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一章 CRMの基本的な知識 
 

１、CRMとは何か？ 
 

CRM（Customer Relationship Management）とは、「顧客関係性のマネジメント」のこ
とで、企業が商品やサービスを購入してもらい続けるために、顧客とのコニュニケーショ

ンを最適化していくマーケティングの考え方である。 
CRMの最大の特徴は、従来の「作った商品をいかに顧客市場にさばいてゆくか」という
企業中心のマスマーケティング的なアプローチではなく、顧客一人ひとりの購買行動（嗜

好や購買履歴、年齢・性別・趣味など個人情報を収集し、その情報をもとに企業がとるべ

きアクションを決定するためのマーケティング手法である。CRMの基本は顧客をより深く
理解することから始まる。 

 
２、CRMが求められている背景 
 
米国において始まった CRMは、1998年頃から日本でも紹介され始めわずか数年のうち
に次々と企業に採用され、驚くべき勢いで市場に浸透していった。CRMとういう考え方へ
マーケティング手法が変化している背景には、生活様式・顧客ニーズの多様化にともない、

「ニーズが分かりにくくなってきている」、「顧客をセグメント化しにくくなっている（一

律ではなくなってきている）」ことや、企業側も「新規に顧客を獲得するよりも既存の顧客

を維持するほうがコスト効率がよい」「顧客には儲かる客とそうでない客がいる」ことが分

かり始めたこと、また、IT の革命的な進歩により「顧客との双方向コミュニケーション手
段が多様化」「顧客を理解する手段が充実」してきていることなどさまざまな要因がある。

こうした状況の中で、新規顧客獲得のみならず、既存顧客と長期的な信頼関係を築き、競

争優位の獲得を目指す企業戦略が必須となっている。 
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二章 CRMが実際に使われている事例と分析 
  
1、コールセンターを利用した事例 
 
①日本海ガス 
 激しい競争が予測される今後のエネルギー市場においては、いかに“顧客を中心に据えた
サービス”を提供するかが、ガス事業者にとって重要な課題となる。そんな業界にあって、“顧
客への高品質なサービスの提供”という目標を掲げ、ITを駆使した顧客戦略を展開している
のが、富山県を本拠地とし、約 11万世帯に都市ガスおよび LPガスを供給する日本海ガス
である。 
 2003 年、新たな顧客戦略の下、顧客との第 1 接点となるコールセンターをシステムし、
高品質な顧客サービスを提供できる環境を作り上げた。日本海ガスのコールセンターでは、

顧客からの問い合わせや要望などに迅速にこたえるとともに、そこで得られた顧客の声を

データベース化して蓄積し、今後のサービス充実に役立てていくという仕組みになってい

る。具体的には、都市ガス・LPガスの申し込み、ガス料金の問い合わせ、ガス機器の点検・
修理・購入の問い合わせ、ガス漏れの連絡といった用件を 24時間 365日受け付ける。コー
ルセンターのオペレーターは、CRMシステムを使って顧客を特定し、顧客情報や折衝履歴
などを参照しながら応対することができるため、従来のように各部署間で顧客からの電話

がたらい回しにされるようなこともない。日本海ガスは今後、CRMシステムに蓄積される
顧客情報を現場での顧客関係強化に役立てるだけでなく、迅速な意思決定と経営判断にも

活用していく方針だ。 
 
②花王 
日用品最大手の花王は顧客の声をシステム化し、商品作りに生かしている。同社の消費

者相談センターは、顧客の声を聞く「耳」だけではない。聞いたものを、他社と差別化さ

れた魅力ある商品を作り出すための戦略に生かす、頭脳の役割も果たしている。 
 「消費者相談センター」には、年間 12万件の声が寄せられる。同センターの発足は 1934
年だが、従来は顧客の声を記録に残すだけだった。それを「ものづくり」に生かそうとし

たのは、78 年に作られた「エコーシステム」から。これは同社に寄せられる相談情報を一
元化、全社で共有するシステムのこと。東京、大阪で約 70人のスタッフが常駐。一日当た
り約 500件前後に対応し、データベースとして翌日までに蓄積する。 
エコーシステムの特徴は大きく分けて二つ。まず「相談対応支援機構」だ。相談センタ

ーのオペレーターが、顧客からの相談に素早く答えるための情報が即座に呼び出せる。問

い合わせの 80％強が電話で、商品への相談が大部分を占める。そこで、エコーシステムの
データベースには、商品外観から特徴、使い方、商品履歴など、花王の全商品の情報が組

み込まれ、さらには洗濯方法から皮膚の仕組みなど商品と関連する生活情報までも網羅し
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ている。窓口となるオペレーターは、簡単な操作でこれらの情報を引き出し、顧客と応対

できる。寄せられた情報は顧客の視点から厳しく分類している。オペレーターは顧客から

受けた相談内容が苦情や不満なのか、単純な問い合わせなのか、さらに問い合わせが自社

のどの領域に属するものなのかを見極めて分類していく。 
エコーシステムのもう一つの特徴は、顧客からの情報を改善につながるよう、データベ

ースを解析できるという点だ。顧客からの相談内容は、社員が各自のパソコンから簡単に

検索、解析できるようになっている。顧客の率直な声は新商品の開発や既存商品の改善の

ヒントだ。各事業部の商品開発者は、日々寄せられる情報を常にチェック、消費者相談セ

ンターに電話する。実際に対応したオペレーターとのやり取りで、商品の中味から容器や

表示方法、広告に至るまでさまざまな改善策が生まれている。一例として同社に製品で衣

類ののり付け剤である「キーピング」には、洗濯機用とアイロンを使うものと 2種類ある。
だが詰め替え用パッケージは 2 種類の見分けがつきにくかった。このため、アイロン用を
買ったつもりでも洗濯機用を購入してしまったという苦情が多く寄せられた。そこで、ア

イロン用にはパッケージンにスプレーの図を盛り込むなど差別化を図り、顧客の取り間違

いを防ぐことに成功した。 
同社の製品数は年々増加しており、同時に顧客からのクレームも増加している。だが、

全社レベルで「顧客の声を聞き、課題の解決まで 1 人一人の社員が最後まで責任を持つ」
という強い意思が貫かれている。社員と顧客が積極的に向かい合おうとする意欲の表れだ

ろう。 
 
③ニッセン 
 同社は 80年代から中国の医療品メーカーとの直接取引に取り組み、低価格を武器に売
上を伸ばしていたが、90年代後半には売り上げが低迷。2000年以降は割引券頼りの安易な
即売促進から脱却し、顧客満足度を追求し始めた。CRMと SCMの 2つの柱を軸に改革を
進めた。 
 通販会社である同社にとって、CRMの中核になるのは注文を受け付けるコールセンタ
ーである。返品伝票の意見欄やオペレーターから得られる顧客の生の声をデータとして集

約。｢お客様の声活用委員会｣では優先課題を洗い出し、ニッセンがその時々で取り組むべ

き課題と解決策が全社で共有される。これを参照し、顧客の要望で洋服のサイズが増える

といった商品の品揃えや改良が実施されると、オペレーターは顧客に電話する。また成功

しやすいように会話パターンをマニュアル化し、積極的に電話口でお薦めの商品を紹介す

る。優秀なオペレーターは表彰などで報奨し、電話の様子を抜き打ちでモニターし評価す

るなどオペレーターのスキルアップを図っている。 
また通販カタログの改善にも力を入れている。専門カタログには年齢や性別といった基

本データに基づいて送り先を絞り込み、特別カタログは優良顧客に｢品切れ防止のため、早

めにカタログを送りました｣など案内文を記載している。部数やページ数を増やすのではな
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く顧客属性に基づいて複数のカタログを作り上げている。 
 
コールセンターを利用した CRM戦略の比較 
 

 目的 システムの特徴 
日本海ガス ・顧客からの問い合

わせや要望に迅速に

応え、良い関係を築

く   

・得られた顧客の声をデータベース化して蓄

積していく 
・顧客を特定し、顧客情報や折衝履歴などを

参照しながら応対することができる 
花王 ・顧客からの相談に

素早く答え、サービ

スの向上 
・相談情報を商品作

りに生かす 

・花王の全商品の情報がデータベースに組み

込まれ、オペレーターは簡単な操作で情報を

引き出せる 
・情報を簡単に検索、解析できる 
 
 
 

ニッセン ・顧客の声を商品作

り生かす 
・電話での提案活動

の活性化 
・優良顧客へのサー

ビス向上 

・顧客の生の声を集約、分析 
・全社規模で情報を共有できる 
・ 

 
●分析  
多くの商品やサービスが溢れる中で、顧客が求めるのは「自分を満足させる」ものであ

といえる。その顧客の要望やニーズなどを満足させるために、企業は商品やサービスを提

供しているが、1人一人異なる顧客の要望やニーズなどを把握することは難しい。それには
コールセンターが最適であるとされ導入が進んだ。顧客満足度経営の必要性として、よく

引き合いに出されるのが次の結果だ。顧客が去ってしまうのは、企業のコンタクト不足が

原因であり（６８％）、製品そのものの問題（１５％）や競合他社の影響（９％）よりずっ

と大きい（下の図）また、商品に不満を抱いている人のうち４％が企業に直接講義し、６

５～９０％に人その企業から今後購入しないという結果が得られている。一方、苦情をい

ってくる顧客は、その苦情が適切に解決されると、５４～７０％は取引を再会するという。

逆に顧客との関係がひとたび崩れてしまうと、再び構築し直すには膨大な時間と労力を要

する。 
専門家、集約化、システム武装化したコールセンターならば、顧客の都合の良い時間帯
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にコンタクトでき、しかもコンタクト効率が高いので、顧客との対話性が飛躍的に拡大し、

顧客が求める情報をタイムリーに提供することや、顧客の嗜好や関心を計るための情報収

集が可能である。顧客との間で繰り返されるコミュニケーションを通じて、詳細な顧客情

報を得ることが出来る。あらゆる局面において獲得した顧客に関する「知識」を企業の「資

産」として蓄積し、その情報をもとに顧客ロイヤリティを高めることが出来る。 
コールセンターは、ITの発達とともにコンピュータを伴った CTI（Computer Telephony 

Integration）という手法が主流になっている。CTIは NTTが 1998年、電話に出る前に相
手の電話番号が表示される「ナンバー・ディスプレイ」サービスを開始したのをきっかけ

に、CRM と密接に関連するようになった。 CTI は、顧客の購買履歴データを蓄積し、顧
客の電話番号などからそのデータをオペレーターのパソコン画面に表示し、過去に購入し

た物や問い合わせないようなどを見ながら、スムーズに電話対応できる。コールセンター

は、顧客からのアクセスを一元化することで、顧客が快適にコニュニケーションできると

ともに、企業側もどのオペレーターが顧客から注文や問い合わせを受けても、共有化され

た顧客データをもとに対応できるため、CRMの実現には必要なシステムである。 
 
顧客が離れる理由 
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２、百貨店の CRMへの取り組み 
 
①東急百貨店 
優良顧客の 1 人当たりの売り上げを向上させ、かつ、優良顧客を増やす「CSP プロジェ
クト」（Customer Service Program）を開始した。大きく 2つの取り組みに力が注がれて
きた。1つは、「クラブ キュウポイント TOPカード」と呼ばれる会員制ポイントカードの
導入であり、また、もう 1 つは「CSP システム」と呼ばれる CRM システムの開発と導入
である。 
カード戦略については、同様の展開を見せる百貨店は数多く存在する。ただし、東急百

貨店の場合、「顧客の囲い込み」のみをねらって同事業を展開しているわけではない。その

力点は「優良顧客層の拡大」に置かれている。 一般に、カード特典の形態には「ディスカ
ウント（割引）方式」と「ポイント還元方式」の 2 種類がある。東急百貨店は以前、この
前者、つまり、ディスカウント方式を採用し、カード会員が商品を購入した際に、一律 5％
割り引くというサービスを提供していた。 しかし、CSPによるカード戦略では、ポイント
方式が新たに導入され、会員の購入額に比例してサービスの充実度がアップするようなメ

カニズムが取り入れられている。つまり、この会員カードの場合、年間カード利用金額（「10
万円未満」から「500万円以上」の間）に応じて会員が 5つのグレードに区分けされており、
そのグレードが上がれば上がるほど、百貨店側から得られる利益還元率が高くなる仕組み

になっているわけだ。 さらに、同社は、会員のグレードに沿った多彩な付加サービスも提
供している。その 1 つは、店舗内における会員向け専用サロンや専用クローク（手荷物預
かり所）の設置だ。また、専属のスタッフが会員のショッピング相談を受け付ける「ショ

ッピングアシスタントサービス」や、駐車場の無料利用サービスなども同様の特典である。  
 こうした施策が奏功してか、東急百貨店のクラブ キュウポイント TOP カード会員は順
調に増え続けている。とりわけ昨年からの伸びは大きく、2001 年 2 月時点で 35 万人だっ
た会員が、同年 12月には 53万人、さらに 2002年 3月には 57万人に到達したという。 
  
CSPのもう 1つの柱、すなわち CSPシステムは、こうした会員のデータを蓄積し、マーケ
ティングに生かすための仕組みである。CSPシステムでは、「年齢別顧客分析」や「エリア
分析」、「デシル分析」、「RFM分析」、さらには「プロモーション分析」といった各機能（分
析手法）の利用が可能になった。 加えて、同システムの場合、店舗／商品グループ／商品

という 3 つの階層から、顧客データをそれぞれ分析できる仕組みも整えられている。 こ
うした CSPシステムの導入は、顧客の特性や購買パターンをデータから把握できるように
なった点などいくつかのメリットをもたらしている。例えば、アンダーウェアのフェアや

クリスマス商戦で CSPシステムによる顧客分析を適用し、特定のセグメントを対象にした
封書 DMの送付のみを行うことで売り上げを伸ばした。 
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・RFM分析とは 

Recency（最終サービス利用日）、Frequency（サービス利用回数）、Monetary（サービス利

用金額）を意味する。RFM分析を第一の目的は、顧客の再購入の可能性を判定することに
ある。再購入の可能性の高い顧客グループを見つけ出し、彼らに再購入を促すアクション

を働きかければ、更なる継続購入につながる。また、データベースの顧客全体を意味のあ

るグループに分類することができ、各グループにどれくらいの顧客が存在しているか把握

できることから、ランクアップやつなぎとめなど、どの顧客にどのようなアクションを行

えばよいかが判る。 
 
②京王百貨店  
 京王百貨店は新宿駅前と多摩地区の聖蹟桜ヶ丘駅前に 2 店舗を持つ中堅百貨店。特に中
高年層に強い。京王百貨店の CRM への取り組みは 1989 年から始まる。当時は POS によ
る日報系ファイルの中からポイントカードなどの会員カードを通してデータを取り込み、

その顧客情報をもとにダイレクトメールのラベル抽出を行っていた。1998年には年代別購
買履歴や関連購買情報など統計的な帳票類の作成機能を追加し、画面からの直接検索機能

も加えた。しかしこのシステムでは何万という商品の詳細な動きをつかむことは不可能だ
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った。そこで、2003 年 10 月に NCR のリレーショナル型データベース「Teradata」の導
入にこぎ着ける。ここで「新顧客情報システム」として将来の CRMの核となるデータウェ
アハウスの運用を開始する。 
 この Teradata には、京王グループ全体の約 70 万人の顧客情報が入っている。メインユ
ーザーは販売促進部である。商品コード体系から商品の動きを把握し「今月はどの年代の

片からの購買が多かった」など現場の要望に応えた情報を提供する。また Teradata導入に
より販促効果をあげるための分析も始められた。例えば、RFM分析によって、購買金額よ
り最終購買日の方がダイレクトメールを送る際重要だということが解かった。今後は購買

頻度を絡ませたものでより高いヒット率を狙っている。また 2003年の「阪神優勝セール」
の地区別データにより新宿店と桜ヶ丘店では別の対応が必要なことがわかった。新宿は交

通機関が整備されているので広いパイで商売できる。一方聖蹟桜ヶ丘は郊外型であり、商

圏も顧客も限られる。この限られた範囲の中で集中的に販促活動を展開した方が良いと考

えられる。 
これらの結果をさらに検証していく事により同社のデータハウスウェアが進化し、CRMが
完成されていくことになる。 
 
図 新顧客情報システムの概要 
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ホ
ス
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京王クレジット

会員を中心に顧

客情報を検索 
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③三越 
2004年で会社設立から 100周年を迎える老舗百貨店の三越はここ数年、個人顧客向けの
外商営業の改革に取り組んでいる。以前は各店員が担当する「お帳場客」が来店すると、

持ち場を離れて優遇サービスを提供するお帳場営業が伝統の一つだった。しかし 1998年か
ら、こうした属人的な営業を解体。2002年 3月からは一人ひとりの営業担当者が抱えてい
た顧客の細かな属性情報や購買遍歴を、情報システムで一元化した。組織で、顧客対応や

販促を行うチーム営業に切り替えたのである。さらに優良顧客を細かく見極め、頻繁に来

店する超優良顧客だけに人手をかける戦略を明確に打ち出した。 
三越の特徴は富裕層に狙いを定めていることである。約 19万人いるお帳場客の大半は 60

歳以上で「お金はあるが欲しいモノはない」といった資産家も少なくはない。そこでター

ゲットになる顧客層の一つ目はお帳場客の家族。お帳場客に対しては、世帯単位で顧客情

報を管理していることを生かし、子供や孫世代を呼び込む。そしてもう一つのターゲット

はクレジット利用額の多い顧客だ。自社カードの会員の中心は 30代と若い。年間利用額が
100万を越す 2万人を重点的に開拓すべき「得意客」と判断した。 
この二つのターゲットを得意客とし、さらに来店頻度や購買履歴から将来性のある優良

顧客に優遇サービスや個別の販促を実施している。接客で得た顧客の情報は次の営業に繋

げるナレッジとして漏らさず書き取り、顧客情報システム「L-TASS」に蓄積する。L-TASS
の特徴は家族構成や家族の購買履歴、クレーム履歴に加え、日ごろの接客で得られた「結

婚記念日などの記念日」「家の大きさ」「宝飾品やブランドの好み」といった 20項目の情報
を蓄積していることである。L-TASSの導入により営業担当者は特に来店を促したい超優良
顧客に特別なサービスを提供することが可能になり、売上が向上した。 
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各百貨店の CRM戦略の比較 
 
 目的 システムの特徴 顧客情報の内容  

東急百貨店 
京王百貨店 

・会員を増やし、優

良顧客 1 人当たりの
売上を向上させる 
・優良顧客を増やす 
・商品の動きを把握

し現場の欲しい情報

を提供する 
・営業の効率を上げ

る 

・顧客の購入金額に

応じてサービスを充

実 
・店舗、商品グルー

プ、商品という３つ

の階層から顧客デー

タを分析できる 
・顧客情報を分析し

効率的なダイレクト

メールの発送 
・商品コード体系を

利用した商品の動向

の把握 

・購買履歴など（具

体的な顧客情報は販

売促進部のみ把握。

現場は年代、性別の

売上のみ把握） 

三越 

・チーム営業に切り

替え、効率的な販促

を行う 
・富裕な優良顧客の

維持とその家族を顧

客にする 
 

・購買履歴を分析し、

顧客をランク分けす

る 
・営業担当者が顧客

情報を一覧で見るこ

とが出来、顧客 1 人
一人の特性、購買パ

ターンをデータ化 

優良顧客の家族構

成、家族の購買履歴、

クレーム履歴、日頃

の接客で得られた

「結婚記念日などの

記念日」「家の大き

さ」「宝飾品やブラン

ドの好み」といった

20項目の情報 
 

●分析 
  
小売業では、購入金額で顧客を分類すると、一般的に上位 3 割の顧客で全売り上げの 7

割を稼ぐといわれている。そのため上記で取り上げた百貨店のように、大きく利益をもた

らしている顧客を逃さないために優良顧客だけに手厚いサービスを提供する小売業が増え

てきた。この優良顧客に照準を定めた販促や優待をする考え方を FSP（Frequent Shopper 
Program）という。 
・FSP（Frequent Shopper Program）とは 
FSP の特典やサービスの例としては、会員割引や購入総額特典、ポイント制度、他社との
連携、特別待遇などがある。このうち最もよく行われているのは、ポイント制度である。
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具体的には、買物客に会員カード（無料のケースがほとんど）を発行し、買物のたびにカ

ードを提示してもらい、購買金額に応じてポイントを付与するというものだ。ポイントは

景品や買物割引券、商品券などと引き換えができる。日本では百貨店、スーパーマーケッ

ト、ドラッグストア、家電量販店などで広く行われている。それまで小売業では顧客を区

別することを嫌い、平等に扱ってきたが、それでは効率的な販促活動ができない。以前は

顧客をこのように“不平等”に扱うことに抵抗感を持つ経営者も多かったが、最近は「顧客は
平等ではない。しかし購入金額に応じて公平に扱う」という考え方が浸透してきている。

顧客を識別し、関係を維持することが重要と考えられるようになったためである。 
この FSP実現に重要なのがデータウェアハウスである。 
・データウェアハウスとは 
受注や出荷、販売や仕入、製造などの日々発生する伝票情報や顧客の個人記録などの生

データをコンピュータに記憶させて、業務分析や将来予測に活用して経営上の意思決定に

活用することを目的としたしくみである。 
 オフコンでは通常、週間・地区別売上高のようにあらかじめ目的別に集計済みのデータ

を蓄積・出力するのに対して、データウェアハウスでは生データを加工せず、そのまま時

系列的にコンピュータに蓄積しておき利用時に自由に条件を指定して多角的な集計やグラ

フ作成ができるところにデータウェアハウスの持つ最大の特徴がある。 
 従来的なオフコンシステムでは、昨今における変化が激しい複雑な現実の持つトレンド

をデータから読み取ることは不可能であり、戦略立案を誤る恐れがある。最近では百貨店

やスーパーマーケットなどが、商品実績情報に加えて顧客属性及び購買履歴データを使っ

て、顧客一人一人ごとの購買ニーズを割り出して営業アプローチをかけるワン・ツー・ワ

ン・マーケティングを実践し始めている。 
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三章 問題点と成功のポイント 

 
１、課題と展望 
このところ成功率の低さが取りざたされ、そのブームに冷水を浴びせられたかの感があ

る CRMだが、その時代が終ったわけではない。顧客との関係作りを意味する CRMは、米
屋や酒屋のご用聞き、あるいは百貨店の外商に象徴されるように、今日のような情報化社

会の到来に先がけて展開されてきた、言わば商いの原点なのである。 
一時期のブームを脱却し、第２ステージを迎えた CRMは、これまで IT投資を先行させ
てきたことへの反省を踏まえ、より目的志向を強めている。以前は、CRM導入を CRMシ
ステム導入と同じ事と考えている企業が少なくなかった。単に“ポイントカードの発行を

開始した”あるいは“顧客データベースに基づく DM 送付先のセグメンテーションを開始

した”といった顧客データベースを活用したキャンペーン展開が CRMになぞらえて語られ
るケースも多い。本来は企業全体に関わる継続的な取り組みである。CRMの目的は顧客の
生涯価値の増大であり、それに伴う収益の増大に違いない。これを実現するためには、IT
の導入以前に、自社の競争優位性を明確化し、その実現に向けて社内のあらゆる体制を整

備することが必要とされるのではないか。 
 
２、感想 

この CRMの研究をして一番に感じたことは、企業が顧客を維持し、そして新規顧客を開
拓していくには大変な時間と経費が必要だということが分かった。今回調べた事例を見て

も CRM の原点である顧客と良好な関係を築いていくという目的はどの企業も一緒である

が、そのやり方はそれぞれ異なり個性を出している。企業は何処にも負けない手厚いサー

ビスを用意しておかなければ生き残れないと感じた。そのため企業にとって財産となる顧

客 1 人一人の声を大事にし、良い情報も悪い情報も敏感に反応していくことが重要ではな
いかと感じた。 
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