


は じ め に 

 
今、世界は人口の増大と高齢化、資源・エネルギー問題、環境問題等、地球規模で対処

しなければならない数多くの深刻な課題を抱えています。その一方で、BRICs（ブラジ

ル、ロシア、インド、中国）をはじめ新興工業国は生産技術力を著しく向上させてきてお

り、先進諸国間の差別化･高付加価値化等の競争も厳しさを増しています。 

さらに情報通信、輸送手段の発達がそうした競争を一層激化させ、いわば世界中の至る

ところで生き残りをかけた企業競争が展開される状況下にあります。 

そのため、技術競争力の面で優位にあるとされたわが国産業の相対的な地盤沈下が懸念

されるようになってきています。 

人口問題、環境・エネルギー問題等をビジネスチャンスとし、国際的な産業競争力の維

持拡大するためには、世界に先駆けていくつものイノベーションが連続して生起させるこ

とが必要なこととして求められています。 

 

次世代機械産業動向調査研究専門部会では、昨年度機械製造企業・産業としての次世代

の対応（ニーズ起動型イノベーション喚起）策を検討する必要から、今後の社会・産業等

において予想される、機械産業が注目すべき重要な変化（新しいニーズ）について考察を

行いました。 

わが国では多額な研究開発投資が行われているもの、その成果が伴わないとよく言われ

ています。 

平成 18 年度は我が国でイノベーションを連続して生起させるために必要な要素にはど

のようなものがあるか、イノベーティブな環境とはどの様な状態か、といったイノベーシ

ョンの本質的な問題を検討、考察を行いました。 

 

本報告書は上記の調査研究の結果を取りまとめたものですが、本報告書がイノベーショ

ンに取り組んでおられる関係各位のご参考になれば幸いです。 
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社団法人 日本機械工業連合会 

会長 金井 務 
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調査研究の概要 

 

調査研究の目的 
我が国機械工業は、新興工業国の追い上げに対処するため競争力強化が喫緊の課題とな

っている。一方、先進国との技術格差は縮小し、今や我が国がトップランナーとして先頭

に立って新分野を切り開く必要にも迫られている。更に近年は BRICs などの新たな巨大市

場への対応、深刻さを増す地球環境問題への対処など多くの課題を抱えており、その打開

には複数の技術的イノベーションが積み重なって、あるいは技術的な蓄積があってこそ成

り立つビジネスモデルイノベーションが不可欠である。本調査は、そうしたイノベーショ

ンを生み出す環境整備に資することを目的とした。 

 

調査研究の内容と方法 
機械産業においては、グローバル市場での競争力強化、環境保全への対応、省エネルギ

ー・省資源等今後対応すべき社会的な課題が山積しており、これら課題の克服には、製品・

製造プロセス、ビジネスモデル等多方面にわたる革新的対応が求められる。これら課題に

対応するに際しては、効率よく、確実に所期の目的・目標を達成する必要があり、そのた

めに必要なスキル、システム等について事例調査により機械産業のイノベーション推進体

制・構築のあり方について調査・研究した。 

 

（１）過去におけるイノベーションの事例収集 

 企業がイノベーションに取り組む際に留意すべき諸点を明らかにするため、社会シテ

ム・イノベーションに関連する過去のイノベーション事例をできるだけ多く収集。 

＜調査研究の方法＞ 

 文献、インターネット等調査、ヒアリング調査 

（２）収集事例の分析 

   収集した事例を以下のテーマに分類した上で、機械産業のイノベーションの背景・ 

   実情・将来展望について分析した。 

平成 17 年度の調査「わが国機械工業におけるイノベーションの実現を目指して」におい

て、過去の重要なイノベーション事例の収集・分析を通して今後の社会・産業等において起

こりうべき重要な変化（新しいニーズ）ならびに変化が求めるイノベーションはいかなるも

のか（ニーズ起動型イノベーション）について考察した。 

平成 18 年度の調査研究においては、昨年度実施したイノベーション研究をさらに深化させ

るべく、企業経営、研究開発のあり方、教育のあり方など関連する事例を収集・分析し、次

世代機械産業動向調査研究専門部会に報告、討議を経て、機械産業のイノベーション推進体

制・システムのあるべき姿について検討を行った。 



－2－ 

①イノベーションの契機、コンセプト及び技術的背景 

ニーズの存在をどのように把握し、製品、サービスのコンセプトを構築したか、 

またコンセプト構築の背景について整理。 

②アライアンス／技術的課題の解決 

複合化、高度化する技術課題の解決策として産学連携、異業種連携等の実態を事

例研究及びイノベーション理論から整理。 

③企業内のイノベーション推進体制 

 事例研究から機械製造企業のイノベーション推進社内体制のあるべき姿について

整理、考察。 

＜調査研究の方法＞ 

 次世代専門部会による検討およびデスクワーク 
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１．環境の変化とイノベーション 
 
 今、人類は未だかって経験したことの無い早いテンポで進む社会・経済の変化の渦中

にある。人類を取り巻く環境は刻一刻と変化し、一つの変化が他の変化を誘発し、かつ

変化は複合化し、しかも多数の変化が同時・多発的に発生し、進行している。さらに、

世界的な視野で見れば、生活・文化の発展段階、地域ごとに多様な変化があり、それぞ

れの変化に対応したニーズが存在すると考えられる。 
 変化のあるところにイノベーションのチャンス、ビジネスチャンスは存在する。 
イノベーションの成否は、そうした変化あるいは兆しを捉え、既存の、あるいは新たな

技術やビジネスモデルに結びつけることにより、新たなニーズにつなげられるかどうか

である。 
 図表 1.1 は東レ経営研究所が現在の社会経済の状況と環境が求めるイノベーションを

図式化したものであるが、実際に生起している環境変化も必要とされるイノベーション

は多様､かつ複雑化しており、潜在、顕在のビジネスチャンスも多数存在することになる。 
 わが国産業界が技術優位性を今後とも保ち続けるには、技術革新スピードの向上を図

り、ニーズの主要な変化を先取りする形で商品や役務の提供を行い、いくつもの日本発

の世界標準を作り続けることであると考えられる。 
図表 1.1 環境変化とイノベーション 
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機械産業は、申し上げるまでも無く、自らイノベーションを実現することも、ユーザ

ー産業のイノベーションのきっかけとなることも、促進することもできる重要な役割を

果たす産業である。 
 本調査においては昨年度の調査結果から、機械産業にとって大きな影響を及ぼす環境

の変化として「人口問題」、「環境変化」および情報伝達、輸送手段の発展に伴う「グロ

ーバル化」の進展を取り上げ、概観した。 
 

１．１ 人口問題 
（１）世界の人口増大 

 世界の総人口は、主にアジアとアフリカでの人口増によって 2020年には 76億人弱、

2040 年には 98 億人程度にまで増加する見通しである。人口増大は即、消費量の増大

となり、資源不足、環境問題、食糧問題等の深刻化に繋がることが懸念される。 
図表 1.2 世界人口・年齢構成の推移(1950～2050) 
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65以上

15～64

15未満

世界
総人口 15未満 15～64 65以上 中位年齢

1950 2,519,495 864,187 1,524,294 131,014 23.6
1960 3,020,177 1,111,425 1,748,682 160,069 22.8
1970 3,690,925 1,380,406 2,107,518 203,001 21.7
1980 4,429,747 1,554,841 2,613,551 261,355 22.7
1990 5,254,820 1,692,052 3,236,969 325,799 24.3
2000 6,056,715 1,810,958 3,222,172 417,913 26.5
2010 6,825,736 1,842,949 4,464,031 518,756 28.6
2020 7,579,278 1,909,978 4,964,427 704,873 30.9
2030 8,270,064 1,943,465 5,367,272 959,327 33.0
2040 9,854,658 2,168,025 6,306,981 1,379,652 34.7
2050 9,322,251 1,957,673 5,910,307 1,454,271 36.2

単位：千人、歳

 
出所：総務省統計局「世界の統計 2006」 

（２）我が国の少子高齢化 
  世界の人口増大とは逆に、既にわが国では 2005 年から人口減少に転じている。 

人口の減少は、少子化と高齢化による死亡者の急増である。 
65 歳以上の老年人口は、2010 年の 22％から 2020 年には総人口の 28%にまで拡大す

る。 
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  少子高齢化から、労働力不足対策、医療、介護・福祉等の高齢者対策が必要になると

考えられる。こうした数字以外の面で我が国産業にとって懸念される材料として、少子

化による競争環境の緩和、無気力化である。既に政府等では社会人基礎力の低下、企業

等では若年就業者の基礎知識の不足、専門知識の低下が問題視され始めている。 
 

図表 1.3 我が国の人口・年齢構成の推移(1950～2050) 
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日本

総人口 15未満 15～64 65以上 中位年齢
1950 84,115 29,777 50,133 4,122 22.2
1960 94,302 28,479 60,448 5,375 25.6
1970 104,665 25,120 72,114 7,431 29.0
1980 117,060 27,509 78,781 10,652 32.5
1990 123,611 22,497 85,910 14,833 37.7
2000 126,926 18,531 86,437 22,085 41.5
2010 127,473 17,081 81,710 28,681 44.4
2020 124,107 15,141 74,464 34,502 48.0
2030 117,580 13,287 69,607 34,804 51.2
2040 109,338 12,027 61,011 36,300 52.9
2050 100,593 10,864 53,918 35,912 53.4

単位：千人、歳

 
 

出所：総務省統計局「世界の統計 2006」 
 

１．２ 環境問題 
（１）エネルギー消費の増大 

 １．１の人口問題で世界人口の増加はエネルギー消費、資源消費等の増加に直結すると

述べたが、環境先進国として認められる我が国においてもエネルギー消費は拡大し続けて

いる。 
 また、エネルギーの消費拡大、特に低開発国の場合は環境問題よりも生産量拡大が優先

されることが多いことから環境問題の一層の深刻化が懸念されるところである。一方、我

が国が主導した京都議定書の日本の目標達成は不可能と言われている。 
こうしたことから、省エネ、代替エネルギーの開発等と同時に環境対策技術の開発が急

務とされている。 



－6－ 

図表１.4 エネルギー消費量の推移  （単位：石油換算１０万トン） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：総務省統計局「世界の統計」よりデータを抽出作成 
 
（２）環境対応への要求のシビア化 

以下は環境対応への要求のシビア化について、平成

19 年 3 月 10 日付け日経新聞の記事の概略である。 
 
欧州連合（ＥＵ）は 2007 年 3 月 9 日に新た地球温

暖化対策の行動計画を採択した。これは 2012 年に失

効する京都議定書後の国際的枠組みの構築を睨んだも

のであり、「2020 年までに日本、米国、ＥＵ27 ヶ国な

ど先進国全体で、二酸化炭素(CO２)の排出量を 1990
年比 30%削減」する目標を設定した。京都議定書が「日

本 6%、米国７％、EU 8%」であったことを考えれば

大幅な強化となる。 
 この行動計画が京都議定書後の新たな国際的な目標

となれば、例えば乗用車ではトヨタのハイブリッド戦

略や、ホンダの新型ディーゼルエンジンなどが先進技

術となっているが「今の延長線上では新規制を満たせ

なくなる」(福井威夫ホンダ社長)という。1 
深刻化するエネルギー問題、環境問題を考えた場合、

目標値の水準の変更はあるかもしれないが上記の方向

に進むことになると考えられる。 
                                                  
1 出所：日本経済新聞 2007 年 3 月 10 日朝刊 
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１．３ グローバル化の一層の進展 
（１）グローバル化の進展 

 先進国の企業は生産能力の拡大に努めた結果、市場を求めて活動をグローバル化させ、

あるいは、原料、市場に近接した地域、あるいは安価な労働力等を求めて企業活動のグ

ローバル化を進めてきた。グローバル化の進展の状況を貿易量と、航空機による物流量

の推移によっても確認することができる。 
 2001,2002 年に日米において停滞があったが長期的な視点で見れば、どちらも右肩上

がりの推移となっている。 
図表 1.5 主要国の輸出の推移 
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図表 1.6 主要国の輸入の推移 
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           図表 1.7 民間航空会社の輸送量の推移 



－8－ 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1980 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004

10億万人

0

20

40

60

80

100

120

140

160
10億万トン

旅客(10億万人．Ｋ
ｍ）

貨物(10億トン．Km）

 

（２）グローバル化の推進／情報通信と輸送手段 
そのグローバル化を牽引したのが情報通信と輸送に係る技術革新であると考えられる。 

 情報通信、特にパソコンと、大掛かりなインフラを必要としない移動電話の普及は企

業あるいは個人の活動のグローバル化に大きな役割を果たしている。 
パソコンは、先進国ではかなり行き渡ったと考えられる。今後、BRICs を始め、発展

途上国に浸透、拡大していくことになり、各種製品の需要量増大・市場の拡大が期待さ

れる。情報技術の進歩に生産拠点の移転も加わって、世界的な規模で技術情報の移動・

移転の速度も速くなり、技術革新のスピードも格段に速くなると考えられる。 
 

図表 1.8 各国の人口 100 人当たりの移動電話加入件数(2005 年) 
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出所：国際電気通信連合の資料からデータを抽出グラフ化した。 
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図表 1.9 各国における千人当たりのインターネットの利用状況(2004 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：国際電気通信連合の資料からデータを抽出グラフ化した。 
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等の大型化、高速化が中心であり、低燃費のエンジンの開発、輸送手段の軽量化などを

図りながら進められていくことになる。この分野では、ハード面の技術革新に目を奪わ

れがちであるが、これまでに貨物のコンテナ化、IT を活用した配送などソフト面のイノ

ベーションが行われてきており、国内物流費が割高な我が国にあっては一段の合理的な

物流ソフトの発展に期待したいところである。 
 
１．４ 機械産業のイノベーション 

上述のような環境下にあって、基盤商品・定番商品の低付加価値品は発展途上国が低

廉な労務費を武器に生産するところとなり、わが国産業が経済成長を図るためには、従

来のように単に量的拡大を図ることは困難となることから、生産性向上、付加価値向上

による質的成長を指向せざるを得ない。そのためのイノベーションが必要とされている。 
 
イノベーションとして成功するためには、正確なニーズの把握とニーズを満足させる

ことができる製品・役務の提供に尽きるが、その製品・役務の提供を可能とするのは技

術である。しかしながら、一般にわが国における研究開発効率は悪いと言われる。 
 
図 1.10 は機械産業、電気機械産業および自動車産業の研究開発の効果に関する簡単な

分析結果である。3 つの産業とも 2 つのグラフからなっている。 
左のグラフは研究開発の成果は新たな設備投資を喚起するという発想から、設備投資

と研究開発費の推移を対比したものである。3 分野では自動車産業は連動しているといえ、

電気機械産業も 2002,2003 年を除けばほぼ連動していると見ることもできるが、機械産

業の研究開発は設備投資にその効果が現れていないことになる。 
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図表 1.10 機械産業における研究開発投資および効果の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出所：設備投資額、研究開発費、研究者、従業者に関するデータは総務省「科学技術調

査報告書」 
付加価値額は、経済産業省「工業統計表（産業編）」 
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右のグラフは、売上高、付加価値額への研究開発費の貢献度合いを指数化したものと

全従業員に占める研究者の比率を対比したものである。結果は 3 産業共に、研究者比率

は上昇しているものの売上、付加価値といった成果にはさほど貢献していないという結

果になっている。 
   

 上記はグラフ分析の結果である。研究開発効率の悪さは、一般に指摘されるところで

あるが、次世代機械産業動向調査研究専門部会では、研究開発担当者の技術開発能力の

問題ではなく、開発された成果である技術の使い方、あるいは開発課題の設定の仕方に

問題があるとの考えから本調査を実施している。 
 

１．５ イノベーションの必要性 
本調査ではビジネスモデルに関する記述が多いが、技術を軽視するモノではない。 
環境対応するため、今使える技術は何か、どうすれば付加価値を高められるかと言う

視点で調査を行っている。 
 

 研究開発の成果としての技術をどう使ってイノベーションとするか、この発想がわが

国の企業人に最も不足している能力であると考えられる。特に機械産業は自らイノベー

ションを創ることも、ユーザー産業のイノベーションのキッカケを提供することも促進

することもできる基幹産業であり、現在のわが国機械産業の技術レベルは世界のトップ

クラスにあり、技術をどう使いこなすかが、わが国産業の将来を決定するといっても過

言ではない。 
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２ イノベーションの事例研究 
 
我が国においては、イノベーションは永らく「技術革新」と翻訳され、研究開発の成果

が画期的な製品となって上市されることと理解されてきた。しかし、これはイノベーショ

ンの一側面をとらえているに過ぎないことが理解されるようになり、 近では中国で用い

られている「創新」、または単に「革新」という訳語が用いられるようになってきている。 
その意味するところは、「新たな製品やサービス、または新たな事業コンセプト、事業の

展開方法が案出され、実地に適用され、結果として広く消費者や経済社会の支持を受ける

ようになった場合、それをイノベーションと呼ぶ」ということである。 
このように見る場合、イノベーションは大別して、①「技術的な革新」と、②「経営的

な革新」とに分けることができることになる。 
①の技術的な革新は、さらに「製品に係わる技術革新（新製品の開発）」と、「生産に係わ

る技術革新（新生産方法の開発）」とに分けることができる。 
②の経営的な革新は、さらに「ビジネスモデルの革新」と「ビジネスプロセスの革新」と

に分けることができる。 
以下、それぞれについて、事例紹介を交えつつ見ていくこととする。 
 
２．１ 技術的革新 
２．１．１ 製品に係わる技術革新（新製品の開発） 
製品に係わる技術革新は、我が国における伝統的な意味でのイノベーションである。以

下、社会、経済への波及効果が極めて大きかった大型事例の要点を、東レ経営研究所の社

内データベースにより簡潔に報告する。 
 
①ナイロン 

初の事業開発主体：米国デュポン社 
革新の動機：絹に代わるものを作りたいという研究者の夢 
基本コンセプト：絹の人工的量産 
キーとなった要素技術：縮合重合、ジアミン合成 
事業化の基本コンセプト：レーヨンよりも優れた絹代替繊維 
プラットフォーム機能：社内組織 

 
②トランジスタ 

初の事業開発主体：米国 ATT 社 
革新の動機：トランジスタ現象の発見 
基本コンセプト：真空管に代わる固体素子の開発 
キーとなった要素技術：PN 接合技術 
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事業化の基本コンセプト：複合型トランジスタ 
プラットフォーム機能：社内組織 

 
③クオーツ腕時計 

初の事業開発主体：日本セイコー社 
革新の動機：機械式時計が音叉時計に駆逐されるという危機意識 
基本コンセプト：音叉時計を超えるものの開発 
キーとなった要素技術：水晶振動子、電流極小化 
事業化の基本コンセプト：普及型クオーツ腕時計の上市 
プラットフォーム機能：社内組織 

 
④集積回路 

初の事業開発主体：米国 TI 社（当時はベンチャー企業） 
革新の動機：軍事的要請 
基本コンセプト：小型耐衝撃性電子回路の開発 
キーとなった要素技術：モレクトロニクス（分子単位での製造）概念 
事業化の基本コンセプト：フォトエッチングによる集積回路 
プラットフォーム機能：国の資金、技術のスピンオフとライセンス 

 
⑤液晶ディスプレイ 

初の事業開発主体：米、日の既存企業 
革新の動機：技術者の夢 
基本コンセプト：壁掛けテレビの開発 
キーとなった要素技術：常温作動液晶物質、駆動方式 
事業化の基本コンセプト：低消費電力薄型平面ディスプレイ 
プラットフォーム機能：ユーザー業界との連携、ライセンス 

 
⑥マイクロプロセッサー 

初の事業開発主体：米国インテル社など（当時はベンチャー企業） 
革新の動機：軍事的要請（戦闘機フライト制御用） 
基本コンセプト：素子型小型コンピューター 
キーとなった要素技術：金属酸化膜半導体(Metal Oxide Semiconductor) 
事業化の基本コンセプト：小型コンピューター 
プラットフォーム機能：ユーザーとの共同開発 
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⑦パソコン 
初の事業開発主体：米国 MITS 社、アップル社など（ベンチャー企業） 

革新の動機：技術者の夢 
基本コンセプト：知能を拡張する機械 
キーとなった要素技術：ビットマップ、GUI 
事業化の基本コンセプト：個人が自由に使えるコンピューター 
プラットフォーム機能：スピンオフベンチャー 

 
⑧インターネット 

初の事業開発主体：米国ベンチャー企業 
革新の動機：軍事的要請 
基本コンセプト：破壊されない情報通信網 
キーとなった要素技術：パケット通信、ルーター 
事業化の基本コンセプト：異種コンピューターのネットワーク化 
プラットフォーム機能：産学連携、スピンオフ 

 
これらの事例に見るように、イノベーションの 初の事業開発主体は、その時点におい

て確立していた既存企業であることも、ベンチャー企業であることもある。その動機は、

技術者の夢、新たな発見、事業環境の変化、軍事的な要請など様々であり、またイノベー

ションを実現させたプラットフォーム機能も、社内組織、国の資金提供、技術や経営のス

ピンオフ、ライセンシング、ユーザー業界との提携や共同開発、産学連携など様々である。 
 
２．１．２ 生産に係わる技術革新（新生産方法の開発） 
生産技術の革新は、コストダウン、品質維持向上、適時適量生産、原材料・仕掛品・製

品の在庫抑制などを目的に、各メーカーにおいて工夫が重ねられてきている。製造業の根

幹に係わる分野であるだけに、すでに詳細な研究がなされているので、ここでは多くの企

業が採用し、生産のあり方に大きな影響を及ぼしたものとして、生産技術、生産管理技術

の両面から、科学的管理法、大量生産方式（フォード生産方式）、QC、混流生産方式、フ

レキシブル生産方式、リーン生産方式（かんばん生産方式、ジャストインタイム生産方式）、

セル生産方式などを取り上げて簡潔に解説することとする。生産の革新は、需要の変化（と

にかく安くて良い物が欲しいという時代から、価格・デザイン・機能・性能など自分の好

みの物が欲しい時代へ）に対応して行われてきている点に注目する必要がある。 
 
①科学的管理法 
米国の F・テイラー（1856 年－1915 年）が工場での実務を通じて作り上げた工程設計・

工場管理の技法である。科学的分析による作業の合理的な順序や作業量の設定、それに基
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づく生産の計画化や作業過程の効率的管理を主な内容とする。生産管理技術の基本として

ほとんどすべての製造業に取り入れられている。 
 
②大量生産方式（フォード生産方式） 
米国の H・フォード（1863 年－1947 年）が開発した、単一製品（T 型フォード）を大量

生産するための生産方式である。作業者は定位置に立ち、製品の方がコンベアによってゆ

っくり動き、目前を通過する間に必要な部品組み付けなどを行う。品質の維持向上とコス

トダウンに有効な手法であり、工程の細分化と単純化により未熟練工でも生産に参加でき

るため、製造コストは低下し、自動車の普及に大きな役割を果たした。但し、作業内容が

単純・単調であり、また労働も苛酷になりがちであったため、労働者に不満が鬱積するも

のでもあった。今日もコンベアは広く工場内で利用されているが、単一製品の大量生産は

過去のものとなり、多品種生産が可能なように様々な工夫が行われている。 
 
③QC（Quality Control；品質管理） 

QC は製品やサービスの品質を維持・向上するための企業活動である。JIS では「買い手

の要求にあった品質の品物またはサービスを経済的に作り出すための手段の体系」と定義

されている。具体的には、工場内の工程毎に結成された QC サークルと呼ばれる小集団に

よる、QC 七つ道具（ヒストグラム、グラフ・管理図、チェックシート、パレート図、層別、

特性要因図、散布図）を活用した改善推進活動であり、ボトムアップ型の改善活動である。 
QC を我が国に根付かせたのは W・デミングであり、QC によって戦後の我が国の工業製

品の品質は大きく向上した。しかし、現状改善型のため抜本的な改革の発想が出にくく、

また活動が形式化するなど運用上の問題や、トップダウン型の品質保証活動である

ISO9000 シリーズの世界的な普及などに押され、現在では下火になっている。その後、QC
を工場から全社に広げた TQC（Total Quality Control；総合的品質管理、全社的品質管理）

が提唱され、普及した。TQC とは、提唱者 A・ファイゲンバウムによれば、「顧客に十分な

満足を与えるような品質の製品を も経済的な水準において生産することを目的に、企業

内のすべての部門が行う品質の維持・改善への努力を、総合的に調整して、有効な働きを

させるシステム」である。また、TQM（Total Quality Management）というトップダウン

型の全社的品質管理手法も提唱されている。 
 
④混流生産方式 
消費の高度化に伴い、同じ分野でも様々なバリエーションの製品が要求されるようにな

ると、単一品種・大量生産型の生産方式では対応できなくなり、1 つの生産ラインで複数の

製品を組み立てる混流生産方式が採用されるようになった。トヨタ自動車が我が国におけ

る嚆矢であったと見られる。混流にはある程度ロットをまとめて流す「ロット混流生産」

と、1 個ずつ違うものを流す「1 個流し混流生産」とがある。 
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⑤フレキシブル生産方式 
混流生産方式を進化させ、市場・顧客の要請に応えながらコスト低減と収益性向上を実

現するものとして、フレキシブル生産方式が生まれた。これは、変動する需要に対し、極

力在庫を持たず、多品種少量・短納期生産で対応しようとするものである。その要点は、

原材料・仕掛品・製品在庫の削減、設計・調達・製造リードタイムの短縮、製造部門の効

率化による工数削減、それらによる原価低減などにあり、製品開発から納品までの各段階

における管理システムや、生産・物流における改善などにより、それらの目的を達成しよ

うとするものである。現在、機械産業をはじめ多くの産業において実用化されている。 
 
⑥リーン生産方式（かんばん生産方式、ジャストインタイム生産方式） 
トヨタ自動車が 初に開発し実用化した生産方式であり「無駄を排除し、必要なものを、

必要なときに、必要なだけ生産する」方式である。無駄には「作りすぎの無駄、手待ちの

無駄、運搬の無駄、加工の無駄、在庫の無駄、動作の無駄、不良を作る無駄」などが挙げ

られている。「かんばん」と呼ばれる情報伝達ツールを使って「後工程引き取り」を行うた

め、当初は「かんばん方式」と呼ばれたが、米国に紹介されてから「JIT（Just in Time）
方式」と呼ばれるようになり、さらに 1980 年代に、マサチューセッツ工科大学（MIT）の

J・ウォマックらが、それを一般化、再体系化して「リーン生産方式（Lean Production 
Method）」と呼ばれるようになった。幅広い業種から支持されている方式であるが、適切

な実施はかなり困難とされ、また不測の事態への対応が困難、部品企業の負担が大きい、

頻繁な物流による社会資本（道路）の負担が大きいなどの問題点が指摘されている。 
 
⑦セル生産方式（屋台生産方式） 
これまで述べた生産方式はいずれも作業者は定位置にいて、加工対象の方がコンベアに

より移動する方式（ライン生産方式）であるが、セル生産方式においてはコンベアを使わ

ず、部品や工具を U 字型などに配置したセルと呼ばれる作業台（屋台）を複数設置し、そ

れぞれのセルに 1 人～数人が配置され、部品の取り付けから組み立て、加工、検査までの

全工程を作業員の方が移動しながら行う。本方式は多品種少量生産への対応に優れており、

また生産量もセル内人数の調整やセル数の増減によって対応しやすいといった利点がある。 
また、あるセルに不具合が発生しても、他のセルへの影響はないのでライン生産に比べ

て「強固な」方式と言える。さらに、各作業員は組立全行程を受け持つので、問題点や改

善点が見えやすく、改善提案が多数期待できるなどの利点もある。逆にデメリットとして

は、1 人が全工程を担当するので習熟時間がかかること、作業者によって効率が違うなどが

挙げられる。当初は小型製品向きとされていたが、その後工作機械や自動車などの分野で

も導入が進んでいる。 
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２．２ 経営的革新 
 
経営的な革新には、ビジネスモデルの革新、経営組織の革新、ビジネスプロセスの革新

などの側面がある。以下、それぞれについて解説する。 
 
２．２．１ ビジネスモデル革新 
イノベーションは「革新・創新」であり、従来言われてきた「技術革新」はその一部に

過ぎないということは、 近広く認知されてきているところである。その「革新・創新」

において、「ビジネスモデル」の革新・創新は重要な位置を占めている。 
その代表的成功事例として、以下に ①大和運輸（既存企業におけるトップダウン意思決

定型－類似事例から着想）、②セブンイレブン（既存企業におけるボトムアップ提案型－先

行事例あり）、③amazon.com（新規独立ベンチャー型－先行事例あり）を採り上げ、紹介

する。これらのビジネスモデルは各社が独自に創造したものではなく、いずれも類似事例

や先行事例が存在しているが、それでも各社が成功したのは、①顧客の満足度を高めるた

めの工夫を極めて積極的に行ったこと、②事業拡張を急テンポで行い、業界の「ドミナン

ト（支配的）」な存在になり得たことなどによる。 
 
 

 
サービス業におけるイノベーションの事例として、宅配便が挙げられる。それまで収益

を上げることは難しいと見られていた個人向け宅配に果敢に挑戦し、大きな市場を築きあ

げた。当初、役員全員が宅配便に猛反対し、輸送業界も、収益の上がるまでの数年間、お

手並み拝見と静観していたほど難しい事業と見られていた。しかし、収益が出たことがわ

かると、各社は競って参入、現在、業界で年間取扱量は 28 億個を超える大ビジネスに成長

した。 
 
（１）宅配便が誕生した背景 
①近距離輸送で成功し、長距離輸送に出遅れる 
ヤマト運輸は 1919 年、東京・京橋木挽町に本社を置き、トラック 4 台で運送事業を開始

した。戦前は、関東一円にネットワークを築き、45 年には車両 151 台、従業員 500 名とい

う日本一のトラック運送会社であった。しかし、戦後、トラック輸送を巡る環境は大きく

変貌した。高度経済成長につれて道路が次第に整備、改良され、鉄道に代わってトラック

長距離輸送が主役に躍り出たのである。西濃運輸、日本運送などが長距離輸送を急拡大し

ていた。 
しかし、ヤマト運輸は利益率の良かった関東一円のローカル路線に固執し、長距離輸送

に乗り遅れた。57 年、ようやく東京－大阪間の路線免許を申請、59 年に免許が下り、60

 事例１：ヤマト運輸（宅配便）
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年に大阪支店が営業を開始したが、同業他社に約 5 年遅れてのスタートとなった。先代社

長の成功体験が、新しい仕事を始めるときに妨げとなった。 
 
②多角化と大口貨物優先で、利益率が低下 
長距離路線市場に乗り遅れたヤマトは、当初、改善策として多角化の道を選択し、総合

物流企業を目指した。通運事業、百貨店配送、航空、海運、梱包業務などであるが、各事

業とも伸び悩んだ。さらに、大口貨物の獲得にこだわって基幹業務である商業貨物のトラ

ック運送の収益までが悪化した。コストはかかるが料金の高い小口を断って、大量輸送を

見込める大口荷主と契約することを優先したためである。その結果、売上高利益率は、他

社と比べても低かった。 
 
③個人宅配市場の検討開始 
そこで、逆転の発想として小倉昌男社長（当時）は、個人宅配の可能性を密かに探って

いた。それまで、個人が荷物を送るには郵便小包（ゆうパック）か、鉄道小荷物（チッキ）

しかなかった。それらは、郵便局か、駅で荷物の発送を行わなければならず、さらに鉄道

小荷物は駅で荷物を受け取る必要があった。1 個口の荷物を集めれば利益率は高くなるが、

１個口は集配が非効率ということが業界の常識であり、大きなネックと考えられていた。 
ちなみに、当時の市場規模は、郵便小包が、年間約 1 億 9000 万個、国鉄小荷物が、約

6000 万個で、計 2 億 5000 万個であった。仮に 1 個あたり 500 円とすれば、1250 億円市場

となる可能性があった。ただ、損益分岐点を越すのはどの時点か、それがわからないと事

業化できない悩みがあった。 
 
④マンハッタンでの閃き 

73 年、小倉昌男社長（当時）は、アメリカに出張した時、大手運送会社ＵＰＳ社がニュ

ーヨークのマンハッタンで小口配達している光景を見て、はっと閃いたという。ネットワ

ークの収支は、全体として損益分岐点を越えることが重要だが、集配車両単位にも損益分

岐点があることに気づいたのである。問題は、一日、一体、何個の荷物を集荷配達できる

か、という作業効率にあり、その効率は、その集配車の受け持ち区域の広さで決まってく

る、ということである。つまり、集配車一台あたりのコストと、一日何個を扱えるかがわ

かれば損益分岐点が計算できることになる。そこで、「宅配便は成功する」と直感し、帰国

してこのアイデアを社内に提案した。 
 

⑤役員全員が猛反対、組合は好意的 
大口貨物に慣れていた役員は、全員が猛反対した。百貨店配送は、日本橋や新宿のデパ

ートから荷物が出るから苦労はない。それに対して東京 23 区に散らばった市民の家庭から

1 個づつ集荷するのは大変な苦労を要する。そんな仕事を始めれば赤字間違いなし、と言う
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のが役員全員の意見であった。 
一方、組合は好意的であった。オイルショックの時、急速な輸送需要の減退に見舞われ、

縮小均衡の必要に迫られたが、組合員の解雇はしないと約束し、それを守った。組合は、

かねてよりその件に関し、感謝の気持ちを持っていた。そこで、労働組合が味方し、役員

の承諾を得て、事業化が決まったのである。 
 

⑥11 個からスタート 

76 年 1 月、宅配便（ヤマト運輸は「宅急便」）がスタートした。１日目の取扱量は 11 個

だった。その年の取り扱い個数は 170 万 5 千個。これに対し、郵便小包は 1 億 7880 万個、

ヤマト運輸の試みは、誰しも失敗するのではないかとみられた。しかし、取扱量は、年を

追って飛躍的に伸びた。それ以降の拡大は以下の通り。 
 

図表 2.1 宅配便の取り扱い量推移(1977～1981 年) 
年 取り扱い個数 

1977 年 540 万個 
1978 年 1,817 万個 
1979 年 2,226 万個 
1980 年 3,340 万個 
1981 年 5,061 万個 

 
80 年に、売上高 699 億円、経常利益 39 億円をあげ、宅配便でも収益を上げることが

できた。 
 

⑦同業他社の参入、市場の急成長 
80 年、宅配便は利益が出ると知れ渡ると、佐川急便、日本通運、福山通運、西濃運輸、

トナミ運輸などを始め 35 社が参入し、激烈な市場競争が展開された。長距離輸送では、約

５年の遅れがあったが、宅配便では逆に、約５年先行することができたのである。一方、

鉄道小荷物は、86 年 11 月、競争力を失って廃止された。 
その後も、宅配便市場は成長し、2004 年度の市場規模は 28 億 4894 万個（前年度比 1.6％

増）、うち、ヤマト運輸 10 億 6305 万個（5.1％増）、佐川急便 9 億 4322 万個（1.9％増）、

日本通運 3 億 6228 万個（4.9％減）となっている。ヤマト運輸と、佐川急便のシェアが他

を大きくリードしている。 
 

⑧行政との戦い 
80 年頃の営業区域は、関東地方に偏っていた。そこで、営業地域の拡大を申請したが、

当時の運輸省（現在の国土交通省）は運輸業者の反対を受け、免許を出し渋った。83 年 5
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月 17 日、一般誌の朝刊に新運賃表の認可申請に対し、いまだ認可しないので、延期せざる

をえないことを広告したことに続き、86 年、運輸大臣を相手に、路線延長の申請を 5 年も

放任されていたことに対して「不作為の違法確認の訴え」を起こした。その結果、出し渋

っていた運輸省も、認可せざるを得なかった。 
このように、世論を味方につけることによって営業地域を拡大し、その後の発展につな

げたのである。 
 

（２）経営戦略からみたポイント 
①過去の成功体験は、新しいことに挑戦する意欲を失わせる 
戦前、関東一円のローカル運送体制は、日本一であった。このため、新しいことに挑戦

する意欲をいつの間にか失い、時代の潮流を読むことが遅れたといえる。逆に、長距離運

送に出遅れて、収益率が低下してはじめて新しいことに挑戦しようという意識を高めるこ

とになった。 
 
②ダントツ 3 カ年計画―他社との差別化 

81 年 3 月から、「経営 3 ヵ年基本計画」（ダントツ 3 カ年計画）がスタートした。これは、

他社との差別化を図るため、さらなるサービス向上を目指したものである。具体的には、

（ⅰ）宅急便の全国網の完成、（ⅱ）翌日配達区域の拡大、（ⅲ）このための営業、作業の

体制作り、の 3 点である。 
これらは 3 年では目標を達成できず、3 カ年計画を 3 回、計 9 年にわたって実行され、完

成した。これが便利さをさらに付加して拡大につながった。 
 

③集中化―商業貨物からの撤退 
宅配便を拡大する一方、既存の事業からの撤退も思い切って行った。これは、「牛丼の吉

野家」が、メニューを思い切って絞ることで成功していることがヒントになったという。 
実際、商業貨物からも撤退したが、79 年には、三越の配送業務から撤退、松下電器産業

との取引も解消したのである。宅配便が軌道に乗り始めたことで、撤退、解消も比較的ス

ムーズに行うことができた。 
 

④業態化 ― 徹底した効率化 
宅配便は、ハードウエアとソフトウエアとヒューマンウエアの３つを統合して、新しい

システムを作り上げた。それは、集荷、輸送、配達の部分システムが連続的に繋がり、ト

ータルシステムとして完結したことである。つまり、宅配便は、不特定多数から出荷され

る荷物を、あらかじめ構築された輸送システムに乗せ、定額の料金で全国に運ぶことで、

郵便小包と同じサービスであり、従来のトラック運送の領域にはなかったタイプである。 
このため、業務の生産性向上が重要となる。生産性向上策としては、以下の例がある。 
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＜生産性向上の例＞ 

・トレーラーシステム 
・乗り継ぎ制（東京―大阪ではなく、東京―浜松で運転手を交代させる） 
・運転業務と荷役業務の分離 
・ユニット・ロード・システム 
・ロールボックス・パレット 
 

⑤新商品の開発―利用者の潜在ニーズの読み取り 
利用者にとって便利な新商品を次々と考え出し、業務拡大に繋げた。これには、ハード、

ソフトなどの面で、新しい仕組みを作らなければならないし、クール宅配便のように巨額

の設備投資も必要とするものもある。それでも、「サービスが先、利益は後」というモット

ーを掲げ、新商品を開発した。これは、利用者の潜在需要を確実に読み取ることができた

からであるという。新規サービスの例としては、以下のものが挙げられる。 
 
＜新規サービスの例＞ 
・スキー宅配便  82 年 12 月長野支店のアイデア 
・ゴルフ宅配便  84 年 4 月 
・クール宅配便  87 年 8 月テスト販売 
・コレクトサービス 86 年 7 月 
・ブックサービス 
・タイムサービス 
・メール便 
・往復宅配便 
・超速宅配便 
 

⑥同じ風景から何を見るか 
宅配便ビジネスは、高速道路網の整備や、ＩＴ技術の進歩など、環境面が整備されるこ

とによって可能なビジネスになったことは確かである。しかし、イノベーションを生み出

す経営者は、一般の人と違った風景を見ているわけではなく、同じ風景を見ているのであ

る。しかし、「その同じ風景に何を見て、何を発見するかが決定的に違う」と言える。宅配

便も、日頃、小倉社長（当時）が個人向け配送について頭を悩まし、考えていたからこそ、

マンハッタンの風景が大きな閃きになり、ヒントにつながったと考えられる。しかも、役

員全員の猛反対を押し切り、宅配便のビジネスを始めてから５年で収益を上げるまで、同

業他社は、ただただ静観し、宅配便ビジネスに参入しようとは考えなかった。儲かるビジ

ネスとは考えられなかったからである。ところが、収益が上がるとわかって、はじめて 35
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社が一気に参入した。しかし、すでに約５年、先行者として大きな差が生じていたのであ

る。このように、イノベーションには、単に新製品の開発や、新しいビジネスモデルの開

発だけではない何かがある。 
 

図表 2.2 商品開発と取り扱い個数の推移 

 

 
出所：ヤマト運輸ホームページ 

 
参考文献： 
＊小倉昌男『小倉昌男 経営学』日経 BP 社 
＊ヤマト運輸ホームページ 
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「コンビニ」が果たしてイノベーションといえるのか、という意見もあろう。我が国で

それを 初に始めた鈴木敏文氏（現セブン-イレブン・ジャパン代表取締役会長、 高経営

責任者〈CEO〉）は、現在、小売業に関してはプロ中のプロと言える存在である。しかし、

鈴木氏は、もともと書籍取次ぎ会社からイトーヨーカドーに中途で入社した人で、 初か

ら小売業のプロであったわけではない。また、我が国で、単純に、アメリカ企業からライ

センス契約してコンビニを開始し、それが成功したわけではない。アメリカのマニュアル

にはほとんど依存せず、しかも、コンビニに関しては、いわば鈴木氏を含めた素人集団が

考えた方法で、大きく拡大したのである。 
 
（１）コンビニの導入から急拡大まで 
①堅実な経営姿勢 

1960 年代、スーパーマーケットのイトーヨーカドーは、収益が伸び悩んでいた。ライバ

ルのダイエーなどが銀行から資金を借り入れて一等地に出店し、利益を上げている一方、

イトーヨーカドーは、堅実経営を貫き、地価の安い路地裏などを中心に出店、そのため、

売り上げが伸びなかったのである。このため、新規出店を担当していた清水秀雄氏（元セ

ブン-イレブン・ジャパン副会長）は、業務開発室に転勤、何か新しいビジネスがないかを

模索していた。 
 
②アメリカでコンビニに出会う 
当時の人事部長、鈴木敏文氏も、堅実な経営方針に飽きたらず、業務の打開策を模索し

ていた。ある日、鈴木が発案して、清水氏と２人でアメリカに出張し、外食産業、小売業

を視察することになった。そうした中で、たまたまバス旅行で立ち寄った「コンビニ」が、

全米で人気があることに気付いた。わずか 50 坪ほどで、値引きもしないし、しかも大きな

スーパーマーケットが近くにあっても繁盛している。帰国して調べてみると、そのコンビ

には全米で 4000 店のチェーンを持ち、しかも、高収益を上げていることがわかった。これ

は我が国でも普及するのではないかと考えた。そこで、72 年、アメリカのコンビニの本社、

サウスランド社を訪問したが、巨大企業であり、当時、アメリカでは無名のイトーヨーカ

ドーはあまり相手にされなかった。 
 

③ライセンス契約で、コンビニ業を開始 
日本の本社に戻ってコンビニ進出の提案書を提出したが、零細小売業の多い日本では難

しいと経営陣から反対された。しかし、経営陣を執拗に説得し、当事者だけで試験的にや

って見るなら OK、との了解を得た。アメリカのサウスランド社とライセンス交渉を行った

が、ライセンス料が売り上げの１％と高く、採算面で問題となった。カナダやメキシコで

事例２：セブン-イレブン・ジャパン（コンビニ）
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も１％であったからである。それを 0.6％に値切ってようやく妥結し、我が国でもコンビニ

がスタートすることになった。 
 
④素人集団でスタート 
鈴木氏は、当初、アメリカのマニュアルには、コンビニを展開するすべてのノウハウが

書かれており、我が社が新規事業で成功する秘訣はそこにあると考えていた。しかし、マ

ニュアルにあるノウハウは、ほとんど見るべきものがなかった。そこには、住宅地に隣接

していること、付近に競合店がないこと、通りに面していることなど、基本的なことが書

いてあるに過ぎなかったのである。 
しかしながら、コンビニ進出が決まり、中途入社組などを中心に、流通の素人集団 15 人

でスタートすることになった。素人集団となったのは、元々あまり期待されず、優秀な人

材をもらえなかったこともあるが、鈴木氏自身、コンビニのような新しい業界では、先入

観が災いする、素人こそが向いていると考えたこともある。当面の目標は、2 年半後に 100
店舗とすることであった。 

 
⑤小口配送など、我が国独自のやり方で 
コンビニを開業したものの、売上の割には利益が上がらなかった。売れない皿やコップ

などが埃をかぶっている一方、ジュースなどの売れ筋商品が品切れしていた。これは、商

品をまとめて仕入れることが不可欠で、しかも、全部なくならない限り、新しい商品の仕

入れができなかったからである。このため、商品の回転率が低く、収益を上げにくくして

いたことに気付いた。 
そこで、小口配送や、共同配送など、在庫管理面でアメリカと異なる我が国独自のやり

方を工夫することで生産性を上げ、次第にコンビニが収益を上げ始めた。また、これまで

の常識を覆し、１号店の周りに店舗を増やした。これによって問屋も小口分けに応じ、ま

た知名度も増すなど、相乗効果を発揮することができた。とくに、POS（販売時点情報管

理）による管理で、顧客が何を求めているかを直ちに把握できたことは大きい。 
また、年中無休だが、当時、パンの製造は年末年始休みで、品物がなかった。それをパ

ン製造会社と交渉し、正月でもパンが販売できるように工夫した。 
 

⑥アメリカのサウスランドを逆に救済 
３年で出店数 100 店舗を達成した。アメリカのサウスランド社が 100 店舗までに 25 年か

かったことを思えば、急速な成果である。また、17 年目には 4,000 店舗を達成した。2003
年には 10,000 店を突破した。 
一方、サウスランド社が、無計画の店舗経営と土地投機の失敗で経営不振に陥り、逆に、

我が国に支援を求めてきた。これを受け、我が国流のやり方で支援した結果、２年で黒字

化することに成功した。このように、今では我が国の方がコンビニ経営に関しては優位に
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立っている。 
 
（２）イノベーションから見たポイント 
①米国出張で、ヒントを得て主張し、実現 
アメリカ出張先で、見かけたことからビジネス・ヒントを得たという話は、「宅配便」の

小倉昌男氏の場合と似ている。現在抱えている問題を打破するために、何かビジネスのヒ

ントになるものはないかと探していると、何かを見て、それから大きなヒントを得る場合

がある。それに気付く人がイノベーションを起こせるのであるが、大部分の人は、それに

気付かない。 
 

②契約を締結するか、打ち切るかの決断 
当初、アメリカでコンビニが繁盛しているのは、サウスランド社のマニュアルの中に、「コ

ンビニ・ビジネス」の秘密があるからと期待していたからだが、結果的にはそれはほとん

どなかった。そこで、重大な決断に迫られた。契約を打ち切るか、あるいは、それでも契

約を締結し、我が国でコンビニをスタートするか、である。結果的には、我が国の事情に

合うコンビニを開発し、成功したが、当時は、正に頼るものが何もない、ゼロからのスタ

ートであった。もっとも、鈴木氏は、我が国の小売業の問題点が低い生産性にあり、生産

性を上げれば成功するという確信があったからと考えたようだ。 
 

③生産性向上だけでなく、鮮度も重視 
コンビニに素人の集団が集められ、スタートした。収益を上げるにはどうすればよいか、

消費者が店舗に足を向けるにはどうすれば良いか、素人の目で一歩一歩、改善に結び付け

ていった。集約配送・共同配送がその代表である。その一方で、鮮度を確保するため、大

型物流センターや配送センターはあえて作らなかった。これは生産性の向上に反するが、

鮮度にこだわる消費者の目線を意識した結果である。ただし、こうしたビジネスモデルは、

特許に守られる性質のものではなく、ライバル会社が追いつくことができるものである。 
そのために、ライバルに勝つためには次々と革新的なアイデアを打ち出していくことが

必要となる。 
 

④アメリカは商品をメーカーや問屋に一任 
アメリカのサウスランド社が経営危機に陥ったのは、商品のアロケーションをメーカー

や問屋に任せていたこと、イノベーションを起こせなかったことにあるといわれている。 
我が国で得た知恵を応用し、きめ細かい戦術が功を奏し、アメリカの契約先の業績を立

ち直らせ、救済した。このため､アメリカのビジネス・スクールでも、教材として取り上げ

られている。 
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⑤経営者の直接指導で毎週教育 
毎週火曜日にオペレーション・フィールド・カウンセラー（OFC）が本社に全国各地か

ら集まる。OFC は、現場の店舗の経営指導を行うことが任務の人達である。ここで、鈴木

氏は、直接、どのように仕入れ、販売するかを話す。OFC は、全国で約 1,200 人。毎週集

まれば、それだけでも 30 億円以上経費がかかる。しかし、鈴木氏の話を毎週、直接聞くこ

とはそれにも勝る効果があるようだ。 それが日々、10,000 店を超える店舗の顧客の動向を

敏感に把握し、新しい経営戦略を立案し、前進して行くことに繋がっている。 
 

⑥ユニークな鈴木氏の経営哲学 
鈴木氏の経営哲学はユニークである。例えば、「他店見学をしてはならない」と言う考え

方がある。それは、今は物まねの時代ではなく、柳の下にドジョウが一匹いるかどうかの

時代で、2 番手商法は通用しない、と考えるからである。セブンーイレブンも過去の否定か

ら始まっている。日本の小売業は中小零細企業が一杯ある。その中で、コンビニ店を経営

しても儲からない、というのが常識であった。しかし、それは生産性が低いからであり、

生産性を上げれば儲かることに気付いたのである。 
また、現場主義ではなく、データ主義である。現場主義は、来店しているお客の動向に

目を奪われ、その潜在的な商圏のお客を見落とす危険があるという。例えば、来客に熟年

層が多ければ、熟年向けの商品を増やすことを考えがちである。しかし、商圏を調べると､

若い住人が多い場合、そのコンビニは若い人にとって魅力的な商品がないからだ、と言う

見方も成り立つからである。 
また、景気が悪いから消費が増えないということにも反論する。不景気な時には有効に

使いたいはずで、価格ではなく、有効に使える商品を品揃えすべきであると考えている。 
こうした鈴木氏の経営哲学があったからこそ、コンビニがイノベーション的に成功した

と考えられるし、コンビニ以外の分野でも、イノベーションを起こすことができたのでは

なかろうか。 
 

図表 2.3 セブン-イレブン・ジャパンの店舗拡大推移 
 
年・月 記  事 

1973 年 11 月 ㈱ヨークセブン（現セブン-イレブン・ジャパン）設立 
米国サウスランド社（現セブン-イレブン,Inc）とライセンス契約締結 

1974 年 5 月 第 1 号店出店（東京都江東区・豊洲店） 
1976 年 5 月 出店数 100 店舗達成 
1978 年 1 月 社名を株式会社セブン-イレブン・ジャパンに改称 
1980 年 11 月 出店数 1,000 店舗達成 
1984 年 2 月 出店数 2,000 店舗達成 
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1993 年 2 月 出店数 5,000 店舗達成 
1997 年 6 月 出店数 7,000 店舗達成 
1999 年 11 月 出店数 8,000 店舗達成 
2003 年 8 月 出店数 10,000 店舗達成 
2004 年 4 月 中国の北京で第 1 号店出店 
出所：セブン-イレブン・ジャパンのホームページより作成 
 

図表 2.4 セブン-イレブン・ジャパンの主な業務の開始 
 

年・月 記 事 
1975 年 6 月 24 時間営業開始（福島県郡山市・虎丸店） 
1976 年 9 月 ベンダーの集約化、共同配送開始 
1982 年 10 月 POS（販売時点情報管理）システム開始 
1985 年 5 月 グラフ情報コンピュータ導入開始 
1987 年 10 月 東京電力料金収納業務取り扱い開始 
1988 年 3 月 東京ガス料金収納業務取り扱い開始 
1989 年 6 月 NHK 放送受信料「継続振込」取り扱い開始 
1991 年 4 月 NTT 料金収納業務取り扱い開始 
1993 年 12 月 バウチャー（共通食券）取り扱い開始 
1995 年 6 月 通信販売代金収納業務取り扱い開始 
1996 年 10 月 カラーコピー機導入開始 
1998 年 5 月 音楽ＣＤ販売開始 
1998 年 10 月 雑誌定期購読予約サービス開始 
1999 年 11 月 インターネット代金収納サービス開始 
2001 年 5 月 アイワイバンク（現セブン銀行）の店内 ATM（現金預け払い機）設置 
出所：セブン-イレブン・ジャパンのホームページ 
 

（３） 近のコンビニ 
1974 年にセブン-イレブンがコンビニを開始して以降、コンビニ業界への進出が相次ぎ、

80～90 年代は、急成長を遂げた。90 年代後半、多くの小売業が低迷する中でも快進撃が続

いたが、 近、コンビニの売上停滞が目立っている。ライバルのスーパーやディスカウン

ト店が営業時間帯を拡大し、24 時間営業をするものが出るなど、コンビニの強みが侵食さ

れ、顧客が奪われていることがある。もともと、スーパー、ディスカウント店は価格がコ

ンビニより安価であり、コンビニのメリット、魅力が一層薄れたのである。 
そのため、コンビニとしては、新たな戦略を打ち出すことが問われている。 近は、醤

油や、マヨネーズなど、一部調味料の値下げに踏み切った。さらに、それ以外の加工品に
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も波及しそうな気配である。 
これは、コンビニ業界にとっては一大転換を意味する。これまで、コンビニは、24 時間

営業や、各種サービスの提供で業容を拡大してきたが、「安売りはしない」との方針を貫い

てきたからである。まさに、コンビニ業界にとって大きな正念場を迎えている。 
 
参考文献： 
＊勝見 明 「鈴木敏文の『統計心理学』」 プレジデント社 
＊ＮＨＫプロジェクトＸ製作班『プロジェクトＸ 挑戦者たち そして風が吹いた 
              日米逆転！ コンビニを作った素人集団』ＮＨＫ出版 
＊永井知美「岐路に立つコンビニ業界、新たな成長の原動力は見つかるか」『経営センサー

2006 年 5 月号』東レ経営研究所 
 
 
 

先ず、Amazon.com 社の創業以来の業績推移を見てみよう。下のグラフに示すとおり、

1997 年が実質的なテークオフの年であり、以降、売上高の快進撃が続いている。しかし、

利益の方はようやく 2003 年度に黒字化しているものの、その後も伸びは示していない。こ

こに、同社の経営哲学が示されていると言える。 
 

図表 2.5 amazon.com 業績推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
出所：amazon.com 社アニュアルレポート 

事例３：Amazon.com 社（ネット通販） 
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（１）Amazon.com 社の概要 

Amazon.com 社の概要を、2005 年度の同社アニュアルレポートから抜粋してみると次の

とおりである。 
＊社長（創立者）：ジェフリー・Ｐ・ベゾス 
＊意思決定の哲学 

・顧客に焦点を合わせ続ける（＝顧客が amazon.com を利用することによって得られる

経験を常により良くすること。理想は、消費者が世界のあらゆる情報を完璧に得られ

ても、amazon.com を選んで貰えるようにすること；『日経ビジネス』2005.1031「ベ

ゾスとのインタビュー記事より）。 
・投資決定は長期的に市場でリーダーシップをとれるかどうかの観点から行う（短期的

な収益性や短期的な株式投機にはこだわらない）。 
・経営計画および投資の有効性を分析的に測定し、収益性の低いものは捨て、高いもの

に投資し続ける。成功と失敗の両方から学び続ける。 
・市場のリーダーシップをとれる可能性が大きい案件には大胆に投資する。投資には成

功も失敗もあるが、その両方から学習する。 
＊歴史 
・1994 年ワシントン州で創業 
・1995 年ウエブサイト開設 
・1996 年デラウエア州で会社設立 
・1997 年株式公開（Nasdaq） 
現在、フォーチュン 500 社に入っている。 

＊業容 
・米国以外に 6 社（日本を含む）のネット通販サイトを開設済み 
・経営は北米部門（2 サイト担当）と国際部門（5 サイト担当）に 2 大区分 
・通販以外にもいくつかのサイト（検索、閲覧、映画データベース、その他）を開設済

み（北米部門に所属） 
・現在、世界 大の商品種類 
・従業員約 12,000 名（フルタイム、パートタイム含む） 
雇用レベルは季節変動要因のため変動（第 4 四半期が繁忙） 
労働組合はないが労使関係は良好 
良質なソフト技術者、コンピュータ科学者、その他の技術スタッフの雇用を重視 

・株価（Nasdaq）：2005 年度 高値 44.58 ドル 安値 32.88 ドル 
・株主数：2006 年 2 月 13 日現在 3,927 名（普通株） 
・売上（2005 年度）：北米 4,711 百万ドル、国際 3,779 百万ドル、計 8,490 百万ドル 
・総資産（2005 年度末）：3,696 百万ドル 
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・資本金（2005 年度末）：2,267 百万ドル 
・倉庫：北米 7 ヵ所 計 7,560 千平方フィート 
    国際 5 ヵ所（国） 計 2,620 千平方フィート 

＊今後の目標：史上 大の顧客中心企業を目指し、顧客がオンラインで買いたいものは何

でも提供できることを目指す 
＊事業戦略：顧客に低価格、便利、選択幅の広い商品を顧客に提供し、経験して貰うこと。

ｅコマースその他のサービスを他の企業に提供すること。ソフト開発者にウェブサービ

スアプリケーションを提供すること。 
＊価格戦略：常時 低価格を送料無料で提供するよう努力。低価格供給を可能にするよう、

業務効率の向上に努力。他業者にも amazon.com サイト内で各自の価格設定により販売

させる。 
＊利便性：顧客への利便性供与に引き続き注力 

①速くかつ信頼できる取引の実施、②タイムリーな顧客サービス、③特徴豊富な内容と

信頼性の高い取引環境 
＊現状の商品構成：（自社販売、第三者販売を含む） 

・衣服、靴、アクセサリー 
・インテリア、ガーデニング・アウトドア用品 
・ベビーケア用品 
・宝石、腕時計 
・美容用品 
・台所用品、家庭用品 
・本 
・雑誌の予約購読 
・カメラ、写真 
・音楽、楽器 
・携帯電話とサービス 
・オフィス製品 
・コンピューターおよび付属品 
・ソフトウェア 
・家電 
・スポーツ・アウトドア用品 
・DVD（レンタル含む）、ビデオ 
・工具、荒物 
・グルメ食品 
・おもちゃ、テレビゲーム 
・健康グッズ 
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＊競争状況：激しい競争にさらされており、現在および潜在的な競争相手は次のとおり。 
①商品の店舗小売企業、カタログ小売企業、出版社、ベンダー、ディストリビューター、

メーカー等 
②他のオンライン電子商取引サイト 
③間接的競争相手（メディア会社、ポータルサイト、ウェブ入り口、価格比較買い物サ

イト、サーチエンジン等） 
④電子商取引サービス提供企業。 

 
（２）創業者ベゾスについて 

amazon.com 社は多くの優秀な技術者によって支えられているが、ベゾスの経営思想と人

柄が同社の経営にとって 重要の要素と言える。同氏の経歴を一通り辿っておくことは

amazon.com 社を理解する上で有用であろう。 
 
・1964 年生まれ 

高校時代、3 年連続で校内の科学 優秀等賞、2 年連続で数学 優等賞。綿密な長期計画

を立てるタイプ。 
・1982 年、プリンストン大学入学。在学中エクソンでプログラマー兼アナリストとして働

く。 
・1986 年、電子工学、コンピューターサイエンスの工学理学士号を取得して首席卒業。 
同年、ファイテル社（金融テレコミュニケーションベンチャー）に入社、ネットワーク

開発等を担当。 
・1988 年、バンカース・トラスト社に転職。10 ヵ月後に 年少副社長に。銀行の顧客がネ

ットで運用状況を把握できる画期的システムを開発（印刷レポートの無用化）。 
・1990 年、「第 2 フェーズ」自動化の夢を持って D・E・ショー社（計量ヘッジファンド）

に副社長として転職（「第 1 フェーズ」＝バーコードスキャナーと POS に代表される、

従来のビジネスプロセスに新技術を適用して単に処理速度と効率を改善するもの。「第 2
フェーズ」＝基本的なビジネスプロセスを根本から変更し、全く新しい方法で物事を処

理する段階；ベゾスによる定義） 
・1994 年、ショー社はベゾスにインターネット事業の可能性調査を指示（結果：ウエブ利

用は年間 2300％で急成長。ネット販売 適商品としてコンピューターソフト、オフィス

用品、衣類、音楽等 20 候補のうち書籍と音楽の可能性がもっとも高い。ただし、音楽は

寡占状態で商品数は 30 万、書籍は自由競争的状態で商品数は 300 万以上）。 
ベゾスは書籍のネット通販事業化を提案したが、却下されたため退社。自分で起業を決

意。 
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参考：インターネット普及とネット書店 

 
＊1969 年、ARPA ネット運用開始。 
＊1970 年代、NSF＜全米科学財団＞ネットが普及。 
＊1980 年代、NSF ネットに商業利用の兆し。 
＊1991 年、書店コンピューターリテラシー社がドメインを取得し世界 初のインターネッ

ト書店となる。 
＊1992 年、ブックスタックス・アンリミテッド社が 2 番目の、同年ワーズワース社が 3 番

目のネット書店を開業。 
＊企業がサイトを整備しはじめた 1993 年 9 月～94 年 3 月にインターネットが主流になり、

90 年代半ばには NSF ネットの運用は停止。 
＊Amazon.com が 1994 年に創業。 
 
 
・1995 年、amazon.com 社を登記。創業場所として、①技術人材が潤沢、②人口が少ない

州（自州住民の発注は課税される）、主要書籍取次業者に近接（配送迅速化のため）の 3
条件を検討、ワシントン州シアトルに決定。 

 

（３）amazon.com 社の初期の軌跡 

冒頭のグラフに見られるように、同社は利益よりも成長を追求してきている。それは創

業者ベゾスの経営哲学に基づくものである。 
 
・1994 年、創業（ベルビュー市でガレージを改装し、企業立ち上げ作業を開始）。 
・1995 年、amazon.com 社を登記。インフラ構築のプログラミングに注力（ウエブサイト

設計、OS のインターフェース開発、注文・顧客情報等の DB 設計、顧客とのｅメールイ

ンターフェース構築等を独自開発・・・無在庫営業を目指したため、既存ソフトは不適

当。このこだわりが成功の原因の一つ）。書籍データベースは既存の『ブックス・イン・

プリント』（150 万冊登録）等の DB から移植。システム上の難問を社員の一流コンピュ

ーター技術者の開発で切り抜け。将来の成長を見越してスムーズに拡張できるシステム

の構築に注力。 
 
システムのテスト完了後、オフィスをガレージからオフィス 100 ㎡＋ガレージ（倉庫）

37 ㎡のビルに移転。 
・1995 年、サイト立ち上げ（1 年早ければインターネット利用者は少なく、1 年遅ければ

競争相手に追いつけないというグッドタイミング）。 
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特色は、①著者名・書名・テーマ・出版年・キーワードの５カテゴリーによる検索、②

顧客の購買履歴に合わせた書籍推薦（Editors）、③新刊書通知（Eyes）サービスなど。

購買手続はきわめて簡素。受注と同時に確認情報が送り返され、顧客は配送情報を自分

で検索できる。シンプルなシステム構成にしたことも成功の要因。また、顧客による書

評掲載など、顧客のロイヤルティー維持に注力。 
Yahoo! とネットスケープが自社サイトで紹介して有名に。 
よく売れる書籍は量による仕入割引を実現、顧客に還元（10％～40％引き）。 
経営的には破産寸前で、資金集めに奔走（5 年間は赤字覚悟、仮に黒字が出てもサイト改

善に投資の考え）。 
 
 

amazon.com と一般書店のビジネス比較 
 
＊amazon.com：取次会社から着荷した書籍は平均 18 日後に販売され、その 2 日後に代金

が入金、取次会社への支払はその 53 日後＝入金の方が支払よりも 53 日早い。 
＊一般書店：平均して着荷 84 日後に取次会社に代金支払い、161 日後に販売され、その 2
日後に小切手決済・入金＝支払の方が入金よりも 80 日早い。 

 
・1996 年、1,580 ㎡のビルに移転、5 ヵ月で手狭になり、さらに引っ越し。 
ベンチャーキャピタルのバックアップを得て、「get big fast」を合言葉に。 
『ウオールストリート・ジャーナル』が記事に取り上げ、一躍有名に。 
人材採用は 高の人材に集中。 
経験と調査結果から、顧客がもっとも重視するのは、①品揃え、②利便性、③価格であ

ることを発見。 
当初の無在庫モデル（オールモスト・イン・タイム；在庫がなくてもすぐに取り寄せて

発送）から、顧客サービス維持のため人気上位の書籍は自社在庫化（上位 10 位→25 位→

250 位 1 万冊）。 
シアトルに 8,640 ㎡の倉庫を借り即納体制を強化、同時に大手取次業者との話し合いで

受注側仕入れの体制を整備し、社内在庫を削減。 
・1997 年、「ワンクリック注文」（商標登録済み）方式を開発・採用（必要データを記録し、

次回購買時に利用）。 
競合企業続出、割引競争に。対策として絶版本部門を新設。 
株式公開（社長とファミリーで 52％を保有）。 

・1998 年、自社事業を「e-commerce」と呼ばず「e-merchandising」と呼び始める（顧客

行動や個客を理解するための実験室）。 
英国はじめ諸国に進出。 
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商品を書籍以外に拡大（手始めは英国のインターネット・ムービー・データベース社の

買収）。 
株価急上昇（6 月。株式回転日数 7 日のことも）。 
価格比較サービス等を企業買収で実現、インターネットで一番の商取引ポータルサイト

になる意図を明確化。 
株価急下落（9 月）、再上昇（11 月）。利益を出せないとの批判に対し、「早く大きくなる」

ことが目標と切り返し。 
株式分割実施。 

・1999 年、2000 年、「より早く大きくなる」ことに注力（企業買収戦略）。 
小売企業に amazon.com のサイトに店を開かせ、amazon.com 経由で買って貰う「ｚシ

ョップス」を開始（百貨店サイト化）。 
配送センターを全米に拡大（受注・配送業務を自社内に保持し続ける。顧客体験を 初

から 後まで支配し続けることが重要）。 
 
（４）本事例のイノベーションへの示唆 
＊事業分野 
・追いつけないようなトップ企業がない業種、参入障壁が低い業種を狙う 

＊経営 
・競争の先頭に立って「より早く」「より大きく」することに注力し、永続的な世界企業

を築く努力をする 
・長期的視野に立ち、常に将来を見据え、次に何がくるかを見極める 
・資金があれば短期的な収益性は追求しない 
・現存するビジネスモデルの上を行く方法を考え出す 
・綿密な戦略を立てる（あらゆる不測の事態を検討）が、意志決定は大胆に 
・計画に自信があれば金は惜しまないが、経費は低く抑える 
・路線転換が必要になれば敏速に実施 
・雇用は人材を十分に吟味（率直、創造性、自分で考える人） 
・自社で作れない事業は買収または協業する 

＊テクノロジー 
・システムへの投資を重視する 
・利用可能な技術を十分に調査し、よい技術をベースに自社ニーズにあったシステムを

作る 
・ウエブサイトはシンプルにする 

＊顧客 
・顧客が素晴らしい体験を出来るようにする 
・セレクション、利便性、価格を重視するとともに、購入意志決定に必要な完璧な状況
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を作り出す 
・顧客のロイヤルティーを高める努力をする 
・顧客コミュニティーを作り出す 
・いままでにない新しい特長を付け加え続ける 

 
参考資料： 
＊amazon.com 社営業報告書 
＊『アマゾン・ドット・コム』ロバート・スペクター著、長谷川真実訳、2000 年、日経 BP
社 

＊『アマゾン・ドット・コム 成功の舞台裏』ジェームズ・マーカス著、星睦訳、2005 年、

インプレス社 
＊日経新聞・日経ビジネス記事、インターネット上の資料 ほか 
 
 
２．２．２ ビジネスモデル革新 
ビジネスモデル革新の代表的成功事例として、前項において①大和運輸（既存企業にお

けるトップダウン意思決定型－類似事例から着想）、②セブンイレブン（既存企業における

ボトムアップ提案型－先行事例あり）、③amazon.com（新規独立ベンチャー型－先行事例

あり）を採り上げ、紹介したが、そこで採用されたビジネスモデルは、必ずしも各社が独

自に創造したものではなく、いずれも類似事例や先行事例が存在していた。それでも各事

例が成功したのは、①顧客の満足度を高めるための工夫を極めて積極的に行ったこと、②

事業拡張を急テンポで行い、業界の「ドミナント（支配的）」な存在になり得たことなどに

よる。 
これらの事例からも分かるように、ある業界において有効と考えられるビジネスモデル

に先行事例が存在するからと言って、（ビジネスモデル特許が成立していれば別であるが）

その業界・ビジネスモデルへの参入を諦める必要はない。また、そのビジネスモデルを他

の業界に適用することも可能である。 
機械メーカーがイノベーティブな新事業展開を検討する場合、上述のようなことを頭に

入れ、既存ビジネスモデルの応用を検討することも有効と考えられるが、その場合、ビジ

ネスモデルとしてどのようなものが存在するのかを知っておくことは重要であろう。そこ

で、米国版ウィキペディア（ネット百科事典）所載の情報、次世代対応機械工業動向調査

専門部会における討議、その他の情報を参考に、ビジネスモデルについて解説するととも

に、その類型をとりまとめた。 
 

＊          ＊          ＊          ＊ 
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（１）ビジネスモデルとは 
「ビジネスモデル」という用語の初出は 1950 年代とされる。その時期における定義は概

略次のようである。現在では IT の活用を前提とした定義が中心となっているが、むしろこ

の古典的な定義の方が幅広く、豊富な発想を生み出すのに向いていると考えられる。 
 
ビジネスモデルとは、ある企業のビジネス・ロジックを示すものであり、第２項記載のよ

うな諸要素と、それら諸要素間の関係を説明するものである。 
それは、①ある企業が顧客にどのような価値を提供するのか、②その企業とそのパート

ナー達がどのようなネットワークを組むのか、③持続可能な収入を発生させるために、提

供する価値をどのように顧客に伝達するのか（マーケティング）、また必要な資本をどのよ

うに調達するのか等を説明するものである。 
 
（２）ビジネスモデルの構成要素 
ビジネスモデルは次の 9 要素で構成される。 
①提案すべき価値（製品とサービスをまとめて、顧客にとっての価値としたもの） 
②標的とすべき顧客セグメント（マーケット・セグメンテーション） 
③販路（マーケティング戦略、販路戦略） 
④顧客との関係（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント） 
⑤価値の構成（企業活動と資源の構成） 
⑥必要なコア能力（ビジネスモデルを実行するのに必要な能力） 
⑦パートナーとのネットワーク（事業提携の範囲） 
⑧コスト構造 
⑨収益モデル 

 
（３）ビジネスモデル発展の歴史 

ビジネスモデル発展の歴史を概観すると、 も古く、 も基本的なものは「店主（shop 
keeper）」モデルと言われるものである。これは客が居そうな場所に店舗を設け、製品また

はサービスを展示するというモデルで、現代でもビジネスの大きな分野を形成している。 
その後、社会・経済の発展とともに次のような各種のビジネスモデルが出現した。 
＊20 世紀前半：「安全カミソリ・替え刃」モデル。これは、基本的な製品を安価に（時に

は損失を出して）提供し、消耗部品またはサービスの販売で収益を得るもの。現代で

は携帯電話と通話料金、プリンターとインクなどが該当する。ワープロの読み出しソ

フトを無料で配布し、書き込みソフトを高値で販売するという変形もある。 
＊1950 年代：マクドナルド（ハンバーガーチェーン；均質なサービス） 
＊1960 年代：ウォルマート（日用品の低価格販売）とハイパーマーケット（巨大スーパ

ー） 
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＊1970 年代：フェデックス（国際クーリエサービス）とトイザラス（カテゴリーキラー） 
＊1980 年代：ブロックバスター（ビデオレンタル）、ホームデポ（ホームセンター）、イ

ンテル（マイクロプロセッサー）、デルコンピューター（パソコン受注生産） 
＊1990 年代：サウスウエスト航空（格安航空券）、ネットフリックス（DVD レンタル）、

ｅベイ（ｅオークション）、アマゾン・コム（ネット書籍販売）、スターバックス（コ

ーヒーチェーン店）など。IT を高度に活用したビジネスモデルが続々と開発されたが、

その多くは構想不十分で失敗している。 
 
（４）ビジネスモデルの類型 
これまでに出現し、ビジネスとして確固たる地歩を築いたモデルを類型化すると、次の

とおりである。 
①「購読」ビジネスモデル 
②「安全カミソリ・替え刃」ビジネスモデル 
③「マルチ商法」ビジネスモデル 
④「ネットワーク効果」ビジネスモデル 
⑤「独占的」ビジネスモデル 
⑥「中間業者排除」ビジネスモデル 
⑦「オークション」ビジネスモデル 
⑧「オンラインオークション」ビジネスモデル 
⑨「ブリック＆クリック」ビジネスモデル 
⑩「忠誠」ビジネスモデル 
⑪「集団」ビジネスモデル 
⑫「サービスの工業化」ビジネスモデル 
⑬「製品のサービス化」ビジネスモデル 
⑭「格安航空料金」ビジネスモデル 
⑮「オンラインコンテント」ビジネスモデル 
⑯「フリーミアム」ビジネスモデル 
⑰「顧客選択権」ビジネスモデル 
⑱「ポイント付与」ビジネスモデル 
⑲「使用時間あたりサービス請負」ビジネスモデル 
⑳「省エネルギーサービス提供」ビジネスモデル 

 
（５）各ビジネスモデルの概要 
①「購読」ビジネスモデル（The subscription business model） 

製品またはサービスを個別に販売・提供するのではなく、契約に基づき継続的・周期的

に販売・提供するモデル。雑誌、新聞が定期購読の形で開拓し、現在も多くの業種で利用
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されている。 
＜利用業種例＞ 
・固定電話 
・携帯電話 
・ケーブルテレビ 
・有料テレビチャンネル 
・インターネットプロバイダー 
・ソフトウェアプロバイダー 
・ビジネスソリューションプロバイダー 
・金融サービス 
・フィットネスクラブ 
・ブッククラブ 
 
②「安全カミソリ・替え刃」ビジネスモデル（The razor and blades business model、ま

たは bait and hook business model とも） 

初にマスター製品を安価に販売し、その使用に不可欠な消耗品またはサービスの販

売・提供で利益を上げるモデル。（１）のモデルとの違いは企業と顧客の間に継続的・周期

的な製品・サービス提供の契約がない点である。 
ジレット社の安全カミソリ・ホルダーと替え刃、スタンダードオイル社の中国における

石油ランプと灯油の販売などが先行事例とされる。ジレット社は 2004 年、振動安全かみそ

り M3Power でこのモデルを再使用している（替え刃と電池が消耗品）。 
このモデルの弱点は、消耗品やサービスの価格が下落すればモデルが経済的に成り立た

なくなる可能性があるということである。それを防ぐため、例えばインクジェットプリン

ターのメーカーは、安い非純正インクカートリッジが使えないように努力しているが、そ

のため独禁法上の問題が起きることがある。 
＜事例＞ 
・電動歯ブラシと替えブラシ 
・プリンターとインクカートリッジ 
・携帯電話と通話料金 
・床拭きモップと替えパッド 
・血糖値メーターと高価な使い捨てテストピース 
・空気清浄機と香りカートリッジ 
 
③「マルチ商法」ビジネスモデル（MLM；The multi-level marketing business model） 

マルチ商法（連鎖販売取引）は、ダイレクトマーケティングとフランチャイジングを結

合したビジネスモデルである。ネズミ講（無限連鎖講）と間違われやすいが、多くの国で
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合法とされている。ネズミ講は永続性のないモデルであり、違法とされている。 
典型的なマルチ商法では、個人は請負人かフランチャイジーとして親会社と提携し、そ

の製品またはサービスの販売実績に応じてコミッションを受け取る（コミッション支払い

が主として新規加入者からの入金によって行われるなら、それは不法なネズミ講である）。 
現在ではインターネットを利用するケースが多く、ほとんどのマルチ商法企業は注文を

受け付け、製品を出荷し、計算し、コミッションを支払うロジスティクス企業として機能

している。 
＜事例＞ 
・タッパーウェア社 
・アムウェイ社 
・エイボン・プロダクツ社 
 
④「ネットワーク効果」ビジネスモデル（The network effects business model） 

ネットワーク効果とは、潜在顧客にとって商品（サービス）の価値が、既にその商品（サ

ービス）を所有または利用している顧客の数に依存するという特性を指す。 
ネットワーク効果の 1 つの結果は、ある個人の商品購買が、間接的に、その商品を所有

している他の人々の利益になるということで、例えば電話加入者が増えれば既存の電話加

入者の有用性を増大させることになる。 
＜事例＞ 
・証券取引とデリバティブ 
・マイクロソフト社の Windows：ハードとソフトのメーカーは、Windows ユーザーという

大市場があるため、製品の Windows との互換性を保証する。その結果、Windows はサ

ポートがよいと人気があり、また人気があるのでよくサポートされる。 
・x86 ベースのパソコンハードウエア：共同利用できる規格のため、多くの企業がこの企画

に基づいたパソコンを生産している。 
・ｅBay：ユーザーの数が増加するに従ってオークションに競争力がつく。 
 
⑤「独占的」ビジネスモデル（The monopolistic business model） 

ある製品またはサービスの供給者が 1 社しかないというモデル。 
＜事例＞ 
・イギリスの東インド会社 
・専売公社時代の日本の食塩 
・カーネギー製鉄会社 
・スタンダードオイル社 
・DeBeers 社（世界のダイヤモンド市場を制御） 
・ナショナルフットボールリーグ 
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・メジャーリーグ野球 
 
⑥「中間業者排除」ビジネスモデル（The cutting out the middleman model） 

サプライチェーンにおける中間業者（ディストリビューター、卸売業者、ブローカー、

エージェントなど）を排除し、顧客と直接取引するモデル。顧客への製品（サービス）提

供費用の低下が見込める。 
典型的なサプライ・チェーンは「原材料供給者 → メーカー → 卸売業者 → 小

売業者 → 顧客」という 4～5 者で構成されるが、インターネット普及によりサプライ・

チェーンを「原材料供給者 → メーカー → 顧客」のように短縮することが可能とな

った。 
＜事例＞ 
・成功事例：デル社（パソコンのオンライン受注生産販売） 
・失敗事例：リーバイストラウス社（数百万ドルかけてオンライン販売を始めたが失敗し、

その大部分を止めた）。 
 
⑦「オークション」ビジネスモデル（The auction business model） 

一般的な商品のオークションの他に、次のような特殊な商品のオークションも存在する。

逆競り方式もある。 
・ビジネスのオークション 
・電波帯域のオークション：例えば携帯電話ネットワーク用。 
・電気オークション：大手電力会社と大手ユーザーが入札。 
・環境オークション：CO２排出権 
・債務オークション：政府が投資家に対し債券などの債務証書を販売。 
 
⑧「オンラインオークション」ビジネスモデル（The online auction business model） 

米国ではｅBay、日本では Yahoo!が代表格。逆競り方式もある（1 つのオークションで複

数の同一商品を競り売りする）。 
＜事例＞ 
・eBay 
・Amazon.com 
・Ebid（英） 
・Yahoo! 
 
⑨「ブリック＆クリック」ビジネスモデル（The bricks and clicks business model） 

大規模なロジスティクスとサプライ・チェーンを保有している伝統的な小売企業による

ネット販売。 
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次のような資産のある企業にとって有利。 
・何らかのコアコンピタンス（例：新製品開発、顧客サービスなど） 
・既存の供給者ネットワーク 
・流通チャネル 
・ブランドエクイティ 
・経営の安定 
・顧客基盤 
・低い資本コスト 
・学習曲線での先行  

 
⑩「忠誠」ビジネスモデル（The loyalty business models） 

製品の品質またはサービスが顧客満足につながり、それが顧客忠誠につながるモデル。 
図表 2.6 「忠誠」ビジネスモデル 

 
 
⑪「集団」ビジネスモデル（The Collective business models） 

同業組合、協同組合、フランチャイズなど。 
 
⑫「サービスの工業化」ビジネスモデル（The industrialization of services business 

model） 

サービスの提供を工業における生産プロセスと同様に考えるモデル。顧客は均質なサー

ビスが受けられるが、従業員に無理に微笑ませるなど批判も多い。 
＜事例＞ 
・マクドナルド 
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⑬「製品のサービス化」ビジネスモデル（The servitization of products business model） 

工業におけるサービス部門の重要性の増加を反映したモデル。 
＜事例＞ 
・IBM 社：同社はビジネスをサービス業として扱っている。コンピュータは製造している

が、それは「ビジネスソリューション」というサービスの一部分であるとみなしている。 
 
⑭「格安航空料金」ビジネスモデル（The low-cost carrier business model） 

等級の一本化、中小空港の利用、発着料の安い時間帯の利用、簡単な料金体系などによ

り非常に安い航空料金を設定するモデル。 
＜事例＞ 
・Southwest（米国） 
・Ryanair（アイルランド） 
・Air Asia（マレーシア） 
・Virgin Blue（オーストラリア） その他多数 
 
⑮「オンラインコンテント」ビジネスモデル（The online content business model） 

著作物を紙に印刷した「書籍」の形で販売するのではなく、パソコン等で読める「電子

書籍」の形で販売するモデル。 
＜事例＞ 
・パピレス社（日本） 
 
⑯「フリーミアム」ビジネスモデル（The freemium business model） 

freemium はフリーとプレミアムの合成語。ネット上で、無料で基本的なサービスを提供

することにより、口コミ、ネットワーク、検索などでサイトに多くの人（見込み客）が来

る。これを対象にプレミアムサービスを有償で提供するもの。 
＜事例＞ 
・Skype 社：インターネット電話で、基本的なネット内の通話は無料。しかし、スカイプ

と普通の電話との交信は有料。 
 
⑰「顧客選択権」ビジネスモデル 
先進国、途上諸国に生産拠点を持ち、顧客のニーズ（価格重視、納期重視など）によっ

て生産拠点を顧客に選択させるモデル。B2B のモデルである。 
＜事例＞ 
・パシフィック・プラスチック＆エンジニアリング社（米）：医療機器メーカーで米国、イ

ンド、台湾に製造拠点がある。低価格を重視する顧客にはインド製を推薦、迅速な納品

重視する顧客には台湾製を推薦する。「分割製造」も選択でき、その場合、複雑で重要な
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部分は米国で製造、その他の部分は安いインドか台湾で製造し、米国で組み立てる。 
 
⑱「マイレージ・ポイント付与」ビジネスモデル 
家電量販店のポイント制や航空会社のマイレージ制などのサービスがこれにあたる。

近は各業種が提携し、複雑なサービスが実現されている。顧客の囲い込みに有効とされる。 
＜事例＞ 
・グリーンスタンプ 
・ブルーチップ 
・家電量販店のポイント 
・航空会社のマイレージ 
・高速道路のマイレージ 
 
⑲「使用時間あたりサービス請負」ビジネスモデル（Fleet Hour Agreement〈FHA〉、Power 

By The Hour〈PBTH〉） 

航空機エンジンについて利用が広がっているメンテナンス・サービス請負方式である。

従来はエンジン取り卸し 1 台当たりのオーバーホール等の整備に対して「実績精算方式」

が採用されていたが、これはエンジン・メーカーと航空会社の包括的な契約により取り卸

し台数には無関係に「毎月のエンジン飛行時間当たりに応じて一定の整備費を支払う方式」

である。顧客はエンジン整備費を年間を通して平準化できる他、整備管理の人件費削減等

により費用が抑制でき、エンジン・メーカーは長期にわたる仕事量の確保と計画的な棚卸

部品管理ができ、Win-Win の関係を構築でき、顧客の囲い込みに有効なビジネスモデルと

言える。 
＜事例＞ 
・石川島播磨重工業 
・ロールスロイス社 
・GE 社 
 
⑳「省エネルギーサービス提供」ビジネスモデル 

環境・省エネ対策について、施設・工場の所有者・事業主体の個別取り組みに依存する

のではなく、省エネ改善に必要な技術・設備・人材・資金などすべてを包括的に提供する

ビジネスモデルである。その特長は、省エネにより実現される経費節減分で省エネ投資を

回収するという、省エネを採算がとれるビジネスとしている点にある。 
＜事例＞ 
・ESCO 推進協議会会員各社の活動（日） 
 
 



－44－ 

（６）参考：ビジネスモデル特許について 
我が国におけるビジネスモデル特許は、他の特許と同一の扱いであり、特別のカテゴリ

ーがあるわけではない。特許取得には、①発明（自然法則を利用した技術的思想の創作の

内、高度なもの」であること、②新規性があること、③進歩性があること、の 3 要件を満

たす必要がある。 
2000 年以降、ビジネス関連の特許申請が急増した（下のグラフ参照；出所は特許庁）た

め、特許庁では「ビジネス方法の特許に関する対応方針について」を発表し、これに積極

的に取り組んでいく姿勢を明らかにするとともに、コンピューター・ソフトウエア関連発

明の審査基準改訂等の取り組みを行った。 
またビジネス関連発明の審査がどのように行われるかの理解を手助けするため、2001 年

に「特許にならないビジネス関連発明の事例集」を公表、引き続き「ビジネス関連発明に

対する判断事例集」「ビジネス関連発明の審査実務に関する Q&A」を作成した。これら資

料は特許庁のウエブサイト（http://www.jpo.go.jp）内の「出願から審査、審判、登録まで」

「ビジネス方法の特許に関すること」と辿れば閲覧できる。 
ただし、我が国においてはビジネス特許（ビジネス関連発明）の成立割合は極めて低く、

出現件数の約 8％にすぎない。 
図表 2.7 ビジネス関連発明の出願件数(特許のみ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊          ＊          ＊          ＊ 
２．２．３ ビジネスプロセス革新 
ビジネスプロセスとは、ビジネスプロセス・リエンジニアリング（BPR）を提唱した M・

ハマーによれば「共同で価値を創造する複数の活動の有機的に構成された集合体」である。 
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企業内における業務の流れ、およびサプライチェーンに連なる複数の企業を通しての業

務の流れと言い換えることもできる。例えば、企業内あるいは企業間の業務のあり方が組

織化されてしまうと、業務の内容や業務のあり方が固定化しがちで、市場等の経営環境が

変化しても適切な対応が遅れがちになる。そこで、市場等の経営環境を常にウオッチし、

その変化に適切に対応するため、言い換えれば収益や顧客満足度を維持・向上するために、

業務の内容やあり方を徹底的に見直すことが必要になる。 
生産に係わる技術革新の項で記述した、多様化する顧客ニーズに対応するための多品種

少量・適時生産を可能にするセル生産方式なども、ビジネスプロセス革新の一事例と言え

る。 
ビジネスモデルの項で記述した、中間業者排除モデル、ブリック＆クリックモデル、そ

の他のモデルも、ビジネスプロセス革新の事例と言える。 
ビジネスプロセスの側面に着目して経営改革を推進すべきことを提唱したのは M・ハマ

ーと J・チャンピーで、1993 年に刊行された共著『Reengineering the Corporation；A 
Manifesto for Business Revolution』によって「ビジネスプロセス・リエンジニアリング

（BPR）」という概念とともに 1990 年代における経営の世界に一大ブームを巻き起こした。 
BPR は、現状の業務（ビジネスプロセス）を一旦白紙に戻し、新しく構築し直すことに

よって実現できるが、それには決まった方法論があるわけではない。とはいえ、現実には

IT の高度活用、特に企業全体を経営資源の有効活用の観点から統合的に管理し、経営の効

率化を図るための手法である ERP（Enterprise Resource Planning）の導入によって BPR
を実現しようとする動きが大企業を中心に広まっている。 
本項では、ビジネスプロセス革新の例として、IT 活用のプロセスイノベーション、アウ

トソーシング、サプライチェーンマネジメント（SCM）等について報告する。さらに、参

考資料としてビジネスプロセス革新を経営組織の面から眺望し、主要な経営組織形態とそ

のメリット、デメリット等について解説する。 
 
（１）IT 活用のプロセスイノベーション 

IT 活用のプロセスイノベーションは、現在の製造業、とりわけ機械産業において、大き

なうねりとなっている。その中心をなしているのは「3D（3 次元）ものづくり」であって、

当初の設計を 3D-CAD で行う段階から、 近では製造まで 3D の情報によって行うように

なってきている。業種としては自動車産業や電気機械産業が も進んでいると見られ、例

えば従来使用されてきた 2 次元図面を全く使用せずに自動車を製造する段階まで進んでい

る。さらに、 近では、3 次元データで部品の製造、調達、出荷までを一元管理する PDM
（Product Data Manegement）や、もっと進んでアフターマーケットまで管理する PLM
（Product Life Cycle Management）を導入する企業も出現している。3D 化の程度は企業

によってばらつきがあるが、自動車、電気機械以外の機械メーカーやプラントメーカーも

3D 設計の段階まで来ているところは多い。3D で設計することで、モックアップ（例えば
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自動車の粘土模型）が不要になったり、3D シミュレーションが精度よくできるので試作品

の個数が減ったり、全く不要になったりする。プラントや造船分野でも配管の設計が非常

に容易かつ正確に出来るようになり、このような設計段階だけでも相当なコストダウンと

開発機関の短縮が実現するが、さらに製造の段階まで 3D 化出来ている企業にあっては試作

期間の短縮や品質の改善にも役立っているようである。高コストと少子化による人材不足

に悩む日本企業にとっては、IT の活用によるものづくりプロセスのイノベーションは不可

欠と言える。 
 
（２）アウトソーシング（外注・外製・外部委託） 

1990 年代後半から、企業経営において事業の中核的な部分に資源を集中させ、その他の

部分は外部の専門企業あるいはその目的で設立した子会社に委託（アウトソーシング）す

る方が経営効率が高まるというコア・コンピタンス経営の考え方が広まった。委託する業

務は、製品の設計、生産や物流などのほか、経理、人事、総務など間接部門の業務まで幅

広い。そのメリットとしては、①自社よりも高度に発達した外部資源を利用できる、②固

定費（労務費、設備の減価償却費等）を変動費化できる、③経営環境の変化に対応しやす

くなる、④設備投資の負担が軽減されるなどが考えられる。 
製造におけるアウトソーシングとしては、電機メーカーが製造を EMS（Electronics 

Manufacturing Service）企業に委託するケースが代表的事例と言える。 
 
（３）サプライチェーンマネジメント（SCM；供給連鎖管理） 

1982 年にコンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトン社が始めてサプ

ライチェーン・マネジメント（SCM）という用語を用いたとされる。米国繊維産業で始ま

った QR（Quick Responce）や、それが加工食品産業に波及した形態である ECR（Efficient 
Consumer Response）などをさらに幅広い産業に適用するために案出された経営手法と言

え、その源泉は、リーン生産システムと、日本の総合商社やドイツのカルテルなどが実現

した有効な連携システムなどにあると言われている。 
米国 SCC（Supply Chain Council）の日本支部では、SCM を「価値提供活動の初めか

ら終わりまで、つまり原材料の供給者から 終需要者に至る全過程の個々の業務プロセス

を、１つのビジネスプロセスとしてとらえ直し、企業や組織の壁を越えてプロセスの全体

適化を継続的に行い、製品・サービスの顧客付加価値を高め、企業に高収益をもたらす

戦略的な経営管理手法」であると定義している（同支部ウエブサイトによる）。 
元来は需要が不確定な消費財を対象に、原料、部材、製品メーカーや物流企業などが協

力して、適時・適量供給を実現し、品切れや過剰在庫による売上・利益のロスを 小化す

る経営手法であったが、現在では生産財にも適用され、グローバルな調達・供給を適切に

実現する有効な手法となっている。 
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参考：主要経営組織形態 
（１）機能別組織 

経営機能（開発、生産、販売、購買、管理等）別に編成された組織形態であり、企業経 
営組織として も古い形態である。技能や知識の伝達・共有化がしやすく、専門性を高め

やすいというメリットがある一方、部門間の調整機能がトップに集中する結果、大企業で

は十分に機能しなくなる、事業責任がトップに集中し各部門の責任があいまいになる等の

デメリットが指摘されている。したがって、多角化していない中小規模の企業に適した組

織と言うことができる。 
 
（２）事業部制組織 
本社の下に、事業ごとに編成された組織（事業部）を置くものである。企業が規模を拡 

大し多角化すると、本社がすべてについて直接意思決定を行うのは難しくなり、機能別組

織では欠点が目立つようになる。事業部制組織の場合は、各事業に関する責任・権限を事

業部が保持し、状況に応じて的確・迅速な意思決定が可能となる。我が国で 初に事業部

制を採用したのは松下電器産業（1933 年）と言われている。現在では多くの大企業に普通

に採用されている。人事や購買など各事業部に共通的な部分は本社機能に残すといった、

機能別組織と事業部制組織の中間形態も存在している（むしろ、我が国ではその方が多い

と思われる）。事業部制のメリットとしては、素早い意思決定、責任の明確化等が挙げられ、

デメリットとしては、経営機能の重複保持による経営資源の無駄、複数の事業部に跨る事

業展開の困難さなどが挙げられる。 
 
（３）フラット組織 
企業は基本的にピラミッド構造をとるが、その階層を少なくし、ピラミッドの高さを低 

くした組織を指す。需要が細分化し、変化が早い市場に対応する組織と言える。メリット

として、情報の正確かつ迅速な交換が期待されるほか、権限委譲により下位組織のメンバ

ーの自律的な意思決定が促され、結果的に企業の意志決定が正確・迅速になることが期待

される。デメリットとしては、管理職から外れる社員のモチベーション維持が難しいこと、

社員の管理が困難になりがちなこと等があげられる。 
 
（４）マトリックス組織 

機能別組織や製品別組織など、異なる組織形態を組み合わせた組織形態を指す。例えば 
機能別と製品別を組み合わせたマトリックス組織の場合、その狙いは機能別組織の専門性

の向上というメリットと、製品別組織の市場への迅速な適応というメリットを同時に達成

する点にある。しかし、この場合、機能別の管理者と製品別の管理者が併存することにな

るため、組織の運用が難しいというデメリットがある。このため、どちらかをメインに、

もう一方をサブにするのが一般的とされる。 
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（５）垂直統合 

垂直統合とは、サプライチェーンに連なる企業を中心的な企業が取り込んで企業活動の 
範囲を拡張することを指す。形態としては企業の吸収、系列化、提携などがある。例えば、

自動車メーカーによる自動車販売会社や部品供給会社の系列化などがその例である。メリ

ットとして、中心的な企業が上流・下流を支配することで経営効率を上げ、競争力を強め

ることが期待されるほか、中心的な企業による技術、ノウハウなどの囲い込みも可能であ

る。デメリットとしては、統合された企業が中心的な企業向けの事業に縛られ多方向への

発展が出来にくいことなどがあげられよう。 
 
（６）水平統合 
水平統合とは、複数の同業企業が一体化することで、その市場における規模の経済性を 

実現しようとするものである。形態としては、垂直統合と同じく、企業の吸収、系列化、

提携などがある。例えば、自動車メーカー同士の合併や系列化は水平統合と言える。メリ

ットとして、規模の経済性の実現、市場への影響力の拡大、統合された側への新しい経営

思想や技術の注入による活性化などが挙げられるルノーと日産の株式相互持ち合いを含む

提携は日産に良い効果をもたらした。デメリットとしては、国や企業風土の違いによる摩

擦などがあり、メルセデス・ベンツとクライスラーのケースなどは統合失敗事例と言える。 
 
（７）分社化 
分社化とは、企業の一部門を分離して独立子会社にすることを指す。その目的には、ラ 

イン事業の再編と、スタッフ業務のライン化の 2 つがあり得る。我が国では近年、国際競

争の激化により状況の変化に合わせて企業組織を再編するニーズが高まったこと、経営効

率の面から事業の選択と集中が求められるようになったなどの理由から、分社化が盛んに

行われた。また、リストラの一環として、スタッフ業務の外部委託によるコスト削減など

も行われている。しかし、行き過ぎた分社化の結果、デメリットが目立つようになったケ

ースもあり、再統合の動きもある。 
 
（８）カンパニー制 
カンパニー制とは、本社の下にカンパニー（事業部より自律性の高い組織）を置く組織 

形態を指す。カンパニーは分社ではなく、社内組織でありながら独立会社のように自律的

な経営が行われるものである。我が国ではソニーが 初に採用したとされ（1994 年）、いく

つかの大企業が追随した。事業部制の自律性、独立性をさらに高めたものと言えよう。そ

のメリットとデメリットは事業部制のメリット、デメリットをさらに増幅したものと言え

る。 
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３．イノベーションを実現するために 
 
３．１ シーズ、アイデア、発想転換 
 イノベーションを実現するために必要な要件は何か。それには、柔軟性に富んだダイナ

ミズムな社会を形成し、ユニークな発想や、洞察力を持つ人材の採用・育成を行う一方、

ミドルマネジメント層も、ＭＯＴなどで育成し、環境の変化に対応できるシーズの発見・

応用が起き易いような状態にすることが重要である。そして、世の中が何を求めているか、

また、人々がどのような世の中を望んでいるかを的確に把握し、それを研究開発の目標に

することが挙げられる。それを追求して行く過程でアイデアが閃き、新しい製品やサービ

スが開発され、事業化されることが多いからである。ただし、それが「イノベーション」

と言えるためには、現状の技術やシステムの延長線からの成果ではなく、従来とは異なる

シーズや、独創的なアイデア、発想の転換などが必要となる。また、それは、必ずしも基

本技術を開発した場合に限らない。基本技術の応用・実用化を執拗に追求しているうちに

イノベーションが生まれる場合や、研究の過程で予期しない別の結果が生まれ、それがイ

ノベーションにつながる例も多い。さらに、サービス分野でも、発想転換や、消費者の目

線に立つことによってイノベーションが起きる可能性は大きい。 
 
３．１．１ 人々の夢を実現した新幹線 
 鉄道輸送業は、150 年以上の歴史を持つ古いイメージの産業である。欧米では、遠距離輸

送は主として航空機に取って代わられ、近距離輸送は自動車と市場を分け合っている。と

りわけ、中長距離輸送としての役割は、大きく低下したかに見える。しかし、我が国では、

中長距離でも鉄道輸送は依然として大きな役割を果たしている。国土が狭く、人口密度が

高いという固有の事情はあるものの、イノベーションによって利便性が大きく向上し、さ

らに、輸送技術面だけでなく、サービス面でも近年、著しい変化が見られるからである。 
例えば、1964 年に開通した「東海道新幹線」は、戦前にあった「弾丸列車計画」が原点

にあるが、これは人々の夢を実現した例である。それまで在来線特急で 6 時間 30 分要して

いた東京―大阪間を、「半分の時間で」という期待を担って開発が進められ、技術のブレー

クスルーを成し遂げた。また、それは東京オリンピック開催前に照準を合わせ、さらに、

限界に達していた東海道本線の旅客輸送力を一挙に改善したいというニーズに合致したも

のであった。ただし、それは従来の狭軌の延長線上にはない技術で、これまで蓄積されて

いた技術陣のアイデアを駆使し、開発されたものである。 
これによって、新しい需要を創造しただけではなく、世界の中長距離鉄道輸送業にも大

きな刺激を与え、ヨーロッパ、中国、台湾などで高速鉄道網が建設される契機ともなった。

さらに、現在、実用化の計画が進められている超伝導リニアモーターカーは、東京―大阪

間を 1 時間で結ぼうとするもので、従来の鉄道輸送の発想を大きく転換するイノベーショ

ンである。 
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 一方、鉄道輸送のサービス面でも、イノベーションは進んでいる。かつて、切符は有人

窓口で買い、ラッシュ時の改札口には多くの駅員が配置されていたが、ＩＴ技術の進歩に

ともなって、切符の購入は電子化され、また、改札は自動化されるなど、サービス面でも

イノベーションが日々進展している。 
 
３．１．２ 基礎技術の潜在需要の広がりを追求…液晶の例 
表示素子の液晶は、1967 年にアメリカのＲＣＡ社で技術開発されたが、その実用化には

多くの難点があり、各国の多くのメーカーが開発を途中で諦めた技術である。しかし、我

が国の企業であるシャープは、その技術のもたらすであろう潜在需要の広がりを期待し、

執拗に研究を続けた結果、実用化・商品化に漕ぎ着けた技術である。今日では、テレビ、

カメラ、カーナビ、時計、ゲームなど、多くの分野で使われており、極めて用途の広い技

術であったことが証明されている。そうした意味で、このイノベーションは、ＩＴ技術の

基幹をなすものであり、いわば、インフラ型のイノベーションといえる。 
この例に見られるように、我が国では基礎技術の開発は比較的少なく、応用技術的なも

のが多いが、それでも画期的なイノベーションを生み出している。また、こうしたイノベ

ーションは、研究者個人から生まれるというより、トップダウン的に、広い視野から進め

られることが多い。 
 
３．１．３ アイデア、閃き、根気 
３．１．３．１ 同じ風景から何を見るか 
宅配便ビジネスは、高速道路網の整備や、ＩＴ技術の進歩など、環境が整備されること

によって可能なビジネスになったことは確かである。しかし、イノベーションを生み出す

経営者は、一般の人と違った風景を見ているわけではなく、同じ風景を見ているのである。 
しかし、「その同じ風景に何を見て、何を発見するかが決定的に違う」と言える。宅配便

も、日頃、ヤマト運輸の小倉社長（当時）が個人向け配送の可能性について頭を悩まし、

考えていたからこそ、73 年、マンハッタンでの小口輸送の風景が大きな閃きになり、ヒン

トにつながった。しかも、役員全員の猛反対を押し切り、宅配便のビジネスを始めてから

５年で収益を上げるまで、同業他社は、ただ静観し、宅配便ビジネスに参入しようとは考

えなかった。儲かるビジネスとは考えられなかったからである。ところが、収益が上がる

とわかって、一気に 35 社が参入した時にはすでに約５年、先行者として大きな差が生じて

いた。このように、イノベーションを生む経営者は、日頃、新しいビジネスを模索してい

たからこそ、違う風景に見え、アイデアが浮かんだのである。  
 
３．１．３．２ エジソンの閃きと根気 
「発明は、１％の閃きと、99％の努力から生まれる」というのは、エジソンの言葉とし

て有名である。エジソンにとって失敗することは当たり前であった。電球の発明に取り組
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んだエジソンに対して、友人が「1 万回も失敗したのに、よく平気だね」と尋ねたのに対し、

「オレは１回も失敗していないよ。うまく行かない方法を１万も見つけたんだ」（ヘンリー

幸田「天才エジソンの秘密」講談社）と答えと言う。失敗を前向きに考え、根気よく続け

ることもイノベーションには必要である。 
もっとも、一般的には「99％の努力」が強調されている節があり、エジソンは、本音と

ややずれた感じを抱いていたという。もちろん、「普通の人は２～3 回ですぐ諦めるが、99
回実験してその後に発明することが多い」と努力重視を力説しているが、その「１％」の

閃きも大事であり、そのため、彼は大変な読書家であった。そして、思いついたことを大

学ノートで 3500 冊以上もメモを取ったと言われている。そうした中から１％の閃きが生ま

れ、1093 もの個人特許を得たのである（和田和幸「快人 エジソン」日経ビジネス人文庫）。 
 
３．１．４ セレンディピティ 
 何かを研究・探索しているときに、期待しているものと別の価値あるものを見つけるこ

とがある。それには、単に「偶然」や「幸運」ではなく、別の価値があると見つける「能

力」、「洞察力」が必要である。これは、英語で「セレンディピティ」(serendipity)といわれ

る考え方である。こうした例は、意外と数多くあり、イノベーションには欠かせない。例

えば、ノーベル賞を受賞した島津製作所の田中耕一氏は、たんぱく質を壊さないでイオン

化させることに成功したが、これは、実験中、間違えてグリセロールとコバルトを混ぜて

しまい、捨てるのがもったいないとそのまま実験を続けた結果、発見したもので、いわば、

偶然から生まれた産物であった。しかし、それが有用とわかる能力、洞察力が重要であり、

それが「セレンディピティ」と言われるものである。また、江崎玲於奈氏の「トンネルダ

イオード」の発見も、実験中に「こんなことがありえるはずがない」という異常な現象に

対して、その実験を中止することなく、逆に、「なぜだろう」と追及していく過程で発見さ

れたものである。 
 
３．１．５ 既存の概念を覆す発想、組み合わせ技術 
一方、現在のＩＴ技術の世界で起こっているものの中には、既存の概念を覆す発想のも

のが出てきている。例えばインターネット上のサービスで急速に拡大しているWeb.2.0は、

新技術と言うよりは、検索サイトや、ソフトウエア使用、広告ビジネス、百科事典「ウィ

キペディア」など、既存の技術であるにもかかわらず、多数のユーザーが参加し、その蓄

積によって急速に価値を高めている。イノベーションは、既存の概念を覆すところから生

まれるという典型である。 
一方、後述するように、ハイブリッドカーは、既存の要素技術の組み合わせであり、研

究者の発想からは生まれにくい技術である。同業他社の多くは、発表当初、過渡期の産物

に過ぎないと軽視したにもかかわらず次第に広がっている。これは、トップダウン的な、

強い指導力によって実現された技術である。 
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３．１．６ アイデアの宝庫、サービス業のイノベーション 
従来、サービス産業は、製造業と比べて、生産性の低さが問題とされてきた。しかし、

今後の我が国経済は、少子高齢化で労働人口が減少し、このままでは潜在経済成長力が低

下する懸念がある。このため、ＧＤＰの過半を占めるサービス産業の生産性が向上すれば、

潜在経済成長力を引き上げることにも大いに貢献できる。実際、小口輸送の宅配便、小売

業のコンビニ、書籍販売のアマゾンは、生産性の低かった分野にイノベーションを起こし

た例である。このように、旧態依然のサービス業界は、見方によってはイノベーションを

起こせる宝の山と考えられる。 
また、製造業のイノベーションは、ＩＴ・情報産業などのように、卓越した研究者・技

術者に限られた世界になった感があるが、幸いなことにサービス業はまだ素人によるユニ

ークなアイデア、発想の転換によるビジネスモデルがイノベーションに繋がることが多い

分野でもある。 
例えば、以下の図表に見られるように、中古本販売のブックオフ（買い取りは定価の 10％、

販売は 50％、現社長は主婦でパート出身）、写真館業のスタジオアリス（全員女性店員で、

子供写真に特化）、アミューズメントのネクストジャパン（何をやっても 1 時間 400 円）な

どがその代表例である。 
ただし、こうしたサービス業を生み出すにも、イノベーション・マインドをもった人材

が欠かせない。 
 

図表 3.1 新しいサービス起業事例 
業界 注目事例 サービスコンセプト 
古本 ブックオフ きれいな中古本 
写真館 スタジオアリス 子供写真城 

アミューズメント ネクストジャパン 時間消費 1 時間 400 円 
葬儀 アーバンフューネス 感動葬儀 

公営公園 アメイジングワールド 日本一きれいな砂場 
ハウスクリーニング ベアーズ 家事代行 

フィットネス ワークアウトワールド ワンツーワンのトレーニング 
（出所）藤川佳則 カール・ケイ「生活起点のサービスイノベーション」 一ツ橋ビジネ

スレビュー 2006 年ＡＵＴ号 
 
３．２ イノベーションと人材 
 イノベーションは、「常識と非常識のぶつかり合った時に生まれることがある」（「井深大

の世界」毎日新聞社）と言われている。「非常識」という言葉は、やや自虐的で、誇張され

た表現ではあるが、一般の人の発想とは異なるユニークなアイデアや、考え方、また、深
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い洞察力や、観察力という意味であり、それを持った人はイノベーションを起こす貴重な

存在である。 
 
３．２．１ ユニークな発想や、洞察力を持った人とは 
 より具体的な例としては、以下の人が考えられる。 
 
① 環境変化を先取りできるセンスのある人 
② シーズを見抜く力のある人（必ずしも発想する必要はない） 
③ 既存事業の将来性に対して強い危機感を持つ人 
④ 常に現状に疑問・不満を抱いている人 
⑤ いつも常識とは違うユニークな発想をする人 
⑥ 物事の本質を見抜く深い洞察力を持った人 

 
３．２．２ 実行力も不可欠 
ただし、アイデア、考え方、洞察力を持っているだけではイノベーションは生まれない。

それがイノベーションに結びつくためには、実行力（本人でなくても）が必要である。 
例えば、以下がそうした例である。 
 
① 周囲を説得できる力のある人 
② 自ら行動する気概のある人 
③ 失敗にめげず、何度もトライする人 
④ 持続力、根気のある人 
⑤ タイミングを計る力のある人 
⑦ 上司や周囲の人が反対しても考えたことを貫徹する人 

 
３．２．３ トップダウン型のイノベーション 
「非常識」と思われるアイデアや、深い洞察力を持ち、「周囲を説得できる力のある人」

は、経営トップの場合、強いリーダーシップを発揮できる場合が多い。他の役員や管理職

などが反対しても、トップの責任でそれを実行することができるからである。具体的なも

のとしては、以下のものがある。 
 
①ウオークマン……ソニーの創業者、井深大氏は、かつて「ウオークマン」のアイデアを

思いついた時、「録音機能のないないもの売れない」と、周りから猛反対さ

れたといわれている。これに対し、「皆が反対するものは開発する価値があ

る」と考え、開発を断行し、結果的に世界的に大ヒットさせた。 
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②マン島レース……本田技研工業（現在のホンダ）の創業者、本田宗一郎氏は、59 年、マ

ン島のレースに参加して度肝を抜かれた。欧米ライバルメーカーのオートバ

イが予想以上に高性能だったからである。そこで、彼は馬力を上げるにはエ

ンジンの回転数を上げるしかないと考え、それまで１分間 3 千～４千回転

であったエンジンを 1 万回まで引き上げることを技術者に要求した。技術

者からすれば、あまりにも常識はずれの要求だったが、技術を追求している

内に、それを達成し、61 年のマン島のレースでは１～５位を独占した。 
 
③ハイブリッドカー……93 年、トヨタの豊田英二会長（当時）が、「21 世紀に向けていか

なる自動車を作るべきか」との発案でプロジェクトがスタートし、95 年年

の東京モーターショーで、ハイブリッドカーを発表した。典型的な経営トッ

プの発想、リーダーシップによるイノベーションである。これに対し、某ラ

イバルメーカーの技術者によると、「『技術者は技術に忠実であれ』、と言う

考えを持っており、ハイブリッドは、イメージは良いが、軽量化という流れ

に逆らうものである。技術としては、今も間違っていると考えており、研究

者、技術者からは出てこない発想」と言う。 
 
３．２．４ ボトムアップ型のイノベーション 
研究者、技術者、中間管理職、従業員でも、常識に囚われないアイデアを持った人、深

い洞察力を持った人で、それをやり遂げる実行力がある人はイノベーションを起こす。研

究者、技術者、中間管理職、従業員などから生まれたイノベーションの例は、以下のもの

がある。 
 
①デジタルカメラ……カシオの若手技術者は、電卓で培った液晶ディスプレーをカメラに

応用できないかと考えた。しかし、電子カメラを試作したものの、8 ミリ

ビデオの出現や、重量、高価格などで問題があり、ほとんど売れず、プロ

ジェクトチームは解散を命じられた。そして、長い試行錯誤の雌伏期の後、

パソコンが普及し、とくにウインドウズ 95 が発売されて環境が整い、ま

た、アメリカの見本市で評判を得たことでデジタルカメラの人気が高まり、

急速に普及した。これによって、既存のフィルムカメラは駆逐された。 
 
②コンビニエンス・ストア……イトーヨーカドーの人事部長であった鈴木敏文氏は、スー

パーではない何か新しい業務を探していたが、アメリカ出張でコンビニが

繁盛しているのを見て、我が国に導入しようとした。しかし、小売業の多

い我が国では難しいとして経営陣は反対、それでも何とか素人集団だけで

開始し、それを急速に拡大させた。導入後、鈴木氏は経営トップとしてコ
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ンビニ経営にリーダーシップを発揮した。 
 
③青色ＬＥＤ（発光ダイオード）……日亜化学工業の若手研究者中村修二氏は、青色 LED

の開発を進めていた。それを作るにはセレン化亜鉛か、窒素ガリウムの２

通りの方法が考えられ、前者を選んだ研究者は多数派で、中村氏は少数派

の窒素ガリウムを研究していた。２代目社長は、世の中の大勢に反してい

るとの理由で中村氏に開発禁止を命令した。それでも窒素ガリウムでの開

発の可能性を信じていた中村氏は、社長命令を無視して研究を続け、93
年 12 月、ついに青色 LED の開発に成功した。 

 
３．３ 人材の育成と評価 
３．３．１ 創造的な人材と社会 
我が国の社会は、同質的で、優等生的な人材を評価する傾向が強く、そうした中から研

究開発人材を育成し、イノベーションが生まれる傾向が多い。ただ、アメリカのように、

ユニークな考え方を持った子供、人材を暖かく包みこむことも必要であろう。 
創造的な人材は、子供の時からユニークな特徴があるといわれている。こうした創造的

な子供は、将来、イノベーションを生む研究者となる可能性を秘めており、「出る杭を伸ば

す」（「イノベーション 25 戦略会議 中間とりまとめ」より）という意識も必要となろう。 
 
「創造的な子供の特徴」 
①先生や同級生から、おかしな考え方をするという評判をとっている 
②行動が普通の型から逸脱して、標準に合わない 
③行動にユーモアや遊び半分の面があって、慎重さに欠ける 
④自制的な面と、衝動的な面の両方を持っている 
⑤不愉快な体験でも思い出すことができる 
⑥両親にとって、必ずしもお気に入りの子供ではない 

                         （福島章「天才」講談社新書） 
 

３．３．２ 人材の育成と評価 
３．３．２．１ 創造的人材の採用と育成 
企業は、人材の採用に当たって、従来的な優等生的人材、マニュアル的人材だけでなく、

自分の頭で物事を考えられる人間、皮相に囚われず本質を考える人間、好奇心の強い人間、

忍耐強い人間なども積極的に受け入れ、やりたいことを容認していくことも必要である。 
ただし、研究・開発や、探索は、アイデア段階から、製品になるまで長期間かかるもの

が多い。その場合、アイデアを出した研究・探索業務は、開発業務と比べて評価が低くな

ることがないとはいえない。そのため、社内での表彰制度や評価制度の見直し、第 3 者に
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よる評価を使うなどで、モチベーションを高め、モラールアップを図ることも重要である。 
初から、創造的な、先見性を持った人材だけでなく、普通の優等生でもそれが社内教

育や、訓練によってイノベーション的な能力が身につく場合も多い。また、多様な人生観、

人生経験があると、イノベーションが生まれることもある。後述するように、トヨタなど

では、社内教育によってそうした可能性を持った人材が作られている感がある。 
 

３．３．２．２ 経営者、ミドルマネジメント層の教育―ＭＯＴ 
 前述したように、イノベーションはトップダウン的な発想から生まれることも多い。し

たがって、イノベーション人材の教育・育成は、経営者、ミドルマネジメント層にも必要

である。ＭＯＴ（Management of Technology ）は、「技術経営」と訳されているが、技術

に立脚した企業は、持続的発展のために、技術の持つ可能性を如何に見極め、それを如何

に選択し、事業化して行くかが重要である。そのため、そうしたマネジメント能力を教育

により育成していくことがイノベーションに必要である。 
 
３．３．３ イノベーションを生む組織 
 管理が優先し、自由度が低い研究組織では、卓越したイノベーションは生まれにくい。

イノベーションを生みやすい組織はどのようなものか。確かに、創造的な人材を自由に研

究させることで、素晴らしいイノベーションが生まれることがあろう。しかし、企業は利

益を追求することが使命であり、野放図に研究開発投資を行うことは許されない。自由に

研究させつつも、統制（ガバナンス）、秩序も必要である。 
 

“組織化された混沌” 
 江崎玲於奈氏は、「素晴らしい発明、発見が生まれるのはどのような研究環境か」という

質問に対して、以下のように答えている。 
 
   「 も好ましい研究環境を一言で言えば“組織化された混沌”とでも表現されなけ

ればならない。部分的に見れば研究者は自由奔放に仕事を進めているので混沌として

いるが、研究所全体としてはバランスがとれ、秩序ある状態を言う。同じことが企業

にも通用する。管理され過ぎの企業は融通がきかないので沈滞する。各社員が自主的

に能力を存分に発揮できる職場がよい。この場合も部分的には混沌、全体的には筋の

通った体制が保持されればよい。」 
          （江崎玲於奈「私の履歴書」日本経済新聞 2007 年 1 月 26 日） 
 

イノベーション人材は社内で教育・育成 
 これまで、我が国の企業は、どちらかといえば創造的な人材、ユニーク人材を外部から

採用するよりも、社内で研究開発の人材を教育・育成してきたところが多い。以下のトヨ
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タ、キヤノン、シャープも、そうした社内風土を持ち、社内教育で人材を育成している。 
  
３．３．４ 先進企業の事例 
以下では、先進企業の事例として、トヨタ、キヤノン、シャープの事例を取り上げた。 

 
３．３．４．１ トヨタ 

自動車産業では、次世代の自動車としてハイブリッドカー、燃料電池などの開発が急が

れており、イノベーションは重要なことと考えられている。業界トップのトヨタでは、昔

から改善活動が盛んに行われていることは有名である。ただし、それは、単なる「改善」

ではなく、今までの考え方を覆す「常識はずれ」の活動であり、他社が容易に追随できな

いほどの規模、継続性がある点で「イノベーション」的と言えよう。 
 

不可能に取り組む集団 
トヨタは、ハイブリッドカーの例で見たように、トップダウン的にプロジェクトが進め

られることが度々ある。そうした先例として、1945 年 8 月 16 日、当時トヨタの社長の豊

田喜一郎氏は、「3 年でアメリカに追いつけ」と言う決意を表明したことがある。アメリカ

に追いつかなければ日本企業に明日はない、と言う気持ちであった（柴田昌治 金田秀治 

「トヨタ式 強の経営」日本経済新聞社）。 
 

常識はずれの自主的改善活動 
トヨタの強みは、従業員の改善提案である。現場からの年間改善提案は 60万件以上ある。 
提案件数だけなら、トヨタ並みに提案数が多い企業もあろう。しかし、トヨタの凄さは、

そのうち、提案の実行率が約 9 割であることである。この意味では、トヨタの経営は、ト

ップダウン型だけでなく、ボトムアップ型としても機能しており、「変化し続ける集団」、「明

日の準備」をする経営と言えよう。 
 そして、組織的に「言い出し屋、閃きエンジニア、拘り集団、説得屋」と言うそれぞれ

に適任の人材がいつの間にか「自主的」に現れ、「仲間集団」を作り、これまでの考え方を

覆す「常識はずれ」の活動で、世界が注目する「トヨタ生産方式」を作り上げている。 
 

３つのキーワード、７つの習慣 

 改善のキーワードは、3 つある。それは、上述したことから理解されるように、「自主的」、

「仲間集団」、「常識はずれ」である。このうち、「常識はずれ」をキーワードに置いている

ことがイノベーション的である。 
また、７つの習慣として以下のものがある。 

① 相手の話をよく聞く 
② 何が問題かを考える 
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③ 激励する。提案する 
④ どうしたら勝てるのかのアイデア（知恵）を出す 
⑤ 相談する 
⑥ 事実に基づく。現場・現物主義 
⑦ 先ずはやってみる（ダメもと） 
                    （前掲書「トヨタ式 強の経営」） 
 
トヨタの社員は、巨額の利益にもかかわらず、それに安住せず、常に危機感を持ち、将

来を楽観していない。そのために、いつも仕事に前向きに取り組まざるを得ない雰囲気が

ある。元々は、普通の人間であったかも知れないが、トヨタに入社していつの間にかトヨ

タのＤＮＡが身につき、常に改善を目指す人間になるようである。 
 
３．３．４．２ キヤノン 

トップダウン型の決断 
御手洗富士夫会長兼社長は、96 年の米国のパソコン事業からの撤収を皮切りに、次々と

不採算事業からの撤退を決断した。パソコン、ＦＬＣ（強誘電性液晶）ディスプレー、電

子タイプライター、光カード、日本語ワープロ、光磁気ディスク、液晶用カラーフィルタ

ーなどである。これによって社内に改革の強烈な印象を与えるショック療法となった。 
 また、生産方式も、長浜工場を皮切りにそれまでのコンベアー方式からセル方式へと次々

と変更させ、生産性を大きく引き上げた。ボトムアップ型では、コンベアー方式の改善は

できても、セル方式への大転換は生まれなかったと言えよう。 
このように、大きな改革を進めるには、トップダウンによる思い切った決断が不可欠な

ことが多い。もともと、キヤノンは、ボトムアップ型であったが、御手洗社長の登場で事

業の選択と集中を一段と迅速に進め、生産性を引き上げることに成功した。 
 

独自技術でイノベーション 
 キヤノンの基本的な戦略は、資金・人材の集中化によって独自技術でイノベーションを

起こし、新しい市場を切り開いていくことにある。創業以来の行動指針は、「自発、自治、

自覚」からなる「三自の精神」で、新人の時から独自性ということを徹底的に教育される。 
 これがキヤノン社員の行動になっている。例えば、世の中が右といえば、キヤノンは左

を向くなどである。これは今も変わらない姿勢であり、独創的な研究を新製品に繋げよう

という研究志向の姿勢である。 
 研究は、管理するものではなく、推進するものであると考えている。ただし、個人の裁

量に任せ切りではなく、各段階（課長段階、部長段階など）で徹底的に議論を戦わす習慣

がある。これは、独善に陥ることなく、英知を結集しようということであり、また、当事

者意識を全員が持つという考え方である。 
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終身雇用制を維持 
御手洗会長兼社長は、アメリカ子会社社長の経験があるため、トップダウン型の経営戦

略が目立つが、人事政策に関しては、日本流の終身雇用制の堅持を主張する。会社の実力

は、結局は社員の実力の集積値であり、グローバル市場を生き抜いていくためのコアコン

ピタンス（競争力の源泉）である、という考え方である。終身雇用制は、緊張感を失う恐

れがあるが、それは実力主義を徹底することでカバーし、また報奨制度によって社員の研

究・開発意欲を高めている。 
また、知的財産を重視している。知的財産法務本部には約 400 人が所属している。 

 
３．３．４．３ シャープ 

創業者の精神を活かしつつ改善 
 創業者の早川徳次氏は、「シャープ・ペンシル」を 1916 年、日米で特許をとって 初に

作り、その後も、国産ラジオ１号、国産テレビ 1 号など、数多くの 1 号商品を生み出した。 
そうした意味では、「日本のエジソン」といわれるように、「イノベーション」に熱心な

人であった。確かに、 初に作ったことに大いなる意義はあったが、彼は「人にマネされ

る商品を作れ」を唱え、結果的に「他社に真似され」ることになり、トップシェアを維持

できなかった。 
現在は創業者のイノベーション精神を尊重しつつも、「オンリーワン」戦略へと軌道修正

しており、創業者の精神から外れている。ただ、それは時代の背景が異なるからで、その

点は、創業者の言葉に縛られない柔軟さを持っていると言えよう。 
 

「液晶」をコアに「オンリーワン」企業を目指す 
シャープの現在の町田社長は、就任の時、「液晶の次は液晶」という経営戦略を表明した

が、選択と集中により、液晶を中心に携帯、太陽電池などで他社が真似のできない「オン

リーワン」企業を目指している。研究テーマは、ボトムアップ型だけでなく、社長の発言

が元になったトップダウン型もある。 
探索・研究を行っている研究者、技術者に対する 大の評価ポイントは、それが「オン

リーワン」かどうかが決め手となっており、自分たちの独自技術を開発することを重視し

ている。こうした意味でも、イノベーションが重視されている。 
 

「和」を大切にする企業 
シャープは、歴代の社長が「和」の精神を重視している。独創性のある商品を作るため

に独自性を持った人が集り、それぞれの知恵を出し合って「和」の力を 大限に生かして

団体戦を繰り広げていく組織である。ある有名な電気機械企業は、「和」を重んじるよりも

「個」を輝かせることで、どこにもないアイデアを誰よりも先に発表させるという企業文
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化である。そのため、人の出入りが激しい。これに対し、シャープは、中途採用は行うが、

基本は終身雇用制を堅持し、技術の蓄積を重視する考え方である。 
人材育成制度として「シャープ・リーダーシップ・プログラム（SLP）」がある。研究開

発者だけではないが、係長層、課長層、部長層の研修制度で、外部からいろいろな経営手

法、研究手法を学ぶ。 
 
３．３．４．４ 先進企業は、並みの企業と何が違うのか 
 いろいろな企業を訪問してヒアリングすると、先進企業とそうではない企業との違いが

より明確に見えてくることが多い。例えば、ある大手電気機械企業は、これまで事業の選

択と集中を進めてきたといわれているが、依然、収益の低迷が続いている。その企業にと

っての本当の強み、弱みが何か、明確に分析できていないためではないか。さらに、選択

と集中のために、これまで続けてきた事業の研究開発を中止しようとすれば、「ＯＢから文

句が出るのでやめられない」と言う。また、特許取得戦略に関しては、「コストがかかるの

であまり熱心に取得を行っていない」と言う。こうした話を聞くと、上記の企業３社の先

進性、特徴がより明確になる。 
 
３．３．５ ビジネスモデル型イノベーション人材 
 ビジネスモデル型のイノベーションを生む人材を育成するには、どのようにすればよい

か。セブンイレブンの鈴木敏文氏は、毎週火曜日に、オペレーション・フィールド・カウ

ンセラー（ＯＦＣ）を本社に全国から集めている。ＯＦＣは、現場の店舗の経営指導を行

うことが任務の人たちである。ここで、鈴木氏は、どのように仕入れし、販売するかのヒ

ントを話す。ＯＦＣは全国で 1200 人、毎週集れば、それだけでも年間 30 億円以上の費用

がかかる。しかし、鈴木氏の話を直接、毎週聞くことは、それにも勝る効果があるようで

ある。こうしたＯＦＣ教育が、いずれ第 2、第３の鈴木氏を生み、ユニークなアイデアを生

み出す土壌になろう。 
「ブックオフ」、「スタジオジブリ」などで見られるように、生活密着型のサービス業は、

事業者の立場だけでなく、消費者の立場から見て、どうあれば便利か、喜ばれるかという

発想が必要である。経営者、従業員がそうした目線で教育、訓練を受け、ビジネスを考え

ていけば、ビジネスと消費者の協創型の新しいビジネスモデルを生むことが出来よう。 
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４．今後必要とされる取り組み 

 
４．１ 国の取り組み 
４．１．１ イノベーション 25 

 2007 年 2 月 26 日にまとめられた内閣府「イノベーション 25 戦略会議」の「中間とりま

とめ」では、「早急に取り組むべき政策課題」として、以下の点が挙げられている。 
 

図表 4.1 早急に取り組むべき政策課題 
①環境を経済成長と国際貢献のエンジンに 
②次世代投資倍増（若者への投資、ＩＴ利用拡大に向けた取り組み） 
③大学改革 
④20 年後のイノベーション開花に向けた科学技術投資の抜本的拡充 
⑤イノベーション創出・促進に向けた各種規制・制度・ルールの見直し 
⑥「イノベーション立国」に向けた推進体制の整備 

 出所：内閣府 「イノベーション 25 中間取りまとめ」 2007 年 2 月 26 日 
 
これらの具体的な政策の概要は以下の通りである。 
 
①環境を経済成長と国際貢献のエンジンに 
  クリーンエネルギー、グリーン技術、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー等のハ

イテクは日本が世界のトップレベルであり、日本にとって環境ビジネスを伸ばしていく

チャンスでもある。こうした世界に冠たる環境・エネルギー技術で世界的課題の解決に

貢献し、環境を世界と日本の経済成長のエンジンとする考え方。主な検討課題は、環境

分野における技術協力、国際共同研究・共同実証等の推進（ＯＤＡ活用策等）、環境分野

国際リーダー育成、環境技術の国際展開の加速化（国際標準化等）。 
 
②次世代投資倍増（若者への投資、ＩＴ利用拡大に向けた取り組み） 
  海外で生活した経験者は、国内のみで生活している者と異なる発想を持つ場合が見ら

れる。このため、若者の国際交流を抜本的に拡充し、中学生・高校生のアジアとの仲間

との交流や、大学生以上の交換留学を大幅に拡充する。 
また、いまだＩＴ利用が十分でない分野での利用促進、さらにＩＴ利用に関するさま

ざまな民間主導のアイデアが市場化される仕組みを強化する。 
 

③大学改革 
  世界の大学は、国際間での大学連携、グローバル企業との産業連携、留学生・社会人・

学生との競争・連携拠点として、ダイナミックに変革を遂げている中、日本の大学も好
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む好まざるにかかわらず競争に巻き込まれている。日本の大学が世界に対してオープン

になり、多くの外国人が日本の大学で学び、切磋琢磨することで、新たな活力を創造す

る場として再生し、活力ある多様な人材を多く生み出す場となるべき。このため、文系・

理系区分の見直し、大学院、学部レベルでの国際化促進、大学の教育、研究、両面にわ

たる国際競争力の強化、競争的資金配分の見直しなどを進める。  
 
④20 年後のイノベーション開花に向けた科学技術投資の抜本的拡充 

  基礎研究の多様性確保、若手研究者への思い切った支援、新技術等の審査体制の見直

し、政府による初期需要創出支援等、 先端科学技術分野への取り組み強化、企業形態

に応じた民間研究開発投資促進の仕組み、分野、組織を超えた多彩な人の交流の場作り

など。 
 
⑤イノベーション創出・促進に向けた各種規制・制度・ルールの見直し 
  サービス・イノベーションを促す規制見直し、物流効率化のための規制見直し、スピ

ードのある力強いイノベーションを促進する社会制度、イノベーションを生むための働

き方等の制度見直しなど。 
 
⑥「イノベーション立国」に向けた推進体制の整備 
  「科学技術イノベーション」、「社会イノベーション」、「人材イノベーション」を一体

的に推進し、府省の枠を超えた施策の総合推進を図る体制を整備し、ＰＤＣＡ2のサイク

ルを確立する。 
 
４．１．２ イノベーションを生み易い国 
 国の役割は、企業や、人がイノベーションを起こしやすいような環境を整備することで

ある。現在、アメリカに研究者が多く集るのは、我が国の環境・制度と比較して彼らにと

って望ましい環境だからである。また、アメリカに投資した方がメリットは大きいからで

もある。そうした点を改善し、世界の研究者が我が国に集り易い大学・研究所にすること

も必要であろう。 
また、「環境」等、我が国の得意分野の研究開発に集中・特化することは資金的な効率を

考えれば理解できるし、重要である。一方、アメリカの軍事技術のように、市場がすぐに

見えないために、企業としては取り組みにくい分野に対し、投資していくことも国の役割

として重要である。 
 イノベーションを起こす魅力ある国作りのために、各国のイノベーション政策を参考と

し、我が国としてどのような特徴、魅力を出して行くかも検討すべきである。 

                                                  
2 マネジメントサイクルの 1 つで、計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（act）のプロセスを順

に、繰り返し実施する。 
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2025 年の日本が、どのような国になるかではなく、どのような国にしたいかがイノベー

ションにとって重要である。 
 
４．２ 企業ベースの取り組み 
４．２．１ 経営と組織 
 イノベーションを起こすには、経営者自身の意識改革も重要である。トップダウン型の

イノベーションを起こすには、企業の経営トップ、ミドルマネジメント層も、ＭＯＴなど

で技術面だけでなく、幅広い知識を身につけ、先見性を持つと共に、現場の中に入り込ん

で直感力を持ったり、人と人の相互コミュニケーションの中で、生産・製造の問題点を見

つけるなどが必要である。経営トップ、ミドルマネジメント層が、挑戦的なプロジェクト

に全力疾走していると、かつてのソニー、ホンダなどのように大きなイノベーションが起

きることがある。 
また、研究開発投資に関しては、「組織化された混沌」といった自由な雰囲気の研究体制、

組織が必要であるが、その一方で、網羅的なイノベーションではなく、選択と集中を図り、

研究開発の効率性を図ることも必要である。 
 
４．２．２ 人材育成 
 我が国の企業では、優等生的な、真面目な人材を確保することに熱心であった。先ず、

そうした人材を創造的な発想を生むよう教育し、育成することが必要である。さらに、創

造的な人材を採用・育成することも、画期的なイノベーションにとって重要である。そう

した人材も、自由な研究ができるよう、また社内で冷遇されないよう人事システムを変え

ていくことが求められる。この面では、経営トップの意識改革も必要である。 
 基礎研究については、成果が出るまで時間がかかるものが多いので、そうした人材の処

遇にも配慮が必要である。 
 また、トヨタの例で見たように、従業員が現状に満足せず、日々、改善を続けることが

生産性向上、イノベーションに繋がると考えられることから、研究者の流動性向上、社員

教育も重要である。 
 
４．２．３ オープンイノベーション、産学連携 

シナジー、融合を狙ったものや、自社技術でカバーできない部分は、他社との共同研究

など、オープンイノベーション3をもっと利用すべきである。産学連携については、組織や

体制はできても、実際の現場レベルでは交流があまり進んでいないケースが多い。このた

め、大学、研究機関から企業、企業から大学、研究機関への異動をもっと容易にすること

が必要である。  

                                                  
3 外部の知識、知恵を積極的に活用したイノベーションのやり方 
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【参考文献】 
「井深大の世界」 毎日新聞社 
ヘンリー幸田「天才エジソンの秘密」 講談社 
和田和幸「快人 エジソン」 日経ビジネス人文庫 
畠山けんじ「中村修二の反乱」 角川書店 
福島章「天才」 講談社新書 
永井 隆「技術者たちの熱き戦い」 日経ビジネス文庫 
加藤良平「エプソン「挑戦」と「共生」の遺伝子」 実業之日本社 
勝見 明「鈴木敏文の「統計心理学」」 プレジデント社 
小倉昌男「小倉昌男 経営学」 日経ＢＰ社   
柴田昌治 金田秀治「トヨタ式 強の経営」 日本経済新聞社 
日本経済新聞社編「キャノン式」 日経ビジネス人文庫 
長田貴仁「シャープの謎」 プレジデント社 
藤川佳則 カール・ケイ「生活起点のサービスイノベーション」 一ツ橋ビジネスレビ

ュー 2006 年ＡＵＴ号  
日本経済新聞 2007 年 1 月 26 日付 私の履歴書 江崎玲於奈  
内閣府 「イノベーション 25」中間とりまとめ 2007 年 2 月 26 日 
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５ まとめ・提言 
 
産業革命以後の技術進歩はめざましく、人類に様々な便益を提供してきたが、その一方

でそうした技術は世界的な人口増加・人口問題に結びつき、自然環境破壊を進める等の負

の側面も併せ持っている。人類を取り巻く環境の変化が複合化し、同時に進行する現在は、

ビジネスのチャンスが至るところに存在し、現代社会が内包する問題解決に資するイノベ

ーションの実現が待望されている。図表 5.1 は環境変化と、それに対応するために機械産業

にイノベーションが期待される分野を示している。 
 

 図表 5.2 の網掛けを施した課題や事例は、現在進行中または今後想定されるイノベーショ

ンの一例であり、他にも多くの課題やテーマが存在する。イノベーションは複数の問題が

結びついて契機となる一方、ひとつの課題に複数の解決策が考えられることから、多数の

イノベーションのテーマが存在することになる。 
 
とりわけ、ビジネスモデルのイノベーションを起こすには、人口等の社会的・構造的変

化、資源・エネルギー問題、環境問題、ライフスタイルの変化等について大局的に思いを

めぐらし、革新的技術にのみこだわることなく、既存の技術や、他産業・他企業の技術で

あれ、使える技術は何でも活用するという姿勢でニーズと技術のマッチングを図ることが

必要である。 近、欧米で注目を集めているオープン・イノベーションもこの発想に立っ

ていると考えられる。 
図表 5.1 環境変化とイノベーション（再掲） 

食料不足

教養・レジャー

環境対策技術

＜先進国＞
高付加価値化

労働人口の減少子・高齢化

エネルギー多消費

環境破壊

産業発展

＜発展途上国＞
汎用品の生産

グローバル化

高速輸送化

省力化・ロボット

エネルギー代替

資源の枯渇
省エネ技術

文明の発展

技術の進歩

人口増大

余暇増大

長寿命化

情報通信

産業発展の方向

需要の量的増大

環境の変化とイノベーション環境の変化とイノベーション

需要の多様化

新ライフスタイル

生活の質向上

食料不足

教養・レジャー

環境対策技術

＜先進国＞
高付加価値化

労働人口の減少子・高齢化

エネルギー多消費

環境破壊

産業発展

＜発展途上国＞
汎用品の生産

グローバル化

高速輸送化

省力化・ロボット

エネルギー代替

資源の枯渇
省エネ技術

文明の発展

技術の進歩

人口増大

余暇増大

長寿命化

情報通信

産業発展の方向

需要の量的増大

環境の変化とイノベーション環境の変化とイノベーション

需要の多様化

新ライフスタイル

生活の質向上
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図表 5.2 イノベーションの課題と分類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 当専門部会では、ビジネスモデルの事例について、数多く調査研究を行ってきたが、我

が国の場合、こうしたビジネスチャンスを的確に捉えてイノベーションを実現し、長期に

収益性を確保できるようなビジネスに育て上げるための、企業あるいは産業の体制やシス

テムの整備が必ずしも十分ではない。これには社会システム、学校教育や企業内教育の問

題も影響しているものと考えられる。 
 
今後、競争力ある国内機械産業を維持発展させるためには、画期的なイノベーションが

次々と国内において生まれるような社会システム、企業経営、研究開発のあり方、教育の

あり方などを提示していく必要がある。また、世界に先駆けて日本の機械産業がイノベー

ションを我がものとするには、技術、人材育成両面での産学官の連携、異業種・異分野の

交流・情報交換等についての検討も必要であろう。 
 
わが国産業がイノベーションを生み出すために重要なことは、経営トップ、ミドルマネ

ジメント層を含めた、創造的な人材や洞察力のある人材、すなわち「目利きのできる」人

材の育成である。 
的確なＭＯＴ（Management of Technology；技術経営）の実践が益々重要になり、近年

食料不足

教養・レジャー

環境対策技術

労働人口の減

少子・高齢化

エネルギー多消費

環境破壊

高速輸送化

省力化・ロボット

エネルギー代替

資源の枯渇
省エネ技術

世界人口増大

余暇増大

長寿命化

情報通信

需要増大

社会構造の変化

（人口、高齢化等）

新技術・新知識

外的環境の変化
（環境、エネルギー等）

ライフスタイルの変化
認識の変化

問題 課題
イノベーション

の契機

ＩＴ

ナノテク

バイオ

健康・医療 成熟した消費

人生二毛作

職業訓練

家事、子育て

バイオマス資源

水　不足
農林水産業

テレワーク

サービス効率化

女性の社会進出

事例

宅配便

コンビニ

Amazon．com

ハイブリッドカー

ウォークマン

発光ダイオード

デジカメ

液晶テレビ

新幹線

パソコン

インターネット

i　pod

石炭液化

クリーンエネルギー

環境対策技術

サービスロボット

産業ロボット

工業的食料生産

技術・製品 ビジネスモデル

余剰電力買取

在宅医療
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わが国でも盛んになってきた、大学や民間機関によるＭＯＴ教育の、質の向上と具体的成

果の発露が期待されるところである。 

 
 企業としては 100 年に一度の天才の出現を待つよりも、通常採用される社員の中から、

独創的な発想をする人材や、洞察力のある人材を見出し、ＭＯＴ教育によりイノベーティ

ブな人材に育成していくことが現実的な対応であると考えられる。そうした人材が活躍で

きる環境や、システムを作ることが、中長期の視点から考えられる 重要の経営課題であ

る。 
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講演：イノベーションの実現について 
 
１．日 時：2006 年 12 月 13 日（水） 14：00～15：30 
２．場 所：機械振興会館６階６D－１号室 
３．講演：イノベーションの実現について 

      日本経済新聞社コラムニスト 西岡幸一氏 

    
イノベーションとは 
本日は、産業、企業とイノベーションについて、自分なりのスタンス、考え方を中心に

話したい。 
「イノベーション」はシュンペーターの著書に初出する言葉で、5 項目くらいの「新結合」

を表す言葉として出てくる。源泉はそこにあるが、日本では「技術革新」と訳してきた。

高度成長期まではこの訳で良かったが、現在では中国でよく用いられている「創新」と

いう訳の方が適切である。「技術革新」という訳の弊害は、技術、R&D に重点を置きす

ぎたことであり、「創新」という訳ならこうはならなかっただろう。 
イノベーションの本質は「新しく創り出す」という点にある。米国でも、「新しいビジネ

スを創り出すこと」「市場が受け入れた技術や制度、仕組み」などをイノベーションと呼

んでいる。また、顧客に新しい何かを提供できた場合も含んでいる。 
日本の場合、技術に偏りすぎていて、技術が伴わないイノベーションはないように思わ

れているが、しかし、例えばコーヒーショップのスターバックスやコンビニのセブン・

イレブンは市場が受け入れて大きく育ったという点でイノベーションである。 
この「技術偏重」が、日本の大手電器・電子メーカー等がかつて躓いた原因といえ、イ

ノベーションの定義を広げて考える必要性を示している。企業内でイノベーションを議

論するとき、技術系の人ばかりが出てくるが、そうではなく販売や、その他の部門の人々

も入れて議論すべきなのである。 
 
プリズムからみたバブル崩壊以降の日本経済 
では、今なぜイノベーションなのか。 
日本経済の軌跡をプリズムに例えてみたい。空気中を進んできた光線が、密度の異なる

物質（ガラス）で出来ているプリズムにあたると屈折するが、その際、波長が短い光（紫

外線・高エネルギー）は大きく屈折し、波長が長い光（赤外線・低エネルギー）はあま

り屈折しない。 
日本の産業・企業は図のようなプリズムの中を通ってきたと思う。日本は 89 年から 91
年にかけて経済が落ち込んできた、どこかの時点で従来とは全く違う経済・経営環境（プ

リズム）が生まれ、そこに突入して屈折した。そのフェーズⅠとⅡの境界は 97 年度にあ

ったと考えている。 



－70－ 

 
図表 プリズムから見たバブル崩壊以降の日本経済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
その後、プリズムの中を通り抜け、フェーズⅢに入ったが、それが 06 年度である。日銀

のゼロ金利解消、人口減少などがその環境変化である。 
フェーズⅠにおいては、日本的経営が続いていた。大手電機・電子メーカーは皆同じよ

うな企業構造となっていた。ところがフェーズⅡに入ると、Ⅰでの命題が否定され、新

しい命題が前面に押し出されてきた。系列やメーンバンクの否定などである。そこにお

いて有効だった経営方法の典型は、カリスマ性を持ち、パワフルな手腕を発揮したカル

ロス・ゴーンである。 
フェーズⅢに入ると、フェーズⅡにおける命題は半分真実として残り、半分はフェーズ

Ⅰの良いところを取り入れたようなものに変わるのではないか。そこでは、例えばゴー

ンの手法は否定され、計算されたリスクを適切に判断・評価して「決定」できる経営者

が求められるようになろう。 
 
イノベーションが求められる背景 
重要なことは、フェーズⅡでの落ち込み方が、図に示したように（光線の屈折率と同様）

企業によって違っていたことである。このため、企業によってフェーズⅢでの回復の仕

方に違いが出てくる。元気がよい企業（光でいえば波長が短く高エネルギーの光）は取

材していても動きを感じる。力学的エネルギーには位置のエネルギーと運動のエネルギ

ーがあるが、企業経営者は事業ポートフォリオ全体の位置のエネルギーを高めるように

努めるべきである。 
フェーズⅢでは、フェーズⅡにおける分離（屈折率の差）の結果、企業格差はさらに広

がる。しかし、フェーズⅢの媒質が空気ではなく、例えばガラスなら、そうはならない

で済む。企業は自社にとってのフェーズⅢの媒質を空気からより密度の高いものに変え

る努力をする必要がある。この、自社にとっての媒質、屈折率を変えるのが、ミクロレ

ベル、企業レベルのイノベーションである。マクロ的には資本、労働、技術進歩率（む

しろ、イノベーション率）「ｔ」を上げないと、GDP は上昇しない。 

フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 
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サービス分野のイノベーションも重要 
新販路開拓なども新技術や新製品と同じウエートで評価されるべきである。現在はこう

なっていないのが問題である。 
米国では IBM 社がイノベーションに積極的である。04 年頃からイノベーションに関する

アイデアや作文を世界の IBM 社員からネットで集め、14 万人が参加、数 10 万のアイデ

アが出た由である。この動きは米国でイノベーションの必要性を説いた『パルミサーノ・

レポート』と並行している。そこでは「サービス・サイエンス」を強調しているが、こ

れはサービスの生産性向上を検討する科学であり、米国 GDP の 70～80％はサービスで

あるため、その生産性を上げることは非常に重要なのである。我が国もサービスの比率

は高いので、その生産性向上は重要な筈である。こうしたニーズに対し、IBM は（かつ

てメーンフレーム・コンピューターを売るために大学に資金を提供してコンピューター

サイエンス学部を作らせ、そこで学んだ学生を大量採用したのと同様に）全米 11 の大学

に資金を提供してサービス・サイエンスの講座を作らせている。 
フェーズⅡからⅢへの移行にあたっては方向付けをするものが必要である。サービスの

生産性向上がその 1 つとなろう。半導体産業は日本のシェアが激減してしまったが、例

えば台湾の半導体メーカーはファウンドリー化という新ビジネスモデルを開発して伸び、

韓国は DRAM 生産におけるマスク枚数削減によるコストダウン（日本が 20 枚のマスク

を使いメーンフレームに使用できる完璧な DRAM を目指したのに対し、9 枚のマスクで

パソコン用を生産）で伸びた。このように、技術開発ではなく、アイデア、経営思想で

勝負がついている。 
売れ筋商品を素早く作る方法を考えるのもイノベーションといえる。現在求められてい

るものは何か、それを満たすのに垂直統合で欠陥ゼロを目指すべきか、水平分業で一部

を分担する方が良いかなど、柔軟に考える必要がある。例えば社内から R&D 部門がなく

なることも考えられる。米国シスコシステムズ社では R&D から推し進めて A&D（アキ

ジション・アンド・デベロプメント）、つまり技術の良い会社の買収を標榜しており、P&G
社では C&D（コネクト・アンド・デベロプメント）、つまり研究開発の外注を進めてい

る。変化の早い分野ではこのような考え方も有効である。医薬の分野などでもベンチャ

ー企業への開発委託は多い。 
こうした事例を見ると、日本の技術信仰は一度破壊すべきと考えている。技術系の人々

が技術ばかりやっているのも問題である。 
 
今後のあるべきイノベーションとは 
では、これからどうすればよいのか。 
ミクロレベルのイノベーションは個別企業の経営者が考えるべきことである。マクロレ

ベルでは、国は研究開発費を付けたらイノベーションが実現すると考えるのは間違って

いる。96 年に始まった科学技術基本 5 カ年計画も、きちんとしたレビューが行われてい
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ない。こういうことへの評価をきちんとしないと、国の研究開発費は公共事業費と同じ

ようなことになってしまう恐れがある。半導体についても国のいろいろな予算が付いて

いるが、公正な評価がないし、成果も疑問が多い。液晶、フラットディスプレー等につ

いても同様である。技術開発だけが重要という考えから抜け出さなければならない。 
イノベーションの、80％は起業と結びついている。これには企業内起業も含まれる。市

場が受け入れるような新しいビジネスの仕掛けや仕組みを創り出すことが重要である。

アントレプレナーシップ戦略とイノベーション戦略はかなりな部分で重なり合っている。 
起業というと、とかく中小企業に目が向きがちだが、大企業の中の新ビジネス部門の創

出にも目を向ける必要がある（それを社内で続けるか、外部に独立させるかの判断も重

要であるが）。大企業の内部でも「イノベーション特区」のような仕掛けが必要なのでは

ないか。こういうことを、経営者がリスクも理解した上で決定していくことがフェーズ

Ⅲでは必要になってくると思われる。 
企業は動き回って外にエネルギーを発散し、あの会社は面白そうだ、何かやってるな、

と外部に認識させなければ伸びていけないだろう。 
国レベルではイノベーション白書やイノベーション大全（過去のイノベーション事例を

集積し、今後の参考にできる資料）を作れば良いと考えている。後者はウイキペディア

のような、多くの人々が自発的に参加して作る方式が望ましい。 
後に、いま一番イノベーティブな企業はどこか。アップルコンピューター社では社長

がスタンフォード大学における講演会で「stay hungry, stay foolish」と言ったが、この

ようなことを言える企業はイノベーティブであろう。 
 
主な意見・質疑： 
＊当社では、社内ベンチャーやインキュベーションを何年もトライしているが上手くいっ

ていない。よいネタが出てこない。企業活力を上げるのに肝心なことは何か。 
――冷たく言ってしまえば、会社の遺伝子がそうなのだということかも知れない。英語に

「リーディング・エッジ」と「トレーリング・エッジ」という言葉がある。R&D を積極

的に行って業界の先頭を切ろうというのは「リーディング・エッジ」の方である。これ

に対して先頭を切らなくてもしっかりエッジを効かせて経営していく「トレーリング・

エッジ」という行き方もあろう。日本ではよく御三家などというが、御三家の 1 社はリ

ーディング、1 社はトレーリングで行けばよいのではないか。 
＊2 つ質問したい。①「空気→ガラス→次の媒質」というプリズムの例で、この「次の媒質」

を作るリーダーシップを発揮すべきなのは経営者か、中堅層か。②ラインとスタッフの

相克という問題があるが、ラインとスタッフは混在させるべきと考えるか。 
――①に関して、フェーズⅠは御神輿に乗るタイプの人、Ⅱではカリスマ、Ⅲではミドル

の時代だと考えている。この場合、トップにはミドルが上げたアイデアを勇敢に決定す

ることが求められる。そういう意味でこれからは人材が大事になる。人材コストの低減
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だけを追求するのは問題である。 
②に関して、フェーズⅢではラインとスタッフはインターチェンジャブルであるべきと

考えている。融通無碍に随時入れ替えればよい。ただし、この場合、誰が何をしている

のかを明確に把握している必要がある。例えば、米国のエマーソンエレクトロニクス社

では、課長以上の数千人の顔写真と履歴を貼ったパネルがある部屋があって、そこで人

事戦略を練っている。 
以上 

 
＜文責 ㈱東レ経営研究所＞ 
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