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はじめに
あらゆるモノがインターネットにつながる IoT

（Internet of Things）という言葉が、2014 年頃か
らメディアや産業界で頻繁に取り上げられるよう
になった。当初は、短期間で消えていく流行語だ
と見る人もいたが、現在では IoT が破壊的イノ
ベーションを生み出し、産業のあり方や人々の行
動を変えるという認識が広がり、この言葉の存在
感はますます大きくなっている。

 「バスに乗り遅れるな」式に企業の IoT 導入の動
きが広がっている一方で、IoT の本質があまり理
解されていないケースが多い。また、大半の日本
企業が IoT の活用に関心を持っているが、「どこ
から手をつけていいかが分からない」という声も
多く聞かれる。

本稿では、IoT 時代に企業が生き残るためには
どのような対応が必要かを考察してみた。

Point
❶	 	IoT は、これまでデジタル化されていなかったアナログプロセスをデジタル化するものである。
❷	 	IoT の進展により、製造業の競争軸はモノの製造・販売にとどまらず、モノを介した顧客価値の提
供全般へと広がる。競争力の源泉はハードウエアからソフトウエアに移行し、製造業はモノ自体の
進化だけではなく、モノを取り巻くサービスやユーザー体験などを含めた広い視野からイノベー
ションの種を見つける必要が出てきた。

❸	 	IoT を実現するには、自前主義を捨てて、他社との連携を進めることが必須となる。
❹	 	IoT 時代に大企業が取り組むべきは、「他社（異業種、新興・中小企業）が破壊的イノベーションを
起こした時の既存事業の防衛戦略」を先手を打って講じることである。

❺	 	IoT では先端技術力よりも課題発見力が競争力の源泉になることが多い。企業に必要とされる能力と
して、以前からの「考える」「試す」に加えて、「気づく」「伝える」能力が必要になった。

❻	 	規制のあり方が IoTによる新市場創造の実現可能性に大きく影響する。
❼	 	IoT 時代には、新しい試みに迅速、果敢に挑戦し、トライ＆エラーを繰り返し、時代を先取りするイ
ノベーションを生み出す取り組みが必要である。これを実現するには、失敗を恐れずリスクをとっ
て挑戦する企業風土の醸成が不可欠である。

❽	 	こうした IoT時代を生き残るための知恵は、IoTを推進する企業・担当者だけでなく、すべての企業・
ビジネスパーソンが認識しておくべき事項である。
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IoT の全体像
まずは、IoT について簡単におさらいしておこ

う。IoT の全体像は図表 1 に示したように、機器
などの「モノ」にセンサーを埋め込み、インター
ネットにつなげることで、取得したデータを蓄積、
分析し、その結果をヒトにフィードバックするこ
とで、さまざまな価値の創出や問題解決を図るも
のである。

IoT ビジネスの事業開発イメージを図示すると、
図表 2 のようになる。これを見ると、IoT ビジネ
スではハード、ソフト、アプリケーション（用途
開発）の 3 つがそろわないと価値創造ができない
こと、ハードとソフト、サービスを融合させたビ
ジネスモデルの構築が必要であることが分かる。

最近多くの企業が IoT ビジネスに乗り出してい
るが、モノをインターネットにつなげただけの取
り組みが多く、ヒトに価値をフィードバックしつ
つマネタイズ（事業収益化）を実現できている事

例は、現状ではそれほど多くないと思われる。
IoT ビジネスを成功させるカギは何か？　企業

の IoT 対応はどうあるべきか？　これを考えるた
めに、まず IoT の本質について掘り下げて考察し
てみよう。

IoT の本質とは
以前からデジタル革命は進んでいたが、IoT は、

これまでデジタル化されていなかったアナログプ
ロセスをデジタル化するものと認識すればよい。
今までビッグデータとして収集できるのはイン
ターネット上のコンテンツや個人の購買履歴等の
行動情報にとどまっていたが、新たにモノの情報
を集める領域が付け加わった。これが IoT 時代の
変化である。

IoT は、現場の現状や近い将来生じることの予
兆などの情報を遠隔地から手にとるように常時把
握することを可能にする。これにより新しいサー
ビスを創造し、付加価値を生み出せる可能性を秘
めている。

このように IoT という、顧客に関する現在と近
未来予測の情報入手と改善提案を可能にする新た
なツールが登場し、普及してきた以上、企業はそ
れを導入しないと不利な状況に陥る。「わが社は
IoT ビジネスとは無縁だ」という会社にとっても
他人事ではない。IoT の普及は、人々の生活や行
動を変化させ、広範な業種において既存の産業構
造を変化させる力を持っている。すなわち第 4 次

「モノ」に関するデータをセンサーで取得

データをインターネット経由でクラウドに蓄積

データを分析（必要に応じAIを使用）

分析結果をヒトにフィードバック（価値創出、課題解決）

「コト」の変化をもたらす
（生活の革新、産業構造の変化）

図表 1　IoT の全体像

出所：各種資料をもとに東レ経営研究所作成
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図表 2　IoT ビジネスの事業開発イメージ

出所：各種資料をもとに東レ経営研究所作成
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産業革命の進行が不可避であり、すべての企業に
とって生き残りのために IoT 社会への対応を迫ら
れる時代が到来しているのである。

製造業にとっての IoT時代到来の意味
IoT が普及し、モノ（自動車、ロボット、ドロー

ン等）がスタンドアローンを脱して、バーチャル
につながるようになると、製造業の競争軸はモノ
の製造・販売にとどまらず、モノを介した顧客価
値の提供全般へと広がる。

製造業のビジネスモデルは、モノを「作って
売って終わり」の売り切り型から、売ったモノの
状態を日々センシングして得られたデータを解析
することで、ユーザーが常に最適・最高の状態で
そのモノを使い続けられるようにするといった、
継続的なサービス提供型のビジネスモデルへと転
換していく。

つまり、IoT 社会における製造業は、デジタル
データを使って、人々や企業が何を欲しがってい
るのかを知り、ハードウエアとソフトウエア、
サービスを融合させて、顧客や社会の課題解決に
貢献するというビジネスモデルに移行していく。

これは、高品質なモノを作る技術力に劣る企業
（新興国企業等）でも、サービスを加えた総合力で
顧客のニーズを満たせば、勝てる時代になったこ
とを意味する。また、ハードウエアのばらつきを
ソフトウエアで吸収できるようになるため、競争
力の源泉がハードウエアからソフトウエアに移行
しやすくなる。

これまで製造業は自社の技術・商品を進化させ
るイノベーションを起こすことに集中してきたが、
IoT 時代には、モノ自体の進化だけではなく、モ
ノを取り巻くサービスやユーザー体験などを含め
た広い視野からイノベーションの種を見つけるこ
とが重要になる。

交換価値から使用価値へ、
すべての産業はサービス業へ

企業のマーケティング戦略論では、「モノかサー
ビスか」の二分法で考えるのではなく、顧客との
価値の共創が起きることを前提にして、モノと
サービスを一つの塊として捉える「サービス・ド
ミナント・ロジック」という考え方が 2004 年頃
から台頭してきていた。

IoT やシェアエコノミーの普及によって、この
考え方が一層強まり、製造業のサービス化を一段
と加速し、「すべての産業がサービス業になる」動
きを後押しすることになろう 1。

業種の垣根は低くなり、異業種間競争は激化す
る。例えば、コネクテッドカーや自動運転車が提
供するユーザー体験の魅力が高くなればなるほど、
自動車メーカー、自動車部品メーカー、ソフトウ
エア企業といった既存の業界区分は意味をなさな
くなり、新たな競合関係が発生するだろう。

モノが成熟化する中で、製品価値だけでは差別
化が困難となり、顧客のエクスペリエンスが企業
の最大の差別化要素となる傾向が一層強まろう。
企業はモノの交換価値よりも使用価値に注目する
必要性が増すことになる。モノを売ることがゴー
ルだった時代から、モノを介して顧客にいかに魅
力的な体験を提供できるかがゴールになる時代に
移行していく。

一言でいえば、IoT 時代には、ものづくり企業
が競争力を維持・強化するには、ものづくりだけ
では勝てなくなったことを意味する。

象徴的な動きが自動車業界で見られる。以前は
自動車メーカーは、カーシェアリングを自動車販
売台数の減少につながるものとして目の敵にして
いた。だが最近では、ダイムラーが「Car2go（カー
ツーゴー）」と呼ぶカーシェアリングサービスを展
開して急成長しているほか、トヨタ自動車もライ

1    GE のジェフ・イメルト CEO は、2011 年に「今後、製造業はすべてソフトウエアの会社に変わらなければならない」と述べ、「GE
はソフトウエアの企業に生まれ変わる」と宣言し、それを実行するためにインダストリアル・インターネット戦略を発表した（2012
年）。以後今

こんにち

日にいたるまでの数年間、ビジネスモデル変革のための投資を積極的に続けている。このGEの一連の戦略や行動には、
「製造業のサービス化」や IoT ビジネスの取り組みを考える上で多くのヒントが含まれている。
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ドシェア（相乗り）を手掛ける米国のウーバーと
資本・業務提携することを決めた。

日本の強みである現場力が無力化する恐れ
図表 3 に見るように、IoT（ビッグデータ、AI を

含む）が製造業にもたらす変化は多方面、多領域
に及ぶ。

経済産業省は、IoT 時代の到来と第 4 次産業革
命の進展が産業（とりわけ製造業）に与えるイン
パクトは大きく、これに適応した産業構造への変
革が必要だと警鐘を鳴らしている 2。この危機感
の背景には、①第 4 次産業革命の進展で、どの財
を作るかではなく、一連のバリューチェーンのう
ちどの企業活動で付加価値を取るかが重要になる、
② IoT によりこれまで日本の競争力の源泉だった
製造プロセスの現場力が無力化する恐れがある、
といった基本認識がある。

他社とのオープンな連携が不可欠に
図表 2 で示した IoT の全体をすべて 1 社だけで

実現できる企業は少ない。ましてや IoT 時代に競
争優位に立つにはスピードが重要である。した
がって、IoT を実現するには、自前主義を捨てて、
迅速に他社との連携を進めることが必須となる。

IoT に取り組む企業の増加に伴い、製造業と IT
企業とのコラボレーションの重要性が活発化して
きた。大企業とベンチャー・中小企業とのコラボ
レーション事例も増えている。

富士ゼロックスは、中堅・中小企業が持つ技術
やノウハウを組み合わせたオープンイノベーショ
ンにより、画期的なプロダクトイノベーションに
挑戦する「四次元ポケット PROJECT」を展開し
ている。また、ロボットベンチャーの ZMP は、
小松製作所、ソニー、ディー・エヌ・エー、イン
テル、日本マイクロソフトなど、数多くの著名な
大企業とのコラボレーションを行っている。

2    経済産業省製造産業局 「我が国と世界の構造変化と第 4 次産業革命による変革の方向性」 2016 年 2 月。
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図表 3　IoT ／ BD ／ AI が製造業にもたらす変化

出所：経済産業省製造産業局「製造業をめぐる現状と課題への対応」2016年3月
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デジタル化の進展で製造業への参入障壁が低く
なっている中、異業種企業が開発型ベンチャー企
業と組んで製造業に参入する事例が今後増えてく
ると予想される。

経済産業省も IoT 推進を図るために、さまざま
なプレーヤー同士でのマッチングを支援して企業
連携を促進している。IoT 推進コンソーシアムの
下で「IoT 推進ラボ」が、先進的 IoT プロジェク
トの発掘・育成に向けて、企業連携・資金・規制
改革支援を実施している（図表 4）。

IoT 推進のための異業種との連携は、ものづく
り企業の経営スタンス見直しのきっかけになる可
能性がある。例えば、同じ自動運転というテーマ
でも、それをクルマの未来技術と考える自動車
メーカーと、新たな交通サービスを生み出す手段
と捉える IT・ロボットベンチャーとでは、価値創
造・市場創出のアプローチが全く違っているから
である。

大企業とスタートアップの連携は世界的現象
大企業がスタートアップ企業と連携する事例が

増えているのは世界的な現象である。
KPMG の調査によれば、Forbes Global 2000 ラ

ンキングに基づく世界の上場企業大手 500 社のう
ち 52.4％にあたる 262 社がスタートアップ企業と
何らかの形で連携している（図表 5）。業種別には、
医薬品、電気通信サービス、銀行、保険、半導体、
コンピューターサービス、飲料などで大企業とス
タートアップの連携が多く見られる。

大企業とスタートアップ企業との連携が増えて
いる背景には、IoT の進展があると考えられる。
IoT 戦略を推進する上で、大企業とスタートアッ
プ企業が連携すれば、互いに欠けているものを補
完でき、Win-Win の関係を築きやすい。大企業は
スタートアップ企業と組むことにより、その研究
成果、スピード感のある経営、高リスク開発を行
う機会、革新的イメージ等が得られ、スタート

図表 4　経済産業省の「IoT 推進ラボ」

出所：IoT推進コンソーシアム	ホームページ	

世界の大手上場企業500社（Forbes	Global	500）のうち262社（52.4％）がスタートアップと連携
米国：		Forbes	Global	500にランクインした176社のうち80社がスタートアップと連携	

（Johnson	&	Johnson、Procter	&Gamble、Google、Boeing、Dow	Chemicalなど）
ドイツ：		Forbes	Global	500にランクインした21社のうち15社がスタートアップと連携	

（Volkswagen	Group、SAP、Allianz、Siemens、Deutsche	Telekomなど）
日本：		Forbes	Global	500にランクインした44社のうち25社がスタートアップと連携	

（NTT、ソフトバンク、日産自動車、KDDI、セブン＆アイ・ホールディングスなど）

図表 5　世界の大企業とスタートアップの連携

出所：		KPMG「世界の大企業はスタートアップ革命にいかに対応するべきか？」（「#500CORPORATIONS」2016
年2月）をもとに作成
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アップ企業は大企業と提携することで、販路の開
拓、信頼性、資金調達などを手に入れることがで
きる。

大企業の課題は
「イノベーションのジレンマ」回避

IoT の進展により、既存の秩序や産業構造を変
えるような破壊的イノベーションが起こりやすく
なるが、そもそも大企業は破壊的イノベーション
を起こすことが難しいという宿命を抱えている。

イノベーション研究の第一人者クリステンセン
は、古典的名著『イノベーションのジレンマ』

（1997 年）で大企業は本質的に破壊的なイノベー
ションに対応できないと指摘し、大企業はその限
界を自覚した上で、破壊的イノベーションへの対
応策を講じるべきだと主張した。IoT 時代に大企
業がスタートアップなどベンチャー企業との連携
を強化しているのは、「イノベーションのジレンマ」
を回避して、破壊的イノベーションにうまく対応
して生き残りを図るための方策の一つと位置付け
ることができよう。

IoT 時代に大企業が心すべきこと
国や企業の成長戦略として IoT や第 4 次産業革

命の推進が語られることが多い 3。だが、ここで
注意すべきは、自国や自社が動かなくても、IoT
は普及し、第 4 次産業革命は進んでいくというこ
とである。

産業革命が起これば、産業構造が大きく変わ
り、ビジネスの原則が作り変えられる。その中で
自社がどうやって生き残り、将来の成長機会を手
に入れるかを考えることが重要である。IoT や第
4 次産業革命は、成長戦略の体のいいお題目の 1
つと考えてはならない。それに適応できなければ
生き残ることが難しくなるという覚悟を持って取
り組むべき課題と捉える必要がある。

さらに、IoT が普及し、破壊的イノベーション
が頻発する時代の到来は、大企業にとっては必ず
しも好ましくないことを認識すべきである。もち
ろん大企業もイノベーションを興すべく努力して
いるが、破壊的イノベーションが生まれる確率が
高いのは伝統的大企業ではなく、小さくて新しい
企業であることがよく知られている。自ら破壊的
イノベーションを興して新市場開拓者になれれば
理想的だが、他社が興したイノベーションによっ
て自社が攻め込まれる展開になる確率の方が高い。

したがって、IoT 時代に大企業に最も求められ
るイノベーション政策は、「他社（異業種、新興・
中小企業）が破壊的イノベーションを興した時の
既存事業の防衛戦略」を先手を打って講じること
である。つまり、イノベーションのジレンマに陥
るのをいかに回避するかが重要である。

IoT ビジネスは
中小・新興・ベンチャー企業向き

大企業が IoT を活用した新規事業開発に取り組
む場合にも、これと同様の問題がつきまとう。大
企業の場合、IoT を用いたビジネスを思いついて
実行に移そうとしても、「大義が弱い」「既存事業
との共食いになる」「わが社が手掛ける事業として
は顧客層（市場規模）が小さ過ぎる」等の理由で
踏み切れず、現状のままで行き詰まる恐れが 
ある。

このように、IoT ビジネスは大企業よりも、小
回りがきき、しがらみのない中小・新興・ベン
チャー企業の方が取り組みやすい特性を持ってい
る。大企業にとってはこうしたハンディを十分に
認識した上で、それを乗り越えるために中小・ベ
ンチャー企業との連携や、別カンパニーとして新
たなサービス事業立ち上げ（自社の既存事業との
利益相反の回避）などの方策を取ることが求めら
れる。

3    2016 年 6 月 2 日に閣議決定された「骨太の方針」と「ニッポン 1 億総活躍プラン」にも競争力向上に向けた施策として IoT を活
用する第 4 次産業革命が掲げられている。

企業が IoT 時代を生き残るために必要なこと
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先端技術力よりも課題発見力がものをいう
IoT ではセンサーが重要な構成要素となるが、

2011 年時点の世界のセンサー市場における日系
メーカーのシェア（数量ベース）は 54％であり（日
本電子情報技術産業協会（JEITA）「センサ・グロー
バル状況調査」）、高い技術力を持った企業も多い
ことから、日本が強い分野だと言われている。こ
のため、IoT 時代にセンサー技術で日本が躍進で
きると期待する声がある。

だが、IoT では技術の優位性が必ずしも競争力
を生まない点に注意する必要がある。いくら最先
端の高感度センサーを作る技術があっても、それ
を使う用途を見つけられなければ、競争優位につ
ながらない。その高度な技術でどのような問題を
解決できるかといった、課題発見力こそが競争力
の源泉になる。

IoT 時代の勝者になるには、高度な技術力に加
えて、用途開拓や、顧客へのコンサルティング力
を強化していくことが求められる。

また、モノの需要という点で言えば、IoT 時代
には先端技術よりも非先端技術の需要が伸びる分
野が多い。例えば、半導体製造装置では、IoT の
普及に伴い需要が拡大しているのは、先端技術で
はなく、アナログ半導体などの非先端技術であ
る。これを受け、製造装置メーカーは、非先端（レ
ガシー）系の半導体製造装置のラインアップの拡
充に動いており、複数の装置を組み合わせるソ
リューション提案を強化することで顧客の取り込
みを図っている 4。

「気づく」「伝える」能力が必要に
東京大学先端科学技術研究センターの森川博之

教授は、企業に必要とされる能力は、従来は「考
える」と「試す」の繰り返しだけでよかったが、
IoT 社会においてはこれらに加えて「気づく」と「伝
える」の能力が必要になったと指摘している（図
表 6）。

これを敷
ふ

衍
えん

して解説すると、IoT 時代には、偉
大な技術を開発するだけでは競争優位につながら
ず、その技術を使ってどのような社会・産業の課
題が解決できるかを発見する力が要求されるよう
になった。さらには、その製品やサービスを正し
い方法で正しい顧客に届け、それを活用すればこ
んなに快適・便利・低コストになるといったこと
を訴求できる事業モデルを組み上げる力、IoT に
よって何を実現するのかというストーリーをデザ
イン志向で考える力が重要な差別化要素になって
きた。

規制のあり方が IoTイノベーションに影響
IoT ビジネスを推進しようとすれば、既存の規

制やルールの枠内では収まらないことが多い。規
制のあり方がデジタル革命のスピードや、IoT ビ
ジネスによる新市場創造の実現可能性に大きく影
響する。したがって、企業が商機をつかむには、
各国の規制の動向に敏感でなければならない。ま
た、IoT で大きな新市場を創造しようと思えば、
既存の制度や規制の枠内で事業を考えるルール追
随型ではなく、新たなビジネスモデルを実現する
ために自らルールづくりを主導する側に回る行動
をとることが必要になってこよう。

日本政府には、規制のあり方が IoT のイノベー

4    日刊工業新聞 2016 年 6 月 8 日「キヤノン MJ、非先端拡充　IoT 加速で需要増」。

図表 6　これからの企業に求められる能力

出所：		森川博之氏（東京大学先端科学技術研究センター教授）「データ
駆動型経済：IoTが事業を再定義する」2015.10.17

　	 	（http://todaidenki.jp/wp4/wp-content/uploads/2015/10/	
21051017lecture_morikawa.pdf）
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ションや第 4 次産業革命の進展を阻害することが
ないよう、主要国の規制動向を把握して、わが国
の規制の内容を国際的に調和させることを期待し
たい。

わが国では世界の産業の潮流に合った法律や規
制の見直しが遅れているが、部分的には規制改革
が進みつつある。

例えば、医療分野では、薬事法改正（2014 年
11 月施行）により、これまで不可能だったソフト
ウエア（アプリ）単体での医療機器の開発が可能
になった。また、2015 年 8 月に厚生労働省が遠隔
診療の解釈を明確化し、広範囲での解禁とも受け
取れる通達を各都道府県知事に出して以降、政府
が規制緩和で遠隔診療などの新技術を支援する機
運が高まっている。これを受け、遠隔診療など医
療分野の IoT ビジネスの開発が盛り上がりを見せ
ている。

農業分野では、2016 年 4 月施行の改正農地法に
より、農地を所有できる法人を設立する際の条件
が緩和された。これを受けて、農地所有適格法人
設立による農業への参入が活発になり、「楽な（き
つくない）／儲かる／安定した」農業を目指す取
り組みが増えることが予想される。こうした中で
IoT を活用したスマート農業の動きが進むと期待
される。

新興国は IoT事業のポテンシャルが高い
先進国より社会インフラや法規制が遅れてお

り、既存の産業インフラが存在していない新興国
では、IoT のビジネスモデルを導入しやすい。既
存のやり方を直すより、白地に絵を描く方が容易
であるほか、既得権益者による抵抗が少なく、IoT
化を受け入れる社会的素地が整っている場合が多
いためである。

さらに、先進国では当たり前に存在するものが
欠乏している分、「なるほど、その手があったか」
というような新機軸のビジネスモデルが生まれや
すく、それが先進国におけるイノベーションのヒ
ントになることもある。

今後、新興国において IoT 事業に取り組む企業
が増えてくるだろう。

IoT 時代には企業文化の刷新が必要
IoT 時代には、不確実性が高まり、大きな変化

が速いスピードでやってくる。このような社会で
生き残るには、人も企業も、創造性や敏捷性、柔
軟性、新しいものを受け入れる力などが要求され
る。そうした能力を養う努力をしなければ、衰退
や滅亡を免れない。

IoT の進展により、以前は計測できなかった情
報が測定可能になり、大量のデータから新たな知
見が得られ、これまで想定されていなかった異な
る事象の結び付きの中から新たな製品・サービス
を生み出すといった、市場創造型のイノベーショ
ンを競い合う時代が訪れた。

従来の延長線上からは想定できない新市場を切
り開く事業開発においては、過去の事例の経験や
常識が当てはまらず、事前の綿密な調査や需要予
測はなじまないことが多い。何が正解かは、やっ
てみなければ分からないし、失敗する確率も高
い。誰も先行きを正確に見通すことができない中
で、スピード感を持って新しい試みに果敢に挑戦
し、トライ＆エラーを繰り返すことによって、時
代を先取りするイノベーションを生み出していく
取り組みが求められる。

これを実現するには、小さな失敗を恐れずリス
クをとって機敏に行動する企業風土を醸成するこ
とが不可欠である。

これまで日本企業では、新たな行動を起こす際
に、事前に十分調査して綿密に計画を立て、実行
後に失敗した場合には担当者にペナルティーが課
せられる場合が多かった。これは IoT 時代には不
適合な環境である。日本企業が IoT 時代の変革を
勝ち残るためには、時代に適合した行動がとれる
ように企業文化を刷新する必要がある。

「アジャイル開発」「リーン・スタートアップ」
こうした IoT 時代に求められる企業の行動様式

企業が IoT 時代を生き残るために必要なこと



経営センサー　2016.7・8
1212

は、これまでソフトウエア開発などで提唱されて
きた「アジャイル開発」（短い周期で開発と検証を
繰り返しながら、効率的に開発する手法）と極め
て似たものである。

また、近年、新世代の起業家の間で支持され、
世界的なうねりとなりつつある「リーン・スター
トアップ」（無駄なく俊敏に新製品開発・新規事業
立ち上げを行う手法）とも内容的に共通点が多い。

リーン・スタートアップの手法を紹介した米国
の起業家エリック・リース氏の著書『リーン・スター
トアップ』の日本語翻訳本（2012 年）の解説で、
伊藤穰一氏（米マサチューセッツ工科大学メディ
アラボ所長）が、リーン・スタートアップを分か
りやすく表現している。

伊藤氏によれば、リーン・スタートアップの本
質とは、「地図を捨てコンパスを頼りに進め」とい
うことだという。イノベーションに必要なコスト
が劇的に下がった現在では、新製品を開発する際
に、成功までの地図を描こうとすると、その作業
だけで製品開発以上のコストがかかってしまう。
たとえ地図ができたとしても、変化スピードが速
い今の世の中では、開発途中でゴールが変わり、
地図自体が陳腐化する可能性が高い。こうした状
況では、初めから地図など持たずに、市場の変化
を敏感に感じ取るコンパスを手に、しなやかに製
品開発の方向性を変えていく方がよい。

IoT 時代には、スタートアップだけでなく、あ
らゆる企業がアジャイル開発やリーン・スタート
アップといった手法を導入することが必要になっ
てくるだろう。

企業文化刷新のお手本GE
企業文化の刷新の模範事例は米国の GE であ

る。GE の CEO のジェフリー・イメルト氏は、近
年、「The GE Works Equation」という方程式を打
ち出し、社内に浸透させている。これは、まず「い

ま世界が何を必要としているのか」を考え、それ
に「つねに最良のカタチを創るという信念」と「世
界が求めるソリューションの絶え間ない発明と創
出」を掛け合わせて、「より良い世界」を導き出す
方程式である。これが、現在の GE のインダスト
リアル・インターネット 5 につながっている。

イメルト氏は、「The GE Works Equation」を
徹底させるために、かつて自分が打ち出した「GE 
Growth Value」を「GE Beliefs」（GE の信条）
へと刷新、制定し直している。「GE Beliefs」は、

「お客さまに選ばれる存在であり続ける」「より速
く、だからリーンに」「信頼して任せ、互いに高め
合う」「試すことで学び、勝利につなげる」「どん
なに不確実な環境でも事業成果を上げる」の 5 カ
条からなる。

現在の GE では、「シンプリフィケーション」（組
織をシンプルにし、意思決定を含むあらゆる業務
プロセスを簡素化するもの）に全社を挙げて取り
組んでおり、その遂行のためにあるべき企業文化
を醸成するため、「FastWorks」（完成品を待つの
ではなく試作段階から顧客に見せてそのフィード
バックを取り入れながら改良を重ねることで、製
品開発のスピードアップを図る手法）を導入して
いる。

このように、GE は伝統のある巨大企業でありな
がらも、ベンチャー企業並みのスピードで意思決
定や計画を実現できる組織にするために、企業文
化を時代に合わせて作り変えようとしている 6。

IBMの業務変革からの教訓
米国の IBM の事例も、IoT 時代を生き抜く知恵

を学ぶ上で参考になる。
IBM がアナリティクスを活用していかにビジネ

ス課題を解決し、ビジネス価値を生み出してきた
かを論じた書籍（Brenda L. Dietrich, Emily C. 
Plachy, Maureen F. Norton 著『IBM を強くした「ア

5    米 GE が提唱した概念で、幅広い産業分野（航空、鉄道、石油、電力、ガス、医療など）にまたがって、インターネットを活用
してスマート化し、付加価値の高いサービスを提供する試み。

6  本項は「GE REPORTS JAPAN」などを参考にした。

経済・産業
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ナリティクス」』、2014 年）には、IoT 時代にビジ
ネスで成功するためのノウハウが詰まっている。
同書には、同社が行ってきた業務変革事例から得
られた教訓として次のような項目が並んでいる。

〇多くの場合、迅速な実行は完璧な実行に勝る
〇  変化に対する積極的な取り組みおよび前向き

な姿勢を得る
〇  価値が生まれるのは洞察を得たときではな

く、行動したときである
これを見ると、IBM においても、アジャイル開

発やリーン・スタートアップと共通する手法を採
用したことが成功のカギとなったことが分かる。

挑戦者を支援する仕組みの整備
もともと失敗する可能性のあるイノベーション

への挑戦は、本能的に安定を求める人にとって、
できれば避けたいものである。本能に逆らいなが
らも、従業員を新たな挑戦に導くためには、背中
を押す手厚いマネジメントが欠かせない。こうし
た考え方から、米国 3M では、イノベーションを
創出させるマネジメントの大部分は挑戦者を支援
する仕組みになっており、挑戦しようとしない者
は相手にされない風土があるという 7。

日本企業でも、失敗を恐れずに果敢に挑戦する
ことを奨励している会社は存在する。例えば、サ
イバーエージェントでは、会社の価値観をまとめ
た「マキシムズ」の中に、「挑戦した結果の敗者に
はセカンドチャンスを」という言葉が明文化され
ており、挑戦している人が認められる風土が定着
しているという 8。

求められる行動指針－
イノベーション100	委員会レポートに学べ

前述したように、大企業からはパラダイムチェ

ンジを引き起こすような破壊的イノベーションは
生まれないという定説がある。しかし、これまで
見てきたように、IoT 時代を大企業が生き残るた
めには、この定説を覆して、破壊的イノベーショ
ンを自ら起こすか、破壊的イノベーションにうま
く対応していかなければならない。

そのために大企業にどのような経営上の課題と
行動指針が必要か。それを考える上で大変参考に
なる資料がある。経済産業省ホームページに掲載
されている「Innovation100 委員会レポート」（2016
年 2 月発表）である 9。

これは、経済産業省が「ベンチャー創造協議会」
の下に設立した「Innovation100 委員会」（先駆的
な取り組みを行っている日本の大企業経営者がメ
ンバーとなっている）が、イノベーションを継続
的に生み出すための経営のあり方などを議論して
まとめたものである。

同レポートは、表紙で「企業にイノベーション
を興すのは誰の仕事か？」と問いを立て、「それは、
経営者の仕事である」と答えを示し、経営者の積
極的なコミットメントの必要性を訴えている。そ
の上で、イノベーションを興すための経営陣の 5
つの行動指針（図表 7）を提示し、さらにこれを
ブレークダウンした具体的な「行動のための 100
の質問」を掲載している。

7    大久保孝俊・スリーエム ジャパン チーフ・プロセス・オフィサー（CPO）「３M で学んだイノベーションの設計図 第 17 回」、『日
経ものづくり』2016 年 6 月号。

8    『ベンチャー通信』49 号（2012 年 10 月号）「あくなき挑戦を可能とする風土が時流をとらえた新事業を生み続ける」（インタビュ
ー 株式会社サイバーエージェント 取締役人事本部長 曽山哲人氏）。

9    http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160226002/20160226002-1.pdf

指針1：		変革ビジョンの発信と断行	
変化を見定め、変革のビジョンを発信し、断行する。

指針2：		経営の増築	
効率性と創造性、2階建ての経営を実現する。

指針3：		価値起点の仕組構築	
価値起点で事業を創る仕組みを構築する。

指針4：		挑戦の奨励	
社員が存分に試行錯誤できる環境を整備する。

指針5：		越境の奨励	
組織内外の壁を越えた協働を推進する。

図表 7　  イノベーションを興すための経営陣の 
5 つの行動指針

出所：「Innovation100委員会レポート」（2016年2月発表）
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IoT 時代に生き残るためにどういうマインド
セットや行動が必要かということを学び、自ら積
極的なアクションを起こすきっかけとするために、
この「100 の質問」に回答し、現状と向き合い、
対策を考えることは有効と思われる。

むすび
以上、本稿では IoT 時代に企業が生き残るため

にはどのような対応が必要かを考察した。これら
の対応は、決して IoT を推進する企業・部署・担
当者だけに求められるものではない。IoT の普及
に伴い、第 4 次産業革命が進展し、産業構造や
人々の生活様式に大きな変化が起こることはもは
や不可避であり、必然である。

イギリスの自然科学者ダーウィンが言ったとさ
れるように 10、環境変化の中で生き残るのは、強
い者でも賢い者でもなく、適応できる者だけであ
る。したがって、本稿で見たような IoT 時代を生
き残るための知恵は、すべての企業・ビジネスパー
ソンが認識しておくべき事項であると考える。
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