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業界の境界線が消えつつある
—異業種間競争の時代に求められる経営課題—

Point
❶	 	最近、異なる業種・業態の企業同士の競争が増えている。
❷	 	異業種間競争の代表的な震源地はスマホである。スマホは1台の端末で複数の役割を果たすことが
できるため、別々の業界で発展をとげてきた多くの商品がスマホと競合し、市場縮小の危機に見舞
われている。

❸	 	コンビニも異業種間競争の主役の一人である。近年、コンビニがさまざまな領域に取扱商品を拡大
して、他の業種・業態の顧客を奪って成長している事例が増えている。

❹	 	異業種間競争が増えている理由としては、①国内市場の縮小・成熟化、②グローバル化と異質なビ
ジネスモデルの流入、③模倣の容易化（アウトソーシングの普及、モジュール化、知識の「形式知」
化）、④ IT の進化、⑤新たな汎用技術の登場、が挙げられる。③、④、⑤はいずれも IT 革命の進
展と関連する要因である。

❺	 	あらゆる電子機器の機能がスマホやタブレットに集約され、それがインターネットによって世界中
の人とつながる時代が到来した。この結果、個人が直接、生産要素や市場にアクセスできるように
なり、産業界にコスト構造とビジネスモデルの劇的な変化をもたらしている。

❻	 	企業が異業種間競争を生き抜くには、①あらゆる業種の境界が揺らぎつつあることを認識し、危機
感をもち、意識転換を図ること、②小さな失敗を恐れずリスクをとる風土を醸成すること、③顧客
の立場になって、顧客が求める利益は何かを探求することが、戦略判断のよりどころとしてこれま
で以上に重要になること、④広い視野から世の中を観察し、他産業の動向にも目を向け、異業種の
事例から学ぶこと、といった課題に取り組む必要がある。

スマホに侵食されたデジカメ市場
最近、異なる業種・業態の企業同士の競争が増

えている。その代表的な事例として、コンパクト
型デジタルカメラとスマートフォンの競争を取り
上げてみよう。

近年、日本の電機製品の国際競争力の低下が目

立つ中で、デジタルカメラ（以下、デジカメ）は
日本企業が世界市場で上位を独占し続けている例
外的存在である。この最後の砦ともいえる分野で
も、日系メーカーの出荷台数は 2010 年をピーク
に縮小傾向にある（図表 1）。

デジカメのうちレンズ交換機は、今も日系メー
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カーが圧倒的な強さをもち、出荷を伸ばし続けて
いる。しかし、コンパクト型（レンズ一体型）デ
ジカメでは日系メーカーの出荷は減少を続けてお
り、2013 年の出荷台数は 2010 年の 6 割弱にとど
まる見通しである。

日系メーカーのデジカメ出荷減少の最大の要因
は、スマートフォン（以下、スマホ）の爆発的普

及に伴いコンパクト型デジカメ市場自体が侵食さ
れたことにある 1。手軽な写真撮影は、もはやス
マホで事足りるため、別にデジカメを買って常時
持ち歩く必要はないと考える消費者が増えたので
ある。

スマホがさまざまな分野の既存市場と競合
このような異業種間競争の事例を図表 2 に掲げ

た。ここに挙げたように、スマホの普及に伴い既
存の別のカテゴリーの製品の市場が脅かされてい
る例はデジカメのほかにも多数存在する。電子辞
書、自動車のカーナビ専用機、ゲーム専用機など
の市場も、スマホに侵食されて減少している。ま
さに、スマホが異業種間競争の震源地となってい
るのである。

電子辞書の総出荷台数は 2007 年の 297 万台を
ピークとして、縮小の一途をたどっており、2012
年は 182 万台にとどまった。もちろん、スマホの
辞書アプリの普及が原因である。国内市場規模は
ピークの 2007 年には 463 億円だったが、2012 年

1   日本メーカーのデジカメ出荷減少の原因はこれだけではない。デジカメは従来、部品設計を相互調整して製品ごとに最適設計しな
いと製品全体の性能が出ない「すり合わせ型」商品で、これは日本メーカーのお家芸だった。しかし、最近ではコンパクト型デジ
カメについては標準化された部品を寄せ集めれば多様な製品ができる「組み合わせ型」商品となったことにより、すり合わせに強
い日本メーカーの優位性が低下した。

図表 1　縮小続くコンパクトデジタルカメラ市場
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（注）�デジタルカメラは日系メーカーの国内出荷（海外での生産分を含
む）の合計。

出所：�デジタルカメラは一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）
統計。2013年は同会見通し（2013.1.31発表）。スマートフォ
ンは米調査会社のIDC調べ。

図表 2　最近の異業種間競争の事例（1）

旅行会社 大手移動体通信会社の旅行業参入⇔

パソコン スマートフォン、タブレット端末⇔

コンパクト型デジタルカメラ スマートフォン⇔

電子辞書 スマートフォン⇔

ゲーム専用機 携帯端末における交流ゲーム⇔

カーナビ専用機 スマートフォン⇔

音楽CDの販売・レンタル 音楽配信サービス（ダウンロード型）⇔

人力翻訳サービス ロボット翻訳サービス⇔

学習塾・語学学校など
教育サービス業

オンライン学習サービス（スカイプ利用等）
（ベンチャー、移動体通信会社、ソフトウェア会社等）⇔

音楽配信サービス（ストリーミング型）⇔

スマートフォン向けゲームアプリ⇔

出所：筆者作成
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は 290 億円に縮小し、2014 年には 255 億円にま
で減少する見通しである（出所：ビジネス機械・
情報システム産業協会）。

カーナビ専用機の市場も、スマホの普及のあお
りを受けて縮小傾向にあり、2012 年の市販用カー
ナビの国内出荷台数は前年比 7.2％減の 209 万
7,000 台にとどまった 2。今やスマホで使えるグー
グルマップのナビゲーション機能（無料アプリ）
は驚くほど充実している。使ってみると、もはや
ナビゲーション専用機は不要と感じる人も多いは
ずだ（ただし、運転中にスマホを操作するのは禁
止されているので注意が必要である）。

ゲーム専用機とソフトの合計の市場規模は 2007
年をピークに減少が続いている。携帯の交流ゲー
ムの台頭が主因である。2007 年に家庭用ゲーム機
のパッケージソフトの市場規模が初めてオンライ
ンゲームに抜き去られた。最近では、スマホ向け
ゲームアプリが主流となっている。

スマホ・タブレットが引き起こす共食い
スマホが引き起こしている現象を最も的確に表

現する言葉は、共食い（カニバリゼーション）で
ある。スマホは数々の便利なアプリをインストー
ルして使えるため、1 台の端末でメールや通話の
ほか、音楽プレーヤー、カメラ、ゲーム機、地図、
カーナビ、電子辞書などいくつもの役割を果たす
ことができる。このため、これまでは別々の業界・
市場で発展をとげてきた多くの製品群がスマホと
競合し、市場縮小の危機に追い込まれる事態が発
生しているのである。

スマホ同様、iPad に代表されるタブレット（多
機能携帯端末）も共食いを引き起こしている。1
台の端末で映像や音楽、電子書籍を楽しめるほか、
ノートパソコンの役割も一部代替できる。また、
アプリケーションをインストールすることにより、
音楽を加工する音響機材、イラスト描画機などの
機能を果たすこともできる。

教育分野でも ITを活用した新規参入が活発化
教育分野でも、昨今、パソコン、スマホ、タブ

レット、クラウドなどの IT（情報技術）を活用し
た企業の新規参入が相次ぎ、異業種間競争が活発
化している。

学習塾、語学学校などの既存の教育サービス業
が、ベンチャーやソフトウエア会社による「オン
ライン学習サービス」との競争にさらされている。
リクルート、NTT ドコモ、ジャストシステム等の
企業が、教育分野でベネッセホールディングスら
に挑む構図となっている。インターネットを使う
新興企業が既存の学校や教育産業を脅かす存在に
なりつつあるのである。月額 1,000 円程度のスマ
ホ講義が月謝 1 万円の塾通いに取って代わると
いった事態が方々で発生している。

スマホとの連携・共存を図る動き
さて、スマホをベースに登場した新興勢力に既

存の顧客や市場を侵食される側の企業はどのよう
に対応すればよいのか。

一つの方策としては、スマホと競合しやすい普
及型製品・サービスの市場を捨て、高付加価値ゾー
ンへとシフトする方向性が考えられる。しかし、
これではボリュームゾーンを捨てて、ニッチな分
野に逃げ込む形となり、事業の復活拡大は見込み
にくい。

そこで各社が取り組んでいるのは、スマホと競
争するのではなく、逆にスマホの周辺機器として
活用する魅力ある製品・サービスを開発・投入す
るなど、スマホとの共存共栄を図る方法である。

例えば、デジカメ市場では、ソニーは、クリッ
プでスマホに装着し、スマホを使って高画質な画
像を撮影できるデジカメを 2013 年 9 月から市場
に投入している。

ゲームメーカーもスマホに擦り寄る動きに転じ
ている。かつては東京ゲームショウの展示では家
庭用ゲーム機のソフトが主役で、スマホ向けは隅

2  日本経済新聞社推計による（日本産業新聞 2013 年 8 月 15 日）。
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に追いやられていたが、今では展示スペースの約
半分をスマホ向けゲームのために割いている。

しかし、これらスマホに侵食される電子機器等
を事業部門に持つ企業の場合、共食いのデメリッ
トを恐れて、スマホを機軸に発生する新たなビジ
ネス機会をとらえることに消極的となり、共存共
栄策への取り組みが遅れる傾向があるようだ。

コンビニが仕掛ける異業種・異業態間競争
以上、スマホの普及など IT（情報技術）の発展

に伴う事例を中心に見てきたが、最近の異業種間
競争のもう一つの主役として、コンビニエンスス
トア（コンビニ）の存在も忘れてはならない（図
表 3）。コンビニがさまざまな領域に取扱商品を拡
大して、他の業種・業態の顧客を奪って成長して
いる事例が増えている。

例えば、多くのコンビニが総菜や生鮮食品を扱
い始めることにより、スーパーマーケットの食料
品部門に競争を挑んでいる。

さらに、コンビニは消費者により近い存在であ
るという特性を生かして、配送サービス付きの販

売やネット事業に乗り出し、買い物弱者の支援を
することで、スーパーに対抗している。

また、2013 年にはコンビニが「いれたてコーヒー
（店頭抽出するコーヒー）」の取り扱いを始めたこ
とで、コーヒーチェーンやファストフードと競合
し、さらには飲料メーカーの缶コーヒーの売り上
げを奪っている。

このほか、コンビニは近年、高齢者向け弁当・
食材宅配事業にも参入し、以前から高齢者向け弁
当宅配事業を手がけている企業 3 と競合するよう
になっている。

国境・業種の壁を越えた競争
異業種が競い合う姿は、国際見本市の姿にも現

れている。
「東京モーターショー 2013」（2013 年 11 月 22

日〜 12 月 1 日）では主催者企画として “SMART 
MOBILITY CITY 2013” が開催され、「次世代自
動車とそれらを取り巻く社会システム」をテーマ
に、さまざまな業界の企業が出展している。

一方、2013 年 10 月に幕張メッセで開かれたア

3  例えば、ワタミは高齢者向けの弁当宅配を 2016 年 3 月期には居酒屋に代わる主力事業にする計画である。

図表 3　最近の異業種間競争の事例（2）

スーパー ネット専業大手のネット通販⇔

スーパー、外食チェーン コンビニ（取扱品目拡張 ： 総菜・生鮮食品）⇔

スーパー、ネットスーパー コンビニ（配送サービス付、ネット事業進出等）

（「買い物弱者」支援）

★別の角度から見た異業種間競争の姿

（時間と財布の奪い合い）

⇔

ドラッグストア コンビニ（取扱品目拡張 ： 医薬品）⇔

コーヒーチェーン、ファストフード、
飲料メーカー（缶コーヒー） コンビニ（取扱品目拡張 ： いれたてコーヒー）⇔

高齢者向け弁当宅配業者 コンビニ（高齢者向け弁当・食材宅配事業に参入）⇔

住宅・住宅設備メーカー、
電機メーカー

家電量販店のスマートハウス事業
（家庭用太陽光パネル、蓄電池）⇔

カーナビメーカー、移動体通信会社
（自動車向け情報サービス）

自動車メーカー（スマホを利用した車両向け情報
サービスの提供（ビッグデータ、クラウド活用）⇔

家計の飲食、趣味、衣料品への出費 家計の通信料への出費⇔

出所：筆者作成
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ジア最大級の家電・エレクトロニクスの展示会
「シーテック」には、電機メーカー、IT 企業のほか、
自動車関連メーカー 4 社が出展するなど、業種の
壁を越えた相互乗り入れが進んでいる 4。

特に、自動車向けの車載情報サービスの分野
で、今熱い戦いが繰り広げられている。この分野
は従来カーナビメーカーがメインプレーヤーで
あったが、最近では移動体通信会社、IT 企業

（Google、アップル、マイクロソフト、IBM、HP、
オラクル、その他 IT ベンチャー等）、さらには自
動車メーカーなども参入し、国境と業界を越えた
成長市場に大化けしつつある。

限られた財布と時間の奪い合い
次に、異業種間競争という現象を少し違う角度

から見てみよう。総務省の「家計調査」を見ると、
近年、1 世帯当たりの財・サービス消費支出全体
が伸び悩む中で、交際費、被服・履物、教育、外
食への支出は大幅に減っているが、その一方で通
信への支出だけは増加傾向を続けている（図表 4）。

デフレが続く日本では、労働者 1 人当たりの平
均賃金は 1997 年をピークとして、2012 年までの
15 年間で約 1 割減少している（厚生労働省「毎月

勤労統計」）。限られた財布の中身と限られた時間
を、携帯電話やメールなどコミュニケーションのた
めの費用で大きく食われてしまい、他の多くの財
やサービスの市場が割を食っている構図である。
これも異業種間競争の一つの光景と言えるだろう。

なぜ異業種間競争が増えているのか
このように、これまで競合相手と考えもしな

かった異なる業種・業態の企業との間の競争が増
えてきたのはなぜだろうか。その理由を整理して
みると、次の 5 点を指摘することができる。

①国内市場の縮小・成熟化
人口減少下での国内市場の縮小や成熟化を背景

に、活路を求めて新規領域に参入する企業が増加
した。
②グローバル化と異質なビジネスモデルの流入

グローバル化が進んで、異質なビジネスモデル
の企業と競争する機会が増えてきた。外資やベン
チャー企業が新たな事業形態で市場に参入し、既
存の企業から顧客を奪う事例が増えてきた。
③模倣の容易化

アウトソーシングの普及、モジュール化 5 の進
展、さらにはデジタル技術の普及により知識の「形
式知」化が進んだことなどを背景に、多くの事業
が模倣することが容易になり、新規参入のハード
ルが下がった。
④ ITの進化（つながる経済）

情報技術（IT）が進化し、さまざまなモノとモ
ノ、モノとヒトがネットワークでつながったこと
により、どのような業界にいる人間でも、低コス
トかつ短時間で自分のアイデアを事業化すること
ができるようになった。この結果、新規参入の
ハードルが下がり、従来不可能だったビジネスモ
デルが実現可能になった。

4   大量の電子部品を使う自動車は「すでに家電製品といっても過言ではない」と日産自動車の浅見孝雄常務執行役員はコメントして
いる（産経新聞 2013 年 10 月 2 日）。

5   モジュール化とは、1 つの複雑なシステムを、相互依存の強い部品同士で構成するのではなく、交換可能な独立した機能を持つ部
品同士で構成しようとすること。

図表 4　1 世帯当たりの品目別消費支出金額の推移
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⑤新たな汎用技術の登場
既存の技術・製品を陳腐化させ、新しい製品へ

の置き換えを大規模にもたらすような技術（この
ような技術は汎用技術と呼ばれる）が登場した。

かつての産業革命では、大量生産の土台となっ
た電気、自動車、鉄道などが汎用技術だった。今、
スマホが新たな汎用技術として登場、普及し、世
の中を変えつつある 6。多種多様な技術がスマホ
に流れ込み、多くの既存市場を侵食しながら、ス
マホを軸に新たな商機が広がっており、各方面に
業界の地殻変動を呼び起こしている。

ユビキタス社会が現実のものに
前項で挙げた 5 点のうち、③、④、⑤はいずれ

も IT の発達に関係しており、「IT 革命の進展」
に絡んだ要因である。したがって、IT 革命の進展
こそが業種の境界を壊し、異業種間競争を促進す
る重要な要因になっていると言えよう。

IT が発達し、モノとセンサーがネットワークで
つながることにより、「あらゆるモノとモノ、モノ
とヒトが結びつく社会」が来ることは、「ユビキタ
ス社会」7 といったコンセプトでかなり以前から
提唱されていた。こうした未来像であったユビキ
タス社会が、情報インフラコストの劇的な低減と
スマホやタブレット、クラウドの普及によって、
今、現実化の段階を迎えている。

あらゆる電子機器の機能がスマホやタブレットに
集約され、それがインターネットによって世界中の
人とつながる時代が到来した 8。この結果、経済に
おける人と人との関係が変化し、個人が直接、生
産要素や市場にアクセスできるようになり、多くの

分野で競争が激化し、製品・サービスのコモディ
ティ化が加速し、産業界にコスト構造とビジネスモ
デルの劇的な変化をもたらしていると考えられる。

一歩進んだ消費者はデジタル・ツールを消費の
手段としてだけでなく生産の手段として使うこと
ができるようになった。未来学者のアルビン・ト
フラー氏が著書『第三の波』で予見した新しいス
タイルの消費者「プロシューマー」9 が現実に登
場する時代になったと言ってもいいだろう。

ネット資本主義の時代
実は、インターネットなどの IT の普及により、

産業界で新たな競争者や新たな事業スタイルが
次々に出現し、これまでにはない経営の課題が生
じる可能性があることを十数年前に指摘していた
識者がいる。コンサルタントの P・エバンスと T・
ウースターである 10。

エバンスとウースターは、「ネット資本主義」下
では異業種間競争が増加し、従来の事業定義が破
綻し、再編成される事態が起こると指摘し、これ
をデコンストラクション（de-construction、脱構
築）と呼んだ。

デコンストラクションが起こると、事業定義を
構成する供給者、顧客、競合他社、業界、価値連
鎖などが全て流動的になる。企業という存在も、

「物理的な資産の集合」「財産権の集合」「コア・コ
ンピタンス（中核能力）の集合」といった従来の
捉え方では説明できなくなり、企業のアイデン
ティティとして残るのは、目的を持ったコミュニ
ティだけになる。エバンスとウースターはこう展
望した 11。

6  正確には、スマホ・タブレットとクラウドの総体を汎用技術と呼ぶ方が適切かもしれない。
7   ユビキタス （Ubiquitous） とは、「いつでも、どこでも、だれでも」恩恵を受けることができるインタフェース、環境、技術のこと

を指す言葉で、1990 年代後半から使われ始めた。
8   株式会社武者リサーチ代表の武者陵司氏は、「スマホ／タブレットの打ち立てた世界は歴史的意義を持つ」「歴史上はじめて個人が

直接に生産要素や市場にアクセスでき、完全に自立できるようになった」と指摘している（出所：社団法人世界経済研究協会「世
界経済評論 IMPACT」2013.09.09）。

9  consumer（消費者）と producer（生産者）を組み合わせた造語。
10   P・エバンス、T・ウースター（1999）『ネット資本主義の企業戦略−ついに始まったビジネス・デコンストラクション』ボストン・

コンサルティング・グループ訳、ダイヤモンド社。
11  石井淳蔵（2009）『ビジネス・インサイト−創造の知とは何か』による解説を参考にした。
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こうした未来像は、当時はあまりに急進的な話
のように思われたが、スマホの普及により IT 革
命が新たなステージに入った今日、これをおとぎ
話として退けることはできなくなっている。

さらなる異業種間競争の予兆
スマホやタブレットの普及は、今後もさらなる

異業種間競争を生み出していきそうである。電子
決済ツールとしてのスマホやタブレットの利用が
拡大傾向にあることも、その一例である。スマホ
やタブレットによる決済が、これまでの決済イン
フラの構成要素となっていた機器類の市場を奪っ
ていく可能性がある。

米起業家のジャック・ドーシー氏（ツイッター
の創業者）が開発した「スクエア」と呼ぶ小さな
電子決済装置が注目を集めている。スクエアはス
マホをアプリでクレジット端末にする仕組みで、
スマホ決済とも呼ばれる 12。これまで、クレジッ
トカードの加盟店になるには、高額な端末と厳格
な審査が必要だったが、この仕組みなら中小の商
店でもクレジット決済を導入できる。

日本ではクレジットカードによる決済額は個人
消費全体の 17.4％（2011 年）で 13、欧米諸国と
比べて低いとされるが、その一因は端末費用や手
数料の高さにあるとみられ、スマホ決済の登場で
クレジットカード利用率が一気に高まる可能性が
ある。そうなれば、既存の電子決済端末市場も侵
食される。スマホ決済が世の中に普及すれば、
ATM（現金自動預払機）が不要になる時が来るか
もしれない。

一方、飲食店などのレジスターに目を転じる
と、タッチスクリーンがついているタブレット

（iPad）を POS（販売時点情報管理）のレジの代
わりとして使う仕組みが生まれている（ベンチャー
企業の株式会社ユビレジが開発したものである）。
売り上げデータはリアルタイムでサーバーに送信

され、ネットにつながっていれば、どこでも時間
帯別の売り上げ動向や売れ筋商品の分析等を行う
ことができる。

既存の POS レジスターの導入コストは高額だ
が、タブレットを使った新システムの利用料は安
価である。レジスター市場の一部が今後、タブ
レットに侵食されることが予想される。

製造業も異業種間競争を免れない
図表 2、図表 3 を見ると、異業種間競争が頻発

しているのはデジタル機器周りのビジネスや小売
業界が中心で、一見、製造業にはあまり関係がな
いように見えるが、それは間違いだ。

デジタル機器や小売業界で異業種間競争が起
こった結果、主流となる製品や事業モデル、商流
が変わると、従来の製品、事業モデル、商流を支
えていた機器や設備、それらの部品や素材などの
需要が急速にしぼむことになり、製造業にも多大
な影響が及ぶ。

さらに、現在進行中の「デジタルものづくり革
命」により、今後は異業種から製造業の本丸への
参入が増えることは間違いない。なぜなら、① 3
次元（3D）プリンターなどの工作機械が小型化し、
安価になった、②ネットを使って多くの人がアイ
デアを交換しながら共同で機器などの試作品を開
発する仕組みができた、③ネットで設計データを
送れば、希望のデザイン通りに立体造形物を作成
してくれるサービスも登場した、④製品開発に必
要な資金を広く一般から募集する仕組み（クラウ
ド・ファンディング）ができた、といった環境が
整ったことで、個人や異業種がものづくりに参入
するハードルが低くなっているからだ。

異業種間競争の時代をどう生きるか
─危機感と意識転換が必要

このように、あちこちで次々と異業種間競争が

12  米ネット決済大手のペイパルも 2012 年から日本でスマホ決済の事業を開始している。
13   名目個人消費に占めるクレジットカードショッピング利用額（出所：クレジット協会「日本の消費者信用統計（2013 年版）」）の

割合。米国では 30％超、中国では 40％超、韓国では 50％超とされる（英ユーロモニターインターナショナルによる）。
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起こる時代を、私たちはどのように生きればいい
のだろうか。

異業種間競争の活発化は、生活者側、ユーザー
側にとっては、従来よりも安くて便利で快適な製
品・サービスが使えるようになるというメリット
がある。

これに対し、供給側企業にとっては大変な時代
がやってきた。うかうかしていると、別の業界の、
自社とは全く違ったタイプの企業に突如競争を挑
まれて、顧客を奪われかねない世の中になった。
既存商品から新型商品への置き換えを伴うイノ
ベーションが起こった場合には、これまで自社が
手がけてきた製品やサービスの存在意義すら揺ら
ぎかねない。

このような時代を生き抜くために、企業が取り
組むべき課題を四点指摘したい。

まず第一に、あらゆる業種の境界が揺らぎつつ
あることを認識し、危機感を持つと同時に、意識
転換を図る必要がある。

以前は、流通業、IT 企業、製造業がそれぞれ別
の業界ですみ分けていた。しかし今日では、例え
ばアマゾンは流通業であると同時に、クラウド
サービスを提供する IT 企業、さらには Kindle な
どの製品を開発し提供するメーカーとしての顔も
持っている。もはや従来型の業界区分や同業他社
分析が意味を持たなくなったことが分かる。

異業種間競争が当たり前の時代には、企業が思
わぬライバルの出現によって既存の地位を脅かさ
れる恐れがある。これは同時に、自社が新たなア
イデアを生み出し、業種の境界を越えた競争を仕
掛けることが容易になったということでもある。
境界線の消滅と新たな敵の侵入におびえるばかり
でなく、自分が攻めに転じ、業界の垣根を越えて
成長することを考えるべきだ。

不可逆的に揺らぎつつある業種の壁や既存の秩
序にこだわり、しがみつくのは無益である。環境
変化を認識して、自ら壁を越えて新たな挑戦をす

ること、変化を恐れるのでなく、変化を楽しむこ
とが必要だろう。

失敗を恐れずリスクをとる風土、
顧客起点の発想

第二に、小さな失敗を恐れずリスクをとる風土
を醸成することが大切だ。

これまでの業界の壁や秩序を破壊して、未踏の
地で前例のないことに取り組む場合、多少の試練
や失敗に直面するのはつきものである。それを前
提にリスクをとり、失敗を許容し、失敗の経験に
学び教訓を得て、再度挑戦する企業文化を育てる
ことが求められる。

米国シリコンバレーのパロアルト研究所のス
ティーブ・フーバー CEO は、日本経済新聞のイ
ンタビューで、日本のイノベーション環境につい
て次のように述べている 14。「日本は『次につなが
る上手な失敗』を学ぶ必要がある。リスクをとっ
て実験と失敗を繰り返して初めてイノベーション
は生まれる」。肝に銘じるべき言葉だと思う。

第三に、従来の業種の境界や事業定義が破綻し
再編成を迫られるような事態が生じる時代には、
既存の市場や技術、資源は必ずしも経営戦略を考
える際の前提にはならない。このような時代には、
顧客の立場になって、顧客が求める利益は何かを
探求することが、戦略判断のよりどころとして、
これまで以上に重要になるだろう。
「自社の商品に適した顧客は誰か」という発想で

はなく、「顧客が次に求める利益は何かを探り、顧
客の根本的な欲求を満たす方策を考える」ことが
最重要の経営課題といえよう。

異業種に学ぶことの重要性
第四に、異業種間競争の時代には、企業は広い

視野から世の中を観察し、他産業の動向を注視し、
研究することが重要となることを指摘したい。

異業種に注目することがなぜ重要か。もちろ

14  日本経済新聞、2013 年 10 月 9 日朝刊。
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ん、潜在的な競争相手を早期に発見し、彼らとの
競争に備えて自社のとるべき戦略を考えるためで
あるが 15、理由はそれだけではない。

他の業種の事例を学ぶ中から、自社のとるべき
方針や戦略のアイデアや、同質的競争を抜け出す
ための新たな事業モデルを着想するヒントなどが
得られる可能性があるからだ。

自分たちの業種では解決できていないこと、思
いついていないことが、他の業種では問題なく解
決していたり、発想できていたりすることがよく
ある。そうした異業種の事例を学び、アレンジし
て自社の事業に移植することで、改善や革新を実
現することができるはずだ。

異業種企業のやり方を取り入れてビジネスモデ
ルのイノベーションを実現した事例は多い。三つ
ほど紹介してみよう。

① 世界最大の小売企業、ウォルマートは小売業
界で最初にサプライチェーン管理を自動化し
た会社だが、同社はバーコード技術を食料
チェーン店業界から導入した。もともとは商
品の生産に使われていた技術だが、同社はこ
れを購買パターンの分析にも活用した 16。

② 家具とインテリアのチェーン店、ニトリは、
近年、自社の事業モデルを「製造・物流・小
売業」と表現している。この事業モデルの礎
を築くに当たって、同社は米国の小売業界の
動向から多くを学んでいる。米国型のホー
ム・ファニシング・ストア（HFS）へ業態転
換する方針を決め、「日本初の HFS」の構築
を宣言し、自社の事業ドメインを「わが国初
のトータルな住生活提案企業」と規定した。
また、同社は、品質管理面では自動車メー
カーを手本とし、ホンダの生産管理の専門家
をスカウトし、提携工場の生産・品質管理の

指導をさせている 17。
③ 楽天バスサービスの高速ツアーバスビジネス

は、元ホテルマンの経営者（空室管理の専門
家）が高速ツアーバスを「動く居室」に見立て、
ネット上で予約・販売するポータルサイトを
始めたものである。ホテル業界で普及してい
たレベニュー・マネジメントという手法（需
要を予測して価格を変化させながら、販売量
と販売単価の積である収入を極大化する管理
手法）を高速ツアーバスに導入した 18。

「自分の業務に関係ない記事は読まない」で
いいのか

楽天バスサービスの例のように、独自のビジネ
スモデルの構築に成功した事例では、異業種での
勤務経験のある人材が開発または起業したケース
が多い。このことは、業界の常識や固定観念にと
らわれない発想で事業を考えることの重要性を物
語っている。異業種事例を研究することの意味も
ここにあるといえよう。

とかく現代のビジネスパーソンは忙しい。新聞
やビジネス雑誌の記事などは、自分の仕事に直接
関係のある分野以外は一切読まないという人も多
いだろう。

だが、本稿で述べたように、今や業種の境界線
が消えつつあり、一見自分の業界や仕事に関係の
なさそうな領域の動向こそ、実は自分のビジネス
にとって有益な情報であることが多い。広い視野
から業種を問わず産業の動向にアンテナを張り巡
らせ、自分にとって重要な情報を見抜く感度を磨
くことが大切だ。
「ヨソの業種のことなど気にしている暇はない」

と言っている企業は危ういのではないだろうか。

15  将来自社の恐ろしい競争相手になりそうな企業と賢く提携するという選択肢もある。
16  オーデット・シェンカー著、井上達彦監訳、遠藤真美訳（2013）『コピーキャット』による。
17  矢作敏行編著（2011）『日本の優秀小売企業の底力』を参考にした。
18  山田英夫（2012）『なぜ、あの会社は儲かるのか？ ビジネスモデル編』による。

経済・産業




