅多にないであろう」人間の情念の中で差別化
24

ある種の美味な食物をとることなどを含む，一定の奢侈支出を禁ずる令である ．

この生地のデザインは 1896 年ジャポニズムの影響の色濃いこの時期に，ルイ・ヴ
ィトンの二代目によって考案された ．
25
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への欲求こそが最も強烈な情念であるとみなしてよいであろうこと，そのために富を入
手すること，そして顕示的消費をするということにあらゆる社会的・経済的階層の人々
の欲求が存在すると指摘した ．たとえ所得が生存に必要な最低限のときにさえ，顕示的
消費の欲求があるということが，先進国および発展途上国において生産されている地位
消費財の「模造品」の増加の説明に役立つことを論じた(Roger,1998=2000, p.211) ．贅
沢品の消費は人間の基本的な欲求に根ざしたものであり，マックス・ウェーバーのプロ
テスタンティズムの禁欲的倫理による資本主義成立の主張に反し，贅沢こそが資本主義
の成長の要因のひとつであると主張した Sombart(1922=2013,pp.131-133）は，奢侈・
贅沢を「必需品を上まわるものにかける出費のことである」とした ．必需品をはっきり
させるためには，主観的な価値判断と客観的尺度に因る ．奢侈は財貨と同じ意味での量，
およびより優れた財貨の消費を意味する質，この二面から定められると述べた ．
Sombart(1922)は，
「同じ奢侈でも多様な目的を持っており，人が黄金で飾りあげた神殿
を神に捧げるような利他主義の行為ではなく，自分のために絹のシャツを買うような，
人間が利己的な動機でその個人の生活に色をそえるのに役立つ奢侈消費からの資本主義
への貢献を論じた。それらの奢侈品のすぐれた性質は，作業過程が協働と専門化によっ
て高い段階に達した時にはじめて実現されるという，すぐれた経営組織基盤の必然的な
存在とその販売の性質から，奢侈消費の形成が工業生産組織に多大な影響を与え，資本
主義を生み落した」と論じている ．賛否両論を有した奢侈的消費であるが，フランスの
商業的利益にとって地位的消費が重要であることが認識されるようになったのは，1954
年にコルベール協会（ルイ 14 世の大蔵大臣にちなんでなづけられ，1957 年にコルベー
ル委員会と改称された）が，フランスの奢侈財製造業者たちの利益を促進し保護するた
めに設立されたときであった ．奢侈財にとって魅力的な市場が適切に運営されることは，
フランスの商業的利益に適っていたため，政府は地位志向的消費や地位消費財に対する
需要の特殊な性質を公的に承認した ．今日も委員会とフランス政府との密接なつながり
は続いている(Roger,1998,p.224) ．
20 世紀後半には，快楽消費(Hirschman and Holbrook,1982)，経験消費(Pine and
Gilmore,1999) ，体験価値(Schmitt,2003)が論じられるというように，多様な角度から
消費することの価値が論じられるようになった ．消費者が何を消費するかよりも，何の
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ためにどう消費するかということが活発に論じられるようになった ． Kapferer

and

Bastian(2009b)は，ラグジュアリー戦略の文脈の中で，ラグジュアリー製品を必需品と
区別し，その役割は個々人の「必要」にではなく「夢」に応えることと論じた ．この「夢」
という漠然とした購買動機の源泉となる感性は，Vigneron and Johnson(1999)によって
次のように分類された中に垣間見ることができる ．それは，
「顕示的価値（conspicuous）
・
独自的価値（unique）
・社会的価値（social）
・感情的価値（emotional）
・品質（quality）」
という 5 つの知覚的な価値を「ヴェブレニアン（Veblenian）スノッブ（snob）バンド
ワゴン（bandwagon）快楽主義者（hedonist）完璧主義者（perfectionist）」 という 5
つの購買動機とそれぞれ関連させた(表 1) ．そして，Vigneron and Johnson(1999)はこ
の各価値に基づく購買動機の類型と，それぞれに異なるマーケティング戦略が必要であ
ることを提案した ．競争が激化した現代におけるラグジュアリー製品の購買動機を捉え
るには，実際の購買顧客に迫った探索が必要であることを本章では指摘したい ．この点
を踏まえ，次項では，カスタマー・コミットメントに関連するラグジュアリー・マーケ
ティング研究をレビューする ．

表1

社会的要因

ラグジュアリー消費者の価値と購買動機
価値

購買動機

顕示的価値

ヴェブレニアン

独自的価値

スノッブ

社会的価値

バンドワゴン

感情的価値

快楽主義者

品質

完璧主義者

個人的要因
出所：Vigneron and Johnson（1999）

2-5.

ラグジュアリー・マーケティング研究における消費への接近

Kapferer(1998)は可処分所得の高い若い経営者を対象に調査した国際的な抽出標本
の回答の統計分析により，ラグジュアリーの四つの概念と，その典型を特定した(表 2) ．
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一つ目は物品の美しさ，製品の卓越さ，そして独自性を意味する経験の真正性，二つ目
に創造性，三つ目に安心できる価値と名声，四つ目に目立つ記章を挙げている ．

表2

消費者の四つのラグジュアリー概念

出所：Kapferer(1998)

前述の Kapferer(1998)に代表されるような，消費者のラグジュアリー概念について
の研究は前章のラグジュアリーの定義の多様さに見られる様に，多くの研究者が注目し
研究されている ． しかし，先に述べたようにラグジュアリー消費に関して成熟期を迎
えている現在の日本では果たして消費者がラグジュアリーであると認識することが実際
の購買に直結する時代は終わっている ． すなわち，現代においてラグジュアリー・マ
ーケティング研究は，消費者の態度や行動にもっと照射していく必要があるのではない
か ．Wieseke et al.(2012）は概念的にも実証的にもラグジュアリー・ブランドにおい
て，いかにしてブランド・バリューを効果的に顧客に伝達するかという販売戦略の視点
をもつ研究は存在していないと指摘している ． ラグジュアリー・ブランドにおける販
売員の最重要な任務は顧客にブランドと商品価値とを伝えることである（Reynolds
and Beatty,1999）． しかし，販売員の職務の重要性とは対照的に，ラグジュアリー・
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ブランドについてのパーソナル・セリングならびに販売マネジメント戦略の研究は非常
に少ない（Wieseke, et al., 2012）． ラグジュアリーにおけるセールス・マネジメント
はブラックボックスに入ったままであると主張する Wieseke et al.(2012)は，ラグジュ
アリー製品と量産製品に対する，顧客の価値認識に対して，販売戦略が及ぼす影響を実
証した ．彼らは，認知的影響をもとにした戦略である情報交換販売戦略は，主として
感情の影響を受けているラグジュアリー・ブランドの価値認識の改善に有効な手段であ
り，逆に認知的影響に基づくとされる量産ブランドの価値認識を向上させるには，感情
的影響を受けるインスピレーション・アピールが有効であるとした ． 彼らの調査はド
イツの 7 つのディーラーにおいて，72 名の販売員による 351 件の顧客と販売員のやり
取りが調査対象とされ，調査員によって調査を行った ． 調査はリッカート尺度を用い
た質問票により，取引の前‐後が調べられた ． 結果的に彼らの仮説である非ラグジュ
アリー・ブランド製品よりラグジュアリー・ブランドの方が情報交換という認知的販売
戦略が，顧客の価値認識の向上により有効にはたらく(図 6–A))。そして，感情的販売
戦略であるインスピレーション・アピールは，ラグジュアリー・ブランドよりも量産ブ
ランドの方により有効にはたらく(図 6–B))という通説とは異なる結果が明示されてい
る ． このような通説との乖離は，市場の変化に伴う顧客の価値観の変化が影響してい
る可能性が高く，顧客の感性を深く読み取ることが求められよう ．
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図6

販売戦略‐ブランドタイプ別の相互作用結果

出所：Wieseke, Mauer and Alavi(2012）

そして，ラグジュアリー・マーケティング研究において，その製品とカスタマー・コ
ミットメントの関係を調べた研究も非常に少ない ． 多くのカスタマー・コミットメン
トと購買行動の関係を実証した先行研究の対象は，日常必需品である ． Shukla et al.
(2016) が “Customer commitment to luxury brands: Antecedents and consequences”
を出すまでは，彼らはラグジュアリー・ブランドでコミットメントとの関連は実証され
ていなかったことを指摘している ． 彼らはラグジュアリー・ブランドの製品購買にお
いて，コミットメントの先行要因が何か，そしてコミットメントと購買満足・推奨意図
への影響を実証した ． 調査対象はロンドンのラグジュアリー・ブランドが立ち並ぶボ
ンド・ストリートとスローン・ストリートでの街頭での歩行者に対し実施した ．
LVMH, Gucci, Prada, Miu Miu, Hermes そして Cartier などのラグジュアリー・ブラ
ンド製品を，一回以上購入経験を持つ人を対象に，表 3 の計量モデルに基づき質問調
査を実施し，最終的に 212 名のデータを使用した ．
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仮説：
H1 a+: 転換による社会的関係の代償が高いときに，感情的コミットメントが強い ．
H1 b+: サービスの質が高いときに，感情的コミットメントが強い ．
H1 c+: 信頼性が高いときに，感情的コミットメントが強い ．
H2 a+: 便益を失う代償が高い時に，計算的コミットメントが強い ．
H2 b+: 代替の魅力が高い時に，計算的コミットメントが強い ．
H3 +:

好ましい主観的規範は，ラグジュアリー・ブランドについて高い規範的コミット

メントを引き出す ．
H4 a+: 感情的コミットメントが購買満足にプラスの影響を及ぼす ．
H4 b+: 規範的コミットメントが購買満足にプラスの影響を及ぼす ．
H4 c-: 計算的コミットメントは購買満足にマイナスの影響を及ぼす ．
H5 a+: 感情的コミットメントがブランド擁護にプラスの影響を及ぼす ．
H5 b+: 規範的コミットメントがブランド擁護にプラスの影響を及ぼす ．
H5 c-: 計算的コミットメントはブランド擁護にマイナスの影響を及ぼす ．
結果は図 7 に示すように，それぞれの仮説が採択/棄却された結果であった ． 社会的
関係の代償が高いときに，感情的コミットメントが強い ．サービスの質や信頼性は，
感情的コミットメントにつながらなかった ． これはインターネットでの購買経験の影
響を指摘している ． 便益を失うリスクならびに代替品の魅力は計算的コミットメント
の強さに関係する ． また好ましい主観的規範は規範的コミットメントを引き出す ．感
情的コミットメントが購買満足とブランド擁護に有意に影響し，計算的コミットメント
は，購買満足にもブランド擁護に影響しない ． 規範的コミットメントは購買満足と推
奨意図とにマイナスの影響を及ぼす結果が導出された。これは義務感では購買満足もブ
ランド擁護も引き出すことが不可能であることを示している ． Shukla et al. (2016) は
ラグジュアリー・ブランディングにおいて，社会的関係を喪失するコスト知覚が感情的
コミットメントを高めること，そして感情的コミットメントが購買満足とブランド擁護
に影響するというその中心的な役割を示す結果を受けて，販売員と顧客の関係性が重要
であること，それを築くマネジメントが必要であると論じている ． ラグジュアリー購
買では，感情的コミットメントと計算的コミットメントの先行要因，そして，主観的規
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範から影響を受ける規範的コミットメントが購買満足や推奨意図に及ぼす影響が，先行
研究が示す非ラグジュアリー製品のそれとは異なることが示された ．

図7

カスタマー・コミットメントの先行要因ならびに購買満足と推奨意図の関係

出所：Shukla, Banerjee and Singh(2016)
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表3

質問内容・計測モデル

出所：Shukla, Banerjee and Singh(2016)
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この Shukla et al.(2016)のラグジュアリー製品購買におけるカスタマー・コミットメ
ントとの関係構造を調べた点で，唯一ともいえる研究だが，その調査対象は，一度きり
のラグジュアリー製品の購買経験者も調査の対象となっている ．一度きりの購買と反復
購買行為の動機には大きな違いがあると考えられる ．例えば，ラグジュアリー製品をギ
フトで一回購入・たまたま自分へのご褒美で購入するようなケースと，自分のために反
復的な愛顧を継続する顧客は異なるであろう ．企業の経営的視点で考えれば反復的購買
をする顧客は最も重要であり，反復的購買とカスタマー・コミットメントの関係を探索
していくことは市場競争の激化している現代において有益な示唆を得ることができるで
あろう ．Reichheld(1994)が離反率の低下が収益を押し上げる 26と論じているように，愛
顧の継続は全ての企業の欲する顧客の状態である ．日本の現状でもある，一部の常習者
に支えられるラグジュアリー・マーケットにおいては，顧客維持は最重要な課題である
が，高い購買頻度やこの顧客層のカスタマー・コミットメントに照射された研究は非常
に少ない ．

2-6.

小括

ラグジュアリー・マーケットは 22 兆の消費社会に大きなインパクトを持つ市場であ
る ．現在の日本でもその市場の影響は大きい ．一方でこのラグジュアリー市場が一部の
消費者によってかなりの大きさを支えられている構図もある ．贅沢消費は，過去には宗
教的・社会的理由のゆえに道徳的批判の的であった (Roger,1998) ．時代の経過と共に，
後に「顕示的消費」としてその経済的機能を論じられるようになり(Veblen,1899)，その
消 費 の 貢 献 は 資 本 主 義 の 成 長 の 要 因 の ひ と つ と 述 べ ら れ た (Sombart,1922) ．
Smith(1759)は，その昔，人間は他者から同感と好感と是認を伴う注目を欲するが故に
富を獲得することを述べ，
「上が富めば下も富む」と“見えざる手”の効果を論じたが 27，
Reichheld(1994)は離反率を 5%改善することで，収益率が 35%～100%増加すると
いう調査結果を述べている（広告業界 100%，銀行 85%，出版 85%，保険 84%，クレ
ジット会社 75%，産業材流通 45%，ソフトウエア 35%）．
26

27スミスの述べる見えざる手の効果とは，富者が自身のための便益や欲望の充足のため

であるにもかかわらず，意図することなくその知識もなしに見えない手に導かれて，貧
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Veblen(1899）は「物質的な富の増大は平等に分配されることはない」と述べた ．一世紀
以上の時間を経た今，当時の，制度学派の始祖 Veblen(1899）の指摘は今日の日本の状
態を予言したかのようである ．富の格差が広がる日本の現状に鑑みた時に，現代の贅沢
消費には，資本経済の発展への寄与の次のステップとして，富裕層の消費が活性化され，
売上金の還流効果で少しでも格差が縮まるように，産業界の社会的責任に期待したい ．
ラ グ ジ ュ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド の 顧 客 層 の 購 買 動 機 を 遡 れ ば ， Vigneron and
Johnson(1999)により「顕示的価値（conspicuous）
・独自的価値（unique）
・社会的価値
（social）
・感情的価値（emotional）
・品質（quality）」という 5 つの知覚的な価値と「ヴ
ェブレニアン（Veblenian）スノッブ（snob）バンドワゴン（bandwagon）快楽主義者
（hedonist）完璧主義者（perfectionist）」 という 5 つの購買動機に類型され対応する
マーケティング手法も論じられている ．しかし，近年，ラグジュアリー・ブランド間の
競争が激化し，ファストファッションなどに代表されるような，価格レンジの異なる追
随製品が豊富になっている今日では，以前にも増して，顧客創造と維持は重要であり，
関係構築のための深い探索が必要であると考える ．
ラグジュアリー・マーケティング研究における課題として，その製品の購買行動とカ
スタマー・コミットメントの関係について調べられた既存研究は非常に少ないことを指
摘した．現時点では唯一ともいえる，ラグジュアリー製品購買とカスタマー・コミット
メントの関係について調べた Shukla et al.(2016)の研究では，感情的コミットメントと
計算的コミットメントの先行要因，そして規範的コミットメントが購買満足や推奨意図
に及ぼす影響が明らかにされ，先行研究が示す非ラグジュアリー製品のそれとは異なる
ことを示した ．しかし，その調査の対象は一度きりの購買顧客も反復的購買顧客も混在
している ．この製品特性において，購買頻度の違いはコミットメントが異なることを示
すであろう ． 例えば，たまに・初めて・年に一度，誰かにギフトを贈るための購買と，
何度も繰り返して購買するのとでは，異なるブランドへのコミットメントの状態での購
入であろう ．拡大が期待できない日本のラグジュアリー・マーケットでは，反復的愛顧
を引き出すコミットメントがどのようにして引き出されているのか探索が必要である ．

しい人々と土地の生産物を分け合うことになると論じた ．
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次章では，一般製品が対象となるが，カスタマー・コミットメントと購買行動の関係を
調べた先行研究を中心にその周辺概念のレビューを行う ．
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3章

顧客の反復的愛顧行動と関係性についての先行研究レビュー

3-1.

章の概要

前章では，現代のラグジュアリー産業の日本の市場を取り巻く環境，その消費者，な
らびに消費経済におけるラグジュアリーの役割を概観し展望を述べた。19 世紀以降に論
じられた奢侈的消費の経済的機能と現代のラグジュアリー・マーケティングの先行研究
のレビューを行い，今後の研究課題を述べた ．
ラグジュアリー概念に関する研究は 1 章でもその一部を挙げたように，多くの研究蓄
積がある ．しかし，ラグジュアリー・マーケティング研究において，顧客の購買行動関
する調査は非常に少ない ．特に，ラグジュアリー製品購買におけるカスタマー・コミッ
トメントに関する調査はほとんどないことがわかった ．なかでも，コミットメントの先
行要因と影響に関する研究において，調査対象の顧客の購買頻度は考慮されていない ．
先行研究でもラグジュアリー市場は常習的な顧客から購買されていることが論じられ
ており，実際のラグジュアリー・ブランド企業のデータからも，常習的に購買する一握
りの顧客層が企業の売り上げシェアの多くを占めていることが確認された ． すなわち，
ラグジュアリー市場において，ロイヤルティの高い顧客の維持は特に重要な課題といえ
る。これらのこのことからも，本研究において非生活必需品であるラグジュアリー・ブ
ランド製品を高い頻度で購買を続ける顧客に照射し，そのコミットメントについて調査
する意義が確認できる ．
本章では，本研究で照射する非生活必需品の反復的愛顧行動の探索の前に，顧客との
長期的関係を志向するリレーションシップ・マーケティング概念，サービス・マーケテ
ィング・アプローチにおける関係性概念，購買行動と顧客の態度に関する先行研究をレ
ビューする ．
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3-2.
3-2-1.

関係性についての注目
関係性マーケティング

顧客との関係性を重視した，リレーションシップ・マーケティングは 1990 年代に大
きく発展した概念である ．サービス・ マーケティング，マーケティング・チャネル，デ
ータベース・マーケティング，そして産業間のビジネス・マーケティングを源流に持つ ．
リレーションシッ プ・マーケティングは，1970 年代にはじめて明示的に用いられた ．
それまで新規顧客の創造に注視していたマーケティングに対して，リレーションシップ・
マーケティングは，既存顧客を維持するマーケティングの重要性を唱えた概念であり，
90 年代以降はマーケティング・マネジメント分野における一つの中心的パラダイムとし
て捉えられてきた（嶋口,1995）．この既存顧客を維持するマーケティングの重要性を唱
えている点で，和田(2002)は関係性マーケティングとして，マネジリアル・マーケティ
ング 28のアプローチを対比させ，違いを(表 1)のようにまとめている。このマネジリアル・
マーケティングと関係性マーケティングの基本的な違いは，前者が消費者を潜在的需要
保有者と仮定しているのに対して，後者は成熟市場，製品氾濫の時代にあって消費者は
新たな潜在需要を持っていない消費者としていることである。関係性マーケティング・
アプローチの基本的な前提は，これ以上の潜在需要は存在しないということである ．し
たがって，その基本スタンスは，製品供給者と消費者が需要をともに共創し，その需要
を共有するということである(和田,2002,pp.32-34) ．
リレーションシップ・マーケティングの目的を「すべてのステークホルダーの目的を
達成し利益を出す形で，企業が顧客やその他の人々との間の関係性を認識，構築，維持，
促進し，必要であれば解消するプロセスである」と Grönroos(2008)は定義している ．こ
のような和田(1998,2002)や Grönroos(2008)が示すマーケティングのスタンスは，まさ
に成熟した今のラグジュアリー・マーケットにおいて必須の視点を提供している ．

マネジリアル・マーケティングとは Alderson（1957,p.29）のマーケティングシス
テムで重要な役割を演じる，主婦，消費者と企業を「組織化された行動システム」
（Organized Behavior System：OBS）と呼んだ OBS 概念を基礎としている ． オルダ
ーソンは，マーケティングシステムにおいて人間的要素と関連した情報・サービス面と
商品の交・変換的要素と関連したアソートメント面を重視してきた ．
28
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表1

マネジリアル・マーケティングと関係性マーケティングのアプローチの対比

出所：和田(2002,pp.33)

3-2-2.

関係性を支えるサービス概念

本項では，関係性とサービスのつながりをレビューする ．リレーションシップ・マー
ケティングの系譜に，サービス・マーケティング・アプローチがある ．関係性が築かれ
る顧客接点には，たとえそれがバーチャルな世界でも，対面販売の小売業であっても，
必ずサービスの存在がある ．サービスは無形性，生産と消費の同時性，異質性，消滅性
という特性を有している(Fisk et al., 2004, pp.14-17) ． それ故に，サービスは様々な捉
えられ方をされ 29，それはその定義の多様性にあらわれている。例えば，Rathmell(1966)
は「サービスとは人間の行為であり，演技であり，何かを成し遂げようとする努力であ
る」というような，活動に基づいて定義を行っている ．
Grönroos (2000, p.46)は「顧客の抱える問題を解決することを目的として，顧客とサ
ービス提供者(従業員)，物財やその他の物的資源，システムやインフラ，そしてもしかす

29

現代でこそ，市場におけるサービスの重要性が認識されているが，コーリン・クラ
ークがサービス産業を含む部門を第三次産業と名付けその基礎を与えるまで，蓄積でき
ないサービスという労働に対し，アダム・スミスもカール・マルクスも，その非物質的
なサービスは不生産労働に分類され，余剰価値の資本家への帰属が生まれないという理
由で無駄なものと類されていた(Delaunay J-C and J. Gadrey, 1992=2000) ．
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ると周囲の他の顧客との相互作用のなかで発生する一連の行為から構成されるプロセス」
としてサービスを定義づけしている ．また，
「サービスとは，市場提供物の一カテゴリー
というよりむしろ，価値創造についてのパースペクティブである」と Edvardsson et al.
(2005, p.118)は述べている ．Vargo and Lusch (2004, p.6)は，サービスを中心とした
Service-Dominant Logic(サービス・ドミナント・ロジック)として，価値とは生産物に
内在するのではなく，消費者によって，そして彼らとともに創造されるものとして定義
している。サービスへの認識はこの 20 年ほどの間に活動からプロセスへとその認識が
変化している（表 2）．

表2

サービスの定義

年

定義

1966

サービスとは人間の行為であり，演技であり，何かを成し遂げ

研究者
Rathmell

ようとする努力である
2000

顧客の抱える問題を解決することを目的として，顧客とサービ

Grönroos

ス提供者(従業員)，物財やその他の物的資源，システムやイン
フラ，そしてもしかすると周囲の他の顧客との相互作用のなか
で発生する一連の行為から構成されるプロセス
2005

2014

サービスとは，市場提供物の一カテゴリーというよりむしろ， Edvardsson
価値創造についてのパースペクティブである

et al.

社会的・経済的エージェントである他者あるいは自身のベネフ

Lusch and

ィットのためにナレッジとスキルを適用すること

Vargo

出所：筆者作成

サービス・マーケティング研究は，1970 年代のノルディック学派の研究において，そ
れまでのマーケティング研究の課題であった「交換」の主流のモデルである「取引」の
概念から，消費プロセスにおける顧客との「相互作用」の促進に焦点をあてたものであ
る(Grönroos,2008=2015,pp.215-216) ．
従来，価値は交換される生産物に内在する, すなわち「交換価値」として考えられて
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いた．近年では，価値は生産物が顧客によって使われる時に創造されるという「利用価
値」の観念により捉えられている(Woodruff and Gardial,1996) ． このような，交換価
値 か ら 利 用 価 値 へ の パ ラ ダ イ ム シ フ ト は ， サ ー ビ ス 概 念 に お い て も Vargo and
Lusch(2008,2014=2016) に よ っ て ， 以 下 の よ う に 論 じ ら れ て い る ． Vargo and
Lusch(2008, p.85)は，従来の製品優勢の「交換型」である「Goods-Dominant Logic(グ
ッズ・ドミナント・ロジック)は，“サービシィーズ”を アウトプットの単位 （グッズ
よりもいくぶん劣位なもの ）として捉えているが，前述のサービスを中心とした，サー
ビス・ドミナント・ロジックは，
“サービス”を他の集団のために（また，他の集団と一
緒になって），（時には，グッズの助力を借りて）何かを行うプロセスとして捉えている
と述べている ．サービス・ドミナント・ロジックは，（1）社会的・経済的エージェント
である他者（社）の便益のための資源の適用と定義されるサービスを経済的交換の基盤
とし，
（2）グッズをサービス提供の伝達手段とし，
（3）価値をサービス・プロバイダー
と受益者（または他者）によって常に共創されるものとし，（4）価値は受益者によって
常に独自で判断されるものである(Lusch and Vargo ,2014=2016, p.39) ．
どのようなサービス経験も，その中心は「サービス・エンカウンター」である。サー
ビス・エンカウンターとは「マーケターの管理する環境下で，顧客とサービス提供組織
間になんらかの側面で直接的な相互作用が発生する一定の期間」のことを指す ． Lusch
and Vargo (2014=2016, p.14)は，前述したように“サービシィーズ”と“サービス”を
意識的に区別して論じている ．サービスという用語を，他者のために何かを行うプロセ
スを暗示させると提案している ．サービスを行うプロセスは，ナレッジとスキルの適用
を必要とする ．したがって，サービスを「社会的・経済的エージェントである他者ある
いは自身のベネフィットのためにナレッジとスキルを適用すること」と定義している ．
現在では，サービスと商品は独立したものではないという認識が主流である ．このよう
な，サービスと商品が独立したものではないという認識と同様に，山本(2007)は，サー
ビス・マーケティング・アプローチの文脈において，企業と顧客，そしてサービス提供
者によって形作られる関係性を次のように論じている．山本(2007, pp.159-162)は，この
企業・顧客・従業員の三者の関係性を示した「サービス・トライアングル」(図 1)におい
て，顧客と，従業員であるサービス提供者の関係が密接になり過ぎることで，顧客と企
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業の距離が遠のいてしまい管理が十分にできなくなるという側面を指摘している ．サー
ビス・トライアングルは，各辺の長さに表されるその関係性を均等に保つのがよいと考
えられている ．
山本(2007)は，適切な関係の強さについて次の 6 つの関係を述べている ．
① 従業員と顧客の関係が親密すぎる→両社が一緒にシステムから離脱する ．
② 従業員と顧客の関係が疎遠すぎる→両者とも満足を得られない ．
この従業員と顧客の関係は，適切な距離が必要で，インタラクティブ・マーケティン
グが扱う問題であると述べている ．
③ 企業と従業員の関係が親密すぎる→従業員の離職率が低くなりすぎて費用がかかる ．
④ 企業と従業員の関係が疎遠すぎる→従業員の離職率が高くなりすぎて費用がかかる ．
この企業と従業員の関係は，インターナル・マーケティング 30によって独自に管理す
る必要があることを述べている ．
⑤ 企業と顧客の関係が親密すぎる→収益の低い顧客にコミットしすぎる ．
⑥ 企業と顧客の関係が疎遠すぎる→収益の高い顧客を取り逃してしまう ．

Grönroos (2007=2013, pp.328-333)はインターナル・マーケティングについて，次
のように，その説明をしている ．インターナル・マーケティングは思考のマネジメン
トとコミュニケーションのマネジメントといった 2 種類のマネジメント・プロセスを
意味する ． はじめに，従業員の思考をマネジメントし，顧客志向やサービス志向に彼
らを動機づけなければならない ．この思考のマネジメントは，継続的なプロセスであ
る ． インターナル・マーケティングの一側面としての，コミュニケーションのマネジ
メントには，販売員の要望や要求，意見や顧客ニーズについて，マネジメント層と彼ら
の意見を聞きながらコミュニケーションを行う必要がある ． これはどちらかといえば
適切な時点での活動を含む不連続のプロセスである ． 関係性の観点を踏まえたインタ
ーナル・マーケティングの目的は，組織内の人びとの内部関係性をそのポジションとは
関係なく，構築し，維持し，向上させることである ． インターナル・マーケティング
が求められる状況は次の 3 種類に特定されると論じている。1）企業内のサービス文化
と従業員間のサービス志向を創造するとき ．2）従業員間のサービス志向を維持すると
き．3）従業員に新しい製品やサービス，あるいはマーケティング・キャンペーンなど
の活動や新しい業務を導入するとき ． これらの成功の必須条件として，トップ・マネ
ジメントからインターナル・マーケティング・プロセスにかかわること，次いでミド
ル，というようにそのリーダーシップが求められる ．
また，強力なブランドという観点から，その重要性を片平（1998, p.333）は，「有為な
人材の確保が不可欠である ． 優秀な「新しい消費者」を企業の人材として確保するに
は，顧客以上に企業理念や価値観をアピールする必要がある」ことを，パワーブランド
の本質のひとつとして記している ．
30
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この企業と顧客の関係では，一般的に親密すぎる従業員との関係を補完するために，
顧客と積極的にコミュニケーションを取ることが推奨されている ．その結果，顧客が従
業員ではなく企業を選ぶようにすることが必要だとされている ．しかし，これをやり過
ぎると従業員と顧客の距離を遠ざけてしまうことになる ．これによる不満を避けるため
には顧客と従業員の関係だけに目を奪われるのではなく，企業との距離を起点にして，
親密になるべき顧客の選別ができなければいけない。これはリレーションシップ・マー
ケティングの問題であると述べている ．
さらに，山本(2007)は，それぞれの紐帯の強さを示す三角形の各辺の長さは必ずしも
同じにする必要はないが，企業と顧客の関係のように，顧客セグメントによってはバラ
ンスを変えていかなければならない場合も出てくると述べている ．前章で指摘したラグ
ジュアリー・マーケティングでは，このような関係性マーケティングならびにサービス・
マーケティング研究で論じられている視点を融合することによって，さらに議論が一歩
前進するであろう ．

図1

サービス・トライアングル

出所：山本(2007, p.160)
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3-2-3.

リピート購買と態度（ロイヤルティ，コミットメント）

前節で述べたリレーションシップ・関係性マーケティングにおいて中核概念となるの
が関係に対するコミットメント（リレーションシップ・コミットメント）である(久保
田,2003) ．関係性とリピート購買の関連の強さについて Park et al. (2010）は，ブラン
ドへの肯定的な態度ではなく，愛着がリピート購買に影響することを示している ．近年，
消費者行動研究として消費者のブランドとの結びつきや愛着，同一性の重要性は，多く
の 研 究 者 に よ っ て 明 ら か に さ れ て い る （ Fournier 1998; Escalas 2004; 畑 井 2004;
Escalas and Bettman 2005; 2009; 久保田 2010; 2013; 2017）．加えて， リピート購買
行動の説明は，他に意思決定要因として過去の購買行動での学習や，購買後の満足・不
満足の 形成な どが 理由 として 挙げら れて いる (来住 1995; Blackwell; Miniard and
Engel 2006) ．このような消費者に内在する要因だけでなく，ブランド・パフォーマン
スの適合性，ブランドへの同一化，使用経験，類似代替品の存在，競合のプロモーショ
ン，バラエティ・シーキング，関与，価格感受性も要因とされている(Sheth and Mittal
2004) ．
以上のようにリピート購買を引き起こす要因の知見は多く蓄積されている ． しかし，
その要因として前節のサービス・マーケティングの視点で用いられたような，従業員（販
売員）という人的要素が挙げられることは非常に僅かである ．また，再購買意図が考慮
されるが，それが高頻度に及ぶことへの着目は少ない ．
そこで，まず本研究で高頻度のリピート購買を行う顧客行動に照射するにあたり，こ
の顧客が関係性の枠組みの中のどこに位置するのかを確認する必要がある ．それは，高
頻度のリピート購買を引き起こす顧客の状態を定めるためである ．そのために，ロイヤ
ルティ概念とブランド・コミットメント概念をレビューし，論を進める ．
高頻度のリピート購買は顧客の「ロイヤルティ」の表れという事が出来るが，単純に
そうとも言えない ．まずこのロイヤルティという言葉であるが，元来，国家や主義主張，
個人に対する忠誠心や献身を意味する言葉として古くから用いられてきた ．しかし，近
年になってビジネスの分野では顧客が特定の企業に対する愛顧を長期に渡って継続する
ことの意味で用いられるようになっている(Lovelock and Wright, 1999, p.153) ． この
ビジネス上の「顧客ロイヤルティ」は反復購買行動をもって解釈された(Sheth 1968;
61

Tucker 1964) ．しかし Day(1969)は，ロイヤルティの行動的概念を批判し，競合ブラン
ドを評価するための意識的努力の結果であることを論じ，ロイヤルティには態度的ロイ
ヤルティと行動的ロイヤルティの二つの側面があるとした ．ブランド・ロイヤルティは
「特定の意思決定において長い期間にわたって表明する，ブランドに対する偏向的な購
買行動であり，心理的なプロセスの関数である」(Jacoby and Chestnut,1978)とも論じ
られている ．
ロイヤルティ形成 31の先行要因について，それが顧客満足であることは既に多くの先
行 研 究 に お い て 述 べ ら れ て い る (Fornell,1992; Dick and Basu,1994; Oliver,1997;
Chaudhuri,2006; 小野 2010) ．その 一方で，満足した顧客が忠実な顧客になるとは必
ずしも言えないということも論じられている(Oliva, Oliver and MacMillan 1992) ． こ
の事に鑑み，本論では，Dick and Basu(1994)の行動と態度の二次元で区別される定義
に依拠する ． Dick and Basu(1994)は「個人の相対的態度の強さと反復的な愛顧行動」
を顧客ロイヤルティとみなし，その二次元でロイヤルティの状態を区別している(表 3) ．
例えば価格の安さや惰性や在庫状況などの関係構築以外の理由による反復購買がある ．
それらは「偽のロイヤルティ」であるとした ．相対的態度は強くても愛顧に繋がらない
ものは「潜在的ロイヤルティ」とした ．愛顧行動もなく態度も低いものを「ロイヤルテ
ィなし」とした ．相対的態度も高く愛顧行動も高い顧客に対し「真のロイヤルティ」と
識別した ．Dick and Basu(1994)に依拠すれば，ラグジュアリー製品は価格リスクも高
く値引きは通常行っていないため，惰性や妥協からではない購買といえる ．したがって，
その製品を繰り返し愛顧する状態は非常に高い蓋然性をもって「真のロイヤルティ」に
分類することができる ．

Oliver(1997)は習慣が行動的なロイヤルティに影響を与え，態度的なロイヤルティ
に影響を与える先行要因として，スイッチング障壁，マインドシェア，経験を挙げてい
る ． また，ロイヤルティには，第１段階：認知的ロイヤルティ，第２段階：感情的ロ
イヤルティ，第３段階：行動意欲的ロイヤルティ，第４段階：行動的ロイヤルティの４
段階があるとされる(Oliver,1999) ．
31

62

表3

反復的愛顧行動と相対的態度の関係

反復的愛顧行動

相
対
的
態
度

高

低

高

真のロイヤルティ

潜在的ロイヤルティ

低

見せかけのロイヤルティ

ロイヤルティなし

(出所)

Dick and Basu (1994)

青木(2004)は，ブランド・ロイヤルティは消費者の行動的特性を捉えた概念として，
多くの場合，同一ブランドの経時的な反復購買行動を指す概念として指定されてきてい
ること，加えて，ロイヤルティは存在するがロイヤルティがあるからといってコミット
メントが存在するわけではないことを指摘している ．これらのように，ロイヤルティと
コミットメントのそれぞれの概念は顧客の一面を説明できるが，そのどちらかだけで顧
客の状態を適切に説明することは難しいといえる ．
このような，コミットメントという概念は，社会心理学，組織論などの分野での研究
蓄積を，マーケティングで援用することによって，企業間関係，企業−消費者間関係を説
明してきた ．組織コミットメントは「個人がある特定の組織に対して持つ同一化とその
組織への関与の相対的強さ」と定義される概念である(Mowday et al., 1982) ．組織コミ
ットメントの下位次元としては「情動的コミットメント」，
「継続的コミットメント」，
「規
範的コミットメント」の三つの次元がよく用いられる(Allen and Meyer,1990) ．コミッ
トメントは人間の一貫した行動やその継続性などを規定する要因であることがわかって
おり，消費者行動の分野では特定のブランドの反復購買を説明するために用いられるこ
とが最も多い(井上,2009) ．
青木(2010, p.215)は，ブランド・コミットメントの概念は製品関与と近接しているた
めにその異同が問題とされる概念であるが，関与の対象が「製品カテゴリー」か，それ
とも，製品カテゴリー内の「特定の個別ブランド」なのか，という点で区別されるべき
ものであると述べている ．本論では特定の個別ブランドへのコミットメントに着目する ．
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ブランド・コミットメントには Traylor(1981)の「当該製品カテゴリー内の唯一受容可
能な選択肢として特定のブランドが消費者の心に強く根差している程度」など多くの定
義がある ．例えば，Fournier(1998)は，消費者の連続的購買よりもその関係性・ブラン
ドとの絆がどのようにして生まれるかの深い洞察が必要であることを論じ，その消費者
とブランドの関係性とはパートナーシップの関係であるとし，その質を測る指標のひと
つとして，コミットメント概念を位置づけた ． また，斉藤ら(2012)はブランド・コミッ
トメントを，当該製品だけが考慮される状態を作り出すきわめて重要な概念として，こ
れを生み出す先行要因を「直接効果を及ぼす自己とブランドとの結びつき」
「自己との結
びつきを媒介とした，ノスタルジックな結びつき」
「ブランド・ラブ」を提示した ．本論
では，照射する陶酔的愛顧客は長きにわたり繰り返しの愛顧行動をするため， Gundlach
et al.,(1995)の述べる「特定のブランドに対する消費者の行動および態度面での長期的
傾向」をその定義とする ．
井上(2009)は，ブランド・コミットメントの次元に関する表記や捉え方には相違がみ
られる問題に対し，態度としてのコミットメントと実質的な行動との関係をよりよく説
明する目的において，感情的コミットメント，計算的コミットメントに，陶酔的コミッ
トメントという概念を加え，三つのコミットメントの次元を提示した ． 感情的コミッ
トメントはブランドに対する愛着や情緒的要素を源泉とし，計算的コミットメントは知
覚リスクや競合ブランド間の知覚差異といった認知的な評価を源泉とするものである
(Amine,1998) ． 井上(2009)はそこに信頼や愛着といった，一般的な感情以上の排他的
で強い思い入れを反映した，陶酔的コミットメントの概念を加え，発泡酒・ビール・シ
ャンプーの購買を対象に，これらのブランド・コミットメントによって実際の購買行動
が説明できることを，信頼性の高いモデルにより明示した ． それは，ブランドに対す
る信頼や愛着，なじみと，ある種の犠牲を厭わず特定ブランドを選択し続けるという態
度は別個のものであり頻繁に指摘される「愛着」を醸成するだけでは十分でないことを
指摘した ． 清水(2007)により特売購入経験が感情的コミットメントを高めることが示さ
れているが，特定のブランドに対する感情的なコミットメントが高くとも，他ブランド
へのスイッチング行動が抑止されることはなく，排他的な支持を得るためには陶酔的な
コミットメントが必要だということである ． 井上(2009)によって，ブランドと消費者間
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の関係の質的多様性がコミットメントという態度を用いて説明された ． この三つのコ
ミットメントは，購買行動に対してそれぞれ異なった強さやプロセスで影響を及ぼすこ
とが示された ． このコミットメントの階層性について，相馬・清水(2015)は，感情的，
計算的，そして陶酔的コミットメントが順序性をもって高まり，最後には全体を押し上
げていくことを車の購買行動を用いて実証している ．

3-3.

小括

本章では，まず顧客との関係性を重視した，リレーションシップ・マーケティング概
念をレビューした ． 和田(2002)は，企業と顧客の関係は，もはや従来の「顧客がブラン
ド・企業に対し忠誠を持つ状態を示すロイヤルティ」といった主従的な関係ではあり得
なくなってきていることを指摘している ．ブランドのロングライフ化には，消費者と企
業の双方がパトロナイズ（相互支援）する状況への転化が有効であることも述べている
(和田,1998) ． 企業の存続には，顧客からのパトロナイズ行為である，購買行為という
支援が最も必要であることは明白である ．しかし，企業が顧客に示すパトロナイズの方
途は，まだ十分に明らかになっていない ．現代の市場の拡大期を過ぎ，顧客維持の重要
性の高まっている日本のラグジュアリー・マーケットにおいては，このようなロイヤル
ティの捉えなおしに立脚し，既存のロイヤルティ・プログラムの常套手段である，
「値引
き」や「ポイント」の付与ではなく，特別な実感が顧客に伝わるロイヤルティ・コミュ
ニケーションとは何かを探索することは有益であろう ．
サービス・マーケティングの文脈において，サービスと商品は独立したものではない
という認識を意図する，サービス・ドミナント・ロジックについて言及した ． 加えて，
そのサービスに不可欠な従業員の存在を加味したサービス・トライアングルについてレ
ビューした．サービス・マーケティングでは，従業員と顧客の関係性が重要であること
は明確に論じられているが，再購買を論ずる際のブランドとの関係性の文脈では，その
従業員の重要性は強調されることは少ない ．顧客のブランドへの態度を探索する多くの
先行研究でも同様に，カスタマー・コミットメント調査の対象は，ブランドのみに向け
られた調査である ．ここでも従業員の存在は，ブランドに包摂されているか，考慮され
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ていない ．また消費者の再購買意向について，再購買が高頻度である状態にある顧客に
着目されたものは僅かである ．
次章以降で，ここまでに述べた先行研究の結果から得られた示唆と課題に基づき，ラ
グジュアリー製品カテゴリーにおける，
「真のロイヤルティ」状態にある顧客の態度把握
を目的に，コミットメント概念を用い，顧客・ブランド・販売員の三者を要素として顧
客態度の変化を調査する ．
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4章

真のロイヤルティを有す顧客のコミットメントの変化

4-1.

章の概要

本章から 6 章までは，1～3 章の理論編を受け，それぞれのリサーチ・クエスチョンに
対応する実証編である。本章の概要を，前章までの流れを含めて述べる ．
理論編では，ラグジュアリー概念やラグジュアリー製品の概念規定を行った ．市場の
分析では，ラグジュアリー・ブランド市場において今や恒常的な購買客が売り上げに占
める割合が大きいことを述べた ．顧客の維持は市場における最重要課題であり，関係構
築・維持のための深い探索が必要である ．しかし，その必要性に反して，ラグジュアリ
ー・マーケティング研究において，ラグジュアリー製品の購買行動に購買頻度を加味し
たうえでカスタマー・コミットメントの関係について調べられた既存研究は非常に少な
いことを指摘した ．通常は，ラグジュアリー購買で最重要なロイヤルティの状態が考慮
されていないということである ．拡大が期待できない日本のラグジュアリー・マーケッ
トでは，真のロイヤルティ状態(Dick and Basu,1994)を示す，反復的愛顧をする顧客を
詳しく知ることが肝要と考える ．前章で述べた，本書でいう真のロイヤルティを持つ顧
客（5％以内ランク）の売上シェアは桁違いの高さだが，この顧客の内実は十分にわかっ
てはいない ．顧客が特定のラグジュアリー・ブランドで反復的な愛顧行動をする理由は，
通常，ブランドへのカスタマー・コミットメントの現れであると考えられている ．つま

り セールス・アソシエイトの重要性は，顧客の購買意思決定や購買経験をサポートする
機能としての重要性の認識にとどまる ．しかし，本研究では，販売員の営業努力によっ
て，彼らへの顧客のコミットメントは，ブランドへのコミットメントより大きくなるの
ではないかと考えた ．
本章の調査は，本書の問題意識を背景に，
「ラグジュアリー・ブランドにおいて，特に
高い頻度で反復的愛顧をする顧客の態度（コミットメント）は，ブランドに対するより
も販売員の方により高まっているのではないか」というリサーチ・クエスチョンを有す
る．
調査にあたって，事前調査として 5 つのラグジュアリー・ブランドの販売員を対象に
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調査した。企業に依頼しブランド名が出ないこと，個人情報が一切出ないことを条件に，
販売員本人の了解を得て，9 名の販売員への聞き取り調査を実施した ． その結果，顧客
が販売員に対して，
「ある人物（person）に対して入れ込んでいること，すなわち高関与
であることを示す特徴」である，パーソン(person)消費(和田,2015)と捉えられる消費傾
向を見出した ．その点を検証するために，さらに企業の承諾と顧客の了解を得て，顧客
の調査を行った ．
顧客の態度調査には，井上(2009)の感情的コミットメント，計算的コミットメントに，
陶酔的コミットメントという概念を加えた三つのコミットメント概念と質問構造を援用
した ．この三つの概念を用い，その対象を対ブランドならびに，対販売員とし，愛顧前
と愛顧後での経時的な変化を調べた ．その結果，感情的コミットメントと陶酔的コミッ
トメントの両方で，有意に販売員の方によりコミットメントの増加が確認された ．詳細
を見ると，コミットメントの特徴である支払い意欲に関しては，有意な増加傾向はみら
れなかった ．一方で適合感覚・愛着・親しみ・信頼は，有意に販売員へのコミットメン
トの方が愛顧後に増加した ．販売員は，反復的愛顧を強力に行う先端顧客にとって，ブ
ランドに包摂されている単なる補助的機能なのではなく，重要なコミットメントの対象
であるということが示された ．

4-2.
4-2-1.

販売員調査
調査の背景

ラグジュアリー・ブランドで高頻度のリピート購買をする顧客は，その重要性は理解
できていても，そのニッチさや調査の困難さからか研究対象としてなかなか注目を浴び
ない現状がある ．これらの顧客が販売員の転職時にその顧客も移動することは多々生じ
ている．このような現実はあるものの，通常，顧客が当該ブランドを反復的に愛顧する
要因は製品の魅力を含めたブランド力と認識され，その担当販売員の効果性は十分に確
認されていない ．しかし，この場合ブランドとの関係性というより「特定の人との関係
性」になっているように考えられる ．もしそうであるならば，ブランドへのコミットメ
ントはどこへ行っているのだろうか ．この消費者行動は，既存の「ブランドと」の結び
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つきの議論だけでは，十分に説明できないと本研究では考えた ．
そこで手始めに，複数のラグジュアリー・ブランドの顧客を複数名保有する販売員へ
の聞き取り調査を行った ．

4-2-2.

調査対象販売員

5 つのラグジュアリー・ファッション・ブランドの優良顧客を保有する異なる店舗の
9 人の販売員の了解を得て，個別に聞き取り調査を行った ． どのような経緯で顧客が高
頻度のリピート購買に至るようになったのか，またその顧客特有の購買行為や発言があ
るのか，特徴的な出来事や取引についてインタビュー調査を実施した。後から不明な点
は電話で行ない，平均して約１時間の聞き取り調査をおこなった ．
販売員のプロファイル
① A ブランド，店舗 a，マネージャー，40 代女性，勤続 20 年 ．
② A ブランド，店舗 b，マネージャー，40 代女性，勤続 18 年 ．
③ A ブランド，店舗 c，リーダー，30 代女性，勤続 8 年 ．
④ B ブランド，店舗 d，マネージャー，40 代女性，勤続 11 年 ．
⑤ B ブランド，店舗 e，ノンタイトル，30 代女性，勤続 5 年 ．
⑥ C ブランド，店舗 f，アシスタント・マネージャー，30 代女性，勤続 16 年 ．
⑦ C ブランド，店舗 g，ノンタイトル，20 代女性，勤続 4 年 ．
⑧ D ブランド，店舗 h，マネージャー，30 代女性，勤続 11 年 ．
⑨ E ブランド，店舗 i，マネージャー，40 代女性，勤続 20 年 ．

4-2-3.

質問内容

販売員が保有する，最も購買金額の高い顧客 1 名を想定してもらい，お得意様になっ
た過程を客観的な数値（購買頻度の増加や購買金額）の変化も含めながら振り返っても
らった ．下記 PhaseⅠ～Ⅳにわけた質問を行い，その中で特徴的なポイントについてま
とめた ．
Ⅰ.

その顧客の最初の様子と対応 ．

Ⅱ.

その顧客がいつどの様に変化したのかその対応 ．
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Ⅲ.

その変化したときに何があったのか：顧客はどんな言葉を発したのか，あなたは

何をしたのか ．
Ⅳ.

4-2-4.

お得意様になってからの状況、印象に残る顧客の言動 ．

事前調査結果

上記の PhaseⅠ～Ⅳの聞き取り結果の一例を表

に示す ．この例は，①ブランド A，

店舗 a，マネージャー，40 代女性，勤続 20 年の発話である ． 顧客は，彼女がマネージ
ャーに昇格する前の，入社 10 年目くらいの時からの顧客とのことである ．
このヒアリングからは，顧客の反復的愛顧は，販売員によって引き出されたというこ
とが自明である ．例えば，下記に例示した顧客は，最初はつんけんして目もまともに見
てもらえなかったとのことである ．それが時を経て「（担当の販売員のために）ご祝儀で
300 万の買い物」「この人から買ってあげたいと思う（娘に伝えた）」という言葉（下線
部が顧客の言葉）を発するまでになっている ．他の販売員からの話も，
「あなたがいない
なら買わない」などの非常に類似した発話がある ．この調査からは，人としてのつなが
りと購買継続が不可分でないことがうかがえる ．最後には「（店舗に顧客が来た時に）商
品の話はほとんどしません」ということを全員が述べている ．
販売員の行動は，会社から言われていることをやっている様ではなく，彼らは楽しん
で工夫し，顧客を喜ばせていた ．例えば，②A ブランド，店舗 b，マネージャー，40 代
女性，勤続 18 年は「月に一度九州にいるお母様に会いに行くって言うことがわかった
から，やわらかいぬれおかきみたいなおせんべいを（自費で）購入しておいて，おいし
そうだったから，贈って差し上げて，とっても喜んでくれて…」と述べている ．
これらの半ば感銘を受ける行為の源は何かという質問の返答に，販売員達から頻出し
た言葉が「（顧客を）好きなんです」「どうしたら喜んでくれるかいつも考えてる」であ
った。このような気持ちが彼らのモチベーションとなっていることと，こういったこと
が真の競争力になっているのではないかと考えられる ．
人的販売研究において，Weitz et al.(1986)は，販売状況に応じて適応していく適応販
売(Adaptive Selling)の効果性を示した ． その後 Weitz and Spiro(1990)は，その適応販
売の指標を用いてその先行要因，結果そして対人的柔軟性を示す一般的なパーソナリテ
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ィ指標と結びつけて実証している ．その結果からは，適応販売には内発的動機づけが有
意に関係していたが，パフォーマンスとは相関がなかったことなどが詳細に実証されて
いる ．しかし，このインタビュー調査からの発見は内発的な動機づけに，顧客が感銘し，
結果としてセールス・パフォーマンスは支えられているのではないかと考え得る ．
Macintosh et al., (1992) は売れる販売員と売れない販売員の比較において，高業績の
販売員は顧客をよく観察し，情報を入手し，それから商談を進めることを示した ．確か
に彼らはそうしているといえる ．しかし，下記のヒアリングにも示されているように「肉
じゃがを作ると聞いた翌日に『おいしくできましたか～？』と電話する」という会話へ
の発展は，商談とは無関係であり「適応」販売の域を超えた何かであろう ．
また販売員が報酬を受け取った後よりも，その前に最大限努力するなどの報酬のタイ
ミングの効果性について論じられている(Chung and Narayandas, 2017)が，この聞き
取り結果からは，これらの販売員は，かなり共通して金銭的な報酬を求めるというより
も，相手の喜びが報酬となっている様子がうかがえる ．
近年では EI( Emotional Intelligence )と役割のあいまいさの相互関係が，セールス・
パフォーマンスに有意に関係することが実証されている（McFarland et al., 2015) ．こ
れらのヒアリングから明らかになった，前述の“ぬれおかき”
“肉じゃが”さらに下記の
“売りつけようとしているだけと思われたくなかったから何も薦めなかった”という販
売員の，明示されていない役割行動への対応ともいえるものは，この McFarland et
al.(2015)の EI との繋がりを示す実証結果に支持されるといえよう ． これらのヒアリン
グ時に得られた顧客に関する情報からは，このような顧客を作る販売員の特徴も同時に
浮かび上がった ．
例示した表 1 のエピソード記録からは，共通点が見出される（図 1）．ただし，一般的
にいわれるような口コミ行動はみられなかった ．この点について確認したところ，
「友人
にはこんな高い物を買っていることはあまり知られたくない」ということで，あえて話
しはしない，ということである ．これは先行研究が示す口コミや友人への推奨行為とは
異なる ．重要なポイントは，友人への口コミはしないが，家族を有している限り，すべ
てのケースで，身内を同伴し，販売員に紹介し，買い物をするようになっていることが
調査から明らかになった ．すなわち，不特定多数への口コミ以上の確実な推奨効果を持
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って結果的にブランドを擁護しているといえる ．

表1

Phase ごとのヒアリング内容の抜粋と特徴的なポイント
エピソード記録

ポイント

最初そのお客様は，言葉は悪いですが近所の八百屋に行く
ような，ユニクロのトレーナーにデニムに，なんていうか
よれよれのつっかけみたいなのをお履きになって来店され

他のスタッフ

ました ．明らかにお金持ちそうでは無いので他のスタッフ

とは違う行動

は誰も声をかけなかったんですね ． でも私は普通に声をか

をそのセール

けていつもと他の方と同じように接客したんです。その日

ス・パーソン

一足シューズを買っていただきました ． ご近所に住んでい

は行っている

Phase
Ⅰ

ることなどがわかりました ． 次の日にお礼の電話をしまし
た．
その後一週間以内にまた来店されて，その時は何も買われ
なかったんですが，私もあえてからかわれているかもしれ
売りつけない
Phase

ないと思ったんですけど，売りつけようとしているだけだ

Ⅱ

と思われたくなかったから何も薦めなかったんです ． 外反

姿勢，的確な
アドバイス
母趾で困っていらっしゃることなどお聞きしてシューズの
アドバイスをしました ．
後にお嬢様と来てくださったんです ． そしてお嬢様を横に
お嬢様にこうおっしゃったんです ． 『この〇〇さんはねこ

家族と来店購

んな身なりなのに絶対に私を見下さなかったのよ ． この店

入この時点で

に入る前に〇〇にも〇〇にも入ったんだけどね，誰も私に

「私はこの

声をかけなかったの ． これからはこの人から買ってあげた

人」と決めて

いと思う』そうおっしゃってその後 1 年経たないうちにお

いる

Phase
Ⅲ

嬢様のものも含めて 1000 万は買っていただきました ．
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私が異動して新しい店舗のオープニングの時にはご祝儀と
いって 300 万くらいお買い物をしてくださいました ．
（略）
このお客様とは自分の時間を最優先で使う数名の中の 1 人
で，とにかくよくお電話をしていました ． 例えば今晩のお
かずは“肉じゃが”と聞きましたら，翌日お電話した時に

その販売員へ

Phase

「肉じゃがはおいしく作れましたかー？」などの第一声か

の依存が決定

Ⅳ

ら話を弾ませていました ． お客様専用のカレンダーをつく

的になり継続

っていて，このお客様のスケジュールはすべて把握してい

する

ます ．
私が転勤で東京に来てからはもうそのお店では買い物はさ
れていません ． わざわざ東京までお嬢様とお越しいただい
てお買い物してくださって，本当にこの仕事をしていてよ
かったなぁと思う瞬間です ．
出所：筆者作成

図1

各 Phase でのポイントとなる事柄の共通数（ｎ＝9）

出所：筆者作成
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販売員にブランドという組織がどのように係わっているかについて，以下の考察が可
能だ ．この調査の結果，ブランドを超えた販売員の共通点も確認することができた ．彼
らは自身の所属するブランドの背景に共感しており，それを顧客に伝えることに意義を
強く感じているといえる ．ブランドは異なっても，その点について共通しており，顧客
を好きだと思う気持ちが大きなモチベーションになっていることが確認できた ．これは
各社がラグジュアリー・ブランドであり，そのように意図して教育している背景が考察
できる ．一方で，ケースでも記載したように，同じブランドの同じ店舗において，顧客
への対応には違いがある ．わかりやすい例は，買いそうなお客にしか声をかけない先輩
と，誰にでも等しく声をかける販売員の構図である ．このような行動面の違いは，製品
やブランドの知識としては同じ教育を受けてはいるが，個々の販売認識の違いが，行動
面に差をもたらしていると考えられる ．
一方，その組織での個人予算のある・なしとそのマネジメントの異同によって，顧客
との付き合いが 1 対 1 で深まる傾向にあるのか，複数人でもてなす状況が増えるのかに
違いがみられるようであった ．さらに，販売員がある程度の経費裁量がある場合，顧客
との親密さが増していると思われた ．顧客は，一般的には役職の高い人に相手をされた
いのではないかと考えるが，この結果からは販売員の役職が影響することはないようで
ある ．
この販売側への調査で確認できた顧客の状態を，次は実際の顧客側からその反復的愛
顧行動を調べる ．続く調査では，真にロイヤルティを有する顧客を絞り込むために前述
のように極めて高い頻度で購入を行なう，そのブランドで買上げ上位 5％までに位置す
る顧客の状態を調べていく ．

4-3.
4-3-1.

顧客調査
調査対象者の選出と調査場面について

先述のブランドの先端に位置する顧客を調査するにあたり，世界的に有名なラグジュ
アリー・ファッション・ブランドの日本支社の CEO に協力を依頼し，個人情報はもと
より，ブランド名などを公表しないことを条件に調査の了承を得た ．そのうえで，同ブ
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ランドの店舗マネージャーの協力のもと，調査顧客の選出を企業に一任し調査をすすめ
た ． 調査対象顧客の選出条件を「買い上げ金額ランク 5%までに位置する可能な限り年
代の異なる顧客」と企業に依頼し，当該ブランドから 5 名の顧客紹介を得た ．各調査対
象顧客には担当の販売員を仲介として，店舗外の喫茶店で直接会い，自己紹介と目的を
伝えた ．質問の内容が担当の販売員についてのことも答えてもらうため，回答時には顧
客と筆者の二人の状態での回答をしてもらった ．その後，顧客や販売員からの紹介でス
ノーボール・サンプリング式に調査者を増やした（表 2）． 調査は 2016 年 5 月～9 月に
実施し，主に東京都内と神戸で実施した ．

表2

調査顧客のプロファイル

ブランド

性別・年代

愛顧状態

抽出方法

顧客 1

A

F, 30

3 年愛顧継続

企業選出

顧客 2

A

F, 40

10 年愛顧復活

企業選出

顧客 3

A

F, 50

18 年愛顧継続

企業選出

顧客 4

A

F, 60

8 年愛顧継続

企業選出

顧客 5

A

M, 50

4 年愛顧->停止

企業選出

顧客 6

B

F, 50

4 年愛顧->停止

スノーボール

顧客 7

C

F, 30

4 年愛顧継続

スノーボール

顧客 8

D

F, 40

10 年愛顧->停止

スノーボール

顧客 9

E

M, 40

7 年愛顧継続

スノーボール

出所：筆者作成

4-3-2. 調査・分析方法
本研究の調査は，顧客の態度の変化を調べる ． 態度にはコミットメント概念を用い
る ． 井上(2009) の質問構造 32を援用し（表 3），感情的コミットメント，計算的コミッ

井上（2009）はその質問構造で，概念の弁別妥当性（カテゴリー間の差が 1％水準
で有意），収束妥当性（構成概念と，それを構成する全ての項目の推定値が 1％有意水
準で相関が 0.5 以上）そして内的一貫性（クロンバックα係数が全て 0.7 以上）の担保
32
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トメントに加え，陶酔的コミットメントを加えた三つのコミットメント概念を用いて調
査した ．感情的コミットメントはブランドに対する愛着や情緒的要素を源泉とし，計
算的コミットメントは知覚リスクや競合ブランド間の知覚差異といった認知的な評価を
源泉とするものである(Amine,1998) ． 井上(2009)はそこに信頼や愛着といった，一般
的な感情以上の排他的で強い思い入れを反映した，陶酔的コミットメントの概念を加え
た ． さらに，そのコミットメントの対象を，ブランドと，販売員の 2 つに分け，初期
購買時と反復的愛顧時の二時点における変化を調べる ． 購買初期を「１回~３回位まで
の初期の時点」とし，愛顧以降については「最高に購買を重ねていると自覚する時点」
をその定義とした ．
顧客に初期時点を回想してもらい，「購買初期－愛顧以降」でのコミットメント感情
の動きを４件法で回答してもらい，その動態を同じ尺度で比較する ． それにより，ブ
ランドと販売員へのコミットメントの強さの違いや，異なる変化を示すならば，販売員
が果たしている機能が，ブランドに対して補助的役割としての重要性なのか，本質的な
購買を反復させるほどの重要性を有するか否かの検証が可能であると考えた ．
分析は，9 名のサンプルの事例を一例ずつ確認し，その傾向の有無を確認する ． そし
て，一つのブランドに絞って対応のある t 検定を用いた平均値の算出で，その経時的な
コミットメントの変化を確認し仮説とする ． 一つのブランドに絞って平均値の差の比
較を行う理由は，販売員は企業組織からの制約や影響を受けるため，同じ企業というこ
とを同条件と仮定し分析を進める ． 例えば，その人事評価や給与体系に及ぼす個人売
上や個人目標やインセンティブのあり方などはその販売員のモチベーションや顧客との
付き合い方にも影響する ． 最初に人選を依頼したブランドでは，報酬と個人の売上も
関連がある，また，顧客に対して使える接待経費を保有しており，顧客とのコミュニケ
ーションには基本的に制限がなく，個人のメールアドレスを交わすことにも寛容であ
り，顧客のランクによっては食事なども推奨している ． 今回の調査対象のその他のブ
ランドでは，顧客の誘いであっても店舗以外での飲食などが一切禁止されているルール
を持つブランドがあった ． 今回調査した全てのブランドの組織的な異同に関しては詳

がされていることを示している ．
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しい調査が出来なかったため，同一のブランドにおける平均値の変化を検定することが
適切と判断した ．

4-3-3

質問票

次の質問内容について，質問票表 3 の左（購買初期当時）と右（愛顧時）について，
陶酔的コミットメント，感情的コミットメント，計算的コミットメントに該当する項目
を，「ブランド」に対してと「担当者（販売員）」に対しての内容について回答してもら
う ．１全く当てはまらない，2 当てはまらない，3 当てはまる，4 すごく当てはまる，の
4 件法で 16 の質問に，当時については想起してもらい，回答してもらった ．以下は，左
の当時の項目である ．
・当時，自分にとってこのブランドしか考えられなかった ．
・当時，このブランドだったら多少ほかのブランドより高くても買った ．
・当時，このブランドは自分にぴったり合っていると感じていた ．
・当時，自分にとってはこの担当者以外考えられなかった ．
・当時，自分の担当者が薦めるものだったら多少ほかの製品より高くても買った ．
・当時，自分の担当者は自分にぴったり合っていると感じていた ．
・当時，このブランドを信頼していた ．
・当時，このブランドに対して愛着や親しみを抱いていた ．
・当時，自分の担当者を信頼していた ．
・当時，自分の担当者に対して愛着や親しみを抱いていた ．
・当時，ほかのブランドを検討するのは面倒であった ．
・当時，ほかのブランドを買って失敗したくなかった ．
・当時，あまり深く考えていない，なんとなくこのブランドになっていた ．
・当時，ほかの担当者から薦められるのは面倒であった ．
・当時，ほかの担当者から買って失敗したくないと思った ．
・当時，あまり深く考えていない，なんとなくこの担当者になっていた ．
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表3

顧客への質問内容

出所：井上（2009）を援用し筆者作成
注）使用の質問紙にはシート左記の 3 つのコミットメントは明記していない ．

4-4.

結果

質問紙を用いた「購買初期－愛顧以降」のカスタマー・コミットメントの動態の調査
の結果，以下のことがわかった（図 2，表 4）．計算的コミットメントに関しては，ど
の顧客からも類似の変化が確認できなかった ． 質問項目を個別に確認しても同じ傾向
は確認されなかった。一方，感情的コミットメントと陶酔的コミットメントに関して
は，ブランドに対してよりも販売員に対しての数値が高まる傾向が示された ．
陶酔的コミットメントは，ブランドと販売員の両方に対して高まる結果を得た。しか
も，愛顧後の販売員の数値の方が高いという結果が示された ． 意外な結果として，陶
酔的コミットメントの数値は初期購買の時点から販売員の数値の方が高い ． この点に
関して，質問項目を個別に確認した ． 結果として，質問項目の陶酔的コミットメント
の要素である「他のものよりも高くても買う」という支払い意欲（WTP）に関して，
必ずしも増加するとは言い切れない ． この点から，多く購買するようになったからと
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いって，費用に関して盲目的になるとはいえないということが示される ． 一方で，「こ
のブランド・担当者以外考えられない」という排他性を含む絶対的な思い入れに関して
は，増加を示した ． さらに「自分にぴったり合っている」という排他性や適合感覚に
ついても，増加する結果を示した ． このように，購買初期時点から，ブランドの数値
よりも販売員に対しての陶酔が高い点に関しては，Keller(2015)の論に支持される ． 強
力なブランド・レゾナンスを得るための，顧客がブランドとの間に築く密接な友好関係
には，自分と似たブランド使用者や企業の従業員あるいは代表者が関わってくると述べ
ている ．この点は，リピート購買に至るために重要な要素であると言える ．
感情的コミットメントについては，愛顧後の数値がブランドよりも販売員に対して大
きな数字になっている ． すなわち信頼・愛着・親しみというものが，愛顧後はブラン
ドそのものよりも高くなっている可能性を示している ． 信頼感情の高まりも，愛着・
親しみの高まりも，ブランドに対するよりもより顕著に有意に販売員の方に高まってい
た ． ただし，愛顧を経て高くなるのか，高まった結果として愛顧が反復されるのかは
定かではない ． それは今後の探索の課題となろう ．
事前の販売員の聞き取り調査で，PhaseⅠに多くの共通する特徴がみられたように，
ラグジュアリー・ブランドにあっては，初期購買段階に生じる「従業員との密接な友好
関係」はその後の購買維持を決定づける重要な要素であるといえよう ．
「このブラン
ド・担当者は自分にぴったりあっている」という知覚が，販売員を通じて形成されると
いう事であり，それはその後の反復的愛顧に及ぼすインパクトが大きいことがわか
る ． このようなブランドとの結びつきや同一化とブランド・リレーションシップのつ
ながりが，近年重視され多く研究されていることは 3 章で述べたとおりだが，本調査
における発見は，反復的愛顧を高い頻度で行う顧客の状態は，このような重要な感情
が，販売員に強く紐づいているということが示された点である ． しかし，この質問内
容の要素である愛着・親しみがどのようにして生じ，販売員の方になぜ高まるのか，そ
れがなぜ反復的愛顧に繋がるのかは明らかではない ．
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図2

ブランド A における検証

愛顧前（before 右）と愛顧後（after 左）の比較

陶酔的コミットメント変化
（対ブランド）
4.00

陶酔的コミットメント変化
（対販売員)

p = 0.04

p = 0.05

4.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

before_ブランド陶酔 after_ブランド陶酔

before_販売員陶酔

感情的コミットメント変化
（対ブランド）
4.00

p = 0.07

3.00

3.00

2.00

2.00

before_ブランド感情 after_ブランド感情

after_販売員陶酔

感情的コミットメント変化
（対販売員）

p = 0.00

4.00

1.00

（p : p 値）

1.00
before_販売員感情

after_販売員感情

計算的コミットメント変化
（対販売員）

計算的コミットメント変化
（対ブランド）

N.S.

N.S.
4.00

4.00

3.00

3.00

2.00

2.00
1.00

1.00

before_計算販売員

before_計算ブランド after_計算ブランド

出所：筆者作成
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after_計算販売員

表4

ブランド A

購買初期→愛顧後の変化に対応する二時点の t 検定（自由度 4）
有 意 確
率 ( 両
側)
0.04
0.11
0.02
0.10
0.14

対応サンプルの検定

「他のブランドは考えられない」_陶酔
「多少他のブランドより高くても買う」_陶酔
「このブランドは自分にぴったり合っている」_陶酔
「他の担当者は考えられない」_販売員陶酔
「この人に薦められたら多少他より高くても買う」_販売員
陶酔
0.03
「この担当者は自分にぴったりあっている」_販売員陶酔
0.07
「このブランドを信頼している」_感情
0.07
「このブランドに愛着・親しみがある」_感情
「担当者を信頼している」すべての人が同じ数値変動：3→4 に変化
0.02
「担当者に愛着・親しみがある」_販売員感情
0.69
「他のブランドの検討が面倒」_計算
0.83
「他のブランドを買って失敗したくない」_計算
1.00
「なんとなくこのブランドになる」_計算
0.19
「他の担当者から薦められるのが面倒」_販売員計算
0.34
「失敗したくない」_販売員計算
0.21
「なんとなくこの担当者になる」_販売員計算

**5 ％ ,*10
％有意
**
N.S.
**
*
N.S.
**
*
*
**
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.

出所：筆者作成

4-5.

結論

顧客への質問紙調査では，高い頻度でリピート購買を行う顧客のブランドへの愛着や
コミットメントは愛顧後にはブランドよりも販売員の方へより高まることが示された ．
このことは愛顧を高頻度で繰り返す顧客にとっては，Keller(2015)の論じるところのブ
ランド・レゾナンス・ピラミッドのブランディング・ラダーを上りつめた後は，販売員
がブランドやその商品の信頼性を担保する存在になるという解釈が可能であろう ．
本調査の貢献は，非必需品といえるラグジュアリー・ブランド製品のリピート購買に
おいて，顧客のブランドとの心理的な結びつきの順序性の発見である．その特徴は，陶
酔的コミットメントが購買初期時からブランドよりも販売員の方に高く知覚されるとい
う点から，高い頻度で反復的愛顧を行うようになる顧客は初期時点で販売員との良好な
関係性の構築がその後のブランドとの付き合い方を規定する可能性が高いといえる ．当
然，従業員の存在は重要であるが「従業員との密接な友好関係」はブランドとの結びつ
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きに先んじて結ばれることがその後の購買継続の鍵をにぎるのではないかという関係性
の順序の重要性が考察された 33．
顧客を多く保有する販売員へのヒアリングでは顧客の「もうあなたがいなくなったら
買わない」や「〇〇さん（販売員）がいなくなったから××（ブランド名）では買わな
い」という顧客からの言葉かけがあることがわかった。それらからは，反復的購買の背
景には，和田（2015）が示した「パーソン消費」があるといえる ． 販売員は「お客様
は商品が欲しいのと買うのとは別なんです」ということも述べていた。ラグジュアリ
ー・ブランドは当然高価であり不要不急品であるが故に，顧客の製品関与の高さと実際
の購買行動にはギャップは存在する ． この「欲しい」と「手に入れる」ことのギャッ
プを埋めるのは，他でもない贔屓にしている販売員の存在のようである 34．
人的販売研究において，販売成果は販売員個人による成果ではなく，販売組織の販売
成果であるという指摘は以前から存在する(Pederson et al.1988, p.284; Cespedes et
al.1989) ．しかし，本調査における事前調査の販売員への聞き取り調査結果からは，同
じブランドの同じ店舗でも顧客の保有数は大きく異なることが分かった ． またそれは，
勤務年数やポジションに関係ないことも確認できた ．結果的にその販売員が認められ昇
格しているケースがあったが，顧客から支持された時点ではノンタイトルである事が確
認されている ． ミドル層の顧客に対しては組織的な成果が反映するのかもしれないが，
高い頻度のリピート購買を行うファン顧客を育成できるのは，個人的なスキルに依存し
ているといえる ．しかし，このスキルの内実が明らかになれば，個人から組織へ拡張で
きる可能性も生まれよう．通常，販売員の評価の多くは個人売上という指標が用いられ

33

相馬・清水(2015)は，感情的，計算的，そして陶酔的コミットメントの階層性につ
いて，順序性をもって高まり最後には全体を押し上げていくことを，車の購買行動を用
いて実証した ． 本論の結果では，これとは異なりそこに介在する販売員への陶酔的コ
ミットメントが先んじて強く生起するという異なる様相が示された ．
34

ラグジュアリー・ブランドとノン・ラグジュアリー・ブランドの比較研究で，杉谷
(2016)が「自己」と「他者」という概念「他者ベース感情」と「他者ベース認知」の評
価のみが，ノン・ラグジュアリー・ブランドよりもラグジュアリー・ブランドが高いこ
とを示した ． ラグジュアリー・ブランドの製品を購買に踏み切るためには，販売員と
いう信頼できる「他者ベース」の存在とその評価が非常に重要であり有効であるという
ことを支持している ．
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ているが，事前の販売員の調査で表出した“ぬれおかき”や“肉じゃが”であるが，会社
がこれらの数字に表われにくい，ユニークな努力を評価するステップが持てれば，組織
として真のロイヤルティ顧客の増加を実現する可能性がある ．以上の結果をふまえ，次
章では今回明示されたカスタマー・コミットメントの販売員への高まりがどの様な背景
から生じどのように変化するのかを探るために，さらに半構造化インタビューを重ね顧
客の変容のプロセスの概念化を試みる ．

※参考資料

すべての質問項目の結果（愛顧前：before／愛顧後：after）
対応サンプルの検定
対応サンプルの差
平均値

標準偏差

平均値の
標準誤差

t値

差の 95% 信頼区間
下限

before_ブランド陶酔１ - after_ブランド陶酔１

-1.60

1.14

0.51

-3.02

before_ブランド陶酔２ - after_ブランド陶酔２

-1.20

1.30

0.58

before_ブランド陶酔３ - after_ブランド陶酔３

-0.80

0.45

0.20

before_販売員陶酔１ - after_販売員陶酔１

-0.80

0.84

before_販売員陶酔２ - after_販売員陶酔２

-1.00

before_販売員陶酔３ - after_販売員陶酔３

-1.00

before_ブランド感情１ - after_ブランド感情１
before_ブランド感情２ - after_ブランド感情２
before_販売員感情２ - after_販売員感情２

上限
-0.18

-3.14

-2.82

0.42

-2.06

-1.36

-0.25

-4.00

0.37

-1.84

0.24

-2.14

1.23

0.55

-2.52

0.52

-1.83

0.71

0.32

-1.88

-0.12

-3.16

-0.60

0.55

0.25

-1.28

0.08

-2.45

-0.60

0.55

0.25

-1.28

0.08

-2.45

-0.80

0.45

0.20

-1.36

-0.25

-4.00

before_計算ブランド１ - after_計算ブランド１

0.40

2.07

0.93

-2.18

2.98

0.43

before_計算ブランド２ - after_計算ブランド２

-0.20

1.92

0.86

-2.59

2.19

-0.23

before_計算ブランド３ - after_計算ブランド３

0.00

0.71

0.32

-0.88

0.88

0.00

before_計算販売員１ - after_計算販売員１

-1.00

1.41

0.63

-2.76

0.76

-1.58

before_計算販売員２ - after_計算販売員２

-0.80

1.64

0.74

-2.84

1.24

-1.09

before_計算販売員３ - after_計算販売員３

0.60

0.89

0.40

-0.51

1.71

1.50

before_ブランド陶酔 - after_ブランド陶酔

-1.20

0.90

0.40

-2.32

-0.08

-2.98

before_販売員陶酔 - after_販売員陶酔

-0.93

0.72

0.32

-1.83

-0.04

-2.89

before_ブランド感情 - after_ブランド感情

-0.60

0.55

0.24

-1.28

0.08

-2.45

before_販売員感情 - after_販売員感情

-0.90

0.22

0.10

-1.18

-0.62

-9.00

0.07

1.14

0.51

-1.35

1.48

0.13

-0.40

0.72

0.32

-1.30

0.50

-1.24

before_計算ブランド - after_計算ブランド
before_計算販売員 - after_計算販売員
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5章

真のロイヤルティを有す顧客の反復的愛顧形成プロセス

5-1.

章の要約

前章では，高頻度のリピート購買顧客の感情的コミットメントと陶酔的コミットメン
トの両方が，愛顧を経た時点で，ブランドそのものよりも，販売員に対して有意に上回
ることが示された ．その詳細は，陶酔的コミットメントの特徴である，支払い意欲に関
しては，有意な変化傾向はみられなかった ． 一方で適合感覚・愛着・親しみ・信頼は，
販売員へのコミットメントがブランドそのものよりも愛顧後に顕著に増加した ．サービ
ス・トライアングルの要素の一つである従業員の存在は，反復的愛顧を強力に行う顧客
にとって，ブランドに包摂されている単なる補助的機能を持つ存在なのではなく，時に
ブランドより強いコミットメントの対象になり得るということが示された ．
それを受け，本章では「なぜ，どのようにして販売員の方により強くコミットメント
が高まるように変化したのか」というリサーチ・クエスチョンに従い，なぜそのような
変化が起こるのかを探索し，その概念化を試みた ．結果，顧客にとってブランドとの関
係性は，ブランドの力だけで深まるのではなく，むしろ販売員の営業努力と顧客の互酬
的な配慮によりつくり出されると言っても過言ではない，顧客と販売員の相互支援の関
係性が発見された ．その関係性の変化の過程では，信頼感情がきっかけをつくり，販売
員が顧客に提供する唯一無二の自分だけにむけられた情報が顧客にとって不可欠なもの
になっていった ．販売員の存在は，単なる購買行為をサポートするものではなく，ブラ
ンドの一部となる中で購買が繰り返されているといえる ．販売員は顧客にとって，かけ
がえのない存在となり，むしろブランドの方が代用可能となるケースも確認できた ．

5-2.

研究の目的

本章では，前章での調査結果を受けて，リサーチ・クエスチョン「なぜ，どのように
して販売員の方により強くコミットメントが高まるように変化したのか」に対応する ．
なぜブランドよりも販売員の方にカスタマー・コミットメントが高まるのかを，その顧
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客が変化するときに何が起こっていたのか，どのように感情の変化があったのか，イン
タビュー調査し，カスタマー・コミットメントが高まるプロセスの概念化を試みる ．
本研究は，実際の購買層ではない学生などを対象とした，意向調査ではなく極めて高
いリピート購買に至る，愛顧を繰り返す真のロイヤルティ状態にある顧客を調査対象と
する．そのことを担保するために企業の協力を得て，顧客の承諾のもと，調査対象者を
選出してもらった ．その為，サンプル数は制限されるが，その動機や心の変化を掘り下
げて調査を行う事に価値があると考える ．顧客が極めて高いリピート購買に至る愛顧客
に変化するプロセスを概念化し，顧客と販売員，そしてブランドとの関係性の変化につ
いて考察を行う ．

5-3.

研究方法

5-3-1.

方法論

本章の研究は，質的研究法を選択する。前章ではコミットメントが販売員の方に高ま
るという経時的な動きを把握した ． それを受けて，本章では「なぜ，どのようにして
販売員の方により強くコミットメントが高まるように変化したのか」というリサーチ・
クエスチョンに対し，ラグジュアリー・ブランド製品を，高頻度でリピート購買する顧
客の購買行動の意味理解によって，そのメカニズムを捉える ．
質的研究選択の理由は，本研究の目的は理論の構築であり，加えて前述のように企業
での直近 2 年間での買上げ累計金額の上位 5%程度に位置する，繰り返しの愛顧を行う
特別な顧客を調査対象とする，合目的的サンプリングであること，そして導き出された
結果は一般化可能性ではなく転用可能性を研究結果に求めることからである ．
本研究は以下の 4 点において構成主義の方法論の前提を有している（抱井,2015,
pp.41-46; Mertens, 1998, pp.9-15）．
① 複数のデータ源からの情報を，時間をかけて収集する ．
② 調査中，尋ねる質問が時間と共に変化することを許容する（プロセス重視）．
③ 調査対象の文脈に関する情報を詳細に報告する ．
④ 調査対象の視点からある事柄を説明・理解することを調査の目的とする ．
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5-3-2.

調査対象者

調査対象者の選出は，世界的に有名なラグジュアリー・ファッション・ブランドの CEO
の許可のもと，店舗のマネージャーに協力してもらい対象者の選出を一任した ．選出条
件を「買い上げ金額ランク 5%程度までに位置する可能な限り年代の異なる顧客」と依
頼した．5 名の企業選出の対象者の紹介を得て，その後，顧客や販売員のつながりから，
ブランドを広げてスノーボール・サンプリング方式で対象者を追加した ．理論的飽和化
の判断 35を行えるまでインタビューを続け最終的に合計 9 名の調査を実施した ．
（表 1）

表1

調査対象者情報（調査期間 2016 年 5 月～10 月）
ブランド

性別・年代

愛顧状態

抽出方法

顧客 1

A

F, 30

3 年愛顧継続

企業選出

顧客 2

A

F, 40

10 年愛顧復活

企業選出

顧客 3

A

F, 50

18 年愛顧継続

企業選出

顧客 4

A

F, 60

8 年愛顧継続

企業選出

顧客 5

A

M, 50

4 年愛顧->停止

企業選出

顧客 6

B

F, 50

4 年愛顧->停止

スノーボール

顧客 7

C

F, 30

4 年愛顧継続

スノーボール

顧客 8

D

F, 40

10 年愛顧->停止

スノーボール

顧客 9

E

M, 40

7 年愛顧継続

スノーボール

出所：筆者作成

35

理論的飽和化とは，ある理論的カテゴリーに関するデータをさらに集めたとして
も，新しい特性が見つからなくなり，また，データに根ざした理論を浮上させるための
理論的洞察が得られなくなる時点のことである(Bryant and Charmaz,2007, p.611) ．
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5-3-3.

データ収集

データの収集は，顧客と筆者の一対一の面接形式で半構造化インタビュー・データに
より収集した ． 場所は喫茶店やホテルのラウンジなどの，店舗以外の場所で行い，所
要時間は最低 60 分最高 120 分を要した ． 半構造化インタビューの内容は，以下の 5 点
を共通項目として，自然な話の流れを重視して実施した ．
① 最初に買ったきっかけ ．
② リピート購買に至る経緯 ．
③ 愛顧に至る様子 ．
④ なぜそのブランドを買い続けるのか ．
⑤ 担当者を信頼する理由 ．
インタビューは顧客の了解を得たうえで録音を行った ． データ収集期間は 2016 年 5
月～10 月で行われた ．

5-3-4.

分析方法

感情的・陶酔的コミットメントが販売員の方に高まる現象の探索のために，顧客に半
構造化インタビュー調査を行い，質的分析を行う ． この質的データに用いる分析方法
は，グランデッド・セオリー・アプローチ（Grounded Theory Approach，以下 GTA
と表記する）を用いた ．
GTA は社会学者であるグレーザーとストラウスによって開発された研究手法であり
(Glaser and Strauss,1967)，後に Strauss 版と Glaser 版と別個の形を成している ．
Strauss 版の流れを汲む，Corbin & Strauss 版や戈木グレイグヒル版などがある ．
GTA は，ある特定の場で登場人物たちが演じる役割と相互作用，そしてその結果とし
て生じる複数の変化のプロセスを「理論」として表現しようとする方法である ．
ここでの「理論」とは概念同士の関連を文章で表したストーリーラインであり，
GTA ではデータから概念を抽出し概念間の関連付けを行うことを目指しているといい
かえることができる ．
GTA ではデータを文脈から切り離してラベル名をつけた後で，ラベルをまとめてカ
テゴリーにし，カテゴリー同士の関係を検討することによって，特定の領域に適応する
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中範囲理論を産出しようとするものである ． データに根ざして分析を進め，データに
基づいた理論を作ることを目指すがゆえに，グランデッド・セオリー・アプローチ＝デ
ータに基づいて理論を産出する方法と呼ばれる（戈木,2013, pp.12-15）．
本研究は，修正版グランデッド・セオリー・アプローチ Modified Grounded Theory
Approach (以下 M-GTA と表記する)を用いて分析を行う ． M-GTA は，データの文脈を
寸断せず，社会的相互作用およびプロセスを構造的に捉える分析として優れている手法
である(木下,1999; 2003; 2008; 2014) ．M-GTA は分析者を通じて，分析焦点者と分析
テーマを設定し，その範囲内における説明力に優れた理論を生成するものである 36．
本研究は，最初はブランドにコミットメントを持たない顧客が，販売員やブランドと
の相互作用のなかで反復的愛顧者に変化しコミットメントを高めていくというプロセス
性を明らかにし，その関係性の成り立ちを構造的に捉えることを目的としている ．
まとめると次の三点が本研究における M-GTA 採用の主な理由である ．
① 新たな概念生成が目的である ．
② ある状況が異なる状況に変化するリサーチ・クエスチョンである ． つまり，限ら
れた店舗という空間での，特定された期間「購買初期－愛顧以降」において，プ
ロセス性をもつ変化の調査である ．

36

木下(2003)は M-GTA の主要特性として以下の７項目をあげている ．
（1） グラウンデッド・セオリー・アプローチの基本特性と４つの内容特性（現実
との適合性，理解しやすさ，一般性，コントロール）を満たすこと ．
（2） データの切片化をしないこと ．
（3） データの範囲，分析テーマの設定，理論的飽和化の判断において方法論的限
定を行うことで分析過程を制御すること ．
（4） 分析ワークシートの作成による独自のコーディング法 ．
（5） 「研究する人間」の視点の重視 ．
（6） 面接型調査に有効に活用できること ．
（7） 解釈の多重同時並行性 ．
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③ グランデッド・セオリー・アプローチ（GTA）で用いられる手法であるデータの
切片化は行わず，文脈への理解が必要と考えたこと ． その理由は，インタビュー
において，顧客が最初に話した内容と，会話が深まるにつれて，顧客自身が自己
理解を深めながらというよりも，話すことで自己の感情を発見するような結果と
なった内容は，時に矛盾をはらみ逆の意味とすらなることもあり，文脈や意図の
理解が必要不可欠であった ．

5-3-5.

分析テーマと分析焦点者

4 章の調査結果から，先端顧客は愛顧後には，陶酔的・感情的コミットメントが販売
員の方がブランドより高まることが示され，本章での分析テーマを絞ることが可能とな
った．分析テーマは「繰り返しの愛顧を通じて，顧客の気持ちと購買行動が変化するプ
ロセス」である ．分析焦点者は「特定のブランドにおいて，特定の販売員から，高い頻
度で繰り返し購買を行う顧客」である ．

5-4.
5-4-1.

分析結果
概念生成

インタビュー・データをもとに M-GTA を用いて，分析テーマにもとづき，15 の概念
が生成された ． 7 人目以降のインタビューは一定の分析が完成した後に実施した ．その
データからこれ以上新たな概念生成の可能性は見いだせず，それまでの分析結果で説明
可能であったことから一定の理論的飽和化に至っていると判断した ．
本研究では，2 名の M-GTA 研究のエキスパートからスーパービジョンを受けた ． 最
終的に 15 の概念にしぼられ，結果図が完成した ． 生成された概念名，その定義と代表
例を表 2 に示す ．
対概念はすべて存在しない ．
概念リスト内の下線部が注目部分である ．
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表2

1

2

3

4

5

概念リスト

概念名

定義

バリエーション一例(異なる人物のもの抜粋)

媒介に
よって
ブラン
ドと繋
がる

ブランドを好
きになるきっ
かけはブラン
ドそのもので
はなく媒介の
力による状態
意図した購入
ではないが購
買が成功する

・私、ジュールベルヌが大好きなんです。多分あれが
翌年のパーティーだったらそれっきりだったと思うん
ですが ．

たまた
まいい
ものと
出会う

警戒感
の解除

親和性
による
信頼の
萌芽

新しい
自分を
開発さ
れる喜
び

・その時デザインがかわいかったんですよ。当時ニュ
ースキャスターが着てたんですよ ．
・そんな時に伊勢丹でふらふらしてて ． 最初やっぱり
買ってないと入りづらいじゃないですか入ってったら
どうぞどうぞ着てみて～って、そしたら素敵だったん
で．

販売員の対応
に反応しての
購買開始

・最初 1 個買ったらそれがすーごく素敵でよくって ．
オーダー以外にもこんな素敵なものがあるんだという
のがきっかけなんですよ ．
・手紙攻勢が始まったわけで私手紙に弱いもんで ． だ
からブローチ買うつもりなかったのに ． 結局ちょこち
ょこ買うようになって ．

顧客が販売員
に対して親和
性を感じるこ
とが安心や信
頼につながる

・それがこうやって行くと「こんにちはー」って〇〇
さん（販売員)が笑顔でむかえてくれるんですよ ． そ
れで入りやすかったというのがあるしそれが一番大き
かった ．
・まぁやっぱしこう，そういう，親和性があったんで
しょうね ． その，人間として ． だから信用できない人
間にしつこく言われても反発するだけですけれども親
和性のある人間にいわれると反発じゃないものが生じ
るんじゃないでしょうか ．

販売員による
勧めで買う気
がないのに購
入するような
需要自体を創
出される心地
よい経験

・言わないでもわかってもらえる ． 先を読む ． こう思
っているんだような，こうしたいんだろうな，と私
が ． 察する，わかってもらえる ．なんか ， 降りてくる
みたい ．話しやすいのが一番です ． お願いしやすい ．
感覚が似てるんだと思います ． 考え方とか ．
・自分がなんていうんでしょう ．今までは自分の好き
なもの好きないろ，好きなデザインにこだわっていた
んですけど，そうでなくて，人から見てこう，似合う
色にあうものとかあるじゃないですか，それが自分だ
けの考えだけじゃなくて，わかるようにさせていただ
けたというのがそれが〇〇さん（販売員）． 〇〇さん
（販売員）にみていただけるようになったのが，大き
かった ．
・そしたらこれはもうほんと逸品もので〇〇さん（顧
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客）に身につけて欲しいものなんでといわれて ． 実際
パーティの目玉だったんですね。
6

＜購買
刺激が
モノか
らヒト
へ＞

7

製品満
足によ
る信頼
の醸成

8

9

1
0

当初はモノが
喜びの源泉で
あったがいい
モノが入手で
きるのは担当
の販売員の薦
めがあってこ
そ，と思うよ
うになる
商品への満足
が販売員への
信頼を確信さ
せる

販売員
の 選
択・審
美眼へ
の確信

自分の嗜好よ
りも販売員の
お薦めの方を
選ぶ方が安心
だという信念
の芽生え

信頼が
前提で
の購買

このブランド
には自分の好
きなものが必
ずあるんだと
信じている

販売員
のブラ
ンド基
準化

担当販売員が
不在になる場
合，前任者と
の比較におい
てブランド価
値ならびに購
買継続を判断
する

概念 NO.1～5 よりカテゴリー化 ．

・そしたら〇〇さん(販売員) に信頼感がぶあっーと
大きくなって ． 彼女のジュエリーに対する嗅覚ってす
ごいんだなぁと思って ． 恩にきせて買ったけど私の方
が恩を感じないといけないかなぁと思って ． 基本的に
彼女が薦めるものは買っておけば間違いないかなぁと
いう気持ちになって ．
・高いお買い物ですけど，決して，それだけのもとを
取ってるというか，高い物買っても，私も母も満足し
て買わしていただいてて ．
・だから，やっぱ，〇〇さん（販売員)がダメってい
うのは買っちゃいけないんだなと ．
・高いものを買う時は絶対〇〇さん（販売員) ． 今で
も〇〇さん（既に販売員は他のブランドに転職済みで
顧客はそこへ行っている）．
・（デザイナー交代の際）やっぱ（ブランドを）変え
るつもりはなかったから，何か見つけようと思って ．
他のブランドで興味もてるものがないから。他はつま
らない、目を引くものがない ． 自分の好きな物が（そ
のブランドに）入ってるんでしょうね ．
・XX（ブランド名）はですねぇ，一言で言うと・・・
もう，XX は私 ． お洋服は XX しかないし，XX しか着た
くないし ．
・（不満足になった為）何も〇〇だけがブランドじゃ
ないぞと ． もう 2 年間買ってないですね ． それ（ブラ
ンドからのサービス）は＋αです ． やっぱし〇〇さん
（販売員)ですよね ．
・担当者がつくんですけど，その人もセンスのいい方
なんですけど，まず自分がきたいもんから入るじゃな
いですか ． 後でかった服なんかは損したわ，思うんで
すわ ． それで，もう〇〇さんなしで買うのよしとこ，
と．
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＜販売
員はブ
ランド
の一部
を形成
＞
≪自分
だけの
ための
審美眼
への絶
対的信
頼と移
譲≫
製品が
自分に
合う確
信から
の排他
行動

欲望レ
ベルの
自動増
幅

＜安心
の伴う
冒険促
進＞

よいモノが買
えることがブ
ランドへの信
頼の一部を形
成する

概念 NO.7～10 よりカテゴリー化 ．

販売員は単な
る販売員から
自分の理解者
に変わる

概念 NO.6，11 よりカテゴリー化 ．

自分の好みの
物はこのブラ
ンドにしかな
い，他のブラ
ンドにはない
という強い思
いから探索も
行わなくなる

・X 社のツアーを断るのはツアー自体のことではな
く，行って気に入るものがなければ，買わなければ担
当者に恥をかかせるし，といって義理買いをすれば後
がまずくなるし，XXX（ブランド名）は必ず気に入っ
たものがあるという安心感があるからですね ．

そのブランド
の製品のより
よいものが，
あればあるほ
ど欲しくなる
現象

安心できる理
解者の存在
が，高額のも
のを購入する
リスクよりも
欲しい気持ち
が促進する

・XX（ブランド名）が好きっていうのがまず一番，根
底にあってそこから構築 ． いろいろブランドがあるん
ですけど，絶対 XX があるんです ． 理由もなく好き ．
・やっぱりいいものを見てしまうとどうしても上のも
のがほしくなる ． それが手に入れられるものならばや
っぱり自分のものにしてしまう ．自分の欲求ですか
ね ． 今までしてたもの，使ってたものだと物足りなさ
を感じてくる ．
・ある意味，よりいいものが欲しくなるんじゃないで
しょうか ． それは結局，あればあるほど欲しくなるわ
けですね ． 人間の欲望でしょうねぇ ．
概念 NO.13～14 よりカテゴリー化 ．

出所：筆者作成

概念生成結果を述べるにあたり，はじめに見出した主要カテゴリー概念を中心に説明
を行い，最後に全体の結果図とストーリーラインを示す ．
『
ゴリー名，≪

』は概念名，＜

＞はカテ

≫はコアカテゴリー名を示す ．斜体の－から始まる文は顧客の発話であ
92

り，概念化に際しての注目部分は下線を引いている ．

(1) ＜購買刺激がモノからヒト（販売員）へ＞
顧客は，最初はブランドにこだわりや思い入れはないことがわかった ．何かの「好み」
などの『媒介によってブランドと繋がる』程度である ． 三名(a,b,c)の同人物が変化する
具体的な様子を示す ．前→後の下線からは『たまたまいいものと出会う』程度のブラン
ドとの出会いから販売員の存在が大きくなってくる変化が確認できる ．

a.前－その時デザインがかわいかったんですよ ． 当時ニュースキャスターが着
てたんですよ。
（顧客が）＊＊＊（ブランド名）着てて＊＊＊（ブランド名）が
嫌になって ．そんな時に伊勢丹でふらふらしてて。最初やっぱり買ってないと
入りずらいじゃないですか，入っていったら，どうぞどうぞ着てみてーって，
そしたら素敵だったんで（中略）
という軽い最初のきっかけに対し，顧客は後の会話では下記のように変化している ．

a.後－お洋服のせいもあるけどスタッフさんがみんないい ． 適度の距離感がい
い ．やっぱ気に入ってるの一言 ．モノとかスタッフさん ．C さん（ 販売員 ）の ．
やっぱり気にいっているから，スタッフさんとか ． 嫌な顔せず直してくれる ．
いいものとの出会いが販売員のお薦め行為から始まるケースもあるが，顧客はあくま
でもいい製品と出会ったという認識である ．その後販売員から度重なる気のきいたアプ
ローチを受けることで，顧客の販売員に対する『警戒感の解除』という変化が起こる ．
そして販売員に対し心の扉が開かれ，お薦めを受け入れる土壌ができる ．下線が警戒感
の解除，そして親和性が信頼につながると判断した内容の一例である ．

b.前－私，ジュールベルヌが大好きなんです ． 多分あれが翌年のパーティだっ
たらそれっきりだったと思うんですが（中略）
b.前－手紙に弱かったんですねぇ ． 手紙に弱かったのと，ただその時手紙だけ
じゃなくて，＊＊(ブランド)の絶版になった昔のカタログとか，彼女（販売員）
が所蔵してたものを自分が持っているよりも『＊＊＊様（顧客）の様な方がも
っていてこそ意味がある』と言ってプレゼントしてくれたんです（中略）
b.後－まぁ，やっぱしこう，そういう，親和性があったんでしょうね ． その，
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人間として，だから信用できない人間にしつこく言われても反発するだけです
けれども，親和性のある人間にいわれると反発じゃないものが生じるんじゃな
いでしょうか ．
いいものとの出会いや警戒感の解除から販売員を受け入れ『親和性による信頼の萌芽』
が生じ，購買が重ねられていく ．顧客は販売員を通じ『新しいニーズを開発される喜び』
を享受する一例が下線部である ．

c.前－最初＊＊（デザイナー）が好きだったんです ． 構築的なジャケットやス
ーツが好きで，あそこから入って，その時にライセンス生産しかしてなくて ．
そのうち，あとにダイレクトに来ると言うんで見たのがきっかけで（中略）
c.後－自分で選びきれないじゃないですか ． 意外さも欲しいし ． 一番最初に見
ていただいて，出していただいて，着てみて，そこから欲しいものが出てくる
わけですよね ．同じ好みの方が選んでいただいているから，まずそこで安心感
があります ． ホント幸せ ．
以上のように購買のきっかけは製品の魅力であったが，販売員によって引き起こされ
た顧客の感情の変化が，購買のきっかけになる＜購買刺激がモノからヒト(販売員)へ＞
変化する ．それが販売員を仲介にして新しいニーズが生じるところまで発展する ．そし
て次に述べる＜販売者からよき理解者へ＞という変化に繋がり，≪販売員の自分への理
解と審美眼が信頼を超え確信へ≫という信念へ影響していく ．

(2) ＜販売員はブランドの一部を形成＞
上述の＜購買刺激がモノからヒト（販売員）へ＞という変容の背景には，警戒心が外
れ信頼感情が芽生えるという感情の変化があった ．感情の変化により顧客は販売員のお
薦めによる購買で新たな自分を楽しみ『製品満足による信頼の醸成』を重ねる．その後
購買した製品満足が販売員への信頼を強め，信念に高まることが認識できる顧客は感謝
される側であったが，この段になると顧客の方が感謝する側になっている ．顧客の言葉
の端々に「（販売員に）〇〇していただいて」というように感謝の念が表れている。それ
はモノを入手するにあたっての販売員の審美眼への絶対的な信頼である『販売員の選択
眼・審美眼への確信』と変化する ． 以下の下線部から，顧客の変容が読み取れる ．
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－（デザイナーが）変わってどうなんだろうと思って，その中でも S さん（ 販
売員 ）にあたしの似合うものをこう選んで，出していただいたのを着ると，い

いんですよね ．自分が今まで着ないでちょっと自分がよけていたものがかえっ
てよく．自分がよりよく見えるというのがわかって S さん（販売員 ）がきっか
けを与えてくれた ．
－そしたら N さん（ 販売員 ）に信頼感がぶあっーと大きくなって，彼女のジュ
エリーに対する嗅覚ってすごいんだなぁと思って，恩にきせてかったけど私の
方が恩を感じないといけないかなぁと思って，基本的に彼女が薦めるものは買
っておけば間違いないかなぁという気持ちになって ．
その信頼の高まりにより『信頼が前提での購買』が常習的になり，またその満足が依
存の正当性を高める循環が生まれることがその背後にあると判断した一例が下記である ．

－＊＊＊(ブランド名)って難しいじゃないですか，それでも似合うものみつけ
てきてくださって，着てると満足なんですよね ．やっぱし満足度が違うんです
よ ．A さん（販売員 )がいない時に高いもの買う気にならない ．あたしも母も A
さんをカリスマやとおもっているから，この人にお金を使っても惜しくないと
いうか自分もやっぱりアップしていくし ．高いものを買う時は絶対 A さん，今
でも A さん ．＊＊（ブランド名）で黒のスーツを買ったんですよね，〇〇万ぐ
らいしたんですけど、A さんに選んでもらって惜しくないっていうか間違いな
い．
上述の循環によって，顧客にとって『販売員のブランド・スタンダード化』が生じ，
何かの事情で販売員が退職や休職となる際，企業は代わりを立てるが顧客は前任販売員
がすべての基準となっていること，顧客は無意識にも比較をしていることを以下下線か
ら判断した ．

－2 年前の 9 月に私の担当が産休をもらったんです ．（中略）（新担当者は）ブ
ランドに対する愛着も愛情もないんだろうな，と思って ．なにも＊＊（ブラン
ド名）だけがブランドじゃないぞ，と ．
（販売員がいなくなって）もう 2 年間買
ってないですね ．それまでは基本的にはブランドのパーティは誘われても他は
すべて断って，M 社も C 社の誘いもすべて断っていたんです ．
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－あと ，相性も良かったんじゃないかと思うんですよね ．私と母は（販売員と）
そりが合うというか ．困った時に助けてくれる ．困ったときに相談すると必ず
答えが出て助けてくれる ． 信頼関係ですよ ．
このような信頼と満足の積み重ねは，単なる売り手－買い手の枠を超え，顧客にとっ
てブランドは販売員を包含したものとなる＜販売員はブランドの一部を形成＞という変
容を遂げ，販売員は購買に際して，なくてはならない人となる ．パーソン消費(和田,2015)
との違いは販売員そのものが入れ込む対象になっているわけではなく，ブランドに入れ
込むための必須の存在になっているという点である ．お母様とお嬢様の二代に渡って愛
顧をし，お嬢様はお母様の形見のエルメスのバックを担当販売員にプレゼントしたとい
う話もあり，販売員がそれを大切に使っている様子も観察できた ．

(3) ≪自分だけのための審美眼への絶対的信頼と移譲≫
顧客は＜購買刺激がモノからヒト（販売員）へ＞という変化から影響を受け，＜販売
員はブランドの一部を形成＞と変化し，それは≪自分だけのための審美眼への絶対的信
頼と移譲≫という変化に繋がる ．以下下線の一例からは，自分以上に自分を理解してく
れる存在への陶酔が生じ，そのスキルに確信が生じていくと判断した．そして，自分の
判断よりも販売員の提案や判断に価値を見出すように変化すると読み取った ．

－自分がなんていうんでしょう，今までは自分の好きなもの好きないろ，好き
なデザインにこだわっていたんですけどそうでなくて，人から見てこう，似合
う色にあうものとかあるじゃないですか，それが自分だけの考えだけじゃなく
て，わかるようにさせていただけたというのがそれが S さん（販売員）．S さん
にみていただけるようになったのが，大きかった ．言わないでもわかってもら
える，先を読む，こう思っているんだろうな，こうしたいんだろうな，と私が ．
察する，わかってもらえる ．なんか，降りてくるみたい ．話しやすいのが一番
です ． お願いしやすい ． 感覚が似てるんだと思います ， 考え方とか ．
－それ(販売員が店舗を離れること)が一番，私が困ってしまいます ． 他の店と
か離れましたというのが，一番怖くて ．
－後でかった服なんかは損したわ，思うんですわ ．それで，もう A さん（販売
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員）なしで買うのよしとこと ．

(4) ＜安心の伴う冒険促進＞
≪自分だけのための審美眼への絶対的信頼と移譲≫は心の錨となり購買を継続させて
いた ．以下下線部を一例とし，その錨は，顧客にとって，他のブランドを見る必要をな
くし『製品が自分に合う確信からの排他行動』と相互に作用すると判断した ．

－＊＊（ブランド名）は好きで着てて，デザイナーが変わったとき，えって思
ったんです ．やっぱ，
（ブランドを）変えるつもりはなかったから，何か見つけ
ようと思って ．
－Ｃ社のツアーを断るのはツアー自体のことではなく，行って気に入るものが
なければ，買わなければ担当者に恥をかかせるし，といって義理買いをすれば
後がまずくなるし，＊＊＊（ブランド名）は必ず気に入ったものがあるという
安心感があるからですね ．
同時にそこで生まれる『欲望レベルの自動増幅』により排他的な忠誠購買行動が継続
される ．よりよいものを求めるという冒険を，信頼のおけるひとつのブランド内で安心
して継続するという＜安心の伴う冒険促進＞である ．

－＊＊（ブランド名）はですねぇ，一言で言うと・・・もう，＊＊（ブランド
名）は私 ．お洋服は＊＊（ブランド名）しかないし，＊＊（ブランド名）しか
着たくないし ．
よりよいモノへの欲求は販売員のお薦めと両輪で進んで行く ．以下下線部と同様のコ
メントが多く，最終的に絶対的なブランド信頼とそのブランド内でもっとよいものを手
に入れたいという欲望の創出と愛顧の継続が循環すると判断した ．これは，欲望は生産
に依存するとする依存効果(Galbraith, 1985=1990, p.218)ともとれる 37． この欲望は，
顧客にとって，安心してブランドに陶酔できるための販売員との関わりを有した状態が
前提で生起している ．

37

ガルブレイスは，社会がゆたかになるにつれて，欲望を満足させる過程が同時に欲
望を創りだしていく程度が次第に大きくなる ． 欲望は欲望を満足させる過程に依存す
る，という事を依存効果(Dependence Effect）と述べた ．
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－ある意味，よりいいものが欲しくなるんじゃないでしょうか ．最初○百万の
ブローチを買った時は○千万のブローチをかうとは夢にも思ってなかったわけ
で，それは結局，あればあるほど欲しくなる，わけですね ．
－いろいろブランドがあるんですけど，絶対＊＊（ブランド名）があるんです ．
要求のレベルはあがってます ． どんどん上がほしくなります ．
顧客の欲望はその愛顧しているブランド内で，かつ担当販売員のお薦めのもと増幅し，
結果的に陶酔的な愛顧行動の循環に至っている ．

5-4-2.

結果図

結果の全体像を，ストーリーラインと結果図 (図 1)を用いて示す ．
ストーリーライン
顧客は当初『媒介によってブランドと繋がる』程度である ．それは『たまたまいいも
のと出会う』きっかけになり，相互に影響し合う ．その後顧客は販売員からの幾度かの
アプローチを受け『警戒感の解除』というように気持ちが変化する ．そしてさらに『親
和性による信頼の萌芽』を生じさせ，購買のリピートがおこる ．その繰り返し購買の中
で顧客は『新しいニーズを開発される喜び』を自覚する．販売員によって購買を喚起さ
れ＜購買刺激がモノからヒト(販売員)へ＞と変容する ． この変容は販売員の≪自分だけ
のための審美眼への絶対的信頼と移譲≫につながる ．またリピート購買を経て『製品満
足による信頼の醸成』を重ねることで『販売員の選択眼・審美眼への確信』が生じ『信
頼が前提での購買』へと変化する ．相互に作用するかたちで『販売員のブランド・スタ
ンダード化』が起こる ．＜販売員はブランドの一部を形成＞するようになり，顧客は販
売員を通してブランドとの関係性を深化させる ．この関係の変化は販売員が自分にあう
製品を選んでくれる≪自分だけのための審美眼への絶対的信頼と移譲へ≫と繋がる ．そ
れは『製品が自分に合う確信からの排他行動』と『欲望レベルの自動増幅』という反復
的愛顧購買の循環を実現する ．支払いリスクはありながらもどんどんいいモノが欲しく
なるという＜安心の伴う冒険促進＞といえる，反復的愛顧循環に繋がる ．
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図1

顧客が反復的愛顧に至る概念図

出所：筆者作成

5-5.

結論

本研究結果からは不要不急であるはずのラグジュアリー製品の反復的愛顧形成は，ブ
ランドだけの力では不十分であり，そこに人的な営業努力が加わってはじめて反復的愛
顧が継続していることが示された ． 中でも買い上げ上位 5％以内に位置する顧客の感情
的・陶酔的コミットメントの高まりは，製品やブランドそのものよりも，担当の販売員
の方により高まる理由が明らかになった ．顧客と販売員は，売り手－買い手の関係から
相互支援(和田,1998)の関係に変化していった ．これは顧客の「買ってよし，売ってよし」
という言葉からもうかがえる ．顧客は自分のためでもあるが，販売員の期待に応えたい
という思いも持ち，購買行動を定着・強化させていた ．その顧客の感情の変化は，販売
員への親和性が芽生え，受入れが始まり，選択眼・審美眼への信頼の発生とその信頼の
高まりが確信となり，時に依存ともいえる他のブランドとの比較を必要としない排他性
が生起していた ．このようなブランド・リレーションシップからもたらされる排他行動
は，久保田（2013）の述べる競合ブランドとの比較を拒むようになる「絶対的差別化」
99

概念に通ずるものがある ．久保田（2013）はブランド認知やブランド自体の高低的イメ
ージは，ブランド・リレーションシップを形成するための必要条件であるが十分条件で
はないと述べている ．本研究結果から示された販売員の力は，ブランド・リレーション
シップを形成する一つの鍵であるといえる ．その鍵となる理由は先に述べた≪販売員の
自分だけのための審美眼への絶対的信頼と移譲≫によって関係性が代替不可能なものに
なっている ．それは顧客にとって得られた情報が，
「自分だけのための豊かな価値ある一
次情報」であると評価されていた ．本論のラグジュアリー製品の概念規定である「高い
地位の表層特徴」と「高い感情的価値」に本研究結果を照らし合わせると，この「高い
感情的価値」の認識は，製品と自分の二者関係で成り立っていたのではなく，そこに第
三者である販売員が介在することで「購買すべき自分にとっての価値認識」が確立され
ていたと考えられる 38．
また分析結果からは，顧客の感情やコミットメントの変容のきっかけには「信頼 39」
感情が明示された ．山岸(1998)は，
「信頼」が形成されるために必要な状況は，社会的不
確実性が大きな状況であることが前提となると主張している 40． 高額のラグジュアリー
製品の売買状況においては，社会的不確実性が十分に存在する ．ゆえに信頼形成の前提
条件を有し，販売員に対し顧客の「信用」ではなく「信頼」といえる．販売員の製品推
奨を信頼により受入れ，それが顧客に満足をもたらすことの積み重ねによって，さらに
信頼は確信に高まったと説明できる ．このような信頼感情の高まりについて，和田(1999)
は，期待実現の反復によって得られる信頼を認知的信頼とし，認知的信頼は満足の繰り

38

このような欲望の誕生について，人間には本来欲求はあっても欲望というものは存
在せず，それを欲している第三者の存在によって欲望が生起するという Girard(1971)
の言説と共感する点が多い ．
39

信頼の定義には「ポジティブ期待」と「リスクを受け入れる意欲」という二つの要
素があるとされる(Rousseau et al.,1998) ． 国内の信頼についての言説には，信頼と信
用を区別したものがある ． 星(1999)は担保を信じることが「信用」であり，無担保で相
手を信じることを「信頼」と述べ，同様に山岸(1999)も担保がある状態で生じたものは
「信頼」ではないと論じている ．
40

山岸（1998）はセールスマンの意図という，情報が買い手にとって十分にない，す
なわち買い手が売り手の正直さについて正確な判断を行えないアカロフの「レモン市場
問題」の議論を用い，情報が不足している状態を「社会的不確実性」の高い状態と定義
した ．
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返しによって徐々に形成されると述べている ．また，感情的信頼を「物的交換行為を超
えた社会的交換行為を基礎とした裏切りのリスクや期待とパフォーマンスの一致を前提
にしていないもの」と論じている ． 和田(1998)は認知的信頼の形成がやがては感情的信
頼を生み出し，感情的信頼が認知的信頼の形成によって強化されると述べている ．これ
らは陶酔的愛顧客に至った顧客の販売員への信頼の高まりに通ずる ．
本研究対象の顧客はネット購買も好んで活用しており，決して「IT 不信や店頭実物主
義」のような購買志向の偏りはなく，むしろネット購買もうまく使い分けしていた ．す
なわち，店舗に足を運ぶ喜びや価値があるからわざわざ足を運んでいる ．調査を行った
顧客のうち 2 名は，担当の販売員が退職したことで，そのブランドでの購買を止めてい
る ．当初は代替の担当者から製品を購買しようと試みたが，どうしても比較してしまい，
継続は叶わなかったようである ．顧客の担当の販売員がいなくなった後の不満足な状況
に際して「何もブランドは〇〇だけではない」という言葉を残している ．替えの効かな
いパートナーシップができてしまったあとはブランドの方が替えの効くものになってい
た。これらのことからは，ブランドとの関係性とは危ういものであり，顧客接点におけ
る販売員の役割の大きさを改めて認識できる ．販売員が提供する価値ある情報とは，誰
もがＳＮＳなどで簡単に検索できるような二次情報ではない ．その顧客五感を通じて得
た情報を，顧客だけにむけて相手の五感に訴えるように返すものである必要があるとわ
かった ．
企業にとって販売員の総合的な提案力の向上や，売上以外の信頼獲得のための行動指
標を評価や能力開発項目に盛り込むなどの視点は有効であろう ．但し，販売員の聞き取
りからは，報酬の為の行為ではなく，楽しみとして様々な工夫が行われていた ．このよ
うな販売員のモチベーションは，果たして訓練で育てられるのかは，懸念が残る ．それ
は今後の課題である ．この結果を受け，次章ではこのような高頻度のリピート購買を行
う，顧客が普段はどのような購買行動を行っているのか観察を行う ．このような深い相
互支援の関係性は，このような顧客が持つ特徴なのか，それとも販売員が生起させるも
のなのかについて，次章で顧客の購買行動の参与観察を通じて考察を行う ．
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6章

6-1

顧客の関係性へのニーズと関係性を引き出す創造型販売員

章の概要

5 章では，顧客が特定のラグジュアリー・ブランドにおいて，未購買の状態から，高
頻度のリピート購買を行い，結果，そのブランドにおいて多くの売り上げシェアを占め
る顧客に変化するプロセスの概念化を試みた ．
概念化の結果，顧客が変容する分岐点には，販売員の「自分だけに向けられる情報の
豊かさや確かさ」への確信があった ．店舗に足を運ぶ段階では，
「ブランド」が興味の対
象であったが，購買初期の段階で，販売員によってブランドのリピート購買の是非が決
定づけられていたことが示された ．さらに，顧客にとって，自分だけに提供される情報
の価値が評価され，そこで生起した信頼が，他との比較の無い状態で，そのブランドに
おいて継続的なリピート購買を循環させることにつながっていたことがわかった ．
本章では，前章で得た，非生活必需品のリピート購買を生起させる販売員との関係の
変容プロセスを受け，顧客の関係性へのニーズと購買行動に着目する ．通常これらの上
位 5％以内に位置するような顧客は，他のブランドの購買行動において，常に販売員と
の関係性を志向しているか否かを調べる ． Grönroos (2007=2013, pp.34-35)は，全ての
顧客が関係性に興味を持つとは言えないことを述べている．本研究の調査対象となった，
販売員との関係性を深め，極めて高いリピート購買に至るような，顧客は常にそのニー
ズを有しているものか，を調査する ．
そのために，本章での調査は参与観察という方法を取り，既に顧客が信頼関係を持つ
販売員のいるブランドではなく，他の店舗での購買行動の観察を試みた ．もし仮に顧客
が愛顧するブランドで取るような「販売員重視」の言動が他のブランドでも見られるの
であれば，そのニーズを確認できると考える ．すなわち，販売員の築いた関係性は，顧
客のニーズへの適応という解釈が可能である ．逆に，そのような言動が見られない場合
は，販売員が導出した関係性であるという解釈が可能である ．
このような問いのもと，同じ製品特性を持つ非生活必需品というカテゴリーの，ラグ
ジュアリー・ブランドの買い物に同行し，参与観察を行った ．得られた顧客の言動を手
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がかりに考察した結果，特定のブランドで真のロイヤルティを有す顧客に，元来関係性
のニーズがあるとは言い切れず，関係性は特定の販売員により引き出されたものである
と考えられた ．加えて，それは顧客が求めていたとしても，簡単には成就しないことも
わかった ．さらに，関係性自体が競争力の源泉になり，その点においても，非生活必需
品の熱狂的な反復的愛顧行動の継続は，販売員のスキルに依存するところが大きいとい
うことが考察できた ．しかし，一方で関係性だけでも反復購買に至りにくいことも発見
された ．この点についてもサービス理論との異同を踏まえて考察を加えた ．考察の結果，
販売員と顧客の二者の関係性の成立だけでは購買行動を継続させるには不十分であった ．

つまり ブランドの製品と販売員と顧客の三者の関係性があってはじめて，目的と手段の
反転が循環し，リピート購買が実現するということである ．さらに，関係性を築けなか
ったケースと関係性を構築している販売員の特徴ある行動も観察し，これまでの知見を
総合すると，関係を築く販売員の創造的な適応 41の発見をまとめることが可能となった ．
非生活必需品であるがゆえに，顧客の購買力があっても，簡単にリピート購買は継続
しない．すなわち，年に一度などの購買頻度ではなく，真のロイヤルティを有する顧客
の行動である，反復的な愛顧行動を獲得したいのであれば，ブランドの販売戦略として，

この創造的な適応という言葉は，ハワード（John A. Howard）が明示したマーケテ
ィング概念を定義した言葉を源流に，近年石井（2008）が用いた文脈に依拠する ．
1957 年，ハワードはマーケティングとは「市場に対する企業の創造的な適応活動
( Creative Adaptation )である」と定義した ． ハワードはマーケティングをマネジメン
トの立場から包括的に捉えた ． 特徴的なことは，マーケティング意思決定を統制可能
な問題と不可能な問題に分けてとらえ，マーケティング・マネージャーが，統制不可能
な要因に対処し，統制可能な要因に対してどのように統合的に意思決定すべきかのフレ
ームワークを打ち出した ．1960 年，この枠組みはマッカーシー(E. Jerome MaCarthy)
にも取り入れられ，顧客を中心に捉えながら，環境の変化に適応するようにマーケティ
ング活動を行う必要性を示した ．今日のマーケティング・マネジメント論の基礎とな
るマーケティング・ミックス（４P: Price, Place, Product, Promotion）手法を用いて
統制不可能な環境要因と適応しながら顧客を獲得するマーケティングを行う考え方を提
示した ．その後，マネジリアル・マーケティングとして，ケリー，レイザー，コトラ
ー等が発展させていった ． 石井淳蔵は，この創造的適応について，成功する企業分析
をもとに，以下のように述べている ．
「創造的適応」への提言（石井, 2008, pp.257）
（１） 手段は計画によって意味を与えられ，計画は手段によって変容する．
（２） 自分たちの限られた資源を，その意味を読み替えながら使う．
（３） 自分の打った手は環境を変え，その変わった環境に対して新たな適応を図
る．
41
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かなりの重要性をもって販売員の役割における関係性構築の優先順位の高さを再認識す
る必要がある ．

6-2
6-2-1

問いと調査内容
問い

前章では，販売員からもたらされる「自分だけに向けられる情報の豊かさや確かさを
基盤とした信頼関係」で結ばれることが，不要不急品であるラグジュアリー・ブランド
製品のリピート購買のベースとなっていることがわかった ．
しかし，この調査結果で明らかになった「販売員との関係性」は，顧客が非必需品の
購買行動をするうえで，
「 購買の前提として常に期待し求めているものなのか，それとも，
特定の販売員がそのような顧客の状態を生起させたのか」という点については，まだ推
測の域を出ない ．つまり，非必需品をリピート購買するという顧客行動を導く販売員と
の深い関係性は，顧客のニーズに対応したものなのか，販売員のスキルが引き出したも
のなのかという問いが残る ．販売員の役割という本書のテーマを論ずるためには，今ま
での知見に加え，上記の問いを明らかにする必要がある ．仮に，販売員との関係性に支
えられる顧客の反復的な愛顧行動が，販売員のスキルが引き出したものであれば，非必
需品の反復的愛顧行動は，顧客とブランドの関係性だけでは自然発生しない ．すなわち，
反復的愛顧行動を実現したいのであれば，販売員の役割として関係性構築の重要性を再
認識する必要がある ．

6-2-2

調査方法と調査対象者

この問いを明らかにするために，贔屓の販売員のいる愛顧ブランドではない他の店へ
の買い物に同行し観察を行った ．この同行調査は非常に顧客のプライベートに立ち入る
事であり，販売店に営業妨害となるような影響を及ぼさないようにしなければならない，
という配慮も必要である ．従って，参与観察に要す期間とされる慣例的に 13 か月（Belk
et al., 2013=2016, p.117）よりも短い ． しかし，顧客の許可の下りにくい通常は実施が
困難な調査であり，同じ顧客に対し，4 件法で回答する質問紙調査と半構造化インタビ
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ューに加え，補足的に実施する三つ目の調査技法という補足的な位置づけにあるという
点で，その期間の短さを補う意義を持つ有効な調査であると考え実施した ．
調査対象者は，インタビューを行った顧客の中から，愛顧期間，性別の異なる顧客 2
名に依頼し，詳しい個人情報は記載しない条件にて，承諾を得て実施した ．当該顧客と
はインタビュー調査などに加え 2016 年 5 月～2017 年 2 月の間，数回の面識を持ってお
り，2 時間～半日間をかけて，他の店舗への買い物に同行した ．
調査顧客１

＜新宿，百貨店内店舗への同行＞

この顧客は，ファッション・コンシャスな女性であり，この女性は幼いころからいわ
ゆる「一流品」を身に着けて育っている ．中学生の時からフランスから生地を取り寄せ
た，仮縫いを経て縫製された仕立服を着て育っている ．特に，愛顧するブランドへの評
価点として「スタッフさんがすごくいい」と述べている ．
調査顧客 2

＜銀座，百貨店内店舗ならびに路面店への同行＞

この顧客は，衣食住すべてに精通しており，ホテルや旅館でのサービスを含め，幅広
く一流を経験済みである ．ネットでのグルメ情報の発信も行っている ．普段は忙しく仕
事をしているが，週末は家族と食事・旅行・ショッピングを楽しんでいる ．複数の百貨
店の外商員から厚遇を受けている ．

6-3

ディスカッション

本節では，調査で得られた顧客の言動を手がかりに，以前に行ったインタビューでの
知見も加え，本章での問いを視角に観察結果の考察を行う ．

6-3-1

顧客が関係性を志向しない事例

下記調査顧客 1 の買い物同行で得た事例からは，必ずしも顧客は販売員との関係性を
築くことを求めていないということがわかった ．この関係性が求められていない事例で
は，一見すると，顧客の購買目的が明確になっているから販売員は実質不要なのであろ
う，と思われた ．しかし，結果的に質問した結果，購入希望商品は決まっているようで
いて，明確に決まってはいなかった ．まさに販売員の出番であろうと考えられるが，顧
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客は，カタログをめくって思案し，顧客主導での問答が続いていた ．

顧客は，雑誌を見て，あるブランドのコートが気になっていたということで
店舗に行った ．そのブランドはお気に入りのブランドの一つのようで，何度か
足を運んで購入しているということだ ．店舗に到着し，しばらく製品を手に取
って見ていた ．その後，他の客の対応を終えた販売員に声をかけられ，顧客は
試着した。少しの間，説明を受けているようである ．顧客はいくつか質問を投
げかけた後でカタログが出てきた ．その後は，しばらくカタログをめくり，販
売員にカタログを指さしながら質問した。しばらくその時間が続いた ．入荷の
連絡をするということで，その店舗を後にした ．顧客は終始カタログを見てい
た ．販売員とは商品以外の余計な会話もなく，目線はずっとカタログにあった ．
カタログを見た結果，気になったコートの在庫を聞き，販売員はそれを調べに
奥のストックルームに行った（顧客 1）．

本章の問いの答えとするならば，この顧客 1 は，通常は関係性を志向してはいない ．
一方，この顧客は前章で行ったインタビュー調査時に，なぜこの（愛顧する）ブランド
を選ぶのかという質問に対して「お洋服のせいもあるけどスタッフさんがみんないい」
「やっぱり気にいっているから、スタッフさんとか」
「やっぱ気に入ってるの一言，もの
とかスタッフさん」と，回答の中で「スタッフ」という言葉が頻出していた ．すなわち，
この顧客は少なくとも，関係性を拒むタイプではないといえる ．この関係性を志向しな
い事例からは，この顧客にとってのリピート購買を継続するに至る，販売員との関係性
は，販売員の努力によって得られたものであるといえる ．

6-3-2

顧客が関係性を志向していても成就しない事例

顧客 2 の事例では，前述の事例とは逆に，顧客の言動からは顧客自らが関係性を志向
していると観察できた ．しかし，同時に販売員が関係を開発できていなかったことが観
察された ．
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目的の店舗へ向かう途中，顧客は過去に数回買い物をしたことがあるという
店舗に寄った ．そこの店舗のマネージャーの A さんから連絡をもらっていると
いうことである ． 店舗が入っている百貨店に入った ． 1 階フロアにあるその店
舗が遠くから見えてくる ．A さんが目に入ってくる ．A さんも顧客に気づいた
ようである ．顧客から A さんに声をかけた ．顧客よりテンションの低い挨拶が
返ってきた ．何かの会話が，顧客から切り出されて始まった ．顧客は挨拶の後，
ほんの数十秒商品に目をやったが，また挨拶を交わし，本来の目的の店舗へ歩
を進めた（顧客 2）．

このケースでは，顧客は何もコメントしなかったが，顧客の贔屓にする販売員と関わ
りを聞いているだけに，このマネージャーの A さんの会話力は顧客にとって物足りない
のだろうと推測される ．その寄り道した店舗には，値段が高いものが陳列されているに
も関わらず，顧客がくつろいで足を止めたりする商談スペースがない ．そもそも，その
店舗環境が A さんの習慣をつくっている可能性もある ．もしくはその会社自体が顧客と
の会話や関係性の重要性を認識していないということも考えられる ．
本章の問いへの答えは，顧客は関係性を志向しているといえる ．問題は，顧客が関係
性を志向するとしても，販売員がすべてその期待には応えらないということである ．以
上の事例からは，関係性への顧客ニーズがあるともないとも言い切れず，関係性は人的
な要因を経て，結果として生じたものであるといえる ．そして，たとえ顧客にニーズが
あったとしても，そこに販売員が対応できるとも限らない ．

6-3-3

関係性だけでは不十分

前項では，関係性への顧客ニーズがあるともないとも言い切れず，顧客が有している
販売員との関係性は，人的な要因を経て，結果として生じたものであることを述べた ．
本項では，顧客 2 の買い物同行で観察されたのは，関係性が購買とつながらない事例で
ある ．関係性がリピート購買の鍵であるという今までに得られた結果と矛盾するように
も考えられる ．この観察された事例をもとに本項では，関係性と購買について考察する ．
前章で行ったインタビュー調査では，この顧客から，次のような特徴的な言葉が発せ
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られていた ．
「売ってよし，買ってよし」という相互支援の思いが込められた発話と，
「な
にもブランドは○○だけじゃない」という，相互支援とは大きく異なる状態になったこ
とを示す言葉である ．前者は贔屓の販売員に向けた言葉であり，後者は贔屓の販売員の
不在によって，他の販売員が担当をした結果，期待にそぐわなかった時，ブランドに向
けた言葉である ．顧客は，この時点で，この顧客の担当であった相互支援の関係にあっ
た販売員が退職することで，ある贔屓にしていたブランドではもう買い物をしなくなっ
ていた ． このような言動の背景が，このブランドへの同行で明らかになった。つまり，
顧客の「なにもブランドは○○だけではない」という発言は，常に様々なところからの
アプローチを受け，また求めていることを意味しているといえる ．
購買力の高い顧客にとっては，このように，ブランドというものの価値付けが，販売
員の態度ひとつで左右されてしまうことがある．しかし，顧客とのインタビューの中で，
販売員の存在の重要性が高まることで，モノへのこだわりは二の次になるのか，という
筆者の質問に対し，顧客は次のように回答している。
「まず物がよくなければ仕方ないし ．
そういう意味で○○(ブランド名)の B さんという担当は，担当の中で B さんがナンバー
ワンだと思っているんですけど，○○ではもう 2 年どころか，もっと買ってないんです
ね ．それはやっぱし物で共鳴しないからなんです」という ．この点が体験型消費とは大
きく異なる点であろう ．リピート購買に至るのは，ブランド・販売員・顧客の三者が揃
って実現されるといえる ．顧客は「だから B さんが○○○（他のブランド名）の品を売
ったら無敵だろうなと」と，述べていた ．この参与観察は，続いて，その B さんがいる
ブランドへの同行となった ．

本来目指していた店舗に到着した ．この店舗は，銀座の路面に面している多
層階でできたフランス発祥の歴史ある有名ブランドの店舗である ．店舗の玄関
にはウエルカム・パーソンのような男性が立っていた ．週末ということもあっ
てか，１階フロアは混雑していた ．顧客が店舗に入って間もなく５分もしない
うちに，女性がすぐに顧客に近寄ってきて，とてもうれしそうな笑顔で丁寧な
挨拶をしていた ． その女性が顧客の担当の B さんであった ． 顧客は B さんに
筆者のことを紹介してくれ，こちらにも挨拶をしてくれた ．
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顧客はすぐに上階の個室に通された ．顧客と B さんはすぐに打ち解けた会話
をしていた ．他の従業員から飲み物を提供するメニューが出てきて，顧客は飲
み物の希望を聞かれていた ．店舗の空間は緊張する豪華な空間ではなく，アッ
トホームな雰囲気に変化したようであった ．ある程度の時間が経過し，引き続
き会話が弾んでいる ．B さんはまったく「商品」の話には及ばない ．最後の方
に，この先の販売会への案内を顧客に行っているようだった ．そして新任だと
いうマネージャーを呼びに行き，マネージャーの紹介を行なった。顧客は B さ
んとの会話に戻り，次の来店か何かの約束を交わしていた（顧客 2）．

顧客は，何がリピート購買の決め手となるのかは，顧客の「モノの好みと対応の満足
が一致したところ」だと述べていた ． インタビューに加えて観察からわかったことは，
「関係性自体が競争力の源」になるということである ．つまり，顧客がどのブランドに
足を運ぶかは，購買行動に至る最低必要条件である，
「訪問するブランドの選考」に大き
く影響する ．十分にモノに満たされている顧客の場合，モノの購買行為自体の楽しみの
ウエイトが大きくなる ．顧客の購買意思決定は，モノの評価に先んじて販売員への評価
が影響するという背景には，今回観察されたように，関係性が作り出す顧客の心地よさ
は，明らかに顧客の滞在時間に影響し，それは当然のことながら購買成立の確立を上げ
ていくことにつながる ．また，これは４章でのコミットメントの調査結果で示された「陶
酔的コミットメント」が購買初期時点から販売員がブランドを上回っていた結果からも
支持される ．
本章の観察調査から確認できる重要な点は，関係性は必要条件であるが十分条件では
なく，関係性とモノとの相性の両方が成立してはじめて非必需品のリピート購買継続の
必要十分条件となっていることである ．次項で，この点もふまえ，顧客と販売員の関係
性とリピート購買行動について考察する ．

6-3-4

関係性とリピート購買

本項では，前項までの議論に加え，顧客が求める関係性とリピート購買の継続の関係
について考察を重ねる ．ここまでで明らかになっているのは，顧客がリピート購買に至
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るには関係性がトリガーとなることである ．関係性が，モノに先んじて重要である点は，
先に述べた，モノはサービスに包含されるというサービス・ドミナント・ロジック(Lusch
and Vargo ,2014, p.39)と軌を一にするものと言える ．関係性に関与することが一部の顧
客にとって購買の目的にされることも示唆されている(Bagozzi,1995) ．しかし，本調査
からは，関係性が強いだけでは，リピート購買に至らないことも確認された ．
この点について，栗木（2003, pp.75-79）の論ずる，購買意思決定における「手段と目
的」関係の反転から説明を加えることができる ．栗木は，われわれの意思決定や行為を
導いているのは，手段と目的の関係が反転し合うことで形成される「因果関係の輪」で
あるという M.Minsky(1986)の論を取りあげている ． 手段－目的の連鎖の媒介的な位置
にある直接的な便益が，購買意志決定のドライビング・フォースとなり得てしまうとい
うことを論じている ．これは「意思決定のプロセスの中で手段と目的が生起する際の因
果の関係が，まず目的があって手段が選択されるというような，一方向の単純な連鎖に
は限定されないから」であると論じ，これらの事が，消費への欲求を形成することを述
べている ．Maslow(1954=1985, p.71)も，手段と目的の関係について「一般的に言って，
意識された欲望を分析してみると，その背後にいわばもっとその個人にとって基本的な
他の目的が存在することがわかる」と述べている ．つまり，本章での顧客の「モノとい
う目的と販売員との関係性という手段」の反転が生起して初めてリピート購買が継続す
る ．つまり，販売員と顧客の関係の二者だけでも不十分なのである ．ブランド製品を入
手するという本来の目的が販売員とのコミュニケーションという手段という関係の連鎖
の便益は，顧客の述べた「売ってよし，買ってよし」
「スタッフさんがいいんです」とい
う言葉に示される ．さらに，
「○○(ブランド名)って楽だなぁ(笑)42」の，
「楽」という言
葉の背景には，自分が購買することで販売員の期待に応えようとする互酬性 43が読み取
42

これは顧客が，あるブランドでは，贔屓にしているブランドよりも使用する金額が
一桁少ないが，みんなに感謝されるからそのブランドは「楽」だという意味で言った内
容である ．
Putnam（2000=2006, p.173）によると，互酬性の規範には二種類あり，「あなたが
それをやってくれたら，私もこれをしてあげる」という「特定的互酬性」と，「より価
値がある一般的互酬性」に分けられる ． 一般的互酬性とは，「あなたからの何か特定の
見返りを期待せずに，これをしてあげる，きっと，誰か他の人が途中で私に何かしてく
れると確信があるから」ということを意味する（Putnam, 2000=2006, p.17）．
43
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れる。これらの感情は購買意思決定のドライビング・フォースになっているといえる ．
栗木(2003, p.76)が強調するのは，この関係の反転を契機として，手段－目的の連鎖に
関わる情報処理が，再帰的なプロセスとなり，循環する関係へと導かれていくことを述
べている ．次節では，このような連鎖を引き起こしていると考えられる，観察された関
係性を引き出す販売員行動について考察を加える ．

6-3-5

関係性を引き出す販売員行動

優秀な販売員の要件を導出することを目的とする人的販売研究は，3 章で述べたサー
ビス・トライアングルに示される，企業と従業員の関係におけるひとつの視点である ．
人的販売研究の課題認識は，産業革命時の大量生産大量消費を起源に，販売員の販売量
の最大化が前提となっている ．多くの既存の販売員研究においてその前提とされてきた
のは，販売員の顧客への適応の巧拙は，顧客欲求に対する販売員の適切な適応の過程と
とらえる「欲求－充足理論」をもとに，認知心理学の研究成果を応用した「拡張された
欲求－充足アプローチ」である ．細井（1994）はこの認知的アプローチの導入によって
販売員の適応行動がはじめて研究の俎上に乗ることとなったと述べているが，同時にこ
の販売員の適応行動を明らかにすることが求められている中で，販売員行動がどのよう
にして販売成果に結びついたのかのメカニズムの解明が不十分であると指摘している ．
このように販売とは，販売員の，顧客欲求の適切な把握と充足であると広く考えられ
ているが，非必需品では，そもそも，顕在化された欲求がないため「欲求を創造する」
ことから必要となる ．その点で，前述の欲求－充足アプローチの根幹となる「顧客へ適
応する」ということは，非必需品においては，適応の前に「創造」の段階の必要性があ
ろう ．創造と適応の様相について石井（2008, p.246）はマーケティングそのものである
と次のように述べている ．「マーケティングはたんに今ある消費者が欲しいというもの
（ニーズ）を聞いて，それにふさわしい製品を企画して発売するという適応的な活動だ
けでなく，そうした適応の基盤となる消費者のニーズそのものを創りだす活動でもある
のだ」．販売員の報酬について，月から日へ，短期的なタイミングでのインセンティブの
有効性について，普通の販売員では短期化に効果があるが高業績者には効果が無かった
という知見がある（Chung and Narayandas, 2017）．高業績販売員は短期的でない方が
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よいという結果は，本調査から考察すれば顧客の喜びを求めるような販売員の販売観は
必ずしも金銭的なものだけに動機が向けられてはいないという解釈が可能である ．
さらに企業に有益な視点として，前章で結論付けた，顧客が他のブランドと「比較し
なくなる」という「絶対的差別化」（久保田,2013)が重要であるという視点に加え，「共
存していく」ためにどうするかということに価値があると考えられ，一考の余地があろ
う．実際に，調査１の顧客の贔屓にする販売員は，良いものがあれば他のブランドのも
のも薦め，時に一緒に買い物に同行して薦めていた ．全くカテゴリーの違うバックの話
で盛り上がる姿が観察された ．この域まで達すると，その販売員は同志のような存在で
あり，他のブランドの販売員との比較の対象などではなく，顧客にとってなくてはなら
ない存在といえる ．
また顧客 2 の調査では，顧客が絶賛する B 販売員のいるブランドに同行した ．普通の
販売員であれば，久々に来店した顧客，しかも購買のポテンシャルを有する顧客には，
「新商品」や「話題の品」などという理由をもってすぐに商品を薦めるのが普通なので
はなかろうか ． しかし，B 販売員は，折角，久々に顧客が店舗に来ているのに，何もそ
こでは商品の話もせず，商売をしなかった ．このような動きからは，商品が必需品では
ないだけに，販売員は演出に値するタイミングを計っているのではないかと考えられる ．
顧客 1 のインタビューでも，関係性を構築している担当販売員は，いつもお薦めの商
品を用意して顧客を待っていた ．
「準備を整える」ことが共通している ．すなわち，有能
な販売員は突然顧客が来店したような，単なる来店で急いで商売はしない。顧客のイン
タビューでも度々発話されたが，来店時ではないときに，
「こんな製品があって，是非見
に来てほしい」という事前のコミュニケーションである程度の購買意欲を醸成されたう
えで，店舗に出向いているという事例が複数確認された ．以上のことを統合して，通常
の販売員との比較でその特徴を整理する（表 1）．
（１） 関係性
「ブランドから販売員との関係の深まり」を引き起こす ．ブランドの信頼を基盤とし
て，その中で何を選んだらいいかを相談できるパートナーの関係に変化させている ．時
に他ブランドのものも薦めることをいとわず顧客と関わる ．
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（２） 顧客接点
「計算されたタイミング」で準備する ．偶然の顧客来店のタイミングで接するのでは
なく，事前によりよいものを来店にあわせて選んでおく ．コミュニケーションのタイミ
ング，販売のタイミング，サービスのタイミングなどは事前に図られ，むやみに商品を
薦めていない ．顧客のニーズに基づいているわけではなく，顧客は販売員の審美眼を感
じ説得される ．
（３） 頻度とサイクル
「高頻度のコンタクト」をもつ．顧客が 店舗に来ていないときにこそ重要な会話がな
されているようだ ． 店舗に顧客が足を運ぶときは，購買意欲が顕在化している状態で，
顧客は空間・会話を楽しむサイクルになっている ．
（４）顧客の購買行動の意味
「来店は楽しみ」となる ．通常の販売では，顧客にとって購買とは，対価を支払って
モノを得ることを意味する ．しかし，周到に準備された創造型販売員と顧客の購買行動
は，顧客にとって楽しいことが待っているところに出向く感覚である ．

表1

通常の販売員の応対と創造する販売員の比較
通常販売員

創造型販売員

関係性

ブランドの補助的役割

パートナー

顧客接点

偶然・突然の来店に対応

準備の上でイニシアチブを握
り対応

顧客来店の頻度と

一度きりが前提

高頻度の事前のコンタクト

モノの購買検討

来店は楽しみ

サイクル
顧客の購買行動の
意味
出所：筆者作成
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6-4

小括

本章の問いは「親密な販売員との関係は，顧客が購買行動をするうえで，常に期待し
求めているものなのか，それとも，特定の販売員がそのような顧客の状態を生起させた
のか」というものであった ．
本章の調査結果からは，あるブランドで深い関係性を有する顧客の関係性への志向は，
常にその志向があるとは一概には言えないという結論である ．ここで明らかになったの
は，その関係性の成就は顧客側のニーズの有無に規定されたのではなく，販売員が引き
出した結果であるということである ．そして，このような可能性を持つ顧客は，丁寧な
扱いを多く受けているうちに，素晴らしい対応は当たり前になる ．このような顧客には，
関係性自体も製品と同様に，大きな競争力をもつといえる。既存の，ポイントや値引き
などの，量的な御礼だけのロイヤルティ・プログラムでは網羅できない質的なものへの
転換がより一層求められていくであろう ．
十分にモノを所有し，不自由していない顧客がなぜリピート購買を行うかは，前章で
明らかになった「自分だけに向けられる情報の豊かさや確かさを基盤とした信頼関係」
の先に「よりよいものへの欲求」があった ．ただし，欲求を購買行動に移すかどうかは，
ブランドのステイタスではなく，そこで自分がどのように扱われるか，それが満足でき
るものなのかという，販売員という人的要素が重要な分水嶺になることが確認された ．
現代のモノが豊かにある日本では，かつては生活必需品であった食料品ですらも，グ
ルメ化し，よほどの生活必需品でない限り，多くは非生活必需品である ． 少なからず，
店舗を有する対面販売では，消費者へ提供すべき価値が，ネットの利便性と一線を画さ
ない限り，それは不要となっていくであろう ．近年の顧客は，SNS などを通じて十分な
情報を，時には販売者より詳しく素早く入手している ． 例えば AMAZON のように AI
（Artificial Intelligence）が，購買意欲をそそる「関連するお薦め」までも提示する ．
このような環境下，現代の多様化した市場における面対面の小売店舗での人的販売の役
目は，当然ながら単なる製品知識やお薦めだけでは不十分である ．その上を行く付加価
値を消費者に提供することである ．それは先に述べたように，顧客の五感から情報を読
み取り，顧客の五感に訴える内容を返すことが鍵である ．先に述べた EI( Emotional
Intelligence )と役割のあいまいさの相互関係が，セールス・パフォーマンスに有意に関
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係することが実証されている（McFarland et al., 2015)ように，4 章の販売員調査で見
いだされた，販売とは無関係の“ぬれおかき”“肉じゃが”に加え“何も薦めなかった”
行動が自己判断でできるような高い創造性を持つ販売員の重要性を再認識する必要があ
る．
今まで非必需品のリピート販売の内実は十分に示されてはいなかったが，本調査の観
察から，それはニーズではなく，販売員のスキルに依存して創りだされていることがわ
かった ．顧客が述べた，
「○○(ブランド名)って楽だなぁ(笑)」という顧客の発話の，
「楽」
という言葉からは，顧客が購買を通じてブランドに勤める人達の期待に応えようという，
まさに顧客が購買によって相手に喜びを与えることを喜びとする，互酬性を伴った購買
行動であることが示される ．顧客のこの互酬性は，先述した「目的－手段の関係が反転
し合うことで形成される因果関係の輪」が循環している中で，購買意志決定のドライビ
ング・フォースとなっているといえる ． 3 章の関係性マーケティングの文脈で述べた，
顧客とブランドの関係が売り手－買い手の関係から，相互支援の関係(和田,1998)へ変化
する内実は，販売員の創造的な適応行動を通じて，循環する関係の輪の形成の結果であ
るといえる ．
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7章

本研究の総括

7-1.

章の概要

本章は，最終章として，本研究の問題意識について振り返り，1 章から 6 章までに得
られた結果をまとめる。そして，前章までに得られた結果を総合的に考察し，本書の結
論を述べる ．

7-2.

本研究の問題意識の振り返り

本研究が注目したのは，通常はリピート購買を必要としない非生活必需品を，特定の
ブランドから，特定の販売員のもとで，高い頻度でリピート購買する消費者の購買行動
である ． 本研究は，このような顧客がなぜ特定のブランドにおいて特定の販売員から，
それほど必要無いであろうものを高頻度で購入し続けるようになるのか，その時，顧客
とブランドそして販売員との関係はどのように変化しているのかを明らかにした ．その
結果，非生活必需品のリピート販売における，消費者態度の変化と販売員の果たす役割
について明らかにすることを目的とした ．
本研究は三つの問題意識が背景にあった ．それは，一つ目に前述の消費者の購買行動
に深く関わっていると想定される，販売員の重要性は認識されつつも，どのようにブラ
ンドとの関係性の中で機能しているのかがわかっていないということ ．二つ目に多くの
小売店の消滅は，小売店での人的販売の質の低下が，結果的にその需要を無くしている
という一面もあるのではないかということ ．例えば，ラグジュアリー・マーケティング
研究においても，サービス人材の重要性は認識されているが，人的販売の研究は，非常
に少ないのが現状であること ．そして三つ目に，ラグジュアリー製品とは何かという議
論の不足である。それぞれ簡潔に説明を加える ．
一点目に，このようなブランド消費者は，その販売員の転職などと共にブランドを去
ることも少なくない ．一般的にこのような顧客は，ブランドのファンとして認識される ．
しかし，この場合，ブランドとの関係性というより「人との関係」が強まっているよう
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に考えられる ．もしそうであるならば，ブランドへのコミットメントはどうなっている
のだろうか ．近年，消費者行動研究において消費者とブランドとの結びつき，愛着や関
係性について多くの知見が得られている ．しかし，多くの先行研究ではブランドと消費
者の結びつきにおいて，サービス・マーケティングのアプローチは用いられず，その従
業員の存在が独立して取り上げられることは稀である ．つまり，通常販売員はブランド
に包摂される要素として挙げられている ．また，再購買意図とコミットメントの関係は
必需品を用いて実証されることが多いが，必需品に対して再購買意図を持つことや実際
にリピート購買するのは自明の行為である ．一方，非必需品のリピート購買は，本来不
必要な行為といえるが，このような一般に不自然な消費行動はまだ十分に明らかになっ
ていない ．さらに，たとえその購買対象品が必需品でないラグジュアリー製品であって
も，その購買に購買頻度が加味された実証は非常に僅かである ．つまり，非必需品を高
頻度のリピート購買をする消費者行動についての知見の不足と，そこに深く関わってい
ると考えられる販売員の役割がどのように寄与しているのかは十分に明らかにはなって
いないと考える ．
二点目に，現代の日本における小売りの状況は，電子商取引であらゆるモノが購入で
き，商品の受け取りチャネルも広がっている．結果として，百貨店に代表されるような
「面対面の人的販売の場」は必要とされなくなる傾向にあり，多くの店舗が閉鎖した ．
しかし，本書の主張は，多くの小売店の消滅は，消費者の利便性，企業の効率性，双方
の必要性からの帰結だけではなく，小売店での人的販売の役割の再認識が必要であり，
その変革がなされていないために，結果的にその需要を無くしているという一面もある
のではないかと考える ．近年のマーケティング研究では，明らかにネット時代への対応
に必要性と注目があつまり，人的販売研究への注目は減少している ．人的販売やサービ
スは，消費者への購買の喜びを創出できる可能性を有しながら，今の時代において，そ
れが理想的にどのようにあるべきか，という議論が不足しているのではないか ．例えば，
ラグジュアリー・ブランドでは，一部の顧客のリピート購買により，その企業の売り上
げシェアの多くを占める傾向にある ．ロイヤルティを有する顧客づくりは，ラグジュア
リー・マーケティング研究において重要視されるべき課題であろう ．しかしながら，こ
の研究領域において，サービス人材の重要性は認識されているが，人的販売ならびに販
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売マネジメント戦略の研究は，非常に少ないことは先行研究でも指摘されているとおり
である ．
三点目に，本研究の対象となる「ラグジュアリー・ブランド」であるが，この背景に
あるラグジュアリー概念は多くの先行研究で規定できないと指摘されている ．日本は世
界でもトップクラスのラグジュアリー・ブランドの流通に成功した国であり，今や洗練
された宿泊施設や食にあふれている ．しかし，その根幹にあるラグジュアリーに対する
議論は日本では欧米に比べ非常に少ないのが現状である ．
本書では以上の三つの問題意識のもと，ラグジュアリー・マーケティング研究に不足
する消費者行動の視角を用い，消費者行動に対してサービス・マーケティング・アプロ
ーチの視点である従業員要素を加味して実証した ．
これらの研究の視角と視点を用いて，通常はリピート購買を必要としない非必需品を，
特定のブランドから，特定の販売員のもとで，高い頻度でリピート購買する消費者の行
動を明らかにするために，次の三つのオペレーショナルなリサーチ・クエスチョンに従
い調査を行った ．
（ア）
「ラグジュアリー・ブランドにおいて，特に高い頻度で反復的愛顧をする顧客の態
度（コミットメント）は，ブランドに対するよりも販売員の方により高まっているので
はないか」
このリサーチ・クエスチョンを明らかにするために，4 章では質問紙調査を実施した ．
その結果，顧客が愛顧を重ねるなかで，販売員に対してブランドより強い愛着や信頼を
持つことが示された。この結果を受けて，
（イ）
「なぜ，どのようにして販売員の方により強くコミットメントが高まるように変化
したのか」
このリサーチ・クエスチョンのもと，5 章ではその変化の内実を探った ． 顧客が未購
買から高い頻度でのリピート購買に変化するプロセスについて，インタビュー・データ
をもとに，グランデッド・セオリー・アプローチによって概念化を行った ．続く 6 章で，
この関係性について取り上げた ．
（ウ）
「顧客と販売員の関係性は，顧客が期待し求めているものなのか，それとも，特定
の販売員がそのような顧客の状態を生起させるのか」
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このリサーチ・クエスチョンのもと，顧客の贔屓にするブランドと，それ以外のラグ
ジュアリー・ブランド製品の販売店舗への買い物行動の参与観察を実施した ．

7-3.

1 章から 6 章までの議論のまとめ

1 章から 6 章の各章で導出された議論とその主な論点を簡潔に振り返る ．

7-3-1

1 章での論点－ラグジュアリー製品とは何か

1 章ではラグジュアリー概念のレビューからラグジュアリー製品の概念規定を試みた ．
それによって，製品区別の次元として，
「個人－社会」という二つの次元が確認できた ．
それは，ラグジュアリー製品とその他製品の識別を，内的な基準での個人的判断と外的
な基準での社会的判断の二次元で判断することができる ．そして，その判断は，社会的
判断としては富を含む高い地位の表層特徴の有無が挙げられる ．個人的判断として，感
情的な価値と機能的な価値を対極と見立てることができる ．すなわち「ラグジュアリー
製品」は，社会的判断として富を含む高い地位の表層特徴を有し，かつ個人的判断にお
いて高い感情的価値を有するという位置づけにあるものと規定した ．
個人的判断で感情的価値が高く，社会的判断においては高い地位表層ではないモノは
「一般嗜好品」とする ．社会的判断において高い地位表層を有し，個人的判断において
機能的価値だけが高い場合は「高額・高級品」，社会的判断として一般的な表層であり個
人的判断において，感情的価値が低く機能的価値の高いモノは「日常必需品」と分類す
る枠組みを提示した(表 1) ．

表1

ラグジュアリー製品の位置づけ
社会的判断（外的表層）
地位表層（高）

地位表層（無）

個人的判断

感情的価値重視

ラグジュアリー製品

嗜好品全般

(内的価値)

機能的価値重視

高額・高級品

日常必需品など

（出所）筆者作成
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Kapferer and Bastien (2009a, p.203)は「ブランドのないラグジュアリーはない」と
論じているが，本論で導出した概念規定からは，
「ブランドが付されているからと言って
ラグジュアリーであるとは言い切れない」ということを論じた ．消費者が製品に対して
感じる価値が感情的価値の高さを意味するか，機能的価値の高さかによって，ラグジュ
アリー製品なのか，高額・高級品なのかがわかれる ．ラグジュアリーへの判断は，消費
者の感情価値に資するかどうかという前提に立てば，顧客基準のブランド・エクイティ
（Keller,2012=2015）が重要であるといえる ．消費者の持つブランド知識とブランドの
ラグジュアリー・イメージが合致するだけでは不十分であり，ブランドイメージとその
製品そして顧客の三者間の間に高い意味的価値・感情的価値が結ばれることが重要であ
る ． 1 章ではラグジュアリー製品の位置づけは規定できたが，ラグジュアリー・ブラン
ド製品の感情的価値の説明はまだ十分ではなく，残る課題である ．

7-3-2

2 章の論点－ラグジュアリー・マーケティング研究の方向性

2 章では，ラグジュアリー製品の消費の担い手の実態と趨勢についてまとめた ．
ラグジュアリー市場の変遷は，従来は，所得ピラミッドのトップ層という，排他的な
ニッチ・マーケットをターゲットにしていたが，その後， 2000 年まではラグジュアリ
ー市場は多くの「ラグジュアリーの日帰り客(luxury day tripper)達」に支えられて世界
的に成長してきたが，今や常習的に買う人たちがラグジュアリー市場の主要部分を構成
している ．実際に，年間売上が 100 億～150 億のラグジュアリー・ファッション・ブラ
ンドへの聞き取り調査から，上位 3%の顧客が売上全体に占める割合が，約 30%～40%
という企業が複数社存在した(2015 年度) ． このような消費の上位集約的な傾向は，ラ
グジュアリー製品のみならず，オペラ観劇などのアート消費においても論じられている ．
また，百貨店での高額品である身の回り品と，2007 年～2015 年の株価指数の高さと
の相関から，富裕層など資産家が奢侈品の購入層とは無関係ではないことが確認できる ．
2012 年の日本の株式市場取引高はアメリカ，中国に次いで世界 3 位の大きさである ．
この株式投資の大きさとはうらはらに，2014 年国内小売販売量前年比は，イギリス，ア
メリカ，韓国，フランス，イタリアなどに次いで日本は 36 位という順番である ．これ
は，日本の小売販売の伸びの低さと消費行動が株式投資量とは連動していないというこ
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とである ． 購買力平価国際比較では 2014 年度の 1 位中国，次いでアメリカ，日本，フ
ランスの順で示される ．実際の購買力の数値を見れば，日本の購買力自体が落ちている
というわけではなく購買行為が購買力並みにはされていない状態にあるといえる ．これ
らの情報からは，富裕層の需要を増加させることで消費の拡大の可能性が読み取れる ．
「一億総中流」と謳われた時代は終焉を迎えており過去の様な消費拡大のしかたは考え
にくい．多くのラグジュアリー・ブランドにとって，実際には今後もさらにカスタマー・
ターゲットは自ずと富裕層へ集中していくことが予測できる ．また，ジニ係数が大きく
なり，貧困率も増加する日本の現状において，富裕層の消費の拡大による資金の還流効
果に期待する ．
前述のように，一部の消費者が購買力を持ち，実際に企業での売り上げシェアの高さ
が確認できている ．しかし，そのような顧客に照射したラグジュアリー・マーケティン
グ研究は僅かである ．ラグジュアリー製品の購買最盛期を過ぎた現在の日本では，リピ
ート購買をする消費者の態度や行動にもっと照射していく必要がある ． Wieseke et al.
(2012）は概念的にも実証的にも，ラグジュアリー・ブランドにおいて，いかにしてブラ
ンド・バリューを効果的に顧客に伝達するかという販売戦略の視点をもつ研究は存在し
ていないと指摘している ．ラグジュアリー・ブランドにおける販売員の最重要な任務は
顧客にブランドと商品価値とを伝えることである（Reynolds and Beatty,1999）． しか
し，その販売員の職務の重要性とは対照的に，ラグジュアリー・ブランドについての人
的販売ならびに販売マネジメント戦略の研究も非常に少ない（Wieseke et al.,2012）．ま
た， Shukla et al. (2016) の調査は，ラグジュアリー製品購買におけるカスタマー・コ
ミットメントとの関係構造を調べた唯一ともいえる研究だが，購買頻度は考慮されてい
ない。実務的にも，拡大が期待できない日本のラグジュアリー・マーケットでは，反復
的愛顧を引き出すコミットメントの解明は最重要課題であると論じた ．

7-3-3

3 章の議論－サービス・マーケティング・アプローチの必要性

3 章では，リレーションシップ・マーケティング概念をレビューした ．和田(2002)は，
企業と顧客の関係は，もはや従来の「顧客がブランド・企業に対し忠誠を持つ状態を示
すロイヤルティ」といった主従的な関係ではあり得なくなってきていることを指摘して
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いる ．ブランドのロングライフ化には，消費者と企業の双方がパトロナイズ（相互支援）
する状況への転化が有効であることも述べている(和田,1998) ． しかし，企業が顧客に
示すパトロナイズの方途は，まだ十分に明らかになっていない ．現代の拡大期を過ぎた，
顧客維持の重要性の高まっている日本のラグジュアリー・マーケットにおいては，この
ようなロイヤルティの捉えなおしに立脚し，既存のロイヤルティ・プログラムの常套手
段である，
「値引き」や「ポイント」の付与ではなく，特別な実感が顧客に伝わるロイヤ
ルティ・コミュニケーションとは何かを探索することが必要である ．
リレーションシップ・マーケティングの系譜に，サービス・マーケティング・アプロ
ーチがある ．このサービス・マーケティングの文脈において，サービスと商品は独立し
たものではないという，サービス・ドミナント・ロジックがある ．消費者行動とサービ
スがどのようにつながっているのかは，そのサービスに不可欠な従業員の存在を加味し
たサービス・トライアングルとして論じられている ． サービス・マーケティングでは，
従業員と顧客の関係性が重要であることは明確に論じられているが，購買行動の実証に
おいて，その販売員の重要性が強調されることは少なく，その存在は，ブランドに包摂
されていることが前提にある ．カスタマー・コミットメント調査の対象は，
「ブランドと
消費者」の二者間の調査である ．すなわち，サービス・マーケティングで論じられてい
るサービス・トライアングルの要素である従業員の存在は，ブランドに包摂されている
か，考慮されていない ．
前章で指摘したラグジュアリー・マーケティングの議論を進めるためには，このよう
な関係性マーケティングの視点と，サービス・マーケティング・アプローチである，顧
客・企業・従業員の三者の関係を示すサービス・トライアングルの視点を融合すること
の必要性を述べた ．

7-3-4

4 章の議論－販売員へのコミットメントの生起と発生順序の重要性

3 章までの議論をもとに，4 章からは実証を試みた ．
「ラグジュアリー・ブランドにお
いて，特に高い頻度で反復的愛顧をする顧客の態度（コミットメント）は，ブランドに
対するよりも販売員の方により高まっているのではないか」というリサーチ・クエスチ
ョンのもと，調査を実施した ．まずは現象を確認する予備調査を実施した．販売員に
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加え顧客を調べた．調査 対象顧客は，企業に依頼し選出してもらい質問紙を用いて「購
買初期－愛顧以降」のカスタマー・コミットメントの変化を調査した ．結果として，計
算的コミットメントに関しては，各質問項目も，愛顧前と愛顧後の変化にも一貫性が全
くなかった ．一方，感情的コミットメントと陶酔的コミットメントに関しては，すべて
の調査者から，ブランドに対してよりも，販売員に対しての数値が高まることが示され
た．陶酔的コミットメントはブランド，販売員共に高まり，愛顧後の販売員の方が高い
数値を示した ．また，陶酔的コミットメントの数値は，初期購買の時点から，販売員の
数値の方が高かった ．この点に関して，質問項目ごとに確認すると，陶酔的コミットメ
ントの要素である「他のものよりも高くても買う」という支払い意欲（WTP）は増加す
るとは言い切れない ．つまり，たくさん購買するようになったからといって，費用に関
して盲目的になるとはいえないことが示される ．一方で，
「このブランド・担当者以外考
えられない」
「自分にぴったり合っている」という排他性を含む絶対的な思い入れについ
ては増加を示した ．ラグジュアリー・ブランドの購買では，初期購買段階に生じる「従
業員との密接な友好関係」はその後の購買維持を決定づける重要な要素であるといえよ
う．
「このブランド・担当者は自分にぴったりあっている」ということを初期に感じるこ
とが，反復的愛顧につながるための重要な分水嶺であるといえる ．
感情的コミットメントについては，愛顧後の数値がブランドよりも販売員に対して大
きな数字になっている ．すなわち信頼・愛着・親しみというものが，愛顧後は，ブラン
ドそのものよりも高くなっている可能性を示している ．ただし，愛顧を経て高くなるの
か，高まった結果として愛顧が反復されるのかはわからない ．それは今後の課題である ．

7-3-5

5 章の議論－売り手－買い手の関係から相互支援の関係に

5 章では，4 章の結果を受けて，課題となった，「ラグジュアリー・ブランド製品を，
高頻度でリピート購買する顧客の購買行動は，どのように引き出されたのか」のリサー
チ・クエスチョンに対応した ．この変化のプロセスを概念化するために，インタビュー
調査を行った ．修正版グランデッド・セオリー・アプローチによる定性データ分析から
は不要不急であるはずのラグジュアリー製品の反復的愛顧形成は，ブランドだけの力で
は不十分であり，そこに人的な営業努力が加わってはじめて反復的愛顧が継続している
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ことが示された ．顧客の感情的・陶酔的コミットメントの高まりが，なぜ製品やブラン
ドそのものよりも，担当の販売員により高まるのかそのプロセスが明らかになった ．
顧客は最終的には，自分のためでもあるが，販売員の期待に応えたいという願望を有
すようになり，購買行動を定着・強化させていた ．その顧客の感情の変化は，販売員へ
の親和性が芽生え，受入れが始まり，選択眼・審美眼への信頼の発生とその信頼の高ま
りが確信となり，時に依存ともいえる他のブランドとの比較を必要としない排他性が生
起していた ．
本研究結果から示された販売員の力は，ブランド・リレーションシップ形成の基盤と
いえる ．その形成には先に述べた≪販売員の自分だけのための審美眼への絶対的信頼と
移譲≫によって関係性が代替不可能なものになっている ．本論のラグジュアリー製品の
概念規定である「高い地位の表層特徴」と「高い感情的価値」に本研究結果を照らし合
わせると，この「高い感情的価値」の認識は，製品と自分の二者関係で成り立っていた
のではなく，そこに第三者である販売員が介在することで「購買すべき自分にとっての
価値認識」が生まれていたと考えられる ．
顧客と販売員のパートナーシップができてしまったあとは，顧客にとって，ブランド
の方が代替可能になっていた ．これらのことからは，ブランドとの関係性とは危ういも
のであり，顧客接点における販売員の役割の大きさを改めて認識できる ．販売員が提供
する価値ある情報とは，誰もがＳＮＳなどで簡単に検索できるような二次情報ではない ．
その顧客に合わせたタイミングと文脈に沿った顧客だけに向けられた豊かなものである ．
この章では販売員との関係が重要な鍵を握ることが分かったが，これはこのような高頻
度のリピート購買をする顧客が常に求めているものなのかという，顧客の特性なのか否
かを理解する必要があると考えた ．

7-3-6

6 章の議論－創造的な適応の発見

6 章は 5 章で得た結果への問いである「親密な販売員との関係は，顧客が購買行動を
するうえで，常に期待し求めているものなのか，それとも，特定の販売員がそのような
顧客の状態を生起させたのか」というリサーチ・クエスチョンをもとに調査を進めた ．
この調査結果から明らかになったのは，その関係性の成就は顧客側のニーズの有無では
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なく，販売員が引き出した結果であるということである ．さらに，顧客がどこに行って
も丁寧な扱いを受けているうちに，素晴らしい対応は，当たり前の期待値となっている
ことも確認できた ．顧客との関係性は，製品と同様に，大きな競争力の源といえる ．既
存の値引きやポイント付与のロイヤルティ・プログラムでは網羅できない質的なものの
転換が求められることを述べた ．
十分にモノを所有し，不自由していない顧客がなぜリピート購買を行うかは，前章で
明らかになった「自分だけに向けられる情報の豊かさや確かさを基盤とした信頼関係」
の先に「よりよいものへの欲求」があった ．ただし，欲求を購買行動に移すかどうかは，
その販売員との相互支援の関係の有無が鍵を握る。そのような顧客行動を引き出すのは，
販売員の創造的な対応であり，単純に顧客のニーズに応えるような販売員ではなく，販
売員がニーズまでも創りだす結果となることがわかった ．
創造的な販売員は，「顧客を見て」「タイミングを選んで」「楽しませる」「お勧めしな
い」などのマニュアルからは程遠い動きをしていた ．そのような顧客と販売員の関わり
の帰結として，顧客の方が，購買を通じてブランドに勤める人達の期待に応えようとい
う，互酬的な購買行動に発展することもわかった ．
この互酬性は，先述した「目的－手段の関係が反転し合うことで形成される因果関係
の輪」が循環している中で，購買意志決定のドライビング・フォースとなっているとい
える ． 3 章の関係性マーケティングの文脈で述べた，顧客とブランドの関係が売り手－
買い手の関係から，相互支援の関係(和田,1998)へ変化するという内実は，販売員の創造
的な適応行動を通じて，循環する目的－手段の循環の輪が形成された結果であるといえ
る．
（１）関係性
ブランドへの興味を超え，顧客は販売員との関係を深める ．ブランドの信頼が関係性
に担保され，ブランドの中で何を選んだらいいかを相談できるかけがえのないパートナ
ーである販売員は，時に他ブランドのものも薦める ．
（２）顧客接点
計算されたタイミングで接遇を行う ．販売員は準備万端で顧客を迎える． 偶然のタ
イミングではなく，よりよいものを事前にその人にあわせて選んでおく ．コミュニケー
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ションのタイミング，販売のタイミング，サービスのタイミングなどは事前に図られ，
むやみに商品を薦めていない ．販売員の準備は 顧客のニーズに基づいているわけではな
い ． 顧客は販売員の審美眼を頼りにする ．
（３）頻度とサイクル
高頻度のコンタクトがなされている ．顧客が 店舗に来ていないときに重要な会話がな
されているようだ ．店舗に顧客が足を運ぶときは，購買意欲が顕在化しており，顧客は
空間・会話を楽しむサイクルになっている ．
（４）顧客の購買行動の意味
創造型の販売員は購買という遊びの感覚へ誘う ．通常の販売では，顧客にとって購買
とは，対価を支払って，モノを得ることを意味する ．しかし関係構築された創造型販売
員によって，周到に準備されたなかで行う購買行動では，顧客にとって，遊園地のアト
ラクションに参加するような，想定内の範疇で想定外の感情を期待する，楽しみの感覚
を目的とした行動となる ．

7-4. 結論
本研究結果からは，販売員がどのような役割を持ち，どのような顧客態度の変化をも
たらすのかを提示することができた ．販売員の新たな役割認識は，大きく三点ある ．一
点目は，真にロイヤルティを有す顧客とブランドの結びつきには，販売員というパート
ナーは不可欠である ．それは，販売員が顧客とブランドとの信頼や愛着を持つ深い関係
性を築く始点になり，顧客が真にロイヤルティを有すように変化する要になるというこ
とである ．二点目に，そのような販売員の対応は，単なる適応の域を超え，創造的であ
り，売り場の意味を「空間」から「場」に変えていく力を有するということである ．三
点目に，創造的な販売員によりもたらされる関係性は，売り手-買い手から相互支援の関
係に変化させる ．関係の変化は，顧客に目的と手段の反転の循環を生起させ，互酬性を
伴ったリピート購買をさせる可能性を有する ．そのリピート購買の結果，製品の価値は，
顧客との連帯価値を有し，価値の拡張を実現する ． それぞれ説明を加える ．
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7-4-1.

販売員の役割(1)

関係性を築く始点となる

本調査からは，非生活必需品といえるラグジュアリー・ブランド製品のリピート購買
における販売員の存在の重要性が明示された ．その特徴は，陶酔的コミットメントが購
買初期時からブランドよりも販売員の方に高く知覚されるという点から，高い頻度で反
復的愛顧を行うようになる顧客は，初期時点で販売員との良好な関係性の構築が，その
後のブランドとの付き合い方を規定する可能性が高いといえる ．当然，従業員の存在は
重要であるが「従業員との密接な友好関係」はブランドとの結びつきに先んじて結ばれ
ることがその後の購買継続の鍵をにぎるのではないかという，関係性の順序の重要性が
考察された ．そして，顧客と販売員との関係は，売り手－買い手の関係から，相互支援
の関係性に変化していたことが分かった ．
図 1 に示すように，最初は，顧客にとって販売員はブランドに付随する，少し余計な
印象を持たれる存在であった ．その機能は，購買補助としての役割といえよう ．しかし，
5 章で明らかになったように，認知的信頼の形成がやがては感情的信頼を生み出し，感
情的信頼が認知的信頼の形成によって強化され（和田,1998），最終的には，販売員の顧
客にむけられる豊かな情報は確信に支えられる ．その中でブランドの製品が選ばれてい
くのである ．
調査の結果からは，顧客のブランドへの愛着やコミットメントは，愛顧後にはブラン
ドよりも，販売員の方へより高まるということが示された ．このことは，愛顧を高頻度
で繰り返す顧客にとっては，
（Keller,2012=2015）の論じるところのブランド・レゾナン
ス・ピラミッドのブランディング・ラダーを上りつめた後は，販売員が，ブランドやそ
の商品の信頼性を担保する存在になるという解釈が可能となる ．
また，これらの顧客は，先行研究が示す口コミや友人への推奨行為はあまり行ってお
らず，通説とは異なる ．しかし，重要なポイントは，友人への口コミはしないが，家族
を有している限り，すべてのケースで，身内を同伴し，販売員に紹介し，買い物をする
ようになっていることが明らかになった ． すなわち，不特定多数に口コミする以上の，
推奨するだけでなく，確実に購買に及ぶ効果を持つブランド擁護の実現が確認できる ．
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図1

リピート購買時での関係の変化

出所：筆者作成

7-4-2

販売員の役割(2)

場 44の意味の創造

人的販売研究において，Weitz et al.(1986)は，販売状況に応じて適応していく適応販
売(Adaptive Selling)の効果性を示した ．Macintosh et al.(1992) は，高業績の販売員の
観察力と情報入手力の高さとそれに基づいて商談をする有効性について示している ．し
かし，販売員へのヒアリングで示されているように「肉じゃがを作ると聞いた翌日に『お
いしくできましたか～？』と電話する」という会話への発展は，商談とは無関係であり，
「適応」販売の域を超えている ． なかば自分も遊びで楽しんでいるように聞き取れた ．

この 販売員の行動は，会社から言われていることをやっている様ではなく，彼らは楽し
んで工夫し，顧客を喜ばせている ．これらの得意客を複数持つような販売員は，共通し
て，
「どうしたら喜んでくれるかいつも考えている」という ．顧客の喜びが彼らのモチベ

ここでいう「場」とは，野中（2017, pp.26-27）に依拠すれば「単なる物理的な空
間の事を言うのではない ． 場とは人と人とが文脈を共有し，相互にありのままの他者
をそのまま丸ごと受け入れあう関係ができているところのことである ． つまり，場と
は人と人とが文脈と社会関係資本（人間存在の根底にあるケア，愛，連帯，安心などの
共感の知：Social Capital）を共有して，相互に受容する関係性の存在しているところ
である」と言い換えることが可能である ．
44
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ーションとなっていることと，こういったことが真のブランドの競争力になっていると
いえる ．またそれに対応するように，顧客は購買行動を変化させていた ．
リピート販売を可能にできる販売員の特徴からは，彼らの本質的な役目というのは，
単に量を求めて販売を実現するのではなく，理想的な姿は，店舗という「売り場」とい
う空間 45の意味を変革する役割を担っているといえよう ． 通常の販売員の作る売り場の
意味は，顧客にとって支払いと交換で「得る」場でしかない ．一方，本研究から得られ
た創造型の販売員は売り場を「売る」場ではなく，顧客にとって「きっと，誰か他の人
が途中で私に何かしてくれると確信があるから」ということを意味する一般的互酬性を
有する（Putnam, 2000=2006, p.17）互酬的な場となる ．

表2

通常の販売員の応対と創造する販売員の比較
通常販売員

創造型販売員

関係性

ブランド購買の補助

相談できるパートナー

顧客接点での対応

偶然・突然の来店に対応

イニシアチブを握る

来店の頻度とサイクル

一度きりが前提

高頻度の事前のコンタクト

顧客の購買行動の意味

モノの購買検討

購買が楽しみの手段

顧客にとっての
売り場の意味

「得る」空間

「互酬的な」場

出所：筆者作成

図 2 に本研究の結論である，リピート購買における販売員の役割の概念図を示す ．本
研究結果から導出された，販売員のあるべき姿とは，創造的な適応のできる創造型販売
員であるといえる ．今までの結果を総合的に考察すると，その内実は次に述べる要素を
有して，不要なモノにもかかわらず高頻度のリピート販売を可能にする ．

Tuan (1977=1993, pp.11)は，場所と空間について，「場所すなわち安全性であり，
空間すなわち自由性である」と述べ，特定の「空間（Space）」が個人にとってやすら
ぎを与える「場所(Place)」となる，とその概念の違いを述べている ．
45
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① 創造的な適応
創造型販売員は，顧客の五感に訴えるような心に響く適応をする ．
「手紙に弱かった」
という顧客に手紙攻勢を挑んだ販売員，
「今日はあえて何も薦めなかった」販売員，そし
て顧客がいつ，どのようなタイミングで，どのような家族と何のために会うのかを把握
し，ぬれおかきを同封し，その「家族の思いやりの輪にいつしか入っている」販売員の
姿はその一例である ．
② 関係性の構築
創造型の販売員は，店舗に顧客が来ていないときの接点を最大限に活用していた ．手
紙やメールや電話を，相手に合わせて活用し接点を増やしている。心地よい接点の多さ
は顧客に親和性と安心感をもたらしている。これが愛着や信頼を認識し醸成するもとに
なっている ．
「この人以外から高いもの買わないことにしよ」と顧客に思われたり「ほん
と〇〇さんのおかげ」と感謝されたりする販売員の情報の確かさは，感情的信頼と認知
的信頼を生み出し，顧客の絶対的信頼を勝ち取っていた ．結果的に販売員と顧客は売り
手－買い手の関係ではなく，相互支援の関係を築いていく ．
③ 目的－手段の反転
販売員と顧客の関係の変化は，顧客にとって，目的と手段の反転の循環を生み出すこ
とになる ．購買が目的であったはずの消費者は，いつしか販売員との関係性をも志向す
るように変化している ．それは目的と手段の反転の循環につながり，リピート購買を促
進する ．つまり，顧客は得るだけでも与えるだけでもない，顧客の述べたところの「売
ってよし買ってよし」の互酬性の伴った購買行動が生じる ．この買ってよしの理由はひ
とつではなく，よりよいものを入手できる情報の確かさへの信頼や，関係性を維持する
ことや，販売員への感謝や，購買を通じて販売員から感謝される喜びなどがある ．
④ 店舗の場の意味の形成
やみくもに売ろうとしない創造型の販売員は，準備がそろわなければモノを薦めない ．
逆に言えば，準備をして顧客を迎える ．そのサイクルは，顧客にとって，売り場という
場所の意味を，交換によって「交渉や得をする」場から，購買によって販売員との関係
性を維持し，販売員を喜ばせたりすることを意図する「互酬性を持つ」場へと意味を広
げるための準備ということになる ．
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面対面の小売業における創造型販売員の役割とは，顧客にとっての「売り場」の意味
を「楽しみの場」に変えることである ．この役割は，すべての面対面の小売業の目指す
べきとこである ．小売店での購買の楽しみを増やすことは，人と人とのつながりの楽し
みを増やすことにもつながる ．リピート購買するという前提の顧客にとって，販売員が
ブランドに包摂されるブランドの一要素ととらえるのは危険であり，逆にその初期時点
での結びつきの強さが，その後の購買の継続を左右する，ブランドとのつながりの分水
嶺であるといえる ．

図2

①創造的な
適応

リピート販売における販売員の役割

②関係性の
構築

③目的‐手
段の反転

④店舗の場
の意味の形
成

出所：筆者作成

7-4-3

リピート販売における販売員の役割(3)

製品価値の拡張

1 章で論じたように，ラグジュアリーの判断は，消費者の感情価値に資するかどうか
という前提に立ち，顧客基準のブランド・エクイティ（Keller,2012=2015）が重要であ
ると述べた ．消費者の持つブランド知識にラグジュアリー・イメージが存在するだけで
は不十分であり，ブランドイメージとその製品そして顧客の三者間の間に高い意味的価
値・感情的価値が結ばれる必要がある ．つまり，消費者が製品に，
「自分にとってのラグ
ジュアリー」というラベルを貼ることが重要なのである ．
5 章では，本論のラグジュアリー製品の概念規定である「高い地位の表層特徴」と「高
い感情的価値」に本研究結果を照らし合わせると，この「高い感情的価値」の認識は，
製品と自分の二者関係で成り立っていたのではなく，そこに第三者である販売員が介在
することで「購買すべき自分にとっての価値認識」が生まれることが考察された ．この
インタビュー調査で顧客は，その販売員に対し「（販売員に）恥をかかせてはいけない」
と述べている ．これは，顧客が販売員の仕事は販売をすることだと十分理解したうえで，
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彼らの面子を守るという消費行動に発展していることを示している ．他には「売ってよ
し，買ってよし」という言葉や「もう今後はこの人から買ってあげようと思う」からも
確認できる ．よい買い物をすることで貢献しようとする連帯感の萌芽は，顧客が「お客」
の域を超え，
「支援者」となる様相を呈す ．これらのことは，製品のブランド価値に付加
された新たな価値ということができる ．つまり，顧客と販売員が連帯することで，ブラ
ンドに貢献する喜びを生起させる，その人だけのブランド価値の形成を可能にする ．こ
のことは，和田(1998)の述べる製品価値構造である基本価値，便益価値，感覚価値，観
念価値に，反復購買によって生起した，
「連帯価値」46という価値の拡張といえる（図 3）．

図3

反復購買によるブランド価値の拡張

（出所）和田(1998)をもとに筆者作成

連帯価値については，畑山（2016, pp.200-201）が，倫理的市場の展開における民
衆交易を論じる際に，「連帯」の図式として，堀田ら（2005）の「モノのなかに使用価
値や商品価値以外の連帯価値のようなものを乗せていく」ことを引用しその説明を行っ
ている ．
46
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7-5.

本研究の成果

本研究は，三つの研究領域の視点を用いて，特定のラグジュアリー・ブランド製品を
特定の販売員から，極めて高い頻度でリピート購買する購買行動を調査した ．
本研究の理論的貢献は，消費者行動研究における，サービス・マーケティング・アプ
ローチの有効性が示されたことである ．先述のように，真のロイヤルティを持つ顧客と
ブランドとの関係性には，販売員の関わりが大きく影響する ．従って，この三者を要素
とするサービス・トライアングル概念の認識が必要である ．サービス・トライアングル
を用いたラグジュアリー製品の愛顧購買という構図からは，サービス・トライアングル
概念の拡張が可能になる ．それは，ラグジュアリー・マーケティング研究では十分に説
明がなされていなかった，顧客・ブランド・販売員の三者が形成する「場」が，ブラン
ド製品にラグジュアリー製品としての価値を認識させるということである ．先行研究で
は，前述のように，サービス・マーケティング・アプローチの文脈において，企業と顧
客，そしてサービス提供者によって形作られる関係性の重要性を，山本(2007)が次のよ
うに論じている ．この企業と顧客の関係では一般的に，親密すぎる従業員との関係を補
完するために，顧客と積極的にコミュニケーションを取ることが推奨されている ．その
結果，顧客が従業員ではなく企業を選ぶようにすることが必要だとされている ．しかし，
これをやり過ぎると従業員と顧客の距離を遠ざけてしまうことになる ．これによる不満
を避けるためには顧客と従業員の関係だけに目を奪われるのではなく，企業との距離を
起点にして，親密になるべき顧客の選別ができなければいけない ． 山本(2007)は，それ
ぞれの紐帯の強さを示す三角形の各辺の長さは必ずしも同じにする必要はないが，企業
と顧客の関係のように，顧客セグメントによってはバランスを変えていかなければなら
ない場合も出てくると述べている ．本研究での新たな発見は，もちろんつながりの強さ
も重要であるが，さらに重要なのは，つながりによって生まれる，三者で作られる「場」
（図 4）の形成概念である ．つまり，ブランド，顧客，販売員の三者で形成された場が，
単なる交換ではない意味を持つことが，p.116 の表 1 のマトリクスに示した，ブランド
の製品を「ラグジュアリー製品」と認識できる感情的価値を付加すると言える。
「高い地
位の表層特徴」と「高い感情的価値」の認識が，製品と顧客の二者間で成り立っていた
のではなく，そこに信頼のおける販売員が介在することで「購買すべき自分にとっての
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価値認識」が生まれるのである ． 売り場が単なる空間なのではなく，場であることが，
この価値認識を可能にさせる ．その場の形成は，繰り返しの購買顧客にとって，手段と
目的の反転と循環を生起させ，顧客に互酬的な購買行為をも可能にさせ，さらにブラン
ド製品に連帯価値を付加する力を持つのである ．

図4

ラグジュアリー製品のリピート販売を可能にする「場」

出所：筆者作成

本研究の実務的貢献として，４章及び５章で求められた結果のひとつである，カスタ
マー・コミットメントの高まりの順序性の発見が挙げられる ．順序性とは，消費者とブ
ランドとの関係構築に先んじて，販売員との関係構築が強まることを意味し，それは，
その後のリピート購買につながる分水嶺なのではないかという事である ．この事は，消
費者行動研究に，サービス・マーケティングの視点である，消費者・ブランド・販売員
というサービス・トライアングルの視点が重要であることが示されただけでなく，顧客
を創造するために，その関係性を築く順序を意識した販売戦略への応用ができるであろ
う ．近年，巷で「声かけ不要バック」なるものが話題となった が，モノを売ろうとする
だけの声がけであれば，確かに不要かもしれない ． 第一声の目的が重要ということだ ．
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加えて，創造的な販売員の役割として（cf. p.126, 表 2），通常の適応とどのように異
なり，どのような異なる帰結を引き起こすのかを説明することができた ．これらは，本
研究の問題意識のひとつであった，価格競争や便利競争とは一線を画す面対面の小売店
の，販売員のあるべき姿が導出されたといえる ．

7-6.

インプリケーション

本書のタイトルにはあえて「ラグジュアリー・ブランド製品」ではなく，
「非生活必需
品」という言葉を使った ． 何か必要や欠乏を補うための消費財ではないことを意図し，
非生活必需品という表現を用いた ．つまり，本研究で論じた「場」は，ラグジュアリー・
ブランド製品の範疇だけでなく，極端に言えば「一杯 5000 円のコーヒー」の成立の蓋
然性を意図している ．
1990 年代前半までのラグジュアリー製品の販売におけるサービス・エンカウンター
では，顧客へのサービスはモノのための要素であり，顧客とはヒエラルキーの上下の中
で接し，その丁寧さがラグジュアリー製品の販売を支えていた時期であった ．リッツカ
ールトンが大阪梅田にできた 1997 年以降，その有名な「紳士淑女をおもてなしする私
たちもまた紳士淑女です」というモットーにあるように，サービスを提供する側も受け
る側も進化した ．2000 年を過ぎ，ラグジュアリー・ブランドの店舗の中にそれまでなか
つた VIP ルームという空間が，続々と造られるように改装されてきた．筆者は空間が改
装され美しくなった店舗での客単価は，大きく増加することを実際に見てきた ．しかし，
その継続性は，販売員如何で道が分かれる事例も多く観察してきた ．一度だけ販売する
ことと，ビジネスを継続させることには大きな溝がある ．現代は，人と交わらなくても
多くの事が済む時代である ．顔を合わせる小売りを通じて，日常に小さくとも，もっと
楽しみの場を増やすことは可能ではなかろうか ．卑近な例だが，姿を消しつつある本屋
の販売員の機能変換も好例である 47． この書店での 300 円の文庫本の価値は，プライス

2017 年 10 月，新宿歌舞伎町に実際にこのような機能を有する，「愛」をテーマに持
ったユニークな本屋が開店した ．従業員が顧客との会話から本をお薦めする ．
47
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レスな価値になり得る ．未来において，販売員の役割の新たな認識と実現により，
「顔を
合わせる消費」がより楽しみや喜びを紡ぐものになれば，小売りの場はもっと活性化す
る．小売りの場の意味の変革は，消費の意味や価値を変え，購買の楽しみ方を格段にあ
げる力を有するであろう ．さらに，広がるばかりの収入格差に，持てる者の消費を格段
に活性化させ，スミスの論じた「見えざる手」機能の現代版となることも期待できよう ．
広く言えば，小売り環境の付加価値の増加は，社会的共通資本 48の役割を担い，社会関
係資本 49の広がりに少なからず寄与する可能性を有すはずである ．
本論では販売員という一般的な呼称を用いたが，この呼称はその役割から言えば相応
しくない ．非生活必需品の販売は，何を売るかではなく，どのように売るかが競争力の
源泉となり，モノを売るためには，モノを売らない姿勢も重要である ．

7-7.

今後の課題

本研究の調査対象は実際に，特定のブランドにおいて特定の販売員から高頻度のリピ
ート購買を行う顧客のみを対象とするが故に，敢えて買い上げ上位 5％に位置する顧客
という非常に少数のサンプルを扱った ．通常は不要不急の製品の繰り返しの購買行為の
背景には，顧客に求められるに値するものが見いだせるという想定のもと，その概念の
導出を試みた ．結果として，新たな概念が導出されたが，その蓋然性はあっても一般化
については，本研究では探索はしていない ．今後の課題は，野中（2017, p.291）が革新
社会的共通資本（Social Overhead Capital）は，一つの国ないし，特定の地域に住
むすべての人々が，ゆたかな経済生活を営み，優れた文化を展開し，人間的に魅力ある
社会を持続的，安定的に維持することを可能にするような社会装置を意味する ． その
具体的な構成はそれぞれの国ないし地域の自然的，歴史的，文化的，社会的，経済的，
技術的諸要因に依存して，政治的なプロセスを経て決められるものである ． ソーステ
ィン・ヴェブレンが唱えた制度主義の考え方を，具体的な形に表現したものである（宇
沢,2000, p.4）． 社会的共通資本は，そこから生み出されるサービスが市民の基本的権
利の充足に際して，重要な役割を果たすものであって，社会にとって極めて大切なもの
である（宇沢,2000, p.23）．
48

49

社会関係資本は「調整された諸活動を活発にすることで社会の効率性を改善でき
る，信頼，規範，ネットワークといった社会組織の特徴」と定義される（Putnam,
1993=2001, pp. 206-207）。Putnam（2000=2006, p.173）は互酬性について，社会関
係資本の基盤の一つであると論じている ．
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的なサービスに共通する点の文脈で述べたように「サービスのアートからサイエンスへ」
に変える視点，つまり組織的に取り入れるための視点と探索が求められる ．例えば，4 章
で示した，
“ぬれおかき”を，堅いものがよく噛めないという顧客のお母さまに（月に一
度帰省するというタイミングに合わせて）買い上げ製品と一緒に用意するような販売員
行動や，翌日，昨晩顧客が作った“肉じゃが”がおいしくできたのかどうかを，電話を
かけて話題にするような，販売員のユニークな着想と行動であるアートを，他の販売員
も応用できるサイエンスにするための調査研究である ．さらに，顧客を創造するために，
その関係性を築く順序を意識した販売戦略への応用が可能であろうことを先に述べたが，
この点をアクションリサーチによる検証を行うことで，一般化への検証ができるであろ
う ． Chung and Narayandas (2017) は，通常の販売員の業績は，インセンティブ報酬
が短期的（日単位）の方が月単位よりも効果が高いことを示し，高業績の販売員はそう
ではないことを述べている ．本研究の結果からは，高業績な販売員は，時間的な問題だ
けではなくそもそもモチベーションの源泉が異なるので，金銭的な報酬よりも，社内の
誰かに喜ばれるような承認の報酬の一考の余地があろう ．企業がこのような販売員に対
しての報酬を再考するために，つまり，報酬や福利厚生ではなく教育として，五感の感
度を上げていくようなことが有効であるかもしれない ．今回は顧客と販売員との関係に
特に着目しており，販売員がブランド組織から受ける影響，例えばブランドごとの教育
の違いや評価や報酬の違いについて調査は行っていない ．しかし，野中（2017, pp.290292）が革新的なサービスの成功における組織の重要性を述べている 50ように，組織経営
的な視点を持つことで，サービス・トライアングル概念の，インターナル・マーケティ
ングのあり方について有益な示唆が導出されると考え今後の課題としたい ．個から組織，
組織から個へとつなげることが今後ますます必要となってくるであろう ．
また，本研究の調査対象における課題として，よいサービスとよい製品を求めること

50

野中（2017）は，革新的なサービスに共通する組織行動の一例として「サービスを
提供する現場での自律的な判断と行動を重視する自律分散型の組織運営が行われてい
る: 現実は一期一会で，その時その場でしか存在しない生き生きとしたありのままの経
験から本質を取り出し，それを普遍化し，アートからサイエンスに変換する ． 自立分
散型の組織を創り現場の最前線で共感し，ミドルとトップの間の矛盾を解決していくこ
とが大切である」と述べている ．
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ができるのは限られた消費者だという指摘もできるであろう ．この観点からは，購買頻
度の低い購買行動のパターンとの比較や，ラグジュアリー製品以外での高頻度購買行動
の比較調査を行うことで，一般化の可能性についても考察ができるであろう ．
以上のように今後，販売員と組織の調査を加えることや，調査対象の顧客層や購買行
動の幅を広げることで，場の意味を創造できる組織の在り方や，販売員の特性について
の議論を深めることが可能であろう ．さらに，今回導出された販売員が売り場という場
の意味を変えていくことについて，人文主義地理学 51などの知見を得て，更に消費する
ことの深みを理解していくことが可能であり，今後の課題と考える ．

51

人間の生活や文化，社会組織などの人文現象を対象とし，共同主観的に，それらの
分布や地域構造などのなかから諸通則を見出そうとする学問分野 ． 前述の Tuan や
Tuan に師事し，場所や移動性を研究の中心とする Cresswell，アメリカ地域構造図を
示す Philbrick など多くの研究が存在する ．
138

引用文献


Aaker, D. A. (1991) Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a

Brand Name （陶山計介・中田善啓・尾崎久仁博・小林哲訳『ブランド・エク
イティ戦略：競争優位をつくりだす名前，シンボル，スローガン』，ダイヤモン
ド社，1994）．


飽戸弘 (1985),『消費文化論』, 中央経済社．



飽戸弘 (1999), 『売れ筋の法則－ライフスタイル戦略の再構築』, 筑摩書房．



Alderson, W. (1957), Marketing Behavior & Executive Action, Richard Irwin
Inc．



Allen, N. and J. Meyer (1990), “The Measurement and Antecedents of
Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization,”

Journal of Occupation Psychology , 63, pp.1-18V.


Amine, A. (1998), “Consumers True Brand Loyalty: The Central Role of
Commitment,” Journal of Strategic Marketing , 6, pp.305-319.



青木幸弘(2004),「製品関与とブランド・コミットメント－構成概念の再検討と
課題整理」『Japan Marketing Journal』23(4), pp.25-51.



青木幸弘（2010）『消費行動の知識』, 日本経済新聞出版社.



Atwal, J. and A. Williams (2009), “Luxury brand marketing – the experience
is everything,” Journal of Brand Management , 16(5), pp.338-346.



Bagozzi, R. P. (1995), “Reflections on relationship marketing in consumer
markets.” Journal of the Academy of Marketing Science, 23(1), pp.272-277.



Belk, R., E. Fisher, and R. V. Kozinets, (2013), Qualitative Consumer and

Marketing Research, （松井剛訳『消費者理解のための 定性的マーケティング・
リサーチ』, 碩学舎, 2016）.


Bernstein, L. (1999), “Luxury and the Hotel Brand; Art, Science or Fiction,”

Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly , 40(February).


Berthon, P., L. Pitt, M. Parent and J. P. Bertho (2009), “Aesthetics and
Ephemerality: Observing and Preserving the Luxury Brand,” California
139

Management Review, 52(1), pp.45-66.


Blackwell, Roger D., Miniard W. Paul and Engel F. James (2006), Consumer

Behavior 10th ed., Thomson.


Bryant, A. and K. Charmaz, (2007). Grounded theory in historical

perspective: An epistemological account. In A. Bryant & K. Charmaz (Eds.).


Chaudhuri, A.（2006）, Emotion and Reason in Consumer Behavior , Elsevier,
（恩藏直人訳『感情マーケティング－感情と理性の消費者行動』, 千倉書房，
2007）.



Chevalier, M. and G. Mazzalovo (2008), Luxury brand management. A world

of privilege, Singapore: Wiley.


Cespedes, F. V., D. X. Stephen and J. R. Freedman (1989), “Teamwork for
Today’s Selling,” Harvard Business Review , 67(Mar-Apr), pp.44-48.



Corbellini, E. and S. Saviolo (2009), Managing Fashion and Luxury

Companies ，
（長沢伸也・森本美紀訳『ファッション＆ラグジュアリー企業のマ
ネジメント』，東洋経済新報社，2013）．


Chung D.J. and D. Narayandas (2017) Incentives Versus Reciprocity: Insights
from a Field Experiment. Journal of Marketing Research : August 2017, 54,
No. 4, pp.511-524.



Delaunay J-C and J. Gadrey (1992), Services in Economic Thought, Three

centuries of Debate, Kluwer Academic Publishers, （渡邊雅男訳『サービス経
済学説史』，2000）．


Danziger, P. (2005), Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses –

As well as Classes , Chicago: Dearborn Trade Publishing.


Davidson, J. (1898), “Luxury and Extravagance,” International Journal of

Ethics, 9(1), pp.54-73.


Day, G. S. (1969), “A Two-Dimensional Concept of Brand Loyalty,” Journal of

Advertising Research , 9(September), pp.55-68.


Dick, A. S. and K. Basu (1994), “Customer Loyalty: toward an integrated
140

conceptual framework,” Journal of the academy of marketing science , 22(2),
99-113.


Dubois, B. and P. Duquesne (1993), “The market for luxury goods: Income
versus culture,” European Journal of Marketing , 27(1), pp. 35-44.



Dubois, B. and C. Paternault (1995), “Observations: Understanding the World
of International Luxury Brands: The “Dream” Formula,” Journal of

Advertising Research , 35(4), pp.69-76.


Eagleton, T. (1990), The Ideology of The Aesthetic , （鈴木聡・藤巻明・新井潤
美・後藤和彦訳『美のイデオロギー』，紀伊國屋書店，1996）．



Edvardsson, B., A. Gustafsson, and I. Roots, (2005) “Service Portraits in
Service Reserch: A Critical Review”, International Journal of Service

Industry Management 16(1), pp.107-121.


Escalas, J. E. (2004), “Narrative Processing: Building Consumer Connection
to Brands,” Journal of Consumer Psychology, vol.14（1&2）, pp.168-180.



Escalas, J. E. and R.J. Bettman (2005), “Self-Construal, Reference Groups,
and Brand Meaning,” Journal of Consumer Research , 32(3) 1 December,
pp.378–389.



Escalas, Jennifer E. and Bettman R. James (2009), “Self-Brand Connections:
The Role for Reference Groups and Celebrity Endorsers in the Functions of
Brand Relationships,” in Handbook of Brand Relationships, ed. Deborah J.
M., C. W. Park and J. R. Priester, Society for Consumer Psychology , pp.65-81.



Fisk, R. P., S.J. Groveand and J. John (2004), Interactive Services Marketing
2nd edition （小川孔輔・戸谷圭子訳『サービス・マーケティング入門』，法政大
学出版局, 2005）．



Fornell, C. (1992), “A national customer satisfaction barometer: the Swedish
experience,” Journal of Marketing , pp.6-21.



Fournier, S. (1998), “Consumers and Their Brands: Developing Relationship
Theory in Consumer Research,” Journal of consumer Research , 24(March).
141



Fullerton, G. (2003), “When Does Commitment Lead to Loyalty?” Journal of

Service Research, 5(4), pp. 333-344.


Fullerton, G. (2005), “The Impact of Brand Commitment on Loyalty to Retail
Service Brands”, Canadian Journal of Administrative Sciences , 22(2), pp.97110.



Garland, E. (2008), “The Experience Economy: The High Life of Tomorrow ,”
The Futurist, Jan-Feb, www.wfs.org.



Galbraith, J.K. (1985) , The Affluent Society, （鈴木哲太郎訳『ゆたかな社会
(決定版)』, 岩波現代文庫，2006）．



Girard, R. (1971),（古田幸男訳『欲望の現象学』, 法政大学出版，1984）．



Glaser, B.G. and Strauss, A.L. (1967) （後藤隆・水野節夫・大出春江訳『デー
タ対話型理論の発見―調査からいかに理論をうみだすか』新曜社, 2001）．



Grossman, G. M. and C. Shapiro (1988), “Counterfeit-product trade,” The

American Economy Review , 78, pp.59-75.


Grönroos, C. (2000) Service Management and Marketing: A Customer

Relationship Approach. Chichester: Johh Wiley.


Grönroos, C. (2007), Service Management and Marketing: Customer
Management in Service Competition, 3ed.（近藤宏一・蒲生智哉訳『北欧型サー
ビス志向のマネジメント』, ミルヴァ書房, 2013）．



Grönroos, C. (2008) In Search of a New Logic for Marketing: Foundations of

Contemporary （蒲生智也訳『サービス・ロジックによる現代マーケティング理
論』, 白桃書房, 2015）．


Gundlach, G. T., R. S. Achrol and J. T. Mentzer（1995）, “The Structure of
Commitment in Exchange”, Journal of Marketing, 59 (1), pp.78-92.



Harder,

Suzanne

(2008),

“Wooing

Luxury

Customers,”

Marketing

Management, Jul/Aug, pp.27-31.


畑井佐織（2004）,「消費者とブランドの関係の構造と測定尺度の開発」
『消費者
行動研究』, 10(1-2), pp.17-41.
142



畑山要介（2016），『倫理的市場の経済社会学－自生的秩序とフェアトレード』，
学文社．



Holbrook, M. B. and E. C. Hirschman (1982), “The Experiential aspects of
consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun,” Journal of Consumer

Research, Vol. 9 (Sep), pp. 132-140.


細井謙一（1994）, 「パーソナル・セリング研究の現状と課題―認知的アプロー
チの概要とその問題点―」,『消費者行動研究』,2(1), pp.75-90.



星一郎（1999）「アドラー心理学に学ぶ自分を好きといえる子に育てる 20 の知
恵-他者を信頼するということ」,『児童心理』53(2)，pp.263-269.



堀田治 (2012), 「アートにおける超高関与の消費者行動とコミュニケーショ
ン : 劇場に集う観客の事例」, 『日経広告研究所報』, 46(5), pp.16-23.



堀田治（2013）,「アート消費における精緻化された関与：関与と知識による新
たな消費者モデル」，
『 法政大学イノベーションマネジメント研究センター』，142.



堀田治（2015）,「超高関与消費のマーケットインパクト」,『AD STUDIES』,
51, pp.15-20.



堀田治（2017）,「体験消費による新たな関与研究の視点－認知構造と活性状態
への分離－」，『Japan Marketing Journal』, 37(1), pp.101-123.



堀田正彦, 秋山眞兄（2005）「『善意』から『生きる力』としてのバナナへ,オル
ター・トレード・ジャパン, 十五年の歩み」, 『季刊 at』, (1), pp.40-55.



井上淳子（2009）
「ブランド・コミットメントと購買行動との関係」, 『流通研
究』, 日本商業学会, 12(1), pp.3-21.



石塚千賀子（2016）,「ラグジュアリー・ブランドにおける超高関与消費者の意
義と形成過程」, 『現代社会文化研究』, 新潟大学大学院現代社会文化研究科,
62(1), pp.321-338.



Jacoby and Chestnut,1978 Jacoby, J. and R.W. Chestnut (1978), Brand

Loyalty: Measurement and Management , New York: John Wiley & Sons.


抱井尚子（2015）『混合研究法入門‐質と量による総合のアート』,医学書院



Kapferer, J. N. (1997), “Managing luxury brands,” Journal of Brand
143

Management , 4(4), pp.251-260.


Kapferer, J. N. (1998), “Why are we seduced by luxury brands”, Journal of

Brand Management , Vol. 6, No.1, pp.44-49.


Kapferer, J. N. and V. Bastien (2009a), The Luxury Strategy: Break the Rules

of Marketing to Build Luxury Brands , （長沢伸也訳『ラグジュアリー戦略』，
東洋経済新報社, 2011）．


Kapferer, J. N. and V. Bastien (2009b), “The specificity of luxury
management:

turning

marketing

upside

down,”

Journal

of

Brand

Management, 16, pp.311-322.


片平秀貴 (1998)，『パワーブランドの本質』，ダイヤモンド社．



Keller, K.L.（2012）, Strategic Brand Management Forth Edition, （恩藏直
人訳,『エッセンシャル戦略的ブランド・マネジメント』, 第 4 版，東急エージェ
ンシー, 2015）．



Kemp 1998; Kemp, S. (1998), “Perceiving luxury and necessity,” Journal of

Economic Psychology , 19, pp.591-606.


木下康仁（1999）
『分野別実践編グラウンデッド・セオリー・アプローチ』，弘文
堂．



木下康仁（2003）『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践』，弘文堂．



木下康仁（2008）『ライブ講義 M-GTA』，弘文堂．



木下康仁（2014）『グランデッド・セオリー論』，弘文堂．



Kimura Junko and Tanaka Hiroshi (2007), “What is Gorgeous Consumption?”
Advances in Consumer Research, 34, Gavan J. Fitzsimons and Vicki G.
Morwitz eds, Association for Consumer Research , 13



久保田進彦（2003）リレーションシップ・マーケティング研究の再検討，日本商
業学会『流通研究』6（2）pp.15-33.



久保田進彦 (2010),「同一化アプローチによるブランド・リレーションシップの
測定」『消費者行動研究』16(2)，pp.1-25.



久保田進彦 (2013),「 ブランド・リレーションシップの段階的形成と特徴的効果」
144

『消費者行動研究』19(2)，pp.109-138.


久保田進彦 (2017),「ブランド・リレーションシップのプロパティー・パートナ
ー・モデル」,『流通研究』, 20(2), pp.17-35.



来住元朗 (1995),『小売戦略環境としての消費者行動論』，中央経済社．



栗木契（2003）,『リフレクティブ・フロー－マーケティング・コミュニケーシ
ョン理論の新しい可能性－』, 白桃書房．



Lovelock, C. H. and L.K. Wright (1999), Principles of Service Marketing and

Management , Prentice-Hall, （小宮路雅博訳，『サービス・マーケティング原
理』，, 白桃書房，2002）．


Macintosh, G., K. A. Anglin, D. M. Szymanski and J. W. Gentry (1992),
“Relationship Development in Selling: A Cognitive Analysis,” Journal of

Personal Selling and Sales Management , 12(4), 23-34.


Maslow(1954=1985 Maslow, A.H. (1954), Motivation and Personality, （小口
忠彦訳『人間性の心理学-モチベーションとパーソナリティ』，産能大出版部，
1985）．



McFarland, R.G., J.C. Rode and T.A. Shervani, 2016, “A contingency model of
emotional intelligence in professional selling,” Academy of Marketing Science ,
44, pp.108-118.



守口剛 (2001）「
, 購買データからみたブランドの顧客構造」, 繊維製品消費科学,
42 (10), pp. 624-629.



Mowday, R. T., L. W. Porter and R M. Steers (1982), Employee-organization

linkages: the psychology of commitment, absenteeism, and turnover ,
Academic Press.


延岡健太郎（2006）
「意味的価値の創造-コモディティ化を回避するものづくり」
,
,
『国民経済雑誌』,神戸大学経済経営学会．



野中郁次郎，西原文乃（2017），
『イノベーションを起こす組織 革新的サービス
成功の本質』, 日経 BP 社．



Nueno and Quelch 1998, Nueno, J. L. and J. Quelch (1998), “The mass
145

marketing of luxury,” Business Horizon, 41(6), pp. 61-68.


Okonkow, U. (2007), Luxury Fashion Branding , Palgrave Macmillan.



Oliva, T.A., R. L. Oliver and I. C. MacMillan (1992), “A Catastrophe Model for
Developing Service Satisfaction Strategies,” Journal of Marketing, 56(July),
pp.83-95.



Oliver, Richard L. (1997), Satisfaction: A Behavioral Perspective on the

Consumer, Boston: McGraw-Hill.


Oliver, R. L.（1999）, “Whence Consumer Loyalty?”

Journal of Marketing ,

Vol.63, Special Issue. pp. 33-44.


小野譲司( 2010)「JCSI による顧客満足モデルの構築」,『Japan Marketing
Journal』, 30(1), pp.20-34.



Park, C.W., D.J. MacInnis, J. Priester, A. B. Eisingerich, and D. Iacobuc ci
(2010) “Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and
Empirical Differentiation of Two Critical Brand Equity Drivers,” Journal of

Marketing,74(6), pp.1-17.


Pederson C. A., M. D. Wright., and B.A. Weitz (1988), Selling: Principles and

Methods (9th ed.), Richard D. Irwin.


Pine II, B. J. and J. H. Gilmore (1999), The Experience economy, Cambridge,
MA: Harvard Business School Press, (電通「経験経済」研究会訳『経験経済

エ

クスペリエンス・エコノミー』, 流通科学大学出版，2000).


Putnam, R.D.(1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern

Italy, （河田潤一訳『哲学する民主主義―伝統と改革の市民構造―』, NTT 出版
株式会社, 2001）．


Putnam, R. D. (2000), Bowling Alone: the Collapse and Revival of American

Community, （柴内康文訳『孤独なボウリング―米国コミュニティの崩壊と再生
―』, 柏書房, 2006）．


Rathmell, J. (1966), What is Meant by Services? Journal of Marketing
Volume: 30, Issue 4.
146



Roger, M. (1998), The Economics of Conspicuous Consumption, （鈴木信雄・
高哲男・橋本努訳『顕示的消費の経済学』, 名古屋大学出版会，2000）．



Reichheld, Frederick F. (1994), “Loyalty and the Renaissance of Marketing”,

Marketing Management , 2 (40), 10-21.


Reynolds, K. and S. E. Beatty, 1999, “Customer Benefits and Company
Consequences of Customer-Salesperson Relationships in Retailing,” Journal
of Retailing, 75(1), pp.11-32.



Rousseau, D. M., S. B. Sitkin, R. S. Burt and C. Camerer (1998), “Not So
Different After All: A Cross-Discipline View of Trust,” Academy of

Management Review , 23(3), pp.393-404.


戈木クレイグヒル滋子 (2013), 『質的研究法ゼミナール 第 2 版: グラウンデッ
ド・セオリー・アプローチを学ぶ』, 医学書院.



斎藤嘉一，星野浩美，宇田聡，山中寛子，魏時雨，林元杰，松下光司 (2012) ｢何
がブランド・コミットメントを生み出すか？ ブランドと自己との結び付き，ノ
スタルジックな結び付き，ブランド・ラブの効果の包括的テスト｣, 『消費者行
動研究』18 , pp.57-84.



Schmitt, B. H. (2003) Customer Experience Management: A Revolutionary

Approach to Connecting with Your Customers, （嶋村和恵・広瀬盛一訳『経験
価値マネジメント：マーケティングは製品からエクスペリエンスへ』，ダイヤモ
ンド社, 2004）．


Sekora, J. (1977), Luxury: the concept in Western thought , USA Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.



相馬敏彦, 清水裕士 (2015),「ワンランク上のブランド・コミットメントはどう
形成されるのか？」,『Japan Marketing Journal』, 35(3), pp.75-94.



Sombart,1922 Sombart, Werner, (1922) , Liebe, Luxus und Kapztalismus (金
森誠也訳『恋愛と贅沢と資本主義』，論創社，2000).



Sheth 1968 Sheth, J. N. (1968), “A Factor Analytic Model of Brand Loyalty,”

Journal of Marketing Research , 5(November), pp.395-404.
147



Sheth, Jagdish N.and Mittal Banwari (2004), Customer behavior: A

Managerial Perspective (2nd ed.) Mason, OH: Thomson South-Western.


嶋口充輝(1995) 「関係性マーケティングの現状と課題」
『マーケティング・ジャ
ーナル』, 日本マーケティング協会, 58（15-２）pp.71-76.



嶋口充輝, 石井淳蔵, 黒岩健一郎, 水越康介（2008）
『マーケティング優良企業の
条件―創造的適応への挑戦』, 日本経済新聞出版社.



清水聰 (2007),「 プロモーション時の購買経験が感情的コミットメントに与える
影響」,『流通情報』455, pp.23-30.



Shukla, P., B. Madhumita and J. Singh (2016), “Customer commitment to
luxury brands: Antecedents and consequences,” Journal of Business Research
69 pp.323-331.



Shukla, P. (2011), “Impact of interpersonal influences, brand origin and brand
image

on

Luxury

purchase

intentions:

Measuring

interfunctional

interactions and a cross-national comparison,” Journal of World Business ,
Vol.46, No.2 pp.242-253.


Smith, A. (1759), The Theory of Moral Sentiments, （高哲男訳『道徳感情論』,
講談社学術文庫, 2013）．



杉谷陽子 (2016),「ブランド態度における自己ベース評価と他者ベース評価 ─
ラグジュアリーブランドとノンラグジュアリーブランドの比較 ─」,『マーケテ
ィング・ジャーナル』 36 (1), pp.42-56.



寺﨑新一郎, (2013)，
「ラグジュアリー戦略の誕生とラグジュアリー・ブランドの
概念規定の再検討」,『 早稲田大学大学院商学研究科紀要』, 早稲田大学大学院商
学研究科, 77, pp.139-161.



Tucker, W. T. (1964), “The Development of Brand Loyalty,” Journal of

Marketing Research, 1(August), pp.32-35.


Traylor, M.B. (1981), “Product Involvement and Brand Commitment,”

Journal of Advertising Research , 21(6), pp.51-56.


Truong, Y., G. Simmons, R. McColl and P. J. Kitchen (2008), “Status and
148

Conspicuousness- Are They Related? Strategic Marketing Implications for
Luxury Brands,” Journal of Strategic Marketing , 16(3), pp.189-203.


宇沢弘文 (2000)，『社会的共通資本』，岩波書店．



Vargo, S.L., and Lusch, R.F. (2004). “Evolving to a new dominant logic for
marketing”. Journal of Marketing. 60(January), pp.1-17.



Vargo, S.L., and R.F. Lusch, (2014), Service-dominant logic: premises,

perspectives, possibilities , Cambridge University Press, （井上崇道, 庄司真
人, 田口尚史訳『サービス・ドミナント・ロジックの発想と応用』, 同文舘出版,
2016）．


Veblen, T. (1899) The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the

Evolution of Institutions , （高哲男訳『有閑階級の理論』, 筑摩書房, 1998）．


Vickers, J.S. and F. Renand, (2003), “The marketing of luxury goods: An
exploratory study – three conceptual dimensions,” The Marketing Review , 3,
pp.459-478.



Vigneron, F. and F. Johnson (2004), “Measuring Perceptions of Brand Luxury,”

Journal of Brand Management , 11(6), pp.484-506.


Vigneron, F. and L. W. Johnson (1999) “A Review and a Conceptual
Framework of Prestige-seeking Consumer Behavior,” Academy of Marketing
Science Review, 9 (1), pp. 1-15.



和田充夫 (1998) ,『関係性マーケティングの構図』，有斐閣．



和田充夫（1999）,『関係性マーケティングと演劇消費－熱烈ファンの創造と維
持の構図』，ダイヤモンド社．



和田充夫（2002）,『ブランド価値共創』, 同文舘出版．



和田充夫（2012）,「超高関与消費者行動とその対応戦略：BMW から宝塚歌劇
まで」『商學論究』, 関西学院大学, 60（3），pp.69-82.



和田充夫（2015）
『宝塚ファンから読み解く超高関与消費者へのマーケティング』
有斐閣．



Weitz, B. A., H. Sujan and Sujan M.(1986), "Knowledge, Motivation, and
149

Adaptive Behavior : A Framework for Improving Selling Effectiveness,
"Journal of Marketing, 50(Oct), pp.174-191.


Weitz, B.A. and Spiro, R.L. (1990) “Adaptive Selling: Conceptualization,
Measurement, and Nomological Validity,” Journal of marketing Research , Vol.
27, No. 1, pp. 61-69.



Wieseke, J, M. Mauer and S. Alavi (2012), Personal Selling for Luxury

Brands: The Effect of Cognitive and Affective Influence Strategies on
Customer Value Perceptions , Luxury Marketing, Springer.


Wiedmann, K. P., N. Hennings and A. Siebels (2009), “Value-Based
Segmentation of Luxury Consumption Behavior,” Psychology & Marketing ,
26(7), pp.625-651.



Wiedmann, K.P, and N, Hennigs (2012), Placing Luxury Marketing on the

Research Agenda Not Only for the Sake of Luxury , Luxury Marketing:
Springer.


Wiener, P. P. (1968, 1973), Dictionary of the History of Ideas , （荒川幾男他訳
『西洋思想大事典』，平凡社，1990）．



Woodruff, R.B. and Gardial, S.F. (1996), Know your customer: New approach

to customer value and satisfaction, Blackwell Publishers.


山岸俊男（1998）,『信頼の構造』, 東京大学出版会．



山岸俊男（1999）,『安心社会から信頼社会へ』, 中公新書．



山本昭二 (2007) ,『サービス・マーケティング入門』，日本経済新聞社．



山本昭二 (2015),「オムニチャネル特性と消費者行動」,『ビジネス＆アカウンテ
ィングレビュー』,16, pp. 55-68．



Yi-Fu Tuan (1977) Space and Place: The Perspective of Experience , 山本浩訳,
『空間の経験―身体から都市へ』,筑摩書房, 1993．

150

謝辞
最初に，実務一辺倒の私に博士課程において学ぶという契機を与えていただいた，
2016 年度で新潟大学を御退官された高山誠先生にお礼を申し上げたい．最初は途方も
なく遠い道程に目が眩み，幾度となく壁に激突した．しかし，この挑戦の旅から日々探
求する愉しさ，積み上げることの尊さ，そしてプロセスの重要性など，自分が今まで持
ちえなかった生きる上で大切なことを学んだ．今はこの旅に誘っていただいた高山先生
の寛大さに，心から感謝する次第である．

長尾雅信先生が，主査として私の指導をお引き受けくださり，先生は灯台の光のよう
に遠くを照らし，どこに行くべきか，研究するとはどういうことなのかを一から教えて
くださった．理解にも時間のかかる私の指導を，いつもフラットな落ち着いた気持ちで
根気よく行ってくださった．
「自分で考えることができるのが研究者だから」と，簡単に
解を与えず，自律的に考えさせてくださった．2015 年正月，長尾先生から「岸壁を穿つ
ような日々でも，念ずれば通ずと信じてください」というお言葉を頂いた．随分時間が
かかったが，今は長尾先生のお陰で，その言葉の深みを少し理解できた．長尾先生は，
主査をご担当いただく以前から，常に惜しみなく，多くの学びの機会を分けてくださっ
た．長尾先生には，いくら感謝してもしきれない程である．この感謝の念を忘れず，誰
かの役に立つ研究をすることで，先生への恩返しとすることを決意するものである．
平松庸一先生には，修士課程からお世話になり，本学位論文作成にあたっては副査と
してご指導いただき，長い間お世話になった．平松先生のお陰で，私は修士時代に人的
資源管理論に非常に興味を持った．常に哲学を有する平松先生の会話の内容からは深い
影響を受けた．節目の平松先生のご指導無くしては，本学位論文は完成できなかった．
平松先生から，修士時代にお聞きした“イナバウアー”のチャレンジ精神を今後も持ち
続けたいと考えている．長い間の貴重なご指導に心から感謝申し上げたい．
岸保行先生には，博士課程に進学する際の面接官として幸運にも出会うことができ，
副査としてご担当いただく以前からもご指導いただいた．明朗で聡明な岸先生にお会い
すると元気がもらえた．岸先生からは，論理が一貫していることの重要性を度々ご指導
いただいた．ミクロな視点でしか見ていないものに対しマクロな視点を与えてくださり，
151

いつも私に欠けている点を気づかせていただいた．重ねて感謝を申し上げたい．
長尾先生のお陰で，和田充夫先生にもご指導を賜る機会を頂戴した．本論文のテーマ
を掘り下げ，先行研究を探っていくと，必ずといっていいほど和田先生のご高著に出会
ってしまう．そんな和田先生と直接お話できる機会は，この上なく貴重で，いつも背筋
が伸びる時間である．和田先生の研究へ情熱と，学問の造詣の深さ，そして人間味あふ
れる優しさに，研究者のあるべき姿を見ることができた．和田先生から教えていただい
た「自分の研究の先に誰かがいる，誰かの役に立つんだと思って研究をやりなさい」
「考
えるんじゃない，考え抜くんだ」という言葉は脳裏に焼き付いている．長尾先生がもた
らしてくださった素晴らしい出会いと，和田先生の大きな懐に感謝している．

本研究には，多くのブランドの販売員，マネージャー，人事の方，CEO，そしてお客
様からのご厚情を賜った．一人一人のお名前を挙げることはできないが，惜しげなく多
くの情報をさらけ出してくださったことを思い返すと，胸が苦しくなるほど感謝でいっ
ぱいになる．誰の厚情と情報が欠けても本研究は完成し得なかった．ここに記して感謝
したい．そして，途中で私が投げ出そうとした時に「早いわよ」と一言， 3 ブランドを
共にし，その後も人生の師匠である得能摩利子元社長には，かつてのように的確な𠮟咤
激励をいただいた．あの時のあの一言がなければ，やり切ることはできなかった．上司・
部下の関係を終えてからも，いつも遠くから見守ってくださっていることに重ねて感謝
を申し上げたい．
最後に，現在の職場でも先生方をはじめ多くの方にご支援をいただき感謝するばかり
である．実務だけでなくアカデミアにおいても，素晴らしい友人と心からの信頼と尊敬
を持てる師に出会えた幸運と幸福に感謝する．このような幸せな環境を持てるのは何よ
り家族のお陰であり，いつも言葉少なく応援してくれる夫・忠晴と鋭い心ある指摘をく
れる息子・鉄也，そして深い愛情で育ててくれた母・トシ子に心からお礼を申し上げる．

2018 年 1 月
石塚千賀子

152

