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ーケティング活動を行う人々にとって大きな  

意義がある。というのも，マーケテイング活  

動を行う人ふにとって，いかなるマーケテイ  

ング活動が企業成果に結びつくのかという問  

題は，もっとも切実な問題だといえるからで  

ある。   

それからもちろん，これらの議論は，我々  

マーケテイングを研究する立場の人間にとっ  

ても重要な意味がある。マーケテイングその  

もののあり方を理論的，経験的に検討し，概  

念の精赦化を進めることは，我々にとっては  

欠かすことのできない作業である。こうして，  

市場志向にかかわる議論は，マーケテイング  

に関連する多くの人々にとって，極めて中心  

的な問題であると考えることができるだろう。   

本稿は，市場志向に関する先行研究を考察  

する土とを通して市場志向に関する議論の全  

体像をつかみ，また日本での調査結果につい  

ても検討を行うことで，その可能性を把握す  

ることを目的とする。市場志向は，実務的に  

も，理論的にも大きな可能性を有している。  

本稿では，その可能性の一片が示されると同  

時に，今日の市場志向研究の問題点も示され  

ることになる。   

本稿の構成は以下のとおりである。まず，  

市場志向について，先行研究の考察を通して   

○ ・解題   

本稿では，Kohli＆Jaworski（1990）や  

Narver＆Slater（1990）を一つの起点として  

今日議論されている，Market Orientation  

（以下，市場志向）に関する考察を行う。いう  

までもなく，マーケテイングはそもそも市場  

を出発点とする議論であり，その限りにおい  

ては，こうした市場志向に関する議論はなん  

ら目新しいものではない。しかしながら；こ  

うした市場志向に関する議論が近年行われて  

きたことには，一つのはっきりとした理由が  

ある。それは，理念としての市場志向を掲げ  

ることと，実際に市場志向の活動を行うとい  

うことは，必ずしも一敦しないということで  

ある。Kohli＆Jaworski（1990）において端的  

に指摘されているとおり，問題は理念ではな  

く実際の汚動にこそある1）。それゆえ，ここ  

でいわれる市場志向とは，実際の活動におい  

て市場志向が実践できているかどうかという  

点をめぐって議論が進められてきた。   

市場志向をめぐる一連の議論は，実際にマ  
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基本的な枠組みを捉える0その上で，日本で  

行われた調査結果を考察し，これまでの研究  

成果と比較，検討する。最後に，市場志向の  

可能性と今後の課題についてまとめる。  

ビジネスにおける優れた成果を持続させる文  

化であるとされる4）。そして，具体的には，  

市場志向は，顧客志向（Customer  

Orientation），競合志向（Competitor  

Orientation），部門間調整（Interfunctional  

Coordination）から構成されるものであると  

され，Kohli＆Jaworskiとは異なった形で市場  

志向が捉えられている5）。   

この違いは，一つには，市場志向を行動的視  

点で捉えるのか，それとも文化的視点で凍える  

のかという焦点の当て方によるものと考えられ  

る6）。行動由視点においては，市場知識を生み  

出し，普及させ，そして反応するという組織的  

な活動に注力が置かれる。まさに，Kobli 

Jaworski（1990），Jaworski＆Kohli（1993），  

Kohliet al．（1993）の研究がこれに該当する。  

これに対し，文化的視点では，市場志向を伴う  

行動を可能にさせる組織的な規律や価値観に焦  

点が当てられる。こうした研究は，特にNarv－  

er＆Slater（1990）やDeshpandi＆Webster  

（1989）を一つの起点として，Deshpand6etal．  

（1993）などによって研究が進められていく7）。   

こうした市場志向自体の定義については，．さ  

らにいえば，その他にも多くの類似した概念が  

存在している。Custmer－Focused8）やMarket－  

Driven9），さらにはMarket Oriented，Cust－  

mer Orientation，Custmer－Cetntricなどがそ  

れである10）。特に，例えばCustmer Orienta－  

tionなどは，Narver＆Slater（1990）では市場  

亭向の構成概念の一つとして認識されており，  

これらの違いをはっきりさせることは容易なこ  

とではない11）。それゆえ，むしろここでは，こ  

れら多くの概念が登場してきた背景には，共通  

の土壌が存在しているということ，すなわち，  

0--- 市場志向に関する諸研究  

1．市場志向とは何か   

冒頭でも述べたとおり，市場志向という考  

え方自体は，特にマーケテイングにおいては  

なんら目新しいものではない。とはいえ，本  

稿で取り扱うことになる市場志向に関する議  

論が明示的に登場し始めるのは，Kohli＆  

JawOrSki（1990）やNarver＆Slater（1990）  

以降のことである。彼らの研究は，その構成  

概念や測定尺度は異なるものの，以後，市場  

志向に関する先駆的な研究として位置づけら  

れていくことになる。   

そもそも，市場志向とは，Kohli＆Jaworski  

（1990）においては次のように定義されている2）。  

市場志向とは，市場知識，あるいは現在の顧  

客や未来の顧客のニーズに関する情報の組織  

規模での生成（Generation），部門由を横断す  

る情報の普及（Dissemination），そしてそれ  

に対する組碍規模での反応（Responsiveness） 

である0この定義に関しては，Deshpチndi  

（1999）もこれが最近用いられる定義であると  

し，その上で，この定義の中には競争相手に  

対して目を向ける視点も準備されているとし  

ている3）。   

これに対し，Narver＆Slater（1990）にお  

いては，市場志向とは，バイヤーに対して優  

れた価値を生み出すための必要な行動を最も  

効果的・効率的に生み出し，それゆえ同時に，  
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マーケテイングの理念を理念にのみ留めること  

なく，実活動の中に生かしていこうという認識  

があったということのほうが重要であるように  

思われる。   

実際，Deshpand6etal．（1999），においては，  

これまでの研究の中で提示されてきた市場志  

向について，具体的に3つの尺度が取り上げ  

られ，比較分析されることによって，その類  

似した性格が明らかにされている。ちなみに，  

3つの尺度とは，Kohli＆Jaworski（1990）を  

起点としてKohlietal．（1993）によって精赦  

化されるK－）－K尺度，Naver＆Slater（1990）  

によって用いられたN－S尺度，それからこれ  

らの尺度に企業文化のインパクトを加味▲して  

作成されたDeshpand6etal．（1993）による  

D－F－W尺度である。Deshpand6etal．（1999）  

の分析によれば，これらは多かれ少なかれ独  

自に開発されてきたものではあるものの，多  

企業，多国籍のサンプルを元にした内的・外  

的安当性，それから信頼性について注目に催  

する類似性を有していたという12）。とすれば，   

■園－1  

これらの尺度は，細かい形での相違はもちろ  

んあるものの，全体としての方向性について  

は一致しているということになる。そこで市  

場志向そのものの議論はひとまず置いて－  

むしろこれは黄後に今後の課題として捷示し  

たい，次に市場志向に関する研究の全体像を  

捉えることにしよう。  

2．市場志向に関する研究の全体像   

市場志向に関する研究の全体像は，すでに  

その当初の研究の中で提示されている。例え  

ば，Kohli＆Jaworski（1990）では，市場志向  

がマーケテイング部門のみならず，組織規模  

での実行を伴うオペレーションとなることが  

重要であるという認識の下，市場志向を促進  

させる組織的な特性と，市場志向が導く成果  

について，先行研究とヒアリングを中心にし  

て検討が行われている。先の市場志向の定義  

もまた，こうした検討の結果導き出されたも  

のである。   

彼らが措くイメージは図一1のとおりであ  

市場志向の先行要因と成果  

先行要因  モデレーター  成果  市場志向  

シニア・マネン  

メント要因  

部門間ダイナミクス  場志向 人業成果  

組織的システム  従業⊂反応  

Kohli＆JaⅥrOrSki（1990），p．7を元に著者作成。  

●」APANMARKETINGJOURNALlOl   



市場志向に関する諸研究と日本におlナる市場志向と企業成果の関係  

クション，さらには集権化や報酬システムな  

どによって影響を受けることが示される。そ  

して，こうして形成される市場志向は，企業  

成果はもとより，従業員の組織へのコミット  

メントなどにも影響を与える。さらに，＿市場  

志向と企業成果の関係は，環境の変化に対し  

て比較的頑強性を持つことが明らかにされる。  

詳しくは図－2のとおりである。   

また，彼らの研究では，市場志向を測定す  

る尺度は全部で32項目からなり，具体的には，  

情報生成に関する10項目，情報普及に関する  

8項目，反応性に関する14項目で構成されて  

いる。さらに，反応性に関しては，市場情報  

に反応するためのプランに関する7項目（反  

応デザイン），実際の実行にかかわる7項目  

（反応実行性）に区分される。その合計値が市  

場志向度となる13）。なお，この市場志向に関  

する尺度については，さらにKohliet al．  

（1993）において精緻化されている。   

こうした研究に対し，同じ市場志向を標模  

しつつも若干異なった枠組みをとるのが  

Narver＆Slater（1990）の研究である。その  

違いは，先にも述べた市場志向の捉え方と，  

企業成果の捉え方の遠いとしてまとめること  

ができる。Narverらにおいては，市場志向は  

持続的な競争優位を導く組織的文化であり，  

顧客志向，、‾競合志向，部門間調整からなる・も  

のとして捉えられる。また，企業成果につい  

ても，Jaworski＆Kohli（1993）は成果の程  

度を直接対象企業に記入してもらうという主  

観的な尺度を用いたの対し，Narverらはより  

客観的な指標としてROAを取り上げて企業  

成果とする。   

テストの結果，まず，市場志向とROAを  

る。まず，市場志向には，それを促進，ある  

いは停滞させる先行要因が大きく3つ存在す  

る。その上で，それらによって形成される市  

場志向は，広く企業の成果に影響を与えると  

想定される。ただし，市場志向と成果の関係  

は，必ずしも一意の関係を有しているわけで  

はなく，供給サイドと需要サイドのモデレー  

ター要因によって強くなったり弱くなったり  

すると想定される。   

このKohli＆Jaworski（1990）の仮説的な市  

場志向の枠組みを受けて，Jaworski＆Kohli  

（1993）ではその経験的テストが試みられてい  

る。彼らは，（1）なぜ他の企業よりも市場志  

向である企業が存在するのか，（2）市場志向  

は従業員や企業成果にどんな影響を与えるの  

か，（3）市場志向と企業成果の関係は，環境  

要因によって影響を受けるのか，という概ね  

国－1に沿った問題意識を提起する。   

彼らのテストの結果，まず，市場．志向は，  

トップマネジメントにおける市場志向の強調，  

リスク回遊性，部門間のコンフリクトやコネ  

■囲－2  

市場志向の先行要因と成果2  

トガマネジメント   従業員   

・強調  ・組織的コミットメント   

・リスク回避（－）  ・団結′b  

部門間ダイナミクス  市場志向  

・コンフリクト（－）．  ・情報生成  
・コネクション   ・情報普及  

・反応性  環境        ・市場の混乱性       ・競争の苛烈性      ・技術的な混乱性  
組織的システム  

・集権化（－）  

・報酬システム  
企業成果   

JaⅥrOrSki＆Kohli（1993），p．55を元に結果をふまえて著者作成。  

JAPANMARKETING）OURNAL101◎   



中心とした利益性 

ことが示される14）。この点については，結果  

としてはJaworski＆Kohli（1993）と整合的だ  

といえる。   

その上で，彼らは，日用品関連の企業と非  

日用品関連の企業においては市場志向の程度  

が異なってくることを指摘する。というのも，  

日用品関連の企業では，どうしても短期的な  

販売を確保することが重要視されると想定さ  

れるからである。実際，調査の結果，日用品  

関連の企業においては，非日用品関連の企業  

よりも市場志向の程度が低いことが示される15）。  

さらに，彼らの結果によれば，日用品関連の  

企業においては，市場志向と利益性の関係は  

リニアなものではない16）。日用品関連の企業  

においては，市場志向が中間程度の場合，市  

場志向が高い企業と低い企業よりもROAが  

低くなる。すなわち，市場志向と企業成果の  

関係がU字型になづているというわけである。  

このことは，日用品関連の企業においては，  

中途半端な市場志向こそ問題となることを示  

唆しているといえる。ただし，彼らの研究で  

は，非日用品関連の企業に流通企業が含まれ  

ている。この点には留意する必要があるだろ  

う。   

さて，こうしたNarver＆Slater（1990）の研  

究を元にしつつ，Slater＆Narver（1994）では，  

競争環境要因といったモデレーター要因に焦点  

を当て，市場志向と企業成果の関係がこれらに  

よって影響を受けるのかどうかが検討されてい  

る。もともと，環境要因が市場志向と企業成果  

の関係に影響を与えるかどうかについては，  

Day＆Wensley（1988）やKohli＆Jaworski  

（1990）においても議論されており，またすで  

に先に示したとおり，JawarSki＆Kohli（1993）  

においては，市場志向と成果の関係は環境的な  

モデレーター要因に対して頑強性を持ちうるこ  

とが示されている。Slaterらの研究は，これら  

一連の研究を押さえつつ展開される。   

結果，Slater＆Narver（1994）の研究もま  

た，Jaworski＆Kohli（1993）とほぼ同様の帰  

結を導くことになる17）。細かいところで環境  

要因の影響はみられたものの，純粋な形での  

モデレーター要因は発見されなかったのであ  

る18）。ここから，彼らは実践的な示唆として，  

マネージャーが安易に現在の市場状況に追従  

しようとすることの危険性を指摘している。  

この帰結は重要であろう。というのも，この  

帰結は，市場志向とは単に市場の状況にあわ  

せるということではなく，複雑で長期的なも  

のとして理解ぎれることを意味するからであ  

る。換言すれば，市場志向は，いわゆる短期  

的な売上拡大を目指す販売志向と相反すもの  

であることを示唆しているともいえる。   

■図－3  

市場志向のイメージ  

ターゲット市場   

Narver＆Slater（1990），p．23を元に著者作成。   

◎JAPANMARKETING」て〕URNALlOl  



市場志向に関する諸研究と日本における市場志向と企業成果の関係   

ただし，この研究と改定した形になると思  

われるSlater＆Narver（1999）では，むしろ  

細かい形で現れた影響の方が，重要な帰結と  

して強調されている19）。例えば，市場混乱度  

が低い市場のほうが，高い市場の場合よりも，  

市場志向の重要度が増すという20）。こうした  

帰結は，格別Slater＆Narver（1994）と矛盾  

しているわけではな｝－。しかしながら後述す  

るとおり，このことはモデレーター要因の研  

究については，多くの課題が残されているこ  

とを示唆している。  

係がみられなかったり，場合によってはマイ  

ナスの影響を与える可能性も指摘されてきた23）。  

例えば，Bhuian（1997）においでは，サウジ  

アラビアにおける銀行を対象として市場志向  

と企業成果の関係が調査されたものの両者に  

有意な関係がみいだされず，Frambach etal．  

（2003）では，特に競合志向が新製品開発や導  

入にネガティブな影響を与えるとされている24）。  

また，Grewal＆Tansuhaj（2001）のタイにお  

ける研究では，経済危機が起こ？た後の状況  

下においては，市場志向は企業成果にマイナ  

スの影響を与えることが示されていた。さら  

にいえば，特に市場志向そのものの議論では  

ないとはいえ，よく知られたChristensen  

（1997）によるイノベーションのジレンマにつ  

いての考察は，まさに企業が市場志向である  

がゆえに失敗してしまうという問題を指摘し  

たものであったとも理解できる。とすれば，  

市場志向を研究する上では，この間題にまず  

決着をつけなくてはならない。   

ここで要請されるのがモデレーター要因の  

探索研究である。すなわち，市場志向と企業  

成果の関係は一意に決定できるものではなく，  

特定の要因によって影響を受ける。しかしま  

さに，この間題に関しては先にみたとおり一，  

初期の研究においても異なる帰結が得られる  

場合があり，それ以降の研究においては，さ  

らに多くの変数が考察されることによってま  

すますわかりにくい状況に陥っている。Kirca  

らの研究は，こうした問題ちこ対し，メタアナ  

リシスを用いることでひとまずの決着を与え  

ようとする。   

彼らの理論枠組みは図－4のように示され  

る。一見してわかるとおり，この図－4は，  

3．市場志向に関する研究の現状   

以上の初期の研究枠組みを基本的に踏襲し  

らっ，これ以降の市場志向に関する研究は進  

められていく21）。もはやその研究は質・量と  

もに多岐にわたり，Kirca et al．（2005）にお  

いては，市場志向に関する研究のメタアナリ  

シスが行われている。彼らの研究は，これま  

での研究蓄積を今一度洗い直し，その中にみ  

られる相反する研究成果に対して一つの帰結  

を与えようとするものとして理解できる。以  

下では，彼らの研究を確認することで，市場  

志向に関する研究の現状を捉えよう22）。   

まず，彼らがまとめるとおり，現状では，  

そもそも市場志向の有効性をめぐっての混乱  

が現れ始めている。確かに，研究の多くは，  

市場志向は企業成果に対して望ましい影響を  

与えるという帰結を導いてきた。それはまさ  

に，Jaworski＆Kohli（1993），Narver＆  

Slater（1990）が示してきたとおりであり，  

市場志向に関する研究の大前提であったとも  

いえる。とはいえ一方で，実はその後の研究  

によっては，市場志向と企業成果に明確な開  
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★∴論文  

■図－4  

市場志向の先行要因と成果3  

尺度とサンプル特性  
モデレーター  コスト重視と利益重視  

客観尺度と主観尺度  
シングルとマルチ尺度  
製造業とサービス業  
文化的文脈  

市場／環混乱度  
技術的混乱度  
競争苛烈性  

トップ マネジメント  雑織的成果  

犀星  

・質  
・ロイヤルティ  
・満足度  

部門間要因  

イノベーション  ・コネクション  
・コンフリクト（－）  ・革新性  

・新製品成果  

従業員  

・組織的コミットメント  
チームスピリット  
顧客志向  
リレールコンフリクト  

満足度  

組織的システム  

集権化（一）  

公式化（－）  

報酬システム  
市場志向訓練  

Kircaetal．（2005），・P．26を元に著者作成。  

が示され，この結果は文化的文脈を変えても  

変わらなかった。以上の比較的はっきりした  

結果が得られたものに対して，残念ながら，  

肝心のモデレーター要因についてはやはり明  

確な成果は得られなかった26）。   

以上がKirca etal．（2005）によるメタアナ  

リシスの結果である。この結果は，包括的に  

現状を確認しているという意味において重要  

な価値がある。とはいえ一方で二 肝心のモデ   

■図－5  

これまでの主要な理論枠組みを踏襲するもの  

であり，問題は，はたしてこのとおりの帰結  

が分析によって導かれるかどうかという点と  

なる。   

調査の結果，彼らは，まずもって市場志向  

と企業成果に望ましい関係がみられることを  

指摘する25）。少なくともこの帰結が得られた  

ということは，市場志向に関する研究にとっ  

ては重要なことである。その上で，その市場  

志向の実行にあたっては公式化など組織構造  

の変数よりもトップマネジメントなどの内的  

なプロセスが影響力を増すということと，市  

場志向は革新性と顧客ロイヤルティ，質とい  

らたものに影響を与え，それを通して企業成  

果にも影響を与えることが明らかにされた  

（図－5における修正モデル）。また，製造業  

とサービス業という区分においては，製造業  

の方が市場志向と企業成果の関係が強いこと  

調査結果に基づく修正モデル  

＝・ 
ミ 

；  

Kircaetal（2005），p．31を元に著者作成。   
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レ一夕∵要因については結局のところはっき  

りとした帰結を与えることはできなかった。  

このことはまさに今後の課題ということにも  

なってくるであろうが，これに対しては地道  

に研究蓄積を進めていくことが有効であるよ  

うに思われる。そこで，本稿では新たな蓄積  

のためにも，日本における市塀志向に関する  

調査結果を確認することにしたい。  

る。   

本調査では，日本における上場1部，・2部  

企業における事業部門のトップ（ディビジョ  

ン・プレジデント）が対象とされている。対  

象の具体的な抽出については，「会社職員録  

（2004年度版）」が用いられ，同一企業内で事  

業部が多数存在する場合には，無作為に最大  

3事業部が抽出された。 

つの事業部を形成している場合には，会社全  

体を一つの事業部として置き換えて抽出され  

た。そして，質問票は全2，561事業部に郵送  

され，343事業部から回収された（回収率：  

13・4％）9な串本調査に関する詳しい資料は，  

日本マーケティング協会による「『事業のビジ  

ネス戦略とマーケテイング』に関する調査」  

サマリーレポートに詳細に記載されている28）。  

○一一一日本における市場志向に関す  

る調査結果  

1．概要   

2004年7月20日から8月20日にかけて，  

日本マーケティング協会における「マーケテ  

イング・イノベーション21」プロジェクト委  

員会主催の下，事業のビジネス戦略とマーケ  

テイングに関する質問票調査が行われた27）。  

その中で，特にマーケテイングに関する指標  

として，Kohli＆Jaworski（1990）などの研究  

を元にして作成された市場志向測定のための  

尺度が用いられた。以下では，その市場志向  

の調査結果と，市場志向と成果の関連につい  

て考察する。   

なお，本調査は，もともと市場志向と企業  

成果の関係を調査する目的のみで準備された  

ものではない。その意味では，本調査結果は  

パイロット的な調査である。しかしながら，  

本調査をここで取り上げるのは，（1）先行研  

究をふまえた市瘍志向に関する知見が十分に  

含まれているということ，（2）日本における  

満場志向に関する経験的調査がまずもっ七重  

要であること，（3）対象範囲が大規模であり，  
希少性があるということ，といった理由によ  

2，日本企業における市場志向   

市場志向は，L特に，Kohli＆Jaworski（1990），  

Jaworski＆Kohli．（1993），Kohliet al：（1993），  

Deshpandietal．（1999）を元にしつつ，対象  

企業への負荷などを考慮し，全15項目から構 

成された。この市場志向は，情報生成に関す  

る質問項目（5項目），情報普及に関する質問  

項目（5項目），反応性に関する質問項目（5  

項目）からなる。単純集計の結果は表－1の  

とおりとなった。   

まず，全15項目を3要素ごとに集計したと  

ころ，情報生成17．89，情報普及16．49，，反応  

性19．41となり，すべてを集計した市場志向  

は53．79であった。とはいえ，3要素それぞれ  

のクロンバック係数はやや低めであり（情報  

生成0．64，情報普及q．63，情報反応0．73），ま  

た，因子分析の結果も必ずしも3要素をうま  
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■表－1  

市場志向  

質問項目  平均 標準偏羞 α  

顧客と定期的に将来必衰となる製品やサービスについての検討を行っている  3．52 1．13  

事業部内で市場や顧客についてのリサーチを数多く実施している  3．51 0．92  

製品の質を評価するために、少なくとも（サービス）1年に1国は瞑客調査を行っている  8．52 1・25 0月4  

同業者や取引業者とは不定期な情報交換を行っている  4．00  0．90  

業界の基本的動向や最新の変化（競合・技術・規制など）を把握するのが下手である（R） 3．35 0．96  

この事業部のマーケテイング担当者は、他の事業部と顧客の将来のニーズについて議論することが多い  3．13 1．02  

この事業部は非公式的な場でも競合の戦略や戦術に関する話題が多い  3．62  0．84  

市場情報や顧客情報はこ事業部のすべてのレベルに即座に広がる  3．24  0．91  

事業部のすべてのレベルに、定期的な顧客満足の情報が伝えられる  3．28  0．93  

競合について何か大事なことが分かったとき、他の事業部にその情報を流すのが遅い（印 3．22 0．97  

0．63  

この事葉部では顧客の製品（サービス）のニーズの変化を無視する傾向がある（R）  3t88 0．91 0・73  

競合の価格変更にどう対応するのかが、なかなか決まらない（R）  3．57 0．87  

この事業郡では、顧客の不満に耳をかさない（R）  4．29 0．72  

取り扱う製品（サービス）ラインは、市場のニーズよりも社内的な政治力に依存することが多い（印 3．96 0．98  

顧客が自社のサービスの質について不満だと分かったとき、即座に組織的対応策を実践する  3．71 0．96  

全体  3．59  7．35 0．80  

※330サンプル，逆転尺度（R）は逆転して計算   

100としたときの2003年度の営業利益の伸び  

を指数化），（2）新製品の売上高割合（2003  

年度の売上高のうち，3年以内に導入した新  

製品の売上高の割合），’（3）新製品の成功割合  

（3年以内に導入した新製品のうち，まあ成功  

したとみなせる製品の割合）が用いられた。   

この表からは，市場志向と企業成果の関係  

について，直接的な営業利益の伸び以上に，  

新製品に関する項目との関係が強いことがみ  

てとれる。この結果は，Kirca et al．（2005）  

における，市場志向は革新性にまず影響を与  

え，そこから顧客ロイヤルティなどを高めて  

結果として組織的成果を導くという認識と整  

合的である29）。   

また，市場志向と企業成果の関係において，  

因果関係を想定することは必ずしも容易では  

ないものの，少なくとも単純な回帰分析の結   

く抽出できるものではなかったことから，市  

場志向を構成する要素については議論の余地  

が残る。とはいえ，全体としてのクロンバッ  

ク係数は0．80であり，全体としてはある程度  

の整合性をもって市場志向を示しているとい  

える。こうした結果については，Jaworski＆  

Kobli（1993）の調査においても類似した結果  

となっていた。以下，この点に留意しつつ議  

論を行うことにしよう。  

3．市場志向と企業成果   

さて，もっとも肝要な市場志向と企業成果  

の関係については，これ享での市場志向に関  

する研究が多く指摘してきたとおり，正の相  

関がみられた。なお，市場志向については上  

記の合算によるスコアが，それから企業成果  

については，（1）営業利益の伸び（3年前を  
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果においては，市場志向が上記の企業成果に  

影響を与えることが示された0 このことは，  

仮に企業成果が市場志向の向上に影響を与え  

ることがあるとしても，そのことがさらに企  

業成果の向上につながりうることを示唆して  

いるといえる。ただし，決定係数はきわめて  

低く，当然のことながら企業成果には多くの  

他の要因も影響を与えているといえる。   

最後に，我々は製造業とサービス業にグル  

ープをわけた上で，それぞれで市場志向と企  

栗成果の関係を考察した。例えば，Kircaet  

al．（2005）においては，製造業とサービス業  

では市場志向と企業成果の関係が異なること  

が指摘されている。また，特に市場志向と企   

■表一2  

業成果の直接の関係について懐疑的である研  

究の多くは，その研究対象がサービス業であ  

ったようにも思われる30）。調査の結果は必ず  

しも明示的なものではなかったものの，製造  

業とサービス業では影響の与え方に違いがみ  

られた。製造業では，特に市場志向と新製品  

の成功割合に関係がみられたのにたいして，  

サナビス業では，市場志向と営業利益の伸び  

に少し関係がみられただけであった。この背  

景には，いわゆる物財とは異なるサービス財  

の特徴による影響があるものと想定される。  

4．市場志向の今後の課題   

以上，本稿では，市場志向に関する研究に  

ついて検討し，パイロット的ではあるものの，  

日本における市場志向に関する調査結果を提  

示した。結局のところ，多くの研究が蓄積さ  

れつつあるとはいえ，現状においては，まだ  

まだわlからないことが多いように思われる。  
そこで本稿では最後に，市場志向に関する研  

究の今後の課題について，一点だけ確認して  

おきたい。ここでは，例えば尺度の信頼性の  

問題や，これまで議論されてきたようなモデ  

レーターの影響といった課題についてはもは  

や述べない。こうした議論に関しては，まさ  

に今も，多くの研究が進められているからで  

ある。例えば，尺度の問題に関しては，先に  

述べたようにDeshpand6etal（1999）などに  

よって検討が行われているし，またモデレー  

ターの影響については，さらに広範な研究が  

蓄積されつつある。いうまでもなく，企業成  

異に影響を与えると想定されるモデレーター  

は数多く，環境要因はもとより，例えば企業  

規模の大小31）や，その国の経済状態32）といっ  

市場志向と企業成果の相関  

1  2  3  4  5  6  7  

市場志向  1．00  

（情報生成） 0．7g貴★1，00  

（情報普及） 0．79植0．44★★1．00  

（情報反応） 0．76t★0．37織0．42★1．00  

営業利益の伸び率 017★★0．14★ 0．11★0．13★1．00   

新製品の売上高割合0．22★★0．20★★0．16榊0．17★★0．15★★1．00   

新製品の成功割合0．30★★0．25★★0．14ナ0．31★★0．20★★0．28★貴1．00  

●●は有意水準1％，■は有意水準5％  

■表－－－3  

市場志向と企業成果の回帰分析  

企業成果 従属変数  

独立変数 営業利益の伸び率 新製品の売上割合新製品の成功割合  

市場志向  0．17★  0．22★★  0．30★★  

F値  8．76★  14．36★★  28．18★★  

白2  0．03  0．05  0．09  

ーーは有意水準1％，書は有意水準5％  
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ない。   

さらに，特にこれら3要素についていえば，  

違和感があるのは情報生成 

generation）である。質問項目をみれば明ら  

かなとおり，情報生成とは，生成といいつつ  

もむしろ情報の収集が基本にある。とすれば，  

こうした項目とは別に，改めで情報生成に関  

する項目が必要なのではないだろうか。とい  

うのは，消費者のニーズが多様化し，消費者  

自身，自分が何を望んでいるのかはぅきりし  

なくなりつつある今日においては，情報は収  

集されるだけのものではなく，むしろ発信さ  

れ，相互作用によって新たに創造されるもの  

と理解されなくてはならないからである。こ  

のとき，そのための活動－それはすなわち，  

市場志向にとってもっとも重要な要素となる  

だろうーは，残念ながら現状の枠組みの中  

には入りきっていないように思われる35）。   

この点に関しては，量的な研究が多い市場  

志向に関する研究の中で，異色ながらエスノ  

グラフィックな手法を用いて質的研究を試み  

たKennedy etal．（2003）において興味深い  

指摘がなされている。Kennedyらの研究では，  

市場志向がいかにして形成されてい■くのかと  

いう問題のもと，主要な公立学校地区などを  

対象とした調査が行われている。これは，広  

くは市場志向に影響を与える先行要因に関す  

る研究として位置づけられるが，とはいえ  

Kennedyらによれば，これまでの研究におい  

ては，そうした先行要因が実際にいかにして  

市場志向を形成していくのかについては明ら  

かにされてこなかったという。彼らの調査の  

結果，ひとまず先行研究においても指摘され  

てきたとおり，リーダーシップの役割，部門   

■表－4  

市場志向と企業成果の回帰分析  

製造業  企業成果 従属変数  

独立変数 営業利益の伸び率 新製品の売上割合新製品の成功割合  

情報生成  0．16★   

情報普及  n．s．   

情報反応  n．s．  

R2  0．02  

n．s．  0．．18★   

∩．S．  n．S．   

n．s．  0．34★   

0．06  0．13  

サービス業  企業成果 従属変数  

独立変数 営業利益の伸び率 新製品の売上割合 新製品の成功割合  

情報生成  ∩．S．   

情報普及  ∩．S．   

情報反応  0．25★  

R2  0．11  

n．S．  n．S．  

n，S．  n．S．  

n．S．  ∩．S．   

0．04  0．10  

轟は有意水準5％   

たものも影響を与えると想定される33）。さら  

にいえば，そうした環境を組織の側がいかに  

認識するのかによって結果が変わってくると  

いう可能性も存在している34）。   

それゆえ，むしろ最後に確認しておきたい  

のは，そもそも市場志向とはいかなるもので  

ありえるのかという，定義にも関連する少し  

根本的な問題である。この点に関しては，す  

でにいくつもの尺度開発までがなされている  

ものの，はたしてそれでよいのかどうかにつ  

いては，まだまだ議論の余地がある。この点  

を課題として残しておくことは，極めて重要  

な意義があるだろう。例えば，先の日本での  

調査結果にもあわられていたとおり，本稿で  

も用いられたKohli＆Jowarski（1993）におけ  

る情報生成，情報普及，反応性という3要素  

は，必ずしも経験的に安当性を得たものでは  
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間調整，そして市場知識の収集と普及によっ  

て市場志向が形成されていくことが明らかに  

される。ここで注目すべきは，特に市場知識  

の収集と普及である。彼らは，生成ではなく  

収集（collective）と明記するoその用語選択  

についての理由は定かではないが，しかしな  

がら少なくとも彼らは，市場知識は単に 

から収集されればよいというものでは■なく，  

それが内部にあるデータや必要と結びつくこ  

とによってはじめて有用な市場知識となるこ  

とを指摘している36）0このことは，少なから  

ず都合の良い見方かもしれないが，市場志向  

における情報の新たな創造を示唆しているよ  

うにもみえる37）。   

同様に，市場志向に関する調査においては，  

マーケテイングの今日的なトピックである議  

論がそれほど重視されていない。例を挙げる  

までもなく，ブランドや関係性に関する議論  

は，やはり市場志向に大きく関わってくるは  

ずである。一応，Nobleetal．（2002）の研究  

ではブランドに関する測定が市場志向の尺度  

に組み入れられ，その上で分析がなされてい  

るもの，そこでのブランドとはそもそもPB  

かNBかという区分でしかなく不十分である38）。  

関係性についても，Helfertetal．（2002）に  

おいて試論されているものの，市場志向が関  

係性形成ゐ上で重要な資産となるという認識  

は，それほどはっきりした帰結ではないよう  

に思われる。今日的なマーケテイング活動は，  

どちらかというと短期的な視点を有するマー  

ケテイング・マネジメントを一つの起点にし  

つつも，その一方で，顧客との関係という資  

産に焦点を当てることで長期的な視点を強調  

しつつあるさ9）。ブランドや関係性マーケテイ  

ングとは，まさにそれに該当するわけで，こ  

れらを市場志向にうまく関連付けていくこと  

は重要であろう。このことは，もう少しいえ  

ば，市場志向の重要性は変わらないとしても，  

その実質的な中身については時代の変化に合  

わせて変わっていかなくてはならないであろ  

うということ，そして市場志向の研究とは，  

そうした市場志向の変化をこそ取り扱うべき  

であること，といえそうであるが，本稿での  

議論はひとまずここまでとしておこう。  

注  

1）Kohli＆Jaworski（1990），p．1。  

2）Kohli＆Jaworski（1990），pp．4－6。  

3）Deshpand6（1999），p．3。確かに，Kohli＆Jaworski   

（1990）でも，市場知識の詳細の中でそのことが述   

べられている（Kohh＆Jaworski1990，P．4）。  

4）Narver＆Slater（1990），P．21。  

5）Narver＆Slater（1990）。もともと彼らは，これら   

3つの要素に長期志何と利益重視の2つを加えた5   

つの要素を市場志向の構成要素として検討し，経   

験的テストによって3つに放り込んでいる。  

6）Homburg＆Pflesser（2000），p．449，Kirca et al．   

（2005），p．24。なお，Lefferty＆Hult（2001）では，   

より細かく，特に注目する対象に応じて5つの視   

点が存在すると指摘されている。それらは，意思   

決定プロセス，市場知識，文化的側面の行動，戦   

略的マーケテイング，顧客志向である。とはいえ，   

彼らの研究では，いわゆる市場志向の研究よりも   

広い範囲で全体が捉えられている。  

7）なお，こうした研究については，特にHomburg＆   

Pnesser（2000）において，一つの包括的な関係が   

検討されている。彼らは，市場志向に関する規律や   

価値観といった文化的なものが，情報生成，情報普   

及，反応性といった行動的なものを高めるのではな   

いかと予想する。調査の結果では，残念ながらその   

直接の関係は確認できなかったものの，間‡妾的な効  

果については確認されている（Homburg＆Pness－   

er2000，p．亜7）。  

8）・Day＆Wensley（1988）。  

9）Day（1990）。  

10）Deshpand6（1999），p．1。  

11）また，この点で補足しておくとすれば，Siguaw  
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et al．（1994）においては，市場志向は企業全体の  

傾向として，顧客志向は販売員の性向として想定  

され，企業における市場志向が販売員の顧客志向  

に影響を与えるとされている。  

12）I）6shpand6etal．（1999），p．227。さらに，彼らは，  

これらの尺度を統合したコンパクトな尺度につい  

ても提示している。  

13）Jaworski＆Kohli（1993），pp．59－60。  

14）Narver＆Slater（1990），p．26。  

15）Narver＆Slater（1990），p．28。  

16）NarVer＆Slater（1990），p．30。  

17）Slater＆Narver（1994），pp．53T54  

18）Slater＆Narver（1994），p．52。  

19）市場志向に関する1990年代の主要な論文は，   

Deshpandied．（1999）に論文集という形で掲載  

されている。このとき，論文ベースでの内容と，  

論文集における内容では，基本的な骨子は変わら  

ないものの，若干の違いがみられる。  

20）Slater＆Narver（1999），Pp．157－158。彼らによれ  

ば，市場が安定的である場合には消費者のニーズ  

がすべての競合相手に自明となるために価格競争   

が生じやすく，結果，この価格競争から抜け出す  

ために市場志向の強化が必要となる。  

21）その例としては，これまでの研究をまとめた   

Deshpande etal．（1999）や，FEuropeanJournal   

ofMarketing』における市場志向の特集などを挙  

げることができよう。  

22）なお，もう一つ主要なメタアナリシス分析として  

Cano etal．（2004）が存在する。Canoらの研究と  

Kircaらの研究は，必ずしも同じ調査結果を導い  

ていないという点で興味深いものではあるものの，  

Kircaらが言うとおりデータ量や分析手法にそも  

そも違いがあり（Kircaetal．2005，p37），本稿で  

は特に言及はしない。  

23）Kircaetal．（2005），p．24。また，Agarwaletal．   

（2003）においても，同様の認識がなされ，市場  

志向はむしろ顧客満足や従業者の満足につながり，   

それが企業成果につながるという繭査結果が導か  

れている。  

以）ただし，競合志向は顧客志向にプラスの影響を与  

え，顧客志向は新製品開発にプラスの影響を与え  

る。結果，競合志向の影響力は弱められると考え  

られる。さらにいえば，彼らの研究では，市場志  

向が競合志向と市場志向の二つから形成されてお  

り，もう一つの部門間調整が抜けているという点  

で，少し議論の余地があるといえるかもしれない。  

25）Kircaetal．（2005），pp．26－27。  

26）Kircaetal．（2005），p．36。  

27）なお，本調査は，2001年に行われたMI21プロジ  

ェクトのセカンド・プロジェクトである。2001年  

のMI21プロジェクトの詳細i享鴫口他（2002）を  

参照のこと。この中においても，市場志向に関す  

る議論は含まれている。  

28）なお，本レポートにおいては，市場志向は，その  

直感的なわかりやすさを考慮してマーケテイン  

グ・マッスルとされている。マーケテイング・マ  

ッスルとは，もともとMichel（1982）において操   

示された概念であり，市場志向との親和性が高い。  

29）Kircalet al．（2005），p31。同様に，，Han et al．   

（1998）やSandvik＆Sandvik（2003）においても，  

市場志向と企業成果の間には革新性が位置すると  

指摘されている。特にハイテク企業における新製  

品開発と市場志向の関係についてはIm＆  

Workman（2004）に詳しい。  

30）Bhuian（1997）の研究対象は銀行であり，また，  

Sandvik＆Sandvik（2003）とAgarwalet al．   

（2003）はともにホテルを研究対象として；市場  

志向と企業成果の直接の関係に否定的な結果を見  

出していた。  

31）例えばPelbam＆Ⅶ1son（1999）。  

32）こうした研究は，例えばKuada＆Buatsi（2005）  

に分かりやすくまとめられている。  

㍊）これに対して，市場志向に影響を与える要因と，  

市場志向が導く成果については，当初からある程  

度のコンセンサスがあるように思われる。とはい  

え例えば，Matsuno et al．（2002）においては，  

市場に影響を与えると想定されてきた組織的要因  

の多くは，そもそも企業家精神によって形成され   

ると指摘され，同時に企業家精神が市場志向の形  

成にも影響を与えることが示されている。  

弛）・Perry＆Shao（2002）。彼らの研究では，既存企業  

と新規企業では競争環境の認識の程度▲に違いがあ  

るということ，さらに，そのことが市場志向と企  

業成果の関係に異なる影響を与えると才旨摘されて  

いる。  

35）この点については，Narver etal．（2004）におけ  

る反応型市場志向と先行型市場志向の議論が参考  

になる。詳しくは，水越（2006）を参照のこと。  

36）Kennedyetal．（2003），p．75T77。  

37）また，Deshpand6etal．（1993）におし 

そらくこの点に関連した興味深い結果が指摘され   

ている。彼らの研究iも企業文化が市場志向にど  

う影響を与えるのかを調査した研究ではあるもの  

の，その中で彼らは，「Quadrad Analysis」とし   

七，市場志向の程度を，サプライヤー自らに聞く  

だけではなく，バイヤー側にもそのサプライヤー   
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の市場志向の程度を確認している。その結果，利  

益性の高い企業と低い企業において，サプライヤ   

ー自らが示した市場志向の程度には嘩位な差がみ  

られなかったものの，バイヤー側が得点した市場   

志向の程度には，利益性の高い企業のほうが得点  

が高いという結果が示された。このことは，まさ  

に顧客の評価こそが利益に結びつくものであると  

いうことを意味しているといえ，単なる自社活動  

にとどまらない両者の関係というものが重要とな  

ることが示唆されているようにみえる。  

38）さらにいえば，彼らの研究は，基本的に市場志向  

が必ずしも有効な選択肢ではなく，他の戦略的な  

志向においも企業成果が高まることを強調するも  

のである。  

39）Webstar（1992）。こうした研究の可能性としては，  

Day（1994）において検討されているような，市  

場志向を一つの能力として捉え，資源アプローチ  

的な枠組みから捉える試みも一つの参考になるよ  

うに思われる。また，Hurley＆Hult（1998）や  

Slater＆Narver（1995）における市場志向と組織  

学習の関係を問う研究もまた，長期的視点という  

意味において重要だといえる。ただし，特に   

Hurley＆Hult（1998）の研究においては，彼ら自  

身が述べているとおり，市場志向の意味合いは極   

めて補足的である（Hurley＆Hult1998，P．52）。   
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