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要旨 

インターネットにとどまらず伝統的なメディアを複合的に介し、変化適応ビジネスへと発展したダイレク

トマーケティングにおいて、単なる広告媒体や通信手段を超えたインタラクティブな昨今のネットワーク環

境は、各メディアの持つそれぞれの特性に応じた商品の企画・開発から生産、商品化までの投入リードタイ

ムや投入サイクル（総じて「プロダクトサイクル」と呼ぶ）の特徴によって、経営の機敏性・柔軟性が求め

られ、オペレーションの最適化へのロジスティクス・マネジメント力が決め手となっている。そのためには、

「商品開発機能」、「商品訴求メディア対応機能」、「フルフィルメント機能」の通販経営三機能において、「フ

ルフィルメント機能」が単なる後処理工程ではなく、全体を包括し経営を循環させるエンジン機能にするこ

とである。 

 

1. はじめに 

我が国の GDP に占める小売販売総額は、1997 年

（平成 9 年）の 142 兆円をピークにここ 10 年間

は 135 兆円前後で推移している。その内訳は、店

頭販売、訪問販売、通信販売（通販）、自動販売

機（自販機）、その他の分類であるが、伸張して

いるのは通販と自販機であり、店頭販売は横ばい

状態である。※注 1 

依然として、店頭販売が小売販売総額の約 80%

を占め小売の主流ではあるものの、通販はインタ

ーネットの普及も相まって著しく伸張し、小売販

売総額の 4%を占める規模に成長しており、店頭販

売を構成する百貨店の 5%、コンビニエンスストア

の 6%に迫る市場規模となっている。 

インターネット普及以前から通販は堅調に伸

長していたが、普及後は一層の成長を見せ、物販

を伴う通販は年 5 兆円超、旅券や保険といったサ

ービスの取り扱いを含めた電子商取引（EC）全体

では 10 兆円規模に達している。※注 2 

インターネットの普及が通販において大きく

変化を齎した点は、インターネットが即応性の高

い広告メディアとしての機能と併せて、インタラ

クティブな双方向の通信手段でもあったという

ことである。 

これにより、通販企業と消費者の関係性はより

緊密になり、通販企業はすべての対応に即応性が

求められることとなった。 

 

2. 問題の所在 

通販業界では、通販事業を成立させる三要素は、

「商品」「メディア」「顧客データベース」と長ら

く言われてきた。商品そのもの自身と商品を訴

求・告知するための広告媒体、そして、何よりも

対象となる顧客リストが重要との認識だ。 

加えて、通販事業における経営組織機能として

は、対象とする市場や顧客に向けた「商品開発機

能」、「商品訴求メディア対応機能」、そして「フ

ルフィルメント機能」の三機能である。 

フルフィルメント機能は、インターネットの普

及以前から通販経営において重要な機能であっ

たが、その主要な業務は、注文受付、商品保管・

梱包・発送等の物流、代金決済、顧客からの各種

問い合わせ応対、苦情処置など、主に受注した後

のプロセスに沿ったオーダー単位の後処理工程

業務・機能であった。 

しかし、企業の成長や市場の変化と共に選択す

るメディアや通信手段も複合化（クロスメディア

化）し、取り扱う商品のカテゴリーも大幅に増え

てくると、それに伴って商品を企画・生産する段

階も複雑になっているため、従来型のフルフィル

メント機能の考え方では、様々な支障が生じてき

ている。さらに、それに応じて業務が様々な組織

に不規則に分担され、本来、一体で進めるべき機

能が分断されている。 

本稿では、インターネット普及以前と普及後の

通販経営において、商品広告・販売媒体の持つ特



性に応じた商品の市場への投入リードタイムと

投入サイクル（総じて「プロダクトサイクル」と

呼ぶ）が経営におけるオペレーション最適化にど

のような適応力が求められているかについて、伝

統的メディアであるカタログ型とネット型を対

比しながら通販経営の変革を考察する。 

 

3. 通販経営の課題考察 

3.1. 通販メディア 

通販経営はインターネットの登場で劇的に変

化した。インターネットは、単なる広告媒体とし

てではなく、通信手段、双方向のコミュニケーシ

ョン・ツールとなったことにより、事業プロセス

の全領域に即時性・即応性が求められることにな

った。 

インターネットが普及する以前の通販におけ

る広告メディアとは、新聞・雑誌・カタログ・チ

ラシ等の出版等紙面媒体、そしてテレビ・ラジオ

等の通信系媒体であった。これらは総じて事業者

側一方向からのマス発信であった。 

特に、通販メディアの歴史そのものであるカタ

ログは、1872 年の米モンゴメリー・ヴォード社、

1886 年の米シアーズ・ローバック社のカタログ発

行による通販事業の開始以降、主要な伝統的なメ

ディアである。我が国においては、1876 年 農業

学者津田仙による「農業雑誌」による種苗通販、

1899 年 三越・高島屋・大丸による百貨店系通販

を起源とし、戦後、日本リーダーズダイジェスト

社の雑誌通販、千趣会による頒布会などにより、

現在の通販市場の基礎が形成され、カタログや雑

誌が中心的なメディアとして発展した。 

従って、通販経営の成長には、カタログをより

多く発行することが必要になり、発行部数と発行

頻度を高めることが最重要な経営戦略となった。

メディア戦略と同時に、それに応じた商品開発は

多品種化し、カタログ発行日に合わせた大量投入

型になった。カタログ配布先を対象市場とする戦

略であるため配布先数を増やすことが市場拡大

に繋がり、一層拍車をかけた。 

併せて、購買者がカタログによる商品探索を経

て、購買意思を伝達（注文）する方法も通販事業

者側からの個別のアプローチをするのも電話や

郵便によるものであった。 

インターネットの登場による劇的な変化は、双

方向のコミュニケーション・ツールとなったこと

による、即時性・即応性である。 

インターネットの黎明期は、伝統的なメディア

は駆逐されすべてがインターネット化するよう

な極端な見解もあったが、現在は、それぞれのメ

ディアが持つ特性に応じて複合利用するクロス

メディアが主流になっている。※注 3 

 

3.2. 通販経営機能の課題 

多くの通販経営では、商品の企画段階から顧客

へ納品するまでの全工程において、前述の「商品

開発機能」、「商品訴求メディア対応機能」、「フル

フィルメント機能」の三機能において、「商品開

発機能」「メディア対応機能」が先行しがちであ

る。 

これは、メディア特性に応じた顧客性向分析と

商品開発が一体であるためで、経営者の重心も多

くがここにある。 

しかし、「フルフィルメント機能を」を受注後

の後処理工程と考える経営は、物流業務へ大きな

変動や負荷を齎し、顧客への納品リードタイムを

不規則にし、また、物流コストへの悪影響を生じ

させている。 

消費者の購買行動やサービスへの要求に即し

た物流オペレーションを実施しようとすればす

るほど、後処理工程型のフルフィルメント機能で

は物流実務への負荷を大きくすることになる。 

本来、フルフィルメント（fulfillment）は、

その語源通り、顧客の購買行動に即して探索段階

からすべての工程を「完遂」させることである。

すなわち、通販経営におけるフルフィルメントは、

顧客への持続的な満足感を醸成するために、商品

企画開発段階から、調達・生産、そしてあらゆる

メディアと複合的に一体化し同期化された連携

オペレーション機能でなければならない。 

経営におけるフルフィルメント機能への戦略

革新が必要である。 

 

3.3. 通販ビジネスプロセスと在庫 

通販ビジネスにおける時系列プロセスは、事業

者側のマーケティングリサーチと自社蓄積価値

のマッチングによる商品開発を起点に、店舗に相

当するメディアに則した商品投入（商品掲載）で

ある。 

商品をメディアに掲載した時点に在庫があれ

ば、受注後速やかに出荷でき、そのあとは宅配会



社の品質に依るところになる。購入者が発注して

から 2～3 日で納品が可能である。一部には在庫

を最小化、あるいは在庫を持たず、納品リードタ

イムの最短性を購買者に約束しないビジネス形

態もあるが、そのためには場当り的なビジネスを

除き商品の市場競争力の高さや希少性等が求め

られる。 

自社在庫を最小化もしくは在庫を持たずに納

品リードタイムを購買者に約束するには、サプラ

イヤーと緊密なビジネス連携に基づく情報と機

能の連携がなければ実現できない。 

多くの通販経営において、在庫を持たずに購買

者への納品リードタイムを保証することは難し

い。 

 

3.4. 通販メディアと物流 

商品投入までのリードタイムが長いカタログ

型の通販では、カタログ発行日に応じて掲載する

全品種の商品を準備し待ち受ける。 

カタログ発行の何ヶ月も前から多品種の商品

を企画・生産し、何れかの場所で在庫を保管し、

発売日であるカタログ発行日を待ち受ける。カタ

ログは年に何回か発行するが、その期間は在庫を

保持する必要があり、このため、自社内外を問わ

ず総じて大型の物流センターを必要とした。 

また、発行日の直後は注文が集中し、物流セン

ターの 1日の出荷処理許容件数を超え、また、商

品によっては初期投入（在庫）量を超える注文が

入り、出荷業務の繰り越しや在庫切れによる出荷

待機を招き、物流業務を煩雑化させる。何よりも、

購買者の納品期待を削ぐことになっている。 

一方、ネット型通販では、いつでも商品をネッ

ト上に掲載できることから、プロダクトサイクル

の長い商品ばかりでなく短サイクルの商品を時

機に応じて投入できるカタログには無い特徴が

ある。 

また、商品を頻繁に変更することが可能で、そ

の売れ行き情報や在庫状況に加え、購買済みの利

用者の情報等も公開可能な即応できるメディア

特性があり、商品開発も短サイクルで行われる。 

そのため、ネットを中心にする通販事業者では、

ネットへ掲載する商品を機敏に対応するため、撮

影スタジオを自社施設内に持つケースが増えて

いる。 

 

3.5. 通販物流への視点 

通販経営における物流は、購買者への納品配送

である宅配部分に目が行きがちである。それは、

購買者が商品を様々なメディアを通じて探索し

た後に、注文後は、「商品がいつ届くのか」とい

うことが最も大きな期待点だからである。 

それを実現するために通販経営においては、宅

配サービスの迅速化と高品質化と共に支払経費

管理の観点から重要視している。 

一方、宅配は、食材・惣菜宅配の個別配達サー

ビスを除き、宅配会社への委託が前提になってい

る。ヤマト運輸の宅急便開発以降、佐川急便の参

入、日本通運の宅配事業との統合・民営化を経た

郵便事業の三社で寡占が進んでいる。 

宅配サービスは、今や国内は翌日、翌々日の配

達は当り前で、希望時間帯別の配達や当日配送な

どダイレクトマーケティングの進展に応じた革

新が進み、世界的に見ても信用の高い安定したサ

ービスとなっている。 

日本の宅配品質の高さと利用者からの信頼を

裏付ける調査結果がある。 

経済産業省による「平成 23 年度 我が国情報経

済社会における基盤整備」の調査「電子商取引（EC）

利用上の不安・不便の国別調査」によれば、日本

以外の各国上位 5 項目に「配達時に商品が破損す

る可能性があること」、「配達の遅延により希望の

日時に商品を受け取れない」という、宅配品質に

関する不安や不便さを示す項目が挙がっている

が、日本では、「受け取るまで自宅で待たなけれ

ばならい」が第 5 位に入るだけで、前掲の２項目

は挙がっていない。 

この調査からも見られるように、通販経営にお

いて、物流工程の最終段階である宅配は、運賃に

関するコスト管理面を除き、安定したサービス機

能であり、通販経営における物流課題として重視

すべきテーマは他にある 

最も重要視すべきは、ビジネスプロセスの前工

程である顧客性向に応じたメディアの選択と商

品開発段階である。 

多くの通販企業では、商品開発段階で投入する

商品のSKU単位の要件や生産総数量を決定した後

に、波動の大きい物流変動を受け入れる前提で計

画を立てるため、施設・設備・運用体制が過剰に

なりがちだった。 

オペレーション最適化の視点からの効率性要



請を、生産計画や販売計画に反映できなかった。 

 

4. メディア選択とプロダクトサイクルへのロ

ジスティクス適応 

通販経営におけるロジスティクス適応課題の

本質は、メディア特性に応じた商品の投入リード

タイムと投入サイクルを含めたプロダクトサイ

クルと物流の同期化問題である。 

インターネットの定着によって伝統的なメデ

ィアの持つ特徴を活かしたクロスメディア対応

が重要な戦略テーマになっており、カタログ型メ

ディア向けの長サイクル商品とネットに適した

短サイクル商品とを同時に対応できるロジステ

ィクスが求められる。 

長サイクル商品のロジスティクスは、一定期間

固定的な SKU ではあるが、量的変動と時間的負荷

を生じさせるため、非効率になりやすい。一方、

短サイクル商品のロジスティクスでは、流動する

SKU は必ずしも多くはないものの頻繁に商品が入

れ替わることにより、取り扱いSKUが累積拡大し、

倉庫内ロケーションが硬直化しやすい、といった

特徴を持っている。 

今や、通販経営にとどまらず小売業全般におい

て、店頭販売と通販を融合させたクロスメディア

化が進む中で、各メディアや実店舗の持つ特性に

応じ、如何に売れる商品を適宜に投入することと

同時に効率的なオペレーションを行えるかが、ダ

イレクトマーケティングの重要な経営戦略であ

る。 

そのためには、旧来型のフルフィルメント機能

への考え方を改めることが重要である。 

 

5. まとめと今後の課題 

クロスメディア対応が一層進展する中での経

営組織・機能においては、「フルフィルメント機

能」が後工程という考え方を改め、「商品開発」

段階で「メディア」に則したオペレーション効率

を含め最適点を見出すことが重要である。 

前述の「商品開発機能」、「商品訴求メディア対

応機能」と合わせた三機能を連動させ、循環型の

フルフィルメントにより商品開発とメディアを

包括し、経営を一体化させるエンジン機能にする

ことが求められる。 

今後、ダイレクトマーケティングにおいて、サ

プライチェーン全体を捉えたオペレーション最

適化による経営改革戦略についてさらに研究を

進めたい。 

 

 

注釈 

注 1： 2007 年度商業統計より「駅ナカ・高速道

路パーキングエリア」が店頭販売に加算集

計されたことにより、統計上は店頭販売が

減少に歯止めがかかった。 

注 2： 通販市場規模は「2012 年度 通信販売市場

規模」日本通信販売協会(JADMA)、EC 市場

規模は 2013 年野村総合研究所調査に基づ

く。 

注 3： 通販大手のジャパネットたかたは、新聞折

り込みチラシに商品を掲載し、この折り込

みチラシを見るようにテレビやラジオで

スポット CM を入れ、掲載商品を独自のテ

レビ番組内で工夫を凝らした使い方説明

をし、同様にネット上にも掲載し、注文は

電話でもネットからでも対応というクロ

スメディア利用で成功している。 

 

 

参考文献 

(1) 市川隆一：次世代型フルフィルメント機能へ

の変革の重要性に関する一考察、日本ダイレ

クトマーケティング学会 NEWS LETTER、

pp.28-30、2010 

(2) 中澤功：体系ダイレクトマーケティング、ダ

イヤモンド社、pp232-244 2005 

(3) 経済産業省：「平成 23 年度我が国情報経済社

会における基盤整備」 

 

 

 


