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海外有力ソフト企業に見るイノベーション
—  独 SAP と米セールスフォース・ドットコム—

はじめに
イノベーションは、1958 年の経済白書で「技術

革新」と訳された経緯もあり、日本では新技術や
発明ととらえられることが多いが、本来の意味は、
経済活動において生産手段や資源、労働力などを
従来とは異なる方法で結び付け、価値を生み出す

ことである 1。新技術だけでなく、新しい生産方
法や新しい販路開拓等で価値を獲得するのもイノ
ベーションである。

本稿では海外有力ソフト企業の独 SAP（エス・
エー・ピー）と米セールスフォース・ドットコム（以
下、セールスフォース）をイノベーションの成功

Point
❶  イノベーションは、技術革新ととらえられることが多いが、本来の意味は、経済活動において生産
手段や資源、労働力などを従来とは異なる方法で結び付け、価値を生み出すことである。本稿では、
イノベーションの成功事例として海外有力ソフト企業の独SAPと米セールスフォース・ドットコ
ムを取り上げる。

❷  SAPは統合基幹業務システムで大成功を収めた。クラウドの波に乗り遅れ、一時、沈滞ムードが漂っ
たが、カリスマ創業者の指揮のもと画期的新技術でデータベースソフトに参入、イノベーションの
ジレンマを乗り越えた。

❸  発想の転換で、創業20年弱で大手ソフト企業に急成長したのがセールスフォースである。企業向
けソフトを「ネット経由で提供し、使った分だけ課金する」ビジネスモデルを構築した。販売方法
を変えて成功した例と言える。

❹  両社に共通するのは、①優れたリーダーの存在、②顧客志向の高さ、③成功に安住せず常に「次」
を模索していること、である。
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1    オーストリアの経済学者・シュンペーター（1883 〜 1950）によれば、イノベーションとは、①新しい財貨（モノ・サービス）
の生産、②新しい生産方法の導入、③新しい販路の開拓、④原料等の新しい供給源の獲得、⑤新組織の実現、といった「新結合」
を実行して価値を生み出すことである。米国の経営学者・クリステンセン（1952 〜）は、イノベーションを「一見、関係なさそ
うな事柄を結び付ける思考」と定義している。
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事例として取り上げる。
卓越した技術と発想の斬新さで、2 度にわたり

イノベーションを起こしたのが SAP である。
1972 年に設立された SAP は、統合基幹業務シス
テム（企業内の会計、生産、販売等、業務データ
を管理・分析するソフト。略称 ERP）という新発
想のソフトで、圧倒的な成功を収めた。こうした
企業は往々にして守りに入り、時代の新潮流に乗
り遅れるのものだが、SAP は「インメモリーコン
ピューティング（後ほど詳述）」という画期的技術
の開発やクラウドへの進出で、次の成長段階に
入っている。

セールスフォースは、企業向けソフトを「ネッ
ト経由で提供し、使った分だけ課金する」ビジネ
スモデルを構築した。販売方法を変えて成功した
例と言える。

世界の企業向けソフト業界の中でも、SAP と
セールスフォースの成長率は高い。まずは SAP
から見ていこう。

1.		「イノベーションのジレンマ」を乗り越えた
独SAP

（1）SAP とは
SAP は欧州最大、世界でも米マイクロソフト、

米オラクルに次ぐ第 3 位の企業向けソフトウエア
企 業 で あ る。 主 力 の 統 合 基 幹 業 務 シ ス テ ム

（Enterprise Resource Planning。略称 ERP）で世
界首位。「フォーブス・グローバル 2000」にラン

クインする世界の大手企業の 87％が SAP のソ
リューションを利用しており、顧客は米エクソン・
モービル、独ダイムラー、日立製作所、パナソ
ニック等、世界 190 カ国、32 万社に及ぶ。

SAP は、独シーメンスと並ぶインダストリー
4.0 の中核企業でもある。北米を中心とする IoT
推進団体「インダストリアル・インターネット・
コンソーシアム （IIC）」でも中核企業に収まって
いる（図表 1）2。

SAP は 1972 年、IBM ドイツ法人出身のシステ
ムエンジニア 5 人により設立された。創業時の社
名 は「 シ ス テ ム 分 析 と プ ロ グ ラ ム 開 発

（Systemanalyse und Programmentwicklung）」。
SAP はその略である。

設立当初、ドイツ企業のシステムを受託開発し
ていた SAP は、企業共通の業務要件が多いこと
に気付いた。開発したプログラムのソースコード

（プログラミング言語で書いたコンピューターへの
指示内容）をさまざまな企業に応用できないかと
考え、基幹業務システムをパッケージ化したのが
ERP である。

企業の IT 化は 1950 年代までさかのぼるが、当
時は経理、販売、製造、購買等、部門ごとに異な
るシステムを使用していた。だが、これでは製造
原価一つをとっても、正確に算出するのは難し
い。ERP を使用すれば、社内各部門の基幹業務
データを一元管理して、業務の効率化や経営の全
体最適を図ることができる。SAP は、企業の業務

2    ドイツ政府主導の産官学共同体で、製造業の高度化を目指すインダストリー 4.0 は、北米を中心とする IoT 推進団体「インダス
トリアル・インターネット・コンソーシアム （IIC）」と規格標準化等において競争関係にあると見られていた。だが、2016 年 3 月、
両団体は標準化での協力を合意するなど、歩み寄りの姿勢を見せている。SAP は IIC でも中核企業の座に就いている。

インダストリー 4.0 インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（IIC)
概要 ドイツ政府主導の産官学共同体 企業連合

中核企業 シーメンス、SAP ボ ッシ ュ、GE、ファーウェイ、IBM、イン テ ル、
SAP、シュナイダー・エレクトリック

主な参加企業
ABB、Bosch Rexroth、ドイツ・テレコム、ヒューレッ
ト・パッカード、IBM、インフィニオン、ティッセン・
クルップ、富士通テクノロジー・ソリューションズ

アクセンチュア、チャイナ・テレコム、デル・テクノ
ロジーズ、エリクソン、富士通、ヒューレット・パッ
カード、日立製作所、ハイアール、インフィニオン・
テクノロジーズ、三菱電機、NEC、オラクル、クア
ルコム、サムスン電子、シーメンス

図表 1　インダストリー 4.0 とインダストリアル・インターネット・コンソーシアム

出所：各種資料から作成
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を細分化し、業種ごとに最適な組み合わせをつく
り、この組み合わせを基に企業ごとにカスタマイ
ズした ERP を提供するというビジネスモデルを
確立した。

SAP を世界的企業に押し上げたのは、1992 年
発売のクライアント・サーバー（メインフレー 
ム 3 に代わり、サーバーとパソコン＜クライアン
ト＞で構築するシステム）向け ERP の R/3 であ
る。メインフレームからサーバーへの移行の波に
もうまく乗り、1990 年代には欧米、2000 年代に
入ると日本でも大手企業を中心に導入が進んだ。
オラクルも 1988 年に ERP 市場に参入したが、先
行者利益と他社システムに切り替えるスイッチン
グコストの高さもあり、SAP の優位は揺らいでい
ない（図表 2）。

（2）沈滞ムード漂った 2000 年代
SAP の売上高は創業時の 62 万マルク（約 6,000

万円）から 2016 年度には 221 億ユーロ（約 2 兆
7,000 億円）になった（図表 3）。直近 5 年の業績
を見ても競合のマイクロソフト、IBM、オラクル
に比べて売上高年平均成長率、売上高営業利益率
の双方で一歩抜きん出ている。SAP と言えば、大
手企業からライセンス料をとって ERP という

「パッケージソフト」を売っているイメージがあ
る。ネット経由でデータセンターのソフトやサー
ビスを利用するクラウドサービス全盛の昨今に、
なぜ快走しているのだろうか。

SAP の売上高に占める ERP の比率は、10 年度
の約 9 割から 15 年度には 4 割程度にまで低下し
ている。ERP 関連事業の売上高が落ち込んでいる
わけではなく、クラウドサービス、データ分析、
顧客の新事業支援が急速に伸びている。

SAP は、数年前まで「クラウドに乗り遅れた会
社」「信頼性は高いがつまらない会社」と思われて
いた。主力の ERP は高機能だが高価格で、大手
企業の支持は得ているが、クラウドの新興勢力・
セールスフォースや米ネットスイートも無視でき
ない存在になっていた。低価格でありながら性能
を向上させ、一定の支持を得ていたからである。

沈滞ムード漂う SAP が、再び上昇気流に乗っ
たのが 2010 年以降である。10 年に米国人マクダー
モット氏が CEO に就任、相前後してデータ分析、
クラウドサービス等、ERP 以外の領域で立て続け
に大型企業買収を行った。買収した企業のノウハ
ウを生かして、人材管理サービス、電子調達・購
買サービス、経費精算管理サービス等をクラウド
で提供している。ERP のクラウドへの移行も、

1972 SAP 設立
1973 R/1（メインフレーム向け）発売
1979 R/2（メインフレーム向け）発売
1992 R/3（クライアント・サーバー向け）発売
2004 SAP　ERP（R/3 の機能やアーキテクチャを刷新）
2015 S/4　HANA（インメモリーコンピューティングである

SAP　HANA を基盤とする）

図表 2　SAP の ERP の歴史

出所：SAP 資料等から作成

3    高速で記憶容量がきわめて大きい大型コンピューターのこと。1960 年代から 1980 年代にかけて広く普及したが、1990 年代以降
は安価で高性能な小型コンピューターが普及して需要は縮小した。

図表 3　SAP の業績推移
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徐々に進んでいる。クラウドサービスの売上高は
11 年度の 1,800 万ユーロから 16 年度には 29 億
9,300 万ユーロと 166 倍になった。

（3）  新技術開発で「イノベーションのジレンマ」
を乗り越える

10 年にはもう一つ大きな動きがあった。SAP
共同創業者のプラットナー氏肝いりで開発された
データベースソフト「SAP HANA」の発売であ
る。データベースソフト業界はオラクル、IBM、
マイクロソフトの御三家が仕切る寡占市場だった
が、あえてここに切り込んだのは、「インメモリー
コンピューティング」という画期的技術で、デー
タベースの処理速度を劇的に向上させたためであ
る。

プラットナー氏は、創業時から研究開発で主導
的役割を果たし、現在も同社の取締役会議長を務
めるカリスマ的存在である。SAP が最初の絶頂期
にあった 1998 年、独ポツダム大学に私財を投じ
て教育機関「ハッソ・プラットナー・インスティ
テュート」を設立、次の「画期的製品」を探って
いた。同氏が問題視していたのは、ERP が企業の
経営状況をリアルタイムで把握できていないこと
だった 4。データベースの遅さが原因と気付いた
同氏は、06 年、データベースソフト開発に着手す
る。

データベース開発に対して、社内では「ERP
で大成功を収めているのに、どうして今更オラク
ルが君臨するデータベースソフトに参入するのか」
という反発も強かった。この時期、SAP はクラウ
ド経由のサービス提供の波にも乗り遅れていた。
ERP という圧倒的な製品を持つがゆえに時代の新
潮流に乗り遅れる、いわゆる「イノベーションの
ジレンマ」に陥りかかっていたのである。

社内の反発もあり、開発はポツダム大学で続け

られた。従来のデータベースソフトは、データを
ハードディスクにいったん保存するため、データ
をメモリ（DRAM）に読み込んだり、メモリから
ハードディスクに書き込んだりするのに時間がか
かっていた。「ハードディスクを使わず、メモリ上
だけでデータを処理すればいいのではないか」と
いう学生の提案をベースに生まれたのが HANA で
ある。

HANA は、全データをメモリ上で処理すること
から、従来品比で理論上約 10 万倍の高速処理が
可能となる 5。HANA を導入したロシア鉄道は、3
日かかっていた毎月の原価配分分析を 20 分に短
縮したという。一般的に、企業はデータベースソ
フト変更には慎重になるものだが、高速処理が高
く評価され、15 年度末時点で 1 万社が HANA を
導入している。

15 年 2 月、SAP は新 ERP「S/4HANA」を発
売した。図表 2 の「SAP　ERP（2004 年発売）」
までは、HANA だけでなくオラクル、マイクロソ
フト、IBM のデータベースとも連携していたが、

「S/4HANA」からは HANA との一体提供が前提
となっている。他のデータベース会社を追い落と
し、自社製品に誘導する動きと見られる。

イノベーションのジレンマ克服の原動力となっ
たのは HANA だけではない。

顧客の新事業支援も好調である。圧縮空気シス
テムサプライヤーの独ケーザー・コンプレッサー
を例にとろう。圧縮空気機械を販売していた同社
は、米ゼネラル・エレクトリックや独シーメンス
等の競合と差別化を図るため、機械を売るのでは
なく、IoT や ERP 等、SAP の技術を駆使すること
で、顧客が圧縮空気使用料だけを払うシステムを
構築した。ケーザーは機械の設置、運用、修理等
を担当する。顧客は機械購入の必要がないうえ保
守業務から解放され、ケーザーは利便性を訴求し

4  当時の「最新売上データ」は直近締日までさかのぼったものでしかなく、リアルタイムの経営状況を反映できていなかった。
5    メモリ上での全データ処理が可能となった背景には、メモリ価格の劇的下落がある。また、メモリ上のデータは電源を切ると消

えてしまうが、HANA はデータ保全用の HDD を備えている。メモリ上で超高速データ処理を行う一方で、処理と並行して HDD
にデータをバックアップしているので、電源を切ってもデータは消えない。
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て競合との差異化を図れる。
SAP の売上高は 10 年度から 16 年度にかけて

約 2 倍に増えた。堅調な ERP 事業に加え、新規
事業も順調に伸びたためである。16 年 12 月期の
業績も前年同期比 6％増収、20％増益（営業利益
ベース）と好調だった。クラウドサービスが前年
同期比 31% 増収を記録した。

SAP では、高成長が見込まれるクラウドサービ
スをけん引役に、営業利益が 15 年度の 63.5 億
ユーロから 20 年度には 80 〜 90 億ユーロへ拡大
すると見ている。

戦後設立されたドイツ企業で最も成功した例と
言われる SAP の時価総額は 1,109 億ユーロと、
ドイツ最大である。

2.		「クラウド経由」という新発想で急成長した
セールスフォース

（1）セールスフォースとは
米セールスフォース・ドットコム（以下、セー

ルスフォース）は、インターネット経由でソフト
ウエアを提供する SaaS（Software as a Service の
略）の草分け的企業である。主力の顧客管理シス
テム・CRM（Customer Relationship Management
の略。顧客の情報を収集・管理して販促や収益性
向上等に活用）で世界首位。全サービスをクラウ

ドベースで提供しており、顧客は中小企業から米
コカ・コーラ、米ゼネラル・エレクトロニクス、
トヨタ自動車、日本郵政のような大企業まで、世
界の 15 万社超に達する。

1999 年創業ながら急成長を遂げ、世界の企業向
けソフト業界で米マイクロソフト、米オラクル、
独 SAP に次ぎ売上高で 4 位である（2017 年度予
想）。企業向けソフト業界最速で売上高 50 億ドル
を超え、ドットコム企業として初のニューヨーク
証券取引所に上場したという「記録」も保持して
いる（図表 4）。

（2）クラウドサービスとは
ところで、クラウドサービス（以下、クラウド）

とは何だろうか。クラウドとは、コンピューター
やソフトを自分で保有せず、クラウド事業者（米
アマゾン、セールスフォース等）のコンピューター
やソフトをインターネット経由でサービスとして
利用することである。

ク ラ ウ ド の サ ー ビ ス モ デ ル は SaaS、PaaS
（Platform as a service の略）、IaaS（Infrastructure 
as a Service の略）に大別される。SaaS がサーバー
等のハードウエア、OS（基本ソフト）、ミドルウ
エア（データベース、開発フレームワーク、プロ
グラミング言語等）からアプリケーションまで提

図表 4　セールスフォース・ドットコムの業績推移
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出所：セールスフォース・ドットコムのIR資料から作成
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供するのに対して、PaaS のカバー範囲はハードか
らミドルウエアまで、IaaS はハードしか提供しな
い（図表 5）。

クラウドが一般的に知られるようになったのは
2006 年頃である。セールスフォースは、それ以前
からネット経由のサービス提供に着目していた。

（3）クラウド経由という新発想
セールスフォースは、1999 年、現在も CEO を

務めるマーク・ベニオフが創業した。同氏はもと
もとすご腕のプログラマーであり、15 歳でゲーム
会社を起業して稼いだという米 IT 業界の名物男
の一人である。1986 年にオラクルに入社、上級副
社長まで務めた。

2000 年前後の企業向けソフトは、企業所有の
サーバーに数百万ドルの高価なソフトをインス
トールする「オンプレミス型」が主流だった。①
顧客からの要件ヒアリングを基にソフトをカスタ
マイズ、②ハードウエア、回線等を調達、③シス
テムを構築、④運用、に至るまでの一連の作業に
半年から 1 年半かかり、サーバーやネットワーク
構築に多大の投資が必要で、メンテナンスや定期
的アップグレードにも金と手間がかかった（図表
6）。導入後のカスタマイズは困難である。

1990 年代に CRM 最大手だった米シーベル社の
製品は低価格帯でも 180 万ドル（200 名にライセ
ンスした場合）と高額だったが、ライセンスの
65％は使われていなかった。使い勝手が悪かった

のである。
ベニオフは、この状況を事業機会ととらえた。

アマゾンのサイトを使うように、簡単に利用でき
る企業向けソフトを作りたい。そこで目を付けた
のが、クラウドである。

ベニオフは、①ネット経由でサービスを提供、
②ソフトは利用サービスに利用人数をかけたサブ
スクリプション制とする、という画期的アイデア
を元にセールスフォースを創業した。ユーザーか
ら見れば、コストが削減できるうえに導入までの
時間が圧倒的に短い。ただ、当時はセキュリティ
を懸念する向きも多く、業務を託したいという企
業はなかなか現れなかった。最初のユーザー数社
には無料でサービスを提供したという。

設立当初は顧客開拓に苦労したセールスフォー
スだが、売上高は、データが入手可能な 2001 年
度の 544 万ドルから 2016 年度には 1,227 倍の 66
億 6,722 万ドルと爆発的に伸びている。躍進の背
景には、①低コスト、②契約してアカウントを準
備すれば短期で利用可能というスピード感、③導
入後、使いやすいように修正できるカスタマイズ

SaaS PaaS IaaS

アプリケーション

ミドルウエア

OS（基本ソフト）

ハードウエア

図表 5　クラウドのサービスモデル

出所：林雅之『クラウドの基本』SB クリエイティブ

図表 6　オンプレミス型とクラウドのコスト構造

オンプレミス型

クラウド

導入コスト

運用コスト

運用コスト

導入コスト ・初期費

・月額利用料
・人件費

・インターネット回線初期費
・ハードウエア費（サーバー、
　ストレージ、ネットワーク機器）
・ソフトウエア費

・インターネット回線費
・リース・レンタル料
・保守費（ハードウエア増設
　や入れ替え、セキュリティ
　対策費等、突発的コストが
　発生する場合も）

注：  長期間システムを利用する場合は、オンプレミス型がクラウドより安くなることもある。
出所：林雅之『クラウドの基本』を参考に作成
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性の高さ、といった点がある。ちなみに、2016 年
12 月時点の日本での CRM 利用料金は 1 カ月・1
ユーザーで 9,000 円〜 3 万 6,000 円である。

当初、CRM に的を絞った戦略のうまさもある。
OS（基本ソフト。首位マイクロソフト）、ERP（企
業内の会計、生産等のデータを管理・分析するソ
フト。同 SAP）、データベース（同オラクル）と
いった分野は企業の肝心要の業務を背負っている
ので、クラウド移行にはハードルが高い。競合も
超強力である。

（4）課題は利益率の低さ
SaaS でも、マイクロソフトが CRM に参入する

など競合が増えている。それでもセールスフォー
スが高成長を続けている背景には、先行者利益に
加え、①ユーザーの声を吸い上げ、年 3 回の無料
バージョンアップで使い勝手の向上を図っている
こと、②セキュリティの高さ、③企業買収も活用
して新サービス・事業を次々に提供していること
がある。

2007 年には PaaS も開始した。PaaS ではセー
ルスフォースが用意した開発・実行環境でユーザー
が容易にアプリを開発できる。セールスフォース
のアプリと組み合わせてシステムを構築すること
も可能で、自前主義の強い企業に好評である。開
発したアプリを企業間で売買することもできる。

アプリも CRM から顧客サービス（コールセン
ターなど）、マーケティングへ広げている。また、
SNS 機能、データ分析機能をサービスに取り込ん
だり、モバイルを使ってどこからでも利用できる
環境を作ったり、技術革新に余念がない。

SNS 機能の利用例としては、トヨタ自動車の社
内 SNS「TOYOTA Chatter」がある。トヨタの
従業員は世界で 35 万人に上るが、Chatter を利用
して質問を投稿すればアドバイスや資料を全社員
で共有できる。同社は、電気自動車が「充電して
ください」とオーナーにつぶやきとして発信した
りする「TOYOTA friend」も活用している。

セールスフォースの 2016 年 1 月期の売上高構

成比は、サブスクリプションとサポートが 93％。
地域別では米州 74％、欧州 17％、アジア太平洋
9％である。アジア太平洋は、CRM 等 SaaS への関
心が高まっており、他地域に比べて増収率が高い。

足元の勢いも衰えていない。2016 年 2 〜 10 月
期は前年同月比 26％増収。2017 年 1 月期の売上
高は 83 億ドルを超える見通しで、2018 年 1 月期
には 100 億ドル到達を目指している。向こう 10
年の成長のけん引役として人工知能を挙げ、過去
数年、パターン認識などのソフト開発企業群を買
収してきた。2016 年 9 月発表の人工知能プラット
フォーム「アインシュタイン」は開発段階だが、
これもサービスに組み込む予定である。

セールスフォースの課題は、①クラウドは乗り
換えが容易なのでユーザーが逃げる恐れがあるこ
と、②利益率が低いことである。①に関しては、
利用の少ない客の原因を調べアドバイスするとと
もに、分析機能などの付加価値をつけて差別化を
図り、解約を防いでいる。

有力ソフト企業の中では、セールスフォースは
営業利益率が 1.7％（2016 年度）と低い。対して
マ イ ク ロ ソ フ ト は 23.7 ％、 オ ラ ク ル 34.0 ％、
SAP23.2％（いずれも直近年度）である。セール
スフォースは、高額なパッケージソフトをインス
トールしたら一段落というオンプレミス型と違い、
顧客を開拓しケアし続けるというビジネスモデル
であり、どうしても人件費がかかる。急拡大した
売上をどう利益に結び付けていくかが大きな課題
と言えるだろう。

おわりに
ここまで SAP とセールスフォースの事例を見

てきたが、両社の成功の背景には、カリスマの存
在と顧客志向がある。SAP がイノベーションのジ
レンマを克服できたのは、プラットナー氏の存在
あればこそで、セールスフォースが「発想の転換」
で大手ソフト企業の一角に急成長を遂げたのも、
ベニオフ氏のアイデアなくしてはあり得なかった。

顧客志向も成功要因である。SAP の ERP はそ

海外有力ソフト企業に見るイノベーション
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れまで部門ごとにばらばらだった社内各部門の基
幹業務データを一元管理して、業務の効率化や経
営の全体最適を図るというものであったし、セー
ルスフォースの出発点は「アマゾンのサイトを使
うように、簡単に利用できる企業向けソフトを作
りたい」だった。いずれも、高度の技術を要する
ものではあるが、何かを発明したというわけでは
なく、組み合わせや販売方法を変えて顧客の便宜
性を高めたものと言える。

両社が高成長を続けているのは、①優れたリー
ダーの存在、②顧客志向の高さ（やみくもに研究

開発するのではなく、顧客が何を求めているかと
いうゴールを見極め、そこに向かって全力投球す
る）、③成功に安住せず常に「次」を模索している
こと、に集約できる。ただ、カリスマの存在はリ
スクでもある。ダウ・ジョーンズ工業株価平均が
1896 年に導入されて以来、現在も指標銘柄として
残るのはゼネラル・エレクトリック 1 社のみとい
う事実からもわかるように、企業が成功を続ける
のは容易ではない。両社の今後は、後継者育成と
次の種まきをたゆまずできるかどうかにかかって
いる。

【参考文献】

1）  日経 BP ビジョナリー経営研究所編「SAP　会社を、

社会を、世界を変えるシンプル・イノベーター」

日経 BP 社（2014）

2）  大堀孝裕「みずほ産業調査 Vol.50　特集：欧州の

競争力の源泉を探る　- 今、課題と向き合う欧州か

ら学ぶべきことは何か -［コラム］Industrie4.0 を

牽引するグローバルソフトウエア企業　〜 SAP

〜」みずほ銀行　産業調査部（2015）

3）  林雅之『クラウドの基本』SB クリエイティブ社

（2016）

4）  マーク・ベニオフ『クラウド誕生　セールスフォー

ス・ドットコム物語』ダイヤモンド社（2010）

5）  西田宗千佳『クラウドの象徴　セールスフォース』

インプレスジャパン（2009）

　　　　　　 イノベーションを生む土壌
セールスフォースの革新的な点は、CRM という

ソフトそのものではなく、ネット経由という販売
方法と、使う分だけいただきますという課金方法
にあった。今にして思えばなるほどというアイデ
アなのだが、業務データは重要であり、セキュリ
ティへの懸念もあって簡単に話に乗る企業はそう
そういない。オラクルで上級副社長まで務めてい
たベニオフ氏にとって、クラウドという新分野に
飛び込む（当時はクラウドという言葉すらなかっ
たが）起業は大きな決断だったと言える。

米西海岸からは、なぜ突拍子もないアイデアと

ニュータイプの企業が続々と生まれるのだろう
か。理由はいろいろあるだろうが、失敗しても致
命傷にならない風土を挙げる人もいる。ある米大
手パソコンベンダーでは、「起業します」と言って
辞める社員が後を絶たなかったが、周囲は「駄目
だったら戻ってこいよ」と声をかけていた。不首
尾に終わると本当に再入社して、何事もなかった
ように勤務していたそうである。人材が業界内で
グルグル回っているのだが、能力さえあれば失敗
しても再起できるという懐の深さが、ある意味
セーフティネットになって、起業を促している。日
本にも、失敗を許す文化が必要ではないだろうか。
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