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日本や日本企業の真の問題点は、次の商品・	
フロンティアを見出していないということ

少子高齢化や人口減を抱えつつも、日本や日本
企業が付加価値を高め、今一度国際競争力を取り

戻すための “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。

2010 年、日本は GDP（国内総生産）で中国に
抜かれました。最近の中国の学者はすごいですよ、
この前オックスフォード大学の研究会に行ったと
きも、中国の学者は 4 人ぐらい出てきます。そし
て、全員、コメントの枕詞が「世界第 2 位の経済
大国・中国としては…」で始まるわけです。確か
に統計的に日本は抜かれましたね。がっかりしま
したか、悔しいですか。でもよく考えてみると、
たいしたことないのです。中国の人口は日本の約
10 倍ですから、「なんだ。1 人当たりやっと日本
の 10 分の 1 になったっていうことなんじゃない
か」ということです。だから日本にとって、中国
人の 1 人当たりの GDP は日本の５分の１くらい
になったほうがいい。なぜかというと、中国の政
情が安定したほうがいいですし、マーケットとし
ても大きく育ったほうがいいですから。となると、
その時中国の GDP は日本の２倍になるというこ
となのです。日本にとっての問題はそこではなく
て、1 人当たりの GDP の世界ランキングにおける
低下です。これを見てください（図表 1）。日本の
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1 人当たりの GDP は、1980 年に 17 位、85 年に
10 位、90 年に 8 位、そして 95 年には 3 位になり
ました。このときの 1 位はルクセンブルグ。この
国の人口は 46 万人です。2 位がスイス。スイスは
人口 790 万人。東京よりも小さな国ですね。小さ
な国が 1 人当たり GDP で優位であるっていうの
は、これは間違いない事実です。こうした中で、
人口 1 億 2 千万人の日本が 3 位につけたというの
は、立派なことでした。それを 2000 年まで維持

しました。しかし、2005 年にいきなり 15 位。09
年 19 位。10 年は 23 位ではないかと言われていま
す。要するに、近年の日本は、1 人当たりで生産
性を上げてない、付加価値を作ってないのです。
総額で人口の多い国に抜かれるのは問題ではあり
ません。われわれ日本は、北欧諸国、スイス、ル
クセンブルグなどのように、知的生産性を上げて
1 人当たり GDP を上げなければいけないステージ
にあるのに、それができていない。図表 2 を見て

図表 1　30 年前に後戻り？
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図表 2　日本の製造業の営業利益率と付加価値率の推移
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いただくと、90 年ぐらいから、日本の製造業の営
業利益率は上がっています。2000 年もグッと上
がっています。皆さん覚えていますか。日経新聞
をはじめとした報道各社が、「“いざなぎ” を超えた」
と盛んに報じていました。2000 年に入って日本企
業の業績や景況が好業績・好景気だと。いったい
どこが好景気？　確かに企業の業績は上がってい

ました。その後リーマン・ショックで急落します
が、営業利益率が上がる一方で 95 年ぐらいから、
ずっと付加価値率を下げています。これは、つま
り、コストカットで利益を出しているだけで、付
加価値を上げていないということです。

ついで日本の製造業の研究開発投資と、その利
益貢献度について見ますと、図表 3 ですが、日本
の製造業においては研究開発の充実が業績に反映
しているだろうと思ったところ、ほとんどの業種
で 80 年代以降研究開発の効率性が右肩下がりに
一気に落ちています。

さらに、図表 4 をみますと、日本の有配企業の
比率が国際比較すると極めて高いことが分かりま
す。日本の一部上場企業の 8 割以上が配当を払っ
ています。先日、シスコシステムズ（ネットワー
クシステムソリューションのトップ企業）が、創
立後初めて株主配当を実施しました。そうしたら、
株価が落ちました。市場の見方として、「ああ、こ
の会社はついに投資する先を失ったんだな」とい
う評価です。アップル社やグーグル社は配当をし
ていません。なぜか。将来に向けて次に投資をし
ていくことこそが、成長を目指す企業にとって最
重要ポイントだからです。つまり、こうしていく
つかの指標の推移を見てくると、日本企業や日本
経済がこの失われた 20 年間、回復しないのは当

図表 3　 研究開発の効率性 
──研究開発費と営業利益の結びつき
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図表 4　有配企業の推移──国際比較
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たり前ですね。企業として本当にやらなければい
けないことをやっていないからです。つまるとこ
ろ、多くの日本企業は、ひたすらコストカットを
しながら配当を払って、業績を上げているふりを
しているものの、次の屋台骨を支える商品や次の
フロンティアを見出していないという傾向があり
ます。

国内で熾烈な利益なき繁忙と競争の果てに
会場のなかで、サムソンの携帯を使ってる人は

おられますか？　では LG の携帯を使ってる人
は？　たとえばこの会場に今、200 人ちょっとい
らっしゃいます。そのうちの 2、3 人がサムソン
の携帯を使っています。サムソンの携帯の日本市
場でのシェアは 2.8％で、LG は 0.8％。足して
3.6％ですね。携帯電話の日本市場のシェアは、1
位はシャープ 26.2％。次はパナソニックモバイ
ル。この会社はサンヨーと合併しました。次いで
富士通が 15％、NEC が 10.5、京セラと続いて、そ
の他 27.1％の中に、いわゆるノキア、サムソン、
LG が入っているわけです。一方、携帯電話の世
界市場のシェアを見ると、ノキア約 35％、サムソ
ン約 18％、LG9.8％、日本各社合わせて 2.9％で
す。ということは、私が国際会議で、「日本の携帯
持ってる人は？」と質問すると、先ほどみたいな
状況になります。つまり 3 人ぐらいの手が挙がる
だけでしょう。他の例でいえば、シャープは液晶
テレビ分野で日本市場の 40％のシェアを持ってい
ます。しかし世界市場では 6％なんです。だから
世界では、「え、シャープって液晶を作ってるん
だ」、あるいは「日本は携帯電話を作ってるんです
ね」と言われても致し方ないということです。ど
うです？　皆さん、われわれって日本の携帯いち
ばん優れていると思っていませんでした？　でも
これが現実なのです。1980 年代、マイケル・ポー
ターたちが書いた論文の中で、「日本企業はなぜ強
いか。国内で熾烈な競争をしている。しかも顧客
の目は厳しい。だから、世界に出ても強いんだ」
とありましたが、今は、そうじゃないのです。国

内でお互いに利益なき繁忙を競っていますが、世
界市場に出て行くと、日本企業全社合わせてもわ
ずかなシェアしか取れていない。これがいわゆる
ガラパゴス化です。

パラダイム転換の大切さ
また iPad の出現はやはりすごいと思います。

おそらく新聞も変わるし、学校での授業の形態も
絶対変わりますね。こういうものを使って、人々
が何を伝え何を考えるか。私の友人で Francfranc
というインテリアショップを展開する（株）バル
スの高島社長がこれを見た瞬間に、「あ、もうカタ
ログやめよう」と決意したそうです。雑貨屋さん
は販促ツールとしてカタログは大変大切ですが、
それをやめる代わりに、店頭でお客さんが目で
iPad の画面を見ながら商品を選ぶ方向に舵切りし
ました。カタログ一冊約 500 万円かかりますが、
iPad 大量購入するからって言ったら一台 4 万円ぐ
らいになるでしょう。そうすると 120 台ぐらい買
えるわけです。商品追加する時も簡単でコストも
ほとんどかかりません。サーバー上で担当者が一
カ所直せばいいだけです。バックの情報容量も大
きいので在庫やコストの確認も容易です。その場
で追加発注をかけることも可能です。こうしたビ
ジネス形態の変化は世の中全体の仕組みが大きく
変わっていく中のほんの一端でしょう。たぶん、
全く違う世界が来るのだろうと思います。

先日アメリカ人の友人が、「今、iPhone を使った
おもしろいものがあるよ」と言ってきましたので、

「それはなに？」って聞いたら、それは、家の中に
居ながらにしてガレージの中や外にある車のエン
ジンをかけるというソフトだそうで、これがよく
売れてるそうです。シカゴやミネソタ州は冬には
戸外で零下 20 度から 30 度くらいまで気温が下が
ります。そういう環境下では、車に乗る前に家の
中から車のエンジンや暖房をかけておきたいなと
思います。でも企業がそんなニッチなソフト開発
します？　ふつうしませんよね。なぜそんなこと
ができたかと言いますと、アップルが開発キット
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をオープンにして誰でもソフトを書いていいぞと
いう態勢にしているからです。つまり、普通の素
人の誰かが、「家の中に居てエンジンをかけるには、
どうしたらいいかな」と着想してソフトをつくっ
てみて、「これどう？　使えない？」とアップスト
アに送ると、アップストアが「これおもしろい。
じゃ売ってあげるよ」ということで、売りに出す
と、「ああ、こういうの欲しかったのだよな」とい
う人々が顕在化する。この課金の仕組みが iPod
の iTune ミュージックストアの 100 円や 200 円の
課金システムをベースにしています。これを知っ
たとき私は、「うわあ……、スティーブ・ジョブス
はそこまで考えていたのだな」と思いました。少
額課金のインフラがもうできてるわけです。iTune
ミュージックストアの ID は音楽用だと思ってい
たのに、実はクラウドの時代を見越していた。
2010 年の前半期ヒット商品、東の横綱は「iPad」
でした。もう疑いなしですね。ところで西の横綱
を覚えていますか？　泣きますよ。「ハイボール角」
です。世界はもう、iPad すなわちクラウドです。
ほんとにパラダイム変化がまさに起こっているの
です。世界が全く違う仕組みで動く時代が来てい
るって言って興奮してるそのときに、ハイボール
角。要するに 30 年以上前に遡って逆戻りしたノ
スタルジーに浸っているのは、1 人当たりの GDP
だけではないのですよ。世界中が新しい世界に、
新しいパラダイム変化にみんなで突き進んでいる
中で、日本人のメンタリティがハイボール角とい
うのは象徴的です。これじゃあ次のフロンティア
が出てきません。もっと悲しかったのは、フラン
スからの帰りに ANA の機内ショッピング誌で見
た WALKMAN の 新 ラ イ ン ア ッ プ。 歌 詞 つ き
WALKMAN に着せ替え WALKMAN ですよ。わ
かります？　この悲しい現実。世界は今までと異
なる新たなパラダイムで新たな社会を作ることを
始めているというのに…。

さて、もう一つのパラダイム転換の好例を紹介
します。私は、フォードという人は今さらながら
偉いと思います。フォードはあの有名な T 型モデ

ルを作った人ですが、彼は 1908 年に小さな場所
でフォード・モータース・カンパニーをスタート
させました。このときに、彼は従業員に日給 5 ド
ルを払うことを実行したのです。当時アメリカの
労働者の平均日給が 2 ドル 70 セントの時代でし
た。例えると、今の日本企業の初任給は 20 万円
くらいですから、小さなフォード社が新卒に 40
万円出すと言ったのと同じです。当時としては衝
撃的な数字だったのです。当時『ウォール・スト
リート・ジャーナル』は、紙面で「犯罪とまでは
言わないが、suicide だ」と評しました。そうする
と、フォードさんは「なにを言っているのだ。私
の従業員は、工場で車を作るだけではないのだ。
私の車を買う消費者でもあるのだ」と言い切りま
した。わずか 5 年後、ハイランドパークでアメリ
カ 1 の給料をもらってモチベイトされたフォード
社の従業員は生産性をどんどん上げて、フォード
社の車の単価は 800 ドル台から 300 ドル台に押し
下げました。そして、まさに従業員自らが自分た
ちの給料で自社の車を買ったのです。今の時代に
置き換えて、「モノが売れない。たいへんだ。そ
れっ。値下げだ。コストカットだ。賃金カット
だ！」でいいのでしょうか、賃金カットしたら、
購買意欲は減退します。それで、ますますモノが
売れなくなって、さらなる賃金カットにつながる、
まさにデフレスパイラルです。皆さん 980 円以下
のジーパン、もっと欲しいですか？　もういいで
しょう。5 万円の液晶 50 インチの TV を求めま
す？　もういいと思いませんか？　1 インチ作る
のに 1 万円だっていわれた液晶テレビは、今 10
万円台を切って売られています。こんなことを続
けていて本当にいいのでしょうか。経営者の方々
に今、ぜひ言ってほしいことは、「モノが売れない、
たいへんだ、賃上げせよ！……」です。言えるの
かな？　でも必要なのは、その発想です。賃金を
2 倍にしても、生産性が 3 倍になればいいんで
す。でもそこをつきつめていない。どうやって生
産性を 3 倍にできるのだ、そんなの無理だろうと
いう発想が先行しがちです。だから、日本電産の

特別レポート



2011.3　経営センサー
99

永守社長は偉いなと思います。彼が言うには、「人
間の能力なんて、せいぜい 2 ～ 3 倍。どんなに計
算が速い、足が速いったって 4 倍ってことはない
よ。でも、やる気は百倍違う」と。だから永守さ
んは、賃金抑制していたのを、業績回復したらす
ぐ払い戻しましたね。大事なのは働く者のモチ
ベーションです。われわれは、ともすれば表面的
に見えることばかりに眼が行きます。しかし日本
の企業が最近ずっとやってきたのは、コストカッ
トばっかりです。皆さん、いまこそ「賃上げ！」
の時なのです。実は経営の全てはモチベーション
です（図表 5）。今日は時間の関係で詳しくお話し
できませんが、アジア市場というフロンティアが
あるではありませか。パラダイム転換による新た
なビジネススキームでモチベーションを高くして
アジアを中心にした国際的な新市場開拓を目指す
ことが重要です。ヨルダンのハッサン皇太子に呼
ばれまして、WANA 会議というのに先日行ってき
ましたが、この WANA が、けっこう重要なキー
ワードです。彼らは中東のことを自分たちで
WANA（ワナ）と呼びはじめています。その意味
は、ウエスト・アジア・ノース・アフリカという
ことです。ミドル・イーストという概念は、ヨー
ロッパの視点なのです。ヨーロッパから見て、一

番ファー・イーストが日本、その次にイーストの
中国があって、そしてセントラル・アジアがあっ
て、ミドル・イーストがある、という発想です。
彼らは、「われわれはミドル・イーストではない。
ウエスト・アジアだ。ノース・アフリカだ」。この
意味するところは重要で、日本人は明治のときに、

「脱亜入欧」を唱えましたが、その逆の現象が起
こっているのです。白豪主義と言っていたオース
トラリアでさえ、「われわれはアジア・パシフィッ
クの一員だ」。なぜか。それは世界の中心は大きく
アジアにシフトしているからなのです（図表 6）。

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、「企業家アントレプレ
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。

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

図表 5　 賃下げで利益を出すだけならば 
経営・経営者は要らない

□モノが売れない→値下げ→人件費抑制→購買意欲
　減退→モノが売れないという悪循環

□デフレスパイラルを止める

□コスト削減ではなく生産性の向上

□人間の能力はせいぜい4倍、しかし、やる気は
　100倍違う（日本電産：永守重信）

□モチベーションが経営の全て

出所：筆者作成

図表 6　揺るぎのない未来はどこにあるか？

□アジアと内需という二つのフロンティア

□環境技術（スマートグリッド・スマートハウス・
　スマートアプライアンス）

□高齢化社会をリードするソリューション

出所：筆者作成

今はただ、イノベーションの実行あるのみ！
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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。

さらに「新しい素材や原材料のイノベーション」
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？

シュムペーターは、この 5 つの革新の絶えざる
ニューコンビネーションこそがイノベーションだ
と言っているわけです。

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、
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さらには発電所と、
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。こ
れがソリューションビジネスです。

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、今顧客に求められてい
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、その中にいろいろな商機があり
ます。本日の話をヒントにしながら、もう一回頭
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。

本日は、ご清聴ありがとうございました。

特別レポート




