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This paper focuses on "the phenomenon of Market Revitalization", which transforms

from maturity or decline in the process of market evolution into a stage of regrowth. We

review some previous research about market revitalization and look for clues about

constructing perspectives on market revitalization.

There are some revitalizing factors, which account for market revitalization. Revitalizing

factors consist of external factors which firms can't control directly, and working factors

which firms can work on entering market independently.

Previous research discusses the secrets of vertical interaction between the firm's entry

and its customers in market. Before this interaction, the firm's view about the market

environment contributes to market revitalization.

But the previous research doesn't concretely discuss the mechanism of horizontal

interaction between firms entering the market. This interaction centers oncompetition and

cooperation among firms. Assuming that a certain firm's action is a trigger factor for

market revitalization, there are great ripple effects from new directions of innovation and

innovation's intensification through interlocking of actions as entering firms compete or

cooperate in the market.

Keywords: market revitalization; revitalizing factor; vertical interaction; horizontal

interaction; interlocking of action.

I.　 は じ め に

本稿 は,長 期的 な市場iの 進化過程の中で も,需 要の

伸びが停 滞,も しくは衰退 している状態 か ら,何 らかの

作用に より,再 び成長の軌道 に乗 る現象に注 目する。

この ような現象 に注 目 した研 究は,多 く見 られる。先

行研 究 で は,こ の よ うな現 象 に対 して,「 脱 成熟 」,

「Recovery」,「Renewal」,「Rejuvenating」,「 市場進化」

等,と か く多様 な概念 を混同 して説明 しているii。

本稿では,こ のような現象 を 『再活性化』 と定義づ け

る。そ もそ も 「再活性化」 とは,再 び活性化す るこ とを

意味する。新村 他(1991)に よる と,活 性化 とは,沈

滞 していた機 能が活発 に働 くようになるこ と,ま たは活

発 に働 くようにす ることを意味する。「市場 の再活性化」

*本 稿 は,早 稲 田大 学 特定 課題研究助 成費(2004B-

992)に よる支援 を受けている。

また本稿の作成 にあた り,2名 の匿名 レフェリーか ら

大変貴重 なコメン トをいただいた。 ここに記 して感謝

したい。

i　本稿 は,市 場 の中で も,製 品市場 を中心 と した議論

を行 っている。製品市場の領域や,参 入企業が競い合

いなが ら顧客 に提供す る製品(標 準 産業分類 でみ る製

品カテ ゴリー ・レベル)を 切 り口に見 た ものであ る。

また,そ の市場のパ イの大 きさは,取 引の結果 と して

得 られる成果の総計(市 場全体の売上高 ・出荷高)な

どをさす。

ii　本稿 で取 り上げる再活性化現象 を捉 えるべ く,先 行

研 究で議論 されてきた多様 な概念 の整理 と,そ の整理

か ら導出 した再活性化の概念 と態様 については,小 沢

(2004)を 参照。
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とは,停 滞(成 熟)し ているだけでな く,衰 退 にまで及

んだ市場の需要が,活 性剤 ともいえる何 らかの要 因によ

り,再 びイキイキと ・活発 に(勢 い よく)成 長す ること

を意味す るもの と考 えられる。それは,単 に需要が再成

長す ることだけを指す ものではない。需要 の再成長の背

景 にある企業の主体 的な努 力や イノベ ーシ ョンの群発,

当該市場 にお ける企業間競争の活発化 と顧客 にとっての

購買選択肢の拡大,潜 在的な需要を喚起 された顧客の イ

キイキ とした姿の増大,ひ いては社会 的厚生 の拡大 をも

包含 しうると考え られる。

本稿で は,多 様 な概念で説明 されている市場の再活性

化 に関 す る先行研 究 を俯 瞰す る。 この俯 瞰 を通 して,

「何が議論 され,何 が明 らかに されてないか」 を整理 し,

市場の再活性化に関する視座構築への手懸 りを探 る。

俯 瞰する際の主 な視点 として,次 に挙 げる3つ が考え

られ る。

まず第1に,停 滞 ・衰 退 してい る需要 に何 らかの作 用

を施す,い わば再活性化の トリガー となる要因 とは何 か

とい う点であ る。再活性化には,そ の原 因となる再活性

要 因がい くつ も存在する。そこで数 ある再活性要因の中

で,再 活性 化現象 を引 き起 こす要因が何か を追跡 する。

その トリガー とな る要因は単 一の ものか,そ れ とも複数

の要因 によるものか。 また,そ の要 因は企業 による主体

的行動の産物 によるのか,そ れ とも企業が直接制御 する

こ との出来 ない外 部要 因が市場 に機 会 を与 えて いるの

か。主体的行動の産物である場合,そ れはリー ダー企 業

によるものか,チ ャレンジ ャーや新規参入企業 による競

争ルールの転換 による ものか,は たまた,こ れ まで フォ

ロワー に甘ん じていた企業の行動に よる ものか。

第2に,そ の トリガー となる要因 を受 けて,ど の よう

なメカニズムが働 くことに よって,再 活性化が実現する

のか とい う点である。再活性 要因は単独で影響 を与える

のか。それ とも複数の要因が連動 して起 こ り,相 互作用

しなが ら市場 の進化過程 に影響 を及ぼす ものか。

そ して第3に,明 らか に されてい ない点 を通 じて生 じ

る疑問点である。

この先行研 究の俯 瞰を通 じて,今 後 に求め られ る研 究

課題 を浮 き彫 りに したい。

II. Baden-Fuller & Stopford(1994)の

研 究

Baden-Fuller & Stopford(1994)に よ る と,業 界 の 成

熟 は,参 入企 業 の マ ネ ー ジ ャ ー に よ る 「心 の持 ち よ う」

に か か っ て い る もの と指 摘 して い る 。 マ ネ ー ジ ャ ー が

「過 去 の 収益 構 造 が 将 来 も続 く」 と認 識 す る こ とに よっ

て,業 界 は成 熟 す る とい うわ け で あ る。 い わ ば,こ う し

た 「成熟」思考が 「成熟」業界を創 り出す もの と考 えら

れている。業界 の収益性や成長性 は,業 界構造 ではな く,

マネージャーが どの ように考えるかによって決 まるもの

と,彼 らは指摘 している。

1.　 トリ ガ ー とな る要 因

Baden-Fuller & Stopford(1994)は,成 熟業界の再活

性 化 を実現す る上 での1つ の カギ と して,市 場 の力関係

の変 化 を見 極 め,競 合他社 の行 動 を新 たな 目で捉 え,

「成熟」思考 を排 除するマネー ジャーの意欲 を挙 げてい

る。つま り,「自社 は市場環境 の虜 である」 とか,「 自社

は,需 要の伸 びが鈍化 し,競 争条件が厳 しいか ら,収 益

性 が悪 く,成 長が望 めない」,及 び 「外部 か らのプ レッ

シャーが きつ い」 といった 「成熟」思考 を排 除 し,「市

場 環境 は理解 し,マ ス ター し,そ して征服すべ きものだ」

とか,「 戦略 は,時 に応 じて,創 造的かつ ダイナ ミック

に変 えるべ き ものである」,及 び 「外部 か らのプ レッシ

ャーは克服 しなければ ならない」 な ど,積 極的 に物事 を

捉 え,市 場環境 を足かせ と考えず克服で きるもの と捉 え

る ような,マ ネージャーの 「心 の持 ちよう」や 「視 点」

こそ,成 熟業界(市 場)の 再活性化 に関す る トリガー に

なる ものと指摘 している。

Baden-Fuller & Stopford(1994)は,成 熟業界 におい

て業績 の成 熟 ・衰退 化 に苛 まれて いる企 業が,「 成熟」

思考 を排 除す る意欲で もって斬新 な戦略の実現 と組織能

力 の変革 を続 けることに より,成 熟企業が復活 を遂げる

と共に,成 熟業界,あ るいは成熟 した市場の再活性化に

貢献す るもの と考 えている。ここで言 う成熟企業の復 活

とは,収 益性の改善や単 なる リニューアル(若 返 り)も

意味す るが,そ れ らを最終 目的 とは してい ない。復 活の

最終 目的 と して,業 界の リーダーになることを指 してい

る。 この考 え方 に基づ くと,復 活 を遂げた成熟企業 は,

業界 のリーダー となるわけだから,参 入企業の力関係 や

業界 の競争ルール,及 び業界 の将来 を変 えることが容易

となるはずであ る。それゆえに,成 熟企業の復 活が成熟

業界(市 場)の 再活性化 に結実する もの と考 えられる。

2.　英 国 の鋳 物 業 界

先 の項 で触 れ た 考 え方 を基 に,Baden-Fuller &

Stopford(1994)は,英 国 におけ る鋳 物業界 の再活性化

について触れている。

1978年 以降,数 年間に亘 るブームを終焉 した英国の鋳

物業界の売上は,低 迷の一途 を辿 った。既存の参入企業

には顧客 の要求 に対 して低 い価格で こた えることが出来

なかったため,需 要は海外 の競合他社か らの仕入れや代

替 品 にシフ トし,発 注量 が減少 してい った。そ の結果,
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英国における鋳物会社の殆 どは赤字 に苛 まれた。

そ う した 中で,中 小鋳 物 会社 の1つ で ある ウ ィリア

ム ・クック社 も例 に漏 れず赤字 に苛 まれてお り,そ の見

通 しは暗い ものであった。1981年 にウィリアム ・ク ック

社の社長 に就任 した アン ドリュー ・ク ック氏 は,「 この

ような低 迷が激 しく,ひ どい業界 となった責任 は,自 社

を含めた参 入企業 にある」 と認識 していた。同社 の目標

は,鋳 物業界の中で も当時業界大手 であった,F.H.ロ イ

ド社 や,ワ イヤー ・グループ,デ イビー社,及 びブ リテ

ィッシュ ・スチール社 による旧態依然 なや り方に挑戦す

ることであった。ウ ィリアム ・クック社は,カ ネや技術

な ど,自 社 の有す る経営資源が乏 しい状況にあ り,鋳 物

業界 で勝 ち残 ろ うとす る野心 と意欲だけが唯一の財産で

あった。

1981年,ウ ィリアム ・ク ック社は,低 付 加価値 セグメ

ン トに集中するこ とと,こ のセ グメン トでの能力 と品質

を上 げるた めに中規模 の設備投 資 を行 うことを決定 し

た。つ ま り,「顧 客へ のサ ービス と適正 な品質 の確 保」

の両方 に注力 しようとしたわけである。

高品質のサービスを顧客 に提供 し続けて きた結果,ウ

ィリアム ・ク ック社 は10年 の問 に,「赤 字体 質 ・2%の シ

ェア」か ら,「高収益企 業 ・30%以 上 のシェア」の企業

へ と復活 を遂 げた。そ して1988年 の終わ りまでに,ウ ィ

リアム ・ク ック社 は業界最大の リーダー企業 とな り,そ

の収益性 はさらに改善 された。

このウ ィリアム ・クック社の復 活に刺激 されて,競 合

他社 もウ ィリアム ・クック社のや り方に気づ き,追 いつ

け ・追 い越せ とばか りに激 しい競争が展 開されるように

なった。 その結果 と して,業 界の状 況が一新 し,顧 客が

戻 り,鋳 物業界全体の需要が再成長を遂 げた とされてい

る。

この英国 にお ける鋳物 業界の事例 では,「成 熟」 思考

を排 除 し,物 事 を積極的 に捉 え,市 場環境 を克服で きる

もの と捉 えるような,成 熟企業のマネージャーによる認

識 を トリガーに,継 続的な高品質サービスの提供 を通 し

た企業 の復活か ら,競 合他社 への影響,ひ いては成熟業

界の再活性化への結実 という脈絡 を説明 している。

Baden-Fuller & Stopford(1994)は,再 活性化 を企業

と顧客 との相互作用 において捉 えている。 しか し,こ の

事例で は,企 業 と顧 客 との相互作用 のみで な く,参 入企

業 間の相互作用 も再活性化 を説 明す る上での視野 として

有 してい る。競合他社 への影響 に関 しては,競 合他社 が

多数参入す ることで激 しい競争が展 開された ことを指摘

してい る。 しか し競合他社が多数参入す ることで,同 質

的 な製品 ・サー ビスの提供 による競争が生 じたのか,そ

れ とも差別化 された製 品 ・サ ービスの提供 による競争 が

生 じたのか,と いった業界 の再活性化 に結実する競合他

社 の行動 については,具 体 的な議論が展開 されているわ

けで はない。

3.　問 題 点

Baden-Fuller & Stopford(1994)は,成 熟 「業界」 と

成熟 「企業」が,ど のように復活 してい くべ きかについ

て,数 多 くの可能性 を示 そうと した。彼 らの議論 の中心

は成 熟 「企業 」の復 活 にあ り,成 熟企 業の復 活が成 熟

「業界」の再活性化 に寄与する もの と捉 えている。

しか し成熟 「企業」の復活が,ど の ように成 熟 「業界」

の再活性化 に影響 を与 えたのか,明 確 に議論 されていな

い。成熟業界(市 場)の 再活性化は,単 一の成熟企業 の

戦略的革新のみで実現す るのであろ うか。業界 トップの

座 を争 う複数の リニューアル に成功 した企 業や,当 該市

場 に参入 してい る全企 業 による競争や協 調行動 を通 し

て,再 活性化 が実現す るとい うことは考 え られないので

あ ろうか。 また復 活 を遂げ た成熟企業 に よらな くとも,

新規参入企業による業界の力関係 や競争 ルールの転換 を

通 した再活性化 はあ りえないので あろうか。

いずれにせ よ,成 熟市場の再活性化 と,競 合他社 によ

る行動 との問の連 関について,具 体 的な議論が展 開され

ていない。

III. Kotler(1994)の 研 究

Kotler(1994)は,新 しい属性 を有す る製品が登場す

ることに よって,成 熟期 にあ る市場 の需 要が 回復す ると

い うことについて触れている。

1.　再 活 性 要 因

Kotler(1994)は,成 熟期 にあ る市場で販売数量 を再

び拡大 させ る方法 と して,細 分化 された市場で の顧客獲

得 と製品使用量 の増加,及 び当該 製品カテゴリーにお け

るノ ン・ユ ーザ ーのユーザーへ の転換 という3つ を挙げて

いる。

市場 の細分化 とは,市 場 に対す る観点 を変 えて別の側

面 か ら製 品を再構成 しようとする政策 のことを指す(村

田,1969)。 細分化 された市場 での顧客獲得のため には,

地理的 ・人 口統計 的に新 しい市場セ グメン トへ の参 入 を

試 みることが必要 とされる。

また製品使用量の増加のためには,製 品の使用頻度の

増加 や,1回 あ た りの使用量 の増 加,新 用途 の開拓 な ど

が必 要であ る。使用頻度 の増加 を実現 させ るためには,

た とえばオ レンジ・ジュースのメーカーが,朝 食以外 に

もオ レンジ ・ジュース を飲 むよ うに顧 客の説得 を行 うこ

とな どが求め られ る。 また1回 あた りの使用量の増加 を
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実現 させるためには,た とえば シャンプーのメー カーが,

1度洗い よ りも2度洗いのほ うが効果的であ ると顧 客に説

得 を試 みる ことの ほか,製 品1単 位あた りのパ ッケージ

容量 を大型化 するこ と(村 田,1969)な どが求め られる。

そ して新用途の開拓 に関 して,企 業 は製品の新 しい用途

を発見で きれば,顧 客に様 々な製 品の使い方 を提案する

ことが可能 となる。食品メーカーは,食 品のパ ッケージ

に幾つかの調理法 を印刷 するこ とによって,多 様 な食品

の使用法 を顧客 に提案 し,製 品使用量 の増加 を促 してい

る。

これ らのほか に,製 品使用量 の増加や当該製品 カテ ゴ

リーにおける ノン・ユ ーザーのユーザ ーへ の転換 を実現

す るため には,製 品の特性 を修正 し,新 しい属性 をもっ

た製品の投入が求め られる。

2.　 トリガ ー と な る 要 因

Kotler(1994)は,成 熟期 にあ る市場の需要が,新 し

い属性 をもった製品の投 入 を トリガーに,回 復 してい く

事 を指摘 している。

この ような新 しい属性 を持つ製品へ の修正 には,品 質

の改良 ・製 品特性の改良 ・ス タイルの改 良など,い くつか

の形態が見 られ る。

まず 品質の改良 においては,耐 久性 や信頼性,ス ピー

ド,味 な どといった,製 品の機 能面での性能 を高め るこ

とを 目標 と している。次 に製品特性 の改 良においては,

サ イズや重量,材 質,付 加機能,ア クセサ リーなどとい

った新 しい特性 を製品 に付加する ことに よって,製 品用

途 の多様化,安 全性,便 宜性 を高めてい くこ とを目標 と

している。 そ してス タイルの改良は,製 品の美 的な魅力

を高 めることを目標 としている。

Kotler(1994)は,プ ロクター ・アン ド ・ギャンブル

社 が虫歯 の予 防効果 の高い,フ ッ素入 り歯磨 き粉 の 「ク

レス ト」 という新 しい属性 をもつ製 品を投 入す る事で,

歯磨 き粉 の市場が再活性化 した とい う事について言及 し

ている。この歯磨 き粉市場の再活性化は,顧 客 が何 よ り

も虫歯予 防効果 のある歯磨 き粉 を求めていた事 を示す も

のであった。

3.　問 題 点

Kotler(1994)は,再 活性化 の トリガー となる要 因 と

して,新 しい属性 を もった製 品の投入 と共に,技 術革新

を挙げている。 しか し,技 術革新 と新 しい属性 をもった

製品の投入 とい う2つ の要 因の脈 絡 につい ては,明 確 に

言及 していない。

彼は,再 活性化 を企 業 と顧客 との相互作用 を主軸に捉

えてい るといえる。 しか し新 しい属性 をもった製品の投

入 は,プ ロクター ・ア ン ド・ギ ャンブル社 とい う1企業

だけで完結 しているのか,そ れ とも模倣 をは じめ とした

競合他社の競争や協調 的行動 による産物 なのか,不 明確

な点 は残 る。

また,販 売数量が再 び拡大す るメカニズム を具体 的に

説 明 してい るわけではない。再活性化す る以前の歯磨 き

粉 市場が,ど の よ うな需要水 準 にあった のか,そ の成

熟 ・衰退 の度合いは どれだけの ものであ ったのか。「クレ

ス ト」 の投入 によ り,歯 磨 き粉市場が どれ くらいの割合

で再成長 を遂 げたのか。成熟期 にある市場の需要が回復

する ということについては触 れているが,そ れが回復 し

てい くメカニズ ムについては明確 に説明が なされていな

い。

IV. Levitt (1969)の 研 究

Levitt(1969)は,成 熟期 にある製品市場 における再

活性化 の事例 を紹介 し,再 活性化 のための要諦 について

言及 してい る。

1.　再 活 性 要 因

Levitt(1969)は,成 熟期 にある市場 で販売数量 を再

び拡 大 させ るため に,製 品使 用量 の増加,多 彩 な使用 目

的の開発,新 規顧客 の開拓,用 途開発 という4つ の方法

を挙 げ て い る。 これ らの方 法 は,先 で触 れ たKotler

(1994)の ほか,Porter(1980),Harrigan(1980),

Aaker(1984),田 村(1998)な どで も指摘 されている。

Kotler(1994)と 同様 に,製 品使用量の増加のため に

は,製 品 の使用頻度 の増 加や,1回 あた りの使 用量の増

加 な どが必 要であ る と,Levitt(1969)は 指摘 してい

る。

これ らの方法 を実現す るため には,製 品形態 の革新 を

伴 う新製品の投入,製 品の改良,包 装 の改善,製 品を取

り巻 くサ ービスの改良iiiなどを行い,そ れ を顧客 に提供

す ることに より,製 品使用量の増加に関する説得 を行 う

ことが求め られる。

Levitt(1969)は,以 上 に挙げた要因 による再活性化

の事例 として,ナ イロン市場,!954年 ～1967年 にみる半

導体市場,コ ンピュータ市場 を紹介 している。以下では,

比較的大 きく取 り上 げ られてい る米国ナイロ ン市場 の事

例 について考察す る。

iii Levitt(1969)は,コ ン ピュ ー タ市 場 にお い て,製

品の 品 質 と製 品 を取 り巻 くサ ー ビス の 改 良 に よ り,コ

ンピ ュー タの 製 品 コ ンセ プ トが 拡 張 され,そ の 結 果 と

して再 活 性化 が実 現 した とい うこ とを述 べ て い る 。
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2.　米 国 ナ イ ロ ン市 場

Levitt(1969)は,米 国におけるナイ ロン市場の再活

性化 につ いて触れ てい る。米国のナイロ ン市場 は,ナ イ

ロ ン原糸 の用途開発,及 び継続的に行 われた品質の改良

によって再活性化 を果た した とされている。再活性化す

る以前 のナ イロンの主 な用 途は,パ ラシュー トや繋 糸,

ロープなどの軍事用途,メ リヤス,婦 人用靴下 などか ら

成 り立 ってい た。 これ らの用 途市場 の需要が成熟 し始め

たときに,デ ュポ ン社 を中心 に次々 と新用途が 開発 され,

その度 ごとに需要の再活性化 を果 た して きた。米国ナイ

ロ ン市場 は,1962年 には5億 ポ ン ドを超 える規模 となっ

た。Levitt(1969)に よる と,も し用途開発が行 われず,

軍事用品,メ リヤス,婦 人用 靴下 という用途のみか らな

るナイ ロン市場で あったな らば,そ の規模 は5千 万ボ ン

ドで頭打 ち していたであろ うと述べ ている。1962年 当時

におけるナイロン市場 は,カ ーペ ッ トや加工糸,タ イヤ

コー ド,広 幅生地,細 幅織物,婦 人肌着類,パ ラシュー

ト,ス レッド,ロ ープなど,多 様 な用途市場か ら成 り立

っている。

Levitt(1969)は,米 国ナイロ ン市 場におけ る度重 な

る再活性化 について言及 している。その度重 なる再活性

化 の トリガーと して,い ずれ も新用途 の開発 と,そ の用

途向 けの新 しい属 性 を有 した製 品の投入 を指摘 してい

る。では,ナ イロン市場の需要が停滞 ・衰退す るたびに,

どの よ うな用途 が開発 されたので あろ うか 。下の表1.

は,ナ イロ ン市場 における再活性化 の トリガーと して開

発 された新用途の一覧を示 してい る。

表1.　米国ナイロン市場の再活'性化の トリガーと して開発 された新用途

出典;Levitt(1969)よ り筆者 作 成

3.　問 題 点

このナイロン市場の事例 も,他 の研究 に漏れず,市 場

の再活性要 因,及 び トリガー となる要因を指摘す るまで

にとどまってい る。それゆえ,他 の研究 と同様の問題点

を指摘す ることがで きる。

Levitt(1969)は,ナ イロ ン市場 の再 活性化 をデュポ

ン社 のとった行動 に沿って説明 している。 しか し再活性

化 に結実す る用途開発行動 は,デ ュポ ン社 だけによる も

のなのだろ うか。Levitt(1969)に よる と,製 品市場 の

再活性化戦略 を計画的に採用 している企業 はご くわずか

で あると指摘 している。 しか しナイロ ン市場 は,デ ュポ

ン社 の完全 な独占市場であった とは限 らない。ナ イロン

市場 に参入 してい る企 業が,少 なか らず存在 しているは

ずで ある。ナ イロン市場の再活性化が,デ ュポン社 とい

う1企 業だけ による ものか,そ れ とも当該市場 に参 入 し

てい る企業全体 による行動 の産物 なのか,不 明確な点は

残 る。 ここで も,他 の先行研 究 と同様 に,模 倣 をは じめ

と した競合他社の競 争や協調 的行動 の側面 を無視 してい

るもの と考え られる。

V.　 小 島(1999)の 研 究

小島(1999)は,米 国における二輪車市場の再活性化

について触 れている。

1.　成 熟 期 に あ る米 国 二 輪 車 市 場

日本 のホンダやヤマハ発動機が参入 した1959年 以前の

米 国にお ける二輪車市場は,買 い替 え需要が 中心の安定

した成熟市場であ った。1950年 以来,二 輪車の年間販売

量 は,4～5万 台で安定 していた。米 国二輪車市場 は成熟

期 にあ り,将 来的 に需要が増大す る見込 みはない とい う

のが,既 に参入 している企業の認識であった。

2.　再 活 性 要 因 と連 動 性

1960年 代か ら1970年 代 にかけて,成 熟期 にあ った二輪

車市場 の需要 は,再 び増大するこ ととなった。その背景

には,人 口構成の変化 と所得水 準の向上が考 え られた。

1960年 代 から1970年 代 にかけて,米 国の人 口構成は,14

歳 か ら25歳未満の若年層 の人口が他 の年齢層 と比較 して

飛躍 的に増大 した。そ して経 済環境 の好転か ら,個 人所

得 が急速 に増大 したのである。

この若年層人口の増加 と所得水準 の向上 を受けて,二

輪車 メーカーが挙 って新 しい排気量や型式の二輪車 を市

場 に投入 した。その新 しいタイプの製品 とは,既 存 の参

入企業が まった く無視 していた,低 価格 ・小型 ・軽 量 タ

イプの二輪車であった。その上,高 品質 を実現 し,既 存

の製 品にはない,運 転操作 が容易 な装置や機能が付 加 さ

れていた。 この低価格 ・小型 ・軽量 タイプの新 しい二輪

車 は,排 気量が50cc未 満で あ り,小 売価格が1,000ド ル
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を超 える既存製品 に対 して,250ド ルを下 回る ものであ

った。

独 自性の高い新製品の投入 とともに,一 度 も二輪車 を

運転 したことの ない一般消費者 をターゲ ットと して,マ

ス媒体 を用い た広告が積極 に展開 された。 さらに,流 通

業者 を介 しない,多 くの新規小 売販売店が,そ の新製品

を取 り扱 うようになった。

これ らの企業 による主体的な努力 の結果,二 輪車の需

要者層 として,従 来 の二輪車愛好 家(い わゆるライダー)

や警察官,軍 隊 に加 えて,一 般消費者が加 わることとな

った。 そ して買い替 え需要が中心の購買様式 から,新 規

購買 に よる需要が 中心 となった。1960年 には,新 規購買

に よる需要が80%を 占め るに至 っている。新規購買の大

半 を占める一般消費者 は,二 輪車 を気軽 な輸送手段 と し

て利用す るようになった。

こ うして1950年 代 には成熟期であった米 国の二輪車市

場 は,1960年 代 から1970年 代 にかけて再活性化 を果 た し

たのである。米 国にお ける二輪車の登録台数は,1960年

の57万 台か ら,1965年 には138万 台へ と急増 した。

この ような米 国二輪車市場の再活性化 は,す でに参入

している米 国企業 というよ り,ホ ンダをは じめ とす る日

本企 業に よる主体 的な努力の産物であった。つま り若年

層 人口の増加 と所得水準 の向上 とい う,二 輪車市場 を拡

大 させ るこ とが出来 る余地(あ くまで余 地や可能性であ

って,こ れ らの要 因だけで市場の再活性化 が実現す ると

は限 らない)が 得 られたことを受けて,日 本企業 を中心

とした魅力 的な新 しい型式の二輪車 の積極 的 な投入 と,

マス媒体 を用 いた広告 の積極的 な投入,及 び新規小売店

に よる製品取扱 の増大 といったマーケテ ィング展 開によ

って,二 輪車市場 の再活性化が実現 した もの と考 え られ

る。

3.　再 活 性 化 に 至 る競 争 の 状 況

小 島(1999)は,米 国二輪車市場 の再活性要因の1つ

として,製 品形態 の革新 を伴 う新製品の投 入を挙 げてい

る。 この点は,こ れまでに触れ た先行研 究 と同 じ見解 を

示 している。 しか し,こ れまで に触れた先行研究 では明

確 に議論 されていなか った点 を指摘 してい る。それ は,

再活性要 因が1企 業 だけで完結 しているので はな く,日

本企業 を中心 とした当該市場 に参入 している企 業全体 の

主体的な努力の産物 である と指摘 してい る点である。つ

ま り小島(1999)は,再 活性化 に至 る競争の状 況につい

て触れている点において,他 の先行研究 とは異なる貢献

を果た している。

1950年 代 当時 における,米 国二輪車市場の参入企業 と

して は,米 国のハ ー レー ・ダビ ッ ドソン社,ド イツの

BMW社,英 国のNVT(ノ ー トン ・ヴ ァリアーズ ・トラ

イア ンフ)社 などが挙げ られる。その中で もハー レー社

が リー ダー企業 と して市場 に君 臨 してい た。 同社 は,

1955年 当時,米 国二輪車市場の約70%を 占めていた。

1959年,ホ ンダやヤマハが米国二輪車市場 に参入 した

後,川 崎重工やスズキ などの 日本 の二輪車 メーカーが追

随 して参 入を果 た した。そ して二輪車市場の再活性化が

結実 してい く1966年 には,85%も の市場 シェアを日本企

業が獲得 するに至 ってい る。当然 のこ となが ら,日 本企

業以外 の参入企業の市場 シェアは,15%程 度 に留 まるこ

ととなった。 かつ ては70%も の市場 シェアを占めていた

ハー レー社 も,1975年 には10分 の1で ある7%に まで シェ

アが縮小す るとい う事態に陥った。

市場の再活性化途上で,そ の市場 シェアが大 き く日本

企業 によって侵食 され た りした ものの,既 存の参入企業

による 日本企業へ の反撃 は特 に見受け られなか った。既

存の参入企業 は,米 国の二輪車市場 に対 して,潜 在需要

や将来の成長性 に期待が持て ない とい う認識 を有 してい

た。 また,中 には,日 本 企業の米 国での成功 に よって,

二輪車の新規需要 を創 出 して くれた と高 く評価す る向 き

も見 られた。そのような企業は,ま ず新規顧客が 日本企

業 による小型二輪車 を購入 し,運 転経験 を積み重 ねた後

に,自 分たちが得意 とす る大型 タイプの二輪車 に移行 し

て購入 して くれる ものと予想 していた。それゆえ,大 型

二輪車 を得意 とす る既存の参入企 業 と,小 型二輪車 を得

意 とする 日本企業 とは,直 接的 に競 合するわけではない

と認識 されていたともいわれてい る。

ハー レー社 は,1960年 代の後半に,小 型車 と中型車 を

製品 ラインに加 えた。そ して,高 品質 ・高性能 という製

品 イメージの継続 的な訴求 と,全 米に広 がる強力 な販売

網 を中心 とした効果的 なマーケテ ィング活動 を展 開 して

きた。高性能 ・高 耐久性の イメージを訴 求するため に,

二輪車 レースを積極的 に後援 した り,製 品スタイルの変

更や生産工程 の機械化 を進めた りして きた。 このような

活動 により,ハ ー レー社の小型 ・中型車 は期待 したほど

売れ なかったが,全 売上 げが減少する とい うこ とはなか

った。

WTは,日 本企業の積極 的な戦略の展開 に対 して,消

極的 ・受動的な対応戦略 を採用 している。即 ち同 じ排気

量の製品 による,日 本企業 との直接的な競争 を避 けるた

めに,よ り大型の製品クラス に製品 ライ ンの重点 を移 し

たのである。WTで は短期利益率が重視 され,競 争力 の

ない排気量クラスか らの撤退が進 められた。

4. 2度 目の 再 活 性 化

米 国二輪車市場の再活性化 は,1959年 のホ ンダやヤマ
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ハの参入 を起点に,1966年 に至 るまで持続 した。その持

続期間は,7年 間である。

1967年 になると,米 国二輪車市場 は,再 び買い替え需

要が80%を 占め るようになった。二輪車 にお ける販売台

数 は,1967年 ～1968年 ころ までに,そ の著 しい成長が止

ま り,需 要が飽和 した ものと考 えられた。

しか し1968年 に,二 輪車のオフロー ド向 けの用途が開

発 され,新 規需要が創造 されるこ とによ り,二 輪車市場

は2度 目の再活性化 を果 た した。 この用途 開発 によ り,

二輪車 のオフロー ド愛好者 を新 たに創 出 し,野 外 などで

の余暇活動手段 と しての二輪車の利用 を拡大 させ ること

に成功 したのである。

再活性要 因と しての用途開発 に関する小 島(1999)の

言 及は,先 に述べ た内容 まで となっている。果た して,

用途 開発が実現す るまで に,ど の ような企業行動が展開

されたのであろうか。用途開発 を最初に成功 させ た企業

は,ホ ンダをは じめとす る日本の二輪車メーカーであっ

たのだ ろうか。 それ とも,ハ ー レー社 やBMW,NVTな

どの既存 の参 入企業 であったのだ ろうか。 ここで も トリ

ガー となる企 業の行動 と,そ の競合他社 による受動 的対

応 によって再 活性化へ と結実 したのであろ うか。それ と

も,1企 業 の主体的 な努力 のみで完 結 してい るので あろ

うか。用途開発 を通 じた再活性化 に関 しては,不 明確 な

点が残る。

2度 目の再活性化 に関 しては,こ の ほか にも,大 型 二

輪車の需要が増大 した ことが挙 げられる。既存の参入企

業 の思惑 通 り,既 存顧客が350cc以 下の小型二輪車 か ら

750cc以 上の大型二輪 車へ と買い替 えることで,大 型二

輪車へ の移行 とい う購買傾 向が定着 し始 めたのである。

この購買傾 向 を受けて,ハ ー レー社やBMW,NVTな ど

の既存 の参入企業だけでな く,日 本企業が高品質 ・低価

格 ・独 自の装置 を備 えた新 製品を続 々 と投入 し,積 極的

な販 売が展 開された結果,二 輪車市場の2度 目の再活性

化が実現 したのである。

以上 よ り,二 輪 車市場 にお ける2度 目の再 活性化 は,

オフロー ド向けの用途開発の実現,及 び既存顧客 による

大 型二輪車へ の移行 とい う購買傾 向の変化 とい う2つの

要因が トリガー になった もの と考 えられる。

この2度 目の再活性化 は,1968年 を起点 に1973年 には

販 売量の ピーク とな り終点 を迎 える。持続期 間は5年 間

である。1973年 か ら1975年 までの二輪車 需要 は大幅 に減

少 し,み たび成熟期を迎 えた。 この ときも,需 要 の大半

は買い替 え需要が 占めていた。

みたび訪 れた成熟期 に対 して,ハ ー レー社 などは生産

の削減を行 った。 しか し,日 本企業は生産を削減せず に

多 くの在庫 を有 し,値 引 き販売 を行 うことで販売量 を維

持 しようとした。

こ うした参入企業 の行動 に より,3度 目の再活性化 が

実現 したのか否かは,小 島(1999)で は明 らか にされて

いない。

5.　問題 点

先 に も触 れたとお り,小 島(1999)は,再 活性要因が

1企業だ けで完結 しているので はな く,日 本企 業 を中心

に当該市場 に参入 してい る企 業全体 の主体 的な努力の産

物であるこ とを指摘 している。つま り,市 場 の再活性化

を企 業 と顧客 との相互作用 において捉 えているだけで な

く,参 入企業 間の相互作用 をも視 野に入 れているもの と

考え られる。その構図 は,ホ ンダに よる米 国市場 に適応

した製品の開発 ・投入,広 告費の積極 的な投入,流 通網

の構築 と,そ れ らの施策 に対す る競 合他社 の受動 的対応

とい うものであった。

この構図か ら考 えると,再 活性化の トリガー となる要

因は,ホ ンダに よる製 品形態の革新 を伴 う新 製品の投入

にあ るもの と考 え られる。で は,競 合他社 に よる受動 的

対応 とは,い ったいどの ような ものであったのだろ うか。

競合他社は,ホ ンダの施策 とまった く同質的な施 策,い

わゆる模倣で もって対応 したの だろうか。それ とも対応

は受動的ではあるが,差 別 的な競争が展開 されたのだろ

うか。小島(1999)で は,特 に米国の二輪車市場 に参入

を果 た したヤマハや川崎重工,ス ズ キなどの 日本 の二輪

車 メーカーによる追随について,そ の事実 に触れている

ものの,明 確な議論が なされていない。

米 国の二輪車市場 には,1960年 代か ら1970年 代 にかけ

ての再活性化途上において,ハ ー レー社やBMW,WT,

及び 日本 の二輪車 メーカーな ど,複 数 の参入企業が存在

していた。 とす ると,受 動的対応 は,ど のように進行 し

たのであろうか。ホ ンダに よる施策が トリガー要因であ

るな らば,そ の施策 を受けて,ま ず どの企業が受動的 な

対応 を行 ったのであ ろうか。続 いて受動 的な対応 を行 っ

た企業 は,ど の企業であ ったのだろ うか。 このように考

える と,競 合他社 による受動的対応 の伝播 プロセスが明

らか となるはず である。米国二輪車市場 の再 活性 化が,

ホ ンダ1社 だけではな く,競 合す る参入企 業間の相互作

用 を視 野に入 れるのであれば,競 合他社 による受動的対

応の伝播 プロセスを明 らか にする ことは,再 活性化 のメ

カニズムを解 明 してい く上で意義のある もの と考 えられ

る。 ところが小 島(1999)で は,こ の点が明 らかにされ

ていない。

また,単 に競争 のみが二輪車市場 で展 開されてい たの

であろ うか。技術や販売面での提携 や合弁会社 の設立 な

ど,協 調的行動 は見受 けられなかったのであろうか。そ
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の点 について も,明 確 な言及がな されていない。

VI.　視 座 構 築 へ の 手 懸 り

これ までの節 では,再 活性化現象 に注 目した先行研究

を取 り上げ,ど の ようなこ とが議論 され,ど の ような点

が明 らかに されていないかを考察 した。 これ らの先行研

究 を俯瞰す ると,市 場再活性化 に関す る視座 の構 築に向

けた,手 懸 りを見出すこ とが 出来 る。本節では,そ の手

懸 りを明 らかにす る。

先行研究 を俯瞰 した結果,市 場の再活性化 に関す るプ

ロセスは,次 の図1.の ように表す ことが可能 となる。

図1.　再活性化 プロセスの概観

先行研 究では,再 活性化 の原因 となる再活性 要因が複

数存在 し,市 場 に働 きかけることによ り,再 活性化現象

が生 じる ことを明 らかに してきた。 しか し,再 活性化以

前 における市場 の状態が どの ような ものであったか,再

活性要因 による影響 を受 けて,ど の ような再成長 の過程

を経たのかな ど,再 活性化の度合いに関す る具体 的な議

―180一



市場再活性化の手懸りを求めて

論が展 開されているわけではなかった。市場 における需

要の推移や,再 活性化 を図ろ うとす る参入企業群の行動

に関す る,時 系列のデー タを収集 し,再 活性化現象の密

な記述 を行 うことが求め られる。再活性化の要諦 を説 く

先行研究 は多いが,因 果連鎖を通 じた再活性化 メカニズ

ムを解 き明かす研 究は,ま だ見受 け られてい ない。 よっ

て,再 活性化 メカニズムの解 明は,今 後の研究課題 とし

て焦点化 され るとともに,そ の意義 は高 いもの と考 えら

れる。

以 下の項で は,図1.の 諸概 念 を基 に,視 座構築 への

手懸 りを探 るとともに,明 らかに されていない点 を抽出

し,今 後の研究課題 に結 びつ ける。

1.　市 場 環 境 観

そ もそ も市場 とは,そ こへ参入 している企業群が互い

に競 いなが ら,提 供す る製品やサー ビス といった財の顧

客 を探 し求めて,財 とその対価 を交換する場 の事 をさす。

参入企業 は,市 場 に向か って働 きかけを行 い,そ の結果

として,売 上高 な どの成果 を得る。市場への働 きかけは,

取引 によって行われる(田 村,1998)。

Baden-Fuller & Stopford(1994)に よる と,業 界の収

益性 や市場 の成長性 は,参 入企業のマネージャーが どの

ように考 えるか によって決まるもの と指摘 している。

Aaker(1984)は,他 の先行研 究 と同様 に,新 しい用

途や顧客 の開拓,お よびプッシュ戦略型の販売促進 とい

った,企 業 の主体的 な努力 によ り,成 熟 ・衰退期 にある

市場が第2の 成長期 を引 き起 こす とい うことを指摘 して

いる。そ して,そ の主体的 な努力は,市 場 の成熟 ・衰退

化に伴 う売上高 の低下 によって心の安静 を乱 され,市 場

が成熟 ・衰退 して しまったとい う事実 を進んで受 け入 れ

ようとしない,も しくは受 け入れ ることが出来ない企業

に よって行使 され るとも指摘 している。

「過 去の収益構造が将来的 に継続 される」,「自社 は市

場環境 の虜 である」,「参入 してい る市場では,需 要 の伸

びが鈍化 し,競 争条件 も厳 しいため,収 益 性が悪 く,今

後の成長 を望 むこ とが出来 ない」,「市場環境 か らのプ レ

ッシャーが きつい」 といった 「成熟」思考は,そ れに適

応 した戦略代案 を策定 ・実行す る事 により,事 態 も真 に

成熟 ・衰退期 の様相 を呈す るようになる事 もある。 自己

成就 的予言の危 険性 である。 ここで言 う自己成就 的予言

とは,最 初 の誤 った状況 の規定が新 しい行動 を呼 び起 こ

し,そ の行動 が当初 の誤 った考 えをリアルな ものにす る

とい う現象 を指す(Merton,1957)。 その市場が成熟期

や衰退期にある という理 由だけで,成 長の可能性が ある

に もかかわ らず,成 長 の機会が見 えに くくな り,企 業 に

継続的な成長 を図 るための努力を諦 めさせかねない。

この ような 「成熟」思考 を排 除 し,「市場環境 は理 解

し,マ スター し,そ して征服 すべ きもの だ」,「市場の成

熟 ・衰退化 は,更 なる発展段 階に到達す るための重要な

ステ ップで あ り,ま た通過 点である」,「市場の成熟 ・衰

退化 は,参 入企業 にとって,発 展 のダイナ ミズム を生み

出す源泉であ る」,「企業 の 目的や意思 を出発点 として,

それを実現で きるように,自 社 に とって有利 なカタチ に

環境 を変化 ・形成 してい く」,「惨 めな状況か ら這い上が

ろ う」 といった,積 極的に物事 を捉 え,市 場 を足かせ と

考えずに克服で きるもの とする市場環境観が,成 熟 ・衰

退化 の局面 にある市場 に対 して主体 的に働 きか ける動因

を与 え,市 場の再活性化 に貢献する もの と考 えられ る。

ここで注意 しなければな らない ことが ある。それは,

この ような市場 を有利 なカタチに形成 していこうとす る

市場 環境観が,市 場再活性化の トリガーであるとは一概

に言えない ということである。確 かに,そ のような市場

環境観 があっては じめて,斬 新な戦略 と組織能力の変革

が実現する もの と考 えられ る。 しか し,そ の市場環境観

の存在 を認 めなが らも,参 入企業における行為者 の誰 し

もが,そ のよ うな市場環境観 を明確 に認識 してい るわけ

ではない。市場環境観 を,ト リガー となる要因 として明

示化するこ とは難 しい。市場の再活性化 は,売 り手 と買

い手 との接点 にお ける取 引の成 果か ら導 き出 され るの

で,売 り手 である参入企業 による市場へ の主体 的な働 き

かけ こそ,再 活性化 の トリガー要因,更 には トリガーに

影響 された再活性要 因となるもの と考え られる。市場環

境観は,あ くまで参入企業 による市場への主体 的な働 き

かけに対 する動 因に過 ぎない。

2.　タテ の 相 互 作 用

市場 の再活性化 プ ロセス を見 てい くうえで,2つ の相

互作用 がある ことに注 目す る必要が ある。第1に,売 り

手であ る参入企業 と買 い手であ る顧 客 との間の相互作用

で ある。 これを,タ テの相互作用 とする。第2に,競 争

と協調が織 り成す参入企業間の相互作用である。これを,

ヨコの相互作用 とする。本項で は,タ テの相互作用 につ

いて考察する。

市場 において,参 入企業 と顧客は,製 品 と,そ の対価

の交換 を通 して,相 互作用 を行 っている。参入企業 は,

製品 を顧客に提供 する上 で,魅 力的な製品 ・価格 ・販売

促進策の投 入 とともに,製 品 と顧客 との接 点を拡大 させ

ることを通 して,タ テの相互作用 を図ろ うとする。 タテ

の相互作用は,マ ーケティング ・コミュニケーシ ョンと

も考 える ことが 出来 る(栗 木,2003)。

この ような タテの相互作用 において,製 品形態 な どの

革命的 な変化 を伴 った,新 しい属性 を有する製品の投入
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が,市 場 の再活性要 因となることは,先 行研究 で指摘 さ

れている ところである。 また,品 質や特性,ス タイルな

どを改 良 した製 品の投入の ほか,そ の製品に関連す る周

辺設備 やサ ービスの提供 なども,当 該製品市場 における

再活性要 因となる(Porter,1980)。

この ような新 しい属性 を有 した製品や改 良 した製品の

投入 に よって,誰 と ・いつ ・どこで ・どのよ うな機会 に

当該製 品を使用す るのか,す なわち顧 客に とっての製品

の使用状況が変化す る。製品の使 用状 況が変化す るとい

うこ とは,最 終顧客が変化す ることを意味 してお り(田

村,1998),ひ いては再活性化 に結実 してい くものと考 え

られる。新 しい/改 良 した製品の投 入や,そ の製 品の魅

力 を訴求 し,製 品 の使用状況 を変化 させ るマーケティン

グ施策 の改善 とい ったものは,価 値体系 を伴 った行動パ

ター ンivの変 化 を意 味 す る もの と考 え られ る(入 江,

2001)。 そ れは,ま さにイノベ ーシ ョンである。 イノベ

ーシ ョンは製品 だけに限 らず
,そ の製品の訴求や販売 に

かか わるもの をも包含 する。

では,い わばイノベーテ ィブな製品の投入 を,顧 客 に

おける製品 の使用状況の変化に結びつける要諦 とは,ど

のようなものだろ うか。

そ もそ も成熟 ・衰退期 にあ る製品市場 とい うものは,

導入期以来,あ る程度の時間が経過 している。該当す る

製 品の認 知度 も高 く,そ の普及 も飽和点 に達 してい る

(小沢,2001)。

そのような成熟 ・衰退期にある製品市場 において,製

品展 開上の ターゲ ッ トは,次 の3種 類 の顧客 か ら構成 さ

れてい る。

まず第1は,従 来 か ら製品の取引 を通 して相 互作 用 を

行 ってい る既存顧客である。成熟 ・衰退期 にあ る製品市

場 を再活性化 させ るため には,既 存顧客か ら得 られ る現

在の需要 を維持す るとともに,購 買頻度 の増加 を図 らな

けれ ばならない。そのためには,当 該製 品の使用頻度 を

高 めた り,1回 あ た りの使 用量 を増加 させ た りしなけれ

ばならない。

続 いて第2は,か つては当該製品の取引 を行 って きた

が,現 在 は様々 な理由 により取 引を行 っていない,離 反

顧客で ある。その離反顧客 を再び振 り向かせ,既 存顧 客

に転換 させ ることが,再 活性化 には求 め られる。そのた

め には,製 品形態 などの革命 的な変化 を伴 った,新 しい

属性 を有す る製品の投入や,品 質や特性,ス タイル,お

よび,そ の製品 を取 り巻 くサー ビスな どの面で改良 され

た製 品の投入 によって,離 反顧客 を魅了 しなけれ ばなら

ない。

そ して第3は,当 該製品 を知 らない,或 いは知 って は

い るが1度 も取 引 をした ことが ない新規顧 客であ る。新

規顧客 を探索 し,開 拓す ることが,製 品市場 の再活性化

には求め られる。 そのため には,多 彩 な使用 目的の開発

や,新 しい用途 の開発が必要 となる。多彩 な使用 目的や

新用途の開発 によ り,需 要異質性の構造 が変化 し,新 し

い市場細分化 の機会が発 生することとなる(田 村,1998)。

新規顧 客を獲得す ることによ り,製 品市場 の領域が拡充

される こととなる。

先行研 究では,既 存顧客の維持 と購買頻度 の拡大,離

反顧客の取 り戻 し,新 規顧客の開拓 に向けた,企 業の要

諦が議論 されて きた。 これ らの要諦は,そ れぞ れの顧客

にしか適用 で きないものではな く,ど の顧客 にも重複 し

て適用 で きるものである。

タテの相互作用 を考 える上で,企 業 による市場への働

きか け(取 引)だ けが再活性要因 となるわけではない。

流行や気 象条件,人 口動態,景 気 変動 な ど企業が直接制

御 で きない ものvも 再 活性 要因 となる。小 島(1999)に

おい て も,米 国二輪車市場 の再活性 要因 の1つ と して,

人口構成 の変化 と所得水準の向上 を挙 げている。 こうし

た企業が直接制御で きない再活性 要因の存在 と,そ の要

因に対 して,企 業や顧客が どの ような影響 を受 けたのか

とい うこ とに関 しては,先 行研究 で明確 な議論が なされ

ているわけではない。 この点に関 しては,市 場の再活性

化メカニズムを解明する上 で,議 論の余 地が ある。

3.　ヨ コの 相 互 作 用

市場 の再活性化 プロセスには,企 業 と顧客 との間の相

互作用(本 稿でい うところの タテの相互作用)だ けが働

いているわけで はない。参入企業 間の相互作用 も働 いて

いる。 ヨコの相互作用である。 ヨコの相互作用は,参 入

企 業間にお ける競争 と協調 とい う形で現 れる。

先行研究で は,タ テの相 互作用 のあ り方 を中心 に議論

が進 め られてきた。 しか し,市 場 の再活性化 とヨコの相

互作用 の連 関やあ り方 については,明 確 な議論が されて

こなかった。市場の再活性化 が,優 れた戦略的行動 を展

開 した単一企業 だけによる ものか(も し単一企業 による

ものであ るならば,そ れは リー ダーやチ ャ レンジ ャー,

新規参入者,フ ォロワー,ニ ッチャーなど,ど の ような

属 性の企業 による ものか),そ れ とも当該市場 に参 入 し

ている企業全体 による行動 の産物 なのか,明 確 にされる

ことが なか った。 つ ま り,競 合他社 の競争行 動(同 質

iv　ここでいう行動 パ ター ンとは,何 らかの 目的 を達成

す るための方策 をさしている。

v Urban・Star(1991)は,企 業 に よっ て直 接 制 御 で き

な い要 因 を,"natural phenomenon"と 呼 ん で い る。
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的 ・差別 的)や 協調的行動の側面が軽視 されている様相

が伺 える。 それ も無理か らぬ話か もしれない。特 にマ ー

ケテ ィング論 に依拠 した研究では,市 場 に働 きかけをす

る行為者が,ヒ トや社会のニーズ を探 り,そ れを満 たす

こ とをテーマ と している(Kotler,1994)。 それゆえ に,

注力す る視点 として,タ テの相互作用が中心 となる。

しか し独 占市場で ない限 り,市 場 には複数 の企業が参

入 してお り,競 争や協調行動が展 開されてい る。確か に,

市場 で最 も高い シェアを有 している リーダー企業が,成

熟 もしくは衰退 している市場 の中で,そ のシェアを維持,

更 には拡大 させ るべ く,当 該市場全体 の規模 を拡大 させ

るこ とも考 えられ る(Kotler,1994)。 とはい え,そ の市

場 に複数の企業が参入 してい る限 り,ある企業 の行動が,

競合他社 の行動 に影響 を与 えてい るはず である。 また,

既存 の参入企業 にはない発想 で,成 長 の可能性 を秘めた

ニ ッチ を探索 ・創造する新規参 入者 の動 きも見逃せない

(D' Aveni and Gunther, 1995)。

ある企業 による新製品や新用途,お よび多彩な使用 目

的の 開発 とい った行動 を トリガーに して,他 の競合他社

が連鎖的 ・統一的 に競 争や協調行動 をとるもの と考える

ならば,そ れは参入企 業群 による行動の連動である と考

えることが出来る。企 業に よる市場への働 きかけ を通 し

たタテの相互作 用 を再 活性 要因 として,参 入企業間での

競争 と協調 を通 じた ヨコの相互作用,す なわ ち再活性 要

因の連動が,イ ノベーシ ョンの連発 ・連鎖 ・集成 ・強化

された結果 として大 きな波及効果 を生み出 し,市 場 の再

活性化 に結実する。その ように考 えるならば,参 入企業

の競争や協調行 動の分析 にこそ,再 活性化メ カニズム解

明の カギがある ものと考 えられる。

タテの相互作用 だけでな く,タ テの相互作用の連動性

か らなる ヨコの相 互作用 のあ り方 を解 くことに より,市

場の再活性化における動態 的な性格 を明 らかにするこ と

が出来るはずである。 もちろんヨコの相互作用 には,競

争 と協 調だけではな く,非 競争の状態 をつ くろ うとす る

参入企業群の動 きも含 まれるはずであ る。競合他社 に攻

め入れ られないよ うなニ ッチの創出 と占有 を,参 入企業

群が挙 って展 開する,ニ ッチ ・フォーメーシ ョンなる行

動 も考 え られる。 この点 も踏 まえて,市 場へ の働 きか け

を通 した参入企業群 の運動論 と,市 場の再活性化 との連

関を解 明す ることの意義は高い。

VII.　お わ り に

本稿 では,長 期的 な市場の進化 過程 の中で も,需 要の

伸 びが停滞,も しくは衰退 している状態 か ら,何 らかの

作 用 によ り,再 び成長 の軌 道 に乗 る,"再 活 性化現象"

に注 目した。そ して先行研 究 を俯瞰す るこ とで,「何 が

明 らかに され,何 が不明確 か」 を議論 して きた。

先行研 究を俯瞰す るに,停 滞 ・衰退 している需要 に何

らかの作用 を施す ことによ り,市 場の再活性化 に結実す

る再活性 要因が存在す ることが明 らか となった。 この再

活性要因は,流 行や気象条件,人 口動態,景 気や所得水

準の変動 な ど企業が直接制御で きない ものだけから成 り

立っているわけではない。製品形態な どの革命 的な変化

を伴 った,新 しい属性 を持 った製品 の投入 を核 に した,

企業に よる市場への働 きかけ(取 引)も 再活性要因 とな

る。企業 による市場への働 きかけを軸 に した,企 業 と顧

客 との間におけるタテの相互作用 の要諦 につい て,先 行

研 究では主 に議論 されて きた。このタテの相互作用 に先

立ち,物 事 を積極的 に捉え,市 場 を足かせ と考 えず に克

服 で きる ものと し,市 場 を有利 なカタチに形成 してい こ

うとする,参 入企業(行 為 者)の 市場環境観が,成 熟 ・

衰退化 の局面 にあ る市場に対 して主体的 に働 きかける動

因を与 え,市 場の再活性化 に貢献す るもの と考 えられて

きた。

しか し,企 業 による市場へ の働 きか けを通 した タテの

相互作用 を再活性要因 として,参 入企業 間での競争 と協

調 を通 じたヨコの相互作用,す なわち再活性要因の連動

については,明 確に議論 がなされてこなか った。市場 と

は,そ こへ参入 している企業群が互い に競いなが ら,提

供す る財の顧客 を探 し求めて,財 とその対価 を交換 する

場 であるので,企 業に よる市場へ の働 きかけ を無視 する

わけにはいかない。 タテの相互作用 とヨコの相互作用 の

両 にらみ を利かせた分析 にこそ,再 活性化メカニズム解

明のカギがある もの と考 え られる。 また,企 業が直接 制

御で きない再活性要因 と,企 業 による市場への働 きかけ

との因果連鎖や影響力 の行使 に関す る,密 な記述を行 う

ことも,再 活性要因の連動 性を解 き明かす上で欠かせ な

い。

顧客 と参入企業群 が織 り成す相互作用 を,タ テ とヨコ

の複眼的思考に基づ いて捉 えることにより,市 場 の再活

性化 に関する視座構築へ の手懸 りが得 られる もの と考 え

られ る。 とはいえ本稿 は,先 行研究の仲府鰍 を通 して,視

座構築への手懸 りを探索 したまで に過 ぎず,再 活性化 メ

カニズムの解 明へ と具体的 に踏み込んでいるわけではな

い。今後の課題 としては,再 活性化現 象を体系 的に説明

す るための概念 や視座 を整備する とともに,公 刊 データ

や イ ンタビュー ・デ ー タな どの厳 密 な分析 を鑑 み なが

ら,実 際に再活性化 を遂げている製品市場 に迫 ることが

何 よりも求め られる。本稿で取 り上げた先行研究 は,い

ずれ も欧米 における市場 を事例 とした ものであった。本

稿 を端緒 に整備 された概念や視座 が,果 た して日本や他

の国の市場 にも適応で きるのか,そ の適応可能性 を検証
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する必要 もあるだろ う。経営環境 を同 じ くする個別企業

の戦略変遷 を時系 列に分析 してい く中で,成 熟 ・衰退化

してい る市場における戦略展 開の異同 を明 らかに し,再

活性化 に向けた戦略展 開のあ り方 を企業間競争 と協調 の

視点か ら研 究 してい くこ とを通 して,タ テ とヨコの相互

作用が働 くための条件 を考察 し,新 たな知見 を導出する。

それは,成 熟 ・衰退化 している市場での企業経営におい

て,一 般化で きる戦略的仮説,す なわち再活性化に向け

た処方の一端 を提 案するこ とに寄与で きるもの と考え ら

れ る。
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