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日本語版発行に寄せて

シンギュラリティ（技術的特異点）を目前にした我々は
何をすべきだろうか。
破壊的イノベーションは、突如現れるかのように思え
るが、実際には何らかの変化が確実に外部で起きて
いるものである。自社の周辺で起きているエクスポネ
ンシャルな変化の予兆を、いかに早くキャッチできるか、
そしていかにその変化を戦略に取り込めるかが昨今
の経営の舵取りにおいて極めて重要になっている。
未来科学者ロイ・アマラ氏が言うように、我々は「技術の影響について、短期的には過大評価
をし、長期的には過小評価する」傾向にある。大企業は守るべきものが多く、変化に対する組
織の抵抗も大きい。仮に変化を認識したとしても、それを過小評価して対策が遅れがちである。
デロイトは、破壊的イノベーションには9つのパターンがあると捉えている。これらのパターンは、
自社ビジネスや市場環境、周辺動向を見通す「レンズ」の役割を果たしている。まず大事なこと
は、変化を察知することである。そして認識した変化がどのパターンとなり得るかを知り、自社
ビジネスがどのパターンに弱いのかを知っておく必要があるだろう。そのことにより、適切な問
いを立て、必要な戦略を立てることができる。
また、破壊的イノベーションのパターンは、その兆候を早期に示す指標となり得る5つの促進因
子と、その発生に影響のある3つの市場環境の組み合わせから構成される。
戦略策定の本質は“アウトサイド・イン”で自社を捉え直すことにある。予測不能なことを予測可
能にし、エクスポネンシャルな変化をキャッチして素早く戦略に取り込むことが、この不確実な
時代により一層、企業経営者に求められている。本レポートはそのための示唆となれば幸いで
ある。
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破壊的イノベーションを予測する

エグゼクティブ・サマリー

破

壊的イノベーション、つまりビジネスの
根幹そのものを破壊しうるような想定
外の脅威を予測することは可能だろうか？
これは企業経営者にとっては難問であろう。
基本的に、経営者は予測可能かつコントロール
可能なものをマネジメントするものである。例え
ば有能な人材を確保し、彼らの能力を最大限
生かしながら、タイミングよく適切な事業・業務
に資源を配分する。また利益率の向上や売上
高の拡大、顧客の満足度向上に向けて全社の
マネジメントを行う。こうした想定範囲内の課題
に取り組むだけでも日々困難に直面し、マネジ
メント能力が問われているのが現状であろう。
そのような中、自社ビジネスの根幹そのもの
を破壊しうるような想定外の脅威、つまり破壊
的イノベーションへの対策は十分に行われてい
るだろうか。破壊的イノベーションは、既存市場
では採算性や実現性に欠けるような、新技術
や新たなビジネスモデルであることが多い1。技
術、インフラ、顧客の嗜好、事業環境などの変
化が大市場で起こることで、新技術や新たなビ
ジネスモデルの採算性や実現性が一気に高ま
る。既存企業（すでに市場でポジションを築いて
いる企業）は、現状維持にフォーカスしているた
め、水面下で起きている変化にはなかなか気
づかないものである。現在のビジネスの特性が
障害となり、新興企業が市場シェアを奪い始め
1

ていても、有効な対策が打ち出せない。現在の
ビジネスを成功に導いた要素が、予測やコント
ロール可能な事柄の範囲外における対応を困
難にし、脅威の兆候が現れたタイミングで、それ
らを素早く認識することは大変難しいものであ
る。
本レポートは、想定外の脅威にさらされる既
存企業の視点から、新技術や新ビジネスモデ
ルが、既存のビジネスに破壊的な影響を及ぼ
す事象を構造的に把握することを目的とする。
想定外の脅威を予測したり、脅威に対して的確
に対処することはなぜ難しいのだろうか。破壊
的イノベーションの傾向を探る過程で、VoIP
（Voice over IP）、家具製造業、旅行業といった
幅広い分野の事例を検証した。また、次々と登
場する10億ドル以上の企業価値を持つ “ユニ
コーン”2企業を含め、過去20年間の事例を分
析し、急速にデジタル化が進む世界で、脅威と
しての破壊的イノベーションがどのようにして起
こるかについても述べている。IoTや3Dプリン
ター、ブロックチェーンをはじめとするエクスポネ
ンシャル・テクノロジーの新しい波は、どのよう
な影響を及ぼすだろうか。既存企業が市場シェ
アを失ったり、成長市場に参入しきれなかった
事例に注目し、仮に既存企業が注意すべき市
場や対象を認識していたら何が起こっていたか
について探る。
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本レポートでは、破壊的イノベーションには
9つのパターンがあることを示している。この
破壊的イノベーションの9つのパターンは、一
回限りの再現性がないものではないが、ある
産業または市場において普遍的に適用できる
ようなものでもない。パターンは複数の産業や
市場で発生する可能性が高いが、あらゆる産
業や市場で万遍なく発生するというわけでも
ない。破壊的イノベーションのどの事例も、特
定の市場環境下で、新技術や新ビジネスモデ
ルを通じて、これまでにない新たな価値が提
供される。これら9つのパターンで企業が直面
するすべての課題を示すことはできないが、
個別にまたは複合的に見て、多くの企業が経
験している環境変化や競争動向を理解する
上で役に立つはずである。
それでは、既存企業はどうすれば脅威を

避けられるだろうか。まず何よりも大事なこと
は、脅威を事前に察知することである。そして
新たな脅威が、9つのパターンのどれに当て
はまるかを認識すること、また自社ビジネスが
どのパターンに弱いのかを認識することであ
る。さらに、こうした脅威の促進因子となるも
のを認識することが必要である。認識さえして
いれば、自社ビジネスや外部環境について適
切な問いを立て、変化を見通すとともに、「想
定外の出来事」を想定して自らの運命をコント
ロールし、脅威と隣り合わせであることを理解
したうえで必要な選択肢や行動を取ることが
できるだろう。
本レポートの後半では、特定の市場や事
業に密接に関連する個別のパターンへの準
備や対処法、また最も効果的に活用する戦略
を検討する。
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012年1月、Eastman Kodakは連邦破産法
第11条の適用を申請した。創業130年の歴
史を持つ同社は、フィルムカメラが衰退する一
方でデジタルカメラが普及し、激変する環境下
において急速に衰退し、10年間苦闘した末の

決断だった。同社は直近12四半期中、9四半期
で赤字に陥り、1980年代末の最盛期には14万
5千人を超えていた従業員数は2万人以下まで
減少していた3。

アプローチ：市場撤退した企業を特定
本レポートでは、まず市場をリードしていた既存企業が市場撤退した事例を示している。基本的には
売上高ベースでの市場シェアが低下した事例を調査したが、特に大幅にシェアを失ったとみられる事例
については、顧客数ベースのシェアについても考慮した。
市場撤退した企業を調査する際は、テクノロジー分野から非テクノロジー、デジタル分野から非デジタ
ル分野に至るまで幅広く調査した。複数の既存企業がトップ争いを繰り広げている場合と比較して、市場
トップの既存企業が明確に地位を失うような事例を示すのは、市場の定義が主観的な判断になるため難
しい作業であった4。
首位交代が起きるのはなぜだろうか。売上が減少し、ビジネスモデルの崩壊などによって弱体化した
企業であっても、企業というものは驚くほど長い間存続する傾向にある。破産法では、大幅に弱体化し
た企業に対して債務整理や雇用義務の免除を認めている。このような企業が破壊的イノベーションの影
響を受けた後、実際に経営破綻するまでには数年かかるが、何とか破綻せずに済む場合もある。事業
規模や手元資金の規模によっては、大幅にシェアを失ったとしても存続することができるだろう。それで
も経営者や投資家はもちろんのこと、リストラの危機にさらされる従業員は、破壊的イノベーションの影
響を受けることになる。
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ユニコーン、エクスポネンシャル、
ブラック・スワン
“ユニコーン”とは、ベンチャーキャピタリストのアイ
リーン・リー氏が2013年に普及させた言葉で、IT業
界での成功を目指す人々と、経営環境の変化に不
安を覚える人々の、双方から注目されるようになっ
た。ユニコーンは、2003年以降創業の企業評価額
が10億ドルを超えるテック系ベンチャー企業のこと
を指す。「The age of unicorns（ユニコーンの時
代）」というタイトルのFortune誌の記事にある通り、
2003年以前にはユニコーンは1社も存在しなかっ
た5。GoogleもAmazonも上場前の段階で、そこま
での企業評価額は得られていない。だが、今では
数多くの企業がユニコーンのリストに加わり、リスト
は更新され続けている。その代表例はUberと
Airbnbである。なお、企業価値の急騰は理論上の
数値であり、2000年以前の従来型の企業評価モ
デルが破綻しているという指摘もある6。
“エクスポネンシャル・オーガナイゼーション（飛躍
型企業）”は、シンギュラリティ大学の初代理事長
サリム・イスマイル氏が作った言葉で、基盤技術
（処理能力やストレージ、帯域幅などのコアコン
ポーネントに加え、ソーシャルメディアやビッグデー
タ、アナリティクス、合成生物学などに関する技術）
の急速な進歩で得られる豊富なリソースを積極的
に有効活用している企業を指す。エクスポネンシャ
ル・オーガナイゼーションは、命令系統が直線的な
従来型の企業と比べてこれまでとは異なるインパ
クトを産み出すものである7。
“ブラック・スワン”とは、社会的、地理的、経済的、
時代の境界を越えて想定外の大きな影響を及ぼし、
注目を浴びるような出来事を指す。この言葉は、
不確実性とリスクの本質について書かれた「ブラッ
ク・スワン」を著書に持つ、ナシム・ニコラス・タレブ
氏の言葉から派生しており、広範囲かつ大規模な
破壊的イノベーションと捉えることもできる8。

Kodakの衰退はよく知られた事例だろう。デ
ジタルカメラが当たり前の世代にとっては「なぜ、
Kodakはデジタルカメラ事業に参入する絶好の

タイミングを逃したのか」と疑問に思うかもし
れない。これは、市場撤退や経営破綻を避
けなければならない経営者にとって重要な
問題であろう。しかし、後知恵で経営戦略の
分析をすることはいくらでもできる。なぜ、デ
ジタルカメラ技術は、Kodakの事業に破壊的
な影響をもたらしたのだろうか。なぜ同社は
対処できなかったのだろうか。世界を取り巻
くビジネス環境において多種多様な変化が
ある中、経営者はどうすればこの新たな技
術の重要性を見極めることができたのだろう
か。業界内外における変化の何が、新たな
製品技術を破壊的イノベーションに導いたの
だろうか。新技術による環境変化が招く混乱
からKodakが抜け出せなくなったのは、どの
市場分野または周辺市場の影響だろうか。
これらの問いは、市場変化のペースや頻
度が加速すればするほど重要になる。市場
のトップ企業が深刻な事態に陥ることを避け
るため、過去～現在から得られる何らかの
手がかりを探し、これらの問いに対する答え
を明らかにした。20世紀には、規模や効率
性を追求するビジネスモデルが数多く存在し
たが、21世紀の市場においても、ある特定
のビジネスモデルのパターンが存在すると
考えた。そこで自社のコアビジネスとはマッ
チしない新技術や新ビジネスモデルの台頭
によって市場トップの地位を失った企業事例
を調査した。また現在、新たな技術を持つ新
興企業、いわゆるユニコーンやエクスポネン
シャル・オーガナイゼーション（飛躍型企業、
囲み記事参照）の攻勢にさらされている既存
企業の事例も調査した。最後に、基盤技術
の進化や消費者動向の変化、プラットフォー
ムビジネスの台頭など、想定外の脅威の特
性を把握するためグローバルで起きている
変化を見極めながら事例調査を行った。
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破壊的イノベーションの
見極めはなぜ難しいのか

破

壊的イノベーションの問題点は、手遅
れになるまでそれを認識できない可能
性があるということだ。ブリタニカ百科事典
（Encyclopedia Britannica）はその典型例だろ
う。現在、何か調べものをする際にインター
ネット検索をすると、常に上位3位内には
Wikipediaの情報が表示される。後知恵で言う
なら、編集に膨大なコストと労力をかけ、権威
主義的で一切何も変わることがなく、またユー
ザーとの距離は遠く、言ってみれば印刷のイン
クが乾く前からすでに時代遅れと言えるほどの
書物集は時代錯誤であろう。しかし、Microsoft
がパソコン用電子百科事典「エンカルタ
（Encarta Encyclopedia）」を出した1993年や、
Wikipediaがスタートした2001年にそのような
捉え方ができただろうか9。あるいは、自分がホ
テルの経営者で、家具付きの空き部屋を貸し
出すAirbnbの存在を知ったとき、どのように感
じただろうか。Airbnbを自社の存続を脅かす脅
威だと感じただろうか。仮に脅威と感じたとして、
有効な対策を講じることができただろうか。
単純化しすぎと思われるかもしれないが、1
つ目の対策は、市場における地位が失われよ
うとしている事実をまずは認識することである。
新技術や新ビジネスモデルを持つ新興企業は、
【図1】で示す5つの方法で既存企業の市場を
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奪うだろう。場合によっては、新興企業の動き
が顕在化するまでに時間がかかることもあり、
その時間の長さが間違った安心感をもたらす
ことになる。
1つ目は、市場における首位交代が起きた
有名な例としては、米国の書籍市場において、
Amazonが大手書店チェーンBordersから顧客
や売上を奪った例である。既存企業は、激しい
市場競争で勝てるだけの価値を十分に提供し
ていないために顧客を失う。こうした事例では、
大半の企業は短期的な売上高や収益性など
の指標に焦点を当てているため、既存企業は
脅威となる新興企業を早めに認識することが
できる。また多数の小さな新興企業に押されて
シェアを失う場合も、既存企業はそのことを認
識できる可能性が高い。（図1-①）
2つ目の例として、主要な競合企業1～2社
との競争が慣例であった大企業の場合、その
状況をなかなか的確に認識できないことがあ
る。2000年代初め、独立系の音楽アーチスト
がデジタル配信を行い独自に顧客開拓し始め
たが、市場の8割を占めていた主要レコード会
社4社は依然として大手同士の競争に明け暮
れていた。その間にニッチなアーチストを擁す
る独立系レーベルが、大手から3割近くのシェ
アを奪い取ったのである10。（図1-②）
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【図1】 新興企業が市場を奪う5つの方法

①新興企業が既存企業の
市場を奪う

②多数の小さな企業が
集合し、既存企業の
市場を奪う

③新興企業が市場を拡大、
既存企業は市場の一部
に残る

市場
既存企業
新興企業

④新技術や新ビジネスモデル
により、製品カテゴリー全体
の市場が縮小する一方で
新たな市場が成立

⑤多数の小さな既存企業が
合併して大企業となり、
残りの企業は排除される

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com

3つ目として、新技術や新ビジネスモデル
の台頭により市場が拡大している間、既存企
業が市場を得ることも失うこともない場合は
どうだろうか。現状維持さえしていればよいの
だろうか。既存企業は自らの市場が奪われ
ているとは認識しないかもしれない。だが市
場が拡大する中で成長のないままであれば、
いずれ既存企業からは投資家が離れ、人材
も流出し、イノベーションが進む業界での学
習機会もなく、新たなポジションを確保する
チャンスを失うことになるだろう。市場と競合
相手をあまりに狭く捉えている恐れがあり、
近視眼的であるために既存企業は競合の脅
威を認識できない可能性がある。既存企業
には、異なる視点で市場を捉えるインセン
ティブが働かないのである。アナリストなど外

部の評価者が、その企業を市場のリーダー
的存在と認識している場合は特にそのような
傾向にあるだろう。（図1-③）
4つ目として、市場は現状維持であり続け
ると既存企業が予想したにもかかわらず、不
意に市場を奪われる事態に陥る恐れがある。
例えば新技術や新ビジネスモデルが、既存
製品・サービスの価値や需要を低下させるな
どして市場価値を大きく下げる場合であり、そ
の結果既存事業の崩壊や急激な縮小が起き
る。典型的な事例としては、冷蔵庫が氷配達
事業者を消滅させた例や、最近ではコンパク
トカメラや電卓、懐中電灯、旅行用アラーム
時計の需要が、スマートフォンに奪われた例
などが挙げられる。（図1-④）
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5つ目として、大企業にとってはそれほど脅
威ではないものの、多数の小さな既存企業に
とっては、他社が統合した結果、市場を奪われ
る場合がある。大企業が存在しない市場では、
規模は重要な競争優位性につながる。多数の
小さな企業は市場に居続けることが難しくなり、
統合されるか、専門分野に特化するなどの道を
選択することになる。（図1-⑤）
脅威の認識は、周辺市場が再定義される可
能性を、前もって見極めることができるかどうか
に大きくかかっている。そのため、複数の変化
のパターンを理解しておくことが大変重要になる。
既存のトップ企業は、従来通り競争優位性の維
持に努める取り組みに終始し、いわゆるレイク
ウォビゴン効果（本来よりも自らを高く評価し、自
身過剰となる状態）に陥った挙句、自社が所属
する狭い業界を越えた異分野からの、潜在的な
競合を見過ごしがちである。
もう1つの問題は、世の中は不安定で情報過
多のため、多くのノイズ情報が存在している点
である。破壊的イノベーションの多くは、一見し
て酷似しており、ニュース・メディアなどで、“シェ
アリングエコノミー”や“コラボレーション型消費”
といった言葉で一括りにされがちである。しかし
こうした事例は、明確にとは言い難いものの、重
要なポイントにおいて異なる。例えば、既存ビジ
ネスを根底から覆すディスラプター（破壊的イノ
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ベーター）の多くは、Amazonやsalesforce、
Uberのように、プラットフォームを導入している
が、それぞれ異なる価値創出のあり方が既存
企業の脅威となっている。例えばsalesforceは
利用ベースの価格体系を採用し、Uberは周辺
市場資産の活用が破壊的イノベーションにおい
て重要な役割を果たしている。一方、Amazonの
場合は、集約型プラットフォームの幅広い市場
へのリーチが破壊的イノベーションへとつながっ
た。
話は戻り、ブリタニカ百科事典が2012年に書
籍版の販売を停止した頃、書籍版は過去3年で
8000部しか売れていない状態であった11。また
各地で発行されている新聞も、印刷版の販売数
が落ち込んでいた。米国におけるソーシャル
ニュースサイトRedditなど、クラウドソースを使っ
た無料サイトが新聞メディアと競合するように
なったからだ。おそらく新聞業界の経営幹部は、
権威のある有名なメディアよりも、無名の記者
が投稿した記事を人々が選ぶとは、想像もして
いなかったのではないだろうか。だが実際、ネッ
ト上で記事を投稿、編集できるプラットフォーム
が誕生し、一般消費者は無名の記者による記
事を思いのほか好意的に受け入れたのである。
破壊的イノベーションは、新技術や新ビジネ
スモデルが適切な条件に合致した場合に起こり、
その条件は常に変化するものである。

エクスポネンシャルな時代における破壊的イノベーションのパターン

破壊的イノベーションの理由：
コンテクストがすべてを決める

デ

ジタルカメラはKodakが1975年に発明
したということは、有名な話である。し
かしその時、同社はデジタルカメラ市場に進出
するという選択をしなかった。同社は製品ライ
ンをデジタルカメラ向けには転換せず、フィル
ム事業から撤退することなく、その後20年間、
極めて高い業績を上げ続けた12。当時としては
極めて合理的な判断であった。デジタルカメラ
が1975年時点で破壊的イノベーションとは認
識されず、また市場を拡大することに現実味が
なかったのはなぜだろうか。また、デジタルカメ
ラの登場により2005年にKodakが米国大手企
業の座から引きずり下ろされたのはなぜだろう
か。
イノベーションの可能性や既存企業におけ
る脆弱性の観点から見ても、カギとなるのはコ
ンテクスト（文脈）である。潜在的な脅威や機会
は、時期や市場の状況、既存企業の状況に左
右される。ある市場でトップ企業の地位を奪う
ような脅威が、別の市場や別のタイミングにお
いては、単にテクノロジーの水準や顧客の期待
を高め、市場全体の発展を促進するに過ぎな
い存在であることもある。
企業がビジネスを行い、個人が労働や消費
を行う環境は、時と場所、場面によって変化す

るものである。新興企業や新製品は、世界経
済におけるメガトレンドの中で生まれ、ビッグシ
フト（コアとなるデジタルテクノロジーの価格優
位性の向上や、資源の流れを左右する自由化
政策）と、そのインパクト（ストックからフローへ
の価値のシフト、消費者パワーの拡大、競争の
激化）が、過去数十年と続いた世界のビジネス
環境を大きく作り変えている。生産手段へアク
セスしやすくなり、新たなビジネスモデルが登
場し、かつて市場参入を阻んでいた障害がなく
なったことにより、比較的小規模な新興企業が、
消費者の多様なニーズに効率よく対応すること
ができるようになった。その影響は、基盤となる
技術の発展に伴い拡大している。Kodakが、破
壊的イノベーションをもたらす脅威に直面する
まで30年を要したのに対し、現在では新技術
の開発や新たなユニコーンの誕生から数年、も
しくは場合によってはほんの数カ月で、既存企
業が脅威にさらされるようになっている（【図2】
参照）。このような従来型のビジネスや過去の
常識に対する挑戦は、20世紀から続いてきた。
ビッグシフトは破壊的イノベーションの促進
因子を生み出すが、すべての産業や市場で
ビッグシフトや破壊的イノベーションが起こるわ
けではない。
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3つの市場環境
どの市場にも、競争環境に影響を及ぼす
独自の条件が存在する。ある時点の市場環境
は、発生する脅威のタイプや、それを認識でき
るかどうか、既存企業の対応などに影響する。
様々な市場環境があるが、分析したケースに
おいて脅威が発生する過程や市場に与える影
響に関連があるのは、製品特性、需要特性、業
界構造であることが分かり、【図3】にて代表的な
市場環境を示した。これらは、新技術や新たなビ
ジネスモデルが参入できるかどうか、あるいは
既存企業のシェアを奪うのかどうか、ということに
影響を与える。参入障壁の役割を果たし、既存
企業にとって市場を魅力的なものにしている特
性そのものが、破壊的イノベーションを引き起こ
しやすい環境を作り出しているといえるだろう。
例えば、スイッチング・コストが高く、需要が極め
て集中している市場（既存企業が市場シェアの
大半を占めるような寡占市場）では、既存企業
は慢心に陥り、顧客との関係を大切にしなくなり、
顧客の嗜好変化に合わせて対応する能力を失
う可能性がある。そのような市場では、顧客との
関係の見直しを迫り、スイッチング・コストを上回

る価値を提供する（またはスイッチング・コストを
低下させる）新興企業が参入しやすくなるだろう。

5つの促進因子
促進因子は、破壊的イノベーションの可能
性を早期に示す指標となり得る大きな環境変
化のことである。促進因子は、従来の支配的
な状況から新たな環境へのシフトそのものと捉
えることができる。促進因子は、新製品の技術
的な実現性を高めたり、既存製品より優れた
製品を生み出したり、機能・質は既存製品に
劣っていたとしても生産・流通における変化を
新製品にもたらすものである。つまり、製品・
サービスの有用性やビジネスモデルの実現性
を向上させるものである13。
これら促進因子は、企業のあらゆる活動に
先行するものであり、企業の意思決定の範疇
にはなく、直接的なコントロールの範囲外で起
こる変化と定義できる。例えば大手書店チェー
ンのBordersがAmazonと提携し、オンライン事
業を行うという経営判断は、同社の衰退のきっ
かけとなる可能性もあったが、これは我々の
定義では促進因子には該当しない。同様に、

【図2】 テクノロジーの普及速度（5千万ユーザーを獲得するまでの期間）

ラジオ：38年

テレビ：13年

インターネット：4年

Facebook：3.5年
Twitter：9か月
Instagram：6か月
Angry Birds*:35日
*モバイルゲーム
Source: Bernd Leger, “20 fresh mobile trends,” Localytics, May 13, 2013, http://www.localytics.com/blog/2013/mobile-statistics.
Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com
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【図3】 代表的な3つの市場環境
モジュール性
機能性
ユーザビリティ

製品特性

価格や契約形態
デザインや設計開発

需要の特徴
顧客の嗜好

需要特性

市場構造

バリューチェーンの複雑性
供給上の制約
業界構造

流通上の制約
資産構造
規制条件

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com

Wikipediaがwikiプラットフォームを構築したこと
は、Wikipediaが有料の百科事典市場にもたら
した破壊的イノベーションの促進因子には該当
しない。いずれも企業の意思決定によるものだ
からである。
破壊的イノベーションを予測するにあたり、
最も関連のある促進因子は、イネーブリング技
術、顧客マインドセット、プラットフォーム、経済
環境、公共政策の5つである【図4】。後述する
が、促進因子は特定の市場環境で影響を及ぼ
す可能性はあるものの、基本的には市場や業
界の区分とは無関係に存在するという点に留
意する必要がある。
A イネーブリング技術
印刷技術から始まり、蒸気機関、電気、マイ
クロプロセッサーなどに見られるように、技術は、
民間・公共部門において直接または間接的に、
社会や経済の変化を促す。促進因子としてのイ

ネーブリング技術は、企業文化やユーザー行動
のケイパビリティや経済性において革命的な変
化をもたらす技術である。コアとなるイネーブリ
ング技術の発展は、破壊的イノベーションの潜
在的根幹となっている。
イネーブリング技術の特徴として、後に続く
周辺技術の急速な発展が挙げられる。例えば、
音楽はアナログからデジタルへ変化し、楽曲や
CDのオンライン流通が可能になった。これに伴
い、直後には新たなファイル共有プロトコルや情
報保護対策、決済システム、ストリーミングサー
ビスなど、専門特化したデジタル市場の発展に
つながった。同様に、3Dプリンターに用いられる
積層造形などの新技術により、中小メーカーは
コスト効率を向上させることができ、大規模生産
体制において相互作用が生まれるようになった。
技術・インフラ面の発展（設計変更やライセンス
提供のルールなど）が、中小メーカーにとって研
究開発の追い風となったのである。
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さらに、コア技術の価格優位性が向上する
につれ、新たな技術を斬新な方法で組み合わ
せたイノベーションも起こり、業界や分野を隔て
てきた従来の境界線が曖昧になってきた。こう
したイノベーションが相乗効果を生み、技術的
進歩によってエクスポネンシャルなイノベーショ
ンのサイクルが発生し、さらなるイノベーション
が生まれるようになる。例えば、CAD（コン
ピューター支援設計）ソフト会社AutoDeskによ

るProject Cyborgというクラウドベースの設計
ツールプラットフォームは、バイオ技術や薬理学、
材料科学に大きな影響を与えている14。これは
膨大なデータを使い、クラウドコンピューティン
グによるモデリングやシミュレーション、高度な
アナリティクスを実行する能力と、3Dプリンター
技術や材料科学を組み合わせて発展しており、
“生物科学を再構築するための設計とエンジニ
アリングの挑戦”である。

【図4】 代表的な5つの促進因子：破壊的イノベーションの予兆となり得る環境変化

充実した繋がりを実現するデジタルインフラ
A
イネーブリング技術

低価格で利用可能な高性能の製造ツール
グローバルレベルでの距離短縮に貢献する、安価で迅速かつ信頼性の
高い物流
今まで把握できなかった事が計測可能になる低価格センサー

B
顧客マインドセット

「ベストの追求」から「ベーシックの受容」へのシフト
標準品からカスタマイズ品への嗜好のシフト
所有から共有（シェア）へのシフト
パッシブからアクティブな顧客行動へのシフト

C
プラットフォーム

アグリゲーション・プラットフォームやソーシャル・プラットフォームによる孤立
の減少
アグリゲーション・プラットフォームによる在庫・流通コストの低下
拡張性のあるラーニング・プラットフォームによる参入障壁の低下
ラーニング・プラットフォームとアグリゲーション・プラットフォームの連携拡大

D
経済環境

欠乏感をシェアしたいという意思の高まり
購買力の限定による事前支払いの回避
購買力の低下による低価格かつ汎用性の高い製品への需要増加
厳しい経済環境により“そこそこの”水準で十分であるという認識の拡大

E
公共政策

知的財産保護に代わる自主規制やオープンソース
規制や立法体制における“成り行きを見守る”方針
地方の意思決定と予算設定
税制・法規の改定

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com
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B 顧客マインドセット
一般的に、企業は顧客ニーズ起点でビジネ
スを行うものである。しかし顧客の価値観や嗜好、
ニーズは一定ではなく、画一的でもない（もちろ
ん幅広く傾向を把握することは有益な場合もあ
る）。
顧客というと、通常は個人消費者のことを考
えがちだが、BtoBビジネスの場合は企業も、需
要を左右する価値観や嗜好、ニーズを持ってい
る。個人消費者と企業のいずれも、顧客は自ら
の周辺環境や、個人的・職業的な経験、経済的・
社会的な力によって、ニーズが形成されるもの
である。時として、
顧客の価値観に著
しい変化が生じるこ
ともある。例えば、
2013年4月にバング
ラデシュのアパレル
縫製工場が崩壊し、
多数の犠牲者を出
す事故が起きた。そ
の後、現地の不当な
労働慣行や過酷な
労働環境が明るみ
に出たことにより、消
費者の衣料品の購
買行動にマイナスの
影響を与えており、
一部の小売業者や
業界団体は新たな
対策を始めていると
大手メディア（ニュー
ヨーク・タイムズ紙、
米公共ラジオ局NPR等）は報じた15。また、以前
には実現不可能だったことが実現可能となり、そ
れが妥当であると顧客が考えることにより、価値
観や嗜好が変わることもある。数年前であれば
消費者は製品を手頃な価格で買うには「標準
品」で我慢するしかないと考えていたが、現在は
手頃な価格でカスタマイズ品の購入を期待する
かもしれない。例えば、米国の消費者はかなり
前から参加型やDIY型の選択肢を重視してきた。

しかし医療や教育の分野にまでこのようなカスタ
マイズ型の選択肢が広がってきたのはごく最近
のことである。時に、顧客マインドセットのシフト
はコンテクストの中で起こる。
顧客マインドセットのシフトは、表面化するま
でに時間がかかることがある。一般的に、あるこ
とが実現可能となるのは、ニーズの拡大よりも前
の時点であることが多い。顧客はその選択肢の
存在や可能性を知らないため、ニーズを表に出
すことがないからである。あるとき、どこかの販
売業者や製造業者が提供したことで初めてその
選択肢を知り、急にニーズが拡大する場合があ

顧客マインドセットとは、

個人消費者に限ったもの
ではない。

顧客である企業も、
需要を左右する
価値観や嗜好、

期待を持っている。

る。例えば、2000年に
Googleの広サービス
Google AdWordsが登
場し、エンゲージメント
数（クリック数）に基づく
料金体系のサービスを
提供した。それまで、顧
客は見込みのリーチ数
（閲覧者数）に基づいて
広告料を支払っていた
が、それ以来、顧客企
業はウェブホスティング
からデータセンター、オ
フィスペースにいたるま
で、固定費用ではなく、
成果報酬型または利用
実績ベースの料金体系
を望むようになったので
ある。

促進因子の一つで
ある“顧客マインドセッ
ト”とは、いわゆる顧客行動のシフトであり、既存
製品の需要や、顧客ニーズに対応する企業活
動に影響を及ぼす。このようなシフトは、単純に
顧客が自らの価値観や嗜好の優先順位を見直
した結果かもしれない。例えば、マスマーケット
向け製品の“標準品”と比べ、カスタマイズ品が
必ずしもコスト高ではないと知ることにより、以前
から価値を見いだしていたカスタマイズ品への
ニーズを示すこともあるだろう。
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C プラットフォーム
プラットフォームとは、参加者とリソース（共
有資源）との相互アクセスが容易となる環境で
ある。多くの参加者や豊富なリソースが存在す
るエコシステムにとって、プラットフォームは強力
な促進因子となる16。プラットフォームという言葉
は様々な文脈で使われているが、実際にはいく
つかのタイプがあり、うまく機能するプラット
フォームにはガバナンス構造と、実現化のルー
ルという、2つの重要な要素を備えている。ガバ
ナンス構造においては、参加対象や参加者の
役割、交流の仕方や対立の解消方法を決定す
る一連のルールが存在する。また実現化の
ルールは、交流や協調、連携を促すよう構成さ
れている17。最も効果的に促進効果を発揮する
プラットフォームは、ガバナンス構造と実現化の
ルールが存在することにより信頼関係を構築し、
スムーズな相互作用が生まれている。そこでは
参加者を誘致し規模を拡大することは、それほ
ど難しいことではない。
促進因子としてのプラットフォームには、次
の4種類がある。
• アグリゲーション・プラットフォーム：
ユーザーとリソースを結びつけるもので、取
引を容易にし、ハブ・アンド・スポーク方式
（ハブとなる拠点を中心に各拠点に分散させ
る方式）で運営される。
• ソーシャル・プラットフォーム：
個人とコミュニティーを結びつけるもので、相
互のコミュニケーションを促進し、網の目の
ような関係を構築する。
• モビリゼーション・プラットフォーム：
理念やビジョンを背景として、人々が共同で
行動することを促す。共通目標を実現する
ため、より長期的な関係を構築する。
• ラーニング・プラットフォーム：
時間をかけてインサイトの共有を促進する。
参加者は自身のポテンシャルを高めるため
に協力し合い、深く信頼できる関係を育む18。
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D 経済環境
経済成長や金利、為替相場などのマクロ経
済要因は、企業や個人の行動や意思決定に影
響を及ぼす。2008年の金融市場暴落後の米国
信用市場の逼迫など、マクロ経済環境の大きな
変化により、ビジネスの資金調達手法も変化す
る可能性がある。一般的には、購入や投資の
優先順位や仮説に影響を及ぼす。またマクロ経
済環境の変化が続くと、既存企業と新興企業の
双方に影響を及ぼす可能性がある。
しかし、景気が落ち込んでいる間は破壊的
イノベーションが生まれないというわけではない。
例えば、2007年から2010年の間に、米国の実
質個人消費は8％近く落ち込んだが19、企業と
消費者の双方でコスト意識が高まり、不必要な
支出を減らすようになった。その後景気が回復
したにもかかわらず、購入頻度の低下や、低価
格の製品・ブランドを購入するといった一連の消
費者行動は続いている。利用可能な選択肢が
消費者に広がったこともその一因である。ある
調査によれば、低価格製品に乗り換えた消費
者のうち、46％は乗り換えた製品の性能が予
想以上に良かったと回答している20。
つまり、経済環境の変化は新技術や新たな
ビジネスモデルを促し、破壊的イノベーションの
可能性を増幅させる効果がある。その後、新技
術や新ビジネスモデルが十分に普及し、その上
でネットワーク効果が確立した場合、景気とは
関係なく破壊的イノベーションの脅威が継続す
ることになる。Airbnbをはじめとしたシェアエコノ
ミーの爆発的な拡大を例に考えてみよう。こうし
た新しいコラボレーション型消費は、2008年の
金融市場暴落とそれに伴う景気後退を受け、経
済の不確実性と新たに芽生えた倹約主義を背
景として登場した。消費者と企業の双方が大き
なコストをかけずにニーズを満たす方法を模索
していたのである。そして（消費者のために）価
値を提供し、（企業にとって）成長をもたらす、新
しいビジネスモデルを積極的に取り入れ、また
受け入れるようになったのである。

エクスポネンシャルな時代における破壊的イノベーションのパターン

E 公共政策
政府が介入する度合いによっては、企業の
選択肢が制限されるだけでなく、領域によって
は新たな機会が生まれる場合がある。公共政
策は、新規立法や規制だけでなく、税務政策
の変更や労働法、環境法、貿易規制、関税、
市場や個人にとっての政治的安定性も含まれ
る21。例えば、米国の全国民への医療保険提
供を義務づける医療保険制度改革（オバマケ
ア）は、促進因子と見なすことができるだろう。
医療保険を雇用主から切り離すことで、労働
者が従来とは異なる選択肢を選べる可能性が
あるからだ。その結果、企業には新たな課題
が発生するかもしれないが、一方で新たな医
療保険関連ビジネスの機会が生まれる可能性
もある。一方、マリファナの合法化は、法規制
の撤廃が新たなビジネス機会を生む促進因子
となることを示す事例である。全米でマリファナ
合法化の動きが広がった場合、それにより特
定の製薬企業（や闇市場の組織）にとって破壊
的イノベーションをもたらす可能性がある。
本レポートでは“公共政策”という用語を広
い意味で捉えている。例えば、政府が無策だっ
たり公共政策が非効率または不適切であった
とき、政府の代わりとなる役割を果たす、非政
府団体・機関も対象に含む。例として、クリエイ
ティブ・コモンズ（著作物の適正な再利用の促
進を目的とする国際的非営利団体）による
オープンソース・ライセンスの自己規制が、特
許訴訟環境に影響を与えたケースなどが挙げ
られる。
再びKodakの事例に戻ると、1975年から、
デジタルカメラが写真フィルム事業を壊滅させ
た2005年までの間に、どのような変化があっ
たのだろうか。この事例では、促進因子として
イネーブリング技術が大きな役割を果たしてい

る。製造コストの低下とデジタルテクノロジーの
質的向上により、民間市場においてコスト的に
見合うものになった。また技術進歩により、デ
ジタルカメラは従来型のカメラと変わらないか
もしくはそれ以下のサイズになった。デジタル
カメラの価格は、当時人気だった民間市場向
けの110フィルムや使い捨てカメラより高価格
であったが、ユーザーのニーズを満たしていた。
よってイネーブリング技術とともに、顧客マイン
ドセットも促進因子の役割を果たしている。ノー
トパソコン、PCの普及に伴い、一般消費者が
Ofoto（2001年にKodakが買収）やSnapfishな
どの電子メールやオンラインサービスを通じて、
簡単にデジタルメディアの作成や共有ができる
ようになった。そのため消費者は、写真をプリ
ントしてアルバムにしまうよりも、特別な瞬間を
デジタルで記録することを好むようになった。
SNSなどのソーシャル・プラットフォームが日常
生活の一部になり、写真をアップロードするこ
とで自身の体験を気軽に共有できる手段が拡
大した。デジタルカメラは単なる妥当な選択肢
という位置づけではなく、ユーザーに“必要な”
選択肢となったのである。
Kodakの事例が示すように、促進因子は市
場環境に影響を及ぼすだけでなく、相互作用
により他の促進因子を強める働きをすることも
ある。またある市場において、イネーブリング
技術としてのイノベーションが顧客マインドセッ
トを変化させることにより、他の市場で促進因
子としての効果を発揮することもある。デジタ
ルカメラやダウンロード可能な音楽の普及によ
り、消費者は瞬時に満足感を得られるように
なった。この消費者の期待がもたらすインパク
トは大きく、書籍や映画、テレビ番組、さらに食
料品やその他の製品分野にまで期待が広
がっている。
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破壊的イノベーションへの対応を妨げる
3つの要因

市

場を席巻していた企業が、新興企業
にポジションを奪われる事例を聞くた
びに、「なぜ、うまく対処できなかったのか」と
いう疑問が浮かぶ。深刻な状況に陥り、人員
削減や施設閉鎖を余儀なくされる前に、なぜ
何らかの対策を講じなかったのだろうか。
端的に言えば、破壊的イノベーションは、後
から振り返って見た方がはるかに分かりやす
いものだ。効果的に対処する前提としては、脅
威が発生した際にそれを脅威として認識する
ことが必要なのは言うまでもないが、多くの企
業ではそれができない。そこで脅威のパターン
や形態を理解すれば、差し迫る脅威を見極め
る力をつけることができるだろう。
だが、既存企業が新興企業（または新技術
や新ビジネスモデル）について認識し、有能な
トップが経営の舵取りをしていた場合でも、新
しいビジネスに適応したり、新製品を開発する
ことは、それほど簡単ではない。脅威の形態
やパターンに関係なく、不適切な意思決定、手
間のかかる非効率なプロセス、古風な企業文
化、変革を統率するリーダーシップの欠如など、
多くの要素が企業の対応を妨げる。特に大企
業の多くは、詳細に定義したプロセスや厳密
な計画・予算期間が求められ、流動的で相互
15

に関連し合う環境との不一致が起こりがちで
ある。大手の既存企業は、現状維持が自社の
既得権益の保護につながるため、不確実な状
況に対処する際のリスクを過大に評価し、リ
ターンを過少に評価しがちである。破壊的イノ
ベーションが起こる時点の既存企業の事業特
性は、脅威に適応するのを阻む要因となり得
る。
破壊的イノベーションの脅威に対し、既存
企業にとっての障害となる要因は次の（1）
～（3）に整理され、それらは初期段階で脅
威を認知する際に見落としがちな盲点となり
得る。脅威への対応を妨げる要因としてま
ず第1に、破壊的イノベーションを起こす企
業のアプローチを模倣すると、儲かっている
収益源とのカニバリゼーションが起こる点で
ある（1）。新興企業は、コスト構造が根本的
に異なる新しいアプローチを導入している場
合もあれば、まったく新しい製品を考案して
いる場合もある。いずれの場合でも、既存企
業は類似の新製品を作り、既存製品とのカ
ニバリゼーションを起こすか、または競争力
を保つために新たな価格設定のモデルを導
入して自社製品の利益率を下げざるを得な
い。特に上場企業の場合、四半期業績の開
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示が義務づけられ、資本市場の期待通りかそ
れ以上の業績を安定的に出すことが求められ
る。その結果、既存の収益源の利益率強化に
注力する手段を選びがちで、短期的な業績を
犠牲にしても不確実な将来のために事業転換
を図る選択肢は敬遠される。
デジタルの時代には、この影響が特に大き
くなる。それは事業や業界全体の収益機会の
喪失である。多くのメディア関連企業はすでに
この状況に苦慮しており、売上高で見れば最
大の市場シェアを確保し続けているにもかか
わらず、市場そのものが壊滅状態に陥ってい
る。例えば、無料のローカル情報コミュニティ
サイトCraigslistのユーザー拡大に伴い、新聞
業界はかつて三行広告で得ていた150億ドル
近い売上高を、2000年から2012年の間に
失った22。厳しい市場環境下で、新技術や新ビ
ジネスモデルに適応して存在価値を保とうとす
るよりも、既存路線をできる限り死守しようとい
う思惑が働いても不思議ではない。
破壊的イノベーションの脅威への対応を妨
げる第2の要因は、新技術や新ビジネスモデ
ルにより、既存の資産や投資が時代に合わな
いものになる点である（2）。新興企業が製品
提供のあり方を抜本的に変化させることにより、
既存企業の資産は負債と化す。新技術や新た
な手法により、高額な先行投資や資産集約型
投資が不要になったり、新技術や新ビジネス
モデルの導入に相当規模の新規投資が必要
になったりする。いずれの場合も、既存企業の
既存資産は、市場で価値を生みだせなくなる。
大手既存企業は、かつては資本集約的な資
産を保有することにより参入障壁を構築してい
たが、一転して高コストで流動性を欠く負債を
抱え込み、苦境に陥ることになる。既存企業が
新技術や新ビジネスモデルを認識して模倣す
るには、従来の製品・サービスの土台となって
いた資産を償却する必要がある。それは事業
部門や施設の閉鎖につながる場合もある。ま

た、資産償却の決断や実行には時間や費用
を要し、組織内の調整も必要になる。こうした
投資の負担で苦しむ状況は、製造業や運輸業
における明確な物理的資産だけとは限らない。
例えば、特定の販売機能の開発投資に注力し
ていた場合など、既存企業は不動産やその他
のインフラ資産への投資負担に苦しむ場合も
ある。
最後に、脅威への対応を妨げる第3の要因
は、既存企業の事業や市場に対し、根本的な
前提を覆すような脅威が生じることである（3）。
新技術や新ビジネスモデルを導入する新興企
業との競争では、既存企業はまったく異なる形
で製品・サービス提供を考える必要がある。例
えば特定製品に注力し、他社製品に置き換わ
ることは一切考えていなかった企業の前提が
覆されることもある。
確固たる地位を築いてきた既存企業、特に
長年成功を収めてきた企業は、類似のビジネ
スモデルを持つ競合企業を凌駕する傾向にあ
る。競合との関係は固定的で認識可能な範囲
にあり、競合との比較で自社の健全性や業績
を評価し、価格競争や製品差別化向けて集中
的にリソースを振り分けている。よって既存領
域以外から生まれた新興企業は、当初競合相
手とは認識されない可能性がある。こうした近
視眼的な市場認識の根本にある問題は、自ら
の市場と競争相手をあまりに狭い範囲で捉え
ていることである。新たな競合企業の存在が、
市場のあり方や、業界で起こり得る出来事に
関する認識を覆すことになり、問題はさらに深
刻化する。ハーバード大学のクリステンセン教
授が指摘したように、かつての市場環境下で
の自社の“良好な”経営が、破壊的イノベー
ションに対する有効な対処を妨げる一因となり
得る23。多くの既存企業は、“現時点の事業”
にとって、合理的と思われる形で行動するので
ある。
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価値創造に向けた新技術や
新ビジネスモデル

す

べての企業は新たな価値の創造に取
り組み、なかでも既存の成功企業は、
顧客に価値を提供することで事業を成立させて
きたと捉えて間違いない。だが市場環境や促進
因子の影響により、新興企業が新技術や新ビ
ジネスモデルを生みだし、既存企業の死角を
狙って顧客に魅力的な新たな価値を提供するよ
うになる。すると、かつては顧客にとって十分
だった価値が、一転して不十分と捉えられてし
まうことがある。
新技術や新ビジネスモデルは、選択肢の拡
大や利便性向上、アンメットニーズへの対応や、
リードタイム短縮、レスポンス向上、コスト削減、
効率化に向けたシステムの改善などによって、
新たな価値を創造する。しかし、破壊的イノベー
ションをもたらす可能性のある魅力的な新しい
価値は、インクリメンタルに少しずつ生まれるも
のではない。破壊的イノベーションをもたらす新
たな価値は、現状よりも桁違いに大きく、新技術
や新ビジネスモデルでしか実現できない価値を
創造する。
“新技術や新ビジネスモデル”とは何だろう
か。ベンチャー企業によるピッチ（投資家向けプ
レゼンテーション）で「この領域におけるUberを
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目指す」というようなセリフを何度も聞いていると、
新技術や新ビジネスモデルはこれしかないよう
に思えてくる。しかし、成功したユニコーン企業
を見れば、新技術や新ビジネスモデルの概念
は幅広いということが分かる。
確かに、現在のユビキタスなデジタルインフ
ラや、コア技術における価格優位性の向上は、
数多くの新技術や新ビジネスモデルの根幹と
なっている。デジタル化の浸透とモバイル・セン
サー技術の急激な発展と拡大なしにUberや
Airbnbの普及は想像し得ない。しかし同時に、
新技術や新ビジネスモデルは、単なる新しい技
術に留まらない、それ以上の存在である。新技
術や新ビジネスモデルは、顧客を異なる視点で
捉え、消費者とブランドとの関係を再構築し、価
値創造のあり方を見直し、エクスポネンシャルな
成長曲線上において新たな可能性を秘めてい
る。デジタルテクノロジーは、これからも事業環
境や、組織と個人の関係、または組織間の関係
に変化をもたらすだろう。そしてエクスポネン
シャル・テクノロジーの新しい波は、デジタルテク
ノロジーやIoT、3Dプリンティング、人工知能
（AI）、ブロックチェーンなどの発展により、新た
な価値創造の実現と拡大を促すだろう。

エクスポネンシャルな時代における破壊的イノベーションのパターン

破壊的イノベーションの
9つのパターン：
深刻な事態をいかに回避するか

組

織の経営者は誰もが、想定外の問題に
直面することは避けたいと考える。前述
の通り、破壊的イノベーションの脅威が変化をも
たらす理由は、事前の見極めが難しく、かつ既存
企業の事業環境下では対処が困難な点にある。
今までの企業は、おもに規模の効率性や予測可
能性、標準化の推進によって成功してきた。昨今、
そのような従来型の企業は極めて困難な状況に
立たされている。価値創造に向けた方策につい
ての基本的な認識は、検証に検証を重ねる必要
がある。新たなインフラの登場により、今までとは
異なる優先順位と取引条件が求められているか
らである。既存企業にとっては、事業を成功に導
いた要素が、脅威を見極め、適切な対策を取る
のを妨げる障害となるだろう。
訪れる脅威の形態
本レポートでは、事例調査より破壊的イノベー
ションの9つのパターンを特定した（【図5】参照）。
これは新技術や新ビジネスモデルによる新たな
価値創出のパターンである。これらは一回限りの
事象ではなく、過去から将来のいつの時点にお

いても一般化できるパターンである。破壊的イノ
ベーションのパターンは、複数の市場に影響を及
ぼす可能性があるが、どの市場においても同じ
ように破壊的イノベーションをもたらすわけではな
く、特定のコンテクストでのみ、既存企業の脅威
となり得る。9つのパターンはいずれも、市場環境
（図3）と促進因子（図4）の組み合わせであり、特
定の条件が揃うと、既存企業にとって脅威となる。
破壊的イノベーションが起こるパターンは、絶対
的ではなく網羅的なものでもない。ときにはパ
ターンが順番に発生し、あるパターンが別のパ
ターンに影響した結果、破壊的イノベーションを
引き起こす場合もある。
促進因子と市場環境をパターン化して脅威を
捉えることにより、不要な情報は排除され、破壊
的イノベーションをコンテクストで捉えやすくなる。
9つのパターンは自社ビジネスや市場環境、周辺
動向を観察するレンズの役割を果たすだろう。ま
た企業経営者が、自社ビジネスや関連市場で破
壊的イノベーションが起きる可能性を見極めるた
めのフレームワークを提供するだろう。
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【図5】 破壊的イノベーションの9つのパターン

Value
Price

ネットワーク効果の活用

価値／価格の転換

市場リーチの拡大
（Expand marketplace reach）

製品・サービスのアンバンドル化
（Unbundle products and services）

市場範囲を拡大し、分散化した買い手と売り手をタイムリーに繋ぐ

顧客ニーズに合致する製品・サービスを提供

周辺資産へのアクセス
（Unlock adjacent assets）

バリューチェーンの短縮化
（Shorten the value chain）

周辺市場の周辺資産へアクセスし、機会を開拓

テクノロジーによるバリューチェーンの短縮化または排除

製品プラットフォーム
（Turn products into product platforms）

利用ベースの価格設定
（Align price with use）

製品プラットフォームを提供し、参加者自ら価値を生み出せる
基盤を提供

ネットワーク効果
（Connect peers）
P2Pネットワークを活用し、参加者をつなげる

利用時の初期負担を軽減し、ニーズに柔軟に対応

製品統合
（Converge products）
コア機能を組み合わせた製品で1＋1を2以上に

製品開発の分散化
（Distributed product development）
外部と連携した共同開発

リーダーはどのように
行動すべきか
変化に直面すると、心理的に自然な反応と
して、たいていは抵抗を示すものである。しかし、
ビジネス環境における変化の重要性を認識し、
変化がもたらす機会を追求すればするほど、成
功につなげることが可能となる。検討すべきス
テップは次の通りである。

市場環境を分析する：自社ビジネスは
どの脅威に脆弱か
市場は、破壊的イノベーションの要素が詰
め込まれたシャーレ（培養皿）のようなものであ
り、促進因子は、常にシャーレ内の条件を変化
させる。ある条件のもとで新技術や新ビジネス
モデルが起こると、既存企業は市場での地位
を失うことになる。破壊的イノベーションの条件
は、脅威の種類や、新技術・新ビジネスモデル
19

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com

によって変わる。破壊的イノベーションの9つの
パターンの詳細は、【図5】で示したリンク先の
パターン別レポートで説明しているので参照さ
れたい。また、関連市場が明確でなく、地理的
な境界と同様に産業の境界も曖昧になってい
る中、自らの市場を過度に狭く定義すれば、脅
威と機会のどちらにも適切に対応できなくなる。
一方で過度に広く定義してしまうと、市場環境
の検討自体が意味を為さなくなる。
このような難しさを考慮し、パターン別レ
ポートでは、市場環境（製品特性、需要特性、
業界構造）を評価するための質問を盛り込んで
いる。このフレームワークは、自社ビジネスの
市場で、最も脅威となるパターンを特定する
ツールとして活用できるだろう。また市場の定
義や条件が変わった場合、仮説を再構築したう
えで、再度このフレームワークで検証すること
ができる。

エクスポネンシャルな時代における破壊的イノベーションのパターン

破壊的イノベーションの9つのパターン：ケーススタディ
以下に、破壊的イノベーションの9つのパターンについての代表的な事例を紹介する。図5で示した各パ
ターンについて、市場環境（製品特性、需要特性、業界構造）、促進因子（イネーブリング技術、顧客マイ
ンドセット、プラットフォーム、経済環境、公共政策）で考慮すべき項目と、各パターンに弱い業界、または
強い業界を示した。このフレームワークは、自社ビジネスの市場で、脅威となるパターンを特定するツール
として活用でき、また市場の定義や条件が変わった場合、仮説を再構築したうえで、再度このフレーム
ワークで検証することができる。
市場リーチの拡大 （Expand marketplace reach）
市場範囲を拡大し、分散化した買い手と売り手をタイムリーに繋ぐ
市場環境
業界構造

促進因子
イネーブリング
技術

製品特性

事例

• Amazon × Borders

顧客
マインドセット • Indie music × major music

labels
プラット
フォーム

需要特性

• Netflix × Blockbuster

公共政策

• Etsy

弱い業界
Public sector
higher
education

CP retailers
craft goods

強い業界
Health care
providers

Oil and gas
providers

Automotive
manufacturers

周辺資産へのアクセス （Unlock adjacent assets）
周辺市場の周辺資産へアクセスし、機会を開拓
市場環境
業界構造

促進因子
イネーブリング
技術

製品特性

事例

• Uber × Taxi

顧客
マインドセット • Airbnb × Motel

• Energy storage × utilities
(Electricity generation)

需要特性
弱い業界
Short-haul
moving

強い業界

Electricity
generatuin

High-end
fashion

Chemical
Products suppliers

製品プラットフォーム （Turn products into product platforms）
製品プラットフォームを提供し、参加者自ら価値を生み出せる基盤を提供
市場環境
業界構造

促進因子
製品特性

イネーブリング
技術
プラット
フォーム

経済環境
弱い業界
CP-home
appliances

Automotive
manufacturers

事例
顧客
マインドセット

• Android × Symbian
(Mobile software)
• PC operating systems
(PC software)
強い業界

Furniture

Chemical
Products suppliers

Commodities
food

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com
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ネットワーク効果 （Connect peers）
P2Pネットワークを活用し、参加者をつなげる
事例市場環境

促進因子

促進因子
業界構造

経済環境

事例

イネーブリング
技術

顧客
マインドセット

• Git × Concurrent Versions
System
• OpenBazaar × Craigslist
• Ujo Music × streaming
services

プラット
フォーム

弱い業界
Credit
reporting

強い業界
Waste
management

Bookkeeping

Coal mining

製品開発の分散化 （Distributed product development）
外部と連携した共同開発
市場環境

促進因子

業界構造

製品特性

イネーブリング
技術

事例

顧客
マインドセット

• TripAdvisor × Travel guide
books
• PortalPlayer × Digital music
players

プラット
フォーム

弱い業界
Technologysoftware

• Wikipedia ×
Britannica/Encarta

強い業界
Life
sciences

Oil and gas
providers

Commoditiesfood

製品・サービスのアンバンドル化 （Unbundle products and services）
顧客ニーズに合致する製品・サービスを提供
市場環境

業界構造

促進因子

製品特性

イネーブリング
技術

事例

顧客
マインドセット

プラット
フォーム

Tech CP
consumer electronics

• TripAdvisor × Travel guide
books
• PortalPlayer × Digital music
players

弱い業界
Public sector
higher
education

• Wikipedia ×
Britannica/Encarta

強い業界
Power and utility
providers

Automobiles

Oil and gas
providers

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com
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バリューチェーンの短縮化 （Shorten the value chain）
テクノロジーによるバリューチェーンの短縮化または排除
事例市場環境

促進因子

• Digital cameras × Kodak

促進因子
業界構造

事例

イネーブリング
技術

製品特性

顧客
マインドセット

• IKEA × furniture
manufacturers

プラット
フォーム

経済環境

弱い業界
CP
fashion

• Dell × PC manufacturers

強い業界

Financial services
banking

Health care
providers

TMT-telecom
infrastructure
providers

Power and utility
providers

Airplane
manufacturers

利用ベースの価格設定 （Align price with use）
利用時の初期負担を軽減し、ニーズに柔軟に対応
市場環境

促進因子

事例

• SalesForce × on-premise
業界構造

イネーブリング
技術

製品特性

需要特性

顧客
マインドセット

• CRM software Server
manufacturing

経済環境

弱い業界
Automotive
manufacturers

• IaaS × server OEMs

強い業界
High-end
fashion

Financial services
and insurance

Consumer
electronics

Airplane
manufacturers

Real
estate

製品統合 （Converge products）
コア機能を組み合わせた製品で1＋1を2以上に
市場環境

促進因子

業界構造

製品特性

イネーブリング
技術

事例

顧客
マインドセット

• Qualcomm × leading chip
makers
• Smartphones × portable
navigation device
manufacturers

経済環境

弱い業界
Financial services
and insurance

強い業界
Medical
devices

Oil and gas
providers

Chemical product
suppliers

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com
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コンテクストの変化をモニタリングする：
周囲を見渡すことが先を見通す最善の
方策
自社の活動範囲外で起きる脅威や、周辺市
場における新たな脅威や機会の発生を認識す
ることは重要である。しかしそのことと、目を向
けるべき領域や、実際に起きた出来事の解釈
や対処法を認識することとは別である。破壊的
イノベーションのパターンを認識することで、経
営者はモニタリングすべき促進因子を特定する
ことができる。また自社の業界や他の業界で起
きている、一見重要ではないと思われる動きを、
今までとは異なるレンズを通すことによって再
認識できるかもしれない。と同時に、これらのパ
ターンは、大きな事件にもなり得るコンテクスト
を提供する可能性もある。エクスポネンシャル
な世界の変化の中で、ユニコーンの台頭に動
揺したり、既存企業の衰退に囚われて冷静さを
保てず、その結果大きなチャンスを逃す恐れが
ある。パターン検証のプロセスは、そのような事
態を回避し、チャンスをつかむために必要な問
いかけや戦略を検討する手段となるはずである。

過去との決別
破壊的イノベーションのパターンは戦略的か
つ戦術的な対応を示すものであるが、差し迫っ
た破壊的イノベーションを認識できないような構
造上の問題があれば、すぐにでも対処すべきで
ある。既存企業が破壊的イノベーションを認識
できない理由の一つは、過去に基づいて未来を
予想するというやり方にある。年間の資源配分
が一定で、変化率が低いことによって証明され
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ているように、変革や変化を謳いながらも、組織
は現状を維持する傾向にある。一般的に、行動
の必要性を認識するよりも、合理化する力が無
限に働くものである。
このパラドックスは、これまで成功してきた企
業が、将来必要な行動を取る際の重大な障害
になり得るということである。サンクコスト（埋没
費用）や過去に実施してきた投資（高収益事業
を中心に組織を構築しようとする努力、知識や
ノウハウ蓄積を蓄積するのに要する時間・労力、
既存事業の運営に必要な資産など）は、問題を
直視せず、慣習に従うだけの組織対応を助長
する材料となるだけである。
経営学者のキャスリーン・サトクリフ
（Kathleen Sutcliffe）とクラウス・ウェバー（Klaus
Weber）は、データの役割、分析の厳密さと、経
営者にとってのセンスメイキング（意味づけ）プ
ロセスとの関係について研究している。彼らは、
変化の激しい時代に最も好業績を上げた企業
には、謙虚さと楽観主義の相反する特性を併せ
持つ経営者が存在していたとの結果を発表した。
自社の欠点やケイパビリティの不足を認識しつ
つ、学習能力や適応能力に自信を示した経営
者は、実際に行動して過去の慣習から脱する
可能性が最も高く、成功につながったと分析し
ている24。既存企業が実施すべき最も重要なこ
とは、過去の成功をもたらした事業慣行や組織
構造を捨て去ることかもしれない。経営者個人
としては、従来のフレームワークを捨て、視座を
高く持つためにそれまでの前提を問い直し、意
図的にコンフォートゾーンから抜け出す必要が
ある。

エクスポネンシャルな時代における破壊的イノベーションのパターン

“転ばぬ先の杖”として、破壊的イノベーションのパターンを理解しておく
自社ビジネスに脅威を与える可能性のあるパターンを理解することは、転ばぬ先の杖として大きな強み
になる。【図5】で示した9つのパターンは、脅威のパターンや発生状況を把握しておくことにより、経営者が
先を見据え、自社に影響を与え得る動向を察知できるようになる。ただし当然ではあるが、破壊的イノベー
ションを予測することは、経営者が検討すべき多くの事柄の一部にすぎない。
破壊的イノベーションに直面した企業が取るべき選択肢は以下の3つである。
• 留まるか撤退するか
破壊的な脅威に直面している企業は、破壊的イノベーションが起こる市場を去り、より継続可能な事業
や市場を選択するかもしれない。既存企業が市場を失ってしまったケースとは異なり、市場から退出す
るタイミングやプロセスを、自らコントロールすることが可能である。
• 破壊的イノベーションを起こす
既存企業は破壊的イノベーションに対処できないことが多いため、これは難しい選択肢だろう。だが転
ばぬ先の杖、として事前の警戒が備えになる。既存企業が将来の市場動向を前もって認識していれば、
ベースとなっている自社の前提条件を早急に見直し、既存資産の構成や収益の流れを変更するプラン
を立てることにより、直面した危機を乗り越えられる可能性も高まる。
• 破壊的イノベーションを起こす相手の力を削ぐ
既存企業は、自社の市場で破壊的イノベーションが起こる可能性を理解しておくことにより、特定の破
壊的イノベーションのパターンを起こしにくくする促進因子に影響を与える戦略を採ることができる。
現実には上記3つの行動をとることは難しく、予測される破壊的イノベーションの状況に左右されるもので
あり、既存企業が独自の選択肢を実行できる能力が求められる。詳細はレポート「破壊的イノベーションへ
のアプローチ（Approaching disruption）」で紹介していく。
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Deloitte Center for the Edgeについて

Deloitte Center for the Edgeは独自の調査を実施し、企業の新たな成長に向けた重要な視点を構
築している。同センターはシリコンバレーに本拠を置き、欧州とオーストラリアにもチームを持ち、企
業経営者が先端的な事業や技術から生じる新たな機会について理解することを支援している。同セ
ンターのリーダーは、テクノロジーや地理的環境、人口構成、市場に関して、先端の競争環境で生み
出される要素は、必然的にコアビジネスに影響を及ぼすと確信している。同センターは、経営者の課
題としてまだ取り上げられていないが、取り上げるべきビッグシフトに関連する新たな機会を特定す
ることを命題として掲げている。同センターのリーダーは長期的なトレンドや機会に焦点を当てている
が、経営者の短期的な行動や日常的な環境における影響も同様に注目している。
最新のニュースで取り上げられるような激しい動きや競争環境のなかで、経営者は新たな事業環
境を目の当たりにしている。成果への重圧はますます強まり、既存の手法で得られる利益は限られ
る。企業が利益を上げることはますます困難になっており、状況は厳しさを増している。経営者は異
なるやり方を学ぶだけでなく、効果的に実践する必要にも迫られている。その要素として、事業環境
で起こっているマクロ的な以下の変化を理解する必要に迫られている。
• 競争を真に激化させているものは何か
• どのような長期的な機会が見込めるだろうか
• 将来の方向性を変えるには現時点でどのような行動が必要か
こうした経済変化の根底にある構造を理解することにより、競争激化と経済的圧力の中でも経営
者は成果を上げることができる。幸いにして、経済環境に短期的に対処するのに必要な活動は、挑
戦がもたらす機会を最大限に生かす方法として、長期的に見ても有効である。こうした挑戦に対する
同センターの独自の視点について、詳しくは下記URLを参照されたい。
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-the-edge/solutions/about-center-for-theedge.html
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