
1 研究背景 

日本，アメリカ，ヨーロッパで消費者自ら製品の開
発・改良を行う現象が確認されている．この現象は，
ユーザーイノベーション(UI: User Innovation)現象と
呼ばれ，企業の製品開発に利用できないか注目されて
いる[1]． 
UIによって生み出された製品には様々なものがある．

UIは産業財と消費財の両方において確認されている． 
小川[2]が著書の中でまとめた日本におけるUI事例

を参考に，世界のUIの具体的な内容をTable.1のように
まとめた． 

Table.1: UIの具体例 

 

 

UIが頻繁に発生する市場では，質問紙調査などの伝
統的市場調査手法のみを用いるメーカー企業は新製品
開発で商業的に成功を収めることが困難であると指摘
されている．この最も大きな要因は企業が，消費者の
保有するニーズ情報を抽出して取得する際に，情報の
粘着性によって消費者のニーズと異なったものを受け

取ってしまうからである．この情報の粘着性とは，「情
報が生み出された場所から別の場所へ移動する際にか
かるコスト」と定義されている[1]．  
この問題を解決するために，UIの概念の提唱者であ

るvon Hippel[1]は，UIを活用した製品開発手法を提案
している．von Hippel はUIの中でも商業的成功を収め
られるUIは，市場に存在するユーザーのうち主にリー
ドユーザー(LU : Lead User)によって生じることを発
見した．このLUは「市場の先端に位置し，自ら製品開
発をすることで高い効用を得るユーザー[1]」と定義さ
れている．この製品開発手法では，先進的なニーズと
解決策を持っているLUを発見し，そのLUの開発したUI
を模倣して企業が製品開発する．これはリードユーザ
ー法(LU法)と呼ばており実際に3Mという産業機器企業
などで成功している． 
しかしながら，LU法は必ずしも有効なアプローチで

あるとは言えず, 成功事例が存在する一方で多くの企
業では同様な成果をあげられていない. その最大の要
因として, 接触したユーザーが必ずしもLUではないと
いう問題がある. LUの定義である「市場の先端に位置
し，自ら製品開発をすることで高い効用を得る」の「市
場の先端に位置する」という特徴が曖昧で企業がLUを
見つけ出すことが困難なのである．  

2 近年のUI研究の流れと問題点 

近年では，様々なコミュニティから商業的に成功す
るUIを抽出することが注目されている． 

具体的なコミュニティとして，企業が主催して消費
者を抱え込むブランド・コミュニティ (BC: Brand 

Community)[3]や，スポーツ愛好家によって構成される
競争性の異なるコミュニティ[4]，さらには，登山市場
のコミュニティの形式，規模，活動形態の異なるコミ
ュニティ[5]などが分析の対象とされている． 

本研究の従来研究である沼田ら[5]は，LUの定義に限
界があることから，LUではなくLUの定義の一部であ
る，「自ら製品を改良・開発する」イノベーティング・
ユーザー（IU: Innovating User）に着目してアンケート
を取得している．沼田ら[5]は，登山製品市場を対象に
コミュニティの形式，規模，活動形態という外形的な
視点がコミュニティ内の情報伝播に与える影響を分析
している 

一方で，ユーザーと企業を組織的に区別せずに，企
業内の従業員に着目した研究がある．Schweisfurth & 

Raasch[6]は「雇用された企業の製品やサービスのリー
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ドユーザーである従業員」として「企業内リードユー
ザー(ELU:Embedded Lead Users)」を定義した．ELUの
利点は従業員の中からELUの特徴をもつ従業員の特定
がしやすいのでニーズの特定は容易であるという点で
ある．しかしながら，Schweisfurth & Raasch [6]の理論
は，アンケートデータからELUの特性を明らかにした
が，ELUの組織内での行動やUIの伝播状況を詳しく分
析できなかった．また，ELUの持つニーズが革新的な
のかという問題やELUの動的なニーズの変化がわから
ないという問題がある． 

3 本研究の目的とアプローチ 

本研究では，沼田ら[5]のアンケートによって取得し
た行動特性を持つ消費者集団と，Schweisfurth & 

Raasch[6]が実証研究により明らかにした企業内リー
ドユーザー（ELU）の特徴を表現した従業員集団をエ
ージェントベース社会シミュレーション (ABSS: 

Agent-based Social Simulation)で相互作用を行わせる． 

その際に，「企業内リードユーザー（ELU）を活用
した製品開発手法」が「伝統的な市場調査手法」と「UI

活用手法」，「製品開発部門（R&D部門）の独占的な
製品開発手法」の3つ製品開発戦略と比べて消費者のニ
ーズの捕捉にどのような影響を与え，全体にはどのよ
うに影響を与えるのかシナリオ分析を行う． 

本研究のアプローチとして，ELUの特性については
Schweisfurth & Raasch[6]が実証研究により明らかにし
たELUの特徴をモデル化する．また，ELUは組織論と
の親和性が高いため，従業員の企業内の知識創造プロ
セスは野中[7]の提案したSECIモデルをモチーフに構
築する．  

4 先行研究（企業内リードユーザーと組織論） 

本節では企業内リードユーザーの特徴を再現するモ
デル構築のために，企業内リードユーザーの定義と，
アンケート調査からわかった企業内リードユーザーの
特徴(4.1 節)を紹介し，最後に企業内リードユーザーの
いる組織の組織論的解釈(4.2 節)を記述する． 

4.1 企業内リードユーザー 

Schweisfurth & Raasch[6]は企業外部ユーザーの知識
資源と企業の製品開発イノベーションの間の溝を埋め
るために，「企業内リードユーザー」という従業員の
存在を提唱した．ELU は，「雇用された企業の製品や
サービスのリードユーザーである従業員」と定義され
ている．ELU の特徴は次の 3 つにまとめられる． 

1) ELU は一般的な従業員よりも，顧客志向であり，
ニーズ情報を取得するのにより効果的である 

2) ELU は組織の境界を越えた相互作用が活発で，企
業内で市場情報をより普及させる 

3) ELU は製品開発のために市場のニーズ情報を利用
して，より多くイノベーションの努力を行う 

ELU が組織の外の消費者ネットワークに所属する
ことで，消費者が経験したものと同様の問題を経験し
ているため，ニーズを組織内に移転しやすいと言われ
ている．  

企業内リードユーザーの事例として以下の 3 つが挙
げられている[6]．1 つ目の事例はハイエンドアウトド
アウェアの巨大な製作企業であるパタゴニアである．
パタゴニアでは，従業員にパタゴニアの製品をテスト

し使用することを奨励しており，従業員の暇な時間に
自社の製品の活用の創意工夫をすることを認めている．
2 つ目の事例はノースセイルズ（Northsails）という娯
楽用とプロ用の高品質なヨットの帆のメーカーである．
ノースセイルズでは，現在および過去のセーリングチ
ャンピオンを多数，採用している．チャンピオン達は
仕事の一部として，顧客と共同でレースを航行し，新
製品のアイディアやフィードバックを収集している．3

つ目の事例はコンピューター・メーカーのヒューレッ
ド・パッカード社（HP）とマイクロソフト社（Microsoft）
である．ヒューレット・パッカード社とマイクロソフ
ト社は，コンピューターの愛好家（ヲタク）を一定数
採用している．彼らには彼ら自身が望む製品を開発す
ることを奨励している．この「特別な」従業員たちは
「顧客同然」であるため，潜在顧客のニーズを引き出
し，理解するのに特に良好であることが知られている． 

4.2 企業内リードユーザーのいる組織 

企業内リードユーザー理論は組織内における知識創
造過程と考えられるので組織論と親和性が深い．組織
学習の文献では，個人や組織の間で，既知の関連知識
を持っている場合は，イノベーションを起こすために，
個人や組織が外部の知識を吸収すべきだと述べている．
そこで本研究では野中[7]の提唱した SECI モデルと呼
ばれる知識共有プロセスを組織行動として導入する．
野中は知識を暗黙知と形式知の 2 つに分け，その暗黙
知と形式知が相互作用しあう時に現れる 4 つの知識変
換モードをモデル化した． 

この４つの知識変換モードはそれぞれ，①個人の暗
黙知からグループの暗黙知を創造する「共同化（S）」，
②暗黙知から形式知を創造する「表出化（E）」，③
個別の形式知から体系的な形式知を創造する「連結化
（C）」，④形式知から暗黙知を創造する「内面化（I）」
に分けられる．SECI モデルでは図 1 のように暗黙知と
形式知が４つの知識変換のモードを通じて，絶え間な
くダイナミックに相互循環する．これは，個人によっ
て創りだされる知識を組織的に増幅し，組織の知識に
結晶化していく過程を示している． 

野中[7]が著書の中で紹介している知識的創造が上
手くいく組織の松下電器のホームベーカリーの事例に
企業内リードユーザーと同じ役割をする従業員が存在
している．松下電器でソフトウェア担当の従業員であ
った田中郁子氏は，熟練のパン職人の練りの技術を学
ぶためにパン職人に弟子入りした．田中氏は先端の技
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Fig. 1: SECI モデル 

- 17 -



術を持つ消費者に接触して，観察と模倣をしながら自
分で練習を繰り返して技術を習得した．さらに，他部
門であるハードウェア担当の他の従業員にも経験を共
有することで自分の技術を伝えている． 

以上の消費者ネットワークにアクセスしニーズをく
み取り，部門を超えてニーズを共有するという行動は
企業内リードユーザー特徴によく似ていた． 

5 モデル 

本モデルでは，企業内の従業員と市場の消費者が行
動して，相互作用する過程を表現するために，
CAMCaT (Coevolutionary Agent-based Model for Con-

sumers and Technologies)[9]のフレームワークを用いて
いる．CAMCaT のフレームワークは，企業集団，消費
者集団，製品空間の 3 つで構成され，消費者の選好と
企業の技術が製品を介して互いに影響を及ぼし共進化
させる．本モデルも，製品空間(5.1 節)と消費者集団(5.2

節) と企業集団(5.3 節)に分けられ，Fig.2 のように企業
の従業員と消費者が製品を介して相互作用したモデル
になっている．次節から，製品空間(5.1 節)と消費者集
団(5.2 節) と企業集団(5.3 節)に分けてモデルの詳細を
説明する． 

 

5.1 製品空間 

製品は企業の活動によって製品空間に投入される．1

つの製品は SNのビット列    1,0
,,1


 mlSNlmlm ppP 

で表

現される．本研究では SN は 200 とし，m は製品番号

とする．ビット列は 1 つのビットのみが値 1 をとり，

それ以外は 0 をとる．SN は消費者が有するニーズビッ

ト列や企業が有する技術ビット列と 1 対 1 対応してい

る．ニーズ情報に関しては，各 100 ビットで，企業の

製品開発部門（R&D）が想起しやすいニーズと販売部

門（Sales）が想起しやすいニーズにわかれている．こ

れは製品開発部門と販売部門の情報の非対称性を表し

ている． 

5.2 消費者集団 

消費者集団には 1000 人の消費者エージェントが存

在し，そのうち rIU の割合で IU が存在する． 

消費者は内部モデルの要素として，IU と NIU を区
別する属性 iA ，他者とのエッジ    1,0

,1000,1


 illili eeE 
，

コミュニティへの所属の有無    1,0
,,1


 ilCNlili ccC 

，
ニーズのビット列    1,0

,,1


 ilSNlili nnN 
，ニーズに対

する解決情報の有無    1,0
,,1


 ilSNlili ttT 

，新規ニーズ
発生確率  1,0ipNewNeeds ，企業製品を購買する確率

 1,0ipPurchase ，UI 発生確率（NIU は UI を行わない）
 1,0ipUI ，知人との活動に関するパラメータ(5 個)と

コミュニティ活動に関するパラメータ(6 個)の計 19 個
のパラメータで構成されている．これらのパラメータ
はユーザーごとに設定され，異質性を表現している．
各パラメータには沼田ら[5][10]が登山市場を対象にア
ンケートを実施して得た値を用いる． 

消費者ネットワークは CNN（Connecting Nearest 

Neighbor）モデル[11]で作成している．シミュレーショ
ン開始後，ユーザーは 1 ステップを 1 日として，ニー
ズの発生，製品購買，知人との相互作用，コミュニテ
ィ内での相互作用，ユーザーイノベーションという行
動フローで 3000 ステップ(100 カ月分)繰り返す． 

本実験では平均所属人数が 81 人の大規模な消費者
コミュニティと，平均所属人数が 13 人の小規模な消費
者コミュニティが存在する． 

 

5.3 企業集団 

企業集団には，従業員エージェントが 100 人存在し

ている．従業員には企業内リードユーザー(ELU)か非

企業内リードユーザー(non-ELU)の属性が割り振られ

ており，製品開発部門と販売部門のいずれかの部署に

所属する．企業は製品と消費者ニーズと同じ桁数の SN

ビッドのニーズを有する．ただし，初期状態ではすべ

 

Fig. 2: 概念モデル 

 

Fig. 3: 消費者行動フロー 
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て 0 とする．企業は次節で説明する 4 つの製品開発戦

略のどれかに従って DN 期に 1 回，SN ビッドの中から

製品開発する開発位置 h を決定する．その後，企業は

技術開発期間TN期かけて技術を
h

t :0→1として自社技

術とし，製品 1
mh

p を製品空間に投入する．従業員は

5.3.1 の従業員ネットワークの初期生成後，5.3.2~5.3.7

までの行動を 1期として従業員行動を ST 期繰り返す． 

5.3.1 従業員集団の初期生成 

従業員は内部モデルの要素として，ELU と non-ELU

を区別する属性 iA ，R&D 部門と Sales 部門を区別する

属性 iB ，他の従業員 j との製品に関する情報交換の可

能性を示すエッジ    1,0
,,1


 ilSNlili eeE  ，ニーズ番号 l

のニーズの有無を表す    1,0
,,1


 ilSNlili nnN  ，ニーズ

iln に対する企業の解決策を表す iT ，新規ニーズ発生確

率  1,0ipENewNeeds ，ELU への他のエージェントから

の相談確率  1,0imentpELUAdvise ，non-ELU への部署

内の従業員からの相談確率  1,0iementpNELUAdvis ，

ELU へのニーズ の伝播確率  1,0Re iceivepELU ，

non-ELU へのニーズ の伝播確率  1,0Re iceivepNELU

の 11 個のパラメータから構成される．ELU への他の

エージェント(消費者，従業員)からの相談確率と

non-ELU への部署内の従業員からの相談確率，ELU へ

のニーズの伝播確率，non-ELU へのニーズの伝播確率

は未知のパラメータなため Schweisfurth & Raasch[6]と

Schweisfurth & Herstatt[8]の実証研究から得た知見をも

とに製品購買数に対する感度分析によりパラメータを

同定した． 

従業員のネットワークは WS モデル[12]により構築
した．ELU の特徴から ELU は消費者空間のコミュニ

ティエッジを結び，消費者ネットワークに位置させ，
組織の境界を越えた相互作用を行わせる． 

5.3.2 ニーズ発生（共同化） 

従業員 i はニーズ発生確率 ipENewNeeds に従い，ニー

ズ
il

n の中から自身の部署で想起しやすいニーズをラ

ンダムに１つ選択し，
il

n ：0→1 とする． 

5.3.3 部門内と部門間での相互作用（共同化） 

従業員 i は自身とエッジがはられている従業員の中

から，ある従業員 j からの相談を受ける．従業員 i が

ELU の 場 合 ( iA = 1) 従 業 員 i は 相 談 確 率

im e n tp E L U A d v i s eで従業員 j の相談を受ける．そこで，

従業員 j の相談内容が解決できない場合は，ニーズ伝

播確率 ice i vep E LURe で ELU にニーズが伝播する

（non-ELU の場合は確率が異なる）．この際，従業員

j のニーズ情報
il

n が従業員 i に伝播して，
il

n :0→1 とな

る． 

5.3.4 消費者ネットワークへのアクセス（共同化） 

ELU は，自身が所属するコミュニティの情報を得る．
ELU は，自分の所属するコミュニティのコミュニティ
ノードがつながっている消費者にアクセスする．コミ
ュニティの消費者のニーズ情報から最頻値周辺のニー
ズを 1 つ自身のニーズとして獲得する． 

5.3.5 製品開発位置の探索（表出化） 

製品開発位置の探索プロセスは製品開発シナリオに
よって異なる．製品開発シナリオについては 5.4 節で
述べる． 

5.3.6 製品空間への製品の投入（連結化） 

5.3.5 節で決定したアイディアを製品化する．その際，
企業は技術開発期間TN期かけて技術を

h
t :0→1として

自社技術とし，製品 1mhp を製品空間に投入する． 

5.3.7 開発情報の共有（内面化） 

企業が開発した企業内の解決情報 T を，従業員全体
に共有する．この際従業員 i のニーズ情報 は解決さ
れるため，  :1→0 となる． 

5.4 製品開発シナリオ 

企業は以下に示す 4 つの製品開発シナリオを分析対

象として仮定する． 

i) 伝統的市場調査手法 

企業は 10%の消費者からニーズ情報を獲得し，その
中からニーズビット列の位置 lの近傍 l±ISビットにあ
るニーズ数を計算する．全てのニーズ番号の中から，
このニーズ数が最も大きいニーズmの近傍m±ISビッ
トを解決対象ニーズとし，その解決対象ニーズの中か
ら 1 つのニーズ番号 h をランダムに選択し，開発対象
技術 ht とする． 

ii) UI 活用手法 

企業は IU の 1%から，ニーズ情報ではなく解決情報
を取得する．そして最も解決されている解決ビット列
の位置 h を取得し，自社技術 ht とする．これは，企業

 

Fig. 4: 従業員ネットワーク 

- 19 -



が，IU がより多く具現化したものを模倣するという戦
略である． 

iii) 企業内リードユーザー（ELU）活用手法 

企業に存在する ELU がコミュニティから吸い上げ
たニーズビット列の位置 h を取得し，自社技術化する
候補

h
t とする．従業員行動が SECI モデルによって規

定された組織学習に従っているため，ELU の生成する
解決情報は市場のニーズをつかみ取れると考える．  

iv) R&D 部門の独占的な製品開発手法 

企業内の R&D 部門の従業員の全員のニーズ情報を
取得する．この際に企業の製品開発方針としては，製
品開発に従事する R&D 部門の従業員たちがもっとも
問題意識を持っている問題に取り組む．そのため，
R&D 部門の従業員のニーズリストの最頻値のニーズ
ビット列の位置 h を取得し，自社技術化する候補

h
t と

する． 

6 モデルの妥当性 

本研究のモデルで用いるパラメータは登山製品市場
のユーザーに対する質問紙調査[5][10]で取得している．
また，従業員行動は野中[7]の提唱した組織内の知識創
造過程を元に類推している．Schweisfurth & Raasch[6]

の実証研究を元に ELU の特徴を再現している．以上よ
りモデルの内的な妥当性を確保した．また，モデルの
構築後, 実験結果を組織論の分野で定型化された事実
と整合させることによりモデルの外的な妥当性を確認
した．  

7 シナリオ分析とシミュレーション結果 

本節では，本研究の目的である「企業内リードユー
ザー（ELU）を活用した製品開発手法」が「伝統的な
市場調査手法」と「UI 活用手法」，「製品開発部門（R&D

部門）の独占的な製品開発手法」の 3 つと比べて消費
者のニーズの捕捉にどのような影響を与え，全体には
どのように影響を与えるのかシナリオ分析して考察を
行う(7.2 節)．また，企業内リードユーザーの割合や企
業の従業員規模の違いが結果に与える影響を追実験で
調べる(7.3 節)． 

エージェントベース社会シミュレーションにおける
シミュレーション結果は不確実性や複雑性が原因で試
行ごとに結果が異なるため，各パラメータの値で 100

試行ずつ，可能性のランドスケープ[13]を用いてシミ
ュレーションを行った．この可能性のランドスケープ
は，不確実性を伴う状況下において，各シナリオがど
のような結果を生み出す可能性があるのか，起こりう
る可能性の全体像を捉えることができる． 

7.1 シナリオ設定 

本実験で設定するシナリオは，モデル環境に違いを
与える状況シナリオと企業の製品投入行動に関する戦
略シナリオを掛け合わせて作成する．状況シナリオは，
4.1 節で設定した大規模な消費者コミュニティの存在
する市場状況と小規模な消費者コミュニティが存在す
る市場状況の 2 つがある．戦略シナリオは 3.5 節で紹
介した「①伝統的な市場調査手法」と「②UI 活用手法」，
「③企業内リードユーザー（ELU）を活用した製品開
発手法」，「④製品開発部門（R&D 部門）の独占的な
製品開発手法」の 4 つがある． 

本実験では，2 つの状況シナリオと 4 つの戦略シナ
リオを組み合わせた 8 つのシナリオを設定した
(Table.2)．シナリオごとに 100 試行ずつシミュレーシ
ョンを実行する． 

 

7.2 分析結果 

シナリオごとの製品購買数と UI の採用数の違いを
検証することでシナリオごとの結果を大きな枠組みで
とらえる．これをマクロ分析と呼ぶ．下図の Fig.5 と
Fig.6 の縦軸は大規模と小規模コミュニティにおける 1

ユーザー当たりの平均製品購買数を表している．Fig.7

と Fig.8 の縦軸は 1 ユーザーあたりの UI 採用数を表し
ている．横軸は企業の製品開発戦略を表している．こ
の UI 採用数とは，消費者が UI を自身で開発もしくは
知人またはコミュニティから受容することによってニ
ーズを解決する数のことであり，この指標はコミュニ
ティ内の UI の普及を表している． 

図では 1 つの黒点が 1 試行の 1 ユーザー当たりの平
均製品購買数をプロットしたもので，1 つのシナリオ
で 100 試行実験を行っている．シナリオを跨ぐ点線は
各シナリオ下における 100 試行の平均を結んだもので
ある． 

 

 

Table.2: シナリオ設定 

 

 

Fig. 5: 大規模コミュニティの製品購買数 
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Fig.5 と Fig.7 の大規模コミュニティにおける企業戦
略ごとの平均製品購買数と平均 UI 採用数の違いを等
分散における 2 標本の t 検定した（Table.3）．これよ
り，大規模な消費者コミュニティでは，「企業内リー
ドユーザー（ELU）を活用した製品開発手法」は，「伝
統的な市場調査手法」と「UI 活用手法」，「製品開発
部門（R&D 部門）の独占的な製品開発手法」よりも製
品購買数について有意であることが判明した．さらに，
Table3 より，消費者の平均 UI 採用数（UI による解決）
について企業の製品開発戦略間で違いがあるか分析し

たところ「製品開発部門（R&D 部門）の独占的な製品
開発手法」以外の戦略間には有意差が存在しなかった．
これは「企業内リードユーザー（ELU）を活用した製
品開発手法」と「伝統的な市場調査手法」と「UI 活用
手法」の 3 つの製品開発戦略において，消費者が自分
の UI や知人またはコミュニティから UI 紹介が多く発
生したために製品購買数の増減を引き起こしていない
ことがわかる．つまり，企業の製品開発戦略において
「企業内リードユーザー（ELU）を活用した製品開発
手法」は有効であるということが言える． 

 

同様に，小規模な消費者コミュニティの場合の平均
製品購買数と平均 UI 採用数の企業戦略ごとの違いを
分析するために，小規模な消費者コミュニティにおけ
る企業戦略ごとの平均製品購買数と平均 UI 採用数の
違いを等分散における 2 標本の t 検定を行った
（Table.4）．大規模な消費者コミュニティにおける結
果と異なり，小規模な消費者コミュニティでは，「企
業内リードユーザー（ELU）を活用した製品開発手法」
が，「伝統的な市場調査手法」と「UI 活用手法」，「製
品開発部門（R&D 部門）の独占的な製品開発手法」よ
りも製品購買数に著しく有効性を示さなかった．これ
は，企業内リードユーザーの所属するコミュニティは
小規模な消費者コミュニティよりも大規模な消費者コ
ミュニティが好ましいことがわかる． 

 

 

次に，消費者コミュニティでのニーズの解決情報の
普及の速さや市場に存在するニーズ数の推移が企業の
製品開発戦略によってどのように違うのか比較する．
ここでは消費者や従業員のニーズの動きを分析するた
めミクロ分析という． 

そこで，Table.3 の各シナリオにおける 1 ユーザーあ
たりの製品購買数が，各シナリオの平均値に最も近い

 

Fig. 6: 小規模コミュニティの製品購買数 

 

Fig. 7: 大規模コミュニティの UI 採用数 

 

Fig. 8: 小規模コミュニティの UI 採用数 

Table.3: シナリオ間（シナリオ 1-4）の t 検定 

 

Table.4: シナリオ間（シナリオ 5-8）の t 検定 
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1 試行を取り出し，大規模な消費者コミュニティと小
規模な消費者コミュニティにおける全ステップ(3000

期)あたりの製品購買によるニーズ解決速度の推移
（Fig.9，Fig.10，Fig.11），市場に存在したニーズ解決
率の推移（Fig.12，Fig.13）をグラフ化した．グラフか
ら以下のことが読み取れる． 

 

 

Fig.9，Fig.10 から「企業内リードユーザー（ELU）
を活用した製品開発手法」による製品開発戦略は，「自
身の製品購買」と「知人からの製品紹介」と「コミュ
ニティからの製品紹介」の総計の製品購買数の増加比
率が，どの戦略よりも高く，最終的な製品購買数が最
も多くなっていることがわかった．これは，ステップ
を追うごとに企業内リードユーザーの学習が促進され
たことによって市場の消費者のニーズの捕捉が上手く
いっていることを示している． 

Fig.11 で，小規模な消費者コミュニティと大規模な
消費者コミュニティにおける製品購買によるニーズ解
決速度を比較すると，小規模なコミュニティの方（緑
線）が，2000 ステップ付近までは製品購買によるニー
ズ解決速度が速いが，それ以降は大規模コミュニティ
（赤線）が逆転して製品購買を行うことがわかった．
これは，2000 ステップ付近以降は小規模なコミュニテ
ィの消費者はニッチなニーズをもつため製品購買によ
る解決ができなかったということが考えられる．その
ため，本節の最後でマスニーズについて分析する． 

 

 

 

また，Fig.12，Fig.13 では，戦略ごとの市場に存在し
たニーズ解決率をグラフ化している．市場に存在した
ニーズの解決率は，消費者の総ニーズ解決数を市場の
累積ニーズ数で割ることで求めた．この結果より，小

 

Fig. 9: ステップごとの製品購買によるニーズ解

決数の推移（大規模コミュニティ） 

 

Fig. 10: ステップごとの製品購買によるニーズ解

決数の推移（小規模コミュニティ） 

 

Fig. 11: ステップごとの製品購買によるニーズ

解決数の推移 

 

Fig. 12: 市場に存在したニーズ解決率 

（大規模コミュニティ） 

 
Fig. 13: 市場に存在したニーズ解決率 

（小規模コミュニティ） 
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規模な消費者コミュニティと大規模な消費者コミュニ
ティのどちらにおいても「UI 活用手法」を取った方が
消費者自身の満足度はもっとも高いことがわかった．
しかし，「UI 活用手法」では，企業の投入した製品が
消費者に合致しているため満足度が高いわけではなく，
知人またはコミュニティ内での UI 紹介によるニーズ
解決数が多いために満足度が高い結果になっている． 

これは，「UI 活用手法」において，IU のアイディ
アを上手く捕捉して製品化できるならば「UI 活用手
法」が他の戦略と比べても，最も消費者に満足しても
らえる製品戦略であるといえる．これは従来研究の知
見とも合致する． 

最後に戦略ごとの消費者のマスニーズの推移を分析
する． 

Fig.14 は市場に存在する製品が市場全体のニーズの
どのくらいの割合を占める製品であるかを各企業の製
品開発戦略ごとにグラフ化したものである．ニーズの
普及率は 10%刻みで類別化し，より高い普及率のニー
ズほど白い色で表され，低い普及率のニーズほど濃い
青色で表されている．上から順番に，「伝統的な市場
調査手法」と「UI 活用手法」，「企業内リードユーザ
ー（ELU）を活用した製品開発手法」，「製品開発部
門（R&D 部門）の独占的な製品開発手法」の 4 つの結
果を表している．縦軸が各普及率帯のニーズが市場全
体に存在するニーズに占める割合を表していて，横軸
は 1 試行内のステップ数を表している．Fig.14 の結果
から，「企業内リードユーザー（ELU）を活用した製
品開発手法」の導入された市場は，他の戦略の市場と
比べて，普及率が 90~100％の普及率の高いニーズが浸
透し，マスニーズが解消されにくいため製品購買数が
増加し続けることが分かった． 

 

 

8 結論と今後の課題 

知識創造プロセスが正確に稼働する組織（企業）で
は ELU を利用した製品開発が成功することがわかっ
た．そのため，自社の従業員の中から ELU の特徴を持
つ従業員を見つけ出し，その従業員の考えを積極的に

製品開発に利用することは有効である．また，ELU の
所属するコミュニティは大規模なものの方が，市場の
ニーズを捉え間違えるリスクが減ることもわかった． 

今後の課題は，大きく 2 つある．1 つ目の課題は，
企業の従業員モデルの精緻化である．本研究で構築し
た従業員モデルのパラメータは，先行研究の文献から
得た定性的な特徴から感度分析によって求めている．
そのため，本研究で構築した従業員行動と従業員の特
性に関して UI が発生する市場の企業へのアンケート
調査の実施，もしくはゲーミングシミュレーションを
行うとよいであろう．2 つ目の課題は，本研究では分
析の容易さという観点から企業数を 1 つにして分析を
行ったが，企業数を複数にして企業戦略ごとに従業員
行動が変わる状況を再現できるとよい． 
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Fig. 14: 戦略ごとの消費者のマスニーズ推移 
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