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1.日本型経営にイノベーションは可能か?
かつて高度成長期の日本は、安価なモノ作りから寓品質なモノ作りへと競争原理を変えると
いう貢献をグローバル経営に対し果たした.そして、乱品質と低コストを同時達成するための
競争優位の源泉となった経常手法が日本型経営であった。
高度成長を実現した日本型経営が競争優位を支えてきた競争原理は、同質的競争を如何に勝
ち抜くかということであった. (D短期的競争を捨て、長期的競争優位を追求するための企業間
関係と市場の組織化、 (り披争相手の顔が見える同質的娩争のため蛇争の域烈さ、 ③企業内外の
協働システムによる協別に集約される。これらの鏡争様式が薄利多売という言葉に代表される
シェア志向の経営原理となり、その結果として企業の行動様式を固定化して自由を欠く結果と
なった。
そして今、かつて壮界を凌駕した日本製品が新しい娩争者の挑戦を受け、日本企業は新たな
競争原理を模索している。強大な輸出国とあがめられてきた日本において、新たな輸出産業が
ほとんど育っていない】ことは危険な兆候である。俊敏な経営と起業家精神に富む米国型経営
は日本型経営には容易に移入できるものでは無いように見受けられる0
技術と市場の変化するスピードがすさまじく速くなったために、企業が変化に対応するため
に決定すべき要素が何であるかを見極めることが不確実となっている。急激な変化に対応し新
しいイノベーションを生み出すための新日本型経営は何をすべきかイノベーション・ポートフ
ォリオ・マネジメントによる解決法を提示する。
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2.イノベーションの変化と構造的問題
グローバル・メガコンペティションの時代では、新製品開発競争は殆ど同時的に行われる。
したがって、 1社のみが先行して創業者利益を得ることが難しい環境となっている0
図1は20世紀に発明された主要な技術が駐初に製品化されるまでの期間を図示したものであ
る0 20世記初頭に、 20年から30年要していた製品化期間が、近年のバイオ技術による遺伝子組
換え技術や液晶技術の製品化期間は3年にしか過ぎない。発明された技術が速やかに製品化さ
れる時代になってきたということは、研究開発の競争が極めて蟻烈となり、研究開発にスピー
ドが求められるようになってきていることを意味する。このことは得意なコア分野へ特化しな
い限り迅速な技術のキャッチアップやイノベーションを達成できにくいことを意味する。
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図1 20世鰍こ発明された主要技術と最初の製品が販売されるまでの期間(年)
原典:碓井は術の動向とII臥J'i!薙省. 1998
USA: Sociclyasa LearningSylc‖1、産剰真術史入門(日経新間ti)、科学技術史(日刊工業所l那上)、コ
ンサイス朴学年末(三省堂)等をもとに通産省作成
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研究開発競争が姑も蛾烈である医薬品産業ではコアへの選択と集中による生存が模索されて
いる。研究閲発費比率が対売上の8%強と極めて高く、 1製品あたりの研究開発費が3‑600倍
円もの高額を要するに至り、しかも研究開発期間が10年前後と長い上に、オリンピック競技の
ように上位2‑3番手までの新製品しか日の目を見ない程の過酷な研究開発競争時代に突入し
た医薬品産業に日本の産業に共通する悩みが凝縮されている。
図2にあるように、かつて産業発展の黍明期60年代には2番手の製品が出現するまでの間に
10年桜の独占期間があったものが、 80年代には5年を切るに至った。ところが、市度成長期の
終わった90年以降はスピードが加速し90年に2年を切るやいなや、 20位紀末までには4ケ月
程度の期間しか独占できない状態に至ってしまったO高度成長期が終わった時期に医薬産業に
限らずあらゆる産業でのイノベーションの戟争様式が異なってきたためであるo
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図2 イノベーテイブな医薬新製品の独占期間
別を'. Priccwaierhc‑useCoopers杜の調査(20α)年1 1月)

かつて日本の産業組織の協働システムがペスト・プラクティスとLIu・界の範として欧米で学
ばれ、 80年代後半には、日本流のペスト・プラクティスは米国企業により再定義され、サプラ
イチェーン・マネジメントやアウトソーシングやシックス・シグマといった経営手法を開発し
ていった。
ところが、日本企業が気づいたようにベスト・プラクティスは早晩ライバルにより模倣され
てしまうものであるo

しかもより深刻な事態として、産業内の全ての競争者が同じ次元で競い

合うという、競争の収故という現象を生み出したためであるlo

日本型経営を理想として発展

をEH旨した産業の蛇争力が実は限界に達し、陛界中が日本と同様の問掛二陥ってしまっている。
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イノベーションのための新日本型経営は何をするべきかはグローバルな経営課題となっている
のである。
これまで日本企業が得意としてきた組立型産業に典型とされた問題発見型のイノベーション
の方法は既に模倣されグローバルな同質化娩争が激化し、これからのイノベーションでの差別
化は組立型産業においてさえも、かつてマテリアル産業でのイノベーションの典型とされた目
標発見型イノベーションが求められている2。

表1イノベーションのために必要なコア能力と創造性発揮のための必須要因

産業

組立型
マテリアル型

イノベーションの型

必要なコア能力

創造性発揮のための必須要因

統合
特化

新結合
多様性

問題発見型
目標発見型

3.イノベーションのボトルネック
成功者はコアに特化し競争優位を継続し易いものである。ところが、成功を継続できないの
は何故であろうか?
イノベーションは表2にあるように、 2型に分類される2.3 技術推柑型イノベーションは技
術的視点から製品が優位なために明らかに現存市場を置換していく.勝者が妓争優位にありイ
ノベーションを起こし易い立場にある。この部分が最も日本型経営モデルで得意とする部分で
あった。
もう一つの市場椎得型イノベーションは市場的視点から新市場を開拓し独占的に新しい市場
に参入して創業者利益を得るイノベーションである.
このような2つのイノベーションに対し、勝者となっている企業の行動は、既存市場に対し
市場を置換する場合は促進的に行動し、市場を創造する場合は阻害的な行動に出る。

表2 イノベーションの型と促進・阻害関係

市場競争の型

技術獲得型

市場獲得型

優位化

差別化

市場浸透の型

市胤F':換

新市場創造

イノベーションへの行動

促進的

阻害的
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先述した過当な医薬品産業で市場の10%を占め最も大きな市場である降圧剤での、最後の新
降圧剤(アンジオテンシンIJ括抗剤: ATII)の開発の成否を分けた状況も全くこの通りであっ
m
ATIIに比較して技術的に劣位にあるACE阻害剤の世界売上上位IO杜について、 ATIIの開発
状況を分析した。表3に明らかなように、上位10社の内、 ATIIと類似の薬理作用を期待してい
るACE/NEP阻害剤1つを加えると、開発企業数は10社中、 8社である。市場で成功している
企業はやはり新製品開発でも圧倒的に有利であることは自明であるように見える。
ところが、世界市場でATIIとは直接競合するのではなく市場が異なるCaブロッカーの売上上
位10社について、 ATII括抗剤の開発状況を分析すると、表4に示したように、全く逆の結果と
なる。上位10社の内、自社開発のATIIをもつ企業は1社もない0
表3 1998年度における世界市場でACE阻害剤売上上位10社のAT Iり吉抗剤の開発状況
原典World Review 1999 (The Pharmaceutical Market) by IMS Health.

企業
MerckCo.
Zeneca

Bristol‑Meyers Squibb
Warner‑Lambert

市場シェア
31.0%
13.4%
10.7%
6.4%

欧米でのATII括抗剤の開発状況
Isl
5th (武田から導入)
41h & 1st of ACE/NEP阻害剤
No

Novartis

5.3%

Hoechst
servier
田辺
再有

3.8% 3rd (SKBから導入)
3.7% 2ntl of ACE/NE阻害剤
1.9% 無し
1.8% 1st (Merckの日本子会社)

三共

2nd

1.7%

(Caあり導出)

表4 1998年度における世界市場でACE阻害剤売上上位10社のAT

括抗剤の開発状況

原典World Review 1999 (The Pharmaceutical Market) by IMS Heallh.

企業
Pfizer

Bayer

Hoechst
Astra

市場シェア

ArII括抗剤の開発状況

33.9%

12.8%

No

No

9.0% 3rd (SKBから導入)
3.7% 5Ih (武田から導入)

Basf

2.7%

No

Monsanl

2.4%

No

協和発酵
山之内製薬
武田薬品
Novartis

2.2%
2.0%
2.0%
2.0%
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No
No
91h (Astraへ導出)
98年に合併により人手(2nd)

市場創造型のイノベーションで成功すれば、別の市場が得られるのであるから、税極的に進
めない理由は無い。ところが、各企業は技術的にそのような製品が開発されてくるということ
は分かっていたoそれにもかかわらずイノベーションを阻害した原因は新市場が創造されると
いうことに対し市場性評価ができないことであった.イノベーションのボトルネックは実は技
術部門ではなく市場部門であった。
この知見は新技術の出現により新市場が創造される時に普遍的に認められる現象であるO例
えば、バイオ産業でのイノベーションに成功できた製薬企業は一社も存在しないのであるo成
功者であればある程、またイノベーションが革新的であればある程、意外なことに、成功の貴
に陥り、イノベーションに阻害的に作用する経営組紋の構造的問題が存在するのである2.3
4.新日本型経営がイノベーションのボトルネックを抜け出すためのイノベーション・ポート
フォリオ・マネジメント
技術椎得型イノベーションは問題発見型イノベーションであり、組立型産業で頻発するイノ
ベーションと同じ類型である。一方、市場雑種型イノベーションは課迎発見型イノベーション
であり、マテリアル産業での新素材発見等のイノベーションがこれに該当する。
この二つのイノベーションに対し、成功させる促進要因或いは失敗させる阻害要因が作用す
るのは、技術独得型(間退発見型)に対してではなく市場独得型(諜拙発見型)イノベーショ
ンに対してであり、イノベーションのボトルネックは技術培入ではなく市場評価ができないこ
とである。
ところで現在のような同質的競争時代では、技術のキャッチアップがグローバルに同時的に
亜接して起こることになるo同質的般争での競争優位は技術帝人ではなく市場評価能力に負う
こととなる。
表5の課題発見型イノベーションは日本型経営には難しいとされてきた.しかし技術変化が
激しい時代にあっては、技術のキャッチアップは日本型経営が得意とし追求してきた強みであ
る。新日本型経営でイノベーションのために必要な視点は新市場を評価する為の市場評価の視
点である。
表5

イノベーション・ポートフォリオ
技術鞘入

市場評価

問題 発見型イ ノベー ション

既存技術のため容易

既存市場か らの類推

課題発見型イ ノベーション

た とえ新技術でも
キャ ッチアップは可

新市場のため に予測不可

新市場の予測が何故難しいかというと、日本型耗官では企業が'(」業貝との共同体になってし
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まっているために、リスクに挑戦するどころか回避しようとしてきたからである̀1.日本型提督
のこのような構造的問題を解決するためには、組続的解決法では難しく、むしろ戦略的解決が
必須である.しかし、一度戦略的仕組みが作られれば、再びLLr界姑強の経営原理である新日本
型経営が復活することであろう。
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