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破壊的イノベーションに大企業はいかに対処すべきか

その回答結果を
03 年から現在まで、世界 70 カ国以上、延べ約 28,000 名の世界の経営者に、IBM が対面インタビューを行い 、
分析、市 場 動 向 や 経 営 課 題 の洞 察 をまとめているレポート「グローバル経営層スタディ」
。その 2015 年版 が 2015 年11月に
リリースされた。2015 年版では、世界で 5,247名、日本国内でも 576 名の経営者を対象にインタビューが行われた。当レポートの
「テクノロジーによる破壊的イノベーション」をメインテーマとした経営者向けフォーラムが、2015 年11月末に開催された。

グローバル経営層スタディ

境界線の再定義
テクノロジーで切り拓く新たな地平
はじめに、日本 アイ・ビー・エム株式会社執行役員戦略コンサル
ティングリーダー池田和明より「グローバル経営層スタディ」2015
年版にもとづいた考察が報告された。
報告は、大別して 3 つのテーマに沿ってなされた。第一のテーマは
「将来の競合が見えているか」
、第二のテーマが「新たな主戦場」
、
最後のテーマが「さきがけ企業からの示唆」だ。

将来の競合が見えているか

デジタル企 業 が予期せぬ脅威として出現する時代になっている」
と池田は指摘する。

いま世界の経営者が脅威と感じるのは「ビジネス・モデルがまっ
たく異なる競合が市場に参入し、既存の秩序を破壊していく現象

「テクノロジー」のインパクトを経営者は認識している。世界の

＝ウーバー症候群」であるという。スマートフォンを活用したハイ

経営者は、自社にもっとも影響を与える外部要因は、
「テクノロ

ヤー・タクシーの即時手配

ジー」だと考えており、2013 年以降 、CEO は一貫してこの 認 識

サ ービ ス を 展 開 する Uber

を持ち続けている 。2015 年調査では経営者の 72% が 、テクノロ

（ウーバー）社は、事業領域

ジーを主要なゲームチェンジャーと見なしていることが 明らか
になった。

を 急 速 に 拡 大して お り「運

日本アイ・ビー・エム 執行役員
戦略コンサルティングリーダー

池田 和明

輸 業 界 の 構 造 を 変 え る」

テクノロジーは 企業と顧客との 関係性を変えてしまう。新規

とまで言われている。こうし

参入してくるデジタル企 業 は、顧 客 を 巻 き 込 んで 試 行 錯 誤 を

た 新興デジタル企業による

繰り返して進 化していく。既存企業がそれに対抗するためには、

破 壊 的イノベーションは他

自社で新たなビジネスモデルを展開する必要がある。新ビジネス

にも見られる。また、Google

モデルについて、実験的展開を実施しているか、実施しようとして

や Amazon などのデジタル系

いる経営者は、回答者の 80% に及んだ。最も多かったモデルは、

の巨大企業は、急速に多角化

「プラットフォーム」型 、そしてプラットフォーム上での「エコシス

を進め、
さまざまな業界での

テム」の形成である。ほとんどの経営者がイノベーションを起こす

データのプラットフォームを

ために外部と手を組むことに積 極 的であり、
そのために提携 の

自社で押さえようとしてい

範囲を広げようとしている。さらに「世界の経営者はデジタル企業

る。
「テクノロジー の進化が

が持つスピードに対 抗 するために、現 場 への権 限 移 譲 によって

業 界 の 境 界 線 を 曖 昧 にし、

ビジネスのスピードを向上させようと考えている」
と池田は述べた。
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１つ目は顧客価値の視点で事業機会をとらえパートナーシップを
活用して従来の業界の境界線を越えていくことである。今は、顧客
価値を実現するために従来の業界の定義を超えて、様々な企業が
集まってくる時代 だという。個人の健康増進を実現するために、
電機 、ヘルスケア、通信などの企業が集まってくる。ある企業の生
産機能の構築・運用の最適化ために、エンジニアリング、機械 、

IT、保守メンテナンスなどの企業が集まってくる。提供する顧客
価値の軸で業界の融合が進んでいるのである。デジタル企業は
その流れをつくり、
かつその機 会を捉えようとしてくる。そのなかで、
自社だけが過去の業界の定義にこだわっていては戦いにならない。
「業界はもはや、過去の自社の来歴を示すに過ぎない。勝負すべき
新たな領域が見つかったら打って出るべきだ」と池田は話す。
特に顧客接点のサービスや、サービス・プラットフォームのスペース
を空けたままにしておくのは危険である。自社もしくはパートナー
と組んで、それを取りにいくべきだという。

新たな主戦場
ウーバー 症候群とよばれる現象の背景には何があるのか。IBM

２つ目は事業創出 、立ち上げ、実行のすべての局面でスピードを

基 礎 研 究 部 門 の 推 計 ではソーシャルメディアとモノのインター

追求すること、そして失敗をおそれず試行錯誤を繰り返すことで

ネット
（IoT ）の浸透により、2010 年からの10 年間で世界のデジタル

ある。既存大企業もデジタル企業のような意思決定と実行のスピ

データ量が爆発的に増大するという。2015 年時点のデータ量は

ードを身につける必要がある。
「エコシステム全体の事業展開の

それが 2020 年には 44 ゼッタバイトにまで増大する。
9 ゼッタバイト、

スピードは、それが最も遅い企業によって決まる。すると、スピード

増加するデータのほとんどは「非構造化データ」である。
「従来型

の遅 い企 業 は 敬 遠されてしまう」と池田は語る。最初から完璧

コンピューターでは、非構造化データを分析して意味を引き出す

なものを求めるのではなく、小さな試行をたくさん繰り返し、検討

ことはできなかった。しかし、“コグニティブ・システム” ではそれが

できる仕組みが必要である。そして、有望な事業機会を見出したら、

可能になる。それがまたデータ爆発と相乗効果を生む」と語る。

リスクや既存事業とのカニバリゼーションなどを考えてたじろいで

このように飛 躍 的にデジタルデータが増大していく世界で何が

いるのではなく、
一気に経営資源を投入して大きな事業に育て上げ

起こるのか。
「私たちが暮らす物理空間とデジタルデータで形成

ることが重要だという。

される空間が重なっていくイメージ＝デジタル・フィジカル・ワー
ルド」だと池田はいう。
「これまでのインターネットは、人間が

３つ目は組織と人材の適合である。新たなテクノロジーを理解し

パソコンを立ち上げてブラウザー経由でアクセスして使っていた。

ビジネスモデルを創出する能力、それを素早く実行し試行錯誤

しかし今は、人間が意識するしないにかかわらず、物理空間の事象

しながら育て上げていく能力、そうした能力を早急に身につける

がデータ化されて蓄積されていく。このような世界では、
企業にとっ

必要があるという。米国では既存の製造業や小売業の企業がシリ

ての競争の場も劇的に変化する」と指摘した。企業にとっての主戦

コンバレーに拠点を置き、エンジニアを雇ってIT サービスの創出に

「ユーザー体験」
「データ資源」
「サービス・
場は 4 つに分類される。

取り組む動きが 顕在化している。またシリコンバレー流 の事業

プラットフォーム」そして「ハードウェア」だ。この 4 つの戦場が

創出手法であるリーンスタートアップに取り組んでいる。こうした

絡み合うのだが、
「サービス・プラットフォームを押さえる重要性が

やり方は理論的に 理解しただけでは、なかなか身につかない。

今まで以上に高まる」と池田は語る。これは BtoC ビジネスに

「スポーツの技術に関する本を読んでも、すぐに上手くなるわけで

限ったことではなく、BtoB ビジネスにおいてもプラットフォーム

はないが、それと同じようなもの」と池田は語る。そうした能力を

をめぐる戦いは激化しているという。

自社に取り込むために、デジタル企 業とのアライアンスが 今まで
以上に重要になってくるという。金融の世界では既存企業が主催

「さきがけ企業」からの示唆

するスタートアップ企業との出会いの場となるイベントが 活発

2015 年調査では、新たな事業環境の中で、よく戦い成果をあげて

に行われるようになった。こうした取り組みは 他業界にも広がっ

いる企業群を抽出し、
「さきがけ企業」と名づけ、その特性を分析し

ていくという。

ている。
「さきがけ企業」は、デジタル企業の攻撃に対しての備えが

2015 年のグローバル経営層スタディからは、境界線の再定義が

できており、デジタル企 業の 領 域 に侵入し返すことも厭わない。
池田は、
「さきがけ企業」の行動特性として次の 3 点をあげた。

進む激変の時代に、
どのように適応すべきが明確に示されている。
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アレックス株式会社
代表取締役社長兼 CEO
Google 日本法人
元代表取締役社長

UBER JAPAN 執行役員社長

辻野 晃一郎 氏

高橋 正巳 氏

Presentation 1

Presentation 2

激変する時代に対応するために
経営に求められること

Uberのビジネスから見る
“テクノロジーとイノベーションの関係”

池田のレポートから日本企業に対する提言の一つに挙げられた

池田のレポートにあった「ウーバー症 候 群」
。その語 源となって

“スピード”。

いるのが 2009 年にサンフランシスコで創業した Uber だ。

デジタル系の巨人 Google の日本法人元代表である辻野氏は、

あっと言う間に世界中の都市に拡がった “スマホによるタクシー

鍵となるテクノロジーの一つ「クラウド」が、経営のスピードを加速

配車サービス” がどのように成立し、
今後サービスを拡大していく

させると語った。

のかを同社日本法人社長である髙橋氏が語った。

クラウドの導入は
「リアルタイム経営の実現」のためにある

都市交通を変えてしまうサービスの背景には、
ネットワークテクノロジーがある

辻野氏は、ソニーで数々の主要ポジションを歴任した後、
Google

Uber は、2009 年 にサンフランシスコで創 業 以 来、すで に 世 界

に転職、その後、デジタル企業を起業した。その経験を踏まえて、

67カ国 、360 以上の都市で即時手配サービスを実施、2013 年には

20世紀は国の成長期であり、工業製品を中心にジャパンブランドを

日本にも進出している。

作りあげた時代だったと語る。それは、華々しい成功体験であるが、

髙橋氏は、
Uberとは「顧客と車を繋ぐプラットフォーム」だという。

もう過去の話だとも指摘する。

それが世界中の都市交通のあり方を変えてしまったのだ。一台の

大きな変化をもたらしたのが、インターネットの普及であり、
「時代

ハイヤー・タクシー配車業界を席巻した。
自動車も保有しない Uber が、

は“Before Internet” と “After Internet” で大きく変わった」という。

Uber の特徴の一つは、世界中で同じアプリが 使えるということ。

情報共有速度が劇的に高速化し、あらゆることの再定義 が進んで

東京に海外からやって来た観光客もビジネスマンも、それまで使っ

いる。そして、多くの企業でも、
クラウドの導入が進んでいる。それは

ていた Uber アプリを何一つ変更しないで使うことができるという
から驚きだ。

「経営の高速化」のために欠かせないと辻野氏は言う。クラウドの

導入の真の目的は単なるＩＴ経費削減や業務効率改善ではなく、 「東京オリンピックが開催される2020 年には、訪日外国人もさらに
増えるので日本での Uber の存在感はより高まるだろう」と髙橋氏

「リアルタイム経営」の実現であり、即断即決で経営判断を行って

は予測する。

いかないとこれからの時代の変化についていけなくなると指摘する。
さらに辻野氏は、“After Internet” のテクノロジーの時代において、

現在は「汎用性のある同社のプラットフォームを基に、
さらなる

「これまでの10 年よりも今後の10 年で更に凄まじい変化が起こる」

サービスの展開が進んでいる」という。ハイヤーやタクシーにとど

と予測する。その典型的な例が、
“コグニティブ・コンピューティング”

まらず、ライドシェア、メッセンジャー、ランチの宅配などといった

であり、その先にはコンピュータが人類の知性を超えるポストヒュー

ものが実現している。その背景には、世界中でスマートフォンが

マンも想定されるという。
「今後10 年を見据えた上でテクノロジーを

当たり前に使われるようになっていることに加え、全てが繋がる

いかに自社に取り組んでいくか」が経営上特に重要であると述べた。

IoT、それを支えるテクノロジーの存在がある。
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Panel Discussion

激変するビジネス環境に適応するために、
日本企業がすべきこととは？
最後に、池田、そして辻野氏と髙橋氏の 3 名によるパネルディスカッションが行われた。
「破壊的イノベーションに日本企業はいかに対処すべきか」という点を、事例を基に掘り下げる内容となった。
日本企業が今後も持続的成長するためには「イノベーションを主導する」が必要であること。そしてそれを実現するために、
「実行するリスクよりも、実行しないリスクを意識する」
「全ての意思決定の速度を上げる」
「異業種とのパートナーシップ」
「スケールを意識した事業展開」といった日本企業がいま取り組むべき具体的な方策が示された。
白熱した 3 名のディスカッション内容のいくつかをここで紹介しよう。

「破壊的イノベーション」の本質は何か？

出て来ると摩擦が起こるのは当たり前と考えます。
「創造的破壊」
と

池田：

いう言葉もあるように、
そもそもイノベーションとは、新しい価値を創造

レポートの中でも、
重要なキーワードとして
「破壊的イノベーション」

するための破壊 、
という意味で創造と破壊が一対の概念なのです。

といった言葉が出て来ますが、講演を聴いていただいた方から“破壊
的”という言葉はネガティブだというご意見をいただくときがあります。

大企業がデジタル企業に対抗する方法とは？

辻野氏：

池田：

そういった言葉が使われる背景には、
いま世に出てきているイノベー

今回のレポートでは、既存の大企業が、新興デジタル企業とどう競争

ションの規模 が大きいということがあるでしょう。例えば Google

または共創していくかがテーマになっています。お二人とも、
大企業

などが展開する事業のほとんどは、既存のビジネスモデル、業態を

での経験を踏まえてその点はどう捉えていらっしゃるのでしょうか。

大きく変化させるインパクトのあるものです。その影響力の大きさが

辻野氏：

「破壊的」と表現されているのであって、必ずしもネガティブなもの

私がソニーにいた最後の数年間は、
まさにソニー自体を変える仕事

ではないはずです。

をしていました。しかし、あそこまで大きくなった企業を現場から

髙橋氏：

変えるのは不可能というのがその時の自分の出した結論でした。

そもそも「破壊的イノベーション」
という言葉は「disruptive innovation」

ソニーであれだけ無理だと思ったこと
ところが、Googleにいったら、

を和訳した言葉です。この「disruptive」には、ネガティブな要素は

が、当たり前の世界でした。企業も大きくなりすぎると全体を同期

少ない。日本人にとっては「非連続的な成長」という表現の方が腑に

させて変えていくのは難しい。ソニーが 悪いのではなく、規模の

落ちるのではないでしょうか。また、Uber のビジネスモデルは決して

大きさがそうさせるのでしょう。新しいことをやろうと思ったら、物理

破壊的ではないという見方もあります。新しい発想とビジネスモデ

的にも本社からは隔離してやった方がいいかもしれません。プレイ

ルで新たな顧客価値を作りあげるということは変化を伴うことで、

ステーションはソニー本体とソニーミュージックがソニーコンピュータ

受け入れる側、
つまり既存のビジネスと摩擦が起こる場合があります。

エンタテインメントというジョイントベンチャーを作り、場所も

と言うこともあるようですが、新しいことが
その摩擦を指して「破壊的」

品川でなく青山で推進して成功した事業です。
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企業規模や今の企業の仕組みがイノベーションの邪魔をするケー

日本企業がイノベーションを生み出すために

スはあります。だから、新しいことは、スピンオフしたり、スピン

池田：

アウトしてやる方が 成功確率は高まると思います。

多様な人材の活用、異業種混合の発想。これらもイノベーションに

池田：

おいて重要といわれますが、
なかなか難しい。どうやって実現するのか、

新たなビジネスモデルを作り出すためには、
既存の事業や組織の

ご意見をいただけますか。

外に “実験室” が必要である。イノベーションは組織の“辺境”から

辻野氏：

生みだされるといわれますよね。

日本企業の特長 として良くも 悪くも、同質性があると思います。

髙橋氏：

みなさん優秀なのですが、異能異端を排除してしまう。Google に

私がソニーにいた最後の数年は、シリコンバレーとソニーを結ぶ、

入って気付かされたのは、
「イノベーションはコミュニケーションから

それも技術だけではなくマインドセットをソニーに取り込むことに

生まれる」と言うこと。オーバーコミュニケーションはありません。

注力していました。一方で、歴史がある企業ですし、安易にその文化

Google の社内ではランチの時間などでも、他部署のスタッフとも

を変えられるとも思いませんでした。私は海外で 7 年ほど働きまし

積極 的にコミュニケーションが行われています。いわ ば 社 内で

たが、現地のスタッフと話しているといろんな考え方をもつ、多彩で

毎日異業種交流会が行われているのです。加えて、毎日外部から

イノベーティブな人材が多数いることに驚かされました。いま辻野氏

様々なエリアのエキスパートが招かれ、
社員はいつでもその意見や

がおっしゃったことに加えて、海外の人材を活用する、海外支社から

アイデアを聞くことができるのです。

イノベーションをおこすことも一つの手段ではないでしょうか。

日本企業 がイノベーションを生み出すためには、いかに同質性を

辻野氏：

壊すかがポイントになるでしょう。

髙橋氏が指摘した点は大変興味深いです。日本の大企業がグロー

髙橋氏：

バル企業化するにつれ 、
外国人社員や外国のパートナーの力を借り

イノベーションを起こすに当たり、必ずしも全てを自分たちで実現

ることは必須になるでしょう。その際に大変参考になるのが、ラグ

する必要はなく、あるものは活用すれば良いのです。しかし、
「シリ

ビーワールドカップ 2015 で大活 躍した「エディー・ジャパン」だと

コンバレーのデジタル企業と組もうと思っても相手が首を縦に

私は考えます。エディー HC は、日本人の強みも弱みも知り尽くした

振ってくれない」との話を多くの日本大企業から伺っています。

上で、弱点を外国人選手やスタッフで 補強しました。その 一方で、

そういったときに何が必要かというと自社の強 みの 再 認 識 です。

どんな過酷な練習にも耐える“勤勉さ” などの日本人の強みを活かし、

相 手 が持っていない、自分たちが負けないコアコンピタンスを

意思決定に関わる要のポジションには日本人選手をおくことで、

再 認 識 しなければならない。海外企業から見るとまだまだ日本

チームとしての軸がぶれることなく快進撃を続けました。日本企業も

企 業 に対する強い憧れがあります。自分の企業の魅力、強みは

グローバル化する際、強みである企業文化を活かしながら、
足りないと

何かについて認 識できてくると、シリコンバレーのデジタル企業と

ころは積極的に外国人・外国企業の力を借りるのがいいと思います。

より良いパートナーになれるはずです。
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日本企業の発想が、実行に移行できない理由

辻野氏：

池田：

事業を始めるときに最初に考えることが何かという問題があります。

日本企業内にも、面白い発想の持ち主はいます。それにもとづいて

一般的に言われるのは「それは儲かるのか」ということ。一方、

早い段階で、顧客を巻き込んで、試行錯誤しながら事業として進化

Google では「それは世界に Scale するのか」が最初に問われます。

させていく、
いわゆる「リーンスタートアップ」を手法として理解されて

日本企業であれば、まず日本市場で通用するかを考えるように、

いる経営者は多いと思います。
しかしそれを実行できていないという

アメリカ企業でも同じように考える。しかし、アメリカ企業の場合、

現実もある。

英語 は 世界で通用する言語であり、
ドルは世界の基軸通貨です

辻野氏：

ので、ターゲットとする市場の規模感が全く違う。アメリカ市場を

欧米の企業には「取り敢えずやってみる」という発想があります。

意識することはそのままシームレスに世界市場に繋がるのです。

その 際に起こるリスクについては、最初から想定した上で、
リスク

一方、日本市場は、言語や商習慣の壁が高く、
日本で事業を始めて

回避やトラブル解決の為のコストを最初から引き当てています。

深掘りしても、世界市場は日本市場と共通ではないので、スケール

一方、日本企業はトラブルを未然に防ぐために入念に準備をして

しない。日本企業も “スケール” を戦略の軸とするならば、最初から

いく。石橋を叩いた結果、渡らないこともある。この背景には、

世界にスケールし易い事業設計をするなど、
世界市場を意識して

製造業的な考え方があって、工業製品の大量生産の世界では

おかないといけないと考えます。
池田：

「一旦 、世に出したものに瑕 疵があると会社が潰れてしまう」
ので、
行 動する前に念には念を入れる、というスタイルです。しかし、

ビジネスの最前線で、まさにイノベーションの中心にいらっしゃる

やるリスクよりもやらないリスクの方が
“After Internet ”の時代では、

お二人の言葉は、今回の弊社の グローバル 経営層スタディからの

はるかに大きい。早く世に出して、試行錯誤を繰り返してよりよいも

洞察を裏づけるにとどまらず、より深めてくれる興味深いお話ばかり

のにしていく方がいいのです。“スピード”が鍵です。これがインター

でした。本日は貴重な御時間をいただきありがとうございました。

ネット時代の経営スタイルなので、これまで日本企業が作りあげた
スタイルがミスマッチになっていると言えるのではないでしょうか。
髙橋氏：

グローバル経営層スタディ
（C-suite Study）について

Uber も「最初から100 点を目指すのではなく、80 点くらい取れる

IBM が 2003 年から 現 在 ま で

目処 が立ったのであればまずやってみよう。その上で、しっかりと

継続的に取り組んでいる経営者
を対象とした調査です。世界 70

データを取って検証しよう」と考えます。そのデータに基づいて

カ国以上、延べ約 28,000 名の

分析し、よりよいものへと改良していくプロセスが根付いていると

世界の経営者への対面インタ

言えるでしょう。思い付いたアイデアが良いかどうかを、どう判 断

ビューの回答結果を分析し、
レポ

すればいいのかという問題もあります。そのとき、その良し悪しを

ートにまとめています。

決めるのは、
そのアイデアがどんな課題を解決できるのかという視

最 高 経 営 責 任 者（CEO）
、最 高

点と、顧客からのフィードバックであり行動結果です。それを知る

、最 高 人 事
財 務 責 任 者（CFO）

にも顧客に関するデータ収集と分析は欠かせません。

責 任 者（CHRO）
、最 高 情 報 責
任者（CIO）
、最高マーケティング
責任者
（CMO）
、最高執行責任者

「スケール」を意識した事業展開

（COO）
という 6 つの異なる役割

池田：

を持つ経営者の視点を横断的に

新事業や新サービスを立ち上げるとき、
「スケールする」
「スケール
、

分析しています。

させる」という表現が使われます。事業の拡張・拡大させるという
「グローバル経営層スタディ」のダウンロードはこちら

意味であり、アメリカのスタートアップ企業は事業の企画段階から

www.ibm.com/services/jp/ja/c-suite

「スケーラビリティ」つまりその事業が拡張する可能性を意識して
いますよね。

IBM、IBMロゴ、ibm.com は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。
他の製品名およびサービス名等は、
それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml（US）をご覧ください。
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