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１．はじめに

企業にとって新たな製品・サービス開発を⾏い、イノベーションを実現することは、
重要な成⻑課題。中⼩企業もその例外ではない。中⼩企業基本法（1999）も、製品開
発等により市場の創造と開拓に⾃ら挑戦する企業を⽀援することを意図している（井
上・他 2014）。
中⼩企業とは、⽇本において企業数で約99％、従業員数で約60%、付加価値額で約50％
を占め（中⼩企業⽩書2018）、⽇本経済における存在意義は⼗分に⼤きい。
特に地⽅では、中⼩企業の企業数、従業員数が都市部のそれらよりもより⼤きな割合を
占めている故、中⼩企業は地⽅経済にとって重要な存在（2018年中⼩企業⽩書）。

これまでのNPD研究は、開発上流⼯程すなわちFEフェーズ管理のクオリティを、重要
な開発成功要因の⼀つと指摘（Markham 2013; Cooper 2008; Cooper & Kleinschmidt
1987）。
特にKhurana & Rosenthal (1998)は、FEフェーズの包括的管理の必要性を指摘。
Markham (2013)はFEフェーズ管理の主な要素とその重要性を指摘。



１．はじめに

新製品開発（NPD）プロセスとFEフェーズ
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１．はじめに

これらの知⾒は、⼤企業の開発を前提としたもの；中⼩企業にも当てはまるのか？
中⼩企業による開発とっても、そのFEフェーズの重要性は変わらないであろう。
しかしそのFEフェーズ管理のあり⽅は、中⼩企業の相対的特徴を踏まえれば、また別
にあるのではないか。

中⼩企業による開発とは、経営者がリーダーシップを発揮すること、開発組織の連帯等
を特徴とするが、そうであれば包括的管理の必要性は重要視されないのではないか。
その⼀⽅で、開発は経営者という個⼈が主体的に担うのであれば、個⼈を主に問題とす
る創造性理論が参考になるのではないか？
→中⼩企業による開発の成功要因について、FEフェーズに注⽬し、創造性理論に依拠
して検討する。



１．はじめに

FEフェーズとNPDの成功例



２．先⾏研究レビュー

2-1 新製品開発成功要因とFEフェーズの主要管理要素
Cooper & Kleinschmidt (1987)：新製品開発成功要因：
(1) 製品優位性、(2) FEフェーズ管理、(3) 製品プロトコル定義

Khurana & Rosenthal (1998)：FEフェーズ管理に注⽬、
「包括的FEフェーズ管理モデル」を提唱：次から構成される
(A)事業・製品戦略とFEフェーズとの統合
(B)FEフェーズでのリーダーシップ
(C)組織内整合（⽂化or正式化による）

Barczak et al. (2009)：定量調査より、より開発成功している企業は、FEフェーズを正
式にプロセス管理している ←Khurana & Rosenthal (1998)を⽀持



２．先⾏研究レビュー

2-2 中⼩企業経営の特徴
Khurana & Rosenthal (1998)の包括的FEフェーズモデルは、中⼩企業による開発にも
当てはまるのか？

中⼩企業とは、規模で⼤企業と区別（⽇銀短観）：
中⼩：50〜299⼈；中堅：300〜999⼈（卸売業、⼩売業、サービス・リース業は別）

中⼩企業の特徴：
清成・他（1996)：(1)⾮組織的な意思決定（経営者リーダーシップ）、(2)激しい市場
競争環境、(3)限定された経営資源
⼩嶌（2014）：(1)迅速な意思決定（経営者リーダーシップ）、(2)柔軟性・機動性、
(3)顧客ニーズ対応、(4)組織連帯、(5)独創的技術・ビジネスモデル、(6)コスト競争⼒

中⼩企業基本法（2016）：「多数の中⼩企業者が創意⼯夫を⽣かして経営の向上を図
るための事業活動を⾏うことを通じて、新たな産業を創出し、（中略）我が国経済の活
⼒の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有する」
⿊瀬（1996）：存続と成⻑のために、新製品開発を成功させ、新市場を⾃ら創出すべ
き



２．先⾏研究レビュー

2-3 創造性理論
中⼩企業による開発の特徴（経営者リーダーシップ、組織連帯）を踏まえれば、その成
功要因の説明には、創造性理論が参考になる？：創造性理論は主に個⼈資質を扱う

Lubart & Sternberg (1995)は、創造性を投資メタファーで説明：
投資とは、安く買い、⾼く売ること；創造性も低価値だが潜在性のありそうなアイデア
を求め、それが⾼価値と認められる時に提⽰する。投資と同様、求めたアイデアは⾼価
値と認められないリスク、保持しすぎて提⽰するタイミングを失うリスクも伴う

その投資のような創造性を規定する要因（資源）とは（投資⾏動の資源）：
・思考プロセス（問題設定、解の⽐較・結合等による探索）
・知識（創造性が⽣じる領域についての知識）
・思考スタイル（⾰新を求める等）
・性格（リスクを求める傾向）
・動機づけ（⽬的および過程に動機づけられている）
・環境（物理的環境と社会的環境）



２．先⾏研究レビュー

Lubart & Sternberg (1995)による創造性投資モデル：

思考プロセス
投資家は、他⼈がその価値を⾒出さないものに対して何らかのアイデアを形成したり認識したりする。
創造的な⼈も、問題に対して、それを翻訳したり、何らかと⽐較したり、解を⾒つけるために何らか同
⼠を組み合わせたりすることによって、再定義する。

知識
投資家は、どの会社が真に価値が低く、どの会社が本当はより価値が⾼いのかを⾒分けるが、そのため
にはそれらの会社についての知識を駆使している。
創造的な⼈も、その創造性が⽣じる領域に関する知識を持つ。

思考スタイル
投資家は、安く買い⾼く売る能⼒を持つだけではなく、そのような⾏為を求め、その能⼒を使うことを
積極的にしようとする。
創造的な⼈も、思考プロセスと知識を問題に適⽤することを促す⼼的統制の傾向を持ち、それには企画
型（vs実⾏型）、⾰新型（vs保守型）、概略型（vs細部型）の３種がある。

性格
投資家は、安く買い⾼く売る能⼒（思考プロセス）と思考スタイルだけでなく、そのような⾏為を好む
性格を持つ。
創造的な⼈も、曖昧さの許容、忍耐、成⻑の希求、リスクの希求、個⼈志向の５つの属性からなり、周
りに抵抗してでも新規性を求めることに価値を置くような態度を持つ。

動機づけ
投資家は、他⼈がどう思おうと、最も有利な投資をしようと強く動機づけられている。
創造的な⼈も、外発的報酬および内発的報酬に関するものを持ち、⽬的⾃体、あるいは⽬的よりも過程
⾃体に動機づけられる。

環境
創造性発揮を促す物理的環境および社会的環境がある。

創造性
発揮



２．先⾏研究レビュー

2-4 リサーチクエスチョン
中⼩企業による新製品開発において、その開発成果により結びつく、FEフェーズの
管理要因とは何か。

(1) Khurana & Rosenthal (1998)による包括的FEフェーズモデルに依拠するとき、
それらはどのように説明されるのか。
(2) Lubart & Sternberg (1995)による創造性投資モデルに依拠するとき、それらはど
のように説明されるのか。



３．調査概要

3-1 調査⽅法
中⼩企業による開発に関する実務家および専⾨家を対象とした定性インタビュー調査：
本調査は、どのようなFEフェーズ管理がその開発成果に結びつくのかの因果関係に関
する理論仮説を構築すること。理論仮説の構築には定性調査が適切（Yin 2009）。

3-2 調査対象の選択
県内中⼩企業の主要開発実務家５⼈と専⾨家４⼈
開発実務家：単⼀企業による開発の直接的経験から得られた知⾒：具体的で主観的

農業、アパレル、IT、⼩売、主に経営者で、開発実務15年以上の経験
専⾨家：複数の開発の審査経験から得られた知⾒：具体性には⽋けるが客観的
幅広い業種の開発を年間50以上審査、10年以上の経験

→併せることで、より具体的でかつ客観的な知⾒を得ようとした。

3-3 インタビュープロトコル
聞き取り内容：プロジェクト概要、開発プロセス、考えられる開発成功・不成功要因
各インタビュー実施時間：1.5h 〜 3h
開発成果の評価：開発プロジェクトの⽬標に達したか否か
←Garcia & Calantone (2002)の企業的新規性（Incremental Innovation）以上に相当



４．調査結果と考察

4-1 Khurana & Rosenthal (1998)包括的FEフェーズモデルによる成功要因分類
「包括的FEフェーズ管理モデル」を提唱：次から構成される
(A)事業・製品戦略とFEフェーズとの統合
(B)FEフェーズでのリーダーシップ
(C)組織内整合（⽂化or正式化による）

→中⼩企業の場合、その開発組織は複雑な開発プロセスを抱えるわけではない故、事業
戦略とFEフェーズ統合の問題や、組織内整合の問題は特に現れない；経営者による
リーダーシップは当然存在している。

→その⼀⽅で、組織メンバーの成⻑指向性、限りある資源で独⾃の有益なもの・⾰新的
なものを作るという意識（起業家精神、関連業種・関連企業との連携含む）あり



４．調査結果と考察

4-2 Lubart & Sternberg (1995)の創造性投資モデルに沿った開発成功要因分類
中⼩企業による開発が、経営者を含む主要な組織メンバーに依存する（全ケース）

→開発者個⼈に焦点を当てる創造性理論の特徴と合致。
「製品差別化に繋がる独⾃の資源」(O, P)、「儲ける意識」(P)

→投資をメタファーとした創造性理論の特徴と合致。
「独⾃性のある製品」(O)、「⾼付加価値」(B)とは開発成果を意味

→創造性産物の定義：新しく意味があるものと合致。
全知⾒は、創造性投資モデルの６つの資源で説明できる

創造性投資モデルの６つの資源
インタビュイ 思考プロセス 知識 思考スタイル 性格 動機づけ 環境
実務家
A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

B ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

D ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

E ✔ ✔ − − ✔

専⾨家
O ✔ ✔ ✔ ✔ − ✔

P ✔ ✔ ✔ ✔ − ✔

Q ✔ ✔ ✔ ✔ − ✔

R ✔ ✔ ✔ − − ✔



４．調査結果と考察

4-2 Lubart & Sternberg (1995)の創造性投資モデルに沿った開発成功要因分類
思考プロセスに関して:
（問題定義； 解釈、⽐較、組み合わせによる解創出）
（問題設定）社会的課題認識と⾃社資源による解決可能性（A, C, D） ビジョン、特に遠い先までの⾒通し（P, Q, A, C, D）

技術を⽣かす市場（顧客像）の具体的な⾒通し・イメージ・ストーリー （R, As） その想像⼒ （R）
先の市場の読みと対応⼒ （R）
戦略・ビジネスモデル設定（B, C, D） 中⾝はコンセプトを決定してから開発 （E）
市場を理解した上での、明確なターゲットの設定と、明確なコンセプトの設定 （O, P, B）
ターゲットの設定と、コンセプトの分かりやすさ （E）

（独りよがりでなく、全体としてどういうものをどういう⼈に向けて作るのか （P））
（問題アプローチ）アイデア・知識の組み合わせ（⽩⿊でなく）（R） 成果評価 （C, D）

知識に関して:
（分野知識）対象事業分野知識
（独⾃開発・製造知識・技術）製品差別化につながるような独⾃の開発資源 （A, B, C, D, O, P, R）

⽴地資源の活⽤ （E） （⽇本の資源を活⽤すべきB）
（市場知識）ニーズの理解・消費者意識 （P, Q, C, D）テストマーケティング （E, O, Q）→軌道修正 （E, Q, A, B, C）

顧客ニーズの解釈 （O） 消費者理解の意識（本格的な消費者調査は難）（P, Q）
（経営知識）異業種への展開能⼒ （Q, C）

思考スタイルに関して:
（企画型、⾰新型、概略型）
起業家精神（A, B, C, D, Q）、⾰新の取り込み （Q, C）、夢（R）
組織メンバーの⾃律性 （P, D）
ミッションの堅守（C）



４．調査結果と考察

4-2 Lubart & Sternberg (1995)の創造性投資モデルに沿った開発成功要因分類
性格に関して:
（曖昧さの許容、忍耐、成⻑の希求、リスク取りの希求、個⼈主義）
起業家精神（A, B, C, D, Q）、学び続ける （C, D）
やり遂げる意志（O)、謙虚さ （C, D）
トップの専断的意思決定 （B）←→合議制 （D）

動機づけに関して:
（内発的・外発的動機づけ）
ビジョン （A, B, C, D） 夢（B, D） 儲ける意識（B, C, D）

環境に関して:
（物理的・社会的環境）
（アイデア展開）アイデアを受容し展開する組織（A, B, C, P）アイデアを出し合い議論する組織（D)
（必要知識の補完）関連業種・関連企業との垂直連携 （Q）中間組織 （K）

新知識獲得のための異業種交流 （A, B, C, Q, R） 専⾨講習・研修参加 （C） 競争環境 （Q）
（リスク取りのため）収益事業を含むポートフォリオ （A, B, C, D）



４．調査結果と考察

4-2 Lubart & Sternberg (1995)の創造性投資モデルに沿った開発成功要因分類
創造性のための資源 FEフェーズに関する開発成功要因（資源）
思考プロセス：
問題定義
解釈、⽐較、組み合わせによ
る解創出

ビジョンの設定（社会的課題認識に基づく）
ターゲット顧客＆コンセプトの明確化
既存知識等の再解釈、⽐較、組み合わせによるアイデア創出

知識
事業分野知識の保持、獲得
独⾃開発・製造知識・技術
関連事業分野知識の獲得
市場知識の保持、獲得
経営知識の保持、獲得

思考スタイル：
企画型、⾰新型、概略型 企画型であること（vs実⾏型）

⾰新型であること（vs保守型）
概略型であること（vs詳細型）
⾃律型であること

性格：
曖昧さの許容、忍耐、
成⻑の希求、
リスク取りの希求、個⼈主義

成⻑の希求、リスク取りの希求、
個⼈主義

動機づけ：
内発的・外発的動機づけ 内発的動機づけ：起業家精神、ビジョンや夢に基づく

外発的動機づけ：儲ける意識に基づく
環境：

物理的環境、社会的環境 ⾃律的組織
アイデア展開組織・アイデア提案組織

必要資源獲得のための環境
関連業種連携、中間組織、異業種交流

収益事業を含むポートフォリオ

より成功確率
の⾼いコンセ
プト

フェーズ１



５．おわりに

中⼩企業による新製品開発の成功要因を明らかにすべく、FEフェーズに注⽬し、開発
実務家および専⾨家を対象とした定性インタビュー調査を⾏った。

中⼩企業による開発FEフェーズ管理に関わる成功要因とは：
Khurana & Rosenthal (1998)の包括的FEフェーズ管理モデルでは捉えがたい部分があ
る：開発体制は複雑ではなく、組織連帯があり、経営者リーダーシップがあるため、事
業戦略とFEフェーズの統合は⼤きな問題とならないから。
Lubart & Sternberg (1995)の創造性投資モデルによってより捉えることができる：より
限られた資源を元に⼤きな開発成果を得ようし、開発者個⼈がより重要視されるから。

その開発成功要因とは：
思考プロセス：ビジョン設定、ターゲットとコンセプト明確化、アイデア創出
知識：事業分野知識、独⾃の開発・製造知識、関連事業分野知識、市場、経営知識
思考スタイル：企画型、⾰新型、概略型
性格：成⻑の希求、忍耐、リスクテイキングの希求、個⼈主義
動機づけ：ビジョン追求による内発的動機づけ、儲ける意識による外発的動機づけ
環境：経営者などのアイデアを受容・展開する組織、⾃らアイデアを提案し議論する組
織、知識を含む必要資源獲得のための環境、収益事業を含む事業ポートフォリオ



５．おわりに

限界：

本知⾒は、限られたケースを対象とした定性調査からのもの；その⼀般的妥当性検討の

ための定量調査が必要。その際に本知⾒の開発成功要因を操作定義する必要あり。

理論的インプリケーション：

中⼩企業による開発を対象とした時の開発成功要因の説明として、Khurana & 

Rosenthal (1998)の包括的FEフェーズ管理モデルを⽰したと同時に、Lubart & 

Sternberg (1995)の創造性投資モデルの可能性を⽰した。今後はこの創造性モデルによ

る成功要因説明の精緻化が期待される。

実務的インプリケーション：

この創造性モデルによる開発成功要因の妥当性が⽰されれば、中⼩企業はそれに依拠す

ることで、その新製品・サービス開発をより効果的に⾏うことができることになる。
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