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要旨
本稿は文献レビューによって、マーケティングやセールスに関するケイパビリティ構築における
販売現場の役割を示すモデルの構築を目的とする。まず、マーケティング・ケイパビリティやセー
ルス・ケイパビリティの文献を検討し、先行研究では比較的組織の上位のマネージャーから見た組
織プロセスに注目が集まり、顧客に近い販売店舗のような現場における組織プロセスに関わるケイ
パビリティの貢献が十分検討されていないことを示した。そして、パーソナル・セリングやリテー
ル・マネジメント、サービスマネジメント、戦略論の研究の中から関連する研究にも言及しつつ販
売現場の役割に関する実証研究に向けた概念的なモデルを構築した。
Abstract :
The purpose of this paper is to build a conceptual model on the role of front-line sales
organizations in enhancing marketing and sales capabilities by reviewing the relevant literatures. First, we examined the literatures on marketing capabilities and sales capabilities.
We found that previous research tended to focus on organizational processes from the perspective of upper managers in an organization. As a result, the contribution to capability
enhancement by sales organizations such as sales outlets and dealerships has not been
fully considered. We constructed a model for empirical research on the role played by sales
organizations, using related research on personal selling, retail management and strategy.
［キーワード］
マーケティング・ケイパビリティ、セールス・ケイパビリティ、戦略、販売組織
Keywords : Marketing Capabilities, Sales Capabilities, Strategy, Sales Organizations
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センシング、ターゲティング、ポジショニング
などの会社の方針に関わり、⑵は CRM、顧客

Ⅰ．はじめに

へのアプローチ、製品のマネジメントや開発に
近年、少子高齢化や国内市場の成熟化に伴い

関わり、inside-out, outside-in, spanning に分

多くの業界において製品の販売は激しい競争に

類できる。⑶は組織内の個人を貢献させる能力

直面していると考えられる。このような状況に

で あ り、マ ー ケ テ ィ ン グ の 実 行 に 関 連 す る

おいて生き残りを図るため、メーカーによる新

（Kamboj & Rahman，

）
。

製品の開発や改善に加えて、店舗のような販売

MC の構成要素としては、マーケティングの

現場における業務の効率化によるコストの削減

P（プロダクト、プライス、プレイス、プロ

や顧客関係の強化やサービスと製品の融合に基

モーション）が挙げられている（Vorhies，

づく収益の拡大が必要になり、その実現のため

より具体的には、⑴製品開発、⑵価格決定、⑶

に販売現場の組織能力（ケイパビリティ）を高

チャネルマネジメント、⑷マーケティング・コ

めていく必要がある。

ミュニケーション、⑸販売（セリング）
、⑹市

）
。

本稿はマーケティングとセールスのケイパビ

場情報の分析・活用、⑺マーケット・プランニ

リティ構築における販売現場の役割を示すモデ

ング、⑻マーケティング・インプリメンテーシ

ルを構築することを目的とする。構成としては、

ョンがある（Vorhies & Morgan，

）
。

RVB（Resource Based View）に基づく研究

MC の効果に関しては、MC は売上の成長や

の一環としてのマーケティング・ケイパビリテ

収益性などのパフォーマンスに対してポジティ

ィやセールス・ケイパビリティの文献を検討し、

ブな効果があるとされている（Su ほか，

問題提起を行う。そして、パーソナル・セリン

Song ほか，

グやリテール・マネジメント、サービスマネジ

満足などの顧客成果を通して財務成果に影響す

メント、戦略論の研究の中から関連する研究に

るという研究（Lindblom & Kajalo，

も言及しつつモデルを構築する。

や、顧客満足、従業員満足、社会貢献という非

；Vorhies，

；

）
。また、顧客
）

財務成果を通じて財務成果に影響するという研

Ⅱ．マーケティング・ケイパビリティとは

究（Cruz-Ros ほか，

何か

）もある。

また、MC と成果等の関係におけるモデレー
ターとしては、産業特性・市場特性・環境変動・

マーケティング・ケイパビリティ（以下、

環境不確実性が挙げられており（Kamboj

&

MC）とは、
「企業が顧客のニーズを競合より

Rahman，

もよく理解し予測しその提供物を顧客に適切に

ket

リンクさせる能力」を表し、
「顧客の複雑な特

ケイパビリティと成果の関係性が強くなる（Su

定的ニーズの束を理解し、競争において製品差

ほか，

）
、たとえば市場の変動性（Mar-

Turbulence）が高いとマーケティング・
）とされている。

別化を実現し、抜きん出たパフォーマンスを実
現するために有形・無形の資産を用いる能力」
と定義されている（Mu，

Ⅲ．問題提起：測定方法と能力を担う主体

，p． ）
。

MC は、⑴戦略的マーケティング・ケイパビ

マーケティング・ケイパビリティ（MC）の

リティ、⑵機能的マーケティング・ケイパビリ

研究に際しては、多くの調査において組織の上

ティ・⑶オペレーショナル・マーケティング・

位に位置するマネージャーへの質問紙調査（ま

ケイパビリティに分けられる。⑴はマーケット

たは得点化された構造化インタビュー）が行わ

―

―
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れており、たとえばトップマネージャー（CEO

決定するのは販売組織の役割が大きいと考えら

や社長等）
（Cruz-Rosほか，

れる。機能的マーケティング・ケイパビリティ

；Suほか，

）
、

マーケティングや研究開発担当副社長（Song

に関しても、地域限定の宣伝広告、顧客との関

）
、SBU
（Strategic Business Unit）

係構築などは販売組織が主役になると考えられ

ほか，

などの事業部門長（Song ほか，

）などが

る。オペレーショナル・マーケティング・ケイ

対象になっている。また、MC をマーケティン

パビリティとしてマーケティング施策を実行す

グに関する資源を効率的に成果に変換する能力

る組織を育てることはメーカーにも販売組織に

と捉え、財務データにおけるマーケティングに

も求められよう。以上からは、販売組織の中に

関するインプットに対するアウトプットの割合

おける組織プロセスにも注目してケイパビリテ

として MC を計測しているものもある（Nath

ィを計測することが必要と考えられる。

ほか，

；Yu ほか，

；Ju ほか，

）
。

以上のような上位のマネージャーへの質問紙

Ⅳ．販売現場のケイパビリティ

を用いた計測方法は一定の有効性はあると考え
られるものの、このような質問紙には主に組織

以上のように、マーケティング・ケイパビリ

トップレベルに関連する組織プロセスに関する

ティ（MC）の研究においては、上位レベルの

質問が中心になり、販売拠点・店舗などの顧客

マネージャーから見たケイパビリティが注目さ

接点に近い下位・現場レベルでの組織プロセス

れていた。しかし、より広く先行研究を見ると

に関する測定を行うことが困難だと考えられる。

店舗レベルの MC、セールス・ケイパビリティ

あるいは、販売拠点ごとに能力の差異がある場

に関する研究も少数ながら存在する。
ここではまず、マーケティング、セールス、

合にそれを測定することも困難だと予想される。
また、財務データを用いて MC を測定した場

そして日本においてそれらに関連する言葉とし

合も販売現場の貢献を評価することは難しく、

ての営業の意味について確認したい。

また、組織プロセスそのものではなく財務デー

マーケティングは製品やセグメントへの志向

タを用いてケイパビリティを測ることに関する

性、長期的戦略的志向性、分析とプロセスへの

疑問もある。

志向性で特徴づけられる一方で、セールスは顧

商品の販売については、特定メーカーとは関

客への志向性、短期的戦術的志向性、関係と結

係のない小売店で販売されることも、直営店舗

果への志向性で特徴づけられるとされる（本下・

で販売されることも、フランチャイズなどの方

佐藤，

式で系列化された主体が販売を行うことも考え

ング部門がマーケティング・リサーチ、セグメ

られるが、どの形態においても販売組織はマー

ンテーション、商品企画、ブランディングなど

ケティングにおいて一定の役割を有すると考え

を、セールス部門は個々の顧客への販売やアフ

られる。特に、直営やフランチャイズなどの方

ターサービスなどを行い、価格決定やプロモー

式で特定メーカーの商品を扱う販売組織が存在

ション、見込み顧客の選別などは両部門が協働

する場合、それらの販売組織とメーカーをあわ

するが、マーケティング部門の権限が強い場合

せたビジネス・システム全体において競争が行

が多いとされている。ただし、マーケティング

われていると捉えることができよう。たとえば、

の諸活動とセールスの諸活動は連続的なものと

）
。そしてアメリカではマーケティ

戦略的マーケティング・ケイパビリティに関し

もされている（本下・佐藤，

ては、主にメーカーが担うことが考えられるが、

の研究においては、MC には販売やアフターサ

地域や顧客ごとにどの商品に重点を置くのかを

ービスなどセールス的活動も含まれており、マ

―

―

）
。また、MC
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ーケティング が 広 い 意 味 で 捉 え ら れ て い る

るセールス・ケイパビリティの関係性、②販売

（Kamboj & Rahman，

組織が担う販売以外の諸活動やそれに伴う組織

）
。また、日本に

おける営業は、セールス（販売）活動を含むが、

内調整プロセス、そしてセールスの計画、コン

セールスよりも広く、取引の前後に及ぶ諸活動

トロール、動機づけのプロセスなどとの関連性、

や、社外の顧客とのやりとりだけでなく社内調

③モデレーターとなる内的、外的要因の探求が

整も含むとされている（本下・佐藤，

ある。①はたとえば、新規顧客獲得を重視した

）
。

以下では、顧客への販売活動を担う販売組織

販売戦略と既存顧客を重視した戦略、ソリュー

のケイパビリティに関する研究を検討したい。

ションや提案に基づく価値創造型の販売アプロ

まず、セールス・ケイパビリティは、販売員ら

ー チ が あ る と 指 摘 さ れ て い る（Guenzi ほ

の知識やセールスマネジメント技術、マネジメ

か，

ント計画、コントロールシステムや関連する研

ース・ケイパビリティについてマーケティング

修システムによって実現された、販売プロセス

研究の視点だけではなく、戦略論や組織論、日

におけるコンピテンシーとされている（Krush

本の営業研究などの視点から接近することが有

ほか，

）
。セールス・ケイパビリティは MC

の一部とされている（Rodrigues ほか，

）
。これらの指摘は、セールス・フォ

効だと捉えることもできる。
また、店舗レベルでの MC（store-level mar-

）
。

セールス・ケイパビリティは組織レベルの概念

keting capabilities : SMC）についての研究も

であり、販売員などが顧客に対応するプロセス

存在する。SMC は、小売業者が店舗でのマー

に関わるパーソナル・セリング・ケイパビリテ

ケティングのルーティンを顧客価値と財務成果

ィと、それを構築する組織的文脈に関わるセー

を高める形で実行していく能力を指す（Lind-

ルスフォース・マネジメント・ケイパビリティ

blom & Kajalo，

の

つから構成されるとされている。パーソナ

かつ独自の品揃えを実現し、顧客のニーズに合

ル・セリング・ケイパビリティの源泉としては

わせて変化させるアソートメント・マネジメン

個人の能力が含まれるが、顧客への販売活動が

ト・ケイパビリティと、店員の専門性や商品知

名以上の販売員により組織的に行われること

識に基づき良い顧客サービスを提供するカスタ

が多いことから、パーソナル・セリング・ケイ

マーサービス・マネジメント・ケイパビリティ

。SMC は、広範
，p． ）

つの SMC は、顧客

パビリティも組織レベルの概念とされている

から構成される。これら

（Cron ほか，

成果を通じて財務成果に影響することが示され

；Guenzi ほか，

）
。

事業部または会社のセールス責任者を対象と

ている（Lindblom & Kajalo，

）
。ここで

した調査では、セールスフォース・マネジメン

は今後の課題として、プライシングやプロモー

ト・ケイパビリティはパーソナル・セリング・

ションを含めた包括的な SMC の効果の検討、

ケイパビリティに影響し、パーソナル・セリン

市場志向との関連性などが挙げられている。

グ・ケイパビリティは顧客成果、市場成果を通
じて収益性に影響していること、セールスフォ

Ⅴ．仮説の設定とモデルの構築

ース・マネジメント・ケイパビリティのうち、
セールスフォース・ストラクチャリングは収益

以上では、マーケティング・ケイパビリティ

性に直接の影響を与えることが示されている

の調査においては上位マネージャーから見た組

（Guenzi ほか，

織プロセスに焦点が当てられているため顧客に

）
。

セールス・マネジメント・ケイパビリティに

直に接する販売組織の役割が十分に評価されて

ついての今後の課題として、①戦略と求められ

いな可能性があること、マーケティング・ケイ

―

―
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パビリティの一部としてセールス・ケイパビリ

③販売努力を様々な製品や市場にどのように分

ティや店舗レベルのマーケティング・ケイパビ

配するかに関わるカスタマー・ターゲティン

リティの調査も行われているが、必ずしも販売

グの

組織のケイパビリティを包括的に扱ったもので

ただし、本稿では販売組織においても店舗な

はなく調査の数も限られること、マーケティン

どの顧客に接する現場に近い領域での組織プロ

グ研究に限らず戦略論などの視点からの調査も

セスに注目するため、①のセールスフォース・

必要と思われることを指摘した。よって、本研

ストラクチャリングについてはモデルに含めな

究では、以下の

点に関する仮説に基づくモデ

ルを構築する。

つがあるとされる（Guenzi ほか，

いこととする。また、Guenzi ほか（

）
。

）が

今後の課題としてモチベーショナルな側面に注
目すべきと指摘したことを踏まえ、②は従業員

⑴販売組織が持つ様々なセールス・ケイパビリ

の育成・定着と動機づけを含む店舗レベルの

ティは、顧客成果および財務成果にどのよう

HRM として広く捉えることにする。コンピテ

に影響しているのか

ンス・ベースド・ビューに基づくと、一般に組

⑵販売組織が属するブランドの戦略は、販売組

織が活動のプロセスを改善するために構成員の

織のセールス・ケイパビリティと成果の関係

知識を活用する能力はインプットをアウトプッ

をどのように変化させるのか

トに有効かつ能率的に変換することを促すとさ
れているため（Grant，

．セールスフォース・マネジメント・ケイパ
ビリティの効果

）
、店舗レベルの

HRM はパーソナル・セリングの活動を円滑に
すると予想される。そこで、

セールス・ケイパビリティは、販売員などが
顧客に対応するプロセスに関わるパーソナル・

H ：店舗レベルの HRM は、パーソナル・セ

セリング・ケイパビリティと、それを構築する

リング・ケイパビリティに正の影響を与える。

組織的文脈に関わるセールスフォース・マネジ
メント・ケイパビリティの

つから構成される

また、顧客をセグメンテーションして優先順

とされており、これらはいずれも組織レベルの

序を明確化し、それぞれに適切な販売方策を設

概念である（Cron ほか，

定することは資源や労力の有効な配分を高める

；Guenzi ほか，

）
。なお、パーソナル・セリング・ケイパ

（Avlonitis & Panagopoulos，

）
。これは

ビリティはさらに、売上を向上させるセースル

販売員らが時間を有効に使い顧客のニーズを理

マンシップと、顧客との関係を構築し発展させ

解し対応することを助けると考えられる。そこ

ることを表すアカウント・マネジメントの

で、

つ

に分けられる。
セールスフォース・マネジメント・ケイパビ

H ：カスタマー・ターゲッティングは、パー

リティは、パーソナル・セリング・ケイパビリ

ソナル・セリング・ケイパビリティに正の影

ティに影響を与える組織的文脈に関わるもので

響を与える。

あり、
①営業組織の人員の適切な配置に関わるセール

．パーソナル・セリング・ケイパビリティの

スフォース・ストラクチャリング、

効果

②人材の獲得、育成、定着に関わるタレント・
マネジメント、

セールス組織についての理論的なモデルは、
ターゲティングやストラクチャリング、トレー

―

―
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ニングなどの組織的な取り組みが販売活動のプ

業組織の事例研究では、営業拠点内で組織ルー

ロセスを促進し、顧客成果や企業にとっての成

ティンが形成されたことで営業拠点の業績の向

果（マーケットシェア、利益など）をもたらす

上が見られた。田中（

とされている。一方で、小売店の研究において

車販売会社における標準化の推進を含む業務改

顧客成果（顧客満足や顧客ロイヤルティ）と財

革が競争力を強化する可能性が示されている。

務成果の関係が有意にならなかったという研究

以上から、

もあり（Pritchard & Silvestro，

）においても、自動

）
、更な
H a：販売組織内の標準化は、パーソナル・

る検討を要する。そこで、

セリング・ケイパビリティに正の影響を与え
H ：パーソナル・セリング・ケイパビリティ

る。
H b：販売組織内の標準化は、カスタマーサ

は、顧客成果に正の影響を与える。
H ：顧客成果は、製品販売に関する財務成果

ービス・ケイパビリティに正の影響を与える。

に正の影響を与える。
サービスにおける顧客対応の品質は、顧客満
．製品関連サービスについての要因

足や顧客ロイヤルティなどの顧客成果に影響し、

また、Guenzi ほか（

）が今後の課題と

顧客成果は売り上げや利益率などの財務成果に

して販売組織が担う幅広い機能にも注目すべき

影響を与えるとされている（Hogreve ほか，

と指摘したことを踏まえ、アフターサービスな

）
。よって、

どの製品関連サービスに関する活動についての
H ：カスタマーサービス・ケイパビリティは、

要因も検討することとする。

顧客成果に正の影響を与える。
たとえば、製品に関連するアフターサービス
の強化を行うにあたっては製造部門とサービス

．モデレーターとしての一般戦略について

部門の間でコンフリクトが生じることがあり部

先行研究においては、求められるケイパビリ

門マネージャー間の協働が求められる（Cohen

ティは戦略によって異なるとされている。たと

ほか，

）
。また、顧客への良いサービス提

えば、革新的な製品を積極的に導入するプロス

供のため部門間で課題を共有し協力することと

ペクター型の戦略をとる企業では、テクノロジ

しての部門間協働を含む市場志向は、顧客価値

カル・ケイパビリティ及び IT ケイパビリティ

の高いサービ ス の 提 供 を 促 す と さ れ て い る

と成果の関係が強く、既存製品の改善を重視す

（Martelo ほか，

るディフェンダー型の戦略をとる企業ではマー

）
。

ケティング・ケイパビリティ及びマーケット・
H ：部門間協働は、カスタマーサービス・
ケイパビリティに対して正の影響を与える。

リンキング・ケイパビリティと成果の関係が強
いことが示されている（Song ほか，

）
。一

方で、多様な要素を含むマーケティング・ケイ
）では、サービス業における組

パビリティやセールス・ケイパビリティについ

織内のオペレーションの標準化により、業務の

て、企業が採用している戦略によりどの特定の

効率化が促進されること、その結果として顧客

能力が重要になるのかについては十分な検討が

接触に関する活動を強化する余地が生じること

なされていない。

具ほか（

が示されている。山城（

そこで、本稿では戦略について頻繁に用いら

）による複数の営
―
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れる分類である一般戦略と、ケイパビリティの

のとる戦略が差別化戦略である時、部門間協

関係を考察する。一般戦略は、コスト優位の源

働がカスタマーサービス・ケイパビリティに

泉を分析・利用し標準的で実利的な製品を売る

与える正の影響が強くなる。

コスト・リーダーシップ戦略、製品の独創性な
どに基づきプレミアムを市場で得ることを狙う

特定のセグメントに注力するフォーカス戦略

差別化戦略、特定のセグメントに注力するフォ

はニッチ戦略とも称される。村山（

ーカス戦略の三種類がある（Porter，

ニッチ戦略では独自のブランドイメージを作り、

）
。な

）では

お、コスト・リーダーシップ戦略や差別化戦略

限られた顧客に対して明確なメッセージを発す

は、製品の開発・製造だけではなく調達や流通、

るとされている。そこで、ニッチ戦略をとるメ

販売を含むバリューチェーン全体の中で実現さ

ーカーの商品を扱う販売組織が、地域市場の分

れる。

析とそれに基づくターゲッティングを適切に行

コスト・リーダーシップ戦略において、コス

えていない時、製品に適合した顧客を引きつけ

ト優位の源泉の一つは学習の経済であるとされ

販売を行うことは困難になると思われる。よっ

ている（Grant，

て、

）
。販売組織が販売やサ

ービスに関連する組織内のプロセスを標準化す
ることは、組織ルーティンの形成を促し組織学

H d：販売組織とその組織が属するメーカー

習を推進し業務の効率化に役立つと考えられる。

のとる戦略がニッチ戦略である時、カスタマ

また、藤本ら（

）はサービスを標準化しモ

ー・ターゲッティングがパーソナル・セリン

ジュールとして提供することはコスト削減に役

グ・ケイパビリティに与える正の影響が強く

立つとしている。以上から、

なる。

H a：販売組織とその組織が属するメーカー

Ⅵ．終わりに

のとる戦略がコスト・リーダーシップ戦略で
本研究では、先行研究のレビューを通じて仮

ある時、標準化がカスタマーサービス・ケイ

説を設定しそれらの仮説を合わせて図表

パビリティに与える正の影響が強くなる。

のよ

H b：販売組織とその組織が属するメーカー

うなモデルを構築した。このモデルはあくまで

のとる戦略がコスト・リーダーシップ戦略で

試案的なコンセプチュアル・モデルであり、今

ある時、標準化がパーソナル・セリング・ケ

後サーベイや事例研究などの実証研究により検

イパビリティに与える正の影響が強くなる。

証されるべきものである。また、このレビュー
においてはマクロ（あるいはメゾ）レベルとし

差別化戦略においては、ブランドのイメージ

ての組織レベルの要因に焦点をあてたため、

に基づいた一貫した商品提供及び補完的な施策

パーソナル・セリングや日本の営業研究におけ

が求められ、機能横断型の協働が求められると

る個人レベルの研究を十分に扱うことができな

されている。また、藤本ら（

）はすり合わ

かった。環境要因についての分析、特に変化す

せ型のサービスとして個々の顧客に応じたサー

る環境における持続的な競争優位に関わるダイ

ビスを提供することはサービスの価値を向上さ

ナミック・ケイパビリティ論からの検討や B
B と B C のセールスの違いの検討も行うこと

せるとしている。よって、

ができなかったため、今後はこれらの文献につ
H c：販売組織とその組織が属するメーカー
―

いても検討していきたい。
―
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