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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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エグゼクティブ・サマリー

らをディスラプトせよ（DISRUPT yourself）。
キャッチーで力強いメッセージである。しかし
それは自らの崩壊を意味するかもしれな
い。決して衝動的に行動してはならない。

破壊的イノベーションに対し、迅速かつ果敢に対処しな
い経営者にはリスクがつきまとうだろう。デジタル時代
におけるスピード感のある環境変化と、破壊的イノベー
ションがもたらす不確実性の下でビジネスを行うという
ことは、百戦錬磨の経営者でさえも的確な判断は難し
い。最先端領域を競合他社が狙っている可能性もあり、
出遅れた企業は選択肢を失うだろう。実際、そのような
企業は二つの点で可能性を失うことになる。一つ目は、
他社が機会を獲得することにより、自社の新たな機会
を逃すことである。二つ目は、破壊的イノベーションによ
り売上高や市場シェアが低下するのに伴い、自らの選
択の自由を失うことである。逆説的ではあるが、利益を
上げて成功している企業は、新たな機会を追求する余
力が最もあるにもかかわらず、適切な行動をとるのに
必要な緊迫感を欠く場合が多い。

自

企業経営者は破壊的イノベーションを、仮に組織内で
あったとしても、脅威とみなしがちである。破壊的イノ
ベーションがもたらす最大のリスクは、経営者を視野の
狭い守りの姿勢に陥らせてしまうことだ。破壊的イノ
ベーションに真正面から対処しようとすると、企業のコア
ビジネスを揺るがす行動になりかねないため、周囲は
抵抗し、最終的に失敗するリスクが高まるだろう。
そこで破壊的イノベーションによる環境変化を、企業の
成長や持続的優位性を確保するための重要かつ新し
い機会と捉えることが、望ましいアプローチである。この
ような機会は、自社の市場から離れたビジネスの最先
端に存在しており、既存市場や既存ビジネスの延長線
上にあるわけではない。したがって、コアビジネスと競
合したり、短期的には既存事業の売上高や予算、リ
ソースに対して脅威とならないため、新たな機会の探索
に取り組むことができる。この最先端ビジネスを認識し
ている限り、コアビジネスで行われがちな、効率的な施
策を妨げる動きや制約を避けることができるだろう。エ
クスポネンシャルな成長を加速させるテクノロジーや
ツールにより、規模拡大がしやすくなり、また参入障壁
が低くなり、大規模な先行投資をしなくても新たな機会
や成長を追求することが可能となった。しかし当然なが
ら、活動の機会はより限られたものとなり、最初に行動
した者が優位性を勝ち取ることができる。

デロイト発行のレポート「破壊的イノベーションを予測す
る 」では、破壊的イノベーションの9つのパターンを示し
た。破壊的イノベーションのパターンは、成功している企
業にとっても、不確実性に対応するために役立つもの
である。どの企業も、破壊的イノベーションのパターン
のうち少なくとも1つには影響を受ける可能性があり、多
くの企業は複数の破壊的イノベーションのパターンに対
して脆弱性を抱えている。破壊的イノベーションのパ
ターンは、市場構造の変化の過程や、既存企業が直面
し得る短期的なプレッシャーを示している。既存市場を
再構築するような機会に積極的に対応できる企業は、
優れた選択肢を持つことが可能であろう。特に成功して
いる企業にとっては、現状維持という選択肢はあり得な
い。
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ビジネスの最先端における機会は、コアビジネス以上に
長期的に大きな価値を生み出す可能性を秘めている。
デジタルインフラの拡大と自由化政策により製品・サー
ビスが分散化し、分散化したプレイヤー向けのプラット
フォームが構築され大規模化、集約化が進む1。最先端
ビジネスの機会の中心となり得る事業は次の3つである。
日常の大量のタスクを処理し管理することができるイン
フラ提供事業、企業と様々な外部事業者との連携を促
進するプラットフォーム事業、顧客との深い信頼関係を
構築するアドバイザー事業の3つである。

端の活動を、コアビジネスに組み入れる必要がある、と
いう誤解だ。この誤解により、企業はたびたび、組織的
な抵抗にあい、変革は失敗に終わることがある。
破壊的イノベーションを活用しようとする企業は、恐怖で
はなく希望を持ち、コアビジネスではなく最先端の領域
で、新たなアプローチに取り組むべきである。破壊的イ
ノベーションのパターンは、変化のための機会を認識す
るのに役立つ。また、間違った取り組みを見極めるとと
もに、コアビジネスを強化して収益源を維持しつつ、変
革のための資金確保につなげることができる。

こうした最先端の機会に取り組むには、変革が必要で
ある。しかしこのような新しいタイプのビジネスは、既存
ビジネスとは根本的に異なるため、従来の変革のアプ
ローチでは時間がかかり思うように成果も出ないだろう。
そこで、すぐにでも行動を起こす必要がある。しかし誤
解しやすいポイントがある。それはイノベーティブな最先

結局のところ、緊迫感を持って行動し、慢心せず、組織
の拒否反応を防ぐことが重要である。そして現状だけで
はなく、今後目指すべき方向を理解し、破壊的イノベー
ションを行動の促進因子として用いることが重要である。
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イントロダクション
破壊的イノベーションの促進因子

市場に及ぼす影響により、一部のビジネスはより魅力
的にもなり得る。詳しくは後述するが、例えばプラット
フォームビジネスや、信頼できるアドバイザーとしての
役割を果たすビジネス、インフラプロバイダー事業など
は、ビジネスの集約化を促し、持続的な成長に貢献する
可能性がある。一方で、製品とサービスは分散化する
傾向にあり、大企業にとっては製品のイノベーションや
ビジネス展開のメリットが減りつつあるのが現状である。

業は日々厳しい重圧にさらされている。
エクスポネンシャルな成長をもたらす技術
や自由化政策によって、新技術や新たな
ビジネスモデルが生まれ、グローバルで
参入障壁が低下している。既存企業が何十年もかけて
構築した事業規模に、新興企業は急速に追いつくこと
が可能となった。その結果、市場競争が激しくなり、製
品ライフサイクルは短縮化した。ブラック・スワン、ユニ
コーンという言葉で表現される通り、破壊的イノベーショ
ンをもたらす新興企業が多数現れ、新技術や新ビジネ
スモデルを通して大企業の支配的な地位を奪い、既存
の前提や計画を覆す可能性が出てくる。これこそがまさ
に破壊的イノベーションである。

企

このように、急速に変化する環境は大きなチャンスをも
たらすが、その機会を生かすには迅速かつ積極的な行
動が求められる。概して、既存企業が破壊的イノベー
ションの影響を受ける頃には、すでに手遅れであること
が多い。既存企業が破壊的イノベーションのパターンを
模倣して「自らをディスラプト」したとしても、またはコスト
削減や多少の改善策により既存資産を最大限に活用
するとしても、将来のためにビジネスを変革しなくてはな
らない、という、強いコミットメントがなければ、行動は受
け身になりがちであり、長期的な持続可能性に対する
弊害となる可能性がある。2004年にレンタルビデオの
郵送サービスを始めたBlockbusterの試み5や、インター
ネット通販の台頭に対抗して従来型の書店網の拡充を
目指したBordersの投資6は、変革できなかった企業が
二重に損失を被ったことを示す手痛い失敗例である。つ
まり、じり貧の事業にリソースを投入すると同時に、より
効果的な行動を取るためのわずかな機会を見逃してし
まった。破壊的イノベーションが起こる頃には、収益源
はダメージを受け、企業は革新的な新しい機会を開拓
する自由や資金を失うのである。

破壊的イノベーションは様々な形態で出現する。レポー
ト「破壊的イノベーションを予測する」において、現実的
に起こる可能性の高い9つの「破壊的イノベーションの
パターン」を示した。一般的に、企業は少なくとも1つの
パターンに対して脆弱性があり、多くの場合は複数のパ
ターンの影響を受ける2。破壊的イノベーションは、ビジ
ネスの集中と分散を相互に繰り返し、補強しながら進化
する（レポート『The hero’s journey through the
landscape of the future』3参照）。そのような中、大企業
が厳しい競争環境下で持続的に成長し、成功するため
には、特定分野において極めて秀でている必要がある。
その結果、企業は特定のビジネスに注力し、自社に欠
けている部分は他社のケイパビリティを活用することに
よって、新たな価値を生み出すことができる4。頻繁かつ
急速に発生する破壊的イノベーションやそのパターンが

4

ビジネスの最先端で描く成長への道筋

破壊的イノベーションは挑戦的ではあるが、既存企業に
とってはそれをドライバーとして成功できると考えるのに
十分な理由がある。すでに確固たる地位を築き上げた
企業は、分散化した新たなビジネスに対し、それぞれの
規模や領域に応じて自社の強みを生かした事業形態を
取り入れることができるからである。ビジョンと緊迫感を
併せ持ち、破壊的イノベーションに積極的に対処しよう
とする企業は、潜在的に破壊的イノベーションの力がド
ライバーとなり、大きな機会を生み出すだろう。

既存企業は、潜在的な破壊的イノベーションを認識する
のに苦労し、認識できたとしても、過去の成功をもたらし
た専門性やケイパビリティ、資産が障害となりがちであ
る。とりわけ、現時点の収益源を脅威にさらしたり、資産
が負債と化したり、ビジネスにおいてコアとなる仮説の
大幅な変革を必要とする活動は、うまく受け入れられな
い恐れがある。
マネジメント層にとって最初の難問は、対応すべき理由
が明確でない段階でいかに実行に移せるか、ということ
だ。破壊的イノベーションがもたらす差し迫る変化に対し、
大きな変革が必要であることを、リアルタイムで認識す
るのは簡単なことではない（後知恵で分析するのは簡
単なことなのだが）。その時点では、まだ現実化してい
ない脅威に対して行動することをリスクと受け止め、脅
威は完全に回避できるとみなしがちである。将来の破壊
的イノベーションへの対応が、コアビジネスを破壊する
ことにつながりかねない、と考えることもあるだろう。

変革を妨げる可能性を明確に認識し、変化が加速する
環境でリスクを最小限にする必要があることをまず示し、
次に破壊的イノベーションを使って変革を促進する現実
的なアプローチを示す。例としてAppleを取り上げ、いか
にして次なる機会に焦点を当て、破壊的イノベーション
を何度も起こしてきたかを検証する7。そして、先を見通
したポジティブなビジョンに基づいて破壊的イノベーショ
ンに対処する、現実的なアプローチを示す。

しかし、これは固定観念に囚われていることの表れであ
る。取るべき選択肢は、コアビジネスを崩すか、未来を
諦めるかの二択ではない。企業は将来の機会にフォー
カスしたアプローチをとることができる。企業の長期的な
ポジションを向上させるために、短期的にはコアビジネ
スを強化し、継続させる事業を絞ったうえで、今後の事
業構築のための必要な時間と自由を確保するのである。

変革のロードマップ（【図2】参照）
• Build Awareness：破壊的変化の監視と理解
ディスラプティブな変化を監視、理解したうえで機会
を探索
• Focus Effort：イノベーション戦略の構築
産業・市場および事業を長期的な視点で俯瞰し、
戦略を構築
• Act for Impact：変革を視野に入れた実行
短期的なインパクトを考慮しつつ、長期的な変革に
向けた実行を加速
• Learn, Refine, Monitor：イノベーションマネジメント
推進
インパクトの拡大に向け、モニタリングサイクルを通
じて学習を促進

破壊的イノベーションのパターンは、企業が市場におけ
る競争力の変化を予測し、一過性のものか、長期的な
変化なのかを見極める起点となるだろう。また、これら
のパターンを活用する企業にとって、自社の機会を明確
にする効果もある。ビジネスの最先端で大きな機会を認
識することは、変革の勢いをつくり、今後のビジョンを明
確にするのに役立つ。希望にあふれたポジティブな展
開は、不安に支配された思考を排除し、究極的に力強
いドライバーとして機能し、企業の潜在能力を発揮する
のに役立つだろう。
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不確実性、抵抗と、変革のジレンマ

実際にはすでに手遅れとなる恐れもある。経済界、アカ
壊的イノベーションは長期的に自社の機
デミアや一般メディアは破壊的イノベーションに注目して
会につながる、という認識はなかなか持
いるにもかかわらず、なぜ組織自体は緊迫感を欠いて
ちにくいものである。そのことを想定の上
いるのだろうか。それは業績向上の重圧にさらされる中、
で、破壊的イノベーションに対処するため
機能不全が起きているのである。リスクは過大に認識さ
には、いくつかの課題を乗り越える必要がある。大半の
れ、潜在的な利益は過小評価される傾向にある。破壊
既存企業にとって、破壊的イノベーションがもたらす新し
的イノベーションのこと
い機会を受け入れるには
を、「企業にとって最大
変革が必要である。一つ
の悪夢」8、「あらゆる伝
の事業に完全に特化して
いる企業は少なく、多くの
統的なビジネスモデル
企業は、製品やインフラ、
を破壊」9というように、
顧客のビジネスを複合的
不安を掻き立てるような
に組み合わせて運営して
メッセージで表現される
おり、急速な変化に対応
ことにより、リスクの認
しにくいビジネス構造とな
識は一層強まる。それ
アイルランド出身の物理学者ウィリアム・トムソン
っている。このような場合、
でも緊迫感が高まること
（通称ケルビン卿＝Lord Kelvin）が1896年に
企業には変革が必要で
はない。こうした状況下
英国王立航空協会への入会要請を受けた際の
あるが失敗する確率が高
で時間軸はより短くなり、
反応
く、仮に他社が開発に先
経営者は短期的に早急
行した場合は、潜在的な
な結果を求めがちにな
機会は急速に縮小する可能性がある。
る。多くの要求に対してリソースは限られており、経営者
は今日明日のリスクに焦点を当てがちであり、不確実
まず既存企業にとって最大の障害は、緊迫感の欠如と、
性の高い潜在的なリターンの検討、さらには将来的なリ
組織内の変化に対する抵抗勢力である。経営者が破壊
スクの検討をより深く行うことに、意識やリソースをなか
的イノベーションに対応できると自信を持てる頃には、
なか振り向けることができない。

破

「私は、気球以外の
航空技術をまったく
信じていない。」
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時間軸の短縮化に伴い、認知バイアス（【図1】参照）が
作用し、自己正当化のループに陥る可能性がある10。
経営者は、あたかも世界の経済価値が固定化されてい
るかのように考え、ゼロサム思考に陥り、新たな価値創
出の可能性に目を向けなくなる。ゼロサム思考により経
営者の視点は狭まり、脅威に捉われるようになる。短期
的なマインドセットがゼロサム思考を促進し、脅威に捉
われた思考が強まり、さらに短期的な思考に拍車がか
かるという悪循環が生まれる。時間軸を短くとらえること
で、既存の認識や自らの専門知識に固執して、確実性
に関する誤った認識をもたらす。今日や明日の延長線
上にあるものとして未来を捉え、インクリメンタルに変化
するだけのものと認識するため、その可能性もインクリ
メンタルなものに限定される。短期的な時間軸は想像
力を制限し、企業が描く将来の機会に対処する行動に
も制約を課すことになる。

【図1】 不確実性下で脅威を助長させる認知バイアス

業績向上の重圧
リスク／リターンの認識

時間軸の短縮化

ゼロサム思考

問題点の1つとして、経営者の考えるタイムスパンが、
規定の在任期間に基づいていることが挙げられるだろ
う。規定された在任期間により、長期的視野に立った可
能性の検討や行動を制限してしまうおそれがある。経
営者は短期的な指標に対しての最適化を図り、把握で
きる脅威を抑え、短期的なプレッシャーを最小限に抑え、
失敗や潜在的な障害を回避しようとする。Amazonの
ジェフ・ベゾス（Jeff Bezos）が2015年12月の株主宛の
書簡で述べたように、すべての決定は同等に重要で、
撤回不可能であり、高い水準での確実性と計画性を要
求するものとして扱われる11。結果として、意思決定に
は時間がかかり、経営幹部は失敗から得られる教訓を
犠牲にし、確実性を重視することになる。

信頼の低下
Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com

変革に対する認識と緊迫感を醸成することの難しさに
加え、組織変革の取り組みは約7割が失敗するという
厳しい実態もある12。失敗の背景には、コアビジネスと
相反する取り組みには大きな初期投資と時間的コミット
メントが求められることが挙げられる。そのような取り組
みは、抗体が異質な侵入物に対抗するように、組織的
な強い抵抗を示すものである。
さらに、収益源をめぐるカニバリゼーションや、既存資
産を失うことをいかに避けるか、またコアビジネスに関
する既存の仮説から抜け出すことの難しさなど、ディス
ラプター（破壊的イノベーター）への対応を妨げる要因
は、組織変革の障害にもなり得る。特に、顧客が何を重
視しているか、顧客にどう対応するのがベストか、いか
にして価値を獲得するかなど、過去に成功をもたらした
既存の仮説にとらわれてしまいがちである。従来から主
軸となっている仮説が企業の戦略を支配するのが常で
あろう。
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けるため、既存事業の幹部と対立することなく最先端の
機会の探索や開拓を行うことが必要である。破壊的イノ
ベーションを想定して早期に活動することにより、最先
端の機会に近づき、コアビジネスが市場を喪失する頃
までに、新たな力強いビジョンを構築できる可能性があ
る。最先端の領域は、コアビジネスほどの厳しい検証や
仮説構築の必要性、過度な期待を背負うこともないから
である。

最終的に、大企業は規模の大きさが弊害となり、多くの
新しい機会を見逃し、本来投資すべきではない領域へ
過度な資金投入する事態が起こる。このようなとき、た
いてい大企業は、「これは数十億ドル規模の事業（もしく
は百万台規模の販売台数など）に発展する可能性があ
る」といったメッセージを発する。だが、市場規模に焦点
を当てる場合、現在の顧客についての仮説が前提と
なっており、顧客の嗜好の変化は考慮していない。よっ
て機会が見過ごされる可能性があるだろう。

後述するが、このアプローチは、課題に素早く対処でき
ず小粒の変化で終わってしまうリスクと、成功する保証
もなく大きな賭けに出るリスクとの狭間で身動きが取れ
なくなっている企業に、多少なりとも希望を与えるものと
なるだろう。経営者は既存の事業や市場に縛られること
なく、将来に向けた視点を社内外から取り入れ、ソー
シャルまたはテクノロジーの力を活用しながら、脅威の
影響を極力減らすことができる。これは、イノベーション
をコアビジネスに取り込み、破壊的イノベーションを阻止
することを目的とする方法とは大きく異なるものである。
コアビジネスや既存のビジョンを否定する戦略を取ろう
とすると、最初の段階ですぐにそれを潰そうとする抵抗
勢力が生じ、組織内の軋轢が起きるのが先延ばしされ
るだけである。依然として短期的な思考や不安をベース
にした議論に終始し、ディスラプターの接近を目の前に
にしながら、新たな機会に挑戦するのではなく、狭い視
野で守りに入ってしまうという罠に陥る。

これらのことは、変革におけるジレンマを引き起こす。変
革には時間がかかり、失敗する確率も高い。既存企業
は、破壊的イノベーションのパターンによってもたらされ
る機会に対し迅速な行動が求められている。成功して
いる経営者にとっては、破壊的イノベーションのパター
ンが緊迫感を醸成し、破壊的イノベーションが生じてい
ない領域においてもどのような点に注意すべきかを認
識し、将来や周辺環境を見直すのに役立つというメリッ
トがある。一方、デメリットとしては、現状に満足してしま
う可能性があることだ。現時点での成功した組織（破壊
的イノベーションを予測して積極的に対応できる状況に
ある組織）は、リソースを有効活用する際、新領域を探
し求めるだけでなく、従来とは異なる新しい目で見る必
要があるだろう。

新たなアプローチ

【図2】で示した新たなアプローチにより、破壊的イノベー
ションがもたらす機会を、自らの事業に取り込むことが
できるようになる。それは強制的に破壊的イノベーショ
ンへの対処を迫られたり、変革に向けた戦略が制約を
受ける前に可能となるだろう。そのカギは、新しいタイプ
のビジネスで変革を推進し、短期間でビジネスの魅力と
成功確率を高めることにある。重要なことは、（例え情報
が不完全であっても）まず行動を起こし、短期間での活
動を通して必要な情報を得る一方、組織内の抵抗や不
安を呼び起こすような行動を避け、適度なバランスを取
ることである。

孫子の兵法の重要なメッセージの1つは、「敵が弱体化
し、勝者が圧倒的に強い立場に立ち、戦いが不要とな
るまで、可能な限り争いを避けよ」というものだ。事業変
革における「敵」は、組織内の抵抗である。つまり組織
の惰性であったり、変革に否定的な個人が主張する抵
抗である。短期的な業績向上を求める株主からの重圧
も、変革の抵抗勢力となる。確かに破壊的イノベーショ
ンへの適切な対処は難しい。だが、企業は厳しい状況
になる前のほうが、破壊的イノベーションに対処できる
余力がある。変革を目指す企業は、組織内の抵抗を避
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変革における定説というものは存在しないが、この新た
なアプローチ（【図2】参照）により、経営者は外部の動向
を取り込み、将来を見据えた視点を取り入れ、新たなレ
ンズを通して自社の機会を検討することができるように
なる。将来のビジョンを共有することで、根底にある抵
抗や既存の仮説を覆しながらも、将来どのようなビジネ
スを推進すべきかについて合意形成することができる。

しかし仮にそこで止まってしまう場合、将来のビジョンは
既存事業と関連性を持たせることができないだろう。多
くの構想が、有効な効果を得られずに短期間で終わっ
てしまう。新たなアプローチにおける各ステップは、自分
自身への一連の問いかけでもあり、検証すべき仮説、
今日行うべき短期的な行動を意味し、将来に向けた有
意義な発展のためでもある。

【図2】 変革のロードマップ

Focus Effort
イノベーション戦略の構築

Act for Impact
変革を視野に入れた実行
短期的なインパクトを考慮しつつ、長期的な変革に向けた実行
を加速

産業・市場および事業を長期的な視点で俯瞰し、
戦略を構築
• 自社にとって必要な変革を理解する

最先端領域からの変革

• 現在のポジションを認識し、理想とのギャップを分析
する

• 長期的な変革に向けて活動を加速させる
• 収益化へのリードタイムを短縮する

• 戦略的方向性を決定する

コアビジネスの強化
• 最新技術の短期的な事業可能性を
生かす

Learn, Refine,
Monitor
イノベーション
マネジメント推進

• レバレッジ効果により成長を促進
させる
組織再編によるリソースの自由化
• 収益性の低いリソースを取り除く

Build Awareness
破壊的変化の監視と理解

Learn, Refine, Monitor
イノベーションマネジメント推進

ディスラプティブな変化を監視、理解したうえで機会を
探索

インパクトの拡大に向け、モニタリングサイクルを通じて
学習を促進

• 事業環境に影響を与えるテクノロジーやトレンドを特定する

• 継続的なフィードバックループにより、学習と改善の過程をモ
ニタリングする

• 自社の強み弱みと、有望な機会を特定する

• 課題のある指標を改善させる

• 変革に向けて必要なコミットメントを醸成する

• スピード感を持ってサイクルを回す

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com
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Apple：新たな機会を活用した事例13
破壊的イノベーションは、自社にとっての挑戦であるが、破壊的イノベーションに何度も直面しながらも生き
延び、成功している企業がある。その1つがAppleであり、一時は将来の先行きに暗雲が立ちこめたものの、
そこから一転して飛躍的な成長を遂げてきた。同社の過去20年の歴史は、既存事業を守ることに執着す
るのではなく、変化し続ける環境の中で、次の新たな機会を探りながら優先的に取り組んできたことを示し
ている。
1997年、Appleは赤字を計上し14、コモディティ化が進むコンシューマー向けパソコン市場で多くの競合
メーカーと争っていた。同社はそれ以前の10年間、熾烈な競争に苦しみながらも、市場における存在価値
を何とか保ってきた。大きな理由として、ソフトウェアとハードウェアを一体化させたパソコン
「Macintosh®15」の固定ファンを確保していたからである。とはいえ、ローエンドパソコン市場の先行きは暗
い状況であった。
そのような状況において、Appleはローエンド市場から抜け出し、ハイエンド市場に狙いを定める戦略へと
転換した。急速な発展を遂げるインターネット接続パソコンがもたらす機会に、改めてフォーカスしたのであ
る。
また21世紀初頭、レコード会社は依然として音楽流通市場を支配していた。当時のインターネット業界では、
NapsterやLimeWireなどのベンチャー企業がP2P（個人間）ファイル共有サービスを提供し始めたが、そ
の結果、今までには起きていなかった新たな著作権侵害が問題となり、レコード業界は混乱に陥っていた。
そしてレコード会社と規制当局が著作権の侵害を主張し、何とか秩序を取り戻そうとする中、Appleは自社
のデジタルミュージックソフト「iTunes®」を誕生させたのである16。
Appleは2001年に同社のコンテンツ再生・管理ソフト「iTunes」初版をリリースし、続いて2003年にデジタ
ルミュージックコンテンツ配信サービス「Apple iTunes Store®」 17を登場させた。初の合法的なデジタル
ミュージックコンテンツ配信サービスである。すでに海賊版としてはアルバム単位でなく1曲単体での音楽
が出回っていたが、破壊的イノベーションのパターンの一つである「製品・サービスのアンバンドル化
（Unbundle products and services）」を活用し、製品とサービスの分化を促進する統合プラットフォームを
構築した。iTunes Storeでは、ユーザーは音楽アルバム全体を購入しなくても1曲ずつ楽曲を選択できる。
カナダの歌手ダニエル・パウター（Daniel Powter）のアルバム全体を購入しなくしても、ヒット曲「Bad Day」
だけを聞くことができるようになったのである。iTunes Storeは登場から7年で、「世界最大のミュージックス
トア」の地位を獲得している18。
インターネットとデジタルテクノロジーの普及に伴い、一極集中していた情報が分散化し、また技術的に持
ち運びが可能となり、ポータビリティが向上した。Appleは2001年10月、デジタルミュージックプレイヤー
「iPod®」を発売し、「製品開発の分散化（Distributed product development）」のパターンでMP3デジタル
ミュージック市場に破壊的イノベーションを起こした19。Appleは電子部品を組み込んだ高性能な自社製品
を、当局の承認後わずか9カ月後に上市したのである。これだけ早期に上市できたのは、生産委託先であ
る半導体メーカー、PortalPlayerを中心とした製造業者との連携があったからである。Appleは、新製品を
自社の既存組織内で開発することの限界と抵抗勢力を認識しており、PortalPlayerに世界的な主要IT企
業各社をとりまとめて、iPodの中核となるプラットフォーム開発を依頼した。ソフトウエアiTunesと配信サー
ビスiTunes Storeはそれぞれ独立させつつも連携しており、iPodでは“1,000 songs in your pocket”という
キャッチコピーの通り、一度に1,000曲以上を手軽に持ち運ぶことが可能となり、消費者と音楽産業の関係
を作り変えたのである。Appleは2005年までに2800万台以上の機器を販売し、デジタルミュージックプレイ
ヤー市場において75%のシェアを獲得した20。
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【図3】 Appleのカテゴリー別売上高構成比（1998～2015年）
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Source：Deloitte analysis based on data from Apple Computer Inc. Sources24
Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com

iTunes StoreやiPodで成功を収めたにもかかわらず、Appleは破壊的イノベーションに対するモニタリングや警戒
を怠らなかった。BlackBerryなどのモバイル端末がビジネス市場で普及する中、Appleは機会を察知し、より大き
なコンシューマー市場向けに魅力的な端末を開発することを目標とした。コアとなるモバイルコンピューティングとス
トレージ、ネット接続機能を組み合わせた「製品統合（Converge product）」が近い将来起こることを予測し、タッチ
スクリーン搭載の高性能スマートフォン「iPhone®」21を2007年に発売した。iPhoneは、携帯電話機能のほか、
GPSナビゲーションや電卓、カメラなどの各種ツールを組み込んだ製品である。そして同社は、既存のiTunes
Storeを活用し、iPhoneとそのOSの開発環境を開放することにより「製品プラットフォーム（Turn products into
product platforms）」へと進化させた。アプリケーションの開発数は急増し、「There’s an app for that （そのための
アプリがある）」という同社の広告キャンペーンも相まって22、iPhone端末の機能は拡大し、利用者は急増した。そ
の結果、iPhoneは登場から2年半で同社のトップ製品となったのである23。
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現在、Appleは幅広い製品エコシステムを確立しており、破壊的イノベーションの兆しがあったとしても、顧客ロイヤ
ルティや製品の普及はそのまま維持されている（【図3】参照）。もし同社が、合法的なデジタルミュージック配信市場
と、音楽を楽しめる素晴らしい製品を提供する機会を逃していたら、iPhoneのようなパソコン会社が製造するスマー
トフォンを我々が使用することはなかったかもしれない。
Appleが成功を収めた要因は何だろうか。優れたビジョンを持つ創業者・最高経営責任者（CEO）の存在が大きな効
果を発揮したのは間違いない。既存のコアビジネスを守るよりも、次の新たな機会を優先したことも大きい。新たな機
会は、幅広いテクノロジーや社会トレンドに加え、デザインを重視する社内の体質（DNA）のいずれにもマッチしてい
た。同社のどの事例においても、コアビジネスとは別に新しい機会を見つけ、変革を推進している。スカンクワークス
（秘密開発チーム）でもなく、コアビジネスを変革させるプロジェクトでもなく、多くは自社とは別の施設や人材を通じた、
まったく新しい新規事業として進められたのである。
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Build Awareness：
破壊的変化の監視と理解
ディスラプティブな変化を監視、理解したうえで機会を探索

に抵抗は事実やデータに基づいて明確に示されるもの
であるが、ビジネスにおいては、抵抗は事実からではな
く、感覚的な解釈に基づくものであり、暗示的な否定と
なりがちである25。したがって、データによる事実が真の
問題なのではなく、事業が順調で圧倒的な技術や市場
シェアも持っており、問題はないという状況にあっても、
データを受け取った人が、データによる事実を受け止め
られないことに問題がある。多くの場合、ギリシャ神話
の悲劇の預言者カサンドラのように、誤った認識の下で
は、多くのデータやグラフを提供しても効果はない。変
革の必要性を実感として得られることが、認識を構築し、
確立する過程となる。場合によってはデータを活用する
こともできるだろう。しかし多くの場合、人間はまず直感
的な変化の経験を経ることによって、過去の古い仮説
から脱け出し、新たな仮説を受け入れる余地が生まれ
る。そこで破壊的イノベーションのパターンを活用するこ
とで、既存のルールを当てはめることが難しい市場の将
来の可能性をイメージできるようになる。この時点の目
標は、世界を自分自身の見方に合わせるのではなく、
世界に対する自身の見方を変えることである。

界が急速に変化する中、経営者にとって
最も重要な課題の1つが「過去の知識を
捨て去る」ことである。つまり、過去の成
功で得た基本的な考え方を捨て去り、新
たな挑戦をする必要がある。多くの戦略家は、既存企業
や既存の業界に焦点を当てる傾向にあるが、未来を予
測することや、未来への対応に向けた短期的な施策の
見極めが不十分になりがちである。我々は、現在から
未来を見るのではなく、未来から現在をバックキャストで
振り返り、今後のビジネスにおける新たな価値の創出と
最大化に向けたアクションを起こす必要がある。

世

Build Awareness：破壊的変化の監視と理解とは、ま
ず最初に世界の様々なトレンドや業界を理解し、未来に
むけた認識を構築することである。破壊的イノベーショ
ンのパターンはこのような認識の構築に役立つ。さらに
重要な点として、破壊的イノベーションが差し迫っている
ことを示す強いシグナルがなかったとしても、緊迫感や
変化の必要性に対する認識が向上する。この場合、他
社に先行され逃すにはあまりに惜しい機会である、とい
う認識から、緊迫感が生じる。

最後に、データや経験がいかに説得力のあるもので
あったとしても、将来ビジョンに基づいてマネジメント層
全体の認識を一致させるというのは、なかなか難しく現
実的ではないだろう。認識を構築する段階は、率先して
変革を実践する決意と勇気を持った1～2名の経営幹部
が誰なのかを見極める機会でもある。その幹部を、変
革の次フェースを導く先端的なチームのリーダーに起用
するのである。

経営陣は一体となってこの対応に乗り出し、深く長期的
なトレンドを見据えながら、継続的に開発に関与し続け
ることが理想である。教育に留まらず、目標の一部とし
て設定すべきことは、失敗したときに非難してくるような
抵抗勢力への対処法である。経営学者のリチャード・テ
ドロー（Richard Tedlow）が自身の著書『なぜリーダー
は「失敗」を認められないのか』で指摘した通り、一般的
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市場や業界は10～20年後に
どうなっているか

急増する新規参入企業は収益の拡大を図り、市場の境
界を再定義する。その結果、ビジネスがしやすくなり、パ
ターンが競争を促進する可能性がある（【図4】参照）。

デロイトは、「破壊的イノベーションを予測する」にて、9
つの破壊的イノベーションのパターンを特定した。そこで
は、新興企業が新技術や新たなビジネスモデルによっ
てどのようにリーディング企業の地位を奪うのか、そし
て既存企業にとって、破壊的イノベーションの模倣や対
応がいかに難しいかを説明している。これらのパターン
は、市場における競争力学の変化や、参入可能な市場
を企業が理解し、想定するためのスタート地点となる。
必ずしもすべてに当てはまるわけではないにしても、長
期のトレンドを通じて、パターンを読み取ることができる
ようになるだろう。

大半の市場は少なくとも1つのパターンに対して脆弱で
ある。どのパターンに対して脆弱かは、製品・サービス
の特性、顧客の特徴、業界・競争力学の構造に左右さ
れる。例えば、Craigslist（無料のローカル情報コミュニ
ティサイト）やBleacher Report（スポーツ専門ブログ・プ
ラットフォーム）など専門特化したデジタルメディアの登
場が新聞業界にもたらしたように、高度に標準化された
製品で、それぞれの顧客セグメントが限られた機能しか
利用できないような、多様な顧客ベースを持つ市場は、
製品・サービスのアンバンドル化 （Unbundle products
and services）のパターンには脆弱である。一方、高度
に標準化された製品や、供給の制約があったり、歴史
的に参入障壁が高い市場においては、周辺資産へのア
クセス（Unlock adjacent assets）が進む可能性がある。
こうしたパターンでは、タクシー業界でUberのようなライ
ドシェアサービスが生まれたように、またホテル業界で
Airbnbのような民泊サービスが生まれたように、既存ビ
ジネスの手強い競合相手となっている。

破壊的イノベーションのパターンは9つ挙げられる。それ
らは、顧客にとってのコストと得られる価値のバランスを
変化させたり、プレイヤーの増加により価値が増幅され
るようなプラットフォームが構築され、顧客により多くの
選択肢を提供できるようになるだろう。ネットワーク効果
を得られるパターンにおいては、競争力学を変化させ、

【図4】 市場における9つの破壊的イノベーションのパターン

費用対価値に
おける革新

ビジネスプロセス

生産プロセス

製品・サービスの
アンバンドル化

製品統合

バリューチェーンの短縮化

利用ベースの価格設定

製品開発の分散化
周辺資産へのアクセス
ネットワーク効果
の活用

製品プラットフォーム
市場リーチの拡大
ネットワーク効果

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com
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関連市場を特定するのはとても難しいが、どのパターン
が自らの市場や周辺市場に起こり得るかを認識し、市
場の変化や短期的な重圧、将来の市場動向に対する
理解を深める手段として、パターンを用いることが重要
である。

る製品の入れ替えが頻繁になり、製品ライフサイクルの
短縮化が一層進むことになる。市場からの直接的な
フィードバックや新製品のリリース能力向上により、ソフ
トウエアや電子機器などのテクノロジー製品において、
ライフサイクルの短縮化と陳腐化が顕著だが、それはコ
ンシューマー向け製品にも広がっているのが現状であ
る。

破壊的イノベーションのパターンは、各市場や各業界に
おいて、それぞれ異なるペースで起こっている。半年ご
とにパターンが発生する市場もあれば、6年ごとに発生
する市場もある。パターンは連続的もしくは複数同時に
市場に影響を及ぼすが、複数の事業形態に分割され、
ビジネスを集中化させるメリットがある環境においてパ
ターンの影響を受けやすい。一時的に1つのパターンを
回避しても、市場の長期的な動向を視野に入れない場
合、おそかれはやかれ窮地に追い込まれ、次のパター
ンに対する脆弱性が高まることになる。Kodak社を例に
考察してみよう。同社は2000年代初めに消費者がデジ
タルカメラにスイッチしたことで大きな痛手を受け、（バ
リューチェーンの短縮化：Shorten the value chain）、
数年後、スマートフォンの利用普及でとどめを刺された
（製品統合：Converge products）。8年後には、モジュ
ラー化によるオープンソースのスマートフォン開発（製品
プラットフォーム：Turn products into product
platforms）26は、技術的な困難に直面しているものの
依然として、スマートフォン市場に挑戦できる可能性を
秘めている。目下Kodakは製品統合 に対処し、2015年
にスマートフォンを発売して市場に追いつこうとしている
27。だが、仮に同社が当初から製品プラットフォームへ
の移行を想定していたら、また違った状況になっていた
可能性が高い。

破壊的イノベーションのパターンがどのようなタイミング
や連鎖で起こるかわからない、という不確実性は、破壊
的イノベーションへの対応をより難しいものとしている。
しかし、企業は脆弱性を克服することだけに注力するの
ではなく、破壊的イノベーションを引き起こすトレンドと、
その力をテコにして活用できる場を特定し、より高いポ
ジションに自信をもってシフトすべきである。一般的には
パターンを使って対応しようと考えがちだが、より望まし
いのは、パターンを使って機会を見定めることである。
パターンは変化を促進する。裏を返せば、事業機会の
開拓や新市場の形成において、パターンを戦略として
使用できるということである。将来の機会を見定める際、
パターンが起こる厳密なタイミングはそれほど重要では
ない。より重要なのはパターンが起こる流れや順番であ
る。Appleの事例では、少なくとも4つのパターンが絡ん
でおり、それぞれのパターンが異なる機会を示している。
例えば製品・サービスのアンバンドル化 （Unbundle
products）のパターンでは、シングル曲をアルバムから
切り離し、統合プラットフォーム（iTunes：音楽配信サー
ビス）を生み出した。競争が激しい市場で、短期間で製
品開発する必要性から、流通製品を活用するプラット
フォームの開発（製品開発の分散化：Distributed
product development）につながった（iPod：デジタル
ミュージックプレイヤー）。デジタルミュージック市場から
得た知見とケイパビリティにより、デジタルに対する抵
抗感がなくなりつつある消費者や業界向けに製品統
合 （Converge products）の機会が生まれた（iPhone：
モバイル端末）。

破壊的イノベーションのパターンは、従来、生産や商業
化の点で壁に守られていた業界のあり方が一変する可
能性があることを示している。例えば、市場リーチの拡
大（Expand market reach pattern）のパターンでは、新
規の生産者や販売者の流通チャネルが広がり、地理的
な制約がなくなる。製品プラットフォーム （Turn
products into product platforms）により、外部企業を
巻き込み、顧客の幅広いニーズに合う多種多様な製品
の開発を促進する。利用ベースの価格設定 （Align
price with use）により、ポテンシャルのある生産者が、
生産やビジネス化に向けたツールやケイパビリティを手
ごろな価格で入手できる。これらのパターンにより、参
入障壁は低下し、イノベーションが加速し、市場におけ

その後iTunesのアプリ販売サービスはさらに進化し、ア
プリ開発業者による開発を促進するようになり、さらに
便利な製品をコンシューマー向けに提供できるように
なった。統合製品は製品プラットフォーム （Turn
products into product platforms）により、さらに強化さ
れることとなる。
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機会に着目してパターンを見る場合、製品や技術その
もののイノベーションに注目しがちである。しかし重要な
のは、優れた製品を市場に出し、利用を促進させ、ディ
スラプターになるにはどうすれば良いかということであ
る。写真フィルムがデジタルカメラに置き換えられた
Kodakの例からも言えるように、我々は馴染みがありイ
メージしやすい製品や活動に目を向けがちである。また、
企業がより優れた技術に着目し、素早く市場に参入で
きてさえすれば、破壊的イノベーションを回避できてい
たかもしれないと考えるだろう。しかし当然ながら、それ
は話の続きを見逃していることになる。わずか数年後、
デジタルカメラが、広く普及したスマートフォンに置き換
えられつつある。
製品イノベーションだけでは、複数の破壊的イノベー
ションに対して脆弱であり、限界がある。20世紀におい
て多くの企業は、自社製品のイノベーションによって、
付加価値を短期間でつけて市場に投入し、競争優位性
を持って新規市場に参入してきた。例えば、Nokia社は
林業やゴム生産にはじまり、電子機器、携帯電話、そし
て現在はネットワーク機器まで様々な市場に参入してき
た。コーニング社（Corning）も自社のコア技術でイノ
ベーションを図り、電球から、台所用品や自動車フロン
トガラス、液晶パネル、光ファイバーへと事業を展開し
てきた。やや異例だが、コーニング社の製品は製造プ
ロセスにおいて継続性を強く保っており、他社への委託
や提携を行っていないが、製品イノベーションを実現さ
せやすい仕組みになっている28。製品開発の分散
化 （Distributed product development）や製品プラット
フォーム （Turn products into product platforms）など
の特定パターンは、より優れた製品の開発と、顧客に
提供するまでの時間を短縮化する。一方で、技術的・社
会的な流れの中で、新興企業は生産やビジネス化がし
やすくなり、規模のメリットは縮小している。結果として、
スピードは必要だが、それだけで市場での優位性を維
持することはできない。

ただし、ネットワーク効果 （Connect peers）のパターン
では事情が異なる。このパターンでは、ネットワーク効
果により大きなリターン増加を見込める29。ネットワーク
効果とは、顧客やサプライヤー、消費者、生産者などの
参加者が増えれば増えるほど、すべての参加者にとっ
ての価値が増大することである。参加者が増えれば、
顧客の選択肢や価値が増大し、生産者にとっては消費
者への販路が多様化し、学習や成果向上の機会も増
大する。ネットワーク効果により、企業は市場内でより
持続的な優位性を構築することができ、市場環境を自
ら形成することも可能になるのである。例えば
Facebookは、消費者や開発者、事業者の相互作用を
実現するとともに、参加者に対してリピート利用を促して
いる。AmazonとFedExは、エコシステム内のパート
ナーと物流ネットワークを構築し、顧客が注文してから1
時間以内に荷物を受け取れるようにした。最新のP2P
プラットフォームは、市場環境の共同構築や学習効果
を促す可能性を秘めている。
特定市場に影響するパターンがある一方で、ネットワー
ク効果のメリットを得られるパターンでは、市場全体の
動向に対する障壁を減少させる傾向がある。その場合、
新規参入企業は、必ずしも元の市場に限定されない。
破壊的イノベーションを避けるため、新たな市場の模索
が重要だが、ネットワーク効果のパターンでは、他のパ
ターンよりも簡単である。つまり、プラットフォームを通じ
たネットワーク効果により「水平展開」が可能となる。例
えば、Uberが生鮮食品やテイクアウト、短距離配送に
参入する場合、ツールや技術によって、プラットフォーム
を横断したシームレスな運用が可能になり（共通のレ
ピュテーション管理など）、より広い分野の参加者が増
えることにより、業界の垣根はますますあいまいになる。
既存企業は自らの業界内に目を向けるだけでは済まな
くなるだろう。あらゆる分野において、地理的な制約が
少ない大手企業や新興企業が競合相手となる可能性
があるからだ。しかし、ネットワーク効果のパターンでは
クリティカルマス（爆発的な普及に最低限必要なライン）
に至るまでには時間を要する可能性もあり、他パターン
と比較して効果が目に見えるまでには時間がかかる可
能性もある。

実際、製品にフォーカスするパターンでは、得られるリ
ターンは減少することになる。バリューチェーンの短縮
や製品・サービスのアンバンドル化が進めば進むほど、
持続的なパフォーマンスの向上によるメリットを得ること
が困難になる。
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ザー、製品イノベーション である。破壊的イノベーション
のパターンと、複数パターンが長期的に市場に及ぼす
影響を分析すると、特定の業種の魅力度が分かる。例
えば、大企業にとっては製品イノベーションおよびビジ
ネス化は魅力的でないと認識する可能性が高いが、そ
の理由は多くの事業において製品の機能が細分化す
る傾向にあるからである（特定パターンによる集中と分
散の促進については【図5】を参照）。製品の機能を追
求する大企業は、製品自体に成長機会がないと指摘す
るのではなく、破壊的イノベーションの動向を理解すべ
きであり、細分化する市場をターゲットにしないよう留意
する必要がある。

分散と集中による事業環境の
再構築
破壊的イノベーションのパターンは、製品・サービスの
アンバンドル化や、インフラや他のビジネスの集中と相
まって、ビジネスの分散化（レポート「破壊的イノベー
ションを予測する」30やDeloitte Center for the edgeの
レポート「Shift Index」で詳述）について理解を深めるこ
とができ、また事業環境の変化、市場や産業の変化、
特定のビジネスへの影響を明らかにするのに役立つ。
そこで根本的な疑問が浮かび上がる。破壊的イノベー
ションのパターンが形作る将来環境においては、どのよ
うな事業が成功を収めるのだろうか？

市場の細分化は複数パターンから起こり得る。例えば、
市場リーチの拡大 により、より多くの製品がグローバル
で選択可能となる。利用ベースの価格設定により、新興
企業の参入障壁は低下し、さらに市場が細分化する。
周辺資産へのアクセスにより、周辺の資産とユーザー
の信頼関係にギャップがある場合は選択と検証のプロ
セスが必要となる。また製品開発の分散化により、最適
なパートナー企業を見つけ出し、製造業者と結びつける
ニーズが発生する。

破壊的イノベーションが頻繁に、かつ急速に発生する
環境において、ポジショニングは重要な要素である。特
定の業種にフォーカスしている企業は、そのケイパビリ
ティを早急に強化し、自社の人材や基準、資金構造、運
営を最適化できる。特定分野に特化した企業は、専門
特化していない競合と比べて早期に業績を向上させ、
自社で価値を生み出し、他社のケイパビリティを活用し
ながら顧客や提携企業に新たな価値を提供することが
できる。したがって企業にとって、ケイパビリティの強化
やエコシステム内で適切なポジショニングを確保するこ
とは重要である。またパートナー企業との信頼関係を構
築し、それぞれが異なる能力を活用して学習能力を高
め、変化に対する感度を向上させ、急速に変化する環
境下で柔軟に対応できるようになる。専門特化した企業
は自社の顧客ニーズをより深く理解し、常にフィードバッ
クを取り入れて、さらなる価値を生み出すだろう。

細分化が進む市場では、いくら大企業が成長や業績維
持に取り組んでも、細分化した中小事業者が増えない
限り、大企業にとって成長は見込めないだろう。存在意
義のある企業は、他社が成長するための基盤を提供す
ることで製品開発を加速させ、より大きな市場への進出
支援をするような企業である。顧客にとってのあらゆる
選択肢を短期間で達成させることができる企業は、存
在意義がある。また低コストでの生産や流通に貢献す
る企業や、製品から得られる価値を最大化したり、経験
から得られる効果を高めたり、目標達成を支援できる企
業にも、存在意義がある。

企業は、次の4つのうち1つのタイプにフォーカスするこ
とが考えられる。その4つとは、インフラプロバイダー、
プラットフォームオーガナイザー、信頼できるアドバイ
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【図5】 イノベーションのパターンがもたらす分散と集中

分散
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Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com

18

ビジネスの最先端で描く成長への道筋

【図6】 競争力のあるビジネスタイプ

企業がフォーカスすべき役割

競争力の
源泉

文化

主なスキル

インフラ
プロバイダー

プラットフォーム
オーガナイザー

信頼できる
アドバイザー

製品イノベーション

規模の経済性
（大量生産により
固定費削減）

ネットワーク効果

幅広い顧客ニーズの
理解

イノベーティブな製品の
迅速な市場投入が
競争力の源泉

コスト重視

参加者主体

サービス指向

製品開発主体

大量生産体制
の構築

リソース間をつなぐ

顧客の理解

製品開発

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com

これらのビジネスタイプ（【図6】参照）は、事業環境の動
向を見据え、新たな価値を生み出す競争力の源泉とな
るものである。選択したビジネスタイプに応じて、また起
こり得る破壊的イノベーションのパターンに基づいて、
新規の事業機会をつくることができる。

既存ビジネスの一部は、これらのタイプと共通点はある
ものの、たいていはタイプが混在しており、本来のビジ
ネス向けに最適化されたものではないため、得られる
はずの学習効果や成果向上のメリットが得られていな
いことが多い。そのため、ある特定のビジネスにフォー
カスした場合、現在のように混在した場合とは大きく運
用形態が異なるものになるだろう。
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のオンライン検索や生鮮食品の注文、フィットネス機器
をモニターすることにより、顧客が必要性を認識する前
に、医療機関の受診予約やライフスタイルの改善を提
案し、その後のモニタリングや長期的なアドバイスを行
うこともできる。すでにサービスとして存在している、買
い物アドバイザーやファイナンシャルプランナーと類似し
ているものの、技術やデータを駆使して、コスト効率が
良く、スケーラビリティを追求しながら、幅広い層に対し
てサービスを提供できる。

機会のタイプ
信頼できるアドバイザー
ビジネスのタイプ 信頼できるアドバイザーは、顧客が
目標を達成するのに役立つ製品やサービス、機会を積
極的かつ客観的に推奨することで、顧客自ら考える場
合よりも、効率的に価値を高めることに貢献する。信頼
できるアドバイザーは、意思決定の前後で顧客に役立
つ選択肢を提案してくれる（【図7】参照）。例えば、顧客

【図7】 信頼できるアドバイザーの役割
信頼できるアドバイザーはビジネスエコシステムにおいて付加的な役割を担っている。初期の段階で市場を
活性化させ、データを集約して分析し、提供サービスを管理する。そして対象となる範囲や規模の拡大に伴って
インフラプロバイダーやプラットフォーム、専門サービス提供者と提携する。

顧客との関係

目標、コンテクスト、嗜好などのデータを提供

顧客

顧客ニーズを深く理解したうえで、円滑な取引のため製品に
依存しないアドバイスを提供

信頼できる
アドバイザー

エコシステムの参加者

インフラプロバイダー
信頼できるアドバイザーと
連携して製品・サービスの
提供を行う

プラットフォーム

ニッチ事業者

製品・サービス（顧客データ
含む）の集約による参加者間の
取引を促進

カスタマイズなど多様な顧客
ニーズに応じ、個別対応や
現地対応などを提供

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com
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場を拡大させ、エコシステム全体の持続的なビジネス
活動を可能としている。一般的に、物理的インフラの提
供者は、ネットワーク（FedExなど）、機器（EMS企業
Flextronicsなど）、施設（事業用不動産サービスCBRE
など）などに対して、定期的、段階的に設備投資をする
傾向にある。インフラプロバイダーはエコシステムにお
ける資産管理者の役割を果たしており、資産を一部保
有したり、他の資産を集約して、類似または周辺サービ
スを提供し、サービス向上や規模拡大をスピーディに実
現する。

優位となるタイミング 製品・サービスの進化、顧客ロイ
ヤリティや信頼の低下、市場の細分化などにより、信頼
できるアドバイザーの必要性が生じる。製品の観点から
は、製品ライフサイクルは短くなり、消費者にとっては選
択肢が増え、急速な機能性向上につながる。15年前の
テレビは、重い箱型の装置で画質も悪かったが、今で
は軽量で壁掛け可能、かつリアルな画質でネット接続
が可能なものへと大きく進化した31。その他多くの製品・
サービスで同様の変化が起きている。そして消費者は
オンデマンドサービスを求めるようになった。2013年、
15億ドルのベンチャーキャピタル投資を受けたオンデマ
ンドサービス企業は117社であった32。Amazonは受注
と同時に商品をトラックに積み込み、当日配送を実現し
ているが、定期購買品を除いては、顧客に合わせた推
奨や決定を前もって行うのではなく、依然として消費者
がクリックして注文する必要がある33。加えて多くの製
品分野でブランドロイヤリティは低下しており34、消費者
の購買決定プロセスはより複雑になっている。特にデー
タセキュリティやプライバシー保護の観点で企業への信
頼が低下するにつれ、消費者はクレジットカードや社会
保障番号などのデータを、小売業者や代理店に提供し
保管されることを好まないかもしれない。

優位となるタイミング このタイプが優位となるタイミング
は、潜在顧客が細分化されているか、細分化の可能性
があり、インフラの購入や運営が資本集約的で、技術
が比較的安定しており、変化が想定可能な範囲にある
場合だ。細分化された製品の企業が、素早くイノベー
ティブな製品を市場に投入すべきというプレッシャーに
ある中、インフラプロバイダーは、設計や試作品製造装
置から生産や物流、バックオフィス処理やデジタル技術
インフラまで、バリューチェーンに沿って拡大し、ほかの
集約化事業者や小規模事業者のエコシステムの拡大
に役立つ。プロバイダーが最も早く知識を得て市場を形
成し、価値を顧客に伝える新しい市場／新しいインフラ
となるのであれば、このタイプは魅力的となる可能性が
ある。例えば、AmazonのAWSは、最近51回目の値下
げ（事業運営期間中年5回以上）を実施したにもかかわ
らず、営業利益率は前年同期比2倍近く伸び、2015年
第1四半期の12.5％から、2016年第1四半期には
23.5％に拡大している36。顧客の市場は激しい競争に
直面しているため、インフラを所有するよりもインフラ
サービスを活用することの価値が高まる。重要な点とし
て、インフラ分野において、相当な優位性を持つ既存企
業は多く存在するが、営業経費と比べて設備投資の負
担には慎重な新興企業や、コスト効率よりも柔軟性の
高さを重視する新興企業など、新しいタイプの顧客向け
のインフラ提供においては、依然として魅力的な機会が
存在する可能性がある。したがって、新しい種類のイン
フラだけでなく、既存企業が対応できない新しい方法で
サービスを提供できれば、新たな顧客にとっても魅力的
になり得る。

ビジネスの細分化は、就労者の選択肢の数を増やすこ
とにもつながる。2020年には7,000万人の米国人就労
者が個人事業者として独立すると推計されており35、企
業と個人の双方でニーズを把握した上で、最適なリソー
ス配分をする必要がある。そこでUpworkなどのクラウド
ソーシングサービスが企業の特定ニーズに合った就労
者をマッチングさせ、交渉サービスを提供し、フィード
バック・レビューを自動的に公開することにより、緊急の
人材ニーズを満たせるようにしている。

インフラプロバイダー
ビジネスのタイプ インフラプロバイダーは、物理的な電
子メディアを通じて大量の定型データ処理や大量処理
サービスを提供し、より低コストでビジネスを行いたいと
いうニーズに応えることができる。インフラプロバイダー
は、分散化した製造業企業（B2BとB2Cの両方）の増加
を促し、そして各社の製品・サービスの普及によって市
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プラットフォームオーガナイザー
ビジネスのタイプ プラットフォームによって、必要に応
じてリソースと参加者が相互にアクセスが可能となる。
適切に設計されたプラットフォームは、リソースと参加者
の多いビジネスエコシステムにとって強力な促進因子と
なり得る。そして製品やニッチビジネスの普及に伴い、
リソース、組織、製品の細分化を促し、市場参加者を相
互に調整する役割を担っている。プラットフォームの周
辺では、ゴールドラッシュさながらに盛り上がり、デジタ
ルインフラはコスト削減を実現し、かつてない規模での
参加や連携を可能にしているが、プラットフォームは決
して新しいものではない。端的に言えば、プラットフォー
ムとは誰が参加できるか、どのような役割を務めるのか、
どのような相互作用が可能か、どのように対立を解消
するのかを定めた一連のプロトコルである。鉄道網や
電話回線網のように、多くの異なる参加者が自社利益
追求のために活動できるようシステムを規定した、複層
的インフラと考えることもできる。プラットフォームは5種
類に区分することができ（【図8】参照）、それぞれのプ
ラットフォームは、運営者と参加者に大きな利益を生み
出す可能性を秘めており、ネットワーク効果により参加
者が増えれば増えるほど価値が大きくなる。多くのプ
ラットフォームはトランザクション型だが、各タイプ、特に
P2P（peer-to-peer）プラットフォームは、参加者が知見
を共有し、深い信頼に基づいた関係を構築したり、協力
して参加者がより大きな可能性を実現する機会を提供
できる可能性がある。

優位となるタイミング 生産者と製品との間で調整を必
要とする場合、プラットフォームは魅力的なものになる。
プラットフォームは新規事業者のビジネス化や規模拡
大のコストを引き下げることで、細分化をさらに促進す
る。市場での細分化や製品流入に伴い、顧客は同一の
プラットフォーム上で数千もの選択肢を得ることが可能
になっている。多様なプラットフォームとその市場を集約
することによって、調査や取引のコストを削減し、参入・
ビジネス化・学習の障壁を低く抑えることができるため、
プラットフォームは様々な条件下で魅力を発揮する。例
えば、顧客ニーズに十分応えていない多様な差別化製
品の市場（市場リーチ拡大）、多様な製品を利用するに
あたって妥協を強いられている標準化製品（製品から
製品へのプラットフォーム）、周辺市場における新たな
ニーズを満たすために必要な資産や倉庫、部品への大
規模な設備投資（周辺市場資産の開放）である。さらに、
専門知識が必要な情報集約的製品を市場に提供する
には、専門分野に特化したプラットフォームを活用する
必要があるだろう（製品開発の展開）。最後に、取引や
市場情報を仲介者が中央集権的にコントロールしてい
る業界は、P2Pプラットフォームのターゲットとなりがち
である（仲間同士の結束）。プッシュ型モデルや拡張性
のないゲートキーパー、高い参入障壁に長く依存してき
た業界は、今後もプラットフォームにとって魅力的な機
会となる。

検討事項
• これまで検討することのなかった考え方にどのようものがあるか
• 今後、自社が参入する（参入を希望する）領域で展開される可能性が高いのは、
どの破壊的イノベーションのパターンか
• 我々は最先端領域から何を学ぶことができるだろうか
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【図8】 プラットフォームの種類

特徴
• 取引の促進

プラットフォーム

• データや製品、リソースの集約
• ユーザーとリソースとの連携

ハブ&スポーク・プラットフォーム

製品プラットフォーム

P2Pプラットフォーム

特徴
• データ、製品、リソースの中央管理
• 参加者はネットワーク上のハブを
たどることが多い

特徴
• 構築可能な基盤を他者に提供
• 幅広い異なる製品を奨励

特徴
• データや製品、リソースの配信
• 相互につながりをもつ層を醸成

例：Android、Apple® iOS、Linux

例：Ujo Music、OpenBazaar、Gem
Health

例：eBay、Amazon

特徴

ソーシャル・プラットフォーム

• 社会的な交流の促進

例：Facebook、Company Command

• 個人と地域を結びつける
• 網の目の関係を強化する傾向

特徴

モビリゼーション・プラットフォーム
例：Code for America、Li & Fung

• 動員の促進
• 共通目標に向けた共同で行う活動を促す
• 共通目標を達成するために長期的な関係構築を
促す傾向がある

特徴

ラーニング・プラットフォーム
例：World of Warcraft、ccMixter

• 学習の促進
• 参加者を連携させて知見の共有を促進
• 協力を通じて参加者の可能性が広がるため、
深い信頼に基づく関係構築を促す傾向がある

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com
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Focus Effort：
イノベーション戦略の構築
ディスラプティブな変化を監視、理解したうえで機会を探索

来への視点をもち、変革は必須であると
どこから強化すべきかについての指針となるだろう。
強く認識した場合、その次に何に取り組む
べきだろうか。次のステップとして、予測さ
れる市場変化と、将来の事業機会を見極
めた上で、自社にとって最も適したタイプは何かを見定
めることである。このプロセスは連続的ではなく、むしろ
企業はどのようにビジネスのタイプを選択すべきだろう
反復的である。新興事業の経営者は、破壊的イノベー
か。経営者の業界や市場の将来についての認識を判
ションのパターンを使用して、参入する有望な市場を特
断基準にすべきだが、企業の特定の強み、タイミング、
定し、将来の市場の動きに対応できるようにするだろう。
すでにどの領域を他社が支配しているか、といった市場
経営者は自らの役割を認識し、市場を形成するパター
条件によって、各タイプの相対的な魅力度は変わってく
ンに基づき、将来起こりうる機会に対応できるようにす
る。理想としては、選択したタイプが既存のケイパビリ
る必要がある。そしてどの市場に狙いを定めるべきか、
ティや取り組みを生か
という点に立ち返る必
すことができ、変革が
要がある37。留意すべ
自社に相対的な優位
きことは、将来の優位
性をもたらすことが望
なポジショニングは、
ましい。また、既存企
現在の環境とは一切
業は既存事業の大き
関連のないものとなる
な利益や資産、コアコ
可能性があり、ある一
ンピタンスに縛られ、
定のポイントに達する
それと関連した将来を
と、規模の経済によっ
定義しようとする「イン
て、急速に事業が拡
サイドアウト」の罠に
大する可能性が高い
陥ることを避ける必要
ということである。
がある。また後述する
究極の目標は、明確に
「レバレッジポイント」
長期のゴールセッティン
は従来のコアコンピタ
グを行うことである。
—大リーグ殿堂入りした名捕手
ンスの考え方とは異な
それは近い将来、社内
Lawrence Peter “Yogi” Berra
る点に留意する必要
において何を終わらせ、
がある。

未

将来どのようなタイプに取り組む
べきか

「どこに向かっているのか
分からないのであれば
注意が必要である。
おそらくそこには
たどり着けないだろう。」
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能性がある。例えばOffice Depotはそれを実現しており、
店舗スペースにひたすら多くの商品を詰め込むのでは
なく、そのスペースをより多くの利用顧客に利用してもら
うことでオフィスサプライの売上高を拡大し、それに伴い
利益増大が見込めることに気づいた。そこで中小企業
顧客向けサービスを提供している米国郵政公社
（USPS）などの外部事業者が、そのスペースを活用で
きるようにした。もちろん、これはその事業の一部であり、
Office Depotは自社の事業を転換して、完全にインフラ
提供に集中したわけではない。インフラ提供に集中した
例では、AmazonがAWS（Amazon Web Services） を
始めたことが挙げられる。これは同社が、外部事業者
向けインフラサービスを構築する過程において、効率的
で拡張性のあるデータセンターの構築と運営ノウハウを
得たからだと言われている38。

ビジネスタイプの候補となる要素は何か？
レバレッジポイントは何か？
信頼できるアドバイザー：信頼できるアドバイザーは、
顧客の嗜好および行動を理解するため、様々な関連
データへのアクセスが必要である。ソーシャルネット
ワークのような多様な製品・サービスの大量のトランザ
クションデータ（取引の頻度）を保有し、蓄積してきた企
業は、顧客の嗜好や購入に関する詳細なプロフィール
情報を利用することが可能である。例えば、健康維持
や個人資産運用に関する知見を得ることも可能である。
信頼できるアドバイザーにとって、レバレッジとなり得る
潜在的な要素としては、ブランドの幅広さや感情的な結
びつきがある。例えば、多様な顧客と取引する保険会
社は、様々なレベルで顧客ニーズを理解し、それに応
えるための優位性を持つ。また百貨店Nordstromのよ
うに、常に顧客ニーズを最優先にすることで知られ、顧
客に愛されている企業は、その信用が既存製品・サー
ビスをベースとしているにも関わらず、顧客およびパー
トナー事業者とは出発地点の段階から信頼関係を構築
した上で取引ができるようになる。もちろん、自社の製
品やサービスを出発点としている企業は、客観的なアド
バイザーとしての信頼を確立するのに苦労するかもし
れず、自社製品を扱わない新しい収益モデルでは、苦
戦を強いられる可能性がある。

プラットフォームオーガナイザー：既存企業がプラット
フォーム事業を検討する場合には、世界で成功したプ
ラットフォーム企業の多くが新興企業であることに注目
すべきである。彼らは最初からプラットフォーム企業とし
て登場しているため、自らの変革を図る必要がなく、強
いレバレッジの力がなくても成長を遂げることができた。
だが、プラットフォームの種類によって多少の違いがあ
り、一般的に活用が見込める分野がいくつかある。プ
ラットフォームの提供価値が参加者ベースでもたらされ
る場合、初期の段階で顧客基盤を構築し、本格的な普
及につなげるために一定規模の顧客をさらに獲得する
ことが課題になる。既存企業のプラットフォームによって
自社製品を売りつけるのではなく、すべての顧客に対し
て価値を生み出すと認識される場合には、優位性につ
ながるかもしれない。例えば、Valveはゲーム開発会社
として事業を始めた後、ゲーム配信プラットフォーム
“Steam”を立ち上げ、ゲーム愛好者が集まる環境を構
築した。優れた実績と質の高い環境の提供により、顧
客の信頼を得て、新しい環境や製品を試す意欲を高め
ると同時に、成長市場に参加することを望むパートナー
企業を引きつけることにもつながる。また消費者だけで
なく、制作者や潜在的な提携事業者との関係もきわめ
て重要である。最終的に、プラットフォーム環境には新
しい事業のやり方が求められることが多い。例として、
Airbnbが旅行の仕方を変えたことをふまえると、業界に
影響力を発揮する既存企業は外部の事業者にも働き
かけ、新しい環境への参加や支持につなげられる可能
性がある。

インフラプロバイダー：インフラプロバイダーには、サー
ビス向けに最適化された資産と標準プロセスが求めら
れる。インフラ投資額の大きな大手企業は、その資産を
活用して、新興企業よりもはるかに迅速に規模の経済
性を実現できる。例えば、FedExは大規模物流サービ
ス企業として、自社の物流網を活用して、警備輸送や
個別宅配などの周辺市場へとサービスを拡大させるか
もしれない。だが、新技術がインフラの性質やその提供
のあり方を変化させる場合、ベンチャー企業にとって、
大規模設備投資という課題には直面するものの、新規
参入事業者の候補に十分になり得る。例を挙げると、
製品の普及とパーソナル化に伴いきわめて専門特化さ
れた場合、大規模生産工場の経済規模は、小規模生
産者の新しい市場では意味を持たないだろう。その結
果、小規模ロット、個別請負生産インフラといった新たな
生産方式の可能性が開けるかもしれない。さらに、相当
規模の遊休資産や想定される営業経費・負債がある企
業は、資産を周辺市場に提供することにより、スラック
を収益に変えられるインフラ事業の機会を得られる可
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機会の定義：将来成功するため
には何が必要か？

【図9】 タイプを選択する方法
このデシジョンツリーは、既存企業が将来の事業環境において機会
を選択する方法を示す。

将来の機会は、選択したビジネスタイプに基づくが、そ
のタイプにおいて最も価値を獲得できる機会はいつ、ど
のように存在しているのだろうか。また実際どのような
ビジネスになるだろうか。ターゲットとなる市場や、成功
に必要な条件などをより詳しく見ていくことにする。例え
ば、「我々はインフラプロバイダーになる」と言うのと、
「我々は途上国におけるオン・デマンドのモビリティサー
ビスとして、カーボンニュートラル車両を提供する」と言
うのは、大きく異なる。このような場合に、破壊的イノ
ベーションのパターンが役に立つ。市場や広範なビジ
ネスエコシステムは、企業が追求する機会をどのように
変化させているのだろうか。企業が追い求める機会は、
技術革新や顧客ニーズの変化、公共政策の変化など、
市場の長期的な変化に合わせる必要がある。それによ
り最先端ビジネスが大きく成長し、成功につながる可能
性が高まる。ビジネスタイプがいかにして価値を創出・
獲得するか、また重要な成功要因が何かを検討するこ
とによって機会を見極めることは、今日、企業が競争力
強化や新規事業開発に必要なケイパビリティを見定め
るのに役立つだろう。

自社のターゲット市場において…
関連インフラ*は利用可能か

はい

いいえ

活用できる
既存プラットフォーム
は存在するか

インフラを提供する

はい

いいえ

信頼できる
アドバイザー
になる

プラットフォーム
ビジネスを
生み出す

条件が満たされ
れば、魅力的な
選択肢となる
可能性

まず、選択したビジネスタイプはどのように価値を創出
しているのか、またどのように価値を獲得しているのだ
ろうか。例えば、インフラが価値を創造する1つの方法
は、企業が自社で保有するにはきわめて困難な先端的
な設備を、柔軟かつ低コストで利用できるようにするこ
とである。また他の大規模サービス提供企業に対して
コスト効率面での競争力を保つにはどうすればよいの
だろうか。1つの方法として、インフラ事業に特化するこ
とで差別化を図り、スケーラビリティを追求しながら顧
客に優れたサービスを提供することで、価値を獲得す
ることも可能である。

*関連インフラには、物理的インフラ（生産施設など）やデジタルインフラ
（データ処理能力など）、特定の業務プロセス（事務処理支援など）が関係
する場合がある
Graphic: Deloitte University Press | DUPress.Deloitte.com
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その上で、自社市場や周辺市場で起こると想定される
破壊的イノベーションを検討し、想定可能な機会に狙い
を定めることである。一部の破壊的イノベーションのパ
ターンでは、特定のタイプで多くの機会が生じる。例え
ば、消費者の選択肢を広げる市場リーチの拡大
（expand market reach）のパターンでは、信頼できるア
ドバイザーのニーズが生じる。定義された機会は、ター
ゲット市場の大半において成長と価値創造の可能性が
あり、どの市場が長期的に成功するかを判断するには、
検討を繰り返す必要があるかもしれない。

るアドバイザーは製品企業から支払いを受けることはな
い。その代わり、顧客がサービス料金を支払いたいと思
えるのに十分な価値を提供する必要がある。サービス
料を受け取る手段としては購読契約方式があり、対象
領域が広がるほど、拡大が見込める。これは範囲の経
済（生産量の増加や事業の多角化は一単位あたりのコ
ストを削減できるという概念）の観点から、2つのメリット
がある。他の顧客のパターンを学ぶことで価値を拡大
できることと、個人への理解が深まり多くの領域でのア
ドバイスが可能となる点である。スタイリングサービスを
提供するStitch Fixが、ユーザーへの助言サービスに
参入したのが1つの例だ。結果として、信頼できるアドバ
イザーである事業者は、顧客が日常生活における様々
な決断を幅広く取り込み、きわめて大きな機会として拡
張できる可能性がある。

将来の機会が形作られ始めるのに伴い、成功に必要な
ケイパビリティやリソースを見極める必要があり、それ
は既存ビジネスの中で活用し、開発されるべきものであ
ると考える。
このタイプのビジネスを成功させるのに必要な変革を行
うことを想定できるだろうか。想定される答えが「できな
い」というものであれば、その機会は最先端領域で追求
することになる。最先端領域とは、収益やリソースにお
いて、コアビジネスとは競合しないものである。また最
初のうちは周辺市場がターゲットになる可能性もあり得
る。魅力的な最先端ビジネスの機会は、初期投資が最
小限でありながら、早期に収益を生み出せる可能性を
持っている。最終的には、リソースを取り込み企業の新
しいコアビジネスになる可能性を秘めている。最先端ビ
ジネスの機会におけるケイパビリティの開発や検証を
通じ、オール・オア・ナッシングとなってしまうことを避け
ることができる。オール・オア・ナッシングとは、コアビジ
ネスを守るか、放棄するかの極論であり、将来が不確
かな状況下においては、活動停止や否定、または企業
の抵抗勢力を生み出し、失敗を招く行動につながる。

インフラプロバイダー：インフラプロバイダーは、規模の
経済により、顧客に低価格でサービスを提供できると同
時に、提供企業は規模や範囲の大きさを生かしてサー
ビスを向上させ、多種多様な顧客により多くの価値を提
供する方法を素早く学習することができる。社内で再現
するには高コストであったり、入手困難な資産やサービ
スを柔軟に利用できるため、顧客企業はコスト効率良く
規模の拡大・縮小を図ることができる。例えば、クラウド
ベースのインフラのコストにおいては、サービス提供企
業は、より高度な技術やスピードを提供するか、もしくは
価格を引き下げることになる。現在のインフラプロバイ
ダーに似た価格設定や規模の経済、チャネル戦略を用
いる可能性があるが、特定の役割に特化したビジネス
であれば、パフォーマンスを加速させるスケーラブル
ラーニング（多数の参加者間で学習を加速させる方法、
詳細は後述）を通じて価値を向上できる可能性がある。
例えば、クラウドベースでカスタマーセンターサービスを
提供するLiveOpsは、ダッシュボードなどのツールを使
い、2万人以上の在宅の事業提携者に継続的にフィー
ドバックを提供している。

ビジネスタイプはどのように価値を
生み出すか
信頼できるアドバイザー：客観性を保つため、信頼でき
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プラットフォームオーガナイザー：プラットフォームの役
割は、ユーザーとオーガナイザーが相互に成長するこ
とにより、製品、サービス等をより自由に選択すること
ができることである。参加者同士のインタラクションや多
様性が高まるに連れ、その結びつきは強まり、プラット
フォームはより大きな価値を生み出すようになる。そし
て、全員に価値を提供できているならば、プラットフォー
ムオーガナイザーは参加者を失うことはないだろう。参
加者はプレミアムサービスに料金を支払う場合もあるが、
一般的にオーガナイザーは、アクセス料からではなく、
（手数料やデータを通じて）内部のコミュニケーションか
ら価値を得る場合が多い。AlibabaやFacebook、
Airbnb、InnoCentiveなどの急成長企業は、市場の他
の参加者が利用し、より効率的にコミュニケーションを
図れるようケイパビリティや標準体系を提供することで、
収益機会が得られることを認識している。広告主などの
「受動的」な参加者は、自らが提供するよりもはるかに
多くの価値を簡単にプラットフォームから得ることができ
る。リスクとしては、他の参加者にとってマイナスの価値
をもたらす恐れがあることで、プラットフォームオーガナ
イザーは、マイナスの程度と同等かそれ以上の価値を
提供して補うようバランスを考慮しなければならない。プ
ラットフォームは異なる取引の数を最大化することで価
値を獲得する。これに対応する1つの方法は、初期の段
階で製品やサービスを補充し、参加者を追加で招待し、

すべての参加者が質の高いコミュニケーションを図れる
ようにすることである。例えば、あるプラットフォーム
オーガナイザーは、書籍の再販業者として消費者の
ユーザー基盤を獲得した後、外部事業者を招いて市場
環境を大幅に拡大した。この再販業者は様々な製品を
取り込み、ユーザーへの提供対象を拡大し、取引量や
規模を伸ばしている。
価値を獲得するためには、1つのプラットフォームに
ユーザーをつなぎとめる必要がある。参加費の支払い
は、ユーザーを1つのプラットフォームに固定させ、複数
の競合プラットフォームへの参加を妨げる効果がある。
当然ながら、参加者は供給者、消費者ともに、「囲い込
み」に対してより強い警戒や反発を示すようになってき
ており、制約や使用料が割に合わないとみなされたプ
ラットフォームでは、顧客が代替サービスに流れる可能
性がある。プラットフォームが参加者および価値を「獲
得する」別の方法は、常にすべての参加者にとっての
価値を増大させ、ほかのプラットフォームに低価格とい
うだけの理由で乗り換える可能性を減らすことである。
ここでも、スケーラブルラーニングは役に立ち、プラット
フォームオーガナイザーにとって参加者の交流動向を
常に学習できるだけでなく、参加者にとってもより容易
に相互交流や相互の学び合いが可能になる。

検討事項
• ビジネスの集中と分散の、どちらに焦点を当てているのだろうか
• 将来の勝ちパターンを、どのように描いているだろうか
• ターゲットとすべき最大の機会は何だろうか
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Act for Impact：
変革を視野に入れた実行
短期的なインパクトを考慮しつつ、長期的な変革に向けた
実行を加速

営者は社内の対立を調整する中で、変革
のジレンマに直面する。経営者は未来に
向けて、従来と大きく異なる新規事業に
積極的に取り組み続ける必要がある一方、
企業の継続性を保ち、組織内の抵抗勢力を刺激しない
よう努める必要がある。それには、最先端領域のス
ケールアップ、コアビジネスの強化、リソース配分 、学
習と改善、という4つの異なる取り組みを行い、新しい時
代に適合させる。これらの取り組みが並行して行われる
中、将来のビジョンと特定のビジネスの役割は、機会と
して位置付けられ、意思決定や優先順位づけのための
包括的な指針を得ることができる。実際には、変革まで
には時間がかかり、短期的な成果を求めるステークホ
ルダーの要求を満たすために、支援者としてコアビジネ
スの業務を続け、一方で出資者として最先端での活動
を行うこととなる。そしてその活動に関する発信を控え
ることは、最先端ビジネスの活動に対する組織内の抵
抗が起こるのを防ぐ。

最先端ビジネスの
スケールアップ：
変革の成功確率を上げるには

経

将来に向けた明確なビジョンとともに、最先端ビジネス
の活動に関わるマネジメント層にとっての目標は、まず
軌道に乗せることである。これは当たり前かもしれない。
しかし念頭に置くべき点として、破壊的イノベーションへ
の対処におけるリスクの1つは、新しい機会を獲得する
ための行動を起こそうとしないことや、行動の迅速さを
欠くことである。経営陣はケイパビリティや関係性の構
築を速やかに行い、長期的ビジョンに基づく仮説や認
識を検証する。したがって、信頼できるアドバイザーとし
て住宅所有者にサービスを提供している企業は、信頼
関係を高めるため、最初はデータも限られているが、居
住地域の選択などにおいてオリジナリティのある貴重な
アドバイスをする必要があるだろう。地域の選択におい
て価値あるアドバイスを提供するには、まず対象を絞っ
て信頼や信用の構築を行うことが考えられる。目標は、
直近6-12ヶ月以内の短期で、ケイパビリティのギャップ
を埋めることである。そのためには、例えば既存ビジネ
スの意思決定を転用したり、外部のエコシステムを活用
したり、もしくは中小企業を買収するなどが考えられる。
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最先端ビジネスの活動進捗について定期的に検証し、
最終的に有意義な形で貢献しているかどうか、将来の
仮説を肯定もしくは否定するような新たな知見があるか
どうかを、確認する必要がある。そして「この活動を通し
て長期で正しく理解するには何が必要か」という設問を
ベースとして確認をすることもできるだろう。例えば、信
頼できるアドバイザーが成功するか否かは、顧客に
とって有益かどうかか、時間の経過ともにより頼れる存
在になっているかどうかによるものである。そのため、
最先端ビジネスの取り組みは積極的なアドバイスの数、
アドバイスの受け入れ率、利用頻度・期間、紹介率、解
約率などの定量指標で評価できる可能性がある。つい
財務指標に注目したくなるが、そこは我慢して、現状の
財務パフォーマンスが振るわなかったとしても、最先端
ビジネスが生み出そうとしている成果の先行指標となる
評価基準を明確にしておくことが重要である。ある特定
の時点における取り組みの成果よりも、長期的な成果
の方が重要である。優先度の高い取り組みは、常に
フィードバックを受けて即時に軌道修正し、最大限の効
果と価値を提供するだろう。

検討事項
• 戦略的な優位性を保ちつつ、どのよう
に市場や産業を形成することができ
るか
• 最先端ビジネスの拡大に必要な早期
投資を、いか最小限に抑えられる
だろうか
• 最先端ビジネスから十分な売上高・
利益を得るまでのリードタイムを
いかにして短縮できるか

最先端領域でのビジネス活動は、水面下でかつ迅速、
柔軟に進める必要があるため、多額の予算を充てるこ
とやコアビジネスから大幅にリソースを割くことはできな
い。そこで既存の外部リソースやインフラを活用し、社
外のプラットフォームやSNSを活用する方法を創造的
に考えることが重要である。経営陣は破壊的イノベー
ションをもたらす技術を模索し、クラウドコンピューティン
グ、ビッグデータ分析、ソーシャルソフトウエアなどの外
部エコシステムを活用して、専門的な知識や参加者を
獲得し、最先端領域での成長を促進する。

最先端ビジネスにおいて、短期間で反復のサイクルを
回すことで、より迅速にフィードバックを実施でき、投資
からリターンまでの期間を短縮することができる。従来
の2～3年から、半年～1年を目途にした経営戦略を計
画することによって、市場内の変化に対処でき、素早く
活動を軌道修正できるようになる。そして段階的に製
品・サービスを市場へ投入し、内部と外部エコシステム
との間のフィードバック体制を整え、チームがより短い
周期でフィードバックを得られるようになる。

検討事項
• 現状分析の結果、成果についての
理想とのギャップで最も大きいもの
は何だろうか
• 短期間で効果的にイノベーションを
起こすにはどのようにしたらよいか
• 他者のリソースを効果的に活用して
成長するには、どのようにしたら
よいか
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コアビジネスの強化：
短期間でビジネスの成果を向上
させるには

適切なリソース配分を目的とした
リストラ：
短期的な成果を出すため
どのようにリソース配分すべきか

このステージでの主な課題は、コアビジネスにおける短
期的な売上高や利益を増やしつつ、コアビジネスの寿
命を延ばす可能性がある機能に投資することである。こ
の場合は短期的な思考のほうが適している。コアビジ
ネスを維持する狙いは、イノベーションの推進中に事業
のサポートを続けることにあり、決してコアビジネスを保
護したり調整したりすることではない。この目的を念頭
に置いておくことは、リターンを得られるか分からないよ
うな大規模な長期投資を避けるためには重要である。
この分野の事業は、破壊的イノベーションの影響を受け
る可能性があることに留意する。最先端ビジネスの引き
合いが増え、規模が拡大してくると、全員の力を合わせ
てリソースを結集させたい衝動に駆られることもあるが、
この衝動は抑えるべきである。それは組織内の抵抗勢
力を刺激するだけである。また、エクスポネンシャルな
技術プラットフォームを通じたコアビジネスの強化や、外
部エコシステムの活用は、短期的な成果を求めるス
テークホルダーを満足させ、最先端の事業に過度に注
目が集まるのを防ぐのに役立つだろう。

コアビジネスをさらに強化し、最先端ビジネスの規模を
拡大するため、イノベーションの推進メンバーは、利益
の8割を生み出す上位2割の顧客や地域、施設、製品を
体系的に特定し、重視することにより、戦略的なコスト
削減を実施できる。採算性の低い資産を思い切って全
てそぎ落とすことにより、全体的な売上高は一時的に減
少するかもしれないが、ROIやROAの向上を促す効果
を発揮する。
最先端ビジネスが成長し、より多くのリソースを投入す
ることになった場合、コアビジネスの一部が縮小する可
能性もある。目指すべきは、コアビジネスの成長を重視
することはせず、事業の衰退を遅らせ、既存資産から
得られる価値を最大化することである。例えば、Netflix
はコアビジネスをDVD宅配レンタルからストリーミング
配信に移行させて事業を変革させた。宅配レンタル事
業の契約利用者は縮小したが、Netflixは自社の顧客基
盤を維持することに成功し、毎年何百万ドルもの利益を
確保することができた39。

検討事項
• 採算性の低い製品・顧客・施設を
どのようにそぎ落としていくか
• 自社内で重視すべき活動を、どのよ
うにして達成すべきか
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Learn, Refine, Monitor：
イノベーションマネジメント推進
インパクトの拡大に向け、モニタリングサイクルを
通じて学習を促進

新しいモデルには、いわゆるスケーラブルラーニングが
組み込まれている。これは、多数の参加者間で学習を
加速させ、スケーラビリティを追求する方法である。そ
れによって参加者のグループ内でリアルタイムなフィー
ドバックを通じて、学習の推進、拡大につながるプラット
フォームのような「場」を創り出す。例えば、iPodプラット
フォームの開発事業者PortalPlayerは、主要なテクノロ
ジー企業を含むグローバルネットワークを活用し、MP3
プレイヤー用の独自のパーツを生み出した。同社は、
半年ごとにネットワーク内で最も適切な構成部品を選択
し、製品をリリースする前に参加者に迅速にフィード
バックを提供する41。「場」の創出は、企業が新たな発想
を学ぶだけでなく、迅速なフィードバックループを通じて
戦略を素早く改善することにも役立つ。重要なポイント
は、実行（または実行の欠如）から学んだ事を反映させ、
調整する時間を捻出することである。

速な環境変化が起きている中、成功のた
めには学習は不可欠である。物事が急激
に変化している場合でも、企業の成果や
方向性を経営者が熟考していればいるほ
ど、企業は迅速に対応できるだろう。ただし、それはあく
までも目標が明確になっている場合だけである。経営
者が会社の方向性を明確に描いている場合には、短期
的な取り組みからも多くの利益を得られ、また目標に向
けた活動を効果的に進めているかを評価できる可能性
がある。またその目標に関してもより多くの知識を得ら
れるだろう。

急

変革とは継続的で、反復的なプロセスである。企業は
変化する事業環境で、常に学び続け、戦略と実行の両
面で改善を図ることによって、破壊的イノベーションで先
行できる可能性がある。変革の目標は、現状維持では
なく、常に変化を実現することである40。過去において、
企業は効率性を追及し、統合、標準化された環境をつく
りだしてきた。これに対し、現在の環境では、学習し、革
新を最も早く実現した者が新たな勝者となり得る。その
ためには常に外部の動向を観察し、様々な関係者から
知識を収集する必要があり、それは市場の動きを活用
した戦略の継続的な改善につながるだろう。
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市場の変化に即座に対応するもう一つの方法として、
継続的に観察しながら将来のビジョンを見直し、最先端
ビジネスの戦略を適切に調整することが挙げられる。短
期的な活動の方向性が、市場の変化に柔軟に対応で
きているかについて、遠近両方に焦点を合わせて継続
的に観察する必要がある。これはコアとなる仮説の理
解と明確化から始まり、その過程で将来のシナリオを選
択することにもつながる。そして、仮説は一定の基準に
基づいて、測定可能な定量指標に転換することが重要
であり、短期計画を調整する必要があるかどうかを判
断する指標にもなる。また指標は、将来の仮説を変更し
たり、短期的な活動計画を調整する必要があるかどう
かを判断するため、継続的にモニタリングする必要があ
るだろう。

検討事項
• エクスポネンシャルな世界でより成果
を出すために、どのように人材開発を
行っているか
• 自社製品・サービスの市場価値を向上
させるようなエコシステムに参加して
いるか
• 想定した成果を達成しているか、正し
い方向に進んでいるかを判断できる、
重要な短期指標や成果指標は何か
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まとめ

実には、本レポートで紹介した破壊的イノ
ベーションよりも、さらに頻繁かつ突如とし
て現れる破壊的イノベーションが存在
する。それは、それまでの認識や一般常
識を大きく覆すものである。しかし、実際うまく当ては
まっていないにもかかわらず、既存の条件や複雑性に、
既知のモデルやアプローチを無理やり当てはめがちだ。
また曖昧な状況よりも、
明快な解決策を求め
がちになる。

現

破壊的イノベーション
に対処するには、無
理やり解決しようとす
るのではなく、パラドッ
クスを受け入れ、矛盾

や相反するニーズが共存できるような、ある種の緊張
状態に慣れる必要があるだろう。無理やり解決を目指
そうとすると、必然的に1つの優先事項、1つの事業、1
つの目標を、その他の事柄より優先せざるを得なくなる。
そのため、勝ち組と負け組、一方とそれ以外、正解と誤
答といった二項対立の枠組みで考えることになる。こう
した考え方では、誰も負け組になることは望まない。
一方で、パラドックスを
受け入れるという考え
方は、2つの真実を同
時に両立させ、両者の
影響や相互作用につ
いての理解を深め、よ
り高度な知見を生み出
—リチャード・テドロー（Richard Tedlow）著
すことが可能である。
『なぜリーダーは「失敗」を認められないのか』

「時代は変化する。
組織は変化に抵抗する」
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離れた視点から俯瞰し、効果的に焦点を絞る

以下に挙げるのはパラドックスの一部であり、破壊的イ
ノベーションの課題や機会に対処する際に認識しておく
必要がある。

自社の関連市場がどのように変化するかについて、明
確な見解を持っていない場合、短期的な活動の優先順
位を定め最大限の効果を得るということは、難しいだろ
う。将来のビジョンがない場合、多くの取り組みに意識
が分散し、どれも成功しない危険が生じる。

破壊的イノベーションのパターンを、視野を狭めるので
はなく、広げるために使う
自社のビジネスを破壊するかもしれない破壊的イノベー
ションが予想できる場合、自社のポジションを守るため
のベストな戦略に焦点を絞ってはどうだろうか。それは、
事業環境が変化し、価値創造のための選択肢が増える
可能性を、見逃さないようにするためである。

小さくスタートし、大きなビジネスに育てる
本レポートでは、将来の有望な機会を作ることができる、
3種類のビジネスタイプを示した。小さく始めることで、
抵抗勢力や、最先端ビジネスへの投資を阻止する動き
が生じるリスクを早い段階から、最小限に抑えることが
できる。また、自社のわずかなリソースを補うために外
部リソースを積極的に活用し、最先端ビジネスの成長を
加速させることができる。理想は、破壊的イノベーション
のパターンを生み出すエクスポネンシャルな力が、わず
かな投資で成長を促進させる追い風になることである。
小さく始めるというのは、必ずしも慎重に行動するという
ことではない。慎重に行動するというのは最もリスクの
高い選択かもしれない。迅速に行動し、最先端領域で
の成長を積極的に促進することで、同じ機会を狙う競合
を阻止することもできる。

脅威の定義を促進因子として改め、チャンスととらえる
破壊的イノベーションをもたらす力そのものは、同時に
価値創造のための新たな素晴らしい機会を生み出すも
のである。そこで、これは「自社の破壊」ではないことを
明らかにしておく必要がある。既存のコアビジネスを維
持することはできないが、その代わりにサステナブルな
事業基盤を提供する機会として捉える。
集中と分散の機会を生み出す場に焦点を当てる
ビジネスの多くは分散化しており、それが既存の大企業
にとって脅威となり得るのは確実である。しかし分散化
は、集約化の強力な機会も生み出す。インフラプロバイ
ダー、プラットフォームオーガナイザー、信頼できるアド
バイザーによって提供されるサービスにおいて、分散化
した中小の事業者は、規模や範囲の経済における優位
性を活用することになるだろう。そのニーズへの対処は、
ビジネスが継続的に成長する原動力となり得る。

このようなパラドックスを気にせず無視できれば、事態
ははるかにシンプルである。しかし、単純さを求めること
は幻想に過ぎない。パラドックスを受け入れ、複雑性を
増す世界への理解を深め、取り組みの焦点を絞って前
進するほうが、はるかに望ましいことである。

最先端領域のビジネスに期待しつつ、コアビジネスを
疎かにしない
最先端領域のビジネスには、自社の将来がかかってい
るが、その拡大に欠かせない条件の1つは、いずれ売
上高や利益が落ち込むだろうというプレッシャーから、
コアビジネスを守ることである。コアビジネスがあまりに
早期に弱体化すれば、抵抗が産まれ、リソースの流出
につながる要素を断ち切ろうとしがちである。コアビジネ
スの寿命を延ばせれば延ばせるほど、最先端ビジネス
の事業拡張性を高められる余地が広がる。既存のコア
ビジネスの存続や最先端ビジネスへの取り組みに安堵
していてはならない。最先端ビジネスは自社の未来で
ある。
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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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