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Point
❶  最近、異業種とのコラボレーション（協働）によって新たな価値の創出を図る企業の動きが活発化

している。
❷  コラボレーションが増加した背景には、①コモデイティ化の速度が速まったため、製造業企業は「モ

ノからコトへ」の発想転換が必要になったこと、②「つながる経済」化が進み、異業種間競争が頻
発する時代になったこと、という二つの潮流がある。

❸  自社単独の力ではイノベーションを実現できない場合が増え、コラボレーションによるイノベー
ション創出が企業に必須の技能になりつつある。

❹  歴史をひもとけば、異なる業種・分野の知識の導入、応用によって革新が生まれたケースが数多く
見られる。

❺  異業種とのコラボレーションによってイノベーションが生まれやすい理由の一つは、業界の常識や
慣行にとらわれず、自社のビジネスを広い視野から俯

ふ

瞰
かん

して捉え、自社がいる階層の上位の階層ま
で意識することができるようになる点が挙げられる。

❻  異業種間のコラボレーションには、「業界の常識は他業界の非常識」というギャップを埋める形で
新結合が生まれ、イノベーションにつながるというメリットがある。

コラボレーションでイノベーション創出を
目指す企業

最近、異業種とのコラボレーション（協働）に
よって新たな価値の創出を図る企業の動きが活発
になってきた。図表 1 に 2014 年に見られたコラ
ボレーションの事例をいくつか掲げてみた。

単なる異業種企業間や産学官の連携であれば、
以前から広範かつ精力的に行われており、特に珍
しいものではない。しかし、最近の連携の事例は、
漠然とした提携や共同作業、単なる協業や分業で
はなく、創造性を志向しているものが多い。自前
主義の自社開発にこだわることなく、その時点で
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図表 1　最近の異業種企業間のコラボレーション事例

出所：各社リリース資料、各種新聞記事より作成

企業名 取り組み内容

トヨタ自動車

カーナビ向けアプリ開発環境を外部企業に公開する戦略
にかじを切る。また、ITの技術者確保のため、マイクロ
ソフトやセールスフォース・ドットコムなどのIT企業と
の連携を進める。

東海ゴム工業

九州大学、九州大学病院と共同で、センサーで感知した
体圧情報に基づき、気泡緩衝材の高さを自律的に調整
し、体圧を分散させることで床ずれを防止するマットレ
スを開発。

積水ハウス

東芝、ホンダと連携し、次世代環境住宅の実証ハウスを
さいたま市に建設。同社はさらに、ロボットや医療用機
器などを得意とするベンチャー企業であるマッスルと連
携し、住宅内でのロボット活用の研究開発に着手。

日本交通
（タクシー
国内最大手）

電子機器の企画開発・製造を手掛けるジェネシスホール
ディングスと資本・業務提携し、両社の協業により、単
なる移動を超えたサービスの実現を図る。

東レ NTTと共同して、着るだけで生体情報の連続計測を可能
とする機能素材「hitoe」を開発、実用化。
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一番強い要素技術を持つ相手と連携し、それを自
社の強みと組み合わせて新たな価値をつくり出す
ことを目指す企業が増えてきた。

コラボレーションを、「単なる分業や協業ではな
く、各構成員が個性や自律性を発揮し、その相互
作業がもたらす創造性を意図的に発現させようと
する共同作業」と定義するとすれば 1、近年はこ
の正確な意味のコラボレーション事例が増えてき
た印象がある。また、異業種間や、製造業とサー
ビス業との間のコラボレーションの事例が目立つ
ようになってきた。

今なぜ、異業種とのコラボレーションによって
イノベーションを起こす（新たな価値の創出を図
る）動きが活発化しているのか。本稿では、その
背景を昨今の企業を取り巻く環境やグローバル競
争の構図の変化を踏まえつつ考察してみたい。

見逃せない二つの潮流
コラボレーションの増加の背景には、重要な二

つの潮流があることを見逃してはならない。その
一つは、コモデイティ化の速度が速まったため、
製造業企業は「モノからコトへ」の発想転換が必
要になったことである。もう一つの潮流は、「つな
がる経済」化が進み、異業種間競争が頻発する時
代になったことである。そして、これら二つの潮
流を引き起こした背景には、「新興国の台頭」と「IT

（情報技術）の発達」という二大要因がある。
二つの潮流が生まれたメカニズムを図解する

と、図表 2 のようになる。

「コモディティ化の罠」回避のため
「モノからコトへ」の発想転換

コモディティ化（汎用品化）とは、ある製品が
機能や品質などで差別化を図ることができなくな

1  深谷昌弘・慶應義塾大学総合政策学部教授「未来を創出する共同の営み：コラボレーションとは何か」の定義を参考にした。

【 新興国の台頭 】

主戦場が新興国にシフト

【 ＩＴ（情報技術）の発達 】

ＩＴ革命

新興国企業が競合相手に

最先端製品でも短時間で
コモディティ化（汎用品化）

する時代に

デジタル化、モジュール化の進展 デジタルものづくり革命

つながる経済

異業種間競争が頻発・激化

製造業とサービス業の境目の消失

「モノからコトへ」の発想転換

先進国製造業は生き残りのため「高度製造業」を指向

製造業はITを活用したネットワーク化やサービスとの融合を指向

「製造業のサービス業進出」と「サービス業のモノ進出」の同時進行

Ｍ２Ｍ（Machine to Machine）
ＩｏＴ（Internet of Things） 

従来不可能だったビジネスモデル
が実現可能に

製造業への参入障壁が低下模倣の容易化

図表 2　コモディティ化の速度アップ、異業種間競争の頻発が起こった背景

出所：東レ経営研究所作成
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り、あたかも日用品のように低価格をもってしか
差別化できなくなる現象のことである。どんな製
品でもコモディティ化するのは今に始まったこと
ではないが、近年はコモディティ化するスピード
が昔に比べて劇的に速くなった。その理由は、IT
の発達とデジタル化、部品のモジュール化の進展
で、模倣が容易となり、日本メーカーが高付加価
値製品を開発しても、すぐに新興国メーカーが、
似たような製品を大量生産することが可能になっ
たからである。

この結果、日本企業が世界に先駆けて高機能製
品の開発に成功しても、驚くほど短期間のうちに
コモディティ化して価格競争の世界に陥り、日本
企業が長年の開発に費やした費用を回収して利益
を出すことができなくなった。

このような「コモディティ化の罠」に陥って「技
術で勝っても事業で負ける」展開になるのを回避
するための方策として、「モノからコトへ」の発想
転換が注目されるようになった。すなわち、製品
を中心に考えるビジネスから、製品という枠を超
えて価値創造を行うビジネス（サービス分野への
進出やソリューションビジネスなど）に転換する
製造業企業が増えてきた。

「つながる経済」化で
異業種間競争が頻発するように

IT の進化によって、アウトソーシング（外部委
託）が増え、部品のモジュール化が進展し、暗黙
知の「形式知」化が進んだ結果、ものづくりは簡

単に模倣できるようになり、新規参入のハードル
が下がった。

さらに、3D プリンターなどの工作機械が小型
化・低価格化・高度化したことを背景に、「デジタ
ルものづくり革命」と称される動きが始まってお
り、従来は参入障壁が高かった製造業分野に誰で
も（個人でもベンチャーでも非製造業でも）参入
しやすくなってきた。

また、コンピュータとインターネットの進化に
より、「つながる経済」化のレベルが上がったこと
で、IT を活用して従来不可能だったビジネスモデ
ルが実現できるようになった。
「M2M（Machine to Machine：機器間通信）2」「IoT

（Internet of Things：モノのインターネット）3」
という新語が注目を集め、あらゆるモノや場所に
センサーが搭載され、あらゆるハードウエアがイ
ンターネットにつながる時代が到来している。こ
れにより、今まで存在しなかったビジネスモデル
が着想、考案される可能性が増大した。

これらを背景に、製造業において異業種間競争
が従来よりも頻発、激化するようになった。これ
に伴い、産業のネットワーク化が進展し、「製造業
のサービス業進出 4」と「サービス業のモノ進 
出 5」が同時に進行し、製造業とサービス業の境
目は次第に消失しつつある 6。

先進国企業は生き残りをかけて
高度製造業への進化を目指す

前述した二つの潮流の中で、先進国の製造業

2  機械同士が通信ネットワークを介して情報をやり取りして高度な制御や動作を行うシステム形態。
3  一意に識別可能な「もの」がインターネット／クラウドに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組み。
4   製造業企業が単なるモノ売りではなく、サービス分野（保守・管理、リース・レンタル等）に乗り出し、「コトを売る」ことで、

継続的な利益の獲得（経常的なキャッシュ流入）を実現する事例が、近年増加傾向にある。リコー、栗田工業、日立造船、三浦工業、
堀場製作所など、この事例は枚挙に暇

いとま

がない。
5   最近、インターネット業界の「IT の雄」がハードウエアの内製に乗り出す動きが目立っている。グーグルはアンドロイドでスマ

ホやタブレット端末の OS に関わり、「ネクサス 7」ではハードウエア製造に関わった。さらに同社は、2013 年末以降、ロボット
ベンチャーを次々と買収し、次世代ロボットの開発を進めている。また、アドビシステムズはクラウド経由のソフトウエア提供
が本業だが、2014 年、同社初のハードウエアとなるデジタルペンと定規を米国で発売した。

6   異業種間競争の増加に関する詳細な説明については、拙著レポート「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−」（「経営センサー」2013 年 11 月号）をご参照ください。
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は、従来のようにモノ（ハードウエア）の高度化
だけに注力していたのでは、あるいは製品や部材
の単なる製造・供給者の立場にとどまっていたの
では、グローバル競争に勝てなくなりつつある。

先進国の製造業が競争優位を維持するには、バ
リューチェーン（価値連鎖）の中で自社が主導権
を握る仕組みを構築し、稼ぐ力を備えた高度製造
業に進化する必要がある。そのための有効な方策
としてしばしば採用されるのが、IT を活用して
ネットワーク化、ソフトウエアやサービスとの融
合を指向するアプローチである。これは、とりも
なおさず、M2M や IoT を活用した新しい事業モデ
ルを自らが仕掛けていくことにほかならない。

このように IT を活用して高度製造業へと転身
しようとしている企業の例を、図表 3 に掲げた。
同表中に記載したコマツとシスメックスは、M2M
や IoT という言葉ができるずっと以前から（GE
よりも早くから）、IT を活用したネットワーク化
やサービスとの融合により独自のビジネスモデル
を築き上げている先進的な日本企業として注目に
値する。

製造業企業がこうした IT を活用したネット
ワーク化を進める上で必要な機能を全て自前で用
意するのは、非現実的であろう。自社に足りない
機能を外部との連携で補うことは当然の選択とい
える。

なぜコラボレーションが重要か
そもそもコラボレーションがビジネスの成功の

カギを握るようになった背景には、自社単独の力
ではイノベーションを実現できないケースが増え
てきたという現実がある。

1991 年にノーベル経済学賞を受賞したロナル
ド・コースが提唱した「コースの定理」によれば、
企業は市場から調達するよりも社内で行う方が取
引コストが低い場合のみ拡大する。近年はイン
ターネットの普及など IT 革命の進展により、さ
まざまなサービスの取引コストが低下したため、
コースの定理が働き、企業組織は縮小し、機能分
離が進む傾向がある。

このため、企業がイノベーションを成し遂げる
際に、他社とのコラボレーションが必要になる
ケースは必然的に増えている。

特に、今後市場の成長が期待される分野である
ウエアラブル次世代デバイス、医療機器、介護ロ
ボットなどは、さまざまな要素（多様な技術、ハー
ドウエアとソフトウエア、機械と人など）を組み
合わせ、すりあわせていかないとイノベーション
が起こせない。必要な全ての技術を 1 社が握って
いることはありえないから、コラボレーションが
不可欠である。

ましてや、企業が最近の潮流に対応して、モノ
からコトへと発想を転換して新たな価値創造を

図表 3　先進国企業の高度製造業への進化の事例

出所：各種資料をもとに筆者作成

社名 内容

米 GE

「製造業シフト」を強化し、「インダストリアル・インターネット」戦略を推進中。例え
ば、航空機エンジンや医療機器などの産業機器に多数のセンサーを搭載し、ネット経由で
ビッグデータを収集・解析・活用することで、運用効率の向上、新たな価値の創出、新製品
の改良等につなげようとしている。

米トレイン

米国の老舗企業で世界100カ国以上で事業展開する業務用空調設備会社。M2M（IoT）を活
用して事業モデルを転換。以前は空調設備というハードウエアを売るビジネスモデルだった
が、今は納入した空調設備にセンサーを埋め込み、通信可能にし、稼働状態をインターネッ
ト上で管理できる状態にし、使い方支援や保守・管理などのサービス料を得るビジネスモデ
ルに転換。

コマツ
自社の建設機械の中に埋め込まれたGPSやセンサーによって車両の稼働状況などのデータを
収集・送信する「コムトラックス」と呼ばれるシステムを導入し、顧客のコスト削減や生産
性向上につなげている。

シスメックス
血球計数検査分野で世界トップの医療機器メーカー。顧客の分析装置とカスタマーサポート
センターをネットでつなぎ、装置の状態をリアルタイムで監視し、顧客が気づく前に装置の
異常を察知し対応する、独自のネットワークサービスを提供。

今なぜ異業種コラボレーションなのか
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図ったり、IT を活用した高度製造業の事業モデル
を構築したりするには、他社とのコラボレーショ
ンがこれまで以上に重要になってこよう。「仕組み
づくり」の勝者が持続的競争優位を手にする時代
となったため、自社単独の力ではイノベーション
を完遂できないケースが増え、外部とのコラボ
レーションにより仕組みを整備することが必要に
なったからである。

企業の競争力の源泉が、その企業単独ではな
く、周辺の多種多様な企業が参画して織り成され
た仕組み（エコシステム）に宿るケースが増えて
いるとの指摘もある 7。今や、コラボレーション
によるイノベーション創出が企業に必須の技能と
なったといっても過言ではないだろう 8。

異業種の知識の導入から革新が生まれる
同業他社ではなく、異業種の企業とのコラボ

レーションにはどんなメリットがあるのだろうか。
イノベーションは、自社と異質性の高いパート

ナーと組む方がより大きな成果を期待できること
が古くから知られている。
「馬車を何台つなげても鉄道にはならない」これ

は、経済学者のシュンペーターが、イノベーショ
ンを説明する際に引き合いに出した例えである。
鉄道は、それまで存在していた馬車と蒸気機関を
組み合わせることで誕生した。異なる分野の既存
技術を組み合わせる「新結合」によって、経済社
会に大きなインパクトを与えるイノベーションが
起こったのである。

歴史をひもとけば、異なる業種・分野の知識の
導入、応用によって革新が生まれたケースが数多
く見られる。

生命科学分野における世紀の大発見である「遺
伝子の二重らせん構造」は、生物学者ジェームズ・
ワトソンが、物理学の研究所に滞在中に、物理学
の世界では常識だった技術（物質内部の構造を分
析するエックス線解析技術）と出合ったことで生
み出された。異分野の知識や技術が出合うことで、
画期的な研究成果が生まれたのである。

ビジネスの世界では、異業種のやり方を学ぶこ
とで、イノベーションが生まれた事例が多い。

例えば、米ウォルマートがサプライチェーン管
理に導入したバーコード技術は、食料品チェーン
ストア業界で商品の精算に使われていた技術を応
用したものであった。

また、1903 年にフォード自動車会社を設立した
ヘンリー・フォードは、互換性部品の重要性に気
づき、互換性部品を効率よく大量に製造するため
に、当時自転車業界で開発されていたプレス加工
の技術を導入した。ここから、薄い鋼板を型に合
わせ、大きなハンマーを落とすことで一挙に加工
するやり方が生まれた。さらに、フォードが開発
したベルトコンベアを使った「流れ作業」による
自動車組み立て工程は、食肉解体業などで以前か
ら存在した同様の作業からアイデアを思いついた
ものだという 9。

同様に、トヨタの生産システム「ジャスト・イン・
タイム」も、無から創造されたものではなく、同
システムの基本である後工程引き取りは、米国の
スーパーマーケットにヒントを得たものであっ
た。また、作業者の多工程持ちという特徴は、自
動織機をもつ紡織工場の慣行を自動車の生産現場
に持ち込んだものとされる 10。

7   椙山泰生、高尾義「エコシステムの境界とそのダイナミズム」（『組織科学』vol.45）、日本政策投資銀行「競争力強化に関する報告書」
2013 年 8 月 など。

8   IBM が実施した 765 社調査（2006）によると、「企業構造において外部との連携やパートナーシップに熱心な企業の業績が高い」
ことが示されている。コラボレーションの成否は企業業績にも影響を与えることが分かる（「今こそイノベーションを実現するた
めに：The Global CEO Study 2006」 IBM ビジネスコンサルティング サービス株式会社）。

9  橋本毅彦『「ものづくり」の科学史』（2013）
10  原田勉『イノベーション戦略の論理』（2014）

経済・産業
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異業種とのコラボレーションのメリット
これらの歴史的事例を見れば、イノベーション

を起こすには、自分の専門分野以外への目配りが
重要であることが明白である。自分が見ていな
かった世界にも目を配ることが活路を開く。異業
種とのコラボレーションに期待が集まる理由はこ
こにある。

異業種とのコラボレーションによってイノベー
ションが生まれやすい理由の一つに、既存の業界
の常識や慣行にとらわれた（凝り固まった）視点
ではなく、自社のビジネスを広い視野から俯瞰し
て捉え、自社がいる階層（レイヤー）の上位の階
層まで意識することができるようになる点が挙げ
られる。

人は全く新しいものに出合ったとき、既に知っ
ている類似のものとの対比だけで思考してしまう
傾向がある。電話は登場当初、「話す電報」と呼ば
れていた。自動車は「馬なしの馬車」だった。携
帯電話は「持ち運び可能なコードなし電話」の位
置づけだった。それらが後に多様な用途で進化を
遂げ、社会を変えていく姿を想像できた者はいな
かった。

新技術の秘めたる可能性や既存の役割を超えた
上位の概念にいち早く気づき、未来を先取りした
製品や事業モデルを構想する上で、異業種とのコ
ラボレーションは重要な手法といえるだろう。

自分の属する組織や業界の常識に染まり、目の

前の問題を取りあえず解決することに忙殺されて
いると、上位概念を構想することが難しくなり、
多層化が進む産業において未来を見据えた事業モ
デルの開発ができなくなる。

こうした事態を避けるためには、異業種との連
携やコラボレーションを強化することや、多様な
業種の顧客との接点を増やすことなどにより、自
社のコア人材が常に岡目八目の視点を持てる仕組
みをつくることが求められる。

イノベーション人材の要件と
異業種コラボレーション

イノベーション研究の第一人者であるクリステ
ンセンらの調査研究によれば、創造性に富むビジ
ネスリーダー（偉大なイノベーター）には、共通
の特徴があるという 11。それは、①関連づける
力、②質問力、③観察力、④ネットワーク力、⑤
実験力、という「五つの発見力」である（図表 4
参照）。

これら五つの発見力は持って生まれた資質では
なく、実践を通じて開発・強化することができる
とクリステンセンらは主張している。

異業種とのコラボレーションを推進すること
は、イノベーション人材の要件ともいえる「五つ
の発見力」の中の①（関連づける力）と④（ネッ
トワーク力）を実践の場で鍛えることに直結する
と考えられる。

11   クレイトン・クリステンセン、ジェフェリー・ダイアー、ハル・グレガーセン『イノベーションの DNA　破壊的イノベータの
5 つのスキル』（2012）

図表 4　イノベーションを起こす人々に共通する能力

出所： クレイトン・クリステンセン、ジェフェリー・ダイアー、ハル・グレガーセン『イノベーションのDNA　破
壊的イノベータの5つのスキル』（2012）をもとに作成

5つの発見力
①関連づける力 普通の人が無関係だと考える分野・領域の問題やアイデアをうまく結びつける力
②質問力 物事の探求につながる、よい質問を発する力

③観察力 周囲の世界や潜在顧客の行動を注意深く観察することを通して、革新のもとになる洞察やアイ
デアを得る力

④ネットワーク力 多様な背景や視点を持った人達との出会いを精力的に求め、多様で幅広いネットワークを通じ
てアイデアを見つける力

⑤実験力 失敗を恐れず、常に新しい実験に挑み、新しいアイデアを試し、様々な仮説を検証する力

今なぜ異業種コラボレーションなのか
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医工連携が有効な理由	－	
業界の常識は他業界の非常識

最近、これからの成長分野と目されている医療
機器の分野で、医工連携を促進しようという政策
が進展しつつある。医工連携とは、医学従事者と
工学従事者との間の連携を深めることにより、医
療機器や医療サービスの高度化を目指す取り組み
である。

医工連携が注目されている理由は、製造業で広
く活用されている技術や知見が医療機器のイノ
ベーションにつながるとの期待があるためであ
る。この医工連携は、まさに本稿で見てきた異業
種コラボレーションによるイノベーション創出を
狙った取り組みにほかならない。

専門誌のインタビュー 12 で、自治医科大学附属
さいたま医療センター臨床工学部技師長の百瀬直
樹氏が、医療現場から見たものづくり企業に対す
る期待について、次のように語っている。
「（圧力センサーを例に挙げると、）医療機器でも

血圧測定や体内の内圧測定など圧力センサーは随
所に使われています。これらは高価で繊細。その
割に計測精度はさほど高いわけではありません。
一方、自動車などに使われている圧力センサーは、
幅広い温度範囲で作動して高い信頼性が要求され
ます。でも量産品で価格は低い。こうした製造業
では当たり前の技術は、ちょっとした工夫で医療

機器にすぐにでも転用できるのではないでしょう
か。つまり、一般産業用としては珍しくない技術
も、医療機器にとっては安くて高性能なイノベー
ションともいえる技術になり得るのです」
「（製造業向けと医療機器向けの間にはハードル

があるのではとの質問に対し、）医療業界の人は“汎
用製品なんて医療機器には使えない” と思い、製
造業向けの製品を開発しているメーカーは “工業
用だから医療機器には使えないだろう”と考える。
双方とも高いハードルがあると思い込んでいるだ
けという気がします」

これは、製造業の当たり前が医療現場では驚き
のブレークスルーにつながる可能性を示唆した発
言である。異業種間のコラボレーションには、「業
界の常識は他業界の非常識」という認識ギャップ
を埋める形で新結合が生まれ、イノベーションに
つながりやすいというメリットがあるという認識
のもと、そのメリットを積極的に取りにいく意志
がうかがえる。

このように異業種コラボレーションを戦略的に
活用することでイノベーションを促進することが
可能な領域は、医工連携に限らず、他の産業分野
でも数多く存在するに違いない。日本において広
範な分野で異業種間のコラボレーションが活発化
し、数多くのイノベーションが生まれることを期
待したい。

12   日経テクノロジー・オンライン 2014 年 9 月 29 日「インタビュー：製造業の当たり前が医療ではイノベーションに --- 臨床工学
技師の百瀬氏に聞く」
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