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序章 BtoB マーケティングの背景と課題 

 

第 1 節 本研究の背景と問題意識 

  

現代は,様々な製品やサービスがクリックひとつで,購入できる時代になって

いる。また,食品や薬品,家電製品,自動車,金融商品,各種サービス等に関する膨

大な情報が TV や新聞,雑誌,ラジオ,電飾サイン,キャンペーン活動等を通じ,私

たちへ届けられる。 

 こうした様々な製品やサービスを生産し,市場へ流通させ,人々に購買しても

らう為の仕組みが,一般的にマーケティングと言われる。 

 マーケティングは,対象とする人の数や財の量,市場の大きさ等を基準として

分類されるマス・マーケティング,ワン・トゥ・ワン・マーケティング,ニッチ・

マーケティング,対象とする財の種類を基準として分類される産業財マーケテ

ィング,消費財マーケティング,人々との接触メディアを基準として分類される

Web マーケティング,SNS マーケティング,これらの他にも国際マーケティング

やソーシャル・マーケティング,マネジリアル・マーケティング,関係性マーケ

ティングなど様々なマーケティングが巷に溢れている。 

 しかし,接頭辞としてマーケティングの前に何らかの言葉を付けたとしても

マーケティングとの言葉は共通して使われる。では,共通して使われるマーケテ

ィングとは何なのか,接頭辞を外した場合のマーケティングの概念を理論的に

どう捉えると良いのか,また,様々な接頭辞が付与されているマーケティングを

企業等がどの様に考え,どの様なメカニズムでマーケティングを実践している

のか,との問題意識が沸き上がる。 

 

第 2 節 本研究の目的 

 

本研究は,上記の様な問題意識から,本章では 2 つの目的を持ち,論文を構成

したい。ひとつは,先行研究を踏まえ,マーケティングの定義・歴史・理論につ

いて再考することである。 
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なぜならば,マーケティングは経済学,心理学,社会学,組織論等から構成され

る統合的な学問領域であるため,それぞれの視角から捉えた様々な定義が存在

している。そうした定義を考慮しながら,本研究においてマーケティングの捉え

方を示したい。 

また,マーケティングの定義を含め,マーケティングとは何か,との本質的な

命題を問い直す場合,マーケティングが生成した事情を再考する歴史的研究は

学術的に重要だと考えるからである1）。 

本研究の二つ目の目的は,BtoB（Business to Business）マーケティングのメ

カニズム2)の解明を目指すものである。 

なぜならば,マーケティングの生成事情やマーケティングとは何かなどを踏

まえたうえで,現在の我々を取り巻く社会・経済の中で,産業財を取り扱う企業

の行動3)として実践されているマーケティングのメカニズム4)がどのようにな

っているのかを解明することは,実務的にも理論的にも重要だと考えるからで

ある。 

尚,本研究で考えるメカニズムとは,J&L Lofland[1995]の八つの問いを参考

に,社会的状況において,主に企業という単位に目を向け,主に観察対象となる

企業の組織行動が,どのような原因に影響され,どのような結果を生成している

か,また,その因果関係5)を生み出す,企業を取り巻く市場構造と企業の組織構

造,企業の行動プロセスが,どのようになっているのか,を説明するものとした

い（図１参照）。 

 

                                                  
1) 光澤[1990],p.3。 
2) 尚,メカニズムの定義に関し,打越,前嶋[2015]は,Hedström[2005]のメカニズム

に対する定義「行為存在（entities）が相互作用を含む活動（activities）を行

った結果として規則的に生じる社会現象を説明すること」を紹介しながら,メカ

ニズムの概念が社会科学の中で明確に定義されているとは必ずしもいえない,と

指摘している。 
3) 無論,市場における購買者行動と相互関係性がある。 
4) 尚,本論文では企業以外の NPO や行政機関などの非営利組織の行動メカニズムを

解明することは目的の範囲を超えるため,観察対象からは除外している。これ以

下は企業行動として記述する。 
5) 尚,ここで言う因果関係とは自然科学で取り扱う因果関係とは異なり,対象とな

る全ての人間や集団に共通する普遍的な因果効果を指すものではなく,集団間で

の違い（異質性や多様性）があることを認めながら定量的研究や定性的研究によ

って因果推論を導き出そうとするものである。 
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BtoB マーケティングを選定する理由は,凡そ以下の理由に依る。主に素材や

部品などを取り扱う産業財企業の行動に着目する BtoB マーケティングは,市場

規模も大きく,経済的重要性も高い。例えば,東証 1 部に上場している企業の多

くは,企業等の組織を顧客とする産業財企業である。しかし,BtoB マーケティン

グに関する学術的議論は多いとは言えない。その理由は,いくつか考えられる。

例えば,BtoB マーケティングは BtoC マーケティングの理論で説明できる,との

考え方である。また,素材や部品などの産業財は無数に存在しているが,産業財

の各フィールドと接点を持つ機会が研究生活の中でなかなか得られないため,

研究者が産業財のフィールドにアプローチ出来ていないこともある。更に言え

ば,研究者の多くは様々な産業財に興味を抱いていない,等の理由があげられる。 

自動車を例にすると,完成品の自動車１台に使用される部品点数は 3 万点を

超える。従って,素材や部品等を扱う企業のマーケティング調査・分析を実施す

る場合,サプライ・チェーンを考慮しつつ,素材や部品等各市場に関する調査項

目などを統一し,汎用的な理論モデルの構築を目指す事は意外に難しいと思わ

れる。 

そう考えた場合,主に法人組織を顧客とする産業財企業が行なう BtoB マーケ

ティングは本当に BtoC マーケティングの理論だけで説明がつくのだろうか,多

種多様な素材や部品等を取り扱う様々な市場において,産業財企業のマーケテ

ィング・メカニズムは同じなのだろうか。 

図１ 本研究におけるメカニズムの捉え方（主に破線部分）  

出典：Lofland,John, & Lofland,Lyn.(1995)AnaIyzing social settings. 
Belmont, Wadsworth,a division of International Thomson 
Publishing,Inc.,進藤雄三,宝月誠訳 『社会状況の分析-質的観察と分析の
方法-』,恒星社厚生閣,1997.邦訳 p.169 より加筆修正。  
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 本研究ではそうした問題意識のもと,BtoB マーケティングの本質,展開,因果

メカニズムの経路6）について明らかにすることを論文の命題として設定したい。 

 尚,目的の 1と目的の 2は別のテーマとして完全に独立しているわけではない。

それは,凡そ以下の様な理由による。 

研究者やマーケティングを日々実施している企業によってマーケティングの

定義やその捉え方は,異なる。例えば,1 章や 3 章で取り上げるが,マーケティン

グを生産・流通・消費と言った社会経済的視角で捉える研究者や企業が生み出

す商品やサービスを中心に,生産・流通・販売といった仕組みをいかに組織とし

てマネジメントするのか,との個別企業的視角で捉える研究者も存在している。

更には,市場で提供される商品やサービスを購入する消費者や企業の購買行動

に着目する研究者も多数存在している。 

こうしたマーケティングに対する捉え方や研究アプローチの相違は,マーケ

ティングがいかに発展してきたのか,なぜ発展してきたのか,に対する認識の差

や研究者個人の関心・興味の差などによって生じているのではないか。 

 本研究では,BtoB マーケティングのメカニズムを解明することを 2 つ目の目

的としているが,その目的を達成するためには,先ず,マーケティングの定義や

捉え方に関して,本論文を読む方々とある程度の共通認識を持ちたい,と考えて

いる。  

共通認識を持つためには,ひとつはマーケティング生成の歴史について議論

することだと考える。歴史認識の相違は,結果として本研究の意図とズレを生み

出すことにもなりかねないと考えるからである。 

もうひとつは,先行研究を踏まえ,研究者間で共有できる理論的に裏付けされ

た概念モデルや操作モデル（理論モデル）をベースに議論することだと考える。

マーケティング研究は様々な視角から研究が行われているため,いくつかの概

念モデルや操作モデル（理論モデル）が存在している。それらのモデルについ

てどのような議論が行われ,どのような課題があるのかなどについても確認す

                                                  
6）  因果メカニズムの経路とは,例えば,新規顧客開拓及び顧客維持と言う目的変数

にたどり着くための説明変数や媒介変数が事例によって同じ経路をたどるのか,

または別の経路をたどるのか,と言った事である（同一結果帰着性）。尚,説明変

数や媒介変数が同じ経路をたどっても異なる目的変数になる場合（複数結果帰着

性）も存在する。 
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る必要がある。なぜならば,マーケティング研究においては,共通認識として確

立された概念モデルや操作モデル（理論モデル）が少ないと言われているから

である7）。 

こうした議論を実証研究の前にしておくことが,必要なのではないか,と考え

ている。 

従って,1 章でマーケティングの定義や捉え方について議論した後,2 章から 4

章において,マーケティングの歴史や理論的な課題等について議論してみたい

（第Ⅰ部）。そして 1 章から 4 章を受け,5 章・6 章で概念モデルや操作モデル（理

論モデル）の策定を試み,7 章から 9 章で具体的に産業財企業のマーケティン

グ・メカニズムの解明を行ないたい（第Ⅱ部）。 

本研究において 2 つの目的を設定する理由は凡そ上記の理由によるものであ

る。 

 

第 3 節 本研究のリサーチクエスチョン 

 

＜目的１に関するリサーチクエスチョン①＞ 

本研究の目的１に関して「マーケティングとは何か,マーケティング研究者は

マーケティングをどのように捉えているのか」とのリサーチクエスチョンを持

っている。 

マーケティングに関する様々な定義が研究者やマーケティング団体等から出

されている。先行研究を含め,改めてマーケティングとは何か,マーケティング

を構成する要素は何か,マーケティングを構成する要素に漏れやダブり,矛盾な

どが無いのか,について分析・考察してみたい。 

 

＜目的１に関するリサーチクエスチョン②＞ 

本研究の目的１に関して「マーケティングはいつ生成し,生成要因は何だった

のか,また,マーケティングの中心概念であるマーケティング・コンセプトの生

成は 1950 年代頃といわれているが,それ以前にマーケティング・コンセプトに

関する言及は無かったのか」とのリサーチクエスチョンを持っている。 

                                                  
7）  代表的なモデルには STP や３C,４P などがあげられる。 
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筆者は,現在起きている様々な現象のメカニズムを明らかにしようとした場

合,その現象が起きた 初の時点に遡り,歴史的な経緯を知ることで,因果関係

を見つけ出す様々なヒントを得ることが出来ると考えている。 

物事の起源や歴史について研究することは,ファクトファインディングだけ

では無く,ヒトやモノ,カネ,情報,技術など複雑な要因がどのような構造の中で,

なぜある過程をたどりながら,現在に至っているのか,というメカニズムを解き

明かすことが重要だと考えている。 

マーケティングの生成起源やマーケティングの中心概念であるマーケティン

グ・コンセプトの登場について分析・考察してみたい。 

 

＜目的２に関するリサーチクエスチョン①＞ 

本研究の目的２に関して「産業財を取り扱う企業が,どのような市場環境のも

と,どのような仕組み（構造）を構築し,どのような行動プロセスで BtoB マーケ

ティングを実践展開しているのか」とのリサーチクエスチョンを持っている。 

産業財は素材や部品など様々あるが,本論文では半導体産業の中からシリコ

ンウェーハメーカー2 社を選定し,その 2 社がどの様な BtoB マーケティングを

実践展開しているのかについて分析・考察してみたい。 

 

＜目的２に関するリサーチクエスチョン②＞ 

本研究の目的２に関して「同一業界において 2 社間での因果メカニズムの経

路,組織構造や行動プロセスに相違があるのか,ないのか」とのリサーチクエス

チョンを持っている。 

外部市場環境が同等と考えられる,同じ業界の異なる企業間において,同一結

果帰着性があるのか,ないのか,または,複数結果帰着性があるのか,ないのかを

分析・考察してみたい。 
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第 4 節 本論文の構成 

 

2 節でも少し触れたが,本論文は,第Ⅰ部「歴史・理論研究」と第Ⅱ部の「実

証研究」の 2 部構成となっており,全体では序章から終章まで合計 11 章で構成

される。第Ⅰ部と第Ⅱ部の関係は,2 節で説明した通りである。 

第Ⅰ部の「歴史・理論研究」と第Ⅱ部の「実証研究」とを直接的に結びつけ

る必然性はないものの,BtoB マーケティングに関する「実証研究」を実施する

前の段階として,第１,第２のリサーチクエスチョンでもあげたように,マーケ

ティングとは何か,マーケティングの起源はどこにあるのかを論じたうえで,本

論文を構成することによって,BtoB マーケティング研究のあり方を再考するき

っかけとしたい,との想いがある。 

1 章から 4 章までが第Ⅰ部「歴史・理論研究」となる。ここでは,マーケティ

ングに関する歴史的・理論的な検討を取り扱っている。 

1 章では,先行研究を踏まえ,マーケティングの定義について検討する中で,

マーケティングの本質とは何か,本論文が考えるマーケティングとは何か,につ

いて論じる。 

2 章では,マーケティングの起源について,20 世紀初頭にアメリカで生まれた

とされるマーケティング生成のメカニズムについて議論し,マス・マーケティン

グ生成の基本的なメカニズムを明らかにしたい。 

3 章では,2 章で論じた実務としてのマーケティング生成に伴い,理論として

のマーケティングに関する議論がどの様に始まったのかについて検討する。特

に,マーケティング議論の中心的なテーマであるマーケティング・コンセプトの

「顧客志向」要素,「利益志向」要素,「統合的努力」要素について論じる。 

4 章では,3 章で取り上げたマーケティング・コンセプトに潜むジレンマにつ

いて取り上げる。実際の経営実務においては様々なジレンマを抱えながら事業

継続を図っていかなければならない。その為にもジレンマを理論的に把握して

おくことは,実務的なインプリケーションを提供することにも繋がる。 

尚,4 章は,第Ⅱ部の「実証研究」へのつなぎとしての役目を果たす章として

位置付ける。 



8 
 

次に,5 章から 9 章までが第Ⅱ部「実証研究」になる。ここでは,具体的な産

業財企業を取り上げ,BtoB マーケティングの展開,因果メカニズム,組織構造及

び企業行動プロセスメカニズムの解明を行なう。 

5 章では,BtoB マーケティングの先行研究を踏まえ,BtoB マーケティングを研

究するためのアプローチについて検討する。その中で,売手企業の BtoB マーケ

ティング・メカニズムを解明するアプローチの概念モデルを提示する。 

6章では,5章で提示した概念モデルから実際の産業財企業における BtoBマー

ケティングを分析・考察するための変数について検討する。先行研究などを踏

まえ,マーケティングの目的である顧客創造に結びつくための変数をまとめた

操作モデル（理論モデル）を提示する。また,その中で,BtoB マーケティングの

メカニズムに関する 4 つの仮説をたてる。 

7 章では,操作モデル（理論モデル）の中で取り上げた,BtoB マーケティング

の市場環境について検討する。具体的には,本論文においては半導体材料市場を

選定し,その中のシリコンウェーハ市場の環境分析を行なう。 

8 章と 9 章では,操作モデル（理論モデル）に沿い,産業財であるシリコンウ

ェーハを製造・販売する企業 2 社を観察対象に選定し,両社がどの様に BtoB マ

ーケティングを展開しているのか,両社において BtoB マーケティングのメカニ

ズムはどの様になっているのか,について分析・考察するとともに,6 章でたて

た仮説の検証を行なう。その中で得られた発見事項を提示する。 

終章では,8 章・9 章で得られた発見事項等についてまとめるとともに,本研究

を全般的に振り返り,内容を要約し,理論的インプリケーション及び実務的イン

プリケーションを提示する。 後に,本研究に残された課題について論じる。 

尚,本論文の 後には参考文献のほか,企業調査で利用されたインタビュー調

査票を掲載しておく。 

本論文の全体構成図を次頁に示しておく（図１）。 
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図２ 本論文の全体構成図 
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第 1 章 マーケティングの定義と捉え方 

 

第１節 はじめに 

 

 マーケティングは科学技術の変化や消費者の欲求の変化などに伴い,時代ご

とに重要度が高まっている,との見方がある。例えば,鉄道や自動車などの移動

手段が無かった時代においては消費者と消費者に製品やサービスを提供する供

給者との関係は,地理的にも精神的にも距離感が近く,供給者は目の前の消費者

だけを相手に商売を行なうだけでよかった。 

しかし,鉄道や自動車などの移動手段が科学技術の発達によって出現し,消費

者と供給者との関係は一変することになる。科学技術の発達は,生産設備やコミ

ュニケーション手段などの発達に繋がり,供給者の数を増加させると同時に供

給者は,目の前に存在する消費者以外にも製品やサービスを広範囲にわたり提

供することが可能となる。 

また,消費者側も購入する製品やサービスを選択できる可能性が高まり,消費

欲求の変化をもたらすことにつながる。従って,供給側ではどの様な製品やサー

ビスを消費者へ提供すると,消費者が購買するのか,また,どの様な経路で製品

やサービスを供給すると,消費者の利便性が高まり,かつ,コストを下げること

ができるのか,更に,どの様なキーワードやビジュアルが消費者の心に響くのか,

と言った考え方や手法,いわゆるマス・マーケティングが供給者側に生じること

になる。 

 近年はインターネットの発達により,製品やサービスを購入する対象が,塊と

しての消費者概念から,個人情報をベースにした個としての顧客概念に変化し

ているとも言える。また,ビッグデータの活用などにより,個人の趣味嗜好など

が把握可能になってきたため,個人に見合った製品をひとつひとつ供給するこ

とも重要視されている。いわゆる,ワントゥワン・マーケティングである。 

しかし,そのためには製品やサービスのコストが高くなる可能性もあり,ある

共通したプラットフォームを持ちながら顧客一人ひとりが何らかのカスタマイ

ズ可能な製品やサービスを供給する新たな仕組みとしてのマーケティングが模

索されることになる。 
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 少し大掴みになるが,上記が実務としてのマーケティングの重要性が時代ご

とに高まっているとの見方である。 

 一方,理論・研究としてのマーケティングの見方はどうだろうか。マーケティ

ング研究は,経済学や心理学,社会学,組織論等に還元され,例えば,市場の課題

は経済学が取り扱い,消費者である買手の意識・行動問題は心理学・社会学が取

り扱い,売手である企業のマネジメントの問題は組織論が取り扱う為,マーケテ

ィング研究の地位・独自性は低下している,との見方もある[若林 2003,p.3]。 

 その理由は,マーケティングには基本的概念図式ないし,ある種の概念モデル

が確立されていないこと8),過去の学問成果に学ぼうとしない姿勢などが指摘

されている[荒川 1988]。 

 上記の様に,実務としてのマーケティングの重要性が高まる一方,理論・研究

としてのマーケティングの地位・独自性は低下しているとの一見,正反対の見方

が出てくるのはなぜであろうか。本章の問題意識のスタートはそこにある。 

 そこで本章では,学術的な視角からマーケティングに関する定義や捉え方に

ついて確認してみたい。なぜならば,マーケティングの定義や捉え方によって,

マーケティング理論の構築やマーケティング研究の領域に影響が出ると考えら

れるからである。 

また,マーケティングの定義や捉え方の違いによって,マーケティングの理論

背景も経済学や心理学,社会学,組織論など異なってくるのではないか,更に,マ

ーケティングの定義や捉え方により,研究分野が局所的となり,研究のための研

究となる可能性も出てくるのではないか,逆に,広範囲となりマーケティング研

究が分散化することもあるのではないか,と考えられるからである。 

そこで,本章の目的は,マーケティングとは何か,マーケティング研究にはど

の様な理論背景が必要なのか,についてマーケティングの定義や捉え方に関す

る先行研究を踏まえ,再確認することである。 

                                                  
8) 基本的概念図式ないし,ある種の概念モデルが確立されていないことに関して,

田村[2015]は,別の角度から,マーケティング研究に限らず,質的研究において事例

記述を支える理論的な因果図式（モデル）がないことを指摘している。 
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尚,企業のマーケティング活動や戦略などを分析している実務研究は多数あ

るが,各企業がマーケティングの定義をどの様に定め,マーケティングをどの様

に捉えているかを比較し議論している文献はサーベイの中では見当たらない。 

 

第２節 定義を議論する理由について 

 

マーケティングの定義に関する議論をする前に,そもそも定義とは何か,定義

を議論する理由・意味について確認しておく。 

江村[2003]によれば,定義とは定義しようとする対象についての内容の記述

（複数）つまり置き換え (複数),あるいは意味（複数）のうち,特にその視点が

他の観点より格段優れていると何かによって判断されるわけではないけれども

他の観点より何らかの点で優れていると勝手に決めた,そのある観点から見て

一番ふさわしい記述,置き換えのことである[p.114],としている。 

また,木村[1969]は,田辺[1939]の「一つの概念を他の概念と区別する如くに

其内包中の徴表を選出して其概念を規定することである」を引用した上で,定義

とは,概念の意義を決定すること[p.93],としている。また,木村は学問の世界で

は定義は実質的でなければならない。定義の虚偽を冒してはならない。そのた

めには,定義は量的にはその示す意義が概念に対して過不足があってはならず

質的には事物そのものの本質を捕捉していなければならない[p.93],とも指摘

している。 

江村と木村の定義に関する認識は少し異なっている。江村はある観点から見

て一番ふさわしい記述としており,曖昧さが残る。それに対し,木村は定義とは

実質的であり量的にも質的にも曖昧さを排除し厳密な概念規定を求めている。 

尚,こうした定義に関する議論は,ウィキペディアを参考にすると,ソクラテ

スやアリストテレスの時代から 2000 年以上議論されているが,定義とは何なの

か,との問題についてはっきりした結論は出ていない,とも指摘されている。 

本章では上記の様な議論を参考にしながら,定義とは複数の人がコミュニケ

ーションを行なう場合,コミュニケーションの前提となる共通の認識となる言

葉（＝概念）の意味,としたい。 
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次に定義を議論する理由や意味のひとつは,若林[2010]を参考にすると,定義

について議論することは，単に言葉や用語の説明をすることではなく，対象と

する言葉や用語について,原理的に理解を深めるための試みだと考える。対象と

する言葉や用語について原理的に理解を深めることは,対象とする言葉や用語

の周囲にある状況やその言葉や用語が生成してきた過程も理解しようとするこ

とであるため,将来的にその言葉や用語がどのような状況を創造していくのか,

との見通しを持つことが可能となるのではないか,と考える。 

また,定義を議論する理由や意味のもうひとつは,何かのテーマについて議論

したり,コミュニケーションする場合,その前提となるテーマについての定義が

異なっているとコミュニケーションギャップや意見の相違が生まれやすいと考

えているからである。 

例えば,「群盲象を評す」とのインドの寓話で言うと,象の鼻や耳,牙,尻尾に

ついてそれぞれが語り,その正しさを主張したとしても,対立が深まるだけであ

る。なぜならば,鼻や耳,牙,尻尾ひとつひとつは正しくても,象全体を正しく表

現したことにはならないからである。 

こうしたことが起きる原因は,コミュニケーションするそれぞれが,象という

言葉の意味を共通認識として持ち合わせていないからである。 

共通認識を持ち合わせていない者同士が何かのテーマについて議論したとし

ても,議論は混沌とし,議論する意味を持たない場合が生じる。議論の目的は必

ずしも意見の統一を目指すものではないにせよ,あるテーマについて多様な意

見を述べ合う場合でも,ある共通認識の上において出てくる意見と共通認識の

ない意見とでは,議論の目的－何のために議論しているのか－を見失う可能性

が高くなると考えられる。 

従って,第 1 節のはじめにでも触れたが,マーケティングは時代を経るごとに

重要度が増しているとの捉え方もマーケティング研究の地位・独自性は低下し

ているとの捉え方も,それ以前にマーケティングとは何か,を共通認識として持

ち合わせていることが前提となる。 

上記のような理由により,本章ではマーケティングの定義およびマーケティ

ングの捉え方について議論していきたい。 
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第３節 マーケティングの定義に関して 

 

一般的にマーケティングの生成は 19世紀後半から 20世紀と言われている[池

尾ほか 2010]9)。これは,アメリカにおける寡占的企業を主体とした,大量生産,

大量流通,大量プロモーション,大量消費を基本とするマス・マーケティングと

考えられる[近藤 1988][若林 2003]。 

また,マーケティングの定義は,時代や国,論者によって様々に定義されてい

る。例えば,1948 年の AMA（American Marketing Association）では「マーケテ

ィングは,生産者から消費者あるいは利用者に,商品およびサービスの流れを方

向づける種々の企業活動の遂行である」と定義され,マーケティング主体は企業

であり,企業活動の遂行,と捉えられている。 

しかし,2007 年の AMA の定義では「マーケティングとは,顧客,依頼人,パート

ナー,社会全体にとって価値のある提供物を創造・伝達・配達・交換するための

活動であり,一連の制度,そしてプロセスである」となっており,マーケティング

主体は曖昧で活動・制度・プロセスと広義に渡って定義されている。 

一方,我が国においては JMA（Japan Marketing Association）が 1990 年に「マ

ーケティングとは,企業および他の組織（ １）がグローバルな視野（２）に立ち,顧

客（３ ）との相互理解を得ながら,公正な競争を通じて行う市場創造のための総

合的活動（ ４ ）である。」と定義している。 

 

（1）教育･医療･行政などの機関,団体などを含む。 

（2）国内外の社会,文化,自然環境の重視。 

（3）一般消費者,取引先,関係する機関･個人,および地域住民を含む。 

（4）組織の内外に向けて統合･調整されたリサーチ･製品･価格･プロモーショ

ン･流通,および顧客･環境関係などに係わる諸活動をいう。 

 

                                                  
9) 梶原[2012,2013]は,ブランド観点からマーケティング生成には 3 つの流れがあ

るとし,13 世紀末のヨーロッパにおけるに醸造ブランドの創造と展開を第 1 の流

れ,アメリカにおける「マコ－ミック」,「シンガー」のメカニズム・ブランドの

創造を第 2 の流れ,19 世紀後半の「アイボリー」,「コカ・コーラ」に代表され

る一般ブランドの創造と展開に成功した流れを第 3 の流れとしている。 
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こうした定義には,共通して歴史的な規則性には乏しいとされる。なぜならば,

様々な分野で違和感なく通じるように一般化された定義だからである[石井

2012]。 

では,マーケティング研究者はどのようにマーケティングを定義しているの

であろうか。アメリカ,日本,ヨーロッパのマーケティング研究者の中から,マー

ケティングの定義に関し,詳しく議論している研究者 3 名からそれぞれの定義

について考察する。 

 

１ Kotler and Keller（アメリカ）のマーケティング定義 

Kotler and Keller[2006]は,マーケティングを社会的な定義と経営的な定義

に分け,社会的な定義では,マーケティングとは個人や集団が製品及びサービス

を創造し,提供し,他者と自由に交換することによって,自分が必要とし求めて

いるものを手に入れる社会的プロセスである,としている。 

経営的定義に関しては Drucker[2001]のマーケティングの狙いはセリングを

不要にすることであり,マーケティングの成果は買う気になった顧客であるべ

きだ,との言葉を引用するとともに,マーケティング・マネジメントとして,マー

ケティング市場を選択し,優れた顧客価値を創造し,提供し,伝達することによ

って,顧客を獲得し,維持し,育てていく技術及び科学,としている。 

そして,「交換」がマーケティングの中核となるコンセプトであるとし,交換

成立に 5 つの条件整備をあげている。 

更に 2 つ以上のグループ間で交換が成立したことを「取引」としている。そ

して,マーケティングに携わる人がマーケティングの対象として扱うものは 10

種類あるとし,財,サービス,イベント,経験,人,場所,資産,組織,情報,アイデア

をあげている。 

Kotler and Keller は,次の様にも述べている。標的購買者に対し「価値」と

「満足」を提供することができれば,その提供物は成功したと言える。更に,マ

ーケティングとは,対象とする相手から望ましい反応を引き出すための活動な

のである。 
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少し整理してみよう。先ず,マーケティングの社会的な定義と経営的な定義で

は意味が異なる。社会的な定義では「交換」及び「取引」がマーケティングの

中心概念であることが明示されている。 

「交換」の定義については詳しく説明されていないが,経済的交換と社会的交

換10)の両方をイメージした内容になっている。「取引」に関しては,貨幣取引,

バーター取引を例に出し,価値のある少なくとも２つのもの,合意できる条件,

時間の合意,場所の合意などの様々な要素があり,取引のために法律制度がある,

と述べている。 

一方,経営的な定義では,社会的な定義とは違う概念が組み入れられている。

それは「顧客価値」と「伝達」,「顧客」及び「技術」「科学」である。Kotler and 

Keller の経営的定義の構造は下記の様に分解され説明されている。 

「顧客」には,消費者市場,ビジネス市場,グローバル市場,非営利市場及び政

府機関市場の 4 つの主要な顧客市場がある。 

「価値」とは,知覚された有形及び無形のベネフィットと顧客にかかるコスト

を表す。価値は品質・サービス・価格の「顧客価値の三本柱」の組み合わせで

ある。「価値」はマーケティング・コンセプトの中心である。 

「伝達」は 3 種類のマーケティング・チャネル利用することになる。（１）コ

ミュニケーション・チャネル：新聞,テレビなどのマス媒体や屋外広告やインタ

ーネット,小売店の雰囲気なども含まれる。（２）流通チャネル：流通業者,卸売

業者,小売業者,代理業者などを指す。（３）サービスチャネル：潜在購買者との

取引を行なうことも含まれ,問屋,運送会社,銀行,保険会社などを指す。 

「満足」とは,自分の期待に対して製品の知覚されたパフォーマンス（あるい

は成果）がどうであったかを比較評価したものである。 

「技術」「科学」に関して,詳しい言及はされていないが,「科学」とは,一般

に,事がらの間に客観的なきまりや原理を発見しそれらを体系化し説明するこ

とを指し,「技術」とは,理論を実際に適用する手段を指す[尾身 1996]。 

Kotler and Keller は,「交換」と品質・サービス・価格の組み合わせである

「価値」をマーケティングの中心概念だと指摘している。こうした考え方は,

                                                  
10) 八木[2010] pp.113-146 を参照。 
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マーケティング志向の顧客志向要素を基調としながらも,マーケティング・コン

セプトの製品志向がその根底にあることがうかがえる。 

また,マーケティングの定義において,マーケティングの目的はセリングをな

くすことであり,顧客満足を成果とすることが,示唆されている。 

 

２ 若林（日本）のマーケティング定義 

若林[2003]は,マーケティングは企業の顧客に対する経営行動であり,顧客

（市場）に適応しつつ,顧客を創造すると言う 2 面性が重要である。また,マー

ケティングの基本定義は,単なる販売と区別される,販売前活動,販売後活動を

含む一連の統合的にマネジメントされた市場への働きかけ,としている。そして,

この定義を説明する 5 点を凡そ以下の様にあげている。 

 第 1：販売そのものは商品交換発生以来の経済現象であるが,マーケティング

は販売の新しい形式であり,単純な商品流通に伴う単純な販売ではない。製品戦

略,価格戦略,コミュニケーション戦略,チャネル戦略やマーケティング・リサー

チの活用など,単なる販売を超えた活動を統合的に調整して実施されるのが,マ

ーケティングである。 

 第 2：マーケティングは,マーケティングする主体とマーケティング「される」

対象である客体としての消費者への一方通行を強く意識している。交換及び取

引は,交換ないし取引当事者双方の相互行為を意味し,マーケティングがすぐれ

て他者への働きかけであることを軽視している。交換及び取引成立を目指す一

方の意識的行為こそがマーケティングであって,交換そのものではない。 

第 3：マーケティングは市場での行為であり,常に販売しようとした商品が購

買されるとは限らないし,あらかじめ計画を立て,それに沿って販売が成功する

こともある。従って,マーケティングは認識不可能な他者とのコミュニケーショ

ンであり,交換当事者の相互関係と把握される。そして,現実は必然でもなく不

可能でもない偶有的な秩序の中にある[石井 1993,2011]。この指摘に肯首しな

がらも,マーケティングはマーケター側が試みる客体としての顧客への挑戦と

捉えるべきではないか。 

 第 4：マーケティングの担い手として,寡占製造業を念頭に入れつつ,寡占商

業資本もその担い手となる。また,中小企業,NPO なども部分的にせよ新しい販



19 
 

売形式であるマーケティングの導入が可能なため,マーケティングの担い手は

限定しない。 

 第 5：プロダクト・ライフ・サイクルや市場地位によってマーケティングの

目的は異なる。例えば,投資や経費を縮小して利益を回収することをに力点をお

くなど,様々な目的が設定される。 

従って,マーケティングの定義それ自体にマーケティングの目的や成果を含め

てはならない。 

 マーケティングの定義に関する若林の説明は,第 1 の点においては Kotler 

and Keller の経営的定義の内容とさほど変わらない。しかし,第 2 の点におい

ては,Kotler and Keller は「交換」そのものを指しているのに対し,若林は,マ

ーケターから他者への意識的な働きかけによる「交換」及び「取引」をマーケ

ティングとしている点に違いがある。第 3 の点は,第 2 の点を補足する形で指摘

されているが,Kotler and Keller も企業が積極的に市場へ働きかけ続けること

を示唆している。第 4 の点は,Kotler and Keller は,マーケティングの定義を

社会的な定義と経営的な定義の 2 通りに分けている。若林はマーケティングの

担い手を特定はしていないが,後者の経営的な定義で捉えている。第 5 の点は

Kotler and Keller と若林では異なる点である。Kotler and Keller はマーケテ

ィングの定義に目的と成果を明記はしていないが,示唆される内容を語ってい

る。それに対し若林はマーケティングの目的や成果は,多様であるため,マーケ

ティングの定義には含めてはならないとしている。 

 

３ Lambin（フランス）のマーケティング定義 

Lambin [1986]は,マーケティングとは,効用を生み出す製品とサービスを創

造し,自発的かつ競争的に交換することにより,個人や組織の欲求と欲望を満足

させようとする,社会的過程である,と述べている。 

この中で中心的なコンセプトは,「欲求」「製品」「交換」である。「欲求」は,

顧客である消費者や組織の買手としての動機づけと行動をテーマとする。「製品」

は生産者の行動,生産及び組織の在り方をテーマとする。「交換」は市場と供給,

需要との出合いの仕組みをテーマにする,と指摘している。 
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また,マーケティングは「販売手段の総体」,「分析手法の総体」,「消費社会

の形成を担う販売システム」であり,マーケティング・コンセプトとして,3 つ

の次元「行動次元」（市場の獲得）,「分析次元」（戦略的マーケティング）,「思

想の体系」（考え方の状態）が存在していると言う。 

そして,多くの場合,短期的な視点である「行動次元」（市場の獲得）としての

販売手段の集合体である,業務的マーケティングに注力するが,長期的な視点で

ある「分析次元」としての戦略的マーケティングが過小評価されている,と指摘

している。 

業務的マーケティングとは,販売視点からスタートし,製品,流通,価格,コミ

ュニケーションの所謂４P に関する戦術的手段を用い,市場占有率目標と目標

達成のために認められたマーケティング予算と具体化される市場獲得を目指す

行動過程であると説明している。 

それに対し,戦略的マーケティングは,個人や組織の欲求分析からスタートし,

買手が求める製品自体ではなく,製品が果たしうるサービスを提供する市場に

対する STP を確定することである。製品が持つ魅力度は潜在市場の大きさやラ

イフサイクルによって測定され,ライバルと異なる優れた品質や生産性を保持

する競争優位性を継続することが重要である。戦略的マーケティングの役割は,

企業の持つ資源と技量によりよく適合しかつ成長と収益性の面で魅力的な経済

機会へ向かわせる総需要予測として機能する。 

業務的マーケティングと戦略的マーケティングは,機能として大きく異なる

が,相互補完的な関係にある。 

少し整理してみよう。Lambin の定義では,マーケティングを社会的過程とし

ており,マーケティングの担い手を明示はしていない。しかし,その内容は,企業

を担い手としたマーケティング論を語っている。この点は若林のマーケティン

グの担い手を限定はしていないが寡占製造業を念頭に置いていることと共通し

ている。Kotler and Keller が 2 つの定義を用意している点とは異なる。 

また,Lambin はマーケティングの中心的なコンセプトとして「欲求」「製品」

「交換」の 3 つをあげている。 

「交換」は,Kotler and Keller,若林もその捉え方は異なっているが,マーケ

ティングの中心的な概念と捉えている。「製品」は,Kotler and Keller におい
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ては 10 種類のマーケティング対象を具体的に示している。若林も商品を前提と

してマーケティングを定義している。 

Lambin は「欲求」をマーケティング・コンセプトとしてあげ,Kotler and 

Keller は「満足」をマーケティングの成果指標として取り上げている。若林は

マーケティングは顧客（市場）に適応しつつ,顧客を創造すること,と指摘して

いるが,マーケティングは顧客満足や顧客欲求を満たすこと,とは述べていない。

これは,マーケティングの定義に目的や成果を含んではいけない,との指摘に通

じるものである。「欲求」や「満足」は個別企業のマーケティング目標であって,

マーケティング目標は市場の大きさや質,製品ライフサイクルなどによって異

なる変数の為,マーケティングの主体によって異なる。 

Lambin は,マーケティングを製品販売の総体と捉えており,その手段として

業務的マーケティングを捉え,一方で,製品に組み込まれた製品購入者にとって

の本質的な価値であるサービスが何であるのかを分析し,他社との差別化を通

じ収益を確保する戦略的マーケティングとがあることを主張している。Kotler 

and Keller 及び若林では,マーケティングの定義以外の箇所で,戦略性について

語ってはいるが,Lambin は,マーケティングの定義において競合他社を念頭に

置いた競争戦略意識が高い。 

 

４ 小括 

3 名の相違の中で特徴的な点をあげると,マーケティングの担い手は,Kotler 

and Keller の社会的な定義においては存在せず,社会システムとして作用して

いると広く捉えているのに対し,若林と Lambin は,企業を中心とした組織を強

く意識している。 

マーケティングの基本機能・要素に関しては,3 名とも機能としての交換をあ

げているが,Kotler and Keller と若林は機能として取引をあげ,基本,供給者と

需要者の２者間の相互作用を指摘している。 

それに対し Lambin は,マーケティング機能を司る供給者にはマーケティング

要素としての製品,同じく,マーケティング機能を司る需要者にはマーケティン

グ要素としての欲求,そして,両者を結びつけるマーケティング機能である相互

作用に交換をあてている。 
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マーケティングの対象においては,若林と Lambin は商品（製品）及びサービ

スといった交換や取引の概念として捉えやすいものをあげているが,Kotler 

and Keller は,経験やアイデアと言った一見,交換や取引の概念として捉えにく

いものまであげている。 

また,マーケティングの競争概念では,Kotler and Keller は経営的な定義に

おいて企業側の視角,若林は企業と市場との相互視角,Lambin は企業と顧客と

競合との３者視角となっており,Lambin が強く競争概念を持っていることがう

かがえる。 

そして,マーケティングの目的・成果においては,若林は,マーケティングの目

的や成果はマーケティング主体によって異なるため,定義には含まれないとし

ているが,Kotler and Keller と Lambin は顧客満足・顧客欲求を目的・成果と

してあげている。 

しかし,若林が指摘するように,マーケティングの定義そのものに,目的や成

果を組み入れることには違和感を覚える。 

なぜならば,定義とはある用語に対する共通認識を定めるものであることか

ら考えれば,マーケティングの担い手毎に目的や成果は異なるため,共通認識と

して定められないからである。 

以上の様に,マーケティングの定義の主要な構成要素である「マーケティング

の担い手」,「マーケティングの基本機能・要素」,「マーケティングの対象」,

「マーケティングの競争概念」,「マーケティングの目的・成果」それぞれにつ

いて,３名は共通する部分もあるが,異なる部分も多くみられる。 

3 名の相違を「マーケティングの担い手」,「マーケティングの基本機能・要

素」,「マーケティングの対象」,「マーケティングの競争概念」,「マーケティ

ングの目的・成果」についてまとめると以下の様になる（表 1）。 
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表 1 3 名のマーケティング定義の相違 

  

 

第４節 マーケティングの捉え方について 

  

前項で確認したように,マーケティングの定義の中で,マーケティングに担い

手はいるのかいないのか,担い手がいるとした場合,その担い手に競合相手は存

在するのか,また,マーケティングの担い手の目的・成果は何であるのか,その担

い手はマーケティングの対象を何にしているのか,加えて,マーケティングの基

本機能・要素をどの様に認識しているのか,によってマーケティングの捉え方は

異なってくる。 

 この項では,先行研究で議論されているマーケティングの捉え方の中から,下

記の３つの捉え方について確認したい。 

ひとつ目はマネジリアル・マーケティングの流れをくむ,マーケティング戦略

や戦略的マーケティングと呼ばれる捉え方である。二つ目は主に売手と買手の

関係性に着目してるリレーションシップ・マーケティングである。そして,三つ

目は,マーケティング活動の範囲と複雑性を認識し融和させ,価値欲求と価値創

造,価値提供の 3 つの需要なマネジメントに取り組むためのホリスティック・マ

ーケティングとの捉え方である。 

 マーケティングの捉え方は上記の 3 つ以外にもあると考えられるが11),上記 3

つを取り上げる理由は,ひとつ目が,マーケティング主体としての企業からの視

角でマーケティングを捉えていること,二つ目がマーケティング主体としての

                                                  
11) Kotler et al[2002],片山[2002],石井[2003],嶋口[2006]などを参照。 

出典：筆者  

マーケティングの
担い手

社会的な定義（社会システム）と
経営的な定義（企業などの組織が担い手）

担い手は限定しないが、
寡占製造業や商業資本、

中小企業やＮＰＯなどを念頭に置く

社会的過程であるが、
企業を担い手として念頭に置いている

マーケティングの
基本機能・要素

交換・取引 マーケター側からの交換及び取引 欲求・製品・交換

マーケティングの
対象

財、サービス、イベント、経験、人、場所、
資産、組織、情報、アイデア

商品 製品とサービス

マーケティングの
競争概念

セリングの不要 市場対応 競争的交換

マーケティングの
目的・成果

含む（顧客満足） 含まない 含む（顧客欲求）

　　　　　　　　　　　　　　研究者

定義の構成要素
Kotler and Keller（アメリカ） 若林（日本） Lambin（フランス）
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企業と取引先等外部との相互関係形成からの視角でマーケティングを捉えてい

ること,三つ目がマーケティング主体としての企業内部,及び企業を取り巻く外

部,そして倫理・法律などの制度と環境など,企業全体を包括的な視角からマー

ケティングを捉えていること,主に上記の理由に依る。 

また,マーケティングの主体を企業とした場合,マーケティングを大きく 3 つ

の視角から捉えているため,マーケティングの捉え方に関する議論を凡そ網羅

することが可能だと考えるからである。 

尚,マーケティングの担い手を設定しない社会的なシステムとしてのマーケ

ティングに関しては,経済や政治などを含めた広範囲な議論となることが予想

され,本章の目的範囲を超えるため取り扱わないこととする。 

 

１ マーケティング戦略／戦略的マーケティングの捉え方  

実務的なマーケティングを考えた場合,マーケティングの担い手の多くは企

業であり,企業が対象とするのは主に自社が提供する何らかの製品やサービス

である。また,自社が提供する製品やサービスを購入する顧客（既存顧客,潜在

顧客両方を含む）が対象となる。そこには,競合企業も存在する。こうした企業

を取り巻く環境（＝市場）を見渡し,マーケティングを捉えようとする考え方が,

マーケティング戦略や戦略的マーケティングである。 

 原田・三浦[2008]によれば,マーケティング戦略とは,企業と市場との連続的

（継続的）適合を指す。また,市場への戦略的対応が職能レベルから事業単位レ

ベル,更に全社レベルへと上昇したものが戦略的マーケティングと呼ばれる[橋

本 et al 1990]。 

マーケティング戦略に関しては比較的古くからマーケティング戦略に関する

捉え方を提示している三上[1965]を参考に確認してみよう。 

１：マーケティング戦略は,長期的な計画である。従って,目先きの,事象に 

即応する短期的計画,すなわち戦術（tactics）とは区別する。 

２：マーケティング戦略は,ダイナミックスを前提とする。消費,流通,社会,経

済その他,マーケティングをめぐる環境,与件の動態的な変動の中で,それ

らにアダプトし,時にはリードしてゆく計画である。 
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３：マーケティング戦略は,総合の力である。マーケティング．ミックスはまさ

にこれを端的にあらわしているが,それはマーケティング・ミックスだけに

とどまらず,マーケティングの計画,組織,財務,人事をも含めた総合の力を

意味する。 

４：マーケティング戦略は,基本的には,消費者利益と企業利益の調和というマ

ーケティング理念から出発する。 

５：マーケティング戦略は,フィードバックの原理に立脚する。前方的なフィー

ルドではチャネル,消費者,また後方的なフィールドでは経営目的,経営理

念,経営的条件といったものとの間にフィードバックが成立する。 

６：マーケティング戦賂は,その企画,実施のために,社会学的,心理学的,数学的,

統計学的諸科学の総合的なアプローチが要求せられる。 

 

三上のマーケティング戦略に関する考え方をまとめたものが図１となる。 

 

 

 

 三上は,マーケティング戦略は長期的な視野に立つこと,企業を取り巻く政治

や経済などの外部環境を考慮に入れ,全社の総合力を用い,企業と消費者の

図１ マーケティング戦略に関する概念図 

出典：三上[1965],「現代マーケティングの展開」,明大商學論叢４９（２）,p.102
より加筆修正。 
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Win-Win な関係を築くことを指摘している。その為には,経営理念やチャネル政

策などが必要になるとともに,様々な学問領域の知見が必要となることを述べ

ている。しかし,企業の社会的な責任等については触れていない。 

 戦略的マーケティングに関しても比較的古くからマーケティングに戦略的な

要素（ドメイン,資源配分,競争優位性,シナジーなど）を取り入れている嶋口

[1984]を参考に確認してみよう。 

嶋口は戦略的マーケティングには 3 つの中心的な領域があると指摘している。 

ひとつ目の領域は,市場の需要調整を主要課題とする「マーケティング・マネ 

ジメント戦略」であり,具体的には,市場目標設定,市場ターゲット層設定,マー

ケティング・ミックス政策の策定を使用戦略要素とし,一貫性,統合性のある戦

略システムのセットを構築することである。 

2 つ目の領域は,「ソーシャル・マーケティング戦略」として,組織の社会的 

なかかわりを担う部分であり,企業活動に対する社会からの要請に応えるもの

である。 

3 つ目の領域は,市場需要の開拓の余地が低下する中で,競争は激化している 

ため「競争市場戦略」との視点を持つことである。具体的には,限られた経営資

源を 適に投下して 大のリターンを得るために,企業がどの様な競争対抗の

使命,方針,戦略ドメイン,政策定石などを採用するべきなのか,を考え,実行に

移すことである。 

 この 3 つの領域を内包する戦略的マーケティングが主導的役割を占めながら

外延的に関与する経営領域が「戦略市場計画」12)と呼ばれるものであり,市場

環境への適応行動とされるものが戦略的マーケティングが,「戦略市場計画」の

中心的な役割を担いつつ,他の経営諸機能である財務,供給,人材開発,技術など

の諸戦略と連携・統合を図り,組織全体の成長戦略や投資バランス計画する。同

時に全体の組織戦略や管理システムへの連動化といった経営全体の戦略をテー

マとする。従って,戦略市場計画と戦略的マーケティングの重複部分は極めて大

きい,としている。 

 嶋口の考える戦略市場計画と戦略的マーケティングを表したものが図２にな

る（筆者加筆）。 

                                                  
12) 戦略市場計画に関しては,Aaker[1984],Day[1984,1990]等も参照されたし。  
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図２ 戦略市場計画と戦略的マーケティングの概念と必要な知見の例 

出典：嶋口[1984]『戦略的マーケティングの論理』, 

誠文堂新光社,p273 を加筆修正。  
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マーケティングに関する三上と嶋口の考え方の違いは凡そ以下の点があげら

れる。ひとつ目は,三上のマーケティング戦略は,単一事業を念頭に置いたマー

ケティング戦略の概念を示しているのに対し,嶋口は多角化事業を念頭に置い

たマーケティング戦略の概念を示している。 

これは,時代背景が影響していると考えられる。企業が多角化経営に乗り出し

たのは 1960年代から 70年代であるため,三上が示したマーケティング戦略の概

念は 1965 年であり,企業の多角化が始まったばかりの頃である。それに対し,

嶋口は企業の多角化時代を経た後の個別事業ごとのマーケティング戦略を示し

ていることになる。 

二つ目は,三上はマーケティング戦略の枠組みの中で,外部環境として競争が

あることを指摘してはいるが,どちらかと言えば,企業内部のシステムとしてマ

ーケティング戦略を説いている。それに対し,嶋口は,競合他社との競争が念頭

にあり,競争の中での企業経営戦略としてマーケティングを説いているため,戦

略的マーケティングとの捉え方をしていることである。 

 三つ目は,三上は企業と消費者との Win-Win な関係を築くことを説いている

が,嶋口は,もっと広い意味で社会からの要請に企業はどの様に応えるべきかと

の意味合いで,社会的価値の創造をソーシャル・マーケティングとして取り入れ

ていることがあげられる。 

四つ目は,三上は触れていないが,嶋口は企業の社会的責任として,人口問題

や食糧問題,資源の浪費,環境汚染などエコロジーの問題に関しても,エコマー

ケティング・システムとして,マーケティングに取り入れて考えようとしている

ことである。 

また,五つ目は,三上はマーケティング戦略を構築するには社会学的,心理学

的,数学的,統計学的諸科学などが必要であることを明確に述べている。その点

に関し嶋口は,戦略市場計画及び戦略的マーケティングは,アートの色彩が強か

ったが,科学的な武装をとりはじめつつある,と指摘し何らかの理論背景が必要

であることを示唆している。 
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２ リレーションシップ・マーケティングの捉え方 

前項で確認したマーケティング戦略や戦略的マーケティング活動は,主にマ

ーケティングの担い手である企業からの視角を中心に論じている。その根底に

は,マーケティングの担い手である企業が,製品やサービスの提供によってダイ

レクトに顧客満足を高め購買活動を促進させようとする狙いがある。 

それに対し,リレーションシップ・マーケティングの中心的な視角は,供給 

パートナー（仕入業者,サービス提供業者）,側面的パートナー（競争者,非営利

組織,政府）,購買パートナー（ 終顧客,中間流通業者）,組織内パートナー（機

能部門,事業単位,従業員）という４つのパートナー[Morgan and Hunt 1994,p20]

との好ましい長期的な関係づくりに着目した捉え方である13)。 

そして,リレーションシップ・マーケティングは,ダイレクトな製品やサービ

スの提供以外にも,製品やサービスを購入する顧客の心理的な状態や顧客が置

かれた状況などを把握し,友好関係を長期にわたり築くことで,顧客のロイヤル

ティを高め,再購買を含め長期的な利益を確保し,競合他社へのスイッチングコ

ストを高めようとする,情報収集や好意を形成する狙いがある。 

 そのためには,単に製品やサービスを顧客へ提供するだけでは無く,製品やサ

ービスの提供において提携する会社（例えば材料会社や物流会社など）との関

係や様々な許認可の権限を持った行政機関との関係も,情報収集や好意形成の

ための一連のシステムやネットワークとして捉える必要が生じる。 

 もともとこうしたリレーションシップ・マーケティングの思想は,消費者を対

象とした BtoC（Business to Customer）企業よりも組織（企業）を対象とした

BtoB（Business to Business）企業におけるマーケティング活動の中から発生

したと言われる[Gummesson 2002,邦訳 p.6]。その背景には,BtoC マーケティン

グと BtoB マーケティングが異なったマーケティングであるとの認識が存在し

ている。 

                                                  
13) 鷲尾[2009]は,リレーションシップ・マーケティングとは,企業と消費者が継続

的で双方向のコミュニケーションを図り,その中で新しいアイデアを生み出すも

のである。特定顧客の生涯を通じた価値（生涯価値）に着目し,それを重視し顧

客シェアを高めようとする戦略である[p6],と述べている。 
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例えば,BtoC マーケティングと BtoB マーケティングの違いに関し,高嶋

[1998]は両者の相違を２点あげている14)。ひとつは組織性である。製品やサー

ビスを購入する購買者は,BtoC マーケティングの場合,購買決定は,原則,個人

の価値観／判断で行なわれる。それに対し BtoB マーケティングの場合,製品や

サービスを購入する購買者（企業）は,原則,組織で行なわれるため複数の人間

（部門）が関与し,複数の価値観／判断を通し購買決定が行なわれる,と言うも

のである。 

もうひとつの点が関係性である。BtoC マーケティングの場合,企業は消費者

のニーズを分析する活動と消費者に広告やチャネルを通じてアプローチする活

動の 2 つが重要となる。BtoC 企業において,前者は製品開発段階,後者は販売段

階で行なわれ,時間的にも組織的にも分かれている。 

しかし,BtoB 企業においては,製品開発段階と販売段階における活動は企業

間をめぐる取引活動の中に統合され,顧客（企業）とのコミュニケーション関係

をベースに行なわれる。 

BtoB 企業の場合,日々の取引活動の中に集約された情報交換としてマーケテ

ィング活動を捉えることになる。なぜならば,市場分析と販売活動を分離させ顧

客（企業）とのコミュニケーションを図るよりも,日々の取引活動の中で需要情

報を収集したり,製品の販促を行なう事の方が効率的だからである。 

この様に,BtoC マーケティングの場合は市場分析と消費者への販促アプロー

チという 2 段階の情報交換がマーケティングのメインテーマになるのに対し,  

BtoB マーケティングでは,取引活動における情報交換に集約されたマーケティ

ング活動がメインテーマとなる。 

すなわち BtoB 企業の取引関係の中で同時並行的に行なわれる顧客ニーズの

分析と顧客への販促的な働きかけである,取引活動のデザインこそが,BtoB マ

ーケティングの重要な課題であり,BtoB マーケティングの効率性や有効性に影

響を与える,と言うことである。高嶋が指摘する「取引活動のデザイン」とは,

戦略やマネジメントとの言葉に置き換えられる。 

                                                  
14) BtoC マーケティングと BtoB マーケティングの違いは,藤井,広田[1998]では,購

買動機,価格弾力性,顧客数,需要の周期などもあげている。  
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また,Ford et al [1998]によれば,リレーションシップ・マーケティングには,

行為主体（企業と企業内の個人,双方を指す）,資源（技術的資源,人的資源等）,

活動（製品・サービスを開発し,生産し,販売する）の 3 つの次元が実態として

存在していると言う[邦訳 p.44]。 

加えて,企業と企業,企業と顧客,企業と行政機関,企業と従業員などとの良い

関係を築くためには,技術開発も必要となる。技術開発には,製品開発技術,製品

やサービスの生産・管理技術,自社製品・サービスを他企業のニーズに関連付け

る技術や流通関連技術の 3 つが存在する[Ford et al 1998,邦訳 pp.239-280]。 

すなわち,Ford et al は,企業のリソースであるヒト・モノ・カネ・技術があ

り,各パートナーと良好な関係を築くためには,企業の所有資源を有効に活用

（マネジメント）することの重要性を指摘している。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 リレーションシップ・マーケティングの概念と必要な知見の例 

出典：Anderson,J.C.,Håkansson,H., and Johanson,J[1994],‘Dyadic business 
relationships within a business network context.’Journal of 
Marketing ,58(4),p.3 より加筆修正。 
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上記の様にリレーションシップ・マーケティングの捉え方に関して確認して

きたが,マーケティング戦略や戦略的マーケティングと同様,リレーションシッ

プ・マーケティングに関しても戦略論や組織論,マネジメント論,心理学,消費者

行動論や社会ネットワーク論など,多様な理論背景が必要になる（図 3 参照）。 

 尚,リレーションシップ・マーケティングは,サービス・マーケティングの観

点からサービス提供者と顧客との相互作用に焦点を当て,人的な相互作用の重

要性を強調するサービス・エンカウンター研究やサービス提供システムのマネ

ジメント,そしてサービス組織内の関係性志向の醸成というインターナル・マー

ケティング分野へと研究が進展している[南 2008]。 

 例えば,次項のホリスティック・マーケティングにも関係するが,Kolter and 

Keller[2006]は,顧客に提供するサービスの制作,価格設定,流通,プロモーショ

ンなどのエクスターナル・マーケティングと顧客に優れたサービスを提供でき

るように従業員を教育し,動機づけるインターナル・マーケティング,そして,

顧客に対応する従業員のスキルを表すインタラクティブ・マーケティングの３

つのタイプ（図 4 参照）からホリスティックなサービス・マーケティングは成

り立っていると指摘している15)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
15) 尚,Kolter and Keller は,リレーションシップ・マーケティングは時代の潮流

となりつつあるが,どのような状況に対しても万能ではなく,リレーションシッ

プ・マネジメントを行なうことによって利益をもたしてくれるセグメントや顧客

を判断するのは,企業だと指摘し,マーケティングの担い手は企業であることを

示唆している。  
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３ ホリスティック・マーケティングの捉え方 

齋藤[2013]は,ホリスティック・マーケティングとは,近代科学の研究方法と

して,その中核をなす要素還元主義に対し,有機的全体の諸部分は相互に関連し,

依存的であるため,相互連関機能を有する諸要素の集合であるひとつのシステ

ムを個々の部分に分解し,それぞれを分析し,その結果を集合しても全体を知る

ことは不可能であるとする立場でマーケティングを捉えている,と述べている。  

そして,これまでのマーケティング研究における相互作用型アプローチの延

長線として位置付けられるトータルシステムズ・アプローチやエコロジカル・

システム･アプローチ等,ホリスティック・マーケティングに類似した概念も多

くある,と述べている。 

この項では Kolter and Keller[2006]が示しているホリスティック・マーケ

ティングの考え方や枠組みを中心に確認してみたい。 

出典：Philip.Kotler.& Kevin.L.Keller[2006], 
『Marketing Management,12thEdition』 ,pearson Education,inc.,Prentice-Hall,
恩蔵直人監修,月谷真紀訳『コトラー＆ケラーのマーケティソグ・マネジメント 
［第 12 版］』，ピアソン・エデュケーション社,2013，p.510 より。

図 4 サービス業における３つのマーケティング・タイプ 
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Kolter and Keller はホリスティック・マーケティングにはリレーションシ

ップ・マーケティング,統合型マーケティング,インターナル・マーケティング,

社会的責任マーケティングの 4 つの要素があることを指摘している。 

リレーションシップ・マーケティングは前項で触れたように,企業のマーケテ

ィング活動の成功に影響を及ぼす構成グループ16)との適切な関係築くことに

ある。その結果,利益は後からついてくる。その為に,構成グループごとのケイ

パビリティと資源,ニーズ,目標,要望を理解することが求められる。 

統合型マーケティングとは,（１）価値を伝達し提供するために多彩なマーケ

ティング活動を利用すること,（２）全てのマーケティング活動を上手く連携さ

せてジョイント効果を 大化すること,この 2 点が企業の主要テーマであり,具

体的にはマーケティング・ミックスと呼ばれる４P の製品（Product）,価格

（Price）,流通（Place）,プロモーション（Promotion）もしくは４C と呼ばれ

る顧客価値（Customer Value）,顧客にとっての経費（Cost）,顧客の利便性

（Convenience）,顧客とのコミュニケーション（Communication）を効果的に組

み合わせることが求められる。 

インターナル・マーケティングとは,組織内の全ての人に適切なマーケティン

グ原理を理解させることであり,（１）経営幹部は無論,営業担当,広告担当,顧

客サービス担当,製品マネジメント担当,マーケティング調査担当など,マーケ

ティング機能をを担う部門が協力しあって取り組む必要がある。 

また,（２）マーケティング担当の部門以外の他部門も「顧客のことを考える」

必要がある。この２つの条件をクリアすることが企業には求められる。 

 社会的責任マーケティングとは,かなり幅広い視点に立っており,企業が行な

うマーケティング活動及びマーケティング・プログラムを倫理,環境,法律,社会

的文脈で捉えることが求められる。 

池尾 et al [2010]によれば,社会的責任マーケティングには,コーズ・リレー

テッド・マーケティングやソーシャル・マーケティング,エコロジカル（グリー

ン）・マーケティングと呼ばれるものも含まれる。 

                                                  
16) 顧客,従業員,マーケティング・パートナー（チャネル,供給業者,流通業者,ディ

ーラー,代理店）,財務コミュニティのメンバー（株主,投資家,アナリスト）の 4

つをあげている。 
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例えば,コーズ・リレーテッド・マーケティングとは,ある特定のコーズ

（cause：社会的主張）の目的に結びつけられ,価値のあるコーズの支援と同時

に企業の業績を上げると言う 2 つの目的の達成を目指したマーケティングであ

る。また,ソーシャル・マーケティングとは,公衆衛生・治安・環境・公共福祉

の改善を求めて,企業あるいは NPO が行動改革キャンペーンを企画・実施するた

めの支援手段のことである[Kotler and Lee 2005]。 

エコロジカル（グリーン）・マーケティングとは,地球温暖化や砂漠化,生態系

の変化などの現象に対し,関心を持ち地球環境保全などの活動を企業と消費者

が協同で実施していこうとするマーケティングである17)。 

上記の様な４つの要素を含むのがホリスティック・マーケティングであり,

マーケティングには「すべてが重要」との認識に立ったマーケティングの捉え

方である（図 5 参照）。 

また,ホリスティック・マーケティングは上記４つの要素から構成されている

が,その目指すところは,価値探究（企業はどうすれば新しい価値の機会を見出

せるのか）,価値創造（企業はどうすれば有望な新しい価値提供物を効率よく想

像できるのか）,価値提供（企業は自社のケイパビリティとインフラストラクチ

ャーをどのように使えば,新しい価値をより効率的に良く提供できるのか）をい

かにマネジメントするか,にある（図 6 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
17) 尚,統合型マーケティングやインターナル・マーケティング,ソーシャル・マー

ケティングやエコロジカル（グリーン）・マーケティングに関する指摘は既に触

れてきた嶋口[1984]が捉える戦略的マーケティングの中でも言及されている。 
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図 5 ホリスティック・マーケティングの概念と必要な知見の例 

出典：Kolter and Keller[2006],『Marketing Management,12th Edition』 , 
pearson Education,inc.,Prentice-Hall,恩蔵直人監修,月谷真紀訳『コトラーand
ケラーのマーケティソグ・マネジメント［第 12 版］』， 
ピアソン・エデュケーション社,2013，p23 より加筆修正。 
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Kolter and Keller によれば,ホリスティック・マーケティングの成功は,高

いレベルの製品品質とサービスとスピードを提供する優れた価値連鎖をマネジ

メントすることである。また,顧客シェアを拡大し,顧客ロイヤルティを築き,

顧客の生涯価値を引き上げることで利益ある成長を達成することである。 

 上記の様にホリスティック・マーケティングは,「すべてが重要」との認識

に立っているため,多くの社会現象を対象とし,社会科学分野以外の人文科学分

野などの学問領域を取り込んでいる。 

従って,マーケティング戦略や戦略的マーケティング,リレーションシップ・

マーケティング同様,ホリスティック・マーケティングに関しても戦略論や組織

論,マネジメント論,心理学,消費者行動論や社会ネットワーク論,倫理学,社会

学,法学,環境学,広告論など,より多様な理論背景が必要になる。 

図 6 ホリスティック・マーケティングの枠組み 

出典：Kolter and Keller[2006],『Marketing Management,12th Edition』 , 
pearson Education,inc.,Prentice-Hall,恩蔵直人監修,月谷真紀訳『コトラー and
ケラーのマーケティソグ・マネジメント［第 12 版］』， 
ピアソン・エデュケーション社,2013，p50。 
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尚,Kolter and Keller の提示しているホリスティック・マーケティングは,

マーケティングの議論の中で出されている 4 つのマーケティング概念を単に寄

せ集めただけにも見える。4 つそれぞれのマーケティングをどのように統合す

るのか,また,価値探求,価値創造,価値提供をいかにマネジメントするか,との

ことでカスタマーフォーカス,コア・コンピタンス,協力ネットワークとのマト

リックスを示しているが,このマトリックスがリレーションシップ・マーケティ

ング,統合型マーケティング,インターナル・マーケティング,社会的責任マーケ

ティングの 4 つの要素すべてに適合できているようには見えない。 

例えば,価値の提供において協力ネットワークを用いることは理解できるが,

それは,統合型マーケティングやリレーションシップ・マーケティングには適応

できてもインターナル・マーケティングにも適応できるのであろうか。 

このように,Kolter and Keller の提示しているホリスティック・マーケティ

ングは,概念としては理解できるが,4 つの要素の統合化に関する理論の深化が

必要だと思われる。 

ホリスティック・マーケティングに関して,小林[2006]は,Kolter and Keller

の言うホリスティック・マーケティングは,厚化粧したマーケティング用語の羅

列であり,ホリスティック･マーケティングに対する深い洞察は得られない。ア

メリカの事情として業界用語の造語力が必要なので,次々と新語や概念を作り

出すが,そうした風潮はいかがなものか,と批判している[p.5]。 

 

４ 小括 

この項では,3 つのマーケティングの捉え方,マーケティング戦略／戦略的マ

ーケティング,リレーションシップ・マーケティング,ホリスティック・マーケ

ティングについて確認してきた。 

いずれもマーケティングの担い手としては企業を想定しているいるため,実

務として,企業が活動する市場およびその市場に影響を及ぼす外部環境に対し,

どの様に企業活動を適応させていくのか,ということに関しては,共通した概念

と受け取れる。 

但し,マーケティング戦略／戦略的マーケティングでは,製品やサービスの提

供によって顧客満足を得るための経営システムとしてマーケティングを捉えて
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いるのに対し,リレーションシップ・マーケティングは,顧客満足を得るために

は,製品やサービスの提供以外に顧客を含めたステークホルダーとの好意形成

を獲得することが先ずあって,好意形成の為の経営システム構築をマーケティ

ングと捉えている。 

これら二つのマーケティングの捉え方に対し,ホリスティック・マーケティン

グは,顧客満足を得ることもステークホルダーとの好意形成を獲得することも

含め,全ての経営システムが,価値の探究,価値の創造,価値の提供というマーケ

ティングで繋がっている,との捉え方である。 

また,実務としてマーケティングをマーケティング戦略／戦略的マーケティ

ング,リレーションシップ・マーケティング,ホリスティック・マーケティング

と言うように捉えるためには,広範囲に渡る学問領域の知見が必要なことも確

認できた。 

齋藤[2013]が指摘しているように,科学としてマーケティングを捉え,企業経

営の中に何らかの因果関係を導き出そうとした場合,マーケティングが対象と

する領域は社会活動,経済活動,文化活動などと密接な関係にある企業経営全般

に関することである。企業経営全般は広大かつ変化に富んだ領域である。従っ

て,企業経営のシステム全体をマーケティング論ひとつで説明することは難し

いため,要素還元主義に沿って,組織論や製品開発論,消費者行動論,戦略論,社

会ネットワーク論などに分解して捉えることが,全体の理解につながるとの考

えにも理解はできる。 

しかし,機械論的に部分の集合が全体を構成するとの考え方は,有機体には通

用せず,企業経営システムを有機体と捉えた場合には,ホリスティック・マーケ

ティングの様に,企業経営システム全体をマーケティング論ひとつで説明しよ

うとする試みがなされていることにも理解を示すことはできる。 

 

第５節 まとめ 

 

 本章は,マーケティングとは何か,マーケティング研究にはどの様な理論背

景が必要なのか,についてマーケティングの定義や捉え方に関する先行研究を

踏まえ,再確認することが目的である。 
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 マーケティングの定義に関しては,日米欧のマーケティングの研究者が示し

ているマーケティングの定義に関して「マーケティングの担い手」,「マーケテ

ィングの基本機能・要素」,「マーケティングの対象」,「マーケティングの競

争概念」,「マーケティングの目的・成果」に沿って確認してきた。 

また,マーケティングの捉え方に関しては,マーケティング戦略／戦略的マー

ケティング,リレーションシップ・マーケティング,ホリスティック・マーケテ

ィングの３つのマーケティングの捉え方を確認しつつマーケティング研究には

どの様な理論背景が必要なのかについても確認してきた。 

 これらから,本章におけるマーケティングとは何か18),についてまとめてみ

たい。マーケティングの定義から,本章では,マーケチングを以下の様に捉えた

い。 

マーケティングの担い手に関しては,マーケティングの担い手は個人や NPO,

行政,企業等の組織が担い手となることが一般的には想定される（無論,社会シ

ステムとしてのマーケティング概念を否定するものでは無い）。 

マーケティングの基本機能・要素に関しては,原則,マーケティングの主体側

から顧客などへの取引や交換に関するコミュニケーション活動を中心とした働

きかけと顧客などがコミュニケーション活動に呼応する,時間的・空間的変化を

伴う相互作用（好意形成から顧客満足を含む）と捉えたい。 

マーケティングの対象は,取引や交換が成立するあらゆるもの（目に見える製

品や土地等,また,目に見えないサービスや知財や情報,など）が対象となる。 

マーケティングの競争概念は,取引や交換が成立するものを所有している個

人や組織及びそれらのものを取引や交換したいと望む顧客などが互いに複数存

在する場合には,競争環境が生じる場合が多いため,現実的な社会・経済状況の

中では,常に競争が生じる。 

                                                  
18) 嶋口[2006]は,マーケティングを企業サイドから見た「需要調整の科学」として

捉えている。この需要調整を行なう為に,顧客戦略,競争戦略,流通・取引戦略,

社会戦略の 4つがあり,これら 4つの戦略を需要創造や価値づくりに向け,統合す

る戦略が必要となり,これらがマーケティングの姿であるとしている。 

また,Kotler and Armstrong[2001]は,マーケティングとは,価値を生み出すとと

もにニーズや欲求を満たすことを目的として,交換とリレーションシップが生

じるよう市場をマネージすることである,と述べている。  
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マーケティングの目的・成果は,マーケティングの主体毎に様々な目的・成果

を想定しているため,定義の中には含まない。但し,個人や企業等の組織の多く

は, 顧客創造（新規顧客獲得・既存顧客維持）を実現するための,好意形成や顧

客満足が目的・成果になると考えられる（無論,収益が目的・成果となることも

あると考えられる）。 

後にマーケティングとは何か,をまとめるとするならば,第一義的には,原

則,企業などから顧客などへの「好意形成」や「顧客満足」及び「結果としての

利益」を獲得（別の言い方をするならば顧客創造：新規顧客獲得・既存顧客維

持）するための時間的・空間的変化を伴う相互コミュニケーション活動である

とともに,ブランドを含む製品やサービスなどを媒介とした取引や交換活動で

ある。 

また,第二義的には, 相互コミュニケーション活動及び取引や交換活動は,競

合や補完業者を含む外部環境を考慮し,常に変化／進化し続ける活動である。 

従って,マーケティングの主体となる企業などにおいては,相互コミュニケー

ション活動,取引や交換活動及び外部環境を考慮した企業マネジメントでもあ

る。 

加えて言えば,企業経営的な意味でマーケティングを捉えた場合,マーケティ

ングの主体は企業であり,市場における企業行動がマーケティングとなるため,

客体としての市場における消費者行動は,マーケティングの一部との理解にな

る19)。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
19) 5 章で触れるが,野中[1974]は,BtoB マーケティングの議論の中で,組織購買行動

は,組織購買意思決定過程の記述モデルに主な関心があるため,BtoB マーケティ

ング全体の一分野でしかない,と述べている。それを参考にするならば,消費者行

動は,消費者の購買意思決定の記述モデルに関心があるため,マーケティングの

一部分でしかない,との理解になる。 
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第２章 アメリカにおけるマス・マーケティング生成          

～19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて～ 

 

第 1 節 はじめに 

 

 池尾ほか[2010]によれば,マーケティングは,19 世紀後半から 20 世紀初頭に

かけアメリカで生成された,とされる20）。マーケティングの源流は,そこにある

と考えられる。 

 本章の問題意識は,マーケティングはどの様に生成し現代の様になったのか,

そしてマーケティング生成時と現代のマーケティングのメカニズムでは何が同

じで何が異なるのか,と言うことにある。 

本章では,分析対象の時代にアメリカで生成したマーケティングをマス・マー

ケティングと捉えたい。なぜならば,この時代のマーケティングには,小規模,

少量,少数や地域的との概念よりも大規模,大量,多数や広域的との「マス」概念

が色濃く含まれているからである。この認識のもと,本章ではマクロ環境及びミ

クロ環境から分析,考察することでマス・マーケット生成とマス・マーケティン

グ生成の基本的なメカニズムを整理し,モデル化を試みることを目的とする21)。 

マス・マーケティングの基本的なメカニズムを理解するためには,先ず,マ

ス・マーケティングを可能とした条件,マス・マーケティングを要求し,それを

生み出す必要性の条件,マス・マーケティングの形態の変化やその要因などにつ

いて,マクロ環境の分析,考察が必要となる。同時にマクロ環境がミクロ環境と

                                                  
20) 梶原[2012,2013]は,ブランド観点からマーケティング生成には 3 つの流れがあ

るとし,13 世紀末のヨーロッパにおけるに醸造ブランドの創造と展開を第 1 の流

れ,アメリカにおける「マコ－ミック」,「シンガー」のメカニズム・ブランドの

創造を第 2 の流れ,19 世紀後半の「アイボリー」,「コカ・コーラ」に代表され

る一般ブランドの創造と展開に成功した流れを第 3 の流れとしている。また,小

原[2012]の様に,新興企業モデルをマーケティング先行型,産業寡占モデルをマ

ーケティング正常型とする分類もある。 
21) 本章はマーケティングを社会経済的な視角では無く,企業が製造販売する製品

やサービスとしての企業行動的な視角として扱う。 
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しての企業行動へ与えていたと考えられる影響やその逆のフィードバックなど

について分析,考察する必要がある22）。 

但し,マーケティングの歴史研究において様々な事例研究は存在するが,こう

した分析,考察を行なう包括的な理論モデルは数少ないとされる23）。 

本章では,マクロ環境がミクロ環境の企業行動へ影響を与え,マス・マーケテ

ィングが生成した,との立場24）で,マス・マーケティングを生み出す条件及び,

マス・マーケティングを可能とした条件,すなわちマクロ環境からミクロ環境の

企業行動への影響とその逆のフィードバックを中心に,19 世紀後半から 20 世紀

初頭（凡そ 1870 年～1920 年の 50 年間）のアメリカについて,先行研究や統計

資料等を参考にし,マス・マーケティング生成のメカニズムに関する分析,考察

を行なう25)。 

具体的な企業行動ではマス・マーケティング生成の事例として,消費財製造企

業のプロクター＆ギャンブル社（以下 P&G 社）を取り上げる26）。 

                                                  
22）若林[2003]p.30 を参照。 
23）若林[2003]p.36 は,森下パラダイムやアメリカでの「生産志向‐販売志向‐マ

ーケティング志向」と言う発展段階説などあるが,それを根拠づけるケースは乏

しいとしている。 
24）  経済システムは,必然的に法的・経済的諸制度のフレームワークの中で機能す

る[Scheiber 1980]と指摘されているように,マーケティングは経済システムの一

部であることから,本章では,マクロ環境下でミクロ環境の企業行動が機能すると

の立場をとる。無論,マクロ環境を構成するのはミクロ環境の企業行動であり相互

性がある。 
25） アメリカ的製造方式による大量生産の原型が銃や消火器等の軍需品や生産財に

あったとの見方もあるが,消費財製品に着目する。なぜならば,マス・マーケティ

ングの主要なターゲットとなる消費者（＝顧客）へ直接的に供給される財だから

である。また,小麦や砂糖などの農産物は大量生産の対象からは除外する。1920

年以降に関しては生産面で言えば大量生産システムの確立,流通面ではチェー

ン・ストアの台頭など,マス・マーケティングの生成と言うよりマス・マーケティ

ングが確立した時期と捉えるため中心的な分析対象の時代からは外す。 
26）食品産業ではコカ・コーラ社（飲料）やナショナル・ビスケット社（菓子）,

スィフト社（精肉）,機械産業（耐久消費財）ではシンガー社（ミシン）,マコー

ミック社（草刈機）,化学産業ではイーストマン・コダック社（写真フィルム）な

どが先行研究であげられている。従って P&G 社（石鹸）を選定する明確な理由は

ない。敢えて言えば,同社は当時から現在に至るまで日用品におけるマーケティン 

グの有力な企業であると考えるからである（コカ・コーラ社も同様だが,紙面の 

関係で 2 社取り上げることはできない）。 
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マクロ環境の分析枠組みは,PEST 分析を用い,政治・制度側面（土地所有制度,

関税制度,選挙制度）,経済側面（流通・消費動向,労働環境,資金調達）,社会側

面（人口増加,都市化）,技術側面（輸送,通信,メディア）について分析,考察を

行なう27）。 

ミクロ環境の分析枠組みは28）,企業の経済活動の基本である生産（生産技

術・管理技術を含む）・流通・消費29）を利用する。 

具体的には P&G 社の企業行動としての,製品開発戦略・チャネル戦略・価格戦

略・販売促進戦略のマーケティング・ミックスについて,マーケティング・ミッ

クスに関わる（１）「良質な人材」,（２）「組織管理革新」,（３）「技術革新（生

産技術・管理技術）」,（４）「資本拡張」,（５）「情報の活用」30）  の 5 要因 31）

に着目し分析,考察を行なう。  

                                                  
27）本章では,紙面の関係上,政治・制度側面,経済側面,社会側面,技術側面,それぞ

れについて詳細に分析,考察できるわけでは無い。先行研究を参考にマス・マー

ケティング生成に関係すると考えられる項目を取り上げる。 
28） マクロ環境,ミクロ環境の定義に明確なものはなく,論者によって様々存在する。

例えば Kotler and Armstrong[2001]は,マーケティング環境としてマクロ要因

（人口動態要因,経済的要因,自然的要因,技術的要因,政治的要因,文化的要因）,

ミクロ要因（企業,供給者,仲介者,顧客,競合他社,利害関係集団）としている。

本章では,自然的要因と文化的要因にも触れるが,マクロ環境分析の「MECE」

（Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive）として確立されている

PEST 分析を用いる。また,ミクロ環境では,企業と関わる関係者との視角よりも,

準統制可能要因として,企業の経済活動である,生産（生産技術・管理技術を含

む）・流通・消費を利用する。 
29）  ここでの消費とは,事例企業における消費市場開拓や市場への対応を指すもの

とし,市場側における消費者行動を指すものではない。 
30）資本拡張には,設備等のモノや資金としてのカネ,人材としてのヒトがある。ヒ

トに関しては「良質な人材」として捉える。また,情報はモノにも含まれるとし,

製品流通（＝物流）に関しては「情報の活用」として捉える。 
31）企業行動の先行研究において,凡そ以下の事が指摘されている（かぎかっこ「」

は,筆者）。Tedlow [1990]は,コカ・コーラ社（飲料）では,製品については,風味

の決め手となるエキスを製造する「技術革新」を起こした。販売促進では,2 つ

の C を目立たせるネーミングを選定し,市場へ浸透させる広告と言う「情報の活

用」を行なっている[邦訳 pp.25-77]。 

また,製品や価格（製品価格との意味以外にコストとしての資金調達を含める）

に関しては,Chandler[1977(下)]によれば,アーマー社（精肉）は,腐食しやすい

生肉を扱うため,貯蔵施設や輸送設備を整える「資本拡張」を行なっていた。冷

却技術・冷蔵技術を含めた生産技術・工程を厳密に管理する「良質な人材」が

必要で,「技術革新（生産技術・管理技術）」を行なっていた。更に,仕入れ・製

造・流通・販売などに関する大規模な「組織管理革新」も実施していた。チャ
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第２節 マス・マーケティングについて 

 

マス・マーケティング生成の捉え方には 2 つの視角がある。ひとつは,歴史的

な文脈,環境等から「いかに」発展してきたかを中心命題とするものである。「い

かに」とは,マス・マーケティング生成の発展過程を段階的に考察しようとする

視角である。 

例えば,アメリカ資本主義が自由競争段階から独占段階へと移行する 19 世紀

後半から 20 世紀初頭に,「交換」「取引」「流通」「販売」との社会経済現象32）

を基盤に,寡占的製造企業の市場問題33）を解決しようとする,マネジメントの

仕組みづくりにおいて,マス・マーケティングが顕著化した,との捉え方である

34)。 

顕著化した理由は,アメリカ独自の事情として,国内産業が自立的な国内市場

依存型として成長したこと,国家支援による海外進出が行なわれなかったこと,

商業機構が整っていなかったことなどが中川[1965],森下[1967],薄井[1999]な

どによって指摘されている。 

また,寡占的製造企業を Chandler[1959,1962,1977]の様に新興産業と既存産

業とに分けて捉えることも可能である。 

                                                                                                                                                  
ネルに関しては,食肉を市場へ流通させるため,直営支店や営業所を各地に配備

し,「良質な人材」であるマネージャーたちは電信・書簡・電話を用い「情報の

活用」を行ないながら,販促としての広告や販売員の活動を調整していた[邦訳

pp.676-692]。  

Gcodspeed[1921],Harley[2004],Bradley and Merino[1994]によれば,同業のス

イフト社（精肉）も同様であったことが示されている。紙面の関係で,他事例を

あげることはできないが,シンガー社（ミシン）の例でも同様の示唆が得られる

ため,5 要因に着目する。 
32） それぞれの社会経済現象については,田村[2001]pp.42-43,若林[2003]pp.18-28,

光澤[2011]pp.157-187 を参照。 
33）  市場問題の背景として,人口増加と都市化があげられる。 
34）主体としての寡占的製造企業は,突然出現しマス・マーケティングの主体になっ

たわけでは無い。多くの場合,個人商店や中小企業からスタートし,単独や企業合

同等で寡占的製造企業となる過程でマス・マーケティングが生成される。 
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もう一方の視角は,マス・マーケティングが「なぜ」発展してきたのかを中心

命題とし,マス・マーケティング生成の現象をいくつかの要素に分け,その要素

間の関係性に着目し,その構造を把握しようとする視角である。 

例えば,Tedlow[1990]は,マス・マーケティング生成の共通命題として,（１）

大量販売による利益獲得戦略,（２）企業家の意欲とビジョンの必要性,（３）

大量生産とマス・マーケティングの垂直関係の調整,（４）先行者優位と新規参

入障壁,（５）新規参入者の模倣戦略と差別化戦略,（６）企業の成功要因は,

企業内外の変化対応と管理能力,との６点を取り上げている[邦訳 p.19]。 

また,近藤[1988]は,マーケティングの基本構造として,（１）企業主導型のニ

ーズと欲求の実現,①市場機会としてのニーズや欲求の把握,②情報格差による

企業主導型のマーケティング,（２）大量生産・大量販売体制と競争優位戦略,

①コスト優位性,②製品の差別的優位性,③販売チャネルの優位性,を取り上げ

ている[pp.225-249]。 

この様にマス・マーケティング生成の捉え方には段階的把握と構造的把握の

2 つの視角がある。本章は分析対象期間を絞っているが,マス・マーケティング

生成のメカニズムを整理するためには,段階的把握が必要条件であり構造的把

握が十分条件になると考える。 

また,マス・マーケティングに関しては以下の議論もある。Kotler and 

Armstrong[2001]は,マス・マーケティングとは,販売者が１つの製品をすべての

購買者に対して,大量生産,大量流通,大量プロモーションすること,としている

[p.289]。また,マス・マーケティングはターゲット・マーケティングや One to 

One マーケティングなどと対比され,無差別マーケティングとも言われる。 

一方,若林[2003]は,マス・マーケティングとは,マス・マーケットの創造に関

わるマーケティングとの意味であり,マス・マーケットに適応しようとするマー

ケティングを指し,「単一製品による」との把握とは異なる,としている

[pp.33-39]。また,マス・マーケットの創造とは,新技術製品や海外製品の普及,
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地方市場から全国市場への展開であるとともに,コモディティ製品を普及させ

ることではなくブランドを確立することである。そして,セグメント・マーケテ

ィングやリレーションシップ・マーケティングも規模の経済や連結の経済を追

求するコスト意識・標準化システムが導入された組織運営などの上で展開され

ているため,マス・マーケティングの発展形態とみなすことができる,としてい

る。 

上記の様にマス・マーケティングは,製品製造＝マス・プロダクションを中心

とした視角と市場創造＝マス・マーケットを中心とした視角から捉えることも

出来る。 

ここでは,両視角からマス・マーケティングを捉えることを基本スタンスとし,

マス・マーケティングを,新製品やブランドを大量に生産し,大規模なプロモー

ション活動を利用し,全国に流通させ,多数の人々が消費することを可能とする

ための広域的で大規模なマス・マーケットを創造する活動,として捉えておきた

い。 

マス・マーケティング生成が,どこの国で明確化したかについては,その国の

複数の企業や産業においてマス・マーケティングが標準的もしくは支配的とな

っていたか,と考える。アメリカでは複数の寡占的製造企業や産業において,マ

ス・マーケティングを観察することができる35）。尚,アメリカ以外の国の企業

でマーケティング生成が無かったと言うことではない36）。加えて,寡占的製造

企業とは,産業資本を指すが,産業資本と金融資本が結びついた寡占的製造企業

                                                  
35）下川[1974]は,アメリカをマーケティングの母国とする一般的基礎的条件に,特

殊資本主義的な市場構造の歴史的形成をめぐる経済的・社会的要因として,広大

な国土と資源の保有,保守的伝統的社会秩序にとらわれない自由で積極的な事業

活動のチャンス,内部成長志向型の産業構造とそれに裏付けられた市場構造の定

着化に一般的基礎をおいている,と述べている。 
36）  Porter and Livesay[1971],中野[1973],Fitzgerald[1989],梶原[2012,2013]

などを参照。 
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も含むものとする37)。商業資本は,寡占的製造企業（以降,企業と表記）の販売

部門を担当する立場として位置付ける38）。 

 

第３節 マクロ環境の分析,考察 

 

ここでは,マス・マーケット生成及びマス・マーケティング生成に関するマク

ロ環境について,構成を分かりやすくするため,政治・制度側面（土地所有制度,

関税制度,選挙制度）,社会側面（人口増加,都市化）,経済側面（流通・消費動

向,労働環境,資金調達）,技術側面（輸送,通信,メディア）の順で,分析,考察を

行なう。 

 

１ 政治・制度側面（土地所有制度,関税制度,選挙制度） 

 経済パフォーマンスの重要な決定要因は制度である[Cheng and Krause 1991],

との指摘もある事から,ここでは,マス・マーケット生成やマス・マーケティン

グ生成に寄与したと考えられる,独立宣言や合衆国憲法などを基盤とした土地

所有制度,関税制度,選挙制度について,分析,考察を行なう39）。 

                                                  
37） 企業合同において,金融機関が関与しなかった事例は存在するため[谷口 2002],

必ずしも産業資本と金融資本が結合すると言う意味ではない。産業資本と金融資

本との結合に関しては山本[1972],鈴木[1992]を参照。また,資本論に関する議論

は目的範囲を超える。 
38）実際には,商業者と製造企業間には,相互補完とコンフリクトの両方が生じる[堀

田 2003]。また,商業資本の自立性や産業資本との分離については森下[1960],橋

本[1970]を参照。 

更に言えば,寡占的製造企業が安定的に市場を支配できるわけでは無く,寡占的

製造企業を取り巻く環境変化（例えば,反独占運動の高まりや消費者の嗜好変化

など）により,企業間での価格競争やシェア競争,製品開発競争などは生じる。

加えて,市場独占的状況では,市場拡大,再生産規模の拡大を惹起する内的機動

力が低下し,「停滞基調」になる一方,それを一転させる可能性があることも指

摘されている[北原 1977]。 
39)渡邉[2009]によれば,アメリカでは非常時を除いて政治が経済活動一般に介入す

ることは警戒の対象であり,特に消費生活に関しては顕著だったとされる。従っ

て,土地所有制度,関税制度,選挙制度それぞれが,ミクロ環境である一企業の経

済活動へ直接的に影響を与えた事実を示すことは困難である（例えば,選挙制度

が一企業の企業活動へ直接影響を与えた事実を見出すことは困難である）。一方

で,アメリカにとっての国益とは「自国産業を 大限に支援すすること」[浜田
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アメリカがイギリスから独立する際,独立宣言の中で,自由の不可侵権利,人

としての平等などが謳われている。そして,合衆国憲法には,言論・出版等の自

由や大統領選挙における選挙人の投票規定などが盛り込まれている。これらを

具体的な政策に反映した一例に,1862 年に制定された,21 歳以上のアメリカ人

なら 160 エーカー（約 65 ヘクタール）の土地を無償で払い下げるホームステッ

ド法40）がある。（土地を含めアメリカの天然資源の豊富さについては[Faulkner 

1960] などが指摘している）。 

この法律の目的は「所得平等化」と「経済発展」41）の 2 つだとされる。前者

は,平等の精神の下,土地所有を分け隔てなく行なうものである。後者は西部開

拓により農業生産を増やし,農業従事者の購買力を増大させつつ商業を増進さ

せ,国の工業製品市場を拡大させる。そして,税収増により国力向上を目指すも

のである[岡田 1972][折原 1999]。 

 「経済発展」に関しては,農業よりも工業化への必要性は,初代財務長官のア

レグザンダー・ハミルトン（1755‐1804）を中心としたメンバーが連邦議会に

提出した『製造業に関する報告書』[Hamilton 1791]にも記されており,建国当

初より意識されていた。 

工業化への必要性は,その前提として独立戦争に要した多額の戦費償還問題

があり,収益率の低い農産物の生産よりも収益率の高い工業製品の生産を行な

い,アメリカ連邦政府の公用性回復を行なう必要があったとされる[田中 2002]。 

                                                                                                                                                  
2002,p182]と指摘される様に,公平や平等の精神に基づいた各種制度が社会・文

化・経済等側面へ影響を与え,企業が各種制度を利用できる環境（マス・マーケ

ット生成やマス・マーケティング生成を促す環境）をアメリカは建国当初より整

備していったと言うことでもある。また,制度はこれら 3 つ以外にも,一部の州で

採用されていた企業の合併・合同を容認する会社法制度（ニュージャージ州の州

法）,郵便制度や株式公開制度など様々ある。本章はアメリカの政治や制度の分

析を行なうものでは無いため,あくまでも,マス・マーケット生成やマス・マーケ

ティング生成を促したであろうと考えられるいくつかの制度を取り上げている

のであり,制度全てを網羅し,分析・考察することは本章の目的範囲を超える。 
40）  ホームステッド法の詳細は本章の目的ではないため,水源確保の議論や反奴隷

制度などとの関連については言及しない。 
41）  経済発展と経済成長は異なるとする議論もあるが本章では同義とする。 
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 国内産業の工業化は,海外との貿易を考慮しなければならない。政策的には関

税制度をどの様にするのか,との課題になる。アメリカでは建国当初から自由貿

易論と保護貿易論が対立しており,この対立は地域の産業利害や奴隷制度とも

結びつき,南北戦争（1861-1865）へと発展する。結果的に北部（合衆国）側が

勝利することとなり,南北戦争以降アメリカは 1930 年のスムート・ホーリー法

まで高い関税制度を続けることになる（表 1 参照）。 

 

表 1 工業製品に関する平均関税率の主要国の国際比較（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出典：Siebert,H.(Ed.)(1999),「Globalization and Labor」, 

Institut fur Weltwiritschaft an der Universitat Kiel.Mohr Siebeck, 
(須戸和男（2006）「アメリカの通商政策と対外租税政策の相互関係－ 
多国籍企業の展開を媒介として－」,北海道大学『経済学研究』(56)1,p.78。) 

 

特に 1890 年～1910 年にかけては,1890 年にマッキンレー法（平均税率

49.5％）,1897 年にディングレー法（平均税率 57％）,1909 年にペイン＝オル

ドリッジ法（平均税率 38％）などが成立し,国内工業産業を擁護する保護主義

が強化された[浅羽 1996][小山 2002]。 

 法律を制定するのは国民から選ばれた政治家である。従って,保護主義を擁護

する民意があったことにもなる。アメリカの選挙制度は植民地時代より地域ご

とに有権者資格が異なっていた42)。例えば,土地所有や財産,宗教などである。

                                                  
42）小原 [2004]を参照。 

国名 1820年代 1875年 1913年

イギリス 50% 0% 0%

アメリカ 45% ４０～５０％ 44%
ドイツ Ｎ.A. ４～６％ 13%
フランス 輸入禁止 １２～１５％ ２０～２１％
ロシア 輸入禁止 １５～２０％ 84%
スペイン 輸入禁止 １５～２０％ ３４～４１％
イタリア Ｎ.A. ８～１０％ １８～２０％
スイス 10% ４～６％ ８～９％
デンマーク 30% １５～２０％ 14%
スウェーデン 輸入禁止 ３～５％ ２０～２５％
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独立戦争後,徐々に有権者資格が取り払われ,1870 年には男性へ普通選挙権が

認められるようになる（女性の参政権が認められるのは 1920 年）。 

また,アメリカでは貴族以外の出身者として第 7 代大統領であるアンドリュ

ー・ジャクソン（在任：1829-1837）が選出されており,国のトップ（大統領）

に誰もが立てることで,人としての平等（階級による分断の無い政治・社会の形

成）を示していた。 

 これに対し,イギリスで男性への普通選挙権の承認は 1918 年であり,国王が

君主（トップ）として存在し,階級制度が色濃く残っているため,人としての平

等がアメリカに比べ弱い43）。小川[1983]は,アメリカの選挙制度の考え方は,

個々人すべての意見を集めこれを公平に統治に反映させることであり,イギリ

スとは対照的だったとしている。 

 

２ 社会側面（人口増加,都市化） 

マス・マーケティング生成にはマス・マーケット生成が条件となる。マス・

マーケットを形成する要素のひとつは人であるため,人口増と都市化について

分析,考察する。 

村山[1983],岡田[2000]などを参考にすると,人口増と都市化は凡そ以下の様

にまとめられる。19 世紀には欧州でも人口増加44）は起きている。1800 年と 1900

年の人口を比較すると,欧州全体では 2.1 倍,イギリスで 2.6 倍,ドイツで 2.3

倍あった。それに対しアメリカは 14.4 倍もある。 

アメリカの人口増加要因は2つある。ひとつは,欧州からの大量移民である。

1820年から1910年の移民数は約2800万人で,アメリカの総人口はこの間に約

8200万人増加した。移民は19世紀末から顕著で,2800万人中の63.5% が1881年～

                                                  
43）フランス,ドイツなどの普通選挙制度導入に関しては,本章の目的ではない。 
44）ラテン・アメリカへの移民も 1881 年～1915 年にアルゼシチンへ 425 万人,ブラ

ジルへ 295 万人が流入し[森 1969],人口増加になっているが,経済発展は成し遂

げられていないため,人口増加だけでは,経済発展にはならない。 
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1910年に集中している。この理由は欧州の農業不況であり,農民の離村と出稼ぎ

的労働を促した。加えて,ロシアの南下政策に端を発した列強の膨脹政策と人種

的抑圧の強化により,ユダヤ人など多数の人種集団をアメリカへ流入させたの

である[森1969]。 

 2つ目は,ジェンダー視角から見た女性の出産率の差である。欧州と違いアメ

リカは女性の初婚年齢が5歳～10歳程度若く,子供は6人～8人以上であった。例

えば,イギリス女性の初婚年齢は26歳～28歳であり子供も5,6人だった。 

人口増加は「都市化」をもたらす。アメリカの「都市化」は都市の拡大と都

市数の増加の2側面で起きている。例えばニューヨークでは1850年には50万人だ

が1900年には340万に増加している 。人口10万人以上の都市は1790年にはゼロ

だったが,1840年には３都市（人口割合で３％）,1880年には20都市（人口割合

で12.3％）,1900年に52都市（人口割合で31.7％）,1930年に115都市（人口割合

で49.7％）と,約100年間で急増している 。 

また,1860年代にはニューヨーク,フィラデルフィア,ボルティモア,ボストン,

ニューオリンズの5大商業都市が形成される。その後,シカゴやピッツバーグな

ど各都市で有力な百貨店が開業する。百貨店は,大都市に住む市民の消費市場や

消費文化において優越的な地位を占めた[成瀬1985,p.58]。消費活動が活発化し

マス・マーケットが生成するには,人口増と都市化以外にも,交通網の発展やメ

ディアの発展も関連しているため,それらに関しては次項以降で分析,考察する。 

 

３ 経済側面（流通・消費動向,労働環境,資金調達） 

ここでは,人口増・都市化の影響を受け,消費動向が活性化し消費市場や消費

文化が変化していったことを確認する。また,それには生産側の労働環境につい

ても確認する必要があるため,マス・マーケット生成及びマス・マーケティング

生成の両視角から分析,考察を行なう。 
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先ず,流通・消費動向の変化について確認する。Lebhar[1952],鳥羽[1974],

木綿[1978],堀田[1985]らによると,1870年代の地方都市（人口2万人～50万人程

度）の小売店では,百貨店ほど商品を揃えることは難しい上に,高飛車な態度で

商品販売をしていたため,消費者に不満が溜まっていた。そこに登場したのが,

チェーン・ストアである。 

チェーン・ストアは,問屋を介した商品仕入れを止め,生産者から直接商品を

仕入れ,現金で商品販売を行ない,低価格を実現した。 

また,顧客が商品を自分で持ち帰る,キャッシュ＆キャリー方式を採用した

（百貨店では配送はサービスとして行なわれていた）。 

この方式を各地方都市で展開させ,結果,百貨店と同様の中央集権化された,

仕入れから販売までの組織化が促進された。一括仕入れ＝大量販売に適した形

態となり,A&P社やウールオース社の様な大型チェーン・ストアが形成され,1920

年代には,7000を超える企業数と100億ドルを超す売り上げを誇る「チェーン・

ストア時代」と呼ばれる時代を迎える。 

アメリカの流通制度についても確認する。アメリカで流通の担い手である,

独立商人は,19 世紀前半から「総合商人」「ブローカーor ファクター」「問屋」

「ジョバー」「製造業者代理商」などが存在していた45）。だが,その多くは,製

品,技術,市場の変化と共に存在感を薄くしていくのが 19 世紀後半である

[Porter and Livesay 1971,pp.1-16]。 

その理由は,中間マージン削減もあるが,例えば,乾物や金物などの単純な製

品の場合,製品に対する知識・情報は,消費者も生産者も商人も差はない。 

しかし,機械技術や化学技術を用いた新製品の場合,情報の非対称性が消費者

と生産者間に生じる。新製品や新技術によって市場を開拓する際,情報の非対称

                                                  
45）  それぞれの違いは,Porter and Livesay[1971]を参照。 
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性を少なくし,消費者へ製品の価値を伝えることが必要となる46）。そのために

は,生産企業への帰属意識が低い独立商人に依頼した販売方法よりも,生産企業

自らが製品販売に関与し,自社で販売員を育て,製品に関する説明や聞き取りを

消費者と直接行なうことが生産企業には得策である。 

 

 

 

経済成長率についても確認しておこう47）。 

アメリカとイギリスの経済成長を比較すると（表 2）1870 年～1913 年の間,

アメリカはイギリスに比べ,人口増加,GDP で約 2 倍強の伸びがあり,1 人当たり

実質 GDP も 2 倍弱ある48）[Maddison1995]。また,国民所得も 19 世紀後半から

1920 年までの間は急速に伸びている（表 3）。 

アメリカはイギリスに比べ,経済成長の伸びが高く,他の欧州諸国と比べても

豊かな国へと向かっていた。 

                                                  
46）  延岡・高杉[2014]の中で,生産財において顧客の経済的な価値は機能的価値と

意味的価値の両方によって決定される,とある。これは,生産財に限らず消費財に

おいても適応される。 
47）一般的に経済発展の動向を左右するのは,GDP に占める割合が高い個人消費であ

る。 
48）  当時の 1 人当たり実質 GDP 欧州平均は 1.2％。 

１８２０～１８７０ １８７０～１９１３ １９１３～１９５０
アメリカ 2.89 2.09 1.21
イギリス 0.78 0.87 0.27
アメリカ 4.22 3.94 2.84
イギリス 2.04 1.90 1.19
アメリカ 1.30 1.81 1.61
イギリス 1.25 1.01 0.92
アメリカ 1.10 1.88 2.48
イギリス 1.16 1.13 1.66
アメリカ -0.15 0.33 1.59
イギリス 0.15 0.31 0.81
アメリカ 1.41 0.01 0.01
イギリス 0.00 0.00 -0.68
アメリカ 3.09 2.02 0.35
イギリス 0.85 0.76 -0.46
アメリカ 5.46 5.53 2.01
イギリス 2.61 1.73 1.09

非住宅資本ストック

人口

ＧＤＰ

1人当たり実質ＧＤＰ

1労働時間当たり
実質ＧＤＰ

全要素生産性

天然資源

総労働時間

出典：Maddison,A.(1995)「Monitoring the world economy 1820-1992」, 
OECD Publishing,金森久雄監訳,政治経済研究所訳 
『世界経済の成長史1820～1992』,東洋経済新報社,2000,p.366。 

表２ アメリカ・イギリスの経済成長の比較（年平均複利成長率・増加率,％）
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これは,アメリカで中流階層が勃興し,国民所得水準の上昇を伴いながら生活

水準の向上を果たし49） ,消費が活発になったことを意味している。中流階層の

生活水準の向上が図られるためには,重工業を中心とした産業構造に支えられ

た,機械化による大量生産体制が整い,剰余価値としての様々な製品を市場へ送

り出す仕組みができたこと,鉄道建設や通信網のインフラの整備50）などへ巨額

投資があったこと,慢性的な労働者不足による賃金の上昇51）があったこと

[Faulkner1960]などがその要因としてあげられている。 

 

 

 

次に,消費を支える生産側の労働環境について確認する。当時のアメリカは移

民で成立しており,言語や教育などの基盤が異なる他,工場での労働経験が無い

非熟練者たちが多数いた。従って,生産作業を単純化,分業化することが作業管

理上必要だった[鳥羽 1970]。  

19 世紀後半,銃器,時計などの機械工業を中心に,生産工場では内部請負制度

が採用されていた。内部請負制度とは,工場所有者が熟練工の請負人に対し,生

産を請負わせる制度である。工場所有者は複数の請負人と契約し,工場内では複

数の請負人による分権的管理が実行されていた。 

                                                  
49）アメリカ国内において地域格差や人種格差などはあった[原田 1964]。 
50） Chandler[1977]は,『大量流通の出現と近代的な大量販売業者の台頭は,輸送と

通信における革命がもたらした新しい速度と規則性によって可能となった。ひと

つの組織革命を象徴するものであった』とし,『鉄道と電信の出現によるマーケ

ティング革命はいくら強調し過ぎてもしすぎることはないが,多数の生産物が多

数の顧客の手に渡るようになったとき,はじめて生じた』と指摘している。 
51）  森[1969]はアメリカの「労働力不足=高賃金」なる定説を首肯するとはできな

い,としている。 

出典：United States. Dept. of Commerce（1970）Historical statistics of the 
United States.(アメリカ合衆国商務省編,斎藤眞・鳥居泰彦監訳 
『アメリカ歴史統計』Ⅰ,Ⅱ,別巻,原書房,1986，1987,Ⅰ,p.240。) 

1869年 1879年 1889年
1899年‐
1903年

1903年‐
1907年

1907年‐
1910年

1910年‐
1913年

1913年‐
1918年

1918年‐
1920年

6827 7227 10701 17313 21670 25400 29111 38613 62820

表３ アメリカの名目国民所得総額の推移（百万ドル）
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しかし,1873 年の恐慌により,内部請負制が崩壊する事態が起きる。工場所有

者は原価を削減するため,請負人から雇用権と労働者の賃金支払い権を奪取し

た。これは,企業経営層が直接的に労務管理を担うことになり,生産管理体制の

見直しにつながる。固定給の請負人制度から出来高制の職長制度を経て,大学で

高度な機械工学を学んだ機械技師（現代で言う良質なエンジニア）を内部採用

するようになる。 

機械技師は,設計・製造から供給・費用会計など生産に係る諸要因を掌握する

こと（組織内の情報収集と情報を文書化し組織内への普及につながる）が望ま

れた。そして,1914 年頃までには内部請負制度は消滅する[前田 2005,pp.46-51]。 

これらは[Taylor 1911]などの科学的管理手法＝組織の革新的変化につなが

ったと見てよい52）。 

 当時の企業の設備投資等に必要な資金調達についても確認する。企業の資金

調達方法は,（１）利潤の再投下＝自己金融,（２）株式の発行＝増資,（３）銀

行からの短期借入または投資家からの社債による長期借入の 3 通りがあり,健

全財務の見地からは,新しい資金調達は利潤からの再投下が望ましいとされて

いる[鎌田 1976,pp.270-273]。 

中村[1964]は,独占体形成期(1900年～1903年),第一次大戦前の 10年間(1904

年～1913 年),第一次大戦後の 11 年間（1919 年～1929 年）および第二次大戦後

の 15 年間(1946 年～1960 年)のどの時期も,内部資金/固定資本粗投資の比率は

85%以上 108%以下の間にあるため,企業の自己金融比率は高かったことを指摘

している[p.360]。 

また,浜田[1964]は,シンガー社（ミシン）,マコーミック社（草刈機）,スィ

フト社（精肉）などでは,株式会社として株を発行しているが,株式の大半は一

                                                  
52）  Chandler[1977]は,「大量生産」の技術的な変化を労働者数や生産設備の価値

で現される製造施設の大きさではなく,加工処理の速度とそれに伴う量の増大に

よって,費用を低減し,産出量を増やした「速度の変化」として捉えている。 



57 
 

家族の手で所有されているため,公開市場で取引される余地が無かった例をあ

げ,株式を発行していたとしても自己金融的だったことを指摘している[p.372]。 

 間接金融として銀行からの借り入れに関しては,投資銀行からの借り入れを

中心とした企業合同がいくつも行なわれている。例えば,谷口[2002]は 19 世紀

後半から 20 世紀初頭にかけての企業合同において,資金支援や人的支援を含め

金融機関（主に投資銀行）が関与した例（消極的関与：アメリカン・アグリカ

ルチャラル・ケミカル社,アリス＝チャルマーズ社など,積極的関与：ゼネラル・

エレクトリック社,インタナショナル・ハーベスター社など）と関与しなかった

例（アメリカン・タバコ社,E.I.デュポン・ド・ヌムール・パウダー社など）が

ある事を具体的な事例をあげ説明している。 

 この様に,資金調達に関してはいくつかの手法が企業ごとに異なって採用さ

れており,経営目的や経営手法により資金調達方法を選択できたことが理解で

きる53）。 

 

４ 技術側面（輸送,通信,メディア） 

ここでは,マス・マーケット生成,マス・マーケティング生成に寄与していた

要素として,技術側面としての輸送,通信,メディアの発展について分析,考察を

行なう。 

Tedlow[1990]によれば,アメリカは当初,国内市場は何百もの地方に分断され

ており,大陸を縦横断する輸送と通信のインフラが整備されておらず,全国広告

もほとんどされていなかった。また,企業も小さく市場支配力も限られていたと

している。しかし,19 世紀末頃,輸送や通信の発展により分断が解消されたとし

ている。この指摘は,鉄道と電信のインフラが整備されると同時に市場支配力を

持つ企業の出現が,地理的に分断された国内市場を分断の無い広範囲・大規模で

                                                  
53）アメリカの企業合同のメカニズム解明や投資銀行の役割分析などは,本章の目的

とは異なる。 
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同質的ニーズのマス・マーケットを生成する条件のひとつになっていたことを

示唆して54）。また,企業のマス・マーケティング生成に影響を与えたことを示

唆している。 

鉄道網の発展に関しては,アメリカでは 1850 年代に東部四大幹線鉄道が完成

している。また,1890 年代までに全国的な鉄道網の整備が進んでいた[中山

2002]。鉄道建設には莫大な資金投入が必要だったが,アメリカは米英戦争（1812

－1814）の影響もありインフラを拡張するだけの体力がなく,イギリスをはじめ

欧州からの資金投入に頼り,鉄道会社の資本拡張を行なう必要があった。海外資

金投入は 1900 年過ぎまで続く[喜多川 1975]。 

 鉄道建設の目的のひとつは,国内産業資本の増強と国内市場の拡大である。そ

の為に,北東部の工業製品,西部の食糧農産物,南部の原料農産物,そして木材・

石炭などのエネルギー源の輸送を行なう必要がある（マクロ観点）。鉄道が三大

地域間を結びつけ流通を促進させた。 

鉄道建設の目的の2つ目は,運河・河川輸送よりも低価格で貨物輸送を行ない,

物流のイニシャチブを奪取することである（ミクロ観点）。 

また,鉄道は通信販売にも一役かっていた。通信販売会社は1870年代にシカゴ

やブルックリンなどの都市に登場し,第一次世界大戦にかけて全盛期を迎える

[光澤1990]。当時の通信販売は,農村部などへ商品カタログを郵送し,鉄道便を

使い日用品などの商品を発送する方法である。通信販売会社は,広大な地域に散

在する農村住民を対象として,様々な衣料品や家具,宝石などの商品を扱うよう

になる（その後,シアーズ社の様に巨大小売組織となるものも出現する）。 

郵便の辺地無料配達制度（1896年）や小包郵便サービス（1913年）の導入も

あり,通信販売は拡大し1910年代が 盛期であった。都市部で形成されたライ

                                                  
54）紙面の関係で本章ではあまり触れられないが,粟村[1992]は,移動手段や通信手

段の発展の結果,伝統的な生活様式の解体が進み都市生活の中で消費者欲望が高

まり,消費の模倣が促進され,消費者の価値観や行動が同質化して行くことを

[Copeland1925]の説を引用し説明している。 
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フ・スタイルの普及を,通信販売を用い農村部でも行ない,市場の同質化が図ら

れていった。時計,衣類,ミシン,洗濯機などを掲載したカタログによって,農民

の消費購買意欲を刺激したのである。 

例えば,通信販売業者のMontgomery Ward社は1872年にシカゴで開業し,1887

年には24000品目から構成される商品を販売し,カタログは540ページにも達し

ていた[増山 2003,p.5]。 

 メディアとしてラジオやＴＶの波媒体が主流になるのは 1920 年代以降にな

るが,それ以前の主要なメディアはカタログ,雑誌,新聞等の紙媒体である。 

その中でも新聞は言論・出版の自由に影響をもたらした。アメリカで新聞が

発行されたのは 1690 年と言われ,移民たちの共同体コミュニケーションの核と

なっていった。新聞社の主な収入は販売収入と広告収入に分かれるが,1890 年

代には広告収入が販売収入を凌駕する時代になっていた[佐藤 1998,pp.80-82]。 

例えば,当時の広告費用（1911 年で総額 6 億 1600 万ドル）では,新聞広告が

40％,ダイレクトメールが 16％,宛名郵便が 12％,雑誌広告が 10％,その他（屋

外広告,映画プログラム広告など）22％となっている[Adams 1916,p.37]。その

後,広告費用は急速に拡大し,1925 年には 30 億ドルを突破するまでになってい

る[Kirkpatrick 1964,p.7]。 

この様に,メディアを媒介とした大量説得であるコミュニケーション手法と

しての広告は,商品を販売する企業へ大きな影響力を持つようになっていった。 

 

第４節 ミクロ環境からの分析,考察 

 

ここでは,マクロ環境で分析,考察した内容が,ミクロ環境として生産（生産技

術・管理技術を含む）・流通・消費（消費市場開拓や市場への対応）,具体的な

企業行動としては主に製品開発戦略・チャネル戦略・価格戦略・販売促進戦略
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のマーケティング・ミックスへどの様な影響を与えていたのかについて確認す

る。 

企業事例として P&G 社（石鹸）を取り上げ,先行研究で指摘されている「良質

な人材」「組織管理革新」「技術革新（生産技術・管理技術）」「資本拡張」「情報

の活用」の視角から,確認する。 

 

１ P&G 社（石鹸）の企業行動55） 

＜創業背景＞ 

P&G 社は,1837 年にロウソク製造業を営んでいたウィリアム・プロクター氏と

石鹸製造業のジェームズ・ギャンブル氏がシンシナティに設立した日用品を主

としたメーカーである。シンシナティは当時ポークポリスと呼ばれ精肉業の中

心地であった。ロウソクの原料には精肉加工で出される油が必要であり,近くで

原料確保ができるメリットがあった。 

 

＜製品開発戦略＞ 

先ず,生産面において,製品製造について確認する。マクロ環境の社会側面で

は 19 世紀後半,都市への人口集中が顕著になり,上下水道の整備が追い付かず,

コレラ菌の発生など衛生問題が引き起こされた。老若男女を問わず,手や身体を

石鹸で洗う習慣が都市部,農村部へと広がった。   

また,当時,石鹸メーカーは 300 社ほどあったが,コルゲート社,N.K.フェアバ

ンクス社,B.T.バビット社,D.S.ブラウン社などが P&G 社の競合会社として存在

していた。 

当時,石鹸は塊で店に卸され,店主が切り分けて重さを量り,茶色い紙に無造

作に包んで売られていた。 

                                                  
55）以下の叙述は主に次の文献を参照した。 

Dyer,Dalzell and Olegario[2003],Lief[1958],Silk and Stern[1963],白髭

[1978],近藤[1988],折原[2010]。 
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同社は品質の良さと大量販売を目標とし,純度の高い石鹸の開発を目指した。

当時,オーガニックタイプの石鹸が輸入・販売されていた。同社はその輸入石鹸

を目標に自社開発した石鹸を大学などで分析し純度 99.44％との結果を得た。

この石鹸に「アイボリー」との名称を付け『純度 99.44％』『水に浮くほど軽い』

との宣伝文を用い広告することにした。 

また,マクロ環境の経済側面の労働環境の変化では,同社は 1880 年代に,セン

トラル・アベニュー工場で 20 万個／日,アイボリーデール工場では 40 万個／日

の大量生産体制を確立していた。その後同社は,洗濯用固形石鹸の「レノックス」,

洗濯機用洗剤の「チップソー」,食用油の「クリスコ」などの新ブランドを開発

していく。 

新ブランド開発の背景には,1890 年に設立した研究所による功績が大きい。

それは,職人的な古い知識による石鹸製造から 先端技術（例えば,回転刃によ

る石鹸を削る機械から石鹸をフレーク状に製造できる装置の購入など）を取り

入れた新ブランドの開発能力を高めることを意図したものだった。その為に大

学で化学などを専攻した人材を集めた研究開発チームを結成し,後に,研究・加

工・製造の 3 部門に階層化した化学部門へと組織化していった。 

 

＜チャネル戦略＞ 

次に,流通,販売に関して確認する。マクロ環境の技術側面の輸送と経済側面

の流通・消費動向では,P&G 社の創業当初は蒸気船など利用しある程度限られた

地域での製品流通だった。だが,鉄道網の発展と共に鉄道を利用し広範囲にわた

り製品を流通させていった。   

また,同社は 1900 年代初め頃までは,自社ブランドを卸売店経由で小売店へ

と流通させる方法を採用していた。この方法は,少数のブランドを大量かつ継続

的に販売するには適していたからである。 
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しかし,1910 年頃には,ブランド数も増え,この方式が非効率となってきたた

め,卸売店の抵抗にあいながら,試行錯誤を繰り返し,直接小売店へ自社ブラン

ドを流通させるための改革を 10 年以上にわたって行なうことになる。 

 

＜価格戦略＞ 

製品価格について,P&G 社はブランド品の品質低下を防ぐための意味もあり,

再販売価格を実行し,違反者には 50 ドルの罰金を科す方法を採用していた。ま

た,卸売店での販売から直販型へチャネル変更を行なうことは,自社ブランド製

品を同じ価格で販売すると言うことでもある。 

マクロ環境の経済側面の資金調達に関しては,地元の金融機関から資金調達

し,石鹸工場の機械化や石鹸製造の原料となる綿実油の企業買収,同業他社の買

収を行なうなど,垂直・水平統合を繰り返し,生産能力の向上に努め製品価格を

安定させることを狙っていた。生産体制の変革は,ブランドマネージャー制など

の人材管理改革の必要性へも繋がった。 

更に,マクロ環境の政治・制度側面では,1890 年のシャーマン反トラスト法成

立前年にニュージャージ州が一般株式会社法を成立させ,積極的に企業誘致を

行なっていたこともあり,それを利用し,同社は 1890 年同州に法人を登記しニ

ューヨーク証券取引所へ株式公開を行なっている（株は創業家を中心に保有さ

れ一般の売買は行なわれていないが,公開企業となることで企業を拡大・成長さ

せる意図があった）。 

 

＜販売促進戦略＞ 

消費市場の開拓についても確認する。P&G 社のパッケージ・デザイン（アイ

ボリー石鹸）は,格子模様の中に商品名が大きく目立つようにデザインされ,他

社製品との差別化を意識している。 
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また,マクロ環境の技術側面の輸送・通信・メディアの利用に関しては,顧客

への DM 配送,雑誌のフルカラー広告,販売促進や新聞広告,ラジオＣＭ等も注力

した。特に,1885 年頃から始められた主婦層向けのサンプル品と小冊子の発送

は,ファン層の囲い込みを狙った戦略で,広告とは違う販売促進の手法を開発し

ていった。 

これは,P&G 社自らが商品パンフレットを顧客へ配布し商品購入を促す通信

販売的な手法であり,流通を介したプッシュ戦略とは別に消費者の需要を直接

喚起させるプル戦略も行なっていたことになる。これらの戦略を実行し同社は

年間に数百万個の石鹸を販売した。そして,洗濯用,洗顔用,赤ちゃんの入浴用と

幅広く消費者に使われるようになった。 

 

２ Ｐ＆Ｇ社におけるマス・マーケティング生成のメカニズムの整理 

ミクロ環境の消費市場対応や開拓に関して言えば,先ず,マクロ環境の社会側

面が影響を及ぼしている。急激な人口増と都市化により,消費者は不衛生な生活

を強いられ,結果,コレラ菌が全国的に発生することになった。そして,不衛生な

生活を改善するために広範囲で大規模,同質的な石鹸需要が喚起される。 

ミクロ環境の生産と流通に関しては,マクロ環境の石鹸需要に応える企業と

して, 先端の石鹸製造技術を持った P&G 社が登場した。同社はマクロ環境とし

ての技術側面である鉄道や広告等を利用しながら良質な石鹸（＝ブランド）を,

多数の老若男女を対象とし,都市から農村まで広域的に販売する仕組み＝マ

ス・マーケティングを確立していった。それには,マクロ環境としての経済的側

面である小売店としてのチェーン・ストアの台頭が影響していたと考えられる。

逆の見方をすれば,マクロ環境としての技術側面（輸送,通信,メディアの発展）

や経済側面（チェーン・ストアの台頭）などの条件が揃わなければ,P&G 社は社

会的側面である石鹸需要＝マス・マーケットに対応できなかった,とも言える。 
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また,生産や流通,消費市場の開拓を含むマス・マーケティングの仕組み作り

には,マクロ環境の経済側面として,科学的管理手法＝組織の革新的変化が社会

全体に生起していることもあり,P&G 社は大学を出た優秀な人材を確保してい

る。 

そして,マクロ環境の経済側面として, 先端の石鹸製造技術を導入するため

の設備投資を行なう資金調達方法が整備されていたことも P&G へ影響を与えて

いる。 

更に,マクロ環境としての政治・制度側面では,間接的には連邦政府の工業化

による経済発展の推進方針（郵便制度を含む）が,そして直接的には株式公開制

度が,P&G の企業成長を図ることへ影響している。 
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出典：若林靖永＆筆者制作  

＜マクロ環境＞
＜P&G社の5要因＞
マス・マーケティング

を可能とした条件

マス・マーケティング生成メカニズムの
整理

石鹸で手や身体を洗い、衛生でいることで、人として生命保持を
する根源的な欲求に基づく、同質化されたライフ・スタイルの浸透
が、社会的な現象として、人口増加と都市化を伴い広範囲に見ら
れる環境整備が条件となる。

◆マクロ環境からミクロ環境への影響
■マス・マーケティングを生み出す条件

広告、サンプル品や小冊子の発送など「情報の活用」をし、衛生
の重要性を訴えることがライフ・スタイルの同質化浸透の条件とな
る。

◇ミクロ環境からマクロ環境への
フィードバック
□マス・マーケティングを可能とした条件

政治・制度側面
（土地所有制度）

（関税制度）
（選挙制度）

同質化されたライフ・スタイルの欲求は、階層分断の無い、人とし
ての平等が政治・制度的に保障されていることが条件となる。

―
◆マクロ環境からミクロ環境への影響
■マス・マーケティングを生み出す条件

階層分断の無い広範囲かつ大規模で同質的なライフ・スタイルの
浸透には、製品流通を含め、輸送・通信・メディアの技術的な発展
が条件となる。

◆マクロ環境からミクロ環境への影響
■マス・マーケティングを生み出す条件

輸送・通信・メディアの「情報の活用」をすることが条件となる。
◇ミクロ環境からマクロ環境への
フィードバック
□マス・マーケティングを可能とした条件

階層分断の無い広範囲かつ大規模で同質的なライフ・スタイルの
要求に対応する為、企業は良質な製品（石鹸）を大量に生産・管
理、販売する体制を構築することが条件となる。

◆マクロ環境からミクロ環境への影響
■マス・マーケティングを生み出す条件

職人的な生産体制では、対応できないため、先端技術を取り入れ
た「技術革新（生産技術・管理技術）」が条件となる。

◇ミクロ環境からマクロ環境への
フィードバック
□マス・マーケティングを可能とした条件

階層分断の無い広範囲かつ大規模で同質的なライフ・スタイルが
形成されるには、国民所得水準の上昇を伴う生活水準の向上が
条件となる。また、チェーン・ストア等の小売店の台頭も条件とな
る。

◆マクロ環境からミクロ環境への影響
■マス・マーケティングを生み出す条件

生活水準の向上に伴い、赤ちゃんから大人まで、また、洗濯用か
ら洗顔用まで多様なブランド開発が必要となる。また、安定した利
益を確保する為、ブランド管理やチャネル管理を含め効率的な組
織運営を行なうため「組織管理革新」が条件となる。

◇ミクロ環境からマクロ環境への
フィードバック
□マス・マーケティングを可能とした条件

資金調達手法に選択肢がある事が条件となる。
◆マクロ環境からミクロ環境への影響
■マス・マーケティングを生み出す条件

大量生産の体制づくりの為には、金融機関から資金を調達し、設
備投資や垂直・水平統合等を行なう「資本の拡張」が条件となる。

◇ミクロ環境からマクロ環境への
フィードバック
□マス・マーケティングを可能とした条件

階層分断の無い広範囲かつ大規模で同質的なライフ・スタイルの
要求が条件となる。

◆マクロ環境からミクロ環境への影響
■マス・マーケティングを生み出す条件

要求へ対応するための大量生産体制づくり、販売組織管理、ブラ
ンド管理のためには「良質な人材」の確保が条件となる。

◇ミクロ環境からマクロ環境への
フィードバック
□マス・マーケティングを可能とした条件

階層分断の無い広範囲かつ大規模で同質的なライフ・スタイルの
要求が条件となる。

◆マクロ環境からミクロ環境への影響
■マス・マーケティングを生み出す条件

要求へ対応するため政治・制度的な手法である株式公開を利用
し、企業成長を図ることが条件だった。

◇ミクロ環境からマクロ環境への
フィードバック
□マス・マーケティングを可能とした条件

社会・経済側面
技術側面

【消費】
【流通】
【生産】

ミクロ環境におけるP&G社の企業行動は、マクロ環境へフィード
バックされ、社会・経済的・技術的（特に通信・メディア）な側面に
おいてライフ・スタイルの変化につながり、同質化から差別化へと
進展していく（本稿の観察対象の時代以降になるため、言及はし
ない）。

「技術革新」
（生産技術）
（管理技術）

「組織管理革新」
「資本の拡張」
「良質な人材」
「情報の活用」

◇ミクロ環境からマクロ環境への
フィードバック
□マス・マーケティングを可能とした条件

「良質な人材」

 「資本の拡張」　

「情報の活用」

「情報の活用」

「技術革新」
（生産技術）
（管理技術）

「組織管理革新」

  「資本の拡張」　

政治・制度側面
（株式公開制度）

【生産】

経済側面
（流通・消費動向）

（労働環境）
（資金調達）

＜マクロ環境とミクロ環境：P&G社企業行動の関係＞
マス・マーケティングを生み出す条件（マクロ環境：破線上）

と
マス・マーケティングを可能とした条件（ミクロ環境：破線下）

社会側面
（人口増加・都市化）

【消費】

技術側面
（輸送）
（通信）

（メディア）

【流通】

表４ Ｐ＆Ｇ社におけるマス・マーケティング生成のメカニズムの整理 
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こうしたマクロ環境とミクロ環境が相互に影響するメカニズム（マス・マー

ケティングを生み出す条件やマス・マーケティングを可能とした条件）の分析,

考察は,以下の様に整理される（表 4 参照）。 

 

第５節 まとめ 

 

マクロ環境の分析,考察及びミクロ環境としての企業行動（P&G 社）の分析,

考察から,アメリカにおけるマス・マーケティング生成の基本的なメカニズムは,

図 1 の様な需要供給モデルにまとめられる。 

マス・マーケティングが生成するには,マス・マーケットの大量需要（階層分

断の無い広範囲,大規模で同質的なニーズ）が条件となる。しかし一方で,大量

需要に応えるためには,所謂,ヒト・モノ（技術を含む）・カネ・情報の経営資源

を持った消費財製造企業による大量供給が行なわれることが条件となる。この

様に,マス・マーケティング生成とマス・マーケット生成は,相互作用構造にな

っている（尚,マス・マーケティング生成の主体である企業で働く人々は,一方

でマス・マーケットを生成する消費者となる）。この構造は,凡そ以下の様に説

明できる（以下の①～⑤は図 1 に連動）。 

①マクロ環境（マス・マーケット生成の条件） 

・政治・制度側面の各種制度設計が自由・平等の精神の下で環境整備される

ことが,マス・マーケット生成の条件となる。 

・社会側面では,人口増と都市化,それらに伴うライフ・スタイルの変化によ

って,階層分断の無い広範囲,大規模で同質的なニーズが沸き起こる環境整

備が,マス・マーケット生成の条件となる。 

・経済側面では,工業化（国の政策的な意図）による生活水準の向上が図られ

ること。 
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図１ アメリカにおけるマス・マーケティング生成の基本的な 

メカニズムのモデル 

出典：若林靖永＆筆者
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同時に,企業が消費者に受け入れられる良質な商品（ブランド）を生産する

ために,設備投資等を行なう資金調達手法の選択が行なえること。また,良

質な人材の確保が行なえること等の労働環境の変化が起きること。そして,

チェーン・ストア等の小売店が台頭することがマス・マーケット生成の条

件となる。 

・技術側面では,輸送,通信,メディアの発展が社会側面の人口増,都市化,ライ

フ・スタイルの変化,経済側面のチェーン・ストア等の小売店の台頭と相乗

効果を生み出すことが,マス・マーケット生成の条件となる。 

②ミクロ環境（マクロ環境のマス・マーケティング生成への影響とフィード

バック） 

・それぞれのマクロ環境の整備や変化は,マス・マーケット生成の条件である

とともに,ミクロ環境の企業行動の生産（「良質な人材」「組織管理革新」「技

術革新（生産技術・管理技術）」「資本拡張」）・流通・消費（市場開拓・対

応としての「情報の活用」）へも影響を及ぼす。 

尚,ミクロ環境の各活動は,マクロ環境へフィードバックし,マス・マーケッ

ト生成へ影響を与えている56）。 

③マス・マーケティング生成 

・ミクロ環境の中から,ヒト・モノ・カネ・情報を持った大量供給可能な消費

財の製造企業が登場し,階層分断の無い広範囲,大規模で同質的なマス・マ

ーケットの需要に応える大量供給が行なわれることになる。 

④⑤マス・マーケット生成とマス・マーケティング生成の関係（需要と供給） 

・マス・マーケット生成はマス・マーケティング生成を引き起こすと同時に

マス・マーケティングによってマス・マーケット生成が促される。 

                                                  
56)ミクロ環境がマクロ環境へフィードバックし影響を与えたことは表４にて記述

してあるが,図１では図が煩雑になるのを避けミクロ環境の各要因からの矢印は

表示せず,マス・マーケティング生成からのフィードバックの矢印（⑤）としてま

とめてある。 
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これらから,マス・マーケティングは企業側の視角から,以下の様に定義する

ことができる。 

「マス・マーケティングとは,中心的な主体として消費財製造企業が組織力

（経営資源の効率的有効活用57））をもってして,大量に生産するいくつかの製

品・ブランドを,広範囲かつ多様な流通網を用い,大量プロモーションすること

によって,消費者市場の開拓・拡大を行なう戦略・戦術」 

第 1 節でも触れているが,マス・マーケティングの主張点は, 大の潜在市場

が開拓でき,それによってコストが 小になり,低価格や高利益になるというも

のである。しかし,市場のセグメント化が進行すると,広告媒体と流通チャネル

が激増し,コストが増大するとともに,消費者へのアプローチが難しくなるため,

マス・マーケティングは瀕死の状態だと主張する向きもある[Kotler and Keller 

2006]。 

しかし,マス・マーケティングを,大量に生産するいくつかの製品・ブランド

を広範囲かつ多様な流通網を用い,大量プロモーションすることによって,消費

者市場の開拓・拡大（＝マス・マーケットの創造）に関わる戦略・戦術,と捉え

るならば,現代社会の各業界の 大手企業は,そうしたマス・マーケティングを

世界規模で実施しているのではないか。 

広告媒体としてのネット費用は既存の広告媒体（例えば TV や新聞など）に比

べリーズナブルであることや流通チャネルの効率化・集約化などが進み,市場の

セグメント化が進行しても,商品やサービスを消費者へ届けることのコストが

下がる場合がある。従って,多様な製品・ブランドを広範囲に提供し,消費者市

場の開拓・拡大を推し進めることが可能となっている。 

無論,政治・制度側面である関税制度の変化,社会側面における先進諸国にお

ける少子高齢化の傾向,経済側面における所得格差の拡大,技術側面としてのネ

                                                  
57）SCM を含む,利害関係者とのリレーションシップやネットワークを否定するもの

ではなく,それらを含め経営資源と捉える。 
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ットの普及・デジタル情報による社会システムの変化など,マクロ環境は 100

年前とは大きく異なっている。 

そうしたマクロ環境の変化に対応する現代企業のミクロ環境としては,より

高度な知識やスキルを持った良質な人材を確保しようとしているし,プラット

フォームを奪取するため,M&A やアライアンスを利用し資本を拡張しようとし

ている。また,PDCA や ISO などに代表される組織管理体制を導入し,経営組織革

新を実行している。そして,各種センサーや半導体デバイス等を利用し生産効率

の向上,生産管理等の技術改善を実行している。 

具体的にはパソコン製造販売の Dell 社や自動車製造販売のトヨタ社などの

企業に代表されるが,様々なマーケティング手法を開発し,新たな市場を世界各

国で確保しようとしている。 

市場環境の変化に対応する個々の企業活動やプロセスは異なるが,企業行動

全体から見た場合,100 年前 P&G 社が考え,実施していた,組織力（経営資源の効

率的有効活用）をもってして,大量に生産するいくつかの製品・ブランドを,広

範囲かつ多様な流通網を用い,大量プロモーションすることによって,消費者市

場の開拓・拡大を行なう戦略・戦術としてのマス・マーケティングのメカニズ

ム58）はそれほど大きな差は生じていないのではないか,と考える。 

これが,マス・マーケティング生成時のメカニズムのモデル化から得られた本

研究の新たな知見である。 

従って,現在の商品開発,商品・品質管理,生産・システム管理,ブランド・マ

ネジメントと言った分野において,STP の技法を用いたマーケティングを行な

                                                  
58） マクロ・ミクロそれぞれの変化に対する比較は紙面の関係もあり具体的にはあ

げられないが,ミクロ環境のチャネル戦略で言えば,卸売店経由から直接小売店へ

自社ブランドを流通させる P&G 社の手法は,Dell 社のダイレクト販売に相当するた

め,メカニズムとしては同様と考える。また,その背景にマクロ環境の社会・技術側

面における鉄道網の進展が前者に,インターネットの進展が後者にある。しかし,

マクロ環境がミクロ環境に影響を及ぼすメカニズムとしては同様と考える。 
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うことのみが重要視されるのではなく,グローバル市場を見据えたプラットフ

ォーム戦略を含めたマス・マーケティングも再評価されるべきではないか。 
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第３章 初期マーケティング学説におけるマーケティング・コンセプト 

～20 世紀初頭のアメリカにおいて～ 

 

第 1 節 はじめに 

 

 マーケティング生成は 19 世紀末から 20 世紀初頭のアメリカと言われている

[池尾ほか 2010,p.3]。それに対し,学説的なマーケティング研究はいつごろか

ら始まったのであろうか。Converse [1959]によれば,1900 年以前にマーケティ

ング論に関する研究者が実務者・大学教授から少し輩出されていると言う。そ

して,マーケティングの中心概念であるマーケティング・コンセプトの登場は

1950 年以降と言われ59）,マーケティング生成から,約半世紀程経過してからで

ある。では,この間マーケティング・コンセプトは存在していなかったのだろう

か,初期マーケティング学説研究においてマーケティング・コンセプトは論じら

れていなかったのであろうか。初期マーケティング学説研究者の思想・主張の

中に,マーケティング・コンセプトの萌芽があったのではないか,本章の問題意

識はそこにある。 

本章は初期マーケティング学説研究の代表的な論者を取り上げ,彼らがどの

様な視角でマーケティングを捉えていたのかを検証し,マーケティング・コンセ

プトの存在とその内容を考察するものである。なぜならば,物事の生成事情を明

らかにすることは,それが有する本来的性格を知るうえで重要であり,マーケテ

ィング論では特にこの点が重要であること60)。そして,明示的に表現された記

述だけでなく,その背後にある戦略性や現代への適応性も含めて構造を明らか

にしようとすることが学術的に重要だからである。 

 Kotler and Keller[2006,pp.19-30]によれば,現在のマーケティング学説研究

において,5 つのマーケティング・コンセプトが指摘されている。 

① 生産コンセプト：どこでも手に入れられて価格が手ごろな製品を消費者は好

むとの考え方。 

                                                  
59）  Kotler,P.and Keller,K.L.(2006), p.20。 
60）  光澤（1990）,p.3。 
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② 製品コンセプト：品質や性能が 高であったり,革新的な特徴のある製品が

消費者に好まれるとの考え方。 

③ 販売コンセプト：企業側が何もしないと消費者や企業は製品を買ってくれな

いものだとの考え方。 

④ マーケティング・コンセプト：選択した標的市場に対して競合他社よりも効

果的に顧客価値を生み出し,供給し,コミュニケーションすることが企業目

標を達成するための鍵となるとの考え方。 また,マーケティング・コンセプ

トには,3 要素（顧客志向・統合的努力・利益志向）が含まれるとの指摘も

ある[Bell and Emory1971][玉城 1972]。 

顧客志向：顧客のニーズや欲求,行動の理解がマーケティング活動の前提に

なる。 

統合的努力：マーケティング活動要素間の統合性。マーケティング活動と財

務,生産,開発,技術,人事部門などとの統合性を意味する。 

利益志向：売上げ至上主義ではなく利益主義に立つことを眼目とする。 

⑤ ホリスティック・マーケティング・コンセプト：マーケティング・プログラ

ム,プロセス,活動それぞれの幅と相互関係性を認識した上で,マーケティン

グ・プログラム,プロセス,活動を開発し設計し実行することを言い,マーケ

ティング活動の範囲と複雑性を認識し,融和させようとする考え方。 

ホリスティック・マーケティングにはリレーションシップ・マーケティン

グ（取引を開始し維持するために主要な関係者―顧客,供給業者,流通業者な

ど―と相互に満足のいく長期的な関係を築くこと）,統合型マーケティング

（マーケティング・ミックスの４P をはじめとするマーケティング・プログ

ラムを用い消費者に価値を提供する統合的なマーケティング活動）,インタ

ーナル・マーケティング（組織内のすべての人にマーケティング原理を理解

させること）,社会的責任マーケティング（企業の役割として市場ニーズな

どを正しく把握し,消費者と社会の幸福を維持・向上させるために,社会的か

つ倫理的な配慮を行なうこと）の 4 つの構成要素がある。 
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尚,本章では上記 5 つの個別表記を生産志向,販売志向,マーケティング志向,

ホリスティック・マーケティング志向と表記し全体を表す場合をマーケティン

グ・コンセプトと表記する。 

 本章では,20 世紀初頭のマーケティング学説研究の先駆者 3 名を取り上げ,彼

らの思想・主張の中にどの様なマーケティング・コンセプトの萌芽が存在して

いたのかを確認するとともに,商品開発やプロモーションを含めマーケティン

グを実践する上で重要な要素と考えられる「統合的努力」要素や「融和」につ

いて注目して見ていきたい。 

 なぜならば,「顧客志向」要素,「利益志向」要素も重要であるが,マーケティ

ング・コンセプトは企業理念であるとともに企業の戦略や計画と言う経営管理

活動として現実的に把握されなければならず61）,業務遂行に当たっては経営理

念に基づいた企業内の各部門間における「統合的努力」要素や「融和」が必要

であり,「統合的努力」要素や「融和」なくして,企業の目的である顧客の創造 

[Drucker 1954]は難しいからである。 

マーケティング志向やホリスティック・マーケティング志向で取り上げられ

る「統合的努力」要素や「融和」に対する解釈は凡そ以下のようなものである。

先ず,マーケティング諸機能間（製品・価格・販売経路・プロモーションなど）

での統合である。そして,「生産（部門）」「財務（部門）」「販売（部門）」と言

った企業内部の組織的な経営努力の統合を行なう,と言う２つの意味を含んで

いる[宮原 1978,p.12][猿渡 2002,p.87]。 

上記の考え方は企業内部に着目した捉え方であるが,戦略論的視角からは,企

業内外を対象として「適合」「整合性」との言葉を用いる場合もある。例えば,

伊丹[2003,pp.25-31]は「戦略の市場適合」（「顧客適合」「競争適合」）,「戦略

のインターフェース適合」（「ビジネスシステム適合」「技術適合」）,「戦略の内

部適合」（「資源適合」「組織適合」）との企業内外に対する 6 つの「適合」をあ

げ,更に「適合」を 3 つのレベルに分けている。 

同様に,石井ほか[2004,pp.36-44]もマーケティング・ミックスの４P（価格・

流通・製品・プロモーション）を企業内部において「統合」することを「内的

一貫性」とし,企業外部にあるマーケティング環境（消費対応・競争対応・取引

                                                  
61）  若林[2003],p.89。 
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対応・組織対応）に対し４P の「整合性」を図ることを「外的一貫性」と表現

している。 

また,Porter[1998,pp.67-109]は,「ポジショニングの選択」はその企業が行

なう活動のあり方を決定するが,それだけでなく,ある活動が他の活動とどう関

係するかも規定する。戦略とは,活動を結びつけることである。戦略の基礎は独

自の活動であり,競争優位とその持続性を決定するのは「フィット」である。競

争優位の中核となる「フィット」には 3 種類ある。①各活動（機能）どうし,

また全体戦略との間の基本的一貫性,例えば,全ての活動を低コスト戦略に合わ

せて「調整」すること。②各活動がお互いに強め合う場合に生じる「補強」的

なこと。例えば,医師向けのマーケティング活動とホテル向けのマーケティング

活動が相互に補強しあえば,全体のマーケティング・コストが削減できる。③各

活動を「補強」することから発展し,取り組みが「 適化」すること。例えば,

活動間の調整や情報交換を進め,重複をなくし無駄な作業を 小限に留めるこ

と。 

この 3 種類に共通することは,個々の部分よりも全体が重要だという点であ

る。競争優位は,活動のシステム全体から生まれるため,各活動間の良好なフィ

ットがコストの抑制と差別化の強化につながる,としている。 

そして,戦略とは企業としての活動の間に「フィット」を生み出すことである,

と述べ,企業外部の「ポジション」と企業内部の「フィット」の重要性について

指摘している。 

この様に,マーケティング・コンセプトで扱われる「統合的努力」要素（マー

ケティング機能間統合や組織部門間の経営努力統合）や「融和」は,戦略論的視

角から見れば,内的適合（内的一貫性）と外的適合（外的一貫性）とに分け理解

することも可能である。 

「統合的努力」要素や「融和」及び内的適合（内的一貫性）と外的適合（外

的一貫性）に関する,解釈や定義に関しての詳しい考察は本章の目的とは異なる

ため,別の機会に譲るが,本章では,「統合的努力」要素や「融和」,「フィット」

をマーケティング志向,ホリスティック・マーケティング志向に含まれる企業内

外に対する組織的・戦略的要素と捉えることにする。 
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＜研究方法＞ 

 マーケティング論は大きく分け,ミクロ視座（個別経済的）研究とマクロ視

座（社会経済的）研究とに分けることができる[Brown et al 1977]。しかし,

マーケティング生成時におけるマーケティング論者において,両者を明確に区

分けすることは難しい。例えば,マクロ視座（社会経済的）研究の代表とされる 

Clark は,配給機能において需要創造について触れており,需要創造の任務を生

産者が持っていることを強調している。 

三浦[1971]によれば,アメリカにおけるマーケティング生成時のマーケティ

ング論においては,マクロ視座（社会経済的）研究の場合でも,その分析・考察

の単位は個別企業のマーケティング活動であることが多く,分析用具としての

マーケティング機能の捉え方にしても,個別企業の活動を「社会的」目的と関連

させて把握しているのが普通である。しかし,社会的配給課程が単なる個別企業

の活動＝機能の総和であると捉える訳ではない,としている。 

上記を踏まえ,本章の研究方法としては,マーケティング学説研究の先駆者で

ある Butler,Shaw,Clark の 3名を取り上げ,それぞれのマーケティング論がどの

様なものだったのか,彼らの思想・主張の中で,現在のマーケティング研究であ

げられている 5 つのマーケティング・コンセプトに通じる言及をしているとこ

ろがあるのか,ないのか,特に「統合的努力」要素や「融和」もしくは「フィッ

ト」に関する言及について,先行研究を踏まえ考察を行なう。 

 

第２節 マーケティング学説史に関する先行研究 

 

マーケティング学説史に関する研究は様々行なわれている62)。先ずは国内外

のマーケティング学説史の先行研究をいくつか取り上げ,その研究視角を確認

する。 

                                                  
62） マーケティング史の研究では,通説批判,方法論的考察,実証研究,学説史研究な

どがある。尾崎[1993]を参照。 
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Converse [1959]は 1900 年以前から主に 1920 年代までのマーケティング論者

20 数名を取り上げ,それぞれの功績を論じている。これは,各論者の研究概要の

紹介的な内容であり,各論者の理論構築を深く掘り下げたものではない。 

橋本[1965]は,Converse ,Bartels などの論文を引用しながら,マーケティン

グ論成立の直接的背景をなしているアメリカの大学における研究系譜,マーケ

ティング研究初期における理論研究の中心地,そして,1910 年までの文献を中

心としたマーケティング研究を概観している。 

Bartels [1976]は,1900～1910 年を「発見の時代」,1910 年～1920 年を「概

念化時代」,1920 年～1930 年を「統合時代」,1930 年～1940 年を「発展時代」,1950

年～1960 年を「再概念化時代」,1960 年～1970 年を「分化時代」,1970 年～を

「社会化時代」と 1900 年から 1970 年までを 10 年刻みで,マーケティング発展

の特徴を記している他,マーケティング思想家と呼ばれる十数名との文通を掲

載し,各論者の思想の原点などにも触れている。また,マーケティング思想を体

系的に記述する枠組みとして１：構造次元（機能的・制度的・商品的）,２：知

的次元,３：空間次元,４：学際的次元,６：人的次元の 6 つの視角を提示してい

る63）。 

但し,マーケティングを機能的研究,制度的研究,商品的研究の 3 領域からの

アプローチで理解していくことに対する批判もある[McGarry 1950,p.263][森

下 1956,p.41]。 

Fullerton[1985]は,1870 年～1930 年を「生産志向時代」とする時代区分は

Keith[1960]の主張がベースとなり,マーケティング・テキストに掲載され,その

時代区分が定着している。しかし,前提となっている 5 条件を支持する文献が多

いわけでは無く,企業史や産業史の文献では否定しているものもある,としマー

ケティング学説史の通説となっている時代区分の批判を行なっている。 

近藤[1988]は,マーケティング成立期のアメリカのマーケティング論者であ

る Butler,Shaw,Copeland,Clark の 4 名を取り上げ,それぞれの論者が消費者ニ

ーズをどの様に把握していたか,マーケティングにおける競争優位戦略をどの

様に捉えていたのか,との視角で,深く掘り下げた分析を行なっている。また,

マーケティングないしマーケティング論に関する歴史的研究の重要性が高いに

                                                  
63）  Bartels[1976],pp.48-51（邦訳）。 
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もかかわらず,この分野の研究は遅れており,戦後になって研究が進められ業績

が上がってきたと指摘している。 

光澤[1990]は,流通革命をテーマに,マーケティング生成期の論者である

Butler,Shaw,Weld,Sparling,Cherington などを取り上げながら,マーケティン

グがいつ,いかにして登場し,どの様に変化していったのか,について詳しく考

察している。そして,物事の生成事情を明らかにすることは,それが有する本来

的性格を知るうえで重要であり,マーケティング論では特にこの点が痛感され

る,と述べている。 

江尻弘[1991]は,Sheth et al[1988]の論文などを引用するとともに,マーケテ

ィングの経営管理的研究と言う接近方法に準拠した枠組みを利用し,アメリカ

のマーケティング思想研究の 12 学派（21 名）について整理している。また,日

本国内へのマーケティング導入（1916 年～1955 年）に携わった研究者 6 名を整

理している。 

マーケティング史研究会[1993]では,マーケティングを「個別経済的研究」と

「社会経済的研究」に分け,マーケティング生成期から第 2 次大戦にかけてのア

メリカのマーケティング論者 12 名について取り上げ,それぞれの主張を整理し

ている。 

若林[2003]は,マーケティング志向の「顧客志向」要素に絞って,Butler,Shaw, 

Clark,White の 4 名を取り上げ,成立期・戦前期のマーケティング研究における

「顧客志向」要素の位置づけについて考察している。 

小原[2012]は,アメリカのシンガー社の事例研究を取り上げる中で,補論とし

てマクロ視座（社会経済的）の論者である Weld の農産物マーケティングを取り

上げ,マーケティング論の伝統的な 3 つのアプローチである「商品別研究」「機

能別研究」「機関別研究」が Weld の研究において利用されていることを指摘し

ている。また,アメリカの大学におけるマーケティング教育に関して,当時開か

れていた講座名をいくつかあげ,学問体系として形成されていく過程を示して

いる。 

上記にあげたマーケティング学説史の研究には大きく分け 2 つのタイプがあ

る。ひとつは Converse,橋本,Bartels,江尻に代表される,マーケティング学説

史を時系列的に並べ,マーケティング学説が「いかに」発展してきたか,を中心
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命題に据えた研究である。もう一方は,Fullerton,近藤,光澤,若林,マーケティ

ング研究会,小原に代表される,マーケティング論者の思想・主張の内容に関し

て,その構造や位置づけを明らかにしようとする研究である。 

マーケティング発展の「因果論的解釈」については多くの観点があり,マーケ

ティング生成は「いかに」発展したのかの分析とともに,「なぜ」発展したのか,

を捉えることが重要である,と言われている64）。後者の研究は「なに」を主張

しているのかと「なぜ」そう主張しているのかに注目した研究とも言える。 

上記に示した先行研究等を踏まえ,本章ではマーケティング・コンセプトとは

「なに」を示しているのか,マーケティング・コンセプトが「なぜ」変化・発展

しているのか,を探るためにマーケティング学説初期のマーケティング論者で

ある Butler,Shaw,Clark の 3 名の中にその理由・起点を見出し,マーケティング

の本質の理解を目指したい。 

3 名を選定する理由は,Butler はマーケティングと言う言葉を 初に用いた

論者であること,Shaw はマーケティング論の元祖と位置付けられていること, 

Clark は流通論を中心にマーケティング理論を体系的にまとめ上げたと位置づ

けられていること,の理由による65）。 

 

第３節 Butler,R.S.  

 

１ マーケティング及びマーケティング・コンセプトの捉え方 

 Butler はウィスコンシン大学でマーケティングの教員をしていた時期もあ

るが,その多くは大手製造会社のセールスマネージャーとしてとして,人的販売

や広告などの経験を持つビジネスマンとして活躍していた人物である66）。 

彼は,“P&G 社での私の経験は,私に次のことを確信させた。すなわち,製品市

場を求める製造業者は,セールスマンを出張させたり,出版物に広告を掲載した

りして販売のアイデアを表現する前に,多くの問題を考慮し,解決しなければな

                                                  
64）  Ibid.,pp.10-13。 
65）尚,マーケティング生成当時のマーケティング論者は,教師,ビジネスマン,調査

研究員をそれぞれ経験している者が多いため,個人的属性を明確に区分すること

は難しい[Converse 1959]。 
66）  Bartels[1976],pp.377-378（邦訳）,光澤[1990],pp.193-194 より。 
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らない”67）。また,“販売しようとする何かを持っているあらゆる人々が考慮

しなければならない 3 種類の区別される事項が存在する。①人的セールスマン

シップと販売管理,②広告,③人的セールスマンシップと販売管理ないし広告の

いずれか一方に関わるのではなく,両者に共通するもの,いわゆる販売キャンペ

ーン計画などの準備である”と述べている68）。そして,“マーケティングの諸

方法は,ある意味では,販売に影響を与えるためになされるすべての事項を含む

が,マーケティング諸方法の研究は通常広告技法とセールスマンシップ技法の

問題を除外し,商品販売のための,これら 2 つの方法の一方のみに関わるのでは

ない販売上の諸問題だけを含める”と述べている69）。 

 先ず,彼は製品をいかに市場で売るのか,との視角で語るとともに,製品販売

を左右する人的・広告の影響について言及している。これは,販売を「点」では

なく,販売までの準備期間を含む時系列を意識した「線」や人や広告など,販売

方法の多面性を意識した「面」としての考え方を示しており,販売に関わる諸活

動をセリングとは違うマーケティングと捉えている。 

また,彼は 11 ステップ（1：製品研究,2：市場研究,3：取引チャネルの選択,4：

価格設定,5：セールスマンあるいは広告の選択,6：販売方針の決定,7：マーケ

ティング・コストの図式化,8：セールスマンや広告の組織化,9：セールスマン

と広告の調整,10：流通の確保やディーラーとの協同,11：実際の費用,売上高,

利潤に関する詳細な記録のための計画）から成る販売キャンペーン計画につい

て記している70）。 

その第 1 ステップに製品研究をあげている。製品の機能テストを行ない,消費

者の手元で十分に機能するかどうかを確認しなければならないとしている。製

品ネーミングや商標,包装に関してもその重要性を強調している。更に,製品の

セールスポイントを明確にすること,需要調査・分析の重要性についても言及し

ている。第 3 ステップで取引チャネル,第 4 ステップで価格設定,第 8,第 9 ステ

ップでセールスマンや広告の組織化・調整にも言及している71）。 

                                                  
67）  Ibid.,p.377。 
68）  Butler and Debower,Jones[1914],p.1。 
69）  Ibid.,p.2。 
70）  Butler[1917],pp.291-292。 
71）  Ibid.,pp.5-9,pp.276-288。 
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上記の販売計画は McCarthy[1960]のマーケティング・ミックスにつながるア

イデアで,マーケティング・マネジメント論の原型とも言える。また,ブランド

の 6要素と言われる[Keller 1998],ネーム,ロゴとシンボル,キャラクター,スロ

ーガン,ジングル,パッケージ・デザインの中で,キャラクターとジングル以外の

4 要素についても言及し,ブランド論に通じる指摘も行なっている。 

彼の中では,製品の品質や性能に対する明確な意識があり,革新的な特徴のあ

る製品が消費者に好まれるとの考え方である「製品志向」が見られる。市場競

争力のある品質やブランドイメージを持つ商品開発を行なうことが企業にとっ

て重要なことを示している。その為にマーケティング・リサーチの重要性も指

摘している。 

延岡[2002]によると,製品戦略には①製品技術戦略：どの様な技術と製品を開

発すれば,新製品の競争力を高められるのかに関する戦略,②製品市場戦略：限

られた資源と技術を使い市場における顧客価値を創造するかに関わる戦略,③

製品展開戦略：長期的な視点から製品開発の方向性や計画を考える戦略の 3 つ

の重要な分野があると言う。この説に従えば,Butler の述べている製品研究と

市場研究は,製品技術戦略と製品市場戦略に相当し,「製品志向」の中に戦略性

がうかがえる。 

一方,近藤[1988,p.33]は,Butler の主張はマーケティングにおいて製品その

ものを販売の中核として位置付けていることは画期的であるが,消費者ニーズ

と研究開発を根底においた現在の新製品開発政策と言う視点は未熟であり,消

費者ニーズと製品開発過程のダイナミックな相互関係は想定されておらず,そ

れは成立期マーケティングの特徴でありひとつの限界でもある,と指摘してい

る。 

しかし,Butler は“市場とは主に需要に影響を与える人々によって構成さる”

72）とし,“市場を構成するるのは誰で,市場はどこにあり,どれくらいの量を販

売できるのか”73） と言った,市場に対する認識は明確にあった。 

また,Butler は,セールスマンや広告の活用によってメーカー側が主体的に

製品販売を行なう「販売志向」も明確に打ち出している。 

                                                  
72）  Ibid.,p.243。 
73）  Ibid.,pp.244-255。 
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彼の市場研究では,製品需要側の顧客に対する重要さが示されている。需要を

喚起しなければ,「製品志向」「販売志向」を強く持っていても,製品販売計画は

実を結ばないことが示唆されており,彼の主張の中に「マーケティング志向」の

中の「顧客志向」要素があることを示している。これは,若林[2003,pp.58-60]

が同様の指摘をしている。 

 

２ 組織的・戦略的要素としての「統合的努力」要素,「融和」,「フィット」

に関して 

販売キャンペーン計画の 9：セールスマンと広告の調整,において“セールス

マンと広告の「調整」とは,販売活動間の「調整」である。初期にはセールスマ

ンは広告に対して敵意を示していたが,広告とセールスマンは同一目的を達成

するための異なった手段に他ならないから,両者の「協同」が肝要であり,これ

は販売課と広告課との「組織的調整」によって上手く達成される”74）。また,10：

流通の確保やディーラーとの「協同」においては“企業外部の要素との「調整」

を意味する。効果的な販売活動のためには,先ずディーラーの受け入れがなけれ

ばならない。それには①商品の販売可能性,②適度の利幅,③生産者からの気の

利いた「協同」の 3 要素が前提となる。①は論外としても,②③を十分理解して

いない生産者が多い。③では販売店援助も逆効果となる場合が多々見受けられ

る。ディーラーから「協同」を得るための真剣な取り組みが必要である”と指

摘している75）。 

彼は「協同」との言葉を用い,「マーケティング志向」における「統合的努力」

要素を指摘している。但し,彼は「組織的調整」と言いながらも,販売課と広告

課におけるものであり,財務部門や生産部門などとの「調整」には言及していな

い。 

また,企業外部のパートナーであるディーラーとの関係性を重視した「リレー

ションシップ・マーケティング」要素と「統合型マーケティング」要素の中の

コミュニケーションを重視し,企業外部との「調整」も「統合的努力」要素とし

                                                  
74）  Ibid.,pp.287-288。 
75）  Ibid.,pp.288-290。 
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て取り上げている。これらは「ホリスティック・マーケティング志向」の要素

の一部であり,「融和」を示唆しているとも受け取れる。 

販売キャンペーン計画は,具体的な企業活動を記しており,それぞれの活動が

独立してるわけでは無く,一連の活動として,それぞれのステップが「補強」し

あい,「 適化」することを目指している。従って,販売キャンペーン計画は,

マーケティング・マネジメントによって,各活動間に「フィット」を生み出す戦

略であることを示唆している。 

 以上,Butler が述べているマーケティングとマーケティング・コンセプトに

関わる部分を中心に考察してきた。彼はメーカーの実務経験者として「製品志

向」「販売志向」を強く主張しているが,「マーケティング志向」の中の「顧客

志向」要素と「統合的努力」要素や「ホリスティック・マーケティング志向」

の「リレーションシップ・マーケティング」要素と「統合型マーケティング」

要素にも触れており,企業のマーケティング管理体系及びマーケティング戦略

に通じる内容をまとめている。 

 

第４節 Shaw,A.W. 

 

1 マーケティング及びマーケティング・コンセプトの捉え方 

Shaw は事務設備会社の経営者としてビジネス分野で活躍していたが,その後

ハーバード大学で教鞭をとるようになった人物である76）。 

彼は“今日における企業経営者の も緊急を要する課題は,生産が研究されて

いるのと同じように体系的に流通を研究することである。これには経済学者や

心理学者が有する専門知識の助けを借りなければならない”と述べている77)。 

彼の問題意識の中心は企業経営者視座での流通改革にあり,社会全体の仕組

みとして経済的に流通を捉えることと消費者を分析するための心理学の応用が

必要であることを指摘している。これらは流通論や消費者行動論につながる考

え方と理解できる。 

                                                  
76）  Bartels[1976], p.387（邦訳）,光澤[1990],pp.151-152 より。  
77）  Shaw,A.W.[1915],p.40（邦訳）。 
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そして“企業活動に関する作業は多種類に渡るが,各作業に共通している本質

的な要素は動作である。各動作は目的によって,生産活動,流通活動,促進活動の

3 つに分けられ,流通活動は需要創造活動と物的供給活動に分けられる。需要創

造活動は消費者に焦点を当てている。この活動の目的は,需要を喚起し,代金を

支払う意思を高揚させ,入手するために必要な努力を確実に行なわせるような

商品に関するアイデアを消費者に伝達することである。商品に関するアイデア

が真に需要創造の素材となる”と述べている78）。また,“需要創造が流通にお

ける 初の段階となり,利用できる機関は①中間業者,②生産者自身の販売員,

③直接的及び一般的な広告があり,利用選択が大きな影響を与える”とも述べて

いる79）。 

 彼が述べる需要創造活動とは,消費者向けにマーケティング・ミックスである

4P による戦略展開を意味している。近藤[1988,p.82]も,Shaw の販売機関の選

択・組み合わせは,現代マーケティングの中核をなすマーケティング・ミックス

の意志決定に通じる内容を持っている,と指摘している。また,彼の主張には,

「マーケティング志向」に含まれる「顧客志向」要素が見受けられる。 

そして,Shaw が述べている“商品に関するアイデア”との表現は,品質や性能

が 高であったり,革新的な特徴のある製品が消費者に好まれるとの「製品志向」

と受け取れる。 

 商品の価格設定は１）市場価格以下での販売,２）市場価格での販売,３）市

場価格以上での販売の 3 種に分け,“商品を大なり小なり改良し実質的には同じ

性質を持つ他の商品からの差別化を図り,トレード・マークやブランド,トレー

ド・ネームを付け,自社製品と識別できるような方法を採用し,新しい価格水準

で差別化された別個の商品として確立することに成功した者は,しばらくの間

その差別化商品について独占的地位にある”と述べている80）。   

こうした記述は,商品ブランド構築によって利益を上げることを示唆してお

り,「マーケティング志向」に含まれる「利益志向」要素に通じる。 

                                                  
78）  Ibid., pp.4-11。 
79）  Ibid., pp.59-61。 
80）  Ibid., pp.46-56。 
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 加えて,彼はプロモーション活動としての広告に関して“広告は商品への需要

を創造するために考案され,商品に関するアイデアを書きまたは印刷されたシ

ンボルによって見込み購買者に伝達するものと定義される。広告は１）明確に

意識される需要,２）明確に意識されない需要,３）潜在意識的な需要,3 つの一

般的需要段階を作り上げる”と言う81）。 

“商品についてのアイデア”との「製品志向」を持ちながら,需要創造を行な

うため,広告を用いるプロモーション活動は,需要喚起を促す活動であり「販売

志向」があることを示唆している。 

 

２ 組織的・戦略的要素としての「統合的努力」要素,「融和」,「フィット」

に関して 

彼は“促進活動は,生産及び流通に関する作業を「支援」し「補助」すること

であり,この活動を適切に示す用語が見当たらず,促進（facilitation）や管理

（administration）では正確ではない”と述べている82）。また,“需要創造活

動と物的供給活動との関係は,企業経営機構の全般にわたって「相互依存」及び

「均衡」の 2 つの原則に継続性があることを示している。いずれか一方の活動

を必要以上に重要視した場合,効率的な流通を破綻させる”と指摘している83）。 

更に“経営者は,企業経営全般に関係する促進活動を生産活動や流通活動と同等

に位置付けることによって,そこから生じる諸問題への合理的なアプローチを

導くことができる”と指摘している84）。 

これらの指摘は,経営理念や経営方針に通じる提言をしているとともに,経営

者の戦略的な地位を示している。促進活動には,適切な用語が無いとしているが,

内容から鑑みて「フィット」と同じ意味で使用している。そして,企業内部にお

ける 3 つの活動,特に流通活動の中の需要創造活動と物的供給活動に対し,「相

互依存」及び「均衡」の 2 つの原則を用い,「統合的努力」要素を持つことを示

し,それが,課題解決に結びつくことを指摘している。 

                                                  
81）  Ibid., pp.81-84。 
82）  Ibid., pp.6-7。 
83）  Ibid., pp.9-10。 
84) Ibid., pp.25-27。 
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 また,彼の主張の特徴のひとつに,企業外部との関わりがあげられる。“企業の

広範な関係を図式化すれば生産,流通,管理と言った企業内部の諸活動と顧客や

見込み客,同業者や一般労働団体,更に一般大衆を含む地域社会との関係がある。

そして,企業経営者は①世論,②法律,③政府の 3 つからの影響力に対して,「適

応」していかなければならない。これらの中で も理解しにくいけれども考慮

に入れなければならない真の力は世論であり,世論は企業活動およびそれが営

まれる状況に対する現代の思想や感情や倫理観の反応と言える。企業経営者は

2 つの異なる問題グループ（世論と政府の姿勢）を考えるべきであり,それらに

アプローチし解決する際には均衡の原則と相互依存の原則を普遍的に適用する

ことを心に留めておかなければならない。企業の外部問題は,いかなる組織内部

の政策も,関連した活動に対する社会の姿勢を考慮せずには策定できないとい

う意味で,内部問題となる”と指摘している85）。 

 彼の企業外部に対する主張の背景には,当時の社会状況が影響している。それ

は高生活費問題,トラスト規制強化の世論,広告の自主規制活動などがあり,企

業を取り巻く環境が厳しかったことが反映されている[薄井 1999]。彼が指摘す

る世論とは具体的には消費者を指し,第 1 期の消費者運動（コンシューマリズム）

が問題視されていた時期であり[安部 1985],「マーケティング志向」の「顧客

志向」要素と「利益志向」要素が持つ矛盾86）が示唆されており,その矛盾を解

決するアイデアとして「適応」があげられている。 

彼の主張は,企業内部の諸活動における「統合的努力」要素,「融和」,「フィ

ット」と同様に,企業外部のステークホルダーにも「適応」することを説いてい

る。それは,企業の役割として市場ニーズなどを正しく把握し,消費者と社会の

幸福を維持・向上させるために,社会的かつ倫理的な配慮を行なう「社会的責任

マーケティング」要素の思想が組み込まれている。また,「適応」とは,「リレ

ーションシップ・マーケティング」要素を通し,ステークホルダーと相互に満足

のいく長期的な関係を築くことを示唆している。 

以上,Shaw が述べているマーケティングについて,マーケティング・コンセプ

トに関わる部分を中心に考察してきた。彼の主張は,自身が経営者であるため,

                                                  
85）  Ibid., pp.27-35。 

86）  企業利益と消費者利益に関しては,玉城[1979],宇野[1974]を参照。 
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企業経営者に対する経営姿勢,理念,方針などの組織文化形成に根差しながら,

事業戦略の実践に着目している。その中で「製品志向」「販売志向」が見受けら

れる。また,彼は事業活動を体系的に分類し,その中で「マーケティング志向」

の 3 要素（顧客志向・統合的努力・利益志向）が盛り込まれている。更に,企業

外部との関係にも触れ,「ホリスティック・マーケティング志向」の「リレーシ

ョンシップ・マーケティング」「社会責任マーケティング」の要素が含まれた内

容を語っている。 

 

第５節 Clark,F.E. 

 

１ マーケティング及びマーケティング・コンセプトの捉え方 

Clark は,経済学者としての訓練を受け,ミシガン大学で教壇にも立っている

が,ビジネス・コンサルタントとしても活躍していた人物である87）。 

彼は“マーケティングとは,商品所有権の移転を遂行する努力とその物質的分

配を調整する行為によって成立する。マーケティングを必要とさせるものは,

分業,特に大規模生産及び産業の地方化に現れた分業であって,この分業はまた

人類欲望の多様性―即ち単に生活必需品に対する需要のみならず,一見無限の

可能性をもって人類がその欲望を拡張・発達させようとする結果であり,且つ数

においてはるかに生活必需品に対する需要を凌駕する後天的欲望から生じる―

に基づく”とマーケティングの定義を述べている88）。 

彼の定義は,流通全体を捉えている。商品を媒介とし,生産と消費の分離した

仕組みを結びつける“努力”“調整する行為”をマーケティングと捉えている。

彼の定義はマクロ視座（社会経済的）で捉えられているため,“努力”“調整す

る行為”の主体を明記はしていない。しかし,ミクロ視座（個別経済的）で捉え

れば,商品の所有権を持つのは原則企業であり,企業が“努力”“調整する行為”

の主体となる。これは,後ほども触れるが,「マーケティング志向」の「統合的

努力」要素に相当すると考えられる。 

                                                  
87）  Bartels[1976], p.378-379（邦訳）,近藤[1988],pp.139-141 より。 
88）  Clark,F.E.[1922a], p.1（邦訳）。 
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 彼は,需要創造に関して“商品の中には特に消費者が欲求しないものもあるた

め,消費者に対し注意喚起を行なう必要がある。あるいは,商品に対する欲求を

事前に創造しなければならないこともある”と指摘している89）。これは,企業

側が何もしないと消費者や企業は製品を買ってくれないものだとの「販売志向」

に根差した考え方である。 

また,“生産者や小売店においては,競争が生じ,自社商品に対して贔屓となる

様な顧客に対し,魅力的なプロモーションや特殊なサービスを行ない,需要を創

造しなければならない”90）。更に,“需要創造の目的は需要の方向をコントロ

ールすることであり,その方法は有望な顧客に対し,売り手側から,商品または

サービスに関するコンセプトまたはセールスポイントを伝えることによって実

現される。この需要創造の方法は①商品そのものを使用させ,顧客満足を得る方

法,②販売員による個人的勧誘方法,③手書きまたは印刷したコピー,イラスト,

シンボルを用いた広告の方法,の 3 種類がある”と,需要創造活動を具体的に記

している91）。 

 ここには,製品の品質や性能,特徴を消費者に訴えようとする「製品志向」が

見られる。また,競合他社よりも効果的に顧客価値を生み出し,商品・サービス

を顧客へ供給し,コミュニケーションすることを目標とする「マーケティング志

向」と見ることもできる。 

更に彼は,商品に対する考え方を小麦粉の事例を用い“各特定のブランドに対

する需要を創造するためには特別な試みが行なわれる”92)。加えて“製造会社

は,自社製品を他社製品と区別するために何らかの方法を用い,個性を出して,

消費者の心に一般的種類の商品ではなく,特殊な銘柄であることを刻み付ける

努力をしなければならない。それは,カメラと言う代わりに「コダック」,蓄音

機の代わりに「ヴィクトラ」と名付けるブランド商法が有効である。その為に

は,商品の品質比較などの基準を顧客に教育し,顧客が自社商品を必要だと確信

させることである。このための努力には多額の費用がかかる”と述べている93）。 

                                                  
89）  Ibid., p.15。 
90）  Ibid., p.17。 
91）  Ibid., p.18。 
92）  Ibid., pp.17-18。 
93）  Clark,F.E.[1922b], pp.724-733（邦訳）。 
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こうした彼の指摘は,“幾多の発明家や企業家が人類を豊かにしようと様々な

商品を世に送り出してきたが,世間がそれらの商品を購入し使用しない為,貧乏

の末,世を去っている。企業は積極的販売に乗り出さなければならない”94）と

の背景があって出てきている主張である。 

彼は,商品開発においてコモディティ化から逃れ,ブランド化を図ることによ

り,適正利益を確保しようとする考え方が示されている。ここには「マーケティ

ング志向」の「顧客志向」要素と「利益志向」要素が含まれている。 

 

２ 組織的・戦略的要素としての「統合的努力」要素,「融和」,「フィット」

に関して 

彼のマーケティング定義の中の,“商品所有権の移転を遂行する努力”と“物

質的分配を調整する行為”は,「マーケティング志向」における「統合的努力」

要素とも戦略論の「フィット」とも解釈できる。 

なぜならば,商品所有権の移転を遂行するためには,生産者側においては,原

則,商品が購買者側で利用・消費できるように,商品を作り込む必要がある。商

品の種類にもよるが,生産者側では材料仕入れ部門,製造・加工部門,販売・サー

ビス部門が各活動を調整し,商品を適正価格で販売し,所有権を移動できるよう

にしなければならない。また,物質的分配を調整するためにも,いつ,どこで,ど

れくらいの商品を分配するのかを調整するには,サプライ・チェーンを 適化す

る必要がある。こうした行為は「統合的努力」要素や「フィット」と同じだと

考えられる。 

また,彼は“製造業者は自社製品に対する需要の創造において自己努力によっ

て行なうことも仲介人が努力して行なう場合もある。その両方を合わせて行な

うこともある。また,製造会社は,商品配送や金融機能,リスク分散などの基礎的

サービスにおいても需要創造に参画する補助機関として「提携」することにな

る”と指摘している95）。 

                                                  
94）  Ibid., pp.722-723。 
95）  Clark,F.E.[1922a],op.cit., pp.161-162。 



90 
 

彼は Shaw[1915]のように外部環境を世論,法律,政府と 3 つに分けてはいない

が96）,国家や同業組合との関係にも触れ,産業振興や競争水準の向上など,各々

努力しなければならないことも記している97）。 

彼の指摘は,企業の外部機関との「統合的努力」要素を示している。企業内部

の「統合的努力」要素のみならず,パートナーと協力しようとする「リレーショ

ンシップ・マーケティング」要素や製品及びサービスを統合した「統合型マー

ケティング」要素を活用しようとする内容が含まれており,「ホリスティック・

マーケティング志向」の「融和」が組み込まれているとも受け取れる。 

 彼の主張の中で企業内部活動に関する記述では“製造業者は製品及び生産方

法を統制することができ,品質や生産量をコントロールすることができる。製造

業者は,固定費を支払い,経営内の「調和」を保ち,その円滑なる運営を行なうた

めに,工場経営を継続的に行なう必要がある。そして製造業者は価格及びサービ

スの 2 つの基礎の上に立って販売を行なわなければならず,自社製品の品質と

特徴を売るためには更に「特別な努力」を行なう必要がある”と記している98)。 

こうした指摘は,企業経営を継続的に行なうために,企業内部活動を調整する

「統合的努力」要素を指しており,「マーケティング志向」と受け取れる。 

しかし,Butler が具体的に販売課と広告課の「組織的調整」としていること

や Shaw が需要創造活動と物的供給活動に対し「相互依存」及び「均衡」の 2

つの原則があると示していることに比べ,Clark は経営内の「調和」とだけの指

摘なので,具体的に何を「調和」させるのかについては触れていない。た

だ,Butler,Shaw には見られない,サービスを強調している点が彼の特徴であり

「マーケティング志向」の「顧客志向」要素に根差した考え方を持っている。 

また,彼は“マーケティング能率の分析見地には 2 種あり,企業家の見地と公

共的見地がある”99）と述べており,Butler,Shaw よりも広い視座でマーケティ

ングを論じている。この点が,マクロ視座（社会経済的）研究の代表と言われる

所以である。 

                                                  
96）  Shaw,A.W.[1915], op.cit., pp.27-35。 
97）  Clark,F.E.[1922b], op.cit.,pp.657-685。 
98）  Clark,F.E.[1922a],op.cit., pp.143-170。 
99）  Clark,F.E.[1922b], op.cit., p.688。 
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以上 Clark が述べているマーケティングについて,マーケティング・コンセプ

トに関わる部分を中心に考察してきた。彼の経歴にもよると思われるが,商品製

造企業に務めた経験が無いため,彼の主張では「生産志向」や「製品志向」はさ

ほど強くない。流通全体を見ながら「販売志向」や「マーケティング志向」が

色濃く出ている。また,サービスに対する言及が多いことも特徴である。更に「リ

レーションシップ・マーケティング」要素や「統合型マーケティング」要素を

含んだ「ホリスティック・マーケティング志向」が彼の中にあったと考えられ

る。 

 

第６節 まとめ 

 

以上,Butler,Shaw,Clark の 3 名の思想・主張を見てきたが,凡そ以下の 3 点

の様にまとめられる。 

第 1 に,3 名はいずれも流通に関わる諸問題を大なり小なり取り上げており,

流通や配給がマーケティングを捉える上で重要な機能だとの認識からスタート

している。そして,3 名とも市場研究,需要創造活動,需要の方向のコントロール,

と使用している言葉は違うが,市場（顧客）を意識した「マーケティング志向」

の「顧客志向」要素を指摘している。これらは,企業外部の流通（仕入れ業者や

ディーラーなど）や市場（顧客）に対して外的適合（外的一貫性）を図る戦略

性を示唆している。その中で,Shaw はマーケティング活動や広告によって高生

活費問題が持ち上がり,マーケティング・コンセプトの「顧客志向」要素と「利

益志向」要素の矛盾に気づき,その対応策を「社会的責任マーケティング」要素

の思想を含んだ組織的な「適応」に求めている。 

第 2 に,Butler は製品研究,Shaw は商品に関するアイデア,Clark は商品また

はサービスに関するセールスポイントの訴求,と言ったように,特徴のある製品

が消費者に好まれることを強調し「製品志向」を意識している。そして,3 名と

もブランド開発によって製品差別化戦略を採用し,企業側が積極的に製品を販

売する「販売志向」も指摘している。また,Shaw と Clark にはブランド化によ

って企業利益を確保しようとする「マーケティング志向」の「利益志向」要素

も見られた。こうした製品差別化やブランド化のためには,企業内部の活動に対
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し「統合的努力」要素を持つ必要があり,マーケティング手段としてのマーケテ

ィング・ミックスを用い,マーケティング・マネジメントを行なう企業内活動の

内的適合（内的一貫性）を図る,組織的な戦略性を示唆している。 

第 3 に,3 名の思想・主張には,現代のマーケティング・コンセプトに通じる

考え方やマーケティング戦略に関する指摘が数多く見受けられる。 

例えば,現代のマーケティング論で注目されている考え方のひとつである「市

場志向」に関する指摘について触れておこう。「市場志向」は,企業が顧客に目

を向け,あらゆる側面において顧客と関わるプロセスを意味する考え方

[Shapiro 1988]である。「市場志向」は,「行動的視点」[Kohli and Jaworski 1990]

と「文化的視点」[Narver and Slater 1990]とに分け議論されたり,「反応型市

場志向」と「先行型市場志向」とに分けられ議論されている[Narver et.al.2004]。

また,「市場志向」には「顧客志向」「競争志向」「職能横断的統合」の 3 要素が

含まれる[Narver and Slater 1990]との主張もある。 

 こうした「市場志向」の考え方の源流は,Butler,Shaw,Clark の 3 名の思想・

主張の中に,部分的にではあるが存在している。例えば,Shaw は,経営全般に関

わる活動としてマーケティングを捉えているため,「行動的視点」とも「文化的

視点」とも受け取れる。また,Shaw の“商品に関するアイデアが真に需要創造

の素材となる”との指摘や Clark の“商品に対する欲求を事前に創造しなけれ

ばならない”との指摘は,「先行型市場志向」とも受け取れる。更に,Butler の

販売計画や Shaw の差別化商品,Clark のブランド商法の記述は,市場競争力のあ

るブランド開発に関する指摘であり,競合他社製品との差別化を図る「競争志向」

を示している。 

 3 名の思想・主張は,現在議論されている「市場志向」の様に,測定尺度の開

発や媒介要因の分析など,精緻化されているわけでは無いが,「市場志向」の考

え方の基礎となる指摘が見られる。 

次に,マーケティング戦略のジレンマに関して触れておこう。先ほども触れた

が,Shaw は,企業外部にある世論との「適応」の重要性を指摘している。これは,

企業がマーケティング活動を通じ,利益を確保しようとする「利益志向」要素と

顧客ニーズに対応しようとする「顧客志向」要素の矛盾に対するアイデアとし

て出されている。Shaw の時代以降,マーケティングは STP や 4P と言った戦略実
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行のための手法が開発されていく。しかし,市場を細かくセグメント化していけ

ば,市場のパイは小さくなり,利益が減少すると言うジレンマが生じる。また,

製品開発においては,フォード対 GM の事例などに見られる,標準化と多様化の

ジレンマが生じる。本章では,目的が異なるため詳しくは考察できないが,こう

したマーケティング戦略のジレンマはいくつもあげられる100)。    

戦略のひとつとして,企業外部と「適応」を考えた場合,企業外部にある消費

者市場では,田村[1989]が指摘する,ムービング・ターゲットとして欲求や嗜好

の変化が起きるため,企業側に戦略変更や修正を強いることになる。しかし,旧

戦略と新戦略が突然入れ替わるわけでは無い。それは,プロダクト・ライフ・サ

イクルよっても状況は異なるし,産業構造の影響を受けるかもしれない。従って,

企業がどの様な状況に置かれているのか,企業が何を目指しているのかなどに

よって,「適応」する具体的な手法が異なるとも言える。しかし,一方で消費者

市場の動向を含め,社会現象を概念化し,ジレンマの解消や課題解決を目指した

戦略論として「適応」案を具体的に整理することも必要となる。20 世紀中期頃

から企業マネジメント論や企業戦略論が唱えられる。その端緒が Shaw の「利益

志向」要素と「顧客志向」要素の矛盾に「適応」するための,均衡の原則と相互

依存の原則を適用すると言う指摘なのではないか。 

だが,Shaw を含め 3 名共に,マーケティング・コンセプトを企業理念や哲学と

して組織内に根付かせ,どの様な組織体系の下,マーケティング・マネジメント

を構築し,いかにマーケティング・ミックスを展開していくのか,と言う戦略的

に体系化された理論構築にはなっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
100）  石井[2012,pp.162-167],栗木[2014,pp.46-55]を参照。 
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第 4 章 マーケティングのジレンマ 

 

第 1 節 はじめに 

 

企業の目的は,顧客の創造である101)。その為の機能としてマーケティングと

イノベーションがある[Drucker1954]。企業が経済的に成功するかどうかは往々

にしてマーケティング能力に左右される[Kotler and Keller 2006,p4]。 

そして,マーケティングは,企業と市場との連続的（継続的）適合 [原田・三

浦 2008]との性格を持った,マーケティング戦略として展開されることになる。

マーケティング戦略は,市場への戦略的対応が職能レベルから事業単位レベル,

更に全社レベルへと上昇したものを戦略的マーケティングと言う[橋本 et al 

1990]。また,経営活動として戦略的マーケティングを行なうためには,組織とし

て何らかの理念や志向が必要となる。それが広い意味での,マーケティング・コ

ンセプトである。マーケティング・コンセプトは,時代の変化を取り入れ,変化

しているとも言われる [Keith 1960]。企業を取り巻く外部環境が変化する中で,

経営活動としての戦略的マーケティングや経営理念,志向としてのマーケティ

ング・コンセプトも変化している,と言える。 

また, Drucker を参考にすれば,企業活動は顧客創造を目的とし,マーケティ

ングとイノベーションの機能を用い,顧客や競合企業,補完企業などが存在する

市場との対話を繰り返している。市場との対話活動が実際の経営活動となる。

市場との対話活動では,自社の考えるマーケティング・コンセプトが必ずしも受

け入れられるわけではなく,対立することも考えられる。また,企業活動の目的

が顧客の創造とは言っても,目的達成のために用いられるマーケティングやイ

ノベーションの手法は幾通りもある。従って,顧客創造との同一結果に帰着する

するとしても,その経路は複雑かつ無数の経路があると言ってもよい。従って,

どの経路を選択するのかとの機会に遭遇する。経路選択には葛藤が伴う。葛藤

とは人が 2 つ以上の同程度に魅力的な (もしくは同程度に嫌いな) 選択肢の中

                                                  
101) 企業の目的論についてはいくつかあり,必ずしも顧客創造だけが企業の目的とされて

いるわけではない。企業の目的論に関して 4 節３項－２で記述する。但し,筆者の立場

を表明するならば,企業の目的は顧客創造にある,との立場である。 
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からひとつを選択しなければならない状況を指す。一般的にはこの状況をジレ

ンマと呼ぶ。 

このように,企業が顧客創造との目的を達成するためには,マーケティングや

イノベーションに関する対立やジレンマといった問題に直面する。従って,マー

ケティングやイノベーションに関する対立やジレンマについて議論することは,

企業が市場との対話活動を続けるメカニズムのひとつにフォーカスを当てるこ

とになり,実務的に意義がある。また,マーケティングやイノベーションに関す

る対立やジレンマのメカニズムがどのようになっているのかを解き明かそうと

することは,理論的な面でも意義がある。例えば,Christensen[1997]はイノベー

ションにおけるジレンマの構造を明らかにしたことで,実務的にも学術的にも

貢献したのではないか。 

一方,マーケティングにおけるジレンマの構造を明らかにする研究は未だ少

ないのではないか。マーケティングに関するジレンマは今までも単発的に議論

されているが,まとめて整理されているわけでは無い。また,マーケティングの

ジレンマには,普遍的なものと時代的なものとがあり,総合的に考察されている

わけでは無い。そこで,本章ではマーケティングのジレンマについて先行研究で

議論されてきたことを整理するとともに,マーケティングのジレンマの構造を

明らかにすることを目的としたい。 

 なぜならば,マーケティングのジレンマに関する先行研究の多くは,現象とし

てのジレンマを取り扱い,その現象を概念として整理していることが多い。例え

ば,現象として個別の顧客ニーズに対応した製品開発と企業の生産効率に対応

した製品開発におけるジレンマを適応化 VS 標準化との概念で整理する研究は

いくつも存在している。しかし,適応化と標準化の背景にあるメカニズムを明ら

かにしているわけではない。 

 マーケティングのジレンマにおけるメカニズムとは,顧客創造という目的達

成に至る経路選択におけるメカニズムであり,そのメカニズムがどのようにな

っているのかについて議論した研究はそれほど多いわけではない。 
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 従って,そのメカニズムを理解するために,目的と目的を達成するための手

段・方法,そしてその両者をつなぐ経路に着目した構造分解モデルを用い,マー

ケティングのジレンマにおけるメカニズムの解明を目指したい。 

構造分解モデルを利用するメリットは,マーケティングのジレンマを視覚

的・直感的に把握できることである。一方デメリットとしては,マーケティング

のジレンマのメカニズムを単純化しすぎてしまうことである。先述したように,

顧客創造へ至る経路は複雑かつ無数にあることを考慮した場合,安易に単純化

した構造分解モデルを利用することは得策ではない。しかし,構造分解モデルを

利用した議論をもとに今後マーケティングのジレンマに関する議論が更に発展

することに期待したい。また,こうした構造分解モデルを利用したマーケティン

グのジレンマに関する研究アプローチは先行研究にはないため,マーケティン

グのジレンマを再考するうえで,実務的にも学術的にも意義がある研究だと考

える。 

 

第 2 節 ジレンマの定義ついて 

 

先ず,ここでは本章のテーマとなるジレンマの定義及び類似概念について触

れておく。 

ジレンマとは,論理学用語としては,すべての場合を尽くす２つの選択肢のい

ずれに依拠しても同じ結論が得られることから,その結論を命題とするような

推論のことを指す。しかし,日常的な言葉遣いとしては,選択肢が２つしかなく,

しかもその２つのいずれを選んでも窮境に陥る場合にこの言葉が用いられる

[中川 1999]。 

また,ジレンマと似た言葉でパラドックスがある。Kozyra[2006]はパラドック

スについていくつかの議論を紹介している。その中のひとつで「証明されるは

ずのない矛盾命題が,妥当な推論によって,あるいは一見妥当な推論によって導

かれること」をパラドックスと呼ぶ（ゼノンのパラドックス)としている。そし

て,「パラドックス」は必ず矛盾を含むが,パラドックスに対する従来の態度に

は「矛盾」を含んでいる判断が「不条理」で「不正」でなければならないとい

う前提が潜んでいる,と解説している。 
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この他にも,マーケティング研究においては,カニバリゼーションとの言葉も

ある。カニバリゼーションは,自社製品（ブランド）間で顧客の奪い合いが生じ

るような状況を指す。カニバリゼーションは,チャネル間競争の促進や上位製品

への乗り換えなどを狙い,企業が意図的に作り出す場合もあり,単純に企業が直

面するジレンマやパラドックスとなる訳ではない。 

また,経済学では複数の要素が互いに相反する利害を伴い,どれかのメリット

を選択するとそれによって別のデメリットやリスクが発生するような状況や関

係を指す,トレードオフとの用語も使われる。 

パラドックスは,「矛盾」を含んでいる判断が「不条理」で「不正」との前提

があること,カニバリゼーションは意図的に行なわれることもあり,ジレンマと

は異なる概念と考える。 

本章で言うジレンマは,経済学で使われるトレードオフとほぼ同義であるが,

経済学よりもマーケティングは組織や人間を扱う科学であるため,ビジネスを

担う人間の意志判断の葛藤状態に重きを置いたジレンマとの用語を用いる。 

その上で,本章ではマーケティングで扱われている概念や実践活動において,

いくつかの選択肢がある場合,なんらかの制約条件（例えば,ヒト・モノ・カネ

等の資本的制約）があり,選択肢の中からひとつしか選ぶことができない経営判

断の状況をジレンマとしたい。 

また,ジレンマは,ある「選択」をしたとしても,結果として企業としての成功

(成功の定義は様々あるが,持続的な繁栄とする）が約束されているわけではな

い意思決定状況を指すものとして扱う。 

尚,現実的に経営判断を行なう際,状況によって選択肢は 2つ,3つ,4つの場合

もあるだろうし,ひとつ以上選ぶことができる場合もあるだろう。それぞれに対

応した分析枠組みを全て構築することは困難である。マーケティングのジレン

マを再考する際の分析枠組みとしては「選択」状況を 2 つに絞り,制約条件とし

てひとつの選択しかできないとの設定で考えてみたい。 
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第 3 節 マーケティングのジレンマの分析枠組みについて 

 

現在のマーケティング研究における中心的概念であるマーケティング・コン

セプトには（１）生産志向,（２）製品志向,（３）販売志向,（４）マーケティ

ング志向（顧客志向要素・利益志向要素・統合的努力要素）,（５）ホリスティ

ック・マーケティング志向（リレーションシップ・マーケティング,統合型マー

ケティング,インターナル・マーケティング,社会的責任マーケティング）の 5

つが指摘されている[Kotler and Keller 2006,pp.19-30]102)。 

また,企業が顧客に目を向け,あらゆる側面において顧客と関わるプロセスを

意味する市場志向概念も指摘されている[Shapiro 1988]。 

市場志向は,顧客に対して価値を継続的に提供していく,従業員の行動特性

[Kohli and Jaworski 1990]や組織文化を表す[Narver and Slater 1990]との定

義から,従業員の行動特性に加え自社に対する正しい認識や曖昧な行動の回避

との意味も含める[Hunt and Morgan 1995]と再定義され,今も時代と共に変化し

ている[岩下 2007]。市場志向には「顧客志向」「競争志向」「職能横断的統合」

の 3 要素が含まれる[Narver and Slater 1990]との主張もある。 

上記の様なマーケティング・コンセプトや市場志向概念に関して,石井[1984]

は,消費者志向,マーケティング志向との言葉や概念は,教科書などでよく使わ

れているが,実際の企業のマーケティングを記述するのに使われることはない。

また,マーケティング・リサーチの利用程度や消費者とのインフォーマルな接触

など,消費者・マーケティング志向の操作的定義が必要である,と指摘している。 

こうした石井の批判に関しては,Saxe and Weitz[1982]が,販売員の顧客志向

度を測る尺度として「SOCO」を開発している。また,Kohli et al[1993]は,企業

の立場から組織の市場志向度を測る尺度として「MARKOR」を開発し,消費者・マ

ーケティング志向を測定する尺度を用い,操作的な定義づけを行なおうとして

いる。 

マーケティング・コンセプトや市場志向概念に関する定義に対する批判や測

定尺度開発などの議論はあるが,マーケティング・コンセプトや市場志向概念は,

                                                  
102)本章では 5 つの個別表記を生産志向,販売志向,マーケティング志向,ホリスティック・

マーケティング志向と表記し,全体を表す場合をマーケティング・コンセプトと表記

する。 
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マーケティングを考え,実行する上で重要なキーワードであることに変わりは

ない。 

従ってマーケティングのジレンマを考えることはマーケティング・コンセプ

トのジレンマを考えることにつながる。 

マーケティング・コンセプトや市場志向概念の中心的な要素に「顧客志向要

素」「利益志向要素」「統合的努力要素≒職能横断的統合要素」「競争志向要素」

「社会的責任志向要素」が含まれている。本章ではこれらの要素の中から特に

「顧客志向要素」「利益志向要素」「統合的努力要素」の 3 つに注目する。特に,

「顧客志向要素」「利益志向要素」及び「顧客志向要素」と「利益志向要素」間

のジレンマについて先行研究を見ながら考察する。なぜならば,３C 分析に用い

られるように,マーケティングにおいて顧客と企業及び競合はマーケティング

の中心的な存在であり,ライバル会社と競い企業が継続的に存在し,マーケティ

ングを行なうためには利益が必要となるからである。 

尚,生産志向,製品志向,販売志向は,Dawson[1970]や Fullerton[1985]によっ

てマーケティングの歴史的な解釈の中で議論されているが,本章においては,

「生産部門」や「製品販売部門」間における「統合的努力要素」に関するジレ

ンマとしたい。また,ホリスティック・マーケティング志向に含まれるリレーシ

ョンシップ・マーケティング,統合型マーケティング,インターナル・マーケテ

ィング,社会的責任マーケティングに関しても,企業内外における「統合的努力

要素」としたい。「顧客志向要素」「利益志向要素」「統合的努力要素」に関する

解釈は,以下のものとする。 

 

１ 「顧客志向要素」について 

本章で議論する「顧客志向要素」の顧客とは,消費者市場,ビジネス市場,グロ

ーバル市場,非営利市場及び政府機関市場の４市場103)において,何らかの基準

によりセグメント化された個人またはグループないし機関を顧客とする。   

その上で「顧客志向要素」とは,若林[2003]の顧客志向を援用し,企業の事業

展開において顧客との関係を第一義的に認識し,事業の全要素を顧客に向けて

集中させる操作と事業の究極の目的である顧客満足を目指す考え方と行動を指

                                                  
103) Kotler and Keller[2006]を参照。 
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すものとする。また,「顧客志向要素」は,短期的な販売追求ではなく,長期的な

顧客維持を意味するものとする104)。 

 

２ 「利益志向要素」について  

利益とは単純には,収入から費用を差し引いたものを指すが,本章では「利益

志向要素」を,Drucker[1954]と Slywotzky and Morrison[1997]の利益に対する

解釈を基本とし,猿渡[2002]の利益志向を援用する。「利益志向要素」とは,企業

が長期的に存続・成長していくことを前提に,短期的利益あるいは売上高に代わ

って長期的利益に目を向けることを指すものとする。また,長期的利益は企業活

動＝顧客満足活動の結果として生じたものであり,「利益志向要素」は,顧客満

足活動を評価するための基準でもある,とする105)。 

 

３ 「統合的努力要素」について 

「統合的努力要素」には,マーケティング視角からの議論106)（マーケティン

グ機能間の統合＆組織部門間の統合）と戦略視角からの議論107)（内的一貫性や

外的一貫性など）がある。本章では,企業内部及び外部との適合（フィット）を

図るための企業活動を「統合的努力要素」とする。 

また,本章では,市場志向における「競争志向」も企業活動として外的適合を

図るための「統合的努力要素」に含むものとする。「社会的責任志向」も同様に,

社会や顧客との外的適合を図る企業活動の「統合的努力要素」と「顧客志向要

素」に重複して含まれるものとする。 

 

 

 

                                                  
104) いくつかの議論はあるが,本章では「消費者志向」と「顧客志向」は同一と見なす。  
105)「顧客志向要素」とは事業の全要素を顧客に向けて集中させる操作及び長期的な顧客維

持を指すことから,経営資源のヒト・モノ・カネ・情報が含まれる。しかし,本章では「顧

客志向要素」に含まれるジレンマからはカネに関するジレンマを外し,カネに関するジ

レンマは「利益志向要素」として考察する。 

106) 宮原[1978],猿渡[2002]を参照。 

107) 伊丹[2003],石井 et al[2004]を参照。 
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４ マーケティングのジレンマを再考する分析枠組みについて 

一般的に,マーケティングのジレンマを議論する場合,例えば「適応化」を選

ぶか「標準化」を選ぶか,と言った事があげられる。この場合「適応化」と「標

準化」の中には,マーケティング・コンセプトの顧客志向要素,利益志向要素,

統合的努力要素に関して何らかの目的や予想される結果が選択肢間で異なるこ

とが含まれている。 

一般的に「適応化」の目的は,ターゲットをセグメントし異なる顧客ニーズに

対応することであり,セグメント化されたターゲットの顧客満足を向上させよ

うとする,顧客志向要素に関することである。それに対し「標準化」の目的は,

例えば,製造プロセスの効率化を実現し,コスト削減を目指す利益志向要素に関

することになる108)。 

顧客満足向上を目的とする「適応化」は,オペレーション手法として,販売チ

ャネルを新たに構築しなければならないかもしれないし,製造工程を多様化さ

せることも必要となり,コスト増になる可能性がある。一方,コスト削減を目的

とする「標準化」は,競合製品との差別化を困難にするとともに,製品選択肢が

減少し多様なニーズに対応できなくなる可能性が生じ,顧客満足を得られない

かもしれない。この様に,「適応化」と「標準化」には,マーケティング・コン

セプトに沿った目的達成のために,異なる手法を採用しなければならないこと

が生じる可能性が高い109)。 

尚,目的が手段に代わることはよくある。それは, 上位以外の目的はすべて

手段になるということである。例えば,人類の平和や繁栄を謳う企業理念やミッ

ションを企業の目的とするならば,マーケティングはそのための手段となる。こ

うした構図を突き詰めると無限後退に陥る。 

一般的に手段は行為であるが,目的は行為に先立って行為を規定する理性や

意思,使命といった抽象的な概念である,と説明される。一方,目的を達成するた

めには,行為としての手段を実行することが目的となる。従って,上位目的を実

                                                  
108) 「適応化」の目的をブランド化等によって利益を上げようとする利益志向要素,「標準 

化」の目的を顧客の利便性を高めようとする顧客志向要素,とすることも可能である。 
109) 現実的には,プラットフォーム戦略などの手法を講じ,顧客満足もコスト削減も両立さ 

せようとする試みは成されている。しかし,プラットフォーム戦略を採用できる産業や 

企業が多数あるわけでは無い。 
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現するための手段は,下位目的となり下位目的を実現する手段が新たな行為と

して必要になる。 

こうした目的と手段の再帰的な構造は組織論の意思決定システムで議論され

ている110)。しかし,本章でそれらを議論することは目的範囲を超えるため深く

言及しない。但し,こうした目的と手段の議論を前提に,本章ではマーケティン

グのジレンマを再考し議論するための分析枠組みを以下の様に考えたい。 

先ず企業を取り巻く外部環境の顧客や市場を見て,目的となる理性や使命と

して「何をすべきか」（Should）を 初に設定する。次に内部環境の資源を見て,

行為や手段として「何ができるか」（Could）を設定する。そして,Should と Could

の適合を図るマーケティング戦略の経路選択や意思判断として「何をしたいの

か」（Would）との 3 つからなる構造を設定し,マーケティングの意思決定に関わ

るジレンマを再考してみたい111)。 

具体的には以下の様な構造設定とする。先ず,マーケティング的に何か成すべ

き目的として,制約条件がありいずれかしかチョイスできない,２つの選択肢Ａ

とＢがあるとする。ＡとＢの選択肢それぞれには,目的である「何をすべきか」

（Should）に関して,マーケティング・コンセプトの顧客志向要素,利益志向要

素,統合的努力要素のいずれかが（２つ以上の場合もある）内包されている。選

択肢ＡとＢの目的や予想される結果に相違がある場合,マーケティング・コンセ

プト間ないしマーケティング・コンセプト内でジレンマが発生する場合がある。

これを第 1 のジレンマとしよう。 

また,選択肢ＡとＢの目的を達成するためは,所有資源を考慮し,「何ができる

か」（Could）との手法・手段に関して異なる選択を行なわなければならない場

合がある。その場合,選択肢ＡとＢの手法・手段間にもジレンマが発生すること

がある。これを第 2 のジレンマとしよう。 

上記の関係の場合,目的と手段をつなぐ経路選択や意思判断である「何をした

いのか」（Would）では,選択肢Ａの目的とその手法・手段, 選択肢Ｂの目的とそ

の手法・手段においては,ジレンマは生じにくい。しかし,選択肢Ａの目的と選

択肢Ｂの手法・手段間にはジレンマが生じる。同じく選択肢Ｂの目的と選択肢

                                                  
110) Simon[1977],宮川[2005], 圓岡,黒澤[2011]等を参照。 
111) 原田,三浦[2008]を参照。 
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Ａの手法・手段間にはジレンマが生じることになる。これを第 3 のジレンマと

しよう。 

この様に,マーケティングにおけるジレンマを再考する場合,目的である選択

肢ＡとＢに関するジレンマ（第 1 のジレンマ＝「何をすべきか」（Should））,

選択肢Ａと選択肢Ｂで採用される手法・手段に関するジレンマ（第 2 のジレン

マ＝「何ができるか」（Could））,そして,目的と手法・手段との間における経路

選択や意思判断に関する,たすき掛けのジレンマ（第 3 のジレンマ＝「何をした

いのか」（Would））の 3 つのジレンマからなる構造を設定したい（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 節 マーケティングのジレンマに関する先行研究について 

 

先行研究において,マーケティングのジレンマは大きく 2 つに分けられる。ひ

とつは,「顧客志向要素」「利益志向要素」「統合的努力要素」それぞれが持つジ

レンマである。もうひとつは「顧客志向要素」と「利益志向要素」の間におけ

るジレンマである。 

そして,マーケティングのジレンマに関する先行研究は凡そ下記の様に 11 個

のジレンマがあげられる（表１）。 

 

出典：筆者  

図１ マーケティングのジレンマを再考する際のジレンマの構造分解モデル 
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表１ マーケティングのジレンマに関する主な先行研究 

  

 

１ 顧客志向要素のジレンマに関する先行研究 

顧客志向要素を実践の活動として捉えた際,現実的に生じるジレンマについ

て考察しているのが,栗木[2014]である112)。 

栗木は,企業のマーケティング活動において顧客志向要素がもたらす課題と

して,Christensen[1997],野中[1985], Leavitt[1983]などの先行研究で指摘さ

れていることを含め（１）眼前の有力「顧客」と将来の増加が見込まれる「顧

客」との近視眼的対応と長期的対応とのジレンマが生じる,（２）標準的なマー

ケティング論においては,ターゲットとする顧客層を細分化していくが,この処

方を繰り返せば,市場のパイは小さくなり,企業の収益性は低下する,顧客適合

度と利益のジレンマが生じる113),（３）グローバル・マーケティングにおいて,

現地適応化は大切だが,行き過ぎると,各国各地域において,規模の経済性によ

るコスト優位を発揮できず,ローカル企業と同等条件で競うことになり,更に,

個々の顧客への適応化と知識創造やコスト削減を推進する標準化とのジレンマ

が生じる,こうしたジレンマをあげている。 

 

                                                  
112) 紙面の都合で詳しく触れられないが,保田[1976]はマルクス主義視角からアメリカで 

提唱された消費者中心志向の概念に関して消費者のポジションに対する批判と企業の 

目的論に関する批判を行なっており,顧客志向要素と利益志向要素に関するジレンマに 

ついても述べている。 
113)本章ではカネに関わるジレンマは利益志向要素のジレンマとするが,先行研究の栗木の 

場合（表 1）は,カネ（利益）に関わるジレンマも顧客志向要素として分析している。 

出典：筆者  

マーケティング志向の要素 議論の区分 ジレンマ(⇔) 本稿で取り上げる主な論者

眼前の有力顧客⇔将来の増加が見込まれる顧客

顧客適合度⇔収益性

適応化⇔標準化

概念の議論
消費者の自由度⇔消費者の社会的存在としての規定
目的⇔手段

保田[1976]

利益志向要素 実践の議論 利益⇔市場シェア Slywotzky and Morrison[1997]、恩蔵[2000]

実践の議論 個別対応⇔費用 田村[1989]

顧客志向⇔利益志向 宇野[1974]、Kotler[1980]

量⇔質 玉城[1979]

組織の志向⇔製品開発戦略

チャネル戦略⇔利益

顧客志向要素

実践の議論 栗木[2014]

顧客志向要素
⇕

利益志向要素 概念の議論

統合的努力要素 戦略の議論 石井[2012]
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２ 利益志向要素のジレンマに関する先行研究 

利益志向要素のジレンマには,利益志向要素と市場シェアに関する議論があ

る。この議論は,概念としての利益に関する議論ではなく,財務・会計的な利益

としての議論である。 

1970 年代のアメリカで行なわれた PIMS 研究プロジェクトの結果,多くの事例

の場合,市場シェアと利益の関係に,強いプラスの相関関係が確認されている 

[Schoeffler, Buzzell,et al 1974][Buzzell,Gale and Sultan 1975]。 

この他にも, Ravenscraft [1983]の研究によっても市場シェアと収益性との

間に正の関係が見られることが指摘されている。 

この様に企業の“仕事ぶり”“ビジネス・デザイン”114)とは市場シェアの拡

大であり,その結果が利益である,との因果関係が研究によって証明され,1970

年代～1980 年代にかけて,企業利益を上げるために,規模の経済を中心とした

市場シェアの大きさが重視されるようになった。 

Drucker[1954]が指摘した利益概念とは違い,利益の 大化を目指す傾向が現

実的には起きていたことになる。 

しかし,PIMS 研究プロジェクトの中にも,市場シェアが低くても高収益をあ

げる企業が少数だが存在している[Hamermesh,Anderson and Harris 1978]。 

また,1990 年代に入ると高い市場シェアを維持していた企業の収益性の低下

が顕著になってきた。市場シェアの拡大が高収益を生むとの因果関係にジレン

マが生じてきたのである115)。 

このジレンマの原因として指摘されているのが,プロフィット・ゾーンと非プ

ロフィット・ゾーンの概念である[Slywotzky and Morrison 1997]。 

恩藏[2000]によれば,市場はパイやケーキに例えられるが,非プロフィット・

ゾーンとはその内部の腐敗部分（利益にならない個所）を指し,大きな取り分（市

場シェア）を確保すれば,どうしても腐敗部分が含まれるため,収益率が下がる

と言う。 

                                                  
114)“仕事ぶり”は Drucker[1954]を参照,“ビジネス・デザイン”は Slywotzky and 

Morrison[1997]を参照。 
115)引用文献内ではジレンマでは無く,パラドックスとの言葉を使用しているが,本章では 

置き換えて表記する。 
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非プロフィット・ゾーンの発生理由として（１）競争スタイルの変化,（２）

顧客の力の相対的な高まり,（３）コモディティ化の 3 点をあげている。そして,

非プロフィット・ゾーンの発生個所としては（１）特定の顧客セグメント領域,

（２）特定の製品サービス領域,（３）価値連鎖の一部分,（４）ビジネス・モ

デルの 4 か所をあげている。 

 

３ 顧客志向要素と利益志向要素の間にあるジレンマに関する先行研究 

前項で「顧客志向要素」「利益志向要素」それぞれが持つジレンマについて先

行研究で指摘されている議論について整理・確認してきたが,「顧客志向要素」

と「利益志向要素」は密接に関係しているため,完全に切り離して考えることは

難しい。この項では「顧客志向要素」と「利益志向要素」の間のジレンマにつ

いて,実践としての議論と概念としての議論の２つに分け整理・確認したい。 

 

３－１ 実践としての議論－費用と個別対応について 

田村[1989]によると,1980 年代後半～1990 年代にかけて,市場では消費多様

化が起きたと言う。 

消費多様化には,（１）特定品種について,ある消費者が購入する異なったブ

ランドや品目の増加が起きる消費者内多様化,（２）特定品種について,消費者

の選好が消費者間で異なる程度が増加する消費者間多様化,（３）特定品種につ

いて,同じブランドや品目をある消費者が購入し続ける期間が短縮化する時間

的多様化,この 3 つの側面がある。 

多様化市場に対し企業は製品ラインや品揃えの拡大によって対応することに

なる。 

しかし,単純で直接的なこの対応策は,諸刃の剣でもある。多様化市場では,

消費者欲求は個性化しているため,製品やサービスなどを消費者欲求に適合さ

せることは,訴求力をあげることにつながる反面,ブランド品目の数は増加の一

途をたどる。それに応じて,個々の品目の生産・取引量は小さくなる。 

一方,多様化市場に対応するためには,生産・流通にかかる費用やマーケティ

ング費用などは増加し,規模の経済や経験効果を利用することができなくなる。

特に,消費者の短期的な満足を狙う「感性商品」は,プロダクト・ライフサイク
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ルを短期化させるため,多様化市場を助長し利益率を下げることにつながると

言う。顧客欲求に対応することがコスト増＝利益率の低下になるとのジレンマ

が生じてきたのである。 

田村の議論では,市場そのものの変化を（１）消費の主体となる購買者の年齢

や所得及び購買権限などが動いている,（２）複数のブランドや品目を利用した

り新しいブランドや品目を取り入れると言った消費者の欲求が動いている,（３）

買い物場所として,郊外店舗や都市圏店舗など購買場所が動いている,この 3 点

を指摘し,ムービング・ターゲットと呼んでいる。 

Slywotzky and Morrison と恩藏は,市場を静的に捉え,その内部構造として利

益にならない非プロフィット・ゾーンと利益になるプロフィット・ゾーンの存

在を指摘した。 

それに対し田村は市場＝パイやケーキと言った市場そのものが動的に移動し

ているため,市場を確保すること自体が難しくなっている上,多様化,細分化さ

れ小さくなった市場を捕まえるために,コストが嵩み,利益が減少することを指

摘している。 

図２ 市場変化と利益減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両者の議論を統合すると,市場の構造内には利益にならない非プロフィト・ゾ

ーンと利益になるプロフィット・ゾーンが存在する。 

出典：恩藏[2000]「利益志向のマーケティング」,マ-ケティングジャ-ナル,20(1), 

田村[1989]『現代の市場戦略』,日本経済新聞社,から筆者制作。  
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しかし,動的に移動し多様化・細分化されているプロフィット・ゾーンを多数

獲得しようとした場合,マーケティング費用などが増えるため,利益低下につな

がる,と理解できる。両者の議論をイメージ化すると,図２のようになる。 

それに対し田村は市場＝パイやケーキと言った市場そのものが動的に移動し

ているため,市場を確保すること自体が難しくなっている上,多様化,細分化さ

れ小さくなった市場を捕まえるために,コストが嵩み,利益が減少することを指

摘している。 

両者の議論を統合すると,市場の構造内には利益にならない非プロフィト・ゾ

ーンと利益になるプロフィット・ゾーンが存在する。 

しかし,動的に移動し多様化・細分化されているプロフィット・ゾーンを多数

獲得しようとした場合,マーケティング費用などが増えるため,利益低下につな

がる,と理解できる。両者の議論をイメージ化すると,図２のようになる。 

 

３－２ 概念の議論－企業の目的論について 

企業の目的論において顧客志向要素と利益志向要素の間にある概念としての

ジレンマについては,宇野[1974],玉城[1979]の主張を確認する。 

宇野は,企業の利益獲得が優先され,消費者満足の提供はそのための手段であ

る,としている116)。 

それは,Bell and Emory [1971]を引用し,次のように説明している。マーケテ

ィング・コンセプトにおける顧客志向は,コンシューマリズムが要求している生

活者福祉を規定するものではない。マーケティング・コンセプトは次のような

仮説を前提にしているからである。 

（１）企業の目的は長期的な存続が第 1 であり,消費者に財やサービスを提供す

ることはその手段である。（２）消費者は,自分で自分を守るべきであり,また,

守ることができる。（３）消費者は自分で商品を選択できるのだから,よく売れ

ている商品は,消費者の必要を満足させている証拠である。（４）企業は自身の

長期的存続が消費者の満足に依存していることは認めている。従って,長期的存

続は企業の消費者を満足させる能力の証拠である。 

                                                  
116) Kotler[1980]は「利益は顧客の満足を創出することから得られる」としている[p.35]。 
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一方で,コンシューマリズムが主張している点も 4 つ提示され,結局は,企業

利益よりも消費者利益を優先させ,生活者福祉に対する多くの責任を企業に課

することは,伝統的なマーケティング・コンセプトの範囲を超える為,再検討が

必要である,としている。 

玉城は,消費者志向の不十分な実現が,1950～60 年代に消費者利益を擁護し

ようとするコンシューマリズムを引き起こしたとし,消費者利益とはいかなる

ものか,との視角から消費者志向と利益志向の問題点について 3 点あげている。 

1 点目は,マーケティング・コンセプトで言う消費者志向ないし市場志向は,

消費者利益を目的にしたものではなく,利益志向を前提ないし制約条件として

の範囲においての消費者志向である。この点に関しては宇野と同じ見解である。

但し,その理由として,玉城は,利益はあくまでも「量的な概念」であり「質的な

概念」である消費者志向とは異なり,目的概念としての「利益志向」と手段であ

る「消費者志向」の両者間に結合の必然性はなく,対立が生じる,としている。 

２点目は,消費者利益と企業利益とが一致する領域の不明瞭さをあげている。

例えば,価格と品質,量とコスト,情報伝達方法など,両者間の利益が一致する領

域が不明確である。そして,消費者主権の成立のためには,完全情報が存在し,

かつ,入手しうること,情報入手コストが無視しうるほど小さいこと等の条件が

満たされる必要があるが,そうはなっていない,と指摘している。 

３点目は,企業利益と消費者利益は予定調和的に実現されると言う楽天性を

有しているが,時間概念を取り入れた場合,短期的利益と長期的利益は対立する,

と指摘している。 

玉城は,企業利益と消費者利益の不一致が生じるのは,消費者欲求は多様化し

ているため,それに対応する場合,セグメント化された特定市場の欲求充足とし

て部分 適化されるために起きる消費者欲求の構造的な特性に起因する,と述

べている。 

上記の様に,顧客志向要素と利益志向要素を企業の目的と手段に当てはめた

議論が展開されている。 

但し,企業の目的に関する議論は,どのような視角で議論するのかによって,

目的と手段が入れ替わる可能性が高い。例えば,経済学的な視角で企業の目的を

論ずる場合,企業は営利を目的とし一般的には 大利益の追求を目指すことが
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第一義となる。その手段として,企業のリソースとなる人材や資金を確保し,社

会や市場から認められるような行為を実施するのである。 

しかし,「利益を得るため」とする考え方は利己主義と解釈されることもある。

企業が利己主義を追求しすぎると,手段としての事業活動においてコンプライ

アンス違反などが起き,企業の存続が難しくなる事例が数多く見られる。 

一方,社会学的,倫理学的な視角から企業の目的を論ずる場合,企業は社会の

公器であり,雇用確保をはじめ社会貢献を目指すことが第一義となる。その手段

として,利益を得る活動が行為として実施される。 

しかし,雇用確保や社会貢献は,企業が利益を生みだしているからこそ叶えら

れる行為とも言える。実際,多くの企業では収益が悪化した場合,人員削減が実

施され,社会貢献活動も休止されることが頻繁に起こっている。 

このように,企業の目的はそれを論ずる視角によって,第一義とする目的およ

び行為手段の捉え方は変わってくる。 

マーケティングは,経済学領域の学問でもあり社会学領域の学問でもあるた

め,両方の視角から企業の目的を論ずる場合,Drucker[1954]の『企業の目的は,

顧客の創造である』との言葉が参考になる。 

企業の 上位目的を,長期的存続,とするならば,顧客創造は手段となる。顧客

は利益の源であるため,顧客を創造し続けることが,利益の 大化を可能にする。

結果,企業の長期的存続に資することになる。また,顧客を創造し続けることが

できれば,雇用確保や社会貢献活動も実施可能となる。結果,企業の長期的存続

に資することになる。 

すなわち,顧客創造は,企業の長期的存続に資する行為となるため,企業の下

位目的となり,顧客創造の手段としての行為のひとつがマーケティングになる

117),との捉え方ができるのではないか。 

上記の議論を受け,次項では,顧客と利益に時間概念を取り入れ,顧客と利益

を動的なものとして扱うことによって,顧客志向要素と利益志向要素のジレン

マを再考してみたい。 

 

 

                                                  
117) もうひとつはイノベーションである,との捉え方を Drucker はしている。 
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第５節 顧客志向要素と利益志向要素に関するジレンマに対する再考 

 

ここでは,上記の議論を受け,顧客志向要素と利益志向要素に関するマーケテ

ィングのジレンマについて図１のジレンマの構造分解モデルを用い再考したい。 

先ず,企業の長期的存続を上位目的とした場合,顧客創造は手段となるが,顧

客創造を下位目的とした場合,企業の長期的存続に資する行為として,顧客から

大利益を上げることが手段となる。 

大利益を得るための源泉である顧客には,既存顧客と未来顧客（現在は顧客

ではないが将来は顧客になる見込み客）[若林 2003,pp.43-44] の 2 つの選択肢

があるとしよう（第１のジレンマ）。 

また,既存顧客からの利益は,短期利益を獲得する手法が必要で,未来顧客か

らの利益は,長期利益を獲得する手法が必要だとしよう（第 2 のジレンマ）。 

利益を 大化するためには,既存顧客から短期利益を,未来顧客から長期利益

を獲得することが同時に叶えば,ジレンマは生じない。しかし,制約条件として,

いずれか一方しか選択できないとした場合,いずれを選ぶのか,との意思決定が

必要となる。 

既存顧客は短期利益にはつながるが,企業の長期的存続に資する顧客となる

かは不明である。また,未来顧客は現時点の顧客ではないが,企業の長期的存続

に資する長期利益に結び付く顧客となる。だが,今を生き抜くための短期利益に

はつながらない。 

従って, いずれの顧客からどのような利益を得,利益を 大化するとよいの

か,との経路選択にたすき掛けのジレンマ（第 3 のジレンマ）が発生する（図３）。 

例えば,主要企業の多くは株式会社であり,株主が存在する。株主は短期利益

を企業へ要求する傾向が強い。従って,企業経営を株主から任されている経営陣

は, 未来顧客に対し顧客生涯価値に通じる何らかのマーケティング手法を講じ

れば,企業の長期的存続に資する長期利益を確保できると考えていても,既存顧

客からの短期利益を目指すマーケティング手法を採用することがある。 

 こうしたジレンマを解消させたり,既存顧客と未来顧客,短期利益と長期利益

の関係を両立させるために,既存顧客に対し長期契約割引や長期契約特典など,
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継続的な取引が魅力的に見えるサービスを提供し,未来顧客となるようなマー

ケティング手法が保険商品や携帯電話などで実施されている。 

また,子供のころから慣れ親しんで利用している楽器やスポーツ用品の場合,

大人になっても継続利用してもらえる可能性が高い。従って,ジュニア向け商品

を豊富に取り揃え,ジュニア層とその両親等を囲い込むことが可能であれば,将

来ジュニアの子供たちが高名な音楽家やスポーツ選手となった時,未来の顧客

になるため,短期利益と長期利益を両立させることができるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に, 上記と同じように,以下のような場合を図１のジレンマの構造分解モ

デルを用い再考したい。 

大利益を得るための源泉である顧客には,直接的な顧客と広義の顧客の２

つ118)の選択肢があるとしよう（第 1 のジレンマ）。 

また,直接的な顧客を獲得するためには何らかの製品やサービスを提供する

事業活動を実施し,経済的利益を確保する手法が必要となる。一方,広義の顧客

を獲得するためには,企業が主に金銭的・人的・物的な支出を行ない,事業活動

内容をステークホルダーへ説明するとともに,社会的利益として芸術・スポーツ

                                                  
118) 直接的な顧客は,生産物市場における,自社製品・サービスを購入する顧客を指し,広

義の顧客は,必ずしも自社製品・サービスを購入する顧客では無く,行政機関や金融機関,

学生,地域住民など所謂ステークホルダーを指すものとする。 

出典：筆者  

図３ 顧客志向要素と利益志向要素の関係（顧客を時間的に分類した概念）
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の振興,人道的支援などの活動を社会へ提供し,社会から信用・信頼といった目

に見えない利益を確保する手法が必要だとしよう（第 2 のジレンマ）。 

利益を 大化するためには,直接的な顧客から経済的利益を,広義の顧客から

目に見えない信用・信頼を確保することが同時に叶えば,ジレンマは生じない。

しかし,制約条件として,いずれか一方しか選択できないとした場合,いずれを

選ぶのか,との意思決定が必要となる。 

直接的な顧客からは経済的利益として,継続的に事業活動を行なうために必

要な資金を得ることができる。しかし,社会から信用・信頼されていないとした

場合,企業の長期的存続は可能なのだろうか。 

一方,目に見えない利益として,社会から信用・信頼を得るためには,ステーク

ホルダーに対し金銭的・人的・物的な支出を伴うなんらかの活動が必要となる。

しかし,その支出分を事業活動の資金へ回せば,更に経済的利益を大きくするこ

とができるかもしれない。 

従って, いずれの顧客を選び,金銭的な利益を得るのか,目に見えない信用・

信頼といった利益を得るのか,そのいずれが利益の 大化につながるのか,との

経路選択にたすき掛けのジレンマ（第 3 のジレンマ）が発生する（図４）。 

例えば,自社製品・サービスの製造販売といった経済的利益に寄与する活動と

メセナ活動や慈善事業活動などの社会的利益に寄与する活動といずれを選択す

るのか,といったジレンマである119)。 

こうしたジレンマを解消させたり,直接的な顧客と広義の顧客,経済的利益と

社会的利益の関係を両立させるためには,企業レベルの活動だけではなく,例え

ば寄付金の控除制度を見直すことも必要かもしれない。現在でも寄付控除の制

度はあるが,日本とアメリカの寄付金額を比較すると,法人の場合,日本が約

7,000 億円,アメリカは約 1 兆 5,000 億円と 2 倍ほどの開きがある。個人の寄付

に至っては日本が約 5,000 億円に対しアメリカは 21 兆円ほどあり,約 40 倍の開

                                                  
119) 事業活動自体が雇用の確保等につながるため,社会的利益に寄与する活動だとする考

え方もある。従って,その場合ジレンマにならない,との議論になる。しかし,本章で再

考したいことは所謂社会的ジレンマと呼ばれる,長期的には公共的な利益を低下させて

しまうが,短期的な私的利益の増進に寄与する行為か,短期的な私的利益は低下してし

まうものの長期的には公共的な利益の増進に寄与する行為のいずれかを選択しなけれ

ばならない状況を企業のマーケティングに関するジレンマと想定している。尚,社会的

ジレンマについては藤井[2003,2007]を参照されたし。 
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きがある120)。これは,文化的・政治的な背景の相違もあるが,寄付控除制度の違

いにもその一端があると考える。企業が健全な寄付行為を行ない,税金が控除さ

れ,寄付金が社会的利益に反映される仕組みを国の制度として導入することが

できれば,直接的な顧客と広義の顧客,経済的利益と社会的利益のジレンマが抑

制されるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 統合的努力要素のジレンマに関する先行研究 

 

組織における統合的努力が重要であることは,Shaw[1915],Butler[1917], 

Clark[1922]などによって古くから指摘されている。統合的努力要素は,マーケ

ティング論,組織論や戦略論に関わる課題である。 

例えば,川上[1999]によれば,マーケティングと R&D との統合については 1980

年代以降を中心に様々な研究が行なわれている[p.40]。 

その一方で,有馬[2004]によれば,組織に関わる研究は主に経営組織論などで

の主要課題であり,マーケティング分野では中心的課題となることは相対的に

少なかったとの指摘もある[p.1]。 

                                                  
120)千葉県社会貢献活動の参考モデルの調査について[2014]より 

出典：筆者  

図４ 顧客志向要素と利益志向要素の関係（顧客の定義を拡張した概念） 
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いずれにしても,マーケティング論で扱う統合的努力要素は組織と戦略に深

く関わっている。組織と戦略の関係について Chandler[1962]は『組織は戦略に

従う』と述べているが,Ansoff[1979]は『戦略は組織に従う』とも指摘しており, 

組織側面に着目するか戦略側面に着目するか,によって目的と手段・方法が入れ

替わる議論となる。ここでは紙面の関係もあるため,戦略的マーケティングの側

面から,先行研究における統合的努力要素に関するジレンマについて考察する。 

 

１ 戦略的マーケティングに関する議論 

石井[2012]は組織が戦略的マーケティングを採用する際,マーケティング・ミ

ックスの４P の中でプロダクトとチャネルにおける組織構造と戦略の違いにお

いてジレンマが生じるとしている。 

例えばソニーは「ウォークマン」「プレステ」「バイオ」と言ったブランドを

軸に技術面あるいは生活消費面で新しさのある商品開発戦略を採用している。

この戦略を支持し効率化するために研究開発とマーケティング両方で生じる高

いリスクをデザイナーが積極的に負担する組織構造を発展させた。その特徴は

デザイナー自らマーケットを見て製品規格を定めることとデザイナーがトップ

マネジメントに直結していることである。 

一方,パナソニックや東芝,日立はブランドではなく,製品を軸にマーケティ

ングを行なっている。これらの企業の新製品には新しいネーミングを次々付け

て市場投入される場合が多い。名前が次々変わると言うことはブランドを軸に

開発・マーケティングがされていないことを窺わせる。組織的には,技術主導で

開発が進み,製品完成後,営業部門がその製品をどう売るのかを決めていると考

えられる。この場合,ブランドを付けて市場投入することが人気を得ることだと

分かっていても,むやみに真似ができない。なぜならば,仮にブランドマネージ

ャーを立てたとしても,今まで蓄積されてきた組織文化の中で技術部門や営業

部門などとの統合的努力を推進するリーダーシップを発揮できず,せっかく蓄

積してきた自社の独自能力を失わせる危険性もある,としている。 

また,パナソニックは系列小売店網を完備している。ソニーは独自のブラン

ド・イメージを確立している。この様な場合,短期的な利益を狙って,イオンや

セブン・イレブンなどの大型小売店が開発するプライベート・ブランドの生産
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に関わることはありえないだろう。なぜならば,長期的に見た場合,自身の存在

基盤を崩しかねないからである,と指摘している。 

しかし,石井の指摘に対し,少し異なった動きも出てきている。世界 強ブラ

ンドのひとつであるコカ・コーラは,2014 年 6 月 30 日よりセブン‐イレブン・

ジャパンの専用商品（コカ・コーラ レモン）を販売することを発表した121)。

世界トップクラスのブランドでもコンビニの圧倒的な販売チャネルを利用した,

短期利益確保を重視する戦略が採用されてきたと言うことである。 

また,ソニーは,2014 年７月１日より「バイオ」ブランドを関連会社の VAIO

株式会社に移管し,共同でブランド管理を行なうこととした。この様なブランド

の２重管理体制が成功するかどうかは未知数である。 

 

第７節 統合的努力要素に関するジレンマに対する再考 

ここでは統合的努力要素に関するマーケティングのジレンマについて図１の

ジレンマの構造分解モデルを用い再考したい。 

企業外部にあるマーケティング環境に対する消費対応としての市場セグメン

トと価格戦略の整合性を図る統合的努力（戦略論で言う外的一貫性）に関する

ジレンマである。 

実務者や研究者の多くは,先進国ないし新興国のマーケティング市場を取り

扱っている。これらの市場規模は,全世界の購買人口割合で言えば約 3 割程度

（約 16 億人）と考えられている。残りの約 7 割は Bottom/Base of Pyramid（BOP）

と呼ばれる,年間所得 3,000 ドル未満の収入で生活している開発途上国の約 40

億人で構成されている。 

企業が 大利益を得るための源泉である顧客が存在する市場を選択する場合,

購買者数と所得水準は選択基準の大きな要素となる122)。 

現実的に企業が市場選択をする場合,購買者数だけで決定する訳ではないが,

例えば,量的に購買者数が多い市場（BOP 市場：40 億人）を選択すべきか,少な

                                                  
121) 日本経済新聞 2014 年 6 月 27 日朝刊１面。 
122)大石[2012]でも言及されているが,購買者の所得と購買者数はマーケティング上,大き 

な要素となる。特に,BOP 市場では購買者数とともに,ライフ・スタイルの前提となる所

得 

水準が市場開拓を行なう上で重要なマーケティング要素となる。 
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い市場（一般的な市場：16 億人）を選択肢すべきかの２つの選択肢があったと

しよう（第 1 のジレンマ）。 

また,BOP 市場へ製品・サービスを投入する際の価格は購買者の所得を考慮し,

圧倒的な低価格（正確な定義ではないが,ここでは一般的な価格に比べ 1 桁～2

桁以上の低価格を指すこととする）で提供する手法が適している。 

一方,一般的な市場への投入価格は一般的な価格（ここでは,年間所得が

3,000 ドル以上の所得層が購入できる価格とする）で提供する手法が適してい

るとしよう（第 2 のジレンマ）。 

利益を 大化するためには,BOP 市場から圧倒的な低価格で多数の購買者を

獲得し,一般的な市場からは,一般的な価格で少数の購買者を獲得することが同

時に叶えば,ジレンマは生じない。 

しかし,制約条件として,いずれか一方しか選択できないとした場合,いずれ

を選ぶのか,との意思決定が必要となる。 

BOP 市場では,購買者数は多いが,所得が低いため,圧倒的な低価格戦略を実

施するためには,既存企業ではそれを実行できる仕組みを新たに構築しなけれ

ばならない。一方,一般的な市場では,購買者数は少ないが,購買層の所得が低い

わけでは無いため,既存企業では,ブランド・イメージの毀損が生じる可能性が

ある。 

従って, BOP 市場の多数の顧客を選び,圧倒的な低価格で大量の製品やサービ

スを販売し 大利益を得るのか,一般的な市場の少数の顧客を選び,一般的な価

格で少量の製品やサービスを販売し, 大利益を得るのか,との経路選択にたす

き掛けのジレンマ（第 3 のジレンマ）が発生する（図５）。 

尚,この項では BOP 市場と一般的な市場における圧倒的な低価格と一般的な

価格におけるジレンマを再考しているが,一般的な市場においても,同様の組み

合わせを設定することが可能である。 

 こうしたジレンマを解消させたり,BOP 市場と一般的な市場,圧倒的な低価

格と一般的な価格の関係を両立させるために,既存企業が行っている手法とし

て,女性のエンパワーメントの活用や現地でのサプライ・チェーンの構築などを

実施し成功を収めた事例などがある。しかし,現地パートナーの選定ミスや価格

設定ミス,現地ニーズのリサーチ不足などの失敗例も数多く存在している。 
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失敗例からは,既存企業が既存のビジネス・モデルを多少手直ししたスタイル

で BOP 市場へ参入しようとしている様子が窺える。一方,成功事例では,現状企

業のビジネス・モデルとは異なったアプローチで BOP 市場への参入を目指して

いるように思われる。 

 従って,一般的な市場のビジネス・モデルを焼き直し BOP 市場へ安易に参入す

ることは困難と考えられるため, 机上の理論をオフィスで組み立てるのではな

く,BOP 市場へは現地のニーズはもちろん,宗教・文化・慣習など,現地に密着し,

泥臭く人間的な感性を重視した人材を派遣するとともに,その人材に戦略・戦術

をある程度任せ,その人材をヒト・モノ・カネでバックアップできる体制を作る

ことから始めるようなビジネス・スタイルが必要なのではないか。 

 

図５ 市場セグメントと価格戦略に関わるジレンマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 まとめ 

 

本章では,マーケティング志向の「顧客志向要素」「利益志向要素」「統合的努

力要素」の 3 つに注目し,先行研究におけるマーケティングのジレンマの考察を

行なった。先行研究では単発的に議論されてきたマーケティングのジレンマに

ついて,ある程度整理することが出来たと考える。 

また,マーケティングのジレンマを再考する際,「何をすべきか」（Should）,

「何ができるか」（Could）,「何をしたいのか」（Would）の意思判断に関わる 3

出典：筆者  
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つの概念を利用した。その中でジレンマを第 1 のジレンマ,第 2 のジレンマ,第

3 のジレンマと構造分解し,マーケティングのジレンマを理解するための理論

的な分析枠組みを提示した。そして,この分析枠組みを通し,マーケティング・

コンセプトに関わる 3 つのジレンマについて再考した（３つ以外にも考えられ

るが,紙面の都合上 3 つの再考）。こうした構造分解モデルを用いた再考は,例え

ば入山[2015]が指摘する,「競争の型」と「戦略のタイプ」のミスマッチの議論

にも通じ,企業の経営活動に関し,理論的なアプローチで考察するインプリケー

ションを提供できたのではないか。 

また,マーケティングのジレンマを解消するためのアイデアやヒントをいく

つか示すことで,実務的なインプリケーションも提供できたのではないか。 

本章の課題としては,以下の点をあげることができる。ひとつ目は,本章では

マーケティング・コンセプトを中心としてジレンマを見てきた。しかし,実践と

してのマーケティングにおいて近年話題となっている『FREE』123)に代表される

3 者間取引と言ったマーケティング手法に関するジレンマ,また,ショールーミ

ング化のジレンマなど,近年の現象として生じているジレンマについては触れ

ることができていない。 

マーケティングは時代と共に様々な手法が開発されているため,マーケティ

ング・コンセプトを中心としたジレンマとは違う, 先端のマーケティングで生

じているジレンマを考察する視角が欠けている。 

二つ目は,本章は,ジレンマの発生する構造に着目しジレンマを再考している

が,再考したジレンマに対する実証考察は行なえていない。 

今後の研究においては,各企業がマーケティングのジレンマに対し,どの様な

手法を用い,それらを乗り越えたり,回避しようとしているのかを明らかにする

ことによって,実務的なインプリケーションが更に得られることになる。今後は

そうした実証型の研究を進める必要があるだろう。 

 

 

 

 

                                                  
123)Anderson[2009]を参照。 
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第５章 BtoB マーケティングの研究アプローチ 

 

第 1 節 はじめに 

 

マーケティング研究において,その多くは消費財市場について議論されるこ

とが多い。それに対し,市場規模も大きく,経済的重要性が高いにもかかわらず,

部品や素材を取り扱う産業財124）市場に関する議論は少ない。 

1台当たり 2万～3万点という膨大な数の部品で組み立てられている自動車を

例にとると,トヨタ自動車等を中心とした消費財企業の研究は様々行なわれて

いる。    

一方,トヨタ自動車等へ部品を供給する 1 次部品メーカーは上場会社・非上場

会社を含む 444 社（日本自動車部品工業会所属：2014 年 10 月現在）あり,2 次

部品メーカーは約 5,000 社,3 次部品メーカー以下は約 30,000 社ある。そうし

た部品メーカーの経営戦略やマーケティングに関する研究は決して多いとは言

えない。 

また,経営学における研究アプローチに関しての議論は,沼上[2000]が指摘し

ているように,研究者の中であまり議論されることはない。 

本研究の問題意識は,産業財市場に関するマーケティング研究そのものの議

論が多いとは言えないため,産業財市場のマーケティング研究のアプローチに

関する議論も少ないのではないか,と言うものである。 

そこで,本研究では,産業財市場におけるマーケティングを BtoB（Business to 

Business）マーケティングと捉え,BtoB マーケティングに関する研究アプロー

チについて,その変遷,特徴と問題点について分析,考察,整理することをひとつ

目の目的とする。 

                                                  
124） 産業財とは,企業を含む組織購買者が製造用,再販売用,組織的使用との用途の

為に用いる財を指す。このうち,製品を再販売することを目的として流通業者が

取り扱う財を除き,主として企業の生産活動に用いられる財は,生産財と呼ばれ

る。部品,原材料,機械・設備などが代表である。産業財については,企業が直接

生産活動の為に用いる財,例えば資材や部品,生産活動を構成する財,機械類など

の資本財,更に生産活動を維持するのに用いられる財,すなわち業務用品に分け

ることができる[南 2006,p.66][高嶋,南 2006,p.6]。本章では産業財と生産財は

同じものとして扱う。 
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次に,組織論や製品開発論など他の研究分野で利用されている研究アプロー

チから示唆を得,BtoB マーケティングの新たな研究アプローチの概念モデルの

提示を行なうことを 2 つ目の目的としたい。 

 

第２節 BtoB マーケティングについて 

 

ここでは,BtoB マーケティングの先行研究を踏まえながら,BtoB マーケティ

ングとは何か,について確認しておきたい。 

BtoB マーケティングとは,消費者個人ではなく,一般企業,学校,病院,行政機

関などの組織によって購買される製品やサービスのマーケティングを指す[余

田 2011]。所謂,企業間取引に関するマーケティングを指し,消費者個人を対象

とする BtoC（Business to Customer）マーケティングと分けて議論されること

が多い。なぜならば,「顧客の性質」と「顧客の製品使用目的」が異なる[Hutt and 

Speh 2004]からである。また,需要の基本特性の違いとして「需要の周期性」,

「価格弾力性」など,また,マーケティング特性の違いとして「営業の仕方」な

どが指摘されている[藤井・広田 1998]。 

 

１ BtoB マーケティングに関する先行研究について 

BtoB マーケティングに関する先行研究には,主に（１）営業力に関する研究,

（２）e コマースに関する研究,（３）製品販売企業とその製品を購買する企業

との取引関係に関する研究（両社間の関係性や企業を取り巻くネットワーク関

係性に着目した議論）,（４）BtoC マーケティング同様にマーケティング・ミ

ックスである４P を中心とした戦略展開に関する研究,（５）産業財企業のブラ

ンド構築（企業ブランド構築や技術・要素・成分ブランド構築に着目した議論）

に関する研究などがある125）。 

                                                  
125）  無論,これらの他にも産業財企業におけるインターナル・マーケティングの一

環として従業員向けのマーケティング教育に関する研究[井原 2006],産業財

企業のコミュニケーション戦略としての広告に着目した研究[大友 2002],産

業財流通業者の分類に関する研究[宮澤 1994]などいくつかの視角で BtoB マー

ケティングの研究が行なわれている。また,どのような基準に沿って BtoB マー

ケティング研究を分類するかは,本章の目的ではないため,（１）～（５）が正
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例えば営業力に関する研究では,藤井,広田[1998]が顧客からの需要を「設備

需要」と「製品搭載需要」の 2 分類に分け,それぞれのビジネス課題おいて,8

つの営業活動ポイントがあることを指摘している（図１）。 

但し,藤井,広田の研究の中で,具体的に営業活動に分類した事例について,ど

のような営業活動を展開し,どのような特徴や課題があるのか,といった記述は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e コマースに関する研究では,余田[2007]が電子市場の NC ネットワークに関

する事例を取り上げ,電子市場に参加するサプライヤー企業 2 社のマーケティ

ング・マネジメントについてその特質を明らかにしようと試みている。 

但し,余田の研究の中では電子市場におけるマネジメント変数はネット上で

の工夫,製品政策,リアル対応,の 3 つ要素についてのみであり,マーケティン

グ・マネジメントの要素としては少ない。ユーザー数やクリック率,リピート率

など Web マーケティングで取り扱われる基本的な要素は考慮されていない。 

また,Sculley and Woods[2001]は,産業財企業のネット取引に関する４つのモ

デル（①メンバーシップ・モデルとオーナーシップ・モデル,②取引モデル,③

戦略提携モデル,④収益獲得モデル）を紹介し126） ,代表的なネット取引所 11 か

所について解説を行なっている。 

                                                                                                                                                  
確な分類を示しているものではない。尚,BtoB 研究のアプローチに関しては,

この後記述するため,分類からは除外してある。 
126）  それぞれのモデルについては Sculley and Woods[2001]pp.86-142（邦訳）を

参照されたし。 

出典：藤井昌樹,広田幸男『産業財マーケティング』,東洋経済,1998,p.130 より。

図 1 ビジネス課題類型による営業活動のポイント 
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但し,Sculley and Woods の研究では産業財企業のネット取引を「n:n」を取

引所と定義しており,「1:n」「n:1」の場合は取引所としていない。例えば,アッ

プル社が運営しているアップルストアやグーグル社が運営しているグーグルプ

レイ,GE 社が運営している GE ストアは,ネット取引所の中に入れて議論はされ

ていない。 

 製品販売企業と購買企業との取引関係に関する研究では,高嶋[1998]が顧客

適応の組織作りに関して健康機器等メーカーであるオムロン社の事例を取り上

げているほか,標準化によってコスト優位性を形成しようとする計測機器等の

メーカーであるキーエンス社と産業用ロボット等のメーカーであるファナック

社の事例を取り上げている。 

 但し,高嶋の研究では,個々の業界ごとの取引やマーケティングの理論を想定

することは現実的ではなく,産業財企業において共通して重視される,企業間の

取引関係をめぐる基本戦略として,顧客適応戦略と標準化戦略の二つを議論す

ることが目的としてあげられている。だが,基本戦略のもとで企業ごとに異なる

戦略行動を展開することはありうる,としている。また高嶋は,顧客適応戦略と

標準化戦略を対照的な戦略として捉え,どちらかの戦略を企業が選択しなけれ

ばならず,それは市場環境や技術的条件などに基づいて決定する必要がある,と

述べている。 

このように,高嶋は産業財企業のベースとなる戦略的な考え方として顧客適

応戦略と標準化戦略を提示しているため,個々の業界の特殊性や取引慣行など

は捨象している。そのため,産業財企業におけるマーケティングのタイプや競争

の型127）などについて比較する議論はできない。 

マーケティング・ミックスである４P を中心とした戦略展開に関する研究で

は浜中,角澤[2010]が金属加工機械メーカーであるアマダ社を取り上げ,市場セ

グメント戦略,商品企画戦略,製品販売戦略,顧客とのコミュニケーション戦略

などについて,調査項目の一覧表を基にインタビュー調査した内容をまとめて

いる。 

                                                  
127）  入山[2015]を参照されたし。 
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浜中,角澤の研究では,アマダ社は,斬新なマーケティング手法を駆使してき

た,としてアマダ社のマーケティング戦略を分析するとともにアマダ社の事例

をベースに産業財マーケティング戦略の実践マニュアルを提示している。   

しかし,アマダ社が金属加工機械業界の先端事例,代表事例,逸脱事例,原型事

例なのかといったことが単独事例であるが故,不明確である128）。 

また,Harrington and Tjan[2008]は,自らが経営する企業を事例に取り上げ,

自社製品・サービスを購入する購買担当者をターゲットとするのではなく,エン

ド・ユーザーの目的や望んでいる商品・サービスを把握したうえで自社製品・

サービスの開発を行なうべきとの見解を述べている。 

但し,Harrington and Tjan の研究では,所謂 BtoBtoC のマーケティング・フ

ローが前提となっているため,研究の中で言われているような考え方や自社製

品開発などが BtoBtoB のマーケティング・フローでも可能なのか,といったこと

に関する検証はされていない。 

産業財企業のブランド構築に関しては余田,首藤[2006]が産業財企業におけ

るブランド構築の必要性やブランドが従業員・投資家等へ与える影響等につい

て論じながら,BtoB ブランド構築のシナリオづくりについて論じている。 

 また,主に 終製品に組み込まれている技術や素材,部品などに名前を付け,

他社製品と差別化しようとする技術ブランド・要素ブランド・成分ブランド等

に関しては高井,宮崎[2009]や崔,北島[2009]などの研究がある。 

余田,首藤,高井,宮崎,崔,北島らの産業財企業のブランド研究は,BtoB マー

ケティング研究の中で今後も議論されていくテーマであると考える。なぜなら

ば,マーケティングはコモディティ製品を市場へ供給することではなくブラン

ドを市場で確立することを目指しているからである[田村 2001,pp.249-250]。

それは消費財企業も産業財企業も同じである,と考える。 

但し,原則,顔の見えない BtoC 市場の消費者向けのブランド化と顔が見えて

いる特定の顧客との取引が中心となる BtoB 市場でのブランド化では購買側の

感情が異なると考えられる。 

                                                  
128）  単独事例を扱う場合の研究方法については田村[2006]がある。 
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それは,ブランド化の目的が知名度や認知度の向上だけではなく,収益面にお

いて競合他社よりも自社製品がプレミアム価格で購入されることを念頭に置い

ているからである。 

例えば,BtoC 市場においてはブランド品やブランド企業には憧れや尊敬の念

が抱かれる（そうなる様にマーケティングを行なう）。そうした背景を利用し,

ブランド企業が販売するブランド品はプレミアム価格で製品を販売することが

可能となる。ブランドには,憧れや尊敬の念と言った人間的な感情が背景として

存在している。 

しかし,BtoB 市場では,購買企業が販売企業を同等のパートナーとして見て

いるのか,または,下請け的な存在として扱っているのか,と言ったことで,産業

財企業のブランド化の進め方は異なるのではないか。 

購買企業側が販売企業の企業価値が高かいことを評価していたり,取り扱い

製品の品質を高く評価していたとしても,購買企業側は,販売企業や取り扱い製

品に対し,憧れや尊敬の念を抱くことが本当に出来るのだろうか。憧れや尊敬の

念からプレミアム価格で製品を購入するのだろうか。プレミアム価格で購入す

ることがあっても,その理由は製品品質等が競合他社に比較し,明らかに差があ

る場合等に限られるのであって,売手企業に対する憧れや尊敬の念からの理由

とは異なるのではないか。 

先行研究においては,そうした購買企業と販売企業の立ち位置やそこに根差

す人間的な感情の機微について,詳しく議論されているわけではない。 

上記の様に,BtoB マーケティングに関する研究はいくつかのカテゴリーに分

かれ,研究が進められているが,それぞれの課題もいくつか存在している。 

 

２ 研究者と産業財業界のマーケティング認識ギャップ 

一方,研究者サイドとは別に,高嶋[1998]の中でも記述されているが,産業財

企業に勤める人たちの間では『産業財にマーケティングは関係ない』『マーケテ

ィングよりも技術』との発言がよくある,と述べられている。 

高嶋の研究は約 20 年前の研究であるため,産業財企業サイドで,現在もそう

した声が増えているのか減っているのかは定かではない。しかし,そうした現場
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の声がある中,高嶋は研究者として産業財企業間の「取引関係」について分析す

ることが重要であることを指摘している。 

取引に関しては田村[2001]が詳しく解説しているので,それを参考にすると,

取引とは目的実現の機会を握っている他者に向かっての主体の働きかけと,そ

れへの相手の反応である,としたうえで,取引には価格と数量との重要な取引条

件がある。また,支払条件や物流条件も重要である。更に,取引には探索,交渉,

履行の取引過程が存在する,と指摘している。 

そして,多くの売手の関心は,同じ買手との取引を継続的に行なうことに向か

う。なぜならば,顧客探索の過程を省略でき,場合によっては,交渉過程も簡素化

できる。その結果,取引効率性が向上するからである,と指摘している。 

更に,取引が同じ買手と継続されるようになると,顧客の探索,交渉,履行とい

う取引過程は,一方通行から円環に変化していく。取引が継続されるということ

は互いに信頼関係が形成されるため,取引は単なる交換型取引から関係型取引

へと質的に変化する。 

従って,企業においては,市場で新規顧客を探す探索よりも,既存顧客を維持

する活動に主眼が置かれていく傾向にある129）。但し,衣類や家電,自動車といっ

た消費財においてはデザインの流行り廃り,ティッシュペーパーや白物家電と

いったコモディティ製品では価格が購買意思決定に大きな影響を与えるため,

既存顧客を維持していくことは難しく,会員制の特典付与やブランド化による

ファン層の獲得など様々な顧客維持活動が展開されることになる。 

それに対し,素材や部品などを取り扱う産業財では新素材,新部品などもある

が,新しい素材や部品は,既存品と比較して安全性が確保できるのか,耐久性を

どこまで担保できるのか,安定的に供給が行なえるのか,といった製品性能・機

能,取引条件などに関する基準が製品購入の主な関心事となる（無論,価格も主

な関心事のひとつである）。 

                                                  
129）尚,産業財の場合,自動車産業を例にすると,自動車メーカーを頂点に,部品メー

カー等が系列化されているが,自動車メーカーの海外進出に伴い ,系列化が崩れ

てきているため ,部品メーカー等は系列以外の顧客を新たに開拓しなければなら

ない状況になっている。  



128 
 

買手企業は,新しい売手企業と取引する場合,探索,交渉,履行との取引過程に

かかる費用が大きくなる。従って,新しい売手企業との交換型取引よりも信頼関

係が構築されている関係型取引に重点が置かれる。 

特に,医療機器や飛行機,自動車など大量の人命に直結する製品の素材や部品

ではよりそうした傾向が強い。また,全世界で何億,何十億個も販売するような

スマートフォンなどでは,一つの素材や部品の不具合で製品回収が発生したり,

製造物責任法の解釈によっては賠償責任などが発生するため,ブランド毀損の

リスクもあるが,費用面でのリスクが新素材,新部品には潜んでいる130）。そのた

め,半導体の素材や部品に関しては,単なる交換型取引よりも関係型取引が中心

となる。 

この関係型取引をマーケティング活動としてとして捉えようとしているのが

1 章で取り上げたリレーションシップ・マーケティングである。 

尚,田村[2001]を参考にすると,取引の主な活動は,製品価格,製品納入数量,

支払条件,納品期日などの交渉業務,及び,顧客の苦情処理,アフターサービス,

売上代金回収などの履行業務となる。 

それらの業務が信頼関係の上で行われているのであれば,一般的なマーケテ

ィングのイメージである,新規顧客を探索するための広告・宣伝や新製品開発や

新規顧客開拓のための市場調査といったマーケティング機能は必要ないこと

になる（尚,これらの機能はマーケティングの一部分でしかない）。 

従って,産業財企業に勤める人たちが,広告・宣伝や市場調査をマーケティン

グだと認識（ある意味,誤解）しているならば,『産業財にマーケティングは関

係ない』との発言が出てくることになる。産業財企業の人たち自身は,自社製品

の販売を通し,関係型取引業務を行なっているのであり,マーケティング活動

（リレーションシップ・マーケティング）を行なっているとの自覚がないこと

になる。 

別の見方をするならば 1 章で記述したが,マーケティングとは,第一義的には,

原則,企業などから顧客などへの「好意形成」や「顧客満足」及び「結果として

                                                  
130）例えば,サムスンの新製品であるギャラクシーノート７に採用されているバッ

テリーからの発火問題では,リコール総額費用が 1000 億円以上と言われてい

る。 
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の利益」を獲得（別の言い方をするならば顧客創造：新規顧客獲得・既存顧客

維持）するための時間的・空間的変化を伴う相互コミュニケーション活動であ

るとともに, ブランドを含む製品やサービスなどを媒介とした取引や交換活動

である。 

また,第二義的には, 相互コミュニケーション活動及び取引や交換活動は,競

合や補完業者を含む外部環境を考慮し,常に変化／進化し続ける活動である。 

そして,マーケティングの主体となる企業などにおいては,相互コミュニケー

ション活動,取引や交換活動及び外部環境を考慮した企業マネジメントである。 

これをマーケティングとするならば,産業財企業の組織全体として,上記した

ようなマーケティングに対する認識を共有し,マーケティング機能間の統合＆

組織部門間の統合及び内的一貫性や外的一貫性などの統合的努力をマネジメン

トしているのか,と産業財企業に勤める人たちに問えば,恐らく疑問符が付く回

答になるだろう131）。 

従って,そうした意味では産業財企業ではマーケティング活動が実施されて

いないのではないか,とみることも可能である。 

上記で議論してきたように,産業財企業が現場で実施している顧客対応活動

を営業力中心の販売・取引活動とみるのか,外部環境を考慮し,顧客等との相互

コミュニケーション及び開発・製造・販売と言った組織全体の機能統合を含め

たマネジメント活動によって,顧客創造（新規顧客獲得・既存顧客維持）を行な

うマーケティングとみるのかは,販売・取引活動をどのように定義し,捉えるの

か,また,マーケティングをどのように定義し,どのように捉えるのか,による,

研究者サイドと現場サイドの視座の差で異なると考える。 

本章では,1 章で示したマーケティングの定義・捉え方に沿い,産業財市場に

おいて産業財企業が顧客創造（新規顧客獲得・既存顧客維持）を行なうための,

顧客等との相互コミュニケーション及び外部環境を考慮し,開発・製造・販売と

                                                  
131）  尚,同じ質問を消費財企業にした場合,どのような回答が返ってくるのかは分

からない。そう考えると,消費財企業,産業財企業いずれにおいても,マーケティ

ングを組織的に機能させている企業がどれほどあるのか,という疑問も沸いてく

る。コトラーは,世界の企業がマーケティング 4.0 へ向かっている中,日本企業の

大半はマーケティング 1.0 だと指摘している（2014 年来日時 TV での発言）。 
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言った組織全体の機能統合を含めたマネジメント活動132）を BtoB マーケティン

グとしたい。 

 

３ BtoB マーケティングの範囲と BtoC マーケティングとの相違 

BtoB マーケティングの範囲や BtoB マーケティングと BtoC マーケティングの

相違については Pacenti[1998]が参考になる（図 2,図 3）。 

Pacenti は,BtoB マーケティングの範囲を図 2 の様に示している。そのうえ

で,BtoC マーケティングでは,有形,無形を問わず,財やサービスによって顧客

が享受できるすべてのメリットや便宜が顧客価値であり,製品に感性価値（イメ

ージ）を加え顧客価値を増大させることが重要である,としている。それに対し

BtoB マーケティングでは,BtoC マーケティングの顧客価値に加え,サービス価

値（顧客のニーズを取り入れた製品開発を含む一連のビジネス・プロセス,製品

購買後に提供される特別なサービスなど）を更に加え,顧客の企業価値を向上さ

せることが重要である,と指摘している（図３）[pp.24-34]。 

図２ BtoB マーケティングの範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
132）マネジメント活動は,市場構造や組織構造を踏まえ,顧客創造との組織目的を遂

行するための手段として,組織行動プロセスをどの様にマネジメントしているの

か,との意味である。   

素材産業  

原材料  部品 消費財企業

2  

消費財  

サービス

ＢｔｏＣマーケティングの領域  

ＢｔｏＢマーケティングの領域

消費財  

出典：Pacenti (1998),Business marketing,(近藤修司・鈴木剛一郎監修, 
高達秋良監訳『B2B マーケティング』,ダイヤモンド社,2000,p.25 より加筆) 

流通  
終  

消費者  

第 1 次産業  

（農業など） 

サービス  

会社  

企業
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図３ BtoB マーケティングと BtoC マーケティングの違い 

 

 

 

 

 

 

また,高嶋・南[2006]は,BtoB マーケティングには,「合目的性」「継続性」「相

互依存性」「組織性」の 4 つの取引特徴があり,この特徴によりマーケティング

部門や開発部門,営業部門などがシームレスに統合された取引活動として行な

われるが,BtoC マーケティングはそれぞれの部門が明確に分断されている,と

して,BtoB マーケティングと BtoC マーケティングの相違をマーケティング・プ

ロセスにあることを指摘している。 

更に,高嶋・南は,BtoB マーケティング研究のアプローチには「市場」と「関

係」の 2 つの側面があると指摘している[pp.12-13]。例えば,新規顧客の企業を

獲得しようとする場合は,市場へアプローチしていることになる。市場をセグメ

ントし,供給側企業は自社製品について,ターゲットを定め,自社製品等の情報

を伝え,製品プロモーションを行なうことが重要となる。 

一方,既存顧客の企業と継続的な関係や相互依存的な関係を維持する場合は,

関係を重視したアプローチとなる。この場合,当該顧客からどの様な需要情報を

得るかなどを含め,人的な営業活動の役割が重要となる。BtoB マーケティング

では,多数の新規顧客を対象とした市場を想定したマーケティングと特定少数

の顧客との取引関係を想定したマーケティングとが並存する,と指摘している。 

 次節では上記で指摘されるような特徴や研究アプローチの側面がある BtoB

マーケティング研究のアプローチに関する先行研究に関し,その変遷や特徴と

問題点について分析,考察したい。 

 

 

 

 

出典：Pacenti (1998),Business marketing,(近藤修司・鈴木剛一郎監修, 
高達秋良監訳『B2B マーケティング』,ダイヤモンド社,2000,p30 より加筆)
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第３節 BtoB マーケティング研究のアプローチについて  

 

BtoB マーケティングの研究アプローチは,Bonoma, al[1978],余田[2000]によ

れば,その前提に 3 つの基本的なマーケティングのパラダイムが存在し,そのパ

ラダイムに沿って,BtoB マーケティングの研究アプローチが議論されている。 

3 つの基本的なパラダイムとは「ユニット・パラダイム」「システム・パラダ

イム」「ダイアディック・パラダイム」である133)。「ユニット・パラダイム」と

は,単一行為者の行動を研究対象とするもので,消費者行動論,多属性態度モデ

ル,情報処理モデルなどがこの範疇に含まれる。「システム・パラダイム」は,

一般システム理論,構造機能主義に依拠し,組織あるいは集合体の環境適応行動

が研究対象となる。環境適応行動の対象は単一の組織であり,刺激‐反応型の分

析となる[野中 1979]。「ダイアディック・パラダイム」は二者間（ダイアド）

を分析単位とし,マーケティング行為者間の結びつき,共有された経験,相互依

存性などの社会的相互作用を研究対象としている。この様なダイアディック・

モデルは,それ以前にコンティンジェンシー理論に基づいた組織関係論や流通

チャネル論が影響していると指摘されている[余田 2000]。 

この様な 3 つのマーケティング・パラダイムのいずれかに依拠した形で,BtoB

マーケティングの研究アプローチが存在していることになる。 

福田[2002]を参考にすると,BtoB マーケティングの研究には「商品類型アプ

ローチ」「組織購買行動アプローチ」（ユニット・パラダイム）「相互作用アプロ

ーチ」（ダイアディック・パラダイム）「ネットワーク・アプローチ」（システム・

パラダイム）の 4 つのアプローチが存在している。 

この他にも,Möller and Wilson[1995]が指摘する「取引コスト・アプローチ」

「政治経済アプローチ」「インタラクション・アプローチ」「ネットワーク・ア

プローチ」の 4 つに分類する方法もある。また,市場タイプと取扱い財の分類か

                                                  
133）嶋口[1995,pp.174-185]は,マーケティングの思考や行動の枠組みをマーケティ

ング・マネジメント・パラダイムと呼び,その中心的なパラダイムは「刺激・反

応パラダイム」「交換パラダイム」「関係性パラダイム」と徐々に変遷を遂げてい

る,としている。このパラダイム変遷に沿えば商品類型アプローチは刺激反応パ

ラダイムに,組織購買行動アプローチは交換パラダイムに相当し[余田 2000],相

互作用アプローチとネットワーク・アプローチは,関係性パラダイムに相当する

と考えられる。 
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ら示された Eiriz and Wilson [2006]が指摘する「サプライ・チェーン／チャ

ネル・マネジメント」と「相互作用／ネットワーク・アプローチ」の 2 つに分

類する議論もある[大平 2012]。 

この項では BtoB マーケティングの研究アプローチの発展とその構造にも触

れたいと考えるため,発展経緯と構造を踏まえた分類である「商品類型アプロー

チ」「組織購買行動アプローチ」「相互作用アプローチ」「ネットワーク・アプロ

ーチ」４つのアプローチ沿って,その特徴や問題点を分析,考察する。 

 

１「商品類型アプローチ」 

BtoB マーケティングの研究は,Copeland[1924]がその先駆者としてあげられ

る。彼は,BtoC マーケティングを所与のものとして BtoB マーケティングとの「差」

を購買動機にあるとし,それによって販売方法の選択と商品計画の設定が異な

ると論じている。 

そして,BtoC マーケティングは,消費者個人の本能的・感情的な欲求充足を対

象にするのに対し,BtoB マーケティングは,企業的・経営判断的配慮に基づく合

理性を対象にするとの捉え方をしている。 

また,BtoC マーケティングでは,取扱う商品を 寄品,買回り品,専門品など

と分類できる様に,BtoB マーケティングにおいても設備関連機器,補助備品,用

度品,加工材料部品,原料の 5 つに分類でき,それぞれの製品特性や購買方法に

対応した,販売方法の選択を行なえば良い,としている。 

すなわち,商品特性と需要側企業の購買方法が決まれば,適切なマーケティン

グ手法が生み出されるとするマネジリアル・マーケティングの思想が組み込ま

れたアプローチを提示している。 

Copeland の研究は,Corey[1962],Wilson[1965],Alexander et al[1967], 

Fisher[1969],Dodge[1970]らへと引き継がれていくが,BtoC マーケティングと

BtoB マーケティングの相対的な「差」を市場,購買者の性質,商品マーケティン

グの特性比較に求め,BtoB マーケティングの特徴,あるいは原理原則を展開し

ようとする,と言う意味では同じ研究アプローチである[野中 1974a,p.159]。 
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＜商品類型アプローチの問題点＞ 

Copeland の商品類型アプローチにはいくつかの問題も指摘されている。先

ず,BtoC マーケティングを所与として BtoB マーケティングとの「差」を論じて

いることであり,「差」を軸に補足修正している,との点である[野中 1974a]。   

また,商品の合理的な分類体系を作り出すための手法が用意されていない,と

の点である[Sheth et al.,1988]。更に,商品とマーケティング手法の関係を 1

対 1 の対応関係と見ている,との点である[福田 2002]。 

 

２「組織購買行動アプローチ」 

組織購買行動アプローチは,消費者行動論と企業の行動科学的理論からの影

響を受け,組織購買における意思決定に着目した捉え方であり,単一行為者の行

動が刺激反応パターンの学習モデルによって説明できるとの前提に立っている

[高嶋 1988,p134][余田 2000,p.28]。 

Moriarty[1983]によれば,組織購買行動アプローチは,（１）タスク・オリエ

ンテッド・モデル,（２）ノン・タスク・オリエンテッド・モデル,（３）意思

決定プロセスモデル,（４）複合モデルに分類される。特に,複合モデルである

バイグリッド・モデル,Webster and Wind モデル,Sheth モデルの 3 つは組織購

買行動アプローチ研究への貢献が高いと言われているため[余田 2000,p.81],

この 3 つのモデルについて概観する。 

 

＜バイグリッド・モデル＞ 

Robinson,Faris,Wind[1967]は,組織購買行動において,誰が参加するのか,と

の観点で購買センターとの概念を提示した。購買センターの構成員には,使用者,

影響者,決定者,購買者,ゲートキーパー（購買センターへの情報の流れを制御す

る人）の 5 名の意思決定者が存在し,①問題の認知,②必要品目の特徴と量の決

定,③必要品目の特徴と数量の記述,④リソースの探索,⑤見積もり取得と分析,

⑥見積もり評価と供給業者の選定,⑦発注手続きの選択,⑧成果のフィードバッ

クと評価の 8 段階の意思決定段階があると指摘している。そして,購買状況とし

て,初購買タスク,修正再購買,直接再購買の 3 つの購買状況（バイ・クラスと呼
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ばれる）の軸を設定すると共に,問題の新規性,必要情報量,新規代替え製品の検

討との 3 つの軸による 3×3 のバイグリッドを提示した（図４参照）。 

 

図４ 3×3 のバイグリッド 

 

 

 

 

 

例えば,初めての購買においては,問題の新規性が高く,必要な情報量は多く

なり,新規代替え案の検討は重要課題となる,と言うことである。また,以前に購

入している購買品に関しては,問題の新規性も低く,情報量も少なく,新規代替

え案の検討もすることはない,と言うことである。すなわち,購買者における購

買の意思決定は,購買状況によって複雑に異なることを示している。 

この様に購買状況には,組織としての情報処理過程の複雑性と購買センター

構成員のコンセンサス形成過程の複雑性の 2 つが含まれていることを意味して

いる[高嶋 1988]。 

 

＜Webster and Wind モデル＞ 

Webster and Wind[1972]は,組織購買意思決定過程のフローを記述し,環境と

組織,個人それぞれの情報処理過程が複雑に絡み,購買意思決定へつながること

を示している。そして,組織購買行動アプローチの特徴として以下の指摘をして

いる。 

①複数の人間が購買に関係するため,購買センター（構成員は,使用者,影響者, 

決定者,購買者,ゲートキーパー）の概念が必要である。 

②製品,サービスに関する複雑性（購買行動の環境的規定要因として,物理的環 

境,技術的環境,経済的環境,政治的環境,法的環境,文化的環境がある一方,購   

買行動の組織的規定要因として,組織風土：物的,技術的,経済的,文化的なも   

のがあるため,複雑な組み合わせになる）を持っている。 

③短期よりも長期の意思決定に比重がある。 

出典：Robinson,Faris,Wind[1967],  Industrial buying and creative 
marketing. Allyn, Boston から加筆。 
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④長期の意思決定のため,マーケティング・インプットとアウトプットにはタイ 

ム・ラグが生じる（組織は環境からのインプットを処理し,環境にアウトプッ 

トを送り出すとの考え方[Evan1966]に基づく）。 

⑤組織は個々に異なっており,ひとつの組織が独立したマーケット・セグメント 

を構成している。 

⑥組織を構成する人間は完全に合理的でも感情的でもなく,意思決定や行動は 

様々な職務上の変数（例えばスペックへの適合）あるいは職務外の変数（例 

えば人事評価方法）によって影響を受ける。 

 

＜Sheth モデル＞ 

組織購買は,組織としての様々な情報処理過を経ると同時に程購買センター

の構成員間のコンセンサスを形成し,購買共同意思決定へと進むことになる。 

Sheth[1973]は,組織購買の意思決定過程を個人の意思決定と共同意思決定に

分け,その規定要因を製品特性要因と組織特性要因に分けている。その中で,共

同意思決定が行なわれる場合,購買センター構成員のコンセンサス形成過程の

複雑性について言及している。 

購買意思決定に関与する構成員は,コンフリクトを解消しコンセンサスを形

成する必要がある。しかし,構成員が入手する情報源の相違や専門教育の違い,

ライフ・スタイルなどの個人的なバックグラウンドなどによってコンフリクト

が生じる可能性がある。 

また,所属する部門の違いや部門の違いによる納期や品質への期待感の相違

などによってもコンフリクトが生じる可能性がある。 

購買共同意思決定においては上記の様な構成員間の様々なコンフリクトを解

消し（問題解決,説得,交渉,政治工作がその手法としてあげられている）,コン

センサスを形成しなければならないとしている。 

 

＜組織購買行動アプローチの問題点＞ 

組織購買行動アプローチにもいくつかの問題が指摘されている。先ず,組織購

買行動アプローチは,組織購買意思決定過程の記述モデルに主な関心があるた

め,BtoB マーケティング全体の一分野でしかない[野中 1974a]。また,意思決定
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過程記述モデルの構築には固有の困難性が伴い,普遍妥当性に当てはまる唯一

真の意志決定過程が存在するのか,普遍的な意思決定過程は,組織の特徴,種々

の意思決定段階に含まれる人間,購買状況,仕事の重要性の「差」により個別に

展開するのではないのか[野中 1974a]。 

更に,組織購買行動アプローチは,販売は購買の映像（mirror image）である

との仮定立っており,購買行動が解明できれば,売手側の販売行動は自動的に展

開できるのであろうか,販売面にも購買面に匹敵するあるいはそれ以上の固有

の研究領域があるのではないか,との点である[野中 1974a]。これに関しては,

福田[2002]も BtoB マーケティングの元来の目的が,売り手企業のマーケティン

グ活動に対するインプリケーションの提供であるにもかかわらず,買い手企業

の購買行動に関する理解を売り手企業の組織的なマーケティング活動へどの様

に変換していくのかについての枠組みが十分に論じられていないと批判してい

る[p.98]。 

この他にも,継続的で多製品包括的な取引関係を購買企業が選択したり形成

しようとする購買活動が企業においては一般的であるため,それらを組織購買

行動アプローチで説明するには限界がある[高嶋 1988]との指摘や買い手の相

互関係が市場特性や売手間の競争と協調関係,売り手と関連組織との相互依存

関係など,多岐に渡っての視角が必要なのではないか,との点も指摘されている

[野中 1974][高嶋 1988]。 

 

３「相互作用アプローチ」 

組織購買行アプローチの問題点で,野中,高嶋が指摘しているように,組織購

買行動アプローチには,売手と買手の協調関係や相互関係など組織間関係の説

明に欠ける点がある。この組織間関係における売手と買手の長期,継続的な関係

134）に分析焦点をおき,自発的かつ積極的な相互作用のプロセス,あるいは売手

と買手の相互問題解決プロセスとして認識されている[Cheung and Turnbull 

1998][Ford 1998][福田 2002]のが相互作用アプローチである。 

                                                  
134）長期,継続的な関係とは,売手と買手の関係で言えば,継続的取引を指し,これを

関係的交換（relational exchange）として,1 回ごとの個別的取引（discrete 

transactions）と区別することが指摘されている[Macneil1980] 
[Dwyer,Schurr,Oh 1987]  [島田 1990]。 
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長期,継続的な関係が注目される理由には,経済的現象として,取引コスト・ア

プローチで指摘される様に,産業財の場合サプライヤーを変更することのコス

トが,消費財に比べ高いために長期関係が維持されやすいこと,受給を事前にコ

ントロールすることで環境の不確実性を削減できること,情報の不完全性や個

別的取引で生じやすい機会主義的行動をコントロールできるため取引コストの

削減につながること,管理的手続きを通じて取引を定型化することが可能なた

め取引コストが削減できること,などがあげられている[余田 2000,pp.33-34]。 

また,政治的現象として社会の諸側面にパワーとコントロール・システムが存

在するため,継続的な関係性を通しパワーを用い,諸目標（価値）を実現させよ

うとすることへの有効性についても指摘されている[Arndt1979][島田 1990]。 

この他にも意思決定やリスクに対する許容度などの企業文化的な側面からも

長期,継続的な関係が注目されているとの指摘もある[Sheth and Shah 2003, 

pp.628-630]。 

この様な,長期,継続的な関係に分析焦点をおいた,相互作用アプローチは,組

織間関係研究で用いられているコンティンジェンシー理論,資源依存モデル,組

織セットモデル,取引コスト・アプローチなどの理論背景135）を持った関係性マ

ーケティング136）のアプローチのひとつとして位置付けられる。 

渡辺[1996]によれば,関係性マーケティングは,イギリスやオーストラリアで

研究されているＡＡアプローチ（Angro-Australian approach）,4Ｐに代表され

る操作変数を用いた市場への働きかけを重視する北米流のマーケティング・ミ

ックスに対抗するパラダム構築を志向してきたスェーデンやフィンランドで研

究されているＮＲアプローチ（Nordic approach）,そして北米で研究されてい

るＮＡアプローチ（North approach）の 3 つのアプローチがあると言う。 

                                                  
135）コンティンジェンシー理論に関しては Burns and Stalker[1961],Lawrence and 

Lorsch[1967],資源依存モデルに関しては Preffer and Salancik[1978], 

Pfeffer[1987],組織セットモデルに関しては Evan[1966],取引コスト・アプロー

チに関しては Williamson[1975]などを参照されたし。 

ここであげた例以外にも,組織間関係を分析するアプローチには,協同戦略アプ

ローチ,制度化アプローチなどがある[山倉 1993]。 
136） 関係性の概念に関しては,嶋口[1995]によれば,関係性（リレーションシップ）

と関係（リレーション）は異なり,関係性には,相互信頼に基づく崇高なスピリッ

ツや精神優秀性などの価値を含んでいると言う。 
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特に,ＡＡアプローチでは①サービス・マーケティング論,②産業財における

企業間関係論,③クオリティ・マネジメント論の 3 つの研究領域を基礎にし,交

錯部分を関係性マーケティングとして捉えていることに特徴がある。また,ＮＲ

アプローチでは,マーケティングを顧客関係の構築と管理の相互的過程と見な

すと共に産業財マーケティングにおける相互作用ネットワーク理論をマーケテ

ィング過程の分析に適用するところに特徴がある[pp.20-21]。 

このアプローチに関しては,Håkansson[1982]ら北欧を中心とするヨーロッパ

の研究者が参加する IMP（International Marketing and Purchasing）グルー

プの研究が BtoB マーケティングにおける相互作用アプローチの嚆矢としてあ

げられる[渡辺 1996,p.20]。ここでは,Håkansson（IMP）の相互作用モデル（図

４参照）を中心に概観する。 

先ず,このモデルは,BtoB マーケティングにおける購買は,特定の環境の範囲

内の売手と買手の間の相互作用プロセスとして説明される。 

そして,このプロセスは 4 つの基本要素から成り立っている。それは（１）相

互作用プロセス,（２）相互作用プロセスの参加者,（３）相互作用プロセスが

生じる環境,（４）相互作用プロセスに影響を受ける雰囲気,である。 

特に,このモデルが重要視しているのは,売手と買手の間で行なわれる相互作

用プロセスである。相互作用プロセスは,交換エピソードと呼ばれる,製品／サ

ービスの交換,情報交換,金銭的交換,社会的交換及び関係と呼ばれる制度化と

適合化である。 

交換エピソードは,相互作用プロセスの参加者である売手と買手の長期の関

係作りの強化につながり,中でもコミュニケーションまたは情報の交換は,両者

間の役割関係と接触パターンによって構築され,役割関係と接触パターンは,売

手と買手の関係を分析する際の重要な変数であるとしている137）。 

また,社会的交換では売手,買手の双方の文化的距離が存在すると不確実性を

低減させることが難しくなるとも指摘している。 

                                                  
137）高嶋[1988]は,相互作用モデルを制度化,接触様式,適応化の 3 つの変数で捉え

られるとし,特に,適応化については一般的局面と適応的局面に分解し考察して

いる。 
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関係における適応化は,製品／サービスの交換や金銭的交換,技術,マーケテ

ィング戦略に関わる重要な意味を持つと指摘している。 

上記の様な相互作用プロセス以外にも,このモデルでは相互作用プロセスの

参加者である売手と買手を含む,国内外の市場構造や業界の水平・垂直構造など

にも触れている。更に,環境や相互関係を含め,直接的には測定が困難な相互作

用プロセスの媒介変数となる雰囲気（パワー／依存,連携,親密度,期待感）につ

いても言及している。 

こうした認識は,BtoB 市場においては現実的で,単なる物理的な製品の売買

だけでなく,製品やサービスに関わる様々な価値を,個人的,組織的,複合的に売

手が買手へ戦略的に提供し,買手は,提供された価値に対し,制度化,適応化,役

割関係,接触パターンを通し,売手へフィードバックする相互関係を示すものと

受け取れる（無論,その逆の流れで,買手が何らかのニーズを売手へ制度化,適応

化,役割関係,接触パターンによって要求し,売手は個人的,組織的,複合的に価

値を買手へ戦略的に提供することも存在する）。 

この様に,相互作用アプローチである Håkansson（IMP）の相互作用モデル（図

５）は,組織購買行アプローチとは異なり,売手と買手の長期,継続的な関係に着

目しながら,企業を取り巻くマクロ環境や組織戦略性にも着目した包括的なア

プローチである。 

図５ Håkansson（IMP）の相互作用モデル 

 出典：Håkansson[1982] International marketing and purchasing of industrial goods: 
An interaction approach. Chichester: Wiley and Sons.P.24 から加筆。 
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＜相互作用アプローチの問題点＞ 

相互作用アプローチにもいくつかの問題が指摘されている。先ず,相互作用ア

プローチでは,買手と売手の 2 者間の関係を基本的な分析単位としていること

である。BtoB 産業においては,売手企業であっても,買手企業となることが多く,

サプライ・チェーンで捉えた場合,２者間の関係は複数の組織で構成されるネッ

トワークから独立して行動できない為,ネットワーク構造の中で捉える必要が

あるとの指摘である[Achrol,et al.,1983][Stern and Reve 1980][Johnston,et 

al.,1999]。 

 また,組織購買行アプローチとの比較において,相互作用アプローチでは買手

企業内における部門間コンフリクトやリスク管理や情報探索に関する側面が考

慮していないこと,また,こうした買手企業の需要情報は売手企業の適応や生産

システムに影響を与えるが,そうした視角での考察に欠ける,との指摘もある

[高嶋 1988]。 

 この他にも,相互作用アプローチが長期,継続的な関係に分析焦点を置くこと

に対して,特定の売手が常にベストの条件を買手へ提供できるとは限らない為,

買手の利益にならない場合が生じる他,技術要素の強い製品開発の場合,特定の

売手とだけに依存していると,技術進歩に乗り遅れ,利益を毀損する,との指摘

がある[島田 1990]。 

更に,売手企業は特定の買手企業と長期,継続的な関係を築くことは,競争関係

にある第三者の供給業者を排除することになり,独禁法などを考慮した場合,競

争秩序と言う点で問題がある,と指摘されている[島田 1990]。 

 

４「ネットワーク・アプローチ」 

相互作用アプローチの問題点で指摘されている,売手と買手の２者間の関係

からのアプローチではなく,市場を複数の組織で構成される複雑なネットワー

クとして捉え,関係する企業の戦略やマネジメント,技術供与や社会的つながり

に着目し,売手と買手の相互利益を継続的に目指すための関係性を解明しよう
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とするのが,ネットワーク・アプローチである138)。ここでは [Anderson,et 

al.,1994][Ford,et al.,1998]を中心に概観する139)。 

先ず,ネットワーク・アプローチの前提として,BtoC マーケティングで利用さ

れるマーケティング・ミックスの開発を行なうようなプロセスでは,BtoB マー

ケティングにおける企業間の関係性や複雑性,多様性を不完全にしか捉えるこ

とができないため,複数の人間が関与する相互依存とネットワークの観点が必

要であることが指摘されている。 

その上で,BtoB マーケティングにおけるネットワークでは,企業の資源と活動,

人員が重要な構成要素であり,総体として,企業相互が存続していく為に,それ

らに関して互いに学ぶことが必要であり,例えば,売手及び買手のリレーション

シップについてポートフォリオを作り,相手企業が何を期待しているのか,リレ

ーションシップ構築に為に何を投入するのかをマネジメントすることである,

と指摘している。 

 

   

 

 

                                                  
138） Mattsson [1997]は,産業財取引における複雑な取引関係に組み込まれているこ

とに着目するアプローチをネットワーク・アプローチと呼び,サービス取引に源

流を置く関係性ライフサイクルの管理を積極的に行なうことに着目するアプロ

ーチをリレーションシップ・アプローチと呼んで,区別している。 
139） ネットワーク・アプローチの特徴については久保[2002,2008]を参照されたし。 

出典：Anderson,J.C.,Håkansson,H., and Johanson,J[1994],‘Dyadic business 
relationships within a business network context.’Journal of 
Marketing ,58(4),p.3 より。 

図６ 2 者間のリレーションシップ関係における企業同士の連携関係 
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ネットワーク・アプローチでは,相互作用アプローチと同様に,説明の中心は

売手と買手の相互作用にフォーカスされる（図６参照）。しかし,企業の購買市

場及び販売市場は単独で成立しているわけでは無く,各企業間のリンクが作り

出す幅広いネットワークで構成されているとの認識に立つ140)。 

しかし,各リンクは固定されているわけでは無いし,ネットワークに中心も明

確な境界も存在しない。そして,ネットワークそのものは,マネジメントされる

ことはない141）。 

ネットワークの特性は,ネットワーク内及びネットワークを構成する各企業

のリレーションシップ間で何が生じるかによって規定されるが,リレーション

シップのどの側面に注目するかでネットワークの特性は異なって捉えられる。    

例えば,技術開発に注目する場合と物流上の流れとかサービス供給に注目す

る場合とでは,ネットワーク特性は異なって捉えられる,と言うことである。 

こうしたネットワーク内におけるリレーションシップがもたらす価値は,（１）

行為主体間の結びつき：双方の組織メンバー間の社会的交換と相互学習の基礎

となる。（２）活動リンク：企業間の活動の調整程度を規定する142）。（３）資源

結合：個々の企業が持つ資源を相手企業のニーズに適応させること。この 3 つ

の価値が存在し,企業双方に利益をもたらすことになる。 

また,ネットワークにおける企業の主要なタスクは,売手も買手も相手の資源

にアクセスし,相手の資源と自らの資源を結合させることであるが,本質的には

スキルや知識などからなる技術的な資源の結合が企業双方の利益をもたらすこ

とになる。 

技術的な資源とは,（１）製品技術：製品・サービスを開発する企業の能力,

（２）工程技術：製品・サービスを実際に生産する企業の能力,（３）市場技術：

                                                  
140）  久保[2002,pp.43-44]は,特定の焦点企業から捉えたミクロ視点と集合から全

体的ネットワークから捉えたマクロ視点の 2 つの視点が,ネットワーク・アプロ

ーチにはあると指摘している。 
141）  ネットワークの中でマネジメントを行なう努力はなされるべきであるとは言

われている[Ford,et al.,1998,邦訳 p.286]。尚,ネットワークの概念をどのよう

に解釈するのかによって,ネットワークの持つ意味や機能,役割などが変化する。

例えば,サプライ・チェーンをネットワークと捉えるならば,サプライ・チェーン

をマネジメントしようとする主体が存在することになる。しかし,自動車とガソ

リン,ゲーム機とゲームソフトのような補完財同士もネットワークとして捉える

場合,サプライ・チェーンのマネジメントとは異なる関係が形成される。 
142）  調整概念に関しては,Arndt [1979]を参照されたし。 
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自社の製品・サービスを他企業のニーズと技術に関係づける企業の能力,の３つ

である。 

但し,こうした技術の獲得と利用は自身の製品や工程においてではなく,企業

間のネットワークの中で行なわれる。 

 この様に,ネットワーク・アプローチは BtoB マーケティングにおける企業間

の関係性や複雑性,多様性を説明するために,2 者間だけでなく,3 者間以上を分

析対象とし,企業の資源と活動,人員に着目し,それぞれの企業が置かれている

状況やコンテクストを重視し,企業利益に結び付けるための視角を提供してい

るアプローチである。 

 

＜ネットワーク・アプローチの問題点＞ 

ネットワーク・アプローチの問題点としては凡そ以下の様な点があげられる。

先ず,ネットワーク・アプローチの考え方にはネットワーク全体に関する議論と

ネットワークに組み込まれた売手と買手の 2 者間の議論との 2 元性が含まれて

いる。従って,実務的にネットワーク・アプローチをどの様に活用するとよいの

か,において明快さに欠ける点である[久保田 2008]。 

また,ネットワーク・アプローチは,売手と買手の 2 者間もしくは 3 者間以上

の関係性について着目しているが,例えば,売手及び買手の企業がネットワーク

を構築するために,組織内におけるマーケティング・コンセプトをどの様に共有

するのか,また,製品開発や製品購買を行なう為の組織編制や戦略策定及びそこ

に関わるコンフリクトの解消やコミュニケーションの推進をどの様に構築する

のか,と言った組織内部の構造に関わる視角に欠ける面がある。 

こうした問題点は,経済学の分野からも指摘されている。例えば塩沢[2000]

は,システム理論は,行為当事者の意思決定や行動に関する理論枠組みを持たず,

また行為の連環を全体の過程に接続する分析枠組みを持っていないため,社会

の研究理論としてマクロ経済学が持っていた欠落と同様の問題点を抱えている

[pp.59],と指摘している。 

また,ネットワークの領域をどの様に捉えるのか,と言ったことも問題点とし

てあげられる[Uzzi 1997][久保田 2008]。ネットワークにおいて,例えばクリー

ク（閥）やクラスター（集団）と呼ばれる範囲を考慮した場合,自動車業界であ
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れば,「系列」内をネットワークとするのか,自動車業界をネットワークとする

のか,インフラとしてのガソリンスタンドまでをネットワークとするのか,によ

って分析対象も分析範囲も異なる。 

また,鉄鋼業界と自動車業界は違うクリークやクラスターを形成しているが,

それぞれを別のネットワークと見るのか,同じネットワークと見なすのかによ

っても分析対象も分析範囲も異なることがあげられる。 

 

第４節 ４つのアプローチのまとめ 

 

 「商品類型アプローチ」「組織購買行動アプローチ」「相互作用アプローチ」

「ネットワーク・アプローチ」の 4 つのアプローチについて分析,考察してきた

が,これら 4 つのアプローチは,中心とする着目点の違いによって図７の様に整

理できる。 

 「商品類型アプローチ」は a)の様に売手企業と買手企業の間に媒介する製品

の分類に着目し,BtoB マーケティングを説明しようとするアプローチである。

その目的は,製品特性に応じたマーケティング手法の開発にあると考えられる。

しかし,売手企業の具体的な製品開発プロセスやマネジメントなどに着目して

いるわけでは無い。 

また,「組織購買行動アプローチ」は,ｂ）の買手企業の「購買行動」に着目

し,BtoB マーケティングを説明しようとするアプローチである。従って,売手企

業のマーケティング・コンセプトやマーケティング・マネジメントなどに着目

しているわけでは無い。 

そして,「相互作用アプローチ」は,製品「購買行動」にも配慮するが,ｃ）の

買手企業と売手企業の「相互作用」を中心的な着目点とするアプローチである。

「ネットワーク・アプローチ」は着目点を更に広げ,ｄ)の様に買手企業と売手

企業と関係する様々な企業との「連携関係」を中心的な着目点とするアプロー

チになっている。 

 これらも買手企業と売手企業間ないし連携企業との間を媒介する財としての

製品開発や組織内のコミュニケーションやマネジメントなどには着目していな

い。 
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研究アプローチの経緯として「商品類型アプローチ」から「ネットワーク・

アプローチ」への着目点の拡大は,BtoB マーケティングの視座がミクロ・マー

ケティングからマクロ・マーケティングへと発展・移行しているように受け取

れる。また,売手企業の製品開発やそれに伴う品質管理や配送,サービス（例え

ば,サービス価値の提供）と言った領域に関心が向いていないことも分かった。 

更に言えば,4 つのアプローチは,売手企業の組織力（例えば,製品開発力やトー

タルなマーケティング力の構築,それに伴う,市場志向などのマーケティング・

コンセプトの組織内への普及など）のメカニズム分析やメカニズム構築に関す

るインプリケーションを与えるようなアプローチとはなっていない（図７で言

えば e）と a)への着目）。  

加えて,余田[2000,p.16]が指摘しているように,BtoB マーケティングに対す

る企業成果をどの様に捉えるのか,と言った視角に関しても欠けている。 

 

 

 

 

 

図７ BtoB マーケティング研究における４つのアプローチの着目点 

出典：筆者制作 
a)は Copeland[1924] 
b)は Robinson,Faris,Wind[1967], Webster and Wind[1972], Sheth[1973] 
c)は Håkansson[1982] 
d)は Anderson,et al.,[1994],Ford,et al.,[1998] 
e)は野中[1974b],嶋口[1984],藤本[2003] 

などを参考にしている。 



147 
 

 BtoB マーケティングの研究目的にもよるが,福田[2002]や久保田[2008]が言

及しているように,BtoB マーケティングの目的が,売手企業のマーケティング

活動に対するインプリケーションの提供であるとした場合,ネットワーク・アプ

ローチに代表される社会経済的なマクロ・マーケティングのアプローチへと

BtoB マーケティングの研究アプローチが発展・移行していることは,実務的に

BtoB マーケティングをどの様に活用するとよいのか,と言う点においては難が

あるのではないか。無論,企業を取り巻く環境変化の構造を明らかにすることを

研究目的とするならば,マクロ・マーケティングのアプローチは有意義なことで

はある。 

 こうした点を含め,次項では概観した 4 つのアプローチ以外の BtoB マーケテ

ィング研究のアプローチについて考察してみたい。 

 

第５節 売手企業組織のマーケティング・メカニズムを解明する 

アプローチの可能性 

 

 ここでは売手企業の製品開発力やトータルなマーケティング力の構築,それ

に伴う市場志向などのマーケティング・コンセプトの組織内への普及など,BtoB

マーケティングを実施する売手企業へインプリケーションを提供できるような

アプローチ（図 7 で言えば e）と a)への着目）について,考えてみたい。 

なぜならば,ミクロ視座における BtoB マーケティングのアプローチをどの様

に捉えるか,にもよるが,古くは Shaw[1915, pp.27-35（邦訳）]が指摘する様に,

“企業の外部問題は,いかなる組織内部の政策も,関連した活動に対する社会の

姿勢を考慮せずには策定できないという意味で,内部問題となる”ことから,外

部環境に対する対応（ネットワークの構築など）は内部環境としての対応課題

となるため,企業の内部環境に着目することが,BtoB マーケティングの基本だ

と捉えるからである。 

こうしたことを踏まえ,売手側の内部環境に着目する場合,組織論や製品開発

論,戦略論などの研究アプローチから示唆が得られるため,それらの先行研究か
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ら BtoB マーケティングの研究アプローチに利用できそうな理論モデルなどい

くつか取り上げてみたい143）。 

 

＜組織論からの示唆＞ 

野中[1974]は,古典的産業組織論で言われている市場環境が市場行動へ影響

を与え,市場行動が市場成果へ影響を与えると言う,所謂 SCP パラダイムをベー

スとし,「組織」と「市場」の関係に着目した,フィードバック・サイクル・モ

デルを取り上げている144）（図８参照）。 

このモデルでは,市場を「市場構造」（例えば売手・買手企業の集中度など）

と「市場条件」（例えば技術変化のスピードなど）の 2 つに分け,市場は企業の

戦略に影響を与え,企業の戦略は組織構造に影響を与える。そして,成功した企

業の戦略と組織構造は市場にも影響を与える,と言ったモデルである。 

このモデルは,マクロ環境としての市場環境がミクロ環境の企業戦略や企業

構造に影響を与えるが,ミクロ環境の企業戦略や企業構造がマクロ環境として

の市場へ影響を与えるとも捉えることが出来るため,BtoB マーケティングにお

いて,売手企業のどの様な戦略を構築し,どの様な組織構造で市場へアプローチ

していくのか,という様に捉えることが可能なモデルである。 

 

 

 

 

 

 

また,Miles and Snow[1978]は,組織は自らの環境を創造するべく行動する,

との認識から組織外にある環境とのネットワークの中で戦略的選択を行なう為

の適応サイクルモデルを提示している（図９参照）。適応サイクルモデルでは,

                                                  
143）組織論や製品開発論などは膨大な量の先行研究があり,全てを渉猟出来ている

わけでは無いため,本章で取り上げる先行研究以外にも利用できる理論モデルな

どがある可能性は否定できない。 
144）  尚,野中は,「企業戦略」との仲介変数を吸収して「市場」と「組織構造」と

の関係で自身の研究を行なっている。 

出典：野中[1974],『組織と市場』,P.137 より。 
出典：野中[1974b],『組織と市場』,P.137 より。 

図８ フィードバック・サイクル・モデル 
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組織において,以下の３つの諸問題を同時に解決することを指摘したモデルで

ある。 

先ず,企業は,事業領域の決定を行ない,事業領域での様々な問題を解決する

ための経営資源をいかに投入するのかとの問題に対し,指向性を明確にし,対外

的にも対内的にも様々な問題を解決するための意思決定を行なうことが,組織

としての効果性を高めるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意思決定に関して言えば,野中[1996]は,企業の成功は組織的知識創造にあると

して,組織レベルで知識スパイラル（所謂,野中の提唱する SECI モデル）を促進

するための要件のひとつとして「組織の意図＝戦略」をあげている。そして戦

略の重要な要素としてどのような知識を創造するかと言うビジョンやコンセプ

トを作り,経営実践システムに具体化することを述べている。こうした考えは,

余田[2011]の指摘する,BtoB 企業内における市場志向の浸透にも通じる内容で

ある。 

 Miles and Snow は,次に決定した事業領域における問題解決には,製品／サー

ビスの生産と流通のための適切な技術を選択し,その技術を正しく動作させ,情

報とコミュニケーションとマネジメントを統合することが求められる,として

出典：Miles and Snow[1978],  Organizational Strategy, Structure, and 
Process,McGraw-Hill,Inc.（土屋守章,内野崇,中野工訳『戦略型経営： 
戦略選択の実践シナリオ』,ダイヤモンド社,1983,邦訳 P.30 より。 

図９ 適応サイクルモデル 
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いる。しかし,技術的な問題は常に企業に付きまとうため,技術的な問題が解決

することはない。 

 そして,上記 2 つの問題を合理化・安定化させるためには,現在の活動を円滑

に推進できるシステムと将来の革新的な活動を妨げることの無いジレンマを持

った管理システムを構築することが重要であることを指摘している。 

野中及び Miles and Snow は,市場≒事業領域,企業戦略≒技術選択,組織構造

≒管理システム,と使用している用語やその表現内容は少し異なっているが,ベ

ースにはコンティンジェンシー理論が用いられている。コンティンジェンシー

理論には,環境決定論的な側面があるとして批判もあるが,野中及び Miles and 

Snow は企業自らが環境に対し主体性・戦略性を持って対応する,との認識に立

っている。 

 野中及び Miles and Snow から得られる示唆から,組織の目指すコンセプトと

しての戦略がいかなるものなのか,また,技術的な側面を代表する製品開発,そ

こで取り交わされるコミュニケーションや管理手法などがいかなるものなのか,

と言った,組織戦略及び組織構造に着目することで,BtoB マーケティングのメ

カニズムを解明するアプローチが考えられるのではないか。 

 

＜製品開発論からの示唆＞ 

製品開発論は,大きく分け「成功要因研究」と「開発プロセス研究」の 2 つの

流れがあり,「開発プロセス研究」は更に,「リニア・モデル」と「ノン・リニ

ア・モデル」に分けることができる145),とされている[川上 2005]。 

新製品開発の成功要因をまとめた Montoya‐Weiss and Calantone[1994]によ

れば,新製品開発の成功要因は,（１）戦略要因（5 つに分解）,（２）市場環境

要因（3 つに分解）,（３）開発プロセス要因（8 つに分解）,（４）組織要因（2

つに分解）,の 4 要因であることを指摘している（図 10 参照）。 

 

 

 

                                                  
145）  本章は,製品開発に関する研究ではない為,それぞれの研究やモデルに関する

差異や特徴などについては言及しない。 
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図１０ 新製品開発の成功要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ パフォーマンス,組織および競争環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Montoya‐Weiss and Calantone(1994), ‘Determinants of new product 
performance: a review and meta‐analysis.’ Journal of product 
innovation management, 11(5), pp.415-416 から加筆修正。 

出典：藤本 and クラーク[1993], p.41 より。 
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また,「開発プロセス研究」の「リニア・モデル」では,自動車メーカーを研

究対象とした,藤本 and クラーク[1993]は, 終的には企業の総合的な競争力に

影響を与えるのは企業の戦略や組織が深く関わっているとし,製品開発を「パフ

ォーマンス」「組織」「競争環境」の 3 つの視角から捉えている（図 11）146）。

そして,「物」に着目した従来の製品開発に対し,「情報」に着目することの重

要性について述べている[pp.41-54]。 

 「開発プロセス研究」の「ノン・リニア・モデル」では,イノベーション論か

らの視角である Weick[1979]のルース・カップリング理論や Cohen et al[1972]

のゴミ箱モデルで指摘されているように,製品開発は,論理的な整然とした合理

的なプロセス（リニア・モデル）によるものだけではなく,何が「因」で,何が

「果」か,判断できない曖昧なまま始まる製品開発も存在する[石井 1993,p.66],

ことが指摘されている。 

但し,「ノン・リニア・モデル」は,目的支配的な製品開発のプロセスだけで

はなく,創発的な製品開発のあり方＝マネジメント手法を指摘しているもので

あり,組織として全ての製品開発プロセスを「ノン・リニア・モデル」にすべき,

と言っているわけでは無い。 

Montoya‐Weiss and Calantone,藤本 and クラーク,及び Weick,Cohen et al,

石井から得られる示唆は,製品開発に関わる市場環境要因やそれに伴う企業の

戦略要因並びに製品開発プロセスと組織マネジメントがいかなるものなのか,

そして,産業財としての製品及びそれに付随する情報に着目した,BtoB マーケ

ティングのメカニズムを解明するアプローチが考えられるのではないか。 

 

第６節 売手企業組織のマーケティング・メカニズムを解明する概念モデル 

 

前節では,「商品類型アプローチ」「組織購買行動アプローチ」「相互作用アプ

ローチ」「ネットワーク・アプローチ」の４つのアプローチとは異なる BtoB マ

ーケティングのアプローチに関して,組織論や製品開発論などから得られる示

唆を通じて,新たなアプローチについて考察してきた。それらから BtoB マーケ

                                                  
146）基本的なモデルは組織研究や戦略的経営論のコンティンジェンシー理論に依拠

している,と述べている。 
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ティングの担い手となる売手企業組織の BtoB マーケティング構築のメカニズ

ムを解明するアプローチとして図 12 のような SCP（Structure－Conduct－

Performance）パラダイムをベースとした概念モデルが導出される。 

 

図１２ 売手企業の BtoB マーケティング・メカニズムを解明する 

アプローチの概念モデル 

 

 

この概念モデルは,企業が置かれている市場環境（構造特性：例えば売手・買

手企業の集中度,市場特性：例えば技術変化のスピード）に先ず着目する。そし

て,その市場の中で企業が生き残っていく為の戦略として,組織がどの様な戦略

的なコンセプト設定するのかに着目する。同時に,戦略的なコンセプトを実行す

るためにふさわしいと考えられる組織が作られるためその組織構造に着目する。

また,その組織の中で,戦略的なコンセプトを具体的な企業活動として何らかの

製品やサービスなどの財へ置き換える製品戦略に着目する。そして,製品やサー

ビスなどを市場へ提供し,市場成果として顧客創造を行なう企業活動のメカニ

ズムに着目しようとするものである。 

別の言い方をすれば,コンセプト～組織構造～製品開発戦略と言った組織内

部及び仕入れ先企業等の外部との統合的努力の結果として表される組織能力が,

市場成果＝顧客創造（新規顧客開拓と既存顧客維持）へ,どの様に結びついてい

るのか,と言うマーケティング・メカニズムを分析しようとする概念モデルであ

る。 

 この概念モデルは,消費財市場・産業財市場いずれにも適応できるモデルであ

るが,対象とする市場を産業財市場にすること及び BtoB マーケティングの特徴

であげられている,「組織性」や「関係」（ネットワーク）に着目することで,BtoB

出典：野中[1974b],pp.137－146, Miles and Snow[1978],邦訳 P.30,  
藤本 and クラーク [1993] 邦訳,p.41 などを参考に筆者制作 
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マーケティングの研究アプローチの概念モデルとして利用できるのではないか

と考える。 

 

第７節 まとめ 

 

 本研究では,BtoB マーケティング研究アプローチに関する先行研究を概観し,

その特徴や問題点を整理してきた。そこで明らかになったことは,「商品類型ア

プローチ」「組織購買行動アプローチ」「相互作用アプローチ」「ネットワーク・

アプローチ」の４つのアプローチでは,BtoB マーケティングを実行するための

売手企業の組織構築や買手企業に購買してもらうための財としての製品開発

（サービスを含む）に関するインプリケーションが弱い議論となっている,と言

うことである。 

そこで,本研究では組織論や製品開発論で利用されている概念モデルを参考

に,BtoB マーケティングを実行する売手企業へインプリケーションを提供でき

るような概念モデルの提示を行なった。しかし,提示した概念モデルには下記の

ような課題も存在している。 

（１）援用している組織論アプローチは,その視座をミクロからマクロへとして

いるが,購買側企業やネットワークに含まれる連携側企業に関するアプロ

ーチではない。 

（２）援用している商品開発アプローチ（成功要因研究）では,製品の成功／不

成功を議論するものであり,ひとつの製品の成功／不成功が,企業としての

成功／不成功を示しているわけでは無い。特に,事業を多角化している企業

の場合は,単一製品基準で企業の成功／不成功を議論できるわけでは無い。 

（３）援用している商品開発アプローチ（開発プロセス研究）では,自社製品の

開発プロセスに着目しており,他社製品や代替え製品などについて言及す

ることは難しい。 

（４）現実の市場では,ベースとなる SCP パラダイムが示す一方向的な因果関係

ではなく,フィードバック的な現象が存在する。また,SCP パラダイムは異

なる産業を比較し共通点を見出すことに適しているとは言い難い。 
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先行研究のアプローチで指摘されている問題点や今回示した概念モデルに対

する上記の様な課題を全てクリアした完璧な研究アプローチのモデル構築は難

しいが,BtoB マーケティングを行なう売手企業へ組織構築に関するインプリケ

ーションを与えられるようにするためには,今回提示した概念モデルをいかに

して変数化し,測定可能にするか,との実証研究に関する操作モデルが必要とな

る。 

 従って次章以降では,そうした操作モデルを構築し仮説を立て,BtoB マーケ

ティングを行なっている企業を対象とした実証研究を実施する。 
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第６章 BtoB マーケティングのメカニズムを解明する 

操作モデルと仮説の導出 

 

第 1 節 はじめに 

 

現在マーケティング研究は,様々な分野において研究が行なわれている。例え

ば,マクロ視角による流通分野におけるマーケティング研究やミクロ視角によ

る個別企業の顧客創造や価値創造に関する戦略分野,消費者行動分野における

マーケティング研究,また,マーケティングをいかに組織内や組織外と適合させ

るかと言った組織分野やネットワーク分野におけるマーケティング研究などが

あり,上記分野のいくつかにまたがったマーケティング研究も進められている。

また,マーケティング対象として取り扱うものは,財,サービス,イベント,経験,

人,場所,資産,組織,情報,アイデアの 10 種類あると言われている[Kotler & 

Keller 2006]。 

この中で,例えば財（消費財や産業財）に関わるマーケティングをサービスに

関わるマーケティングと区別し,サービス・マーケティングとして研究が進めら

れることもあるし,消費財に関わるマーケティングを BtoC（Business to 

Customer）マーケティング,産業財に関わるマーケティングを BtoB（Business to 

Business）マーケティングとして研究することも行なわれている。 

上記の様に,マーケティング研究は研究者の関心のある分野と対象物との組

み合わせにより,研究領域が細分化されると同時に拡張している。 

筆者は,マーケティングを行なう企業に関心があり,その中でも産業財に関わ

る企業に関心がある。なぜならば,主に消費財に提供される部品や素材と言った

産業財は,市場も規模も大きく,経済的重要性が高いため,消費財と同様にマー

ケティング研究の対象として着目すべきと考えるからである。 

また,産業財（主に製造業）を取り扱う企業の中でどの様なマーケティングが

行なわれているのか,に関心がある。特に,同じ業界内にあるトップ企業同士で

も顧客創造や顧客維持の方法が異なっていたり,収益性に差が出る要因は何な

のか,長期間にわたり業界における優位性が継続できる要因は何なのか,といっ

たことに関心がある。 
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企業が経済的に成功するかどうかは往々にしてマーケティング能力に左右さ

れる[Kotler and Keller 2006,p4],とするならば,産業財を取り扱う企業のマー

ケティング・メカニズムはどの様になっているのだろうか,と言うのが本章の問

題意識である（産業財企業については製造業を想定している）。 

そこで,本章の目的は,産業財を取り扱う企業のマーケティング・メカニズム

を解明するための分析アプローチ・モデルについて考察し,仮説を導出すること

にある。 

 一般的に,企業がどの様なマーケティングを行なっているのかを分析するア

プローチとしては,STP フレームを用い,企業が誰に対してどのような価値を提

供しているのか,と言った分析やマーケティング戦略で取り扱われる４P／４C

フレームを用い,企業がどの様な製品・流通・価格・販促活動を行なっているの

か,と言った分析が主に行なわれる。 

 それに対し,嶋口[1984]のマーケティングに関する戦略市場計画の枠組みを

参考にすると,①経営理念・目標レベルとして,企業理念や企業目標,経営方針が

どの様になっているのかを分析し,②市場戦略レベルとして,企業がどの様な市

場で生存領域を定めるのかと言う,戦略ドメインの決定,及びそれに伴う全体戦

略や個別戦略がどの様になっているのかを分析することが示されている。そし

て,各戦略が実際にどの様に遂行されていくのかと言う,③実行活動レベルでの

ヒト・モノ・カネ・技術と言ったリソースに関する管理システムがどの様にな

っているのかを分析するとともに,④各業務活動に関する評価システムがどう

なっているのかを分析するアプローチが示されている。 

また,産業財に関わる BtoB マーケティングの場合,３C 分析をベースとしなが

ら,観察対象企業の協力企業,競合企業,顧客などとの関係性に着目する分析ア

プローチや顧客企業の購買行動に着目した分析アプローチなども存在している。 

 凡そ,上記の様に企業がどの様にマーケティングを行なっているのかを分析

するアプローチとしては,何を明らかにしたいのかによって,用いられる分析ア

プローチがいくつかあることが理解できる。 

 本章では,産業財を取り扱う企業のマーケティング・メカニズムを解明するた

めの分析アプローチについて考察することと仮説を導出することが目的である

ため,立ち位置は購買側では無く,売手企業側にある。 
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その上で,企業の目的は顧客の創造であるとする[Drucker 1954]の主張に基

づき,産業財企業の顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）に必要な BtoB マ

ーケティングを組織的にどの様に機能させているのかについての分析アプロー

チ・モデルを提示し,各変数の定義について議論した後,仮説の導出を行なう。 

 

第２節 実証研究のための操作モデルについて 

 

 BtoB マーケティングの分析アプローチ関しては,いくつかのアプローチがあ

ることが,福田[2002]や Möller and Wilson[1995]などによって指摘されている。 

筆者は,先行研究であげられている BtoB マーケティングの分析アプローチを

レビューするとともに,先行研究とは異なる,売手企業組織の BtoB マーケティ

ング構築のメカニズムを解明するアプローチに関する概念モデルを提示した

[増谷 2015]。そして,野中[1974]では,概念モデル（野中の表記は理論モデル）

を測定可能な変数に変換し,調査できるようにすることが述べられている。また,

田村[2006,2015]においても,質的研究では,因果図式（モデル）に沿って研究を

すすめること,概念を論理的に議論するために定義しておくこと,が指摘されて

いる。 

上記の議論を参考に,本章では概念モデルを実証研究が可能な操作モデルに

変換し,それについて議論する。 

尚,本章では事例を用いた定性研究を主に念頭においている147)。その理由の

ひとつは,産業財の実証研究をどの産業分野,市場で行なうかにもよるが,観察

対象の市場における参加企業数が,定量研究に適したプレーヤー数にならない

場合が想定されるからである。例えば,日本国内の鉄鋼メーカーを観察対象と

し,BtoB マーケティングのメカニズムの解明を行なう場合,鉄鋼メーカーは大

きく 3 つに分けることが出来る。高炉メーカーが 4 社,特殊鋼専業メーカーが

10 社,普通鋼電炉メーカーが 32 社である148)。 

                                                  
147) 定量研究が行なえないと言うことでは無い。例えば,定性研究において比較研

究を行なう場合,各観察対象の企業間で何らかの変数に対し,差が有るかどうか

などを定量化し検定することは可能である。 
148) 経済産業省[2015]『鉄鋼業の現状と課題（高炉を中心に）』を参照。 
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3 つの分類では,製造プロセスや顧客などが異なっているため,同じ鉄鋼メー

カーと言っても市場が異なる。高炉メーカーを観察対象とした場合,4 社を対象

に定量研究を主として行なう事は,何を変数として分析するかにも依るが,定量

研究だけでは本章が目的としている BtoB マーケティングのメカニズムの解明

は行ないにくいと考える。 

但し,先行研究を参考にすると,顧客企業側の購買行動に着目するとか売手企

業と顧客企業の関係や関連企業とのネットワーク性に着目するなど,産業財企

業の共通項と考えられる変数に焦点を絞り,定量研究を行なうことは可能だと

考えられる。しかし,それぞれの産業分野や市場でどの様なマーケティングを各

企業が行なっているのかをひとつひとつ丹念に観察し,その中で BtoB マーケテ

ィングのメカニズムに関係する共通項を見出したり,産業分野や市場で異なる

特徴を見出す研究も必要だと考える。 

その為には,田村[2015]が指摘する様に,母集団となる産業分野や市場をある

程度絞り込んだうえで,BtoB マーケティングのメカニズムを捉えるための操作

モデルを作り,定性研究を行なうことが必要になると考える。 

操作モデルがあることで,継続的な研究や市場が異なる産業財企業の BtoB マ

ーケティングに関する比較研究が行なえると考える。 

先ずは,本章では図１の操作モデル（理論モデル）を提示し,それについて議

論する。 
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図１ 実証研究のための操作モデル（理論モデル） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営トップ（層）の関与  
（ コ ン セ プ ト の 提 示・リ ス ク テ イ ク な ど ） 
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（ 人 事 ・ 報 酬 ・ 研 修 な ど ）  

組織コミュニケーション  

（ 情 報 の 転 写 ・ コ ン フ リ ク ト 対 応 な ど ）  
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＜製品開発戦略の深層活動＞

＜製品開発戦略の表層活動＞

構造特性  

（売手・買手の集中度 ,製品差別化の度合い ,参入障壁など）  

市場特性  

（製品空間の多様性：市場細分化 ,地域差 ,製品の多様性など）  

（製品マーケティングの特性：顧客の購買方法,技術データ等の必要性など）  

ネットワーク  

 

＜組織マネジメント＞  

 

出典：野中[1974],嶋口[1984],藤本[2003]などを参考に筆者制作。 

＜市場環境＞

＜市場成果＞

＜組織活動＞

＜マーケティング・コンセプト＞
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第３節 市場環境について 

 

 先ずは,市場環境について,市場構造と市場条件について議論する。市場環境

とは,一般的には,企業を取り巻く外部環境を指し,企業の利益獲得能力に影響

を与えるものとして捉えられる。市場環境は２つに分けることができ,マクロ環

境要因として,経済的,自然環境的,技術的,政治‐法的,社会－文化的な要因, 

ミクロ環境要因として,顧客,競合他社,流通業者,ディーラーなどが企業の利益

獲得能力に影響を与える主要な要因としてあげられる[Kotler and Keller 

2006]。 

 また,市場には市場構造と市場条件の 2 つの特性があると言われる[野中

1974]。市場構造とは,市場内での競争や価格形成の性格に戦略的な影響を及ぼ

す市場組織の特徴である[Bain 1968]と定義されており,①買手の集中度,②売

手の集中度,③製品差別化の程度,④市場への参入条件があげられている。 

市場条件とは,野中[1974]によれば,製品開発についての競争が市場多様性の

重要な源泉であるとしたうえで,製品とブランドの多様性,顧客の購買方法,技

術の進歩,需要の変動等も市場多様性を増大させ,情報と意思決定の付加を増大

させるものとしてあげ,それらを市場条件としている。 

そして,市場条件を「製品空間の多様性」「製品マーケティングの特性」「市場

の変化」の 3 つに分け,市場構造と共に市場環境を分析するための変数として位

置付けている。 

市場構造については,Bain の議論を参考に,Porter[1979]が①供給企業の交

渉力,②買い手の交渉力,③「競争企業間の敵対関係」という 3 つの内的要因と,

④新規参入業者の脅威,⑤代替品の脅威の 2つの外的要因の計 5つの要因から市

場構造を分析する説を唱え,この説に沿って多くの研究が行なわれている。 

本章における操作モデルでは,Bain,Porter の議論を参考に,市場構造として

は,「製品差別化の度合い」「参入障壁」「売手・買手の集中度」「競争企業関係」

の 4 つを市場構造の変数として取り扱いたい。 

また,市場条件に関しては,野中の示した各変数に依拠しながら Porter の 5

要因分析の中から「代替品の脅威」に関しては市場条件の変数として取り入れ,

「製品空間の多様性」として,市場細分化,地域差,製品の多様性（代替品の脅威
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を含む）,「製品マーケティングの特性」として,顧客の購買方法,技術データ等

の必要性,「市場の変化」として新製品開発の頻度,技術変化の速度を変数とし

て取り上げたい。 

尚,野中は,製品ライン・ブランドの多様性を「市場（製品）空間の多様性」

変数として,広告依存度を「製品マーケティングの特性」の変数として組み込ん

でいるが,これらに関しては,産業財の BtoB マーケティングを考慮した場合,市

場条件の変数として取り扱うよりも市場行動としての組織活動の中で捉えるこ

との方が,ふさわしいと考える。なぜならば,製品ライン・ブランドの多様性や

広告依存度,チャネル対応等は観察しようとする産業分野や市場において,各企

業の採用する戦略や戦術に関連しており,個別企業の変数として分析・考察する

ことが BtoB マーケティングの特徴をより把握しやすいと考えるからである。 

 

第４節 組織活動について 

 

 企業を取り巻く市場構造や市場条件の中で,企業はどの様なマーケティング

を展開しているのだろうか。具体的なマーケティングを実行するためには,その

拠り所となる考え方や価値基準が必要となる。それは経営理念や企業ビジョン

との言葉で表現されたりするが,広義にはマーケティング・コンセプトである。

このマーケティング・コンセプトを拠り所としてマーケティング活動が実施さ

れる。 

市場志向の議論においては,組織文化を表す[Narver and Slater 1990],市場

に反応することである[Kohli and Jaworski,1990],との議論がある。これらの

議論は,実際の企業の中では明確に区別されているわけではなく,両方とも存在

していると考えられる。マーケティング・コンセプトは,マーケティング戦略と

して実際の企業活動として展開されるとともに企業理念としても位置付けられ

ることは[若林 2003]においても指摘されている。 
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本章では,市場成果となる顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）を企業活

動の目的（従属変数）と捉え149),それを実現するための原因（独立変数）とし

てマーケティング・コンセプトが存在すると考える。 

マーケティング・コンセプトは,企業の組織活動として,上記でも触れた 2 つ

の側面,①組織文化側面を創造・マネジメントしていこうとする「組織マネジメ

ント（経営トップ（層）の関与,各種制度設計,組織内コミュニケーションの 3

つ）」と②市場に反応して製品開発・製造・販売する側面として「製品開発戦略

（深層活動と表層活動の 2 つ150)）」とに分かれ,組織活動として分析可能な変数

に置き換えられると考える。 

 市場成果としての顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）へ直接的に影響

を与えるのは,市場反応としての「製品開発戦略」であるが,「製品開発戦略」

は,組織文化としての「組織マネジメント」に影響を受けており,どちらが欠け

ても,市場成果としての顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）には結びつか

ない。 

 「組織マネジメント」「製品開発戦略」は,マーケティング・コンセプトを組

織活動として具現化し展開したものである,と考える。 

従って,結果としての顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）の為には,原

因として,どの様なマーケティング・コンセプトを企業が持ち,それをどの様に

組織活動として展開しているのか,との因果関係を操作モデルを用い分析・考察

することが,BtoB マーケティングのメカニズムを解明することに繋がると考え

る。 

 ここでは,図１で取り上げた組織活動の各変数（組織構造,企業行動プロセス

に関わる変数）の概念について定義づけを行ない,実証研究において測定可能な

項目としたい。 

 

                                                  
149) 企業の目的は顧客の創造である[Drucker1954],との指摘から。 
150) 藤本[2003]は,表層の競争力とはマーケティング論で言われる 4P を指し,特定

の製品に関して顧客が直接観察・評価できる指標のことで価格,知覚された製品

内容,納期などのことである,としている。また,深層の競争力とは生産工学論で

言われる QCD＆F を指し,表層の競争力を背後で支え,企業の組織能力と直接結び

つく生産性,生産リードタイム,開発リードタイム,開発工数,適合品質（不良率）,

設計品質などのことである,としている。 
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＜戦略的意図してのマーケティング・コンセプト＞ 

 戦略的意図してのマーケティング・コンセプトとは,観察対象となる企業にお

いて,どの様な市場で,どの様なターゲットに対し,どの様な組織活動を行なう

と,競合よりも自社の製品・サービスをお客様に購入してもらうことができ,利

益を得られるのか,との考え方であり,その実行を指す。 

 戦略的意図してのマーケティング・コンセプトは,企業理念に沿ったものであ

り,ビジョンや事業戦略,年度計画などを含め,企業の価値観や行動規範に従い,

当該事業において事業トップ層から新入社員まで同じコンセプトが共有されて

いることが,前提となる。 

 マーケティング・コンセプトには①生産志向,②製品志向,③販売志向,④マー

ケティング志向（顧客志向要素・利益志向要素・統合的努力要素）,⑤ホリステ

ィック・マーケティング志向（リレーションシップ・マーケティング,統合型マ

ーケティング,インターナル・マーケティング,社会的責任マーケティング）の

5 つが指摘されている[Kotler and Keller 2006,pp.19-30]。 

 概念としては,其々相容れないものだが,実際の企業活動において５つは明確

に区別されているわけでは無い151)。いずれのマーケティング・コンセプトを持

っているか,との選択的な質問は適切ではない。従って,観察対象企業の事業部

門においてどの様な戦略的意図してのマーケティング・コンセプトを持ってい

るのかをインタビュー調査し確認することが必要となる。 

 

＜組織マネジメント＞  

 組織マネジメントとは,戦略的意図してのマーケティング・コンセプトに沿っ

てデザインされた組織を用い,市場成果としての顧客創造（既存顧客維持と新規

顧客開拓）にいかに結びつけるかといった企業文化を創造・マネジメントする

ことである。その為には,市場反応としての「製品開発戦略」と整合性を持たな

ければならない152)。 

                                                  
151) 石井[1984]は,消費者志向,マーケティング志向との言葉や概念は,教科書など

でよく使われているが,実際の企業のマーケティングを記述するのに使われるこ

とはない,と指摘している。 
152) Drucker [1954]は,マネジメントはあらゆる意思決定と行動において,経済的な

成果を第一義とする,として上で,マネジメントの機能として①事業をマネジメ
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マネジメントすべき変数としては,経営トップ（層）の関与（コンセプトの提

示・リスクテイクなど）,各種制度設計（人事・報酬・研修など）,組織コミュ

ニケーション（情報の転写・コンフリクト対応など）の 3 つに分けて考えてみ

たい。 

 

（１）経営トップ（層）の関与（コンセプトの提示・リスクテイクなど） 

 戦略的意図してのマーケティング・コンセプトは,経営トップ層（多角化経営

の場合,事業部門のトップを含む）が中心となり,経営理念や企業ビジョン,市場

環境変化等を考慮し,策定していると考える。従って,マーケティング・コンセ

プトの提示は経営トップ層自らが関与するマネジメント要素である。  

戦略的意図してのマーケティング・コンセプトは,概念としてのコンセプトの

提示から具体的な数値目標まで様々な表現形態で伝えられる。提示に関しては,

文章化する場合や口頭で提示する場合などがある。また,関与に関しては,定期

的な関与もあるだろうし,一度提示するだけの場合もあるかもしれない。 

 また,戦略的意図してのマーケティング・コンセプトを実現するには様々な困

難を伴うことも予想される。例えば,仕入れ先の変更や顧客との価格交渉などが

考えられる。それらは必ずしも成功するわけでは無いため,失敗した際の責任の

所在を明確にしておかなければ,戦略的意図してのマーケティング・コンセプト

は絵に描いた餅になる可能性が生じる。なぜならば,リスクの無いところに戦略

的意図してのマーケティング・コンセプトを立案するとは考えにくいため,リス

クテイクを新入社員が負うような組織では,「製品開発戦略」も市場成果として

の顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）も上手くいかないと考えられるか

らである。従って,経営トップ層が戦略的意図してのマーケティング・コンセプ

トを提示することや関与するためには,リスクテイクを経営トップ層が行なう

事が必要となる。 

 実証研究ではコンセプトの提示やリスクテイクがどの様に行なわれているの

かをインタビュー調査する。 

                                                                                                                                                  
ントすること,②経営管理者をマネジメントすること,③人と仕事をマネジメン

トすること,そして第 4 の次元として現在と未来と言う時間を考慮すること,を

指摘している。 
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（２）各種制度設計（人事・報酬・研修など） 

 各種制度設計とは,組織論で言われるインセンティブ・システム[桑田,田尾

1998]と同義で,人間（従業員）を組織（従業員が所属する企業）に対する貢献

へ向け,動機づける制度設計を指す。 

主な制度設計には,採用と配置,人事考課と昇進昇格などの適材適所に関わる

人事制度設計,人事制度に連動した報酬制度,更にはキャリアパスデザインに付

随した研修制度などがあげられる。 

実証研究では,観察対象企業において制度設計がどの様にデザインされてい

るのかをインタビュー調査する。 

 

（３）組織コミュニケーション（情報の転写153)・コンフリクト対応など） 

 組織コミュニケーションとは,碓井[1989]によれば,組織内・組織と環境・組

織間で,組織目標の達成と関連してフォーマルに,また,それを補足しあるいは

対抗する形でインフォーマルになされるコミュニケーションであると定義され

ている［p.139]。ここで指摘されている組織目標の達成とは,戦略的意図しての

マーケティング・コンセプトの実行と同義と捉えることが出来る。 

マーケティング・コンセプトの実行は,主に市場反応としての「製品開発戦略」

に注力される。「製品開発戦略」は,組織コミュニケーションの視角からは,市場

調査をはじめとする自社と市場環境間で取り交わされるコミュニケーション,

自社と顧客企業,自社と仕入れ先企業などで交わされるコミュニケーション,ま

た,自社内の各部門間等で取り交わすコミュニケーション,それらのコミュニケ

ーションを通し創造される情報の転写を公式,非公式に行なう事と捉えること

が出来る。 

実証研究では,組織内・組織と環境・組織間で交わされるコミュニケーション

からどの様に情報が転写され,市場成果としての顧客創造（既存顧客維持と新規

顧客開拓）へ結びついていくのかについて,インタビュー調査をする。 

また,組織内・組織と環境・組織間で交わされるコミュニケーションには,そ

れぞれの立場や見解があり,それぞれの立場や見解を優先させたいとの感情が

沸き起こるため,コンフリクトが生じる。コンフリクトが個人間,組織間などで

                                                  
153)「転写」との言葉は,藤本[2003]を参考にしている。 
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生じた場合,情報の転写がスムーズに行なわれない可能性が高い。情報の転写に

スムーズさが欠けると,恐らく,市場成果としての顧客創造（既存顧客維持と新

規顧客開拓）へ結びつくことが難しくなると考えられる154)。従って,実証研究

では,コンフリクトに対しどの様な対応をとっているのかをインタビュー調査

する。 

 

＜製品開発戦略の表層活動＞ 

 製品開発戦略の表層活動とは,藤本[2003]の議論を援用して言えば,マーケテ

ィング論で用いられるマーケティング・ミックスの４Ｐ／４Ｃに関する活動で

ある。藤本の言う「表層の競争力」は,ターゲットとして一般消費者を想定して

おり,一般消費者が直接観察・評価できる知覚された製品内容などに関する情報

のパワー（例えば広告宣伝など）の差が「表層の競争力」である,との議論であ

る。 

 しかし,産業財市場を対象とした場合,少し事情が異なる。例えば,一般消費者

は,製品品質に関し,直接観察できる範囲内の品質レベルで購買を判断する。し

かし,産業財市場においては,部品や材料の目に見えない品質レベルを測定する

高度な機器を用い,品質の良し悪しを分析・評価したうえで購買を判断する（無

論,品質だけで購買判断を行なうわけではない）。 

また,価格に関しても,一般消費者が個人で購入する製品数は,購入対象の製

品にもよるが,一桁から二桁程度の数量である。従って,大量購入による価格交

渉を企業側（主に小売店となる）と行なう事は通常ない。しかし,産業財におい

ては,購入する製品数は,購入対象の製品にもよるが,一般消費者が購入する消

費財とは数桁以上異なり,価格に関し製品購入側とサプライヤー側とで交渉す

るのが一般的である。 

 上記の様な事情が産業財市場では存在するが,産業財市場においても「表層の

競争力」が全くないわけでは無い。例えば,企業イメージや製品開発能力の高さ

などを新規開拓先の顧客企業へ事前に植え付けるためには４P／４C の概念を

用いた製品開発戦略の表層活動も必要と考えられる。所謂オープン・ザ・ ドア

                                                  
154) 高橋[1980]によれば,コンフリクトマネジメントの議論の中では,コンフリク

トは必ずしもネガティブな捉え方では無く,建設的に捉える議論もある。 
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効果が期待できるからである。また,顧客企業との価格交渉は,ファーストベン

ダーとセカンドベンダーでは価格交渉力が異なる場合もある。 

本研究では,上記の議論を踏まえ,製品の品揃えや製品価格の交渉,製品流通

や製品開発拠点・営業拠点などの設置の考え方,顧客と協働開発する製品の場合,

それらの情報は,機密保持契約等がある中で,自社の実績として,どの様に他社

へアピールするのかなど,どちらかと言えば,自社のリソースを中心にインタビ

ュー調査を行なう「製品開発戦略の深層活動」に比べ,対顧客企業とのリレーシ

ョンシップを意識した交渉事を「製品開発戦略の表層活動」として４P／４C の

分析枠組みを利用し以下の点についてインタビュー調査を行なう。 

 

（１）プロダクト／カスタマーヴァリュー 

マーケティング・ミックスで取り上げられる,製品政策に関する活動である。

売手側からは製品の価値をいかにデザインするか,との観点になるし,買手側か

らは,製品の有用性と希少性の概念から機能的価値（機能・性能・組成などから

得られる価値）がどの程度あるのか,また,感性的価値（五感に関わる属性やイ

メージから得られる価値）がどの程度あるのか,と言った観点で製品の良し悪し

を判断すると考えられる[池尾ほか 2010,pp.390-392]。 

但し,産業財市場においては買手側からの価値の主軸は機能的価値にあると

考えられる155)。産業財市場では,観察対象とする市場によって買手側が求める

機能的価値の水準が異なることも考えられる（例えば航空機産業と製紙産業と

では,製品に対する買手の要求水準が異なる）。 

従って,実証研究としては,製品価値をいかに機能的にデザインするか,との

観点が中心となる。例えば製品ライン156)の調整や製品ライフサイクル,競合他

社と比較した場合の製品優位性次元等についてインタビュー調査する。 

尚,製品の品質に関しては,製品開発戦略の深層活動と重複するため,ここで

は問わない。 

                                                  
155) 延岡[2006,2008]は,感性的価値と近い概念で意味的価値との用語を用い,意味

的価値は BtoC の場合に特に重要で,BtoB では機能的価値が主体となる,と述べて

いる。但し,BtoB では提案型の製品を開発する場合には,意味的価値が重要性を

増すことをキーエンスやテルモの事例をあげ紹介している。 
156) 製品ラインについては[Kotler and Armstrong 2001 p.377]を参照。 
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（２）プライス／コスト 

マーケティング・ミックスで取り上げられる,価格政策に関する活動である。

売手側からは製品価格との観点であり,買手側からは仕入れコストとなる。 

産業財は消費財と違い,価格弾力性が低いことが指摘されている[藤井,広田

1998,p.28]。例えば,消費財製品であるファッション製品は,季節外れになると

バーゲンセールが行なわれ,通常価格の半値以下で販売されることがある。それ

に対し,産業財が季節の変わり目でバーゲンセールを行なう事は通常ない。 

また,産業財においては,価格の設定は顧客と交渉し決定することが一般的で

ある。その中で,売手側の価格設定には通常,①コスト志向型価格設定,②知覚価

値志向型価格設定,③競争志向型価格設定の 3 種があると言われている。 

実証研究においては,顧客や競合との関係においてどの様な価格設定を行な

っているのかをインタビュー調査する。 

尚,売手側における製品のコストに関しては,製品開発戦略の深層活動と重複

するため,ここでは問わない。 

 

（３）プレイス／コンビニエンス 

マーケティング・ミックスで取り上げられる,販売チャネル政策に関する活動

である。売手側からは製品の販売ルートの観点であり,買手側からは製品購入の

利便性となる。 

売手企業は,買手がどこに存在しているのかによって,自社の生産拠点や営業

拠点,物流拠点をどの様に構築し,いかにタイムリーに製品を買手に届けること

が出来るか,との戦略を立案することが重要になる。 

 また,製品流通経路には,直接流通と間接流通があり,取扱い製品によっても

流通経路が異なる。例えば,消費財の石鹸と自動車では流通経路が異なる。自動

車メーカーへ納品される部品や素材の産業財に関しても,系列部品企業の場合

と自動車用鋼材企業とでは,直接流通（直接納品）と間接流通（商社を介し納品）

の違いがある。 

 上記の様に,販売チャネル政策は,観察対象の市場によってそれぞれ異なるこ

とが予想される。実証研究としては,観察対象の企業がおかれている市場で,買

手がどこにいるのか,買手の利便性を上げるために拠点の配置はどの様になっ
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ているのか,また,どの様な流通経路を用いて製品を納入しているのか等につい

てインタビュー調査する。 

 

（４）プロモーション／コミュニケーション 

マーケティング・ミックスで取り上げられる,広告・販売促進政策に関する活

動である。売手側からは製品広告や販売促進に関する観点であり,買手側からは

製品情報や企業情報に関するコミュニケーションとの観点となる。 

一般的に,消費財は不特定多数の消費者に製品を販売することが前提となっ

ており,不特定多数の消費者に自社製品をアピールするには,ＴＶやラジオ,新

聞,雑誌と言ったマス・メディアを利用することが効果的と考えられている。一

方,産業財は特定少数の買手企業に製品を販売することが前提となっている。従

ってマス・メディアを利用することが顧客獲得に直接的には結び付かないと考

えられるため,その利用には消極的である。 

 しかし,近年はインターネットの発展に伴い,新規顧客獲得・既存顧客維持に

有効なメディアとして普及していることもあり,産業財の企業においてもＷｅ

ｂを積極的に活用している事例も数多くみられる。また,産業財においては特定

少数の買手企業がターゲットとなるため製品展示会なども有効なプロモーショ

ン／コミュニケーション手法として考えられている。 

実証研究においては,どの様な目的で広告・販売促進政策を実施しているのか,

機密保持契約などがある中で,どの様な情報交換を顧客たちと行なっているの

か,また,新規顧客獲得と既存顧客維持のどちらにウェイトをおいて政策を行な

っているのか等についてインタビュー調査する。 

 

＜製品開発戦略の深層活動＞ 

戦略的意図してのマーケティング・コンセプトは,企業文化を創造・マネジメ

ントするための組織マネジメントに具現化されるとともに,直接的には,市場反

応としての「製品開発戦略」に結びつき,顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開

拓）との市場成果に表れる。 

「製品開発戦略」は他社との競争に勝つための事業戦略の中のひとつであり,

他社に勝つための競争力を指す。藤本[2003]によれば,競争力とは,端的に言え
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ば,個々の製品が既存の顧客（既に買った人）を満足させ,かつ潜在的な顧客（ま

だ買っていない人）を購買へと誘引する力のことである157)。更に言えば,企業

がある製品（製品＝情報＋媒体（メディア））に関して,発信する情報の束が購

入者に与える影響力のことを指す。 

そして,競争力は「表層の競争力」（購入者との接点で把握される表層レベル

のパフォーマンス：マーケティングで言うところの４P）と「深層の競争力」（製

品の背後にある情報発生装置としての製造・開発システムが発揮する深層レベ

ルのパフォーマンス：生産工学で言われる主に Q（製品品質）,C（コスト）,D

（納期）,F（フレキシビリティ）とに分けて考えることが出来る[pp.34-35]。 

多くの産業財市場においては,不特定多数の消費者へ製品を販売する仕組み

にはなっていないため「深層の競争力」を主軸に競争力の向上が図られている

と考えられる。「深層の競争力」を測る指標としては QCDF 以外にも,BtoB マー

ケティングの先行研究で指摘されているサービス158)やネットワークも「深層の

競争力」として機能していると考えられるため,本研究ではその 2 つも指標とし

て加え「深層の競争力」を生み出す深層活動について探りたい。 

尚,「製品開発戦略の深層活動」と「製品開発戦略の表層活動」は,明確に区

別することは難しい。 

本研究では,「製品開発戦略の深層活動」の軸足は自社のリソースをベースに

した活動であり,「製品開発戦略の表層活動」の軸足は顧客企業とのリレーショ

ンシップをベースにした活動にしたい。但し,「製品開発戦略の深層活動」も「製

品開発戦略の表層活動」も市場成果として顧客創造（既存顧客維持と新規顧客

開拓）を目的としている。 

 

（１）品質 

 品質について,マーケティング論では,Kotler[2003]が取り上げているように,

顧客側が品質水準を決定する,との見解である[pp.187-188]。 

しかし,Garvin[1984] によれば,一般的な「品質」について,一律に定義する

ことは困難であるとして, どのような観点から品質を見るかによって品質の捉

                                                  
157) ものづくりとしての製造業を念頭においている。 
158) 藤本[2003]では,サービスは表層の競争力に分類されている。  
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え方は異なるとしたうえで,品質を定義するアプローチとして以下の 5 つの観

点があることを指摘している。 

①超越的な観点（The Transcendent Approach）,②製品基準の観点（The 

Product-based Approach）,③利用者基準の観点（The User-based Approach）,

④製造基準の観点（The Manufacturing-based Approach）,⑤価値基準の観点

（value-based definition）である。 

そして,品質を構成する要素として,①性能（Performance）,②特徴（Features）,

③信頼性（Reliability）,④適合性（Conformance）,⑤耐久性（Durability）,

⑥保守性（Serviceability）,⑦審美性（Aesthetics）,⑧知覚品質（Perceived 

Quality）の 8 つをあげている。 

この他にも,サービス品質に関しは「技術的品質」と「機能的品質」に分けて

議論されたり[Grönroos 1984],「客観的な品質」と「主観的な品質」に分けて

議論されたりしている[Dodds and Monroe 1985]。 

藤本[2003]は,ものづくりの観点から「深層の競争力」を支える品質は,設計

品質（設計図に盛り込まれた性能・機能のレベルで狙った品質）と製造品質（設

計品質を狙って製造した実際の製品品質で,より正確には適合品質）であり,製

品購入者（ユーザー）が期待する性能やデザインなど,顧客自身が認識し評価す

る価値・機能は,総合品質と位置付けられ,「表層の競争力」に属する,としてい

る。 

 実証研究では,上記であげた議論を参考に,戦略的意図してのマーケティン

グ・コンセプトを市場成果としての顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）

と企業利益に結びつけるための品質を,顧客側の観点で,顧客が製品品質を知覚

しているかどうか,企業側からの観点での設計品質と製造品質を企業自らが知

覚しているかどうかをインタビュー調査する。また,同時に設計品質と製造品質

をどの様にマネジメントしているのかについてもインタビュー調査する。 

 

（２）コスト 

 マーケティング論においてコストとは,製品価格の設定の議論において記述

される。Kotler and Armstrong[2001]によれば,製品の価格設定において検討す

べき主な項目は①製品コスト,②競合他社の価格及びその他の内部・外部要因,
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③製品購入者の知覚価格,があり,企業はそれらを検討し以下の 3 つの価格設定

アプローチを選択しなければならない,と指摘している。３つの価格設定アプロ

ーチは,①コスト志向型価格設定,②知覚価値志向型価格設定,③競争志向型価

格設定（実勢型価格設定と密封入札型価格設定の 2 種）である。 

いずれの価格設定においても,コストは企業が製品に対し請求できる価格の

低限度を設定するものであり,企業のコストには固定費と変動費の２種類が

存在する,としている[pp.447-469]。 

 顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）と自社の利益に貢献するためには,

企業コストをいかにマネジメントするか重要なテーマとなる。従って,実証研究

では企業コストをいかにマネジメントしているのかをインタビュー調査する。 

 

（３）デリバリー 

 デリバリーは,サプライ・チェーンの中で品質・価格とともに重要な変数であ

る。特に,産業財市場においては,産業分野や時代によっても異なるだろうが,

品質・価格よりもデリバリーが重要視されることもある[Lehmann and 

O'Shaughnessy 1974]。 

例えば,産業財の製品開発においては,顧客企業が材料（供給企業側では製品）

を供給企業へ発注する際,顧客企業が希望する品質基準を示したうえで,先ず,

テスト用材料を各ベンダーへ依頼することがある。早くテスト用材料を供給し

たベンダーをファーストベンダーとして採用し,その後,品質調整や納品量,納

品価格を決定するなどの発注形態を採用している業界もある。 

一般的にデリバリーとは,企業側からは製品の納期,顧客側からは調達期間を

指す。この納期や調達期間の中には,製品開発リードタイム（製品開発から販売

までの期間）,生産リードタイム（原材料の仕入れから製品出荷までの期間）が

存在する（但し,見込み生産の場合は,納期は生産・開発期間と関係なく決まる）。 

また,決められた納期を実現するためには,製品の算出可能量を自社が持つ生

産設備やチャネルなどを勘案し,どの様に決定するのかと言う生産能力も重要

なファクターとなる[藤本 2003,pp.38-39]。 

例えば,化学製品関係では,顧客企業から依頼されるテスト用材料の開発は,

依頼内容にもよるが,少量の場合がある（少量とは,工場の生産設備を稼働させ
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ることなく,実験室内で薬品等調合可能な,例えばビーカーや試験管を用いた

量）。その場合,調合量が少ないため薬品の調合反応速度が早く,狙った通りのテ

スト用材料を作り出すことが出来る。しかし,製品化が決定し,大量生産する場

合は,調合する薬品等の量が実験室レベルとは異なるため,薬品の調合反応速度

が違う為,テスト用の材料と同じ品質にならない場合がある。 

上記のような例は,製品開発リードタイムと生産リードタイムが異なること

を示しており,デリバリーは,そうした製品開発リードタイムと生産リードタイ

ムをどの様に調整するのか,と言った意味も含まれる。 

 実証研究では,顧客企業からの製品開発依頼や実際の生産・納品までのデリバ

リーについて,どの様に対応しているのかについてインタビュー調査する。 

 

（４）フレキシビリティ 

 フレキシビリティとは,一般的には弾力性,柔軟性,融通性などと訳されるこ

とが多い。学術分野では,生産工学領域で扱われる生産システムのあり方として

議論されることが多い。また,経営戦略領域では,意思決定のあり方や組織編制

のあり方で議論されている。更には,労働領域では,働き方や雇用・報酬のあり

方などで議論されている。マーケティング領域においても価格の弾力性などの

議論で登場することもある。 

この様に,フレキシビリティは対象とする領域や目的とするテーマによって,

定義や議論される内容が異なる。本研究においては,組織活動の中の「製品開発

戦略」としてフレキシビリティを扱うことから,顧客のオーダーに沿って製品づ

くりを行う,生産システム領域に関してフレキシビリティを取り扱いたい。 

 加えて言えば,生産システム領域においてもフレキシビリティの研究はいく

つもあり,生産システムに関わる何に着目したフレキシビリティなのか,との議

論の中でいくつかのタイプが提示されている。 

例えば,Browne et al[1984]では,フレキシビリティを①Machine Flexibility,

②Process Flexibility,③Product Flexibility,④Routing Flexibility,⑤

Operation Flexibility,⑥Volume Flexibility,⑦Expansion Flexibility,⑧

Production Flexibility,の 8 タイプに分類している。この他にも Sethi and 

Sethi[1990]は 11 タイプに分類するなど,生産システムの中で生産プロセスの
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フレキシビリティに着目するのか,生産量に着目するのか,等によって生産シス

テム領域においてもフレキシビリティの意味合いが異なってくる。 

 実証研究の目的は,生産システムにおけるフレキシビリティの度合いを詳細

に考察するものでは無いため,生産システムを分類し各分類ごとのフレキシビ

リティについてのインタビュー調査は行なわない。 

 本研究においてフレキシビリティとは藤本[2003]の定義を援用し,外部環境

要因の変動（市場環境の変化や顧客からのオーダー変更など）によって,自社の

競争力にマイナスの影響を受けない対応力,としたい。 

 実証研究では,市場環境の変化や顧客からのオーダー変更に対して,どの様に

対応しているのかについてインタビュー調査する。 

 

（５）サービス 

Kotler[2003]は,サービスに関して凡そ以下の様に述べている。消費財に限ら

ず産業財においてもコモディティ化する製品が増加する中で,サービスは競合

他社との差別化要素のひとつでもあり,企業の競争力を考える上で,重要なファ

クターである。しかし,多くの企業はサービスが苦痛であり,コスト要因,間接費

用であると考え,取引機会やマーケティング・ツールとは考えていない。 

 こうした指摘は,企業や消費者の中で,サービスとは何か,に関しての定義が

定まっていないことを表しているとも言える。 

 サービス概念の定義はいくつもあり,論者によってサービスの定義は異なる。

例えば,Grönroos[1990]はサービスを,程度の差はあるものの目に見えない活動

から成立するプロセスであり,それはたいてい,しかし必ずしもいつもではなく,

顧客とサービス従事者やサービス提供者の物的資源や製品やシステムとの間の

相互作用において発生し,顧客の抱える問題へのソリューションとして提供さ

れる[邦訳 p.44],と定義している。 

Kotler and Keller[2006]は以下の様に述べている。サービスとは,一方が他

方に対して提供する行為や行動で,本質的に無形で何の所有権ももたらさない

ものをいう。サービスの生産には有形製品が関わる場合もあれば,関わらない場

合もある。製造業者,流通業者,小売業者は付加価値をつけたサービスを提供す

ることも出来るし,単に優れた顧客サービスで差別化を図ることも出来る。サー
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ビスには,「無形性」「不可分性」「変動性」「消滅性」の 4 つの特性159)がある

[pp.498-501]。 

また,BtoB マーケティングの中で,サービスの位置付として Pacenti[1998]

は,BtoC マーケティングの顧客価値提供は,製品（消費財等）＋イメージである

が,BtoB マーケティングの顧客価値提供は,製品（消費財等）＋サービスである,

と指摘している[邦訳 pp.30-31]。 

 本研究では,上記の様な議論を参考に,サービスを以下の様に捉えたい。有形

の物品や無形の行為のいずれの取引においても,サービスは顧客が抱える課題

解決活動（顧客の業務に対する支援活動も含む）に結びつき,市場成果としての

顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）や企業利益に直接的・間接的に寄与

する行為である。また,サービスは組織が抱えるリソースである人材によって提

供される行為である。 

 実証研究では,顧客からの要求に対してどの様にサービス対応しているのか,

サービスを顧客維持や顧客開拓の戦略として競合他社との差別化要因／競争優

位要因として捉えているのか,と言った事についてインタビュー調査する。 

 

（６）ネットワーク 

現代の企業は,単独で商品やサービスを開発・生産・販売することはほとんど

不可能である。企業は,バリュー・ネットワークの中心として捉えられる。バリ

ュー・ネットワークとは,自社の提供物の供給,拡大,配送を行なう為に企業が形

成するパートナーシップやアライアンスのシステムのことである。 

バリュー・ネットワークには自社の供給業者,その供給業者に提供する供給業

者,自社が直接取引する顧客,そして 終消費者も含まれる。更には,大学の研究

者や政府の許可機関などといった価値の高い関係も,バリュー・ネットワークに

                                                  
159) Lovelock and Wright[1999]では,以下の 9 つの特性があげられている。①顧客

はサービスの所有権を得ることはない。②サービス・プロダクトとは無形のパ

フォーマンスである。③顧客はサービスの生産プロセスに深く関与する。④他

の人々の存在がプロダクトを部分的に形成することがある。⑤インプットとア

ウトプットには大きな変動性がある。⑥サービスの多くは顧客による評価が困

難である。⑦通常は在庫が存在しない。⑧時間の要素が相対的に重要である。

⑨デリバリー・システムには物理的チャネルと電子的チャネルがある[邦訳

p.17]。 
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含まれる。企業は標的市場に優れた価値を提供できる様,こうした構成員をうま

く調整する必要がある[Kotler and Keller 2006,p585]。 

実証研究では,観察対象の企業が,市場成果としての顧客創造（既存顧客維持

と新規顧客開拓）や企業利益に結び付く,サプライ・チェーンをどの様に構築し

ているのか,また,サプライ・チェーンのようなバーティカル・ネットワークと

は別にホリゾンタル・ネットワークとして,大学などの研究機関,また,資金調達

において金融機関等とどのような関係を築いているのか,そうしたネットワー

ク構築に関し,どの様に考えているのか,と言った事についてインタビュー調査

する。 

 

第５節 市場成果について 

 

田村[2015]では,科学が作り出そうとする知識の中核は因果知識である,とし,

因果知識とは,「この様な原因（条件）があるとこの様な結果が生じる」との関

係性を指す,と述べられている[p.ⅰ]。 

また,定量研究で採用される統計手法と同じ様に,結果としての従属変数を明

確にしておくことが指摘されている[pp.12-13]。 

本研究は,BtoB マーケティング構築のメカニズムを解明するための操作モデ

ルに関する議論を展開しているが,企業活動は「市場成果」を生み出す独立変数

としての位置付であり,因果知識の結果としては「市場成果」である産業財企業

の顧客創造（既存顧客維持と新規顧客開拓）を従属変数としている。 

BtoB マーケティングに限らず,BtoC マーケティングにおいてもマーケティン

グの目的や成果はいくつも考えられる。例えば Kotler and Keller [2006]によ

れば,マーケティング成果の指標として社外と社内にわけ,社外では,認知度,市

場シェア（量／価値）,顧客満足,顧客総数,知覚品質／好意的評価,ロイヤルテ

ィ／顧客維持率など,社内では,目標の自覚,資源の充実度,学習の意欲,失敗の

自由度,相対的な従業員満足度などがあげられている。もちろん,売上高などの

収益性についても触れられている。 

この様に,マーケティングの成果は様々あるが,マーケティングが価値を生み

出し顧客のニーズや欲求を満たすことを目的とし,交換とリレーションシップ
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が生じるような市場をマネジメントすること[Kotler and Armstrong 2001],で

あるならば,顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）が市場成果となる。 

実証研究においては,新規顧客の獲得では,年間の新規顧客獲得数（売上げ,

利益は関係なく取引が開始された件数や既存顧客と比べた比率）をインタビュ

ー調査をする。既存顧客の維持では,顧客離反数（競合へ移ったのか,倒産した

のかなどを含め）をインタビュー調査をする。 

また,戦略的意図してのマーケティング・コンセプトに沿って,新規顧客の獲

得・既存顧客の維持のいずれかもしくは両方が機能していれば,企業収益として

の営業利益が伸びていることになる。財務諸表から営業利益の推移も確認した

い160)。 

 

第６節 仮説の導出について 

 

図 1 で示した実証研究の操作モデル（理論モデル）における各変数に関して,

前項にて先行研究で示されている議論を踏まえ,定義づけを行なってきた。 

BtoB マーケティングのメカニズムを解明するためには,市場環境や組織活動

の各変数が,どの様に関連したり結合したりすることで,顧客創造（新規顧客の

獲得・既存顧客の維持）へ影響しているのかを分析・考察することになる。そ

の分析・考察には,産業財の場合,観察対象企業数が少ないことが予想されるこ

とから,定性的手法を主に用いることになる。具体的には,インタビュー調査で

得られたインタビュー内容をテキスト・マイニングによって,分析・考察を行な

う。 

 また,各変数が,顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）へどの程度影

響を与えているのかを分析・考察することと共に,各変数をカテゴリー化し,そ

                                                  
160) 経常利益,純利益は,金融利息や本業（マーケティング活動）とは関係ない不動

産収益などが含まれるため,本業として得られる利益として営業利益を指標と

する。但し,営業利益はコストとして人件費や材料費,広告宣伝費などの一般管

理費が差し引かれた数字となるため,リストラなどによって人件費を抑えるこ

とで利益調整ができる事も指摘されているため,営業利益がマーケティング活

動の成果として正しい姿を映し出していると言うわけでは無い。 
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のカテゴリーが顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）へどの様に影響

を与えているのかを分析・考察することも必要だと考える。 

なぜならば,各変数は,企業内外の環境を研究として筆者が独立変数としてい

るのであって,必ずしも企業としては各変数を独立したものとして捉えている

わけではなく,関連性のある塊（カテゴリー）として捉え企業活動を実施してい

ると考えられるからである。 

従って,各変数をある程度のカテゴリーとして捉え分析・考察し,そこから得

られたインプリケーションを提示することが,実務的には有効だと考えるから

である。 

 そこで,仮説としては,各変数のカテゴリーが顧客創造（新規顧客の獲得・既

存顧客の維持）へどの様に影響を与えているのか,について導出をしてみたい。 

 先ず,カテゴリーは以下の様に考えたい。「構造特性」と「市場特性」は＜市

場環境＞のカテゴリーとする。次に,＜マーケティング・コンセプト＞と＜組織

マネジメント＞をそれぞれカテゴリーとする。＜製品開発戦略の表層活動＞と

＜製品開発戦略の深層活動＞もそれぞれカテゴリーとする。 

 これらのカテゴリーの因果プロセスについて以下のような仮説を導出したい。 

 

①＜市場環境に関する仮説＞ 

製造業において顕著であるが,様々な産業の 終消費財や産業財を製造する

には,制約条件とも言うべきいくつもの取り決めがある。一般的には ISO 規格や

JIS 規格などが知れ渡っているが,それぞれの産業には,製造・販売に関する基

準や規格,取り決め等がいくつか設定されている。 

自動車業界を例にとると自動車のグローバル化・国際商品化によって複雑化

した自動車流通メカニズムのなかで,安全・環境基準の国際調和を図るとともに,

各国政府の確認によって生産・販売を許可する認証制度が導入されている。例

えば 1958 年協定や 1998 協定と呼ばれるものである。 

また,工業規格として国際標準化機構規格（ISO）や日本工業規格（JIS）の他

にも団体規格として作成している日本自動車技術会規格（JASO）などがあり,

それらの規格に沿って製品が作られている。 
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例えば,自動車のテールランプの場合は,明るさは光源が 5W 以上 30W 以下で,

夜間 300m 離れた位置から視認できる照度であり,その照射光線は,他の交通の

妨げないものであること,などが定められている。また,近年話題になっている

自動車の自動運転に関しても,人間が操作しない自動車の開発にはジュネーブ

条約等の規制があり,自動車メーカー１社の判断で開発を進めることができな

い。 

上記の様ないくつかの国内外の基準や規格,取り決めなどが,各産業によって

異なるため,ある産業ではその基準や規格,取り決めをクリアすること自体が難

しく,参入障壁となっている場合も考えられる（例えば医療機器分野）。 

また,新製品の開発などにも影響を与えている可能性もある。上記の様な議論

から次の様な仮説が導き出される。 

 

仮説１ 国内外の製品開発基準や製品規格,取り決めが,業界として標準化さ

れている産業や市場では,業界標準,製品規格などがマーケティン

グ・コンセプト及び組織マネジメントに影響を与え,結果として業

界標準,製品規格などが,製品開発戦略へ制約条件として働き,製品

差別化にマイナスの影響をもたらす。 

＊尚,製品差別化へのマイナスの影響とは,製品ライン数,製品ラ 

イフサイクルなどから総合的に判断することになる。 

 

②＜マーケティング・コンセプトと組織マネジメントに関する仮説＞ 

マーケティング・コンセプトは,企業理念やビジョンとリンクし設定されてい

ると考えられるが,年度計画などの単年度目標と同一視されていることも考え

られる。 

また,コンセプトは概念であるため,それを組織内で共有するために何らかの

メディアを活用することが想像される。しかし,必ずしもそうとは限らず,メデ

ィアを介さず口頭だけの場合も想定される。こうしたコミュニケーション手法

の相違によって,マーケティング・コンセプトの理解の仕方や伝わり方に差が有

るのではないか,と考えられる。 
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また,マーケティング・コンセプトは,組織マネジメントとしての,トップの関

与,制度設計,組織コミュニケーションなどの組織文化的側面へ転換されると考

えられるため,企業文化の創造,組織マネジメントに影響を与える。 

例えば,伝統的な企業が持つ様々な企業文化（例えば,トップの関与,制度設計,

組織コミュニケーションなどの組織マネジメントが風土として根付いている様）

が,市場反応としての製品開発戦略へ影響を与え,市場成果に結びつく製品開発

が行なわれる場合もあるだろうし,その逆に組織文化に縛られ,新たな製品開発

に挑戦できないこともある。 

また,様々な業界において企業統合が実施されるが,企業文化が同じ企業同士

で統合されるわけでは無い。違う企業文化が統合することでコンフリクトを発

生させ,製品開発戦略に結びつかないこともあるだろうし,逆に,シナジー効果

が生まれ,新たな製品開発戦略へつながる可能も出てくる。 

上記で示した様に組織文化に関わるマーケティング・コンセプトと組織マネ

ジメントは,市場反応としての製品開発戦略に影響を与えているとも言える。上

記の様な議論から次の様な仮説が導き出される 

 

仮説２ 概念であるマーケティング・コンセプトを視覚化（紙や映像などの 

利用を含む）し,従業員がイメージしやすく理解できるように,繰 

り返し伝達が行なわれ,かつ,組織マネジメントのアクションプロ 

グラムとリンクし,実行されている組織は,製品開発戦略にプラス 

の影響をもたらす。 

      

③＜製品開発戦略の表層活動に関する仮説＞ 

産業財市場では,自社のリソースとして QCD を中心とした製品開発の深層 

活動が競争力の源泉であることが藤本 and クラーク[1993],藤本[2003]によっ

て指摘されているが,一方で,野村総合研究所[2013]では,市場ニーズをよく理

解し,ニーズと技術の落とし込みによる製品開発を上手く日本企業は行なえて

いないことが指摘されている[pp.83-84]。ものづくりとしての長期目線と短期

目線のマーケティングとの組み合わせが適切に出来ていないとの指摘である。 

自社のリソースを中心とした「製品開発戦略の深層活動」に比べ,対顧客企 



182 
 

業とのリレーションシップを意識した短期目線の交渉事を「製品開発戦略の表

層活動」とした場合,どの様な交渉力を持つことが,顧客創造（新規顧客の獲得・

既存顧客の維持）に繋がるのであろうか。 

例えば,延岡 and 高杉[2010]では,キーエンスの事例で営業担当者のソリュー

ション力を高めることで,顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）や利益

確保に繋がることが指摘されている。そうだとすれば,製品づくりや価格設定,

顧客企業とのコンタクト,顧客企業との情報交換など「製品開発戦略の表層活動」

が,先ずはリードし「製品開発戦略の深層活動」へとつなげていることも考えら

れる（この議論は,卵が先か鶏が先かとの議論と同じで,製品開発戦略の深層活

動があってこそ,製品開発戦略の表層活動が成り立つとも言える）。 

無論,そのためには,製品知識やソリューションが行なえるだけの知識や経験

などが組織的に蓄積されていかなければならない。いずれにしても,対顧客企業

とのリレーションシップを意識した交渉事である「製品開発戦略の表層活動」

が顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）や利益確保に繋がる重要な要

素群となることが考えられる。上記の様な議論から次の様な仮説が導き出され

る。 

 

仮説３ 製品開発戦略の表層活動に注力している企業は,市場成果としての

顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）にプラスの影響を与

える。 

 

④＜製品開発戦略の深層活動に関する仮説＞ 

本研究では,製品開発戦略の深層活動を Q（品質）C（コスト）D（デリバリー）

＋F（フレキシビリティ）S（サービス）N（ネットワーク）と 6 つの要素に分解

している。この中で,特に QCD は,企業に密着したリソースである。各企業は,

統制可能なリソースとして,それらに注力していると考えられる。そして,産業

財の場合,QCD は市場成果としての顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）

に影響を与える変数としての相対的重要度は高いと考えられる。 

しかし,様々な物財がコモディティ化していく中で,QCD だけでは市場競争力

を維持できないのではないか,との疑問も生じる。例えば,妹尾[2009]でも指摘
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されているが,技術を中心とした高品質の日本製品が,世界市場で敗れ去ってい

くのは,海外企業が少なくとも日本企業が考える QCD 以外の部分に長けている

と言うことではないか。それは,例えば,同じリソースでも自社の統制が効きや

すい QCD よりも顧客等に軸足が寄った FSN が顧客創造（新規顧客の獲得・既存

顧客の維持）に影響を与える変数として効いているのではないか,とも考えられ

る。なぜならば,F（フレキシビリティ）は,顧客からの要望に対し生産システム

等を調整することであり,S（サービス）も顧客への課題解決が主眼となってい

る,また,N（ネットワーク）は,単純にサプライ・チェーンと言うことではない

ため,ネットワーク内で自社が中心となりイニシャチブを発揮できるとは限ら

ない。また,QCD は比較的数値化し統制しやすいリソース群であるが,FSN は数値

化し統制しにくいリソース群であるとも考えられるため,マーケティング・コン

セプトに組み込み注力するには二次的要素として見られているのではないだろ

うか。上記の様な議論から次の様な仮説が導き出される。 

 

仮説４ 製品開発戦略の深層活動の中で,QCD への重要度は相対的に高いこ

とは前提にしながら,特に FSN に注力している企業は,市場成果とし

ての顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）にプラスの影響

を与える。 

 

第７節 まとめ 

 

 6 章では,BtoB マーケティングのメカニズムを解明するための実証研究にお

ける操作モデル（理論モデル）に関して議論してきた。 

 その中で,操作モデル（理論モデル）で扱う変数について先行研究を参考にし

ながら定義づけを行なうことができた。また,操作モデルから導かれる４つの仮

説を導き出すことが出来た。この様に,BtoB マーケティングのメカニズムを解

明するための手法を提示できたことは,理論的に意味があると言える。 
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第 7 章 シリコンウェーハ161）の市場環境分析 

 

第 1 節 はじめに 

 

7 章は,理論事例162）を用い,半導体材料市場における BtoB マーケティングの

構造を明らかにすることを目的とし,＜市場環境＞⇒＜組織活動＞⇒＜市場成

果＞との SCP パラダイムを参考とした概念モデル163)をベースに半導体材料の

市場環境分析を行なうものである164）。 

半導体材料市場165）は,凡そ 20 分類程度あるため,7 章ではその中からシリコ

ンウェーハの市場を選択し,Bain[1968],野中[1974],Porter[1998]を参考に,市

場構造として,「製品差別化の度合い,参入障壁,競争企業関係,売手・買手の集

中度」について分析・考察を行なう。 

また,市場条件として,「製品空間の多様性：市場細分化,地域差,製品の多様

性」,「製品マーケティングの特性：顧客の交渉力,技術データ等の必要性」,

「市場の変化：技術変化の速度,新製品開発の頻度」について分析・考察を行な

う。 

                                                  
 
161）シリコンウェーハは特に表記をしない限り単結晶シリコンウェーハを指すもの

とする。単結晶とは,原子や分子が空間的に繰り返し持っているパターンが,ど

の位置にあっても結晶軸の方向が変わらない物質を指す。それに対し,多結晶と

は,複数の単結晶から構成される物質を指す。一般的に多結晶は単結晶に比べ強

度が弱いとされる。多くの金属やセラミックスは多結晶である。 
162）理論事例については田村[2015]を参照。尚,本章は具体的な理論事例を取り扱

う以前の範囲条件,環境条件（半導体材料市場におけるシリコンウェーハ市場）

に関して取り扱うものである。 
163）概念モデルの定義に関しては,田村[2006]を参照。 
164）SCP パラダイムそのものについては,S→C→P との因果関係が必ずしも成立しな

い等の批判があることは承知している。本章では SCP パラダイムそのものを肯首

し依拠しているわけでは無く,BtoB マーケティングの構造を明らかにするうえ

で,観察対象の企業及びその企業が属する市場構造・市場条件,並びに企業活動と

してのマーケティング,そしてマーケティング成果としての顧客創造（顧客維

持・新規顧客開拓）の関係性を把握するための,認識概念の順序として参考にし

ている,と言うことである。 
165）半導体材料は,（株）電子ジャーナルが,大分類（単結晶基板,ガス,塗布膜など

12 種）,中分類（Si ウェーハ,バルクガス,保護用膜など 18 種：大分類と同じも

のを含む）,小分類（鏡面ウェーハ,窒素,ポリイミド材など 70～80 種類）に分け

ている。 
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市場構造とは,市場内での競争や価格形成の性格に戦略的な影響を及ぼす市

場組織の特徴である[Bain 1968]と定義されており,(１)買手の集中度,(２)売

手の集中度,(３)製品差別化の程度,(４)市場への参入条件があげられている。    

本章では,Poter[1998]の 5 フォース分析の中から企業間の競争関係を取り入

れ,「製品差別化の度合い」「参入障壁」「売手・買手の集中度」「競争企業関係」

この４つの変数について分析・考察するものである。尚,Poter の指摘する「代

替品の脅威」に関しては,市場条件の中で分析・考察する。 

また,市場条件とは,野中[1974]によれば,製品開発についての競争が市場多

様性の重要な源泉であるとしたうえで,製品とブランドの多様性,顧客の購買方

法,技術の進歩,需要の変動等も市場多様性を増大させ,情報と意思決定の付加

を増大させるものとしてあげ,それらを市場条件としている。そして,市場条件

を「製品空間の多様性」「製品マーケティングの特性」「市場の変化」の 3 つに

分け,市場構造と共に市場環境を分析するための変数として位置付けている。 

本章では,野中の示した各変数に依拠しながら Porter[1998]の 5 フォース分

析の中から「代替品の脅威」に関しては市場条件の変数として取り入れ,シリコ

ンウェーハの市場条件を分析・考察するものである。 

BtoB マーケティングとして半導体産業を選ぶ理由は,鉄鋼,エネルギー,自動

車等と共に電子工業（半導体産業を含む）は世界の基幹産業であること,半導体

産業は自動車産業の様に,系列化したサプライ・チェーンになっていないこと

（系列化された中でマーケティング活動は行なわれていないわけではないが,

多くは系列上位企業との関係が強いため BtoB マーケティングの構造を明らか

にするには不向きと考える166)）,ニッチトップ167）の日本企業が多いこと,等の

理由による168）。 

                                                  
166）尚 ,自動車産業における系列化は海外進出の場合を取り上げ ,崩れつつあること

はいくつも指摘されているが ,系列は依然として存在している。  
167）ニッチ市場とは,Kotler&Armstrong[2001]を参考にすると,市場全体（電子工業

市場：約 300 兆円）をセグメント化（半導体市場：約 35 兆円）し,更にセグメン

ト内のサブグループ（半導体材料市場：約 5 兆 5000 億円）を指し,特定のニーズ

（需要,客層）を持つ,規模の小さい市場（例えば,電子工業市場全体から見れば

シリコンウェーハ市場：約 1 兆円は小さい）を指すものとして捉える。 
168）鉄鋼,エネルギーも選択可能だが,残念ながら筆者にはその関係の知見,ネット

ワークが半導体産業に比べ弱い,との理由もある。 
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また,半導体材料分野の中からシリコンウェーハ分野を選定する理由は,半導

体材料市場において市場規模が大きいこと（2015 年の半導体材料市場全体の約

2 割を占める約 1 兆円,2007 年では約 3 割）,筆者の持つ知見や人脈が活かされ

る分野であること,等の理由による。 

 

第２節 半導体材料市場の位置付けについて 

 

 現代生活に欠かせないパソコン,スマートフォン,洗濯機,冷蔵庫などの家電

製品や自動車等の 終消費財,また,電力,鉄道などのインフラ設備等に組み込

まれる IC チップ,LED 等の半導体の世界市場169）は,2014 年の統計で約 35 兆 5000

億円と言われている。 

そして,その半導体を製造するための半導体製造装置の市場170）は約 5 兆 2000

億円（2015 年予想：SEMI171））,また,半導体の各パーツを担う半導体材料市場

は約 5 兆 5000 億円（2015 年予想：SEMI）の市場規模がある。 

尚,半導体とは一定の電気的性質を備えた物質を指す。物質には電気を通す

「導体」（鉄や銅など）と,電気を通さない「絶縁体」（ガラスやゴムなど）とが

あり,半導体はその中間の性質を備えた物質（シリコンやゲルマニウムなど）で

ある。この半導体が持つ物性を利用し,メモリー（DRAM 等）や CPU（中央処理装

置）等の半導体デバイス（＝半導体素子）が作られる。一般的には,半導体とは

原料としての物質を指すのではなく,半導体を用いて作られた半導体デバイス

を指すことが多いため,本研究でも特に注意表記しない限りは,半導体デバイス

（半導体素子）＝半導体との意味で用いる。 

  

                                                  
169）半導体製品は WSTS（WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS：世界半導体市場

統計）が,大分類（IC,ディスクリート）,中分類（MOS メモリー,MOS マイクロ,MOS

ロジック,アナログ IC,デジタルバイポーラ IC）,小分類（DRAM,MPU,汎用ロジッ

ク,AD/DA コンバータ,バイポーラメモリ,ダイオード等）に分けている。 
170）半導体装置は,（社）日本半導体製造装置協会が,大分類（ウェーハ製造用装置,

ウェーハプロセス用処理装置,検査用装置など 8 種類）,小分類・細分類（ウェー

ハ加工装置,レジスト処理装置,テスティング装置など 31 種類）に分けている。 
171） SEMI（Semiconductor Equipment and Material International：米国の半導体

製造装置材料協会）は,国際規格などを設定している。 



187 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では, 終消費財であるパソコンやスマートフォン等の家電メーカーや

自動車メーカーを川下におき,それらに組み込まれる IC チップ,LED 等の半導体

のメーカーを川中,半導体を製造・検査する装置関係メーカー及び半導体製造に

図１ 半導体製造の主な流れと半導体材料・半導体装置・半導体製造・  

消費財の主要企業例  

出典：日本政策投資銀行産業調査部（2012）「 先端のものづくりを支える日本の 

半導体製造装置産業 ～課題と展望～」より加筆 
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関係する材料メーカーを川上と位置付け,川上に位置付けされる半導体材料の

市場環境に着目し,分析・考察を行なうものとする172)（図１参照）。 

 

第３節 半導体材料市場環境の概観 

 

 日本はバブルが崩壊する 90 年初頭まで,半導体市場において世界を席巻して

おり,世界シェアのトップ 10に NECや東芝など日本企業が数社名を連ねていた。

しかし,現在はアメリカのインテル社,韓国のサムスン社などにその地位を奪わ

れ,東芝 1 社のみが名を残すだけとなっている(表 1 参照)。半導体市場における

日本企業の敗北要因は,自前主義で,設計と製造の分業化に対応できなかったこ

と,マーケティングに対する認識の差があったこと等,いくつか指摘されている

が本研究の主目的とは異なるため,ここでは触れない。 

だが,半導体材料市場環境全体の特徴を概観する前に,半導体産業市場環境全

体の特徴については触れておく。 

 

 

 

＜半導体産業全体の特徴＞ 

電子情報技術産業協会半導体技術ロードマップ専門委員会の年度報告書

[2007]によれば,半導体産業では,1992 年,1994 年,1997 年に米国 NTRS

（National Technology Roadmap for Semiconductors）が作成され,その後,欧

州 EECA（現 ESIA：The European Semiconductor Industry Association）,日

本 EIAJ（現 JEITA：Japan Electronics and Information Technology Industries 

                                                  
172）  尚,半導体材料の原料・素材（例えば,石油や硅素などの鉱物）は含まない。 

表 1 半導体の売上高ランキング上位 10 社の推移（ファンドリーを除く）

出典：IC Insights 



189 
 

Association：一般社団法人電子情報技術産業協会）,韓国 KSIA,台湾 TSIA,米

国 SIA の 5 極による国際半導体技術ロードマップ委員会が設立され,国際的な

活動を通して ITRS（International Technology Roadmap for Semiconductors:

国際半導体技術ロードマップ173））が作成されることとなった174）。 

 半導体は,微細化の難易度が高く,産業規模も大きいため,半導体メーカー,装

置メーカー,材料メーカー,検査メーカー及びパソコンなどの 終消費材メーカ

ー等において,開発面,資金面での強固な結束が必要となっていた。個々の企業

の利害は必ずしも一致しないが,半導体業界全体として協調体制を採ろうとし

た場合,何らかのビジョンが必要なため,各国・各企業の合意形成のツールとし

て国際半導体技術ロードマップが作成されている。国際半導体技術ロードマッ

プは 1999 年に国際版として全面改訂され,その後毎年見直され,2 年毎に全面改

訂されることになっている。 

 国際半導体技術ロードマップは,半導体の技術領域の研究方向に関する意見

を述べ,約 15 年先までの技術予測や公約について書かれている。例えば,半導体

の配線幅や消費電力,クロック周波数などについて,何年までにどの程度の数値

にする,と言うような目標や規定等が,配線,リソグラフィ,新探索材料,装置な

ど各分野に分け,1000 ページ以上のボリュームで書かれている。それらの目標

や規定に沿って,様々な材料や装置,全てが連動し基本設計や製造が行なわれる

ことになる。従って,各材料メーカーは独自の規格で勝手に製品開発・製造を行

なう事は出来ず,ある程度制約された条件下で競争環境が形成されることにな

                                                  
173） 国際半導体技術ロードマップが制作されるようになった背景には,1980 年代の

日米半導体摩擦に端を発した米国の半導体産業の競争力の低下及びその対応策

として 1987 年に設立されたコンソーシアムである SEMATECH（Semiconductor 

Manufacturing Technology）の研究開発戦略が影響しているが,本章はその背景

や成功要因を考察するものでは無い。 
174） 尚,アメリカに本部を置く IEEE(The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, Inc.：電気電子技術者協会)」は 2016 年 5 月に「IEEE International 

Roadmap for Devices and Systems(IRDS:国際デバイスおよびシステムロードマ

ップ)」という名称の新たなロードマップの策定作業を IEEE Standards 

Association の産業界連携プログラムとして発足させると発表した。 

ITRS が開発してきた半導体技術ロードマップの作成手法などは IEEE Standards 

Association 産業連携プログラムが引き継ぐ。ITRS は 2016 年 2 月に開催された

会議を持って活動を終了。 
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る。シリコンウェーハにおいても,国際半導体技術ロードマップに沿ったうえで,

製品市場が形成されていることになる。 

 また,半導体産業においては上記のガイドラインの他に,シリコンウェーハメ

ーカーを含む半導体の製造機器メーカー,フラットディスプレイ製造装置メー

カー,材料メーカー,検査機器メーカーなどの国際的な業界団体である SEMI

（Semiconductor Equipment and Materials International）が定める国際工業

規格である SEMI 規格が存在している。SEMI 規格では,半導体,設備,ガス,材料,

マイクロリソグラフィ,パッケージング,プロセスケミカル,シリコンマテリア

ル＆テスト方法,トレーサビリティなどの製品を作る際の細かな規定が記され

ている。半導体産業に関わる全ての製品,部品,材料などは SEMI 規格に準拠する

ことが業界ルールとなっている。 

 尚,半導体産業では,シリコン・サイクルと言われる半導体需給の増大期と低

迷期が概ね４年周期（オリンピック・イヤーが増大期）に繰り返すパターンが

存在すると言われている。その原因は,いくつかあげられているが,凡そ以下の

様なことが指摘されている。半導体市場で大きなシェアを持つ DRAM に代表され

るような半導体において,ムーアの法則による周期的な技術的進化がほぼ 4 年

周期で起きるため,技術シフトに伴う需要増加に対し,需給バランスが常に供給

不足,供給過剰を繰り返すことに依るものである[小川 2010]。国全体の好不況

が電子工業産業に影響を及ぼし,それが増幅され半導体産業の好不況に影響を

及ぼす[大貫 1993]。 

 しかし,2000 年以降の半導体市場では,主要な参加プレーヤーが統廃合され,

以前に比べ需給のコントロールが比較的行ない易くなっていること,IT の発達

で需要予測が以前よりも行ない易くなっていることなどから,以前のような周

期は見られず,リーマンショックが起きた 2009 年を除けば,2001 年以降ほぼ右

肩上がりで半導体市場は成長している。 
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＜半導体材料市場環境全体の特徴＞ 

半導体市場での日本企業の敗北に対して,半導体材料市場では,多くの分野で

ニッチトップとして日本企業が高いシェアを誇っている175）（表２参照）。 

例えば,半導体の基板となるシリコンウェーハの製造では,2007 年のデータ

になるが,信越半導体（信越化学工業の 100％子会社）が 35％,SUMCO グループ

（旧三菱住友シリコン）が 33％,ドイツのシリトロニック社が 11％,アメリカの

MEMC 社（現 SunEdison 社）が 9％となっており,日本企業 2 社で約６～7 割の市

場シェアを占めている。また,回路パターンを焼き付ける際に用いられる感光性

耐食被膜であるフォトレジスト分野では,2007 年のデータで,JSR 社が 36％,東

京応用化学工業が 20％,アメリカの R&H 社が 18％,住友化学が 8％,信越化学が

8％と,国内企業だけで 7 割以上のシェアを占めている。 

 この他にも,薬液分野,セラミック基板分野,封止材分野などにおいて,日本企

業が大きなシェアを確保している。 

  

 

 

 

半導体材料市場において日本企業が強い理由は,単に日本の技術力が高い,と

の理由だけでは無く,日本の半導体メーカーが世界でも圧倒的なシェアを持ち

始めた 1980年代後半から 90年前半において,ある意味では過剰品質とも言える

                                                  
175）直近の各半導体材料市場のシェアのデータでは,M&A 等により社名が変更になっ

ていたり,若干のシェアが変化している分野もあるが,総じて日本企業が高い競争

力を持っている。 

出典：半導体材料データブック（2008）,電子ジャーナルより筆者制作。 

表２ 主な半導体材料の市場規模とシェア上位企業（2007 年） 

工程 主な半導体材料
2007年市場規模

（全体で約3兆9500億円）
シェア1位 シェア２位 シェア３位

シリコンウェーハ 約1兆2000億円 信越半導体（３５％） SUMCOグループ（３３％） シリトロニック(独)（１１％）

化合物半導体ウェハ 約680億円 住友電工（２３％） 日立電線（１４％） FCM（独）（１４％）

マスク／レチクル 約1850億円 凸版印刷（３７％） 大日本印刷（３２％） フォトロニクス（米）１９％

フォトレジスト 約1100億円 JSR（３６％） 東京応用化学（20％） R&H社（米）１８％

薬液 約1660億円 関東化学（２０％） 住友化学／Dongwod(２０%) ATMI(米)１２％

バルクガス 約1260億円 エア・リキード（仏）２７％ エアープロダクツ（米）２４％ プラクスエア（米）１５％

特殊ガス 約1260億円 エアープロダクツ（米）２２％ 大陽日酸２１％ エア・リキード（仏）１９％

ターゲット材 約390億円 日鉱金属２８％ プラクスエア-MRC（米）２３％ HEM（米）２２％

層間絶縁膜用塗布膜 約100億円 東京応用化学３７％ HEM（米）３７％ ダウ・コーニング（米）１９％

保護膜用塗布膜 約170億円 住友ベークライト２７％ 旭化成２６％ HDマイクロシステムズ（日・米）２６％

CMPスラリー 約550億円 キャボット（米）４２％ 日立化成１５％ フジミ１４％

リードフレーム 約2200億円 三井ハイテック（１４％） 住友金属鉱山（１４％） SamsunｇTW（韓）（１１％）

セラミック基板 約1330億円 京セラ（５２％） 日本特殊陶業（２９％） 住友金属ED（５％）

プラスチック基板 約4200億円 イビデン（３６％） 新光電気（３５％） 日本特殊陶業（１１％）

TAB 約２８０億円 三井金属４６％ 新藤電子１９％ STEMCO（韓・日）１４％

COF 約８３０億円 三井金属５０％ LGマイクロン（韓）１３％ STEMCO（韓・日）９％

ダイボンディングペースト 約200億円 エイブルスティックLB（タイ）６１％ 住友ベークライト１７％ 日立化成１４％

ボンディングワイヤ 約2580億円 田中貴金属（３６％） 住友金属鉱山（３０％） 日鉄マイクロメタル（１８％）

封止材 約1090億円 住友ベークライト（３１％） 日立化成（１６％） 日東電工（１６％）

主な半導体材料合計 約3兆４000億円

前工程

後（組立）
工程
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日本の半導体メーカーからの要求を満たす現場力と信頼性という特殊な項目を

満たすための分析,解析,試験を行なう能力が高かったことが,大きな理由のひ

とつである,[加藤 2013]と指摘されている。 

尚,直近のデータでは,2014 年の半導体出荷額が前年比 10%増となる中,世界

半導体材料市場は前年比３%増となっている（表３参照）。また,半導体材料消費

には地域間格差が存在している（表３参照）。例えば,台湾市場では世界有数の

ファンドリーである TSMC 社（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.）

や UMC 社（United Microelectronics Corporation）等が存在しており,2013－

2014 間で 8％の伸びを見せているが,日本国内での需要増は 0％に留まっている。

半導体の製造企業は,大きく分け台湾と北米の 2 極化が進んでいるため,半導体

材料市場もそれに合わせた伸びとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚,半導体製造及び半導体材料分野において,現時点で世界的な競争力を有し

ていない中国が,2014 年 6 月に「国家 IC 産業発展推進ガイドライン」を公表し,

現在の輸入に頼る半導体産業の生産体制を変え,国産化を目指している。2015

年に 3,500 億元の売上高,2030 年までに世界トップクラスの半導体企業を中国

で育成するとの目標を掲げている。同ガイドラインでは,基金を設立し半導体産

業への投資を高めることが述べられているため,中国市場における半導体材料

市場の成長が今後見込まれる。 

地域
2013年
(billion)

2014年
(billion)

成長率 (%)

台湾 8.91 9.58 8%
日本 7.17 7.19 0%
韓国 6.87 7.03 2%

その他地域* 6.64 6.66 0%
中国 5.66 5.83 3%
北米 4.76 4.98 5%
欧州 3.04 3.08 1%

合計 43.05 44.35 3%

出典：SEMI Press Releases 2015 年 4 月 6 日より加筆。 
*その他地域とは,シンガポール,マレーシア,フィリピンなど東南アジア諸国 

およびその他小規模市場 

表３ 2013-2014 年半導体材料市場（地域別） 
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材料別に見た場合,前工程であるプロセス材料関係は 2013 年が 227 億＄に対

し 2014 年が 240 億＄と６％増,後（組立）工程であるパッケージング材料関係

は 2013 年が 204 億＄に対し 2014 年が同額の 204 億＄と横ばいであった。 

しかし,ボンディングワイヤは金から銅ベースへの移行が続いており,それが

パッケージング材料の出荷額を抑制しているとの指摘もあり,ボンディングワ

イヤをパッケージング材料関係から除くと前年比４％増となっている（SEMI  

Press Releases 2015）。 

次項では,こうした半導体材料分野の中から,シリコンウェーハ分野に関して,

その市場構造の特性について考察してみたい。 

 

第４節 シリコンウェーハ市場の構造特性 

 

 ここでは半導体材料市場の中からシリコンウェーハ市場に着目し,製品差別

化の度合い,参入障壁,競争企業関係,売手・買手の集中度に関して分析・考察し

てみたい。 

 その前に,シリコンウェーハとは何かについて簡単に確認しておく。シリコン

ウェーハは,メモリーや CPU などの半導体を作る際の基板となるものである。シ

リコンウェーハ上に様々な加工を施し配線をし,それぞれの機能（記憶や演算な

ど）を持たせた IC チップとしてパソコンやスマートフォン等に組み込まれる

176）。 

 

 

                                                  
176）大きな電力パワーが必要とされない家電製品に組み込まれる半導体は,ほとん

どシリコンウェーハを基板としている。大きな電力パワーが必要とされる発電所

や電車などに用いられる半導体には,シリコンとは異なるシリコンカーバイド

（SiC）やサファイヤなどの基板が用いられることもある。 

表４ シリコンウェーハ製品規格例（JEITA VS SEMI） 

出典：キャノシス（株）HP より加筆。 
＊オリエンテーションフラット方位やノッチ規格などの項目は省略。 
＊２inch の JEITA 規格は旧 JEIDA 規格

2inch 3inch 4inch 5inch 6inch 8inch 12inch

JEITA 50±0.5 76±0.5 100±0.2 125±0.2 150±0.2 200±0.5 300±0.2

SEMI 50.8±0.38 76.2±0.63 100±0.5 125±0.5 150±0.2 200±0.2 300±0.2
JEITA 280±10 380±15 525±15 625±15 625±15 725±25 775±25
SEMI 279±25 381±25 520±20 625±20 675±20 6725±20 775±20
JEITA 17.5±2.5 22.0±2.5 32.5±2.5 42.5±2.5 47.5±2.5 57.5±2.5 (60.0±2.5)
SEMI 15.88±1.65 22.22±3.17 32.5±2.5 42.5±2.5 47.5±2.5 57.5±2.5 ‐
JEITA 15 25 10 10 10 10 10

SEMI 12 25 10 10 10 10 10

ウェーハサイズ

口径（mm）

厚み（μm）

オリエンテーション
フラット(mm)
TTV:Totol
Th ickness

Variation（μm）
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シリコンウェーハは,原料となるケイ素（＝シリコン）を用い,高純度多結晶

シリコンを製造後,それを元に規格に沿った円柱状の高純度単結晶シリコンイ

ンゴットを製造する。インゴットを薄くスライスした後,鏡面加工などを行ない

製品化（＝ウェーハ化：円盤状の板にする）し,半導体メーカー・ファンドリー

へ供給される。 

 半導体基板にシリコンが用いられる理由は,（１）資源が豊富にあること,

（２）電気抵抗などに影響を与える不純物を取り除き高純度化しやすいこと,

（３）単結晶化し電気を通すため添加物の量を調整し,電気抵抗率をコントロー

ルしやすいこと,（４）シリコン上に安定した酸化膜を生成しやすく,集積化等

の加工がしやすいこと,などがあげられる。 

 

 

また,先にも触れたが,シリコンウェーハの製品市場は,国際半導体技術ロー

ドマップや SEMI 規格に沿い形成されることになる（表４参照）。 

尚,シリコンウェーハの出荷量は,ここ 10 年前後の実績と予測では,2009 年の

リーマンショック時に大きく減っているが,増加傾向にある。但し,販売価格下

がる傾向にある（表 5 参照）。 

 

１ 製品差別化の度合い,参入障壁,競争企業関係,売手・買手の集中度 

半導体産業の規格として,仕様が決まっていることからシリコンウェーハ製

品は,人間の目で確認できるような大きな差別化は存在しない（無論,微細検査

装置で測定するレベルでの製品差がメーカーごとにある。その中でコピーエグ

ザクトリと呼ばれる品質管理制度が半導体メーカー等に導入されており,原則,

シリコンウェーハメーカーごとに製品品質差が出ないような製品発注がされて

表５ シリコンウェーハ出荷量推移（100 万平方インチ）

出典：SEMI  世界シリコン市場統計（2015）より筆者制作。 
＊半導体用シリコンウェーハの出荷面積のみ。太陽電池用は含んでいない。 

年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
出荷量 8,661 8,137 6,707 9,370 9,043 9,031 9,067 9,826 10,042 10,179 10,459
販売額（十億ドル） 12.1 11.4 6.7 9.7 9.9 8.7 7.5 7.6 ― ― ―
前年比 9% -6% -20% 39% -3% 0% 0% 11% 2% 1% 3%

実績 予測
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いる177)）。いずれのメーカーであっても地域性による性能差,品質差は原則なく,

輸送コストがシリコンウェーハ調達先の選定に影響を及ぼすようなものでない

ことから,ユーザーである半導体メーカーは主要ウェーハメーカー各社から調

達を行なっている178)。 

また,シリコンウェーハの口径サイズが違っても基板としての基本機能は同

じであるため,半導体メーカーは基本的にはいずれの口径のシリコンウェーハ

も使用可能であり,保有設備の条件や半導体デバイスの予定生産量に応じて,い

ずれの口径のシリコンウェーハを使用するかを決定する。 

大手半導体メーカーの世界各地の工場への納入については,半導体メーカー

本社が一括して取りまとめ,各ウェーハメーカーと取引を行うのが一般的であ

る。尚,シリコンウェーハの本体価格は,同一発注条件であれば,世界各地の生産

拠点向けに納入されるものであっても同一価格である179)。 

参入障壁に関しては,シリコンウェーハ製造は,装置産業のため,設備投資が

大きいこともあるが,シリコンウェーハ製造のためは,汎用品の装置使用だけで

なく,シリコンウェーハメーカーが独自に設備開発をしていている。精度の高い

シリコンウェーハを製造するには,独自の設備設計ノウハウが多く用いられて

いることがあげられる。 

また,高純度の単結晶シリコンウェーハを製造するためには,高純度とは言え

原料の多結晶シリコンに含まれている不純物の度合いが微妙に異なるため,制

御しなければならないパラメーター（温度や磁場,ガスの対流など）が複雑で,

コンピュータを用いたデジタルなオペレーションは難しく,職人スキル的なア

ナログ対応が必要とされている。 

更に,高純度な単結晶シリコンウェーハの製造は,80 年代から 90 年代にかけ

て,日本の半導体メーカーが強かったこともあり,半導体メーカーとシリコンウ

                                                  
177) 具体的には,8 章 9 章を参照されたし。 
178) 8 章 9 章でも記述するが,半導体メーカーは,自然災害への対応や製品欠陥対応

などの理由により,リスク分散を行なうため,シリコンウェーハを１社からの納

入に頼らない様,同一規格のシリコンウェーハを複数メーカーへ発注している。

規格基準となるシリコンウェーハメーカーをファーストベンダー,ファーストベ

ンダーの規格基準に沿って同一規格製品を納入するメーカーをセカンドベンダ

ーと呼んで区別している。 
179）公正取引員会[2006]「株式会社 SUMCO によるコマツ電子金属株式会社の株式取

得について」より。 
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ェーハメーカーとの間で,試行錯誤しながら得た技術ノウハウがベースになっ

ているとの歴史的な背景もあり,そうしたノウハウを持たない企業の新規参入

は難しいとされている。 

競争企業関係では,現在シリコンウェーハの主要メーカーは信越半導体（信越

化学工業の 100％子会社：日本）,SUMCO グループ（日本）,Siltronic（ドイ

ツ）,SunEdison（MEMC 社のシリコンウェーハ部門及び太陽光発電事業等を手掛

ける会社：アメリカ）180） ,LG Siltron（韓国）,SAS(Sino American Silicon 

Products：東芝セラミックがコバレントマテリアルへ社名変更した後,SAS が

2011 年に 350 億円でコバレントマテリアルを買収：台湾,但し国内では SAS の

グループ会社としてグローバルウェーハズ・ジャパンが製造販売を行なう）,

ウェーハ・ワークス（台湾）,オクメティック（フィンランド）,エピシル（台）,

トプシル（デンマーク）181）の 10 社程度存在しているが,上位 2 社の日本企業

が全体の 6 割程度のシェアを確保し,残りの 4 割程度を 8 社で競っている（図２

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
180） 本研究の調査期間中の 2016 年 8 月 18 日,サンエジソンセミコンダクター社が

SAS グループのグローバルウェーハズ社に約 680 億円で買収されることが発表と

なった。その結果,グローバルウェーハズ社は,世界シェアが約十数％となり,世

界 3 位になる見通し。 
181）  2016 年 5 月グローバルウェーハズ社によるトプシルセミコンダクター社の半

導体事業の譲渡取得合意が行なわれている。 

信越半導体

35%

SUMCOグループ

33%

シリトロニック

（独）11%

MEMC（米）

9%

LGシルトロン

（韓）4%

その他8%

図２ シリコンウェーハのメーカー別シェア（2007） 

出典：電子ジャーナル（2008）,「半導体材料データブック２００８」の 
データより加筆。 
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尚,2006 年迄シェアを 9％程確保していたコマツ電子金属は,SUMCO に約 370

億円で買収され,SUMCO グループとなっている。 

 買手・売手の集中度に関しては,シリコンウェーハメーカーは,中国やロシア,

アメリカ,ブラジルなどで産出されたケイ素（原料としてのシリコン）を金属シ

リコン及び高純度多結晶のポリシリコンへ加工する,トクヤマ（日本）,ヘムロ

ック・セミコンダクター（アメリカ）,ワッカー・ケミ（ドイツ）等の半導体向

けポリシリコン加工の主要メーカー（10 社程度）から仕入れ,単結晶シリコン

を生産している。 

原料としてのケイ素は世界各国に豊富にあり,安定供給が見込まれている。従

って,金属シリコンや多結晶シリコンへ加工するポリシリコンメーカーの価格

交渉力はウェーハメーカーより弱いとされる。また,シリコンウェーハメーカー

の主要取引先は,半導体メーカーやファンドリーであり,具体的にはインテル,

サムスン,東芝,SONY,ST や TSMC,UMC などアメリカ,韓国,台湾,日本,ヨーロッ

パ,5 極の企業を中心に大手だけでも数十社以上があげられる。 

 

２ 小括 

 ここで一旦,シリコンウェーハ市場を取り巻く環境について整理しておく。先

ず,2 節の図１で示した様に,シリコンウェーハ市場は,パソコンや自動車など

の 終消費財を川下とした場合,川中の半導体メーカーへ IC チップ等の製造に

欠かせない材料市場にあたる。 

 半導体は様々な材料から構成されているが,川上に位置する様々な材料は,シ

リコンウェーハという基板の上で作られることを前提としており, 終製品で

あるパソコンや自動車もシリコンウェーハの存在なくしては,製品として成り

立たないことになる。 

 川中から川下に至る半導体製造においては,国際半導体技術ロードマップが

策定されており,各材料メーカーや各半導体メーカーは,ある程度統一された規

格の中でそれぞれの製品作りを行なっている。 

 半導体製造においては,3 節の表 1 でも分かる様に,かつては日系企業が世界

を席巻していたが,現在はアメリカ,韓国,台湾などのメーカーが市場競争力を
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持っている。しかし,そうした半導体メーカーへ様々な材料を供給しているメー

カーは 3 節表 2 で示した様に,日系企業が大きなシェアを占めている。 

 様々な消費財に搭載される半導体は,スマホや自動車の販売が伸びれば,自ず

と半導体の出荷量も増加するため,シリコンウェーハの出荷量も半導体の出荷

量に連動し伸びることになる（3 節表 5）。しかし,シリコンウェーハの販売額は

下落傾向にある。このあたりについては,次節以降で確認していきたい。 

 

第５節 シリコンウェーハの市場条件 

 

この項では,シリコンウェーハの市場条件について「製品空間の多様性：市場

セグメントと製品の多様性,地域差」,「製品マーケティングの特性：顧客の交

渉力,技術データ等の必要性」,「市場の変化：技術変化の速度,新製品開発の頻

度」について分析・考察を行なう。尚,広告依存度,チャネル対応等,個別企業ご

とに異なると考えられる変数に関しては,市場環境分析として市場構造及び市

場条件の分析・考察には含めず,市場行動としての組織活動の中で捉えたい。 

 

１ 製品空間の多様性：市場セグメントと製品の多様性,地域差 

 半導体は,ムーアの法則に従い集積密度が 18～24 ヶ月で倍増することを受け,

大容量化・高速化が進展してきた。また,半導体の微細化及びそれに伴う低コス

ト化も図られてきた。特に低コスト化を実現するためには,半導体を大量生産す

ることが必要となる。半導体の大量生産とは,口径の小さなシリコンウェーハで

も口径の大きなシリコンウェーハでも生産作業としては原則同じオペレーショ

ンを行なうため,口径の大きなシリコンウェーハで生産する為の設備投資を考

慮した場合でも,口径の大きなシリコンウェーハから IC チップを沢山切り取る

ことの方が,原則,採算が良いことになっている。 

 例えば,200mm のウェーハを 300mm にした場合,直径は 1.5 倍だが,面積は 2.25

倍になるため,採取できるチップ数は約 2 倍となる（歩留まりがある）。且つ,

ウェーハの口径が大きくなる間に,集積密度も向上しているため,1 チップに搭

載できるトランジスタ面積は半分の 0.5 倍になり,同じチップ面積であれば,2

倍のトランジスタを積層できることになる。そして,ウェーハ製造コストは,経
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験曲線効果に従えば,2 倍以下の 1．X 倍以内に収まる。このため,１チップ当た

り,または,トランジスタ当たりのコストは,ウェーハサイズを大きくすること

で下がることになる。これが,ウェーハを大口径化する基本的な論理である182)。 

半導体の大量生産には,シリコンウェーハの大口径化が必要となるため,1960

年過ぎに直径 0.75 インチ（20mm）のシリコンウェーハの製造がはじまり,その

後 1.25 インチ（30mm）,1.5 インチ（約 40mm）,2 インチ(約 50mm),3 インチ(約

75mm)と口径が大きくなり,1975 年頃に 4 インチ(約 100mm) が登場し,世界的に

広く普及する。その後は,5 インチ（125mm）,6 インチ（150mm）,8 インチ(200mm)

と大口径化が進み,現在は 12 インチ（300mm）の需要が も多くなっている。 

 こうした微細化・低コスト化に伴うシリコンウェーハの大口径化への要請は,

特にロジック系半導体やメモリー系半導体で強い。なぜならば,携帯電話やパソ

コンなど 1 台に搭載されるトランジスタの量は数億個～数十億個とも言われ,1

枚のシリコンウェーハから 1000 個～2000 個程度半導体チップを取ることが採

算を考えた場合に必要となるからである。 

逆に,産業用のマイコンや音響用アンプに使用されるディスクリート半導体

等の場合は,搭載されるチップ数やトランジスタの量もロジック系半導体やメ

モリー系半導体に比べ多いわけで無いため,200mm 以下のシリコンウェーハで

採算が取れることにもなる。 

シリコンウェーハに求められることは,大口径化の他にも,（１）微細化・高

集積化に適していること（無欠陥,高平坦性,移動度向上）,（２）物理的・化学

的に安定性があり取り扱いやすいこと（ゲッタリング能力183）など）,（３）リ

ーズナブルであること（費用対効果）などがあげられる。 

上記の様に高性能化が求められる分野に対応したシリコンウェーハと,ある

程度機能特化した分野に対応したシリコンウェーハが市場セグメントとして存

在している。 

                                                  
182）本章では詳しく触れないが,300ｍｍから 450ｍｍへ口径を大きくし,量産化体制

に入っていないのは,ここで述べた論理が通じないからだと言われている。 
183）ゲッタリングとは,シリコンウェーハ中に存在する金属不純物が特定の領域に

集まる現象を言い,ゲッタリング能力とは,シリコンウェーハ内部または裏面に,

結晶欠陥・歪みなどを形成し,金属汚染を引き起こす不純物を捕獲・固着する技

術を指す。 
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特に,アメリカ,台湾,韓国を中心とした半導体メーカー及びファンドリーで

は,高機能半導体の生産が主力で行なわれているため,それに対応した大口径か

つ高品質なシリコンウェーハが必要とされている。 

現在シリコンウェーハの製品は主に,口径（100mm,125mm,150mm,200mm,300mm

の 5 種が主力製品）と機能（主に DRAM,SRAM 等のメモリー素子,バイポーラ素

子,MPU や CPU 等のロジック素子等に利用されるポリッシュト・ウェーハ,DRAM

等のメモリー素子等に利用されるアニール・ウェーハ,メモリー素子や CCD,デ

ィスクリート素子等に利用されるエピタキャシャル・ウェーハ,高速の MPU 等の

ロジック系素子等に利用される SOI ウェーハの 4 種184）が主力製品185））の 2 軸

で分けられ,下記の様な製品が市場に出荷されている（表 6 参照）。 

 

  

 

2014 年～2016 年の出荷数では,300mm 口径が約 60％を占め,200mm が約 25％,

残りを 150mm 以下が占めている。 

尚,シリコンウェーハの代替え品に関して言えば,高耐圧,高耐熱,広バンドギ

ャップ等の特性を持った新たな素材（SiC や GaN 等）を用いた基板の開発も行

なわれている。所謂パワー半導体と呼ばれる分野に使用される基板である。 

                                                  
184) ポリッシュト・ウェーハは,インゴットからスライスされたシリコンウェーハ

を,研磨材を用い鏡面化した製品で IC チップ製造の基本となるシリコンウェー

ハ,アニール・ウェーハは,高熱処理でシリコンウェーハの歪みを調整し,完全結

晶性を高めた製品,エピタキャシャル・ウェーハは,シリコンウェーハ上に別の層

を生成し,電気抵抗処理などを行ない易くした製品,SOI（Silicon-On-Insulator）

ウェーハは,電気絶縁性を高めた製品。それぞれ, 終半導体製品の使用用途に合

わせ使い分けられる。シリコンウェーハの分類の仕方は,他にもあるが,各シリコ

ンウェーハメーカーの分類等を参考に,主要なものとして 4 種表記した。 
185) ダミーウェーハ及び再生ウェーハは除外。 

表６ 主なシリコンウェーハ製品種類 

出典：各メーカーの製品一覧を参考に筆者制作。 
＊表内全ての製品が常時生産・販売されているわけでは無く,受注生産品もある。

100 100 100 100

125 125 125 125
150 150 150 150
200 200 200 200
300 300 300 300

SOIウェーハ

直径（mm）

ウェーハ種類 ポリッシュト・ウェーハ アニール・ウェーハ エピタキシャル・ウェーハ
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パワー半導体の市場規模は 2020年には約 3兆円規模になるとの予想も出てい

る。パワー半導体は,高出力で電力損失が少なく,省エネ化を図りたい自動車や

電車などの輸送機器,また,送電システムやエアコンなどに搭載されることにな

り,GaN 基板では住友電気工業やフランスの Soitec 社,三菱化学などが生産に乗

り出している。加えて,デンソー,米国の Cree,新日鉄住金,豊田中央研究所,住

友電気工業などは SiC 基板の特許取得に関して先行していると言われている

[畑 2011]。 

しかし,大きな電力が必要とされないパーソナル商品であるパソコンやスマ

ートフォン,ファミリー商品である冷蔵庫,掃除機等の家電製品では,シリコン

ウェーハがコスト的にも,技術安定度においても優位性があるため,SiC ウェー

ハや GaN ウェーハに置き換わることはないとされ,別の市場と考えられている。 

また,シリコンウェーハが消費される地域は,第３節の半導体材料市場環境の

概観でも触れたが,北米と台湾に半導体メーカー,ファンドリーの大手が集中し

ているため,日本国内での消費よりも海外で使用されることが多い（例えば

SUMCO の場合,7 割が海外売り上げとなっている：8 章参照）。 

 

２ 製品マーケティングの特性：顧客の交渉力,技術データ等の必要性 

 先ずは,顧客の交渉力について分析・考察する。今世紀に入り,2001 年に一度,

半導体の成長率は落ちるが,2002 年以降リーマンショック以前迄,数年間半導

体市場は活況だった（表 7 参照）。 

  

 

 

従って,シリコンウェーハ製造にも旺盛な需要があり,例えばシェアトップ 2

社の信越化学工業（信越半導体の親会社）,SUMCO は,300mm ウェーハ増産のため

に 2006 年から 2008 年にかけて,桁違いの大型の投資をしている（表８参照）。 

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
対前年比 36.8% -32.0% 1.3% 17.9% 28.1% 7.0% 9.0% 3.4% -4.7% -9.5% 34.0%

表７ 2000～2010 年の世界半導体市場の成長率 

出典：：IC Insights より。 
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シリコンウェーハの業界では,リーマンショック迄は,シリコンウェーハの価

格に対する交渉力は,半導体メーカーよりもウェーハメーカーの交渉力が強か

ったと言われている。 

しかし,リーマンショック後,パソコン需要の低下や半導体メーカーの再編な

どが生じたため,ウェーハ単価の大幅引き下げが実行されるようになり,半導体

メーカーとウェーハメーカーの価格交渉力が逆転した。それは,シリコンウェー

ハの出荷量がリーマンショックの 2009 年に一旦下がるが,その後回復している

にもかかわらず,販売額は減少していることで確認できる。 

100 万平方インチ当たりの単価は,2008 年に比べ 2014 年は約半額となってい

る（2008 年：1.4（十億ドル）,2014 年：0.75（億ドル））。また,トップ 2 社の

営業売上,営業利益ともに下がっていることでも確認できる（表 9 参照,表 10

参照,表 5 参照）。 

  

 

 

尚,リーマンショック以前では,太陽光パネル等に使用される太陽電池の需要

も旺盛だったため,太陽電池製造に使われる多結晶シリコン・単結晶シリコンの

需要増も起こっていた。しかし,リーマンショック後,太陽光パネル等の需要が

低下したため,太陽光パネル等メーカーの再編が行なわれ,多結晶シリコン・単

結晶シリコンの需要が減ったことも半導体メーカーとウェーハメーカーの価格

交渉力が逆転した遠因とされている。 

 

 

表８ シェアトップ 2 社の設備投資額推移（百万円） 

出典：信越化学,SUMCO の有価証券報告書より筆者制作。 
   ＊信越化学工業は,半導体事業関係のみの設備投資額。 

表９ シェアトップ 2 社のリーマンショック前後の 
営業売上・営業利益の推移（億円） 

出典：信越化学,SUMCO の有価証券報告書より筆者制作。 

2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
営業売上 4828 4049 2540 2838
営業利益 1411 984 226 389
利益率 29.2% 24.3% 8.0% 13.7%

2008年1月期 2009年1月期 2010年1月期 2011年1月期

営業売上 4749 3919 2182 2769
営業利益 1404 450 -865 -84
利益率 29.6% 11.5% -39.6% -3.0%

SUMCOグループ

信越化学
（半導体シリコン事業）

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

信越化学 65656 105619 144140 71323 22021 24406 23639 14828 14580 15889

SUMCO 49031 88145 165206 144160 29913 10395 22041 12204 7294 11496
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次に技術データ等の必要性について分析・考察を行なう。半導体産業では,

コスト削減の意味から 1 枚のシリコンウェーハから多くのチップを採取したい

ため,ウェーハの大口径化が進められてきた。それと同時に 1 枚のウェーハの歩

留まり率も向上させなければならない。 

従って,シリコンウェーハに求められる機能としては,無欠陥,平坦化などが

あげられることは既に述べた。その上で,シリコンにはいくつかの金属特性があ

るため,シリコンの表面加工を物理的・化学的にいかに行うか,との技術展開が

模索されることになる。 

 それらが先に記したポリッシュト・ウェーハ,アニール・ウェーハ,エピタキ

ャシャル・ウェーハ,SOI ウェーハ等である。これらのウェーハを開発し,半導

体メーカーへ納入するためには物理的・化学的データの裏付けが必要となる。 

 なぜならば,半導体はシリコンウェーハ上に配線を施し製造されるため,その

基板となるシリコンウェーハの製品品質が配線以降の全てのプロセス品質に影

響するため,確実な技術根拠を持ったシリコンウェーハが半導体メーカーとし

ては必要となるからである。シリコンウェーハ上には,何億～何十億個のコンデ

ンサーが積載され,大量に製造されるため,そのうち１個のコンデンサーに欠陥

があっても,製品にはならないため,半導体メーカーとしては歩留まり率が高く,

安全だとの技術的根拠が必要だからである。 

 

 

 

表 10 リーマンショック前後のシリコンウェーハ 

出荷量推移（100 万平方インチ）と販売額推移 

出典：SEMI - 世界シリコン市場統計（2015）より筆者制作。 

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

出荷量 8,137 6,707 9,370 9,043 9,031 9,067 10,098

前年比（出荷量） -6% -18% 40% -3% 0% 0% 11%
販売額（十億ドル） 11.4 6.7 9.7 9.9 8.7 7.5 7.6
前年比（販売額） -6% -41% 45% 2% -12% -14% 1%
販売単価（十億ドル）
(100万平方インチ当たり）

1.40 1.00 1.04 1.09 0.96 0.83 0.75



204 
 

３ 市場の変化：技術変化の速度,新製品開発の頻度 

 技術変化の速度に関しては,半導体産業全体の特徴でも触れたが,半導体産業

全体で国際半導体技術ロードマップが設定されており,技術変化のスピードは

シリコンウェーハメーカー側だけでコントロールできるわけでは無い。 

 例えば,シリコンウェーハのサイズに関しては,図３,図 4 に見られるように,

凡そ 5 年～10 年に 1 度大口径化が進められる。それに伴い,半導体製造装置機

器メーカーや検査メーカーもシリコンウェーハの大口径化に即した各種機器を

同時に開発・投入することになる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリコンウェーハの大口径化は,新たな技術的課題の浮上にもつながる。新た

な技術的課題はプロセスごとに見つかるため,各プロセスはそれに対応してい

かなければならない。例えば,シリコンウェーハの面積が大きくなると,欠陥数

図３ シリコンウェーハのサイズ変遷 

出典：SUMCO 社の HP より。 

図４ シリコンウェーハの口径別出荷面積(縦軸の単位:百万平方インチ) 

出典：服部（2016）より。 
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も増加するため,シリコンウェーハメーカーでは欠陥をどの様に減らすのかに

対応することになる。同時に,研磨材メーカーや洗浄機メーカーは,シリコンウ

ェーハの大口径化により,スループット時間が延びるため,スループット時間を

短縮する研磨材をいかに開発するのか,どの様な機器設計をすると洗浄時間が

短くなるのか,等の課題が浮上する。これらの課題の解決に対する目途が立たな

ければ,新たな口径のシリコンウェーハは開発・導入できないとことになる。 

加えて,半導体メーカーやファンドリーの収益性を考慮し,歩留まり率を考え

ると,シリコンウェーハの大口径化に伴い,試作から量産化するまでの期間を短

くすること（垂直立ち上げ）を,各プロセスが協力して行なう必要も出てくる（図

5 参照）。 

1 世代以上前の口径での技術は継続して蓄積されていく。しかし,大口径化は

5 年～10 年の間で生じるので,その間ムーアの法則によって集積度は常にアッ

プしているため,各プロセスでは集積度アップに伴う技術的課題が生じている

ことになる。 

 従って,一旦,量産化に入ったシリコンウェーハは,常に（１）微細化・高集積

化に適していること（無欠陥,高平坦性,移動度向上）,（２）物理的・化学的に

安定性があり取り扱いやすいこと（ゲッタリング能力など）,（３）リーズナブ

ルであること（費用対効果）が求められ続けることになる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図５ 歩留まりの垂直立ち上げのモデル例 

出典：佐藤（2013）,『よくわかる 新半導体プロセスの基本と仕組み』,p.47 より。
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新製品開発の頻度に関しては,上記の課題に対応した各改良品186）のシリコン

ウェーハが,サイズごとに各メーカーから開発・製造・販売される（表 6 参照）。

費用対効果等を判断しながら,各半導体メーカー・ファンドリーで使用される。 

しかし,技術データ等の必要性の箇所でも触れたが,改良品の技術的確からし

さが各半導体メーカー・ファンドリーでは必要となるため,各半導体メーカー・

ファンドリーとシリコンウェーハメーカーとの間で協議し開発される。 

従って,新たなシリコンウェーハが頻繁に市場で採用されるわけではない。技

術的な細かい改良点などを考慮しなければ,現時点ではポリッシュト・ウェーハ

をベースにエピタキャシャル・ウェーハ,アニール・ウェーハ,SOI ウェーハの 3

種が改良品として,名前を付され市場に出ている。エピタキャシャル・ウェーハ

は技術的には古く,1960 年代から 70 年代にかけ開発されている。また,アニー

ル・ウェーハは,1990 年代前半に,SOI ウェーハは 1990 年代後半に開発されてい

る。細かなことはあるが,現在に至るまで約半世紀間で主要なシリコンウェーハ

は,ポリッシュト・ウェーハを入れ 4 種しか出ていないことになる（実際に半導

体メーカー等に納品されるシリコンウェーハの種類は,これら４種をお客様ご

と,また,開発する半導体の種類ごとにカスタマイズした製品となるため,何千,

何万種類となる。）。 

尚,研究・開発の段階でどの程度の歩留まりなら半導体の試作を開始するのか

は,半導体の種類によっても異なる。例えば,メモリー系の半導体は,研究・開発

段階で歩留まり率が 30％程度であっても試作をはじめ,1～2 年以内に歩留まり

率を 80％程度まで向上させることを狙うとされている（図 6 参照）。 

なぜならば,メモリー容量はムーアの法則に従えば,2 年程度で増え続けるこ

とになるため,容量の小さな旧型のメモリーは価格が下がり,採算が取れなくな

るため,投入初期に投資金額を回収したいとの,半導体メーカー,ファンドリー

の思惑があるからである。 

 

                                                  
186）シリコンウェーハメーカーでは,改良したウェーハそのものを新製品として認

識していない。それは,ウェーハと言うハード製品よりも製品に付随した技術改

良との側面が強いため,ポリッシュト・ウェーハを基本とし,アニール・ウェーハ,

エピタキャシャル・ウェーハ,SOI ウェーハは新製品ではなく,ポリッシュト・ウ

ェーハを技術改良しているということである。 

 



207 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 小括 

 第 4 節のシリコンウェーハ市場の構造特性に続き第 5 節ではシリコンウェー

ハの市場特性として「製品空間の多様性：市場セグメントと製品の多様性,地域

差」,「製品マーケティングの特性：顧客の交渉力,技術データ等の必要性」,

「市場の変化：技術変化の速度,新製品開発の頻度」の 3 点について分析・考察

してきた。 

 この中では,シリコンウェーハの種類としては大きくは 4 種あり,大口径化が

進んでいること,北米,台湾などの市場が伸びていることなどが確認できた。   

また,リーマンショックを機に価格交渉力が半導体メーカーとシリコンウェ

ーハメーカー間で逆転し,シリコンウェーハメーカーの売上・利益率が落ちてい

ることも確認できた。そして,半導体メーカーとシリコンウェーハメーカー間で

は,技術根拠を持ちより確実な製品作りを行なう関係性が存在していることが

確認できた。 

更に,シリコンウェーハ製造に関する技術変化に関しては,国際半導体技術ロ

ードマップや SEMI 規格とともに半導体メーカーの歩留まり向上との関係の中

で,技術開発が行われていることが確認できた。 

  

図６ 歩留まりとムーアの法則のイメージ 

出典：セミコンダクタージャパン,『半導体入門講座』,
http://www.semiconductorjapan.net/serial/lesson/22.html より加筆。 
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第６節 まとめ 

 

本章では,半導体材料市場における BtoB マーケティングの構造を明らかにす

ることを目的とし,具体的な観察対象としての企業（シリコンウェーハメーカー）

の組織活動を分析・考察する前に,観察対象企業が属する市場環境について分

析・考察を行なってきた。 

先ず,半導体材料市場全体では,約 5 兆 5000 億円規模であり,決して大きな市

場ではない。例えば,BtoC 企業である家電メーカーで言えば,パナソニックやソ

ニーの売上高が 7 兆円～8 兆円あることに比べれば,小さな市場である。しかし,

電子工業の中の半導体産業の基盤を支える存在として,各半導体材料が半導体

メーカーへ供給されなければ,パソコンやスマホなど様々な商品は生産できな

い為,目立たないが重要な市場である。 

 また,半導体材料市場は,約 20 分類程度にセグメントできるが,そのほとんど

の分野で日本企業がニッチトップとなっていることが特徴的な産業構造として

把握できた。 

 続いて,半導体材料市場の中からシリコンウェーハ市場について,市場構造と

市場条件について分析・考察した。それらを３C 分析に用いられる市場参加者

に沿うと,シリコンウェーハ市場に関する理解が促進されると思われるため,凡

そ以下のようにまとめる。 

＜カンパニー＞ 

先ず,半導体市場においては,川上の材料・装置メーカーから川中の半導体メ

ーカー・ファンドリー,そして川下の消費財メーカーを含めた各市場参加者に関

係する産業発展の未来予想図である国際半導体技術ロードマップが存在してい

ることが大きな特徴である。  

国際半導体技術ロードマップや SEMI 規格は,市場の制約条件としても機能し

ているため,半導体材料を含め半導体産業全体の製品品質や技術革新速度など

をある程度国際レベルでコントロールしている。従って,シリコンウェーハに関

しても製品規格が細かく規定されており,BtoC 企業の様に,シリコンウェーハ

メーカーが各企業独自のデザインとしてサイズや厚み等を設定することはでき

ない。 
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また,川上,川中,川下と言った縦関係のネットワークもそうだが,ひとつのシ

リコンウェーハのサイズ規格が研磨材メーカーをはじめとした横関係や斜め関

係の各企業の製品・技術開発へも影響することから,半導体市場の全体 適を考

慮したウェーハ開発が行なわれることになる。 

シリコンウェーハ市場においては,ある程度国際半導体技術ロードマップや 

SEMI規格に沿って,５～10年に 1度位の程度で大口径化が起きているが,その度

に,半導体メーカー・ファンドリーのコストダウンを図るため,大口径シリコン

ウェーハのシェアが伸びることになる。 

しかし,300ｍｍ口径の開発から既に 15 年程度経過し,国際半導体技術ロード

マップ上では,2013 年～2014 年に次世代ウェーハである 450ｍｍの量産化体制

が整う予定であったが,2015 年現在,全体 適化が図られていないため,未だ量

産化体制にはなっていない。 

＜カスタマー＞ 

シリコンウェーハメーカーの顧客は,主に半導体メーカー・ファンドリーとな

るが,両者の多くは,北米及び台湾・韓国などのアジアへシフトしている。 

また,リーマンショックを挟み,価格交渉力は顧客側である半導体メーカー・

ファンドリーに移り,シリコンウェーハの出荷数は伸びても,シリコンウェーハ

メーカーの収益率はリーマンショック以前に比べ低くなっている。 

＜コンペティター＞ 

シリコンウェーハ市場では,日本企業２社が６割程度のシェアを確保してお

り,新規参入が難しいため,M&A などによる再編を除けば,今後しばらくは大き

な変化はないと考えられる。 

また,シリコンウェーハ自体の技術開発はある程度成熟しており,近年目覚ま

しい進歩があるわけでは無い。従って,代替え品として新たな技術を用いた素材

や新技術を持った企業参入がないわけではない。例えば,シリコンウェーハとは

異なる炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）等の新たな基板を用いたパワ

ー半導体素子の市場（インフラ商品市場もしくは自動車・エアコンなどの一部

ファミリー商品市場）が今後伸びていくと言われている。 

しかし,アウトプットとしての商品市場が異なるため,パソコンやスマホ,冷

蔵庫,洗濯機などのパーソナル商品,ファミリー商品の市場においてはシリコン
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ウェーハが価格的にも技術安定度的にも優位性があるため,炭化ケイ素（SiC）

や窒化ガリウム（GaN）等の新たな基板が,すぐにシリコンウェーハに置き換わ

っていくことはないと考えられる。 
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 第８章 BtoB マーケティングのメカニズムに関する考察 

～SUMCO グループのケース分析～ 

 

第 1 節 はじめに 

 

8 章の目的は,シリコンウェーハ187)のメーカーを観察対象として選定し, 6 章

で示した操作モデル（理論モデル）に沿って,調査・分析を行ない,6 章でたて

た 4 つの仮説を検証し,産業財を取り扱う企業の BtoB マーケティングのメカニ

ズムを明らかにすることである。 

シリコンウェーハ市場の環境分析については,既に７章で触れているが,シリ

コンウェーハ市場の上位 2 社は,信越半導体（信越化学工業の 100％子会社：日

本）,SUMCO グループ（日本）の日本メーカーで,約 6～7 割程度のシェアを確保

している。残りの 3～4 割程度を Siltronic 社（ドイツ）,SunEdison 社（アメ

リカ）188),LG Siltron 社（韓国）,SAS 社（台湾）などで競っている。 

これらの中から SUMCO グループ（日本）と SAS 社（台湾）のグループ会社で

あるグローバルウェーハズ・ジャパン社の 2 社を対象にケース分析を行ないた

い。ケース分析に先立ち,観察対象への調査依頼手続き及び調査概要,ケース分

析方法について記述する。 

 

１ 調査手続き及び調査概要 

先ず,シェア上位 2社に対して,知人を通し BtoBマーケティングのメカニズム

の解明に関する研究目的,研究方法,守秘義務契約などを記述した調査依頼書を

提出した。信越化学工業／信越半導体からは,調査許可が得られなかった。SUMCO

グループからは,条件付きで調査許可が得られた。 

                                                  
187) ウェーハの表記は,ウェハー,ウェーハ,ウエーハ,ウエハー,ウェハ,ウエハな

どいくつかあるが,本章では SUMCO グループ及びグローバルウェーハズ・ジャパ

ン社ではウェーハとの表記をしているためウェーハとの表記を用いる。 
188) 本研究期間中の 2016 年 8 月 18 日,サンエジソンセミコンダクター社が SAS 社

グループのグローバルウェーハズ社に約 680 億円で買収され,その結果,グロー

バルウェーハズ社は,世界シェアが約 17％となり世界 3 位になる見通し。 

 



212 
 

また,上位 2 社以外からは,SAS 社（台湾）のグループ会社であるグローバル

ウェーハズ・ジャパン社に,知人を通し,上記同様の調査依頼書を提出し,調査許

可が得られた。  

SUMCO グループに対するインタビュー調査は,営業部門担当役員,技術開発部

門担当役員の２名に対するインタビュー及び IR・広報担当役員による総括イン

タビューの調査を採用。グローバルウェーハズ・ジャパン社に対するインタビ

ュー調査は,社長及び営業部門マネージャー1 名と担当者 1 名,技術開発部門マ

ネージャー1 名と担当者 1 名,製造部門マネージャー1 名と担当者 1 名,計 7 名の

インタビュー調査を採用。 

両社とも,6 章で示した操作モデル（理論モデル）に沿ったインタビュー項目

票を事前に配布した上で,個別に約 1 時間 30 分前後のインタビューを実施した

（インタビュー項目票のフォーマットは両社共通）。尚,インタビュー時には,

両社とも,守秘義務内容のチェックを兼ね IR・広報担当役員などが同席してい

る。 

インタビューにおいては,インタビュー項目票だけでは理解しにくい用語も

記述されているため,インタビュー時には用語の説明やインタビュー意図など

を補足し,各個人ごとに解釈に差が生じないように配慮した。 

また,インタビューに合わせ,インタビュー項目の中の一部に関しては,5 段

階尺度によるアンケートも同時に実施している。 

尚,インタビュー内容においては,事例研究として,観察対象企業名を明示す

るため,企業の守秘上,公表されている以外のデータや業務内容（例えば,技術開

発部門の配属人数,提携先企業名,具体的な製品開発活動などは詳細に記述でき

ない）に関しては慎重に取り扱うことになる。両社にそれぞれ内容確認を経た

上で記述している。 

両社へのインタビューは 2016 年 3 月～4 月の就業時間中に応接室・会議室を

拝借し実施している。 

 インタビュー以外の情報に関しては,シリコンウェーハ等の研究をしている

大学教員,業界関係者へのインタビュー,SUMCO グループ及びグローバルウェー

ハズ・ジャパン社のホームページ,CSR 報告書,アニュアルレポート,有価証券報

告書,決算公告,などの既出情報を元にしている。 
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２ ケース分析方法 

 既出情報に加え,両社それぞれのインタビュー対象者から聞き取りした内容

のテープ起こしを操作モデル（理論モデル）に沿った調査項目毎に整理する。

次に,各人のインタビュー内容を企業としての全体のインタビュー内容として

まとめる。 

 そして,各人のインタビュー内容及びその他の資料から操作モデル（理論モデ

ル）に沿った項目に関し,企業全体としで,どの様な考え方を持ち,マーケティン

グ活動を実践しているのかを分析・考察する。尚,インタビュー内容に基づく,

質的研究分析に関しては,分析者の偏った,不完全なそして非常に選択的な印象

を形成しがちである[Krippendorff 1980]との指摘があることから,企業全体と

してまとめたインタビュー内容を分析・考察する際,KH コーダーを利用した計

量テキスト分析結果を用いた考察も利用する。 

 

第２節 SUMCO グループのケース分析と考察 

 

ケース分析に先立ち,SUMCO グループの企業概要について確認しておく。

SUMCO グループ（以下 SUMCO 社）は,東京都港区に本社を構え,1999 年に設立し

た半導体用シリコンウェーハの製造・販売会社である。2015 年 12 月期実績で

約 2370 億円の売上,国内売上が約 3 割,海外売上が約 7 割,営業利益が約 294 億

（14.8％）,世界シェア約 3 割,従業員数約 7500 名（連結）の規模を誇る,東証

1 部上場企業である。 

SUMCO 社は Silicon United Manufacturing Corporation からの命名であるが,

その歴史は古く,1937 年設立の大阪特殊製鉄所がルーツとなる。現在の SUMCO

社に至るまでの沿革を下記に示す（図１）。 
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図 1 SUMCO 社の沿革 

  

 

 

SUMCO 社の国内営業拠点は,東京,大阪,福岡の 3 か所,国内製造拠点は九州事

業所（佐賀・伊万里）,米沢工場（山形）,千歳工場（北海道）,JSQ（Japan Super 

出典：SUMCO 社ＨＰ（http://www.sumcosi.com/corporate/history.html） 

及びアニュアルレポート[2014]より。 
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Quartz）事業部（秋田：石英ルツボ189)）の 5 か所となっている。主要な海外拠

点は,アメリカに SUMCO Phoenix Corporation(製造・販売),イギリスに SUMCO 

Europe Sales Plc（販売）,台湾に SUMCO Taiwan Technology Corporation（製

造・販売）,FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION（技術サポート）,インド

ネシアに PT. SUMCO Indonesia（製造）,シンガポールに SUMCO Singapore Pte.Ltd.

（販売）,中国に SUMCO Shanghai Corporation（技術サポート）,韓国に SUMCO 

Korea Corporation（技術サポート）などを展開している。 

 

１ KH コーダーを利用した計量テキスト分析・考察 

先ず,インタビュー調査をテキスト化したデータを基に,KH コーダーを利用

した計量テキスト分析・考察を行ない,SUMCO 社全体のマーケティング注力要素

について把握する。 

 尚,操作モデル（理論モデル）に沿い,マーケティング・コンセプトに関わる

戦略意図やビジョン,組織マネジメントに関わる経営トップ（層）の関与,制度

設計に関わる報酬,人事,教育,組織コミュニケーションに関わる対話や情報伝

達,コンフリクト,製品開発の表層活動に関わる製品,価格,拠点,販売促進,製品

開発の表層活動に関わる品質,コスト,デリバリー,リードタイム,サービス,フ

レキシビリティ,ネットワーク,市場成果に関わる市場,お客様等のワードを数

十個コーディングしてある。 

 インタビュー調査の中で,それらのワードの出現度がどの様になっているの

か,また,各ワードがどの様に階層分けされているのかについて確認するために

階層クラスター分析を行なう。階層クラスター分析を行なう事によって,SUMCO

社が企業としてどの様な事に関心があり,マーケティングに関わるどのような

要素に注力しているのか等を全体的に把握することが可能となる。 

  

 

 

 

                                                  
189)  シリコン単結晶を製造する際に使用される容器。  
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図２の階層的クラスター分析からは先ず,「技術」「お客様」「製品」の 3 つの

ワードの出現数が高く,「価格」「品質」と合わせた 5 つのワードの出現パター

ンが似ている。これは次項の２－２で触れるが SUMCO Visioｎに関連するワー

ドであり,SUMCO Visioｎを実現しようとする意志と活動の表れである。 

また,「経営層」「戦略意図」「市場」「競合」等の塊と製品開発戦略の表層活

動のワードである「コミュニケーション」「拠点」は,「技術」「お客様」「製品」

「価格」「品質」の塊と同じブロックに配置されている。 

一方,組織マネジメントに関するワードである「制度」「コンフリクト」と製

品開発戦略の深層活動として,「フレキシビリティ」「サービス」「ネットワーク」

「リードタイム」等のワードは, 5 つのワード及び「経営層」「戦略意図」のブ

ロックとは別のブロックに配置されている。 
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図２  階層的クラスター分析

出典：筆者制作。
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 これは,戦略意図としてのマーケティング・コンセプトに親和性が高いのは,

製品開発戦略の深層活動よりも製品開発戦略の表層活動であることを窺わせる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階層的クラスター分析でも確認できたが,図３の共起ネットワークのサブグ

ラフ検出では,「技術」「お客様」「製品」の 3 つのワードの結びつきが太い線で

表され,かつ「品質」「価格」とも結びつきが強いことが示されている。 

このことからも,SUMCO Visioｎに関連するワードがインタビューの中で中心

的なテーマとして意識されていることが確認できる。 

また,経営トップ（層）が,戦略意図として,競合との市場競争を意識し,お客

様とのコミュニケーションを重視していることも読み取れる。 

図３  共起ネットワークサブグラフ 

戦略意 図

競合

お客様

市場

経営層

技術

制度

コミュニケーション

製 品

価格

拠 点

品質

コスト

価値

デリバ リー

リードタイム

サービス

フレキシビ リティ
競争力

ネットワーク

出典：筆者制作。
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更に製品開発戦略の深層活動として,「フレキシビリティ」と「サービス」が

重要なこと,そしてネットワークが競争力に影響があることも示されている。 

これは,「お客様」を中心としながら,製品開発に関わる「技術」「品質」そし

て「製品」の「価格」が本質的なマーケティング・コンセプトであるが,競争力

を確保するためには「ネットワーク」が重要であり,サブ要素として「フレキシ

ビリティ」と「サービス」も重要であることが示されている。 

 

２ 戦略的意図してのマーケティング・コンセプトの分析・考察 

 前項で,インタビュー調査の全体像を把握するため,KH コーダーを利用し,計

量テキスト分析を行なったが,以下では操作モデル（理論モデル）で設定した各

変数についてそれぞれ個別に分析・考察を行なう。 

 

＜マーケティング・コンセプト＞ 

SUMCO 社の経営理念は,『お客様と株主の期待に応え,従業員に幸せを与え,社

会に貢献する,常に世界一のシリコンウェーハメーカーを目指す』となっている。

2012 年４月,現会長である橋本眞幸氏が代表取締役社長に就任190)した際,経営

理念を受け,全社一丸となり,エクセレントカンパニーを目指し,それを実現す

るため,以下の 4 項目からなる「SUMCO Visioｎ」を策定している。 

 

（1）技術で世界一の会社 

・他社の作れない製品群を増やす 

・コストリーダーシップ 

この意味するところは,凡そ下記の様に説明されている。シリコンウェーハは,

技術があって初めて価値が生まれるものであり,金,銀,鉄,銅と言った素材とは

全く異なること。SUMCO 社は,「物」を売っているのではなく「技術」を売って

いること。そして,シリコンウェーハの世界では,技術で負けることは致命的で

あること。コストダウンはエンドレスに挑まねばならないが,どんなにコストダ

                                                  
190)  橋本氏は 2016 年 3 月に社長から代表取締役会長兼 CEO に就任している。 
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ウンを実現しても,陳腐化した製品はお客様から必要とされないこと。従って,

技術開発の優先度が先立つ事を肝に銘じ,その追求に邁進すること。 

 

（2）景気下降局面でも赤字にならない会社 

・高い環境適応力 

・低い損益分岐点 

この意味するところは,凡そ下記の様に説明されている。半導体業界は在庫調

整を含め,需要のアップダウンが激しい業界であり,需要が縮小するボトム時に

赤字にならない,沈まない体制を作ること。市場が下振れする状況下でも成果を

出し,好調な状況下でも行き過ぎないように自制し,逆風でも順風でもやるべき

ことを着実にやり遂げること。その中で,低レベルの売上高となったとしても損

益分岐点を改善させ,利益を計上すること。こうした盤石な強さを持つ会社を指

向すること。 

 

（3）社員が活き活きとした利益マインドの高い会社 

・情報の共有と多様性の尊重によるグループシナジー 

この意味するところは,凡そ下記の様に説明されている。「技術で世界一の会

社」「景気下降局面でも赤字にならない会社」を実現するためには,働く人のモ

チベーションが高くなければならないこと。また,技術力の底上げのためには現

場チーム全体の情報共有化や技量の蓄積が不可欠なこと。多様性を持ったスタ

ッフが構成するチームの開発力を活性化させること。そして,新たな技術開発活

動,コストダウン活動などに対し,緊張のし過ぎでは柔軟性が失われ,硬直を招

くため,適度な緊張感を持ちながらも,活き活きとした雰囲気の中,利益を追求

すること。 

 

（4）海外市場に強い会社 

・海外でも活躍できるグローバル人材の育成 

この意味するところは,凡そ下記の様に説明されている。売上高における海外

比率が 7 割を占め,国内市場が縮小していく中で,海外での存在感を更に示すと

ともに海外売上高を増加させる姿勢が必要なこと。その為には OJT を通じて特
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定の人に限らず,誰もが海外で力を発揮することのできる社員育成が必須にな

ること。各部門において海外で活躍できるグローバル人材を増やしていくこと。 

上記に示した SUMCO Visioｎと共に,SUMCO社では,製品開発のテーマ及びター

ゲット層を定め,高付加価値製品作りに注力し,利益率を高める企業成長の戦略

が示されている。それが以下の製品開発の 4 つの戦略テーマと 2 つの技術テー

マである。 

 

◆製品開発の４つの戦略テーマ 

・デジタルカメラなどの撮像素子のシリコンウェーハ 

 映像・画像を撮影する際の「眼」となる撮像素子。イメージセンサと呼ば

れる半導体デバイスにおいて,暗所での撮像時に生じるノイズを抑えるた

めには,きわめて高品質のシリコンウェーハが求められる。その品質レベル

を実現できる数少ない企業のひとつが SUMCO 社である。SUMCO 社の持つ強

みを更に発揮し,撮像素子向けシリコンウェーハの高品質化を目指す。 

 

・電気自動車内デバイス用シリコンウェーハ 

 現代の自動車には,電流電圧制御システムやエアバッグ制御,ETC などの 

システムが組み込まれており,その中で数多くの半導体デバイスが機能し 

ている。自動車向け半導体デバイスは,その性能が「人命」に直結するた 

め,半導体デバイスの安定稼働を支えるシリコンウェーハにも高い信頼性

が求められる領域である。しかも今後は,世界的に電気自動車やハイブリッ

ドカーのマーケットが拡大すると予想される。電気自動車用ウェーハです

でに実績のある SUMCO 社にとっては有望な分野である。 

 

 ・医療機器用電子デバイスのシリコンウェーハ 

  「人命」に関わる点では医療機器も同じであり,高齢化に伴い,今までにな

い医療技術革新を背景に,医療機器の世界でも高品質なシリコンウェーハ

が求められている。SUMCO 社にとって重要なマーケットである。 
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 ・パワー半導体向けのシリコンウェーハ 

  電力の制御を行うパワー半導体と呼ばれるデバイスは,技術的にも複雑で

特殊な領域である。特に,電車など 1000V を超える重電分野での電源制御で

は,シリコンウェーハにも特殊なノウハウが求められる。こうしたパワー半

導体デバイス向けのマーケットも開拓する。 

 

◆２つの技術テーマ 

・次世代ウェーハの開発 

 現在,シリコンウェーハの口径は 300mm が主流だが,近い将来,450mm 口径の

次世代ウェーハに移行し半導体デバイスの生産効率が向上するとの見込み

のもと,次世代ウェーハの開発を進める。その中で,より品質を向上させ,

同時にコストを抑えていくために,製造プロセスにおいて従来とは異なる

新しい発想が必要であり,今後の開発課題となる。 

 

・3 次元素子への対応 

 近年,新たな半導体デバイスのモデルとして,平板状に作られた半導体素子

を立体的に何層にも積み重ねた形の 3 次元デバイスが注目されている。こ

れによって集積度が従来の数十倍にも高められ,半導体の世界に大きな革

新をもたらす可能性が秘められている。超微細化が求められる 3 次元素子

に対応したシリコンウェーハの開発に取り組む。 

 

SUMCO 社は経営理念のもと 2012 年以降に,マーケティング・コンセプトとし

て,目指すべき会社の姿,方向,獲得すべきお客様,それらのために必要なリソー

スとしての人材育成などを明記した SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの

技術テーマを策定した。 

そして,今までは,特定のお客様に頼っていたポートフォリオを改め,特定の

お客様に頼らず,バランスよく,各お客様から収益が上がる様な製品開発戦略に

移行することを目指している。 
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例えて言えば,マッターホルンの様な尖がった頂きを持つ山脈からから富士

山の様な裾野の広い山脈となるような,お客様ポートフォリオを目指す,とのこ

とである。 

そうした考え方に沿った組織マネジメント,製品開発戦略の表層活動,製品開

発戦略の深層活動を展開している。 

ここで,少しマーケティング・コンセプトとビジョンの考え方,位置付につい

て簡単に整理しておきたい。 

6 章でも記述しているが,本研究におけるマーケティング・コンセプトとは,

企業理念やビジョン,年度計画などを含め,どの様な市場で,どの様なターゲッ

トに対し,どの様な組織活動を行なうと,競合よりも自社の製品・サービスをお

客様に購入してもらうことができ,利益を得られるのか,との考え方としている。 

尚,理念,使命（ミッション）,方針（ポリシー）,ビジョンなどの概念は,様々

な定義があり,統一されたものはない。一般的には,時間軸で捉えた場合,理念,

使命（ミッション）,方針（ポリシー）は,普遍的な哲学・考え方で,時代が変化

しても変わらない信念や価値観と捉えられる。それに対し,ビジョンは中期的

（凡そ 5 年～10 年程度）に到達する,あるべき姿,なりたい姿,などと解釈され,

短期的（凡そ 1 年程度）な目標とは異なると理解されることが多い。 

ビジョンは,理念や使命（ミッション）,方針（ポリシー）の様な,考え方や概

念よりも,「姿」「像」として視覚化（現象として見える,との意味では無く,イ

メージしやすいとの意味）されたものとして捉えられることが多い。 

従って,ビジョンは抽象的な理念,使命（ミッション）,方針（ポリシー）より

も具体的で中長期的な視覚化されたあるべき姿,なりたい姿として捉えられる。

あるべき姿,なりたい姿とは,どの様な市場で,どの様なターゲットに対し,自分

たちが,どの様な組織活動を行なうと,競合よりも自社の製品・サービスをお客

様に購入してもらうことができ,利益を得られるのか,とのマーケティング・コ

ンセプトを示すことになる。マーケティング・コンセプトとしてのビジョンは,

更に具体的なアクションプランとして落とし込まれ,年度計画や個人目標など

になる。 

 一般的には企業等の組織を束ねる場合,組織には個人的な考えや想いを持っ

た人達が多数存在ため,先ずは,時代を超え組織としてのまとまりや共通した考



223 
 

え方,価値観を示すために,理念や使命（ミッション）,方針（ポリシー）が必要

となる。しかし,それらは概念であるため,理念の次に,従業員がイメージしやす

いあるべき姿,なりたい姿としてのビジョンを経営トップが従業員へ提示する

ことになる。そして,ビジョンに基づき,各部門が日々の行動目標設定等を策定

し,企業の目的191)である顧客創造の実現を目指す活動が実施されている,と言

うことである。 

 本研究では,こうした一連の考え方,アクションプランをマーケティング・コ

ンセプトとして捉えている。 

 2012 年,代表取締役社長に就任した橋本氏は,マーケティング・コンセプトと

して,組織を構成する従業員に対し,抽象的な理念よりも具体的で,中長期的,そ

して視覚化された,あるべき姿,なりたい姿として,SUMCO Visioｎや 4 つの戦略

テーマ,2 つの技術テーマを組織を構成する従業員へ提示したことになる。 

 なぜ,従業員がイメージしやすく,ある程度具体的な,あるべき姿,なりたい姿

としての SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマの提示が必要だ

ったのか。 

それは,リーマンショックという市場環境の変化が起き,2010 年度,2011 年度

と 2 期連続営業利益が赤字となったため,組織活動を市場環境の変化に合わせ,

赤字を解消することが,新しく経営トップの座に就いた橋本氏の使命だったと

考えられる（7 章 5 節参照）。 

そこで,橋本氏は,具体的な組織改革（工場閉鎖や人員削減等）を行うととも

に,抽象的で哲学的な理念よりも従業員がイメージしやすく,しかし,年度計画

などの様に詳細な行動目標ではない,あるべき姿,なりたい姿としてのビジョン

を示し,モチベーションを持って,赤字解消のための組織活動を経営層と従業員

が一体となり,実践してもらいたい,と考えたと推察できる。 

 SUMCO Visioｎ,4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマは,次項以降で触れるが,

先取りすると、経営トップ（層）が繰り返し従業員に提示することにより,組織

マネジメントや組織コミュニケーションなどにプラスの影響を与え,更に,製品

開発戦略の表層活動／深層活動へもプラスの影響を与えていると考えられる。 

                                                  
191) 企業の目的については,4 章を参照。 
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 そして,市場成果である顧客創造（次項以降で順に触れていくが,先取りして

いえば,SUMCO 社では新規顧客開拓よりも顧客維持にウェイトがあり,顧客離反

はなく,既存顧客と長期契約が結ばれる）にもプラスの影響を与え,また,営業利

益のアップにつながっていると考えられる。 

 次項以降では,上記した因果メカニズムについて,操作モデル（理論モデル）

であげた組織活動の各変数（組織構造,企業行動プロセスに関わる変数）と市場

成果に着目しながらインタビュー調査等の分析・考察を行ないたい。 

 

３ 組織マネジメントについての分析・考察 

＜経営トップ（層）の関与＞ 

戦略意図としてのマーケティング・コンセプトである SUMCO Visioｎ及び製

品開発の 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマを,経営トップ（層）がどの様に

組織へ浸透させているのかについて分析・考察する。 

 

・８－２－３－１（インタビュー調査及び既出資料より。以下同様。） 

先ず,会長,社長及び各部門の担当役員が集合する会議が,本社において週に

1 回開催され,2 時間以上経営戦略に関わる議案が検討されている。この場で各

役員が SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマに即した事業運営

が実施されているのかどうかの確認作業を行なっている。   

次に,本社以外の各事業所・工場では業績検討会との会議が月に 1 回開催され,

経営トップ（層）が出向き,必ず SUMCO Visioｎや経営計画を伝えている。SUMCO 

Visioｎは,社内に掲示しているほか,冊子にして全従業員へ配布し,意識づけさ

せている。 

SUMCO Visioｎが策定される以前にも経営方針は存在していたが,社内に浸透

していなかった,と述べられている。 

また,企業風土として,上意下達があり,個人的には会社方針などに対し,多少

反対意見があっても,経営トップ（層）が決定したことには皆がついていこうと

する連動意識の存在が指摘されている。その意識の裏には,経営トップ（層）が

終責任をとる,ことを明言しているため,従業員が信頼してついていける,こ

とも語られている。 
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＜各種制度設計（人事・報酬・研修など）＞ 

SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマを組織内に浸透させ,そ

の実現を図るためには,従業員を動機づける各種制度設計が必要となる。人事・

報酬・研修などの制度設計がどの様な意図で設計・運用されているのかについ

て分析・考察する。 

 

・８－２－３－２ 

人事・報酬・研修などの制度設計では,透明性,公平性,有効性などいくつかの

視点に留意しなければならないが,一番留意しているのは公平性であると述べ

られている。人事制度と報酬制度はリンクしており,人事部門が常に改善しなが

らより良い制度設計の構築を目指している。総じて現在の各種制度設計は適正

だが,全従業員が満足し納得している,とのことではない。 

例えば,公平性を重視しているが,部門やグループ会社によって仕事内容が異

なるため,部門間やグループ会社間での公正さが保たれているか,となると改善

の余地はある。加えて,ある程度,階層が上がると,自らが置かれているポジショ

ンに対する理解が深まり,他人と比較するようになる。フィードバック制度など

も採り入れているが,自分を自分で評価し,モチベーションが上がらない従業員

も出てくる。現在の人事評価制度は,その様な従業員の潜在能力を抑え込んでい

る可能性があることも指摘されている。 

一方,報酬制度を他産業（例えば金融業）と比較した場合,製造業全体の報酬

は低い。しかし,SUMCO 社に入社する人達は,モノづくりを目指し入社している

ので,業種や企業を選択する段階で,ある程度報酬のことは理解し入社している。

報酬制度だけで,モチベーションが下がるわけでは無い,と述べられている。 

尚,SUMCO 社では,リーマンショック後の経営立て直しの一環として,2012 年

から希望退職者の募集を開始し,人員削減を行なっている。2012 年の連結従業

員数は 8328 名であるが,2015 年時点では 7480 名と約 10％の人員削減を実施し

ている。また,2012 年の平均給与は約 524 万円に対し,2015 年では約 610 万円と
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大幅にアップさせている。加えて,2015 年の販管費は 2012 年に比較し約 17％圧

縮している192)。 

 

・８－２－３－３ 

教育・研修制度に関しては,競合会社が 1995 年位に,あるきっかけがあり,学

会参加等を一気に取りやめた時期があった。その時,SUMCO 社を含め,日系企業

は歩調を合わせ,学会参加を取りやめている。その弊害として,特に技術部門に

おける文章制作能力や資料制作能力が落ちた,と語られている。  

SUMCO Visioｎが策定された,2012 年位から業績や製品開発に影響の出ない範

囲で,学会発表等を積極的に再開している。未だ十分とは言えないが,以前に比

べ,文章制作能力や資料制作能力は向上している。 

加えて,社内の教育制度でも製造現場の声を反映させ,製造プロセスの改善が

できる仕組みを採用している。 

また,SUMCO Visioｎにも関わるが,社長賞（2016 年 3 月から SUMCO CEO AWARD

に改称）などの表彰制度を採用し,企業価値向上に貢献した人・組織への表彰を

実施している。更に,経営幹部に対する若手技術者の研究成果発表会を開催し,

技術者のモチベーション向上を図り,SUMCO Visioｎへ繋げるためのアクション

プランを実施している。 

 加えて,シリコンウェーハの製造には様々なノウハウが詰め込まれているた

め,定年を 65才と 5年程長めにし,社内の技術標準を継承できるような取り組み

を実施している。こうした技術の伝承が競争力の源泉であると述べられている。 

 

＜組織コミュニケーション（情報の転写・コンフリクト対応など）＞ 

SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマを組織内に浸透させ,そ

れらを製品開発戦略や顧客創造（既存顧客維持と新規顧客獲得）へ結び付ける

ためには,お客様とのコミュニケーションや組織内コミュニケーションがスム

ーズかつ齟齬が生じないように行なわれる（情報の転写）必要がある。お客様

                                                  
192) 有価証券報告書（2012 年,2015 年）より。 
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とのコミュニケーション及び組織内コミュニケーションがどの様に行なわれて

いるのかについて分析・考察する。 

 

・８－２－３－４ 

 日常的なお客様とのコミュニケーションは,営業部門が担当となるが,営業だ

けでは技術の深いところまで理解することは難しいため,カスタマー技術部門

が設置されている。 

例えば,新製品開発や製品に技術的な課題が出た場合は,カスタマー技術部門

の担当者が営業担当者と同行し,お客様のところへ訪問する。カスタマー技術部

門の担当者がお客様との打合せ内容（＝製品開発に関わるスペック等）を書き

込んだ仕様書にまとめ上げ,社内に持ち帰り,製造部門等と協力し,試作品を作

り,お客様でチェックして頂く,との工程を繰り返す。 

 加えて,個別案件とは別に,現在よりも更なる製品開発の迅速化,製品納入の

確実化等を図るため,国内外のお客様と定期的に技術交流会を実施している。 

これは,技術ロードマップ193),市場動向等を見据えた事業展開への意見交換

との意味合いも含まれている。 

 また,お客様の製品開発技術の進展は非常に早く,1 か月単位で技術がアップ

グレードされる。それに合わせ,シリコンウェーハの開発技術の見直しを技術部

門で毎月実施している。見直された技術は,生産部門などへ伝えられ,品質改善

活動に反映される仕組みになっている。 

 製品開発から製造,販売に至るまでのコミュニケーションが上手く伝達出来

ていなければ, 終的に製品として納品できないため,お客様からの情報を出発

点とし,製品作りにおいて全体 適になる様な仕組みを構築している。 

 具体的な組織内のコミュニケーション手法としては,営業部門,製造部門の拠

点が各地に存在しているため,全体の製販開発会議は月に１回開催され,経営ト

ップ（層）も出席し, SUMCO Visioｎの確認とともに技術的な課題などの議論を

行なっている。 

                                                  
193) 7 章 3 節参照。  
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また,普段,上司部下間ではメールでの連絡が多くなるが,内容が複雑な場合

などは,電話やフェイストゥフェイスで直接コミュニケーションを図りながら

齟齬が発生しないようにしている。 

 

・８－２－３－５ 

 コンフリクトに関しては,コンフリクトの原因は,部門間においても役職間に

おいても責任の所在がはっきりしないことで生じる。責任転嫁がコンフリクト

の原因なので,役割分担が明確になればコンフリクトは発生しにくい。 

 例えば,各部門の役割分担が明確になる様な仕組みを取り入れ,各部門が何を

担当しなければならないのかを明確にしている。その上で,各部門長が毎週会議

を開催し業務内容を確認している。 

 但し,部門の役職上下間では,次の昇進がかかっている様な役職だと,現在の

上司とコンフリクトは起こりやすい。部長職位になると人数も少なくなるので,

コンフリクトはあまり生じないが,それ以下の役職の中ではコンフリクトはそ

れなりに発生してくる。個別のコンフリクトに関しては,臨機応変に対応するが,

組織として対応できるものとしては,部門間の役割分担の仕組みであり,表彰制

度の利用などがコンフリクトマネジメントとしてあげられる。  

 

４ 小括 

組織マネジメントについての分析・考察では,組織活動の変数である経営トッ

プ（層）の関与,各種制度設計,組織コミュニケーション,それぞれについ

て,SUMCO 社の組織活動としてのメカニズムにどのような組織構造や企業行動

プロセスがあるのかについて分析・考察してきた。 

小括としては,先ず,市場環境が組織活動としてのマーケティング・コンセプ

ト及び組織マネジメントへ影響を与えたかどうかに関する因果メカニズムに着

目し,まとめてみたい。次に,産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企

業行動プロセスについても指摘してみたい。 
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■市場環境が組織活動のマーケティング・コンセプト及び組織マネジメント 

へ影響を与えたかどうかに関する因果メカニズムについて 

7 章で記述しているが,ここで,半導体及びシリコンウェーハの市場環境につ

いて,簡単に振り返っておきたい。 

半導体市場には技術ロードマップと SEMI 規格が存在していること。現在,半

導体メーカーは国内メーカーよりも北米,台湾のメーカーが中心的なプレーヤ

ーであること。一方,シリコンウェーハを含め半導体材料市場では,日本のメー

カーが中心的なプレーヤーであること。その理由として,分析,解析,試験を行な

う能力の高さがあげられる。シリコンウェーハ業界では長年日本メーカー2 社

が高シェアを保持していること。凡そ上記の様な市場構造となっている。 

また,シリコンウェーハの市場特性として,製品面では,シリコンウェーハに

は大口径化が求められること（但し,シリコンウェーハメーカー単独で大口径化

を実行できるわけではない）。半導体の微細化,高集積化等に対応した高性能な

シリコンウェーハが求められること。確実な技術根拠を持った製品納入が半導

体等メーカーから要求されること。お客様ごと,半導体製品ごとにシリコンウェ

ーハをカスタマイズし納品すること。半導体の市場投入タイミングとムーアの

法則に沿った配線幅の微細化に合わせ,常にシリコンウェーハには品質改善が

求められること。 

価格面では,リーズナブルな製品であること。価格交渉力はリーマンショック

を契機に半導体メーカー等が握ったこと。凡そ上記の様な市場特性が存在して

いる。 

こうした市場構造,市場特性を持った半導体市場及びシリコンウェーハ市場

において,大きな変化としてリーマンショックがあげられる。 

上記に示した市場構造,市場特性,市場変化が SUMCO 社にどのような影響を与

えているのかを確認してみたい。 

先ず,市場構造として,リーマンショック直後,シリコンウェーハの出荷量が

大きく前年度割れしている（7 章 4 節表 5 参照）。リーマンショックの翌年シリ

コンウェーハ全体の出荷量は回復するが,SUMCO 社の売上,営業利益ともに大幅

に減少している（7 章 5 節表 9 参照）。 
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市場特性としては,リーマンショックの前と後で,半導体メーカー等とシリコ

ンウェーハメーカーとの価格交渉力の逆転,及び,東芝をはじめとした国内半導

体メーカーの国際競争力の低下が,SUMCO 社の売上・営業利益のダウンにつなが

っている（7 章 5 節参照）。 

また,リーマンショックによる市場環境の変化が SUMCO 社の組織活動へ影響

を与えていることも,組織マネジメントについての分析・考察から確認できる。 

そのひとつは経営トップの交代である。もうひとつはマーケティング・コン

セプトへの影響であり,具体的には,新しく経営トップの座に就いた橋本氏がマ

ーケティング・コンセプトとして SUMCO Vision と 4 つの戦略テーマ,2 つの技

術テーマを打ち出したことである。 

特に後者については,経営トップ（層）が,直接事業部門へ出向き,マーケティ

ング・コンセプトを従業員へ伝えるとともに,冊子などのツールを用い,マーケ

ティング・コンセプトの浸透を図っていることが,経営トップ（層）の関与とし

て,あげられている（８－２－３－１より）。 

各種制度設計においては,人事・報酬・研修などの制度設計の中で,一番留意

しているのは公平性と述べられている。これは,SUMCO 社の沿革（図 1 参照）か

らも分かる様に,何回かの合併によって現在の SUMCO 社が成り立っていること

から,合併先との人事・報酬等のバランスを考慮しなければならず,公平性に気

を遣うことが理解できる。 

各種制度設計の中で,人事における表彰制度や技術標準の継承を意図した定

年延長制度の導入は,ビジョンとして示された「社員が活き活きとした利益マイ

ンドの高い会社」を具体的なアクションプランに置き換えているため,従業員に

は分かりやすいと考えられる。 

また,市場環境の変化によって,人員削減を行なっていることも,組織活動へ

影響を与えているが,一方で,平均給与は 3 年で 15％以上のアップになっている

ため（８－２－３－２より）,報酬制度として働く人のモチベーションへ影響を

与えていると考えられる。 

更に教育・研修では,学会参加を取りやめたときに,文章制作能力や資料制作

能力の低下というマイナスの影響が出ていた。しかし,市場環境変化に伴い,現
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在は学会参加を復活させ,文章制作能力や資料制作能力が向上していることも

組織活動へ影響を与えていることとして認識できる（８－２－３－３より）。 

組織コミュニケーションに関しては,市場特性として,営業部門＋カスタマー

技術部門の体制で,お客様から製品に関するスペックなどを聞き取り,その情報

を社内に持ち帰り,試作品づくりなど,製品化に向けた組織ニケーションの仕組

みを構築している194)（８－２－３－４より）。 

また,社内への情報伝達（転写）に関しても,何段階かに分かれ,かつ,コミュ

ニケーション手法は面談や電話,メールなどいくつかの手法を使い分け,齟齬が

発生しないような工夫が行なわれている（８－２－３－４より）。 

一般的にはコミュニケーションの段階が増えればミスコミュニケーションの

発生は多くなる。SUMCO 社では,経営トップ（層）が毎月現場の会議に出席し,

現場状況を把握することでミスコミュニケーションを防いでいる。 

加えて,市場構造の影響として,長期的な視野で技術ロードマップ,市場動向

等を見据えた事業展開への意見交換をお客様と行なっている（８－２－３－４

より）。 

尚,SUMCO 社の売上の約７割は海外であり,半導体の市場構造として,キープ

レーヤーが日本国内から北米や台湾などを中心とした海外メーカーへ移ってい

ることの影響が確認できる（7 章 3 節及び 5 節を参照）。 

意見交換活動は,市場トレンドを把握し,市場変化の芽を早く察知することで

組織の在り方を市場トレンドに合わせることを狙ったものであり,リーマンシ

ョックによってもたらされた市場環境の変化を教訓とした組織コミュニケーシ

ョンへの影響と捉えることが出来る。 

コンフリクト対応に関しては, 市場構造や市場特性,市場環境変化の影響と

は考えにくいが,部門や個人の役割分担を明確にし,責任の所在をはっきりさせ

る仕組みづくりを行なっている。これは,分かっていても,業務遂行では様々な

個人的な感情が入り込むため,実際に実行するのは難しい。それを,表彰制度な

どを取り込むことで,実行している点は,SUMCO 社の特徴と考えられる。 

                                                  
194)尚,シリコンウェーハ業界に限らず,産業財の場合,製品に関する技術的な専門

知識を持った技術サポート担当者と製品価格や販売数量等を担当する営業／販

売担当者のセットで行動することは,市場環境変化に関係なく良くある。  



232 
 

凡そ以上のように,市場構造,市場特性,市場環境の変化が SUMCO 社のマーケ

ティング・コンセプト及び組織マネジメントへ与えた影響に関する因果メカニ

ズムを確認した。 

尚,市場構造,市場特性,市場環境の変化は,製品開発戦略の表層活動／深層活

動へも影響を与えていると考えられるが,それに関しては後述する。 

 

■産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企業行動プロセスについて 

組織マネジメントに関する産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企

業行動プロセスに関しては,以下の 2 点があげられる。 

1 点目は,営業部門＋カスタマー技術部門の体制である。お客様から製品に関

するスペックなどを聞き取り,製品開発戦略に結び付ける市場構造,組織構造,

企業行動プロセスは,産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

なぜならば,自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財の場合,一般消費者と取

引する際,営業／販売担当者が主に一人でお客様対応することが多い。食料品の

場合などは,セルフレジで営業／販売担当者が介在しないこともある。 

しかし,シリコンウェーハに限らず,産業財の場合,製品に関する技術的な専

門知識を持った技術部門担当者と製品価格や販売数量,納品スケジュール等を

担当する営業／販売担当者のセットで行動することが良くある。 

営業部門＋カスタマー技術部門の体制で製品に関する要望をお客様から聞き

取り,製品化（カスタムメイドもしくはオーダーメイド）しようとすることは,

産業財企業の特徴的な点ではないか。 

2 点目は,お客様との日常的な製品開発に関するコミュニケーションとは別

に,技術ロードマップ,市場動向等を見据えた事業展開への意見交換を行なうこ

とも,産業財企業の市場構造,組織構造,企業行動プロセスとして特徴的な点だ

と考えられる。 

なぜならば,自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財の場合,一般消費者から

製品に関する意見を聞いたり,ライフ・スタイル調査から製品開発に繋げるケー

スはあったとしても,当該産業の技術ロードマップに関する意見交換や事業展

開に関する意見交換を消費者と行うことはあまり考えられない。従って,技術ロ
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ードマップ,市場動向等を見据えた事業展開への意見交換を行なうことは,産業

財企業の市場構造,組織構造,企業行動プロセスとして特徴的な点ではないか。 

 

５ 製品開発戦略の表層活動についての分析・考察 

＜プロダクト／カスタマーヴァリュー＞ 

SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマの実現は,マネジメント

された組織のもと,お客様へ提供する製品の製造・販売を通じて実行される。 

製品開発戦略の表層活動では,お客様とのリレーションシップを意識した 4P

／4C 活動がどの様に行なわれているのかについて分析・考察する。 

 

・８－２－５－１ 

SUMCO 社の製品は,原則,カスタムメイドの製品販売なので,細かな仕様に分

ければ,膨大な種類数になるが,カスタムメイドする基本製品として,大きなカ

テゴリーで示すならば,凡そ以下の 4 種類があげられる（表 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ポリッシュト・ウェーハ：単結晶インゴットを厚さ 1mm 程度にスライス

し,その表面を片面,あるいは両面に鏡面研磨した製品。 

主にメモリー系デバイスを製造・販売するお客様向けに納入する。 

（２）アニール・ウェーハ：ポリッシュト・ウェーハを水素もしくはアルゴン

の雰囲気中で高温熱処理し,ウェーハ表面近くの酸素を除去。結晶完全性

を高めた製品。 

様々なデバイスに使用されるため,お客様は広範囲に渡る。 

出典：SUMCO 社ＨＰ（http://www.sumcosi.com/products/lineup.html）より。 

表 1  SUMCO 社の製品ラインアップ 

1 2 3 3 4

ポリッシュト・

ウェーハ

アニール・

ウェーハ

エピタキシャ

ル・ウェーハ

埋込層付

エピタキシャ

ル・ウェーハ

SOI・ウェーハ

100 － 100 100 －
125 － 125 125 －
150 150 150 150 150
200 200 200 200 200
300 300 300 － －

直径（mm）

ウェーハ種類
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（３）エピタキシャル・ウェーハ195)：ポリッシュト・ウェーハの表面に,気相

成長法196)によって薄いシリコン単結晶層を形成させることで,表面部分

の品質を高めた製品。 

主にロジック系デバイスやダイオード等の個別デバイスを製造・販売す

るお客様向けに納入する。 

（４）SOI（Silicon-On-Insulator）ウェーハ：2 枚のポリッシュト・ウェーハ

の間に電気絶縁性の高い酸化膜層を介在させ,貼り合わせた製品。これに

より,デバイスの高集積化,低消費電力化,高速化,高信頼性を実現する。 

主に高速の MPU 等のロジック系デバイス,高耐圧のディスクリート・デバ

イス等を製造・販売するお客様向けに納入する。 

 

尚,基本の製品はポリッシュト・ウェーハで,アニール・ウェーハ,エピタキシ

ャル・ウェーハ,埋込層付エピタキシャル・ウェーハ,SOI ウェーハは,特殊加工

製品となる。 

SUMCO 社としては,エピタキシャル・ウェーハ（埋込層付エピタキシャル・ウ

ェーハ含む）が 3 割位,ポリッシュト・ウェーハ（アニール・ウェーハ含む）が

6 割位,その他（テスト用ウェーハや再生ウェーハ等を含む）が 1 割位の比率で

製品構成されている。 

 尚,７章でも触れているが,半導体関連製品では,シリコンウェーハに限らず,

半導体産業の専門家集団である ITRS（International Technology Roadmap for 

Semiconductors）が示す国際ロードマップや SEMI（Semiconductor Equipment 

and Materials International）の規格が定められていて,製品仕様に関しては

数千種以上の仕様が存在している。 

例えば,300ｍｍ口径のウェーハが市場に初めて出た時は,国際ロードマップ

や SEMI の規格が先行していた。しかし,デバイスメーカーとしては製品の歩留

まりを上げるために品質の向上を図る。当然,各半導体関連産業もそれに合わせ

                                                  
195) この中に,埋込層付エピタキシャル・ウェーハ（お客様の設計に合わせて,露光

イオン注入,熱拡散技術を利用し,あらかじめウェーハ表面に IC 用の埋め込み

層を形成し,更にその上から気相成長させた層を作った製品）を含む。  
196) 材料を気体（気相）状態にし,結晶基板表面に薄膜を成長する技術手法。化学

気相成長（CVD：Chemical Vapor Deposition）と物理気相成長（PVD：Physical 

VaporDeposition）がある。 
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る為,製品開発のスタート時だけ SEMI の規格に制約されるが,すぐに,SEMI の規

格よりも厳しい品質基準が業界的で形成される197)。結果,SEMI の規格が後から

現実に合わせ,規格を修正することになる。 

 

・８－２－５－２ 

また,業界団体としての SEMI の発言力は,大手デバイスメーカーに比べ,強い

わけでは無い。なぜならば,SEMI は各半導体関連メーカー等から出向している

人達で構成されており,尚且つ,SEMI のメンバーは,各メーカーの専門家として

出向していても,トップ層が出向しているわけでは無い。現実的には,ロードマ

ップや SEMI の規格を参考にはするが,製品開発競争においては,さほど影響を

受けるわけでは無い,と述べられている。 

 

・８－２－５－３ 

SUMCO 社では,SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマには明記

されていないが,お客様が取引をしている何社かのベンダーの中で,ファースト

コール（お客様から一番初めに相談されること）がかかる存在を目指している。 

なぜならば,ファーストコールがかかることは,お客様が一番信頼しているベ

ンダーとの証だからである。また,ファーストコールがかかれば,競合他社より

もいち早く製品開発に取り掛かるチャンスが増える。 

例えば, ファーストコールがかかり,ファーストベンダーとなった場合,お客

様の既存デバイス製品をマイナーチェンジする際,ファーストベンダーの基本

技術がベースとなるため,マイナーチェンジ製品の開発リードタイムや生産リ

ードタイムを,ファーストベンダーはある程度計算することが可能となる。 

                                                  
197)  7 章でも触れたが,ITRS から IEEE Standards Association 産業連携プログラム

へ半導体技術ロードマップの作成手法などが引き継がれた理由のひとつに,超微

細化を追求する半導体メーカーが世界の中で数社に絞り込まれてしまい,これら

の企業は互いに競争意識が高いため,他社と技術ロードマップのすり合わせを行

なうメリットがない状況となってきた。トップ数社が開発する商用ロジックノー

ド(14/16nm,10nm など)は,ITRS の定義から完全に乖離している。 先端半導体メ

ーカー数社が他社より技術的優位を強調した独自のロードマップを採用するに

至っては,微細化主体のロードマップの役割とは一体何か,を問われる事態とな

っている[服部 2016 a,b]。 
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しかし,セカンドベンダーの場合,ベースとなっている基本技術は公開されず,

お客様が希望する製品スペックだけが提示されるため,そのスペック通りのシ

リコンウェーハを納入することが求められる198)。 

従って, マイナーチェンジ製品といっても,開発リードタイムも生産リード

タイムも計算できず,製品を納品するまでに膨大な時間やコストが必要となる。

セカンドベンダーは,そうした厳しい状況で製品開発から納品までを行ない,お

客様の求める品質基準（＝ファーストベンダーと同じ品質基準）を満足させな

ければならない。 

 

・８－２－５－４ 

 お客様が求める製品価値には 2 つの方向がある。ひとつの方向は,製品品質価

値で,シリコンウェーハの平坦度が重要な製品品質価値となる。また,パーティ

クル（微細なゴミ）の減少も重要な製品品質価値となる。これらの製品品質価

値は,お客様の製品品質＝歩留まりに直結するとともに,収益に影響を与える。 

もうひとつの方向は製品価格である。お客様では,市場へ投入する各デバイス

の単価を下げたいので,デバイスの材料となるシリコンウェーハの仕入れ値を

下げたいとの意思が働く。 

SUMCO 社としては,デッドストックを極力出さないような受注管理,製造管理,

在庫管理などのマネジメント業務の質を上げ,コストダウンを図りながら,お客

様の価値向上に貢献できる組織体制を日々改善しながら構築している。 

 表１に示した様に,シリコンウェーハは,大きなカテゴリーとしては数種類し

かない。自動車に例えれば,セダン,クーペ,ステーションワゴン,SUV,ミニバン,

ワンボックスなどの種別の様なものである。但し,お客様や使用用途等により,

細かな仕様に分かれている。 

自動車の場合,同じ車種では,オプションを追加・変更したとしても,大きく燃

費が変化したり,極端に走行スピードが速くなったりすることはない。 

                                                  
198) コピーエグザクトリと呼ばれる生産管理システムの考え方。例えばインテル社

では,工場で同じ製品を作るラインは,全て同じ仕様の製造装置を使い,同じ工程

で製造する。そのため,シリコンウェーハにもファーストベンダーとセカンドベ

ンダーには,同じ品質の製品納入が依頼される。 
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しかし,シリコンウェーハは,細かな仕様の変化によってお客様の歩留まりが

変わり,お客様の収益に影響を及ぼす。お客様の製品購入目的は,消費では無く,

収益を目的としているため,一般消費財よりもシビアな製品仕様調整が必要と

なる。インタビュー調査の中でも触れられているが,お客様が求める製品価値は,

あくまでも品質と価格であり,消費財で取り上げられる感性価値（イメージ）の

議論は出てこない。 

 

＜プライス／コスト＞ 

SUMCO Visioｎの中で,景気下降局面でも赤字にならない会社,と掲げられて

いるように,製品価格はどの様に決定されているのかについて分析・考察する。 

 

・８－２－５－５ 

 製品価格設定には,コスト志型価格設定,知覚価値志向型価格設定,競争志向

型価格設定と 3 種類あるが,SUMCO 社としては,お客様との交渉の中で,原則その

全てを用い,価格設定を行なっている。 

 シリコンウェーハの市場は上位 2 社で 6～7 割近いシェアを確保しているが,

受注量を確保したい競合が上位 2 社以外から出てきて,製品価格を下げる場合

がある。その場合,シェア確保のため,競合に対抗して製品価格を下げることも

あるので,業界的に値崩れが発生することもある。常に競合がどの程度の価格で

製品を顧客へ提供しているのか,に注意する必要があり,競争志向型価格設定が

現実的には多くなる,と述べられている。 

 SUMCO 社は,製品技術力の高さをお客様に評価してもらっていることから199),

製品価格自体は相対的に高い価格設定になっている。 

しかし,先にも触れたが,お客様が求める製品価値は,品質と価格の 2 方向の

ため,その両立を目指し,コストダウン活動などを実施している200)。 

プライスに関しては,シリコンウェーハの製品特性上,カスタムメイドやオー

ダーメイドの製品のため,定価があるわけでは無い。お客様と製品供給企業であ

る SUMCO 社との間で価格交渉が行なわれる。 

                                                  
199) 2－6 製品開発戦略の深層活動についての分析・考察,品質の項を参照されたし。 
200) コストに関しては,製品開発戦略の深層活動の「コスト」の項で記述する。 
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但し,後でも触れるが,製品発注は２,３社以上に振り分けられているため,お

客様側で他社との比較データを持っていること等の理由からか価格交渉力はお

客様側が握っている201)。 

 

・８－２－５－６ 

 また,SUMCO Visioｎの中で,景気下降局面でも赤字にならない会社,を目指し,

景気下降局面においても損益分岐点を改善させ利益を計上することを謳ってい

るが,損益分岐点を下げる手法としては,一般的に 3 つの手法が考えられる。 

ひとつ目は,余剰人員のリストラ,不採算部門の閉鎖・撤退,無駄なコストの削

減などを実施し固定費を削減する方法,二つ目は,製造費用や販売管理費などの

変動比率を下げる方法,三つ目は,製品価格の引き上げである。 

 お客様が求める製品価値のひとつに価格があるため,三つ目の手法は採用し

にくいと考えられる。従って,製品開発の深層活動であるコストの項目に関連す

るが,先取りして言えば,固定費の削減と変動比率を下げることの 2 つの方法が

損益分岐点を改善させる手法となる。 

 SUMCO 社では,例えば固定費の削減との意味で,組織マネジメントについての

分析・考察＜各種制度設計（人事・報酬・研修など）＞でも記述したが,2012

年から希望退職者の募集を開始し,人員削減を行なっている。また,変動比率の

圧縮では,2011年度の販管費が約 301億円だったのに対し,2015年度の販管費は,

約 251 億と約 17％圧縮している202)。 

 

＜プレイス／コンビニエンス＞ 

シリコンウェーハの買手がどこにいるのか,また,拠点の配置はどの様になっ

ているのか,どの様な流通経路を用いているのか等について分析・考察する。 

 

・８－２－５－７ 

SUMCO 社のお客様である半導体メーカーやファンドリーはアメリカ,台湾,韓

国など海外に多く,開発・生産・営業（技術サポート含む）の各拠点は,それら

                                                  
201) ７章 5 節も参照されたし。  
202) 有価証券報告書[2012 年,2015 年]より。 
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のお客様の近くに配置している。SUMCO 社全体の売上げ比率の約 7 割は海外の

お客様との取引である。 

各拠点の配置に関し,お客様から特に不満を指摘されていないこともあり,現

時点では適正な拠点数,人員配置が出来ている203)。 

半導体メーカー等は,7 章でも触れたが,アジア（台湾・韓国）,北米に大手メ

ーカーが集中しており,SUMCO 社は開発・製造拠点を台湾と北米に配置している

他,販売拠点も欧州やシンガポールなどにも配置するなど,お客様対応を素早く

できる体制を構築している。 

但し,2016 年 4 月に発生した九州の地震を考えると,国内の開発・製造拠点が

九州に集中しているため,一考が必要なのかもしれない,とも述べられている。 

製品物流に関しては,一例として,伊万里の工場で生産したウェーハの場合,

福岡空港まで陸送し,空輸用に再パッキングされる。例えば,アメリカの空港に

到着後,お客様の工場に入れる場合とお客様所有の倉庫に入れる場合がある。倉

庫に入れた場合は Consignment（委託貨物）扱いとなるが,売上げは計上される。

工場へは納品となり売り上げが計上される。 

また,陸海空の製品輸送においては,外部委託業者を利用している。輸送過程

において品質低下が生じない様な物流体制が確立されている。 

製品流通に関しては,直販が約 9 割,代理店などを通じた販売が約 1 割となっ

ている。 

 

＜プロモーション／コミュニケーション＞ 

BtoB 企業は,一般消費者向けに製品を販売しているわけでは無く,特定のお

客様との取引が中心となるため,広告・販売促進活動などには消極的である。 

そうした中,広告・販売促進活動に対し,どの様な考え方を持っているのか,

また,機密保持契約などがある中で,お客様へどの様な情報提供を行なっている

                                                  
203) 尚,2012 年にグループ会社である SUMCO TECHXIV 株式会社の 300mm ウェーハの

長崎工場を閉鎖し,伊万里工場及び FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION へ生

産を集約,200mm ウェーハでは生野工場を閉鎖し,伊万里工場及び SUMCO TECHXIV

株式会社の長崎工場へ生産を集約,150mm ウェーハでは伊万里工場を閉し,SUMCO 

TECHXIV 株式会社の宮崎工場及び PT. SUMCO Indonesia へ生産を集約するなど大

幅な事業再編を実施している。また,ソーラー用シリコンウェーハ事業から撤退

し,SUMCO ソーラー株式会社等を解散している。 
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のか,加えて,広告・販売促進活動が,SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの

技術テーマの実現にどう繋がるのか等について分析・考察する。 

 

・８－２－５－８ 

 先ず,お客様向けのプロモーション活動は,SUMCO 社は市場をほぼ網羅してい

るため,既存のお客様向けに実施することになる。既存のお客様は国内と海外に

分けられ,その中で主にメモリーを製造販売しているお客様,主にシステム LSI

を製造販売しているお客様などのグループに分けられている。 

既存のお客様へは,営業担当者と共にカスタマー技術部門の担当者が訪問し,

次の技術トレンドがどの様な方向に進むのかと言った製品開発に関わるコンセ

プトなどを提案している。 

 また,現場担当者たちがプロモーション活動を実施しやすいように,役員クラ

スは,具体的な製品仕様等に関する打合せをするわけでは無いが,お客様のマネ

ージャークラス以上の方々とコンタクトをとり,お客様の考えていること等の

情報を引き出すようにしている。そうした活動の中で,お客様を SUMCO 社へ招き,

工場見学会などを開催することもある。 

 こうしたプロモーション活動については,広く浅くなりがちなので,全てのお

客様が満足しているかどうかは分からない,と述べられている。 

競合のプロモーション活動の実態を詳細に把握しているわけでは無いが,業

界 1 位の会社は,狭く深くプロモーション活動を実施しているとの印象は持っ

ている,とも述べられている。 

 

・８－２－５－９ 

次に,半導体業界の中で SUMCO 社の名前を知らない企業はないが,広い意味で

企業名や事業内容を一般の人達に知ってもらうことは将来的には必要と考えて

いる。なぜならば,例えば人材採用において,企業名が知られていなければ,応募

者は増加しない。それでは,海外でも活躍できるグローバル人材の確保が困難と

なり,結果的に SUMCO Visioｎの実現が難しくなる。 
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しかし,一般消費者向けに企業名を知らしめるのは難しい。特に SUMCO 社は,

事業活動内容が直接企業名になっていないため,何の事業を行なっているのか

を理解してもらえない。 

そこで,2016 年に入り TVCM を用い企業名のアピールに注力し始めた。現時点

での効果は未知数だが,お客様以外への広告活動も実施している。 

広告やプロモーションは,BtoC マーケティングの場合,市場の中に存在する

無数の消費者へ自社製品の特徴や競合製品との違いを知らしめ,自社製品を購

入してもらう為の手段として用いられる。そこには,消費者が自社の事や自社製

品の事を知らない,との前提がある。しかし,SUMCO 社の場合,半導体市場におい

て,SUMCO 社の事を知らないお客様はいない。従って,マス・メディア等を利用

した広告・プロモーションを行なう必要はない。これは,多くの産業財企業でも

同様と考えられる。 

但し,人材採用となった場合,SUMCO 社の企業名や事業内容の知名度・認知度

は低い。そこで,TVCM を制作し人材採用に結びつける広告・プロモーション活

動を始めたことは産業財企業の中でも比較的少ない例だと思われる204)。 

 

６ 製品開発戦略の深層活動についての分析・考察 

＜品質＞ 

製品開発戦略の表層活動の＜プロダクト／カスタマーヴァリュー＞の中でも

触れているが,お客様が求める製品価値のひとつに品質があげられる。SUMCO 

Visioｎに掲げられている「技術」や 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマと品

質の関係,お客様からの評価等について分析・考察する。 

 

・８－２－６－１ 

基本的な品質に対する考え方はカスタマイズである。シリコンウェーハ業界

として,昔は,ウェーハメーカーの設計品質とお客様であるデバイスメーカーの

                                                  
204) 産業財企業でも TVCM,新聞広告などのマス・メディアを利用し人材採用に役立

てようとしているところもいくつか存在している。例えば,村田製作所（電子部

品関連）,日清紡（繊維関連）,ジェイテクト（自動車関連）。また,毎年発表され

る学生の就職先希望ランキング上位 100 社の中に顔を出す産業財企業は,商社を

除けば,デンソー（自動車）,三菱地所（不動産）,東レ（繊維）など 1 割ほどし

かない。 
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知覚品質に差が生じている時代もあった。しかし,様々な時代を経て,現在は,

お客様の求める製品品質の方針に各ウェーハメーカーが合わせている。なぜな

らば,求められた製品品質から逸脱するとお客様からは見放され競合へ製品発

注が流れるからである。 

但し,お客様が求める製品品質の土台は,SUMCO 社を含め,ウェーハメーカー

が持つ品質がベースになっているため,お客様と共に品質を作りこむ,とのプロ

セスが必要となる。形として 終的なシリコンウェーハ製品になるのは,お客様

の品質基準となるが,そのプロセスでは SUMCO 社の設計品質を支える技術力が

必要となるため,共創品質とのイメージである。 

お客様側では,納品されたシリコンウェーハを検査したうえで,目的のデバイ

スウェーハを製造していくわけだが,目的のデバイスウェーハを製造する基に

なるのがシリコンウェーハである。シリコンウェーハの性能・機能がデバイス

ウェーハの性能や歩留まりに影響を及ぼすため,シリコンウェーハメーカーと

平坦性や洗浄性などの品質技術について協議しながらデバイスウェーハの開発

を進めることになる。 

なぜならば,半導体メーカーはシリコンウェーハを検査することはできても,

シリコンウェーハを自ら開発・製造することが出来ないため,お互いの持つ技術

やデータを持ちより,よりよいデバイスウェーハを開発・製造するためのベース

となるシリコンウェーハづくりの協議を行わなければならないからである。 

この協議プロセスが品質を作りこむとか共創品質とかの表現となる。 

 

・８－２－６－２ 

こうした設計品質を支える SUMCO 社の技術力の高さは,お客様の中で評価さ

れるが,技術力は競合他社よりも優れている,と述べられている。 

例えば,デバイスメーカーの 大手企業であるインテル社との取引業者が約

16000 社ある中,年間で 8 社しか選ばれないサプライヤー賞を 2015 年に 13 年連

続 14 回目の受賞をしたことで,設計品質を支える技術力の高さが証明される。

他の半導体部品会社の中でも,これほどの評価を受けている企業はない。 
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また,ファンドリーの 大手である TSMC 社との取引業者が 600 社以上ある中

から 9社しか選ばれないエクセレントパフォーマンス賞を 2014年に受賞してい

る。これはシリコンウェーハメーカーでは SUMCO 社のみである。 

同様にデバイスメーカーであるサムスン社からも 2015 年にシリコンウェー

ハメーカーで唯一ベストパートナー賞を受賞している。 

 

・８－２－６－３ 

 製品品質を支える SUMCO 社の技術は,大きくは４つの要素技術205)がカギを握

っている。 

①結晶完全性技術 

 300ｍｍウェーハ 1 枚を形成しているシリコン原子は 3×10 の 24 乗個になる 

が,単結晶として原子が縦横上下に整然と並んだ結晶欠陥の無い完全性の高

い単結晶を作る技術。 

 

②平坦性技術 

 直径 300ｍｍシリコンウェーハは極度に平坦にする必要があり,例えば,300

ｍｍシリコンウェーハを東京ドームの広さに見立てた場合,ドームのグラウ

ンドの高低差で 0.1mm 以下にする技術。 

 

③④洗浄性技術／非汚染性技術 

 シリコンウェーハ表面上に付着する微粒子（ゴミ）数は,限りなくゼロにする

ことがお客様から求められる。例えば,直径 0.04mm の微細な砂粒を微粒子（ゴ

ミ）と仮定し,300ｍｍシリコンウェーハを東京ドーム相当に拡大した場合,

ドーム内に微粒子（ゴミ）や金属汚染源が 10 粒しかない状態にする技術。 

この他にも SUMCO 社にはエピタキシャル技術,評価技術,コンピュータ・シミ

ュレーション技術などがあり,特に近年注力しているのは,不純物（金属）の

                                                  
205) 結晶完全性や平坦化,洗浄性・非汚染性などに関する要素技術が,シリコンウェ

ーハに求められる理由は,ナノレベルの幅でシリコンウェーハ上に配線が施され

るため,LSI 等のデバイス製造の際,微粒子（ゴミ）や金属汚染源が原因で断線し,

その部分のチップもしくはウェーハが不良品となり,歩留まりが悪化するからで

ある。 
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高感度分析,高清浄度技術,研磨制御,熱シミュレーション技術,単結晶引上歩

留改善などの技術領域である。 

 

 また,技術開発を行なうためにはツールとして先端評価設備が必要となるた

め, 先端の高感度,高精度の評価設備（例：原子間力顕微鏡,二次イオン質量分

析計,集束イオンビーム装置など）を揃えていることが,SUMCO 社の強みに繋が

っている。 

 加えて言えば,SUMCO 社はシリコンウェーハ技術分野で約 3000 件の特許を保

有しており,業界１位である206)。 

品質に関しては,SUMCO Visioｎで,技術で世界一の会社を目指す事を掲げて

いることもあり,技術テーマの選定や設備整備などに注力している。その結果,

お客様からの評価も高く,成果として表れている。 

但し,研究開発費は,2009 年には約 100 億円（対売上比約 2.5％）だったが,

近年は約 50 億円前後と約半分に減っている（対売上比約 2％）。また,研究開発

費用の対売上比も化学工業メーカーが 3％を超えていることを考えると,それ

ほど高いわけではない。 

 

＜コスト＞207) 

SUMCO Visioｎでもあげられ,また,お客様が求める製品価値の項目において

も指摘されている,製品コスト削減活動について分析・考察する。 

 

・８－２－６－４ 

SUMCO 社の製品コスト削減活動は,大きく 2 種類に分け実施している。ひとつ

は,製品づくりにおける歩留まりを上げる活動である。 

歩留まりが下がる要因はいくつかある。一般的には製造工程において,不良品

の発生があげられる。これは産業財であるシリコンウェーハに限らず,製造業す

                                                  
206)  2 位は約 2900 件程度,3 位は 1200 件程度（SUMCO 社アニュアルレポート 2014 よ

り）。 
207) 尚,6 章で記述しているが,製品開発の表層活動は,対お客様とのリレーション

シップ活動に主眼を置き,深層活動は自社のリソースをベースにした活動と考え

ている。 
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べてにおいて,様々な工夫を凝らし不良品発生率を下げ,歩留まりを上げる努力

が行なわれている。 

また,シリコンウェーハの場合,お客様からのフォーキャスト（forecast：予

定発注）情報を入手し,その段階で製造が始まる。 

ある意味,見込み生産をしているため,お客様の都合でフォーキャスト情報が

変更され,PO（Purchase Order：発注書）段階で発注数量が減ることもある208)。

シリコンウェーハは,原則,お客様毎のカスタマイズ製品のため,他社へ転売す

ることが難しい。従って,フォーキャスト情報と PO にマイナスのズレが生じる

とシリコンウェーハメーカー側でのデットストックになる。こうした状況は,

ある意味歩留まりを下げることになる。従って,デッドストックを出さない為,

フォーキャスト情報の正確なキャッチングが歩留まりを上げることにつながる。 

もうひとつの製品コスト削減活動は,資源調達において低コストになる様な

仕組み作りを行なっている。無論,単純に低コストの原料を仕入れるとの意味も

あるが,それだけでは無い。 

具体例は挙げられないが,例えば,提携先の企業は,その分野におけるプロフ

ェッショナルであることから,プロが持っている知識や経験を活かし,現在採用

している方法とは違う方法を採用し,コスト削減につながるケースもある。社内

の担当者だけでは解決できないような課題でも,外部からのソリューション提

案を受け入れることで,コスト削減に貢献できるような取り組みを積極的に活

用している。 

また,原料として多結晶シリコンを仕入れる際,景気や他製品の技術動向等で

原料価格の変動幅が大きく変わる場合がある209)。従って,リスクヘッジもあり,

長期契約で原料を仕入れることがある。 

お客様にシリコンウェーハを安定して供給することが,メーカーとしての使

命のひとつなので,安定供給のためには長期契約で原料を確保しておく必要が

ある。しかし,原料価格が下落傾向の場合,コスト高や在庫増になるリスクも含

                                                  
208) デリバリーの項目を参照。 
209)  2005 年から 2008 年にかけ,中国などで起きた太陽光パネルのブームで,太陽電

池に使用される多結晶シリコンの価格が高騰（6 倍～7 倍程度）したことがある。  
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んでいるため,短期契約と長期契約のバランスをとりながら,原料の仕入れを行

なっている210)。 

 

＜デリバリー＞ 

お客様からの製品開発依頼から実際の生産・納品までのプロセスについて分

析・考察する。 

 

・８－２－６－５ 

シリコンウェーハの発注においては,フォーキャストと呼ばれる仮予約発注が

行なわれている211)。これはシリコンウェーハに限らず,自動車部品等において

も採用されている発注形式である212)。 

一般的には製品納入の約 8 週～12 週先のフォーキャストがお客様から出る。

フォーキャストをベースにシリコンウェーハの製造が始まるのだが,フォーキ

ャストは,PO ではない。PO は製品出荷の１週間から 5 日前位でないと確定しな

い。従ってシリコンウェーハの製造は,ある意味見込み生産となる。尚,フォー

キャストはお客様側でキャンセルが出来,キャンセル費用は発生しない。 

 

＜フレキシビリティ＞ 

フレキシビリティの概念・定義は様々あるが,本研究では,市場環境の変化や

お客様からのオーダー変更などへの対応力と捉えている。SUMCO Visioｎの中で

も触れられているが,高い環境適応力の発揮がどの様に実施されているのかに

ついて分析・考察する。 

 

                                                  
210) 短期契約や長期契約に関する取引形態は,携帯電話の契約,自動車保険の契約,

住宅ローンの変動型と固定型の契約,電子書籍の定額契約など,消費財企業でも

一部実施されているが,主要な取引形態ではない。消費財の主要な取引形態は 1

回ごとの買取契約が主流である。 
211) フォーキャストが行われる理由は,一般的には,製品等発注企業側の製品製造

リードタイムを短縮する目的で実施されている。製品等発注企業が取引先の部品

メーカー等へ材料や部品を事前に発注しておけば,材料や部品の調達がオンタイ

ムで可能になる。また,製品等発注企業側の余剰在庫を抑制する効果もある。 
212) フォーキャスト＆PO の仕組みは,自動車産業や化学産業などでも採用されてい

る。 



247 
 

・８－２－６－６ 

 市場環境の変化に対応するとの点では,半導体業界全体として,一昔前,シリ

コン・サイクルと言われていた,半導体需給の増大期と低迷期が概ね 4 年周期

（オリンピック・イヤーが増大期）に繰り返すパターンは,現在ほとんどなくな

っている。しかし,1 年の中では,一般的に年初の第 1 クォーターから第 3 クォ

ーターまでが需要増大期で,年末にかかる第 4 クォーターに需要が下がる,との

傾向はある。但し,トレンドとしてそのような傾向があるわけでは無く,中国経

済や新興国市場の経済成長などにも影響を受けるため,その年ごとに市場環境

は変化している。 

 そうした景気動向や市場環境などに注意しながら柔軟な経営を目指している,

と述べられている。 

お客様からのオーダー変更などへ対応するとの点では,先ずフォーキャスト

情報と PO に差が出ることがあるので,その調整を行なう事があげられる。基本

的には,フォーキャスト情報を中心に原則 3 か月先までの受注予測を立てなが

らも,生産体制を毎週見直し,生産調整を行なっている。 

次に,開発段階において,仕様に関する変更などはカスタマー技術部門が情報

を受け取り,対お客様,対社内の調整役となり,変更内容等に対応している。 

加えて言えば,お客様からの仕様変更や生産調整などを含め,朝改暮令的なこ

とはよくあるので,従業員はそれに合わせて対応している。例えば,毎週開催さ

れるミーティングを通じ,現在の状況や成果等を確認する仕組みを社内的に確

立している。 

 

＜サービス＞ 

SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマを組織内に浸透させ,そ

の実現を図るためには,製品以外にも,お客様とのコミュニケーションを含む

様々なサービス（＝お客様の抱える問題へのソリューション）が組織のリソー

スである人材（従業員）によってお客様へ提供しているはずである。 

具体的に SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ等には明記されていないが,サービ

スに対しどの様に理解のもと,どの様な取組が実施されているのか,について分

析・考察する。 
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・８－２－６－７ 

広い意味でサービスとは,お客様への訪問回数や緊急対応などが含まれ,お客

様サイドでは,各取引先に対しサービス項目を設定し,企業価値を評価している。 

顧客サービスに限らず,製品品質,技術力,製品供給体制など総合的な企業評

価として,サプライヤー賞の表彰が行なわれているので,それを受賞していると

言うことは,SUMCO 社のサービス評価は高いと言う証。また,実際,現場レベルで

はサービスの悪いサプライヤーとはお客様は取引をしない,とインタビューで

述べられている。 

 

・８－２－６－８ 

個別のお客様対応の例としては,DOE（Design of Experiment）と呼ばれる実

験計画に沿って製品サンプル提出がお客様から求められる。SUMCO 社としては,

サンプル提出に合わせ,製品開発に関わる様々な提案を実施している。お客様が

サンプルを評価するのには約半年が必要。 

従って,サンプルの良し悪しで,製品化のタイミングも変化するため,受注の

入口としてのサンプル評価は大変重要となる。サンプルも 1 種類だけではない

ので,いくつかのサンプルの中から,製品化が決定していく為,どの様な開発コ

ンセプトでサンプルを作っているのか,とのことも重要になる。こうした動きは,

正式な受注業務では無いため,サービスのカテゴリーに分類されるが,このサー

ビス提供が結果的に受注に繋がっていく為,非常に重要な活動である。 

無論,サンプル出しにおいては,お客様との関係が重要で,お客様との関係が

良好でなければ,お客様の要求に対し的確なサンプル出しが出来ない。少しでも

お客様からの情報キャッチが上手くいかないと,コンセプト作りやサンプル作

りが,後手に回ってしまうため,お客様の目指す製品づくりに貢献できなくなる。

結果としての製品化の前段階におけるサービス提供は言うまでもなく,重要な

活動である。 

 

＜ネットワーク＞ 

SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマを組織内に浸透させ,そ

の実現を図るためには,SUMCO 社だけで完結出来るわけでは無く,様々な分野の
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企業等と提携や協力が必要となる。直接的に SUMCO Visioｎや 4 つの戦略テー

マ,2 つの技術テーマにそうした内容は明記されていないが,サプライ・チェー

ンや大学などの研究機関とのネットワーク,金融機関とのネットワーク等につ

いてどの様に考え方で,どの様なネットワーク構築が行なわれているのか,につ

いて分析・考察する。 

 

・８－２－６－９ 

直接的に製品開発・製造・販売に関わるサプライ・チェーンとしては,製造会

社なので,コアとなる製造部門や営業部門に関しては,自前の事業として活動す

ることが重要である。一方,設備部門や物流部門などは,グループ内企業を含め,

様々な企業と連携しながら SUMCO Visioｎの実現に向け,ネットワークを構築し

ている,とインタビュー調査で語られている。 

研究開発に関しては,SUMCO Visioｎでも掲げているが,技術で世界一を目指

しているため,原則,自前で製品の研究開発は行なうのだが,大学などの研究機

関とのネットワークは非常に重要。大学教授等から頂く技術的なアドバイスは

貴重であるし,社内の若手技術者に対する教育的な効果も期待できる。大学以外

にも技術系コンサル会社等とも連携しているが,幅広い知識を社内へ持ち込ん

でくれるため,そうしたところから新しいアイデアが生まれ,製品化につながる

こともある。こうした外部とのネットワーク効果は数値化できないが,SUMCO 

Visioｎや 4 つの戦略テーマ等を実現するために大きく貢献している。 

また,サプライ・チェーンとは異なるが,金融機関等とのネットワークも重要

で,メインバンクと継続的に良好な関係を築くことにも注力している。 

 

・８－２－６－１０ 

尚,QCD（品質,コスト,デリバリー）と FSN（フレキシビリティ,サービス,ネ

ットワーク）に関しては以下の様に語られている。 

SUMCO 社は,製造業であるし,技術系の企業であるから,QCD（品質,コスト,デ

リバリー）は重要である。技術を含め QCD は,自社のリソースが中心的な役割を

果たす。しかし,一旦製品化されてしまうと,基本的にはそれで終わる。それは



250 
 

何を意味するかと言えば,次の製品開発の余地が狭くなることに繋がると言う

ことである。 

従って,製品開発の余地を広げていく為には,今持っている QCD よりも FSN（フ

レキシビリティ,サービス,ネットワーク）の分野が重要になる。FSN は,昔に比

べ,重要度は増している,と述べられている。 

 

７ 小括 

製品開発戦略の表層活動／深層活動についての分析・考察では,製品開発戦略

の変数であるプロダクト／カスタマーヴァリュー,プライス／コスト,プレイス

／コンビニエンス,プロモーション／コミュニケーション（上記４項目が製品開

発戦略の表層活動）,品質,コスト,デリバリー,フレキシビリティ,サービス,ネ

ットワーク（上記６項目が製品開発戦略の深層活動）,それぞれについて,SUMCO

社の組織活動としてのメカニズムにどのような組織構造や企業行動プロセスが

あるのかについて分析・考察してきた。 

小括としては,先ず,マーケティング・コンセプト及び組織マネジメントが製

品開発戦略の表層活動／深層活動へプラスの影響を与えたかどうかに関する因

果メカニズムに着目し,まとめてみたい。 

次に,製品開発戦略における産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や

企業行動プロセスについても指摘してみたい。 

 

■マーケティング・コンセプトが製品開発戦略の表層活動／深層活動へプラス

の影響を与えたのかどうかに関する因果メカニズムについて 

2012 年度に打ち出されたマーケティング・コンセプトとしての SUMCO Visio

ｎや製品開発の 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマは,ターゲットを明確に示

している（2 節 2 項より）。 

特に製品開発の 4つの戦略テーマと 2つの技術テーマでは,誰をターゲットと

するのか,何を開発するのか,との方向性が明確に示されている。 

 製品開発の 4 つの戦略テーマでは,撮像素子向けシリコンウェーハ,電気自動

車内デバイス用シリコンウェーハ,医療機器用電子デバイスのシリコンウェー

ハ,パワー半導体向けのシリコンウェーハという 4 つのウェーハを開発し,その
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どれかに特化するのではなく,バランスよく各ウェーハからの収益を目指す事

を指している（富士山の様な裾野の広い山脈となるような,お客様ポートフォリ

オを目指す,との言葉を具体化している）。 

 また,2 つの技術テーマでは,450mm 口径の次世代ウェーハへの準備と新たな

半導体デバイスのモデルである 3 次元デバイスの開発に目を向け,次なる顧客

創造と収益の確保を目指している。 

 上記の様にマーケティング・コンセプトで,誰に,何を,どのように,いつ提供

するのかが示され,製品開発戦略が実行されている。また,製品開発戦略を実行

する中で,特にトラブルが発生したり,ミスが頻発しているなど,製品開発戦略

にマイナスの影響を及ぼすような内容は調査・分析からは見つかっていない。

従って,マーケティング・コンセプトが製品開発戦略全体へプラスの影響を与え

ているとの因果メカニズムが確認できる。 

 次に,マーケティング・コンセプトが製品戦略の表層活動の各変数にプラスの

影響を与えたかどうかに着目すると,バランスよく各ウェーハからの収益を目

指す,とのマーケティング・コンセプトのもと,プロダクト面で言えば,製品フル

ラインアップの強みを活かし,メモリー系のお客様,ロジック系のお客様,また,

大口径や小口径の装置へも対応できるため,お客様を幅広く確保する事が可能

となっている（８－２－５－１より）。従って,マーケティング・コンセプトが

製品開発の表層活動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

プライス面では,陳腐化した製品はお客様から必要とされない,とのマーケテ

ィング・コンセプトのもと,お客様に評価される製品を供給するため,一定の製

品開発費を確保している213)（８－２－６－３より）。 

一方で,赤字にならない会社とのマーケティング・コンセプトのもと,利益を

確保するため,変動比率の圧縮を行ない販管費を削減している（８－２－５－６

より）。 

これは,お客様の求める製品価値は品質と価格の両面を持っていることから

両者は切り離せない,との認識のもと採用されている戦略と考えられる（８－２

－５－４より）。 

                                                  
213) 対売上の開発費用が他産業に比べ ,高いと言っているわけではない。  
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尚,市場特性として高性能な製品が求められ,かつ,リーズナブルな価格も求

められることは既に指摘した。 

上記の戦略は,競合他社よりも少し高めの製品価格としてお客様から認めら

れていること,また,サプライヤー賞の受賞などの結果から確認できる（８－２

－５－５,８－２－６－２より）ため,マーケティング・コンセプトが製品開発

の表層活動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

チャネル面では,海外市場に強い会社,とのマーケティング・コンセプトのも

と,お客様の近くで開発・製造・営業・サポートができる拠点配置を行ない,開

発・生産リードタイムを短くすることでお客様満足度を上げようとしている。   

また,そうした SUMCO 社の組織構造,企業行動プロセスに対し,お客様からは

不満は出ていない（８－２－５－７より）ため,マーケティング・コンセプトが

製品開発の表層活動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

尚,市場構造として,北米,台湾を中心とした地域にキープレーヤーとなる半

導体メーカー等が集積していることは既に指摘した。 

プロモーション面では,他社には作れない製品群を増やす,とのマーケティン

グ・コンセプトのもと,個別プロモーションを実施することでお客様とのコミュ

ニケーションを深め,情報の共有化や技量の蓄積に繋げようとしている（８－２

－５－８より）。 

プロモーション活動の結果,お客様の満足度が高いかどうかの判断は単純に

はつかないが,サプライヤー賞を受賞していることから考慮し（８－２－６－２

より）,プロモーション活動がサプライヤー賞の受賞に貢献していると考えられ

る。従って,マーケティング・コンセプトが製品開発の表層活動へプラスの影響

を与えていると考えられる。 

また,海外でも活躍できるグローバル人材の育成,とのマーケティング・コン

セプトのもと,TVCM を制作し SUMCO 社の知名度・認知度を上げようとしている

（８－２－５－９より）。これに関しては,2016 年度から始めたばかりなので,

どのような効果・結果が出るのかはもう少し先になると考えられる。 

マーケティング・コンセプトが製品開発戦略の深層活動の各変数にプラスの

影響を与えているのかどうかに着目すると,品質面では,技術力で世界一の会社

になる,とのマーケティング・コンセプトのもと,研究開発費に一定金額を割く
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とともに先端設備の導入に注力している（８－２－６－３より）。従って,マー

ケティング・コンセプトが製品開発の深層活動へプラスの影響を与えていると

考えられる。 

尚,先端設備導入への注力は,市場特性として物理的・化学的データ等の裏付

けが必要となるため,確実な技術根拠を担保するために必要なことと考えられ

る（7 章５節参照）。 

コスト面では,赤字にならない会社作りをマーケティング・コンセプトとして

掲げ,そのための手法として,フォーキャスト情報を正確に入手することで,シ

リコンウェーハ生産の歩留まりを上げ,デットストックを出さないようにし,コ

スト削減を図っている（８－２－６－４より）。コスト削減はお客様へのリーズ

ナブルな製品提供へ反映されるため,マーケティング・コンセプトが製品開発の

深層活動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

デリバリー面,フレキシビリティ面では,コスト面と重なるが,低い損益分岐

点を実現する,とのマーケティング・コンセプトのもと,フォーキャスト情報を

正確に入手し,PO との差を無くすような生産調整活動を実施している（８－２

－６－５及び８－２－６－６より）。従って,マーケティング・コンセプトが製

品開発の深層活動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

サービス面は,特にマーケティング・コンセプトとして明確に打ち出されてい

るわけではないが,SUMCO 社は「物」を売っているのではなく,「技術」を売っ

ている,とのことから,ビフォア・サービスの提供を行なうことで,ファーストベ

ンダーを勝ち取り,製品開発で有利な立場を確保する事を狙っている（８－２－

６－８より）。従って,マーケティング・コンセプトが製品開発の深層活動へプ

ラスの影響を与えていると考えられる。 

ネットワーク面も特にマーケティング・コンセプトとして明確に打ち出され

ているわけではないが,多様性を持ったスタッフが構成するチームの開発力を

活性化させる,とのマーケティング・コンセプトのもと,製品開発には大学など

の研究機関とネットワークを形成することが,製品開発の余地を広げることに

つながる（８－２－６－９及び８－２－６－１０より）。従って,マーケティン

グ・コンセプトが製品開発の深層活動へプラスの影響を与えていると考えられ

る。 



254 
 

■組織マネジメントが製品開発戦略の表層活動／深層活動へプラスの影響を

与えたかどうかに関する因果メカニズムについて 

経営トップ（層）が直接事業部門へ訪問し,マーケティング・コンセプトを伝

えたり,冊子などのツールを用いマーケティング・コンセプトの浸透に関与して

いる（８－２－３－１より）。マーケティング・コンセプトが組織に浸透してい

なければ,製品開発戦戦略にブレが生じると考えられるため,経営トップ（層）

が関与し,マーケティング・コンセプトを浸透させる活動は,製品開発戦略にプ

ラスの影響を与えていると考えられる。 

また,教育・研修制度で学会参加・学会発表の復活が,文章制作の能力や資料

制作能力の向上しているため,製品開発戦略にプラスの影響を与えていると考

えられる（８－２－３－３より）。 

 更に,社長賞（＝SUMCO CEO AWARD）や経営幹部に対する若手技術者の研究成

果発表会を開催,定年年齢の引き上げ制度は,従業員のモチベーション・アップ

や技術の伝承につながると考えられるため,製品開発戦略にプラスの影響を与

えていると考えられる（８－２－３－３より）。 

 加えて,役割分担を明確化したうえで,表彰制度などを導入したコンフリクト

マネジメントも製品開発戦略にプラスの影響を与えていると考えられる（８－

２－３－５より）。 

 

■製品開発戦略における産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や 

企業行動プロセスについて 

製品開発戦略の表層活動／深層活動に関する産業財企業の特徴的な市場構造

及び組織構造や企業行動プロセスについては,以下の 8 点をあげてみたい。 

1 点目としてプロダクト面ではファーストコールやファーストベンダー,セ

カンドベンダー等の製品受発注の仕組みが産業財企業の特徴的な点だと考えら

れる。 

なぜならば,自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財の場合,消費者は競合他

社製品との比較は行なったとしても,同じ製品を複数社から購入することはあ

まり考えられない。また, 初に訪れた販売店とサンプルづくりを協働で行うこ

ともあまり考えられない。 
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従って,ファーストコールやファーストベンダー,セカンドベンダー等の製品

受発注の仕組みは産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企業行動プロ

セスだと考えられる。 

2 点目として,同じくプロダクト面でコピーエグザクトリという生産管理シ

ステムが存在している点が産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

なぜならば,自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財の場合,他社製品との差

別化を重視するが,シリコンウェーハの場合,お客様である半導体メーカー等は,

全て同じ仕様の製造装置を使い,同じ工程で製造し,歩留まりをどのラインでも

同じにしたいため,同一品質製品を各ベンダーへ要求する。 

こうした生産管理システムそのものが一般の消費者には存在していないため,

産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企業行動プロセスだと考えられ

る。 

3 点目として,プライス面でファーストベンダーの場合,製品価格はお客様と

交渉しながら決定するが,セカンドベンダーの場合はあらかじめ決められた価

格で納品することが市場構造として慣習化されている。これはシリコンウェー

ハ市場における特徴的な点だと考えられる。 

なぜならば,例えば,スーパーで売られている食料品や日用品,衣類などは,売

手企業側の価格設定で消費者が製品を購入することが多く,価格交渉は原則行

なわれない。無論,自動車や家電製品の一部では,競合他社の同タイプ製品と比

較し価格交渉を行なうこともある。しかし,両社から同じ価格で製品を同時に購

入することはほとんど考えられない。 

従ってお客様との価格交渉し複数企業から製品を購入することは,産業財企

業の特徴的な市場構造及び組織構造や企業行動プロセスだと考えられる。 

4 点目として,プロモーション面で個別のプロモーション活動を実施するこ

とは,産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

 なぜならば,自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財の場合,ターゲットとな

る消費者が国内外広く各地に分布しているため,個別にプロモーションするこ

とは難しく,多くの場合はマス・メディアを利用しプロモーションを実施する。

近年はアマゾンに代表されるような個別レコメンド機能を利用した Web マーケ

ティングも存在するが,多くの企業で採用されているわけではない。 
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従って,個別のプロモーション活動は産業財企業の特徴的な市場構造及び組

織構造や企業行動プロセスだと考えられる。 

 5 点目として,品質面でお客様と協働でお客様に合わせた製品品質（カスタマ

イズやオーダーメード）を作り込むプロセスは産業財企業の特徴的な点だと考

えられる。 

 なぜならば,自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財の場合でもお客様の意見

を取り入れ製品開発を行なうこともあるが,お客様一人一人にカスタマイズし

ているわけではない。また,お客様すべてが製品技術に対し高度な知識や品質検

査装置等を持っているわけではない。 

従って,お客様と協働でお客様に合わせた製品品質（カスタマイズやオーダー

メード）を作り込むプロセスは産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や

企業行動プロセスだと考えられる。 

6 点目として,コスト面で仕入れ業者と短期契約や長期契約を結び,お客様へ

製品を安定的に届ける仕組み構築している。こうした契約の仕組みは産業財企

業の特徴的な点だと考えられる。 

 なぜならば,一般的には自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財はその場での

取引となるため,短期契約や長期契約などの契約概念はあまり存在しない214)。 

従って,仕入れ業者との短期契約や長期契約は産業財企業の特徴的な市場構

造及び組織構造や企業行動プロセスだと考えられる。 

7 点目として,デリバリー面,フレキシビリティ面におけるフォーキャストや

PO と呼ばれる受発注の仕組みは産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

 なぜならば,一般的な消費財である自動車,家電,化粧品,衣類,また,ホテル,

飛行機等の予約などにおいても仮予約の仕組みはあるが,発注量が異なること。

数日前に発注をキャンセルしても発注側にキャンセル費用が発生しないこと。

これらは消費財における仮予約の仕組みとフォーキャストや PO と呼ばれる受

発注の仕組みとでは異なる。従って,フォーキャストや PO といった受発注の仕

                                                  
214) 保険や携帯電話などのサービス分野また,自動車におけるリース契約などにお

いて長期契約と短期契約の制度は存在するが,消費財における中心的な取引形

態ではない。 
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組みは,産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企業行動プロセスだと

考えられる。 

 8 点目として,サービス面で製品発注以前にお客様から試作品提供の依頼が

ある。それはベンダー企業選定の予備審査的な意味合いがあるため,ビフォア・

サービスとして試作品をお客様と協働で作るプロセスは,製品受注における重

要な役割を果たしている。こうした仕組みは産業財企業の特徴的な点だと考え

られる。 

 なぜならば,消費財においても,ビフォア・サービスとして,化粧品やサプリメ

ントの無料サンプル提供等実施されているが,メーカーが消費者と協働でサン

プル品作りを行うわけではない。また,サンプル品づくりは特定の消費者向けに

行うわけではない。 

従って,ビフォア・サービスとして試作品をお客様と協働で作るプロセスは産

業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企業行動プロセスだと考えられる。 

 

８ 市場成果としての顧客創造の分析・考察 

＜市場成果＞ 

ここでは,製品開発戦略の表層活動と深層活動が市場成果としての顧客創造

（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）に結びついているのか,また,企業収益と

しての営業利益も確保が出来ているのかについて分析・考察する。 

 

・８－２－８－１ 

先ず,顧客創造に関しては,お客様はインテル社（アメリカ）,サムスン社（韓

国）,マイクロン社（アメリカ）,SK ハイニックス社（韓国）,TI 社（アメリカ）,

東芝（日本）,ST マイクロエレクトロニクス（スイス）,ルネサスエレクトロニ

クス（日本）,インフィニオン・テクノロジーズ（ドイツ）などの半導体メーカ

ー,また,ファンドリーの TSMC 社（台湾）等で,シリコンウェーハを必要とする

主な企業はほぼ網羅している。 

無論,中国などの新興企業でシリコンウェーハを必要とする企業がごく僅か

だがあるので,そうしたところは取引先になっていない。 
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従って,戦略意図の 98%～99%位は既存のお客様の維持活動に向けられる。新

規顧客開拓に関しては,年間売り上げの数的目標を設定し,活動を行なっている

が,新規開拓部門などを設置しているわけでは無く,既存の営業部門が対応して

いる。 

 

・８－２－８－２ 

 顧客創造（SUMCO 社の場合,主に既存顧客維持）の指標のひとつには,LTA

（Long-Term Arrangement：長期契約‐3 年位）がある。LTA の締結は,長い期間

にわたって品質が維持されている証でもあり,お客様との信頼関係が強いと言

うことになる。LTA につなげるためには,製品開発戦略で言えば,安定した製品

品質を維持すること,誠意を持った価格で製品を提供すること,この 2 点が重要

と指摘されている。 

例えば,震災などの影響で,世界的に製品の品不足が生じている時でも,震災

を理由に製品価格を値上げしないことが,お客様を維持していく上で必要な姿

勢である。これは,戦略意図とは異なる,企業倫理的な範疇になるが,そうした対

応が出来なければ,お客様は離反していくが,SUMCO 社としては顧客離反がある

わけではない,と語られている。 

 

・８－２－８－３ 

顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）の定量データは,営業利益の推

移を指標として取り扱う（表１）。SUMCO社では,SUMCO Visioｎが策定された 2012

年以降,急激に収益が回復していることが分かる。 

 

 

市場成果についての分析・考察では,顧客創造（新規顧客獲得・既存顧客維持）

及び企業収益としての営業利益について分析・考察してきた。 

表１ SUMCO 社の収益推移 

出典：SUMCO 社「有価証券報告書」(2006～2015)より。
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先ず,製品開発戦略の表層活動／深層活動が市場成果へ影響を与えているか

どうかの因果メカニズムに関しては,安定した製品品質を維持し,誠意を持った

価格を提供することで顧客離反を防ぎ（８－２－８－２より）,シリコンウェー

ハを必要とする主な企業と取引を継続している（８－２－８－１より）ことか

ら,製品開発戦略の表層活動／深層活動が市場成果としての顧客創造（SUMCO 社

としては既存顧客維持活動が 98%～99%位）にプラスの影響を与えていると考え

られる。 

また,長い期間にわたる製品開発戦略の表層活動／深層活動が,既存顧客維持

としての LTA（Long-Term Arrangement：長期契約‐3 年位）へ結び付いている

と語られているため（８－２－８－２より）,製品開発戦略の表層活動／深層活

動が顧客創造にプラスの影響を与えていると考えられる。 

加えて,市場成果としての営業利益が 2012 年以降急速に回復していることか

らも（８－２－８－３より）,製品開発戦略の表層活動／深層活動が営業利益に

プラスの影響を与えていると考えられる。 

 

第３節 仮説の検証 

 

ここでは,前項での分析結果,考察を踏まえ,6 章でたてた 4 つの仮説について

検証してみたい。 

①＜市場環境に関する仮説＞ 

仮説１ 国内外の製品開発基準や製品規格,取り決めが,業界として標準化さ

れている産業や市場では,業界標準,製品規格などがマーケティン

グ・コンセプト及び組織マネジメントに影響を与え,結果として業

界標準,製品規格などが,製品開発戦略へ制約条件として働き,製品

差別化にマイナスの影響をもたらす。 

    ＊尚,製品差別化へのマイナスの影響とは,製品ライン数,製品ラ 

イフサイクルなどから総合的に判断することになる。 

 

仮説１に関しては,製品開発戦略の表層活動についての分析結果＜プロダク

ト／カスタマーヴァリュー＞の中で,半導体製品の製造に関するロードマップ
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や SEMI の規格は,メーカーとして参考にはするが,製品開発において,制約条件

として影響を及ぼすものでは無いことが語られているため（８－２－５－１及

び８－２－５－２より）,国内外の製品開発基準や製品規格,取り決めが,製品差

別化にマイナスの影響をもたらすわけでは無い。 

 従って,仮説 1 は支持されない。 

 

②＜マーケティング・コンセプトと組織マネジメントに関する仮説＞ 

仮説２ 概念であるマーケティング・コンセプトを視覚化（紙や映像などの 

利用を含む）し,従業員がイメージしやすく理解できるように,繰 

り返し伝達が行なわれ,かつ,組織マネジメントのアクションプロ 

グラムとリンクし,実行されている組織は,製品開発戦略にプラス 

の影響をもたらす。 

 

仮説２に関しては,組織活動のマーケティング・コンセプト,組織マネジメン

トの中で,先ず経営トップ（層）が,直接事業部門へ出向いていること,また,冊

子などのツールを用い,マーケティング・コンセプトの浸透を図っている事が確

認できている（８－２－３－１より）。 

次に,組織マネジメントとして,各種制度設計（人事・報酬・研修など）,組織

コミュニケーション（情報の転写・コンフリクト対応など）が,仕組みとして,

組織マネジメントのアクションプログラムとリンクし,実行されている215)（８

－２－３－２,８－２－３－３,８－２－３－４,８－２－３－５より）。 

上記の様にマーケティング・コンセプトの視覚化や組織マネジメントとして

リンクされた活動が,製品開発戦略の表層活動へ与えているプラスの影響を与

えているかどうかは,2 節７項の小括を基に,凡そ以下の分析・考察によって判

断したい。 

                                                  
215)  参考に調査した 5 段階アンケート（5：出来ている,4：まあまあ出来ている,3：

普通,2：あまり出来ていない,1：出来ていない）では,未だ改善の余地があるとし

ながら,各種制度設計（人事・報酬・研修など）では 4 以上,コンフリクト対応で

も 4 以上の回答が得られている。 
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プロダクト面で製品フルラインアップの強みを活かし,お客様を幅広く確保

する事が可能となっている（８－２－５－１より）。プライス面では,一定の製

品開発費を確保しつつ（８－２－６－３より）,販管費を削減し（８－２－５－

６より）お客様の求める品質と価格の製品価値の提供を実現しようとしている

（８－２－５－４より）。チャネル面では,お客様の近くに拠点配置をすること

で開発・生産リードタイムを短くしお客様からの不満が出ないようにしている

（８－２－５－７より）。プロモーション面では,個別プロモーションの実施に

よりお客様との情報共有化や自社の技量蓄積に繋げようとしている（８－２－

５－８より）。 

また,製品開発戦略の深層活動へのプラスの影響を与えているかどうかも,2

節７項の小括を基に,凡そ以下の分析・考察によって判断したい。 

品質面では,研究開発費に一定金額を割くとともに先端設備の導入に注力し

ている（８－２－６－３より）。コスト面では,フォーキャスト情報を正確に入

手しデットストックを出さないようにしている（８－２－６－４より）。デリバ

リー面,フレキシビリティ面では,フォーキャスト情報を正確に入手し,PO との

差を無くすような生産調整活動を実施している（８－２－６－５及び８－２－

６－６より）。サービス面では,ビフォア・サービスの提供を行ない,製品開発で

有利な立場を確保する事を狙っている（８－２－６－８より）。ネットワーク面

にも注力し,製品開発の余地を広げる努力を行っている（８－２－６－９及び８

－２－６－１０より）。 

 上記の分析・考察から,マーケティング・コンセプトの伝達の見える化を通し, 

かつ,マーケティング・コンセプトを組織マネジメントのアクションプログラム

とリンクさせ,実行している SUMCO 社は,組織製品開発戦略にプラスの影響をも

たらしていると考えられる。 

 従って,仮説２は支持される。 

 

③＜製品開発戦略の表層活動に関する仮説＞ 

仮説３ 製品開発戦略の表層活動に注力している企業は,市場成果としての

顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）にプラスの影響を与 

える。 
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仮説３に関しては,先ずインタビュー調査の計量テキスト分析結果（図 2,図 3

参照）から,製品開発戦略の表層活動である＜プロダクト…製品＞＜プライス…

価格＞＜プレイス…拠点＞＜プロモーション…コミュニケーション（尚,プロモ

ーションそのものは注力されていない）＞の４要素は戦略意図と親和性が高く,

経営トップ（層）が,経営活動として注力していることが読み取れる。 

次に,製品開発戦略の表層活動であるプロダクト面で製品フルラインアップ

の強みを活かし,お客様を幅広く確保する事が可能となっている（８－２－５－

１より）。プライス面では,一定の製品開発費を確保しつつ（８－２－６－３よ

り）,販管費を削減し（８－２－５－６より）お客様の求める品質と価格の製品

価値の提供を実現しようとしている（８－２－５－４より）。チャネル面では,

お客様の近くに拠点配置をすることで開発・生産リードタイムを短くしお客様

からの不満が出ないようにしている（８－２－５－７より）。プロモーション面

では,個別プロモーションの実施によりお客様との情報共有化や自社の技量蓄

積に繋げようとしている（８－２－５－８より）。 

これらのことからも SUMCO 社が,製品開発戦略の表層活動に注力しているこ

とが読み取れる。 

上記の様に製品開発戦略の表層活動に注力している SUMCO 社の市場成果とし

ての顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）216)は,顧客離反が防がれ（８

－２－８－２より）,シリコンウェーハを必要とする主な企業と取引を継続でき

ている（８－２－８－１より）。 

従って,顧客創造にプラスの影響を与えていると考えられる。また,既存顧客

維持としての LTA（Long-Term Arrangement：長期契約‐3 年位）へ結び付いて

いると語られていること（８－２－８－２より）や各種サプライヤー賞の受賞

を得ていること（８－２－６－２より）から顧客創造にプラスの影響を与えて

いると考えられる。 

加えて,営業利益が 2012 年以降急速に回復していることからも（８－２－８

－３より）,市場成果へプラスの影響を与えていると考えられる。 

                                                  
216) 尚,顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）に関し,98%～99%位は既存の

お客様の維持活動に戦略意図が向けられていることは,既に記述済み。 
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上記の分析・考察から, 製品開発戦略の表層活動に注力している SUMCO 社は,

市場成果としての顧客創造にプラスの影響を与えていると考えられる。 

従って,仮説３は支持される。 

 

④＜製品開発戦略の深層活動に関する仮説＞ 

仮説４ 製品開発戦略の深層活動の中で,QCD への重要度は相対的に高いこ

とは前提にしながら,特に FSN に注力している企業は,市場成果とし

ての顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）にプラスの影響

を与える。 

 

仮説４に関しては,インタビュー調査の計量テキスト分析結果からは,製品開

発戦略の深層活動の中で「フレキシビリティ」と「サービス」の親和性が高く,

「競争力」に対し「ネットワーク」の親和性が高いことが示されている。「フレ

キシビリティ」「サービス」と「ネットワーク」は弱い関係性ながら親和性があ

る（図２,図 3 参照）。 

また,インタビューの中で,QCD（品質,コスト,デリバリー）は重要であるが217),

製品開発の余地を広げていく為には,FSN（フレキシビリティ,サービス,ネット

ワーク）の分野が重要になる。FSN は,昔に比べ,重要度は増している,と語られ

ていることからも,FSN に注力していると捉えても良い（８－２－６－１０よ

り）。 

市場成果としては,各種サプライヤー賞の受賞を得ていること（８－２－６－

２より）,顧客離反がないこと（８－２－８－２より）,シリコンウェーハを必

要とする主な企業と取引を継続していること（８－２－８－１より）,LTA

（Long-Term Arrangement：長期契約‐3 年位）が結ばれていること（８－２－

８－２より）,営業利益が 2012 年以降急速に回復していること（８－２－８－

３より）などがあげられる。 

                                                  
217) 図 2,図 3 からは,QCD（品質,コスト,デリバリー）は,さほど重視されてい 

  ないようにも受け取れる。しかし,QCD は産業財企業にとって経営活動の前提   

条件であるため,インタビュー内では特に強調して言うまでもないこととし 

て扱われている可能性がある。  
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上記の分析・考察から判断して,FSN（フレキシビリティ,サービス,ネットワ

ーク）に注力している SUMCO 社は,市場成果としての顧客創造にプラスの影響を

与えていると考えられる218)。 

 従って,仮説４は支持される。 

 

第４節 まとめと発見事項 

 

本章は,シリコンウェーハメーカーである SUMCO 社を対象に,BtoB マーケティ

ングのメカニズムを明らかにすることを目的とし,分析アプローチ・モデルに沿

って,既出資料の利用やインタビュー調査を行ない,計量テキスト分析などを用

い考察を行ない,また,4 つの仮説を検証してきた。 

 それらから BtoB マーケティングのメカニズム（序章 2 節参照）として以下の

3 点が明らかになった。 

 先ず第 1 に,仮説１に関連するが,BtoB 産業を傍目から見た場合,製品開発の

プロセスや取引状況などが,一般的には知られていない。従って,国内外の製品

開発基準や製品規格,取り決めが業界として標準化されている産業や市場では,

新製品開発の余地が少ないように思われる。しかし, 先端技術の開発に注力し

ている半導体産業においては,原則, 先端技術の開発等のスピードは圧倒的に

リーダー企業群が早く,標準化団体等の取り決め事項は,後追いになる,との市

場特性の存在が明らかになった。また,そうなる理由のひとつに,業界団体とリ

ーダー企業群とのパワー関係が関与していることも明らかになった（８－２－

５－１,８－２－５－２より）。 

 このことにより,実際に各企業が製品開発を行なうことと業界が定める技術

ロードマップや製品規格との関係性が理解でき,各企業の組織構造や行動プロ

セスがどのような原理に基づいて実施されているのかの一端を知ることが出来

た。 

                                                  
218) 無論,FSN（フレキシビリティ,サービス,ネットワーク）に注力していることだ

けが市場成果に結びついている,と言っているわけではない。 
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 第 2 は,仮説 2,仮説 3 に関連するが,BtoB マーケティングの特徴として「合目

的性」「継続性」「相互依存性」「組織性」が指摘されている[高嶋・南 2006]。

それらの特徴が確認できた。 

特に,製品開発戦略の表層活動,製品開発戦略の深層活動などの業務遂行に当

たり,「組織目的性」を達成するため,企業行動プロセスとしてのお客様へのア

プローチ手法に特徴があることが明らかになった（８－２－５－３,８－２－５

－８,８－２－６－１,８－２－６－５,８－２－６－６,８－２－６－８等よ

り）。 

「組織目的性」とは,Drucker[1954,2006]の言葉を借りれば,顧客創造である。

従って,「組織目的性」は BtoC マーケティングにおいても存在し,BtoC マーケ

ティングと BtoB マーケティングに差はない。しかし,BtoB マーケティングでは,

「組織目的性」（＝顧客創造）を達成するため,企業行動プロセスとしてのお客

様へのアプローチ方法には以下の様な特徴がある。 

例えば,BtoC マーケティングでは,原則,見えないターゲット219)に対し製品開

発や製品販売を行なうため,市場調査を行なったうえで,こんな製品を開発した

ら売れるのではないか,とか,面白いアイデアをカタチにしたら売れるのではな

いか,との予測的・間接的なマーケティング・アプローチ220)を採用することが

一般的である。 

それに対し,SUMCO 社の事例からは,BtoB マーケティングでは,見えている特

定のお客様に対し,製品開発や製品販売を行なうため,具体的にお客様が望む製

品に対し,ビフォア・サービスとして試作品を提供したり（８－２－６－８より）,

価格交渉をお客様と直接行なったり（８－２－５－５より）,個々のお客様に営

業担当＋技術担当がセットでプロモーションを実施したり（８－２－５－８よ

り）,協働で製品作りを行う（８－２－６－１より）など,手探り的・直接的な

マーケティング・アプローチ221)を採用している。 

                                                  
219) 田村[1989]の言葉を借りて言えば,ムービング・ターゲットと呼んでも良い。  
220) 予測的・間接的なマーケティング・アプローチとは ,製品等に関する市場調査

はお客様すべてに対し実施される訳ではないこと ,製品販売のためのプロモー

ションの多くはマス・メディア等を通し実施されること ,そうしたマーケティ

ング・アプローチを予測的・間接的なアプローチと捉える。  
221) 手探り的・直接的なマーケティング・アプローチとは ,製品品質や価格 ,納品場

所などの情報は ,個々のお客様と協議しながら決められていくこと ,製品販売
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こうしたお客様に対するマーケティング・アプローチの差は,高嶋・南が指摘

する,お客様との関係に「継続性」があるかないか,お客様との関係に「相互依

存性」があるかないか,お客様に「組織性」があるのかないのか,の差によるも

のと考えられる。 

お客様との関係に「継続性」「相互依存性」があるならば,予測的・間接的マ

ーケティング・アプローチを採用することは,コスト的にも時間的にも無駄が多

くなる。従って手探り的・直接的なマーケティング・アプローチを採用するこ

とが得策となる。また,お客様の多くが個人であるならば,手探り的・直接的な

マーケティング・アプローチは,コスト的にも時間的にも大きな負担となるため

予測的・間接的なマーケティング・アプローチを採用することが得策となる222)。 

いずれのアプローチもお客様との「好意形成」や「顧客満足」及び「結果と

しての利益」を獲得するために相互コミュニケーション図ろうとする目的は同

じである。しかし,お客様との相互コミュニケーションを図る手法としての組織

構造や企業行動プロセスに差があるのではないか。 

 第 3 は,仮説の 3 と 4 に関係するが,「ファーストコール」「サンプル提出」「フ

ァーストベンダー」「セカンドベンダー」「コピーエグザクトリ」「フォーキャス

ト」「PO」などのワードに代表される BtoB マーケティングにおける市場構造,

組織構造,企業行動プロセスに関するメカニズムを発見することが出来た(８－

２－５－３, ８－２－６－４, ８－２－６－５, ８－２－６－６, ８－２－６

－８等より)。 

近年,ソーシャルネットワークの発達により,サービス・マーケティングを中

心に「価値共創」が議論されている。 

この「価値共創」は,BtoB マーケティングにおいてはマーケティングの前提

条件である。お客様が求める価値のひとつは,品質（歩留まりの向上によるお客

様の利益確保に繋がる）であるため,お客様と各ベンダー企業は,互いにその価

値を実現するため,コミュニケーションをとりながら製品開発を行なう。 

                                                                                                                                                  
のためのプロモーションの多くはお客様ごと個別に実施されること ,そうした

マーケティング・アプローチを手探り的・直接的なアプローチと捉える。  
222) 5 章 2 節 2 項を参照されたし。 
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 お客様が求める品質や価格,製品数,納期などを満たすために,お客様との価

値共創を前提とし,製品開発の表層活動,深層活動を行なう事が BtoB マーケテ

ィングの根幹となっている。 

 以上の様に本章で調査・分析した SUMCO 社の事例からは 3 つの発見事項があ

った。9 章では,3 つの発見事項がグローバルウェーハズ・ジャパン社でも存在

しているのか,存在していないのか,また更に新たな発見事項があるのかについ

て確認したい。 
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第９章 BtoB マーケティングのメカニズムに関する考察 

～グローバルウェーハズ・ジャパン社のケース分析～ 

 

第 1 節 はじめに 

 

9 章では,8 章で分析・考察した SUMCO 社に引き続き,シリコンウェーハのメー

カーであるグローバルウェーハズ・ジャパン社（旧新潟東芝セラミックス社）を対

象に, 6 章で示した操作モデル（理論モデル）に沿い,4 つの仮説を検証し,産業

財を取り扱う企業の BtoB マーケティングのメカニズムを明らかにしてきたい。 

調査手続き及び調査概要,分析方法などは,8 章と同様のため,グローバルウ

ェーハズ・ジャパン社のケース分析から記述する。 

 

第２節 グローバルウェーハズ・ジャパン社のケース分析と考察 

 

先ず,グローバルウェーハズ・ジャパン社（以下 GWJ 社）の企業概要について

確認する。GWJ 社は,新潟県聖籠町に本社を構え, 1991 年に新潟東芝セラミック

として設立した半導体用シリコンウェーハの製造・販売会社である。その後,

事業移管により 2010 年にコバレントシリコン,2013 年に現在の GWJ 社となって

いる。2015 年 12 月期実績で約 386 億円の売上。国内売上が約 5 割,海外売上が

約 5 割,営業利益が約 61 億（15.8％）,世界シェア約 5％223),従業員数約 1300

名の規模を誇る,台湾資本の非上場企業である。 

GWJ 社の国内営業拠点は,東京,福岡の 2 か所,国内製造拠点は新潟工場（新潟

／聖籠）,徳山工場（山口）,関川工場（新潟／関川）,小国結晶センター（山形）

の 4 か所となっている。 

海外拠点は,親会社である Sino-American Silicon Products Inc.社（以下 SAS

社）が,アメリカ,中国,台湾,欧州にそれぞれ子会社を持ち事業展開している。

                                                  
223) 本研究期間中の 2016 年 8 月 18 日,サンエジソンセミコンダクター社が SAS グ

ループのグローバルウェーハズ社に約 680 億円で買収され,その結果,グローバル

ウェーハズ社は,世界シェアが約 17％となり世界 3 位になる見通し。 
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GWJ 社の会長は SAS 社の徐秀蘭氏だが,GWJ 社の社長は旧新潟東芝セラミック社

時代から在籍している荒木隆氏である。 

尚,GWJ 社の社名にジャパンの名称が付記されているのは,SAS 社の傘下で台

湾証券取引所に上場し,シリコンウェーハの製造販売を行なっているグローバ

ルウェーハズ社（以下 GWC 社）が既に存在しているからである。 

 GWJ 社は,現在,台湾資本の SAS 社のグループ会社となっているが,東芝の関連

会社としてその歴史は古く,1928 年設立の電気金融株式会社がルーツとなる。

現在の GWJ 社に至るまでの沿革を下記に示す（図１）。 

 

図 1  GWJ 社の沿革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：GWJ 社,クアーズテック社,東芝などのＨＰより。 
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１ KH コーダーを利用した計量テキスト分析・考察 

先ず,インタビュー調査をテキスト化したデータを基に,KH コーダーを利用

した計量テキスト分析・考察を行ない,GWJ 社全体のマーケティング注力要素に

ついて把握する。尚,コーディングは SUMCO 社と同様である。 

図２の階層的クラスター分析からは先ず,「お客様」「製品」「技術」「競合」

「コミュニケーション」「品質」の 6 つのワードの出現数が多く,また,出現パタ

ーンが似ている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  階層的クラスター分析 
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これは,経営方針の中に記されている（次項の戦略的意図してのマーケティン

グ・コンセプトの分析・考察を参照）,お客様満足の追求のために,お客様のニ

ーズに合わせた「製品」を届けることに注力していることが読み取れる。 

一方,お客様満足の追求のために,お客様ニーズに合わせた「サービス」の提

供も経営方針で記されているが,組織全体として「サービス」の提供に関しては,

意識が低いと考えられる。 

 しかし「サービス」は「競争力」と親和性が高いが,直接的には「お客様」や

「製品」「技術」「品質」等と別のブロックに配置されている。むしろ「サービ

ス」は「ネットワーク」と同じブロックに含まれ,「ネットワーク」を活用した

「サービス」提供を狙っていると考えられる。 

また,製品開発戦略の深層活動のワードである「品質」「コスト」「デリバリー」

等と「お客様」「製品」「技術」等の塊は同じブロックに配置され,「経営層」「戦

略意図」とは別のブロックになっている。 

 これは,現実的な経営においては,経営方針に沿った運営が行なわれているが,

「経営層」「戦略意図」としては,組織マネジメントに関わる「制度」「コンフリ

クト」や製品開発戦略の表層活動である「拠点」,製品開発戦略の深層活動であ

る「フレキシビリティ」などへも目配りし,経営活動に関する各要素のバランス

を保持しようとする姿勢が読み取れる。 

後述するが,これは,経営方針が概念としての哲学・考え方であることに関係

していると考えられる224)。本研究において経営方針は戦略意図としてのマーケ

ティング・コンセプトとして捉えている。経営方針は永続的な哲学・考え方で

あり,企業の普遍的・根本的な存在意義を表したものと捉える。従って,経営方

針は,中期的に実現したい姿のビジョンとは異なる。また,概念としての経営方

針は個別化・具体化され,年度計画や日々の行動目標となる。 

概念としての経営方針をダイレクトに個別化・具体化させ,年度計画や行動目

標とすることで,概念・哲学を各個別の行動へ広範囲に刷り込み,マネジメント

しようとする姿勢が読み取れる。 

                                                  
224) 次項の戦略的意図してのマーケティング・コンセプトの分析・考察を参照。 
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階層的クラスター分析でも確認できたが,図３の共起ネットワークのサブグ

ラフ検出では,「お客様」を中心に「技術」「製品」「競合」「コミュニケーショ

ン」「品質」の 6 つのワードの結びつきが太い線で表されている。 

このことから,経営方針に関連するワードがインタビュー調査の中で中心的

なテーマとして意識されていることが確認できる。 
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一方,経営方針で示されているサービスの提供に関しては,提供「価値」とし

ては重要であるが「競争力」とは弱い親和性しかないことも示されており,実際

のマーケティングにおいては製品品質と価格を重視した活動が展開されている

ことが読み取れる。 

同時に,経営トップ（層）は,「戦略意図」として,製品「価格」に意識が高い

ことも読み取れる。これは,7 章で記述しているが,業界全体として,シリコンウ

ェーハの出荷量が増加しているにも関わらず,製品単価が下落していることを

懸念していると考えられる。 

更に経営方針とは別に,明文化されていないが（次項を参照）,戦略意図とし

てとして重視しているクオリティ（品質）,コスト（価格）,デリバリー（納期）

に対する「価値」が,「品質」「価格」と関連を持ちながら,重視されていること

も示されている。 

加えて,製品開発戦略の深層活動としての「ネットワーク」が「市場」と関連

を持っていることが示されている。これは,「市場」を開拓,維持していく上に

おいて,「ネットワーク」が重要だと認識していることを示していると考えられ

る。この「ネットワーク」は,後述するが,グループ内のシナジーをあげること,

大学などの研究機関と提携することを指している。 

 

２ 戦略的意図してのマーケティング・コンセプトの分析・考察 

前項で,インタビュー調査の全体像を把握するため,KH コーダーを利用し,計

量テキスト分析を行なったが,以下では操作モデル（理論モデル）で設定した各

変数についてそれぞれ個別に分析・考察を行なう。 

 

＜マーケティング・コンセプト＞ 

GWJ 社の経営理念は,『 先端半導体材料メーカーとして,卓越した製品とた

ゆみない技術革新によって,お客様,社員,株主,社会に貢献します。』となってい

る。また,経営方針としては,下記の５つが掲げられている。 

1.お客様満足の追求 

 お客様のニーズに合わせた製品とサービスの提供により,お客様の課題解決に

貢献します。 
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2.誠実な企業活動 

 国内外の法令・ルールを順守し,当社を取り巻くすべての関係者に誠実かつ公

正に対応するとともに,かけがえのない地球環境の保護に努めます。 

3.プロフェッショナリズムの重視 

 社員の能力の向上と創造力の発揮を促進し,一人ひとりが高い専門性とプロ意

識を持つ集団を目指します。 

4.チームワークの発揮 

 オープンな企業風土を醸成し,社員間・組織間の協力・連携を強化することに

よって,全社一体となって困難な課題に挑戦します。 

5.永続的な成長 

 技術,戦略,マネジメントの不断の革新によって,永続的成長を目指します。 

 

 経営方針を具体化した,既存お客様の維持や新規のお客様開拓に関する戦略

意図としては,クオリティ（品質）,コスト（価格）,デリバリー（納期）を中心

に,お客様の要求に合わせ,カスタマイズされた製品の供給を年度計画などに沿

い達成することがあげられている225)。 

尚,上記 GWJ 社の経営理念・経営方針は,台湾の GWC 社及び親会社である SAS

社の経営理念とは表現が異なっている。以下が台湾の GWC 社及び SAS 社の経営

理念である。 

 

‐誠信,専門,チームワーク,創新‐ 

誠信を原則とすることを強調し,親切・専念・積極的また専門的な精神にて創

造力を励起します。なお,暗黙の了解のチームワークで常に技術創新及び管理創

新を行ない,独自の文化を築きます。 

 

 

 

 

                                                  
225) 尚,具体的な事業計画,年度計画の資料は社外秘のため調査することはできな

い。 
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‐顧客満足,卓越追求,自我向上,社会還元,技術革新,利益向上‐ 

GWC 社は半導体ウェーハの専業供給メーカーとして努力します226)。顧客との

間に技術面のみならず,戦略面及び営業利益の面においても業務提携により経

営の相乗効果を発揮することを強調し,共に成長してウィンウィンの関係を構

築します。経営理念に基づき製造技術,品質,顧客サービスを積極的に向上させ

GWC 社独自の価値の構築を図ります。 

 

GWJ 社は 5 つの経営方針のもと,QCD（品質・コスト・デリバリー）を中心に,

お客様の要求に合わせ,カスタマイズされた製品の供給を年度計画などに沿い

目標達成することを目指している。その中で,組織マネジメント,製品開発戦略

の表層活動,製品開発戦略の深層活動を展開している。 

ここで,SUMCO 社の第 2 節－2 でも触れたが,マーケティング・コンセプトと経

営方針（ポリシー）の考え方,位置付について簡単に整理しておきたい。 

本研究におけるマーケティング・コンセプトとは,経営方針（ポリシー）やビ

ジョン,年度計画などを含め,どの様な市場で,どの様なターゲットに対し,どの

様な組織活動を行なうと,競合よりも自社の製品・サービスをお客様に購入して

もらうことができ,利益を得られるのか,との考え方としている（6 章参照）。 

理念,使命（ミッション）,方針（ポリシー）などは,概念であるとともに普遍

的な哲学・考え方である。時代が変化しても変わらない信念や価値観である。

また,年度計画や目標設定は日々の行動をどの様に実践するのか,とのアクショ

ンプランである。従って,概念と行動をつなぐための視覚化（現象として見える,

との意味では無く,イメージしやすいとの意味）されたビジョンとしての,ある

べき姿,なりたい姿は GWJ 社では設定されていない。 

GWJ 社の経営方針（ポリシー）は,哲学・考え方であるため,顧客創造だけで

なく,法令遵守や地球環境保全などに関し,企業として,人としての歩むべき道

筋を説いている。また,GWJ 社は 5 つの経営方針の中には,親会社である GWC 社

や SAS 社の経営方針に記されている,営業利益面に関する記述は表記されてい

ない。 

                                                  
226) この部分 SAS 社は,「SAS 社はソーラーウェーハ材料の専業供給メーカーとし

て努力します」との表記になっている。  
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GWJ 社の場合,概念としての経営方針（ポリシー）と行動目標としての事業計

画／年度計画の 2 つをマーケティング・コンセプトとして捉えることができる。

事業計画／年度計画の内容自体は調査できないが,どの様な市場で,どの様なタ

ーゲットに対し,どの様な組織活動を行なうと,競合よりも自社の製品・サービ

スをお客様に購入してもらうことができ,利益を得られるのか,とのマーケティ

ング・コンセプトに沿った内容と推察できる。そのうえで,組織のマネジメント

を整備し,製品開発戦略の表層活動,製品開発戦略の深層活動を実行し顧客創造

を実現している,と考えられる。 

 

３ 組織マネジメントについての分析・考察 

＜経営トップ（層）の関与＞ 

戦略意図としてのマーケティング・コンセプトである経営方針等を,経営トッ

プ（層）がどの様に組織に浸透させているのかについて分析・考察する。 

 

・９－２－３－１（インタビュー調査及び既出資料より。以下同様。） 

 先ず,経営トップ（層）を含むマネージャーレベル以上が一ヵ月に１度,技術

や品質,生産計画などに関する課題に対し,ディスカッションを行なう経営レビ

ュー会議が新潟の本社で開催されている。その場で戦略意図に対し共通認識を

持つことを確認している。また,事業部制を採用しているので,各事業の部長級

とは週に 1 回,経営層と SIC（ショートインターバルコミュニケーション）を実

施し,情報の共有化を図っている。更に,事業部毎に一ヵ月に１度ビジネスユニ

ット会議が開催され,TV 会議や電話会議などのツールが利用されるほか,経営

方針を社内や工場に掲示し,戦略意図の伝達が行なわれている。 

 部門別には,営業部門の場合,拠点が 2 か所に分かれているため,電話やメー

ルを使い戦略意図が伝達されている。しかし,大事な内容はフェイストゥフェイ

スで伝達されている。 

開発部門では面談形式でパワーポイント等のアプリケーションを利用し上司

から部下へ戦略意図を伝達することもある。                      
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製造部門では週報会議が開催され,その場で戦略意図などが伝えられている。

加えて,昼休み明けに毎日ミーティングが開催され,各従業員へ戦略意図が伝達

されている。    

 また,企業風土として,上司が責任をとることは意識されている。しかし,案件

の重要度によって責任の取り方は様々あるため,重要度の認識に差が有る場合,

責任の所在が曖昧になる空気感も存在している,との指摘もある。 

尚,マネージャークラスは,台湾の SAS社会長と 24時間いつでもメールでやり

とりが出来る体制になっているため,GWJ 社への経営管理体制が旧新潟東芝セラミ

ックス社時代よりも厳しくなっていている,との指摘もある。 

 

＜各種制度設計（人事・報酬・研修など）＞ 

5 つの経営方針や顧客創造に関する戦略意図を組織内に浸透させ,その実現

を図るためには,従業員を動機づける各種制度設計が必要となる。人事・報酬・

研修などの制度設計がどの様な意図で設計され運用されているのかについて分

析・考察する。 

 

・９－２－３－２ 

人事・報酬・研修などの制度設計は,旧新潟東芝セラミックス社時代の制度設計が

多く利用されている。全体として透明性の確保が重要であると語られている。 

人事制度は,公平性が保たれていない,との指摘がいくつかされている。それ

は,日本企業から外資系の企業に生まれ変わったことで,人事制度に対する考え

方に差があり,制度変更の過渡期にあるからと語られている。 

報酬制度は,成果報酬型が採用され,年間の企業業績に応じて賞与が還元され

る仕組みになっている。また,課長級以上は年棒制度になっている。人事・報酬

制度は数値化された制度設計を採用しているが,技術部門と営業部門が同じ制

度で評価が可能なのか,事業部門によって成果が異なる場合,どの様に全体の中

で評価すべきなのか,との議論はもっとすべきと語られている。 

 研修制度は,各部門毎の判断で様々な研修を採用している。例えば,製造部門

では,品質管理・統計処理に関する研修は,マネージャーの判断で品質管理や安
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全保証に関わる従業員向けに実施している。また,ISO を取得しているため,そ

の規格に適合した教育訓練制度も実施している。 

 開発部門では,3 年間のワーク・アサインメント・プログラム（業務に関連し

て一つの題目を設定し,一定期間(1 年間)に調査・分析・試験・評価などの一連

のプロセスを経て,結果をまとめ, 終的に技術報告として提出すること）を採

用している。この他にも学会への参加も積極的に実施している。また,大学やお

客様を含め,様々な分野の外部講師を招き,幅広い知識を身に着ける研修も実施

している。 

 

・９－２－３－３ 

経営方針にも関わるが,こうした研修制度の中で,技術や技能,知識等の伝承

に関する研修は,重要だと指摘されながらも,企業全体として計画的に実施され

ているわけではない。製造部門ではある程度計画的に技術伝承が行なわれてい

るが,開発部門や営業部門,間接部門などでは,個別的な技術伝承等に関する教

育はあっても,企業全体として計画的に実施できているわけでは無い。 

また,企業全体として,教育制度やキャリアパス等の制度設計は,外資系に生

まれ変わったこともあり,現時点では曖昧で再構築中である。  

 

＜組織コミュニケーション（情報の転写・コンフリクト対応など）＞ 

5 つの経営方針や顧客創造に関する戦略意図を組織内に浸透させ,その実現

を図るためには,お客様とのコミュニケーションや組織内コミュニケーション

がスムーズかつ齟齬が生じないように行なわれる必要がある。お客様とのコミ

ュニケーション及び組織内コミュニケーションは,どの様な意図を持ち,どの様

に行なわれているのかについて分析・考察する。 

 

・９－２－３－４ 

お客様から入るニーズ情報に関し,技術的な案件の場合は応用技術部門との

セクションがあり,その担当者が営業部門の担当者とセットで,お客様との打合

せに出向き,打合せ内容を社内に持ち帰り,技術部門と打合せするほか,各工場
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の技術部門と相談し,お客様の要求事項が社内で対応可能なのかどうかの検証

を実施する。 

また,お客様からのニーズ情報は,会議の議事録や出張報告などの書類で管理

されている。加えて,営業担当者が,お客様との打合せ後,打合せ内容をお客様に

提出し内容確認を行なっている。 

 社内では,お客様からのニーズ情報は週報やメールなどを用い展開している。

また,必要に応じて関係者が招集され,会議や打ち合わせを実施し,口頭で間違

えないように伝達されている。尚,ニーズ情報の種類によっては,従業員全員が

共有できないものもあり,限られた人が情報を持つこともある。 

 シリコンの結晶づくりは非常に微妙なので,ちょっとしたミスコミュニケー

ションで,お客様が求めている製品にならないことがある。ミスしやすい内容に

ついては,過去のミスコミュニケーション事例等が DB としてまとめられていて,

すぐに引き出せるようになっている。また,ニーズ情報を取り込む初期段階では,

部門が異なる個所において 2 重チェックできる体制になっているため,お客様

と齟齬が起こらないような仕組みになっている。     

こうした通常のお客様からのニーズ情報とは別に,営業部門から,技術部門に

対し,年に 2 回,お客様のニーズ情報をまとめ,今後トレンドになる様な製品開

発テーマに関する要望書を提出する制度が設けられている。技術部門を中心に

営業部長や経営層が入った会議において,生産ボリュームや採算性,時間的制約

などを審査し,開発の必要性があると判断されれば,テーマに沿った開発が実施

される仕組みを採用している。こうしたお客様のニーズを先取りし,対応する取

り組みも実施している。 

尚,通常の製品開発に関わる営業活動とは別に,経営層がお客様のところへ定

期的にお伺いし,コミュニケーションを深める活動も実施している。 

組織内コミュニケーションは,営業部門の場合,拠点が 2 か所あることもあり,

電話とメールが主になる。その場合でも,電話が主であり,メールはサブになる。

一方,社内の人間とはフェイストゥフェイスが主で,補足的にメールを使う。メ

ールは文脈が伝わらないので,あくまでも,コミュニケーションのプロセス段階

ではフェイストゥフェイスであり,確認としてメールを使用する。技術部門や製
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造部門の担当者は,社内にいることが多いため,フェイストゥフェイスが基本で

電話やメールも併用して利用している。 

 

・９－２－３－５ 

コンフリクトに関しては,どの程度をもってコンフリクトと見なすかにもよ

るが,上下間よりも部門間での頻度が高い傾向にある。組織がそれほど大きくな

いため,各部門の職責が明確に分かれていない。従って,職責が重なる部門が出

てくる。従って,これはＡ部門の仕事で,そこからＢ部門の仕事,との明確な線引

きがない。職責の曖昧さが原因でコンフリクトが発生すると考えられる。 

しかし,昔はプロダクトアウト型のコンセプトだったものが,今は,マーケッ

トイン型のコンセプトになっているため,お客様の喜ぶ製品づくり,とのことで

まとまるようにマネジメントされる。それは,コンフリクトの決着の落としどこ

ろが,経営方針にもある,お客様の喜ぶ製品づくりとなっているからである。   

 

４ 小括 

組織マネジメントについての分析・考察では,組織活動の変数である経営トッ

プ（層）の関与,各種制度設計,組織コミュニケーション,それぞれについて,GWJ

社の組織活動としてのメカニズムにどのような組織構造や企業行動プロセスが

あるのかについて分析・考察してきた。 

小括としては,先ず,市場環境が組織活動としてのマーケティング・コンセプ

ト及び組織マネジメントへ影響を与えたかどうかに関する因果メカニズムに着

目し,まとめてみたい。次に,産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企

業行動プロセスについても指摘してみたい。 

 

■市場環境が組織活動のマーケティング・コンセプト及び組織マネジメント 

へ影響を与えたかどうかに関する因果メカニズムについて 

半導体及びシリコンウェーハの市場環境については,8 章で振り返っている

ため,改めて記述はしないが,ここでは市場構造,市場特性,市場変化が GWJ 社に

どのような影響を与えているのかを確認してみたい。 
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先ず,8 章の SUMCO 社の事例でも記述したが,市場環境の変化としてリーマン

ショックがあげられる。リーマンショック直後,シリコンウェーハの出荷量は大

きく前年度割れしている（7 章 4 節表 5 参照）。GWJ 社の前身であるコバレント

シリコン社の売上,純利益とも大幅にダウンしている227)。 

リーマンショックの前と後では,半導体メーカーとシリコンウェーハメーカ

ーとの価格交渉力が逆転したこと,及び,東芝をはじめとした国内半導体メーカ

ーの国際競争力の低下が,コバレントシリコン社／コバレントシリコン社（GWJ

社の前身）の売上・純利益のダウンにつながる主な理由と考えられる（7 章 5

節,3 節参照）。 

こうした市場環境の変化が GWJ 社の組織活動へ影響を与えていることは,沿

革,マーケティング・コンセプト,組織マネジメントについての分析・考察から

確認できる。 

市場環境の変化の影響で一番大きなものは,台湾資本への移行である（図 1

参照）。現在の GWJ 社の業務（ウェーハ事業）は旧新潟東芝セラミックス社／旧

コバレントシリコン社時代と大きく変わっているわけではないが,台湾資本へ

移行したことで 2 点影響が出ている。ひとつは戦略意図であるマーケティン

グ・コンセプト（2 節 2 項より）の変更である。 

戦略的意図してのマーケティング・コンセプトは,東芝系列の会社としての戦

略的意図,マーケティング・コンセプトから SAS 社及び GWC 社と同様の経営方針

が掲げられることになった。 

市場環境の変化の影響のもうひとつは,組織マネジメントへの影響である。先

ず,マーケティング・コンセプトが以前と異なることもあり,積極的にトップ（層）

が関与しながら,ビジネスユニット会議やいくつかのツールの利用を通し,マー

ケティング・コンセプトを組織下部へ伝達している（９－２－３－１より）。 

次に,各種制度設計においては,人事・報酬・研修などの制度設計の中で,一番

留意しているのは透明性と述べられている（９－２－３－２より）。 

                                                  
227) コバレントシリコン社に社名変更する以前のコバレントマテリアル社（セラミ

ック事業を含む）の 2008 年度売上は約 1120 億円,純利益は 460 億円,2009 年度

は売上約 940 億円 ,純利益はマイナス約 60 億円,2010 年度は売上約 680 億円,純

利益はマイナス約 140 億円,2011 年度売上約 830 億円,純利益マイナス約 4 億円

となっている。  
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SUMCO 社の場合,合併を繰り返してきた経緯もあり公平性が重視されていた

が,GWJ 社は台湾資本へ移行したことで,新たな基準で人事や報酬が決められる

ことになる。従って,どのような基準で制度設計が行なわれるのかを把握したい

との思いから,透明性が重視されていると考えられる。 

一方で,人事については,公平性が保たれていないとの発言もある。また,報酬

制度については,議論の余地があるとも述べられている（９－２－３－２より）。

更に,教育・研修制度については一部は実施されているが,再構築中である（９

－２－３－３より）。 

組織コミュニケーションに関しては,市場特性として,営業＋応用技術部門の

体制で,お客様から製品に関するスペックなどを聞き取り,その情報を社内に持

ち帰り,技術部門や工場部門と連携し,製品化が可能かどうかを検証する組織ニ

ケーションの仕組みが構築されている（９－２－３－４より）。 

これに関しては,SUMCO 社でも同様の組織コミュニケーションの仕組みが構

築されていた。 

また,社内への情報伝達（転写）に関しても,ミスコミュニケーション事例等

が DB としてまとめられていたり,お客様のニーズ情報を 2 重にチェックできる

体制を整えている。そして,コミュニケーション手法は面談や電話,メールなど

いくつかの手法を使い分けている（９－２－３－４より）。 

尚,通常の製品開発に関わる営業活動とは別に,経営層がお客様のところへ定

期的にお伺いし,コミュニケーションを深める活動も実施している（９－２－３

－４より）。 

これは半導体メーカー等のキープレーヤーが幾度と入れ替わっているとの市

場構造の影響で（7 章 3 節参照）,GWJ 社として市場動向を把握するとの意味が

あると考えられる。また,SUMCO 社と同様に,リーマンショックによってもたら

された市場環境の変化を教訓とした組織コミュニケーションへの影響と捉える

ことが出来る。 

コンフリクト対応に関しては, 市場構造や市場特性,市場環境変化の影響と

は考えにくいが,各部門の職責が重複することもあり,部門間のコンフリクトが

ある程度発生している（９－２－３－５より）。 
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無論,コンフリクトの発生が製品開発戦略へ悪影響を与えないように個別的

にマネジメントは実施されている。だが,経営方針にあげられている,チームワ

ークの発揮との意味合いで,会社組織としてコンフリクト対応を行なっている

わけでは無い（９－２－３－５より）。 

凡そ以上のように,市場構造,市場特性,市場環境の変化が GWJ 社のマーケテ

ィング・コンセプト及び組織マネジメントへ与えた影響に関する因果メカニズ

ムを確認した。 

尚,市場構造,市場特性,市場環境の変化は,製品開発戦略の表層活動／深層活

動へも影響を与えていると考えられるが,それに関しては後述する。 

 

■産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企業行動プロセスについて 

組織マネジメントに関する産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や企

業行動プロセスに関しては,SUMCO 社と同様に以下の 2 点があげられる228)。 

1 点目は,営業＋応用技術部門の体制である。お客様から製品に関するスペッ

クなどを聞き取り,その情報を社内に持ち帰り,技術部門や工場部門と連携し,

製品化が可能かどうかを検証する仕組みは,市場構造,組織構造,企業行動プロ

セスは,産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

2 点目は,通常の製品開発に関わる営業活動とは別に,経営層がお客様のとこ

ろへ定期的にお伺いし,コミュニケーションを深める活動を実施していること

も産業財企業の市場構造,組織構造,企業行動プロセスとして特徴的な点だと考

えられる。 

 

５ 製品開発戦略の表層活動についての分析・考察 

＜プロダクト／カスタマーヴァリュー＞ 

5 つの経営方針や顧客創造に関する戦略意図の多くは,お客様へ提供する製

品の製造・販売を通し実現化される。そこで,製品開発戦略の表層活動では,お

                                                  
228) 特徴としてあげる理由・根拠に関しては,SUMCO 社と同様と考えられることに関

しては重複するため記述しない。 
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客様とのリレーションシップを意識した４P/4C 活動がどの様に行なわれてい

るのかについて分析・考察する。 

 

・９－２－５－１ 

 細かな仕様に分ければ,GWJ 社の製品は膨大な種類数になるが,大きなカテゴ

リーで示すならば,凡そ以下の 6 種類になる。 

 

 

 

 

（１）エンジニアードウェーハ：高速熱処理装置（RTP:Rapid Thermal  

Prosesser)を用い,特殊なアニール加工したウェーハ。エンジニアド 

ウェーハは技術開発の特徴を持つウェーハを総称し GWJ 社が命名したブ

ランド名229)。 

主に MOS型 IC,LSI,メモリー,ロジック,アナログデバイス,CMOSイメージ

センサ等を製造・販売するお客様向けに納品される。 

（２）ポリッシュト・ウェーハ：シリコンウェーハの片面,あるいは両面に鏡面

研磨を施したのがポリッシュト・ウェーハ。 

主に MOS 型 IC,LSI,アナログデバイスを製造・販売するお客様向けに納

品される。 

（３）アニール・ウェーハ：アニール・ウェーハは水素処理を施し,高い内部ゲ

ッタリング230)能力ならびにウェーハ表面の COP231)フリーを実現する。こ

                                                  
229) ECAS は Enginnered Custamizable Application Specifics の略で GWJ 社の登

録商標。 

ウェーハ種類 1 2 3 4 5 6
"ECAS®" シリーズ

エンジニアード
ウェーハ

ポリッシュト・
ウェーハ

アニール・ウェーハ
エピタキシャル・

ウェーハ
拡散ウェーハ SOI・ウェーハ

－ － － 100＊ 100 100

－ － － 125 125 125
－ － － 150 150 150
－ 200 200 200 － －

300 300 300＊ － － －

直径（mm）

表 1  GWJ 社の製品ラインアップ（2016 年 4 月時点） 

出典：GWJ 社 HP

（http://www.sas-globalwafers.co.jp/jpn/products/wafer/lineup.html）より。

＊詳細なウェーハ種類によってはラインアップされていないものがある。 
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れらの特性により,優れた酸化膜特性を持ち合わせたウェーハ。先端微細

化製品向けウェーハは LSI デバイスの微細化に寄与し,デバイスプロセ

スの微細化は動作電圧の低減という形で省エネルギーに寄与する。 

MOS 型 IC,LSI,アナログデバイス等を製造・販売するお客様向けに納品さ

れる。 

（４）エピタキシャル・ウェーハ：ポリッシュト・ウェーハの表面に所要規格

のシリコン単結晶を気相成長させたウェーハ。 

主にトランジスタ,ダイオードなどの個別素子,またバイポーラ型および

MOS 型 IC 用基板を製造・販売するお客様向けに納品される。 

（５）拡散ウェーハ：両面拡散を施されたウェーハの片側を研磨加工したウェ

ーハ。 

主にパワーMOS-FET,バイポーラトランジスタ等を製造・販売するお客様

向けに納品される。 

（６）SOI（Silicon-On-Insulator）ウェーハ：2 枚のポリッシュト・ウェーハ

の間に電気絶縁性の高い酸化膜層を介在させ,貼り合わせたウェーハ。 

主に MEMS（Micro Electro Mechanical System）デバイスやパワーデバ

イスを製造・販売するお客様向けに納品される。 

 

GWJ 社の製品ラインアップは大手２社（信越半導体社・SUMCO 社）に比べれば,

限られている。製品ラインアップは競争力の源泉のひとつではあるが,競争力の

源泉は製品ラインアップだけでは無い。GWJ 社の競争力が何であるのかを見出

し,そこに集中することが大切である,と語られている。 

例えば, GWJ 社では, ECAS エンジニアードウェーハ（アニール・ウェーハ）

との名前を製品に付与し,ブランド化を図っている。エンジニアードウェーハは,

競合他社が注力しているエピタキシャル・ウェーハ同等の品質でエピタキシャ

ル・ウェーハよりもリーズナブルな価格で提供できる製品である。  

                                                                                                                                                  
230) 欠陥や好ましくない不純物を不活性化しておくこと。  
231)  COP(Crystal Originated Particle)は, 結晶欠陥の一つで,単結晶の格子点に

シリコン原子がない,すなわち「空孔」が集まった微細な欠陥。ゲート酸化膜の

耐圧に悪影響を及ぼす。 
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 半導体を簡易的にメモリー系とロジック系に分けた場合,メモリー系には主

にポリッシュト・ウェーハ,ロジック系にはエピタキシャル・ウェーハが使われ

ることが多い（価格はエピタキシャル・ウェーハが高価）。 

 シリコンウェーハ業界の上位シェアを確保している信越半導体社及び SUMCO

社は自社の経営資源や収益性を考慮し,ポリッシュト・ウェーハ及びエピタキシ

ャル・ウェーハに注力している。 

 大手 2社が,この 2種類のシリコンウェーハを半導体メーカー等へ販売するこ

ともあり,ある意味,主要な半導体を作るうえで,ポリッシュト・ウェーハ及びエ

ピタキシャル・ウェーハがシリコンウェーハの標準となっている。 

しかし,この 2 種類以外のシリコンウェーハが機能的に劣位となっているわ

けではない。シェア上位 2 社は,経営資源や収益性,規模的優位性を考慮し,標準

的なシリコンウェーハとして上市しているだけである。 

GWJ 社は, ECAS エンジニアードウェーハ（アニール・ウェーハ）の優位性（品

質的にはポリッシュト・ウェーハ及びエピタキシャル・ウェーハと同等で価格

的にはリーズナブル）を半導体メーカー等にアピールし,信頼を得ることでシェ

ア上位 2 社が注力していないシリコンウェーハのシェア奪取を狙っている。 

その際,業界の中でメジャーなシリコンウェーハとなっているポリッシュ

ト・ウェーハ及びエピタキシャル・ウェーハに対抗するため,単にアニール・ウ

ェーハとして上市するより,何らかのブランド名を付与して上市することで,ス

ペシャリティ感が出るため,ECAS エンジニアードウェーハとしてアニール・ウ

ェーハを開発・販売する戦略を採用した,と述べられている232)。 

 この他にも,大手 2 社は 300mm ウェーハの製品を中心に製造販売している

が,GWJ 社では主にセンサーやアナログデバイス等で使用される 200mm ウェーハ

にも注力している。 

 

・９－２－５－２ 

また,シリコンウェーハには,ITRS（International Technology Roadmap for 

Semiconductors）が示す国際ロードマップや SEMI（Semiconductor Equipment 

                                                  
232) 尚,ECAS エンジニアードウェーハは現在の GWJ 社の前身である旧東芝セラミッ

クス／コバレントマテリアル社時代に開発・販売している製品である。 
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and Materials International）の規格が設定されているが,それらは,市場参入

への入場券の様なものであり,ITRS のロードマップや SEMI の規格とは異なる製

品開発も実際には行なわれている,と指摘されている。 

お客様のニーズに合わせ, SEMI 規格よりも厳しい条件の中で,お客様に合わ

せたカスタマイズがどれだけできるのかが競争優位性につながる。従って,製品

開発上で国際的な規格が制約条件になる訳では無く,製品開発の余地は未だ沢

山ある,と指摘されている。   

 

・９－２－５－３ 

製品開発において,ファーストベンダーになるかセカンドベンダーになるか

によって,お客様から依頼される製品開発内容は異なる。 

セカンドベンダーの場合,コピーエグザクトリ（他社と同じ品質の製品）を要

求されることもあり,依頼内容によって,製品開発リードタイムは大きく異なる。

例えば, SUMCO 社の事例でも触れたが,お客様の既存デバイス製品をマイナーチ

ェンジする際,過去のシュミュレーションデータが使える場合もあり,その日の

うちに開発できることもある。一方で,長いものでは 6 か月～1 年以上かかる場

合もある。 

 

・９－２－５－４                                  

そうした中で,多くのお客様が求める価値は価格である。同じ品質,同じ性能

が引き出せるのであれば,安くウェーハを仕入れることに価値を見出すと言う

ことである。 

一方で,お客様の製品歩留まりがアップするウェーハを提供できれば,その品

質価値が認められ,価格はその次になる。そうした事を目指し,何度も試作品を

作り,製品評価実験を繰り返し,お客様が望むデバイスの開発に合致したウェー

ハを提供することが,お客様の求める価値に繋がる。 

経営方針に書かれているが,先ずは,お客様が何を求めているのか,お客様が

求めていることに対し,ソリューションプロバイダーとして何を提供できるの
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かを理解し,お客様の要求事項に対応した製品やサービスの提供を行なえば,現

在ある製品ラインアップで戦っていける,と指摘されている233)。 

但し,2 節１項でも記述したが,GWJ 社は,経営方針の中でサービス価値の提供

を謳っているが,戦略意図として組織全体に浸透しているわけでは無い。GWJ 社

においてソリューションプロバイダーとしての役割は,業界としての必要条件

であるが,競争優位性を確保するだけのマーケティング要素では無い,との認識

があると考えられる。 

 

・９－２－５－５                        

お客様の求める価値について追加的に言えば,近年,製品品質や製品価格以外

の部分で,企業価値を求められることが多くなっている。それは,BCP（Business 

Continuity Plan：事業継続計画）を製品供給の安定性,との意味で企業価値の

評価対象とするお客様がいると言うことである。この背景には,シリコンウェー

ハのメーカーは日系企業が大きなシェアを占めているため,新潟県中越地震や

東日本大震災,熊本地震などが影響していると考えられる。 

 

＜プライス／コスト＞ 

お客様が求める価値は現実的には価格を優先するお客様が多い,との指摘の

中で,製品価格はどの様に決定されているのかについて分析・考察する。 

 

・９－２－５－６  

製品の価格設定においては,コスト志向型価格設,知覚価値志向型価格設定,

競争志向型価格設定,いずれも用いる,と述べられている。 

既存のお客様の場合,ベースになるのは,競合製品との競争を考慮し実勢価格

に基づいて価格設定をする競争志向型価格設定が利用される。ファーストベン

ダーの場合は,お客様と交渉しながら価格設定を行なう事が可能となるが,セカ

ンドベンダーになった場合は,価格がある程度決められているため,コスト割れ

                                                  
233) 一方,サンエジソンセミコンダクター社の買収が発表された 2016 年 8 月 18 日

の台湾中央社の記事では,世界シェアや顧客,製品ラインアップの増加を期待し

ている,と記されている。  
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しないようにコスト志向型価格設で調整することになる。また,生産部門の稼働

状況などを勘案しながら価格を決めることもある。 

新規のお客様の場合は,ある程度の価格を示唆されることになるため,お客様

の意図した価格に対応する。 

GWJ 社の製品価格は,ウェーハの種類にもよるが平均価格もしくは少し安め,

と語られている。 

 

・９－２－５－７ 

お客様は,製品品質が同等であれば,製品価格を価値観として優先するが,そ

れは製品品質がお客様の要望する基準を満たしていることが前提になっている。 

例えば,お客様の購買部門がウェーハを安く仕入れたとしても,歩留まりが悪

ければ,結果的にお客様の利益に貢献できないことになる。現象だけを捉えると,

お客様によって,価格を優先するところもあるし,品質を優先するところもある

が,基本的には製品品質がお客様の製品購入判断の 重要要素である,と指摘さ

れている。 

 

＜プレイス／コンビニエンス＞ 

シリコンウェーハの買手がどこにいるのか,また,拠点の配置はどの様になっ

ているのか,どの様な流通経路を用いているのか等について分析・考察する。 

 

・９－２－５－８ 

GWJ 社のお客様は,主に国内外の半導体メーカーで,ファンドリーは少ない。

現在,世界全体で百数十社のお客様と取引をしており,国内の半導体メーカーと

は,ほぼ全社と取引をしている。 

製品開発拠点と営業拠点については,お客様から大きな不満は出ていない。社

内的にも課題があるわけでは無く適切な配置,人員になっている。また,製造拠

点は現在,国内に４か所の製造拠点があり（エピタキシャル・ウェーハはアメリ

カにも工場がある）,基本的には製品ごとのシングル拠点になっている。 

但し,近年,お客様は BCP の観点で企業を評価するため,シングル拠点はマイ

ナスポイントになる。現在の GWJ 社の規模等を考慮し,どの製品がシングル拠点
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でよいのか,複数拠点が良いのかは,熟慮する必要がある。拠点を分散させるこ

とが良いわけでは無いため,そのあたりは冷静に判断しなければならない,と語

られている。 

製造拠点の少なさをカバーするために在庫調整を活用する等の手段は講じて

いる。また,GWC 社やその関連会社である台湾工場,中国工場,アメリカ工場の利

用を積極的に進めることで,シングル拠点のマイナスポイントを補いたい,と述

べられている。 

 

・９－２－５－９ 

加えて,経営方針にもあるが,ソリューションプロバイダーとして,お客様が

困っていることに対する解決案などを提案することで物理的なマイナスポイン

トをサービスの強化で補いたいとも述べられている。 

具体的には,お客様の製品開発状況を正確に知るため,今生産されている製品

のマジョリティが何なのか,フォーキャストどうなのか,フォーキャストに変更

があった場合,何が原因だったのか,何がバックグラウンドにあったのかを探り,

未決のフォーキャストを予想し,ニーズとシーズの差を無くす努力をしている。

お客様へ正確な納品をタイムリーに実現することで,拠点数が少ないとの量的

なマイナス面を質的な価値に置き換えることで対応している。 

 製品納入に関しては,例えば,新潟工場から国内のお客様へ配送する場合は,

外部委託業者を利用し陸送する。海外のお客様へ配送する場合は,空輸が主な配

送手段になる。尚,GWJ 社では,製品販売は直販が 99%で 1%程度は代理店販売を

採用している。 

 

＜プロモーション／コミュニケーション＞ 

GWJ 社が広告・販売促進活動に対し,どの様な考え方を持っているのか,また,

機密保持契約などがある中で,お客様へどの様な情報提供を行なっているのか,

加えて,広告・販売促進活動が,5 つの経営方針や顧客創造に関する戦略意図の

実現にどう繋がるのか等について分析・考察する。 
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・９－２－５－１０ 

展示会等を含めイベントを行なうようなプロモーション活動はあまり実施し

ていない。業界的には,例えば A の製品を納入している既存のお客様であっても,

お客様が B の製品開発を行なうと考えていれば,それは新規のお客様と捉える。

このタイミングをつかまえ, 初の製品評価のところに入りこむことが,お客様

との継続性を維持する上で非常に重要なプロモーションになる,と述べられて

いる。 

営業部門は大きく分け 4 つのグループで編成されている。先ず,製品の違いに

よって MOS グループとディスクリートグループがある。そして,営業が受注して

きた仕事をバックアップするカスタマーサポートグループ,もうひとつが応用

技術グループである。                                

既存のお客様へのプロモーションの一例では,お客様が新製品開発を進めて

いるとの情報をキャッチした場合,MOS グループと応用技術グループが協議し,

どの様なプロモーションを実施すると良いかを話し合う。 

例えば,既出の情報及び学会報告されている研究内容等をお客様へ提示する。

競合他社の機密は守らなければならないので,相対的なデータに焼き直したデ

ータを提示する,等のプロモーション内容を決め込む。その場合,A 社で採用さ

れている,あるコンセプトに基づいたウェーハが B 社のコンセプトには合わな

い場合もあるし,その逆に A社で採用されなかったコンセプトが B社が希望する

コンセプトになることもある。そうしたことも考慮し,プロモーション内容を決

めていく。 

但し,新製品開発が各お客様おいて頻繁に出るわけでは無いので,一ヵ月に 1

回程度実施となる。 

勿論,全く新規のお客様開拓もあるが,その場合は,会社全体の説明と GWJ 社

のウェーハ製造技術コンセプト,実際のデバイスのパフォーマンス結果,品質の

説明などパッケージ化されたプレゼンテーションを実施している。            

 

・９－２－５－１１ 

上記の様なお客様向けのプロモーション以外に,GWJ 社を取り巻くステーク

ホルダーに対し,知名度をあげていくことは非常に大切,と語られている。 
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旧社名の新潟東芝セラミックス社の時は,「東芝」とのブランドがあり知名度があ

った。しかし,現在の社名は知名度がない。近年,知名度を上げるような活動に

着手しているが,十分かどうかは分からない。長い目で見た場合,優秀な人材確

保は競争力の源泉になるため,GWJ 社が何をやっているのか,何を作っているの

かを学生にアピールする必要性はある。現在は大学との共同研究などのルート

から採用活動を実施しているが,採用に結びつくような Web でのアピールやリ

クルートイベントなどの組織的活動は実施していない。また,地域に密着してい

る企業であるため,地域活動を掲載した CSR 報告書を制作しているが,地域住民

の方々に対し,事業内容等の理解に繋がる活動は今以上に必要,と語られている。 

 

６ 製品開発戦略の深層活動についての分析・考察 

＜品質＞ 

製品開発戦略の表層活動の中でも触れているが,お客様が求める価値のひと

つに製品品質があげられる。5 つの経営方針に掲げられている「専門性」「技術」

や明文化されていないが顧客創造に関する戦略意図の QCD（品質,コスト,デリ

バリー）等に関して分析・考察する。 

 

・９－２－６－１ 

 お客様にもよるが,お客様との受発注業務は四半期毎に行なわれる。コストを

含めトータル的な品質機能が不十分な場合,次の四半期の発注が止まることも

あり得る。従って,お客様の要求を満たす適合品質を常に確保していくことが重

要である,と述べられている。 

製品品質はお客様と話し合いを繰り返し,摺合せを行なっていくことが基本

となる。例えば,製品品質に関するベンチマークをお客様側が持っている。その

中で,製品品質データに関する聞き取りや他社との比較データ入手なども行な

う。また,要求品質をクリアするためには,今までとは異なる難しい実験等を実

施することもある。実験などの業務が直接的に報酬や人事評価に繋がらない場

合もある。しかし,要求品質をクリアしなければならない為,経営方針にも関わ

るが,共同作業をする仲間意識の醸成などモチベーションを上げ,要求品質を達
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成することが大切になる。お客様も技術系企業なので気持ちのこもった設計品

質作りには共鳴する,と述べられている。 

 

・９－２－６－２ 

製品品質に関するお客様からの評価に関しては,GWJ 社は,2015 年に 12,000 

社のサプライヤーから選ばれるサプライヤーエクセレンスアワードをテキサ

ス・インスツルメンツ社より受賞している（2011 年以来 2 回目）。 

こうしたサプライヤー賞を受賞している一方,製品品質の良し悪しは,原則,

売上高に比例する,とも述べられている（無論,売上高には製品品質だけではな

く生産能力なども影響する）。従って,アニール・ウェーハ以外の製品品質の改

善努力を日々続け,今以上の売上高を目指している,と語られている。 

 

＜コスト＞ 

5 つの経営方針にはあげられていないが,顧客創造に関する戦略意図の「コス

ト」に関して分析・考察する。 

 

・９－２－６－３ 

 GWJ 社は台湾資本ではあるが,日本ベースの企業なので,世界基準との考え方

に沿えば,コスト競争力は高くはない。その理由のひとつ目は人件費が高いこと

があげられる。二つ目としては,電力費用に代表されるが日本のエネルギーコス

トが高いことである。  

また,旧新潟東芝セラミックス社時代は,企業体質的な要因もあり,コスト構造が

明確になっていなかった。しかし,MBO にて東芝の関連会社から独立した頃から,

コスト構造の明確化とコストダウンの重要度が大きくなってきた。 

現在,例えば,開発部門では製品として同じパフォーマンスが出るようなシン

プルな設計に変更することでコストダウンを図っている。 

製造部門では,製造プロセスの改善などを行ない,歩留まりの向上を実施して

いる。また,製品製造に関わる電力などのエネルギー経費の削減,製品製造に関

わる補助材などの使用料の削減なども実施している。 
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こうしたコスト削減活動を全社的に行なっているが,相対的に日本人はコス

トをあまり考慮せず,過度な品質追求を目指す傾向がある,と述べられている。 

台湾資本となったことを機会に,良い意味でコスト削減意識の向上が期待さ

れている。 

 

＜デリバリー＞ 

5 つの経営方針にはあげられていないが,お客様からの製品開発依頼から製

品の生産・納品までのプロセスについて分析・考察する。 

 

・９－２－６－４ 

 GWJ 社では,当初設定された開発リードタイムがあった場合,それより早まる

ことはないため,もう少しスピードを意識した開発を行なうべき,と語られてい

る。また,生産リードタイムは,世界基準の競争環境から見れば遅い,とも述べら

れている。なぜならば,実際に製品製造に入る前段階で,時間がかかり過ぎてい

る。一般論で言えば,日本人の特性,良さかもしれないが,様々な詳細仕様を確認

し,フィックスしてから製造に取り掛かる。この場合,初期の製品化まで時間が

かかる。お客様にとっては,製品化されるまでの時間がブラックボックス状態で,

その間お客様へプロセス報告することが無いため,お客様は何に時間がかかっ

ているのか分からない。 

それに対し,スピードを重視している中華系・欧米系の半導体関連メーカーは,

前段階に時間をかけず,先ずは生産し,お客様に見せ,不具合などがあれば,チェ

ック＆修正しながら製品を作るため,お客様にとってブラックボックス期間が

無く,イライラ感や不安感が軽減される。この感情的な差が受発注に影響を与え

ることもあるため無視できない,と述べられている。 

 日本人は,一生懸命業務をこなすのだが,自分たちが納得できるある程度の段

階－ある意味過剰品質に繋がる－でなければ報告を出さない為,全体に生産リ

ードタイムが遅くなる。一方,海外では,自分たちが納得すること－ある意味自

分たちの設計品質－よりもスピードを優先するため,全体に生産リードタイム

は早い。 
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＜フレキシビリティ＞ 

市場環境の変化やお客様からの要求事項などに対応するフレキシビリティに

ついて分析・確認する。 

 

・９－２－６－５ 

 昔言われていたような 4 年に一度のシリコン・サイクルは無い。また,売上げ

が第４四半期から第１四半期にかけて落ち込むこともあったが,近年は,アップ

ル社の iPhone 等のキラー・プロダクトの販売によって市場環境が影響を受ける

状況になっている。 

 また,歴史的に伝統のある半導体メーカーは,かなりの精度で自社の半導体製

造計画を持っているため,発注計画が大きく変更になることはあまりない。 

しかし,ファンドリーが台頭してきたことで,サプライ・チェーンが分断され,

その時々の受発注形態が重要視されるようになっている。従って,全体の発注計

画が見えにくいため,常に変化に対応しなくてはならない。ファンドリーの登場

がフレキシビリティさの重要度をアップさせた要因のひとつである,と述べら

れている。  

 

・９－２－６－６ 

 社内的には事業の年間計画を立て,リーマンショックなどの様なことが無い

限り,上期,下期の 2 回で計画を見直している。事業計画の中でお客様対応を実

施しており,顧客満足度調査の範囲内では,フレキシビリティさが足りないとの

評価にはなっていない。 

以前は,国内拠点の新潟工場（新潟）と徳山工場（山口）とで情報システムの

管理体制が異なっていた234)。しかし,現在は共通化し,お客様対応スピードを

1/4～1/5 程度まで短縮化できスピーディな対応をしているので,フレキシビリ

ティさも合わせて高いレベルでお客様に順応している。 

 

 

                                                  
234) 徳山工場は以前,別会社（徳山セラミックス株式会社）であったため。 
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・９－２－６－７ 

通常のお客様対応の中で重要なのはフォーキャスト情報なので,フォーキャ

ストによって生産工程などが変更されるため,フォーキャスト情報を正確に把

握し PO との差を無くすことがフレキシビリティさに繋がる。 

個別のお客様からの製品仕様変更などは営業担当者と応用技術部門の担当者

がケースバイケースの対応をとるため,フレキシビリティさはある。また,製造

にまで及ぶ仕様変更の場合は製造部門のグループ長が営業担当者と工場の間で

調整しフレキシビリティに対応している。 

                                          

＜サービス＞ 

5 つの経営方針や顧客創造に関する戦略意図の実現するためには,お客様と

のコミュニケーションを図り,様々なサービス（＝お客様の抱える問題へのソリ

ューション）を提供しているはずである。経営方針でも触れられているが,お客

様の課題解決に貢献するプロ意識の高い創造力がどの様なサービス提供として

実施されているのか,について分析・考察する。 

 

・９－２－６－８ 

単純な規模や体力勝負のコスト競争では GWJ 社は大手競合には勝てない。従

って,経営方針にもあるように,ソリューションプロバイダー的な価値提供で競

争優位性を確保している。その為に,お客様の各部署が抱える問題は何なのか,

何をすればよいのかを営業担当者が聞き出すことからサービスは始まる。その

上で,例えば,製品開発に関わる論文等技術情報を集め,それに基づいたウェー

ハを提供する。また,お客様のデバイスウェーハを頂き,社内に持ち帰り性能比

較するサービスも実施している。他にも,品質保証部門が持っている検査データ

をお客様にとって意味のあるデータに作り替え,提供するサービスも実施して

いる。                                       

上記の様なサービスを提供することで,実際にお客様の課題解決に繋がって

いる事例もあるため,お客様へのサービス提供価値は高い,と述べられている。 

また,サービスは製品価格や品質評価データの様に数字では表現できない。仮

に競合他社と同等の品質評価のウェーハだった場合,お客様も人間なので,好き
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嫌いで仕入れ業者を判断することもある。その時に,好きな企業と判断してもら

うことが重要で,お客様を気持ちよくさせることがサービスの原点だとすれば,

お客様へサービスを提供する意味は大きい。 

但し,組織としてのリソースが限られていること,また,お客様によっては抱

えている課題等を開示しないこともあるため,全てのお客様に上記の様なサー

ビスを提供できているわけでは無い。更に言えば,競合他社も程度の差はあるが

同様のサービスを実施しているので,ソリューションプロバイダーとして機能

しているお客様はある程度限られる。 

 

＜ネットワーク＞ 

経営方針や顧客創造に関する戦略意図を実現するためには,組織内の連携だ

けでなく様々な分野の企業等と提携や協力も必要となる。そうしたネットワー

ク構築について分析・考察する。 

 

・９－２－６－９ 

先ず,サプライ・チェーンとしては,台湾資本の GWC 社グループの一員として,

製造ネットワークのシナジーをあげていくことが重要である,と語られている。

特に GWJ 社としては,チャネル戦略でも触れたが,製造拠点が国内にしかないこ

とが BCP 的に弱点である。その為,GWC 社やその関連会社である台湾工場,中国

工場,アメリカ工場の利用を積極的に進め,グループ内のシナジーを上げるため

のネットワーク構築に力を入れている。 

また,ボリューム＝売上高をいかにあげていくか,との観点では,全て自前の

リソースで賄うことは投資的に見合わない。グループ以外の提携先の活用も視

野に入れ,企業としてのボリュームアップを目指している235)。 

次に,大学や研究機関とのネットワークにも注力しているが,それには３つの

目的がある。ひとつ目は,社内には限られたリソースしか無いため,例えば,社内

のリソースでは困難な研究を社外の研究機関で実施すること。二つ目は人的交

                                                  
235)  2016 年 6 月 17 日に GWC 社がトプシルセミコンダクター社のシリコン半導体事

業を譲渡取得することが発表され,続いて 8月 18日,サンエジソンセミコンダク

ター社も買収し,CWC 社は世界シェア約 17％となり世界 3 位になる見通し。 
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流との意味で,大学から優秀な人材を採用すること。三つ目は半導体開発では

様々なフォーラムが作られていて,大学や研究機関とネットワークを持つこと

で初期段階からフォーラムメンバーとして入り込んだ場合,新しい技術の芽を

いち早くつかみ取ることが出来ること。この 3 つの目的のため,多くの大学や研

究機関とのネットワークを構築している。 

上記以外のネットワークでは,財務基盤を管理するために金融機関とのネッ

トワークは欠かせない。 

 

・９－２－６－１０ 

尚,QCD（品質・コスト・デリバリー）と FSN（フレキシビリティ・サービス・

ネットワーク）に関しては,昔から QCD:FSN の重要度は 8:2 と考えている人もい

るし,10:7,5:5,10：14 と FSN の比率が高いと考えている人も存在し,立場や経

験などによってばらつきが出ている。 

 

７ 小括 

製品開発戦略の表層活動／深層活動についての分析・考察では,製品開発戦略

の変数であるプロダクト／カスタマーヴァリュー,プライス／コスト,プレイス

／コンビニエンス,プロモーション／コミュニケーション（上記４項目が製品開

発戦略の表層活動）,品質,コスト,デリバリー,フレキシビリティ,サービス,ネ

ットワーク（上記６項目が製品開発戦略の深層活動）,それぞれについて,GWJ

社の組織活動としてのメカニズムにどのような組織構造や企業行動プロセスが

あるのかについて分析・考察してきた。 

小括としては,先ず,マーケティング・コンセプト及び組織マネジメントが製

品開発戦略の表層活動／深層活動へプラスの影響を与えたかどうかに関する因

果メカニズムに着目し,まとめてみたい。 

次に,製品開発戦略における産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や

企業行動プロセスについても指摘してみたい。 
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■マーケティング・コンセプトが製品開発戦略の表層活動／深層活動へプラス

の影響を与えたのかどうかに関する因果メカニズムについて 

先ず,2013 年に台湾資本となったことにより,マーケティング・コンセプトが

新しくなっている。マーケティング・コンセプトを社内に浸透させることを含

め,経営トップ（層）は経営レビュー会議や SIC（ショートインターバルコミュ

ニケーション）等を利用するほか,社内掲示ツールなども活用し,マーケティン

グ・コンセプトを従業員へ伝えている（９－２－３－１より）。 

そして,製品開発の仕組みとして,ワーク・アサイメント・プログラムが採用

されている（９－２－３－２より）。 

また,経営方針の４に記載されているが,チームワークの発揮との意味では,

お客様からの要求品質をクリアするために,共同作業する仲間意識の醸成など

モチベーションを上げ,要求品質達成に向けた製品開発が行われている（９－２

－６－１より）。 

加えて,マーケティング・コンセプトとして明示されていないが,GWJ 社は,QCD

を中心に目標達成を目指している（2 節 2 項）。それを受け,コスト構造の明確

化とコストダウンの重要性が意識されている（９－２－６－３より）。 

この他にも,実際には未だ改善されるべき点ではあるが,開発リードタイム・

生産リードタイムの短縮も意識されている（９－２－６－４より）。 

上記の様にマーケティング・コンセプトに沿って,製品開発戦略が実行されて

おり,製品開発戦略を実行する中で,特にトラブルが発生したり,ミスが頻発し

ているなど,製品開発戦略にマイナスの影響を及ぼすような内容は調査・分析か

らは見つかっていないため,マーケティング・コンセプトが製品開発戦略全体へ

プラスの影響を与えているとの因果メカニズムが確認できる。 

但し,マーケティング・コンセプトとしての経営方針には,GWJ 社のポジショ

ンはソリューションプロバイダーであることが示されている(2 節 2 項)。しか

し,経営層を含め組織全体としての戦略意図はサービスよりも価格競争に意識

があることが計量テキスト分析から読み取れるため（2 節 1 項）,GWJ 社のマー

ケティング・コンセプトと経営層の意識及び行動としての製品開発戦略すべて

に整合性が取れているとは言えない。 
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次に,マーケティング・コンセプトが製品戦略の表層活動の各変数にプラスの

影響を与えたかどうかに着目すると,お客様のニーズに合わせた製品とサービ

スの提供により,お客様の課題解決に貢献する,とのマーケティング・コンセプ

トのもと,プロダクト面で言えば,他社があまり注力していない ECAS エンジニ

アードウェーハ（アニール・ウェーハ）を主力製品に位置づけ,お客様からの信

頼を得ているため（９－２－５－１より）,マーケティング・コンセプトが製品

開発の表層活動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

 プライス面では,QCD を中心に目標達成を目指す,とのマーケティング・コン

セプトのもと,実勢価格に基づいて価格を設定する競争型の価格設定が主に利

用されている（９－２－５－６より）。 

シリコンウェーハ市場の構造として,上位 2 社が大きなシェアを確保してい

ること（7 章 4 節参照）,また,市場特性として高性能な製品が求められ,かつ,

リーズナブルな価格も求められること（7 章 5 節参照）も影響し,GWJ 社は競合

他社の動向とお客様の要望を勘案したうえで,少し安めの価格設定を行う戦略

を採用している（９－２－５－６より）。 

 上記の戦略は,この後の市場成果の項で記述するが,先取りして言えば,顧客

離反が生じていないこと（９－２－８－１より）,また,TI 社からサプライヤー

賞を受賞していること（９－２－６－２より）から判断し,マーケティング・コ

ンセプトが製品開発の表層活動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

 チャネル面では,QCD を中心に目標達成を目指す,とのマーケティング・コン

セプトのもと,シングル拠点のマイナスポイントを在庫調整や関連会社の利用

及びサービスの強化で補おうとしている（９－２－５－８,９－２－５－９よ

り）。しかし,こうした施策が製品開発の表層活動へプラスの影響を与えている

ようには思えない236)。 

尚,市場構造として,日本国内よりも北米,台湾を中心とした地域にキープレ

ーヤーとなる半導体メーカー等が集積していることは既に指摘した（7 章 3 節

参照）。 

                                                  
236) 尚 ,本研究の取材後 ,GWJ 社の親会社にあたる SAS 社が 2016 年 5 月にトプシルセ

ミコンダクター社の半導体事業を,8 月にサンエジソンセミコンダクター社を買

収し,生産拠点の拡充を図っている。  
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プロモーション面では,明確なマーケティング・コンセプトは提示されていな

いが,社員の能力の向上と創造力を発揮し,一人ひとりが高い専門性とプロ意識

を持つ集団を目指す,とのことから,個別プロモーションを実施することでお客

様とのコミュニケーションを深め,マーケティング・コンセプトである,お客様

のニーズに合わせた製品とサービスの提供を実践している（９－２－５－１０

より）。 

こうした個別プロモーション活動の結果,お客様の満足度が高いかどうかの

判断は単純にはつかないが,TI 社からサプライヤー賞を受賞していることから

（９－２－６－２より）,プロモーション活動がサプライヤー賞の受賞に貢献し

ていると考えられる。従って,マーケティング・コンセプトが製品開発の表層活

動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

 マーケティング・コンセプトが製品開発戦略の深層活動の各変数にプラスの

影響を与えているのかどうかに着目すると,品質面では,お客様のニーズに合わ

せた製品とサービスの提供により,お客様の課題解決に貢献する,及び,社員の

能力の向上と創造力の発揮を促進し,一人ひとりが高い専門性とプロ意識を持

つ集団を目指す,更に,QCD を中心に目標達成を目指す,とのマーケティング・コ

ンセプトのもと,お客様の要求を満たす適合品質を常に確保していくこと（９－

２－６－１より）が,意識されている。また,製品品質データに関する聞き取り

や気持ちのこもった品質づくりを行なっている（９－２－６－１より）。 

加えて,TI 社からサプライヤー賞を受賞していることから（９－２－６－２

より）,マーケティング・コンセプトが製品開発の深層活動へプラスの影響を与

えていると考えられる。 

尚,確実な技術根拠を担保するため,市場特性として物理的・化学的データ等

の裏付けが必要となることは既に記述した（7 章 5 節参照）。 

コスト面では,QCD を中心に目標達成を目指す,とのマーケティング・コンセ

プトのもと,開発部門では製品として同じパフォーマンスが出るようなシンプ

ルな設計に変更することでコストダウンを図っている（９－２－６－３より）。

また,製造部門では,製造プロセスの改善などを行ない,歩留まりの向上を実施

している（９－２－６－３より）。 
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従って,マーケティング・コンセプトが製品開発の深層活動へプラスの影響を

与えていると考えられる。 

デリバリー面では,QCD を中心に目標達成を目指す,とのマーケティング・コ

ンセプトのもと,開発リードタイムや生産リードタイムの短縮を目指している

（９－２－６－４より）。しかし,現時点では満足の高いものではないため,マー

ケティング・コンセプトが製品開発の深層活動へプラスの影響を与えていると

は考えにくい。 

フレキシビリティ面では,明確なマーケティング・コンセプトは提示されてい

ないが,お客様のニーズに合わせた製品とサービスの提供により,お客様の課題

解決に貢献する,とのマーケティング・コンセプトのもと,情報システムの管理

体制の改善により,お客様対応スピードを短縮化している（９－２－６－６よ

り）。また,製品仕様変更などに対しては,営業担当者と応用技術部門がケースバ

イケースに対応している（９－２－６－７より）。加えて,フォーキャスト情報

を正確に把握し PO との差を無くすことを目指している（９－２－６－７より）。 

上記の様な活動を実施することで,顧客満足度調査の範囲内では,フレキシビ

リティさが足りないとの評価にはなっていない（９－２－６－６より）,と語ら

れていることから,マーケティング・コンセプトが,製品開発の深層活動へプラ

スの影響を与えていると考えられる。 

サービス面は,お客様のニーズに合わせた製品とサービスの提供により,お客

様の課題解決に貢献する,とのマーケティング・コンセプトのもと,お客様のデ

バイスウェーハの性能比較を実施したり,検査データを提供するサービスも実

施している（９－２－６－８より）。こうした活動を通し,実際にお客様の課題

解決に繋がっている事例もあるため（９－２－６－８より）,マーケティング・

コンセプトが,製品開発の深層活動へプラスの影響を与えていると考えられる。 

ネットワーク面は,オープンな企業風土を醸成し,社員間・組織間の協力・連

携を強化することによって,全社一体となって困難な課題に挑戦する,とのマー

ケティング・コンセプトのもと,GWC 社やその関連会社である台湾工場,中国工

場,アメリカ工場の利用を積極的に進め,グループ内のシナジーを上げるための

ネットワーク構築に力を入れている（９－２－６－９より）。 



303 
 

また,大学や研究機関とのネットワークにも注力している（９－２－６－９よ

り）。従って,マーケティング・コンセプトが,製品開発の深層活動へプラスの影

響を与えていると考えられる。 

 

■組織マネジメントが製品開発戦略の表層活動／深層活動へプラスの影響を

与えたかどうかに関する因果メカニズムについて 

先ず,経営トップ（層）の関与については,経営レビュー会議や SIC（ショー

トインターバルコミュニケーション）,ビジネスユニット会議などやいくつかの

ツールの利用を通し,トップ（層）から戦略意図であるマーケティング・コンセ

プトの伝達が組織下部へ実施されている（９－２－３－１より）。 

マーケティング・コンセプトが組織に浸透していなければ,製品開発戦戦略に

ブレが生じると考えられるため,経営トップ（層）が関与し,マーケティング・

コンセプトを浸透させる活動は,製品開発戦略にプラスの影響を与えていると

考えられる。 

次に,各種制度設計については,GWJ 社では人事では公平性が保たれていない

との発言がある（９－２－３－２より）。報酬制度については,議論の余地があ

ると述べられている（９－２－３－２より）。また,教育・研修制度については

一部は実施されているが,再構築中である（９－２－３－３より）。 

上記のことから,組織マネジメントの各種制度設計は,製品開発戦略にプラス

の影響を与えているとは考えにくい。 

 その理由のひとつに,人事・報酬・研修などの制度設計は,台湾資本になる以

前,東芝グループだったこともあり,基本設計は存在している。しかし,それが海

外資本の考え方へ変化していることもあり,人事制度,報酬制度,研修・教育制度

において歪が生じているのではないか。 

二つ目の理由としては,経営方針にあげられているオープンな企業風土,全社

一体となっての課題解決と永続的な成長を続けるためのマネジメントの革新と

の 2 つのポリシーに関し,ジレンマが生じているのではないか。それは,4 章で

記述したが,目的と手法・手段の間に生じるジレンマと考えられる。オープンな

企業風土,全社一体となっての課題解決は目的であるが,マネジメントの革新は

手段である。この 2 つの間でたすき掛けのジレンマが生じていると考えられる。 
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三つ目の理由としては,ジレンマが発生する要因の背景には,経営層や従業員

の間において,透明性,公平性,納得性の概念に対する解釈の差があるのではな

いか。 

組織コミュニケーションについては,お客様とのコミュニケーションに関し

ては,応用技術部門とのセクションがあり,営業＋応用技術部門の体制でお客様

からのニーズ情報を聞き取り,製品開発活動に活かしている（９－２－３－４よ

り）。これは,SUMCO 社と同様, 製品に関する要望をお客様から聞き取り,製品化

に活かそうとする組織的なコミュニケーションであり,製品開発戦略にプラス

の影響を与えていると考えられる。 

また,過去のミスコミュニケーション事例等が DB としてまとめられていたり,

お客様からのニーズ情報に対し,2 重チェックできる体制を採用し,齟齬が起き

ないようにしている（９－２－３－４より）。こうした仕組みづくりも製品開発

戦略にプラスの影響を与えていると考えられる。 

更に,今後トレンドになる様な製品開発テーマに関する要望書を提出する制

度が設けられている（９－２－３－４より）。こうした制度設計も製品開発戦略

にプラスの影響を与えていると考えられる。 

GWJ 社の場合,事業の根幹である製品開発戦略の表層活動／深層活動に直接

的に関わると思われるトップ（層）が関与するマーケティング・コンセプトの

組織への浸透,及び,お客様や社内間の組織コミュニケーションに関しては,製

品開発戦略へプラスの影響を与えていると考えられるが,各種制度設計に関し

ては,製品開発戦略にプラスの影響を与えているとは考えにくい。 

 

■製品開発戦略における産業財企業の特徴的な市場構造及び組織構造や 

企業行動プロセスについて 

製品開発戦略の表層活動／深層活動に関する産業財企業の特徴的な市場構造

及び組織構造や企業行動プロセスについては,以下の 8 点をあげてみたい237)。 

1 点目としてプロダクト面ではファーストベンダー,セカンドベンダー等の

製品受発注の仕組みが産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

                                                  
237) 特徴としてあげる理由・根拠に関しては,SUMCO 社と同様と考えられることに

関しては重複するため記述しない。 
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2 点目として,同じくプロダクト面でコピーエグザクトリという生産管理シ

ステムが存在している点が産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

3 点目として,プライス面でファーストベンダーの場合,製品価格はお客様と

交渉しながら決定するが,セカンドベンダーの場合はあらかじめ決められた価

格で納品することが市場構造として慣習化されている。これはシリコンウェー

ハ市場における特徴的な点だと考えられる。 

4 点目として,プロモーション面で,営業＋応用技術部門が協力し,個別のプ

ロモーション活動を実施することは,産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

 5 点目として,品質面でお客様と協働でお客様に合わせた製品品質を作り込

むプロセスは産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

6点目として,同じく品質面でお客様が競合製品の品質に関するベンチマーク

を持ち,製品品質の摺合わせを行うプロセスは産業財企業の特徴的な点だと考

えられる。 

なぜならば,自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財の場合,消費者が競合メ

ーカー製品の性能や価格に関する探索情報を持っていたとしても,それらを用

い,製品購入予定のメーカーと品質について打ち合わせする購買プロセスを採

用するケースはあまり考えられない。 

7 点目として,デリバリー面,フレキシビリティ面におけるフォーキャストや

PO と呼ばれる受発注の仕組みは産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

8 点目として,サービス面でお客様のデバイスウェーハを入手し,他社との比

較を行うことも産業財企業の特徴的な点だと考えられる。 

なぜならば,自動車,家電,化粧品,衣類などの消費財の場合,製品開発時点で

自社製品と競合メーカーの比較は済んでいるため,お客様から他社製品を預か

り,自社製品と性能比較をするようなサービス提供は考えにくい。 

 

８ 市場成果としての顧客創造の分析・考察 

＜市場成果＞ 

ここでは,製品開発戦略の表層活動と深層活動が市場成果としての顧客創造

（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）に結びついているのか,また,企業収益と

しての営業利益も確保が出来ているのかについて分析・考察する。 
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・９－２－８－１ 

 先ず,顧客創造に関しては,国内では東芝等,海外ではテキサス・インスツルメ

ンツ社等の半導体メーカーが既存のお客様で,ファンドリーのお客様は少ない。

既存のお客様は世界全体で凡そ百数十社。国内のお客様はほぼ網羅している。

また,お客様の離反はほとんどない。 

 新規のお客様獲得の目標設定はしていない。海外からは飛び込みで製品依頼

等あるが,それほど多い数では無い。 

 現状のリソースを考えると,数だけで言えば既存のお客様数は適正数である。 

お客様数や受注量を増やし売上げを伸ばす理由は,現在所有している生産能力

を無駄なく無理なく効率的に 100％稼働させる,との意味が言外にある。従って,

生産能力を超えるお客様数を開拓しても利益には結びつかない。それよりも重

点となるお客様をビジネスユニット毎にある一定数を決め,戦略的にアプロー

チすることが重要。その為には QCD（品質・コスト・デリバリー）を安定的に

提供することが必要である。しかし,その前提は,技術打合せを定期的に実施し,

お客様の課題抽出と製品品質改良を途切れないようにすることが日常の活動と

して必須事項となる。 

加えて言えば,ある問題が生じていたとしても,社内で大きな問題として認識

されていない場合,小さな問題だから大丈夫だと思ってしまうことがある。しか

し,そうしたところから綻びが生じ,競合他社に付け入るスキを与えてしまうし,

大きな問題に発展することになる。常に挑戦者であることを意識し,常に満足す

ることなく,お客様が望む以上の製品を提案し続けることがお客様維持には必

要,と語られている。  

 

・９－２－８－２ 

業界的には,シリコンウェーハメーカーのシェアや売り上げは,ある程度の規

模を持った上位何社かの半導体メーカー,ファンドリーからの受注数で決まっ

てしまう。大規模なお客様との取引が安定してある場合,シェアや売上げは確保

されるかもしれない。しかし,仮にそのお客様に何かトラブルが発生した場合や

取引が中断されるような事態が生じた場合は,シェアも売上げも一気に下がる

リスクを抱えることにもつながる。そうした規模の経済を目指すよりも,時代に
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よって移り変わる主流製品が何かをキャッチし,お客様に新しい提案をしてい

くことが,GWJ 社としては重要である,と語られている。 

 

・９－２－８－３ 

顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）の定量データは,営業利益の推

移を指標として取り扱う（表１）。GWJ 社は,沿革でも触れたが,事業母体が変わ

っているため,直近の 4 年分のデータを抜き出した場合,急激に収益が回復して

いることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

市場成果についての分析・考察では,顧客創造（新規顧客獲得・既存顧客維持）

及び企業収益としての営業利益について分析・考察してきた。 

先ず,製品開発戦略の表層活動／深層活動が市場成果へ影響を与えているか

どうかの因果メカニズムに関しては,日常業務として,技術打合せを定期的に実

施し,お客様の課題抽出と製品品質改良を途切れないようにすることを前提と

し,QCD（品質・コスト・デリバリー）を安定的に提供すること（９－２－８－

１より）,そして,常に挑戦者であることを意識し,常に満足することなく,お客

様が望む以上の製品を提案し続けること（９－２－８－１より）との,製品開発

戦略の表層活動／深層活動が,顧客離反を防ぎ（９－２－８－１より）,顧客創

造（GWJ 社としては生産能力を超えるお客様の獲得を目指すわけではなく,既存

顧客維持に重点がある）にプラスの影響を与えていると考えられる。 

加えて,市場成果としての営業利益は 2013 年以降急速に回復しているが（９

－２－８－３より）,MBO にて東芝の関連会社から独立しコスト構造が明確にな

ったこと（９－２－６－３より）や製品戦略として ECAS エンジニアードウェー

ハ（アニールウェーハ）を旧東芝セラミックス／コバレントマテリアル社時代

に開発し,積極的に上市しはじめたこと（９－２－５－１より）などが,製品開

表１ GWJ 社の収益推移 

出典：GWJ 社の決算公告より。 
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発戦略の表層活動／深層活動が営業利益にプラスの影響を与えていると考えら

れる238)。 

 

第３節 仮説の検証 

 

ここでは,前項での分析結果,考察を踏まえ,7 章でたてた 4 つの仮説について

検証してみたい。 

①＜市場環境に関する仮説＞ 

仮説１ 国内外の製品開発基準や製品規格,取り決めが,業界として標準化さ

れている産業や市場では,業界標準,製品規格などがマーケティン

グ・コンセプト及び組織マネジメントに影響を与え,結果として業

界標準,製品規格などが,製品開発戦略へ制約条件として働き,製品

差別化にマイナスの影響をもたらす。 

＊尚,製品差別化へのマイナスの影響とは,製品ライン数,製品ラ 

イフサイクルなどから総合的に判断することになる。 

 

仮説１に関しては,製品開発戦略の表層活動についての分析結果＜プロダク

ト／カスタマーヴァリュー＞の中で,半導体製品の製造に関する ITRS のロード

マップや SEMI の規格は,市場参入への入場券の様なものであり,製品開発を行

なう上で国際規格等が制約条件になる訳では無く,製品開発の余地は未だ沢山

あることが指摘されている（９－２－５－２より）。国内外の製品開発基準や製

品規格,取り決めが,製品差別化にマイナスの影響をもたらすわけでは無い。 

 従って,仮説 1 は支持されない。 

 

②＜マーケティング・コンセプトと組織マネジメントに関する仮説＞ 

仮説２ 概念であるマーケティング・コンセプトを視覚化（紙や映像などの 

利用を含む）し,従業員がイメージしやすく理解できるように,繰 

り返し伝達が行なわれ,かつ,組織マネジメントのアクションプロ 

                                                  
238) 尚,2012 年から 2013 年にかけて為替相場が円安に転じたことも,海外にお客様

が多いシリコンウェーハ業界としては企業収益にプラスの影響を与えている。 
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グラムとリンクし,実行されている組織は,製品開発戦略にプラス 

の影響をもたらす。 

 

仮説２に関しては,マーケティング・コンセプト,組織マネジメント及び製品

開発戦略の表層活動,製品開発戦略の深層活動の中で,経営トップ（層）が,毎月

経営方針を含む事業計画等についてのディスカッションやショートインターバ

ルコミュニケーションを経営幹部や部長級と行なっていること,また,ＴＶ会議

やパワーポイント等のツールを用い（９－２－３－１より）,マーケティング・

コンセプトを視覚化し従業員がイメージしやすく,繰り返し伝達が行なわれて

いる。  

組織マネジメントとして,各種制度設計（人事・報酬・教育など）では,人事

制度で公平性が保たれていない（９－２－３－２より）,報酬制度については,

議論の余地がある（９－２－３－２より）,教育・研修制度については一部は実

施されているが,再構築中である（９－２－３－３より）,と述べられているが,

旧東芝セラミック時代の制度設計をベースにしていることもあり（９－２－３

－２より）,全体的な取り組みとしては,数値化された制度設計の導入が行われ

（９－２－３－２より）いるため,誠実な企業活動,チームワークの発揮,永続的

な成長とのマーケティング・コンセプトは,組織マネジメントのアクションプロ

グラムとリンクし,実行されている239)。 

また,組織コミュニケーション（情報の転写・コンフリクト対応など）では,

お客様からの技術的なニーズ情報に関しては営業部門＋応用技術部門のセット

で対応していること（９－２－３－４より）,ミスコミュニケーションが発生し

ないような制度が構築されていること（９－２－３－４より）など,オープンな

企業風土を醸成し,社員間・組織間の協力・連携を強化することで,全社一体と

なり,困難な課題に挑戦する,とのマーケティング・コンセプトが実行されてい

る。 

                                                  
239) 参考に調査した 5 段階アンケート（5：出来ている,4：まあまあ出来ている,3：

普通,2：あまり出来ていない,1：出来ていない）では,インタビュー対象者間で

ばらつきはあるものの,各種制度設計（人事・報酬・教育など）では 4 以上,コン

フリクト対応でも 4 以上の回答が得られている。  
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そして,GWJ 社の製品開発戦略としては,競合である大手の動向を見ながらお

客様とのコミュニケーションや社内のコミュニケーションを充実させながら,

他社よりもリーズナブルな価格で提供できる製品開発（アニール・ウェーハ）

を通し,先ずは短期的な利益の確保を目指す戦略が描かれている（９－２－５－

１,９－２－５－６より）。 

また,ECAS エンジニアードウェーハ（アニール・ウェーハ）を主力製品に位

置づけ（９－２－５－１）,個別プロモーションを実施することで,サプライヤ

ー賞の受賞に寄与していると考えられる（９－２－６－２より）。 

開発部門や製造部門ではコストダウンを図る改善策などを実行するとともに

（９－２－６－３より）,情報システムの管理体制の改善により,お客様対応ス

ピードの短縮化を図ったり,営業担当者と応用技術部門がケースバイケースで

お客様対応することを通し（９－２－６－８より）,製品開発へプラスの影響を

与えていると考えられる。 

加えて,お客様のデバイスウェーハの性能比較を実施したり,検査データを提

供するサービスも実施することで（９－２－６－８より）,製品開発へプラスの

影響を与えていると考えられる。 

 従って,仮説２は支持される。 

 

③＜製品開発戦略の表層活動に関する仮説＞ 

仮説３ 製品開発戦略の表層活動に注力している企業は,市場成果としての

顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）にプラスの影響を与 

える。 

 

仮説３に関しては,インタビュー調査の計量テキスト分析結果から,お客様を

中心として,製品開発戦略の表層活動である＜プロダクト／カスタマーヴァリ

ュー＞＜プロモーション／コミュニケーション＞,製品開発戦略の深層活動で

ある＜クオリティ：品質＞に注力しつつ,製品開発戦略の表層活動である＜プラ

イス／コスト＞要素が経営層の戦略意図として意識されていることが読み取れ

る。 
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 また,製品開発戦略の表層活動である＜プレイス／コンビニエンス＞に関し

ては,GWJ 社の弱みであるが,インタビュー調査後にグループ会社である GWC 社 

がトプシルセミコンダクター社とサンエジソンセミコンダクター社のシリコン

半導体事業を取得し,対策案を講じている。 

こうした製品開発戦略の表層活動への注力は,2013 年からの営業利益率の上

昇,お客様からのサプライヤー賞の受賞を得ることで,市場成果としての顧客創

造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）240)へプラスの影響を与えていると考え

られる。 

従って,仮説３は支持される。 

 

④＜製品開発戦略の深層活動に関する仮説＞ 

仮説４ 製品開発戦略の深層活動の中で,QCD への重要度は相対的に高いこ

とは前提にしながら,特に FSN に注力している企業は,市場成果とし

ての顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）にプラスの影響

を与える。 

 

仮説４に関しては,先ず,経営方針において,お客様に対し,製品とサービスの

提供が GWJ 社のマーケティング・コンセプトであることが謳われている（2 節 2

項）。また,GWJ 社は,QCD（品質,コスト,デリバリー）を中心に,お客様の要求に

合わせ,カスタマイズされた製品の供給を年度計画などに沿い達成することを

経営方針（ポリシー）とは別にマーケティング・コンセプトとして設定してい

る（2 節 2 項）。 

F（フレキシビリティ）に関しては,情報システムの改善によりお客様対応ス

ピードを短縮したり（９－２－６－６より）,フォーキャスト情報を正確に把握

し PO との差を無く様にしている（９－２－６－７より）。 

Ｓ(サービス)に関しては,お客様のデバイスウェーハの性能比較を実施した

り,検査データを提供するサービスも実施している（９－２－６－８より）。こ

うした活動を通し,実際にお客様の課題解決に繋がっている事例もある（９－２

－６－８より）。 

                                                  
240) 尚,新規のお客様獲得の目標設定をしていないことは記述済み。 
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また,N(ネットワーク)に関しては,大学や研究機関との連携を含め,ネットワ

ークの構築に注力している（９－２－６－９より）。また,生産拠点との意味で,

グループ内の連携を進めている（９－２－６－９より）。 

上記の様に,GWJ 社は FSN に対する活動に注力していると捉えても良いのでは

ないか。 

但し,インタビュー調査の計量テキスト分析結果からは,価値として,S(サー

ビス)は,D(デリバリー),C(コスト)と共にあげられている。しかし,F(フレキシ

ビリティ)は,価値と高い親和性を持っているわけでは無い。また,N(ネットワー

ク)は,市場とは結びついているが,経営層や戦略意図とは親和性が低い。 

これは,インタビュー調査の中で QCD:FSN の重要度に対する認識のばらつき

が大きいことでも確認できる(９－２－６－１０より)。 

従って,実際の組織活動として FSN に関する活動は行っているものの,戦略意

図としてのマーケティング・コンセプトとは直接的な結びつきが弱い241)。 

実際の活動とマーケティング・コンセプトとしての戦略意図とが乖離してい

るように見えるが,2013 年からの営業利益率の上昇,お客様からのサプライヤ

ー賞の受賞を得ることで,市場成果としての顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧

客の維持）は実現している。 

従って,仮説４は支持される。 

 

第４節 まとめと発見事項 

 

本章は,シリコンウェーハメーカーである GWJ 社を対象に,BtoB マーケティン

グのメカニズムを明らかにすることを目的とし,分析アプローチ・モデルに沿っ

て,既出資料の利用やインタビュー調査を行ない,計量テキスト分析などを用い

考察を行ない,また,4 つの仮説を検証してきた。 

 それらから BtoB マーケティングのメカニズムとして以下の４点が明らかに

なった。 

                                                  
241) 尚,ネットワークはグループ内シナジーを高めるとの意味で,インタビュー取

材後の 2016 年 6 月,8 月と矢継ぎ早に競合他社の事業を取得し,製造ネットワー

クを拡大している。 
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第 1 点として,仮説１に関連するが,製品開発戦略の表層活動の＜プロダクト

／カスタマーヴァリュー＞の中で,標準化団体等の取り決め事項が製品開発の

制約条件にはならないことが指摘されている。これは SUMCO 社の事例でも確認

できている。 

第 2 点としては,仮説２に関連するが,お客様の要求事項をどれだけ叶えられ

るのか,また,要求事項以上の提案をどれだけ出せるのか,との「組織目的性」が

明確になっていることである。これは SUMCO 社の事例でも確認できている。 

第 3 点としては,上記に関連するが,戦略意図としてのマーケティング・コン

セプトから組織マネジメント,製品開発の表層活動・深層活動へとつながる経路

が GWJ 社と SUMCO 社では異なっているが,顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客

の維持）としての市場成果は両社とも共通した結果を出している。これは同一

結果帰着性を表している。 

同一結果帰着性は BtoB マーケティングだけのメカニズムの特徴では無いが,

比較事例研究を通し明らかになった因果メカニズムとしてあげることが出来る。 

具体的には,市場成果に帰着する経路が凡そ以下の 2 点で SUMCO 社と GWJ 社で

は異なっている。 

１点目は,SUMCO 社の場合,主に経営理念,ビジョン,事業計画（組織外へは公

開されていない）の 3 つからマーケティング・コンセプトが構成されている。

なかでも SUMCO Vision として,製品開発の 4 つの戦略テーマ,2 つの技術テーマ

の中で,誰に,何を,どのように,いつ,開発した製品を提供するのか,との戦略の

方向性を公開情報として組織内外へ示し（8 章 2 節 2 及び 7 を参照）,製品開発

活動へ繋げている。 

一方,GWJ 社では,ビジョンは設定されておらず,主に経営方針（公開情報とし

て組織内外へ示されている）と事業計画（組織外へは公開されていない）の 2

つからマーケティング・コンセプトが構成されている。GWJ 社は経営方針と事

業計画を活用し,組織内外とコミュニケーションを図りながら,製品開発活動が

実行されている。 

 上記の様に,組織活動におけるマーケティング・コンセプトの構造と提示の仕

方に両社の相違が見られる。 
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2 点目は,組織活動における組織マネジメントの各種設計制度で,SUMCO 社の

場合,SUMCO 社の成り立ちにもよるが,公平性を重視している。その中で組織と

して,技術伝承計画,教育制度を整備し,製品開発活動へ結び付けようとしてい

る。また,組織コミュニケーションにおけるコンフリクト対応も各部門の役割を

明確にすること,表彰制度などを活用することなどを通し,組織全体としての組

織マネジメントを製品開発戦略や市場成果に結びつけようとする動きが見られ

る。 

一方,GWJ 社では,海外資本へ移行したとの理由もあり,各種制度設計で,透明

性を重視している。その中で組織の全体的な取り組みとして,数値化された制度

設計を導入しているが,技術伝承計画,教育制度やキャリアパス等の人材育成に

おいては,海外資本に変わったこともあり,現時点では整備・移行中である。 

また,組織コミュニケーションにおけるコンフリクト対応も,組織規模が大き

くないとのこともあり,部門間の役割に曖昧さが残り,コンフリクトの発生頻度

が高いと言われている。経営方針に沿ってコンフリクトの解消は行なわれてい

るが,組織的な対応措置が採用されているわけではない。 

GWJ 社の場合,組織マネジメントの一部は未整備ではあるが,組織全体として

は,海外資本の考え方に沿った組織マネジメントに変更しつつ,製品開発戦略や

市場成果に結びつけようとする動きが見られる。 

上記の様に,組織活動における組織マネジメントの一部に両社の相違が見ら

れる(このほかにも価格設定やネットワーク構築に関するアプローチにも若干

の相違が見られる)。 

 このように,2 社間には組織活動に関する相違が 2 点存在している。しかし,

市場成果としての顧客創造（既存顧客の維持）及び,営業利益率は,両社に大き

な相違はない242)。 

 第 4 点としては,仮説の３と４に関係するが,製品開発の表層活動・深層活動

において,SUMCO 社の事例と同様に「ファーストコール」「試作品」（＝サンプル

                                                  
242) その理由については,組織マネジメントに関わる変数（ビジョン,教育・研修）

は,旧新潟東芝セラミック社時代からの蓄積があり,現段階ではその蓄積された

思考やノウハウが活かされているのではないか,と考える。 

しかし,海外企業の買収をグループ会社が実施していることもあり,今後その蓄

積された思考やノウハウを早急にアップデートする必要に迫られるかもしれな

い。  
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提出）「ファーストベンダー」「セカンドベンダー」「コピーエグザクトリ」「フ

ォーキャスト」「PO」「ビフォア・サービス」などのワードに代表されるシリコ

ンウェーハの市場構造・組織構造,企業行動プロセスの特徴が明らかになった。 

 以上の様に本章で調査・分析した GWJ 社の事例からは 4 つの発見事項があっ

た。1 点目,2 点目,4 点目は SUMCO 社の事例と同様の発見事項である。 

3 点目に関しては,BtoB マーケティング独特のメカニズムではないが,企業に

よって異なるマーケティング手法を採用しても同一結果帰着になることを改め

て知ることが出来た。 
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終章 発見事項とインプリケーション 

 

第 1 節 発見事項のまとめ 

  

本論文の第Ⅰ部「歴史・理論研究」では,マーケティングの定義や理論,マー

ケティングの歴史について論じてきた。 

 また,第Ⅱ部の「実証研究」では,先行研究を踏まえ,BtoB マーケティングを

研究するためのアプローチについて検討し,BtoB マーケティングの展開,因果

メカニズムの解明するための概念モデル,操作モデル（理論モデル）を提示した。

そして,その操作モデル（理論モデル）に沿い,産業財であるシリコンウェーハ

を製造・販売する企業２社を観察対象に選定し,両社がどの様に BtoB マーケテ

ィングを展開しているのか,両社において BtoB マーケティングのメカニズムは

どの様になっているのか,について分析・考察してきた。また,仮説の検証も行

なった。 

 本論文を通じて,発見できた事項については凡そ以下の事があげられる。 

 

第Ⅰ部「歴史・理論研究」における発見事項 

 先ず,歴史的な観点からマーケティングを捉えた場合,19 世紀後半から 20 世

紀初頭に生成した,マーケティングをマス・マーケティングとした場合,その後,

時代の変化と共に,マス・マーケティングはセグメント・マーケティング,ニッ

チ・マーケティング,地域マーケティング,個人マーケティングなどに分けられ,

マス・マーケティングは瀕死の状態とする認識は,必ずしもマーケティングを正

しく把握しているわけでは無い,と言うことである。 

 新たな技術開発などが行なわれ,マーケティングに用いる手法は変化してい

るし,顧客となる消費者や法人企業等も,社会制度の変化等により,製品やサー

ビスを購入する消費者の価値判断が変化していることは事実であろう。 

 しかし,世界 大手と言われる企業（例えば,グーグル社,アップル社,マイク

ロソフト社,アマゾン社,フェイスブック社,GE 社など）が行なっているマーケ

ティングは,手法を変えたマス・マーケティングではないか,ということが,本研

究から発見できた事項のひとつである。 
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 次に,マーケティング理論の中心的なテーマのひとつである,マーケティン

グ・コンセプトの形成期は,一般的に 1950 年代のアメリカであるとされている。

しかし,本研究においては Butler,Shaw,Clark の 3 名の思想・主張の中に,「顧

客志向」要素,「利益志向」要素,「統合的努力要素」,また,「社会的責任マー

ケティング」要素,加えて言えば「市場志向」の基礎的な考え方も含まれている

ため,1920 年代にはマーケティング・コンセプトの形成があったのではないか

と考えたい。この,マーケティング・コンセプトの形成期に関することが本研究

から発見できた事項の 2 点目である。 

 更に 3 点目としては,本研究では,マーケティング・コンセプトの「顧客志向」

要素,「利益志向」要素,「統合的努力要素」におけるジレンマについて分析・

考察してきた。その中で,「何をすべきか」（Should）,「何ができるか」（Could）,

「何をしたいのか」（Would）との意思決定の議論に沿って,ジレンマを構造分解

し,ジレンマが発生するメカニズムを発見することが出来た。 

  

第Ⅱ部の「実証研究」における発見事項 

 先ず,本論文において BtoB マーケティングを研究するにあたり,どの様なア

プローチ・モデルがあるのかをレビューしてきた。その中で,本研究が目指して

いる売手企業組織のマーケティング・メカニズムを解明するアプローチに明確

なモデルが存在していないことが分かってきた。特に,田村[2015]が指摘してい

るように,質的研究を行なう際,利用できる操作モデル（理論モデル）が存在し

ていないことが発見できた。 

 次に,先行研究等を参考に本研究で提示した操作モデル（理論モデル）に沿っ

て,事例研究を実施したが,その中で,国内外の製品開発基準や製品規格,取り決

めが業界として標準化されていたとしても,現実の製品開発はリーダー企業群

が設定した基準で実施されているため,実質,業界基準は新製品開発に影響を与

えないことが発見できた。また,その理由についても,業界団体とリーダー企業

群とのパワー関係が関与していることも発見できた。 

 更に 3 点目としては,BtoB マーケティングでは,「組織目的性」が強調される

ことも発見できた。 
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 4 点目としては,BtoB マーケティングでは,BtoC マーケティングでは見られな

い受発注システムがあること,また,BtoC マーケティングでは差別化が強調さ

れるが,BtoB マーケティングでは,逆に同質性＝コピーエグザクトリを求めら

れる場合があることも発見できた。 

 5 点目としては,SUMCO 社と GWJ 社の比較で,同一結果帰着性が発見できた。 

同一結果帰着性は BtoB マーケティングの特徴であるとは考えないが,企業によ

って異なるマーケティング手法を採用しても同一結果帰着になることを改めて

知ることが出来た。 

 

第２節 理論的インプリケーションと実務的インプリケーション 

 

＜理論的インプリケーション＞ 

１ マーケティングの歴史認識に対する貢献（１） 

先ず,本研究の第Ⅰ部「歴史・理論研究」は,様々なマーケティング論が語ら

れている中で,マーケティングの本質とは何か,マーケティング生成の起源はど

こにあるのか,マーケティングの中心的なテーマであるマーケティング・コンセ

プトはいつ生まれ,どの様なジレンマを内包しているのか,と言ったことを分

析・考察した研究である。 

この中で,マーケティング史の中で言われているような,マス・マーケティン

グから市場セグメント化されたマーケティング,そして,パーソナル化されたマ

ーケティング,更には価値を共有化するマーケティングへと変化していると指

摘されることに対し一石を投じた。 

本研究では,マーケティングを歴史的に把握しようとする試みを否定するも

のでは無いが,IT 化が進み IoT（Internet of Things）と呼ばれる時代において,

現実的に世界の 大手企業が採用しているマーケティングは,マス・マーケティ

ングではないか,との見方を提示した。 

マーケティングの手法として,セグメント化,パーソナル化,価値の共有化が

図られていることは事実であろう。しかし,マーケティング手法は,マーケティ

ングの本質では無い。 
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マーケティングの目的・成果はマーケティングの主体によって異なるが,個人

や企業等の組織の場合,収益性の向上もあるが,本質的には顧客創造（新規顧客

開拓・既存顧客維持）のための好意形成や顧客満足が目的・成果と考えられる。 

その目的達成のために顧客との相互コミュニケーションを図らなければなら

ず,効率的・効果的なコミュニケーション手段として,セグメント化,パーソナル

化,価値の共有化が図られているということである。 

しかし,IT 化に伴い,セグメント化,パーソナル化,価値の共有化を効率的・効

果的に行うことに対し,コストがさほどかからなくなっているため,世界の 大

手企業は,グローバルにマス・マーケティングを行なっている,との捉え方をす

べきであり,近視眼的にマーケティング手法に目を向け,マーケティングの歴史

が極小化しているような捉え方をすることは危険ではないか,と言うのが本研

究の主張である。 

こうした指摘は,小さいながらもマーケティングの歴史認識に対する貢献だ

と思われる。 

 

２ マーケティングの歴史認識に対する貢献（２） 

次に,本研究では,マーケティング・コンセプトの形成期に関し, 3 名の思想・

主張の中から(Butler,Shaw,Clark)の「顧客志向」要素,「利益志向」要素,「統

合的努力要素」,また,「社会的責任マーケティング」要素,加えて言えば「市場

志向」の基礎的な考え方を発見し,マーケティング・コンセプトの形成期を今ま

で言われている 1950 年代よりも,もう少し早い時期にマーケティング・コンセ

プトが形成されていたのではないか,との見解を示した。この指摘も,マーケテ

ィングの歴史認識に対する貢献だと思われる。 

 

３ マーケティングのジレンマの発生メカニズムに関する理論モデルの提示 

更に,本研究では,マーケティング・コンセプトの「顧客志向」要素,「利益志

向」要素,「統合的努力要素」におけるジレンマについて分析・考察してきた。

その中で,「何をすべきか」（Should）,「何ができるか」（Could）,「何をした

いのか」（Would）との意思決定の議論に沿って,ジレンマを構造分解し,ジレン

マが発生するメカニズムを発見するための理論モデルを提示した。この理論モ
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デルは,様々なマーケティングのジレンマを議論する際に役立ちうると考えら

れる。 

 

４ BtoB マーケティングのメカニズムを解明するモデルの提供 

先ず,本研究では,産業財企業が,自らが関係する市場環境を考慮し,企業とし

てどの様な変数に着目し,その変数をどの様に設計・実行すると,企業の目的で

あり,市場成果の指標となる顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）に結

びつくのかを表した操作モデル（理論モデル）を提示した。 

実際のマーケティング活動では,提示した理論モデルの変数よりも多種多様

な変数が存在しているだろうし,バランスト・スコアカード等のアプリケーショ

ンを用い,経営に活かしている企業も相当数ある。 

そうしたアプリケーションにおいても,顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客

の維持）に結びつくためのコアとなる変数があり,そのコア変数が本研究で取り

上げている変数とそれほど大きく食い違わないのではないか,と考えている。 

従って,各産業財企業（特に製造業）における,マーケティング活動の分析・

展開ツールとして, 操作モデル（理論モデル）が利用できるのではないか。 

 

５ BtoB マーケティングのメカニズムの解明に関する貢献 

本研究では,シリコンウェーハ業界における BtoB マーケティングのメカニズ

ムについて,2 社の事例をもとに解き明かしてきた。 

それは,市場環境の分析に始まり,企業の戦略的意図であるマーケティング・

コンセプトが組織マネジメントや製品開発の表層活動／深層活動へどの様に影

響を与え,企業の目的であり,市場成果としての顧客創造（新規顧客の獲得・既

存顧客の維持）へ結びつくための経路について記述したことになる。 

企業の事例研究は多く存在しているが,研究テーマが組織内部の活動や顧客

接点の活動等に絞られているか,何らかのプロジェクト成功に導いたストーリ

ーとして記述されることが多い。その場合,研究者やライターの着目するポイン

トに比重が置かれ,マーケティング活動全体のフローが把握しにくい。 
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しかし,本研究では,操作モデル（理論モデル）に沿った BtoB マーケティング

全体を記述しているため,そのメカニズムを把握し,実務者が所属している企業

において参考にしやすい,と考える。 

無論,2 事例だけの記述なので,それぞれの産業財ではまた異なったメカニズ

ムが存在している可能性はあることには留意しなければならない。 

 

６ 因果メカニズムの経路相違に関する知見の提供 

本研究では,同じ業界における 2 社の BtoB マーケティングのメカニズムにつ

いて分析・考察してきた。両者とも,現時点ではマーケティング活動の目的とし

ての顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）を達成し,収益的な側面にお

いてもマーケティング活動がプラスの影響をもたらしている。 

しかし,市場成果としての顧客創造（新規顧客の獲得・既存顧客の維持）や営

業利益の向上へ至る,経路は両社で異なっていた。 

これは,お客様が要求する製品同質性（＝コピーエグザクトリ）を達成しつつ

も,競合他社とは異なる製品開発のアプローチがあることを示している。 

この様に,企業の持つリソースに対する注力の仕方が異なっていたとしても,

市場成果にプラスの影響を与えることができる,との事例を具体的に示すこと

が出来た。 

但し,本研究では,2 社の事例しか扱っていないため,複数結果帰着性につい

ては確認できていないため,その点に関しては留意する必要がある。 

 

＜実務的インプリケーション＞ 

１ BtoB 企業のマーケティング・コンセプトから製品開発に至るプロセスの 

メカニズムに関する知見の提供 

本研究では,BtoB マーケティングの観察対象として,シリコンウェーハメー

カー2 社を取り上げた。戦略意図としてのマーケティング・コンセプトの提示

から,経営トップ層の関与,組織マネジメントの在り様,製品開発の表層活動／

深層活動を通し,市場成果としての顧客創造（顧客維持活動が主になる）が営業

利益や顧客からの表彰などに現れる一連のプロセスを,操作モデル（理論モデル）

に沿い,分析・考察してきた。 
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 こうしたケース事例の場合,ヒット商品の舞台裏を紹介するものや商品開発

に関わった人たちの成功体験を語るものなどが多い。また,それらのケース事例

は,記述者独自の視点（変数）から眺めた読み物的な記述になることが多い。 

従って,あるフォーマットに沿ったケース事例が記述されているわけではな

いため,ケースごとの比較が困難である。 

 しかし,本論文では 2 事例ではあるが,同じ操作モデル（理論モデル）を利用

しているため,ケースを読み解くうえで,ひとつの道筋が用意されており,比較

もしやすい。 

また,目的変数である市場成果へ影響を与える説明変数が絞り込まれている

ため,比較的理解しやすいと思われる。 

 このように,本論文では,BtoB マーケティングを実践するためのメカニズム

が示されているため,実務者に対してヒントを提供できたのではないか。 

 

２ 同じ市場環境の影響を受けても,異なる組織活動によって, 

同等の市場成果を導き出す事が可能なことを提示 

本論文で取り上げた 2 事例は,市場変化としてリーマンショックを機に,違う

タイプの組織となったが,同等の市場成果を上げている。 

SUMCO 社は,人員削減や工場閉鎖などの痛みを伴う変革の中で,新しくトップ

の座に就いた橋本氏が,新しいマーケティング・コンセプトを提示し,市場成果

に結びつけていった。 

一方,GWJ 社は,日本企業から台湾企業の傘下となり,台湾本社のマーケティ

ング・コンセプトを掲げながら,市場成果に結びつけていった。 

営業利益やお客様からの表彰など,市場成果は両社も同じような結果を残し

ている。しかし,市場成果に結び付けるメカニズムは,両社とも同様の組織活動

を実施しているところもあるが,マーケティング・コンセプトの内容や各種制度

設計の機能に関して相違があった。 

同じ業界に属し,同じ市場変化を受けながらも,市場成果へ結び付ける組織メ

カニズムが異なることを示すことができた。これは,シリコンウェーハとは違う

業界の実務者にとっても参考になるのではないか。 
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３ ＢｔｏＢマーケティングのストロングポイント・ウィークポイントなどを

確認するための操作モデル（理論モデル）を提供 

理論的インプリケーションの 4 とも重複するが,産業財企業が,自らの企業の

マーケティング活動を分析する際,何について分析・考察すべきかを判断し,自

社のマーケティングのストロングポイント・ウィークポイントなどを確認する

ためのテンプレートとして利用できる操作モデル（理論モデル）を提供できた

のではないか。 

 

第３節 本研究の意義と今後の課題 

  

 本研究は,マーケティングの定義,マーケティングの歴史を踏まえ,財の種類

を基準とした分類における BtoB マーケティングのメカニズムの解明を目指す

ものであった。 

第Ⅰ部「歴史・理論研究」では,3 つの発見事項があった。また,第Ⅱ部の「実

証研究」では 5 つの発見事項があった。そして,6 つの理論的インプリケーショ

ンと 3 つの実務的インプリケーションを提供できたと考える。 

 これらの点に関し,マーケティング研究において一定の意義があったのでは

ないかと考える。 

 しかし,他の研究同様本研究にもいくつかの限界も抱えている。ここでは,第

Ⅰ部「歴史・理論研究」が抱える課題と今後に求められている研究の方向性,

第Ⅱ部の「実証研究」が抱える課題と今後に求められている研究の方向性につ

いて述べたい。 

 

第Ⅰ部「歴史・理論研究」の課題と今後の研究の方向性について 

 

１：マーケティングの歴史に関して 

本研究では,マーケティングの生成に関しアメリカからの視角を中心に考察

してきた。しかし,19 世紀,世界の覇権を握っていたのは産業革命を起こしたイ

ギリスである。イギリスにおいて,なぜマス・マーケティングが生成された,と

言われていないのか。アメリカにおけるマス・マーケティング生成の基本的な
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メカニズムは,イギリスには存在していなかったのかなど,今後,イギリスから

の視角でも確認する必要がある。 

 また,本研究では,Butler,Shaw,Clark の 3 名の論者からマーケティング・コ

ンセプトに関する言及を探索したが,彼ら以外の論者の中にもマーケティン

グ・コンセプトに関する言説が見られる。それらの論者についても今後,分析・

考察し,マーケティング・コンセプトの本質についてもう少し広い視野でとらえ

る必要がある。 

 

２：マーケティングの理論に関して 

 本研究の第Ⅰ部では,マーケティングの歴史的な研究に重きをおいているこ

ともあり,マーケティングの定義やマーケティング・コンセプトなど,古くから

議論されている理論的なテーマに着目し分析・考察した。 

 しかし,マーケティングの理論的なテーマとして近年着目されている,サービ

ス・ドミナント・ロジックとグッズ・ドミナント・ロジックに関する議論,また,

フリーミアムに代表される新しいマーケティング手法やショールーミング化の

ジレンマ,Web マーケティングに関する理論モデルの考察など,近年のマーケテ

ィングに関する理論的なテーマについて議論することが出来ていない。 

 マーケティングに対する考え方や手法は時代と共に変化していると考えるな

らば, 先端のマーケティングに関する理論的な議論をもう少し行う必要があ

る。 

 

第Ⅱ部の「実証研究」の課題と今後の研究の方向性について 

 

１：モデルの創出に関して 

本研究では,先行研究を参考に,BtoB マーケティングの研究アプローチに関

する概念モデルと操作モデル（理論モデル）の提示を行なった。 

しかし,これらのモデルは,製品開発企業を念頭においたモデルであり,かつ,

インタビュー調査等を元にひとつひとつ産業材企業を調査すること念頭に置い

ている。 
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従って,サービス財開発を中心とした企業や補完企業を含むネットワーク構

築,プラットフォーム構築に関する視角に弱いモデルとなっている。また,企業

によっては事業を多角化しているため,事業多角化の視角に弱いモデルとなっ

ている。加えて,定量的な研究を行う場合,どのようなデータを取るとよいのか,

といった視角に弱いモデルとなっている。 

今後は,サービス財開発企業やネットワーク構築,プラットフォーム構築を考

慮したマーケティング・モデル,事業多角化に関するマーケティング・モデルな

どを勘案し,かつ,定量的な研究が実施できるようなモデルの構築が必要になっ

てくる。 

 

２：データ収集に関して 

本研究の市場環境分析に関しては,シリコンウェーハ業界に関する 新デー

タを収集することができていない。半導体産業市場ではプレーヤーが目まぐる

しく変わることもあり,市場環境が短期間で大きく変わることもある（実際,今

回の調査期間中に市場シェアが大きく変わる動きが起きている）。 

今後,半導体産業に関する BtoB マーケティングの研究を進める場合は,なる

べく 新データで揃えることが必要になるだろう。 

また,シリコンウェーハ業界の市場環境分析に関しては顧客である半導体メ

ーカーや材料の仕入れ業者である研磨材メーカーなどとの関係についても分

析・考察する必要があるだろう。 

 

３：事例研究に関して 

 実証研究である「SUMCO グループのケース分析」「グローバルウェーハズ・ジ

ャパン社のケース分析」に関しては,インタビュー調査の対象人数が異なってい

る。これは,企業機密や守秘義務などの調査契約に関わる事項だが,事例研究の

課題としてあげられる。 

また,実証研究では調査依頼を断られていることもあり,2 社の事例しか取り

上げられていない。調査依頼の方法を含め,事例研究を行なう場合,企業へのア

プローチについていくつかの方法を検討する必要があるだろう。 
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 加えて,事例分析にはテキスト・マイニングのアプリケーションとして主に

KH コーダーを用いたが,データ整理の段階では NVivo も使用している。共同研

究などを行なう場合は,NVivo の利便性が高いと考えられるため,今後はそうし

た別のアプリケーション利用も検討する必要があるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



327 
 

＜参考文献＞  

序章 

George,A.L., and Bennett,A.(2005) Case studies and theory development in 

the social sciences. Mit Press,(泉川泰博訳 『社会科学のケース・ス

タディ 理論形成のための定性的手法』,勁草書房,2013.) 

Hedström,Peter.(2005)Dissecting the Social:On the Principles of 

Analytical Sociology, Cambridge:Cambridge University Press. 

Lofland,John, & Lofland,Lyn.(1995)AnaIyzing social settings. Belmont, 

Wadsworth,a division of International Thomson Publishing,Inc.（進

藤雄三,宝月誠訳 『社会状況の分析-質的観察と分析の方法-』,恒星社厚

生閣,1997．）  

打越文弥,前嶋直樹(2015)「社会科学におけるメカニズム的説明の可能性」, 書

評ソシオロゴス NO.11,pp.1-27. 

田村正紀(2015)『経営事例の質的比較分析』,白桃書房。 

光澤滋朗(1990)『マーケティング論の源流』,千倉書房。 

 

第 1 章 

Aaker,D.A.(1984) Strategic Market Managment,(野中郁次郎,北洞忠宏, 

嶋口充輝,石井淳蔵訳『戦略市場経営』,ダイヤモンド社,1986.) 

Anderson,J.C.,Håkansson,H.,andJohanson,J.(1994) “Dyadic business 

relationships within a business network context” The Journal of 

Marketing,pp.1-15. 

Day,G.S.(1984) Strategic market planning:The pursuit of competitive 

advantage,West Group,（徳永豊,佐々木茂,井上崇通,首藤禎史訳『戦略

市場計画―競争優位の追求』,同友館,1992.） 

Day,G.S.(1990) Market driven strategy: processes for creating value,（徳

永豊,井上崇通,篠原敏彦,森博隆,小林一,首藤禎史訳『市場駆動型の戦略

―価値創造のプロセス』,同友館,1998.） 



328 
 

Drucker,F.Peter.(2001) MANAGEMENT:TASKS,RESPONSIBILITES,PRACTICES, (上

田惇生訳『マネジメント 基本と原則【エッセンシャル版】』,ダイヤモン

ド社,2001.) 

Ford, D., Gadde, L. E., Håkansson, H., Lundgren, A., Snehota, I., Turnbull, 

P., & Wilson, D.(1998) Managing Business Relationships.(小宮路雅

博訳『リレーションシップ・マネジメント‐ビジネスマーケットにおけ

る関係性管理と戦略‐』,白桃書房,2001.） 

Gummesson,E.(2002) Total relationship marketing. Routledge. 

（若林靖永,太田真治,藤岡章子訳,『リレーションシップ・マーケティン

グ』,中央経済社,2007.） 

Kotler,P. and Lee, N.P.(2005) Corporate social responsibility,Hoboken.(恩

蔵直人監訳『社会的責任のマーケティング－「事業の成功」と「CSR」を

両立する－』,東洋経済新報社,2007) 

Kotler,P.and Armstrong,G.(2001)Principles of marketing,Pearson 

Education,(和田充夫監訳『マーケティングの原理 第 9 班 ‐基礎理論

から実践戦略まで‐』,ダイヤモンド社,2009.) 

Kotler,P.,Jain,D., and Maesincee,S.(2002) Marketing moves: a new approach 

to profits, growth, and renewal ,Harvard Business Press.（有賀裕

子訳『コトラー 新・マーケティング原論』,翔泳社,2002.） 

Kotler,P.and Kevin.L.Keller.(2006) Marketing Management,12th 

Edition,pearson Education,inc.,Prentice-Hall,(恩蔵直人監修,月谷

真紀訳『コトラー＆ケラーのマーケティソグ・マネジメント［第 12 版］』，

ピアソン・エデュケーション社,2013.) 

Lambin Jean-Jacques. (1986) LE MARKETING STRATEGIQUE:FONDMENTSMETHODES ET 

APPLICATOINS,McGraw-Hill,Paris,(三浦信,三浦俊彦訳『戦略的マーケテ

ィング』,嵯峨野書院,1990.) 

Morgan,R.M.,and Hunt,S.D.(1994)“The commitment-trust theory of 

relationship marketing”,The journal of marketing,pp.20-38.  

荒川祐吉(1988)『流通研究論集 第 2 巻 流通研究の潮流』,千倉書房。 

池尾恭一,青木幸弘,南知恵子,井上哲治(2010)『マーケティング』,有斐閣。 



329 
 

石井淳蔵(1993)『マーケティングの神話』,日本経済新聞社。 

石井淳蔵(2003)「アメリカにおけるマーケティング研究パラダイムの再検討」 

同志社商学,54(5),pp.615-634. 

石井淳蔵(2011)「マーケティングを研究するとは,何を研究することか」,石井

淳蔵編『現代経営講座 11 マーケティング』,八千代出版。 

石井淳蔵(2012)『マーケティング思考の可能性』,岩波書店。 

江村裕文(2003)「文化の定義のための覚書―文化その 1―」,異文化論文編 (4), 

pp.112-123. 

尾身幸次(1996)『科学技術立国論―科学技術基本法解説』,読売新聞社。 

梶原勝美(2012)「再考: マーケティング生成論」,専修大学社会科学研究所月報 

593,pp.1-20. 

梶原勝美(2013)「再考:マーケティング生成論」<補遺>,専修大学社会科学研究

所月報 593,pp.11-44. 

片山富弘(2002)「マーケティングのパラダイム・シフトに関する一考察」,流通

科学研究,1(2),pp.55-59. 

木村俊夫(1969)「教育心理学の定義-科学論的考察」,茨城大学教育学部紀要(18), 

pp93-119. 

小林保彦(2006)「今,なぜ「広告」へのホリスティック・アプローチか」,AD 

STUDIES,Vol.15 Winter,pp4-9. 

近藤文男(1988)『成立期のマーケティング』,中央経済社。 

齋藤明(2013)「現代マーケティング・コミュニケーションに関する研究:主体間

相互作用がもたらす偶有性とマーケティング・コミュニケーション・マ

ネジメント,Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic 

Papers. 

嶋口充輝(1984)『戦略的マーケティングの論理』,誠文堂新光社。 

嶋口充輝(2006)「ホリスティック・マーケティングの展開‐IMC の発展に向け

て」,AD STUDIES,Vol.15 Winter,pp.10-14. 

高嶋克義（1998）『生産財の取引戦略‐顧客適応と標準化‐』,千倉書房。 

田村正紀（2015）『経営事例の質的比較分析』,白桃書房。 

田辺元（1939）『科学概説』,岩波書店。 



330 
 

野中郁次郎 (1974)「産業財マーケティングにおける組織間システム」,東京ワ

ークショップ著『マーケティング理論とシステムズアプローチ』,白桃書

房,pp.157-185. 

橋本勲,中田善啓,陶山計介(1990)『戦略的マーケティング』,新評論。 

原田保,三浦俊彦(2008)「マーケティング戦略とは何か‐Levitt の「マーケテ

ィング・マイオピア」を超えて-」,戦略研究学会『マーケティング戦略

論-レビュー・体系・ケース-』,pp.9-18. 

藤井昌樹,広田幸男(1998)『産業財マーケティング-大競争時代のマネジメント

革新-』,東洋経済新報社。 

三上富三郎(1965)「現代マーケティングの展開」,明大商學論叢 49

（2）,pp.55-103. 

南知恵子(2008)「リレーションシップ・マーケティングにおけるサービス・マ

ーケティング・アプローチの理論的貢献」,國民經濟雜誌,197(5), 

pp.33-50. 

八木紀一郎(2010)「経済的交換と社会的交換―制度経済学におけるミクロとマ

クロ−」,千葉大学『経済研究』25(3).pp.113-146. 

若林靖永(2003)『顧客志向のマス・マーケティング』,同文館。 

若林靖永（2010）「マーケティングの定義の再検討」,同志社商学,61(6), 

pp.115-133. 

鷲尾紀吉(2009)「マーケティング理論の発展とマーケティング・マネジメント

論の展開」,中央学院大学『商経論叢』24(1),pp.3-12. 

 

第 2 章 

Adams,H.F.(1916) Advertising and its mental laws. The Macmillan Company. 

Bradley,L.J.and Merino,B.D.（1994）“Stuart Chase:A Radical CPA and the Meat 

Packing Investigation,1917-1918”,Business and Economic History, 

Vol.23,No.1,pp.190-200. 

Chandler,A.D.(1959) “Beginning of “Big Business”in American 

Industry”,Business History Review,Vol.33,No.1,pp.1-31. 



331 
 

Chandler,A.D.(1962) Strategy and Stracture:Chapters in the History of the 

American Industrial Enterprise,The MIT Press.(三菱経済研究所訳『経

営戦略と組織』,実業之日本社,1967.) 

Chandler,A.D.(1977) The VisibLle Hand:The Managerial Revolution in 

American Business.The Belknap Press of Harvard Univesity Press.(鳥

羽欽一郎,小林袈裟治訳『経営者の時代・上・下』,東洋経済新報社,1979.) 

Cheng,T.J.and Krause L B.(1991) “Democracy and development:With special 

attention to Korea”Journal of Northeast Asian 

Studies,10(2),pp.3-25. 

Copeland,M.T.(1925) Principles of merchandising. 

Dyer,D.,Dalzell,F.and Olegario,R.(2003) Rising Tide:Lessons from 165 

Years of Brand Building at Procter and Gamble.arrangement with 

Harvard Business School Press,Watertown.(足立光,前平謙二訳 

『P and G ウェイ 世界 大の消費財メーカーPandG のブランディングの

軌跡』,東洋経済新報社,2013.) 

Faulkner,U.H.(1960) American economic history, New York:Harper and Row.

（小原敬士訳『アメリカ経済史』,至誠堂,1976.) 

Fitzgerald,R.(1989) “Rowntree and Market Strategy, 1897-1939”, Business 

and Economic History,Vol.18,pp.45-58. 

Goodspeed,T.W.(1921) Gustavus Franklin Swift,1838-1903. Historian of the 

University of Chicago. 

Hamilton,A.(1791)Report on manufactures.（田島恵児,松野尾 裕,浜文章訳『製

造業に関する報告書』,未来社,1990.） 

Harley,C.K.(2004)“Nineteenth Century Globalization and Its Institutional 

Consequences:The North Atlantic Meat Trade,1870-1913”, Department 

of Economics, University of Western Ontario,pp.1-19。 

Kirkpatrick,C.A.(1964) Advertising; mass communication in 

marketing,United States. 



332 
 

Kotler,P.and Armstrong,G.M.(2001) Principles of marketing,Pearson 

Education.(監訳和田充夫『マーケティング原理 第九版』,ダイヤモン

ド社,2003.) 

Kotler,P.and Keller,K.L.(2006) Marketing management,12th edition,Pearson 

Education Inc.(恩藏直人監修,月谷真紀訳『コトラーand ケラーのマー

ケティング・マネジメント第 12 版』,ピアゾン・エデュケーション,2013.) 

Lebhar,G.M.(1952) Chain Stores in America 1859-1962.Chain Store 

Publishing Corporation,New York.(倉本初夫訳『チェーンストア 米国

100 年史』,商業界,1964.) 

Lief,A.(1958) It Floats,Rinehart and Company,Inc.New York.(野口達弥訳『ア

イボリー石鹸物語―プロクター・ギャンブル社発展史―』,時事通信

社,1961.) 

Maddison,A.(1995) Monitoring the world economy1820-1992, OECD 

Publishing.(金森久雄監訳,政治経済研究所訳『世界経済の成長史 1820

～1992』,東洋経済新報社,2000.) 

Porter, G., and Livesay, H. C. (1971) Merchants and manufacturers: Studies 

in the changing structure of nineteenth-century marketing.The John 

Hopkins University Press,Baltimore,Maryland,U.S.A.(山中豊国,中野

安,光澤滋朗訳『経営革新と流通支配』,ミネルヴァ書房,1983.) 

Scheiber,H.N.(1980)“Law and Political Institutions”,Encyclopedia of 
Allwrican llislory,vol.2. 

Siebert,H.（Ed）(1999) Globalization and 

Labor,Institutefur,Wellwirtschaft an der Universitat Kiel.Mohr 

Siebeck. 

Silk,A.J.and Stern,L.W.(1963) “The changing nature of innovation in 

marketing:a study of selected business leaders,1852-1958”,Business 

history review, Vol.37,No.3,pp.182-199. 

Taylor,F.W.(1911) The principles of scientific management,Harper and 

Brothers. 



333 
 

Tedlow,S.R.(1990) New and improved: The story of mass marketing in 

America,New York: Basic Books.(近藤文男,尾崎久仁博,若林靖永,木下

明浩・粟村俊夫,仲上哲,佐久間英俊訳『マス・マーケティング史』,ミネ

ルヴァ書房,1993.) 

United States. Dept. of Commerce（1970）Historical statistics of the United 

States.(合衆国商務省編,斎藤眞,鳥居泰彦監訳『アメリカ歴史統計』,

原書房,1986.) 

浅羽良昌（1996）『アメリカ経済 200 年の興亡』,東洋経済新報社。 

粟村俊夫(1992)「アメリカにおけるマーケティングの生成 (1)―消費生活様式

とマーケティング―」,京都大学『經濟論叢』150(2-3),pp.82-100. 

池尾恭一,青木幸弘,南知惠子,井上哲治(2010)『マーケティング』,有斐閣。 

薄井和夫(1998)「アメリカにおけるマクロマーケティング研究の進展とマーケ

ティング史研究の課題」,流通(11),pp.6-17. 

薄井和夫（1999）『アメリカ・マーケティング史研究―マーケティング管理の形

成基盤―』,大月書店。 

岡田泰男(1972)「ホームステッド法の効果-ネブラスカ州ゲイジ郡の場合」,三

田学会雑誌 65(10), pp.38-53. 

岡田泰男(2000)『アメリカ経済史』,慶応大学出版。 

小川晃一(1983)「アメリカ合衆国における選挙権拡大の歴史過程-成年男子普通

選挙権まで」,北大法学論集 34(1),pp.43-77. 

小原博(1987)『マーケティング生成史論』,税務経理協会。 

小原博(2012)『アメリカ・マーケティングの生成』,中央経済社。 

小原豊志(2004)「アンテベラム期アメリカ合衆国における選挙権「改革」の特

質」, 国際文化研究科論集(12),pp.31-44. 

折原卓美（1999）『19 世紀アメリカの法と経済』,慶應義塾大学出版会。 

折原卓美(2010)「1896 年ニュージャージ一般株式会社法の成立過程」,名城論

叢 11(1), pp.49-62. 

梶原勝美（2012）「再考:マーケティング生成論」,専修大学社会科学研究所月報 

605,pp.1-20. 

梶原勝美（2013）「再考:マーケティング生成論」<補遺>,専修大学社会科学研究

所月報 593 ,pp.11-44. 



334 
 

鎌田正三(1976)「アメリカ企業金融史考-19 世紀終末～20 世紀初頭のトラスト

金融-」,北海道大学『経済学研究』26(2), pp.257-291. 

喜多川善久(1975)「イギリスの対アメリカ鉄道投資―1830 年代～1880 年代―」,

同志社大学経済学会『經濟學論叢』23(1),pp.184-217. 

北原勇（1977）『独占資本主義の理論』,有斐閣。 

木綿良行(1978)「チェイン・ストアの展開とその性格の変遷」,成城大學經濟研

究(59,60),pp.225-250. 

小山久美子(2002)「19 世紀後半のアメリカ関税史-経済変化に連動した制度の

模索期」,経営と経済 81(4),pp.59-85. 

近藤文男（1988）『成立期マーケティングの研究』,中央経済社。 

佐藤卓己（1998）『現代メディア史』,岩波書店。 

鈴木健（1992）『独占資本の研究』,文眞堂。 

下川浩一(1974)「アメリカにおけるマーケティング成立史」,経営史学

9(1),pp.81-106. 

白髭武（1978）『アメリカマーケティング発達史』,実教出版。 

須戸和男(2006)「アメリカの通商政策と対外租税政策の相互関係:多国籍企業の

展開を媒介として」,北海道大学『經濟學研究』 56(1), pp.77-99. 

田中敏弘（2002）『アメリカの経済思想』,名古屋大学出版会。 

谷口明丈（2002）『巨大企業の世紀―20 世紀アメリカ資本主義の形成と企業合

同―』,有斐閣。 

田村正紀（2001）『流通原理』,千倉書房。 

鳥羽欽一郎(1970)「アメリカにおける企業者活動と社会・文化的背景」,早稲田

商学(212・213),pp.105-164. 

鳥羽欽一郎(1974)『アメリカの流通革新』,日本経済新聞社。 

中川敬一郎(1965)「米国における巨大企業の成立とマス・マーケティングの発

達」,経済学論集 31(3),pp.15-38. 

中野安（1973）「マーケティングの生成」,森下二次也監修『マーケティング経

済論（下）』,ミネルヴァ書房,pp.2-23. 

中村通義(1964)「株式会社と自己金融 (その 1),北海道大学『經濟學研究』

15(3,4), pp.1-17. 



335 
 

中山忠行(2002)「アメリカにおける鉄道の発達と組織革新」,富山短期大学『紀

要』37,pp.93-100. 

成瀬龍夫(1985)「独占資本主義と国民生活様式:1920 年代における「アメリカ

的生活様式」の成立とその意義」,滋賀大学経済学会『彦根論叢』

231,pp.55-76. 

延岡健太郎,高杉康成（2014）「生産財における真の顧客志向」,『一橋ビジネス

レビュー』61(4),pp.16-29. 

橋本勲(1970)『商業資本と流通問題』,ミネルヴァ書房。 

浜田和幸（2002）『日本にとって「国益」とは何か―アメリカ,中国の「国益ビ

ジネス」と戦うために』,祥伝社。 

浜田好通（1964）「アメリカにおける金融資本の形成」,鈴木鴻一郎編『帝国主

義研究』,日本評論社,pp.275-428. 

原田和幸（1964）「アメリカ合衆国に於ける経済発展と地域経済」, 北海道大学

『經濟學研究』13(3,4),pp.179-206. 

堀田一善(1985)「米国チェーン・ストア組織の興隆と発展」,三田商学研究

28(5),pp.163-182. 

堀田一善(2003)『マーケティング思想史の中の広告研究』,日本広告研究所。 

前田淳(2005)「テイラーシステムとフォードシステム出現におけるアメリカの

経営経済的・社会的条件 (1) 内部請負制度の形成と崩壊」,三田商学研

究 47(6),pp.39-51. 

増山幸一(2003)「世界経済の発展と技術革新(2)‐20 世紀における経済成長」,

明治学院大学『明治学院論叢』700,pp.1-50. 

光澤滋朗(1990)『マーケティング論の源流』,千倉書房。 

光澤滋朗(2011)『マーケティング,交換,取引』,晃洋書房。 

村山研一(1983)「アメリカ合衆国における人口移動と都市化の形態」,信州大学

『人文科学論集』17,pp.59-78. 

森杲(1969)「アメリカ独占資本形成期の移民労働力」,北海道大學『經濟學研究』

18(4), pp.149-217. 

森下二次也(1960)『現代商業経済論』,有斐閣。 



336 
 

森下二次也(1967)「ワールド・マーケティングについて」,経済学雑誌

56,pp.58-75. 

山本義徳(1972)「独占の形成と独占の市場行動」,森下二次也監修『マーケティ

ング経済論（上）』,ミネルヴァ書房,pp.60-76. 

若林靖永(2003)『顧客志向のマス・マーケティング』,同文舘出版。 

渡邉尚（2009）「資本の諸類型:わたくしたちは「西洋」をどのように捉え直す

か」,東京経大学会,262,pp.23-41. 

 

第 3 章 

Bartels,R.(1976) The History of Marketing Thought, Columbus, OH: 

Publishing Horizons.（山中豊国訳『マーケティング理論の発展』,ミネ

ルヴァ書房,1979.） 

Bell,M.L.and Emory,C.W.(1971)“The faltering marketing concept”,The 

Journal of Marketing,Vol35(4),pp.37-42. 

Brown,S.W.,Hagan,A.J,Ostrom,L.L,Rowe,K.L,Schlacter,J.L.,Schmidt,A.H. 

and Shrock,D.L. (1977) Marketing:An environmental perspective,West 

Publishing Company,（清水滋『マーケティング機能論』,税務経理協

会,1980.） 

Butler,R.S.(1917) Marketing methods,Alexander Hamilton Institute. 

Butler,R.S.and Debower,H.F.,Jones,J.G.(1914)Marketing methods and 

Salesmanship,N.Y.:Alexander Hamilton Institute（Modern Business 

Series,Vol.Ⅲ） 

Clark,F.E.(1922a) Principles of marketing,Macmillan Co.(緒方靖,緒方豊喜

訳『売買組織論‐貨物配給の原理』（上）,丸善,1930.) 

Clark,F.E.(1922b) Principles of marketing ,Macmillan Co.(緒方靖,緒方豊

喜訳『売買組織論‐貨物配給の原理』（下）,丸善,1932.) 

Converse,P.D.(1959) The beginning of marketing thought in the United 

States with reminiscences of some of the pioneer marketing scholars 

(No. 3). Bureau of Business Research, University of Texas.(梶原勝

美訳『マーケティング学説史概論』,白桃書房,1985.) 



337 
 

Drucker,F.P.(1954) The Practice of Management,Published in hardcover 

edition,by Harper and Row,Publishers,Inc.,New York,U.S.A. (上田惇

生訳『現代の経営・上』,ダイヤモンド社,2006.) 

Fullerton,R.A.(1985)“Was There a Production Era in Marketing History?:A 

Multinational Study”,In Marketing in the Long Run. Proceedings of 

the Second Workshop on Historical Research in Marketing. East 

Lansing,MI:Michigan State University,pp.388-400. 

Keith,R.J.(1960)“The marketing revolution”,The Journal of 

Marketing,Vol24,3,pp.35-38. 

Keller,K.L.(1998) Strategic brand management,Prentice-Hall,inc.(恩蔵直

人,亀井昭宏訳『戦略的ブランド・マネジメント』,東急エージェンシ

ー,2000.) 

Kohli,A.K. and Jaworski, B.J.(1990)“Market orientation: the construct, 

research propositions, and managerial implications”,The Journal 

of Marketing,pp.1-18. 

Kotler,P.and Keller,K.L.(2006) Marketing management,12th edition,Pearson 

Education Inc. (恩蔵直人監修,月谷真紀訳『コトラーand ケラーのマー

ケティング・マネジメント第 12 版』,ピアゾン・エデュケーション,2013.) 

McCarthy,E.J.(1960) Basic marketing,a managerial approach, Homewood, 

Illinois:Irwin. 

McGarry,E.D.(1950) “Some functions of marketing reconsidered”,Theory in 

Marketing,pp.263-279. 

Porter,E.M.(1998) On Competition(竹内弘高訳『競争戦略論Ⅰ』,ダイヤモン

ド社,1999.) 

Narver,J.and Slater,S.F.(1990)“The Effect of a Market Orientation on 

Business Profitability”,Journal of Marketing,Vol.54,No.4,pp.20–

35. 

Narver,C.J.,Slater,S.F.and MacLachlan,D.L.(2004)“Responsive and 

Proactive Market Orientation and New-Product Success,”The 

Journal of Product Innovation Management, Vol.21,pp.334-347. 



338 
 

Shapiro,B.P.(1988) “What the hell is market oriented? ”,  

Harvard Business Review,Vol.66,pp.119-125。 

Shaw,A.W.(1915) Some problems in market distribution,Harvard Univ.Press.

（丹下博文訳『市場流通に関する諸問題（新増補版）』,白桃書房,2012.） 

Sheth,J.N.,Gardner,D.M.and Garrett,D.E.(1988) Marketing 

theory:evolution and evaluation ,Vol.1,New York:Wiley. 

安部文彦(1985)「コンシューマリズムの生成と展開‐合衆国を中心としたマー

ケティングの視点‐」,琉球大学『経済研究』29,pp.1-27. 

池尾恭一,青木幸弘,南知惠子,井上哲浩(2010)『マーケティング』,有斐閣。 

石井淳蔵（2012）『マーケティング思考の可能性』,岩波書店。 

石井淳蔵,栗木契,嶋口充輝,余田拓郎(2004)『ゼミナールマーケティング入門』,

日本経済新聞社。 

伊丹敬之(2003)『経営戦略の論理（第 3 版）』,日本経済新聞社。 

薄井和夫(1999)『アメリカ・マーケティング史研究－マーケティング管理論の

形成基盤－』,大月書店。 

宇野政雄（1974）『新マーケティング総論』,実教出版。 

江尻弘(1991)『マーケティング思想論』,中央経済社。 

尾崎久二博(1993)「マーケティングの発展段階をめぐって:通説と 近の議論の

動向」,同志社大学『同志社商学』45(4),pp.91-115. 

小原博(2012)『アメリカ・マーケティングの生成』,中央経済社。 

栗木契（2012）『マーケティング・コンセプトを問い直す』,有斐閣。 

栗木契（2014）「実線としての顧客志向のジレンマ」,『一橋ビジネスレビュー』

61(4),pp.46-55. 

近藤文男(1988)『成立期マーケティングの研究』,中央経済社。 

猿渡敏公(2002)「マーケティング･コンセプト再考」,明治大学『明大商學論叢』

84(1),pp.77-92. 

玉城芳治(1972)「マーケティング理念の一考察」,大阪商業大学『大阪商業大学

論集』 35,pp.57-72. 

玉城芳治(1979)「企業利益と消費者利益-ニューマーケティングコンセプト批判

-」,同志社大学『同志社商学』30(5),pp.193-209. 



339 
 

田村正紀（1989）『現代の市場戦略』,日本経済新聞社。 

延岡健太郎(2002)『製品開発の知識』,日本経済新聞社。 

橋本勲(1965)「社会経済的マーケティングの形成(1)」,京都大学『經濟論叢』

96(2),pp.79-92. 

橋本勲(1966)「社会経済的マーケティングの形成(2)」,京都大学『經濟論叢』

97(6),pp.514-530. 

橋本勲(1966)「社会経済的マーケティングの形成(3)」,京都大学『經濟論叢』

98(4),pp.239-255. 

橋本勲(1975)『マーケティング論の成立』,ミネルヴァ書房。 

マーケティング史研究会(1993)『マーケティング学説史-アメリカ編-』,同文館。 

三浦信(1971)『マーケティングの構造』,ミネルヴァ書房。 

光澤滋朗(1990)『マーケティング論の源流』,千倉書房。 

宮原義友（1978）「マーケティング・コンセプト」,横浜商科大学『横浜商科大

学紀要』2,pp.3-29. 

森下二次也(1956)「配給論の Functional Approach について」,経営研究

22,pp.1-44. 

若林靖永(2003)『顧客志向のマス・マーケティング』,同文館。 

 

第 4 章 

Anderson,C.(2009) Free:The future of a radical price,Random House.(監修・

解説,小林弘人,訳,高橋則明,『FREE』,NHK 出版,2009.) 

Ansoff,H.I(1979) Strategic Management,London:MacMillan,(中村元一訳『経

営戦略論』,産業能率大学出版部,1980.) 

Bell,M.L and Emory,C.W.(1971)“The faltering marketing concept”,The 

Journal of Marketing,Vol35(4),pp.37-42. 

Butler,R.S.(1917) Marketing methods,Alexander Hamilton Institute. 

Buzzell,R.D,Gale,B.T.,and Sultan,R.G.(1975)“Market share–a key to 

profitability”,Harvard Business Review,53(1),pp.97-106. 



340 
 

Chandler,A.D.(1962) Strategy and structure,Chapters in the history of the 

industrial enterprise,MIT press.(三菱経済研究所訳『経営戦略と組織』,

実業之日本社,1968.) 

Christensen,C.M.(1997) The innovator's dilemma:when new technologies 

cause great firms to fail,Harvard Business School Press.(玉田俊平

太監修,伊豆原弓訳『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を

滅ぼすとき（増補改訂版）』,翔泳社,2001.) 

Clark,F.E.(1922) Principles of marketing,Macmillan Co.(緒方靖,緒方豊喜

訳『売買組織論‐貨物配給の原理』（上）,丸善,1930.) 

Dawson,L.M.(1970)“Toward a New Concept of Sales Management”,Journal of 

Marketing,Vol34,No.2,pp.pp.33-38. 

Drucker,F.P.(1954) The Practice of Management,Published in hardcover 

edition,by Harper and Row,Publishers,Inc.,New York,U.S.A. (上田惇

生訳『現代の経営・上』,ダイヤモンド社,2006.) 

Fullerton,R.A.(1985)“Was There a Production Era in Marketing History?:A 

Multinational Study”,In Marketing in the Long Run. Proceedings of 

the Second Workshop on Historical Research in Marketing. East 

Lansing,MI:Michigan State University,pp.388-400. 

Hamermesh,R.G., Anderson,M.J., and Harris,J. E.(1978)“Strategies for low 

market share businesses”, Harvard Business Review, 56(3),pp.95-102. 

Hunt,S.D.and Morgan,R.M.(1995)“The comparative advantage theory of 

competition”,Journal of marketing,59(2),pp.1-16. 

Keith,R.J.(1960)“The marketing revolution”,The Journal of 

Marketing,Vol24,3,pp.35-38. 

Kohli,A.K. and Jaworski, B.J.(1990)“Market orientation: the construct, 

research propositions, and managerial implications”,The Journal 

of Marketing,pp.1-18. 

Kohli,A.K.,Jaworski,B.J., and Kumar, A.(1993)“MARKOR: a measure of market 

orientation”Journal of Marketing research,pp.467-477. 



341 
 

Kotler,P.(1980）Priciples of Marketing, Prentice Hall,Inc.(村田昭治監修,

和田充夫・上原従彦訳『マーケティング原理:戦略的アプローチ』,ダイ

ヤモンド社,1983.) 

Kotler,P.and Keller,K.L.(2006) Marketing Management,12th 

Edition ,pearson Education,inc.,Prentice-Hall.(恩藏直人監修,月谷

真紀訳,『コトラーand ケラーのマーケティソグ・マネジメント［第 12

版］』，ピアソン・エデュケーション社,2013.) 

Kozyra,A.(2006)「パラドックス論理のニヒリズム:西田とハイデッガー.」,国

際日本文化研究センター,日本研究,33,pp.93-149. 

Leavitt,T.(1983)“The Globalization of the Markets”,Harvard Business 

Review,61,pp.92-102. 

Narver,J.C., and Slater,S.F.(1990)“The effect of a market orientation on 

business profitability”,The Journal of Marketing,pp.20-35.  

Ravenscraft,D.J.(1983)“Structure-profit relationship at the line of 

business and industry level”,The Review of Economics and 

Statistics,pp.22-31. 

Saxe,R.,and Weitz,B.A.(1982)“The SOCO scale: a measure of the customer 

orientation of salespeople”,Journal of marketing 

research,pp.343-351. 

Schoeffler,S.,Buzzell,R.D.,and Heany,D.F.(1974) Impact of strategic 

planning on profit performance (pp.137-145.).Graduate School of 

Business Administration, Harvard University. 

Shapiro,B.P.(1988)“What the hell is market oriented?”, Harvard Business 

Review,Vol.66,pp.119-125. 

Shaw,A.W.(1915) Some problems in market distribution,Harvard 

Univ.Press.(丹下博文訳『市場流通に関する諸問題（新増補版）』,白桃

書房,2012.) 

Simon,H.A.(1977) The new science of management decision, revised edition, 

Englewood Cliffs.（稲葉元吉,倉井武夫訳『意思決定の科学』,産業能率

大学出版部,1979.） 



342 
 

Slywotzky,A.J.and Morrison,D.J.(1997)The profit zone:How strategic 

business design will lead you to tomorrow's profits. Random House 

LLC.(恩藏直人,石塚浩訳『プロフィット・ゾーン経営戦略』,ダイヤモン

ド社,1999.) 

有馬賢治(2004)「マーケティング組織のパースペクティブ」,立教経済学研究

58(2),pp.1-20. 

石井淳蔵(1984)「マーケティング戦略論」,千倉書房『日本流通研究の展

望』,pp.137-164. 

石井淳蔵(2012)『マーケティング思考の可能性』,岩波書店。  

石井淳蔵,栗木契,嶋口充輝,余田拓郎(2004)『ゼミナール マーケティング入

門』,日本経済新聞社。 

伊丹敬之(2003)『経営戦略の論理（第 3 版）』,日本経済新聞社。 

入山章栄（2015）『ビジネススクールでは学べない世界 先端の経営学』, 

日経ＢＰ社。 

岩下仁(2007)「マーケティングにおける市場志向」,商品開発・管理学会編,『商

品開発・管理入門』,中央経済社,pp.115-132. 

宇野政雄(1974)『新マーケティング総論』,実教出版。 

大石芳裕（2012）「BOP ビジネスの意義」,多国籍企業研究(5),pp.39-54. 

恩藏直人(2000)「利益志向のマーケティング」,『マ-ケティングジャ-ナル』

20(1),pp.4-13. 

川上智子(1999 )「マーケティング情報に関する組織の認識構造」,六甲台論集,

『経営学編』45(3),pp.39-54. 

栗木契(2012)『マーケティング・コンセプトを問い直す:状況の思考による顧客

志向』,有斐閣。 

栗木契(2014)「実践としての顧客志向のジレンマ」,一橋ビジネスレビュー

61(4),pp.46-55. 

経済産業省（2009）「BOP ビジネスの現状とこれまでの取組について」, 貿易経

済協力局。 

猿渡敏公(2002)「マーケティング･コンセプト再考」,明治大学『明大商學論叢』

84(1),pp.77-92. 



343 
 

玉城芳治・タマキヨシハル(1979)「企業利益と消費者利益-ニューマーケティン

グコンセプト批判」,同志社大学『同志社商学』30(5),pp.193-209. 

田村正紀(1989)『現代の市場戦略』,日本経済新聞社。 

千葉県（2014）『社会貢献活動の参考モデルの調査について』, 環境生活部県民

交流・文化課。 

圓岡偉男,黒澤周生(2011)「意思決定の基礎構造に関する一考察」,東京情報大

学研究論集,15(1),pp.49-61. 

中川大(1999)「モラル・ジレンマは解消しうるか」,北海道大学『哲学』

（35）,pp.97-112. 

日本経済新聞(2014) 6 月 27 日朝刊１面。 

野中郁次郎(1985)『企業進化論―情報創造のマネジメント』,日本経済新聞社。 

橋本勲,中田善啓,陶山計介(1990)『戦略的マーケティング』,新評論。 

原田保,三浦俊彦(2008)「マーケティング戦略とは何か‐Levitt の「マーケテ

ィング・マイオピア」を超えて-」,戦略研究学会『マーケティング戦略

論-レビュー・体系・ケース-』,pp.9-18. 

藤井聡(2003) 『社会的ジレンマの処方箋：都市・交通・環境問題の心理学』，

ナカニシヤ出版。 

藤井聡(2007)「法律と社会的ジレンマ:意図性に基づく社会的秩序の自律的形

成」,神戸大学,『CDAMS(「市場化社会の法動態学」研究センター) ディ

スカッションペイパー』,pp.1-30。 

宮川公男（2005）『意思決定論 基礎とアプローチ』,中央経済社。 

宮原義友(1978)「マーケティング・コンセプト」,横浜商科大学,『横浜商科大

学紀要』2,pp. 3-29. 

保田芳昭(1976)『マーケティング論研究序説』,ミネルヴァ書房。 

若林靖永(2003)『顧客志向のマス・マーケティング』,同文館。 

 

第 5 章 

Achrol,R.S.,Reve,T., and Stern, L.W. (1983) “The environment of marketing 

channel dyads: a framework for comparative analysis”, The Journal 

of Marketing, pp.55-67. 



344 
 

Alexander,S.,Cross,J.S.,and Hill,R.M.R.(1967) Industrial marketing. 

Homewood,IL:RD Irwin. 

Anderson,J.C.,Håkansson,H., aand Johanson,J.(1994)“Dyadic business 

relationships within a business network context”,The Journal of 

Marketing,58(4),pp.1-15. 

Arndt,J.(1979)“Toward a Concept of Domesticated Markets”,Journal of 

marketing,43(4),pp.69-75. 

Bonoma,T.V., Bagozzi,R.,and Zaltman, G.(1978) “The dyadic paradigm with 

specific application toward industrial marketing”, Organizational 

buying behavior,pp.49-66. 

Burns,T.E.,and Stalker,G.M.(1961)“The management of 

innovation”,University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy 

for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in 

Entrepreneurship. 

Cheung,M.Y., and Turnbull,P.W.(1998) “A review of the nature and 

development of inter-organisational relationships: a network 

perspective”, Network Dynamics in International Marketing, Oxford: 

Pergamon/Elsevier Science, pp.42-69. 

Cohen,M.D.,March,J.G.,and Olsen,J.P.(1972)“A garbage can model of 

organizational choice”,Administrative science quarterly,pp.1-25. 

Copeland,M.T.(1924) Principles of Merchandising. 

Corey,E.R.(1962)Industrial marketing : cases and concepts,Englewood 

Cliffs, N.J.:Prentice-Hall. 

Dodge,H.R.(1970)Industrial marketing. McGraw-Hill. 

Dwyer,F.R.,Schurr,P.H., & Oh,S.(1987)“Developing buyer-seller 

relationships”The Journal of marketing, pp.11-27. 

Eirizand Dom WilsonVasco.(2006) “Research in Relationship Marketing: 

Antecedents, Traditions and Integration”, European Journal of 

Marketing40, no.3/4,（March 1）,pp.275–291. 



345 
 

Evan,W.M.(1966) “The organization-set: Toward a theory of 

interorganizational relations”, Approaches to organizational 

design, pp.173-191. 

Fisher,L.(1969)Industrial marketing: an analytical approach to planning 

and execution.Random House Business. 

Ford,D.,Gadde,L.E.,Håkansson,H., & Snehota,I.(1998)Managing business 

relationships,Jon Wiley 6 Sons.(小宮路雅博訳『リレーションシップ・

マネジメント‐ビジネス・マーケットにおける関係性管理と戦略』,白桃

書房,2001.) 

Håkansson,H.(ed).(1982)International marketing and purchasing of 

industrial goods: An interaction approach. Chichester: Wiley and 

Sons. 

Harrington,R.J and Tjan.A.K.(2008)“Transforming strategy one customer at 

a time”Harvard business Review,86(3),pp.62-72.(スコフィールド素

子訳「エンド・ユーザー別セグメンテーションの導入 B2C の手法で B2B 事

業を伸ばす」,Diamond ハーバード・ビジネス・レビュー, 33(7), 

pp.132-145.) 

Hutt,M.D.,and Speh,T.W.(2004) Business marketing management: A strategic 

view of industrial and organizational markets. South-Western,a 

division of Cengage Learning.(笠原英一解説・訳『産業財マーケティ

ング』,白桃書房,2009.) 

Johnston,W.J.,Lewin,J.E.,and Spekman,R.E.(1999) “International 

industrial marketing interactions:dyadic and network 

perspectives”,Journal of Business Research,46(3),pp.259-271. 

Lawrence,P.R.,and Lorsch,J.W.(1967) Organization and environment: 

Managing differentiation and integration.Harvard Business School 

Press, Boston, MA.(吉田博訳『組織の条件適応理論』,産業能率大学出

版部,1977.) 

Macneil,I.R.(1980)The new social contract:An inquiry into modern 

contractual relations.Yale University Press. 



346 
 

Mattsson, L.G.(1997)“Relationship marketing” and the “markets‐as‐

networks approach”—a comparative analysis of two evolving streams 

of research.Journal of Marketing Management,13(5),pp.447-461. 

Miles, Raymond.E. and Snow,Charles.Curtis (1978) Organizational Strategy, 

Structure, and Process,McGraw-Hill,Inc.（土屋守章,内野崇,中野工訳

『戦略型経営：戦略選択の実践シナリオ』,ダイヤモンド社,1983.） 

Möller,K.K.,and Wilson,D.T.(Eds.)(1995) Business marketing:An 

interaction and network perspective. Springer Science and Business 

Media. 

Montoya‐Weiss,M.M.,and Calantone,R.(1994) “Determinants of new product 

performance: a review and meta‐analysis”,Journal of product 

innovation management 11(5),pp.397-417. 

Moriarty,R.T.(1983)Industrial buying behavior:Concepts,issues,and 

applications.Free Press. 

Pacenti,G.C.,Giuliani,A.,Vitale,M.,and Borgomeo,C.(1998)Business 

marketing: la gestione dei processi di marketing nelle aziende 

operanti in mercati business to business.Il Sole 24 Ore.(近藤修司,

鈴木剛一郎監修,高達秋良監訳『B2B マーケティング』,ダイヤモンド

社,2000.) 

Pfeffer, J.(1987) “A resource dependence perspective on intercorporate 

relations”,Intercorporate relations: The structural analysis of 

business,pp.25-55. 

Pfeffer,J.,and Salancik,G R.(1978)The External Control of Organizations: 

A Resource Dependence Perspective,HarperandRow,Publishers,Inc. 

Robinson.J.,C.W.Faris,and Y.Wind.P.(1967) Industrial buying and creative 

marketing.Allyn,Boston. 

Sculley,A.B.,&Woods,W.W.(2001) B2B exchanges:The killer application in 

the business-to-business internet revolution. Japanese translation 

rights arranged with ISI Publications through Japan UNI 



347 
 

Agency,Inc.,Tokyo.(前田俊一訳『実践ガイド BtoB 入門』,日本経済新聞

社,2000.) 

Sheth,J.N.(1973) “A model of industrial buyer behavior”,The Journal of 

Marketing,pp.50-56. 

Sheth,J.N.,Gardner,D.M., and Garrett,D.E.(1988) Marketing theory: 

evolution and evaluation (Vol. 12). John Wiley & Sons Inc. 

Sheth,J.N., & Shah, R.H.(2003)“Till death do us par… but not always:Six 

antecedents to a customer's relational preference in buyer–seller 

exchanges”,Industrial Marketing Management, 32(8), pp.627-631. 

Shaw,A.W.(1915) Some problems in market distribution,Harvard Univ.Press.

（丹下博文訳『市場流通に関する諸問題（新増補版）』,白桃書房,2012.） 

Stern,L.W., & Reve,T.(1980)“Distribution channels as political 

economies:a framework for comparative analysis”,The Journal of 

Marketing,pp.52-64. 

Uzzi,B.(1997) “Social structure and competition in interfirm networks: 

The paradox of embeddedness”,Administrative science quarterly, 

pp.35-67. 

Webster,F.E.,and Wind,Y.(1972) Organizational buying behavior,Prentice 

Hall. 

Weick,E.(1979)The Social Psychoogy o Organzing（2nd ed.）,Addison-Wesley,

（遠田雄志訳『組織化の社会心理学』,第２版,文眞堂,1997.） 

Williamson,O.E.(1975) Markets and hierarchies,analysis and antitrust 

implications a study in the economics of internal organization,New 

York:The Free Pres. 

Wilson,A.(1965)The marketing of industrial products,Hutchinson. 

石井淳蔵（1993）『マーケティングの神話』,日本経済新聞社。 

井原久光(2006)「産業財メーカーのマーケティング戦略と教育の重要性:村田製

作所に関する事例分析」,東洋学園大学紀要,14,pp.167-188. 

入山章栄（2015）『ビジネススクールでは学べない世界 先端の経営学』, 

日経ＢＰ社。 



348 
 

大友純(2002)「産業財製造業者における技術と広告の役割」,明大商學論叢, 

84(1),pp.165-180. 

大平進(2012)「産業財市場における売り手と買い手の協調行動 -リレーション

シップ・マーケティングの観点から-」,早稲田大学『商学研究科紀要』

74,pp.91-104. 

川上智子(2005)『顧客志向の新製品開発』,有斐閣。 

久保康彦(2002)「マーケティング・ネットワークの理論的展開」陶山計介,宮崎

昭,藤本寿良編『マーケティング・ネットワーク論』,有斐閣.pp.49-50. 

久保康彦(2008)「マーケティングにおけるネットワーク・アプローチのための

概念装置試論」,相模女子大学紀要 C,社会系,72,pp.31-42. 

久保田進彦(2008)「マーケティング研究におけるネットワーク・パースペクテ

ィブの現状と展望」,中京商学論叢（54）,pp.49-75. 

塩沢由典(2000)「システム・アプローチに欠けるもの:経済学における反省」,

社会・経済システム(19),pp.55-67. 

嶋口充輝(1984)『戦略的マーケティングの論理』,誠文堂新光社。 

嶋口充輝(1995)『顧客満足型マーケティングの構図』,有斐閣。 

島田克美(1990)『商社商権論』,東洋経済新報社。 

高井紳二,宮崎洋（2009）『技術ブランド戦略』,日本経済新聞出版社。 

髙嶋克義(1988)「産業財マーケティング論の現状と課題」,京都大学『経済論叢』

142(1),pp133-154. 

高嶋克義（1998）『生産財の取引戦略‐顧客適応と標準化‐』,千倉書房。 

高嶋克義,南知恵子(2006)『生産財マーケティング』,有斐閣。 

田村正紀（2001）『流通原理』,千倉書房。 

田村正紀（2006）『リサーチデザイン 経営知識創造の基本技術』,白桃書房。 

崔容熏,北島啓嗣(2009)「素材・部品における「顧客の顧客」向けのブランディ 

ングは有効なのか?」,立命館大学『Discussion Paper 

Series』,No.003,pp.1-21. 

沼上幹（2000）『行為の経営学 経営学における意図せざる結果の探求』, 白桃

書房。 



349 
 

野中郁次郎 (1974a)「産業財マーケティングにおける組織間システム」,東京ワ

ークショップ著『マーケティング理論とシステムズアプローチ』,白桃書

房,pp.157-185. 

野中郁次郎(1974b)『組織と市場』,千倉書房。 

野中郁次郎 (1979)「生産財マーケティング」,村田昭治編著『現代のマーケテ

ィング』,誠文堂新光社,pp.241-247. 

野中郁次郎(1996)『知的創造企業』,東洋経済新報社。 

浜中憲一,角澤明（2010）『生産財マーケティング戦略』,生産性出版。 

福田康典(2002)「産業財マーケティングに関する研究アプローチの考察」,高崎

経済大学論集 45(1),pp.95-108. 

藤井昌樹,広田幸男(1998)『産業財マーケティング-大競争時代のマネジメント

革新-』,東洋経済新報社。 

藤本隆宏(2003)『能力構築競争‐日本の自動車産業はなぜ強いのか‐』,中公新

書。 

藤本隆宏 and クラーク・キム(1993)『製品開発力』,ダイヤモンド社。 

南知恵子(2006)「生産財取引における関係構築戦略」,国民経済雑誌 194

（2）,pp.65-76. 

宮澤永光(1994)「米国における産業財流通業者に関する一考察」,早稲田商学

360・361 合併号,pp71-98. 

山倉健嗣(1993)『組織間関係:企業間ネットワークの変革に向けて』,有斐閣。 

余田拓郎(2000)『カスタマー・リレーションの戦略論理―産業財マーケティン

グ再考』,白桃書房。 

余田拓郎(2007)「産業財取引の電子市場化とマーケティング課題-探索的調査に

基づく考察」,慶応経営論集,24(1),pp.163-175. 

余田拓郎(2011)『BtoB マーケティング』,東洋経済新報社。 

余田拓郎,首藤明敏(2006)『BtoB ブランディング』,日本経済新聞社。 

渡辺達朗(1996)「関係性マーケティングの研究動向と課題（１）‐ヨーロッパ

における展開からの示唆‐」,流通情報,pp18-26. 

 

 



350 
 

第 6 章 

Bain,J.S.（1968）Industrial Organization,2nd ed,（宮澤健一監訳『産業組

織論』（上・下）,丸善株式会社,1970.） 

Browne,J.,Dubois,D.,Rathmill,K.,Sethi,S.P.,&Stecke,K.E.(1984) 

“Classification of flexible manufacturing systems”,The FMS 

magazine,2(2),pp.114-117. 

Dodds,B.,and Monroe, K.B.W.(1985)“The effect of brand and price 

information on subjective product evaluations”,Advances in consumer 

research,12(1),pp.85-90. 

Drucker,F.Peter（1954）The Practice of Management,(上田惇生訳『現代の経

営・上』,ダイヤモンド社,2006.) 

Garvin,D.A.(1984)“What does product quality really mean”, 

Sloan management review,26(1).pp.25-43. 

Grönroos,C.(1990) Service management and marketing: managing the moments 

of truth in service competition,Jossey-Bass.（近藤宏一,蒲生智哉訳

『北欧型サービス志向のマネジメント―競争を生き抜くマーケティング

の新潮流』,ミネルヴァ書房,2013.） 

Grönroos,C.(1984) “A service quality model and its marketing 

implications”, European Journal of marketing,18(4),pp.36-44. 

Kohli,A.K., & Jaworski,B.J.（1990）“Market Orientation:the 

Construct,Research Propositions and Managerial 

Implications”,Journal of Marketing,Vol.54,No.2,pp.1-18. 

Kotler,P.（2003）Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager 

needs to know,John Wiley & Sons,(恩藏直人監訳,大川修二訳『コトラ

ーのマーケティング・コンセプト』,東洋経済新報社,2003.) 

Kotler,P.and Armstrong,G.(2001)Principles of marketing,Pearson Education

（和田充夫監訳『マーケティングの原理第 9 版‐基礎理論から実践戦略

まで‐』,ダイヤモンド社,2009.）. 

Kotler,P.and Keller,K.L.(2006) Marketing Management,12th 

Edition ,pearson Education,inc.,Prentice-Hall.(恩藏直人監修,月谷



351 
 

真紀訳,『コトラーand ケラーのマーケティソグ・マネジメント［第 12

版］』，ピアソン・エデュケーション社,2013.) 

Lehmann,D.R., & O'shaughnessy,J.(1974)“Difference in attribute 

importance for different industrial products”,The Journal of 

Marketing,pp.36-42. 

Lovelock,C., & Wright,L.(2001)Principles of service marketing and 

management, Prentice Hall.（小宮路雅博監訳,高畑泰・藤井大拙訳,『サ

ービス・マーケティング原理』,白桃書房,2002 年.） 

Möller,K.K., & Wilson,D.T.(Eds.)(1995)Business marketing: An interaction 

and network perspective. Springer Science & Business Media. 

Narver,J.C., & Slater,S.F.(1990)“The effect of a market orientation on 

business profitability”,The Journal of marketing,pp.20-35. 

Pacenti,G.C.,Giuliani,A.,Vitale,M.,and Borgomeo,C.(1998)Business 

marketing: la gestione dei processi di marketing nelle aziende 

operanti in mercati business to business.Il Sole 24 Ore.(近藤修司・

鈴木剛一郎監修,高達秋良監訳『B2B マーケティング』,ダイヤモンド

社,2000.) 

Porter,M.E.(1979)“How competitive forces shape strategy”,Harvard 

Business Revie,March-April,pp.137-145. 

Sethi,A.K.,& Sethi,S.P.(1990)“ Flexibility in manufacturing:a 

survey”,International journal of flexible manufacturing systems, 

2(4),pp.289-328. 

池尾恭一,青木幸弘,南知恵子,井上哲治(2010)『マーケティング』,有斐閣。 

石井淳蔵(1984)「マーケティング戦略論」,『日本流通研究の展望』,千倉書

房,pp.137-164. 

碓井菘(1989)「組織変数論」,小林幸一郎,梅沢正編『組織社会学』，サイエンス

社。 

桑田耕太郎,田尾雅夫(1998)『組織論』,有斐閣アルマ。 

経済産業省（2015）「鉄鋼業の現状と課題（高炉を中心に）」,経済産業省。 

嶋口充輝（1984）『戦略的マーケティングの論理』,誠文堂新光社。 



352 
 

妹尾堅一郎(2009)『技術力で勝る日本が,なぜ事業で負けるのか』,ダイヤモン

ド社。 

高橋正泰(1980)「組織コンフリクトに関する一考察-コンフリクト･ マネジメン

トへの研究動向を中心として」,明治大学『経営論集』28（1）,pp.97-123. 

田村正紀(2006)『リサーチ・デザイン』,白桃書房。 

田村正紀(2015)『経営事例の質的比較分析』,白桃書房。 

野村総合研究所(2013)『2020 年の産業－事業環境の変化と成長機会を読み解く

－』,東洋経済新報社。 

野中郁次郎(1974)『組織と市場』,千倉書房。 

延岡健太郎(2006)『マネジメントテキストＭＯＴ[技術経営]入門』,日本経済新

聞出版。 

延岡健太郎(2008)「価値づくりの技術経営:意味的価値の創造とマネジメン

ト」,Institute of Innovation Research, Hitotsubashi University,IIR 

Working Paper ; No.08-05.pp.1-24. 

延岡健太郎, 高杉康成 (2010)「生産財における意味的価値の創出-キーエンス

の事例を中心に」,一橋ビジネスレビュー57(4),pp.52-64. 

福田康典(2002)「産業財マーケティングに関する研究アプローチの考察」,高崎

経済大学論集 45(1), pp.95-108. 

藤井昌樹,広田幸男(1998)『産業財マーケティング-大競争時代のマネジメント

革新-』,東洋経済新報社。 

藤本隆宏(2003)『能力構築競争‐日本の自動車産業はなぜ強いのか‐』,中公新

書。 

藤本隆宏 and クラーク・キム(1993)『製品開発力』,ダイヤモンド社。 

増谷博昭（2015）「BtoB マーケティングの研究アプローチに関する考察」, 商

品開発・管理学会第 24 回全国大会講演・論文集 pp.57－62. 

若林靖永(2003)『顧客志向のマス・マーケティング』,同文館。 

 

第 7 章 

Bain,J.S.(1968)Industrial Organization,2nd ed.（宮澤健一監訳『産業組織

論』（上・下）,丸善株式会社,1970.） 



353 
 

IC Insights  2015 Semiconductor Sales Leaders Forecast to Include 

NXP/Freescale; One Japanese 

Companyhttp://www.icinsights.com/news/bulletins/2015-Semiconduct

or-Sales-Leaders-Forecast-To-Include-NXPFreescale-One-Japanese-C

ompany/（2015.11.23 アクセス） 

Kotler,P.J.and Armstrong,G.M.(2001)Principles of marketing,Pearson 

Education. (監訳和田充夫『マーケティング原理 第九版』,ダイヤモン

ド社,2003.) 

Porter,E.M.(1998) On Competition.(竹内弘高訳『競争戦略論Ⅰ』,ダイヤモン

ド社,1999.) 

SEMI(2015)Press Releases, 2015 年 4 月 6 日. 

SEMI(2015)「世界シリコン市場統計」, 

[http://www.semi.org/jp/MarketInfo/SiliconShipmentStatistics], 

（2015.11.23 アクセス） 

赤坂麻実(2015)「2015 年の半導体トップ 10,日本企業は東芝だけに」, 

[http://www.nikkei.com/article/DGXMZO85896180Q5A420C1000000/],

（2015.11.23 アクセス） 

上田大助(2015)「これからのパワー半導体デバイス‐Si パワーデバイスの進化

を振り返って‐」,先進パワー半導体分科会誌,vol.2.No01,pp42-44. 

大貫正實(1993)「半導体業界のシリコン・サイクル論」,中央学院大学商経論叢 

8(1),pp55-83. 

小川貴史(2010)「システムダイナミックスによる DRAM 市場における周期的変動

の考察-モデル構築と基本メカニズム 」,システムダイナミックス,9, 

pp45-60. 

加藤凡典(2013)「パッケージと半導体産業」,SEMI 通信,2013 年 11 月

号,pp.14-15.  

株式会社 SUMCO(2015)「シリコンに関する Q and A」, 

[http://www.sumcosi.com/products/faq.html],（2015.11.23 アクセス） 

株式会社 SUMCO(2006～2015)『有価証券報告書』。 



354 
 

株式会社 SUMCO(2015)「半導体デバイスの発展にともなうウェーハの大口径

化」,[http://www.sumcosi.com/products/next_generation/large_diam

eter.html],（2015.11.23 アクセス） 

キャノシス株式会社(2015)「2～12 インチシリコンウェーハ規格表 JEITA vs 

SEMI」,[www.canosis.co.jp/pdf/si-wafer_std_SEMIvsJEITA.pdf],

（2015.11.23 アクセス） 

公正取引員会(2006)「株式会社 SUMCO によるコマツ電子金属株式会社の株式取

得について」。 

佐藤淳一(2013)『よくわかる 新半導体プロセスの基本と仕組み』,秀和システ

ム。 

佐野昌(2012)『半導体衰退の原因と生き残りの鍵』,日刊工業新聞社。 

信越化学工業株式会社(2005～2014)『有価証券報告書』。 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構独立行政法人(2014)『鉱物マテリアルフロー

2014』,ケイ素。 

セミコンダクタージャパン『半導体入門講座』, 

http://www.semiconductorjapan.net/serial/lesson/22.html 

（2015.11.23 アクセス） 

田村正紀(2006)『リサーチ・デザイン 経営知識創造の基本技術』,白桃書房。 

田村正紀(2015)『経営事例の質的比較分析』,白桃書房。 

電子ジャーナル社(2008)『半導体材料データブック 2008』,電子ジャーナル社。 

電子情報技術産業協会(2007)『年度報告書‐巻頭言‐』,半導体技術ロードマッ

プ専門委員会。 

電子情報技術産業協会(2014)『世界半導体市場統計（WSTS）』。 

富田純一,立本博文(2008)「半導体における国際標準化戦略-300mm ウェーハ対

応半導体製造装置の事例-」,東京大学ものづくり経営研究センター MMRC 

Discussion Paper,No.222,pp1-28. 

日本政策投資銀行産業調査部(2012)「 先端のものづくりを支える日本の半導

体製造装置産業 ～課題と展望～」,日本政策投資銀行,今月のトピックス

No181. 

野中郁次郎(1974)『組織と市場』,千倉書房。 



355 
 

畑陽一郎(2011)「SiC 基板の特許,デンソー,Cree,新日本製鉄が強い」, 

アイティメディア株式会社, 

[http://eetimes.jp/ee/articles/1104/12/news131.html], 

（2015.11.23 アクセス） 

服部毅（2016）「2016 年の半導体製造装置市場は 1%成長ながら 2017 年は 2 桁成

長へ - SEMI」

[http://news.mynavi.jp/articles/2016/07/27/semi2016/],(2016.9.1

アクセス) 

増谷博昭(2015)「BtoB マーケティングの研究アプローチに関する考察」, 商品

開発・管理学会第 24 回全国大会講演・論文集 pp.57－62. 

湯之上隆(2012)『「電機・半導体」大崩壊の教訓』,日本文芸社。 

 

第 8 章 

Drucker,F.Peter.(1954,2006) The Practice of Management, (上田惇生訳『現

代の経営・上』,ダイヤモンド社,2006.) 

Krippendorff.K.(1980) Content Analysis:An Introduction to Its 

Methodology,Sage Publication,Inc.（三上俊治, 椎野信雄, 橋元良明 

訳,『メッセージ分析の技法 「内容分析」 への招待』,勁草書房,1989.） 

株式会社 SUMCO(2006～2015)『有価証券報告書』。 

高嶋克義,南知恵子(2006)『生産財マーケティング』,有斐閣。 

田村正紀(1989)『現代の市場戦略』,日本経済新聞社。 

服部毅（2016a）「国際半導体技術ロードマップが終了 - IEEE が新たに半導体・

コンピュータロードマップを発足」

[http://news.mynavi.jp/articles/2016/06/14/itrs/]（2016.9.22 アク

セス） 

服部毅（2016b）「どうなる? 次世代の半導体プロセス技術」

[http://news.mynavi.jp/series/icknowledge/001/]（2016.9.22 アクセ

ス） 

 

 



356 
 

第 9 章 

グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社(2012～2015)『決算公告』。 

[http://www.sas-globalwafers.co.jp/jpn/corporate/koukoku.html]

（2016.3.10 アクセス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



357 
 

インタビュー調査票 

 

 

 

分類
質問
番号

ご質問 アンケート

コンセプト（C） Q1
顧客維持や顧客開拓に関して、どの様な戦略意図（製品開発及び製造・販売）
を持っているでしょうか？

コンセプト（C） Q2

顧客維持や顧客開拓に関する戦略意図の部下への伝達方法（文章や口頭、映
像など）はどの様に行なっているのでしょうか？
また、その頻度はどれくらいでしょうか？（例えば、月例会議等の際に伝える・・・
12回以上／年（多い）、4半期に1度位・・・4回くらい／年（少ない））

頻繁にある　５　４　３　２　１　まったくない

コンセプト（C） Q3

顧客維持や顧客開拓に関する戦略意図に関する解釈や戦術としての実務活動
への展開において、齟齬（経営層が伝えている意図と伝えられている従業員の
解釈・行動）は生じていないでしょうか？
生じている場合、その原因は何でしょうか？また、生じている場合どの様に修正
対応されているのでしょうか？

生じている　５　４　３　２　１　生じていない

マネジメント①（T） Q4
市場戦略の顧客維持や顧客開拓に関する戦略意図を文章化・映像化（戦略ビ
ジョンやリスクマネジメント文書・映像等）し、
経営層が責任を持つことを社内へ示していますか？

マネジメント①（T） Q5

顧客維持や顧客開拓に関しするリスク（例えば、納期遅延や価格交渉ミスなど）
は、主に経営層もしくは現場のいずれが対応しますか。　　　　　　　　　　＊リスク
の内容、影響度等によって異なると思いますが、お応えできるケース／範囲でお
願い致します。

経営層　５　４　３　２　１　現場

マネジメント②（S） Q6

競争力維持・向上のためのに人事制度、報酬制度、キャリアパス制度設計など
の制度構築にはどの様なことに留意していますか？
（制度設計一覧などがあればご提供お願いします。詳細を知りたいわけではあり
ません。多様な制度設計になっているかどうかを知りたいです。）

マネジメント②（S） Q7
人事評価は、開示された評価基準が定められ、公平な制度になっているでしょう
か？
人事評価は製品開発・製造・販売のモチベーションに影響するとお考えですか？

なっている　５　　４　　３　　２　　１　なっていない
影響する　５　　４　　３　　２　　１　影響しない

マネジメント②（S） Q8 現在の人事評価制度は適正（満足）でしょうか？　その理由は何ですか？ 適正（満足）　５　　４　　３　　２　　１　不適正（不満足）

マネジメント②（S） Q9
現在の報酬制度は適正（満足）でしょうか？　その理由は何ですか？
報酬制度は製品開発・製造・販売のモチベーションに影するとお考えですか？

適正（満足）　５　　４　　３　　２　　１　不適正（不満足）
影響する　５　　４　　３　　２　　１　影響しない

マネジメント②（S） Q10
報酬制度は、どの様な仕組みになっていますか？　（詳細なものでは無く、仕組
みが理解できる程度で結構です）

マネジメント②（S） Q11
教育・研修制度は、キャリアパス等のモデルが設定され、希望する教育・研修
（学会・セミナー参加等を含む）を受けることができるのでしょうか？

できている　５　　４　　３　　２　　１　できていない

マネジメント②（S） Q12
各部門の技術や技能、知識等の伝承は、計画的に実施されているでしょうか？
（詳細な計画を知りたいわけではありません。実施されているのであれば、その
概要（頻度や質など）を確認できる資料などがあれば幸いです）

できている　５　　４　　３　　２　　１　できていない

マネジメント②（S） Q13 その伝承は、競争力の源泉になっているでしょうか？ なっている　５　　４　　３　　２　　１　なっていない

マネジメント③（I） Q14

顧客からの要求事項等のニーズ情報は、どの様に社内へ伝達（転写）されていく
のでしょうか？
また、顧客からのニーズ情報や社内情報などは誤解したり、取り間違えたりする
ことなく、社内関係者全員で共有化できているのでしょうか？

できている　５　　４　　３　　２　　１　できていない

マネジメント③（I） Q15
製品開発等に関するシーズ情報は、関係各部門間で全体最適化され整合性が
とれた情報として、
製品化やサービス提供などへ活かされているでしょうか？

活かされている　５　　４　　３　　２　　１　活かされていない

マネジメント③（I） Q16
製品開発やサービス提供等に関わるシーズ情報に関して「誰」が「何」を情報と
して持っているかを各従業員はお互いに知っているのでしょうか？

知っている　５　　４　　３　　２　　１　知らない

マネジメント③（I） Q17

部門間を超えたコミュニケーションは公式（会議など）・非公式（ランチや飲み会な
ど）に行なわれているのでしょうか？
（例えば、公式・非公式合わせて、毎月１回以上、年に１２回以上はある・・・多
い、4半期に1度位・・・少ない）

良くある　５　　４　　３　　２　　１　まったくない

マネジメント③（I） Q18
ニーズ情報やシーズ情報に関する社内のコミュニケーション方法は主にどの様
な手法を使っているでしょうか？

直接対話　５　　４　　３　　２　　１　メールや電話など間接対話

マネジメント③（I） Q19
ニーズ情報及びシーズ情報は、次回以降の顧客対応や製品開発等へどの様に
転用（DB化等）させているのでしょうか？

マネジメント③（CN） Q20
社内でのコンフリクトは、主にどの様な内容で、組織のどの場所（部門間、上下
間）で発生しているでしょうか？
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マネジメント③（CN） Q21 社内でコンフリクトの発生頻度は高いでしょうか低いでしょうか？ 高い　５　　４　　３　　２　　１　低い

マネジメント③（CN） Q22
コンフリクトが社内で発生した場合、コンフリクトを戦略的にマネジメント（競争、受
容、回避、妥協、協調）しているでしょうか？

している　５　　４　　３　　２　　１　していない

表層活動①（PD） Q23

主な製品ラインはどの様な比率になっているでしょうか？（詳細なデータを知りた
いわけではありません。HPに掲載されている製品群の主な比率が分かれば幸
いです。／インゴット販売やダミーウェハ等も含む）
製品ラインの豊富さは、競争力に影響があるのでしょうか？

他社より豊富　５　　４　　３　　２　　１　他社より足りない
ある　５　　４　　３　　２　　１　ない

表層活動①（PD） Q24
製品のライフサイクル（導入期、成長期、成熟期、衰退期）は、主な製品でどの
様になっているでしょうか？

表層活動①（PD） Q25

現在のITRSやSEMIの規格などがある中では、新たなシリコンウェハ開発の余地
は少なく、原則、現状の製品ラインをベースとした製品開発・製造・販売競争がし
ばらくは主となるとお考えですか？（ITRSやSEMIの規格などが、どの程度製品
開発の制約条件になっているのかを知りたいです。）

表層活動①（PD） Q26
競合他社と比較して製品の競争優位性は何でしょうか？　製品ごとに優位性は
異なるのでしょうか？

表層活動①（PD） Q27
製品を購入する顧客は、製品に対してどの様な価値を求めているのでしょうか？
また、顧客とはどの様に製品を共創していくのでしょうか？

表層活動③（PD） Q28
製品の在庫調整はどの様に行なっているのでしょうか？（毎月の在庫調整方法
などを知りたいわけではありません。業界の動きと関係の中で、どの様な仕組み
で対応しているのかを知りたいです。）

表層活動②（PC） Q29

各製品プライスは、どの様に決定しているのでしょうか？例えば下記のような3種
の場合、どの様になっているでしょうか？
①コスト志向型価格設定・・・製品のコストを基準に価格を決定する
②知覚価値志向型価格設定・・・価格をコストを基準に設定するのではなく、顧客
に提供する価値をもとに価格を設定する
③競争志向型価格設定・・・競合製品との競争を考慮し実勢価格に基づいて価
格設定をする

表層活動②（PC） Q30 各製品プライスは、競合他社に比べ、高いでしょうか安いでしょうか？ 他社より高い　５　　４　　３　　２　　１　安い

表層活動②（PC） Q31
製品プライスは、顧客の製品購入判断の最重要要素でしょうか？製品品質で
しょうか？納期でしょうか？生産能力など他の要素でしょうか？

表層活動③（PL） Q32

製品はどの様な流通経路（陸海空）／単位で、誰がどこから顧客へ届けるので
しょうか？
（直接販売や代理店販売、物流会社の利用など／フロー図などご提供いただけ
る資料があればお願い致します。尚代理店とは原則資本関係の無い他社を指
し、子会社や関連会社などでの販売は、代理店販売には該当しない、との解釈
でお願い致します。）

表層活動③（PL） Q33
凡そ、直接販売、代理店販売（代理店販売の考え方は上記同様）などの比率
は、どの様になっていますでしょうか？

表層活動③（PL） Q34
社長様及び経営層が顧客へ訪問するサイクルは、どの様になっているのでしょう
か？主にどの様な目的で顧客へ訪問するのでしょうか？

表層活動③（PL） Q35
現在の製品開発・製造拠点・営業拠点等の拠点配置や配置人員数は、適切で
しょうか？　それは顧客満足度の高いものでしょうか？

適切　５　　４　　３　　２　　１　不適切

表層活動④（PM） Q36

新規顧客獲得＆既存顧客維持へのプロモーション活動（製品案内や技術紹介、
工場見学会など）はどの様に行なっているのでしょうか？
また、どの様な活動（イベントや学会、Ｗｅｂ、営業ツールなど）に注力しているの
でしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加え
て、新規顧客獲得と既存顧客維持へのプロモーション活動では、どちらに注力し
ているでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規顧客
獲得と既存顧客維持へのプロモーション活動は顧客満足度の高い活動となって
いるでしょうか？　その理由・根拠は何でしょうか？

新規顧客獲得PM　５　　４　　３　　２　　１　既存顧客維持PM
満足度が高い　５　　４　　３　　２　　１　満足度が低い

表層活動④（PM） Q37

既存顧客とのコミュニケーション頻度はどの程度でしょうか？（Q３４の社長様・経
営層が顧客へ訪問すること以外を含め）
それは競合他社に比べ、量・質とも高いでしょうか？　その理由／根拠などは何
でしょうか？

他社より高い　５　　４　　３　　２　　１　低い

表層活動④（PM） Q38
顧客と共同開発する製品情報は、機密が多いと思われますが、蓄積された情報
／実績をどの様に管理し、
異なる顧客へのＰＲ等に利用しているのでしょうか？

表層活動④（PM） Q39

顧客以外の一般向け（学生・株主・地域住民等）に企業ブランド・企業知名度向
上等を行なう必要性はあるでしょうか？有無の理由は何でしょうか？顧客市場だ
けのプロモーション等アプローチだけで、顧客市場における競争力は維持・向上
できるとお考えでしょうか？　その理由は何でしょうか？現在企業ブランド・企業・
製品知名度／認知度向上等の活動は各市場（顧客市場・労働市場・金融市場）
で十分行なわれているでしょうか？行なわれている／行なわれていないとすれ
ば、なぜでしょうか？
顧客市場以外での企業ブランド・企業・製品知名度／認知度は、顧客市場競争
力に影響があるのでしょうか？　有無の理由は何でしょうか？

必要がある　５　　４　　３　　２　　１　必要ない
顧客市場アプローチで十分　５　　４　　３　　２　　１　不十分
行なわれている　５　　４　　３　　２　　１　行なわれていない
影響がある　５　　４　　３　　２　　１　影響はない

深層活動①（Q） Q40

製品開発や製品販売は、製品ごとや顧客別などによって、開発・製造・営業チー
ムは分けられているのでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チー
ム編成の理由は何でしょうか？（例えば、顧客別の場合、社内での顧客情報の
漏えい防止など）
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深層活動①（Q） Q41
品質（設計品質／設計図に盛り込まれた性能・機能のレベルで狙った品質＆製
造品質／設計品質を狙って製造した実際の製品品質＝適合品質）は、どの様に
維持・管理しているのでしょうか？

深層活動①（Q） Q42
御社の製品品質（設計品質・製造品質）は、顧客満足度を含め、顧客が認知し
ていますでしょうか？（サプライヤー賞等の受賞回数、満足度調査などの結果が
あればご提供お願いします）　その理由／根拠などは何でしょうか？

顧客認知は高い　５　　４　　３　　２　　１　顧客認知は低い

深層活動①（Q） Q43
御社の製品品質（設計品質・製造品質）は、競合他社よりも優れていますでしょ
うか？　その理由／根拠などは何でしょうか？

優れている　５　　４　　３　　２　　１　劣っている

深層活動②（CS） Q44 製品コスト競争力アップのために、どのようなことを行なっていますでしょうか？

深層活動②（CS） Q45 競合他社に比べ、コスト優位性は優れているでしょうか？ 優れている　５　　４　　３　　２　　１　劣っている

深層活動②（CS） Q46
他社に比べコスト優位性があるのであれば、その要因（対応活動）は何でしょう
か？

深層活動②（CS） Q47
両方大切ですが、御社は志向として「コスト削減優位」か「品質向上優位」か、い
ずれでしょうか？

コスト削減優位　５　　４　　３　　２　　１　品質向上優位

深層活動③（D） Q48
製品開発のリードタイムは凡そどれくらいでしょうか？（製品によっても異なると
思いますが、一般的な期間で結構です）

深層活動③（D） Q49
製品開発のリードタイムは競合他社に比べ早いでしょうか？遅いでしょうか？
また、その要因は何でしょうか？

競合他社より早い　５　　４　　３　　２　　１　遅い

深層活動③（D） Q50
製品生産リードタイムは凡そどれくらいでしょうか？（製品によっても異なると思い
ますが、一般的な期間で結構です）

深層活動③（D） Q51
製品生産のリードタイムは競合他社に比べ早いでしょうか？遅いでしょうか？
その要因は何でしょうか？

競合他社より早い　５　　４　　３　　２　　１　遅い

深層活動③（D） Q52
顧客からの要求事項に対し要求対応／解決スピードは、競合他社に比べ早いで
しょうか？　その理由／根拠などは何でしょうか？

競合他社より早い　５　　４　　３　　２　　１　遅い

深層活動③（D） Q53
様々な経営に関わる意思決定スピードは、早いでしょうか？　その要因は何で
しょうか？

早い　５　　４　　３　　２　　１　遅い

深層活動④（F） Q54
生産工程は、繁忙期、閑散期など、どの様に調整しているのでしょうか？（そもそ
も繁忙期、閑散期はあるのでしょうか？あればいつですか？）

深層活動④（F） Q55

顧客からの急なオーダー変更や試作依頼などはどの程度の頻度であります
か？また、あった場合は、どの様に対応しているのでしょうか？
そうした場合の責任者は誰でしょうか？（内容等によって異なると思いますが、お
応えできるケース／範囲でお願い致します。）

深層活動④（F） Q56

総合的に見て、環境変化などへのフレキシビリティさ（対応の質・対応スピード）
は、競合他社より優れているのでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　その理
由／根拠などは何でしょうか？＊尚、フレキシビリティとは、外部環境要因（需要
環境の変化や顧客からのオーダー変更など）の変化に対する、柔軟的・弾力的
な適応を指します。

優れている　５　　４　　３　　２　　１　劣っている

深層活動④（F） Q57
特に、市場環境変化や顧客からのオーダーに対するフレキシビリティ対応力の
向上には、どの様に取り組んでいるのでしょうか？

深層活動④（F） Q58

事業戦略・計画などは年間を通し、あまり変更しないでしょうか？それとも4半期
程度以内に頻繁に見直しを行なうのでしょうか？　　　　　　　　　　　　（例えば、
毎月見直す・・・12回以上／年（多い）、4半期に1度位・・・4回くらい／年（少な
い））

頻繁見直す　５　　４　　３　　２　　１　年間計画に沿う

深層活動⑤（S） Q59
顧客へ提供する開発・製造・販売等に関するサービスには、どの様なものがあり
ますか？尚、サービスとは顧客が抱える様々な課題を解決する活動や顧客の業
務を支援する活動などを指します。

深層活動⑤（S） Q60 御社が考えるサービスの持つ価値はどの様に捉えていますか？
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深層活動⑤（S） Q61
御社が顧客へ提供しているサービスは、顧客維持や顧客開拓の戦略として、競
合他社との差別化要因／競争優位要因とお考えでしょうか？

深層活動⑤（S） Q62
御社が顧客へ提供しているサービスは、顧客サイドでは、御社の企業価値と認
識しているでしょうか？　その理由／根拠などは何でしょうか？

認識されている　５　　４　　３　　２　　　１　認識されていない

深層活動⑥（N） Q63

素材～開発～製造～販売～納入と言ったフローの中で、協力会社などのネット
ワーク構築に重点をおく箇所は、どこでしょうか？　　　　　　　　          その理由
は何でしょうか？（全て自前主義の場合は、その理由は何でしょうか？）　尚、
ネットワークとは、自社製品・サービスの供給、拡大、配送などを行なう為に企業
が形成するパートナーシップや業務提携などを指します。

深層活動⑥（N） Q64

製品開発・製造・販売へ直接的に関わる協力会社とのネットワーク（サプライ
チェーンを含む）構築には、どの様な意図がありますか？また、どの様な活動を
行ない、どの様な仕組みを作っているでしょうか？（参考になるモデル図等があ
ればご提供お願い致します）。ネットワーク内で行なわれる情報交換・価格／納
期交渉などは、顧客維持や顧客開拓の戦略として、競合他社との差別化要因
／競争優位要因に貢献しているでしょうか？　その理由／根拠などは何でしょう
か？

貢献している　５　　４　　３　　２　　１　していない

深層活動⑥（N） Q65

金融機関、研究機関（大学を含む）、市場調査機関などとのネットワーク構築（サ
プライチェーン以外）には、どの様な意図がありますか？また、どの様な活動を行
ない、どの様な仕組みを作っているでしょうか（モデル図等があればご提供お願
い致します）？　ネットワーク内で行なわれる情報交換などは、顧客維持や顧客
開拓の戦略として、競合他社との差別化要因／競争優位要因に貢献しているで
しょうか？　その理由／根拠などは何でしょうか？

貢献している　５　　４　　３　　２　　１　していない

深層活動⑥（FSN） Q66

ＱＣＤ（品質／コスト／デリバリー）は、主要な顧客維持や顧客開拓の戦略だと
思いますが、ＦＳＮ（フレキシビリティ／サービス／ネットワーク）については、顧客
維持や顧客開拓の戦略の中でどの様な位置付として捉えているでしょうか？
また、ＱＣＤは比較的、定量化（数値化）して、コントロールしやすい企業リソース
です。しかし、ＦＳＮは定量化（数値化）し難いため、コントロールしにくい企業リ
ソースと考えられますが、何か具体的な指標等の設定を試みたりしているでしょ
うか？

市場成果（P） Q67
業界的に新規顧客獲得（基本的にはシリコンウェハ製品に関して）は、どの様な
状況で行なわれるのでしょうか？
新規顧客獲得と既存顧客維持の注力ウェイトはいかがでしょうか？

新規顧客獲得　５　　４　　３　　２　　１　既存顧客維持

市場成果（P） Q68
新規顧客獲得数（率）は、年間どれくらいでしょうか？（詳細な数字を知りたいわ
けではありません。）

市場成果（P） Q69 新規顧客獲得は年度目標などが設定されているのでしょうか？

市場成果（P） Q70
新規獲得（対応）部門は既存顧客対応と別途に設定されているのでしょうか？そ
れとも既存顧客対応部門同じなのでしょうか？
その理由は何でしょうか？

市場成果（P） Q71
既存顧客維持には、何が必要な要素でしょうか？　御社にはその要素に関して
競合他社との差別化／競争優位性をどの様に構築していますか？

市場成果（P） Q72

既存顧客数は凡そどれくらいあるのでしょうか（例えば、国内数○○社位：４
０％、海外数○○社位：６０％）？＊精緻な数字や具体的な顧客名ではありませ
ん。
主な既存顧客先は、製品ごとで異なるのでしょうか？（特定の製品は特定の顧
客にしか納品されていないとか）
主な既存顧客先は、半導体メーカー（例えば、インテルやAMD、SONY、ファンド
リーのTSMCなど）以外にあるのでしょうか？あるとすれば、既存顧客の中での
比率はどれくらいですか？　＊精緻な数字や具体的な顧客名ではありません。
既存顧客の維持数（率）／離反（受注減および取引解消などを含む）数（率）は、
年間どれくらいでしょうか？離反の原因は何ですか？＊精緻な数字や具体的な
顧客名ではありません。

市場成果（P） Q73

市場シェアの変動要因は何でしょうか（例えば既存企業間でのM&Aや製品開発
力の差など）？
市場シェアはどれくらいの期間でどれくらい伸びたり減ったりしているのでしょう
か？　＊精緻な数字ではありません。

市場成果（P） Q74
顧客数の増減と利益の増減は比例するのでしょうか？比例しない場合、製品受
注数・価格やコストなどとどの様な関係があるのでしょうか？

＊アンケート項目で、知らない・分からない等の項目に関しては「３」に○を付けてください。それ以外は、なるべく１か２か４か５に○を付けてください。

＊アンケート項目の○付けは、取材時でも構いません。




