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あらまし  企業のイノベーション戦略としてサービス化やオープン化手法が注目されているが，これらの有効性

が定量的に議論されていない．本研究では，消費者が受信する企業行動情報の存在に着目し，企業が発信する情報

であるプレスリリースと，それを基に消費者が受信する情報である新聞記事のキーワード分析を行い，企業業績と

の関係から包括的な企業評価を行った．分析の結果，企業が発信した情報と，新聞記事が取り上げる情報には違い

があり，業績との関係に影響を与えることが示された．すなわち，企業は自らの企業行動を発信するだけでなく，

自らの企業行動がどのように取り上げられているのかまで視野に入れた包括的な企業戦略立案を考慮しなければな

らない．また，このような企業戦略立案方法も産業間で異なることが示された．このように企業発信情報と消費者

受信情報に基づく定量的な企業評価手法は有用であり，包括的な経営戦略の立案支援への見通しを得た． 
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Abstract  Recently, “open” and “service” innovations are getting more attention. However, a quantitative 

evaluation for them has not been done yet. In this paper, we propose a new quantitative evaluation method, 

focused on two types of information flow, i.e., what companies deliver and what consumers receive. We 

analyzed the correlations among the keywords extracted from the press release documents, the customer 

behaviors, and the profitability of the companies. As a result, we found the difference of what companies 

deliver and what consumers receive in terms of the keywords linked to a company’s growth. This result shows 

that the whole information flow needs to be considered, when the company needs to conduct business. We also 

found that the strategy utilizing the evaluation varies depending on which industry we focus on. We believe 

that applying the method of company evaluation with the information of what companies deliver and what 

consumer receive will contribute to determining the business strategy of a company. 
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1.緒言 

私たちの社会は，数々のイノベーション[1]によって新しい

価値が創出され発展を遂げてきた．工業化社会においては，

新しい技術・機能の開発や生産プロセスの効率化を中心に新

しい価値が生み出され，企業がそうしたイノベーションを実

現するための手法について研究がなされてきた[2]．近年では，

経済のサービス化や知識社会の広がりに伴い，イノベーショ

ンの新しいあり方として，モノではなく顧客へのサービスか

ら価値を創出するサービス・イノベーション[3]や，自社資源

と外部資源のコラボレーションから新たな価値を生むオープ

ン・イノベーション[4]が注目されている． 

しかし，企業のサービス化やオープン化によるイノベーシ

ョン実現については，確たる方法論が確立されていない．そ

の原因の一つとして，サービス化・オープン化といった企業

の戦略についての客観的情報に基づいた評価や議論の不足が

考えられる．戦略評価においては，特定の行動や業績結果に

ついての情報に引っ張られ，企業の行動を網羅的に把握した

情報を基に個々の戦略についての議論が行われていない事が

挙げられている[5][6]．さらに企業の戦略評価には企業単独の

行動結果だけではなく，その行動がどのように世の中，消費

者に伝わっているのかも考慮しなければならない．一般的に

企業行動の情報は主にマスメディアが媒体となって消費者に

届けられるため，企業発信情報がそのまま消費者のもとへ伝

わるとは考えにくい． 

このような現状を踏まえると，企業のサービス・オープン

戦略という高度な経営課題についての包括的な企業評価を行

うためには企業発信情報と消費者受信情報を用いた包括的な

分析の必要性が考えられる． 

そこで本研究では，サービス化やオープン化といったイノ

ベーション戦略について，情報技術を用いて企業が自らの行

動として発信した情報と，消費者が受信する情報を収集し，

企業戦略を定量的・包括的に分析・評価しサービス・イノベ

ーション・オープン・イノベーション実現への議論を深める． 

具体的な行動分析の方針は，企業発信の情報として企業公

式発表の 5 年分のプレスリリースを，消費者受信の情報とし

て日本経済新聞社の同時期の新聞記事を用いてその内容のキ

ーワードから企業のサービス行動やオープン行動の傾向を測

定する． 

2.分析手法 

2.1 分析対象企業の選択 

本研究では分析企業として，第 2 次産業，第 3 次産業合わ

せて 83 社の企業を分析対象とした．サービス業では，小売・

卸産業から総合商社業界・コンビニ業界，旅行代理店業界，

広告代理店業界・人材派遣業界・出版業界，ソフトウェア業

界・移動通信業界・ネットサービス業界を分析した．製造業

では，電機業界（家電と総合に分類），化学業界，繊維業界，

自動車業界，食品業界，石油精製業界，鉄鋼業界を分析した．

各業界において，2008 年の売上高が 5 位以内に入っている企

業を分析対象企業に選択した[7]．また，行動分析の結果，行

動にカウントされたデータの数が5年間で50に満たない企業

は，基データとなるプレスリリースの情報量が少量すぎる恐

れが多分に考えられるので，分析の対象からは除外した．結

果，分析対象企業数は，製造業が 24 社，サービス業が 23 社，

の合計 47 社であった． 

 

2.2 企業行動の分類 

今回の測定では企業行動を，2 つの軸で分類する．一つ目

の軸は，行動が自社単独の行動か他社と提携した行動で分類

し，前者をクローズ行動，後者をオープン行動にする．二つ

目の軸は，行動，内容が業務において顧客と直接的に関係す

るか間接的に関係するかで分類し，前者をフロント行動，後

者をバック行動とする．以上のように企業行動を 4 分類する

（図 1)． 

フロント・クローズ行動の例としては，自社単独で行う事

業や，自社単独でサービスを開始する等の行動が挙げられる．

フロント・オープン行動の例としては，他社と資本・業務な

どの提携や共同企画等の行動が挙げられる．バック・クロー

ズ行動の例としては，自社単独で行う研究開発行動やリサー

チ行動が挙げられる．バック・オープン行動の例としては，

他社との共同研究や産学連携の行動が挙げられる． 

 

 

 

 

 

図 1 企業行動の 4 分類 
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2.3 企業行動情報の測定手法 

本研究では，2003 年 1 月から 2008 年 10 月までのプレス

リリースを企業発信情報，日本経済新聞記事（朝刊・夕刊）

（以下，日経記事）を消費者受信情報のデータとして分析を

行った． 

 行動情報の測定手法としては，当該行動の特徴を表すキー

ワードを決定し，プレスリリース及び日経記事の本文内に含

まれている場合，当該行動情報としてカウントするという手

法をとった．フロント，バック行動情報のキーワードは，行

動の主体・行動の対象・行動の目的の 3 分類から選択した．

オープン行動情報のキーワードは他社との提携を表すと考え

られる単語を選択した．また，全ての行動を 4 分類にするた

め，オープン・クローズ行動のカウントは，プレスリリース

及び日経記事のデータの内，フロント，バックオフィスのい

ずれかの行動にカウントされるデータのみについて行った． 

フロントオフィス行動情報のキーワード 

 （誰が）事業・業務（対象）サービス・商品（どうした）

提供 

バックオフィス行動情報のキーワード 

 （誰が）研究（対象）技術（どうした）開発・発明 

オープン行動情報のキーワード 

 （フロントオフィスの行動かバックオフィスの行動かに

分類された行動のみを対象に）提携・連携・共同・協同・

協業・合併・合意・株式取得・合弁・子会社・包括的・

受注・参加・（社名）と・と（社名） 

クローズ行動情報のカウント手法 

 （フロントオフィスの行動かバックオフィスの行動かに

分類された行動のみを対象に）オープン行動にカウント

されなかった行動をカウント 

以上のキーワードでプレスリリース及び日経記事情報から行

動を定量的に分類した（図 2）． 

 

図 2 企業行動情報からの行動分類例 

 

2.4 相関分析の手法 

行動情報と業績の相関分析を行うにあたり，行動の指標は，

4 行動測定結果から，フロント行動の占める比率（フロント

率）とオープン行動の占める比率（オープン率）で表した数

値を用いる．各指標は以下の式で算出した． 

 フロント行動率=（フロント・クローズ行動+フロント・

オープン行動）/全行動 

 オープン行動率=（フロント・オープン行動+バック・オ

ープン行動）/全行動 

 業績成長の指標は，2003 年度から 2007 年度の各年度の 5

年間で営業利益額が前年の数値を超えた回数を用いる（最高

点 4 点）．この指標を用いて企業の行動（フロント行動・オー

プン行動）と成果の関係（営業利益）を分析する． 
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3．分析結果 

3.1 発受信情報分析結果 

製造業，サービス業におけるプレスリリースと日経記事別

の企業行動情報割合の分析結果から，製造業ではフロント行

動情報においてプレスと日経記事との間にほとんど差がなか

ったが,サービス業のフロント行動情報量はプレスに比べて

日経記事の方が少ない（図 3・表 1）．また，オープン行動で

は両産業とも日経記事の方がプレスの倍以上の情報量がある

ことが示された（図 4・表 2）．これにより企業が発信してい

る情報と消費者が受け取る情報が実際には異なることが考え

られる. 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 フロント行動率における企業行動情報割合の違い 

 

表 1 産業別プレスと日経記事のフロント行動分析結果 

 

 

 

Note: *.p<0.05:有意 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 オープン行動率における企業行動情報割合の違い 

 

表 2 産業別プレスと日経記事のオープン行動分析結果 

 

 

 

 

Note: *.p<0.05:有意 

3.2 産業間の情報別フロント行動と業績成長の 

分析結果 

製造業におけるプレスリリースと日経記事別のフロント行

動率と業績成長の関係を重回帰分析した結果，プレス・日経

記事共にバック行動情報が多い企業は業績が成長している

（表 3）．これにより製造業ではバック行動を行い，なおかつ

その情報が新聞記事に取り上げてもらうことが業績成長には

有効なことが示された（図 5）．また，同じバック行動情報で

もプレスリリースより日経記事で取り上げられる方が業績へ

の寄与が高い．このことから企業は単にバック行動を行うだ

けでなく，よりその情報を日経記事に取り上げてもらうこと

で業績成長を達成できることが示された． 

 

表 3 製造業における業績成長と情報別フロント行動の 

重回帰分析結果 

 

 

 

 

Note: *.p<0.05:有意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 製造業における業績成長と情報別フロント率の 

プロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

分数分析 有意確率 .000
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サービス業におけるプレスリリースと日経記事別のフロン

ト行動率と業績成長の関係を重回帰分析した結果，プレスで

はフロント行動情報が多く，日経記事ではバック行動情報が

多い企業は業績が成長している（表 4）．これによりサービス

業ではフロント行動を行うとともに，新聞記事に取り上げら

れるようなバック行動をとることが有効であることが示され

た（図 6）． 

 

表 4 サービス業における業績成長と情報別フロント行動の 

重回帰分析結果 

 

 

 

 

 

 

Note: *.p<0.05:有意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 サービス業における業績成長と情報別フロント率の 

プロット 

 

 

3.3 産業間の情報別オープン行動と業績成長の 

分析結果 

産業毎のプレスリリースと日経記事別オープン行動率と業

績成長の関係を重回帰分析した結果，製造業はプレス・日経

記事のオープン行動情報量は共に業績成長との関係性はなか

った．これにより，製造業においてオープン行動情報は業績

成長とは関係性がないことが示された．一方，サービス業に

おいて，プレスでオープン行動情報が多い企業は業績が成長

しているが，日経記事情報と業績の関係性はなかった（表 5．

これによりサービス業では新聞が取り上げるかに関係なく，

企業がオープン行動をとることが業績成長には有効であるこ

とが示された（図 7）． 

 

表 5 サービス業における業績成長と情報別オープン行動の 

重回帰分析結果 

 

 

 

 

 

 

Note: *.p<0.05:有意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 サービス業における業績成長と情報別オープン率の 

プロット 

 

4.考察 

プレスリリースや日経記事情報と業績との関係から，企業

発信情報だけでなく消費者受信情報が業績成長に与える影響

があることがわかった.ここから消費者受信情報はその企業

の宣伝効果を持つと考えられる.これまで企業戦略はその企

業がどのように行動するかが重要だと考えられてきたが，今

回の分析結果から実行された行動がどのように消費者に伝え

られているかまで視野に入れて戦略を検討する必要があるこ

とが示された. 

企業発信情報や消費者受信情報と業績成長の関係性の分析

結果から，製造業は研究開発に重点を置くだけでなく，その

中でも新聞記事に取り上げてもらえるような研究開発を行う

ことが重要であることが示された．一方で，サービス業では

より多くのサービスを提供し続けいるとともに世の中に影響

を与えるサービスの開発を日経記事に取り上げてもらう中で，

それらのサービスをより多く提供していくことが重要である

ことが示された． 

オープン行動においては，サービス業だけがオープン行動

を行うことが業績の成長をもたらすことが示されたのみで，

両産業に共通してオープンイノベーションに関する行動を日

経記事が取り上げることと業績とは関係性がなかった． 
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以上の結果から，企業は産業特性に合わせた行動を実行す

る一方で，消費者受信情報と業績の関係を考慮し，新聞に取

り上げてもらえるような行動の実行も重要であることが示さ

れた．このように製造業・サービス業各企業は包括的な視野

からサービス・オープン戦略決定を行わなければならないこ

とが示された．  

 

5.今後の展望 

今回の研究では単なる企業行動情報だけでなく，それを受

けて消費者に伝わる情報も業績成長に関係することが示され

た．これにより単なる企業行動情報だけでなくそれに関連す

る多くの情報が企業評価と関係性をもつことが示唆された． 

それを踏まえ企業行動に関わる情報を分類し，企業評価との

影響を分析することが挙げられる．その分類例としてはミク

ロな視点で企業の内部・外部情報，マクロな視点で企業と消

費者の双方向の情報の定量的な分析を行うことが考えられる． 

企業内部の情報分析としては，企業のビジネスモデルや，

企業の組織風土について分析し，それらを定量的に可視化し

ていく方向性が考えられる．例えば，事業の多角化状況や，

組織の情報化対応能力や組織 IQ[8]といったものを有価証券

報告書のテキスト情報や IT 利用度についての情報を基に定

量的に明らかにする方向性が挙げられよう． 

企業外部の情報分析としては，社会や産業全体の状況や，

その中での企業と企業の関係性といった企業を取り巻く環境

について分析していく方向性が考えられる．例えば，産業の

成長・成熟・衰退状況や，また企業と企業が競合・敵対・友

好関係にあるといったことを web上の情報等を基に定量的に

明らかにしていく方向性が考えられる． 

企業と消費者の双方向の情報に関しては今回の企業から消

費者へ向かう情報に加え，ブログや個人投資家の動向等消費

者から企業へ向かう情報についても分析する方向性がある． 

このように，本研究のアプローチを発展させる事で，情報

技術を活用し，複数の視野から企業のサービス・オープンイ

ノベーション戦略への評価を行うことでより高度な情報と経

営のあり方が示されたと言える．また，そうした情報と経営

の融合から得られる成果のポテンシャルは決して小さくない

と考えられる．今後，本研究の分析を基盤とし，情報学の知

見を活かして戦略分析を行う事で，既存の経営分析の定性的

な情報に基づくしかなかった議論の限界を超え，定量的，客

観性の高い情報に基づいた議論が可能となり，イノベーショ

ン実現への新たな知見が得られるであろう． 
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