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我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立

国維持には必須条件です。  

 しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を

始めとするアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいま

す。 そして、我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭して

きております。  

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

技術開発推進も一つの解決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取

り組む必要に迫られております。  

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

には、ものづくり力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレーク

スルーにつながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指して

ゆく必要があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にか

ける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今

後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向調査等の補助

事業のテーマの一つとして経済政策科学研究会に「ビジネスモデル革新の実態

に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であ

り、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 
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はしがき 

近年になって日本企業の収益力や競争力の低下が懸念されるようになった。このため、

従来のような品質面や技術面からだけではなく、新しいビジネスモデルの開発が必要で

はないかと言われている。 

 この事実は、企業がこれから求めるべきビジネスモデルには、参考とする先例などな

いということを示唆している。逆からいえば、これまで言われてきたような通説に支配

されているかぎりは、求める解を得られないということである。 

一方、昨年の金融危機以来の世界経済危機によって、つい最近までもてはやされ

ていたデリバティヴ等最新の金融ビジネスモデルのイカサマ性が浮き彫りになっ

た。このため、そうしたイカサマモデルのみならず、それらを市場の前提としたビ

ジネスモデルは、もはや持続可能性を失ってしまったと言えよう。 

それだけではない。今次危機は、かつて世界を君臨したビッグスリーばかりか目

下世界最強のビジネスモデルと言われていたトヨタにさえ赤字転落という衝撃を

もたらしたのだ。すなわち、フォーディズムとかトヨティズムといったこれまで誰

からも目標とされてきたビジネスモデルがもはや通用しなくなってしまったとい

うことである。 

とすれば、これからの企業・産業は、これまで前提や先例としてきたものと決別

しなければならなくなったということになる。その意味するところは、同時に、自

社そのものの成功体験にいつまでもしがみついていてはならないということでも

ある。逆から言えば、ビジネスモデルを構築する上で便利なマニュアルなど存在し

えないのだ。 

といって、もちろん悲観することもない。米国発の「何でもマニュアル」信仰か

ら離れて、かつて日本産業・企業が誇っていた「どんな環境の激変に遭遇しても、

何とか対応していく」という柔軟さを取り戻せば、それでいいのだから。 

 その点、本件に関わる企業関係者・コンサルタント・シンクタンク研究者たちは、誰

もが「新しい発想が必要だ」と口を揃えて言いながら、その実、現状追認型にすぎない

ように思われる。ということは、即、本件研究に当たって直接的に役に立つ文献資料等

は存在しないということだ。また、これまで用いられてきたオーソドックスな手法は、

今でも必要最低条件ではあるが、十分条件を満たすには程遠い。換言すれば、それを超

えたところからはじめて求めるビジネスモデルは生まれるのである。 

裏返して言えば、豊富な過去の先例を分析するところから出発し、マニュアル化して

売っているビジネススクールやコンサルタントは、自分自身の最新のビジネスモデルを

も見失っているのであり、もはや経営者にビジネスモデル構築法を教える資格はないと

いうことになる。ただし、その事実は、基本としての先例研究の重要性まで否定するも

のではないが。 



このように、通説をただ単に鵜呑みにし、単に先例を追っているだけでは真のビ

ジネスモデルに到達しえない。とすれば、通説や通俗的理解の呪縛から離れるため、

現下の経済危機の位置づけ、ビジネスモデルそのものへの考え方、競争力の源泉た

る生産性概念の捉え方等々について、完全に初心に立ち戻って改めて検討しなおす

ことが求められることになる。特に、これからの企業が目指すべきビジネスモデル

の方向を探るためには、今次経済危機のどこが過去の不況や恐慌と異なっているの

かを明らかにすることが先決と言える。 

本調査研究では、以上のような視座から、改めて対象とするビジネスモデルを再定義

するため、ビジネスモデルに関する主要な先行研究のほか、科学的管理法以降の生産モ

デルをはじめとする過去のビジネスモデルおよび最新の成功例とされるビジネスモデ

ルを概略紹介した。その一方で、未来を見据えるための前提として今次世界経済危機の

真因ないし実態を明らかにし、それらを踏まえて、これからのビジネスモデルに対する

考え方ないし構築の方法について考察した。 

結果として、「本報告書は、機械工業におけるビジネスモデル構築に直接役立つもの

ではないのではないか」という疑念が呈される可能性もある。しかし、そうした疑念そ

のものが、これからの時代においては、特定産業・企業にとって直ぐに役に立つマニュ

アルや前例など存在しなくなったという事実を正確に認識できてはいない証左である。

むしろ、前例やマニュアルなど無視し独自の道を模索する勇気ないし才能、あるいは、

ひょっとすると自社に関連する産業域を越えたところにまだまだ多くのヒントが残さ

れているかもしれないという好奇心無しには、もはや自社の未来は無いと知るべきなの

である。 

なお、本研究において用いられた「ホロニック工学」は、成熟期を迎えた先進諸国の

限界と新興国等の台頭によって、大きく変貌せざるをえなくなっている人類社会の将来

あるべき姿を描くために小野が生み出した方法論であり、今次世界危機の下で改めてそ

の再評価が求められているところである。 

 

経済政策科学研究会代表 

小野五郎 
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１ ビジネスモデル再考 

ここでは、ビジネスモデルを通俗的な「電子情報技術と結び付き、手軽に多くの

人を短時間に巻き込むことで大きなインパクトを狙う」といった内容に乏しいもの

ではなく、本来の「当該時点において主導的な産業ないし企業において用いられて

いるもの」として捉える。このため、フォーディズムとかトヨティズムなど過去に

おいてビジネスモデルとされてきた代表例を取り上げ、それらが今次世界経済危機

の下でなぜ通用しなくなったのかを明らかにする。 

すなわち、これからの企業は、まさに海図無き、先行事例無き世界に突入すると

いう自覚に立って、個々に自前のビジネスモデルを模索せざるをえなくなるという

ことである。少なくとも、過去のように国を挙げて欧米にモデルを求めることなど

直ちに改めるべきことである。 

その点は、単にビジネスモデルだけの問題にとどまらず、上村達男早大教授が指

摘しているように、米国型の「最大自由を最大規律で事後的に是正」には弊害が多

く、といって欧州型の「抑制的な経験知による行動規範の確立」には必ずしも普遍

性がないなど、最も根本的な経済制度においても言えることである。逆から言えば、

これまでの欧米制度を前提としてビジネスモデルを築こうとすることは今や自殺

行為に等しい。というより、それらを発展・咀嚼してきた日本は、非欧米諸国にも

受入れ可能なより普遍的モデルを構築するところに活路を見出すべきであり、それ

こそ小野の言う「日本の世界的使命」なのだと言えよう。 

第一、マクロ的にはすでに成長余地を喪失した日米・ＥＵなど先進国・地域内に

あっては、個々の産業・企業レベルでミクロ的な可能性を模索するほかはなく、そ

れこそ先例など全く参考にならない世界だということになる。それを近年のように

金融工学などという偽装工学を根拠としてでっち上げた金融ビジネスモデルなど

に依存し続ければ、次に訪れるのは破局でしかない。それを、伝統的な「抑制的な

経験知による行動規範の確立」を放棄して、いたずらに追随した欧州が発信地の米

国以上の大混乱に陥ったのはむしろ当然のことだったのである。 

とはいえ、長期間世界を主導してきた欧米発の制度・モデルが直ちに廃れるわけはな

いから、過渡的形態としては長短、マクロ・ミクロ両睨みで考えざるをえない。換言す

れば、個々の企業・産業においては、未だに先進国内に根強い成長神話と覇権国米国か

ら生み出される詐欺的ニュービジネスモデルによって強引に敷かれた路線との関係を

冷徹に見極めるべきなのだ。すなわち、短期的にはそうした強引な流れに逆らって沈没

することなく、必要あればそれらに対する模倣やフリーライドに徹しつつ、もちろん長

期的にはそこから脱離した新境地を開拓することが求められるということである。 

(1) ビジネスモデルについての標準的な考え方 

「ビジネスモデル」という言葉は、用例によってかなりの幅が存在する。中には、単
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なる「企業の特徴」程度を意味する場合（例えば、東京新聞論説委員の長谷川幸洋氏は

「建設業界は、お土産期待の天下り受け入れ」を終わりにすべきビジネスモデルだと指

摘している：「建設業界よ、新しいビジネスモデルを切り開け」（『建設業界』2009年８

月号、p.45））から、ネットを活用した新商法とか後述するＩＴを用いた「ビジネス特

許」そのものを示す場合まである。 

① ビジネスモデルの定義例紹介 

定義上の混乱を避けるために、以下に、標準的と考えられる定義例を幾つか引用して

おく。 

Ａ ビジネスモデルという用語は広く一般的に使われている内容から考えて、手軽に多

くの人を短時間に巻き込むことで、大きなインパクトを狙うことが電子情報技術と結び

付けられて語られる用語で、実際の内容に乏しいものが多い。しかし、原義としては仮

説を立てて検証するという精神から発生した高級な言語であり、循環しかつ社会貢献を

なすメカニズムをさしていた。それゆえ、現在の用語には利益メカニズムを追求すると

言った側面が強く、共感や人の和も包括した社会システムに生息する一種の社会科学的

な生き物を構築しようというモードには至っていない。誰にどんな製品・サービスを提

供するかという戦略、どのようなコストがかかりどのように収益を上げるかという収益

構造などが、一般的にイメージされている。他に調達や購買、物流などといった視点か

らもビジネスモデルと捉えることもある。したがって、ビジネスモデルを構築するとは、

このビジネスの全体をイメージで設計する、もしくは実際に製品、サービス、資金など

が回転する経路を設定することという大きな意味合いから、戦略、収益、ＳＣＭ（サプ

ライチェーンマネジメント）などという狭義の意味でアプローチされることもある。 

また、インターネット上で行われるサービスについては、単純にどのように利益をあ

げるかという計画もビジネスモデルと言われる。 

ビジネスモデルに類似の概念として、伊丹敬之、加護野忠雄がキー概念としている「ビ

ジネスシステム」がある。（フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』） 

Ｂ 企業が事業を維持・継続し、あるいは拡大・発展させるために行っている業務のや

り方や取引先との関係、収益などの構造などを、特定の視点と形式で表現したもの。も

しくはその構造そのものを指す場合もある。 

ここでいうモデルとは、現実（または計画や理想）を特定の側面で解釈・抽出した抽

象概念のことで、ビジネスモデルとは事業活動における各業務プロセスの機能とその関

係（ビジネスプロセス）、情報や資金の流れ、組織構造や収益構造などをそれぞれの断

面で表した抽象モデル、ないしはそれを数理モデルや図式によって具象化したものをい

う。いわば、現実のビジネスという複雑なものを、いろいろな切り口で単純化して本質
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を表現したものだといえる。図式化には、ＤＦＤやＥＲＤ、ＩＤＦ、ＵＭＬ、インフル

エンス・ダイアグラム、戦略マップなどの表記法が使われることが多い。 

モデルを作ること（モデリング）のメリットは、1.現状を分析して問題の理解、解決

策の評価を行う、2.計画中のビジネスモデルをシミュレートする、3.他社のビジネスモ

デルを参照モデルとする、4.企業活動の設計図としてあるべき姿を設計してプロジェク

トメンバー間で意識の統一を図り、ＢＰＲや情報システム化を推進するといったことが

挙げられる。 

ＩＴの世界では、企業システム開発の前提として企業の業務フローやビジネスプロセ

スの構造がどうなっているかを分析するという意味で使われることが多く（この場合、

ビジネスプロセス・モデリングともいう）、経営の分野では収益が重視されるためか、

「儲けを生み出す仕組み」を表す言葉として使われることが一般的である。 

 なお、「ビジネスモデル特許」という言葉もあるが、これは本来 business method 

patents（ビジネス手法特許）で、この“ビジネスモデル”は上記の抽象モデルではな

く、ビジネスプロセスやＩＴの利用、情報処理に関する「具体的な手法」「実現手段」

と考えた方がよいだろう。（『情報マネジメント用語辞典』） 

Ｃ 企業が行っている事業活動、もしくはこれからの事業構想を表現するモデルのこと。

端的に表現すると、「儲けを生み出すビジネスのしくみ」である。ビジネスモデルの３

要素とは、「顧客」「価値」「経営資源（チャネル、ノウハウなど）」である。つまり・・・

1.誰に対して、どんな価値を提供するのか、2.そのために、保有する経営資源をどのよ

うに組み合わせて、その経営資源をどのように調達し、3.パートナーや顧客とのコミュ

ニケーションをどのようにして図り、4.いかなる流通経路と価格体系で、顧客に届ける

か・・・という、ビジネスのデザインについての設計思想が「ビジネスモデル」なので

ある。 ビジネスモデルがもっぱらインターネットとの関連で語られるのは、インター

ネットの登場で、既存のビジネスモデルを革新する可能性が広がったからである。また、

構築したモデルがきわめて独創的な場合、これを｢ビジネスモデル特許｣という知的財産

として登録し、保護を受けることができる。我が国において、ビジネスの方法そのもの

は特許の対象とされていない。しかしインターネットやコンピュータなどを用いたビジ

ネス方法であれば、特許対象となり得るのである。（『ビジネス用語辞典』） 

 なお、関連用語としてのビジネスモデル特許について、以下に概略を記しておく。 

「ビジネスモデル特許（-とっきょ）は、広義では、ビジネス方法（ビジネスモデル）

に係る発明に与えられる特許全般を指すが、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフ

トウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。 

このようなビジネス方法に係る発明は「ビジネス関連発明」または「ビジネスモデル

に関する発明」等と呼ばれ、それに与えられる特許は、「ビジネスモデル特許」、「ビ
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ジネス方法特許」または「ビジネスの方法に関する特許」等とも呼ばれるが、以下、本

項においてはそれぞれを「ビジネス関連発明」、「ビジネス方法特許」という。 

なお、「ビジネス方法特許」等の特別な呼び方はされるものの、ビジネス関連発明に与

えられる特許は通常の特許と何ら変わらないものであり、ビジネス方法に特別な種類の

保護を与える法制度が存在するわけではない。 

ビジネス関連発明は、国際特許分類 (ＩＰＣ) で G06F 17/60、米国特許分類（ＵＳ

Ｃ）で 705に分類されることが多い。 

1998年７月の米国でのステートストリートバンク事件の判決において「ビジネス方

法であるからといって直ちに特許にならないとは言えない」ことが判示された。これに

より、ビジネス方法であっても特許となりうることが明確になり、さらには純粋なビジ

ネス方法でも特許になるとの誤解が生まれたことから、米国でビジネス関連発明の出願

が急増した。日本においても、この事件の動向に関する報道により、米国に若干遅れて、

1999年には約 4,100件だったこの分野の出願が 2000年には約５倍の約 19,600件にな

るほどの出願の急増を招いた。 

また、当時は、ビジネス関連発明に対する各国特許庁の体制が充分に整えられておら

ず、何が特許になるのかが明確に示されなかったことや、特に米国でありふれたビジネ

ス方法に特許が付与された例があったこと等が、無制限な出願に拍車をかけた。 

その後、2000年以降になると、行政の体制が徐々に整えられるとともに、一般にも純

粋なビジネス方法が特許になるわけではないことが認識されるようになった。特許庁の

統計によると、ブーム期のビジネス関連発明の拒絶査定率は約 92％に達し、出願の多

くは特許として成立しなかった。また、米国特許庁においても、審査の厳格化により、

ビジネス関連発明の特許率は 20％弱にまで低下してきている。 

特許庁では、「ビジネス関連発明に対する審査状況をみると、特許になる割合が他の

分野に比べて極めて低い状況が続いており、2003年～2005年では８％前後に留まって

います。・・・これらのとおり、ビジネス関連発明においては、審査・審判を通じて権

利化される出願の比率がきわめて低い状況が続いていることから、今後は審査請求の必

要性を慎重に吟味することが望まれます。」とコメントしている。 

このような状況の変化を受け、ビジネス関連発明の大量出願のブームは沈静化してい

るが、現在でも、一定量の出願が行われている。特に、デジタルコンテンツ取引、広告、

マーケティングに関連する分野の出願の割合は伸びている。」（『ウィキペディア』） 

② 日本におけるビジネスモデルについての標準的定義例 

次に、現在日本国内で採用されている標準的なビジネスモデルに対する定義を理解す

るために、ビジネスモデル概念を使った研究者として著名な根来龍之氏と國領二郎氏の

例について紹介しておく。 
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Ａ 根来氏は、ビジネスモデルを、「どのような事業活動をしているか、あるいは構想

するかを表現する＜事業の構造＞のモデル」と定義している。そして、ビジネスモデル

の吟味・検討には、少なくとも戦略モデル、オペレーションモデル、収益モデルという

３つのモデルが必要であるとしている。また、３つのモデルのうち、「戦略モデル」が、

ビジネスシステムの顧客との接点を吟味するためのモデルとして、戦略の方向づけを決

める最も重要なモデルだとしている。 

なお、 ①戦略モデル：どういう顧客に、どういう仕組 （資源と活動）を基盤に、何

をどう魅力づけして提供するかについて表現するモデル ②オペレーションモデル：戦

略モデルを実現するための業務プロセスの構造を表現するモデル ③収益モデル：事業

活動の利益をどう確保するのか、収入をえる方法とコスト構造を表現するモデルである。 

Ｂ 國領氏は、ビジネスモデルを「経済活動において①誰にどんな価値を提供するか、

②その価値をどのように提供するか、③提供するにあたって必要な経営資源をいかなる

誘因のもとに集めるか、④提供した価値に対してどのような収益モデルで対価を得るか、

という四つの課題に対するビジネスの設計思想」と定義している。 

これら両者に共通するのは、「顧客戦略・経営戦略・収益戦略」が重要だとしている

ことである。 

なお、ネット利用の思いつきから出たビジネスモデルは、こうした標準的な理解から

外れているように感じられるが、現代においてはそれはそれとして価値を認めざるをえ

ない。しかし、思いつきを標準化ないしマニュアル化することは不可能である。逆から

言えば、模倣困難性という求める解からすれば、むしろそうした標準化ないしマニュア

ル化困難なものの方が近いのかもしれない。もっとも、単純な思いつき程度では、簡単

に模倣追随を許さざるをえないが。 

(2) ビジネスモデル研究の先例 

次に、ビジネスモデル研究の先例の中から、代表的なものを幾つか紹介しておく。そ

のいずれにも共通するのは、一方で「過去との別離の重要性」を強調しながら、他方で

過去の成功例を挙げて論じていることである。すなわち、逆から解すれば、そうした研

究の中から企業が求めているような画期的な情報など得られるわけもないのだ。 

① 『コア・コンピタンス経営』 

 ゲイリー・ハメル、Ｃ・Ｋ・プラハード著“Competing for the Future”（未来のた

めの競争：邦訳『コア・コンピタンス経営』）は、「コア・コンピタンス」（中核的競争

力）をキーワードにして、これまでの米国経営者に対して辛辣な言葉を並べながら、主

としてこれからの経営者が採用すべき心構えを説いている。 

 例えば、「10年後に業界はどう変わっているか、自社の経営幹部は明確な共通認識を

持っているだろうか」「あなたの会社は業界の競争ルールにどれくらい影響を及ぼすこ
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とができるだろうか」「新興会社や業界の慣習に染まっていない競合他社の脅威に、あ

なたの会社の経営幹部は気がついているだろうか」「あなたの会社は、業務の効率化や

会社のダウンサイジングだけではなく、業績の向上や新しい事業の創出にも目を向けて

いるだろうか」「なぜ業務改善や企業変革を行わなければならないのだろうか」「自分は

今日のビジネスを維持・管理する保守管理者だろうか。それとも明日のビジネスをつく

り上げる建築家だろうか」「あなたの会社では希望と不安のどちらが多いだろうか」等々

次々と厳しい問い掛けを行なった上で、利益追求に汲々としての後ろ向きなリストラや

ダウンサイジング、あるいは、ともすれば他社追随的になりがちなリエンジニアリング、

ベンチマーキングやベスト・プラクティスなどの抱える長期的な意味での危険性につい

て、具体例を挙げつつ示唆している。さらに、ゼロックスが「レーザー印刷技術、ネッ

トワーク技術、アイコンを用いたコンピュータ技術、携帯型コンピュータ技術の先駆者

だったのに、コピー機以外に大きな事業を創造できなかった。現在、我々が当然のよう

に慣れ親しんでいるオフィス環境はゼロックスの発明と言っても過言ではない。にもか

かわらず、ゼロックスはこのような発明からほとんど利益を得ていない。おそらくゼロ

ックスは多額の研究開発投資の成果をビジネスとして生かせずに無駄にした最たる会

社だろう」などと、具体例を挙げつつ分かりやすく解説をしている。 

 また、旧来のビジネスモデル構築法に対しては、「ベンチマーキングやベスト・プラ

クティス活動がすべてではない」「市場セグメント分析、業界構造分析、価値連鎖分析

手法は、明確に定義された市場の枠組みの中では非常に役に立つが、まだ出来上がって

いない市場ではどれだけ役に立つだろうか」「ビジネススクールでＭＢＡの学生が比較

的単純な事例分析を通じて覚えた競合作用に関する法則は、果たして役に立つのだろう

か」「教科書が教えている企業戦略は、製品やサービスのコンセプトがすでに確立し、

他社との競合関係もはっきりし、産業の境界は不変だと仮定している。しかし、競争の

第一（未来をイメージする競争）、第二段階（未来への構想を有利に展開する競争）を

十分理解しないまま最終段階（マーケットシェアを獲得する競争）を語るのは、受胎や

懐胎を理解しないで出産を語るようなものである」などと指摘している。 

 いずれも、いかにももっともとらしく、経営者が最低限認識していなければならない

ことに思える。しかし、挙げられている項目はかなり広範かつ多数に上り、その順列組

み合わせは無数となってしまう。したがって、本書どおりにことを進めようとすれば、

個々の経営者が大天才となるか組織が無限に膨張し続けなければならない。逆からいえ

ば、そうした西洋に伝統的な要素還元的発想こそが今次世界危機をもたらした元凶その

ものなのだ。一例を挙げると、本書は、過去の成功事例が定着して形成する企業遺伝子

（産業構造、金儲けの方法、競争相手、対象顧客、技術、経営管理等に関する先入観、

思い込み、前提、経営思想など）が会社としての戦略の選択を制限してしまうと批判し

ているが、「唐様で書く三代目」という言葉の裏で永年存続してきた企業の多くは、家

訓なり社是を守ってきたところが多いという事実を認識していないようだ。元より多様
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性は重要ではあるが、無理やり引き起こした変異や遺伝子の多様性が生み出すのは、奇

形や流産ばかりなのだ。すなわち、そうした過去との決別は、一方で短期的には飛躍の

機会を生み出すかもしれないが、それが長続きする保障もない。もちろん、家訓・社是

を愚直に尊重しすぎて市場から退場に至った企業も少なくない。要は、家訓・社是を拠

り所にしつつ、臨機応変に対応していくことではなかろうか。それこそが、日本人とし

てのＤＮＡは守りつつ、幾多の激変に対処して今日の繁栄を築いた日本の企業に相応し

い選択であろう。逆から言えば、本書などに踊らされ、「いかなる環境変化にも柔軟に

対応する」という日本的遺伝子を放棄した企業が、今日危機に晒されているのだ。 

より分りやすく説明すると、本書の視点は、あくまで「規模の追求が利益をもたらす」

というこれまでと同じ錯覚の下、「業界トップ企業を目指すべし」あるいは「市場創出

型企業となれ」という基本姿勢に立ち、そのためには「環境革命、遺伝子革命、デジタ

ル革命、情報革命」といった「近代産業が誕生したときと同じような大きな革命が訪れ

ようとしている」と不断の技術革新が為され続ける、あるいは成長志向下にあるという

前提に立っている。そこに、現在の経済危機を重ね合わせると、もちろん個々には傾聴

に値するものがあるとはいえ、ビジネスモデルとしては信頼するに足らないことが分か

る。付言すると、現下における第一の成功者とも言えるファーストリテイリングの柳井

正会長も「企業は自分の産業で世界一でなければ成長できない。勝つためには自分の強

みをとぎすまし、未来に適合する必要がある」と述べているが、それはあくまで彼のよ

うなカリスマ経営者がいる場合の限られたケースであると認識すべきである。逆から言

えば、改めてビジネスモデルを構築しようという企業には、当然そうしたレベルのカリ

スマ経営者は不在なのだから、同じ方向で考えるのは無謀と言うべきだろう。第一、ア

ップル等ベンチャーから急速に成長した企業の例から明らかなように、業界トップを目

指して短期間にのし上がった企業の多くは、カリスマ創業者等に事故などの異変が起き

れば、直ちに企業の存続そのものが危うくなるという状況にある。もっとも、柳井氏は、

別途「現実の経営は社員全員でやるものであり、経営者は現場と直結しなければならな

い」とも述べてはいるが。付言すると、米国の玩具大手レゴグループのヨアン・ヴィー・

クヌッドストープ社長が（「若い経営者が会社を変革するには何が必要か」という質問

に対して）「自分が何もわからない素人であることを率直に認めることだ。一番事情に

通じているのは現場。社員から赤ん坊に至るまで、あらゆる立場の関係者から生の情報

を得てできるだけ真実に近づくのが経営者の役割だ。すべての答えを備えた、権威ある

経営者の時代は終わった」と答えているという事実も知っておいた方がいいだろう。 

そもそも歴史は、いつまでもトップ企業を維持することなど不可能だということを示

唆している。未来永劫成長が続くという夢を見続け、「市場創出型企業こそ最強」とい

う信仰に陥り、すべての企業がトップの座を目指してきたという愚かな「囚人のジレン

マ」ゲームこそ、今次危機を引き起こしたのだ。結果として、トップはおろか存続すら

危うくした、かつての超一流企業は少なくない。むしろトップ企業を維持するため必死
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の努力を続けた挙句、いつの間にかあっさりとライバルや新参者にトップの座を奪われ、

それまでトップにあることにのみ存在意義があった企業は一挙に転落していく。むしろ、

その陰で、常に他社を矢面に立て、自身は風除けを利用して労せずして果実を得ている

表面的には目立たない会社の方が、よほど賢いと言えるのではないだろうか。逆から言

えば、模倣追随の否定は、かえって脆さと裏腹ということなのだ。 

また、「コア・コンピタンス」の成功例として挙げているものは、アップルコンピュ

ータの「ユーザーフレンドリー」、モトローラの「コードレス」などを別とすれば、そ

の多くはトヨタの「リーン生産（カンバン）方式」、日本ビクターがＶＴＲ開発で見せ

た「スピードと忍耐」、ソニーの「ポケットサイズ」「製品とその用途について自分たち

の考え、それを消費者に伝え教育することで新しい市場（無から有）を生み出す」、キ

ャノンの「精密光学、精密機械技術、エレクトロニクス、そして精密化学でのキャノン

のノウハウをフルに組み合わせて使うこと」（結果として生まれたコピー機）、ホンダの

「顧客のニーズに感情移入した製品開発」等々現危機下において壁に直面している日本

企業の事例である。それらは、訳者が「あとがき」で述べている「日本企業の競争優位

性の源を改めて教えた」反面、その理解の仕方一つで時代に逆行しかねない危険性をは

らんでいるのだ。端的に言えば、本書の理解はとうてい真理から程遠いと言わざるをえ

ない。 

すなわち、小野がかねてから主張していたように、「日本産業・企業の強みは、いか

なる環境激変に対しても柔軟に対応していくところにある」（ダーウィン進化論におけ

る「最も変化に適合できるものが生き残る」）のである。換言すれば、そもそもマニュ

アル化しうるような「コア・コンピタンス」など存在しないのであり、あくまで「臨機

応変に対応していく柔軟さ」こそが、まさに日本企業の「コア・コンピタンス」の真髄

なのだ。それを失い実践の場でまでハードなコア・コンピタンスを築いた今の日本企業

は、真の意味のコア・コンピタンスを喪失したということになる。すなわち、本書に参

考事例として採用されているような形で固められてしまえば、すでにその時点で競争優

位性を失ったと考えるべきなのである。また、だからこそ、つい先年までは絶対的勝ち

組と理解されてきたトヨタ等が、現下危機の中でのたうち回っているのではなかろうか。

換言すれば、経営者が抱くべき哲学としてのコア・コンピタンスは有用だが、実践の場

では、かえって弊害も多いということを認識しなければならない。 

② 『ビジネスモデル戦略論』 

 本書は、豊富なケーススタディの蓄積を誇り、世界のビジネススクールの雛型とも言

えるハーバード・ビジネススクールと提携したダイヤモンド社のハーバード・ビジネ

ス・レビュー編集部が編集・発行したものである。 

 豊富な実例を挙げて説明しているが、多くの異なるタイプのものが次々と紹介されて

いるということは、裏返しに言えば、ビジネスモデル構築に王道など無いということに

なる。また、「企業はひたすら成長を目指す」という前提に立っているところは、『コア・
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コンピタンス経営』と全く同じであり、そこに米国型成長信仰の危険性を抱えている。 

なお、日本のビジネススクールも取り入れているケースメソッドは、たしかに経営者

に有用な手法の一つとは言えるが、反面、修了者が実践経験の無いまま経営トップに参

加するようになった結果、1980 年代の米国で「ビジネススクール亡国論」が唱えられ

たということも忘れてはならない。また、『コア・コンピタンス経営』でも指摘してい

るように、これからの新しい産業構造に適応していくという意味では全く有用ではない。 

本書の構成・内容は、概略次のようになっている。 

まえがき――利益を生み出す仕組み 

 企業には新規事業信仰が蔓延しているが、大半は「キャッシュ・トラップ」（利益を

生み出すはずが損失を生み出している状況）となっている。その原因は、売上げさえ伸

ばせばいずれ利益に反映されるという誤解による。まず必要なことは利益の源泉を明ら

かにするために、顧客、自社、競合他社、業界についての現状分析である。こうした基

本に徹した平凡な組織能力こそ、繰り返し圧倒的な競争優位を獲得しうるのである。そ

こで、自社のビジネスモデルの利益要因を特定して、バリューチェーン（原料採取から

加工→素材・部品加工→組立て→卸→販売という付加価値を生み出す川上から川下まで

の流れ全体）を再構築して成功した実例を取り上げるとしている。 

第１章 「脱」コモディティ化の戦略 

 成熟した低成長産業にあって高収益をもたらすビジネスモデルの再構築を可能にす

る収益性ある拡大を目指すための「プロフィット・ドライバー」（利益拡大の鍵）見直

し法として、成功例に共通しているＵＯＢ（事業単位）とＫＰＩ（重要経営指標）の変

更という地味な作業の連続の効果を取り上げ、実例としてミキサー車運行の最適化によ

って成功したメキシコのセメックスなどを紹介している。 

第２章 事業再構築への収益構造分析・プロフィット・プール 

 単なる売上げ拡大ではなく、プロフィット・プール（バリューチェーン全体の付加価

値の総和）概念が重要であるということを説明している。 

第３章 プロフィット・プール・マップによる戦略発想 

 プロフィット・プールのマッピングの四ステップ（対象領域の確定、プロフィット・

プール全体の規模の推定、バリューチェーン・アクティビティごとの利益の推定、推定

結果の検証）について解説した後、リージョンバンクを取り上げて具体的に適用してみ

せ、最後にプロフィット・プールをビジュアル化して活用する方法を紹介している。 

第４章  新商品戦略：バリューチェーンの選択 

 多くの製品が「キャッシュ・トラップ」に陥っている理由として、「革新的であるこ

とと革新的な企業はまったく違う」とし、間違ったアプローチで開発と商品化をするこ

とのないよう、アプローチ方法を①インテグレーター型（商品発売上必要なステップを
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すべて自前で管理。大半の組織が志向）、②オーケストレーター型（商品化プロセスの

一部のみを自社で、他はパートナー企業に委任）、③ライセンサー型（新商品のライセ

ンスを他企業に売却または供与）の三つの型に分類した上で、それぞれの長短について

解説し、インテグレーター型を選択したがゆえに失敗したポラロイドの実例を挙げつつ、

三つの型の選択に当たっては「業界」「イノベーション」「リスク」という三要因を体系

的に分析すべきだと述べている。 

第５章 不採算顧客で設けるビジネスモデル 

 業界常識で「儲からない」とされている顧客を対象として高収益を挙げている事例と

して、小企業を対象にした給与計算会社ペイチェックス、個人や小企業を対象にした健

康保険会社ウェルポイント・ヘルス・ネットワークス、若年層や事故歴のあるドライバ

ーを対象とした自動車保険会社プログレッシブ・インシュアランスなどを取り上げた後、

成功事例の共通点として①商品・サービスの簡素化、②マーケティング・コスト抑制、

③低コストで心地良い接客、④テクノロジー導入に慎重、⑤事業構造効率化、⑥現実的

収益目標を指摘し、最後に戦略評価に当たっては、顧客ターゲットは誰か、その顧客に

どのような商品・サービスを提供するのか、どのように提供するのかの三点に絞った検

討を推奨している。 

第６章 成功パターンの展開力 

 スポーツ用品業界でナイキがかつての王者リーボックを追い抜いた理由は、前者が常

に成功の方程式（最得意分野である靴から始め、次いでウェアに進み、最後に付加価値

の高い本命を手掛ける）どおりに事を運んだのに対して、後者が行き当たりばったりの

経営方針を取ったからだとした上で、成功した企業の共通項として、第一にコア事業の

隣接六領域（バリューチェーンの延長、新地域進出、新商品・新サービス展開、新顧客

セグメントへの提案、新流通チャンネルの使用、自社の強み周辺新領域進出）への参入、

第二に参入に際して成功の方程式を繰り返し採用しているなどを指摘し、具体的事例を

もって説明している。 

第７章 成功は再現できる 

 どの産業もベスト・プラクティスの再現を試みようとするが、そのほとんどが失敗す

る理由は、成功事例のキーパーソンや資料に依存しすぎたり、成功事例の摘み食いをし

ようとすることにあるからだとして、むしろ成功事例のテンプレートのただ一つだけを

ごく細部に至るまで忠実にコピーすることを勧めている。 

第８章 スピンアウトの成功モデル 

 スピンアウトの三分の二が失敗している理由として、①自社の最優良資産をスピンア

ウトさせてしまっていること、②短期業績改善のためにスピンアウトに走ってしまうこ

と、③ビジネスモデルや特許に頼ってスピンアウトを敢行すること、④親会社が支配権
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を手放さないことの四つを挙げ、大手タバコ会社のＲ・Ｊ・レイノルズが製薬事業のタ

ーガセプトをスピンアウトさせた事例を取り上げて、その成功理由は、親会社の信任の

みならず逆の親への影響力も持ち、かつ独立性の確保に奮闘する意欲に満ちたリーダー

と、それをつかず離れずサポートする親会社の姿勢という二つの必要性を指摘している。 

③ 『経営戦略と企業革新』 

 本書は、先に紹介した根来氏が「（これからの激変する）市場、競争、技術、法制度、

社会通念などさまざまな環境変化にアンテナを張り、重要な変化を素早くキャッチし、

これに戦略的に対応する構想力を備えるとともに、企業活動に対する自分自身の確固た

る信念を持たなくてはならない」経営者や企業幹部を目指す人たちが「企業活動につい

て深く考え、それぞれの理念と思考の枠組みをつくりあげる手助けになることを願っ

て」小野桂之介氏と共に著したものである。 

 したがって、その内容は、極めて実践的かつ詳細なものとなっており、まさに「ビジ

ネスモデル構築のマニュアル」と呼べるものとなっている。端的に言えば、そうしたマ

ニュアルを求める者にとっては恰好の一冊だと言えよう。 

 しかし、反面、多様な環境変化に臨機応変対応する必要があるとしながら、それに必

要な能力・情報として求めているものが質量共に膨大なことから、現実的に利用可能な

のは極く一部にすぎず、それでは本書の趣旨が活かされないというジレンマを抱えてい

る。逆から言えば、さほど膨大な能力・情報が無いままに多様な環境変化に臨機応変対

応してきた、かつての日本企業の特性を再評価することの方がはるかに有用であろう。

また、前提として、他の研究同様、あくまで企業成長を目指すというところに視野の狭

さが感じられる。 

 なお、その詳細は省略するが、その内容の一部を目次に即して紹介すると次のような

ものとなっている。 

0. 経営戦略と企業革新 

 まず最初に企業活動の成立条件として、顧客に評価されること、付加価値を生み出す

こと、良き企業市民であることの三つを挙げ、最近の環境変化を概観した上で、経営者

の心構えとして当面の市場競争に打ち勝つ経営戦略を展開実施しながら、自らの時間・

空間的視野を広く持ち、いま起こりつつある環境変化、これから起こると思われる環境

変化を予測し、これに対応して絶えず自らを革新するアクションを能動的にとっていく

必要があるとしている。 

1. 経営方針と企業理念 

 ここでは、企業活動の目的という経営の原点として、利益、企業成長、社会的貢献、

豊かな仕事生活の四つの要素を挙げ、それらを追及する意義について考察し経済的報酬

について説明した上で、そこに影響力を持つステークホルダーについて、従来日本で重

視されてきた経営者・従業員、それに米国で重視され日本でも形式的にのみ重視されて
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きた株主だけではなく、いまだに軽視されがちな顧客や地域社会の存在を指摘し、それ

ぞれのステークホルダーと企業目的との関係について述べた上で、昨今問題となってい

るコーポレートガバナンスのあり方について考察している。 

2. 企業成長と競争戦略 

 企業成長の最も本質的要素が付加価値の増大であること、それを実現するために三グ

ループ計七つのアプローチ（合理化と値上げ：外部調達コストの引き下げ、製品価格の

引き上げ。事業領域の拡大：新製品の追加、新市場の開拓、工程範囲の拡大。各セルの

事業規模拡大：需要拡大、シェア向上）があること、成長の中身を構成する事業領域と

事業ミックス（変動補完型事業の組合せ、プロダクトライフサイクル）の選択方法につ

いての基本的考え方を示した上で、企業成長に必然的に伴う市場競争の特質を顧客側の

観点から捉えた 12 の市場競争力要因（製品品質、製品ラインアップ、価格、納期、サ

ービス、購入の便宜性、支払条件、営業好感度、コネ・義理、企業(ブランド)イメージ、

新奇性、継続性）によって説明し、限られた経営資源をいかにして企業成長のために有

効に活用するかという競争戦略について、メガコンペティションに陥った現状を踏まえ

てグローバルな視点を交えて考察している。 

3. 戦略思考と経営革新 

 経営において、長期的戦略策定においても日々のオペレーションにおいても「仮説」

形成が重要だと指摘する一方で「（人間は）一を聞いて、十を知って、三誤る」という

認識の下、「仮説」概念を拡張した「コンテキスト」という用語を導入し、（概念、適性、

関係、価値それぞれの分野におけるコンテキストに関して）「人の認知や決定、行動の

当事者にとっての『適切性』の根拠」が主観的になり妥当性が確認されていないという

問題点を抉り出した後、それらがビジネスモデル（戦略モデル、オペレーションモデル、

収益モデル、その他）策定に際しても重要だということを指摘し、さらにネットブック

ショップを例にとって比較検証を行なっている。 

4. 企業連携の戦略 

 「経済性」を伝統的な「規模の経済性」「範囲の経済性」に宮沢健一氏の「連結の経

済性」さらには「ネットワークの経済性」を加えた四つのパターンに分類し、それぞれ

について企業連携という視点から考察するとともに、企業連携と特に関係の深い内外作

問題（内製か外注か）および工程範囲政策（自社の工程範囲の確定）について別途説明

している。 

5. インターネット時代の経営戦略 

 これまでもリアル社会に存在した物理市場とインターネット社会が生み乱した空間

市場との相違やその特性（後者における情報の経済性、顧客インターフェイスの多様化、

購入・配送の決済の統合化）について概説した上で、インターネットがもたらした新し
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いタイプの仲介ビジネス（商品型、ユーザーサポート型、評価口コミ型、クリティカル

マス形成型）について考察している。 

(3) 科学的管理法→フォーディズム→トヨティズム→リーン生産方式の構図 

ビジネスモデルに対する理解を深めるために、今日に至るまでその構築に当たって最

も基本とされてきた標準化を軸として、製造業における伝統的モデルの流れをテイラー

の科学的管理法をはじめ代表的なものを取り上げて概説しておく。 

① 科学的管理法（Scientific Management） 

20世紀初頭、フレデリック・テイラーによって提唱され、ガント、ギルブレスらに

よって発展した労働者管理の方法論で、テイラー・システムとも呼ばれる。 

当時のアメリカの経営や労使関係は、経験や習慣などに基づいたその場しのぎの「成

り行き経営」が一般的であって、統一的で一貫した管理がなされておらず、何かにつけ

労働者にしわ寄せされるなどの問題を抱えていた。例えば、当時は生産量に基づく単純

出来高制賃金が一般的であったが、生産量が増えると、経営側が単位あたりの賃金を切

り下げる例もあったとされる。また、生産現場では、内部請負（親方・熟練工が経営者

から仕事を請け負い、親方は自分の裁量で徒弟・未熟練工達に仕事を割り振るなどして

生産を管理しており、経営者は生産現場の管理・監督をできなかった）が、非効率な生

産や組織的怠業を蔓延させていた。その結果、労働者側は賃金や管理面で、経営者側は

生産が適正に行われているかという面で、相互に不信感を抱いていた。 

そこで、テイラーは、管理についての客観的な基準を作ることによって労使協調体制

を構築し、その結果として生産性向上や賃金引上げがなされれば、労使が共存共栄でき

ると考えたのである。 

テイラーの主張した科学的管理法の原理は、次の三点に要約される。 

・ 課業管理  

・ 作業の標準化  

・ 作業管理のために最適な組織形態  

Ａ「課業」の概念がテイラー・システムの中核を成しており、それは次の五点によって

構成される。 

・ 課業の設定：1日のノルマとなる仕事量の設定。これは、後述する作業研究に基

づいて行なわれる。 

・ 諸条件と用具等の標準化：使用する工具や手順などの諸条件を標準化（最適な形

で統一・マニュアル化すること。このマニュアルを指図票と言う。）することで、

熟練工も未熟練工も関係無く同条件で働かせるようにすること。このようにして“唯

一最善の作業方法”を確立し、それを労働者全員に習得させ作業能率を向上させよ

うとした。後述する「作業研究」と密接に関係する。 
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・ 成功報酬：次の不成功減収と合わせ、ノルマを達成した場合は単位あたりの賃金

を割り増しして支払い、未達成の場合は単位あたりの賃金を割り引くという形で出

来高制賃金システムを改良したもの。それによって労働意欲を高める。 

・ 不成功減収 

・ 最高難易度の課業：課業を優秀な工員の仕事量に基づいて決めること。 

Ｂ 作業の標準化（作業研究）は、次の「時間研究」と「動作研究」の２つからなる。 

・「時間研究」とは、生産工程における標準的作業時間を設定し、これに基づいて 1

日の課業を決定するための研究。テイラーは、生産工程における作業を「要素動作」

と呼ばれる細かい動作に分解し、その各動作にかかる時間をストップウオッチを用い

て計測して標準的作業時間を算出する「時間研究」を考案し、優れた労働者を対象に

時間研究を行ない、課業管理を行なった。 

・「動作研究」は、作業に使う工具や手順などの標準化のための研究。テイラーと親

交のあったギルブレス夫妻が、後に、個々の動作を観察・分析し、作業目的に照らし

て無駄な動作を排除して最適な動作を追求する「動作研究」を成立させた。また、動

作研究を重視し、これによって最適化された動作に基づいて時間研究を行なうべきで

あると主張した。 

Ｃ 作業管理のために最適な組織形態とは、従来、内部請負制に基づいて現場が決定し

ていた生産計画を現場から分離し、計画立案と管理の専任部署を設け「計画と執行（実

行）の分離」を行うことである。それは、現代で言う「ファンクショナル組織（職能別

組織）」の原型となった。また、テイラー門下のエマーソンは、これを進める形で「ラ

イン・アンド・スタッフ組織」を提唱した。 

この科学的管理法の最大の業績は、生産現場に「管理」の概念を確立したことである。

また、内部請負制度・徒弟制度の解体により「労働力の使用権」が経営者に移行し、「計

画と執行の分離」が行なわれたことなど、産業の近代化の基礎となったと言える。 

かくしてテイラーは経営コンサルタントとして、いくつかの工場で科学的管理法を指

導・実践し、生産高増・労働者の賃金増といった成果を残した。また、テイラーの著書

はいくつかの国で翻訳されるなどして世界中に広まった。 

しかし、労働組合が「労働強化や（時間研究による）人権侵害につながる」として反

対運動を展開、特にＡＦＬ（アメリカ労働総同盟）は、1913年と 1914年の２度にわた

って科学的管理法を拒否する決議を行なった。ただし、当時の米国の労働組合は熟練工

が中心となって組織されており、従来、内部請負制によって現場を牛耳っていた熟練工

が科学的管理法の導入によって特権を失うことへの反発などが背景にあった面は否め

ない。このため、テイラーの指導を受けた工場の工員たちは科学的管理法に賛成であっ

たとされる。また、「計画と執行の分離」により、ホワイトカラーとブルーカラーとの



 15

間に対立構造が生じた、あるいは、心理学や社会学の見地からの考察が無く効率の追求

を重視するあまりに労働者の人間性を軽視しているなどの批判もあった。 

② フォーディズム 

 フォーディズムとは、一般にアメリカ合衆国のフォード・モーター社が開発・製造し

た古典的名車「フォード・モデル T（Ford Model Ｔ）」の生産方式を意味している。 

同車は、1908年に発売されて以来、1927年まで基本的なモデルチェンジのないまま、

低価格を武器にアメリカをはじめとする世界各国に広く販売され、1,500万台が生産さ

れた。四輪自動車でこれを上回るのは、2,100万台以上を生産されたフォルクスワーゲ

ン・タイプ１だけだとされる。 

基本構造そのものも大衆車として十分な実用性を備えた完成度の高い自動車である

が、それ以上にベルトコンベアによる流れ作業方式をはじめとする近代化されたマス・

プロダクション手法を全面的に適用して製造された史上最初の自動車であるという点

が最も重要である。その結果、「フォーディズム」は、単に技術面に止まらず、労働、

経済、文化、政治などの各方面に計り知れない影響を及ぼし、世界史をも変えてしまっ

たと言える。 

 ヘンリー・フォードは、1896年に自力で最初のガソリン自動車を開発し 1899年に新

たに設立されたデトロイト・オートモビル社の主任設計者に就任したが、出資者との対

立で 1902年に退社し、1903年に自ら社長を務める新自動車会社フォード・モーター社

を設立し、デトロイトに最初の工場であるピケット工場を開設した。なお、デトロイト・

オートモビル社は、その後、社名をキャディラックと変更した。 

フォード・モーター社は、当初、当時のアメリカの道路は悪路に合わせ、ヨーロッパ

車に比べて洗練されていない形態の「バギー」型車（車体中央部床下に２気筒エンジン

を搭載してチェーンで後輪を駆動する小型車）を生産していた。 

しかし、程なく本格的な自動車が求められるようになったことから、1905 年の「モ

デルＢ」では、フォードの量産車としては初めて直列４気筒エンジンをフロントに搭載

し、プロペラシャフトで後輪を駆動するという常道的なレイアウトに移行した。なお、

同社では、1906年、大型の６気筒 40馬力高級車「モデルＫ」を開発したこともあった

が、生産の主流とはせず、あくまで小型大衆車生産に重点を置いてきた。 

 1906年末には、それまで 1,000 ドルで販売していた２気筒 12馬力の「バギー」モデ

ルＦに代えて、本格的な４気筒 17馬力の小型車「モデルＮ」を半値の 500 ドルで販売

した。このモデルＮは、当初から量産を考慮して開発され、ごく廉価で性能が良かった

ため、予想以上の成功を収めた。このため部分的な流れ作業方式の導入が図られ、工場

の拡張も進められたが、生産が需要に追いつかなくなった。 

旺盛な需要に応じるためには既存の生産体制では限界があるため、フォードは、1907

年初、全体を一新して性能を向上させるとともに、より生産性が高く大量生産に適合し

た新型車モデルＴの開発を目指すことにした。 
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モデルＴの開発作業は、1907 年初め、ヘンリー・フォード自身をチーフとし、限ら

れた社内スタッフだけで極秘に始められた。以後のモデルＴの歴史は、大量生産技術の

発展の歴史でもある。 

Ａ 規格化と部品互換性 

当時のフォード社は、他社の多くが部品加工精度の劣悪さを最終組立段階で手仕上げ

により調整していたのに対して、先行するキャディラックに見ならい、マイクロゲージ

を基準とした規格化を採用することにより部品互換性を確保し、大量生産の道を開いた

のである。それと同時に、英国で開発されたばかりで高速切削加工が可能なバナジウム

鋼を新型車に採用し生産性向上と軽量化を図ることにした。 

Ｂ 単品化 

モデルＴは、当初 600 ドルでの販売を計画していたが、コストダウンが追いつかなか

ったため、モデルＮよりやや上級のクラスとして 850 ドル以上の価格で発売された。そ

れでも同クラスの自動車が 1,000 ドル台の価格帯であっただけに非常な好評で、1909

年の１年間だけでも１万台を越えるモデルＴが生産され、当時としては桁外れのベスト

セラーとなった。この大ヒットに直面したヘンリー・フォードは、並行生産していた小

型車モデルＮ、Ｒ、Ｓや高級車モデルＫの生産を停止し、モデルＴただ１種に絞り込ん

だ大量生産を決断した。また、1912 年型からは、生産性を高めるため、従来３種類か

ら選択できたボディ塗色を、黒のエナメル塗り１色のみに絞り込んだ。なお、黒塗りを

選んだのは、黒塗装が一番乾きが早かったからだとされる。 

Ｃ 内製化 

1910 年、ピケット工場に代わる主力生産拠点として、当時世界最大級かつ大出力ガ

スエンジンと電気モーターを動力源に用いる近代的生産設備を備えたハイランドパー

ク工場がデトロイト郊外に完成した。そこでは、外注部品の供給状況によって生産効率

やコストに影響が出ることを避けるため、部品の大規模な内製化が始められた。 

Ｄ 流れ作業 

ピケット工場における初期の自動車生産は、他の自動車メーカー同様、基本的には１

ヶ所に据えられた自動車シャーシに、各工程を担当する作業員が入れ替わり立ち替わり

部品を取り付けていくものであり、大規模な量産に取り組むためには効率が悪すぎた。 

そこで、抜本的な生産性向上を図るため、ストップウォッチを使って作業員の作業時

間分析を行い、個別作業ごとの標準作業時間と手順が定められ、テイラーの科学的生産

管理法がいち早く実現したのである。一見複雑な作業工程も、要素ごとに分解すればほ

とんどが単純作業の集積であり、そうして生み出された個々の単純作業であれば非熟練

労働者で十分だった。こうして折からの労働力不足にも同時に対応できるととなった。 

作業工程はベルトコンベアによって結合され、熟練工による組立よりもはるかに速く
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低コストで、均質な大量生産が可能になった。こうして 1914 年には、流れ作業方式に

よる複数の製造ラインを完全にシンクロナイズし、最終組立段階で合流させて計画通り

の完成品とする生産システムが完成した。その結果、モデルＴシャーシの組立所要時間

は、1908年の製造開始当初には１台当たり 14時間を要したものが、1914年４月には１

台当たり１時間 33 分にまで短縮された。 

Ｅ アフターサービス 

フォード社は、販売後のサービス体制にも配慮し、アメリカ全土で広域に渡るサービ

ス網を整備するとともに、補修パーツがストックされるデポを各地に設置した。モデル

Ｔは元々造りがシンプルで故障が少なく、素人にも整備しやすかったが、アフターサー

ビスの充実は、ユーザーからの信頼をより高める結果になった。 

Ｆ 労働者階級への浸透 

生産効率向上に伴う収益増大が非熟練労働者にも給与引上げという形で還元される

と、可処分所得の大きくなった労働者自身がフォード・モデルＴを購買できるようにな

り、無数の大衆層を担い手とした大量生産・大量消費時代が始まることとなった。 

1914 年、フォード社は、熟練労働者の存在価値の低下に伴う熟練層の不満、離職率

の高まりを受けて、労働者の定着率向上を図るために待遇改善を行うこととした。その

中心が、一定期間継続した単純労働者に対して当時の賃金相場の約２倍にも上る日給５

ドルを支給するというものだった。この日給５ドルという額は年収 1,000 ドル以上とな

り、当時、モデルＴ１台を購入してもなお労働者の一家が慎ましい生活を送りうる水準

だったから、フォードの工場には就職を希望する労働者が殺到した。 

ただし、その高給は、生産ラインでの単調かつ強化された労働に耐えることの代償で

あり、人間を生産システムの一部として機械同然に扱う非人間性の象徴という批判を招

いたほど、肉体面・精神面では過重な負担を強いるものであった。このため、実際には

５ドル支給時期に達する以前に職を辞する未熟練労働者も多かったが、新規の就職希望

者は後を絶たなかったため、フォード社の生産体制に支障は生じなかったとされる。 

その後、モデルＴの年間生産台数は、1910年の１万 8,600台強から、1922年には 121

万台を超え、1923 年に 205 万 5,300 台以上というピークを迎えた。一時、アメリカで

生産される自動車台数の半分以上がフォード・モデルＴだったとされる。この膨大な規

模の大量生産体制によって、モデルＴの価格はひたすら下がり続けた。 

ただし、この間、モデルＴは、小改良を加えられるだけで、長く抜本的なモデルチェ

ンジを施されなかった。ヘンリー・フォードの意向に沿って、ひたすら廉価に大量供給

することだけに邁進していた。彼は、「モデルＴはすでに『完璧な製品』であり、代替

モデルを開発する必要はない」と頑なに信じ込んでいたのだとされる。 

一方、皮肉なことに、モデルＴに代表される自動車の大量普及によって、アメリカで

は道路整備が進展し、舗装道路も年々増加し、それがまわりまわって自動車の高速化を
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招くこととなった。すなわち、1920 年代、高級車業界では６気筒から８気筒、12 気筒

といった多気筒エンジン車が輩出されて 70～80 マイル／ｈの最高速度に達するように

なり、４気筒の大衆車でも性能向上で 55～60 マイル／ｈに達するものは珍しくなくな

っていた。ところが、モデルＴは、基本設計は元どおりのまま電装などの充実によって

重量化が進み、むしろ速度性能は低下さえしていたとされる。換言すれば、フォード社

は、「市場創出」には成功したが、その市場をいつまでも自分自身のものとして維持す

ることはできなかったのである。 

その上、大衆所得の向上によって自動車の「ファッション」としての面が重視される

ようになっても、モデルＴは、どれも実用を第一としたエナメルの黒塗り一色であり、

デザイン面での魅力も欠いていた。 

すなわち、フォード社の専制君主として君臨したヘンリー・フォードは、ただひたす

らモデルＴを安く大量に生産し、大量に販売することだけを考えていた。これに対して、

ＧＭのスローンは、巨大組織をシステマティックに統括する近代的企業経営手法を構築

し、綿密な市場調査と生産量のコントロールとを伴った高度な販売戦略を進め、着実な

利益確保を図っていった。かくして、自動車自体の商品性以外に、経営手法の面でもフ

ォードは時代遅れになっていった。その結果、自動車産業界におけるトップの座は、フ

ォードからＧＭへ移行し、それ以降、そのまま自動車業界の固定したパワーバランスと

して恒常化した。 

結局、フォード社は、モデルＴとともに大きく発展し、また、衰退したのである。そ

の 20 年間の歴史は、徹底的な量産化に邁進するというビジネスモデルが、やがて硬直

化し挫折するまでの過程を示すものだと言えよう。 

③ トヨティズム 

トヨティズムは、豊田喜一郎等の考え方を大野耐一等が体系化したもので、トヨタ生

産方式（Toyota Production System、略称ＴＰＳ）とも言われ、トヨタ自動車の強さを

支える要素の一つとされる。 

その具体的内容は、次のカンバン方式、“７つのムダ”削減、自働化、カイゼン、多

能工などである。主として製造現場で用いられている手法であるが、さらに間接部門や

非製造業へ適用させていった業務改善手法をもトヨタ式と呼ぶことがある。 

Ａ カンバン方式 

ジャストインタイム生産システムとも言われる。下記の「７つのムダ」を排除し、極

力在庫を持たず、必要なものを、必要なだけ、必要な時に即時的に（ジャストインタイ

ムで）生産するための工夫である。使用した部品の補充を知らせる「帳票」をカンバン

ということから、カンバン方式と呼ばれるようになった。同方式を採用するためには、

関連する膨大な部品メーカーから末端の下請企業に至るまでの協力が不可避であり、親

企業の利益のために下請が犠牲にされているという批判も少なくない。実際、トヨタが
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タイに進出した当初、すでに世界的に有名になっていたトヨタのカンバン方式を現地で

も採用せざるを得なくなり、現地企業側にはとうていその準備ができていないうちに無

理やり敢行しようとした結果、現実には部品メーカーがトヨタへ定時安定供給を図るた

め大量の在庫を抱えざるをえなくなったという事実がある。 

Ｂ ７つのムダ 

トヨタ生産方式では、ムダを「付加価値を高めない各種現象や結果」と定義している。

このムダを無くすことが重要な取り組みとされる。ムダとは、代表的なものとして以下

の７つがあり、それを「７つのムダ」と表現している。なお、「加工」の「か」、「在

庫」の「ざ」、「作りすぎ」の「っ」、「手待ち」の「て」、「動作」の「と」、「運

搬」の「う」、「不良」の「ふ」の頭文字を続けて、「飾って豆腐」と言い表す。 

1. 作り過ぎのムダ  

2. 手待ちのムダ  

3. 運搬のムダ  

4. 加工のムダ  

5. 在庫のムダ  

6. 動作のムダ  

7. 不良をつくるムダ  

また、上記のムダを改善しないことをもって８つ目のムダとすることもある。 

Ｃ 自働化 

 上の「無駄の徹底的な排除」を実現するための方法の一つである。無駄は排除しなけ

ればならないが、過度の合理化によって従業員の人間性とか勤労意欲を害ってはならな

いということから、トヨタ自動車では、単なる「自動化」「機械化」とは言わず、「自

働化」と呼ぶこととしている。 

具体的には、不良品が発生した際には機械が自動停止し、後工程へは良品のみを送る

ようにすること、通常の加工が完了したら機械を安全に停止させることを指す。トヨタ

の祖豊田佐吉が発明した自動織機に、稼動中に糸が切れた際には自動で停止する装置が

組み込まれていたことに由来するとされる。すなわち、通常の自動機械は人が止めるま

で動き続けるが、その最中に調整がずれたり、供給される材料に異常があるため、結果

として多くの不良品を作り続け、上の 7番目の無駄を発生させてしまうという事態を防

止するための工夫である。 

Ｄ カイゼン 

トヨタでは、買ってきた機械類購入機械に人間の知恵を織り込み、カタログ通りに機

械を使っている他社と比して違いをつけることが求められ、そのまま何の工夫もせずに
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使う人を「カタログエンジニア」などと呼び、好ましくないとされる。すなわち、人が

関わらない自動化ではカイゼン（改善）する人間の知恵を織り込めなくなることから、

人が関わる自働化がより重要となってくるのである。 

Ｅ 多能工 

１人の作業者が複数の工程の作業をこなせるようにトレーニングすることによって、 

・ 生産負荷が低い工程から高い工程へ人員を柔軟に移動させ、負荷の平準化を常に

行なえるようにする。  

・ １人で複数の加工機械を受け持ち、工程の少人化を実施する。  

なお、以上のトヨタ生産方式は、多数の企業から賞賛され海外でも「カイゼン」と呼

んで採用する企業が増えている。 

また、この生産方式は、過去の科学的管理方式やフォーディズム同様、あくまで会

社側にとっての効率を考えたもので、そこで働く人たちの人間性をなおざりにしている

面がある。逆から言えば、いくら「自動化」ではなく「自働化」だと言っても、「無駄」

を省こうとする行為が行き過ぎた功利主義に陥り、結果的に従業員への過重負担が招い

ているという批判もある。代表的なジャストインタイム一つ取ってみても、期間工や派

遣社員さらには社内請負といった非正規労働者を多く抱えた流動的な生産体制を取ら

ないと実施できないシステムであり、今回の経済危機に当たって大量の「派遣切り」や

日系外国人労働者の失業問題が多発し、社会問題化されるに至った背景には、トヨティ

ズムそのものに内在するそうした特性があることを見逃してはならない。さらに、過度

の高効率化・利益追求型システムは、人員抑制・人件費削減などによる格差を生み出し

ているほか、部品製造などを人件費が安く低コストで製造できる中国等に大量委託すれ

ば、国内の下請部品構造の崩壊さらには日本産業の空洞化まで引き起こしかねない。 

要約すると、現下の市場経済においては、企業にとって高い効率性の追求は不可欠で

はあるが、近年この方式を採用した結果、当該企業の業績だけは伸びても、国内経済や

下請けを含めた従業員の雇用環境の改善が見られず、被雇用者に過労死や過労自殺、過

労によるうつ病が発生するなど多くの問題点も指摘されている。実際、「トヨタ生産方

式」生みの親であるトヨタ自動車においても、社員へのサービス残業強要や過労死問題

で労働基準監督署の査察を受けているところである。 

④ リーン生産方式（lean manufacturing、lean product system、略称ＬＰＳ） 

 1980年代にアメリカのマサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）のジェームズ・Ｐ・ウ

ォマック（James P. Womack）、ダニエル・Ｔ・ジョーズ（Daniel T. Jones）がトヨタ

生産方式を中心に日本の自動車産業の生産方式について研究し、その成果を再体系化・

一般化したものである。その狙いは、トヨタに見習って製造工程におけるムダの無い＝

「贅肉の取れた」（lean）生産方式の構築を目指し、製品および製造工程全般のトータ

ルコストを系統的に減らすことにあった。 
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モデルとなった元の日本の製造業の生産システムは、ボトムアップ型に基づいた暗黙

知ベースのシステムが形成されていることが支配的であり、その中で結果としてムダが

排除されていく。一方、ボトムアップには、局所的にムダが排除されても全体で見た場

合にはムダが排除しきれていない状態が生じやすいという欠陥がある。 

そこで、ＭＩＴでは、それらボトムアップ型暗黙知ベースのシステムとトップダウン

型形式知ベースのシステムとの融合や体系化などを図った。すなわち、トップダウン型

を導入することによって、ボトムアップ型に付きまとう部分最適の罠から逃れ、全体最

適を追求しやすくし、全体整合性が取れ、かつ、組織全体としてのムダを排除しやすく

したのである。 

 1990年代に入り、リーン生産方式はアメリカの製造業に広く普及し、2000年代に入

って日本にも紹介されることとなった。換言すれば、日本発のシステムがアメリカから

逆輸入されたということになる。 

(4) 古典的ビジネスモデルの変遷とその凋落の原因 

先に見たモデルＴの成功が後の悲劇に繋がったフォードのように、かつて成功したビ

ジネスモデルに固執した結果衰退した例は多い。卑近な例を取れば、業界団体等を予算

等の窓口にするのに引き換えに集票マシンにすることによって長期安定政権を築いた

自民党は、そのビジネスモデルの崩壊とともに一挙に政権の座から転落することになっ

たのである。 

なお、付言すれば、米国経済でバブルが続発する遠因は、慶大竹森俊平教授が指摘し

ているように、かつて製造業で成功したモジュラー型（規格化）製品を金融商品にも持

ち込み、次々と新分野に展開しているところにある。 

そこで、次に当初は成功例とされながら後に衰退していったビジネスモデルを取り上

げ、その原因を探ることにする。 

① 古典的モデルの変遷 

Ａ 製造業 

すでに見てきたように、かつてビジネスモデルとされ世界を席巻してきたフォーディ

ズム、テイラー・システム、トヨティズムは、現下の世界経済の混乱の中で、永年世界

最強とされてきた米国ビッグスリーが退出ないし凋落を余儀なくされ、一時はそれらに

代わるもの言われた日本最強企業トヨタが低迷に陥ったことなどから見ても、その限界

が明らかになった。 

Ｂ 小売業 

製造業同様、小売業にあっても、かつて正札掛け値なし対面販売を売り物にしてきた

デパートが凋落し、その後を継ぐと思われたディスカウントやセルフサービスで伸びて

きたスーパー、あるいは車社会に合わせた郊外型ショッピングセンターなども、24 時

間営業で利便性の高いコンビニや大型量販店ないし専門店あるいはドラッグストア、さ
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らには価格破壊をもたらした 100 円ショップやユニクロ現象のユニクロやニトリとい

った良質低価格品販売店、最近急進しているネット販売などに取って代わられることと

なった。 

もっとも、その間、デパートやスーパーの業態に変化がなかったわけではなく、デパ

ートにおけるディスカウント、スーパーにおけるＰＢ商品の採用をはじめとする生産流

通一貫化など、それなりの努力は図られてきたところである。逆に、大型量販店ではか

つて一世を風靡した郊外型に早秋風が吹き始め、コンビニにおいてもすでに過密状態に

陥ったとされるし、100円ショップも少しずつ変質しより高額商品を取り扱うようにな

った。その間、「ユニクロ現象」のように、低価格良質品を売り物にする業態が急伸し

ている。 

こうした一見主導的に見える小売業に共通しているのは、「規模拡大による仕入れコ

スト引下げと低価格品提供の実現」という考え方である。しかし、大手ホームセンター

のカインズの土屋裕雅社長は「規模がないと低価格品ができないというのは言い訳だ。

センスと知恵でいい商品はできる。大きくなれば足腰が強くなるとは考えない。その逆

だ」という認識に立ち、海外まで足を伸ばして「強い商品を一品、一品作り上げ」、５％

強にもなる営業利益を挙げており、規模の追求が利益をもたらすという従来型の理解が

単なる錯覚だったことを証明している。 

この間、大型店や新型店に押されながらも何とか生き延びてきた商店街内の中小商店

も、駅から住宅街へという従来の人の流れが駅ナカなどによって完全に破壊され、もは

や虫の息となっているところが急増している。その原因としては、かつてのような地域

連帯やご近所意識が喪失し、専ら利便性のみを追及する消費者が増えたといった外的要

因だけではなく、個々の商店側では後継者難とも相俟って売り物にするだけの個性を失

ってしまっことが指摘できる。その結果、ますます消費者を便利なコンビニなどへ向か

わせることになったのである。 

Ｃ 卸売業 

 かつて流通の中核を占めていた問屋等の卸売業も、方やメーカー直販、方や小売直買

と両面から攻め立てられ、衰退を余儀なくされている。 

そうした中にあって、一度は衰退を指摘されながら、再度勢いを取り戻しつつあるの

が、今では日本固有の業態とされるようになった総合商社である。元々、総合商社は、

海外においてもかつては東インド会社などオランダや英国でも繁栄していたが、今やほ

ぼ消滅している。このため、日本においても、総合商社はいずれ姿を消すと言われてい

たが、今日に至るまでしぶとく生き残り、というよりむしろ隆盛を極めている。ひとこ

ろわが世の春を謳ったコンビニにも、その傘下に入るものが多くなっている。その原動

力となっているのが、総合商社の有する総合力、すなわち単なる卸機能を超えた企画

力・情報力・信用力などである。 
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Ｄ ＩＴ産業 

これからの救世主のごとく言われているＩＴ産業にしても、例えばＩＢＭはかつてハ

ード重視ないしハード・ソフト一体化の経営モデルを知的財産権で武装することによっ

て世界に君臨していたが、ハード・ソフト分離の動きが加速するにつれてソフト重視の

マイクロソフトにその地位を追われた。その当のマイクロソフトにしても、ネットの普

及とともに、広告機能付き検索等無料情報・ソフト提供に力点を置くグーグルにとって

代わられ、ヤフーとの連携によって何とか巻き返そうとしているところである。 

もっとも、グーグルといえども決して安泰とはいえず、その地位を維持するためには

常にシェア第一位を占めるべく不断の拡大路線を持続せざるをえないだけではなく、自

らが築いたインフラを無償で利用する新産業・企業から将来生ずるであろうパラダイム

シフト、最終的には個人的能力に依存せざるをえないというソフトウェア依存産業の宿

命の下で創業時人材の高齢化さらにはヘッドハントやスピンアウトによる頭脳流出や

ライバルの出現に怯え続けなければならないというジレンマを抱えているのである。 

国内ＩＴ企業においても、これまで稼ぎ頭だった保守サービスが、クラウド事業の台

頭によって消滅の危機に晒されている。といって、自らのクラウド事業によって稼ぎ出

される金額は、全サービス事業の１割前後にしか達しないと予測されるのである。 

② 古典的モデル凋落の原因 

では、なぜ過去に隆盛を極めたビジネスモデルに限界が現われたのだろうか。それは、

これまでの産業界の発想が、産業革命以降、あくまで供給側の発想に立つものだったか

らである。すなわち、次々と新たな技術革新や新商品が登場し、市場が成長し続けるこ

とによって右肩上がりの経済が永続するという前提だった。換言すれば、経営者は、こ

れまでセーの法則（供給は自らの需要を創出する）がほぼ成立するという仮定に立ち、

ただ供給力さえ拡大していけば成功するものと信じてきたのである。 

このような供給側の論理からすれば、一度商品の形が決まれば、後はできるだけコス

トダウンを図ればよいということになる。その結果、これまでのところ生産・流通合理

化のために、基本的なビジネスモデルとして大量処理（量産化）＝規格化（モジュラー）

が採用されることになった。かつて日本国内では、「太平洋戦争時、緒戦は個別性能で

優れていたゼロ戦が優勢だったが、時間の経過とともに消耗戦になると、規格化され量

産されていたグラマンによって駆逐されていった」という神話が幅を利かせ、もってす

べての産業で規格化・量産化が進められるきっかけとなったとされる。 

加えて、自動車産業などの組立て型産業が台頭してくると、ますます規格化・量産化

優位の傾向が強まっていった。ただし、それは、あくまで後発の競争相手が登場しない、

あるいは、登場しても市場の拡大によって十分吸収されるという前提に立ってのことだ

った。 

今日のように市場が成熟ないし飽和に近づいた世界で、後発国にも多数の有力競争企

業が生まれるようになると、規格化された量産品は模倣・追随が容易というだけではな
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く、労賃が安い後発国の方が有利となる。それが、規格化・量産化モデルによって世界

市場を席巻してきた米国製造業衰退の遠因だと言える。日本国内の例を取れば、かつて

「産業のコメ」と言われ、国を挙げて汎用品開発に取り組み、一時は世界市場を我が物

にしていたＩＣ産業が、今では韓国企業の後塵を拝するようになっている。 

このように、もはや規格化信仰から離別せざるをえなくなったという事実は、逆から

見ると、ビジネスモデルを規格化されたマニュアルによって構築しようとしたり、公開

された場で常識論を戦わせる有識者たちによって討議することの無意味さが分かろう

というものである。 

そうした反省に立てば、これまでの供給側の論理から離れ、個々に点在した需要側へ

の目配りをより重視することが求められる。そこには、マニュアル化しうるような王道

は存在せず、いわばドブ板を這いずり回る覚悟が必要となる。とはいえ、それは、個々

に点在した需要・情報を瞬時に収集・分析可能となった現代ネット社会では、もはや不

可能なことではなくなった。というより、むしろ、そうした傾向はネットによって加速

されている。すなわち、かつてＰＯＳによって始まった需要情報の即時管理がネットに

よって拡大・加速され、今や需給マッチングが自由自在に行われるようになった。これ

からのネット社会においては、こうした供給側から需要側へという意識革命なくして生

き残ることは不可能となる。 

そうした中で、需要側への目配りの重要性やネット活用拡大などを唱えつつも、なお

供給側の視点から離れられず、目に見えないネットユーザーの心を掴みきれずにいる既

存大組織は、自民党ではないが、出直し的大改革をせぬかぎり、再浮上は期待できない。

もちろん、その間隙を突いて新興企業・産業が台頭し、あるいは、小回りの有利性を利

かした小組織が活躍すれば、国家全体として衰退基調となるわけではないが。 

(5) 金融ビジネスモデルのイカサマ性 

実体経済の脇役にすぎない金融の肥大化・暴走防止のためには、トービン税（為替取

引などに一定税率をかけ、投機取引を抑制する）の創設、今次米国発金融危機の引き金

となった銀行・証券業務の再分離、証券業に関する仲介業者の自己取引抑制、市場の番

人自身がプレイヤーとなることの弊害除去のために取引所の上場廃止などによる市場

抑制策が不可欠である。にもかかわらず、それを当の金融界が反対するからといって不

採用にするのは、殺人犯が反対するから殺人を野放しにするのと同じことだ。 

元々、ケインズが指摘していたように「米国民は実物商売よりも投機を好む。米国は

投機国家である」。したがって、いかに後付け的に精緻な市場制度を作り出そうとも、

それをさらに尻抜けにしようという者が出てくるのは当然である。「自由」という本来

「責務」と交換に与えられたものを、後者を無視して濫用（ロックが固く戒めた「放縦」）

すれば、社会混乱が発生するのは必然となる。したがって、「自由市場」とは市場参加

者のモラル維持が前提となって、はじめて存立しうるものであり、いくら制度が整備さ

れようとも、モラル無くして市場は成立しないのである。 
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その点、「投機国民」である米国民にモラルを期待することなど、はなからナンセン

スだと言える。にもかかわらず、「市場制度が完備した米国でさえ、今日の混乱を引き

起こしたのだから、日本はもっと制度整備に力を入れなくてはならない」とか「米国流

の内部統制に必要なコストは、自由主義を維持するための必要コストだと考えるべき

だ」といった議論がまかり通っているのは、アダムスミス以来の自由主義経済の背景に

あるべきモラルの必要性を無視するものだと言わざるをえない。 

① 金融工学（Financial engineering、Computational finance）の正体 

 金融工学は、資産運用や取引、リスクヘッジ、リスクマネジメント、投資に関する意

思決定などに関わる工学的研究全般を指す。 

金融工学の理論は、金融実務と密接に結びついており、金融機関が事業活動を通じて

取り扱う様々なリスクを計測し、適切に管理することを目的として発展したとされるが、

すでに先の米国のサブプライムローン金融危機の元凶は、金融工学による過剰な信用付

け証券化商品の破綻によるものではないかと疑われているところである。 

そもそも生き物としての経済現象を扱うに当たって無機質な工学的発想法を適用す

ることには無理があり、実際には「工学」という一見科学的と錯覚させる手法を用いた

偽装工学だと断ぜざるをえない。 

なぜなら、例えば本物の工学の世界ではリスクのサブシステムへの分散がシステム全

体のリスクを軽減する（フェイルセーフ）のに対して、金融の世界では、いくらシステ

ム全体に掛かるリスクをサブシステムに分散させたとしても、システム全体のリスクが

軽減されることにはならないからである。それどころか、リスクの所在があいまいにな

る分、システム全体のリスクは増大してしまう可能性が高い。したがって、「ハイリス

クハイリターンとローリスクローリターンは、確率論的には同値となる」という程度の

初歩的なポートフォリオ理論までが許容される限界なのであって、素人の目を錯乱させ

るような高等数学を駆使して偽装工学をでっち上げることなど決して許されることで

はない。 

また、金融工学で多用される確率論では、同一条件下では結果が同一になるはずであ

るから、仮に完全な金融工学理論が開発されたとすれば、市場参加者全員が同一の行動

を採用することになり、市場そのものが成立しなくなるという初歩的問題も抱えている。

さらに、金融工学が前提としている市場モデルは、市場参加者の動向が正規分布、した

がって金融商品の収益率も正規分布という実態に反したものだということも判明して

いる。 

なお、金融工学が用いられる主な分野としては、次のものが挙げられる。 

・ 投資銀行における企業価値の測定  

・ デリバティヴ（先物、オプション）取引  

・ 機関投資家の最適投資戦略  

・ 不動産担保証券などのプライシング  
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・ リアルオプション（Real options analysis）によるプロジェクト価値の測定  

・ 金融機関のリスクマネジメント  

② デリバティヴ（derivative）の意味 

債券や証券（株式や船荷証券、不動産担保証券など）、実物商品や諸権利など基礎と

なる商品（原資産）の変数の値（市場価値あるいは指標）によって相対的にその価値が

定められるような金融商品をいう。原資産の一定割合を証拠金として供託することで、

一定幅の価格変動リスクを他の当業者や当業者以外の市場参加者に譲渡することを可

能にしている。市場で取引される債券･商品には「標準品」「指数」があり、個別商品

の先渡契約は一般にデリバティヴに含まない。 

これを「当業者が実物の将来にわたる価格変動を回避（ヘッジ）するために行なう契

約の一種であり、保険（リスクヘッジ）契約の一種である」と強弁する向きががあるが、

全く詐欺的言説である。なぜなら、デリバティヴの実際の目的は、次に説明するように、

「リスクヘッジ」などにはなく、専ら「投機（ある種の裁定取引を含む）」にあるから

である。 

デリバティヴの前提となる先物取引の本来の目的は、1730年に設立された大阪堂島

の米相場以来、あくまで現物取引の円滑化にあった。すなわち、将来の価格変動に備え

るため、先物について現物売買と反対売買しておくことによって、将来の値上がりを期

待しての売り惜しみや逆の値下がりを期待しての買い控えを抑え、現物商売を将来価格

の不安定性から解放するというヘッジ機能こそ第一の目的だった。また、副次的効果と

して現先市場間の反対売買（裁定取引）が成立することによる異時点間の価格平準化作

用も期待されていたのである。 

そうした意味では、英語で流通（フロー）の反対語たるストックと呼ばれる株式につ

いて先物取引を行う根拠は極めて薄弱である（もちろん、為替取引等においては、将来

の不確定性をヘッジするための先物取引の必要性が認められるものの、それはあくまで

現物取引の一定割合を超えないという了解の下で成立するものであるし、デリバティヴ

のような現物為替から乖離した商品には期待される機能などないことは明らかである）。

まして、個別現物取引から乖離したインデックス取引となると、全くヘッジの意味はな

い。そもそも本来の目的から離れた投機玉の増大は、価格を平準化させるどころか増幅

するだけである。 

にもかかわらず、経済学者等の多くが、ヘッジ機能や価格平準化作用を理由として金

融商品についての先物を積極的に評価しているのは、彼らが単に無知だということを意

味している。彼らは、高等数学を正確には理解してはおらず（この点について、科学評

論家の長沼伸一郎氏は「経済学者の中には、ことさら高等数学を用いる者がいるが、そ

れは同業者を誑かすためのハッタリにすぎない」と喝破している）、自らの無知を隠す

ために、「難しい理論であり、一部の専門家にしか分からない」とする銀行業界者同様、

デリバティヴの数理で多用されている確率微分方程式を実際の市場における適用可能
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性があるかどうかを検証することもなく容認してしまったのである。その上、金融工学

の大本たるポートフォリオ理論では規定の金融商品を前提としてリスクを扱っている

にもかかわらず、当の金融商品そのものの創出に理論を転用するという、いわば定数の

変数化まで行ない、結果として解不定の方程式を多数生み出してしまった。その結果と

して、市場に混乱を引き起こしたのは当然のことだったのである。 

結果として、デリバティヴはレバレッジ効果(注)を有するため、度を越した投機的運

用が為され、ために多額の損失を生じ問題となっている。英国のベアリングス銀行や米

国のカリフォルニア州・オレンジ郡など、運用セクションによるデリバティヴの運用の

失敗により、企業は元より地方行政の存続に大きな影響を与える事件は後を絶たない。

しかし、銀行業において、いくらＢＩＳ規制や金融検査マニュアル等による体制整備を

進めようとも、デリバティヴそのものを認めるかぎり、最終的な解決とはなりえないの

である。 

(注) 他人資本を導入することは、自己資本だけでの活動と比して、単に規模を拡大し

うるだけではなく、やりようによっては利益率を高めることも可能である。そうした他

人資本を導入することで、より高い利益率が上げられることを「レバレッジ（梃子）効

果」と呼ぶ。例えば、100万円の自己資本だけを持っている場合、総資産は 100万円で

ある。総資産 10万円が 10万円の売り上げと１万円の利益をもたらすと仮定すると、総

資産 100円からは 100万円の売り上げと 10万円の利益がもたらされる。この場合 100

万円の自己資本に対して利益率は 10％となる。そこで、400万円の他人資本を導入し総

資産を 500万円にしたとすると、総資産 500万円からは 500万円の売り上げと、50万

円の利益（営業利益）がもたらされる。400万円の借り入れに対する利払いが５％の 20

万円だとすると、利益（経常利益）は 30万円となるから、自己資本に対する利益率は

30％となるわけである。 

ただし、先物市場における証拠金制度の本来の意味は、現物市場における流通円滑化

のためのヘッジにおいて、できるだけ現物業者の資金的負担を軽減させるためのもので

あって、少ない資金で多額の投機を可能にするためではなかった。しかし、結果として、

投機玉の蔓延とともにレバレッジ効果の源泉として期待されるようになってしまった

のである。 

③ クレジット・デフォルト・スワップ(Credit default swap：ＣＤＳ)とは何か 

デリバティヴの一種で、現金(credit)と貸倒(default)とを交換(swap)する契約であ

ることから、このように呼ばれており、貸付金、社債、売掛金などの金融資産に関して、

保証料と引き換えに信用リスクを移転するための保証類似の取引である。債権を直接移

転することなく信用リスクのみを移転できる取引であることから、銀行の自己資本比率

を高める対策の一環として利用されるケースも多い。契約期間は５年が中心であるが、

基本的に相対契約のため、その種類や契約内容は多種多様である。 
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ＣＤＳの代表的なものとしては、二者間（買い手と売り手）の間で結ばれた次のよう

な契約がある。 

・ プロテクションの買い手は売り手に定期的に（通常は四半期毎、契約時日割り、

のち期日日払い）プレミアム（ないし保証料）を支払う。  

・ 売り手は契約期間の間に債務者企業に一定の事由（信用事由）が発生した際には、

予め決められたルールに従いその買い手の損失を補償する。  

債務者企業が現実にデフォルトした場合、買い手が社債などの債券を保持したままＣ

ＤＳの契約者同士で現金決済する場合と、売り手に引き渡す場合とがあり、後者が主流

である。ただし、契約上は現物決済であっても、実際にはＩＳＤＡにより開かれるオー

クションによって決定される回収率（最終価格）に従い、カウンターパーティー間のエ

クスポージャーをネットした上現金にて決済されるケースが多い。銀行にとっては、Ｃ

ＤＳを購入することにより、貸倒れのリスクを分散することが可能となる。 

プレミアムの決定に当たっては、単に買い手が両者の期待値を一致させる価格を支払

えばよいのではなく、売り手が引き受けるリスクに対する対価（リスクプレミアム）を

も支払う必要がある。リスクプレミアムは通常、同じ債務者企業が発行する社債などに

織り込まれたものを使う。 

この取引の弊害をいっそう拡大しているのは、売り手自身がリスク分散のために、Ｃ

ＤＳを使って派生金融商品を作り出していることである。これによって、最終的なリス

ク負担者がいったい誰なのか不分明となり、時には当初の買い手自身がリスク負担者と

なっているという循環取引さえ広範に存在しているとされる。 

④ ハイ・フリクエンシー・トレード（ＨＦＴ）の違法性 

 一般投資家の売買注文情報を他よりも 0.03秒早く入手し、その時間差を使って利ざ

やを稼ぐ「フラッシュ取引」などが、これに属する。どう見ても一種のインサイダー取

引であるにもかかわらず、これまでは合法とされていた。ただし、最近では、これに対

する規制の動きが現われている。 
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２ 世界経済危機の深層 

今次経済危機に対しては、当初から「100 年に一度」という表現が多用されてきた。

しかし、時間が経つとともに「100 年に一度というのは大袈裟すぎる」という後知恵的

意見が出てくるようになった。 

といって、それらの是非を論ずることは、全く不毛なことである。なぜなら、いずれ

の意見も、基本的には今次経済危機が大恐慌を含めてかつての危機同様、いずれは回復

可能だとの前提に立っているからである。ということは、世情賑わしているいずれの見

解も、中長期か超長期化は別として、あくまで今次危機について、これまでと同様、循

環現象だと理解しているからにほかならない。 

しかし、今次危機は、回復可能な循環現象ではない。それどころか、実際には、100

年どころか、もっとはるかに長い視点が必要な現象なのだ。すなわち、現状は、もちろ

ん短期周期の景気変動下にあるわけではないが、さりとて 100 年周期の変動下にあるわ

けでもない。ほとんどのエコノミストが何らかの形で断ち切れないでいる循環的現象か

らは全く離れた構造変動が起きているのである。 

そうした立場からすれば、今次危機を只今現在の表面現象だけに捉われてはならない。

なぜなら、その兆候は、後述するように、すでに半世紀近く前から現われていたからで

ある。 

さらに議論を進めると、今次バブルの真因は、すでに成長余地の無い先進諸国が

さらなる成長を目指したことにこそあるのだから、再び成長路線を目指せばさらな

るバブルの再発は必至となる。換言すれば、すでにゼロサムないしマイナスサム時

代に入っている先進国には、プラスの潜在成長率などあろうはずもない。にもかか

わらず、米国が日欧と比して潜在成長率も現実の成長率も高く見えるのは、その分

将来のマイナスを先食いしているからにすぎないのである。 

まずはそうした先入主すべてから脱することこそが肝要なのである。最近再評価

されているシュンペーター流の「自己破壊」等の発想にしても、それが古典の一つ

であるいう意味において、決してここで言う「否定」とはならないのである。 

にもかかわらず、現在ビジネスモデルについて探求している者は、企業関係者・

コンサルタント・シンクタンクの区別なく、そのほとんどが現行モデル肯定派であ

り、それを否定したところから真に新しいモデルを求めるという姿勢に欠けている。

それでは、何のために今ビジネスモデルを探求しているのか分からないし、かえっ

て無駄な資源投資になっていると言うべきだろう。 

むしろ、インドのソフト大手ウィプロのマーサ・ベハール国外営業担当プレジデ

ントの「今までのビジネスモデルがこのまま機能するのか」「景気低迷期だからこ

そ、戦略やビジネスモデルを大胆に変えられる」という言に耳を傾けなければなら

ないのだ。 
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「20世紀の手法では21世紀の課題に対応できない」 

 このオバマ大統領の言はまさに至言である。にもかかわず、当のオバマ政権が、

20世紀の手法で現下の課題を克服しようとしているのだから何とも不思議である

が。端的に言えば、“No you cannot!”なのだ。 

(1) 今次危機の概観 

 今次危機は、すぐれて構造問題であって、循環問題ではない。しかし、世の中では、

この「構造問題」の真意が理解されてはおらず、ともすれば長期ないし超長期の循環問

題として捉えようとする傾向がある。その背景としては、短中期波動をもって循環と定

義し、長期波動は構造問題とする通俗的見解が幅を利かせているからである。だからこ

そ、今次危機に際しては、ケインズのみならずシュムペーターまでが復権し、「イノベ

ーション」が叫ばれるようになったのだと思われる。しかし、循環問題はどんなに超長

期現象であっても、景気変動の一形態であることには変わりがなく、それを趨勢的な構

造変化と錯覚してはならないのだ。 

 かつての日銀のゼロ金利政策に対する自信の無さは、趨勢的構造変化に直面し、政策

的裏づけとなる前例も理論も無かったからである。すなわち、現行理論は、超長期には

変動が吸収され定常状態に収斂するというミクロモデルをベースとしており、それを数

式化する際に、基本的に可逆・対称形あるいは正規分布ばかりを前提として組み立てた

空理空論にすぎない。 

 この批判に対して、「米国では、理論が有意に働いている」と弁護するのは笑止であ

る。米国という人工国家における実証分析から生まれた理論が米国社会に適合するとい

うのは、単なるトートロジーにすぎないし、それさえも昨今の現実には全く当てはまら

なくなっているのである。 

① 世界金融危機の定義 

世界金融危機とは、通俗的には「サブプライムローン問題を背景に、2007年のアメ

リカの住宅バブル崩壊に端を発した国際的な金融危機のことだ」とされている。より具

体的には、2008年９月 29日にアメリカ合衆国下院が緊急経済安定化法案を一旦否決し

たのを機に、ニューヨーク証券取引市場のダウ平均株価が史上最大の 777ドルの暴落を

記録した時をもってその始まりだという見方が多い。 

その後、金融危機はヨーロッパを中心に各国に連鎖的に広がり、さらに 10月６日か

ら 10 日まで株価暴落が発生し、世界規模の恐慌への発展が危惧された。さらに、日本

でも日経平均株価が暴落したほか、生命保険会社の大和生命保険が破綻した。 

 ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマンは、生産、金融、消費の世界的な縮

小状況について「これは実に第二次世界恐慌（a Second Great Depression）の始まり

のように思われる」（"Fighting Off Depression", by Paul Krugman, The New York Times, 

January ４, 2009）と評した。また、国際通貨基金（ＩＭＦ）のストロスカーン専務理
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事は非公式のコメントとして「（日本を含む先進各国は）既に恐慌（depression）の状

態にある」と述べた。これらの意見は、本報告書の立場からすれば、恐慌という長期な

いし超長期循環として捉えているという意味で間違いではあるが、しかし、その後の「す

でに恐慌は回避できた」という楽観論と比べれば、はるかに正しい理解だった。 

② 世界金融危機前夜 

 もちろん、今次危機をそこまで短期的視野からのみ捉えようとするものだけではなく、

以下に紹介するように、もう少し長期の視点から捉えようとする立場も見られる。ただ、

それらにしても危機の発端を今世紀に入ってからと見ている点では、事の本質を見極め

てはいないと言える。むしろ、1980 年代、双子の赤字によって支えられている米国経

済について「将来にわたっての持続可能性は存在しない」としたクルーグマンの指摘の

方が、まだ本質に近かったと認められる。ただし、クルーグマン本人は、1990 年代後

半の見せ掛けだけの米国経済の復活に惑わされたのか、先の見解を撤回してしまった。

今の状況を見れば、先の見解の方が正しかったことは明らかであり、今さら恐慌うんぬ

んを論ずるまでもなかったのだが。 

Ａ 世界情勢 

 1996年 12 月、中銀政策運営の妙をもって「マエストロ」と絶賛されていたＦＲＢの

アラン・グリーンスパン議長は、米国株の上昇を“Irrational Exuberance”（根拠な

き熱狂）と表現し、すでにバブルの発生を懸念していたとされる。ところが、その後、

ＦＲＢ内部にはインフレを懸念する意見があったにもかかわらず、金融緩和を推し進め、

今では住宅バブルを発生させた主犯だということになった。 

 翻ってみると、今世紀に入り、2001 年９月 11 日に発生した同時多発テロで米国内は

大混乱に陥り、ニューヨーク証券取引市場は太平洋戦争開戦以来の市場閉鎖に追い込ま

れた。破壊された世界貿易センタービルでは多くの金融機関が入居しており、その被害

も甚大だったことから、当時のＦＲＢ議長グリーンスパンは金融秩序維持のために、こ

れまでの政策を一転させて、全面的な金融緩和政策に転じ超低金利へと利下げを行った。

日本発のデフレーションが世界的に伝播する懸念もあって、その政策は正当視され、彼

は「マエストロ」と絶賛されたほどだった。 

 ９.11事件を受け、ブッシュ政権が「国際テロ対策の一環」という大義名分の下 2003

年３月 19日に始めたイラク戦争は、世界第２位の埋蔵量を誇るイラクの原油輸出を不

可能とし、ＯＰＥＣ諸国の価格カルテル機能を復活させ、原油価格が高騰した。産油国

は、この結果生じた外貨の運用先を、それまでの単なる金融市場ではなく商品市場へと

拡大していった。 

そのため、商品市況は上昇に向かい、資源価格とともに豪ドルやカナダドルなどの資

源国通貨も全面高となった。加えて、ロシアも原油価格の高騰によって割高だった北極

油田の採掘が可能となり、原油の輸出によって債務国から債権国に転じた。また、経済
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のグローバル化に伴うＢＲＩＣＳ等新興経済国の経済発展も始まり、その増大した外貨

準備高の資金運用が米国に向かったため、世界中から資金がアメリカに向かうようにな

った。それが米ドル高とともに、米国内に過剰流動性を発生させ、不動産市場に流入す

ることによってサブプライムローンなどバブル経済を招いたのだとされる。ただし、米

国への過剰流動性の流入は、「双子の赤字」として永年続いていたことであり、1990

年代末の「ＩＣバブル」をもって今次バブル崩壊の前兆と看做すべきであろう。 

一方、世界経済全体では、新興国の経済成長による実需の増加や商品市況への投機熱

によるエネルギー価格や資源価格の上昇から、インフレの懸念や代替燃料としてのバイ

オマスエタノール等の開発促進によって家畜飼料価格が上昇し食料危機の兆候も現わ

れた。その結果、各国がインフレ警戒感から金融引き締めに転じたため、世界経済の停

滞が始まるとともに、米国との金利格差が生じたことやイラク戦争の終焉に伴い、翌

2007年には米国からより高金利国への資金流出が起こり始め、米ドルは下落に転じた。 

そもそも、財政赤字と経常収支赤字という「双子の赤字」を抱えた米国経済にとって

は、それまでの米ドルの高騰そのものが本来ありえない話であるし、イラク戦争に伴う

莫大な戦費は米国連邦政府の財政を蝕んでいた。 

かくして米国でも 2004年 11月から金利が上昇に転じた。続いて、2006年に入り住

宅価格上昇の伸びが急速に鈍化し、信用力の低い層のための住宅ローンであるサブプラ

イムローンに顕著な影響が現われた(注)。なぜなら、このローン債務者の一部は住宅価

格の継続的な上昇を見込んだ返済計画を建てていたため、価格低下とともに利払い延滞

率が急激に上昇したからである。債務者の利払い延滞が顕著になると、サブプライムロ

ーンの直接の貸し手である住宅金融専門会社に対する金融機関の融資が慎重になり、住

宅金融専門会社の中には資金繰りが悪化して経営破綻する例が出始めた。しかも、サブ

プライムローンは、貸し倒れの危険を分散させるために分割・証券化され数多くの金融

商品に組み入れられていたため、その金融商品そのものに対する信用リスクが連鎖的に

広がることになった。 

(注) サブプライムローン（Subprime Lending）とは、正確にはサブプライム層（通常の住宅ロ

ーンの審査には通らないような信用度の低い人）向けローンをいい、必ずしも通俗的に言われて

いる低所得者向けローンではない。したがって、本質的には債務不履行のリスクは通常の住宅ロ

ーンよりも高い構造を有しているものであるが、住宅の価格が上昇している場面においては、返

済の破綻はこれまでは必ずしも表面化しなかった。債務者の所得が上昇せず、生活費が上昇して

本来であれば返済に行き詰まる状況であっても、住宅価格が上がっている場合には、債務者は住

宅価格の値上がり分について、担保余力が拡大することから、その部分を担保に、新たな追加借

入を受けることができた（ホームエクイティローン）。これにより破綻を先延ばしするだけでな

く、消費を拡大することもできた。また、住宅価格が大きく上昇すれば、当該住宅を転売してロ

ーンを返済し、さらに売買差益も得ることも可能であった。当初負担の軽い返済方式の普及によ

って、所得からすれば本来住宅ローンを組めない人にまでローンを組む人が増えたが、住宅ブー
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ムが拡大する間は破綻が表面化せず、むしろ住宅ブームを加速した。ところが、2007 年夏頃か

ら主に住宅ローン返済の延滞率が上昇しはじめ、住宅バブルがはじけたのである。このように以

前から担保信用保証が問題になっていたにもかかわらず、それが爆発的に成長した背景には、米

国の格付け企業が中古住宅価格の上昇を前提に高い保証を与えて安心感を与えていたことがあ

る。 

ここにおいて、金融工学という偽装工学によって開発された金融商品が馬脚を現わし、

問題を増幅することになった。すなわち、証券化されたサブプライムローン債権が高利

回りの金融商品として世界各国に販売されていたことから、借り手の破綻が証券価格の

暴落を通じて世界各国の金融機関に大きな損失を発生させたのである。特に大口の投資

をしていた欧州の金融機関の損失は甚大で、その損失を埋め合わせるために、流動性の

ある株式や債券の売却を進めることになり、株価や高金利通貨の下落に拍車をかけ、下

げが下げを呼ぶという悪循環に陥ることとなった。その結果、相場下落で財務体質が悪

化した金融機関に信用不安が起こり、金融危機が連鎖的に世界中に発生するようになっ

た。もっとも、見方によっては、実体経済を大幅に上回る金融資本取引そのものがバブ

ルだったわけで、結果として到達したところが本来の世界経済の実力だったのだとも言

えよう。また、そうした見方からすれば、今回の信用収縮は必然だったわけであり、そ

れを何とか元に戻そうという発想を続けるかぎり、世界経済は二度と安定した姿を見せ

ることはないことになる。 

具体的には、2008年にベア・スターンズの経営危機が明らかになると、金融危機が

本格的に世界的に報道され始め、９月のアメリカ政府支援機関（ＧＳＥ）のフレディマ

ックとファニーメイ２社の実質的破綻の後、同月 15日にリーマン・ブラザーズ証券が

連邦倒産法の適用を申請し倒産したことによって一挙に増幅し、ついには爆発的に世界

中で信用収縮が起こり世界金融危機が顕在化したのだった。 

それと同時に、基軸通貨としてのドルの信任も揺らぎはじめ、アメリカに一極集中し

ていた経済覇権にも影響が及んだ。すなわち、リーマンショック直後には民間ドル資金

の貸し出しが極端に不足し国際決済通貨が枯渇したため、18日には日米欧の６中央銀

行が通貨スワップ協定による大量のドル供給を開始した。さらに、29日には緊急経済

安定化法がアメリカ下院で否決されたため、ダウ平均株価は史上最大の 777ドル下落し

た。その後、10月３日になって、ようやく修正法案が下院を通過し成立したが、大統

領選挙を控えていたため、アメリカ政府は公的資金の資本注入に対して慎重な態度を崩

さなかった。それは、「貧困と苦しみは『自己責任だから救済する必要はない』と放言

してきたウォール街の金持ちを、なぜ我々の税金で助けるのか」という一般国民の反発

に配慮せざるをえなかったからである。 

かくして米国株は急落し、それを受けて６日からの１週間に日本の日経平均株価が５

日連続で 2,661円（24.33％）下落したのをはじめ、ロンドンなどの海外の主要市場も

大きく株価が下落し、さらにはロシアやインドネシアなど新興国の株式市場が閉鎖に追
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い込まれるなど深刻な事態に陥った。これに対して８日には欧米の中央銀行が協調利下

げに踏み切り、さらにアメリカのポールソン財務長官が記者会見で金融機関への資本注

入を示唆したものの、株価の下落の流れが変わることはなかった。そして週の最終日の

10日、ついに日本では日経先物の史上２回目のサーキットブレーカー発動、米国市場

ではボラティリティインデックス（恐怖指数）が 1997年のアジア通貨危機（約 38）、

2001 年の同時多発テロ（約 45）をはるかに上回る 75を超え、市場の混乱は頂点に達し

た。 

 その後、常軌を逸する巨額の政策発動により危機は脱したと言う者も出ているが、そ

の実、需要を先食いしただけで、残されたのは巨額の財政赤字と経営者のイムモラルで

ある。すなわち、未だに雇用情勢は悪化を続けているだけではなく、すでに政策支援の

終わった米国内の乗用車発売台数は頭打ち傾向が見られるし、「喉元過ぎれば」で再度

高額報酬を貪る金融界の状況は、とうてい危機脱出からは程遠いものがある。特に、金

融界の高額報酬について「人材確保のため」というのは全くの嘘っ八である。なぜなら、

正常な金融業務にさほど高度な人材は不要だからである。結局、高給によって採用され

るのは腕のいい博打打ちにすぎない。換言すれば、米国は、未だにケインズが言った「米

国民は実物経済より投機を好む。つまるところ、米国は投機国家だ」から脱していない

ということになる。換言すれば、上村達男早大教授の言う「米国型事後的対応の限界」

が出たのであり、日欧型の事前抑制策が強く求められるようになったということである。 

Ｂ 日本国内情勢 

日本では 1990 年代以降、マスコミの報道などにより国民の間で財政再建の機運やイ

ンフレを嫌う傾向が高まったことにより、政府は公共事業などの財政政策や市場への資

金供給などの金融政策が発動できず、消費の低迷や国内への投資を喚起できなかったと

いう弁解が聞かれる。 

しかし、現実には、民間部門に資金需要が無いまま政策投資が増額され、将来の税収

増の宛てのない多額の赤字国債が積み上げられる一方で、日銀による低金利政策が続け

られ、ついに 1999年には根拠無きゼロ金利まで採用することになった。こうした無責

任な経済運営の結果、本来なら景気が自力反転した時や今次危機のような非常時に投じ

られるべき政策手段を完全に失うことになり、今日の混乱の遠因となったのである。 

一方、2003年、小泉政権において大規模な為替介入が行われたことにより円相場の

実質実効為替レートは低下傾向を示した。結果、輸出系企業は国内に積極的な投資を行

なった。なお、この間、輸出系企業は、米国およびＢＲＩＣＳなどの新興国、また、中

東･オーストラリアをはじめとした資源国など、特に経済成長が著しい国家を主要販売

先として、外需依存型の経営を行なっていた。 

しかし、海外で好調であっても、国内ではインフレが起きなかったため、2000 年代

の雇用報酬は伸び悩んだ。また、失業率や有効求人倍率は改善したが、退職給与引当金

の損金繰り入れが廃止されたことや、非正規雇用の規制緩和などにより、企業が正社員
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よりも低賃金･低待遇ですむ非正規雇用者の採用を進めたこともあり、個人消費は伸び

悩んだ。そして企業がバブル崩壊後の借金経営に対する批判から、大規模な借金による

レバレッジ投資を控え、儲けた利益の範囲内で投資を行ったため、雇用報酬は伸び悩ん

だ。これらの現象は「実感なき経済回復」と総称された。 

2006年以後、日銀はデフレを脱したと判断して、不況対策としての量的金融緩和政

策を解除した。これ以後、企業倒産件数は増加傾向にあり、さらに建築基準法改正や原

油･原材料価格の高騰によるコスト増などで、景気後半でようやく盛り上がった建設・

不動産・運輸業は低迷していた。 

そのような時に、今回の金融危機が訪れた。そしてアメリカ向け外需のみならず、ア

メリカへの輸出を主な収益源としていた新興国や資源国向けの外需も低迷した。また、

金融商品に変わる投資先として通貨、特に日本円が注目されて急激に円買いが進んだ結

果、急速な円高が生じた。円相場は一時は１ドル＝87円にまで達し、その後 90円台で

推移した。そのため、輸出企業では、外需低迷ばかりか莫大な為替差損をも抱え込むこ

とになり、2008年度の決算を大幅な黒字から赤字へと下方修正するにとどまらず、大

幅な赤字へと再度下方修正せざるを得なくなったのである。 

企業は、こうした外需の収益悪化・受注減少の中、2009年問題などによって派遣社

員や期間工、そして正社員の人員削減を進めざるをえない状況となり、2009年３月末

までに失われた非正規労働者の雇用は 19万人に達した。なお、この人員削減が個人消

費を落ち込ませ、内需を悪化させることで更なる人員削減を招くという悪循環が生じた

との分析もある。しかし、本質的には、こうした一連の雇用問題は、安易に「雇用の流

動化」を謳って「終身雇用」などの日本型資本主義を破壊した結果だと思われる。逆か

ら言えば、日系人を含む外国人労働者やワーキングプアと呼ばれる非正規雇用者などを

劣悪な雇用条件の下で安くこき使ってきた産業のビジネスモデルが崩壊したにすぎな

い。また、その影響が極めて大きかった理由は、高生産性に依存することなく、小泉政

権下における為替介入によって生じた本来あるべき水準に比して大幅な円安および非

正規雇用者群の低賃金をもって国際競争力があると錯覚してきた日本のリーディグ・イ

ンダストリー、とりわけ自動車産業や家電産業の正体が露呈したからである。 

日本の 2008年 10-12 月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比 3.3％（年率

換算で 12.7％）のマイナスとなり、第一次石油危機に次ぐ約 35年ぶりの下落幅を記録

した。これは危機の震源地アメリカをも超える大幅下落であり、外需に依存し内需を軽

視してきた日本経済が弱点を突かれた形となった。しかも、続く 2009年１－３月期は

前期比 4.0％（年率換算で 15.2％）減と第一次石油危機を超える下落幅となった。もっ

とも、そうした中にあっても、収益を国内販売に頼っていたスズキ、ダイハツ工業（ト

ヨタとの連結前）、本田技研工業等は黒字に踏みとどまった。また輸入ブランド品の末

端販売価格の引下げが可能となりこれらを取り扱う流通業者では増収となった。 
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一方、急激な円高は高騰していた原料・燃料の価格を下げる効果ももたらした。これ

に麻生内閣による自家用車高速道路優遇措置が加わり、日本国内における消費の低迷に

は、見掛け上ある程度の歯止めがかかった。このため一時期 7000円台にまで落ち込ん

だ日経平均株価は 2009年６月の段階で 10,000円台にまで上げ戻し、先進国の中では素

早い回復だった。また、米国ゼネラルモーターズ社破綻で起こり得ると予測されたショ

ック安も日本では起こらなかった。さらに、失業率も、米国を始めとする多くの先進国

で倍増する中、2 ポイント増程度で歯止めがかかりつつある。ただし、この見せ掛けの

回復の裏には、巨額の財政赤字積み増しが隠れており、いつまでも財政出動によって誤

魔化しきれるものではないし、早晩、日本国そのものの信用不安となってさらに厳しい

事態が待ち受けるに違いないのである。実際、年末に近づくにつれて、日本経済の先行

きに対する不安、米国経済に対する不信がじわりと高まってきている。 

ところで、今後の世界経済は、米国一国ではなく、ＥＵや日本、さらにはＢＲＩＣＳ

等の新興国、あるいは巨額のオイルマネーを抱える中東諸国などが世界経済を牽引して

いかねばならないと言われている。しかし、その一方では、ＩＭＦの議決権に対する新

興国の要求をＥＵが認めようとしないなど、その前途は多難だと言わざるをえない。 

そうした中で、今次金融危機で比較的損失が少なかった日本の金融機関に注目が集ま

った。すなわち、野村證券によるリーマン・ブラザーズの一部買収や三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループによるモルガン・スタンレーへの 9000億円出資など欧米金融機関

の買収や資金拠出が他に比して目立った動きとされた。 

(2) 発展段階論から見た今次危機 

 今次世界経済危機は、過去の不況や恐慌とは全く異なっており、通俗的な経済政

策論すなわち景気循環論では真相を解明できない。なぜなら、以下に示すように、

今次世界経済危機の解明には、より長期的な発展段階論による分析が不可欠だから

である。すなわち、今次危機は、通俗的な「100年に一度」どころか、産業革命以

来世界経済が初めて遭遇した全く新しい局面なのである。 

 ところで、産業革命以降の経済モデルは、すべて常に次々と新技術革新が創出さ

れるという形での成長モデルだった。しかし、現実の史的経済発展によれば、すべ

ての先進国は、離陸・成長・成熟というサイクルに乗って、最後には成長を停止す

ることが分かる。 

 次のグラフは、先進各国の史的経済発展について、模式化したものである。この

グラフからは、産業革命後最初の先進国となったイギリスは、徐々に成長速度を落

としていき次の米国等の追い上げに晒されるが、その米国等も後発の日本等に追い

上げられ、それをさらに新興国が追うという展開が認められる。すなわち、最先進

国だった英国が後発先進国の第二群に呑み込まれ、その第二群も第三群に、第三群も

第四群さらには新興国にと呑み込まれていき、呑み込まれた中には、むしろグループ

の中で後塵を拝しさらには落伍するものも出てくる。 
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そして、どのグループにも共通することは、いずれは成熟期に入って成長を停止

するということである。逆から言えば、これまで信じられてきた成長モデルの終焉で

ある。 

史的発展過程 

 

                        

                          

  

                 

              Ⅰ群  Ⅱ群   Ⅲ群       Ⅳ群 

 

 

 

 

(注) 概ねⅠ群はイギリス、Ⅱ群はベルギー・米・仏・独等、Ⅲ群は日・伊、Ⅳ群は新興国。 

この史的事実から演繹されるのが、次の有名なロジスティック曲線である。 

ロジスティック曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いち早くこの軌跡を描いたイギリスは、後発国の追い上げによってむしろ長期衰退期に

入り「英国病」と呼ばれるに至ったのだった。なるほど、つい先年までは、「サッチャー革

命」や「金融ビッグバン」によってイギリスが再び成長路線に戻ったかのように錯覚され
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ていたが、今回の金融危機によって、それが単なる消え去る前の仇花だったことが分かろ

う。端的に言えば、成熟期に入った先進国は、それ以上の成長が望めないとごろか、停滞

からさらには衰退へと向かうのが史実の示すところである。 

なお、この図から直ちに分かることは、日米欧の潜在成長率に関して、通説では「日本

は相対的に低い」とされていることの誤りである。すべての先進国はすでに潜在成長率ゼ

ロに収斂しつつあるのであって、それが比較的「高い」とされている米国はもはや「持続

可能性」を完全に欠いていると言わざるをえない。すなわち、中長期的には、清水啓典一

橋大学教授が指摘している「今後は、国際収支の不均衡是正に向けて、米国の財政と貿易

の赤字の縮小、および中国の内需拡大と貿易黒字縮小という本来の課題」の解決に迫られ

ることになる。逆から言えば、すでに成長余力を喪失した米国が世界経済成長を牽引して

いるという話は、単にバブルを繰り返し発生させているにすぎないのであって、そうした

異常事態は早急に解消される必要がある。 

ところで、北村行伸一橋大学教授も「今回の経済危機を歴史的な視点から考察する際に、

大恐慌を教訓とするだけでは不十分だ」としているが、当の北村氏自身、「（今回のような

危機）は繰り返されるもの」として認識している点、氏の「歴史的視点」そのものが、そ

れこそ不十分だと言わざるをえない。なお、氏は、自説の根拠として「産業革命」そのも

のが繰り返され、これまでに三次の産業革命があったとしている。具体的には、第１次が

18 世紀末で蒸気機関・紡績機械が主要産業、第２次が 19 世紀末で発電機・電信電話・鉄道・

自動車が主要産業、第３次が 20 世紀末でコンピューター・情報通信・インターネットが主

要産業だとする。なるほど、一見１世紀ごとにきれいに整理されているが、その実、これ

は分類学的なアヤにすぎない。第一、それぞれに見合った経済危機さえ実証されてはいな

いのである。この種の思いつきは、結果として悲劇的な楽観論に繋がりかねず、まともに

相手にすべきではないだろう。 

そこで、次に成熟期におけるバブル発生の仕組みについて簡単に説明しておく。 

もちろん、経済現象は常に変動を伴う。また、その変動によって、まだ経済基盤の弱い

途上国などは一挙に破綻へと陥る危険性も高い。そこに、ケインズ的景気対策が求められ

ることになる。一方、成長期にある若い経済においては、景気対策に投入された資金は、

成長の果実によって後から回収することも可能である。ここに、成長経済におけるケイン

ズ的政策導入の必要十分が認められるのである。 

ところが、すでに成長が止まった成熟経済では、後から投下資金を回収することは不可

能だから、ケインズ的景気対策は財政赤字を累積させ将来に問題を先送りするだけである。

加えて、成熟経済ではすでに経済基盤（生活水準・福祉制度など）も確固としており、景

気変動程度で一挙に破綻に陥ることはありえない。そこに、成熟経済においてはケインズ

的政策導入が不要なばかりか、弊害ばかりが認められることになる。 

にもかかわらず、成熟経済の政体は民主制になっているため、多数にとって受け入れや

すい安易な経済対策が発動されやすい。その上、経営者側でも、不況期における財政出動
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を見込んだ生産計画を立てるため、供給能力が過大になりやすい。他方、右肩上がり経済

に慣れた消費者側でも、耐久消費財などの購入が過大となりやすい。かくして、経済規模

は、実勢以上に大きなものとなる。ということは、次の景気後退期には、需給ギャップが

さらに増幅されているということを意味しており、対策もそれに応じて拡大せざるをえな

くなる。そうした行為を繰り返していれば、変動が閾値を超えてしまい、バブルを発生さ

せ、次いで反動としての恐慌ないし長期低迷を引き起こすことになる。この経過を図示し

たのが、次図である。 

成熟期におけるバブル発生の仕組み 

バブル 

 

 

                     財政赤字 

 

                           改革コスト 

                                           

 

 

                                恐慌 

 

 

 

                                 

       

 なお、経済発展論で紹介される理論としては、他に赤松要氏の「雁行形態論」（製品

輸入→代替生産→輸出産業化）とかヴァーノンの「プロダクトサイクル論」（新製品導

入期→技術伝播・成長期→技術陳腐化・衰退期）というものがある。いずれも、上に紹

介したロジスティック曲線と一見類似しているように感じられるが、どちらも（特定地

域における）ある産業ないし商品の発生から衰退を描いたものであり、世界史的視座か

ら見た産業構造変化ではないということに留意する必要がある。 

(3) 飽和社会 

上に述べた日本経済社会をはじめとする先進国経済社会の成熟に加え、世界経済その

ものの科学的限界、すなわち資源環境制約や人口爆発による一人当たり行動可能量の壁

など、現代社会はすでに多くの局面で飽和状態に達したと考えねばならない段階に達し

ている。したがって、新しいビジネスモデルを構想する際にも、そうしたより長期の世

界史的視点を踏まえることが求められる。 

高度成長の余韻 
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なお、そうした長期史的視点から今日の危機を予言していたとも言える小野『現代日

本の産業政策』（日本経済新聞社、1999年）では、すでに次の三点についての警告を行

なっていたところである。 

ⅰ 資源環境制約から見た世界経済の持続性の崩壊 

ⅱ 「双子の赤字」に見られる米国経済の持続性の崩壊 

ⅲ 成熟期への転換を怠った日本経済の持続性の崩壊 

① 今次経済危機の読み方 

ところで、先進国経済が成熟し、さらなる成長が望めなくなると、上に述べたように

右肩上がりの前提は崩れることになる。そこが、日本国内において、より需要志向の強

いユニクロや日本の総合商社を勝ち組にした理由でもある。 

にもかかわらず、飽くなき成長を志向する先進諸国は、後発国の追い上げによって衰

退を余儀なくされた実体経済から離れ、過去の栄光を頼りに裏づけのない信用創造によ

って活路を見出そうした。それが、偽装工学である金融工学によって裏打ちされた今の

金融資本主義である。 

しかし、本来、実体経済を支える存在にすぎない資本市場が、実体経済を牽引しよう

とすれば、いつかバブルとして崩壊するのは自明のことである。それを誤魔化してきた

覇権国家米国が、いつかボロを出して衰退するのは当然のことである。したがって、清

水教授の言う不可避な不均衡是正→縮減経済へと向かうほかはないのである。 

もっとも、米国の破綻が一気に破綻へと陥ることは、当の米国のみならず世界全体を

破局へと追い込むことになるから、ソフトランディングを図るべきもまた当然である。

といって、これまで世界を牽引してきた米国が「巨大な田舎」として直ちに閉鎖主義に

回帰することも、今の世界情勢からすれば不安定を増幅するだけである。また、だから

こそ、これまで何とか米国がボロを出さないよう、世界中の国が支えてきたとも言える。

ただ、それももはや限界に達したのが今回の結末である。すなわち、相変わらずソフト

ランディングを目指すべきことには変わりがないが、そのための期間があまり残されて

いないということも知覚しなければならない。 

いずれにしても、裏付けのない信用創造によってでっち上げられたバブル市場に踊ら

された住宅・自動車・電機産業などは、得意の絶頂から奈落の底に転落することになっ

た。 

なお、そうした視座からすれば、現代経済の金融化は、プロダクトサイクル的に既存

全産業が成熟化したことに伴って生じた副産物だとも言える。とはいえ、金融とかＩＴ

といった本来的に実体経済に付随する産業が主導する経済社会は、それだけで座視でき

ない歪みを抱えており、このまま破局を迎えないためには、人々がすでに経済活動その

ものが飽和状態に達したのだということを早急に自覚することが求められる。ただし、

他がまだその気のないうちに自分だけ率先して飽和社会を意識することは、他に比して
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競争力を失うことになるばかりか、自分だけでは解決しえない問題そのものは先送りに

なるだけであるからして、そこに「囚人のジレンマ」が発生することになる。 

② これからをどう読むか 

端的に言って、史的真実からすれば、米国経済が仮に一時的に回復することはあって

も、しょせん 10～20 年もすれば衰退基調に陥ることは免れない。日本にしても、新興

国台頭に伴う新規需要に短期的には救われても、中長期的には彼らが強力なライバルに

変身することによって、マイナス成長に転化せざるをえない。 

なぜなら、先に挙げた資源環境制約は、科学的事実であって人為をもってしては何と

もならないことだからである。したがって、向こう 10～20 年は何とか誤魔化せたとし

ても、20～30 年内にはもはや覆い隠せない自然現象となって人類活動に跳ね返ってく

ることになる。 

とはいえ、いずれも短期的な視座と中長期的視座とでは全く正反対の結論に達するこ

とになりうる。とすれば、そこを器用に綱渡りすることによって莫大な利益が得られる

可能性がある反面、失敗すれば待ち受けるのは破局でしかない。すなわち、見方によっ

ては、超ハイリスク・ハイリターンを狙うかどうかという選択もありうるということで

ある。 

同様に、以上のマクロの見方をもって常に個別産業・企業にそのまま当てはめようと

することは間違いである（分解の誤謬）。マクロ的に停滞ないし衰退している社会であ

っても、当然ミクロ的には成長する産業・企業はありうる。したがって、個々にはあま

り悲観する必要はないし、逆にそうした悲観論が蔓延することは、結果として全面的な

破局へと向かうことになりかねない。要は、ゼロサム時代の中にあって、その時々の趨

勢に流されてしまったがために負け組に属してしまうことなく、あくまでマクロはマク

ロとして単なる与件の一つとして冷静に受け止めつつ、最終的には自らのビジネスモデ

ルを築き上げて勝ち組を目指すべきだということである。その点、柳井氏が「既存の繊

維産業は魅力のない斜陽産業だが、斜陽産業も自分たちで新しい産業につくりかえれば

世界に挑戦できる」という言葉は含蓄に富むものである。 

いわゆる「イノベーション」にしても、以上に述べてきたような視点から見直さ

ないかぎり、直近に陥ったと同じ罠に陥ることになる。すなわち、今次危機脱出の

ためにはイノベーションが重要だという意見が多いが、シュンペーター流のイノベ

ーションは、あくまで超長期循環を前提としているという点において、必ずしも今

次危機のような非循環現象を克服するに当たっても有効な策ではない。むしろ、ま

ずはそうした先入主総てから脱することこそが肝要なのである。さもないと、イノ

ベーションの生み出す超過供給が、受け手の無い需要飽和社会の下では、さらに増

幅された危機を引き起こしかねないのだ。 

したがって、世間的に言われるところの危機打開のための研究開発費増大は、必ずし

も成功の鍵とはいえないことになる。逆から言えば、それ以外に解の無い企業は、結局、
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過去の開発費を回収するため常に新規開発投資を行なわざるをえないという自転車操

業の罠に陥るだけである。 

 なお、今次危機に当たって、迅速な政策的対応が大恐慌の再来を防止したと評価する

のは、時期尚早である。むしろ、大恐慌以上の破局の引き金となった可能性の方が高い。 

そもそも成熟した先進社会においては、政策的に作られる需要は、あくまで市場を底

上げするものではなく、市場を補完あるいは健全化するものにすぎない。例えば、オバ

マ大統領が華々しく打ち出したグリーン・ニューディールにしても、しょせん過去の経

済活動によって発生した負の遺産の後始末にすぎないのであって、全く新しい付加価値

を生み出すリーディング・インダストリーとなりうるわけではない。その代表例である

電気自動車を例に取れば、ガソリン自動車と比して部品点数は劇的に削減されるため、

結果として関連産業の裾野も縮小することになる。また、だからこそ、資源節約的かつ

環境に優しいと言えるのだ。 
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３ 新しいビジネスモデル構築に向けて 

 ここでは、１および２で述べたことを踏まえた上で、より具体的に新しいビジネスモ

デル構築に当たって参考になると思われる事項について解説する。ただし、その方法論

については、次の４に概説したので、そちらを参照されたい。 

なお、すでに述べたように、これからの世界は先行きを見通すための海図はおろか先

例さえ全く無い世界なのである。元よりビジネスモデル構築に当たっても、――基礎情

報としてや反面教師的意味における先例研究は重要であるが――これまでのような直

ぐに役に立つ参考例としてなどありえようはずもない。ということは、当然、ビジネス

モデル構築のマニュアルなどありえないということである。 

まして、マニュアル作りそれ自体が目的化してしまい、出来上がったマニュアルを神

棚に奉っておくというのでは、かえって弊害ばかりを招きかねない。にもかかわらず、

実際には、危機管理マニュアルの専門家である中島茂弁護士が言うように、すでに先輩

が作っておいてくれたマニュアルを「恭しく書庫の奥深く保管し」、いつかその存在そ

のものを忘れてしまって（ということは、当然それを活用することもなく）、思いつき

で再びマニュアルを作成するといったケースが少なくないようである。 

なお、最近になって、内田和成早大教授が、前述した「価値連鎖」を超えた「事業連

鎖」という概念を提唱している。これは、従来の企業内だけで自己完結させていた見方

を関連業界全体にまで拡大するというもので、ある程度は傾聴に値する内容を備えてい

る。とはいえ、すでに業種間の垣根を取り払った「業際化」も当たり前になってきてい

る現実の流れからすれば、まだまだ不十分だと言わざるをえない。その点は、内田教授

自身も「一見無関係でも、実は自社を取り巻く事業連鎖と合流しそうな隣接領域の事業

連鎖を見落とさないことだ」としているが、何をもって隣接領域とするか、はたして隣

接領域に限っていいものかどうか、そうやって概念拡大を図っていくと順列と組合せが

無限に拡大してしまうという問題をどうやって解決するか等々考えていくと、企業の現

場でビジネスモデルを構築するに当たっての――参考意見とはなるが――マニュアル

として使えるものではない。 

したがって、ここで述べることは、あくまでこれから新しいビジネスモデルを構築す

るに当たってのヒントの域を出ないものと認識されたい。 

(1) 前提整理 

これからのビジネスモデルを構築するに当たっては、まずは前提要件整理のため、既

存の知識・情報の整理が求められる。なぜなら、議論の前提が間違っていたのでは、正

しい結論が得られるわけがないからである。 

とはいえ、困ったことに、この一見単純なような「正しい情報」ないし「常識」を修

得することが存外難しいのだ。なぜなら、世間で流布されている常識の多くが、実は間

違いだらけだからである。それも、一流学者など俗に「有識者」とされる者たちの言説
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そのものが、はなから間違いであることが多い。その点は、かつてガルブレイスが『豊

かな社会』の中で喝破した「通念というものは、真実によって形成されるのではなく、

一般大衆の耳に心地よい話によって形成されてしまう。そうした傾向を助長しているの

が、学長を頂点とする有識者たちである」という話は、今日の日本にもそのまま当ては

まるように思える。 

① 常識論の嘘 

ここでは、次に世間一般に常識として誤って解されている問題のうち、ビジネスモデ

ル構築に関係の深い主要なものを取り上げて解説を加えておく。 

Ａ 生産性 

生産性の高低を議論する際、一般に労働生産性や全要素生産性によって比較すること

が多い。 

しかし、単に労働生産性ないし全要素生産性による比較をするだけでは全く無意味で

ある。なぜなら、労働生産性は、労働という一生産要素だけから見たものにすぎないし、

労働の質や長期観点から必要な研修期間などを完全に反映することはできないからで

ある。といって、現在用いられている「全要素生産性」と称するものは、異時点間の付

加価値額について生産要素投入量の差異による要因を除去したものをもって全要素生

産性の伸びとしたものにすぎず、あくまで時系列比較指数を示すものであって絶対値を

表すものではない。したがって、企業間や国際間比較のための競争力を示す指標として

現行の全要素生産性をそのまま用いることはできないからである。例えば、元々生産性

が低く１にすぎなかった産業が２になれば現全要素生産性では 200 と出るのに対して、

元々生産性が高く 100 あった産業が 110 になっても全要素生産性上は 110 としか出な

い。すなわち、前者の 55倍も生産性が高い後者の方が低く出てしまうのである。ここ

において、小野が提唱する「統合生産性」の出番となるのだが、残念ながら、実際には

現行全要素生産性に対する過大評価もあって、統合生産性を算出するために必要な統計

が整備されていない。 

ところで、少子高齢化の下では国家としての生産性向上が至上命題となる。ただし、

それは個々の企業・産業内における課題というより、国家としての産業構造そのものの

変革によって実現すべきものである。例えば、農業と製造業との生産性格差、あるいは

製造業内でも繊維産業と電機産業との生産性格差は極めて大きく、全体としての生産性

は、個々の部門ないし個別企業ごとに努力するよりも、部門間の資源再配分を図る方が

はるかに効果が大きい。 

なお、生産性向上のための分母（投入）削減は、必ずしもリストラ等労働強化ではな

く、真の省力化・合理化がもちろん含まれる。逆に、分子（産出）拡大は、必ずしも物

的産出の増大だけではなく、製品価格による名目的付加価値増大も含まれることに留意

されたい。 
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Ｂ 国際競争力 

財界などからは、「環境税や高い法人税は、わが国の国際競争力を低める」という声

が聞こえる。 

しかし、それは、個別企業ないし産業として＜＝ミクロ＞の国際競争力と国家として

＜＝マクロ＞の国際競争力とを混同するものである。すなわち、競争力は、企業・産業・

国家によって捉え方が異なる。企業にあってはブランド力等が含まれるが、国家にあっ

ては比較優位によって決定される産業構造の整合性等が重要なのであって、全産業的に

競争力が高いということは理論的にありえない。 

たしかに個々の産業の「国際競争力」は、「比較優位」（当該国に賦存する生産要素な

どの経済条件）によって決まる。しかし、国家全体として見ると、ある既存産業が何ら

かの政策によって弱体化したとしても、別の産業が相対的に競争力を高め、結果として

国家全体としては新たな定常状態へと戻っていくことになる。したがって、個別の税制

なり料金制度なりは、「比較優位」の構成要素の一としてそれを変更し、国際分業や国

内産業構造を決めるだけであって、国家としての「国際競争力」とは無関係である。た

だし、既存産業に影響を与えるため、既得権的反対が起こるのも当然であるが。 

例として直間比率問題を取ってみよう。かつて直間比率は国際的にさして差異は無か

った。それが欧州において徐々に間接税比率が高まっていったのだが、それとともに（因

果関係はともかくとして）欧州の競争力は弱まっていった。理論的にも、価格に直接影

響を及ぼす間接税よりも直接税の方が望ましいとされる。徴税費用や脱税面から間接税

の方が望ましいという意見もあるが、実証的には明らかに誤りである。第一、法人・所

得税体系は利潤課税であるから、その納税者は利潤が上がっている企業ないし個人とい

うことになる。そうした企業が「日本の法人税が高い」として日本から出て行けば、そ

の隙間を限界企業が埋めることになる。したがって、法人・所得税体系そのものの評価

を別とすれば、「空洞化を招く」といった反対意見は全くの嘘である。対して、消費税

は、ヒトの移動や個人輸入の増大の下では、購買力が税率の高いところから低いところ

に流出することになる。したがって、消費税率引上げこそ、国内競争力を弱めることに

なるのだ。 

なお、動態的には前の産業構造と後の産業構造とのどちらの方が望ましいかという比

較は可能であり、むしろそうした将来を睨んだ観点から制度論も展開すべきなのである。 

換言すれば、政策的競争力強化は、あくまで短期的には個別産業・企業にのみ有用に

すぎないが、長期的発展戦略としてかつて日本で有用とされた生産性向上基準や所得弾

力性基準まで否定するものではない。問題は、現時点で有用な基準は何か？資源環境基

準でいいのか。 

その点、一部で言われるように「対内直接投資で測る」というのは全くナンセンスで

ある。それでは、外資優遇策を講じた国がみな競争力があることになり、かつて外資規

制によって民族企業を育成し高度成長を遂げた日本の経験について説明できないこと
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になる。また、「ウィンブルトン現象」などと持てはやされた英国の今の様を見れば分

かるとおり、移り気な外資に過度に依存すれば、国内市場が混乱するばかりか産業秩序

そのものメチャクチャになるに決まっているのだ。しかも、こうした問題は、当然、地

政学的位置づけや小国・大国の差異によっても選択肢が異なるから、必ずしも海外の事

例が参考にはならないことにも留意されたい。 

Ｃ デフレ 

一般に、政策論の場においては、「デフレ」とは景気循環の下降期を言う。そこでは、

物価が低落し、失業率は高まる。その点、たしかに、現象的に見れば、昨今の日本経済

の状況は、「デフレ」のように感じられる。しかし、実は、今の日本経済が直面してい

るのは、成長期から成熟期への移行に伴う構造問題なのであって、循環問題ではない。

したがって、――少なくとも、循環的景気政策採用の根拠としては――日本が遭遇した

マクロで見た経済活力の喪失を「デフレ」と呼ぶのは間違っている。 

 むしろ現状を「デフレ」というのは、直面している課題を正確には理解できず、とい

うことはもちろん解を持たない無能な経営者の弁解にすぎない。最近よく見かけられる

「デフレスパイラル」という用語にしても、既存品の物価下落によって生ずる新たな購

買力、すなわち「所得効果」を活用できないでいるところにある。 

すなわち、工業製品における生産性の向上は、競争の存在によって必然的に価格下落

を招く。したがって、同一商品群で構成された物価指標を作るかぎり、他の事情に変化

が無ければ、物価指数は低下することになる。しかし、他方で価格低下は当該製品に対

する需要の増大だけではなく、結果として消費者の購買力が増大することから、他の商

品に対する需要も喚起することになる。具体例を挙げると、かつて 30万円もした電卓

が今では 100 円ショップでも手に入るようになった。そこで、はじめ電卓に支出して

いた金額がパソコンからさらにはデジカメ購入へと動き、そのパソコンやデジカメ機能

が携帯電話にも付くようになると、消費者は次の商品を探すようになる。ところが、今

や買いたい商品が不在となった。・・・とすれば、そうした新商品を開発できないでい

る企業側の無能ないし怠慢ということになろう。 

なお、新製品・新産業の登場は、これからの需要飽和・ゼロサム社会においては旧製

品・旧産業の退場を引き起こすことになる。その点、過去の日本が目指したフルセット

型産業構造とは離別せざるをえない。にもかかわらず、既存産業・企業の存続を優先し

ていたのでは、それこそ長期的な国家全体の競争力を害うことになる。といって、日本

産業の強みと言われてきたインフラとしての関連産業群を崩壊させることは、全体的に

見ればマイナス面が多くなるから、そうした関連産業群を産業界全体で支える体制が必

要なだけではなく、先行きを見通せば、そこにビジネスチャンスもあると理解すべきな

のだ。 

Ｄ グリーン・ニューディール 
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 オバマ政権が成長政策の一として打ち出し、日本もそれに追随して有望産業扱いされ

ている。 

しかし、そもそも環境産業は、過去に生み出された負の遺産を解消するために必要な

ものであって、それ以上のものではありえない。すなわち、環境産業そのものが成長を

牽引するほど大きくなれば、それは、必然的に環境産業が新しい環境問題を引き起こす

ことを意味することになる。なるほど、その防止のための産業が生まれれば乗数的に成

長が加速されることになろうが、それはしょせんありもしない信用創造によって世界危

機を招いた金融バブルの二番煎じにすぎない。 

とはいえ、個別企業の立場からすれば、そこに新しい商機があるだけではなく、それ

を無視しては今後の企業活動の展開ができないことも事実である。また、かつて小野が

『生態主義』（1993年）の中で主張していたように、日本が環境技術等で優位に立って

いるうちに、デファクト・スタンダードを打ち立てておくということも、将来に向けて

の有用な投資たりえよう。したがって、過大評価することなく、正確に今後の動向を読

み取ることが、企業の死命を制することになろう。 

Ｅ ＩＴ化 

ひところ「ＩＴ革命」などと言われ、新時代の救世主のごとく思われていたＩＴ産業

も、しょせんは金融同様、実体経済の補助的存在にすぎないということを認識しておく

べきである。 

特に、個々の企業の立場からすれば、ＩＴ化は必要条件であっても十分条件ではない。

むしろＩＴ化によってコスト増大や不要な情報の氾濫を招き、無駄な部門を肥大化させ

ているというケースは以前から見られた。 

そもそもアナログ情報こそすべての根源であるからして、ＩＴ化が進めば進むほどア

ナログ情報の価値が増大する。加えて、学際・業際的情報・技術等の重要性が高まって

いる今日、デジタル化によって失われかかっていた連続性認識も見直されはじめている。

そこに、昨今のそろばんの再評価やノミニケーションの復活があるのだろう。その上、

アナログ情報は模倣も困難であり、それをしっかり会得することは独占的競争力を得る

ことにもなる。その点、デジタル情報は、アナログ情報の切り口の単なる一つにすぎな

い。したがって、効率的ではあるが、模倣が容易なだけではなく、切り口によって無限

の選択肢があることから過大情報に陥りやすいというデメリットを有する。 

なお、根源がアナログ情報ないし手作業依存という事実は、ＩＴ活用側だけではなく、

ＩＴ産業側にも多くの示唆を与える。例えば、ハード能力の増強にソフト開発力が追い

つかないソフトウェアクライシスを招く。特に、ＩＴの家庭への浸透は、 多様なソフ

トないしコンテンツに対するニーズに対応できなくなってきている。もっとも、逆から

言えば、まだまだいくらでもチャンスは残っているということにもなるが。 

一見順調に成長しているように見えるＩＴ産業だが、こうした人的能力の限界だけで

はなく、グーグル対マイクロソフト＋ヤフー連合の抗争に見られるように、市場占有率
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が勝敗を決するということで、やみくもに拡張路線が講じられやすい。しかし、その場

合には、優秀な人材をどうやって確保するか、自身のネット・インフラ整備を逆手にと

った小規模高収入企業の発生によって生ずる人材流出のジレンマなどに悩むことにな

るのだ。 

Ｆ ホワイトカラーの生産性向上 

日本は、ホワイトカラーの生産性が低いと言われる。その理由は、高度成長期と急速

な国際化の下で、四年生大学さえ出ていればホワイトカラー扱いするという誤った風潮

が定着してしまったからである。その誤り自体を是正することなく、既存の人材を再教

育して生産性向上を図ろうとすることは、鉄くずを金塊に替えようとするのと同じく徒

労である。 

欧米、特に欧州のホワイトカラーは、「石を放れば学士に当たる」今日の日本とは違

って、もっと厳密な意味で解されている一種のエリート集団である。彼らは、単なる学

力だけではなく、もっと総合的な能力・識見を求められている。実際、彼らはよく働く

が、それと同時によく遊びもする。すなわち、ホワイトカラーとして求められる能力は、

大学で修得するような単なる専門知識だけではなく、遊び心を含めたより幅広い人間と

しての能力だということである。その点は、かつてケインズが言ったとされる「経済学

は易しい学問でありながら、なお優秀な経済学者が少ない。その理由は、経済を理解す

るためには歴史・数学等々広汎な知識を必要とするが、そうした知識を有する者がほと

んどいないからである」という言葉とも一脈通ずるものがある。 

最近、そうした反省に立って、一度は捨てられた教養教育を再度重視しようという動

きも拡がっている。しかし、欧州におけるホワイトカラーの定義から分かるように、そ

の程度のことで国際的に通用する人材が育成できるわけもないのである。結論から言え

ば、その種の人材育成のために最も重要なのは家庭教育・幼児体験教育であって、学校

教育ではない。逆から言えば、国際化の中で高度人材を育成するために大学院整備やポ

ストドック活用など高等教育を充実しようという動きがあるが、全くナンセンスである。

それでは、かつて「ビジネススクール亡国論」が叫ばれた米国の轍を踏むだけである。

個別企業においても、今後は学歴重視を止め、人物本位で採用し、入社後必要な知識を

修得させる方向で考え直すべきであろう。 

なお、これから求められる人材は、単なる学卒ではなく、真のジェネラリスト（スペ

シャリストと議論できる程度の専門知識は具有しながら、その基盤として非常に広汎な

知識・経験を有する者）である。その点は、「できる人間は何でもできるのであって、

適材適所というのは嘘」というコーセーの荒金久美商品開発部長の言が正しい。 

Ｇ 内部統制の制度化 

これは、かつての三越岡田事件に象徴されるように、今までは一部経営者による独断

や社会的意味におけるモラル欠如が見られたことに対する反省の意味では正しいが、反
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面、「米国の真似をしていればいい」という誤解が生み出した側面もあり、結果として

問題を解決するどころかムダな費用ばかりが膨らんでいるようにも見える。 

元々モラルの問題は、何でもマニュアル化の米国的発想で、制度化できるわけがない

し、その種の制度が実用の役に立たない単なる目くらましだったことは、今回の金融危

機で証明されたはずである。 

社会的モラル欠如に伴い問題の発生を防止するためには何らかの制度が必要だとい

うのであれば、それはもはや外部的な法規制しかありないではないか。それを、米国で

もはや看過できない水準に達したからといって急ごしらえに作った制度を日本に持ち

込んでうまくいくわけがない。なぜなら、米国は、本来の建国理念である「自由」をは

きちがえて、ロックの言うところの「放縦」国家となっているからである。「責任」と

の双対関係に基づいて認められる「自由」という認識の無い米国では、絶対に必要な法

規制さえも自主規制に置き換えようとする傾向が強い。その結果、逆に制定された規制

内容は、必要以上に厳格となりがちであり、それに対処するためのコストも過大になっ

てしまう。といって、脱法的手法が次々と考案され、そうした自主規制が守られる保障

もないのが米国なのだ。 

したがって、本件は、一部法規制に委ねるほか、根本的には日本自身のイムモラル化

をどうやって防ぎ、社会的モラルを立て直していくかという別途考えるべき課題だと理

解すべきである。個別企業にあっては、米国で活動しているかぎりは現地方式に合わせ

るほかはないが、国内活動に際しては事前・事後ともに過大コストとならぬよう、すな

わち無理な内部統制システムを組むことなく、といって問題を発生させて事後処理のた

めのコストが膨大なものとならぬようバランスを取ることが肝要である。なお、付言し

ておくと、一般に問題処理コストは、事前防止の方が事後処理よりも 10 分の１前後と

はるかに少なくて済むとされる。 

Ｈ 研究開発 

もちろん、研究開発の重要性は今後とも高まることはあっても、低下することはない。 

その点、日本経済新聞社「研究開発活動に関する調査」に見るとおり、企業が景気後退

下にあっても研究開発投資に積極姿勢を見せているのは正しい。 

ただし、その場合でも、質的転換が必要である。それも、単に「スピード重視」とか

トヨタなどの言う「先端技術への重点投資による開発効率の向上」ではダメなのだ。な

ぜなら、ベル研のチェスマニアの思いつきからＵＮＩＸが生み出されたように、一見ム

ダと思われる研究からブレイクスルーが発生することがあるからである。換言すれば、

「急がばまわれ」である。 

もっとも、そもそも十分なマーケティングによる今後の需要見通し抜きの研究開発投

資が効率的であるわけがない。ただし、ここで言うマーケティングは、自社のシーズ・

ニーズを前提とするものではなく、全く白紙状態から需要側の意向を調査するという意

味でなければ、実践性に欠けることになる。 
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これら一見相反する二つの方向を共に活かすめには、大化けする可能性を秘めた自由

研究と効率性を重視した市場側の視点に立つ需要に合った研究とをハイブリッドに並

列させることが求められる。ただし、その前提として、自由研究を正確に評価できる人

材（先に説明した意味における「ジェネラリスト」）・体制整備と、一見ムダと見えるそ

れに要する費用を持てるだけの財務内容を維持することが先決であるが。 

Ｉ Ｍ＆Ａ（合併・買収） 

世界的風潮として、「市場占有率を制するものが勝つ」という伝統的な発想に立って、

ともかく規模拡大を図ろうという動向が見られる。その典型がＭ＆Ａである。 

しかし、今次経済危機は、日興を買収したシティ・グループの失敗をはじめ、そうし

た拡大戦略の危うさを顕在化した。 

また、統合の型も、最近は、従来の圧倒的地位を有するものが相対的に小さなものを

吸収するとか、単独では経営維持が困難なもの同士での「弱者連合」ではなく、日本板

硝子によるピルキントン社買収等に見られる「小が大を呑む」ものとかキリンとサント

リーの統合のような市場１位と２位あるいはインド・小型化技術で先行しているスズキ

と中国・環境技術で先行しているフォルクスワーゲンとの提携といったいわば「勝ち組」

同士、あるいは総合商社とコンビニ、ドラッグとコンビニ（セブンーイレブンとアイン

ファーマシーズ、ローソンとマツキヨなど）のような異業種間の統合や提携が多く見ら

れるようになり、いわゆる「型に嵌った」統合・提携とは何かは全く不分明となってい

る。 

② 今後特に意識すべき点 

ところで、議論の前提となる与件設定に当たっては、単に現在すでにある課題や前提

条件を考慮するだけではなく、中短期的には環境変化、長期的には技術革新さらには構

造変革など、これから重視すべき前提条件の変化をどう読み取るかが重要となる。 

そこで、次に緩急変化の中でも特に重視すべきものについて羅列しておく。なお、こ

こに挙げた項目は、いずれも常識的なものばかりであるが、それは当然のことである。

長期的な予測は、既存の科学的知見を積み上げさえすれば、かなりの確度で当たること

は過去の小野の研究によって証明済みである。 

Ａ 資源環境制約  

資源環境問題を逆手に取ってグリーン・ニューディールなどと新しいリーディング・

インダストリー扱いする動きがある。もちろん、個々の産業・企業にとっては新しいビ

ジネスチャンスではあるが、そうは言っても、前述したとおり、マクロ的にはしょせん

過去に生じた負の遺産の尻拭いにすぎないのであって、全く新しい付加価値を生み出す

わけではない。その辺をマクロ的にも再度経済成長期が到来するものと誤解すれば、待

ち受けるのはＩＴバブル・金融バブルの二の舞である。 

すなわち、資源環境制約を前提とした新事業機会は、従来のビジネスモデルが発生さ
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せた負の価値とは無縁な「自己完結性」をベースとしたものでなければならない。すな

わち、「循環社会」「ゼロエミッション」「地産地消」「食料自給」などがキーワードとな

る。 

Ｂ 生活者・消費者の自覚 

 成熟社会における当然の帰結として、市民は単なる生産要素としての労働者ではなく、

自らの意思を有する生活者となっていく。そこでは、昔から言われた「消費者主権」が

現実のものとなるのであり、社会的に過去の供給側主導ではなく需要側をより重視した

経済活動が営まれることになる。換言すれば、昨今言われるところの「ワーク・ライフ・

バランス」にしても、まずは「ライフスタイル」尊重からスタートすべきなのである。 

Ｃ グローバリゼーション 

グローバリゼーションは、何も海外との競争に晒されるとか、国内需要が頭打ちにな

った工業製品の海外進出だけではない。出て来られれば、こちらからも出て行くという

発想が必要である。そうした意味では、とかく輸入に押されがちな農産物の中では、ミ

カンなどは長い輸出の歴史を有する先駆者となっている。また、こちらから出て行った

後に、空いた隙間を埋めるべく、逆に海外から呼び込むという発想もあってよい。 

また、グローバリゼーションと言うだけで、何となく負け犬意識に陥ってしまう日本

企業が少なくないが、柳井氏も言うように「日本は米国とアジアの中間にある最高の立

地。ヒト、モノ、カネ、情報などインフラもすべて整っている。日本を起点にどんな産

業もつくれる」という利点も多いことを忘れてはならない。 

なお、かつて途上国市場では高所得者層を狙った高級品販売が多かった日本企業も、

最近では低価格・大量品市場（ＢＯＰ）への参入が目立ってきている。その辺の意識転

換が遅れた白物家電などでは、韓国企業の進出によってすでに日本製品が駆逐されかか

っているところである。 

Ｄ ネット社会の台頭 

ネットの真の利点は、相互発信能力にある。したがって、これまでの受信一辺倒の受

け身姿勢では敗者になるほかはなく、積極的な発信機能を持つことこそ肝要となる。そ

のためには、発信するに足るだけの情報を創出しうる個性がより求められる。 

なお、この事実は、同時に、従来ともすれば受け身だった消費者や生活者も発信者と

して参加してくることも意味しており、供給者側からすれば、そこに商機を見出せるか

どうかが重要なポイントとなってくる。ネット・オークションもその一類型であり、す

でに見られるように価格形成そのものが、単に従来のように供給側が設定するのではな

く、需要者側が設定する逆オークションが台頭してきた。そこには、過去の経済学の言

う一市場一価格という意味での「一物一価」ではなく、需要側からの視点を合わせた、

個々の品物ごとに「真の一物一価」が形成されることになるのだ。 

また、これまでも最強の宣伝効果を持つメディアは「口コミ」だとされてきたが、ネ
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ットにおけるブログやツィッター等の全盛は、口コミ効果の速度・波及効果を爆発的に

増大させていることにも注意する必要がある。 

Ｅ 新科学技術の誕生 

 グローバリゼーションの中で勝ち残るためには、技術開発力が重要なことは論を待た

ない。といって、新しく生まれてくる先端科学技術を把握し理解するためには、それ自

身高度の知識を要する。したがって、それだけの人材を採用・育成・確保することが求

められる。といって、その多くは、すでに何らかの形でシーズが芽吹いているものであ

るから、不断の目配りさえ怠らなければ必要な情報を入手し、将来の行動計画に結びつ

けることはさほど難しいことではないとも言える。 

(2) 新しいビジネスモデル構築に向けての考え方 

 ここでは、上に挙げた環境変化ごとに、特に重視すべき点を取り上げ具体例によって

論じておく。ただし、ここでも前提として、柳井氏の言う「経営者は自分の理想を持つ

ことが大事。その実現のためにまずトップが情熱を持ち、その情熱を社員、取引先、社

会に伝えていくことだ。本当に良い企業、良い商品、良い社員をつくりたいと心底思わ

ない限り、思いは伝わらない」ということを十分認識しておかなければならない。 

① 資源環境制約例としての食糧危機への対応 

世界人口の爆発的増加と水不足から予想される食糧危機への対応策は、単にこれまで

重視されてきた自給率向上のための農業の企業化・大規模化だけではない。国内と海外

とを睨むとともに、農業部門の総合産業化によって新たなブレイクスルーが開けてくる

のである。逆から言えば、下に述べるような流れに乗り損なった農業は、国家全体の視

座からすれば、段階的に撤退を図ることが求められる。日米ＦＴＡにしても、そうした

視点から見直すと、国内農業の抜本的構造改革を図り国際化していくための起爆剤とし

て再評価すべきである。 

ⅰ 逆転の発想で、農業を輸出産業化することも当然選択肢の一つとして取り上げるべ

き課題である。なぜなら、国内生産コストが高いからといっても、必ずしも国際競争力

そのものが弱いわけではないからである。すなわち、日本が誇る高効率生産技術や品種

改良技術に加え、隣に中国という巨大食糧市場を控えるという立地上の優位を活かせば、

自ずと新しいビジネスモデルも見えてくるはずである。 

ⅱ 元々食糧をほぼ全量海外に依存していた中近東諸国でさえ自給率向上を図ろうとし

ていることを追い風とし、高効率生産技術を活用したプラント等の輸出も現実のものと

なりつつある。例えば、三菱化学では、発光ダイオードを使った野菜工場システムの売

り込みを図っているところである。 

ⅲ もちろん「食糧自給」問題も重要であり、看過しえない。なお、この面からは、す

でにドール・フード・カンパニーがブロッコリー等大規模生産農場を国内展開したり、
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三井物産戦略研究所で多収性イネの試験栽培を始めており、着々と準備が進められてい

ると言える。 

② 生活者・消費者の自覚例としての需要側から見た戦略 

現代においては顧客重視が必要だと言いながら、その実、誰しも、なかなか産業・企

業側の視点から離れられないでいる。盛んに叫ばれているイノベーションとかデファク

ト・スタンダードにしても、しょせん供給側のセンスにすぎない。 

その点、堀井秀之東大教授は日本型イノベーションのあり方として「生活者の感性を」

と言い、イノベーションを生活者志向と技術中心イノベーションとに分けながら、なお

イノベーションは企業内で起きるものと決めてかかっており、供給者側の意識を捨て切

れずにいる。しかし、高学歴＝ネット時代の今日、イノベーションはもっと身近からも

起こりうるのだ。同様に、国領氏も「消費者の好みや動向を素早くキャッチ」と言いな

がら、なお視点は企業側すなわち供給者サイドにある。同様に、三菱重工業の大宮英明

社長が「顧客視点に立ったソリューション提案」を掲げながら、なお単品事業の総合化

に止まり、その本質は社内にあるシーズを超えての顧客視点に立ったソリューション提

案とはなっていない。 

これに対して、マーサ・ベハール氏の「統計や経済指標といった数字に惑わされるの

ではなく、顧客の現実に目を向けることが重要だ。数字だけを重視して短期の成長に執

着するのではなく、長期でイノベーションを起こせる投資をすべきだ」「歴史が違う局

面に入り、ウィプロは最前列にいる。顧客の要望に合わせてビジネスモデルを変え、イ

ノベーションへの投資と生産性向上で経済成長を促す」という言葉は拝聴に値しよう。 

端的に言えば、ラーメンフォークの考案者であるデザイナーの高橋正美氏が言うよう

に、「使う人のことを考えゼロからイメージすれば、おのずと誰もが使いやすい」もの

が生まれる。彼女の発想の原点である「点から線へ。線から面へ」同様、すべてを最小

単位に還元し、その上に必要性等から生ずるプラスアルファを付け加えていけば、真に

需要者が求めている何かが姿を現わしてくる。それこそ、ここで言う需要側から見た商

品・サービスにほかならない。 

なお、実際のビジネスモデル構築に当たって、こうした需要側からの視点を取り上げ

る際、内田教授の「事業連鎖の絵を描く際に、２つの視点が重要になる。一つは事業連

鎖の上流からモノを考えるのではなく、消費者の側から事業連鎖をさかのぼることであ

る（二つ目は、先に紹介した隣接領域を見落とさないこと）。それによって、今現在は

存在していても、消費者目線では不要なものや不満足なものが浮かび上がってくる。例

えば、音楽を聴くのに絶対必要なのは実はミュージシャンだけである。後はそれをどう

やって消費者に到達させるかが事業になっているにすぎない」という言が参考になろう。 

一方、慶大小幡績准教授の「世界経済の潮流は生産者・供給者優先の成長モデルの終

焉と消費者・需要側主導に向かっており、今まさに新たな経済思想が生まれようとして

いる」というのは、一面において正しい反面、その目的意識があくまで産業側にあると
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いう点において、不十分な展開となっている。また、だからこそ、今次危機を待たずし

て早くから同様の立場からの提言を行なっていた小野のそれこそ新しい経済思想の存

在に思い至らなかったのだと思われる。 

では、ここで取り上げるべき需要側の視点とはどんなものだろう？それは、例えば、

需要者側の使い勝手から見た、そのまま使えるもの（完成品）―ある程度手を加える必

要があるもの（半製品）―使い手がすべてを行なうもの（原材料）、あるいは、ニーズ

の性質から見た、基本的ニーズ充足型（生活必需物資・サービス）―個人嗜好選択型（趣

味等）―個人創出・参加型（ＤＩＹ等）などと分類できる視点である。 

こうした需要側の視点から、現在の産業ないし商品・サービスを再点検してみると、

従来の産業分類では処理できない次際型産業（環境・バイオ等）とか既存の供給網では

掬えないもの（ニッチ）などの中に、多数の有望分野が潜んでいることが分かる。 

その点、顧客分析にしても、ほとんどの企業が自社製品ないし自社にシーズのある製

品や現在の顧客を前提として考えているようだ。それでは、トップクラスのビジネスモ

デルが生まれるわけがない。 

例えば、先行した東芝ライテックが 1万円で売り出した発光ダイオード（ＬＥＤ）電

球に関してシャープが 4000円の商品を引っさげて市場参入した話などは、たしかに製

造コスト＋利潤というメーカーの論理ではなく、「100円の白熱電球に対して 40倍の寿

命なのだから」という消費者目線で価格設定したことにはまちがいない。その点は、新

型プリウスを旧型より廉価に販売した時の「顧客が買いたいと思える価格を追求した」

とするトヨタにも共通する。しかし、しょせん、それは既存のマーケティングの領域に

納まることであって真に需要側から見た話だとは言えない。なぜなら、これら製品その

ものの開発は、自社にすでにあった技術的シーズから出たものであって、消費者ニーズ

そのものから出たものではないからである。 

その点、武田薬品の長谷川社長の言う「製薬会社の研究者は最新技術を取り入れた新

薬候補の数を増やすことには熱心だが、それが医療現場でどこまで必要とされているか

には目を向けにくい」「（したがって、研究者と営業担当者が新薬開発の方向性を合同で

協議する仕組みを導入し）研究者は対話を通じて市場が求めている薬は何なのか突き詰

め、本当に必要な薬に厳選して開発する姿勢を持たなければならない」という発想にし

ても、需要側重視という面からすれば「今さら何を」だし、自由研究軽視という面から

すれば長期的認識が欠如していると言うべきである。 

もっとも、需要サイドから分析しようとすると、そもそも統計そのものが存在しない。

例えば、現在使われているコーリン以来の第一次・第二次・第三次という産業分類は、

100％供給側の視点から設けられたものであり、需要側の視点は全く取り入れられてい

ない。そうした意識のまま、消費者重視とか生活者重視と言ったところで何の価値もな

いし、消費者ないし生活者が直接市場に参加できるようになったネット社会に適合する

ものではない。 
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そこで、既存の産業分類を離れて、仮に需要側から見た産業分類を想定してみよう。

それが、前述した、完成品―半製品―原材料、基本的ニーズ充足型―個人嗜好選択型―

個人創出・参加型さらには対産業向け―対公共機関向け―対事務所向け―対個人向けと

いう見方である。特に、あらゆる分野で需要のあるソフトやノウハウにおいては、こう

した認識が不可欠である。 

こうした需要側の意識に立った時、次のような点を忘れてはならない。 

Ａ 需要飽和 

上に述べたことから容易に気づくことは、需要飽和の原因も、すでに供給側が認識し

ている新製品を生み出す革新的技術の不在とか資源・環境制約だけではなく、需要者

個々人そのものの肉体の壁（肉体的需要飽和）→空間の壁（物理的需要飽和）→時間の

壁（時間的需要飽和）→欲望そのものの壁（精神的需要飽和、人間の能力的限界）など

という流れのあることである。 

だからこそ、近頃になって永年企業が製品差別化の手段として多用してきた多機能化

への反発が起き、思い切って単純化したノートパソコンすなわちネットブックや高齢者

向け携帯が出回るようになったのである。なお、そうした新製品は、何も需要飽和に達

した国内市場だけではなく、低所得途上国市場においても有望だということを忘れては

ならない。 

Ｂ 生活者目線 

需要者・消費者は、同時に生活者であるという、いわば当然のことも強く認識しなお

すことが求められる。そのためには、永らく日本企業が強みとしてきながら、近年とも

すれば薄れがちな現場回帰を徹底することも必要になる。これまで評価の高かった「市

場創出型」企業を目指すにしても、そうした認識無しには、これからの市場を創出する

ことなどできはしないのだ。 

例えば、食品卸大手の菱食では、「モノが売れない時代には、生活者の皮膚感覚が必

要」という中野勘治社長の発案によって発足した小売店の営業支援担当の女性社員チー

ムが、全国の主婦約 1000 人に冷蔵庫の中身を見せてもらいに訪ね歩いた。その結果、

老夫婦二人だけの暮らしなのに、週末になると自分たちが食べない肉類やケーキが冷蔵

庫に出現するのに気づいた。それが近くに住む子供や孫のためだと分かり、「週末はイ

ンビジブル・ファミリー（見えない家族）のための品ぞろえを」という小売店に対する

提案に繋がったということである。 

また、必ずしも需要者側ではなく時に供給者でもありうる生活者の意識を巧みに利用

して創業し成功した例としては、消費不況で自動車がなかなか売れない時代にあって、

ひときわ存在感を放っているガリバーインターナショナルがある。 

元々、中古乗用車市場は、経済学で言う「レモンのモデル（有名なグレシャムの法則

「悪貨は良貨を駆逐する」を一般化したもの）」の典型例として用いられているほどで
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あり、買い手側の品質に対する不信から良品は中古市場に出回らないとされていた。加

えて、日本国内では、売り手側の買い手による査定価格に対する不信が加わって、永ら

く中古市場は活性化せずにきた。 

ところが、ガリバーは、「クルマの流通革命」を標榜し、「中古車買い取り専門」とい

う中古車業界の既存の概念を打ち崩すビジネスモデルを打ち立てた。すなわち、同社は、

買い取った車の展示販売はいっさい行なわず、オークション会場に売却するという独自

のビジネスモデルを確立するのに成功したのである。 

こうした新しいビジネスモデルに追い風となったのが、1990 年代から始まった中古

車市場の拡大、そして全国規模で進んだオークション会場の整備だった。98 年に店頭

公開を果たすと事業は急ピッチで拡大を始めた。2000年 12 月には市場最短で東京証券

取引所２部に上場、03年８月にはついに東証１部に上場した。 

創業者の羽鳥兼市氏は、中古車販売業界のイメージが悪く、販売業者がうさんくさい

と思われていると感じたことから、透明性を確保するために全国一律の価格で買い取り、

客からこつこつと「信頼感」を得てきた。本部で集中管理したシステムで正確に評価す

るため、中古車販売店オーナーの主観的評価は一切なく、査定価格にぶれがないのを強

みとしている。 

さらに、同社は、通信衛星を活用した画像による車販売システム「ドルフィネット」

の運用を開始している。店舗で買い取った中古車は、オークションに出品するまでの数

日間、実質的に在庫となるが、これらの在庫をデータベースへ登録し、ネットワーク化

することで仮想販売展示場を作り出したのである。 

そこでは、買い取った中古車は、基本的にはオークション会場まで陸送されるが、そ

の間に「ドルフィネット」を見た業者や一般ユーザーからオーダーが入れば、本部から

輸送車に連絡が入り、そのままオーダーをしたユーザーへ届けられるシステムとなって

いる。その結果、ユーザーにとっての最大のメリットである、全国どこからでも欲しい

車を検索し購入できるようになった。 

今では無店舗で年間約４万台を販売し、端末を全国約２万ヶ所に設置するまで拡大し

た「ドルフィネット」だが、開始当初は同業他社からは「そんなものうまくいくわけが

ない」と酷評されたらしい。なぜなら、実物を見ずに端末の画像だけを見て、車が売れ

るはずがないと思われていたからである。 

たしかに、新車市場であれば普及が難しかったかもしれない「ドルフィネット」だが、

中古車市場ではユーザーのニーズをつかんだと言える。しかも、オークション会場での

卸売りより利益率は高く、事業展開を「ドルフィネット」にシフトしていった結果、３

－８月期の直営店での中古車の小売台数が前年同期比 55％増となっている。 

2009 年２月期の決算では売上げ、純利益ともに減少したものの、８月時点での直営

店の販売台数は、前年を 18 ヵ月連続で上回り、素早い回復を見せている。９月末には

10 年２月期利益予想を上方修正し、連結営業利益を 50 億円から 80 億円、連結当期利
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益は 23 億円から 34 億円に増額した。 

このように経営が早期回復に向かっている理由は、同社の常識外れのビジネスモデル

が効いているのだと思われる。もっとも、売上高のほとんどを中古車市場に依存してい

るため、再び中古車市場が大きく縮小した場合のリスクこそ残るが、新車販売市場も回

復してきていることから、来期以降の回復持続の期待も高まっているところである。 

Ｃ 多価値化 

需要側の意識を重視する時、今ひとつ忘れてはならないのが価値観の多様化すなわち

多価値化である。 

ａ 価値観が多様化するということは、同一商品であっても、個々人によってそれか

ら得られる効用に差異があるということであり、当然、伝統的「一物一価」は成立し

ないことになる。そうした分野では、従来の規格化された大量生産品の強みは消えう

せる、ということは業界トップを目指すというビジネスモデルも成立しないというこ

とを意味する。 

ｂ これまで日本企業は専ら得意とする多機能化を軸として商品開発を進めてきたが、

それでは無数に存在する利用者側にとって不要な機能ばかりが肥大化することにな

り、すでに自ら発言するようになっている消費者を満足させられなくなってしまった。

そこからも、逆に機能を削減することによってヒットした商品が目立つようになった。

その典型が主用途をネット検索やメールなどに絞ったネットブックの成功やインド

のタタが開発した小型車ナノである。なお、そうした視座からすれば、例えばネット

の弊害と本人所在確認の重要性の狭間で評価が分かれている学童用携帯電話につい

て、ＧＳＰ機能を付けた上で弊害の多いネット機能の無いポケベルの復活を試みたら

どうかと思われる。 

c 品質面でも、国民所得上昇とともに高品質・ブランド志向が強まっていたのが、こ

こにきて実用性を重視し、価格の安い規格外商品や非ブランド品で満足する消費者を

ターゲットとする店舗・企業が増えている。 

ｄ 反面、一部では本物志向も強まっており、そうしたこだわり族を対象とするビジ

ネスも起こっている。一例を挙げると、東北新社阿部薫執行委員は、テレビコマーシ

ャル製造に際して、いい画像を作るため、ビル３階の窓の外に桜が映る画面を撮るた

め本物の桜の木を吊り上げるなど、とことん関係者の要求にこだわることによって成

功している。関連して、スイスの高級腕時計ウブロのジャン・クロード・ビバーＣＥ

Ｏの「高級品市場では希少性も必要。“品切れ”の演出だ。ウブロは年間の販売量を

最初から決める。在庫があったとしても規定の数量より多く売ることはない。顧客に

とってすぐ手に入るものは高価であっても高級感は得られない」という言なども参考

になろう。 

ｅ 多価値化の流れの中にあっては、何もかも勝ち組を目指すのではなく、クヌッド

ストープ社長の「レゴブロックを楽しむには自分で考えて組み立てるという努力が必
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要。こうした個性が強いほど、それを支持しない消費者も出てくる。しかし万人受け

する商品を作ろうとすると個性が薄まってしまい、中核の顧客を逃して競争力を失う

だけだ」という言葉にも耳を傾けるべきである。なぜなら、グッチの場合では、自社

のブランドに対する過信から、元々の高級皮革製品に低価格のキャンバス布製品を加

えただけではなく、時計、眼鏡、香水などにまでライセンスを与えた結果、一時的に

は売上げ増に寄与したものの、ブランド・イメージを傷つけてしまい、業績の悪化を

招いたことがあるからである。 

f これまでのところ、マグドナルドやニンテンドーなどのように、移り気な消費者

をひきつけるため持続的に顧客を引き付けるための新商品を次々と投入することに

よって成功してきた企業もある。しかし、実は、この種の成功事例は、マイクロソフ

トなどにも共通するものであり、予め気をつけておく点も少なくない。すなわち、他

の追随を許さないアイデアが持続し、企業として順調に伸びている間はいいが、それ

が止まると一気に歯車が逆転する危険性がある。したがって、ある意味、自転車のよ

うに漕ぎ続けなければならない宿命を抱えていると言える。 

Ｄ 価格破壊 

ａ 「デフレは大いに結構。賃金が上がらない中で、価格を下げて顧客に喜んでもら

っている」と嘯くのはニトリの似鳥昭雄社長である。同社は、単なる廉売ではなく、

損益分岐点引下げにより、収益を上げながらの値下げ攻勢をかけているところである。

このため、人件費の安いインドネシアやベトナムで家具工場を稼動させている。 

ｂ かつて価格破壊の代名詞のように言われていた 100円ショップも、中国等海外調

達先の賃金上昇や技術向上に伴う調達先多様化によって、「安かろう悪かろう」から

の脱皮が進められ、300円商品など多価格帯に活路を求めるようになった。 

ｃ ファーストリテイリング（ユニクログループ）などでは、990円ジーンズ、2990

円の女性向けライダースジャケットなど低価格ではあるが品質的には遜色ない商品

の開発・販売戦略を強化している。このため、同社では、商品調達先を中国一極化し

ていたのを、バングラデシュに衣料品工場を新設するなど多極展開しはじめている。

また、それに対抗して、イオンが 880 円ジーンズを手掛けたほか、一部スーパーで

は 5000円スーツ、一流デパートでも１万円スーツの販売を開始した。 

ｅ 最近になって、ファストファッションでスウェーデン系のＨ＆Ｍ（へネス・アン

ド・モーリッツ）やスペイン系のＺＡＲＡなど、ユニクロで扱う日常衣料品ではなく、

ファッション衣料を低価格販売するところが日本国内に進出してきており、国内企業

としても、そうした新しい業態の外資との競争激化は避けられない情勢にある。 

Ｅ 少子高齢化 

とかく福祉政策面が強調され、経済的には負のイメージが濃い少子高齢化であるが、

単に育児や介護だけではない新しいビジネスチャンスも多数生まれている。特に、高齢
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者の増大は、彼らをターゲットとした市場の拡大を引き起こしている。 

ａ 重い買い物が不自由な人たちなどに人気があるのが食事や食料関係を中心とした

商品・サービス 

ⅰ 最近になって高齢者向け宅配サービスの人気が急速に高まっている。 

ⅱ 少人数家族に合わせた小容量化された食品調味料も売れ筋となっている。例え

ば、キッコーマンでは「特選丸大豆しょうゆ」などしょうゆ５品目で 750 ミリリ

ットル入りを売り出し、キューピーもドレッシングを従来よりも 15％減らして出

荷し始め、加ト吉では包装米飯を 150グラムにした商品を販売し始めている。 

ｂ 以前からあった商品の中で特に高齢者向けが売れているもの 

ⅰ 老眼鏡は、すでに全眼鏡市場の５割に達している。 

ⅱ 携帯電話では、機能の簡素化と文字盤を読みやすく大型化した高齢者仕様のも

のが出回りはじめている。 

ⅲ 紙オムツ市場では、08年度には大人用が乳児用と同じ 1500億円となり、少子

化の進む今後はむしろ過半を占めるようになると予測されている。 

 ⅳ 付言すれば、高齢化は何も日本国内だけではなく、広く世界全体で進展すると

いう認識を持つことも有用である。例えば、アクリル樹脂製義歯の国内トップメー

カー山八歯材工業では、すでに 90年代に中国に進出しており、同国での製造本数

が１億本に達するとともに約 70ヶ国に輸出しているところである。 

ｃ 子どもが巣立った後の寂しさを紛らわしてくれるものとして、おしゃべりする人

形などが商品として売れており、おもちゃも高齢者向け市場に参入しはじめた。 

ｄ より積極的な市場としては、時間的にも資金的にも余裕のある高齢者を対象とし

たスポーツや海外旅行なども盛んになっている。 

③ グローバリゼーション 

現下のグローバリゼーションは、過去のような単なる欧米化ではない。すなわち、新

興国や途上国の台頭によって、これまで欧米主導で進められてきた統一・標準化とは違

った多様性ある世界が開けてきているのだ。逆に、そうでなければ、世界全体が均一的

な、換言すればエントロピーが極限に達した状態に陥り、後は死の世界を迎えるだけと

なる。 

 日本人は、そうした認識の下で、非欧米を出自とし、かつ、その非欧米を随所に残し

ながら、なお欧米型近代化に成功した唯一の先進大国として、これからの世界を主導し

ていくくらいの気概が求められる。 

Ａ 例えば、白物家電（冷蔵庫、洗濯機等）や黒物家電（デジタル家電）分野において、

国策的に寡占化を進めて競争力を増してきた韓国メーカーに対抗するためには、業界再

編が必要だという話があるが、何もすべてを正面から対抗する必要はない。むしろ小回

りを利かせて軽いパンチを連発するとか、思い切って既存市場は韓国メーカーに任せる
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というくらいの発想があっていい。 

Ｂ 海外進出、特に新興国や途上国への進出は、ちょっとした工夫で勝者たりうる。 

a 例えば、紙オムツのユニチャームが日本の高品質を維持したままロットを現地向

けのバラ売りにしてインドネシアで成功した。もっとも、バラ売り・小口売りは、東

南アジアやアフリカへの進出の早かった調味料や衛生用品では常識化していたこと

であり、それを模倣しただけだとも言えるが。なお、前述したように、小容量化は、

何も途上国向けだけではなく、単身や少人数世帯が激増している日本国内でも、有用

な戦略となっている。 

ｂ 一般に自動車メーカーの業績がマイナスに転落したにもかかわらず、インド市場

開拓に成功したスズキは最終黒字を確保しており、さらにインドを拠点として他の

国々への輸出も考えているようである。また、それに追随してインド進出を検討する

企業も増加している。 

C 特筆しておくべき問題に、ＢＯＰ（ボトム・オブ・ピラミッド）ビジネスがある。

なお、このように日本企業がＢＯＰビジネスへの関心を示している背景には、先進国

市場の縮小が避けられないことを見越し、途上国市場での存在感を高める狙いが挙げら

れる。ただし、途上国での事業展開にはリスクがつきまとうし、野村総合研究所の平本

督太郎氏の「企業は、情報不足を克服するために、ＮＧＯや国際機関、地元企業との協

力関係が不可欠だ」という指摘にも留意する必要がある。 

ａ ＢＯＰビジネスとは、人口は多いが所得水準の低い途上国に向けた低価格品の提

供を意味する。ただし、こうしたビジネスモデルは、常に低価格品市場においてコス

トの安い新興国企業に持続的に対抗できるかどうかを認識し続ける宿命を抱えてい

ると言ってよい。 

ⅰ 上のインド市場で成功したスズキなど、その典型と言えよう。 

ⅱ 資生堂では、以前からアジアで人気の高かった同社製品も、これまでは高額品

中心で展開してきたのだが、それが頭打ちとなったということで、「ピュアマイル

ド」など低価格品にシフトしはじめている。 

ⅲ ユニチャームはマレーシァで機能限定の低価格紙オムツを、味の素は新興国で

低価格調味料を販売している。 

ⅳ タカラトミーでは、中国に無線操縦機能の無い低価格ベイブレードを投入する。 

ｂ 「社会起業家」と呼ばれるベンチャー企業の取り組みも目立つ。ここでは、企業

の社会的責任意識の高まりも感じられる。 

ⅰ 東京三菱銀行出身の栃迫篤昌氏が米国で開業したマイクロファイナンス・イン

ターナショナル社は、中南米などからの移民向けに、祖国への送金や融資などの金

融サービスを提供している。 

ⅱ 東京・渋谷のＨＡＳＵＮＡ社は、中米やアフリカの貧困層が作る装飾品を輸入
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し、経済的自立を支援している。 

ⅲ 経済産業省も８月、有識者や企業関係者らで作る研究会を発足させ、企業と国

際機関との仲介、事業化調査への協力に本格的に乗り出した。 

ｃ ＢＯＰビジネスで得たノウハウを、先進国向けの製品に転用することも期待され

ている。途上国では使いやすく修理が簡単な製品が求められる傾向があり、多機能製

品に慣れた日本の消費者らに新しい価値を提案できる可能性がある。 

ｄ 特にＢＯＰの中でも、発展途上国での貧困解消や衛生状態改善などの取り組みを

収益につなげる動きが、日本企業にも広がってきた。また、それが将来の市場創出や

製品開発につながるとの期待も高まっている。 

ⅰ 住友化学は、2003年から、アフリカ・タンザニアで、マラリア予防のための蚊

帳を製造・販売している。特殊な殺虫成分を練り込んだ１張り５ドル（約 450円）

の蚊帳を年間 1900 万張り生産しており、現在は２工場で約 4000 人が働いている

が、12月に新工場を稼働させ、2000人を新規雇用する計画である。ただし、住友

化学では「慈善事業ではなく、あくまでも本業のビジネスだ」と強調している。 

ⅱ 三洋電機ではインドネシアにおいて簡易井戸水浄化システムを販売、ヤマハ発

動機では 2000年から東南アジア５か国で集落向けに汚れた川の水を安全な生活用

水に変える浄化装置を試験販売している。 

Ｄ 流通分野では、トイザラスを筆頭に外資系大型専門店が国内進出し、一時は「黒船

再来」などと騒がれたこともあった。最近でも、ファストファッションの進出が相次い

でおり、グローバルな調達網を活用して、ファッション性衣料の価格破壊を引き起こし

ている。もっとも、他の国内各社としても手を拱いているわけでは決してない。ただし、

カインズの例からも明らかなように、必ずしも規模の追求が低価格品調達とはならない

ということにも留意する必要がある。 

ａ 外資の調達網を利用する国内店（例えば、親会社のウォルマートから商品供給を

受けはじめた西友など）も出てきており、消費者側からすれば安くて品質のいい物の

選択肢が拡がっていると言える。 

ｂ ファーストリテイリングやニトリのような製造販売業で海外調達先の多角化が進

められているのと軌を一にして、ユニー＝伊藤忠、イオン＝三菱商事、セブン＆アイ

＝三井物産などスーパー各社が総合商社との連携を深め商品調達および流通の効率

化を図りはじめている。 

E グローバリゼーションへの対応は、必ずしも生産拠点や販売先・購入先の海外展開

だけではない。例えば、食品機械メーカーの藤村工業では、国内売上げが 5000万円弱

と低迷する中で、中国・韓国・タイなど６ヶ国で開封が簡単な加工食品の包装特許を取

得・出願し、模造品対策に手間や費用のかかる現地生産や輸出ではなく、台湾を含めた

７ヶ国の現地メーカーに特許の有償使用を求め、数年後には約 2000万円の収入を見込
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んでいるところである。 

Ｆ ところで、グローバリゼーションの中で重要な課題となっているのが、とかく日本

企業は遅れていると批判されがちな経営陣を含めた人材の国際化である。それは、海外

の進出先で従業員の意欲を高めるために必要なだけではなく、実は海外進出を図る国内

企業そのものにおいても必要性が増していることなのだ。ただし、こうした国内企業に

おける外国人の登用は、日本的経営の長所や日本人社員のやる気を殺ぐ危険性もあり、

両刃の刃だと認識しておく必要がある。 

ａ 売上高で自社の２倍もある英国ピルキントン社を買収し「小が大をのんだ」とい

われた日本板硝子では、国際展開に必要な能力を得るため、買収先のスチュアート・

チェンバース氏を社長に迎えている。 

ｂ 日産のように、思い切った経営再建に当たって、日本人にとかく見られる同僚の

中における異能者を排除する傾向を避けるため、かえって抵抗感の薄い「異人」の力

を借りるというケースもある。 

④ ネット社会の台頭 

前述したネットの最大の利点である相互発信能力がフルに発揮されるようになると、

真の一物一価が現出し、将来的には為替問題なども解消することになろう。ただし、こ

こで言う「真の一物一価」の意味は、ａ 前述した個々人ごとの効用によって値決めさ

れる非常に幅の広いものと、逆にｂ グローバリゼーションやネット通販の進展に伴い

国や地域ごとの差異が失われる「価格のフラット化」という正反対の意味を合わせ持つ

ことに留意されたい。 

なお、ネット・オークションの新しい利用方法としては、例えば、今はまだ所有者側

が買手を探すだけのネット技術市場などで、逆に一般商品ではすでに開設済みとなって

いる需要側が求めている技術を加え双方向とすることなどが考えられる。本構想それ自

体一つのビジネスモデルたりうるが、それだけではなく、自社ないしグループ内におけ

る一部技術ないしシーズ欠如のため商品化できないでいるものにとってのブレイクス

ルー、情報不足から当該技術開発や市場開発に重複して膨大な費用・時間を割いている

企業にとっても新しいビジネスモデルの構築が容易になるものと考えられる。 

なお、急速に成長するネット社会の下で企業が存続していくためには、当のネット社

会そのものがアマゾンドットコムの登場からグーグルの台頭まで目まぐるしく変貌し

てきていることを正確に認識し、今後そうした変化がさらに加速されるものと覚悟しな

ければならない。すなわち、単に現在把握可能な情報だけではなく、常に新しい情報に

目配りし、できればこれから出てくるであろうものを先取り、さらには自分の方から発

信するくらいの気概が求められる。 

⑤ 新科学の誕生 

ここでは、新科学技術分野で成功するための基本的姿勢として、免疫研究で世界をリ
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ードし、コッホ賞なども受賞している審良静男氏の言を紹介しておく。なお、同氏は、

従来の医学者のイメージとは程遠い「研究はシステム化する」とか「偶然より効率を」

と述べており、それだけを聞くと、トヨタや武田薬品のトップが唱えているのと同様、

単に効率が重要だと誤解されかねない。経営者の立場からは効率が大事であることには

疑問の余地はないが、しかし、審良氏は同時に「研究は石油探索とよく似ている。テー

マを探す段階ではやみくもに手を出し、石油が出そうだと見極めたら研究資源を集中さ

せる。掘り尽くしたらまた探す」などとも述べており、決して自由研究を軽視している

わけではないのだ。というより、「新しいテーマを見つけるためには、新技術や手法を

積極的に採り入れる。いま欲しいのは物理や数学を専門とする優秀な人材だ。生命科学

とは違う歴史を歩んだ人でないと斬新なアイデアは出ないのではないか」とか「研究成

果や人材は囲わず、他分野での応用はその道の専門家に任せ、有能な人材は独立させる。

それによって、ライバルなどから有益な情報を得られるようになる」という発想こそ参

考にすべきだろう。 

そうした認識に立った上で、先の消費者ニーズからの発想を行なうためには、前述し

た真のジェネラリストが不可欠となる。 

なお、最後に、すでに無数にあると思われる有望な新科学・新技術の中でも、これま

であまり馴染みのなかったものを例示的に挙げておく。これらを見ただけでも、これか

らの技術領域が、過去のものとは全く様変わりするであろうことが分かる。 

Ａ 近接場光（物体表面のみに存在する超短波光）：１ナノまでの微細構造や生きたウィ

ルスなどの観察。 

Ｂ 計算科学：複雑現象の解析や性能評価。 
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４ ビジネスモデル構築のための方法 

最後に、ここまで述べてきたような前提の下、企業が自前のビジネスモデルを構

築するための方法論について概説する。ただし、先に述べたように、現下の状況に

おいては今後とも有用なビジネスモデルの好例など存在しえない。存在するのは、

せいぜい当座の模倣先かフリーライドを決め込まさせてもらえる私的インフラ企

業である。 

したがって、ここに挙げる例示はあくまで理解を深めるための比喩程度の価値に

とどまることになる。また、求める解が存在しない中で、帰納的に近似解を求めた

結果である以上、ここに述べた内容そのものが雑然としたものとなったのは、むし

ろ当然のことだと理解されたい。 

なお、本調査研究の内容を理解した上で、まだビジネスモデル構築の実践的マニ

ュアルを求める者は、先に紹介した小野、根来著『経営戦略と企業革新』（朝倉書

店、2001年）を参考とされたい。 

 (1) 発想法 

ビジネスモデル創出手法に定番など存在しない。ただし、小野『いい企画をものにす

る法』に紹介されているような、発想法の前提となる基本条件には共通点が認められる。

例えば、新機軸を実現する上で必要なのは、アイデアと情熱と構想力である。 

ところで、アイデアには常識の積み重ねから演繹されるものと非常識ないしヒラメキ

から生まれるものとがある。また、アイデアを生み出し・実現する情熱には、一種の狂

気を伴う。というより、狂気が情熱となって一見不可能なことを可能にする場合が多い。

いずれにしても、アイデア段階と推進段階では一種の狂気の必要性が高い。といって、

それだけでは、構想として纏まらないし周囲からは受け入れられない。そこに、構想力・

取り纏め能力が必要となる。 

そうした相反する二種の才能を一人格で担うのが企業家である。しかし、現代におい

ては、なかなか一人格でそれらすべてを担うのは難しい。その上、前述したように、何

ごともカリスマ型ワンマンに依存していれば、当のカリスマに何か不都合が生じたら最

後、それまでのビジネスモデルそのものが崩壊することになる。 

例えば、日清食品の創業者安藤百福氏は、福田赳夫元総理に「スッポン」と言われた

ほど、何ごとも諦めず一度食らいついたら離さないという一種の狂気を持ちながら、同

時に急に冷静になってすべて投げ出すという二重性格を有していたとされる。また、同

社二代目社長の安藤宏基氏は、創業者の反対を押し切って同社の圧倒的ヒット商品であ

るカップヌードルの打倒を目指してブランド・マネージャー制を導入し、今日の隆盛を

得た。その点が、モデルＴにこだわりすぎて発展の機会を失ったフォード社との違いだ

と言えよう。 

ということで、成功するビジネスモデルを構築するためには、少なくとも数名による
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分担が不可避である。換言すれば、企業家と経営者との役割分担である。なお、この際、

後者があまりに前者の行動を制限しすぎると構想は挫折するか矮小なものになってし

まう。といって、あまり前者に振り回されていたのでは、いつまでたっても現実案とし

て纏まってこない。 

 その点、日本経済も、これまで上に述べた二種の才能がうまく絡み合って成功してき

たのである。特に、高度成長期以前にあっては、企業家の役割が高かった。それが高度

成長期に移行する中で、相対的に経営者の役割が高まって行き、やがて彼らから理解力

があり知識も豊富な優等生が重用されるようになる。さらに、高度成長期にあっては、

新しいアイデアよりも、前例をきちんと踏襲する能力の方が重要だと錯覚されるように

なっていった。その結果、企業家が持っていた狂気に対する評価は消滅し、いつしか組

織内の異端児は疎外され、どちらを見ても金太郎飴型の優等生ばかりになってしまった

のである。 

 実は、それが、成熟期に入り、求められる抜本的改革を図るに当たって必要な企業家

精神の喪失に繋がったのだ。なぜなら、優等生が支配する組織では、使いやすいのは当

然優等生であり、なまじっか企業家精神など持つ者は邪魔者としか評価しえなくなった

からである。それが、現下の日本社会の陥った低迷の真の原因なのだ。 

 また、だからこそ、他が低迷する中で台頭してきた企業は、どれも型破りの非優等生

ないし企業家精神の権化によって創立された新企業家、あるいは、日産のような「異人」

の力に頼って再生したところばかりなのである。なぜなら、変革に当たっては、優等生

の頭からはとうてい生まれてこない極端な選択肢も考慮する必要があるからだ。すなわ

ち、セコムの飯田代表が言うように「何ごとも振り子を思い切り振ってみる」ことによ

って、最終的に良いバランスが得られるのである。 

有体に言えば、戦後日本を成功に導いた日本型資本主義の特徴は、俗に言われる 55

年体制などではない。むしろ、遣隋使の昔から外来文化に接しては、それを咀嚼・吸収

して自分のものにしてしまうという柔軟な日本人の特性、すなわち、幕末の開国・敗戦

などの大変革を通じ、一貫してその時々の環境変化に臨機応変対応してきたという日本

人の伝統的特性から生じたものである。逆から言えば、それを失い、いたずらに米国に

追随・模倣している今の日本産業・企業は、本物の「日本型」ではないということだ。

これから必要なことは、その逆転、すなわち原点回帰である。当然、その中には、かつ

て日本企業の強みとされてきた現場重視なども含まれる。そのように、一方で地道に一

歩一歩足元を固めながら、他方で独創的発想を発掘・育成していくという姿勢が大事な

のである。 

また、そうした地道な努力が現実に活かされるためには、常にバリューチェーンの全

プロセスから、各プロセス内のみならず、隣接プロセスさらには管理・企画部門にアイ

デアや問題点を評価し、フィードバックする評価サイクルが重要である（評価サイクル

については、『いい企画をものにする法』参照）。 
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ところで、誰もが独創的発想を持つためには、まずは幼児期における自然体験教育が

不可欠であるし、それと併行して社会常識を身につけることが必要である。すなわち、

常識無き独創は独走にすぎず、持続性ある活動に結びつかない。その点、組織的にも、

アイデアマンと分析・整理さらには実用化していく実務者との分業が不可欠である。 

逆から言えば、昨今主流になったパートや非正規に頼る形でのコスト削減は、結局の

ところ人力を強化しないということが判明した。すなわち、人を育てずして可能性はな

い。そこで、今次危機以降、正規・非正規の区別を解消しようとする企業も出てきたが、

しょせん場当たり的であって根本解決からは程遠い。ということで、終身雇用を前提と

した人材育成に力を入れてきた日本型資本主義を今一度再評価すべき時だと思われる。

換言すれば、多種多様なあいまいさを抱えマニュアル化などのしようがない日本型資本

主義そのものがビジネスモデルだと言えるのではないだろうか。 

① マニュアルを超克すべし――マニュアルは必要条件であって十分条件ではない―― 

ここまでに述べた前提の下で、次になぜ米国式マニュアルや過去の常識を超克する必要

があるのか、理解の一助として具体的な事例を挙げながら解説しておく。 

ここで、先に「ビジネスモデル構築のマニュアルなどありえない」とした理由、

すなわち「マニュアルは、最低限の必要条件しか表すことはできず、十分条件を満

たしえない」ということの意味を再吟味しておこう。 

その第一は、人間には必ず見落としがあり、完全なマニュアルなどありえないと

いうことである。 

その第二は、マニュアルどおりにやっていたのでは、ちょっとした工夫が日の目

を見なかったり、進歩が止まってしまうからである。 

ただし、そうした理解の前提としては、逆説的ではあるが、まずはマニュアルを

完全に理解しておくことが求められる。なぜなら、現代の分業社会にあっては、め

いめいが勝手に動いたのでは全体の効率が低下してしまうから、自ずから基本的な

部分について意思統一を図っておくことが不可欠である。それだけではない。現行

のマニュアルには過去における工夫・改善がすべて織り込まれており、新しい提案

がそれに勝るものでなければかえって後退を招くことになるからである。換言すれ

ば、まずは基本に忠実に、その上で次の段階で改善を志していくという姿勢が肝要

である。 

そこで、上に述べたマニュアルの重要性とそこからの超克の必要性という経営姿

勢の重要性について理解を深めるために、次に具体例を二つ挙げておく。 

Ａ 和倉温泉「加賀屋」 

「プロが選ぶホテル・旅館100選」で29年連続日本一の旅館と評価された能登和

倉温泉「加賀屋」では、マニュアルはあくまで最低条件であって、サービスの内容
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は日々改善しているとしている。 

すなわち、同旅館には、もちろんマニュアルはあるし、それを守るのは大事だが、

“おもてなし”というものはマニュアルをこなせて60点にすぎない。それ以上は、お

客と接する本人の感性次第だという意識を全員が共有して、はじめて積極的に前へ

出て何かを言おうという雰囲気ができていくのだということである。 

 例えば、客室係のミーティングでは、広間に夕食と朝食のお膳を用意し、フロアリー

ダーが、おしぼりの出し方、椀物の蓋を片づけるタイミング、煎茶の美味しい淹れ方な

ど、望ましいサービスの手本を見せていく。そして、一つのテーマを終えるたびに、リ

ーダーが「意見があったら言ってください。みんなでつくり上げていきましょう」と呼

び掛ける。続いて、「これはベターであってベストではありません。少しでもいいなと

思うことを、みんなで掘り出していこうと思います」と言って緊張した雰囲気を和ませ

て、徐々に質問が出るようになる。その後、お膳の周りに全員が集まり、「以前、お茶

をお出ししたところ……」「私がお膳を準備していたとき……」と、現場での体験を交

換する。こうして、加賀屋で働くことへの自信や、少しでもサービスを良くしようとい

う意欲が育っていき、連続総合日本一に輝く同旅館の基礎体力がついていくのだ。 

さらに、加賀屋では、各フロアのリーダーが集まる「リーダー会議」で 140 人の客室

係の意思統一を図っているが、とりわけ重要視されているのは、宿泊客からのアンケー

ト（マークシート式）をもとにした月に一度の「アンケート会議」である。年間 20 万

人の客から集まった３万通のアンケートを集計し、小さな点まで「改善」の目が行き届

くように心がける。その結果は個人ごとに数値化され、フロアリーダーを通じて客室係

へフィードバックされる。そうやって客から受けた意見を一つでも捨て子にしないよう

徹底するのである。客からのクレームは大事なものであり、注意をしてくれるのは期待

があるから、一番怖いのは問題があっても何も言われずに帰ってしまう。そこには、天

国と地獄の差があると認識しているのだ。 

客の意見の具体的な処理としては、「例えば“非常口の案内があったか”という欄の

点数が低かった場合、ご説明する声が小さかったのではないか」と、自信を失うことの

ないよう誰もいない時にそっと本人に注意する。あるいは、宿泊客からの「お褒め」や

「お小言」などは、従業員用の廊下に常に張り出す。 

そうして 1年間に集められた具体的な情報は、「クレームゼロ大会」によって検証さ

れるという。こうしたやり取りの繰り返しによって、客室からの声を無駄にしないとい

う基本姿勢が共有されていくわけだ。 

 次に、加賀屋の「おもてなし」がメディアで紹介されるとき、よく取り上げられるエ

ピソードを二つ紹介しておこう。 

ⅰ 女性宿泊客との会話の中で、亡くなった夫と一緒に加賀屋へ来たかった、という話

を聞いた客室係は、すぐさま調理場に頼み、夕食時にそっと陰膳を用意した。 

ⅱ 結婚式に招待された男性のテーブルに女性の写真が置かれていることに気づいた客
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室係は、それが前年に亡くなった妻の写真で、花嫁の姿を一目見せてやりたかった気持

の現われだと知ると、花瓶に一輪の花を用意し料理を２品ほど持参し、「奥様とどうぞ

ご一緒に、今日の花嫁さんをお祝いしてあげてください」と言った。 

このように、何かに気づいたら、客室係は客室センターに直接電話をかけ、後は「花

瓶は私が持っていくから、あなたは花を準備して」と裏でリレーする態勢が常備されて

いる。例えば、誕生日や還暦など記念日の種類ごとに記念品を準備しているが、それら

が活かされるかどうかは、結局、客室係と客とのさりげない会話から察するしかないも

のなのだ。そして、旅館全体に浸透している「お客様と接する客室係が、いちばんお客

様のことがわかっている」という価値観が、そうして得られた情報を実際のサービスと

して実現させているのである。 

そんな加賀屋の“客室係重視”ともいえる経営方針は、先代の女将の時代に確立され

た。例えば、次のようなエピソードが残っている。 

ⅰ 客のためなら、たとえ収支がマイナスになっても、富山までハイヤーを飛ばして銘

酒を買いに行かせた。 

ⅱ 当時から「お迎えからお見送りまで」を一人の客室係が行ない、「朝早く歩いてい

るのは、加賀屋の客室係のお姐さんと犬と新聞配達」と地元で言われていた。 

その後、そうした経営姿勢が、1906 年の創業当時には和倉温泉の小さな旅館にすぎ

なかった加賀屋を、年間 20万人が訪れる大旅館へと発展させたのである。 

旅館の巨大化に伴い社員は 360名まで膨れ上がり、「客室係の顔や名前を覚えること

も追いつかない」という時期もあったが、“大きくなっても小さい加賀屋でいこう”と

いうスローガンで、前述の“精神”を守り抜いてきた。 

また、その裏では、しっかりと休憩を取り、日々の生活を安定させるといった「客の

満足度は働いている側の満足度があって初めて成り立つ」という意識が働いていた。例

えば、20 年前に４億円以上の費用をかけて配膳・下膳の自動搬送システムを導入した

ほか、「カンガルーハウス保育園」という保育所・学童保育所を設立し 1歳児から小学

６年生までを専属のスタッフが預かっている。 

そうした「社員は家族」意識からすれば、今は不況による苦境を耐える時期であり、

その原点になるのが、07 年３月の能登半島沖地震の際の経験だった。この時、加賀屋

は水道管の破裂による館内の浸水などの被害を受け、１ヶ月の休業を余儀なくされたが、

小田禎彦会長は真っ先に休業中の従業員に対する給与の保証を宣言し、「お休みの間に

自分を磨き上げることを何かしなさい」と呼びかけた。以来、茶芸や陶芸など“一人一

芸”が奨励され、それはサービスや料理の勉強会などが頻繁に開かれる契機にもなった。

冒頭のミーティングにしても、その流れを汲んで客室係から自発的に提案されたものだ

という。 
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Ｂ 六花亭製菓 

六花亭製菓では「社員一人一人が心身ともに健康でなければ、おいしい菓子はつ

くれない」という理念の下、22日の有給休暇の徹底取得の社長号令を出した。その

ために、次のような措置を講じている。 

ⅰ 作業動線の改善や機械化によって生産効率を高めるとともに、改善に必要な社

員同士の相互研鑽を高めるため社員表彰制度を創設。 

ⅱ 生産性を高めるためには休むことが大事という認識に立ち、「出社しても暇な

のは毒」ということで、現下の景気後退に合わせて有給休暇を５日間積み増し。 

以上、加賀屋と六花亭という二つの事例から分かるように、生産性向上のために

は、かつてのような非人格的な科学的管理ではなく、休むべきところは休むという

本来の人間性を尊重することが必要なのだ。逆から言えば、現下の不景気を、とか

く消化不良を起こしている有給休暇とか在宅勤務など勤務体制の改善のための機

会として捉える勇気が求められる。その点、「会社に余裕が無いから、有給休暇な

ど取れない。サービス残業もやむをえない」などとしている企業は、仮に今後景気

が回復したとしても、もはや存続可能性はほとんどないと覚悟すべきである。 

② 常識を覆すべし 

先に誰もが独創的発想を持つためには、まずは社会常識を身につけることが必要であ

ると述べた。すなわち、常識無き独創は独走にすぎない。 

いかなる分野においても、基本が大事なことは同じである。独創的アイデアにしても、

まず基本を見につけることによって、はじめて生まれてくる。といって、いつまでも基

本に囚われていたのでは、やはり独創は生まれてはこない。基本を修得し、それを打ち

壊したところに独創が生まれるのである。 

例えば、絵画の世界においても、まずは基本としての忠実なデッサン力が求められる。

その上で、デフォルメを加えていき、独自の作品が生まれてくる。囲碁の世界でも、定

石を知らずして高段者にはなれない。しかし、定石に囚われていたのでは、また、名人・

棋聖といったタイトル・ホルダーにはなれないのだ。 

同様に、ビジネスの世界においても、常識や豊富な情報に裏づけられた分析が欠かせ

ない。と同時に、現実に競争力あるビジネスモデルを構築するためには、その常識や分

析結果を疑い、覆していくことが求められる。なぜなら、単に常識に従っているだけで

は、決して他社を打ち負かすだけの特性が生まれてはこないからである。 

繰り返しとなるが、もちろん、自社のビジネスモデル構築の過程においては、古

典やオーソドックスな方法論にも、今だってそれなりの価値は認められる。しかし、

むしろ何を今さらそれを言うのかという感が強い。なぜなら、古典を熟知しオーソ

ドックスな手法を用いて分析・構想することは、上に述べた常識の域内であり、あ

くまで最低限の必要条件なのであって、十分条件を満たすには程遠いからである。
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十分条件を満たすためには、あらゆる情報・要素について深く探求した上で、なお

その総てを否定するところから始めることが求められるのである。 

そこで、この「従来の常識を覆す」という意味を探るため、地場に根付いて活動

している小売業を取り上げ、その成否事例を紹介しておく。 

Ａ 常識を覆した農産物特売所の隆盛 

最近の例として特筆すべきものに、地産地消の流れにも乗った小規模農家による単独

あるいは共同による直売所がある。それは後継者難に悩む農家にとって農業を続けてい

くための“希望”にもなっている。 

すなわち、地方の国道沿いで新鮮な野菜や果物を売る「農産物直売所」が、日本の農

業を静かに変えつつある。1990 年代半ばから増え始め、いまや全国で約１万３千施設

と、コンビニ最大手「セブン－イレブン」の店舗数１万 2,467 店（昭和 21 年８月末時

点）を上回る。また、農産物の全流通量の５％は直売所ルートといわれ、国やＪＡも無

視できない存在に成長してきており、現に一部ＪＡでは自らも直売所に力を入れるよう

になっている。ただし、ＪＡが介入している事例では、相変わらず高い手数料によって

農家の手取り収入が限られているという実態が見られる。 

成功例とされるものを一つ挙げると、秋田県大館市の国道沿いにある直売所「陽気な

母さんの店」は、平成 13 年の開業から順調に売り上げを伸ばし、20 年度の売上高は１

億 8,600万円に上った。農家の女性ら出資者 73 人でつくる「友の会」が運営しており、

みんな生き生きと頑張っている。「直売所をやってよかったのは会員に給料を払えるこ

と。農業に後継者がいないのは所得が伸びないからだった。今後は給料を払えるような

農業経営をしていかなければという思いで、活動を進めている」ということで以前のよ

うな努力しても所得が伸びず元気のなかった農村が変わってきたということである。会

員は交代で店先に立ち、農産物などの販売収入のほかに日当（20 年度は１日 3,300円）

を受け取る仕組みになっている。 

なお、直売所は、農家の軒先の無人コーナーやプレハブ小屋のイメージが強かったが、

本格的な施設も増えた。自治体や第三セクターが「道の駅」で開業し、ＪＡも参入して

いる。国が 17 年に初めて調査したところ、全国で１万 3,538施設、年間利用者は延べ

２億３千万人に上っていた。  

財団法人「都市農山漁村交流活性化機構」の 19 年の調査によると、直売所の年間売

上高は５千万円未満が 51％を占めるが、１億～３億円未満も 21％に上り平均は 9,697

万円。全国の総売上高は１兆円ともいわれる。セブン－イレブンの２兆 7,625億円（20

年度）には及ばないものの、地方の商店街に「シャッター通り」が増える一方で、直売

所は成長している。 

こうした現状は何を意味するのか。それは、消費者から強い支持を得ているからにほ

かならない。すなわち、収穫から数時間と新鮮なうえ、中間流通経費が大幅に削減され、

安い輸入農産物との競争にも打ち勝っている。また、直売所は生産、流通、販売、マー
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ケティングが一体化しており工夫次第で客がくる。 

すなわち、中には逆転の発想で、あえて多くの直売所が採用しているような低価格路

線から離れ、高品質高価格で成功している例もある。例えば、茨城県つくば市の「みず

ほの村市場」では、「安売り厳禁」とし、すでに出ている商品より安い値決めを禁止し

ている。その結果、買ってもらうためには高品質を維持しなければならないことになる。

実際、近隣のスーパーよりずっと高い野菜が「味の良さ」を武器に売上げを伸ばしてお

り、参加農家の平均販売額は年 700万円と全国平均 413万円を大幅に上回っている。 

こうした工夫こそが従来の生産の大規模化一辺倒の農業になかったものなのだ。裏返

しに見れば、直売所にこそ農業をビジネスへ改革するために学ぶべきヒントが詰まって

いる。例えば、年商３億円超の直売所の多くは商圏が半径 30～50 キロに及び、売り上

げの６～７割は週末に車で来店してまとめ買いする近隣都市の消費者だという。  

ところが、国はこれまで、一貫して農業の大規模化を推し進めてきた。19 年からは

原則として耕地面積４ヘクタール以上の大規模農家や、20 ヘクタール以上の耕地をま

とめた集落営農にしか補助金を出さなくなり、小規模農家については統計さえほとんど

取らなくなった。直売所は、こうした農政の中でいわば置き去りにされた中小農家が中

心になって始めた取組みなのである。  

もちろん、出荷者の高齢化など課題も抱える直売所だが、今後は学校給食で地元の農

産物を使う際の拠点としての役割も期待されている。国は現在 41％の食料自給率を 27

年に 45％まで戻す方策の一つとして、学校給食で地元農産物を使う割合を 19 年の 23％

から 22 年度までに 30％以上へ引き上げる目標を掲げている。秋田の陽気な母さんの店

でも現在、地元の小中高８校に 3,500 食分の食材を卸す。特に、この分野は、昨年の中

国製ギョーザ中毒事件を機に急増したということである。 

Ｂ 地方スーパーの健闘 

 これまで圧倒的勝ち組とされてきたセブン＆アイ・ホールディングスなどが苦戦

する中で、東北のユニバース、東海・北陸のバロー、鹿児島県阿久根市のマキオ、

首都圏のオーケーなど、地方を地盤にするスーパーが、徹底したコスト削減や小回

りを活かし、大手の赤字販売路線とは一線を画した増収増益経営を誇っている。な

お、これについて、現政権が模索している最低賃金引上げにより強みとされる低廉

な人件費という武器を失うのではないかという指摘があるが、最低賃金引上げは同

時に地方の購買力を高める作用もあるわけであり、そうしたメリットを活かせれば

人件費上昇によるデメリットは吸収されよう。逆に、そうした柔軟な発想が無けれ

ば、元より需要規模が小さい地方スーパーにとって生き残る術はないのである。 

Ｃ 自助努力を欠いた商店街の衰退 

上に紹介した直売所や地方スーパーの隆盛に対して、同じ地域を地盤にする小売業で

ありながら衰退著しい商店街は、前述したように、直売所のような意気込みや地方スー
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パーのようなコスト削減努力があまり感じられず、大型店、スーパー、コンビニさらに

は最近の駅ナカなどの出店・転出に振り回され、いつの間にか櫛の歯のように連続性が

失われてしまっているケースが多い。 

もっとも、商店街の魅力喪失原因としては、必ずしもそうした外部要因だけではなく、

内閣府の「歩いて暮らせる街づくりに関する世論調査」によれば、それぞれが暮らす地

域の中心市街地の課題を聞いたところ、40.6％が「商店に魅力がない」と回答している。

ほかに、「にぎわいが感じられない」（32.1％）、「鉄道やバスなど公共交通機関の利用が

不便」（29．4％）が続き、環境変化の影響も無視できないものの、むしろ各地で進む市

街地の空洞化の主因は後継者難もあってか、売り物にするだけの個性を創出しようとい

う自助努力が全く不足しているためだと考えられる。それやこれやが重なって、かつて

のような地域連帯やご近所意識が喪失し、専ら利便性のみを追及する消費者を便利なコ

ンビニなどへ向かわせることになったのである。 

したがって、内閣府が提唱する「車を持たない高齢者らに配慮したコンパクトな

街づくり」を目指し、「街を歩きやすくするために必要な取り組み」としての歩道

の拡張（60.4％）、バリアフリー化や電柱撤去（54.0％）、照明など防犯のための

施設整備が（51.9％）などでは、全く不十分である。すなわち、この種の従来施策

の延長上にある物理的対応を重視する考え方は、費用ばかりが膨れ上がり、現実の

活性化には結びつかない可能性が強いと言える。 

(2) ホロニック工学法と参考例の羅列 

以下、新しいビジネスモデル構築に当たって参考となりそうな事例を挙げておく。以

下に紹介する話は、少々無理を承知で分類分けしたものの、互いに共通するものが少な

く、むしろ相反するものさえ無数に存在する。しかし、それは、産業革命後はじめて経

験するゼロ成長移行あるいは人々の価値観の多様化、さらにはグローバリゼーションの

進展に伴う雑多な要素の組合せの登場を考えれば、むしろ当然のことなのだ。逆から言

えば、これまで見捨てられていた思わぬ所に宝の山が隠れているかもしれないというこ

とになろう。 

いずれにしても簡単な分類分けだけで順不同な羅列からは、取りとめもないと感じら

れるかもしれない。しかし、それらを以下に概説するホロニック工学法によって各自に

とって有用な方向に組み立て直すことを期待したい。逆から言えば、それさえも独自に

できず、何者かの指導ないしマニュアルに期待するようなことでは、いくら頑張っても

ビジネスモデル構築は不可能だと断念するほかはないのだ。 

① ホロニック工学法について 

今後を睨めば、先述した「顧客戦略・経営戦略・収益戦略」から離れて、小野考

案のホロニック工学法（詳しくは、小野『ホロニック工学論』参照）により、まず

は関連要素を洗い出し、その合目的的なグループ分けを実施した後、それらグルー
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プ同士の緩やかな再結合を行なっていき、論理的に目指すべき方向に導いていかな

ければならない。ただし、第一段階におけるグループ分けに当たっては一切の先入

主を排除し、相互のバランスの悪さや分類上の穴が予め生じないように配慮しては

ならない。なぜなら、そうしたアンバランスや穴にこそ、今の自社には無い不可欠

なシーズなどのヒントが隠されている可能性が潜んでいるかからである。付言すれ

ば、そうしたアンバランスや穴は、全要素を組み立て直す段階で除去すればよいの

である（詳しくは、小野『いい企画をものにする法』参照）。 

なお、ホロニック工学法の具体的展開は、外延拡大（既存路線からの演繹的拡

大）・内包分割（既存要素をさらに細かく分割し新たな何かを探し求め、得られた

ものを再統合する）、模倣・独自、市場独占・デファクトスタンダード構築・フリ

ーライド、先端・隙間・落穂拾い、ネット・非ネット、国内・海外（先進地域、新

興国、後発国、オフショア）といった無機的な分析に、有機的な具体例を重ね合わ

せていき、それを全体整合性の観点から再整理するという形で進められる。 

 このホロニック工学法における統合的発想では、まずは矛盾否定の上に立つ他の統

合的発想とは異なり、外延拡大と内包分割とは必ずしも全く相反する思想ではない。

同様に、最近流行の選択・集中と多角化とも両立可能な概念となる。したがって、

ここで紹介した発想や事例の中には、一見相互に相反するものがあるように見える

ものであって、実はそれらを包含するようなビジネスモデルもありうるのである。 

② 参考事例 

Ａ 過去の常識との決別 

ａ これまで製造業においては、部品は等比級数的に増大するという神話があった。

たしかに、荷車→自転車→バイク→自動車→飛行機という過去の流れの中では、そう

した傾向が見られたことは事実である。このため、政策的にも、いわゆる「裾野のよ

り広い」産業がリーディング・インダストリーとして重視されがちだった。しかし、

これからガソリン自動車に取って代わるとされている電気自動車などは、前述したよ

うに、明らかに部品点数の激減＝裾野産業の縮小をもたらすものと予測される。 

ｂ これまで市場を支配する上で有用だった「常に新しいアイデアを生み出し、後続

企業の追随を許さない」というマイクロソフト型のビジネスモデルは、前述したよう

な自転車操業的な辛さを抱えており、かつ、結果として肥大化せざるをえない組織は

新しく生ずる急激なパラダイムの転換についていけない可能性がある。 

ｃ 過去における日本企業の成功要因とされる多機能化は、ネットブックの台頭やマ

イクロソフトがビスタからセブンへと路線変更を迫られたことなどに見られるよう

に、今やシンプル化の荒波に呑み込まれかかっている。 

ｄ 新製品開発が叫ばれる中、とかく社内に存在するシーズや過去の技術蓄積にこだ

わる傾向があるが、歴史的にはレーヨン・人絹メーカーだった東レやテイジンの例を

挙げるまでもなく、全く異種分野への参入することによって新たな道が開けてくるこ
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とも多い。 

ⅰ 東レがＣ型肝炎ワクチンを試作 

ⅱ 森下仁丹が仁丹製造で培ったカプセル技術を活用して飲む腸チフスワクチンを

製造 

ⅲ 海外の企業ではデュポンがバイオ種子など農業・食品関連分野に参入 

ｅ 新規分野ばかりが新天地だとは限らない。むしろ原点回帰に活路を見出すことも

有用である。例えば、マツモトキヨシとローソンの提携は、単なるドラッグストア・

コンビニ間の店舗相互利用による販売機会拡大というだけではなく、大衆医薬品販売

で収益を上げてきたマツモトキヨシ側の大衆医薬依存離脱→医療の専門知識を活か

した他の医療機関との提携に力点を移行するという意味もある。こうした原点回帰は、

バブル的に膨張した企業が一度は潜り抜けなければない再建過程だといえる。 

ｆ グローバリゼーションの中では、必ずしも海外生産・販売・購買だけではなく、

先に紹介した藤村工業のように、特許やノウハウ使用料を稼ぐという戦略も有用であ

る。 

Ｂ ちょっとした発想の転換ないし工夫 

ａ かつてトヨタ研究所では、収益に結びつくようなものはなかなか現われなかった。

そこで相談を受けた小野が診断したところ、研究開発テーマが個々バラバラで、かつ、

研究現場における意識が官僚的縦割り意識に支配されていた。そこで、他分野の技術

を統合して何かを考えたら面白いのではないか。例えば、その象徴として非工業用ロ

ボットを手掛けてみたらどうかと助言したことがある。実際、トヨタでは人型ロボッ

トなどの開発に成功し、そこで得られた成果を具体的な成果物に反映しつつある。な

お、そうした他分野間技術統合の動きは最近活発になってきており、ナノ技術を用い

た薬物送達システムによって少しずつ体内に浸透する薬品の開発などが進められて

いる。 

ｂ 障害者雇用事業所として著名なホンダ太陽では、障害者の工夫を取り込み、居な

がらにして作業ができるとか力を入れずに済むといった他に転用可能なアイデアも

生み出している（カラクリカイゼン）。なお、同社が成功した原因としては、前提と

して「保護より働く機会」という認識の下で、障害者といえども甘やかしはせず、そ

れと同時に個性派ぞろいの彼らをまとめ、かつ、それぞれの個性を活かすためにコミ

ュニケーションを重視しているというようなことが挙げられる。 

Ｃ あえて拡大を目指さない戦略 

ａ ある電機メーカーの下請部品メーカーでは、企業規模拡大を図ろうとはせず、収

益を専ら安全資産として運用し、その潤沢な自己資金をもって不況期における親企業

の資金繰りを助けることの代償として価格・数量共に安定取引をかちえ、常に高収益

を挙げている。 
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ｂ ここで、身の丈以上は求めない若者企業化について紹介しておく。彼らは、ハイ

リスクハイリターンを求める投機国家米国のベンチャー・ビジネスモデルと一線を画

し、必要なだけを堅実に稼ぎ、あえて拡大路線は敷かないとしている。例えば、アニ

メ画像共有サイト「ピクシブ」では、ベンチャーキャピタルの投資は雑音を伴うから

として受け入れを拒否し、専ら自分たちがやりたいことだけを手掛けている。 

ｃ 錢高組の錢高一善社長によれば「本業以外に手を出さない限り建設業に大きな資

金需要はありえない」ということで、右肩上がりの成長よりも信用を優先した経営姿

勢を貫いている。 

d 本物志向とか手作り技術へこだわることも、時として有用である。例えば、2004

年に厚生労働省の「現代の名工」に選ばれた三村仁司氏は、長年勤めたアシックスを

「ものづくりに対する価値観の違い」から退職・独立し、有森裕子・高橋尚子・野口

みずきなどトップランナー向けのシューズを作ってきた経験を活かして、一流スポー

ツ選手から受注生産するミムラボを設立した。この間、軽い靴ほどエネルギー消耗が

少なくてすむため、ひたすら軽量化に努めてきたが、有森選手に限っては走法の違い

から重い靴を選択したということで、「シューズ作りの面白さはゴールが見えないと

ころ」だとしており、手作りにこだわって需要開拓を図っている。 

ｅ 地産地消など地域に徹してコスト削減を図り、特徴ある商品を創出するという行

き方もある。その最近の例としては、ファッション界における地産地消とか美少女図

鑑などが挙げられる。 

ｆ 以前から言われてきた話としては、隙間狙いとか落穂拾いなどがある。最近、そ

うした発想から生まれたものにオリジナル選挙グッズがある。例えば、公職選挙法に

違反せず特徴あるものということで、蓄光塗料を使った夜間候補者名が浮かび上がる

ポスター、うちわ型のビラなどが開発されている。 

ｇ 一方、市場占有率競争に全勢力を投入している巨大企業によって多くの旧型大企

業が退場する中で、巨大企業が苦労して構築したシステムにフリーライドする隙間企

業さらには小規模組織・個人も登場し、成功を収めている。特に、現代のように加速

的にＩＴ化が進行する中では、SOHO・デイトレーダー・地方立地企業・副業家など

に数多くの成功例が見られる。 

D デファクトスタンダード構築とか世界一の規模が勝利への近道という伝統的Ｍ＆Ａ

とは一味も二味も違う統合・提携 

ａ 先に紹介した日本板硝子によるピルキントン社買収などのように、小が大を呑む

ものも現われるようになった。 

ｂ キリンとサントリーのように、これまでのような負け組同士が追い込まれての統

合ではなく、勝ち組同士が統合する例も出てきた。 

ｃ ローソンとマツキヨとの提携のように、携異業種提携も行なわれるようになった。 



 76

Ｅ ネットの活用 

ａ すでに説明したように、ネットには最も効果的な情報伝達法とされる口コミを爆

発的に増幅する作用がある。そこで、小さな需要あるいは小さな供給を拾い集め、ネ

ット化や口コミ連鎖によって全国版展開して成功している企業も多い。その典型例と

しては、かつてブレイクした「たまごっち」がある。 

ⅰ 酒樽製造業の竹十では、受注量の大幅減少によって一度は開店休業にまで追い

込まれていたが、近所の主婦からの漬物用樽の注文が契機となり、全国ネットでの

販売を始めたところ漬物のほかバケツ代わりとか祭事用樽太鼓など各種小物樽の

注文が殺到するようになった。 

ⅱ 栗ジャムを作る四万騎農園では、「売れるコツは一人の客を見つけること」とし

て、口コミによる「価値の連鎖」によって、小さな直売所と電話注文販売だけで多

くの客を引き寄せている。 

ⅲ 似たような例は、最近流行の有機野菜の栽培・販売の世界でも見られる。 

ｂ 個々には小さくともネットを通じて集まるこことによって巨大企業にも匹敵する

クラウド効果は、リナックスの成功例などからも明らかである。ただし、今言われて

いるクラウド・コンピュータの話は、むしろここに述べるクラウドとは逆方向に向か

うものである。また、「地方主権」に代表される「分権化」という立場からしても、

「安全性」という面から見ても、専ら効率性ばかりを追求したクラウド・コンピュー

タの「中央集権」型管理にすべてを委ねていいのかどうか疑問が残る。したがって、

どちらか一方を過信することなく、両者の長所を利用していくという柔軟な発想が求

められるところである。 

ｃ ネットの最大の効用は、情報が相互発信されるところにある。また、そこにこそ

ネット競売も成立しているのである。これからは、この相互発信作用を活用したとこ

ろが勝つものと考えられる。逆から言えば、これまでのような受信ばかりで発信しな

い受け身の立場にいるかぎり、いつまでも発信側に貢ぎ続けざるをえないことになる。 

Ｆ 規格外の再評価・活用――品物だけではなく人材についても―― 

これまで利用されていなかった新原材料などの資源を発掘・加工したり、きずもの・

わけあり商品に付加価値を付けるという企業が増えてきている。日本経済新聞社の調査

によれば、加工食品では約８割、野菜では 65％の人が「規格外」を購入した経験があ

り、その理由としては「味や品質に問題がない」「安い」が多い。経験のない人でも、

「日ごろ使うスーパーなどで販売していないから」が８割近くに達し、そのほとんどが

「近くに購入できる店があれば利用したい」と答えている。 

なお、供給側の最近の取組みとしては、次のようなものがある。 

ａ 食品加工業界 

ⅰ ネピュレが不ぞろい野菜を超高温蒸気によって栄養価の高いピューレを加工 

ⅱ ニチレイも規格外野菜を加工原料に使用開始 
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ⅲ 食料加工機器メーカーの原田産業が研究機関や大豆卸商社と共同で硬くてこれ

まで加工に適さなかった大豆を柔らかくして納豆にできる装置を開発 

ⅳ 居酒屋チェーンを展開するダイナックが未利用魚をかまぼこ原料に加工 

ｂ きずもの・わけあり商品の直販 

ⅰ 東急ストアが一部店舗に規格外野菜の常設野菜売り場を設置 

ⅱ マルエツが約 200 店舗で週１回野菜の売り場コーナーを開設 

ⅲ イオンも約 200 店舗で不ぞろいな魚を販売 

ⅳ 京成ストアが傷もの干物を格安販売 

ⅴ ニッセンホールディングスが缶詰・菓子など約 1200 品目を廉価販売 

ｃ 食品以外でも、ニトリでは傷物や棚卸商品のネット販売で売上げを伸ばしている。

こうしたワケあり商品の先駆は、堤清二氏が始めた無印良品だとされる。当時、余分

な機能や装飾は徹底的に落とし、一流デザイナーを使っても名前は出さないというこ

とで、いわゆるブランド品嗜好に対して風穴を開けたのだった。 

ｄ もっと大掛かりな例としては、鉱山開発がある。すなわち、海外資源確保に出遅

れてはいるものの高い技術水準を有する住友金属鉱山では、フィリピンの低品位ニッ

ケル鉱の活用・開発に乗り出している。鉱物以外の原燃料においても、新興国の台頭

に伴う資源獲得競争や環境面からの有効活用などの面から、従来利用されていなかっ

た低品質品を活用しようという動きが高まっている。その点、これまで品質管理がや

かましかった機械部品等においても、品質基準を重層化することなどによって不良品

の再利用を図るべきだと言えよう。 

ｅ こうした発想は、何も品物ばかりではなく、今や人材の世界でも重要になってい

る。すなわち、これまで優遇されてきた優等生ばかりを集めるのではなく、社会的に

は劣等生とされている個性派や戦力外とされてきた人材の活用である。逆から言えば、

今日のように、順調な成長は期待できず、かつ、過去のビジネスモデルが全否定され

るような激動の時期にあっては、いわゆる常識を弁えた前例踏襲型の優等生はむしろ

無用であり、常識や前例に捉われない型破りの人材こそ有用と言えるのである。もっ

とも、求められるのは、単に常識を欠いたアホではなく、一応の常識や常識は承知し

ているが、それらにこだわらない人物であるが。 

そこで、次に成功例を幾つか挙げておく。 

ⅰ 元暴走族を雇った輸送会社社長によると、彼らは個々にはやる気がありよく働

き良き戦力となっているということである。ただし、彼らは、10 人以上集まると

抑えが利かなくなるので、常に 10 人を超えない分社体制を取り、問題を解決して

いるということだった。 

ⅱ 自身落ちこぼれだった４人が、それぞれ同じ派遣会社でアルバイトをするうち

に、「これなら自分たちでもできる」ということで、ＳＯＨＯ貸し事務所を利用し

て独立し、今や駅前に自前の事務所を構えるまでに成功している。彼らは、自分た
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ちと同じ落ちこぼれ仲間の中から、彼ら独自の嗅覚でやらせればやりそうな連中ば

かりを嗅ぎ分け、再教育して店頭セールス要員として派遣しているということであ

る。本事業は、見方によっては、潜在能力を有しながらも何らかの事情で落ちこぼ

れた若者の更生にも役立っていると言えよう。 

ⅲ 規格外人材の系として副業家を活用して成功している例も多い。例えば、ＭＳ

＆コンサルティングでは、主婦やＯＬを覆面調査員として活用している。 

ⅳ もちろん、非正規社員の活用も重要であり、彼らを低賃金・バッファー要員と

して捉える従来のビジネスモデルから離れて、その経済合理性に合った有効利用を

図り生産性向上に成功している例も少なくない。最近では、サミット、京王ストア、

オークワで、パートに正規社員並みの権限と月給制を導入するようになった。 

G フリーライダーの類型 

 社会的に好ましくないかどうかは別として、金儲け第一という米国型ビジネスモデル

からすれば、初期費用を節約できるフリーライダーそれ自体がビジネスモデルたりうる。 

ａ 自然環境財・公共財へのフリーライド・・・不法・不当性は極めて高いものの、

儲けさえすればいいという現代世相を反映して、現実には全盛を極めている。例えば、

宅急便、携帯電話等モバイル商品、テイクアウト商品などがこれに属し、古くは自動

車・資源産業も含まれる。米国で問題になっているハイ・フリクエンシー・トレード

（ＨＦＴ）も一類型と言えよう。また、最近流行の駅ナカなども、公共輸送機関とい

う一種の公共インフラを独占的に使用しているという点において、同じ意味を持つ

（インフラ提供者と駅ナカ運営者とは同一人格なので、その面からはフリーライドと

ならないが、独占禁止法体系からすれば立派な脱法行為である）。なお、これらは、

今さら全面的に抑制されることはないであろうが、環境意識や企業の社会的責任論議

の高まりなどの制約要因が増大していることから、これからはその辺のリスク管理が

必要となる。 

ｂ 私的インフラへのフリーライド・・・フリーライドされる側にも、当該業態にお

けるデファクト・スタンダートを握れるというメリットがある。例えば、巨大企業が

競争に勝つために不可欠なものとして整備したインフラをフリーライドして成功し

た例としては、グーグルがマイクロソフトの牙城を崩すべく始めた無償ＯＳをネット

ブックに搭載したエイサーがある。また、副業家によるネット広告などもその一例で

ある。 

ｃ 個々人のステップアップのための大企業利用・・・マイクロソフトからグーグル

に転進し、さらに独立した李開復氏のように、先端企業に入りノウハウを盗みつつ成

果を挙げたところで高くヘッドハンターに身売りし、次々と業績評価を高めた後、ス

ピンアウトして独立というビジネスモデルもありうる。特に、大企業化して成長が鈍

化し、それまで人材引止めに貢献していたストックオプションのうまみが無くなった

グーグルなどでは、先に紹介した李氏のほかに、フェースブックの複数幹部、ツイッ
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ターのＣＥＯなど大量の人材が流出しており、今や人材養成機関として利用されてい

るようにも見える。逆から言えば、人材流出を防止するための方策を完備しつつ、他

社から人材をスカウトするのも有用なビジネスモデルだということになる。 

Ｈ 模倣ビジネス 

模倣も一種のフリーライドであり、初期費用を節約できる上、成功例を見習うという

意味でリスクも圧縮できる。とはいえ、必ずしも全く初期費用が不要だというわけでは

なく、模倣・隙間参入の裏で膨大な先進事例調査が必要なケースも少なくない。その場

合、よく行なわれているベンチマーク企業を精査する必要性は認められるとして、それ

だけに頼るのはさらなる後発企業による模倣を回避するという別の視座からは問題が

ある。 

ただし、分野によっては、今から先例を追っても遅いかもしれない。東南アジア進出

の先駆者である味の素のように、初期のハイリスク時代に進出してこそハイリターンが

望めた。ハイリスク回避のために海外進出を遅らせるような場合には、単に先発組の情

報を盗んだり隙間を狙うだけでは不十分である。なぜなら、新興国等でも当然雁行形態

やプロダクトサイクルはあるし、その周期は先進国よりもはるかに短いから、いつまで

も先行利得を享受できるわけではなく、近い将来地場企業との熾烈な競争に陥る覚悟が

求められるからである。いずれにしても、そこには真のニュービジネスモデルはない。 

また、ある程度成功した時点で、そのまま模倣・フリーライドに徹するのか、さらな

る発展を目指して独自性に徹するのか決断しなければならない。前者においても、さら

なる後発者登場によるうまみ消滅に際しては、思い切って別の模倣先を探すなどが必要

となる。後者であれば、成功の再現性は必ずしも保障されないしビジネスモデル構築の

王道などありえない。いずれにしても、模倣に当たっての組織的取組みは、情報収集・

分析には必要不可欠だが、アイデア段階では場合によっては有害無益でしかないと認識

すべきである。 

ａ 同業者のアイデア模倣も時に有用である。この方式が軽視できない具体例として

は、自動車損害保険の直販市場がある。1997 年にアメリカンホーム保険が通信販売

で先鞭をつけたもものの、ソニーや三井等の日本国内損保企業が大挙して参入した結

果、今やアメリカンホーム保険やチューリッヒ保険といった先行して市場を開拓した

外資組が駆逐されそうな勢いになっている。 

ｂ 景気後退下の最終需要減退によって多くの企業が苦戦する中にあっても、後発薬

メーカー、大企業が撤退した陳腐化商品を拾い集めたり、修理や保守部品を引き受け、

自らは開発リスクを負わない経営哲学を貫いている企業が健闘している。 

ⅰ かつて先発企業群が生産を撤退した後の一世代古いタイプのＩＣを受注して成

功したローム 

ⅱ 高血圧治療薬「アムロピジン」のヒットによって経常利益が急増している後発

薬品メーカー最大手の沢井製薬 
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ｃ 他産業と比して色んな側面で遅れている産業では、比較的容易にビジネスモデル

を作りうる。例えば、農業では、すでに採用されている有機栽培にさらに観光資源要

素を加味する、耕作放棄地を安く借り受けて大規模農業を始める、あるいは、逆転の

発想で輸出向け作物を作る、さらには海外進出するなども考えられ、どれも先を走っ

ている産業・企業の経験を活かしうる分野である。 

ｄ 業種を超えたビジネスモデルの模倣も、時として有用である。先に紹介した途上

国におけるビジネスモデル以外にも、次のような事例がある。 

ⅰ シェア商売 

古くからあったセコハン（中古）市場も、一種のシェア商売だと言える。 

イ 会員制リゾートマンションのビジネスモデルを模倣して、全くの他人同士で

マンションを共有するというルームシェアを始めて成功した東京ガールズ不

動産 

ロ カーシェアリングの発想を拡大して、タクシーの相乗り相手を携帯で探せる

システムを提供する「タクワリ」サイト 

ハ 昨今話題に上っているタイムシェアリングも、最近では単なる雇用機会だけ

ではなく育児・介護などのためへと適用拡大 

ⅱ 異業種交流 

有名な事例としては、パンメーカーの工場を見学した鋳鍛造メーカーが、その清

潔さに感心して自社の工場を明るくしたところ、従来と比して動線がずっと短縮さ

れ、仕掛品や在庫が激減し、労災も無くなるなど多大な副次効果をもたらしたとい

う話がある。 
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