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Point
❶	 	産業財市場における購買プロセスである「認知（recognize）⇒理解（comprehend）⇒態度（attitude）
⇒意図（intention）⇒購買（purchase）」という過程を理解する。

❷	 	購買プロセスに対する伝統的なコミュニケーションである広告に関する要点を押さえる。
❸	 	見込み客に、製品やサプライヤーを認識させ、ブランド選好に導き、購入によって要件が満たさ
れると確信させ、最終的に実際に購入へ導くプロセスとしてのプロモーションのエッセンスを整理	
する。

B2B 市場におけるコミュニケーション活動は、
あくまでも開発や営業に比較してという文脈にお
いてではあるが、伝統的にそれほどスポットが当
たる分野ではなかった。B2B 市場においては、コ
ミュニケーションはどちらかというと、営業活動
のサポート機能という位置付けで扱われてきてお
り、研究分野としても、注目され始めたのは比較
的最近のことである。実際に最近の研究で、B2B
市場においても営業活動とともに適切に統合され
たコミュニケーションを展開することにより、
マーケティング戦略全体をかなり効率的、効果的
に遂行することが可能になることが明らかになっ

てきている。本稿では、まず、産業財市場におけ
る購買プロセスの特性とそれに対する伝統的なコ
ミュニケーションである広告に関する要点を押さ
えた上で、広告に関する効果と今後のコミュニ
ケーションの可能性ついてコメントする。

組織の購買行動
まず、事例を一つ紹介したい。某自動車メー

カーの購買センターを構成するメンバー（具体的
には、資材・購買、技術開発、生産技術、生産管
理、企画の各担当者）に対して、その企業にとっ
てのメイン資材サプライヤーの新聞広告が掲載さ
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れている新聞に 10 分間で目を通してもらい、そ
の新聞の中で関心のある記事について 1 人ずつ紹
介してもらうという実験を私の研究室で実施した
ことがある。その結果、技術開発担当者からは、
そのサプライヤーの記事に強く関心を持ったとい
うコメントと共に、当該記事の内容について自分
自身の業務と関連させてかなり詳細な説明を聞く
ことができた。それに対して、資材・購買担当者
の場合は、同じ新聞の中でも、まったく別の会社
の海外生産シフトに関する記事に興味を持ったと
いうことであり、逆に当該サプライヤーの記事に
関してはほとんど記憶にないというコメントで
あった。生産技術担当者からは、技術開発担当の
場合と同様に、その資材サプライヤーの記事につ
いて詳細な印象コメントを得ることができた。

この実験から、同じ自動車会社のメンバーであ
るにもかかわらず、主要資材サプライヤーの広告
に対してかなり異なった印象を受けているという
事実が明らかになった。どうしてなのであろう
か。その資材サプライヤーは当該自動車メーカー
にとっては tieir1 に位置付けされる会社であり、
その記事は、エネルギーの効率化につながる基礎
研究に関する取り組みを紹介するものであった。
自動車メーカーとしても長期的には極めて重要な
テーマであった（特に技術開発担当者にとって
は）。同じ会社メーカーであっても、購買センター
のメンバーはそれぞれの立場により、関心や選好
がかなり異なることがうかがえた。

上記のように B2B 市場における顧客の購買行動
は、異なる立場の複数のメンバーから構成される、
いわゆる購買センターによって推進されるという
点が特徴的である。購買行動のプロセスは、購買
センターが主体となり数社のサプライヤーが想起
されるところからスタートする。次に、想起集合
のリストの中から、購買企業の組織要因と環境要
因を基に、真剣に検討されるべきサプライヤー数
社が絞り込まれる。これが考慮集合である。その
中から購買センターを構成するメンバーの個人的
な選好要素、それに加えて、購買センターという

集団としての選好要素を基に最終的に組織として
のサプライヤー選択が行われる。つまり、組織の
購買行動には、以下の四つが影響要因として作用
すると考えられる。

M. Hutt & T. Speh（2013）は、数ある要因の
中から、組織による購買決定に大きいインパクト
を与える要素として、①戦略的要素、②経営資源・
環境的要素、③集団的要素、④個人的要素の四つ
を挙げている。

組織による購買決定
　= f（  戦略的要素、経営資源・環境的要素、集団

的要素、個人的要素）

1.   戦略的要素 / 基本戦略（企業の目標、事業領
域、競争戦略、購買の位置付け）

2.   経営資源・環境的要素（顧客・市場、競合・
業界、自社資源、マクロ環境）

3.   集団的要素（購買センターの構成、メンバー
間相互作用）

4.   個人的要素（個々のメンバーの個人別評価基
準）

上記の購買プロセスを展開する過程で、個々の
メンバーの心理的状態が変化すると考えられる。
消費者行動論のファネルを流用して説明すると以
下のようになる。

認知（recognize）⇒理解（comprehend）⇒態度
（attitude）⇒意図（intention）⇒購買（purchase）　
というステップである。まず、顧客はサプライ
ヤーの存在を認知して、各サプライヤーの提案内
容をしっかり理解する。その上で、提案内容が良
いか悪いかという態度を決定する、さらに購買す
る意図を固め、社内での稟議を経て予算を確保し
て購買に至るのである。B2B 市場の場合は、提供
する製品になにがしかのカスタマイゼーションを
求められる傾向が強く、営業プロセスが複雑にな
り、結果的に提供するものが高額になる場合が多
い。しかし、上記のプロセスを直販の営業チーム
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図表 1　組織による選定に影響を与える要素に関するモデル

出所：		Jean-Marie	Choffray	and	Gary	L.	Lilien,	"Assessing	Response	to	Industrial	
Marketing	Strategy."	Journal	of	Marketing（1978）をもとに筆者加筆修正

のみで展開することに限界はないだろうか？（特
に効率性という点において）

営業パーソンが顧客 1 社に 1 回訪問するのにど
の程度のコストがかかっていると考えたらいいの
だろうか。仮に営業担当者の 1 年間の賃金および
その他の費用を合計してシンプルに 1,200 万円と
して、年間稼働日数を 200 日、1 日当たりの費用
を 6 万円、平均的に 1 日で 4 顧客に訪問できると
仮定すると、一訪問当たりの費用が 1 万 5,000 円
となる。本来であれば交通費や多少の接待費など
も入れる必要がある。これらを加えると 1 回の訪
問にかかる費用はさらに高額になる。単に認知レ
ベルを向上させるためだけの訪問として考えると、
営業は極めて高くつく手段である。では、逆に 1
回の訪問で態度や意図まで形成させることができ
るかというとそれもかなり難しい。つまり、営業
活動のみでは、極めて効率の悪いマーケティング
になる可能性が高いのである。それを補完するの
が広告等のコミュニケーション活動である。次に
広告について考えてみたい。

広告の役割～認識を促す
前述の購買プロセスを営業活動の視点から見る

と、製品やサプライヤーについて認識のない見込
み客に、製品やサプライヤーを認識させ、ブラン
ド選好に導き、購入によって要件が満たされると
確信させ、最終的に実際に購入へ導くプロセスと
考えることができる。実際にある雑誌広告の問い
合わせカードを返信してきた設計技師の 61% が、
その広告を出した会社について、広告を見るまで
認識していなかったと回答している 1。企業広告は
また、製品に対する選好を促すのに一役買うこと
もある。しかも “費用効率良く” である。また、広
告によって企業の独自性やイメージを構築するこ
ともできる。米国では、Hewlett-Packard 社、Dell
社、IBM 社などが、『ビジネスウィーク』誌などの
業界誌の広告やテレビ広告までも使って自社ブラ
ンドの価値をアピールし、幅広い読者を対象に自
社の好ましいイメージを構築しようとしている。
日本でも最近 NEC や日立製作所などが洗練された
広告をテレビ媒体に展開するようになっている。

企業間広告の限界
効果的なコミュニケーションプログラムを作成

するには、B2B マーケティング担当者はすべての
コミュニケーションツール（広告、広報、販促、

1    Raymond E. Herzog, "How Design Engineering Activity Affects Supplies" Business Marketing 70 （November 1985）: p.143. 
20 David A. Aaker and Erich Joachimsthaler, "The Lure of Global Branding," Harvard Business Review 77 （November-December 
1999）: pp.137-144.

B2B 市場における統合型コミュニケーション



経営センサー　2016.7・8
4848

SNS 等）を組み合わせて、統合型プログラムとし
て各ツールをそれぞれが最も効果を発揮するコン
タクトポイント（ターゲットセグメント顧客との
接点）で使用しなくてはならない。また、当然で
はあるが、B2B 広告に限界があることも踏まえて
おく必要がある。つまり広告は、効果的なフェー
ストゥフェースの営業活動の代わりになるもので
はないということである。広告は、認識を促し、
情報を提供し、営業担当者のために重要な見込み
客を発掘する上で補助的な役割を果たすものと考
えるべきである。

B2B広告のプロセス
下記の広告決定モデルは、B2B 広告の管理に必

要な構成要素を示している。広告のプロセスは広
告目標を立案することから始まる。この広告目標
は、マーケティング目標から導き出される。目標
を達成するためにどのような活動とどのくらいの
支出が必要かを検討することになる。次に、広告
目標により導き出される、望ましいターゲット顧
客市場の状態（認知、理解、態度など）を実現す
るための、具体的なコミュニケーションメッセー
ジを作成する。前述のとおり、対象がエンジニア
か購買かによってかなり求められるコンテンツが
異なることに留意する必要がある。コンテンツと
同時に、対象とするターゲット顧客市場に接触す

るために利用するメディアを見極め、選択するこ
とである。主として専門誌、業界誌などの媒体が
選択される傾向がある点も B2B 広告の特徴であ
る。上記のプロセスを通して、ターゲット層から
具体的な意識や行動を引き出すことを目指した広
告キャンペーンが構築される。最後の、そして極
めて重要なステップが、キャンペーンの有効性を
評価することである。

広告目標の明確化
広告によって何を達成すべきかが分かれば、広

告予算をより正確に決定することができる。目標
は、同時に広告活動を評価するための基準にもな
る。広告目標を明確にする上で、担当者は次の 2
点を理解しなくてはならない。（1）広告はマーケ
ティング戦略全体の目標を達成するためのもので
ある。したがって広告目標は、戦略全体の狙いを
反映したものでなくてはならないということ。ま
た、（2）広告プログラムの目標は、広告にふさわ
しい役割、すなわち認識を促し、情報を提供し、
意識に影響を及ぼし、購買センターに対して、企
業や製品の存在を思い出させるという役割に対応
するものでなくてはならないということの 2 点で
ある。

目標の明文化
広告目標は測定可能でかつ現実的なものでなく

てはならず、何をいつまでに達成すべきかを明確
にする必要がある。目標とは、広告プログラムの
作成、調整、評価に携わる全員にとって、進むべ
き一つの方向性を示唆するものである。目標を適
切に設定することで、広告活動を評価する基準と
しても機能する。例えば「エネルギー効率といえ
ば当社ブランドの業務用エアコンを連想するとい
うゼネコン顧客の割合を、2015 年 9 月の測定時の
15% から 2016 年 12 月までに 30％に増やす」と
いったものである。この目標があることで、広告
プロジェクトにかかわる全員が、ゼネコンの購買
センター構成員の目に触れるメディアを選択し、

広告目標の設定と目標市場の決定

広告の有効性評価

メディアの選択

メッセージの作成

広告予算の決定

©Cengage learning 2013

図表 2　企業間広告プログラム作成の決定段階

出所：		M	Michael	D.	Hutt	 &	 Thomas	W.	 Speh,	Business	Marketing	
Management	South-Western	Pub.
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それを利用して伝えるべきメッセージを作成する
よう導かれるのである。目標はまた、達成度や成
果を測定する手段にもなる。

対象とする顧客セグメント
広告の役割の一つが、営業担当者では接触しに

くい購買センターのメンバーにアクセスすること
である。このプロセスでは、ターゲットとされる
購買企業の中で、購買意思決定に強く影響を及ぼ
すと想定されるキーパーソンを明確にすることが
望まれる。キーパーソンとは、経営トップとのコ
ミュニケーションが自由にでき、現場にも精通し
ており、知識レベル、専門性、関与度が高く、購
買企業の中で重要な情報の結節点になっているよ
うな人である 2。

クリエーティブ・ステートメント
最後に検討すべきは、メッセージを具体的に決

める基準となるステートメントである。この作業
で大事な点は、ターゲット市場セグメントにおい
て製品をどのようにポジショニングするかという
ことである。製品のポジショニングは、ターゲッ
トセグメントが製品をどうとらえるかということ
と関係している。例えば、先ほどの業務用エアコ
ンが、信頼性は高いが、エネルギー効率の点で悪
いというポジショニングで対象顧客に認識されて
おり、最近の製品開発によりエネルギー効率が大
幅に改善されたという事実が全く反映されていな
い状況だったとする。プロジェクト・チームでは、
単に “信頼性の高いエアコン” から、“高性能でエ
ネルギー効率の高いエアコン” へと位置付け直す

（これをリ・ポジショニングという）というステー
トメントをベースに、テーマ選定、コピー作成、
メディア選択などが行われることになろう。

メッセージの作成
メッセージに関していくつかポイントを述べた

い。まず、専門的過ぎるメッセージは、受け手の
立場によっては、情報を探そうという欲求につな
がりにくくなる可能性があるということを指摘し
ておきたい。これは、専門的なメッセージは操作
の難しさを連想させるためである。前述の研究で
示唆されたように、技術系のバックボーンを持っ
ている顧客（例えば、エンジニアや建築家など）
は専門的な広告に対して好意的に反応する一方で、
非技術系の顧客は専門的でない広告に対しより好
意的に反応する傾向があるということを意識して
おくことが大事である。

次に、顧客が購入するものは、物理的な製品で
はなく、“効用” や “問題解決” であるという点で
ある。顧客が本当に求めているものは、製品や装
置ではなく、例えば、何らかの作業をよりよく行
う方法、最終製品をより安く製造する方法、品質
を向上させること、納期を短縮すること、ダウン
タイムを最小にすること、売り上げを増やすなど
である。広告メッセージは対象とする顧客が求め
ている効用に着目し、自社の製品によってその効
用が享受されることをターゲット顧客に納得させ
る必要がある 3。

最後に顧客の求める “効用” や “問題解決” は、
顧客セグメントによって大きく異なるということ
を意識しておく必要があるという点である。購買
決定要因（KBF）がすべてのセグメントに共通し
ていると考えてはいけない。製品開発のプロセス
においても市場セグメントの概念が重要であるが、
効果的な広告メッセージを作成する際にも必要に
応じて、フィールド調査を行い、主要セグメント
ごとの KBF や求める “効用” や “ソリューション”
を把握しておくことが求められる。

2   笠原英一　立教大学大学院ビジネスデザイン研究科授業 “B2B マーケティング” ハンドアウト資料（2015）
3    Steve McKee, "Five Common B2B Advertising Myths," Business Week, April 2007（アクセス日：2008 年 7 月 29 日、http://www.

businessweek.com）
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広告の有効性評価
広告が即、引き合いや受注につながるというこ

とは期待できないかもしれない。しかし、広告が
認識を促す、その会社に対するロイヤルティーを
刺激する、あるいは製品に対する好意的な態度を
促すことを目的としている限り、マーケティング
担当者は、広告投資に対するリターンを何らかの
方法で実証しておくことが望まれる 4。マーケ
ティング活動の成果を適切に測定できる企業は、
競合他社に比べ採算性や株収益が高いという調査
結果も出されている 5。そもそも、広告の有効性
を測定することは、広告とその結果生じる行動、
つまり購買決定との “間に存在するもの” に及ぼ
す影響を評価することを意味する。

広告戦略担当者は、広告キャンペーン実施前
に、自社の製品が特定の目標市場でどの程度認識
されているかという現在のレベルを把握しておく
ことがポイントである。広告キャンペーンが終了
したら調査を行い、実施前のデータを基準として、
ターゲット市場セグメントの認識がどう変わった
かを調べる。具体的には、以下の五つである。（1）
市場カバー率、（2）購買動機、（3）メッセージ
有効性、（4）メディア有効性、（5）総合結果

    
目標市場のカバー率：広告が設定した対象セグメ
ントにどの程度到達できたか
主な購買動機：購買決定の引き金となったか
メッセージの有効性：メッセージが対象セグメン
トのキーパーソンの印象にどの程度残ったか
メディアの有効性：各メディアを通してどの程度、
メッセージが対象セグメントに到達したか

総合的な結果：広告が設定した目標を達成でき 
たか

B2B 広告担当者は、広告の間接的なコミュニ
ケーション効果も測定すべきであるという指摘が
ある 6。この指摘をする調査研究において、広告
が口コミによるコミュニケーションに影響を及ぼ
すこと（間接的な影響）、口コミ的なコミュニケー
ションが購買者の意思決定において重要な役割を
果たすことが明らかにされている。つまり広告の
有効性を測定する場合、広告の間接的な効果とし
ての口コミへの影響を追加的に測定する必要があ
ることが示唆される。

広告の効果
効果的な広告は営業活動の成果を高める。古い

調査ではあるが、ジョン・モリルは、30,000 の購
入場所にて 26 の製品ラインに関して 100,000 件近
いインタビューを実施し、B2B 広告が営業活動の
成果に及ぼす影響を調べている 7。営業担当者に
よる訪問 1 回当たりのドル当たりの売上高が、訪
問以前に顧客が広告を目にしている場合には、そ
うでない場合に比べて高くなると指摘している。
会社や製品に対する認識が高まるというだけでな
く、サプライヤーの広告を目にしたことがある購
買者は、そのサプライヤーの営業担当者を、そう
でないサプライヤーの営業担当者に比べ、製品知
識、サービス、熱意という点で非常に高く評価す
るということが別の調査で指摘されている 8。
B2B 広告の主な役割は、サプライヤーの評判を高
めることと考えることができよう。

4  Diane Brady and David Kiley, "Making Marketing Measure Up," Business Week, December 13, 2004, pp.112-113.
5    Dan O'SulIivan and Andrew V. Abela, "Marketing Performance Measurement Ability and Firm Performance," Journal of Marketing 

71 （April 2007）: pp.79-93. 以下も参照：Todd M. Powers and Anil Menon, "Practical Measurement of Advertising Impact: The 
IBM Experience" in Roger A. Kerin and Rob O'Regan （eds.）, Marketing Mix Decisions: New Perspectives and Practices （Chicago: 
American Marketing Association 2008）, pp.77-109.

6    C. Whan Park, Martin S. Roth, and Philip F. Jacques, "Evaluating the Effects of Advertising and Sales Promotion Campaigns," 
Industrial Marketing Management 17 （May 1988）: p.130.

7  John E. Morrill, "Industrial Advertising Pays Off," Harvard Business Review 48 （March-April 1970）: pp.4-14.
8    Eunsang Yoon and Valerie Kijewski, "The Brand Awareness-to-Preference Link in Business Markets: A Study of the 

Semiconductor Manufacturing Industry,” Journal of Bustness-to-Bitsiness Marketing 2 （4, 1995）: pp.7-36.
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また B2B 広告に関しては、販売効率を高める効
果があることが指摘されている。広告費を増やす
と、B2B 市場の場合はブランド認知が高まり、そ
の結果として市場シェアの拡大や利益増につなが
るのである 9。厳格にコントロールされた実験計
画法を使って、B2B 広告が売上や利益に及ぼす影
響を測定する調査が行われた。その調査では、広
告を行った場合、調査前の広告を行わない期間と
比較して売上、粗利益、純利益がはるかに高くな
るという結果が出ている 10。具体的には、粗利益
が広告ありの場合、広告なしの場合に比べて 5 倍
から 6 倍高いという結果である。

今後のコミュニケーションの可能性
本稿では伝統的な広告というコミュニケーショ

ンを中心にコメントしたが、B2B 市場におけるコ
ミュニケーションとしては、オンライン広告、検
索エンジンマーケティングを利用したキーワード
広告、そしてフォーラム、ブログ、ウィキペディ
アなどのソーシャルメディアを通したコミュニ
ケーションが大きな影響力を持ちつつある。伝統
的な営業活動との統合的な展開も重要なテーマで
ある。また機会があれば、こうした展開について
も紹介していきたい。

9  "New Proof of Industrial Ad Values," Marketing and Media Decisions （February 1981）: p.64
10    "ARF/ABP Release Final Study Findings," Business Marketing 72 （May 1987）: p.55.
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