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IBM の経営戦略コンサルティングとアナリティクス・サービス
変化の激しい複雑な環境下において、企業は常に新たな可
能性を希求しつつ、自らをも変革し続ける必要がある。その
ためには、卓越したオペレーション能力を磨きながら組織内

外との協創を推進し、優れたリーダーシップと多様なタレン

トをあわ せもつ 人・ 組 織を育んで いく必 要 がある。IBM
Business Consulting Group は、経営戦略コンサルティング

と科学的アナリティクスの両サービスを有機的に組み合わせ

ることで、最先端の経営プラクティスや革新的事業を開拓す
る企業の皆さまをご支援いたします。詳細は次の URL をご
参照ください。（ibm.com/services/jp/gbs/consulting）
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成長エンジンに再点火せよ

岐路に立つ日本経済

1980 年代から 90 年代の初頭にかけ、世界経済の原

日本経済の世界経済に占めるシェアは、バブル崩壊前の 1991 年には 9％であったが、2015 年

の後に訪れた 20 年という長期の「失われた時代」を

の期待成長率は低迷する見通しである。2 その結果として、相対的な国民の豊かさの指標であ

動力として脚光と喝采を集めた日本経済。しかし、そ
経過した今、世界の競合が成長力の源泉とする創造力

や闊達さといった生動を、日本企業は殆ど失ってしまっ

たかのように見える。その結果、多くの日本企業が、
組織的・業界的な「しがらみ」に縛られ、様々な技術

革新や破壊的なビジネスモデルが引き起こしつつある
世界的なゲームチェンジについていくことすらできな
い状況にある。

しかしながら、全てが失われてしまったわけではない。
本稿では、新たに組織・構成されつつあるグローバ

ルな経済エコシステムの中で、日本企業が本来の強み

には 4.3% まで縮小している。1 米英独など諸先進国との比較においても、日本の今後 5 年間

る「一人あたり GDP」も、生産年齢人口の減少基調もあいまって、中期的に小さくなっていく
との見方が一般的である。3

そこで、日本経済が抱える諸問題の根本要因や、その是正策についての洞察を得るために、
IBM Institute for Business Value は、Oxford Economics と共同し、17 業種にわたる日本企業・
行政組織の経営者・役員 1,151 名の方々（以下、日本のリーダー層）に対する質問票形式での
インタビュー調査を実施した。また、調査の結果に基づき、現在の日本経済が直面する諸問

題への分析を深めるとともに、成長への足枷となっている要因を明らかにし、生産性の向上
に向けた戦略の要諦について検討を行った。

日本経済の状況について、日本のリーダー層のうち・・4

である創造性や組織力を如何なく発揮してリーダー

99 67％が、
「長期の経済低迷に陥っている」と認識。

いて論じたい。

99 49％が、
「女性就業者の地位の低さが、成長への枷となっている」と認識。

シップを回復するために必要な、幾つかの戦略軸につ

99 53％が、
「国内市場縮小の影響を受けている」と認識。
99 49％が、
「東アジア地域の政情・経済不安がもたらす問題に直面している」と認識。
99 48％が、
「社会基盤・経済インフラの老朽化が脅威となっている」と認識。
99 48％が、
「貧弱なコーポレート・ガバナンスが不安要素となっている」と認識。
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日本 のリーダー 層 のうち 80% が、
「破壊的なイノベーション創出に向
けた積極的な取り組みを展開してい
る」と回答している。
しかしながら・・
「社外から持ち込まれる事業企画の
アイデアを、積極的に採用している」
とする日本のリーダー層は、22% に
過ぎない。
さらに・・
「自社の社員が、外部パートナーと
協働して新たな事業を企画・開発す
ることを許諾している」リーダー層
は、39% しかいなかった。

日本企業の多くが、グローバル企業との競争に伍するために必要な優位性の維持に苦慮し

ている。Global Fortune 500 における「日本に本社をおく企業」の数を見ても、2000 年に
は 107 社あったのに対し、2015 年には 54 社まで減少している。5

様々な業界のグローバルレベルの構造変化や、国内の市場縮小といった環境変化に直面し
つつ、日本のリーダー層は、足元の成長実現のための方策を日々着実に実行していかなくて

はならない。本調査においては、日本のリーダー層の経営実務上の悩みとして、特に以下３
つが多く挙げられた。6

日本のリーダー層のうち・・
99 57％が、
「必要な才能・スキルをもった人材獲得の難しさ」を問題視。
99 56％が、
「事業の成長・革新を阻害する硬直した規制環境」を問題視。
99 40％が、
「他のイノベーターがもたらす破壊・混乱や、新たな競争」を問題視。
足元の問題への対処に加え、多くの日本のリーダー層が、将来における自社事業の変革に向
けた取り組みの必要性を認識している。本調査では、70％のリーダー層が、イノベーション創

造に向けた戦略への注力を表明している。7 同様に、2015 年に実施した IBM C-suite Study に
おいても、日本の経営者・役員の 80％が「自ら破壊的イノベーションを追及している」と回答
しており、そのための方策として、55％が「プロトタイピング等の手法を積極的に取り入れて

いる」とした。さらに、このようなイノベーションへの意志・取り組みは、北米・欧州よりも、
日本の経営者・役員に特に顕著に見られる傾向が明らかになっている（図 1）
。8
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日本のリーダー層の殆どがイノベーション創造を組織の重点目標に掲げているにも関わらず、
日本経済は伸び悩んでいる。一人あたり労働生産性は対米比で下降し続けており、日本を

代表する製造業ですら、世界中で生まれつつある破壊的なイノベーションの結果としてのゲー

図1
日本企業のイノベーションへの取り組み度合いは、他国と比較し
ても非常に高い

ムチェンジへの対応に苦慮している状況にある。9 現在、世界のイノベーションを牽引してい

る日本企業は、いったいどのくらい存在するのだろうか。国連知的所有権機関やコーネル大、
INSEAD によるグローバル・イノベーション・インデックスにおいても、このような実態を反
映して、日本は 2008 － 2009 年の 9 位を最後に上位 10 位から外れており、近年では他の
アジア諸国（シンガポールや香港、韓国）の後塵を拝する状態が継続している。10

殆ど全ての日本のリーダー層がイノベーションの重要性を認識し、経営目標にイノベーション

創造を掲げているにも関わらず、なぜ成果に結実していないのだろうか？ 失われた時代の問
題を克服し、日本企業が世界のイノベーションをリードしていくために、未だ十分ではない

80 43 42

%

Q. 貴社はイノベーションを
追求していますか？

取り組みがあるのだろうか？ もしくは、目に見えない足枷など、排除すべき阻害要因が隠れ

日本

ているのだろうか？

西ヨーロッパ
北米

55 40 37

%

Q. 貴社は実験的な
プロジェクト、パイロットテスト、
プロトタイピングを
実施していますか？

出典：IBM Institute for Business Value Global C-suite Survey 2016
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言うは易し、行うは難し
図2
日本企業は将来の見通しについて悲観的である

日本のリーダー層の 62% が、
「成長を加速する為には事業戦略の変革が必要」と回答して

現状の成長率予測と、変革シナリオを実施した場合の
成長率予測の比較

現し得る成長率はどれくらいか」との設問に対する回答は、変革を行わない現状維持シナリ

現状の経済環境および事業戦略下に
おける成長率予測

4.6 %
6.8 %
組織の競争力を大きく向上させる
変革シナリオを実施した場合の成長率予測

2.2
%point
の増加

出典：IBM Institute for Business Value Future of Japan Survey 2016

いる。しかしながら、
「自らが必要と考える変革を実行に移した場合に、3 ～ 5 年以内に実
オと比べても、わずかに 2.2%point の改善（全体平均）でしかなく、イノベーションが目指
すべき革新のレベルには程遠いものであった（図 2）。11
日本のリーダー層のうち・・
99 7人に 1 人が、5%point 以上の成長率改善を可能とする変革計画を持つ。
99 12 人に 1 人が、10%point 以上の成長率改善を可能とする変革計画を持つ。
99 2 人に 1 人以上が、2%point 以上の成長率改善を可能とする変革計画を持たない。

圧倒的多数の日本のリーダー層がイノベーションを渇望している一方、その実に 90％以上が、
自社のイノベーション創造能力に不安をもっている。12 そして、世界的なイノベーター企業が、
そのイノベーション・プロセスを顧客やパートナーといったステークホルダーに開放していく
傾向にあるのに対して、日本企業に見られるイノベーション・プロセスの多くは、従来の単
独主義・閉鎖主義を堅持しているように見える。

2014 年に IBM Institute for Business Value が実施したグローバル・イノベーション調査にお
いても、
「オープン化によってイノベーションのアイデア着想は高質化・高速化する」と考える

経営者・役員は全体の 72％（世界平均）であったが、13 今回調査で「社外から成長への着想

を得ている」と回答した日本のリーダー層は 22% しか存在しなかった。14 同様に、
「オープン

化によってイノベーションの成功率は改善する」と考える世界の経営者・役員は 60% 存在す

る一方、日本のリーダー層のうち「自社の社員に、外部のパートナーとの協働を許可している」
割合は 39% に止まっている（図 3）。15
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図3
日本企業によるオープン・イノベーションへの取り組みの実情
世界のリーダー層a
日本のリーダー層b

72%

新事業の企画・開発プロセスは社内に複数設けてオープンにしており、
誰でも参加することができる

15%
社外から持ち込まれる事業企画のアイデアを積極的に採用している

オープン化によって
イノベーションの
アイデア着想は
高質化・高速化する

22%
自社の事業企画であっても社外からの投資も受け付けている
（例：クラウドファンディングの活用）

24%

60%

これまで接点のなかった企業・組織に事業アイデアを持ち込んで、
事業化に向けた協働体制を構築することも多い

オープン化によって
イノベーションの
成功率は改善する
出典：a) IBM Institute for Business Value Innovation Survey 2014
b) IBM Institute for Business Value Future of Japan Survey 2016

39%

「当行が更なる成長を実現するため
には、事業戦略の抜本的見直しと
組織改革は避けて通れない。」
Chief Operating Officer
日系大手銀行
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イノベーションの破壊的側面に対する認識・行動についてはどうだろうか。日本の経営者・役

員の 80％が、
「破壊的イノベーションを追及している」と認識する一方で、実際には行動が伴っ

ていないように見える。たとえば、
「自業界の外に事業拡大する可能性」を模索している日本
のリーダー層は 25％しか存在しない。また、
「業界の外から現れる競合への対抗策を講じる必

要性」を認識する割合も 30％に過ぎない
（図 4）
。16 イノベーションの破壊的側面に関する認識・
理解を持ちつつも、攻守両面の行動は十分な水準にあると言えるだろうか。

同様に、テクノロジーの破壊的側面についても、危機感が不足しているようだ。世界の経営者
の、まさに 78% が、テクノロジーを「外部から自社事業に影響を及ぼす 9 つの要因」の中で
最大の脅威として認識しており、67% が「テクノロジーによってもたらされる破壊に対し、戦

略の見直しを行っている」と回答している。17 対照的に、日本のリーダー層は、
「日本企業にとっ
図4
日本企業はイノベーションへの取り組みに意欲的だが、攻めではなく守りを目的とする傾向が見られる
日本企業のイノベーション活動の目的
日本企業のCEOの

80%

競争優位性

56%

30%

業界内の競争や脅威への対策
顧客への訴求

49%

37%

顧客の期待の変化への対応
はイノベーションに
取り組んでいる

業界外からの競争や脅威への対策

顧客の期待の変化の先取り

成長戦略

44%
新たなチャネルへの進出

出典：IBM Institute for Business Value Future of Japan Survey 2016

25%
新たな業界への進出
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て脅威となる世界の競合が保有する 12 の能力」の中で、
「テクノロジーを用いて破壊をもたら
す能力」を最も末梢的で些細なものと見積もっており（図 5）
、テクノロジーの破壊的側面に
対する見通しに大きな温度差があることが明らかになっている。18
図5
日本企業はテクノロジーの脅威を軽視する傾向がある
日本企業が脅威と感じる競合の特徴b
世界のCEOa

78%
自社に影響を及ぼす
外部要因のうち、
テクノロジーが
最重要である

67%

57%

ビジネス戦略に沿った、組織構造やプロセスの整備

51%

ビジネス戦略に沿った、効率的なオペレーションの運営

48%

組織に柔軟性があり、多様な市場に対応
企業風土がオープンでコラボレーションを奨励

46%

組織に機動力があり、市場変化に迅速に対応

46%

起業家精神や創造性が褒賞されている

38%

顧客ロイヤリティが高い

38%
37%

経営層による明確な方向性の提示

36%

リスクテイクを奨励している
テクノロジーによる
破壊への対応のため、
自社戦略の再評価や
変更が必要である

63%

ビジネスモデルが堅牢且つ柔軟

従業員の忠誠心や努力・献身に報酬が与えられている
テクノロジーを用いて破壊をもたらす

出典：a) IBM Institute for Business Value Global C-suite Survey 2016
b) IBM Institute for Business Value Future of Japan Survey 2016

33%

26% 最も脅威を感じない特徴と評価されている
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「新 規 参 入 者が、 当 社にとっての
脅威になるとは考えにくい。
」
Senior Vice President
日系大手テレコム
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本調査の結果から、日本のリーダー層がイノベーションを渇望し、特に破壊的なイノベーショ

ンの創出を目指して、ラピッド・プロトタイピングといった手法を積極的に採用している一方、
未だに従来の視座・思考様式から脱却しきれずにいる状況を窺うことができる。たとえば、
組織目標の重点は、いまだに既存セグメントにおける製品・サービス（Output）の改善に置
かれており、より本質的な顧客価値・経験（Outcome）が軽視されてしまっている可能性が
ある。同様に、業界内の既存競合との戦いを優先するあまり、従来の業界概念を超えて出
現する新たな競合（スタートアップやプラットフォーム企業）への目配りが不足する傾向にあ
るのではないか。

今や、いかなる製品・サービスにも「完成品」という概念はなく、
「永遠のベータ版」として、
常に実験的な改善・革新を顧客協創型のアジャイルなプロセスの中で試行し続けていかなけ
れば、顧客価値の革新や、業界を超えた競争のスピードに付いていくことはできない。
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イノベーションとは、破壊的「創造」であると同時に、創造的「破壊」でもある

zz 第 2 段階：破壊の成長
¾¾ 一定の割合の自社顧客が、あの「おもちゃ」を使い始めているという話を聞く。

もう一度、図 4 の結果を見て頂きたい。日本のリーダー層の多くが、同業他社を相手に切磋琢磨
しつつ、目前のお客様の期待に応え続け、より多くの売上（シェア）を求めて多様なチャネルの開
拓に尽力している。未知の競合に脅えながら、お客様に期待もされない活動に邁進し、リスクす
ら見えない異業界に進出しようとする経営者と比べれば、日本のリーダー層は真っ当な神経・常
識を持ち合わせているのではないか・・と思える。
しかし一方で、たとえば次のようなシナリオでもたらされる「破壊」を、既に我々は多く経験して
いるのではなかろうか。
 創造的「破壊」の成長シナリオ
zz 第 1 段階：破壊の誕生
¾¾ 自社の顧客とは異なる（ように見える）層が、どう見ても機能不足で低質な製品・サー
ビスのプロトタイプを使い始めているという話を聞く。
¾¾ 少し調べてみると、安全性や信頼性といった面でも多くの問題点を指摘できる上に、
自社顧客の殆どが「関心ない」「必要ない」と言っている。
¾¾ 使っている人に理由を聞いてみても、既存の製品・サービスよりも「ワクワクする」「面
白い」というような、主観的な感想の類が殆どである。
¾¾ 中には、
「安い」という声も聞かれるが、そもそも機能不足・低質な製品・サービスの
卵であり、自社が取り組むに値する事業とは到底思えない。
¾¾ 結論としては、少数の変わり者が「おもちゃ」で遊んでいるだけ という見解で社内一致
し、いったん調査を終了する。
※	自社製品・サービスが提供する価値に対し、自社にとって必要な額の対価を支払っ
てくれる「既存顧客」のみをお客様と見て、それ以外の層の期待・欲求に対しては
目を瞑ってしまう。

¾¾ 再度調査をしてみると、未だ機能不足・低質な製品・サービスに過ぎず、安全性や信
頼性にも多くの問題が残っていることが分かる。
¾¾ 一方、従来の製品・サービスにはなかった「別」の価値が、少数の層に訴求しているこ
とが明らかとなる。
¾¾ しかしながら、そのような価値は、自社製品・サービスには必要なく、また自社事業と
も相容れない（乃至、検討に値するほどの事業規模を想定できない）との結論を得て、
いったん調査を終了する。
¾¾ それよりも、既存競合との熾烈な競争に注力するために、経営リソースを優先的に割
いて行かなければならない。
※	競争とは本来、
「顧客にとっての価値を巡る戦い」であるはずだが、
「競合他社との
戦い」を意識するあまり、新たな価値を訴求する新たな参入者の出現を見落として
しまうことになる。
zz 第 3 段階：破壊の普及
¾¾ 無視できないほど多くの自社顧客が、少し前まで「おもちゃ」と揶揄していた製品・サー
ビスを使っているという状況が、突如現れる。
¾¾ 以前は「関心ない」「必要ない」と言っていた顧客も、その新しい価値に夢中になって
おり、以前こだわっていた機能や質には目もくれない。
¾¾ 更に、この段階の「おもちゃ」は従来製品・サービスと比して遜色ないレベルの機能・
質を備えており、安全性・信頼性の担保も十分である。
zz その背景には、熾烈な競争に疲弊し体力の衰えた同業他社が保有していた技術
やアセットが、
「おもちゃ」を展開する会社に売却されていったとの事情もある。
¾¾ 自社製品・サービスが高次代替されてしまうという「破壊」的な影響に直面し、はじめ
て「おもちゃ」が創造的破壊であったことを認識するが、もはや陣地回復のための戦略
判断は時機を逸してしまっている。
※	外部で生じるイノベーションによって「破壊されてしまう」危険性が存在する以上、
自らも創造的な破壊者たるべく、常にその機会を模索すべきであり、リスクの見え
ない異業界であっても成長機会の重要なオプションと捉えるべきではないだろうか。
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破壊力を取り戻す
我々は、日本企業が世界をリードする日が再び来るだろうと考えている。ただ、そのために

は幾つかの「しがらみ」を解いてやる必要があるのではないだろうか。まず、モノづくりを

至上とする考え方からの脱却を図り、
「モノ」
（Output）の次にある顧客経験・価値
（Outcome）
を戦略の命題とした企業経営への変革が必須である。次に、従来のケイレツといった縦型 -

閉鎖系からの脱却である。新たな競争環境において主導的な立場を取りたいのであれば、
業界・業種を超えた横型 - 開放系の経済エコシステム連携を進め、破壊的イノベーションの
パワーを我が物としなければならない。
（図 6）19

日本企業が破壊力を復活させるためには、イノベーションに係る 3 つの力（構想力・合従力・
経営力）を取り戻す必要がある。

図6
日本企業が世界を再びリードするためには、破壊力を発揮するための力を取り戻す必要がある

破壊的イノベーションの
創造に求められる3つの力

顧客経験・
価値の再定義

横型-開放系の
経済エコシステム
連携

計画的・組織的な
イノベーション
創造

構想力

合従力

経営力

出典：IBM Institute for Business Value
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           構想力を取り戻す
日本企業の経営者が第一に着手すべきは、社員・組織の構想力再生である。破壊的イノベー
ション創造に向けた最初のステップは、新たな顧客経験・価値について構想することであり、
その構想力は同時に、将来的に脅威となり得る破壊者を早期に見取ったり、対策を講じた
りする上でも不可欠となる。IBM Institute for Business Value が近年実施した調査に基づけ
ば、全世界の経営者の 54% が、
「今後、経験・価値志向型の購買行動が主流になる」と考
えており、81％が「経験・価値志向型の顧客と強固な関係性を構築するために、新たなテク
ノロジーの採用を検討している」と回答した。20 顧客経験・価値の創造を戦略の命題に据え、
組織の構想力強化と、構想駆動型の経営プロセス導入を図れば、新たな価値・競争の規範
化された時代において、日本企業が破壊的イノベーションの先陣を切ることも可能だろう。
今、世界の先駆的企業が先を争って確保しようとしている場所がある。その場所とは、まさ
にオーケストラの指揮台のように、観客である顧客と、奏者である各種企業との間に位置し
ており、先駆的企業は指揮台の上に立ってタクトを振るだけで、観客席に座る顧客の期待・
関心を纏め上げつつ、奏者席に座る各種企業の製品・サービスのハーモニーを演出すること
ができる。指揮者となることで、従来よりも圧倒的に多くの革新的な経験・価値を創造・裁
定するポジションを占有することができるのだ。たとえば、App Store で入手可能なアプリや
コンテンツの殆ど全ては Apple 社が開発・提供しているものではないが、App Store という
マーケットプレイス自体は、Apple 社が創造・裁定する場である。
一方で、指揮台という唯一無二の席を、一人の指揮者が占有し続けるためには、常に顧客の
期待を先取りしつつ、より新しく深く芳醇なメロディーを奏で続けなくてはならない。そこで、
これら先駆的企業が用いるタクトは、例外なく、新たなテクノロジーで高機能化されており、
新しい経験・価値の潮流・地平を洞察したり、顧客自身も気づいていない欲求を浮かび上が
らせたりすることができるようになっている。現在、多くの先駆的企業が、デザイン・シン
キング手法を応用した試みを開始しているが、これも顧客経験・価値の指揮技能を磨きつつ、
且つ指揮者としてのポジションを獲得するための戦略的な取り組みの一環として捉えること
ができる。

構想力の再生に向けたアクション
新たな発想法を取り入れる

デザイン・シンキング手法等を取り入れ、新たな顧客価値を発想
するセッションを実施する。より深く顧客を理解し、新しい価値
を構想した上で、それらを実現するための方法を、これまでとは
全く異なるやり方で表現してみる。

新たな試行法を取り入れる

まず、プロトタイピングやアジャイル開発の技術・方法論を取り入
れ、必要最低限の機能を実装した試作品を素早く開発しながら、
実際に顧客とともに使ってみる。次に、そのような試行の中で見
出された価値が、未だ少数の顧客しか評価しないものであっても、
もしその内容が革新的と認められるならば、顧客規模のスケール
アップ施策を試行する。

新たな計画法を取り入れる

事業計画の設計方法を、製品・サービスの市場展開を主眼にお
いたものから、新たな顧客価値が創造されること（必ずしも自社
製品・サービスが伴わなくとも）を優先したものに変えていく。
そのために、伝統的なウォーターフォール型の計画プロセスに加
え、アジャイルなリーンスタートアップ型の仮説検証サイクル計画
法を追加的に採用する。
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Under Armour 社：スポーツ用品の革命
児による、さらなるイノベーションの追求 21

米スポーツ用品メーカー Under Armour 社は、
機能性の高いスポーツウェアを武器に 2014 年

には北米のスポーツ衣料市場において Nike に
次ぐ業界 2 位の座に駆け上った急成長企業であ

る。同社は、さらなる成長のために、従来のス
ポーツ衣料品だけでなく、デジタル技術を取り
入れたフィットネス用品やサービスの提供へと

事業領域を広げている。ユーザーのフィットネ
ス活動や健康状態の記録・分析・共有を行う

Connected Fitness（ウェアラブル機器などのコ
ネクテッド・デバイスからの情報を各種アプリに

よって管理するサービス）の強化のために積極
的な投資を行っている。また、ユーザーのデー
タを分析し健康に関するアドバイスを提供する

パーソナル・トレーナーのような機能を新しく提
供するため、コグニティブ・テクノロジーを活用
した開発に取り組んでいる。

日本においても、新たな顧客経験・価値の構想に基づき、同様の取り組みを進めている企
業が少なくない。たとえば、日本郵政は従来の伝統的な郵便・郵貯・簡保事業の価値を再
定義しつつあり、現在は郵便局をハブとしたユニバーサルサービスとして、見守り・買物支援
サービスやワンストップ行政サービス等といった事業の展開を進めている。22 その狙いは高齢
者 3,300 万人（2020 年時点：4,500 万人）を顧客とする全く新たな産業の創生であり、その
ために複数の世界的テクノロジー企業と新たに提携して、先進的なデジタル技術を活用した
全く新たな顧客関係・価値提供スキームの構築に乗り出している。
このような「顧客価値の再定義」や「顧客・パートナー企業との関係性の再構築」といった
取り組みは、多くの破壊的なイノベーションの成功事例に共通して見られるものである。そし
て、このような取り組みは、実は伝統的・保守的と評される業界・業種の企業にこそ、着手
しやすいものであると我々は考えている。というのも、伝統的・保守的な業界・業種には、
顧客からの信頼に永年応え続けた企業が残っており、その信頼という社会資本を背景に「顧
客価値の再定義」を図ったり、
「顧客・パートナーとの新たな関係性の再構築」を進めたりし
ていくことが、新規参入者と比べると、容易なケースが多いからだ。たとえば、いま日本郵
政が創造しようとしている全く新たな産業を、日本郵政と同等の規模・範囲・速度で実現可
能なスタートアップは存在するだろうか？
つまり、いま伝統的な日本企業に問われているのは、自らの価値を再定義するレベルの「構
想力」なのではないだろうか？
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          合従力を取り戻す
経済エコシステムと呼ばれる横型 - 開放系の企業間連携モデル（合従）が、グローバル市場

を席巻している。これは、持ち合いやケイレツといった、日本企業の間で永年維持されてき
た縦型 - 閉鎖系の連携モデル（連衡）とは質的に異なるものである。たとえば、近年の

Fintech や IoT、シェア・エコノミー型の事業は、従来の業界・業種という括りでは、もはや
捉えることができないほど多様な価値を、様々な業界・業種間連携により実現している。

このような変化を踏まえ、現在、全世界の経営者の 69% が、エコシステムを「自社事業に

影響する最も重要な潮流」と捉えており、53% が「エコシステムの出現によって業界の境目
が曖昧化しつつある」と認識している。23 同様に、55% が「自社事業を規定していた伝統的

な業界 Value Chain（価値連鎖の構造）が、新たなエコシステムに置き換えられつつある」
と回答しており、80% が「投資資金や人材といった経営資源の多くが、既存の業界の枠組
みを超え、エコシステムという単位で流動化されるようになる」と予見している。

24

先進企業の多くは、伝統的な業界 Value Chain が急速に断片化されつつある状況を認識し

ている。これは、産業・企業のグローバル化に伴い、Supply Chain が国境を越えて分散化
していったのと同様に、エコシステム化によって Value Chain が業界・業種・企業の枠組み

を超越し断片化していくものである。断片化した Value Chain は、無数の組合せ・結合が可
能となることから、組合せ次第では全く新たな価値を創造する。たとえば、マス・カスタマ

イゼーションが一般化すれば、自動車のデザインや設計機能は、必ずしも自動車会社の内部

に留まらず、専門のデザイン会社や高級ブランドが手掛け始める可能性もある。その結果、
従来にはなかった自動車の形が生まれるかもしれない。

経済エコシステムの創生に向けたアクション
エコシステムの設計図を描く

自社とともに、相互互恵的なエコシステムの創生に取り組んでく
れる企業（エコシステムの中核を担うパートナー企業候補）を探
し出す。その上で、双方の双方に対する貢献の価値がつりあうか、
両社が提携して創造可能な価値の大きさが十分かについて、オー
プンな関係性に基づき、透明性をもって情報を交換し合い、柔軟
且つ臨機応変に連携方法を見直していく。また、どのようなエコ
システムとするか、初期の目論見とコンセプトを固める。

エコシステムの柱を増強する

自社とパートナー企業だけで全ての機能を満たすことはできな
い。各々のコア・コンピタンスを持ち寄り、それでも不足する機
能については、その領域で卓越した企業を業界問わずに探索し、
エコシステムの重要な柱として積極的に招き入れていく。参画企
業が増えると、当初の目論見やコンセプトとは異なる方向性の連
携が生まれる可能性もあるが、それこそがエコシステムのダイナ
ミズムとして、公序良俗に反しない限りは積極的に歓迎すべきだ
ろう。多様な事業の柱を擁するエコシステムは、より多くの発展
機会を得ることとなる。

エコシステムの縁側を開放する

エコシステムの概念を建築に例えるならば、西洋型の鍵・壁（契約）
で閉ざされた石造りの城砦というより、縁側（空白のフチ）で囲
まれた木造の日本家屋の方が近いだろう。つまり、契約によって
外部と内部を厳密に峻別する強固な連携モデルではなく、意図
的に空白地を設け、
「ご縁」という曖昧な関係性で外内を明確に
峻別しない連携モデルとした方が、構造的に、より多くの企業と
の連携を促進する機会が増える。結果的に、業界・業種といっ
た境界線を越えた価値の創造が加速するだろう。
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Barclays 社：Fintech 機能獲得のため、
自前のエコシステムを形成 26

このような時代認識を背景に、多くの先進企業が、新たに出現しつつあるエコシステムへの
参画・協調を積極的に表明しつつある。企業がエコシステムに参画する理由については諸説
あるが、その中で最大のものは、もはや一企業単独で価値創造が可能な時代が終焉しつつ

ロンドンに本拠を置く国際金融グループ Barclays

あるとの危機感である。また、従来の単線的な業界 Value Chain が発展的に崩壊すること

し、Fintech スタートアップ企業の発掘・育成を

の企業連携モデルに取り組む必要性への認識があることも、理由の一つだ。なお、エコシ

始した。すでに同プログラムを通じて 30 社以上

最大化も視野に入れていることを特筆すべきだろう。

は、米国のインキュベーター Techstars 社と提携

を見越し、いち早く、より複線的でダイナミックな Value Chain を可能とする横型 - 開放系

行う Barclays Accelerator というプログラムを開

ステムの中で成功している企業の多くが、自社の利益のみならず、エコシステム全体の利益

の有望企業を選出している。Chainalysis 社
（ビッ

現在、医療や金融といった領域で、多くのエコシステムの産声を聞くことができる。米国の

トコイン取引調査会社）や Wave 社（ブロック
チェーンのための会計・監査システムを開発する
企業）などのスタートアップ企業と協働体制を築

くことで、Barclays は伝統的な銀行業におけるイ
ノベーターの脅威に怯えるのではなく、むしろ銀

行・金融業界における最新テクノロジーの活用に
おいてリーダーシップを取ろうとしているので
ある。

著名な急性期病院グループである Cleveland Clinic は、薬局チェーンの CVS 社やテクノロジー
企業 American Wells 社と連携し、デジタル医療エコシステムを組成した。CVS 社の薬局内

部に設置された “CVS MinuteClinic” に患者が訪れると、看護師資格をもつスタッフが簡易
な検査を行い、検査結果から診断の必要性が認められれば、Cleveland Clinic の専門医が

テレビ電話等を介して、その場で遠隔診断・医療を提供する。このような連携により、患者

に対して医療へのアクセスを安価に提供するとともに、疾病・疾患の早期発見確率を向上さ
せ、ひいては医療費全体の縮減にも貢献している。25
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          経営力を取り戻す
イノベーション創造を進めるためには、その目的に即した経営・管理を行う必要がある。現在、
イノベーターと評される先駆的企業の 63% が「アジャイル」を、56% が「オープン」を、そ
のイノベーション戦略の原理原則として設定している。同様に、42% が「イノベーション専用

の活動予算」を確保しており、55% が「イノベーション活動の自社財務三表上の貢献評価」
を厳密に実施していると回答している。27

また、イノベーションを時の運に任せるのではなく、可能な限り計画的・組織的に創出でき
るような管理を工夫すべきである。たとえば、イノベーション企画のポートフォリオをどのよ

うに設計するか。小粒だが実現性の高い製品・サービス革新を大量に試行しつつ、時間は

かかる一方で確実に蓄積可能な技術・プロセス革新をピンポイントで実現させながら、少数
の破壊的なビジネスモデル革新にも取り組む・・といった計画・管理が必要である。

更に、特にイノベーターと評される企業が、その革新的な組織風土・文化に立脚して、日常
業務の中からでさえ、イノベーションの種を発掘し、大きな成功に導いていることを我々は

知っている。社員個々人に大きな権限とリーダーシップを持たせることでイノベーション創造
を活性化させるといった考え方であるが、これは特に、社員一人ひとりが、既にイノベーター
特有の精神と能力を内在させている組織に効果的である。

イノベーション経営力の獲得に向けたアクション
協創活動を支援・統制する

オープンな協働に必要なツールや環境を社員に提供し、多様な
外部パートナーとのやり取りを許諾する。同時に、外部との協働
に際して社員が遵守すべきコンプライアンスや、知財保護に関す
る統制について明示する。

専門支援組織を設ける

各種テーマ・粒度のイノベーションを追求する様々なチームの構
想力底上げに資するアイデア発想セッションや、合従力向上に向
けた連携支援サービス、経営力強化のためのアジャイル型活動プ
ロセス管理の指導などを一手に担う専門支援組織を設置する。

イノベーション予算を安定的に確保する

四半期の活動予算計画プロセスの対象からイノベーション活動を
除外し、長期に安定的な予算を手当てするとともに、分かりやす
い事業性評価指標を設定して、イノベーション活動の効果を定量
的に評価する。

16

創造と破壊の力学～日本的経営の再生～

Ford 社：自動車メーカーから
「モビリティ
カンパニー」への進化 28
米自動車大手 Ford Motor Company は、伝統

的な自動車メーカーからモビリティ・サービス
のプロバイダーへと大きなビジネスモデルの転

換を行おうとしている。同社は、自動車のネッ

トワーク接続、自律化（自動運転、自動修復な

ど）
、所有形態・移動手段の多様化やビッグデー
タ活用における能力強化に力を入れている。ま
た、 オープ ン・イノベーションを目的とした
Innovate Mobility Challenge を開 催すること
で、革新的なソリューション開発に関心のある

世界中のスタートアップ企業や開発者とのエコ
システムを形成することに成功している。

FordPass という名称のモバイルアプリ（駐車料
金の決済、カーシェアリング利用、自動車に関

する相談サービスの利用などが可能）も提供し
ており、画期的な消費者向けサービスの充実
も図っている。

日本企業にも卓越した取り組みを多く見ることができる。日立製作所は現在、オープン・イ
ノベーションを強力に推進しており、顧客やパートナー企業、大学・研究機関とともに共同

研究やソリューション開発を行うための専用施設「社会イノベーション協創センター（東京・
北米・中国・欧州・APAC）」を開設した。29 これは、日立製作所の社会イノベーション事業
において、課題解決策の検討を地域密着で行うことを企図した戦略的な取り組みの一環で
あり、且つ R&D 成果を全組織・地域において計画的に活用することを狙ったものである。30
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意識と行動を刷新せよ
新たな顧客価値戦略、エコシステム戦略、イノベーション戦略を成功に導いていくために、
日本企業の経営者は、なによりも自組織の風土・文化や構造・システムについて、再度深く

考察する必要があるのではないか。明示的・暗黙的に示される組織規範は社員の「意識」
を方向付けており、組織構造・システムは「行動」を規定してしまう。もし社員のイノベーショ

ン意識・行動が不足していると考えるならば、その背景に存在する組織変数の調整が不可
欠である。

たとえば、オープンで創造的な事業環境を用意しつつ、破壊的なアイデアを積極的に評価す
る風土（それが現業を破壊するアイデアであっても）を醸成し、成長を加速化させる機会を
貪欲に追い求める人・組織を揃える。また、組織の意思決定プロセスを民主化して顧客価値

を反映できるよう制度化し、価値追及の妨げとなる要素を徹底的に排除した上で、社員に

権限を委譲していく（権限委譲だけでは、多くの場合、社員・組織の意識は変わらない）。
そして最後に、企業・業界の境界を越えた知の交流や協働を、社員に奨励するのである。

意識・行動の変革に向けたアクション
意識の「慣性」を振り切る

新たな顧客価値を創出する新たな方法論について検討する際には、当然の
ことながら、現在目の前にある方法論のみを前提とすべきではない。新たな
ビジネスモデルを構想したり、新たなテクノロジーを検討したり、新たな組
織の作り方を実験してみたりと、多面的・多元的に試行していく必要がある。
しかし、新たな機軸を組織に定着化させる過程においては、常に旧機軸と
の対立・齟齬が問題となる。そして、新・旧機軸の対立を止揚するためには、
人・組織を方向付けている意識上の「慣性」を振り切ることが不可欠である。
物理方程式に準えれば、意識の慣性を振り切るために必要なエネルギー量
は、慣性（速度）の自乗に、組織人数（質量）を乗じることで表現可能で
あり、特に慣性の大きい組織の意識変革には大量のエネルギーが必要なこ
とが理解できる。

過去の「経験」をリセットする

エコシステムにおける企業の振る舞い方は、一企業単独で完結可能な事業
環境における振る舞い方と比べると、大きく異なるポイントが多い。たとえば、
従来型の単線的な業界 Value Chain によって創造される、ある程度一様に
標準化された価値は、おのずと需要の賦存量に上限がある場合が多い。そ
のため、業界全体の利益のパイを巡る上下左右のゼロサムゲームを生き抜
くための知恵や技が、組織の DNA に染み付いてしまっていることがある。
一方、Value Chain が断片化され、無数の組合せの中で様々な価値創造の
可能性をもたらすエコシステム環境下においては、パイを奪い合う活動より
も、エコシステム全体としてのパイを最大化させるための活動の方が、一企
業としても単位活動あたりの費用対効果が高い場合が多い。つまり、従来の
パラダイム下で培われた知恵や技が、エコシステム環境下においては逆に
ネガティブな結果をもたらしてしまうことがあり、新たな振る舞い方への組織
的習熟を早期に図っていくためにも、過去の「経験」を一度ゼロリセットす
る必要がある。

従来の「慣習」を刷新する

「新しい葡萄酒を古い革袋に入れる者はいない。そんなことをすれば、革袋
は破れ、葡萄酒は流れ出て、革袋も駄目になる。新しい葡萄酒は、新しい
革袋に入れるものだ。（マタイ , 第 9 章 17 節）」 新しい価値観・能力・技
能をもつ人材を、古い慣習・制度で評価・処遇すれば、価値を発揮させる
ことができないばかりか、組織にとって負の影響をもたらす結果になりかね
ない。
イノベーターが如何なく、その構想力と合従力を発揮するためには、イノベー
ション創造活動を職務の全部・一部として規定した上で、活動の質・量を測
る基準を評価に組み入れ、イノベーションの成果に見合った報酬（つまり、
従来とはケタ違いの報酬）を与える必要がある。特に、より大きな「計算さ
れたリスク」を取るイノベーション創造活動に対しては、経営者は容認する
だけでは足りず、大きな称賛をもって迎えるべきだろう。間違っても、「リス
クがある」というだけの理由で、その活動の芽を摘んではならない。
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過去を悔やまず、未来を恐れず
失われた 20 年という長い停滞期は、しかし永遠に続くものではない。本稿で論じた 3 つの
力を取り戻し、組織の意識・行動を変革していくことで、日本企業は来る新たな経済エコシ
ステム時代におけるイノベーターとして、再び世界に君臨することができるだろう。
問い：

• より大きな価値を創造する人・組織を育むために、どのような方法で、オープンな
組織風土と、アジャイルな社員活動を醸成していくか？

• より深い、芳醇・魅力的な顧客経験を構想・実現する上で、どのようなテクノロジー
を活用していくか？

• エコシステムを通じた新たな市場・チャネル開拓に向け、どのようにパートナー企業・
組織との合従・連携を図っていくか？

• イノベーション創造活動を体系的・組織的に推進していくために、どのように組織
を経営していくべきか？
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