
北陸繊維産業シンポジウム講演抄録

常識なんてぶっ飛ばせ！イノベーションは
辺境から

はじめに

私が考えている“イノベーション”について、

本日は皆さんと一緒に考えていきたいと思ってい

ます。

今回のこの不況を「全治何年」とおっしゃる方

が多く見られますが、私は、“全治”という概念

はあり得ないと思っています。特に今回の不況は、

景気が回復しても、それは元通りに“治る”こと

ではないと思います。もう少し言うと、安易に対

症療法的に治そうとすることはかえっていけない

ことだと思っています。

つまり、世界、社会、市場等の構造が、今回の

世界同時不況を契機に、今までとは全く違うもの

になると考えるべきでしょう。個人レベルでは、

1 人で携帯電話を 3 カ月に 1 回替え、1 人でデジ

カメを何台も持って、まだ乗れる車を 3年か 4年

に 1回乗り換えるようなライフスタイルに戻ると

思いますか？　また、産業レベルでは、例えば今、

日本の英知を結集させた液晶パネル事業に何千億

円も投資してそれを原価割れで売るようなことを

していますが、そんな産業社会や経営スタイルに

もう一度戻るのですか？　戻れると思いますか？

ということです。これからの世界・社会が、これ

までのような価値観や体制の時代には戻らないと

いうことを踏まえると、その中で暮らす我々とし

ては、これまでとは大きく違う在り方を目指すべ
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一橋大学イノベーション研究センター長・教授

米倉 誠一郎（よねくらせいいちろう）氏
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2008 年から現職。季刊誌『一橋ビジネスレビュー』編集委員長。
アカデミーヒルズ「日本元気塾」塾長。主な著書に『 創造するア
ントレプレナー 』（ゴマブックス）、『 脱カリスマ時代のリー
ダー論 』（NTT 出版）、『 組織も戦略も自分に従う！ 』（中央公論
新社）、『経営革命の構造』（岩波書店）などがある。

前号に続き、2009 年 3 月 6 日に開催した繊維産業シンポジウム『北陸産地の復活を目指して』

（東レ株式会社との共催）における一橋大学イノベーション研究センター米倉誠一郎センター長・教授

の講演をご紹介します。

なお、当日は DOWA ホールディングス株式会社吉川廣和代表取締役会長・ CEO、一橋大学イノ

ベーション研究センター米倉誠一郎センター長・教授、東レ株式会社中川秀勝取締役の3人の講師に

ご講演いただき、吉川廣和氏の講演内容を前号（『経営センサー』5月号）、中川秀勝氏の講演内容を

『繊維トレンド』5・6月号にて、ご紹介しております。
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きだということがはっきりしてきます。

そこで、このチャーチルの言葉（A pessimist

sees the difficulty in every opportunity. An optimist

sees the opportunity in every difficulty.）から話を

始めたいと思います。

ご承知のように、チャーチルは第二次世界大戦

中にドイツの空爆に遭っていますし、いろんな悲

惨な状況を体験した上で上記の言葉を発していま

す。和訳しますと、「悲観主義者というのは、ど

んなに opportunity があっても『いや、できない

よ、それは無理だよ』と考える。一方楽観主義者

は、あらゆる困難の中でも『いや、これはもしか

したらできるかもしれない』と発想する」と。フ

ランスにアランという『幸福論』を書いた哲学者

がいて、同じようなことを言っています。アラン

は「悲観主義というのは、気分に属するのだ。で

も楽観主義は意志、我々の意志に属するのだ」と。

このアランの言葉とチャーチルの言葉を併せます

と、「今、我々はどこにいるかを認識して、そし

てどういう意志を持って、この困難の中にどう

やって活路を見出していくべきかを見極める」と

いうスタンスに立つべきだということになりま

す。

そこで本日は、パラダイム・チェンジをする力、

マクロの大局を把握する力、それから私の専門で

あるイノベーションの力等について、皆さんと一

緒に考えていきたいと思います。

パラダイム転換の大切さ

私は去年ヨルダンに行きました。ヨルダンは

WANA （West Asia-North Africa）会議を主催し

ています。この背景を説明しますと、中東地域は

これまで一般的にMiddle East と呼ばれていまし

たね。自分たちでもMiddle East 中東と称してい

ましたが、最近その呼び方をやめて、West Asia-

North Africa と自ら言い始めています。なぜかと

言いますと、Middle East というのは言うまでも

なくヨーロッパから見た視点です。一方中東に暮

らす彼らは、「いや、俺たちはMiddle East では

なくWest Asia ではないか」と表明し始めていま

す。彼らは、今、積極的にアジアという枠組みの

中に入ろうとしています。

また、インドにも行ってきました。インドでは

「日本で最も関心のある都市は広島だ」というこ

とです。「なぜか？」と聞くと、「原爆投下後の壊

滅的な状況が 3 ～ 40 年を経て目を見張る復興が

できた。どうしてそんなことが可能なのだ？」と

彼らは言います。1945 年の東京は大変悲惨な状

況にあったものの、その後復興し日本は世界で 2

番目の経済大国になりました。

戦後の復興ー日本がお手本

彼ら中東やインドの人たちにとって、日本の復

興や飛躍的な経済成長は大きな驚異で、その経験

的知恵やノウハウを是非とも学びたいと考えてい

ます。つまりこれを言い換えると、我々日本人は、

大戦後の復興というものをきちんと自らの歴史の

中に位置付けて世界に誇るべきものとしなければ

いけないのだと私は思っています。この復興の結

果よりも、むしろこの間のプロセスがすごく興味

深いと考えています。

日本がなぜ第二次世界大戦に突入していった

か、背景や理由について資料を見ると、基本的に

次の 3 つに起因しているように思います。1 つは

天然資源に恵まれていない。2 つ目は、耕作可能

図表 1 この言葉から始めたい

□ A pessimist sees the difficulty in
every opportunity

□ An optimist sees the opportunity
in every difficulty

（by Sir Winston Churchill）

出所：筆者作成
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面積が非常に少ない島国である。3 つ目は、ブ

ロック経済の中で日本は孤立した状況に陥った。

しかも当時、イギリスは人口 4,000 万人で、大国

と言われたドイツでも 6,000 万人であるのに対し

て、日本は 1億人になんなんとする人口過密国家

であったこと。当時の空気として、どう考えても

このままでは、日本は成り立っていかないように

思えた、それで仕方なく満州や南アジア等海外進

出に踏み出していったというのが当時のロジック

でしょう。これが大東亜共栄圏です。

でも皆さん考えてみて下さい。先の 1から 3ま

での条件は戦後も何 1つとして変わってはいませ

ん。 急に資源が豊富な国になった訳でもなく、

あるいは陸続きの国になった訳でもないですね。

第二次世界大戦で 250 万人とか 300 万人近い命が

失われたと言われていますが、それでも日本で約

1 億人の人口が維持されてきました。国の抱える

基本要件は戦前と何も変わっていません。

では何が変わったのでしょうか。ここが一番大

事なところですが、実は、この同じ基本要件に対

する捉え方や考え方が大きく変わったことにあり

ます。戦後の日本が、大戦前の体制とは異なる新

たなパラダイムで新たな社会を作ろうとしたプロ

セスこそ日本人としてもっと誇るべきだと思いま

す。

原料立地から消費地立地へ

その新しい基本的な考え方やパラダイムとは、

「資源がないならば輸入すればいいじゃないか」

です。これ、素晴らしいパラダイム・チェンジで

す。資源がないから、「外に取りに行こう」では

なく「輸入すればいいじゃないか」ということで

すね。

更に大変おもしろいのは、そのときにイノベー

ションを併せて成したのです。それは、原料立地

という概念を捨てて出てきた、消費地立地という

概念です。革命的なアイデアです。

戦前、鉄鋼の町というのは、アメリカのピッツ

バーグやドイツ・フランスのルール地方で、いず

れも鉄鉱石と石炭を産出する町です。戦前、日本

の鉄鋼の町とはどこか覚えていますか？ 釜石で

す。ここも鉄鉱石が少々と石炭が出ます。室蘭、

八幡もみんな原料立地の土地柄です。今、子ども

たちに「鉄鋼の町ってどこだ？」って聞いてみて

下さい。「千葉」と答えてくれるはずです。

戦後間もない頃、川崎製鉄の西山弥太郎が千葉

に製鉄所を作ると宣言しました。彼の論理は、

「原材料のほとんどを輸入するのだから、製鉄所

の立地は消費地に近い東京近辺がいいに決まって

いるじゃないか」です。それに対して、その当時

の日銀総裁の一万田尚登は「千葉になぞ製鉄所を

作ったら、ぺんぺん草を生やしてみせる」と大反

対しました。しかし、川崎製鉄のその革命的なア

イデアは、今、間違いでなかったことが証明され

ていますね。

同じような発想で、「島国というのは最高のロ

ケーションじゃないか」、国土のどこにでも港が

作れるから、消費地に近い場所に工場を立地させ

ても輸入原材料を速やかに届けられる体制づくり

はそんなに難しくはありません。製鉄所を消費地

立地にするというパラダイム転換をした瞬間に、

コンビナートを沿岸線に建設できることがイメー

ジできます。これも非常にイノベーティブなアイ

デアです。

残るボトルネックは海上輸送のための大量の船

の確保です。その船をどうやって造るかですが、

船は、基本的には何十万トンという水圧を受けま

すから、今の言葉で言うとインテグラル、擦り合

わせ型の設計をやらないと船の構造体はもたない

と当時の造船業者の多くは信じ込んでいました。

ところが、戦前戦中日本は戦争のために大型戦艦

を次々急造しなければいけない状況に直面した際

に、後に NTT 総裁になる IHI の真藤恒たちのグ

ループがブロック造船という工法を始めました。

船をいくつかのブロックに分けて、それぞれがそ

れぞれのモジュールを作って、最終的にはビレッ

トパーツでガチャッと組み立てる工法です。この

工法で生産効率は飛躍的に上がりました。
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まさに DELL がやっているモジュラー型の製

作工程法を造船業で第二次世界大戦中にすでに導

入していたということです。そうしたパラダイム

転換の発想で、大量にタンカーが生産できる体制

ができ大量の海上輸送が可能になりました。皆さ

ん覚えていますね、日本は戦後、国家経済が急速

に立ち上がっていく時代に造船国家でしたね。こ

れは単なる偶然ではないのです。

マクロの力、マクロ認識の大切さ

再度、1億人というスケールについて考えます。

日本で、今、皆さんのようなビジネスマンは中国

やベトナムに行きます。それはなぜか。質が高く

て安い労働力があるからですね。戦後しばらくの

日本には、質が大変高い労働力と、1 ドル 360 円

という為替レートだったこともあって、ものすご

く安い労働力が豊富にありました。しかも同時に

大きな内需マーケットがあったわけです。1 億人

と 4,000 万人のマーケットとでは大きく違いま

す。

三種の神器、覚えていらっしゃるでしょうか。

洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビですね。その後に

3C 時代というのがきて、カー、カラーテレビ、

クーラーの時代になります。70 年代、「三種の神

器をみんなが持てば、日本全体の文化的生活が実

現できるのだ」というキャッチフレーズの下、こ

れを 1 億人のマーケット、つまり約 4,500 万世帯

に向けて大量生産・大量販売をしていく。その過

程で高度経済成長を実現していきます。

また、日本でこの大量消費・大量販売体制を支

えた大きな要素に月賦販売という方法がありまし

た。ところが、例えば、今、ベトナムで月賦方式

を導入したらどうですかと提案しても、ベトナム

に限らずアジアの国の経営者はそれに対して非常

にネガティブです。なぜかと言うと、「商品だけ

持って帰って、その後きちんと月々払ってくれる

客が何人いるだろうか、その数は極めて少ないの

ではないか」という不安感が先に立って、月賦販

売に踏み切れないということらしいのです。

日本で月賦販売が成り立ったのは、「借りたも

のを返すのは当たり前」という社会的規範があっ

たからです。その当時は、信用調査などまともに

やっていなかったようですが、それでも大きな問

題は起こらなかった。そういう意味でも日本は大

変素晴しいマーケットであったということです。

国の抱える基本要件は戦前と何も変わってないの

に、革命的なアイデア 1つで、あるいはパラダイ

ム・チェンジすることで、世界 2番目の経済大国

になったということは、ものすごく誇るべきこと

だと思います。

日本の経済規模と税収

ところで、日本の GDP は大体いくらですか？

そうですね、約 520 兆円です。次いで、去年の日

本の税収はいくらでしたか？ そうですね、約

49 兆円でした。それで、組まれた 2009 年度予算

はいくらでしたか？ 約 89 兆円です。これが日本

の現状です。法人税が好調なときは 60 兆円近い

税収があったのですが、景気低迷の中で去年は

49 兆円しかありませんでした。更に補正予算を

組むと政府は言っていますから、もっと収支のア

ンバランスは大きくなるでしょう。

今、世界各国が組んでいる補正予算と日本の状

況が大きく違うのは、日本では、この借金構造を

基本的に何年も続けているからです。これは大変

まずいことです。見えているものだけで政府の借

金は 830 兆円ですから、隠れているのを含めると

約 1,000 兆円あると言われています。

それでは、これがどれくらいまずいかというこ

とですが、今の金利は極めて低い水準にあります。

しかし、いつかの時点でインフレを抑制するため

に金融引き締めに入るということになると、それ

は、すなわち利率を上げるということです。例え

ば金利が 5％になったら、国債に対する利払いだ

けで 40 兆 1,500 億円です。つまり、利払いだけ

で全税収が消えるという事態です。国家財政の赤

字は、そのくらい巨大なのです。

これではいけないということで、少し前にプラ
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イマリーバランスという考え方が出てきました。

プライマリーバランスは、あまりにも巨大な借金

は一旦置いておいて、単年度だけでも税収と予算

の収支をバランスさせようという考え方です。一

方で歳出削減して、もう一方で増税してバランス

させるということです。GDP 約 520 兆円の内、

民間最終消費支出はいくらでしょうか？　そうで

すね、約 60 ％で約 300 兆円あります。この 300

兆円に 5 ％かけたらいくらになりますか？ 15 兆

円です。これを税収 49 兆円に足してください。

64 兆円です。だから、財政当局の気持ちとして、

消費税を 5％上げたいというのは計算上よく分か

りますね。

私はイギリスの 17.5 ％やフランスの 19 ％等に

比べると、日本のこの財政状況の中では、5 ％の

消費税は安いと思います。だから、いずれ近いう

ちに上げざるを得ないと思います。

ただし、我々の先輩である竹中平蔵さんたちの

チームが約 20 カ国の調査をした結果を見ると、

増税を先にやった国は必ず財政再建に失敗してい

ます。それはなぜか、歳出削減を同時にやらない

と、官僚の規律がどうしても緩んで歳出削減に本

腰で取り組まず、税収増に合わせて歳出が増えて

しまう傾向があるからです。今回のオバマ大統領

も大量に資金投入する一方で、アメリカの肝であ

る防衛予算に手を入れると言いましたね。そうす

ると、この歳出予算の 84 兆円が 14 兆円削れて

70 兆円になります。私はできると思います。い

ろんな無駄が山のようにありますから。

イノベーションにはマクロ認識が大事

ところで、最近の合計特殊出生率はいくらです

か？　一時 1.29 まで落ち込んでいたのが少し改

善して、直近では 1.32 ですが、ご存知の通り日

本は人口減社会に入っています。衝撃的なことを

言えば、2010 年に向けて来年から日本は、毎年

120 万人ずつ 5 年間人口が減り続けます。石川県

は人口何人ですか？　100 万人くらいですか？

（4月現在 約 117 万人） じゃあ来年、この石川県

が 1個なくなるのです。再来年は宮崎県がなくな

るのです。その次に山形県分がなくなる…。そう

いうレベルの人口減少が進みます。

皆さんに、なぜこういうお話をするかと言いま

すと、皆さんがイノベーションや経営を考える際

に、マクロ認識がすごく大事だからです。マクロ

認識をきちんと押さえた上で、自らをどこにポジ

ショニングして事業の舵取りをするかということ

がとても大切だと思います。

その具体例として、アーバンフューネスという

若い青年がやっている会社の事例を紹介しましょ

う。彼の経営している会社は葬儀屋です。彼は日

本の人口動態というマクロ認識を踏まえて、首都

圏でも毎年人口が 25 万人ずつ減っていくという

ことから、葬式ビジネスは成長産業であるという

前提に立って、更に既存業者のサービスに対する

エンドユーザーの不満を含めた市場のニーズを分

析した上で、新規参入のための新しい切り口・市

場機会を見出して成功した例です。

お葬式というと当事者も気が動転しているの

で、何がなんだか分からないうちにどんどんどん

どん葬式費用が積み上がっていって、後で請求書

を見てびっくりしたという話をよく聞きますね。

そうしたマーケット実情の中で、彼は、結婚式の

30 万円プランや 20 万円プランと同様の明朗で

オープンなメニューを葬式で用意して伸びている
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会社です。

また、日本では今、人口減＝労働力不足という

議論をする人たちの中に、フィリピン人やベトナ

ム人を呼んで来ることで、その解決を図ろうと言

う人がいますが、外国人労働者の移入という前に、

日本人の中にもまだ戦力として活用されていない

人が多く存在します。日本中のあちこちで日々開

催されている会議の中で、今でも参加者は男性の

み女性がゼロという会議がたくさんありますね。

日本で女性はまだまだ十分活用されていない。

また、高齢者もうまく使われていないと思いま

す。だから、短絡的な発想で外国人を呼ぶという

前に、まず日本の女性や高齢者をどうやって活か

していくかを考えるのが先決だと思います。そう

すると、1 人の子どもに対して、ポケットが 6 つ

になる可能性は十分にあります。二組のおじい

ちゃんとおばあちゃん、お父さんとお母さんがい

ますから。

そうすると、1 人の子どもに対して投下資本は

増えるでしょう。少子化といえども子ども関連ビ

ジネスが活性化する可能性は十分にあります。つ

まり、モノのビジネスを考える際にも、マクロの

動態がいったいどうなっているのか、ということ

を十分見据えてやっていくことが極めて大事だと

思います。

同様の発想で、カリフォルニア州の面積は日本

より大きいですね。日本は、国土面積 38 万 k㎡

で人口 1 億 2,000 万人です。それに対してカリ

フォルニア州は、42 万 k㎡で人口 3,300 万人です。

カリフォルニア州に州知事は何人いますか？ 1

人ですね。日本より大きいカリフォルニア州を

シュワルツェネッガーがたった 1人で統治できる

のに、カリフォルニア州より狭い日本では 47 人

の知事が分担統治しています。その理由は、日本

人の知事は相対的に頭が弱くて仕事の効率が悪い

からでしょうか？　そうではないでしょう。IT

テクノロジーの目を見張る技術革新により、情報

の処理能力や伝達スピードが飛躍的にアップした

現在でもなお、日本を統治するのに本当に 47 人

が必要なのですか？という議論です。

なぜ現状 47 人体制なのかは、簡単な話です。

今から 138 年前のシステムのまま変えずに、現在

もなお動いているからです。当時、明治政府は

260 藩くらいあった藩を何とか圧縮して 60 県に

したのです。それが廃藩置県です。大行政改革を

しました。当時東京－大阪間を早飛脚で 14 日間

かかっています。つまり 336 時間かかっていまし

た。東京－大阪間は、今何時間ですか？　2 時間

半ですね。我々の時空間が 100 分の 1になってい

るのにもかかわらず、行政システムだけが 130 年

前のままです。東京で吸い上げたお金を地方にば

らまいていますね。立派な県庁舎、立派な給料を

もらっている県議会議員をはじめとして、このよ

うにバケツの底に穴が開いているのです。

道州制の提案

そこで、この体制を 10 州くらいにまとめよう

というのが道州制の発想です。日本の経済力、国

力がどれぐらいすごいか見てください。

例えば、関西の GDP は 94 兆円です。オース

トラリアより大きい、関西と中国を合わせると

124 兆円です。124 兆円というのはカナダと同じ

です。皆さん。大阪に行くとき、「ちょっと俺は

カナダに行ってくる」という感覚で出張に行って

いますか？　日本の経済力というのはそれぐらい

図表 2 日本はカリフォルニアより小さい

出所：筆者作成

□約 37 万 k㎡　対　約 42 万 k㎡
□ 1億 2,000 万人　対　3,300 万人
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大きいのです。言わば欧州の先進国が山のように

詰まっている、こんなに豊かな国に住んでいるの

に、我々はそれを本当に享受しているのでしょう

か、そう思いません？　こういう話を大学でする

と、学生も初めは「先生、それいいですねぇ」と

か言っていますが、そのうち「先生、いや、ダメ、

ダメ！」と言ってきます。それで、「理由は何

だ？」と聞くと、例えば「先生は知らないでしょ

うが、大分と熊本は元々成り立ちが違うのですよ、

仲が悪いのですよ」とか言い始めます。私は、

「現在の県分けは、明治の時に人工的にできたの

だぞ」と説明しますが、彼らは、もう頑なに縄文

時代以前から熊本と大分は違う地域だと思い込ん

でいます。

翻って考えますと、ヨーロッパは、思い切った

ユーロ圏という挑戦をしていますね。フランを捨

て、マルクを捨て、リラを捨てることをやったか

らこそ、今、ユーロという新しい価値が創造でき

たのです。日本もきっと同じことだと思います。

皆さんも「福井と石川は違う」なんて言っていた

らダメですよ。

よく道州制は広域行政だからサービスが隅々ま

で行き届かないという人がいますが、それは違う

と私は思います。道州制は、言わば国の中に国を

作るということです。米国の州のように、州単位

で工夫して、法人税率等を他州に比べて優遇し企

業誘致に結びつけたり外資を呼び込んだり、消費

税を特定の商品に掛けないようにして消費需要を

州外から取り込んで自州産業を繁栄させていま

す。州ごとにおのおの別の国の産地や産業と連携

して、他州にはない新たな産業競争力をつける、

あるいは新たな産業を育成する、それぞれの州が

それぞれなりに自らのポテンシャルを見極め発展

させていく活動を積み重ねていく、その総体とし

て国全体が活性化していく、そんなイメージです。

それぞれの州が日本の中のフロンティアとして知

恵を競い合い活力の源になるということです。こ

のように内需をもっと豊かにするような発想の転

換が、これから更に大切だと思います。

イノベーションは技術革新だけではない

ヨゼフ・シュムペーターが 1912 年の『経済発

展の理論』という本の中で、「起業家アントレプ

レナーが現状を創造的に破壊し、新たな経済発展

図表 3 日本のポテンシャルを見よ（2005 年比較）

フランス ： 242 兆
カナダ ： 128 兆
スペイン ： 128 兆
韓国 ： 90 兆
オランダ ： 72 兆
デンマーク： 29 兆

OECD Annual National
Accounts Database による
１ドル＝ 113.26 円で換算

三重県：中部、関西州で重複
福井県：北陸・新潟、関西州で重複
徳島県：関西、四国州で重複

出所：内閣府HP  SNA（国民経済計算）統計資料より
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を促す、その際に最も重要なのがイノベーション

だ」と言っています。また、1912 年の時点で

シュムペーターは「イノベーションは技術革新だ

けではない」とも言っています。

① FedEXのビジネスモデルイノベーション

その好例をいくつかご紹介しましょう。まず 1

つ目の事例は、アメリカにイエール大学 3年生の

フレデリック・スミス君がアメリカ 150 の都市の

どこにでも、すべての都市に翌日に荷物を届ける

仕組みを作ろうと考えました。そのために、飛行

機が何台いるかというと、普通の人は 150 × 149

だから 2万 3 千台ぐらいあれば絶対に翌日に荷物

が届くと思う訳ですよね。ところが、このフレデ

リック・スミス君は、「そんなことない、149 台

あればできる」と考えてフェデラル・エクスプレ

スという会社を作ったのです。

彼が発想したのは、「それぞれの町で荷物を集

めて、それを 149 台の飛行機を使って夜中の 12

時までにメンフィスに集荷させる。今度は自分の

都市宛の荷物をそこでピックアップし同じ飛行機

を使って朝までに持ち帰る」という仕組みです。

そうすれば、確かにどの都市にでも 149 台あれば

翌日荷物が届きます。

大学では、このフレデリック・スミス君のレ

ポートに「実現性がない」として C を付けまし

たが、彼のフェデラル・エクスプレス社は世界の

ロジスティックスを全く変えました。この事例は、

技術革新によるビジネスの創造ではないですね。

ビジネスモデルのイノベーションです。

このように、イノベーションというのは、狭い

意味での技術革新だけではないのです。シュム

ペーターは、1912 年の経済発展の理論の中で、

まずは「プロダクト・イノベーション」、これは

技術革新に近い概念で、新しい商品、新しい機能

を持つ商品を生み出すことです。一方で、シュム

ペーターは、「製品自体は同じものでも構わない、

作り方をまったく変えなさい」と言っています。

今まで 10 工程かかっていたら 3 工程でやる。こ

れまでライン生産で作っていたとしたら、新たに

セル生産方式でやる。つまり作り方、つまり工程

を変える。これが、「プロセス・イノベーション」

で、彼はこれも非常に重要なイノベーションだと

指摘しています。併せて、シュムペーターは

「ニューマーケットを作り出せ」と提言していま

す。

②男性向け化粧品 ー資生堂『ギア』

2 つ目の事例は、資生堂の『ギア』という顔を

パックする男性用商品です。今から 10 数年前、

この製品を商品化する前には資生堂の化粧品開発

担当者は、普通の男が化粧をするわけでもないし、

このマーケットは極マイナーな市場だと漠然と考

えていました。ところがある日突然、「ちょっと

待てよ。男でも女でも、自分の肌が綺麗でいたい、

あるいは髪が綺麗でいたいという感覚は同じでは

ないか？」と閃きました。

そこで、その資生堂の担当者は、既にある女性

用パック製品から女性向けの香料や匂いを抜い

て、更に顔料を白から黒にして、『ギア』という

商品として男性向けに発売したのです。この商品

は、技術イノベーションから生まれたものではな

く、着眼点を変えただけで、発売 1週間で瞬く間

に 3億円のマーケットを出現させたわけです。

図表 4 イノベーション能力

□ヨゼフ・シュムペーター
Joseph A. Schumpeter（1883～ 1950）

□企業家（アントルプルヌア）が
□現状を“創造的に破壊し”
□新たな経済発展を導く

イノベーションは
技術革新だけではない

出所：筆者作成
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③真夜中の需要発見 ー『ドン・キホーテ』

3 つ目の事例は、『ドン・キホーテ』です。『ド

ン・キホーテ』では何を売っていますか？ 並べ

てある商品は食品から雑貨まで、他店で売ってい

るような商品とほとんど同じです。『ドン・キ

ホーテ』の安田社長は、「私たちの店は“真夜中”

を売っている」と言っています。ここは 24 時間

開店していて、売上伝票を見せてもらってびっく

りしたのは、夜中の 10 時と真夜中の 2 時に売り

上げのピークがあることです。安田社長は、“夜

中”というマーケットを発見したのです。

④エアバスのリサイクル設計

また、新しいエアバスの事例を紹介します。新

しいエアバスはそれを納入した時点で、寿命を終

えて部材・部品に分解するに際に、どのように分

解し、何をどうリサイクルして再利用するかにつ

いての解体書が付いていると聞きました。日本で

も、これからの製品は、そういうところまで目配

りして開発する必要があります。つまり、そうい

う意味でも、私は、「“全治何年”で元に戻る」こ

とはあり得ないと思っています。景気が回復する

数年後には、今までと全く違った形の資本主義、

社会の仕組み、モノの作り方、暮らし方等が主流

になっていると思われます。

シュムペーターは、今から 100 年も前に、新し

い素材や原材料の革新、プロセスの革新に加えて、

重要なのは、「組織のイノベーションだ」と言っ

ています。これは、事業部制、カンパニー制等の

組織のイノベーション、流通チャネルについても

この範疇での検討や変革が必要です。皆さんの現

状の流通チャネルは本当に今の世の中や市場に適

合していますか？

⑤『プラッシー』の販路開拓（1958年発売）

流通革命の好例として、武田薬品の『プラッ

シー』があります。武田薬品工業にはビタミン C

を大量生産する力があって、そのビタミン C を

いかに効率的にマーケットに出すかを考えたとき

に、サプリメントのタブレットではとても量的に

捌けないので、「清涼飲料というかたちでマー

ケット・インしよう」ということになりました。

ところが、酒屋というチャネルは、『バヤリース』

にすでに押さえられていたので、武田は米屋とい

う流通チャネルを使って大成功しました。

また、週 3 回コンビニに行くのが当たり前で、

またインターネット活用が当たり前の時代に、消

費者は旧来のチャネルではだんだん買わなくなっ

ています。こうした中で商品やサービスの送り手

側の対応が不十分で、いろんなところでミスマッ

チングが起こっているというのが今の日本の状況

です。今の時代に Amazon が伸びているというの

がよく分かりますね。

⑥伊那谷のたまごやさん

『楽天市場』で非常に人気の高い商品に「伊那

谷の卵」があります。伊那谷の卵は、有機エサで

放し飼いにして飼っている鶏の産む卵です。それ

を買った人が評価を下す欄で、私が最高のコピー

だと思ったのは、「お醤油をかけて損をした。

卵ってこんなにおいしかったのだ」という書き込

みです。また、この卵はおいしいだけでなく、

「卵アレルギーの人にも大丈夫だ」という書き込

みがあり、人気は更に上がっています。

卵アレルギー、アトピー等の問題は今、大変深

刻ですね。卵アレルギーのお子さんは誕生日でも

ケーキが食べられません。でも、この卵なら大丈

夫だそうです。そういうこともあって、この卵は、

一個 50 円から 100 円で、スーパーで普通に売ら

れているものの 5倍から 10 倍の値段がしますが、

大変よく売れています。というのは、誕生日はお

のおのその人にとっては年 1回ですが、日本中を

ターゲットにすると毎日誕生日があるわけです。

だから毎日この卵はよく売れます。

やはりインターネットというのはすごいなと思

います。というのは、昔、全国ブランドになるっ

て大変でしたよね。商品が優れていることに加え

て、宣伝を大量に打って、流通網を作ってと巨額

特別レポート
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の先行投資が必要でした。しかし、今はホントに

ピンポイントでよい商品があれば、たった 1日で

全国ブランドになれるわけです。そのニッチに上

手くチューニングできれば、流通網は必要ないで

すからね。クロネコヤマトに商品を渡せば代金ま

で回収してくれるわけですから。

デジタルネットワークの中にどうやって優れた

“アナログ”を乗せるか、という市場競争が今始

まっていると思います。

⑦箱根の老舗旅館の着眼

もう 1つその典型例を紹介します。それは箱根

の『一の湯』という創業 1630 年の老舗旅館の例

です。その当主は私の友人でもある 15 代当主で

すが、彼が当主として店を継いだ頃、同じように

1600 年代に創業した近くの奈良屋という非常に

有名な老舗旅館が倒産しました。それで彼は「隣

と同じようになってはいけない。何とかしなきゃ

いかん」ということで、まず考えたのは、価格破

壊です。1 万円を切る価格で旅館のサービスをや

れないかということです。

その次に考えたのが、インターネットで予約を

取るという仕組みの導入です。それを従業員に話

したら、古くからいる番頭さんが、「若旦那、自

分が今何をやろうとしているのか分かっているの

ですか？」と猛反対されたそうです。番頭曰く

「インターネットで予約を取るということは、旅

館台帳を公開することですよ。旅館台帳は、旅館

の命ですよ」ということです。もう少しつっこん

で聞くと、「そんなことしたら、この名門『一の

湯』がガラガラだっていうのが分かって恥ずかし

い」というのが番頭の言っていることでした。し

かし、その若旦那は「そんなことを言っている場

合ではない」と決断実行しました。このアナログ

老舗旅館は、価格を一律にするとともに、空室状

況をインターネット公開に踏み切りました。

すると全く予想してなかったことがいくつも起

こりました。それは何と、空いている日から埋

まっていくという現象がまず起こったのです。旅

館は装置産業ですから、「今日のお客の入りは 1

割だから、沸かす風呂は 1つにして、電気も 9割

消しておこう」ということはできません。お客が

1 人でも、100 人でもかかるコストは同じです。

一番いい旅館の事業モデルは、月曜日から日曜日

までコンスタントに 7割ぐらい客が入っているこ

とです。若旦那は、装置産業として曜日ごとの客

の入りを平準化したいと考えました。これは、大

手の旅館がどんなにキャンペーンをやってもでき

なかったことなのですが、空室情報を一般に公開

した瞬間に、空いている日から埋まって、いとも

簡単に曜日間の平準化が達成できたのです。その

結果、単価を下げながらも利益率が大きく向上し

ました。

更にもっと意外なことも起こりました。そうこ

うするうちに魚屋、肉屋、洗濯屋等の納入業者が

空室状況をインターネットで見るようになり、納

入業者の仕入れロスが減りました。その結果、

『一の湯』の食材等の納入コストが安くなったの

です。そういうふうに、おもしろいことが次から

次に起こったそうです。

シュムペーターは、これらの絶えざるニューコ

ンビネーション、「新しいモノを作るには新しい

仕組み、組織でやろう。新しいマーケットを開発

するときには新しい素材を導入しよう」と言って

います。そのニューコンビネーションこそがイノ

ベーションだと言っている訳です。

図表 5 新しい組み合わせとしてのイノベーション

1）新製品の導入
2）新生産方式の導入
3）新市場の創造
4）新しい原材料・半製品の獲得
5）新しい組織の創造

絶えざる新たな組み合わせ

出所：筆者作成



経営センサー　2009.6
1414

また、単に商品を売るだけでなく、システムも

併せて売る発想が重要ですが、日本人は商品を開

発し、商品を売るのには長けていますが、システ

ムを売る発想には至らないきらいがあります。

ベトナムでは、オートバイのことをホンダと呼

んでいます。オートバイだけでなく、ベトナムに

は日本製商品が溢れていますが、私が行ったとき

に、ハノイには信号機が 2つしかなかったのです。

日本人は交通システムを売りに行っていないので

す。例えば、ベトナムへ地下鉄を売りに行ったら、

それは、交通システムを売りに行くことになるの

で、他に何が売れますか？　 券売機、運行コン

ピュータ、キヨスクのシステム、信号機、教育訓

練のシステムと、地下鉄を毎日スムーズに運行さ

せるためには、多くの関連システムが必要となる

ため、併せていろんなシステム、商品が売れるこ

とになります。

おわりに

皆さんが当然のこととして思い込んでいる既存

ルートとは、まったく別のチャネルが台頭しつつ

あったり、伝統のある企業があまり活用していな

い新しいチャネルこそが、今顧客から求められて

いるということは最近特にあるようです。それに、

イノベーションには、商品のイノベーション、テ

クノロジーのイノベーションを含むプロダクト・

イノベーションに加えて、プロセスのイノベー

ション、組織のイノベーション、制度のイノベー

ション等があり、その中にいろんな商機がありま

す。

ご紹介したいくつかの事例をヒントにしなが

ら、もう 1回頭をリセットして、商品の開発に加

えて、組織やチャネルの見直し、プロセスの見直

しを図ることが、今すごく大切だと思います。

ご清聴ありがとうございました。

特別レポート




