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1．夢、ヒラメキ、根気から生まれたイノベーション

イノベーションが生まれるきっかけはいろいろ

ある。例えば、人々の夢を実現する研究から新幹

線が登場したし、日常の風景からヒラメキを得て

宅配便が誕生した。また、研究を続けていくうち

に予期しない別の結果が生まれ、イノベーション

につながったこともある。サービス業も視点を変

えればイノベーションが生まれやすい分野である。

（１）人々の夢を実現した新幹線

鉄道輸送業は、150 年以上の歴史を持つ古いイ

メージの産業である。欧米では遠距離輸送は主と

して航空機に取って代わられ、近距離輸送は自動

車と市場を分け合っている。とりわけ中長距離輸

送としての役割は、大きく低下したかに見える。

しかし、わが国では中長距離でも鉄道輸送は依然

として大きな役割を果たしている。国土が狭く人

口密度が高いという固有の事情はあるものの、イ

ノベーションによって利便性が大きく向上し、さ

らに、輸送技術面だけでなく、サービス面でも近

年著しい変化が見られるからである。

1964 年に開通した「東海道新幹線」は、戦前

にあった「弾丸列車計画」が原点にあるが、こ

れは人々の夢を実現した典型的な例である。そ

れまで在来線特急で 6 時間 30 分要していた東京

―大阪間を、「半分の時間で」という期待を担っ

て開発が進められ、技術のブレークスルーを成

し遂げた。また、東京オリンピック開催前に照

準を合わせ、さらに、限界に達していた東海道

本線の旅客輸送力を一挙に改善したいというニ

ーズに合致したものであった。ただし、それは

従来の狭軌の延長線上にはない技術で、それま

で蓄積されていた技術陣のアイデアを駆使し、

開発されたものである。

こうしてイノベーションは生まれた③
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Point
1 人々の夢の実現に向けて研究を進めたり、基礎技術の応用を執拗に追い求める過程から、また、日

常の風景の中からヒラメキが浮かんだり、予想とは異なる結果から新製品、イノベーションが生ま

れることがある。
2 サービス産業は、一般的に製造業と比較して生産性が低いが、消費者の目線に立てば、イノベー

ションが生まれやすい宝庫でもある。
3 企業は、優等生的な人材を採用し育成するだけでなく、創造性、洞察力を持った人材を受け入れ、

また、組織の中では、自由な研究を認めることも必要である。
4 国には、イノベーションを起こしやすい環境整備が求められる。
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これによって新しい需要を創造しただけでは

なく、世界の中長距離鉄道輸送業界にも大きな刺

激を与え、ヨーロッパ、中国、台湾などで高速鉄

道網が建設される契機ともなった。さらに、現在、

実用化の計画が進められている超伝導リニアモー

ターカーは、東京―大阪間を 1時間で結ぼうとす

るもので、従来の鉄道輸送の発想を大きく転換す

るイノベーションである。

一方、鉄道輸送のサービス面でも、イノベー

ションは進んでいる。かつて、切符は有人窓口で

買い、ラッシュ時の改札口には多くの駅員が配置

されていたが、IT 技術の進歩にともなって切符

の購入は電子化され、また、改札は自動化される

など、サービス面でもイノベーションが日々進展

している。

（２）基礎技術の潜在需要の広がりを追求…液晶の例

表示素子の液晶は、1967 年にアメリカの RCA

社で技術開発されたが、その実用化には多くの難

点があり、各国の多くのメーカーが開発を途中で

諦めた技術である。しかし、わが国企業のシャー

プは、その技術のもたらす潜在需要の広がりを期

待し、執拗に研究を続けた結果、実用化・商品化

に漕ぎ着けた技術である。今日では、テレビ、カ

メラ、カーナビ、時計、ゲームなど多くの分野で

使われており、極めて用途の広い技術であったこ

とが証明されている。そうした意味で、このイノ

ベーションは IT 技術の基幹をなすものであり、

いわば、インフラ型のイノベーションと言える。

この例に見られるように、わが国では基礎技

術の開発は比較的少なく、応用技術的なものが多

いが、それでも執拗に研究を続け、画期的なイノ

ベーションを生み出している。また、こうしたイ

ノベーションは研究者個人から生まれるというよ

り、トップダウン的に広い視野から進められるこ

とが多い。

（３）同じ風景から何を見るか

「ニュートンは、りんごが落ちるのを見て万有

引力を発見した」という話は有名である。しかし、

これは、日頃、それについて深く考え、探求して

いたからこそ、日常のありふれた風景がヒント、

ヒラメキにつながったのである。イノベーション

を生み出す人も、一般の人と違った風景を見てい

るわけではなく、同じ風景を見てヒントを得るこ

とがある。

例えば、ヤマト運輸の小倉社長（当時）は、

日頃、個人向け配送の可能性について頭を悩まし

考えていた。そして、たまたま 73 年、マンハッ

タンで見た小口輸送の風景が大きなヒラメキにな

り、宅配便のヒントにつながった。最初、役員全

員は猛反対したが、それを押し切り宅配便のビジ

ネスを始めた。一方、同業他社はただ静観し、宅

配便ビジネスに参入しようとは考えなかった。儲

かるビジネスに見えなかったからである。ところ

が、5 年経って収益が上がると分かって、一気に

35 社が参入した。

このように、イノベーションを生む経営者は、

日頃、新しいビジネスを模索していたので違う風

景に見え、アイデアが浮かんだのである。

（４）エジソンのヒラメキと根気

「天才（Genius）とは、1％のヒラメキ（Inspiration）

と、99 ％の努力（Perspiration）の賜物である。」

というのは、エジソンの言葉として有名である。

エジソンにとって失敗することは当たり前であっ

た。電球の発明に取り組んだエジソンに対して、

友人が「1 万回も失敗したのに、よく平気だね」

と尋ねたのに対し、「オレは 1 回も失敗していな

いよ。うまく行かない方法を 1万も見つけたんだ」

（ヘンリー幸田『天才エジソンの秘密』講談社）

と答えたと言う。失敗を前向きに考え、根気よく

続けることもイノベーションには必要である。

もっとも、一般的には「99 ％の努力」が強調

されているふしがあり、エジソンは本音とややず

れた感じを抱いていたという。もちろん、「普通

の人は 2 ～ 3 回ですぐ諦めるが、99 回実験して

その後に発明することが多い」と努力重視を力説
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しているが、その「1 ％」のヒラメキも大事であ

り、そのため彼は大変な読書家であった。そして、

思いついたことを大学ノートで 3,500 冊以上もメ

モを取ったといわれている。そうした中から 1％

のヒラメキが生まれ、1,093 もの個人特許を得た

のである（和田和幸『快人　エジソン』日経ビジ

ネス人文庫）。

（５）別の価値に気付く「セレンディピティ」

何かを研究・探索しているときに、期待して

いるものと別の価値あるものを見つけることがあ

る。それには、単に「偶然」や「幸運」ではなく、

別の価値があると見つける「能力」「洞察力」が

必要である。これは、英語で「セレンディピティ」

（serendipity）といわれる考え方である。こうし

た例は、意外と数多くあり、イノベーションには

欠かせない。例えば、ノーベル賞を受賞した島津

製作所の田中耕一氏は、たんぱく質を壊さないで

イオン化させることに成功したが、これは実験中、

間違えてグリセロールとコバルトを混ぜてしま

い、捨てるのがもったいないとそのまま実験を続

けた結果発見したもので、いわば偶然から生まれ

た産物であった。しかし、それが有用と分かる能

力、洞察力が重要であり、それが「セレンディピ

ティ」と言われるものである。また、江崎玲於奈

氏の「トンネルダイオード」の発見も、実験中に

「こんなことがあり得るはずがない」という異常

な現象に対して、その実験を中止することなく、

逆に、「なぜだろう」と追究していく過程で発見

されたものである。

（６）既存の概念を覆す発想、組み合わせ技術

一方、現在の IT 技術の世界で起こっているも

のの中には、既存の概念を覆す発想のものが出て

きている。例えばインターネット上のサービスで

急速に拡大しているWeb.2.0 は、新技術というよ

りは、検索サイトやソフトウエア使用、広告ビジ

ネス、百科事典「ウィキペディア」など既存の技

術であるにもかかわらず、多数のユーザーが参加

し、その蓄積によって急速に価値を高めている。

イノベーションは、既存の概念を覆すところから

生まれるという典型である。

また、パソコンの検索技術は、現在は「グー

グル」のようにキーワードを入力する方式が主流

だが、関連する情報が大量に出てきて、必要とす

る情報になかなか辿り着けない欠点がある。「パ

ワーセット」方式は、それと異なる新しい方法で

ある。それは会話形式で入力し、入力者の欲しい

情報を汲み取って検索するので、早く欲しい情報

に辿り着けるという。このように、IT 技術は

日々進化しており、既存の技術があっという間に

陳腐化し、淘汰される可能性がある。

ハイブリッドカーは、既存の要素技術の組み

合わせであり、研究者の発想からは生まれにくい

技術である。同業他社の多くは、発表当初、過渡

期の産物に過ぎないと軽視したにもかかわらず次

第に広がっている。これは、トップダウン的な強

い指導力によって実現された技術である。

（７）アイデアの宝庫、サービス業

従来、サービス産業は、製造業と比べて生産

性の低さが問題とされてきた。しかし、今後のわ

が国経済は、少子高齢化で労働人口が減少し、こ

のままでは潜在経済成長力が低下する懸念があ

る。このため、GDP の過半を占めるサービス産

業の生産性が向上すれば、潜在経済成長力を引き

上げることに貢献できる。実際、小口輸送の宅配

便、小売業のコンビニ、書籍販売のアマゾンは、

生産性の低かった分野にイノベーションを起こし

た例である。このように、旧態依然のサービス業

界は、見方によってはイノベーションを起こせる

宝の山と考えられる。

製造業のイノベーションは、IT ・情報産業な

どのように、卓越した研究者・技術者に限られた

世界になった感があるが、サービス業はまだ素人

によるユニークなアイデア、発想の転換によるビ

ジネスモデルがイノベーションにつながることが

多い分野である。
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例えば、中古本販売のブックオフ（買い取り

は定価の 10 ％、販売は 50 ％、現社長は主婦でパ

ート出身）、写真館業のスタジオアリス（全員女

性店員で、子供写真に特化）、アミューズメント

のネクストジャパン（何をやっても 1時間 400 円）

などがその代表例である。

ただし、こうしたサービス業を生み出すにも、

イノベーション・マインドをもった人材が欠かせ

ない。

2．イノベーションと人材
（１）イノベーションを起こす人

イノベーションは、「常識と非常識のぶつかり

合った時に生まれることがある」（『井深大の世界』

毎日新聞社）と言われている。「非常識」という

言葉は、やや自虐的で、誇張された表現ではある

が、一般の人の発想とは異なるユニークなアイデ

アや、創造性、また、深い洞察力や観察力という

意味であり、それを持った人はイノベーションを

起こす貴重な存在である。

より具体的な例としては、以下の人が考えら

れる。

①環境変化を先取りできるセンスのある人

②シーズを見抜く力のある人（必ずしも発想

する必要はない）

③既存事業の将来性に対して強い危機感を持つ人

④常に現状に疑問・不満を抱いている人

⑤いつも常識とは違うユニークな発想をする人

⑥物事の本質を見抜く深い洞察力を持った人

ただし、アイデア、考え方、洞察力を持って

いるだけではイノベーションは生まれない。それ

がイノベーションに結びつくためには、実行力

（本人でなくても）が必要である。

例えば、以下がそうした例である。

①周囲を説得できる力のある人

②自ら行動する気概のある人

③失敗にめげず、何度もトライする人

④持続力、根気のある人

⑤タイミングを計る力のある人

⑥上司や周囲の人が反対しても考えたことを

貫徹する人

わが国の企業は、どちらかと言えば、同質的

で優等生的な人材を採用する傾向が強い。そうし

た中から研究開発人材を育成し、イノベーション

が生まれてきたと言える。ただ、今後は、アメリ

カのように、先天的に創造的な、ユニークな考え

方を持った人材を暖かく包みこむことも重要であ

る。こうした人材は、イノベーションを生む研究

者となる可能性をより強く秘めており、わが国で

も「出る杭を伸ばす」（「イノベーション 25 戦略

会議　中間とりまとめ」より）という意識改革が

必要であろう。

（２）創造的人材の育成

もちろん、普通の優等生でも社内教育や、訓

練によってイノベーション的な、創造的な能力が

身につく場合も多い。トヨタなどでは、社内教育

によってそうした可能性を持った人材が育成され

ている。

 業界 注目事例 サービスコンセプト 
 古本 ブックオフ きれいな中古本 
 写真館 スタジオアリス 子供写真城 
 アミューズメント ネクストジャパン 時間消費　1時間400円 
 葬儀 アーバンフューネス 感動葬儀 
 公営公園 アメイジングワールド 日本一きれいな砂場 
 ハウスクリーニング ベアーズ 家事代行 
 フィットネス ワークアウトワールド ワンツーワンのトレーニング 

図表 1 新しいサービス起業事例

出所：藤川佳則　カール・ケイ「生活起点のサービスイノベーション」 一橋ビジネスレビュー　2006 年 AUT号
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①トヨタ―常識はずれの自主的改善活動

トヨタの強みは従業員の改善提案である。現

場からの年間改善提案は 60 万件以上ある。提案

件数だけなら、トヨタ並みに提案数が多い企業も

あろう。しかし、トヨタのすごさは、そのうち、

提案の実行率が約 9割であることである。この意

味では、トヨタの経営は、トップダウン型だけで

なく、ボトムアップ型としても機能しており、

「変化し続ける集団」「明日の準備」をする経営と

言えよう。

そして、組織的に「言い出し屋、ヒラメキエ

ンジニア、コダワリ集団、説得屋」というそれぞ

れに適任の人材がいつの間にか「自主的」に現れ、

「仲間集団」をつくり、これまでの考え方を覆す

「常識はずれ」の活動で、世界が注目する「トヨ

タ生産方式」をつくり上げている。（柴田昌治

金田秀治『トヨタ式最強の経営』）

トヨタの社員は、巨額の利益にもかかわらず、

それに安住せず、常に危機感を持ち、将来を楽観

していない。そのために、いつも仕事に前向きに

取り組まざるを得ない雰囲気がある。もともとは、

普通の人間であったかもしれないが、トヨタに入

社していつの間にかトヨタの DNA が身につき、

常に改善を目指す人間になるようである。

②キヤノン―トップダウン型の決断

御手洗冨士夫会長は、96年の米国のパソコン事

業からの撤収を皮切りに、次々と不採算事業から

の撤退を決断した。パソコン、FLC（強誘電性液

晶）ディスプレー、電子タイプライター、光カー

ド、日本語ワープロ、光磁気ディスク、液晶用カ

ラーフィルターなどである。これによって社内に

改革の強烈な印象を与えるショック療法となった。

生産方式も、長浜工場を皮切りにコンベア方式

からセル方式へと変更、生産性を大きく引き上げ

た。ボトムアップ型では、コンベア方式の改善は

できても、セル方式への大転換は生まれなかった。

大きな改革を進めるには、トップダウンによ

る思い切った決断が不可欠なことが多い。もとも

と、キヤノンはボトムアップ型であったが、御手

洗会長の社長時代、事業の選択と集中を一段と迅

速に進め、生産性を引き上げることに成功した。

基本的な戦略は、資金・人材の集中化によっ

て独自技術でイノベーションを起こし、新しい市

場を切り開いていくことにある。創業以来の行動

指針は、「自発、自治、自覚」からなる「三自の

精神」で、新人のときから独自性ということを徹

底的に教育される。例えば、世の中が右と言えば、

キヤノンは左を向くなどである。これは、独創的

な研究を新製品につなげようという研究志向の姿

勢である。

③シャープ―創業者の精神を活かしつつ改善

創業者の早川徳次氏は、「シャープ・ペンシル」

を 1916 年、日米で特許をとって最初につくり、

その後も、国産ラジオ 1号、国産テレビ 1号など、

数多くの 1号商品を生み出した。そうした意味で

は、「日本のエジソン」と言われるように、「イノ

ベーション」に熱心な人であった。ただし、彼は

「人にマネされる商品をつくれ」を唱え、結果的

に「他社に真似される」ことになり、トップシェ

アを維持できなかった。

現在は創業者のイノベーション精神を尊重し

つつも、「オンリーワン」戦略へと軌道修正、創

業者の言葉に縛られない柔軟さを持っている。

町田会長は社長就任時、「液晶の次は液晶」と

いう経営戦略を表明したが、選択と集中により液

晶を中心に携帯、太陽電池などで「オンリーワン」

企業を目指している。研究テーマは、ボトムアッ

プ型だけでなく、トップダウン型もある。

探索・研究を行っている研究者、技術者に対

する最大の評価ポイントは、「オンリーワン」か

どうかで、独自技術を開発することを重視して

いる。

④先進企業は何が違うのか

いろいろな企業を訪問してヒアリングすると、

先進企業とそうではない企業との違いがより明確
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に見えてくることが多い。例えば、ある大手電気

機械企業は、これまで事業の選択と集中を進めて

きたと言われているが、依然、収益の低迷が続い

ている。その企業にとっての本当の強み、弱みが

何か、明確に分析できていないためではないか。

さらに、選択と集中のために、これまで続けてき

た事業の研究開発を中止しようとすれば、「OB

から文句が出るのでやめられない」と言う。また、

特許取得戦略に関しては、「コストがかかるので

あまり熱心に取得を行っていない」と言う。こう

した話を聞くと、上記の企業の人材育成策や、技

術に対する考え方などの先進性、特徴がより明確

になる。

（３）経営者、ミドルマネジメント層の教育―MOT

イノベーションはトップダウン的な発想から

生まれることも多い。したがって、イノベーショ

ン人材の教育・育成は、経営者、ミドルマネジメ

ント層にも必要である。MOT（Management of

Technology ）は、「技術経営」と訳されているが、

技術に立脚した企業は、持続的発展のために、技

術の持つ可能性をいかに見極め、それをいかに選

択し、事業化していくかが重要である。そのため、

そうしたマネジメント能力を教育によって育成し

ていくことがイノベーションに必要である。

（４）イノベーションを生む組織

イノベーションを生みやすい組織はどのよう

なものか。管理が優先し、自由度が低い研究組

織では、卓越したイノベーションは生まれにく

い。創造的な人材を自由に研究させることで、

素晴らしいイノベーションが生まれることがあ

ろう。しかし、企業は利益を追求することが使

命であり、野放図に研究開発投資を行うことは

許されない。自由に研究させつつも、統制、秩

序も必要である。

江崎玲於奈氏は、「素晴らしい発明、発見が生

まれるのはどのような研究環境か」という質問に

対して、以下のように答えている。

「最も好ましい研究環境を一言で言えば

“組織化された混沌”とでも表現されなければ

ならない。部分的に見れば研究者は自由奔放

に仕事を進めているので混沌としているが、

研究所全体としてはバランスがとれ、秩序あ

る状態を言う。同じことが企業にも通用する。

管理され過ぎの企業は融通がきかないので沈

滞する。各社員が自主的に能力を存分に発揮

できる職場がよい。この場合も部分的には混

沌、全体的には筋の通った体制が保持されれ

ばよい。」

（江崎玲於奈「私の履歴書」日本経済新聞

2007 年 1 月 26 日）

（５）ビジネスモデル型イノベーション人材

ビジネスモデル型のイノベーション人材育成

では、セブンイレブンの鈴木敏文氏は、毎週火曜

日に、全国のオペレーション・フィールド・カウ

ンセラー（OFC）を本社に全国から集めている。

OFC は、現場の店舗の経営指導を行うことが任

務の人たちである。ここで、鈴木氏は、どのよう

に仕入れし、販売するかのヒントを話す。OFC

は全国で 1,200 人、毎週集まれば、それだけでも

年間 30 億円以上の費用がかかる。しかし、鈴木

氏の話を直接、毎週聞くことは、それにも勝る効

果があるようである。こうした OFC 教育が、い

ずれ第 2、第 3 の鈴木氏を生み、ユニークなアイ

デアを生み出す土壌になろう。

「ブックオフ」「スタジオジブリ」などで見られる

ように、生活密着型のサービス業は、事業者の立場

だけでなく消費者の立場から見て、どうあれば便利

か、喜ばれるかという発想が必要である。経営者、

従業員がそうした目線で教育、訓練を受け、ビジネ

スを考えていけば、ビジネスと消費者の協創型の新

しいビジネスモデルを生むことができよう。

3．今後必要とされる国の取り組み
（１）イノベーション25

2007 年 2 月 26 日にまとめられた内閣府「イノ
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ベーション 25 戦略会議」の「中間とりまとめ」

では、「早急に取り組むべき政策課題」として、

以下の点が挙げられている。

（２）イノベーションを起こしやすい国に

国の役割は、企業や、人がイノベーションを

起こしやすいような環境を整備することである。

現在、アメリカに研究者が多く集まるのは、わが

国の環境・制度と比較して彼らにとって望ましい

環境だからである。また、アメリカに投資した方

がメリットは大きいからでもある。そうした点を

改善し、世界の研究者がわが国に集まりやすい大

学・研究所にすることも必要であろう。

また、「環境分野」等、わが国の得意分野の研

究開発に集中・特化することは資金的な効率を考

えれば理解できるし、重要である。一方、アメリ

カの軍事技術のように、市場がすぐに見えないた

めに、企業としては取り組みにくい分野に対し、

投資していくことも国の役割として重要である。

イノベーションを起こす魅力ある国づくりの

ために、各国のイノベーション政策を参考とし、

わが国としてどのような特徴、魅力を出していく

かも検討すべきである。

2025 年の日本が、どのような国になるかでは

なく、どのような国にしたいかがイノベーション

にとって重要である。

終わりに

イノベーションを生み出すために重要なこと

は、経営トップ、ミドルマネジメント層を含め

た「創造的な人材、洞察力のある人材の教育・

育成」である。アメリカや、中国と比べて同質

化社会といわれるわが国が、今後、イノベーシ

ョンを次々と生み出し、経済を活性化できるか

どうかは、そうした人材を供給できるかどうか

に懸かっている。
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