日本企業を取り巻く競争環境は、以前とはまったく異なるものになっている。そ
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こで重要性を増しているのが、企業におけるイノベーションである。継続的にイ

科学技術や社会システム、人々の意識

多面的な取り組みでイノベーションの連鎖を

ノベーションを生み出すことで、企業は長期的に競争優位を維持することが可
能になるのだ。
では、
イノベーションを促進するために、
日本企業はどのような取

「環境や感染症など地球規模の課題

次の段階において生活者視点のイノ

り組みを求められているのだろうか。
その課題と解決へのアプローチを、一橋大

解決に貢献できれば、日本の存在感を

ベーションを引き起こす。このような

学大学院 国際企業戦略研究科の石倉 洋子教授に聞いた。

さらに高めることができます。それは

プロセスこそ、岸田氏のいう「連続した

いうまでもなく、環境分野では政策

日本の国益にもかなうことです」と岸

イノベーション」というものだろう。

イノベーション促進のカギは

面のアプローチも強化されている。

田氏は強調する。課題克服への道が困

また、冒頭で岸田氏が指摘した相互

2006年４月に施行された改正省エ

難であればあるほど、それを達成した

補完の関係づくりも大きなポイント

ネ法では、規制の対象となる事業所が

ときに得られるものも大きい。

だ。産官学の研究者が連携し、様々な

拡大されるなど、産業界に対して一層
の努力を求めている。この傾向が今後
さらに強まることは、容易に予想でき

コラボレーションを世界規模で推進す

供給者視点から生活者視点へ
世界とのコラボレーションも重要

る。企業にとって負担は重くなるが、
それは同時にビジネスチャンスでもあ

と「多様性」
にあり
「スピード」
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
総合科学技術会議議員

ることで、多様性の中からイノベー
ションを創出するのである。

石倉 洋子氏

「産官学連携を例にとれば、研究者
新しい社会像を実現するためには、

たちの意識はこの10年で大きく変わ

る。
例えば、
日本企業が省電力サーバー

従来型のイノベーションの発想を変え

りました。かつて研究者の間には、企

などグリーン ITの分野で先行すれば、

てみる必要もありそうだ。

業トップと話をすることさえ敬遠する

製品やサービスを世界で展開できるに

雰囲気もあったようです。その時代に

違いない。

比べれば、研究者の意識は大きく変わ

同じ視点は、社会全体にも求められ

りました。独立行政法人も含めて政府

る。岸田氏は「様々な課題をピンチで

の研究機関も、いまでは様々な垣根を

はなく、チャンスととらえて前向きな

越えた連携の試みを行っています」

競争優位を維持するため
継続的なイノベーションは不可欠

な勝ち方が考えられ、正解は１つでは
ありません」
ただし、付加価値の向上もまた、険

企業経営にとって、イノベーション

しい道のりとなる。画期的な新商品を

の持つ意味はますます大きくなってい

発売しても、すぐに別の企業が同じこ

その一例が、いま世界的な注目を集

る。経営者の関心も急速に高まってい

とをするからだ。長期的に競争優位を

めている日本の iPS細胞研究。研究

るが、その背景にはどのような時代の

維持するためには、継続的なイノベー

象徴的な例は、高齢化社会への対応

機関や製薬企業も含めた共同研究体制

変化があるのだろうか。一橋大学大学

ションが欠かせなくなっているといえ

である。今後、多くの国々は日本の後

の整備など、政府は積極的な支援体制

院 国際企業戦略研究科の石倉 洋子氏

るだろう。

は次のように説明する。

努力を継続することが重要です」と訴
える。

を追うように急速に高齢化に向かう。

「これまでは研究者、あるいは供給

づくりに乗り出している。ただし、

日本がいち早く具体的な対策で成果を

者の視点からのイノベーションという

iPS細胞に限らず、有望な分野での世

上げれば、その社会モデルまたはビジ

発想が強かったように思います。しか

界競争は非常に厳しい。

ネスモデルを世界に輸出することもで

し、これからは生活者の視点をより重

きるだろう。

一度成功したからといって、安住す

「企業が競争優位を維持するために

ることのできない厳しい時代。

は、
『付加価値を高める』
『コストを下げ

し か し、 逆 の 視 点 か

「米国や中国をはじめ各国がイノ

る』という大きく２つの方法がありま

ら 見 れ ば、 世 界 中

視すべき。それはイノベーション25

ベーションの実現のために、多くの研

す。日本のように高度に発達した社会

のどの企業にも

振り返れば、高度経済成長期に公害

にも盛り込まれている考え方です」と

究者と大きな投資を投入しています。

では、コスト面での勝負は難しい。グ

チャンスがある

問題に苦しんだ日本が培った環境技術

岸田氏。では、企業や研究機関は、ど

日本も一層の努力を続けなければなり

ローバル競争の中で、一層安く供給で

ということもで

は、
いま世界中から注目を集めている。

うすれば生活者の視点を得ることがで

ません」と岸田氏は語る。

きる企業が次々に出現する可能性が高

きる。このよう

また、日本の GDP 当たりのエネル

きるだろうか。

いからです。また、コスト競争は最低

な競争環境が

ギー消費量は世界的に最低水準にあ

従来、数百万、数千万人という生活

り、エネルギー効率は非常に高い。公

イノベーション25は、20年先を
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しゅうれん

見据えた超長期戦略である。グローバ

コストを実現する１つの勝者に収斂す

生まれた背景

者の考え方や意見を低コストで集約す

ル大競争に後れを取らないためにも、

る方向性を持っているため、勝者とな

には、ITの

害や石油ショックといった大きな課題

る手段はほとんどなかった。しかし、

同様に長期の視野を持った取り組みが

る企業はわずか。そこで、多くの日本

進化があ

に立ち向かうことで、日本はイノベー

いまや ICTにおけるイノベーションが

日本社会の様々なレベルで求められて

企業にとって、付加価値の向上が重要

ると石倉氏

ションを積み重ねてきたのである。

それを可能にしつつある。ICTの進化が、

いる。

な戦略になります。この分野では様々

は指摘す

上智大学外国語学部英語学科卒業、フリーランスの通訳を経て、
1980年にバージニア大学大学院で MBA、1985年にハーバード
大学大学院で DBA を取得。同年、マッキンゼー・アンド・カンパ
ニーに入社。企業の戦略、組織、企業革新のコンサルティングに
従事。 2000年より一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授。
2008年より総合科学技術会議議員。
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イノベーション促進のカギは

と「多様性」
にあり
「スピード」
い。
それは大きな成功をもたらしたが、

れるセグメントも数多く存在します」

新しい競争環境の中では発想の転換が

と石倉氏。世界の企業とコラボレー

必要になるかもしれない。次に多様性
る。

について、石倉氏はこう語る。

ションすることによってゼロサムでは

IT により変化した社会システムの方向性

はそれ以上のインパクトを持つ出来事

ぐにアイデアは枯渇してしまいます。

氏が挙げたのがアップルの「iPod」で

だと思います。誰でも、どんな企業で

そこでカギになるのは、異分野の考え

ある。

も世界に情報を発信できる時代。それ

方を取り込むこと。
様々な分野をタテ、

「iPodには日本メーカーの部品がた

は何か新しいことをやっても、すぐに

ヨコに組み合わせてみることで、新し

くさん使われていますが、付加価値の

マネされるということでもあります。

い発想を得ることができるのです」

ほとんどは単体のハードウェアではな

マネされないやり方をするか、それと

この観点でも、日本企業の課題は多

く、音楽や動画をダウンロードできる

も常にライバルよりも先に新しいもの

い。日本の大企業の多くは、自社内に

というシステムであり、どこへ行くに

を提示し続けるか。また、ITの発展

幅広い分野の技術を抱えており、その

もこれだけ持っていけば良いという新

によって、国境の壁や業界の壁がなく

融合の中からイノベーションを生もう

しい生活スタイルのコンセプトにあり

なり、様々なレベルでボーダレス化が

とする傾向が強い。しかし、自前主義

ます。独自のコンセプトやシステムを

進んでいます」

へのこだわりが足かせになる場合もあ

自社で創造し、それ以外の活動は世界

る。世界を視野に入れて、場合によっ

と協働する。iPodはその成功例とい

ては他社のリソースを活用すべきケー

えるでしょう」
こうしたコラボレーションのチャン

か。石倉氏のメッセージは２点に集約
される。

3

「大きな変化が起こっても、変わら

情報流通のフラット化
・全体の垣根の希薄化
・オープン

2

ないものがあります。企業にとっては
理念や高い志などがそれにあたるで
個人が主役

んなイノベーションの例として、石倉

はどのような態度で臨むべきだろう

オープン志向・分散・双方向・動的

企業が主役

「ある分野の中だけで考えても、す

スも少なくないはずだ。

代に対して、では、日本企業の経営者
図

なくプラスサムの価値を創出する。そ

「IT革命は産業革命に匹敵、あるい

独自の強さを磨けば世界で戦える
世界とのコラボレーションができる

IT革命がその幕を開けた新しい時

1

協働型ビジネスの増加
・企業と個人の協業
・集合知の活用

消費者発信型メディアの普及
・発信の容易化
・交流の活性化

クローズ志向・集中・一方向・静的

IT の進化によって、商品づくりやサービスの形も変化しつつある。クローズ志向の自前主義からオープン志向へ。様々な分野で
コラボレーション型のビジネス、個人を巻き込んだビジネスが台頭しつつある。 出典：平成19年版 情報通信白書より改版して作成

しょう。それを常に考え、
皆に伝える、
過去の形にこだわらず、新しい環境の
下、ITなど最新の技術を用いて、そ
の理念をどう実現していくか、これこ
そ経営者の役割だと思います」
もう１つは、
「自分で体感すること」
である。
「ITの力は自分で使ってみないと実
感できません。メールでも検索エンジ

試行錯誤を経て得られる
多様性のマネジメント能力

“授業料”を払わなければ、多様性

ンでも良いのです。メールを使えば世

をマネージする能力を持つこともでき

界中の個人とコンタクトがとれます

ない。試行錯誤を避けていては何もで

し、個人が世界に直接発信できます。

きない。それは商品開発のイノベー

検索エンジンを使えば、世界からあっ

「製品やサービスを構成するすべて

スはどこにでもある。国境や業界を越

では、企業はいかにイノベーション

の要素を１社で持つと、大変なコスト

えたパートナーシップの組み合わせも

先に石倉氏は多様性の重要性を指摘

を生み出し、それを競争力に変えてい

がかかります。現代においてはコア領

無限にある。その基盤となるのは IT

したが、それは組織の構成員について

ションにも通じる姿勢だろう。幸い、

という間に膨大な情報が得られる時代

くことができるだろうか。石倉氏が指

域に集中し、周囲のパートナーと連携

だ。これを活用することで、今では消

もいえることだ。また、少子高齢化が

多様な人たちと仕事をするための環境

です。自らこうした ITの力を経験し

摘するのは、スピードと多様性の重要

するというオープンなシステムが有効

費者である個々人とのコラボレーショ

加速し労働力人口が減少に向かう中

は大きく変化している。

なければ、こうした技術がどれだけ社

性である。

です。コアに専念することによって、

ンも可能になっている。

で、日本企業が従来通りの採用方針を

「私は海外のエディターやリサー

会を変革する可能性があるか、その圧

「まず、新しいものを市場に投入す

グローバルニッチを狙うこともでき

「これまでは消費者の声を聞こうと

続けることは難しい。イノベーション

チャーと一緒に仕事をする機会が多く

倒的な力を理解することはできないと

るスピード。画期的なアイデアであっ

る。堀場製作所の計測器や日本電産の

しても、現実的な手段はありませんで

だけでなく、労働力確保という観点か

あります。メールを使えば、どこにい

思います」
（石倉氏）

ても、世界中を見渡せば同じようなこ

精密小型モーターなどは、典型的な例

した。そこで、
『このような人たちが

らも、組織の中に新しい仲間を加える

ても仕事ができる。そんな環境がある

世界中の個人と直接つながることが

とを考えている人はどこかにいる。完

でしょう」

買ってくれるはず』という推測に基づ

必要がある。

のですから、都合のいい場所で都合の

できる時代。当然のことだが、社員の

璧に仕上げてから発売するのではな

企業でも個人でも、独自の強みがあ

いて、商品を企画するほかありません

「特に重要なのは、外国人と女性の活

いい時間に働くというワークスタイル

一人ひとりとも直接コミュニケーショ

く、少々荒削りでも早い時期に世に出

れば世界と戦うことも、世界の企業と

でした。しかし、いまでは本当に消費

用でしょう。例えば、
外国人の受け入れ。

は、日本でももっと普及していいはず

ンをとることができる。経営者がその

すことが求められます。
また、
何がヒッ

コラボレーションすることもできる。

者に参加してもらうことができる。
『こ

どんな試みでも、最初はしばしば失敗

です。日中の時間を拘束される働き方

環境に肌で触れていれば、例えば IT

トするのか分からない時代ですから、

「素晴らしい技術があっても日本市

んな商品が欲しくないですか』と消費

するものです。思い切って外国人を採

は、特に子育て中の女性にとっては制

を使った組織のシンプル化といった

あれこれ時間をかけて検討するより

場だけを見ていて、結果として宝の持

者に直接聞いて、損益分岐点をクリア

用しても、その人が期待通りの成果を

約が大きすぎます」と石倉氏。多様性

テーマを、より深く考えられるに違い

も、まず実行することが大事です」

ち腐れになっている企業は多いと思い

した段階で商品をつくる。そんなビジ

上げられないこともある。ただ、この

を前提とした組織のあり方とはどのよ

ない。イノベーションをサポートする

日本のとりわけ製造業の中には、完

ます。もっと世界に目を向けてもらい

ネスモデルがすでに現実のものになっ

プロセスを経験しなければ、いつまで

うなものか。日本企業は、それを真剣

仕組みを構築する上でも、経営者がそ

成度の高さにこだわりを持つ企業が多

たい。世界では、独自の強さが評価さ

ています」と石倉氏は語る。

たっても目利きの力は身に付きません」

に検討すべき時期を迎えている。

んな実感を持つことが重要だろう。

