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審査要旨
本 論文 の章 別構成
最初に本論文の章立て 、章別構成を紹介して おこう。本論文の章
立て、章別構成は以下 の通りである。
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終章 研究成果のまと めと今後の課題
 第 1 節 研究成果の まとめ
 第 2 節 今後の課題

文献リスト

論 文内 容の 要旨
本論文は表題にもある ように、日本企業の製 品開発の競争力構築
についてマーケティン グの観点から考察した 論文である。
まず序章の「本研究の 背景・目的・構成」で は、日本企業が得意
としてきたモノ作りや 製品戦略において競争 優位を築けなくなって
いること、特に「増分 効果」の高い製品やサ ービスの開発が出来な
くなっていること、同じ く日本企業が技術革新 ではリードしながら、
持続的な競争力を維持 できていないこと、加 えて近年食品や日常品
の分野で流通業の PB 製品が台頭し、NB の地位が脅かされ始めて
いること、以上 3 点を背景として述べた上で 、従来の伝統的なマー
ケティングではこうし た問題には対処できな いのではないかという
問題意識を持ちつつ、 マーケティング研究の 観点から、日本企業の
競争力構築のメカニズ ムを理論的かつ実証的 に明らかにし、従来の
マーケティングの製品 開発研究では答えを出 せなかった問題にある
一定の解答を提示する ことを論文の目的とし ている。
加えて、そのための研 究課題として、①マー ケティング研究にお
け る 製 品 開 発の 固 有 性と 課 題 の 把 握、 ➁日本製 造 業 の 製 品開 発 の 現
状と課題の把握、③日 本製造業のマーケティ ング実態の把握、④競
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争力を有する NB 開発の実現に向けたマーケ ティングの方向性と新
たな具体的モデルの提 示、⑤NB の競争力構築を創出する組織構造
の把握、⑥PB の動向と競争力構築のメカニ ズムの把握、以上 6 つ
の研究課題を上げてい る。
第 1 章の「製品開発に 関連する先行研究のレ ビュー」では、製品
開発やイノベーション 研究、さらには製品開 発に対するマーケティ
ング研究の先行研究を レビューした上で、従 来の製品開発に対する
マーケティング研究に おいては製品開発の根 底にある技術的な側面
を軽視してきたこと、 最近の新製品やサービ スの多くは高度な科学
技術の開発に基づくも のであり、その意味で 従来の伝統的なマーケ
ティングではそうした 革新的な技術開発に基 づく新製品・サービス
の創造に貢献できにく いことを指摘する。そ の上で、最近注目を集
めるオープンイノベー ションの考え方につい て、自前主義にこだわ
ってきた日本企業の新 製品開発の在り方を批 判しつつ詳述し、複数
の技術を基盤とする製 品や事業を有する日本 の製造業・技術系大企
業においては、自社内 で複数事業部が連携し て新領域の製品・サー
ビス開発を実践するセ ミ・オープンイノベー ションが有効であるこ
とを主張している。
第 2 章は「日本製造業 の現状と課題」。ここで は、まず近年の日本
の製造業の競争力低下 、中でもエレクトロニ クス産業における競争
力低下の要因を各種の 経済指標、経営指標を 分析することで概観す
る。そこでは、日本企 業の研究開発が既存製 品の漸進的改良に向け
られ、将来の成長に繋 がるような長期的な視 点での革新的な製品開
発が疎かになっている ことを指摘する。
加えて、日本の製造業 、中でもエレクトロニ クス産業の競争力・
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収益力の低 下の要因を 、製品（ハード）偏重主義、IOT への投資の
遅れ、アー キテクチャ ーの変化、 垂直統合と 水平分業、 過剰性能に
よる負のス パイラル、 新興需要開 拓の遅れ、 情緒的価値 の高い製品
開発の遅れ 、の 7 点 か ら論じ、今 後の競争力 向上にはハ ードとソフ
トを融合さ せた新たな 価値提案が 求められる が、縦割り の組織で既
存の製品部 門や事業部 門に縛られ た日本企業 ではその実 現は難しく、
オープンイ ノベーショ ン、ないし はセミ・オ ープンイノ ベーション
の枠組みの 形成が必要 であると指 摘される。
第 3 章の「 日本製造業 のマーケテ ィング戦略 の実際」では、日本
の製造業の マーケティ ング活動に ついて、マ ーケティン グ・ミック
スの観点か ら、アンケ ート調査に よってその 実態把握が 行われる。
アンケート 調査では、 日本の製造 業が展開す るマーケテ ィング・ミ
ックスの 4 つの戦略的 要素（Product,Price,Place,Promotion）の動
態的変化を 捉えている 。
それによる と、日本の 製造業では 製品の導入 期には Product 政策
が最も重要 視されるが 、競争激化 につれて Price 政策へ の依存度が
高くなる実 態が示され る。このこ とは近年の 競争激化の 中で、日本
の製造業に おいては有 利な価格戦 略を展開で きる自由度 が少なくな
っており、 競争に対応 して低価格 の設定を余 儀なくされ ている状況
を示してい ると指摘さ れる。
同時に、そうした状況に対抗する措置を取っている企業では
Price 依 存 を 回 避 し 効 率 的 な マ ー ケ テ ィ ン グ を 展 開 す る た め に 組 織
形態の工夫 がなされて いること、 加えて製品 ライフサイ クルが推移
してもブラ ンド力向上 と維持に向 けた努力が なされてい ることが示
され、組織 形態の工夫 の重要性が 述べられて いる。そし て最後に、
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日本の製造業にとって は、価格に依存しない 製品やサービスの開発
が重要課題になってい ることが指摘される。
第 4 章が「NB 競争力構築に向けたマーケティ ングの革新」。ここ
で、これからの日本企 業に求められるマーケ ティングの方向性と具
体的な展開モデルが示 される。
これまでの日本企業はマーケティングにおいて技術的制約を等
閑視する傾向が強かっ たこと、そうした状況 下では今後の高度技術
社会において革新的な 製品やサービスを開発 することは難しいこと、
現在の高度技術社会に おいては、企業の有す る技術的資産を魅力あ
る事業に結び付ける戦 略が求められること、 が主張される。
その主張の説明のために企業の製品開発の競争力を、製品の改
善・改良を基本とする 「洗練的競争力」と、 技術を創造力によって
潜在的な需要に結び付 けることを基本とする 「創造的競争力」に識
別した上で、これまで 「洗練的競争力」に長 けていた日本企業は、
これからは「創造的競 争力」を強化する必要 があると指摘する。
そして「創造的競争力 」を強化するためには 、確立された技術の
更なる発展の可能性を 追求し、それを需要に 結び付けて新しい価値
を創出していくことの 必要性、すなわち「市 場創造型（製品開発）
戦略」の必要性を強調 する。加えて、そうし た「市場創造型（製品
開発）戦略」を実行す るための具体的なマー ケティングの展開モデ
ルが示される。
そこでは、マーケティ ング・リテラシーを学 んだ技術者、あるい
は技術・リテラシーを 習得した営業・マーケ ティング担当者が、今
まで一般的に行われて きた消費者ないしは顧 客アンケートやヒヤリ
ングといった表層的な 調査に代わって、消費 者や顧客企業の傍らに
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寄り添う形の行動観察 を行うことの重要性が 強調され、そうした行
動観察によってはじめ て消費者の真の問題や 顧客企業の真の課題が
発見されるという。そ して行動観察を通じて 企業は新たな製品コン
セプトの創造が可能と なり消費者の生活機会 や顧客のビジネス機会
の革新といった高い価 値の創造を実現するこ とが出来ると主張して
いる。
第 5 章「日本 IBM にみる競争力構築の組織構 造」では、前章で提
案された具体的なマー ケッティング・モデル の有効性を検証するた
めに事例として日本 IBM を取り上げている。日本 IBM は「B to C」
の消費財企業ではなく、
「B to B」の産業財企業 ではあるが、産業財
企業には珍しく研究（ 開発）部門とコンサル ティング部門との連携
によって顧客企業が抱 えているビジネス上の 課題を技術面から解決
することを目的とした ODIS（ On Demand Innovation Service）と
いう取り組みを 2002 年から行なっている。
ここでは、その ODIS に参加している研究（ 開発）者（技術者）
を対象に、こうした取 り組みが研究者の顧客 理解や具体的な開発成
果にいかなる影響を与 えているか、その実態 を解明することを目的
に、それらの研究（開 発）者へのアンケート 調査とインタビュー調
査が行われている。そ の結果、研究者が顧客 とコンサルと議論する
ことで市場志向型の姿 勢を強めることが出来 ることを明らかにして
いる。
第 6 章が「パナソニッ クの共創型プロジェク トにみる競争力構築
の組織構造」で、第 4 章で主張されたマーケ ティング・モデルの有
効性を検証するための 2 つ目の事例として、パナソニックのシニア
層向けの家電開発プロ ジェクトを取り上げ調 査している。パナソニ
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ックと して の初め ての 試みと して このプ ロジ ェクト では 、OB と現
役の協働、 事業部・デ ザイン部・ 技術部門・ マーケティ ング部門な
どの組織横 断的協働、 外部の有力 雑誌社との 意見交換会 といった取
り組み、所 謂共創型の 取り組みと して実施さ れた。そし て調査は、
このプロジ ェクトに参 加したメン バー4 人へ のインタビ ュー調査に
よって行わ れた。
調査によっ て、こうした取り組み によって真 の顧客視点 に立脚し
た製品開発 が実現され ること、技 術の可能性 の追求がよ り良い製品
開発に繫が ること、徹 底的に消費 者に寄り添 うことで様 々な知見等
を見出す行 動観察が、 新しい価値 創造と共感 の獲得に重 要であるこ
と、これま で日本企業 の製品開発 において重 視された機 能や性能と
いった物理 的有用性よ り製品の快 適性や安心 性といった 精神的な満
足に繫がる 意味的有用 性に重きを 置いた製品 開発が現在 は重要であ
ること、が 示される。
第 7 章の「 PB の 動向 と現代的特 徴」では、小売業、卸 売業で展開
されている PB に つい て、その歴 史的な変遷 や高い競争 力を有しつ
つある背景 とメカニズ ムが述べら れている。
現在、消費者の PB に 対するイメ ージは大き く変わって きている。
その背景と しては、市 場の飽和等 によって競 争が激化し ていること、
加えて量よ り質の追求 への転換が 求められて いること、 そのため小
売や卸売業 界では NB の扱いだけ では差別化 が難しく、 自身での独
自商品開発 の必要性が 高まってい ることが指 摘される。
今後の PB の日本市場 での将来性 については 、大型小売 業や有力
卸売業者の 寡占化が欧 米のように 今後日本で 進むかどう か、消費者
の PB に対 する評価が さらに高ま っていくか どうか、消 費者のデー
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タを握る流通業が今後 ビッグデータの分析能 力を高められるかどう
か、この 3 点にかかっ ていると述べた上で、 PB の最近の台頭は一
過性のブームではなく 定着しつつあるのでは ないか、そして PB の
今後の発展性について は、消費者ニーズにつ いての徹底した科学的
分析を前提に、小売・流 通業が有する情報力と 需要への適応力を PB
製品の開発にどれだけ 生かせるかにあると述 べている。
第 8 章は「PB の消費者評価に関する実証調 査」となっており、
PB の競争力、さらには PB の特性を解明するために、消費者が PB
（ここでの購買対象商 品は食品・飲料・日用 雑貨）購買時に感じて
いる、機能面、安全面 、価格面、社会・心理面という 4 つの面での
知覚リスクと商品評価 について、これまで行 われることがなかった
インターネットを通じ た約 300 人の消費者アンケート調査の概要と
分析結果が示される。
調査・分析結果として 、PB は NB に比べて今まで商品の本質的
価値と社会的評価の面 で劣っているという印 象を消費者に与えてき
たと考えられること、 加えて最近は価格面で のリスクを消費者が高
く感じていること、つ まり従来のお買い得感 が薄れていること、と
はいえ最近では安全面 や信頼性の面でのリス クが低下しており、そ
れが PB の普及、競争力向上に繫がっている と考えられること、さ
ら に は、 元 々PB に 対し て 消費 者 が持 って いた 抵 抗感 や 不安 感と い
ったマイナス要因が、 高機能、高価格のプレ ミアム PB 製品の市場
投入で軽減されたと考 えられること、といっ た点が指摘される。
そして、今後の PB の開発の方向性としては 、これまでの「価格
重視型」ではなく、
「機 能・価格両立型」が 求 められ、機能と価格を
両軸とした製品開発競 争が PB 対 NB のみならず PB 間においても
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激しくなるであろうと 結ばれている。
終章では「研究成果の まとめと今後の課題」 と題して、これまで
論じられた研究成果、特に序章で提示された 6 つの研究課題につい
ての成果がそれぞれに まとめられている。
それに加えて今後の課 題として、まず、日本 の NB ないしは製造
業の競争力構築のメカ ニズムの解明とマーケ ティングの有効な取り
組みに関しては、本研 究では技術と市場の創 造的結合の観点から主
として論じているが、 それ以外の有効なアプ ローチを模索し、理論
的・実践的に論じてい くことの必要性、加え て、製品特性や業界特
性、あるいは競争構造 を踏まえた上でのより 詳細な競争力構築のメ
カニズムを見ていく必 要性、さらには、本論 文で提示した、伝統的
なマーケティング・ア プローチに代わる創造 型製品開発を実現する
マーケティングの論理 や具体的な展開モデル が、ここで取り上げた
業界や製品分野以外で 適用可能かどうかの検 証の必要性、などを挙
げている。続いて PB 研究については、従来 余り多くの研究成果が
ない領域において本研 究で PB の知覚リスクという商品評価の点か
らその商品力、競争力 に言及したことへの一 定の貢献を自己評価し
た後、NB との直接的な比較が行われていな いことなど、幾つかの
課題が残されているこ とが示されている。

論 文審 査の 結果の 要旨
本論文は、上記の要旨 にも示されているよう に、日本企業の最近
の状況、日本企業が従 来得意としてきたモノ 作りや製品戦略におい
て競争優位を築けなく なっていることなど、 を踏まえた上で、日本
企業の製品開発過程、 ないしは製品開発を通 じた競争力構築のメカ
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ニズムをマーケティン グの観点から捉え直そ うとする論文である。
筆者は、従来の伝統的 なマーケティング研究 ではそうした状況へ
の対処方法を提示でき ないのではないかとい う問題意識を持ちつつ、
マーケティング研究の 観点から、日本企業の 競争力構築のメカニズ
ムを明らかにし、従来 のマーケティング・製 品開発研究では答えを
出せなかった問題にた いして解答を提示する ことを目的としている。
こうした本論文に対し て、まず評価できる点 を以下に示す。
最も評価される点は、 従来のマーケティング 研究、特に製品開発
過程を対象にしたマー ケティング研究におい ての限界、すなわち従
来のマーケティング研 究では十分に議論され てこなかった点を指摘
し、それを補完するた めの新たな視点を提示 することでマーケティ
ング研究の視野を広げ ている点である。この 点が本論文の最大の貢
献といってよかろう。
従来のマーケティング 研究においては、製品 開発を所与のものと
して理論の体系化が進 められてきたといって よい。そこでは、
「技術
的制約の軽視」や「技 術と市場との適合とい う視点の欠如」といっ
た問題が存在したが、 それに対して本論文は 、製品開発の基幹を占
める技術開発過程とマ ーケティングとの関連 に焦点を当て、その関
連パターンの戦略展開 方向を明らかにしよう としている。
具体的には、
「需要の見 通しの程度」と「技術の完成度」という 2
つ次元から、
「機会探索 型」、
「市場創造型」、
「 技術創造型」、
「技術洗
練型」という 4 つの製品開発戦略のフレーム を導き、今後は技術の
更なる発展を追求し、 それを需要に結び付け る「市場創造型」製品
開発戦略の必要性を指 摘している。この点は 、今後マーケティング
と技術の関連付けにつ いての研究を深めてい く上で、大いなる貢献
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をしていくであろう。
二点目は、これまでの 日本企業の製品開発の 問題点をマーケティ
ングの視点から見直す 中で、問題への対処方 法などについて事例を
活用しながらより具体 的な、実践的なアイデ アを提供している点で
ある。つまり、そうし た本論文の実践性、実 践志向を二つ目の評価
点として挙げたい。
実践性、実践志向に関 しての例を挙げれば、 本論文では従来のマ
ーケティング研究にお ける「技術」の軽視、
「 技術と市場との適合と
いう視点」の欠如を問 題視した上で、技術と マーケティングとの関
連パターンの戦略展開 方向が示されているが 、それと同時にその具
体的なマーケティング の展開モデルも示され ている。
そこでは具体的な展開 モデルとして、マーケ ティング・リテラシ
ーを学んだ技術者、あ るいは技術・リテラシ ーを習得した営業・マ
ーケティング担当者が 、顧客アンケートやヒ ヤリングといった表層
的な調査に代わって、 消費者や顧客企業の傍 らに寄り添う形の行動
観察を行うことの重要 性などが強調されてい る。
加えて、日本の製造企 業が競争力を喪失した 要因として，技術的
制約の軽視と技術と市 場との適合性を欠いて いることが指摘される
とともに，それを打破 するための組織構造に ついて、日本 IBM とパ
ナソニックがケースと して取り上げられ、日 本 IBM については研
究（開発）部門とコン サルティング部門とが 連携して顧客企業のビ
ジネス上の課題を技術 面から解決することを 目的とした ODIS（On
Demand Innovation Service）という取り組 みが、パナソニックに
ついてはシニア層向け の家電開発プロジェク トが紹介され、それぞ
れについて調査・分析 が行われている。
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三点目は、近年 NB に対抗する形で台頭して きている PB にも焦
点を当て、その競争力 構築のためのメカニズ ムを探求するなど、従
来の研究ではなかった 総合的な議論を理論的 にも実証的も展開して
いる点である。
従来のマーケティング （主として製品開発） に関する研究が主な
分析対象としてきたの はメーカーが開発主体 となる NB であったが、
それに加えて従来マー ケティング研究では触 れられてこなかった流
通業が開発主体となる PB についても、現状やその存在感を踏まえ
た総合的な議論を行う とともに，それぞれの 競争力構築メカニズム
について理論的かつ実 証的に考察を行ってい る。こうした研究は意
欲的な取組みとして評 価できる。
エレクトロニクス産業 でも、水平分業化が進 む中で企画や基本設
計 は PB が 担 い 、 そ れ 以 降 の プ ロ セ ス を EMS(electronics
manufacturing service＝ 受 託生 産 企業 )が担 う例 が 増え て おり 、 製
品開発というものがこ れまでの枠組みでは捉 えられないものになっ
ている中で、PB を取り上げた着眼点は評価さ れよう。
四点目は研究手法に関 して、先行研究の渉猟 及び理論研究は勿論
のこと、理論的な知見 を検証するための事例 を取り上げての実証研
究やアンケート調査並 びにインタビュー調査 に基づく定量的・定性
的調査も行われている 点である。そうした研 究態度も相応に評価で
きる。
具体的には、第 1 章を 中心に先行研究を幅広 くレビューし、従来
のマーケティング（製 品開発）研究の特徴や 限界を踏まえた議論を
行っていること、第 4 章，第 7 章では本研究 を展開するうえで必要
となるオリジナルな概 念やフレームワークを 提示するなど理論研究
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が行われていること、 加えて、理論的なフレ ームワークを証明する
ための実証研究も行わ れており，第 3 章，第 5 章，第 8 章にあるよ
うな定量的調査、第 5 章や第 6 章にみられる ような定性的調査も合
わせて行われているこ とである。
以上、評価できる点と して 4 点を挙げたが、一方で幾つかの問題
点や課題も指摘できる 。
第一は、マーケティン グ研究と日本企業の製 品開発ないしは製品
開発力の関連性、さら には同じく第 1 章で触 れられている所謂イノ
ベーション論との関連 性が分かりにくい点で ある。
第 1 章の「マーケティ ング研究における製品 開発の課題と新たな
方向性の確認」は，研 究全体を通底する問題 設定なのか、それとも
研究に先立って一般論 としてマーケティング （製品開発）研究の特
徴や課題を提示してい るかがわかりにくい。
さらに製品開発につい てイノベーション論（ オープンイノベーシ
ョン）と関係づけてい るものの、やや本研究 の目的からすると関連
性が薄いように感じる 。セミ・オープンイノ ベーションを筆者は評
価しているが、それに ついてももう少し丁寧 に説明することによっ
て第 5 章や第 6 章の連 結が上手くいったもの と思われる。
第二は、取り上げられ ているケース・事例、 ないしは調査対象と
なっている製品の業界 ・業種に統一感がなく 、その結果、説明の説
得性が削がれていると 思われる点である。
第 5 章と第 6 章で事例 として日本 IBM とパナソニックが取り上
げられているが、日本 IBM は産業財のメーカーであり、B to B 企
業であり、更に言えば 日本 IBM はコンサルティングないしはソリ
ューション企業と言え る。この 2 社を同列に 扱うのにはやはり違和
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感がある。
元々、B to B ではユー ザーとの共同開発が行 われており B to C と
は異なる。ここでの議 論は B to C に絞った方 が分かり易いのではな
いか。
さらに、第 7 章，第 8 章の PB に関する議論については食品・飲
料などの非耐久消費財 が調査対象となってお り、一方の NB の調査
対象であるエレクトロ ニクス・家電などの耐 久消費財とは異なる。
それで普遍的な説明が 可能なのであろうか、 疑問が残る。
第三は、PB についての競争力構築のメカニズ ムについて、残念な
がら十分な検討がなさ れていないと考えられ る点である。
PB につ い ては 、そ の開 発 にお い てメ ーカ ーと 流 通業 者 がど ん な
組織間関係のもとで動 いているのか、という 分析が必要であるが、
この点についての言及 が希薄である。最近、 技術開発に積極的な新
興 流 通企 業 が台 頭し てき て いる こ とに 注意 され た い。 PB を 上記 の
フレームに位置づけて 初めて本論文の価値が 高まるだけでなく、流
通論やマーケティング 論の新境地を開くこと になる。
以上、本論文には幾つ かの問題点や課題があ るものの、審査員 4
名は、本論文がマーケ ティングの製品開発の 議論では十分に検討さ
れてこなかった側面に 光を当て，実務的に利 用可能な概念を提示で
きている点、つまりマ ーケティングの新たな 研究領域の開拓に貢献
できている点を高く評 価した。その結果、審査員 4 名とも一致して
本論文が論文博士の学 位を授与するに十分な 内容を有しているとの
結論に至った。
          
以上
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平成 29 年 6 月 15 日

主査 國 學 院 大 學 教 授 秦  信 行 ㊞
副査 國 學 院 大 學 教 授 星 野 広 和 ㊞
  副査 昭 和 女 子 大 学 特 命 教 授 上 原 征 彦 ㊞
副査 東京理科大学大 学院 教授 若 林 秀 樹 ㊞
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宮下

雄治

学力確認の結果の要旨

下記 4 名が各専門分野からそれぞれ学力確認の試問を行った結果、
博士（経済学）の学位を授与される学力があることを確認した。

平成 29 年 6 月 4 日
学力確認担当者
主査

國 學 院 大 學 教 授

秦

信行

㊞

副査

國 學 院 大 學 教 授

星野広和

㊞

副査

昭和女子大学特命教授

上原征彦

㊞

副査

東京理科大学大学院教授

若林秀樹

㊞
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