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機会をとらえる

エクゼクティブサマリー

各業界のリーディング・カンパニーは、イノベー

日本の経営者の殆どがイノベーションの重要性を認識する一方、その創造に資する方法

れら企業は、効果的かつ継続的なイノベーショ

慣性法則（惰性）は、イノベーションのみならず、自社の基礎的な成長すら阻害してし

ションに係る明確なビジョンを持っている。そ

ンは「価値を創造」し「競争に勝つ」、そのどち
らに対しても有効に働くことを認識している。

2014年に IBM が実施した企業経営者調査におい

ても、高業績企業は、その他企業と比較して、
全く異なる方法でイノベーションを追求してい
る様子が見て取れる。しかしながら、かつて世

界にとってのイノベーション・モデルであった
日本企業は、幾つかの点で遅れをとってしまっ

ている。最も特筆すべき日本の失敗は、イノベー
ションへの体系的な取り組みができていないと
いう点であろう。日本の組織が、世界を牽引す

るイノベーターとしての地位を再び獲得するた
めには、イノベーションを阻害する３つの壁、

つまり「組織の壁」、「文化の壁」、そして「プロ
セスの壁」を崩していくことが求められる。

論の体系を未だ見出すことができていない。未成熟な起業家精神や文化的な壁、組織の

まう。一方、イノベーションの創造に成功しているトップ企業は、他とは全く異なるア
プローチをとっている。これは、2014年に IBM が Economist Intelligence Unit と共同で実

施した企業経営者調査（全世界1,004名、日本108名）において明らかにされた企業経営の

実態である。本調査で浮かび上がったトップ企業の共通項とは、差別化されたイノベーショ

ン戦略を組織・文化・プロセスの全てに体系的に展開しているという点である。本稿では、
高業績企業がどのようにイノベーションに取り組んでいるかに着目し、日本企業のビジ
ネスに革新を促すための戦略的取り組みについて具体的に論述する。

72
45% fewer
63% fewer
% more

多くの日本の経営者が、イノベーション推進に向けた自
社シニアマネジメント層の協力獲得に苦心している

イノベーションの創出過程で発生する失敗（多産多死）を、
自組織が受容できると考えている日本の経営者は少ない

イノベーションを継続的に創出するための文化・風土を
奨励する組織的な取り組みが十分にできていると考える
日本の経営者は少ない

イノベーションの条件

①イノベーションを下支えする組織構造・
機能—高業績企業は、イノベーションを目指
す諸活動と、自社の事業目標との関係性を明
確に定義している。また、
” オープン” にイ
ノベーション創出を可能とするための組織構
造を工夫するとともに、
（兼業ではないスタッ
フによる）専門チームを設けている。
②イノベーションを前進させる文化・環境—
高業績企業は、全ての事業活動において明確
なイノベーション領域・目標を設定しており、
更にその実現に資する社員の革新的行動・挑
戦を奨励したり、組織的な機運を高めたりす
る取り組みを積極的に行っている。
③アイデアをイノベーションに進化させる
プロセス—高業績企業は、数多の場を通じ、
新たなアイデアを獲得している。ビッグデー
タやアナリティクスを活用して着想を得てい
る企業も多い。なお、イノベーションへの投
資判断は個別テーマごとに検討され、その投
資対効果は厳密に評価される。
（予算は全体
的な経費のプールではなく、個別プロジェク
トへの投資として承認される）

世界に遅れをとった日本企業のイノベーション
最も革新的と称される企業の金融市場における評価をみると、イノベーション力と企業
業績との間には密接な関係性を認めることができる。（図表1）

日本の経営者はイノベーションの重要性、特にビジネスモデル・イノベーションの重要
性を自覚している。2012年に実施した IBM Global CEO Study においても、日本の経営者
は他国と比べ、業界・ビジネスモデル・バリューチェーンのイノベーションに対する意
欲が高いことが明らかになっている。（図表2）
図表1
イノベーティブと称される企業は金融市場からの評価も高い
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本調査の結果、高業績企業（売上成長率および収益性に
おいて同業他社より秀でていた企業）と、その他企業と
を峻別する要因として、大きく3つのポイントが存在す
ることが明らかになった。

Market Cap ($Bn)
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現在、日本企業の経営者はイノベーションを軸とした成長戦略の実現に向け、社内外に
おけるコラボレーションの強化に取り組んでいる。例えば、顧客とのコラボレーション
を実施している日本企業は現在、54% に過ぎないが、3年以内にこの割合は87% に至る

予定である。同様に、パートナーやサプライヤーとのコラボレーションを実施する割合
は今後3年間で現在の66％から91％に、社員を巻き込んだコラボレーションを進める割
合も57％から85％に拡大する見込みである。

中でも、企業提携の推進は日本企業にとって喫緊の課題である。特に、日本の経営者の

73％が企業提携の目的として事業価値の向上を掲げており、その割合は世界平均（61%）
と比べても大きいことが分かる。2（2013年の IBM Global CEO Study 結果）

しかしながら、その意気込みとは裏腹に、日本の経営者は革新的かつ実現可能なビジネ
スモデルを創出できずにいる。例えば、日本企業の84% が自社の技術に自信をもってい

る一方で、70% は競争力のあるビジネスモデルを生み出す能力に自信がないと回答して
いる。

また、日本企業の研究開発投資は他国企業より多いが、特許の収益性や生産性の水準は
世界的にみると低い。産業イノベーションの促進に特化した官民投資ファンドの設立や、
規制や税制の一部を緩和する総合特区の導入といった政府主導の梃入れにも関わらず、

多くの日本企業は他国で起こる急速なビジネスモデルの革新や業界構造の変化への事後
的な対応に終始する状況に止まってしまっている。
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また、日本企業の起業家精神は他国と比して未成熟といえる。他の先進国では、スター
トアップ企業が革新的なビジネスモデルによって市場や産業に変革を起こしているが、
日本におけるイノベーションは既存の大企業に集中しているため、新技術やオープンな
イノベーションを取り入れるスピードが遅くなる傾向にある。

図表2
日本企業の経営者はイノベーションの重要性、特にビジネスモ
デルにおけるイノベーションの重要性を自覚している
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日本企業はビジネスモデルの重
要性を認識しているが、革新的
かつ実現可能なビジネスモデル
創出に苦慮している。

結果として、日本企業は多くのイノベーション領域において、他国企業の後塵を拝して
いる。（図表3）4
図表3
日本企業は多くの分野で他国企業に遅れをとっている
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このような現状を打破するために、日本企業の経営者は3つの壁を乗り越える必要がある。
1. 組織の壁

日本の経営者は、イノベーション施策の推進にあたり、自社のシニアマネジメント層の
協力獲得に苦慮している。また、イノベーション創造プロセスが閉鎖的であり、広くア
イデアを募るための体制が十分ではない。イノベーション専任のチームを持つ企業も少
ない。

2. 文化の壁

イノベーションの創造に向けた明確な方向性の提示や、積極的な推進を行わない日本の

経営層が少なくない。結果として、イノベーション活動に対する社員の意識は低調であり、
インセンティブも乏しい。また、日本企業は環境の変化や事業機会に対して即座に反応
するための柔軟性にも欠けている。
3. プロセスの壁

自社社員や事業部門、取引先から新しいアイデアを収集している日本企業の割合は、他
国と比べ少ない。イノベーション専用予算を確保したり、財務指標に基づくイノベーショ
ンの効果測定を実施したりしている日本企業は未だ多くない。

イノベーション推進のためには、これら3つの課題の解決は不可避である。日本企業は自
社のイノベーションへの取り組み方を根本的に見直す必要がある。

日本企業は他国企業よりも、企業
提携の推進に注力している。
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変化するイノベーションの性質

図表4
今日のイノベーションは伝統的なパラダイムに基づく説明が難
しい：イノベーション創造プロセスに、消費者が直接的に参画
しはじめている

71%の経営者が賛成
顧客の関与はイノベーションの創出プロセスにおいて不可
欠である
71%

19%

Agree

10%
Disagree

67%の経営者が賛成
顧客の関与があると、より価値の高い商品・サービス開発
が可能となる
67%

25%

Agree

* 小計値の繰上げにより合計が101となる

9%
Disagree

これからのイノベーションは、Everyone-to-Everyone（E2E）経済の中で生まれるであろう。
そして、E2E 経済パラダイムにおける企業は、その全ての事業活動における視点を、私（me）
ではなく我々（we）として設定する必要がある。5 これまでの企業は、単独で用意したモ
ノやサービスをプロダクトアウトで市場に投入し、後からその価値を顧客に説明してきた。
しかし今日、デジタル世界の進化・革新に加え、経済活動の仕組みさえもが伝統的な市
場概念を中心としたものから、エコシステムを中心としたものへと変化したことを踏ま
えると、イノベーションの性質自体が変化していると言っても過言ではないだろう。
1. 消費者が直接イノベーションに関与するようになった
テクノロジーの進化によって様々なステークホルダーがつながりを持つようになった。
企業もバリューチェーン上の全ての活動において消費者と協働することが可能となり、
商品やサービスの設計から開発、生産、マーケティング、物流、資金調達まで、全ての
工程において消費者と協働するようになった。信頼関係を確立することで、企業は消費
者を直接巻き込みながら価値創造を進めることができる。（図表4）
例えば、中国の大手スマートフォンメーカーの小米科技（Xiaomi、シャオミ）には、マー
ケティング予算も営業部隊もない。自社のソフトウェアにユーザーからのフィードバッ
クを丁寧に反映し、毎週新しいバージョンをリリースすることで顧客を惹きつけること
に成功している。6
2. テクノロジーがイノベーションの核となる
新たなテクノロジーは、顧客ニーズへの対応スピードを速めるだけでなく、新たな競争
優位をもたらす組織能力の育成や、革新的なビジネスモデルの構築を可能とする。例えば、
オンライン・ゲームの Foldit（たんぱく質の3次元分子構造を解明するゲーム）では、科
学者が12年以上も解くことのできなかったメイソン・ファイザー・サルウイルスのレト
ロウィルス・プロテアーゼ（エイズの治療法を見つける鍵となる可能性がある酵素の構造）
を、同ゲームのユーザー達がわずか10日で解くという快挙を挙げた。7
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3. エコシステム型の新たなイノベーションが生まれている
エコシステムとは、全体としての収益拡大・配分を目的として連携する複数の企業や組
織によって形成されるネットワークを指す。
（図表6） エコシステムから生まれるイノベー
ションの例としては、GE と米 Quirky（アイデア・クラウドソーシング・コミュニティ）
の提携がある。GE は Quirky への投資を通じて、Quirky がオンライン・コラボレーション
やクラウドソーシングを通じて開発する革新的な商品を、自社製品として販売すること
ができる。本提携は GE の新商品開発リスクを限定・削減するとともに、革新的な発明に
成功した開発者たちへの利益供与を可能としている。8
図表6
エコシステムの形成は、
よりオープンな
イノベーション活動を
可能にする

事業価値の創出・獲得に向けた
新たな提携手法を採用する企業が増加する

40%

41%

競合は他業界や
新興業種から出現する

競合は業界内に
おいて増える

19%

競合相手に変化なし

出現するエコシステム
相互性
エコシステムで連携する企業は、
相互に有益な価値を創造するために
協業しなければならない

協調性
エコシステムとしての複雑性・協調性が、
そのエコシステムの創出する価値の
可能性や性質を左右する

図表5
イノベーションにおけるテクノロジーの重要性は広く認識され
ているが、失敗を受容する文化や、試験的取り組みの重要性に
関する認識はまだ限定的である。

31 の経営者が、失
敗に対する組織的受
容は重要だと考えて
いる
%

66% の 経 営 者 が、 新

たなテクノロジーを活
用したイノベーション
創出の可能性探索は重
要と考えている

30% の 経 営 者 が、

試験的な活動を推奨
することは重要だと
考えている
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図表7
ロールモデルから学ぶことで、より価値のあるイノベーション
の創出を目指す

高業績企業は、イノベーション活動に工夫をして
いる

2014年に IBM が実施したグローバルイノベーション調査では、ご協力を頂いた経営者の

皆様に、売上成長率および利益率に関し、競合と比較した場合の自社の位置づけを自己

本調査における企業分類

評価して頂いた。その結果、売上成長率と利益率の両方において他社より秀でた企業は、

高業績企業（Outperformers）：

全体の6% 存在することが明らかになった。そこで、この結果に基づき、回答企業を高業

売上成長率と利益率の両方が高い企業

績企業、低業績企業、標準企業の3つに分類した。

6%

3つの分類における企業の取り組みを比較することで、2つの重要なテーマに対する回答

低業績企業（Underperformers）：

を導くことができる。つまり、高業績企業のイノベーションへの取り組みは他企業とど

売上成長率と利益率の両方が低い企業

う異なるのか？

29%

そして、高業績企業はなぜ常に競合他社よりも秀でているのか？

高業績企業に共通するポイントは以下の3点である：

標準企業（Peer performers）：

• イノベーションを促進する組織体制の構築

その他の企業

65%

• イノベーションを創出する組織文化の醸成
• イノベーションを可能とするプロセスの設計

Source: IBM Institute for Business Value
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高業績企業のイノベーション創造手法とは

トップ企業は、イノベーション創出の仕組みや機能を、事業目標や戦略に則って整備し
ている。

東京大学：産学間の技術移転推進のための専門
子会社の設立9

1．イノベーション活動と事業目標との関連付け

1998年に、東京大学は同校で生まれた技術を

表8） 例えば、低業績企業と比較して84％もの多くの高業績企業が、イノベーション活

TLO（以下、東大 TLO）を完全子会社として設立

高業績企業は、イノベーションの目的と事業目標との関係性を明確に定義している。（図
動の目的を、製品やサービスラインナップの拡充目標と関連付けていると回答している。

同様に、イノベーション活動の目的を、自産業の成長と紐付けていると回答した高業績
企業は低業績企業より61% 多い。また、イノベーション創出に向けたプロセスや施策の
展開に際し、自社のシニアマネジメント層からの協力が得られていると回答した高業績

企業の割合は30% 多かった。逆に、イノベーションの推進に際してシニアマネジメント
層の協力獲得に苦慮している経営者の割合は、日本企業において72％多かった。
図表8

高業績企業はイノベーション活動の目的を産業大の成長
もしくは新製品・サービスの創出と関連付けている
現在のイノベーション活動の目標は
市場の拡大につながる

現在のイノベーション活動の目標は
新製品・サービスの創出につながる

53%

32%

Outperformers

Outperformers

9%
less

26%

Global

29%

Japan

42%
less

33%

Global

31%

Japan

産業界へ橋渡しする技術移転機関、㈱東京大学

した。東大 TLO は経営者として産学技術移転の
第一人者を民間企業から招聘し、大学から独立

した機関として活動することで、発明届、特許
出願数、ライセンシング収入において東京大学
を国内トップクラスへと導くことに成功した。
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AkzoNobel： オ ー プ ン・ イ ノ ベ ー シ ョ ン へ の
取り組み10
オ ラ ン ダ の 塗 料・ 化 学 メ ー カ ー 大 手 の
AkzoNobel は、オープン・イノベーション施策

の一環としてオンライン・ポータルサイト Open
Space を開設し、新たなパートナー候補や各種ア

イデアの探索を行っている。その結果、より高
性能な飲料缶、低炭素化に資する研究成果、低
炭素塗料、DIY 補修商品（Stickerfix）等の多くの
成功事例が生まれている。

イノベーションの条件

2. オープンなイノベーション・プロセスの導入

高業績企業は、オープン・イノベーションを実現する仕組みづくりを重視し、社内外から
のアイデア収集のみならず、クラウドソーシング等の新たな手法の導入を進めている。

オープンな環境の整備がイノベーション創出に効果的であると考える高業績企業の割合は、
低業績企業よりも24% 多く、特に、より良いアイデアを、より速く創出するために、イノ
ベーション創出プロセス自体をオープン化している割合は37% 多い。中でも、アイデアを
探索する段階でオープン戦略を採用する傾向が顕著に見られる。一方、オープン・イノベー
ションが職場環境の革新に貢献すると考える日本の経営者は、世界の高業績企業と比較し

て12% 少なく、オープンな環境がアイデア創出のスピードや質に寄与すると考える割合も
17％少ない。

3. イノベーション専門チームの設置

高業績企業の多くはイノベーションに特化した専任チームを持ち、その割合は低業績企業
と比べて79% 多い。なお、このような専任チームは、イノベーション活動を専門業務とす

る部門内に複数設置される傾向がある。翻って日本企業においては、そもそもイノベーショ
ンに係る経営意思決定の対象範疇に、製品・サービスや業務オペレーションを含めていな
い企業が多い。

一方で、幾つかの日本企業においても、研究開発のプロフェッショナルを事業部門に直接

参画させようとする試みが見られるようになった。例えば、パナソニックは、2014年6月

に当時の R&D 部門所属の研究者の半数にあたる500名を収益部門に異動させる計画を発表
している。11 半数にスリム化した R&D 部門は、先端技術分野における新製品開発のみに注
力する。
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高業績企業はイノベーションを育む組織文化を醸成する

イノベーションを推奨する組織文化や環境の整備は、イノベーションの成功のために必
要不可欠な施策であり、高業績企業に多く見られる特徴のひとつである。

フィリップス：イノベーション目標に、顧客の
生活価値向上を設定12

1．イノベーションを推進するリーダーシップ

1914年に創設されたフィリップスの R&D 部門

ションに関する明確な方針設定と推奨に努めており、そのため高業績企業は破壊的なビ

Property & Standards、Innovation Campus &

高業績企業の経営者は、事業活動の中心にイノベーション活動を位置づけた上で、イノベー
ジネスモデル・イノベーションに対する受容性が高い（図表9）。また、イノベーション

活動の目標を財務指標に関連付けることで、各種のイノベーション活動が事業価値向上

に貢献することを要求している。一方で、財務指標との関連付けがイノベーション活動
の成功要因であることを認識している日本企業は、高業績企業と比較して11％少ない。

は、Research、Innovation Service、Intellectual
Design の4チームで構成される、世界最大の企

業リサーチ組織の一つであり、グローバル全体
で5,000名の規模を誇り、その研究開発予算の規

模は年間売上高の7％以上を占める。フィリップ

スではこれら投資を十分に回収し続けており、

例えばオーラルヘルスケア領域におけるイノベー
ションによって、ドイツ市場のシェア拡大に成

図表9

功している。

高業績企業は破壊的なビジネスモデル・イノベーションに対する受容性が高い

イノベーションの目的は、
業界構造のイノベーショ
ンである

44

%

less

50%

Outperformers

68%
77%

イノベーションの目的は、
企業経営モデルのイノ
ベーションである

33% 28%

Global

66%

56%

Japan

68%

71%

Outperformers

Global

3%

more

8%
less

Japan
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ホンダ：走る喜びと持続可能な社会の両立を目
指す、EV 用バッテリー・トレーサビリティー・
システム13

ホンダは、オーナーの同意のもと電気自動車の
バッテリー性能データを収集し、リアルタイム
に統計解析する「バッテリー・トレーサビリ
ティー・システム」を導入している。この分析
を通じて得られた知見は、高性能バッテリー・

システムの開発に貢献するだけでなく、今後の

新たなサービス展開にも活用される見通しである。
米 Umpqua 銀行：顧客経験の向上を目的とした、
サービスの独自性追及や、おもてなしの質改善、
支店の多機能化14
Umpqua 銀行では、事業戦略上の意思決定にお

いて常にイノベーションを重視している。2007

年には、顧客サービスの向上を目的とし、新たな
テクノロジー導入に基づく改革アイデアの収集と

イノベーションの条件

2．イノベーティブな行動の奨励
高業績企業は、イノベーション活動に対して具体的なインセンティブや褒賞制度を設ける
ことで、社員によるイノベーティブな行動を促している。
社員参加型のイノベーション活動を行っている高業績企業は、低業績企業と比較して31％
多い。また、高業績企業にはイノベーション活動において生じる失敗を積極的に受容する
体制・文化があり、企画の多産多死の必要性を認識している。一方、自社組織が多産多死
を受容できると考えている日本の経営者は、高業績企業と比較して45％少ない。
3．イノベーションに対する組織的な機運の醸成
高業績企業は、組織文化や事業活動における柔軟性を重視する傾向が低業績企業と比べて
37% 強い。顧客の行動特性や嗜好の変化を捉えることができているとする割合も、低業績
企業と比べて29%多い。また、イノベーション活動の推進に際して、内外のステークホルダー
との信頼関係構築を意識的・顕示的に図っているとする割合も26％多い。一方、継続的な
イノベーションの創造を支える社内の信頼関係や文化・風土を醸成できていると感じる日
本の経営者は少ない（高業績企業と比較して63%少ない）
。
図表10
高業績企業は
多様な手段を用いて
アイデア収集に努めている

実施しているアイデア収集・創出の手法

57%

65%

Outperformers

Japan

実証を担う「イノベーション・ラボ」を立ち上
げた。支店ネットワークの急速な拡大の一方で、

34%

Umpqua 銀行が以前と変わらず顧客を惹きつけ
ることができているのは、支店の利便性とおも
てなしの質の高さに加え、テクノロジーに基づ

く支店機能の拡充に努めていることが要因である。

23%

23%

20%

26%

22%

32%

36%

44%

8%
アイデア・
コンテストの開催

解析ツール
による分析

顧客調査の
実施

コラボレーション・
ツールの導入

ビッグデータ
分析

R&D 部門に
よる研究
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高業績企業は、アイデアの収集・投資・評価のためのプロセスを確立している

最も成功している企業は、積極的に新しいアイデアを取り込むだけでなく、その実現のた
めの専用予算を個別に組んでいる。また、創出された価値を可視化するため、実施したイ
ノベーション・プログラムの投資対効果を評価している。
1．数多の場を通じたアイデア収集
高業績企業はアイデア創出のプロセスにおいて全社的にアイデアを募る傾向が強い。特に
アイデアの探索に際し、ビッグデータを活用する高業績企業は低業績企業よりも29% 多く、
アナリティクスを活用する割合も79% 多い。また、顧客調査によって新たなアイデアを得
ると回答した高業績企業の割合は低業績企業を35% 上回り、競合から着想を得ると回答し
た割合も156％多い。同様に、アイデアを社員から得ると回答した割合が39％、チャネルパー
トナーから得ると回答した割合が37 % 多かった。一方、新しいアイデアをチャネルパート
ナーから取り入れている日本企業は、世界の高業績企業と比較して39％少なく、自社内事
業部門から取り入れている割合も31％少ない。同じく、社員から取り入れると回答した割
合も28％少ない。
2．イノベーションへの投資
多くの高業績企業では、イノベーションへの投資を漠然とした議論の中で決定するのでは
なく、通常の事業活動における厳格な意思決定プロセスと同様に、経営者が極めて高い関
与をもって判断を行っている。
投資規模に関しても、低業績企業と比して45％多くの高業績企業が、より多くの予算原資
を設定している。また、イノベーション活動の継続・停止を判断するための明確な判断基
準を整備している割合も顕著に大きい。一方、イノベーション専用の予算を設けている日
本企業は、世界の高業績企業と比して45％少ない。
3．イノベーションの評価
高業績企業は、自社業績目標に対する各種イノベーション活動の貢献可能性を明確に定義
しており、イノベーション活動を実行する担当組織にも成果目標を課している。低業績企
業と比較すると、イノベーション活動の成果を評価している高業績企業の割合は35% 多い。
評価指標としては、財務的リターンや市場的リターンを設定する企業が多い。
（図表11）

マルチ・スズキ・インディア：エンジニアの自
発性に基づくイノベーション創造15

インドにおけるスズキの生産販売子会社マルチ・
スズキ・インディアでは、イノベーション活動

を推奨するため " オープンドア・ポリシー " と呼

ばれる制度を取り入れており、同社のエンジニ
アは在学中に学んだ技術で新規性が高いと思わ
れるものを自由に研究し自社製品に適用してみ
ることが許されている。この結果、マルチ・ス

ズキに帰属する特許は現在100以上にのぼり、
その大半は自社エンジニアが発明したものであ
る。この思い切ったイノベーション・アプロー

チは、当社の近年における飛躍的な成長に貢献
したといえる。

三菱 UFJ ニコス：個客に対する価値情報の提供16

三菱 UFJ ニコスは、マーケティング基盤の再構

築を行い、クレジットカードの取引記録をもと
にパーソナライズされた情報を、顧客にとって
適切なタイミングで届けることが可能な「個客」

マーケティングの仕組みを実現した。この仕組
みにより、加盟店側は適切なターゲット顧客向
けに効果的なプロモーション活動を展開し、売
上の拡大を図ることができるようになった。
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イノベーションの条件

イノベーションへの投資対効果を可視化し、責任の所在を明確にすることで、活動への投
資継続・停止の判断を行うことが容易となり、投資原資の安定的な確保にも貢献している。
一方で、イノベーションの実現スピード（最初のアイデアが出てから最終的に実施される
までの時間）を評価指標として設定している日本企業は、世界の高業績企業と比べて14％
少ない。
図表11
高業績企業はイノベーションへの投資がもたらす業績へのインパクトを測定している

イノベーション効果の評価指標を採用している企業の割合
財務的リターン
（売上 他）

30%

市場的リターン
（シェア 他）

その他リターン
（特許数 他）

協働関係の深さ
（協働顧客数 他）

イノベーション成功率
（成功数／企画数 他）

55%

39%

less

50%

38%
31%

22%

23%

30%

29%

less

35%

35%
less

45%

Outperformers

Global

24%
less

38%

25%

45%

Japan

43%

41%

Outperformers

9%

less

Global
Japan
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高業績企業に学ぶイノベーション手法

イノベーション創造組織のあり方
イノベーションの目的を定義する — 高業績企業が採用するアイデア創出プロセスは、投
資しきれないほど多くの革新的アイデアを生み出すことができる。資金や人材が有限で
あることを鑑みると、イノベーション・プロジェクトの数と対象領域をある程度制限す
る必要があるが、ここで何より重要な視点は、自社事業目標との関連性である。つまり、
全社的な事業目標に最も貢献しうるプロジェクトに資金と人材を集中すべきであろう。
したがって、特に研究開発プロジェクトにおけるビジョンや戦略の欠如は、イノベーショ
ン活動の効果を大きく棄損する要因となる。
イノベーション創造プロセスを開放する — “オープン” なイノベーション創造プロセスは、個々
のプロジェクトが設定する論点の深さや打ち手の幅を拡充することができる。そのためには、
まず社員に “オープン” なコラボレーションを行うための手段や環境（物理的 / 仮想的）を
提供する。そして、社員が外部の組織・個人と交流することを奨励する一方で、コンプラ
イアンスや知的財産保護といった基本的な管理体制の構築を進めていくことが重要である。
専任のイノベーション・チームを設置する — 専任のチームを設置することで、イノベー
ション創造において重要な2つの要件を満たすことが可能となる。つまり、社内他組織の
思惑から独立し、イノベーション・プログラム全体のマネジメントとガバナンスを可能
とすること、そして個別性の高いイノベーション活動に対する全社的な支援を可能とす
ることである。（ここでいう支援とは、新しいアイデアに対する組織的なサポートや、事
業開発における各種の協働推進など多岐にわたる。）究極的には、ストックオプションを
社員に付与した別会社を設立し、提携企業や組織体制の選定も含め、全ての戦略的な経
営意思決定権限を委譲した専任組織を立ち上げることも一案となる。
イノベーション創造文化のあり方
イノベーションを事業のコアに据える — イノベーションとは、日常業務の全ての場面・
側面において見出され得るものである。しかし、イノベーションをお題目として唱えて
いるだけでは意味をなさない。即ち、具体的な価値創造に資する責任と権限を、イノベー
ション活動を展開する組織に付与しなければならない。そして、イノベーションとは創
造的「破壊」であることを明示した上で、より破壊的なビジネスモデル・イノベーショ
ンを奨励し、その一方で既存事業・組織からの抵抗を排除していく必要がある。

BMW：オンライン・コミュニティを活用した
オープン・イノベーション17
BMW は、車両デザインの将来像検討に際し、
同社が主催するコンテストを通じて顧客のア
イデアを収集している。本コンテスト” Urban
Driving Experience Challenge” は、地域コミュ
ニティのつながりを強化し、同時に都市環境に
も優しい車両のデザインを募集するものである。
BMW は入賞者の選定にあたり、Local Motors
（自動車のユーザー参加型開発コミュニティ）
参加者からの評価や投票結果を考慮している。
BMW は、顧客参加型の場を用意することで、
アイデア創出プロセスに顧客の視点を加えると
同時に、顧客との関係性を強化することに成功
している。
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資生堂：イノベーションの効果測定18

資生堂は、自社ビューティーコンサルタントの
接客品質向上とともに、店舗売上の拡大を目的
として、統合的な顧客データの管理に基づく革
新的な営業支援ツール導入への投資を実施した。

本ツールの導入効果は、既に売上拡大やサービ
ス品質向上、新規顧客獲得といった形で確認さ
れている。

Shell Technology Ventures： 新 技 術 の 開 発・
実用化を進めるベンチャーへの投資19
Shell Technology Ventures はエネルギー業界に

おける技術革新を促すことを目的に、関連領域
における起業家やスタートアップへの投資を行

うベンチャー・キャピタルと密接に協力している。

※１：Connect & Develop 活動とは、自社で研究するのではなく、
他社の研究成果を探索し、自社事業における活用可能性を検討する

こと。特にノンコアの周辺技術領域において活用される傾向にある。
※２：企業内ベンチャー等の法人を設立して、非遡及型の投資・融

資という形態での資金供給を行うことで、事業リスクを本体のバラ
ンスシートから切り離した上で、事業経営や資金調達の自由度を確
保することができる。

イノベーションの条件

イノベーションを推進する組織風土を醸成する — イノベーションが組織の哲学として広
く浸透してはじめて、イノベーションが本格的に推進されるのであって、その逆はない。
イノベーション文化の浸透した組織で働く社員は自ら相互に協働し、かつ新しい考え方や
手法の導入にも積極的となる。イノベーション文化を醸成するためには、まず、社員にイ
ノベーション活動のための時間と資金を提供してみてはどうだろうか。たとえ最初は少額
だとしても、社員の革新的な行動に対してインセンティブや褒章を付与することで、イノベー
ションへの機運を高めることができる。例えば、ビジネスプランや改善活動を評価するコ
ンテストや、ケースメソッドを用いた研修は、社員の行動を喚起する上で有効である。
“スピード” を最優先とする — スピードと柔軟性は、イノベーションの成功を目指す上
で不可欠な要素である。イノベーションに終わりはなく、常に新しいアイデアや機軸を
打ち出していく必要がある。顧客の期待を常に先取りし続けることは、最も基礎的なイ
ノベーション戦略の要諦であって、リーン・スタートアップ型の事業開発手法はベンチャー
企業だけのものではなく、成熟した大企業においても一般的な方法論となるだろう。
イノベーション創造プロセスのあり方
アイデア創出プラットフォームを構築し、アイデアの競争優位を確立する — アイデアはイノ
ベーションにとっての重要なインプットの一つである。アイデアの内容が貧弱であれば、当
然の帰結として、創造される価値も貧弱なものとなる。より高質なアイデアを調達するため
に高業績企業が取り組んでいるのは、オープンかつ柔軟なアイデア創出プラットフォームの
構築である。また、そのようなプラットフォームを着実に運営するために、アイデアを創出・
発展させるファシリテーション能力や、アイデアの内容を適切に評価するための体制やプロ
セスを整備している。更に、ビッグデータやアナリティクスを活用して新しいアイデアの探
索を行っている企業も存在し、例えばソーシャル・リスニングやペルソナといった手法を用
いている。また、業界横断的な勉強会に参加して、様々な業界・企業の知見を統合することで、
従来にない洞察・視点を得ることも、より良いアイデアを創出する上で重要な取り組みといえる。
安定的な活動予算を確保する — 継続的にイノベーションを創出していくためには、中長
期的に安定した資金供給が不可欠であり、また予算の設定もイノベーションに特化した
形態である必要がある。つまり、四半期予算等での短期的・一時的な予算措置でイノベー
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ションを創出することは極めて難しいといえる。なお、継続的に一定規模の予算を確保
することが難しい場合でも、クラウド・ファンディングを活用したり、毎年の経費削減
分の一定割合をイノベーション投資に活用する等の予算ルールを工夫したりすることで、
活動資金の安定的供給を図ることが可能となる。他にも、R&D 予算の一部を C&D 活動※1
に振り分ける手法や、ノンリコース・ファイナンス型の資金供給手法※2などがある。

大塚製薬：患者の診療履歴を統合したケアコー
ディネーション・システムの構築20

大塚製薬は、行政組織や審査支払機関と、地域の
メンタルヘルスセンターや病院、福祉サービスと

イノベーションを定量的に評価する — 財務指標を基本とすることで、誰にとっても明快
で一貫性ある投資判断が可能となる。一方、市場や社会へのインパクトといった財務以外
の指標も加味することで、イノベーションの目的性に幅を持たせることが可能となり、例
え赤字プロジェクトであったとしても、企業戦略上重要なテーマを生存させ続けることが
できる。また、評価指標はアウトプット・ベースではなく、アウトカム・ベースであるこ
とが望ましく、かつクイック・ウィンを短期的な成果として示すことができるように指標
を工夫しておくことで、社内外にプロジェクトの将来価値を訴求することが可能となる。

いったメンタルヘルスサービスの提供施設とを連

結論
イノベーティブな企業は優れた業績のみならず、従来にはなかったタイプの価値創造に
成功し続けているが、それは決して特別な魔法によるものではない。むしろ、イノベーショ
ン創造に向けた方法論の体系を、規律をもって愚直に実行し続けていることこそが鍵で
あり、その鍵は全ての企業に適応可能なものである。

を減らし、医療コストを削減することに成功した。

かつて、日本企業はオペレーション、製品、ビジネスモデルの全分野において世界を牽
引していたが、現在、日本から革新的な企業が登場することは、もはや稀といっていい。
起業家精神の欠乏に加え、新たなビジネスモデルやオープン・イノベーションといった
「破壊を伴う変化」に対する組織的抵抗が、日本企業の潜在的なイノベーション能力を蝕
んでしまっている。
しかし、全てが失われたわけではない。日本企業を再興するための具体的なステップは
本稿で述べたとおりであり、世界のイノベーティブな企業の取り組みに学ぶことで、近
い将来において日本企業は再びイノベーション・リーダーとしての位置を取り戻すこと
ができるだろう。

携させることで、精神疾患患者の診療履歴を統合
し、医療機関がより適切で効果的な治療を提供で
きるケアコーディネーション・システムを開発し

た。南フロリダで実施されたパイロット・プロジェ
クトでは、過去に効果のなかった診療に係る情報
等を共有したことで、精神疾病患者の再入院割合

このようなイノベーションへの取り組みは大塚製
薬の売上成長に貢献している。

キヤノン：イノベーションと技術的成長を企業
DNA の中核に設定21
キヤノンは生産プロセスを始め、企業活動の全

体を通じたイノベーション活動を推進している。
同社は新規市場の創造・開拓を目指し、未踏領

域における基礎研究に積極的に取り組んでいる。
このような取り組みの成果として、数多くの製
品・プロセスが日本や海外で特許認定され、キ

ヤノンは特許取得数におけるリーダー企業とし
て広く認知されるようになった。
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