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中国の電子商取引会社であるアリババ・グ
ループは2014年９月、過去最大規模の新

規株式公開（IPO）を実施した。メディアの関心は
非常に高く、グローバル経済の構造変化や、増大
するデジタル化の影響力について多くの論評が寄
せられた1。しかしメディアの大半が見逃していた
が、未来に向けたある重要な指針が示されてい
た。ビジョン、哲学、成長戦略などをまとめた同社
の目論見書の中で、アリババはある用語を160回
以上も使用していた。この言葉こそが「エコシステ
ム」だったのである2。
自然界におけるエコシステム（生態系）は、多くの
人にとってよく知られた概念である。この用語は、
1930年代にイギリスの植物学者アーサー・タンズ
レー（Arthur Tansley）が考案したもので、一定区
域に生息する相互に関連する生物群と、それを取り
巻く特定の環境（空気、水、土壌およびその他の要
素）から構成されるコミュニティを意味している。
生物群は相互に、そして周囲の環境にも影響を与
えて競争関係と協力関係を醸成し、資源を共有し
共進化する。また不可避である外的要因による脅
威に対しては、コミュニティ全体で適応する3。

ビジネスストラテジストであるジェームズ・ムー
ア（James Moore）は、ますますダイナミックかつ
相互連携を進化させるビジネス界にエコシステム

との類似点を見出した。この概念は1993年、ハー
バードビジネスレビュー誌に掲載された次の記事
から読み取ることができる。

「成功する事業は、急速かつ効率的に進化を遂げ
る。しかし、革新的な事業が単独で進化するのは
不可能だ。資本、パートナー、サプライヤー、顧客
など様々な経営資源をひきつけ、協力的なネット
ワークを構築する必要がある。（中略）企業は一産
業界における一員ではなく、様々な産業を横断す
るビジネス・エコシステムの一員として位置付けら
れるべきだ。ビジネス・エコシステムにおいては、
新たなイノベーションを巡り複数の企業が能力を
共進化させる。企業群は競争と協力関係を通じて
新しい商品を生み出し、顧客ニーズを満たして、時
期が来れば次なるイノベーションを生み出す。4」

ムーアには先見の明があった。スマートフォン
の登場やモバイル革命が起こる15年前、ちょうど
インターネット時代の黎明期のことである。ムー
アが提唱したビジネス・エコシステムという概念は
当初、コネクティビティや協働能力の変革が求めら

れていた米国のテクノロ
ジー産業で受け入れられ、
その重要性は今日でも変
わらない。例えば、Apple

社は自社の製品やサービ
スを、消費者にシームレス
な体験を提供するエコシス
テムとして組み立てた。ま
たFacebookは開発者から

なるエコシステムを意図的に構築する重要性を認
識した。今や業界アナリストはテクノロジーやメ
ディア業界の競争を単なる企業間競争と考えず、

イントロダクション ：  
ビジネス・エコシステム時代の到来
イーモン・ケリー

エコシステムの出現は 

強力な新しい競争優位性を築く 

機会を提供する。

日本語訳発刊にあたり

ここ数年、特にIT業界を中心にエコシステムという言葉を頻繁に耳にします。エコシステムとはもともと
は生物学において「生態系」を意味し、同じ環境下にある多様な生物が相互依存関係を築いている状態を
指します。生物界は一方的な弱肉強食の食物連鎖で成り立っているのではなくむしろ生物群が互いに便
益を与えて共生している、という考え方は日本人的にはなじみがあり、いまさらながら発見というまでも
ないかもしれません。また限られた土地で長年農業を営んできた歴史からすると、収奪経営ではなく「里
山」のような共通財を村民が協同して守っていく暮らし方はごく当たり前のような気がします。また経済社
会においても、系列やグループ会社制度は日本的共生の具体例として頭に浮かぶのではないでしょうか。

最近使われているエコシステムという考え方はそれらとは少し異なるようです。詳しくは本レポートを
読んで考えていただきたいのですが、共生といってもべったりとした依存ではなく、右手で握手をしなが
ら左手は戦う機会を探っているような緊張感のある関係です。それにグローバリゼーション、コネクティ
ビティ、デジタル化、社会課題、モビリティ、シェアリング・エコノミー、オープンソース、プラットフォーム、
デザイン思考などのあらゆるトレンドが追加され、企業の生き残り戦略を考える経営者に大きな示唆を
与えています。本レポートでも触れられていますが、本当にワールドクラスの人材は一企業の専有物には
なりません。ならばそれを悲観するのではなく、よそから借りてくる方法を模索すればいいでしょう。今
やアクセス可能な経営資源は世界中に広がっています。エコシステムとはそうした経営資源を共存のた
めに貸し借りする場所と捉えることもできます。もう一つ、収益の最大化を旨とする20世紀型経済観とエ
コシステムが異なるのは、深刻化する社会課題に対する目線だと思います。エコシステムは人間の社会
性を開放するものですが、人間は社会的使命を感じたときに最大の貢献意欲を持ちます。ビジネス・エ
コシステムの構築には企業がどのような価値観を持ち、エコシステムの参加者に訴えるのかという思考
のプロセスが欠かせません。

エコシステム形成がテクノロジー業界だけの現象であるという認識も誤っています。今や農業から自
動車からヘルスケアに至るまで、すべての産業がデジタル化の影響を受け、一種のテクノロジー業界に
変貌しています。そのことを体感しているのは20世紀の成功体験を持った今の経営者ではなく米国シリ
コンバレーを中心にした若手起業家であり、先進国ではなく新興国のビジネスオーナーかも知れません。

本シリーズが日本の経営者層に21世紀のビジネス成功要件について考えるきっかけを与えることを
期待します。

橋本　善永
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員
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エコシステムという言葉はあまりにも多用な文
脈において使われているため、流行り言葉（バズ
ワード）の一つとして捉えて深く考えずに済ませた
いという誘惑にかられる読者がいるかも知れな
い。確かにこの言葉に対して今までに正確な定義
付けは行われていない（多数の研究者や理論家が
努力を行ったにも関わらず）11。一方で、この概念
が実際に急速に広まり通用している現状は過小評
価すべきでないだろう。
少なくともエコシステムという言葉は、多くの企
業にとって自然界の強力なメタファーとして浸透し
ている。メタファーは、抽象的な概念をテストし理
解する上で役に立つ。メタファーはまた、経営者に
意思決定のよりどころとなる経験と思考のモデル
を提供し、確信を持って迅速な行動をとることに寄
与する。現在までビジネス分野で用いられてきた
メタファーは、機械、工学、戦争、軍隊、競技スポー
ツ、ゲームなどからの引用が大半を占めた。この
傾向は現在でも変わらないが、今日のダイナミッ
クで協調的かつ相互依存性の高いビジネス環境に
おいては、過去のメタファーは有用であると同時
に誤解を招く恐れもある。
エコシステムという考え方は、経済やビジネス
環境を直撃している大きな転換期を理解するため
の、新たな枠組みとマインドセットを提供する。リ
レーションシップ、パートナーシップ、ネットワーク、
提携、協働などの重要性は高まるばかりである。
企業にとって自社で所有・管理していない資産

を活用すること、より多くの参加者に働きかけるこ
と、参加者の持つ専門知識や活動を高度に連携さ
せることが容易になりつつあり、「可能性の組み合
わせ」が急拡大している。

エコシステムに関する 
５つの考え方

エコシステムという言葉の広範な定義や適用範
囲を述べてきたが、本レポートにおける使い方を
明確にしたい。
エコシステムとは、協力と競争の双方からなる
生産的かつ洗練されたモデルを通じて新たな価

値を創造する多様な行動主体で構成されたダイ
ナミックかつ共進化するコミュニティである。この
定義ではエコシステムには多くの形態、規模、およ
びバリエーションがあるという事実を理解しつつ
も、３つの普遍的な特徴も理解できる。
第一に、エコシステムは、多様な組織（規模の大
小は問わず）や多くの個人の参画を可能とする。
参加者は共同で、単独の組織では実現できない手
法により市場の創造、調整、育成を行う。健全なエ
コシステムを保全するために必要となる多様性
も、結果的に担保される。
第二に、現在も進化を続けるコネクティビティや

コラボレーション技術とツールに支えられ、参画主
体者は高度な手法により従来の「トップダウン」方
式では調整が難しかった相互連携を実現し、共創を
進化させている。高い生産性を誇るエコシステム
の発展は、今後も長期的に継続すると予測される。
第三に、多くの場合は消費者も含んだ参加者

は、関心、目的、価値といった何らかの共通項で結
びついており、エコシステムの育成・維持、または
保護に強い関心を持つ。全ての参加者が貢献し利
益を享受できる仕組みを構築することで、エコシ
ステムの存続と持続性が強化されている。
本レポートにおけるエコシステムの定義は、企
業経営者、アドバイザー、研究者が文献などで今
までに提唱してきた概念と大まかに一致している。
エコシステムを分析する重要性が増しており、定
義も進化し続けている。一方、企業にとってのチャ
ンスや課題を考慮するならば、エコシステムにお
ける別の側面にも注目する必要がある。

エコシステムは、 
人間の根本的なニーズや欲求を満たす 
新たな方法を創出する
経済とは本質的に、最も原始的なものから最も
高度なものまで、人間のニーズと欲求を満たす（ま
たは多くの場合、形成する）ために組織化されたシ
ステムである。過去2世紀にわたり経済の主流は、
欲求を満たすために最も直接的な方法、すなわち
よく知られた伝統的な産業群を中心に発展してき
た。米国で1937年に初めて成文化された標準産

緩やかな提携関係を通じて形成されたビジネス・
エコシステム同士の競争と捉えている５。
エコシステムの概念は今や米国テクノロジー産
業を越えて広く普及している。過去数十年にわた
り、主にデジタル技術の進歩と急速に発展したコネ
クティビティを原動力として、「自前主義」の大企業
を中心とした垂直統合型の産業の垣根を越えた経
済活動が拡大している。コネクティビティ、協働、
相互依存関係が、従来には存在しなかった高密度
かつ豊饒な価値創出手段として進化している。
世界中のビジネスがこの影響を受けている。エ

コシステムの出現は強力な新しい競争優位性を築
く機会を提供する。例えばソフトバンクのCEOは
2014年7月、自社の戦略的意図について次のよう
に述べている。「当社のプラットフォーム上にあら
ゆるサービスやコンテンツを提供することで、他社
の追随を許さない包括的なエコシステムの創造を
目指している6。」ノキアのCEOも数年前、企業を取
り巻くエコシステムの状況について次のように述
べている。「従来繰り広げられていたデバイスを巡
る競争は、今日ではエコシステム間の競争へと変
貌した。(中略)デバイスにおける当社の市場シェア
を奪えない競合他社は、エコシステム全体に狙い

を定めて市場シェアの獲得を目指そうとしている。
当社もどのようにエコシステムを構築、促進、ある
いは参画するかを決めないといけない7。」一方、
多少だが異なる見解を持っている企業もある。南
アフリカのSABMillerは、事業領域である地方・地
域経済に対するベネフィット創出に向けたビジネ
ス・エコシステムの強化を重視している8。エコシ
ステムに競合他社を迎え入れることを歓迎するビ
ジネスリーダーもいる。MakerBot’sの新任CEO

を務めるジェニー・ロートン（Jenny Lawton）は、
Autodeskが３Dプリンティングへの参入を強化し
たとの報道に対し、次のように述べている。
「Autodeskが行う事業や考え方は業界全体にとっ
て必要不可欠だ。(中略)３Dエコシステムの成功と
３Dプリンティングの将来がこれによって加速され
るだろう9。」特定の有力企業が存在しない業界に
おいても、強力なエコシステムが形成される場合
もある。例えばかつて中国では、「shanzhai（山
寨）」は電子製品の海賊版を意味していたが、現在
ではスマートフォンや次世代スマートウォッチなど
の分野でイノベーションを促進する、膨大な企業
群による高度な協働「shanzhaiエコシステム」へ
と進化した10。

図表1：ビジネス・エコシステムの定義

エコシステムとは、 
多様な行動主体で構成された 
ダイナミックかつ共進化する 
コミュニティである

エコシステムでは通常、様々な種類や規模の複数の企業が協調して、単一企業では実現
しえなかった市場創造や拡大を実現する。エコシステムの長期的な成功に寄与する主要
因は、多様性に加えて学習能力や適応性、そしてイノベーションを共同で創造するグルー
プの能力である。

新たな価値の創出と獲得

人間の根本的なニーズや欲求を満たし、増え続ける社会課題を解決するために、エコシス
テムは様々な専門的な能力や資源の連携を実現し、新たなソリューションを共に創出する
ことを可能にする。エコシステムは新たな価値を創出する卓越したアプローチであると同
時に、コモディティ化や金銭価値喪失（de-monetization）が進む世界市場において、新
たなビジネスモデルを創出する手法として存在感を増している。

協力と競争を通じて
競争に勝つことの重要性は明らかではあるが、それが成功を持続させる唯一の要因でな
いことは明らかである。エコシステムの参加者にとっては、共通する関心や目標、価値も
インセンティブとなる。高まる顧客要求に応えると同時に、参加者全員にメリットを生むエ
コシステムの健全性を長期的に確保するために、参加者は一層の投資を惜しまない。
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エコシステムは、コミュニティを形成し、 
参加者の創造性と知性を結びつける
古代文明の英知を研究する人類学、考古学から
神学や哲学、また現代の行動経済学や脳科学など
さまざまな学問は、人間が生きる上での根本要件
について共通の見解を見出している。すなわち人
間は「所属する」、「理解する・理解される」、「特定
分野で認められる」、そして「世界に良い影響を与
える」という欲求を持っている。過去には、自分が
所属する地域・社会の物理的制約を超えて、この
欲求を完全に実現できた者は少数であった。しか
し、テクノロジーの進化により自己実現を達成する
手法・レベルが今日では大きく向上し、多くのエコ
システムもその恩恵を享受している。
最も顕著なエコシステムの例は「仲間とつなが

る」機能に特化した、Facebook、Twitter、Yelp等
によるビジネス・エコシステムである。Yelpは、トッ
プユーザー（最もアクティブな投稿者は8,000件
以上のレビューを投稿16）の重要性を認識し、招待
制パーティーや無料グッズを提供するE l i t e 

Programを創設し、常連投稿者の帰属意識を生み
だした。
他の事例も見てみよう。現在、オンライン・ゲー

ムは200億ドル規模を誇っており、成長を続ける産
業である。最もヒットしたゲームの多くは、世界の
オンライン上のプレイヤーと結び付くだけでなく、
プレイヤーがゲーム自体の継続的なレベルアップ
に積極的に参加している17。オープンソースの流
れは、ソフトウェア分野で高度なスキルを持った何
十万人もの参加者が、多くの場合は無報酬で多大
な貢献を行ったことから始まったものであり、現在
では経済全体への波及効果を持つ。他の事例も
多様な業種や産業で確認できる。例えばメディア
業界では、Blenderの無料オープンソースから成る
３Dコンピュータ・グラフィック・プログラムが、
NASA宇宙船の３Dモデルからスパイダーマン２の
絵コンテ18まで、多様な作品制作に利用されてい
る。また教育業界では、マサチューセッツ工科大学
（MIT）がOpenCourseWareを通じて、「ほとんど
全てのMITコース19」へのデジタルアクセスを可能
にしている。

より具体的な（かつタイムセンシティブな）問題
を解決するためのクラウドソーシング（crowd 

sourcing）サービスの躍進が目覚ましい。Kaggle

はビジネス上の課題を解決するために、データサ
イエンスやアルゴリズムの専門家をコンペ形式で
募集できるサービスを提供している。XPRIZEで
は、複合的な社会課題や環境問題を解決するた
め、参加者の協力を促す大規模な「チャレンジ」と
いうイベントを主催している。既存技術20と比較す
ると３倍の速度で水から油をろ過する装置や、パー
キンソン病患者の症状経過を示すソフトウェアな
どが生まれており21、成果は既に実証されている。
今日、ほとんどすべてのビジネスが、共創し、奉
仕し、成長するという考え方から便益を受けること
ができ、その機会は全世界に広がっている。さら
に今まで受動的な消費者であった顧客もコミュニ
ティの一員として迎えられつつある。例えばLEGO 

グループでは、LEGO® Ideasポータルサイトを通
じて様々な年齢層の顧客と接触可能な手段を構築
した。同サイト上では、ファンがMinecraftやゴー
ストバスターズ30周年記念おもちゃなどのアイデ
アを熱狂的に支持した。エコシステムを活かすこ
とのできる企業は顧客接点を築くだけでなく、新
たな商機を見出し始めている。LEGO グループ
が、YouTube上のLEGOブロックで製作されたス
トップモーション・フィルム22から、大ヒット作
「LEGOムービー」のインスピレーションを得たの
が好例である。

強力な新しい 
ビジネス・プラットフォーム上に存在する 
エコシステム
プラットフォームはエコシステムの強力な進化
形である。これは一般的には一企業や組織が開
発・所有する資産であるが、同時に多くの外部主
体者が自発的に参画できる意図を持って設計され
ている。学者であるヨチャイ・ベンクラー（Yochai 

Benkler）によると、プラットフォームは「特定の目
的達成に向けてコミュニティが相互連携される、
技術的かつ組織的なコンテキスト（状況・条件）23」
と定義されている。あるプラットフォームは、以前

業分類（SIC）は、20世紀に人類の生活を大きく変
容させた経済やビジネス構造を的確に定義してい
る。しかし、こうした産業構造は必然的に変化する
ものである。

人間が必要とするのは医者、病院または薬局で
はなく健康である。同様に人間は教室、教科書ま
たは教師を求めるのでなく、学習と成功を欲して
いる。炭鉱、採油および採ガスが必要なのではな
く、人間や家畜の動力を超えるエネルギーが必要
なのだ。今日、多くの経済分野では、新たな横断
的エコシステムが、人間の欲求を満たす新たな手
法を創出している。
一例として、世界中で人々の生活を豊かにして

きた自動車産業を挙げる。個人のモビリティに対
する要求を満たすスピード、価格、安全性、利便性
を備えつつも、自動車を個人で所有することの魅
力が極端に低下したエコシステムの登場を想像す
ることは、不可能ではない。自動運転車（Google

などのテクノロジー企業が同分野を牽引すると予
想される12）への信頼性が高まる可能性がある。ま
た自動車が自動運転で戸口までデリバリーされる
ことでカーシェアリングの魅力向上も可能性を秘
めている。多くのカーシェアやライドシェアリング
事業は、既にミレニアル世代（1980年代から
2000年代初頭に生まれた若者の総称）の新たな
価値観を緻密に調査し、事業概念に取り入れ始め
ている。ゼネラルモーターズ R＆D部門の元主任
を務めるローレンス・バーンズ（Lawrence 

Burns）は、「一部の都市ではカーシェアリングが
普及すれば約8割少ない自動車台数で個人所有の

場合と同等レベルのモビリティを実現できる13」と
予測している。これほど劇的な変化が起きること
は保証の限りではないが、新たな「モビリティ・エ
コシステム」は、自動車産業を中心に、都市計画担
当者、テクノロジー／エネルギー企業、公共交通
機関、規制当局、インフラ／建設企業、保険会社、
そしてピアツーピア・ネットワーク14が協業を進め
れば、社会を再び変革し、改善する可能性を十分
に持つ。

エコシステムは、 
増大する社会課題や環境問題の 
解決に向けた新たな協働を促す
多くのエコシステムに共通した特徴は、単独の
行動主体や類似集団だけでは実現できない領域
や能力を共同で実現させる点である。単独の組織
では解決が困難である大きな社会課題に対して、
エコシステムが解決手段を提供できる場合があ
る。エコシステム・アプローチの採用例として、水
資源管理、子供の貧困、都市犯罪や銃犯罪、食の
安全性などが挙げられる。これらは一部の地域で
は社会的ストレスや脅威を増幅させる原因となる
非常に大きな社会課題である。
グローバル・フード・セーフティ・イニシアティブ

（GFSI）を例にとってみよう。GFSIは、世界有数の
食品メーカー、流通業者および小売業者が参加す
るNPO組織である。消費者向けの食品に対して安
全性を担保したり、業界を風評被害から保護する
などの活動を行っており、グローバル・フード・シ
ステムは拡大する課題に対処するために、グロー
バルな協業や共創的アプローチの支援を実施して
いる。参画企業の一部は市場で激しく競合するも
のの、安全な食品業界の確立や消費者の信頼性
向上に役立つ認証制度の導入、標準化の推進、卓
越した監視システム、過去から学んだ教訓や先進
事例を共有する仕組みを確立するために前向きな
協業が促されている。全ての参加者が共有財（コ
モンズ）に対する投資から利益を享受する仕組み
が存在し、GFSIが提唱する「食の安全は競争優位
の対象ではない15」という概念を遵守した、エコシ
ステム指向の行動規範が浸透している。

多くのエコシステムに共通した特徴は、 
単独の行動主体や類似集団だけでは 

実現できない領域や能力を共同で 

実現させる点である。
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識と多様な知見を統合した結果として、イノベー
ションが生まれる可能性が大幅に高まる。よって
流動的でモノ・情報の交換が促されるエコシステ
ムという共創的なコミュニティでは、学習とイノ
ベーションが加速する。一部のオブザーバー、特

にジョン・ヘーゲル（John Hagel）は、そのような
エコシステムの永続性や影響力は非常に高く、エ
コシステムを創造し主導する参画企業には持続可
能な高い価値がもたらされると示唆している31。
例えば、世界各国に20万人以上の従業員と巨

は分断されていた売主と買主を結び付け新たな市
場を創出するために設計されている。また他のプ
ラットフォームでは、新たな商品サービスおよびソ
リューションを開発して流通させることをより重視
している。両者を融合させた初期の事例がある。
米国ワシントン州の地方銀行に勤務していた
ディー・ホック（Dee Hock）は1968年、初期のク
レジットカードにある課題と商機を見出した24。多
くの銀行では自社発行のカードを流通させようと
試行錯誤していたが、商店での利用契約の獲得、
消費者への利便性と安全性の訴求、規制当局への
対応、カードの利用手順／機能の設計という一連
の作業に多大な労力を強いられていた。ホックが
こうした膨大な作業を代行する共有プラットフォー
ム（1976年にVISAとなる）を提案したことで、参
画銀行が共同出資を行い、プラットフォームが開
発され協業と競争が促された結果、クレジットカー
ド市場は急速な成長を遂げた。

VISAは先駆的な事例だが、デジタル化と接続
技術の進化に支えられた多くのプラットフォーム
の事例がある。eBayは、数百万もの売買主を結ぶ
グローバルなオークションプラットフォームを作り
上げた。さらに最近では、様々な「シェアリング・エ
コノミー（共有の経済）」のプラットフォームにより、
遊休資産や使用頻度の低い資産を共有することで
膨大な参加者が利用できる全く新しいエコシステ
ムが形成され、社会経済に大きな価値を生み出し
ている。インターネットで宿泊施設を掲載・予約で
きるAirbnb（エアビーアンドビー）やタクシー配車
サービスアプリUber（ウーバー）といった一部の
プラットフォームは、既存の産業を劇的に変革して
いる。今後さらに他の分野でも多くのプラット
フォームが登場し、同様の現象が起きると予想さ
れる。
新たな商品やサービスの開発を加速させるプ

ラットフォームも登場している。初期の成功事例に
は、Linux製品の開発に向けて多くのプログラ
マーを募り、ソフトウェア産業を変革させたオープ
ンソースモデルがある。この成功により、Apple、
Facebook、Google、Samsung、Salesforceと
いった企業が作ったプラットフォーム上で様々なア

プリケーションが開発されるようになった。近年で
は、文字通り何百万ものアプリケーションが開発さ
れ、顧客と企業の両者に新たなソリューションや可
能性を提供している25。
プラットフォーム提供者の近年の成功には著し
いものがある。ある試算によると、世界で最も価
値が高いブランドの上位5社のうち４社は、主にプ
ラットフォームを基盤としたビジネスモデルを推進
している企業である26。世界的にも成長力のある
注目の新規企業の参入が相次ぐなど、プラット
フォームビジネスの躍進に一抹の陰りも見当たら
ない27。

エコシステムは学習と 
イノベーションを加速する
哲学者エリック・ホッファー（Eric Hofer）は、次
のような意見を述べている。「変化の時代では、学
び続ける者だけが地球を支配する。学び終えてし
まった者はいかに優秀であっても過去の世界しか
相手にできない28。」ビジネスで不可欠なのは学習
行為であり、学習を新たなイノベーションに変えて
いくことである29。多くの企業経営者が認識して
いる通り、最も優秀な人材は1つの組織の繁栄に
人生を捧げない。よって認識すべき重要事実は、
有能な人材はあなたの専有物ではないということ
だ。
エコシステムの登場に伴い、企業はサプライ
ヤー、顧客、研究機関または独立した個人が提供
する卓越した知性と先進的な経営資源に対するア
クセスが可能になった。例えばInnoCentiveユー
ザーは、世界中に点在する何千人ものイノベー
ターや問題解決者とつながるエコシステムを提供
している。以前、オーストラリアの通信会社である
Telstraの幹部役員は、新たな思考を刺激するパー
トナーを探し求めていると語った。「パートナーを
探すのは、イノベーションを求めている時だ。探し
ている人材は、当社のことを素晴らしいという人材
ではなく、当社の課題を特定できるような人材だ。
私たちが何を変えないといけないのか、どうした
ら変われるのかを教えてほしい30。」学習とは一般
に社会的活動である。また異業種の幅広い専門知

図表２：プラットフォーム主導の「シェアリング・エコノミー」
成長市場である「シェアリング・エコノミー」は、遊休資産や用途が限られている資産を集約したプラットフォームによって他人が有償で「借りる」ことを実現した。
その結果として形成された経済的ならびに社会的コミュニティはそれぞれが新しいエコシステムとなり、多様な商品やサービスを流通させる。

4人のうち３人が、
今後５年間でモノや空間の共有を

拡大する意向

世界で１千万人が
Couchsurferを利用

クラウドファンディングを通じて
調達された資金は2013年に30億ドルに達し、

2011年の15億ドルから倍増

$$$

自転車シェアリングの利用件数は
毎月220万件

消費者間の
ピアツーピア・レンタル市場は

260億ドル規模

米国のカーシェアリング・プログラムでは、
自動車１台当たりの
利用者数が70名

出所（左上から時計周り）
• Latitude and Shareable magazine, The new sharing economy, http://files.latd.com.s3.amazonaws.com/New_Sharing_Economy-Report.pdf, accessed March 

26, 2015.
• Deloitte, Technology, Media & Telecommunications predictions 2013, 2013, http://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media -and-

telecommunications/articles/tmt-predictions-2013-technology-media-telecommunications-report.html. 
• Danielle Sacks, “The sharing economy,” Fast Company, April 18, 2011, http://www.fastcompany.com/1747551/sharing-economy.
• Innovative mobility carsharing outlook, UC Berkeley Transportation Sustainability Center, fall 2014, http://tsrc.berkeley.edu/sites/tsrc.berkeley.edu/files/- 

Fall%202014%20Carsharing%20Outlook%20Final.pdf.
• Rachel Botsman and Roo Rogers, What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, (Harper Business, 2010).
• Couchsurfing.com, “About” http://about.couchsurfing.com/about/, accessed March 26, 2015.

挿画：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com
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ビジネス・エコシステムが 
経営者に与える示唆

ビジネス・エコシステムの台頭は先進的な企業
が成功要因（KSF）を考察する際に大きな影響を与
えている。企業戦略、ビジネスモデル、リーダー
シップ、コア・ケイパビリティ、価値の創造と獲得
手法、および組織モデルについても、従来とは大き
く異なる考え方と行動が企業に求められている。
エコシステムという考え方はまだ萌芽期にあり、今
後も経営者が学ぶべきことは多いだろう。ビジネ
スの世界ではこうした例は珍しくない。例えば産業
経済を構成するセクターの標準分類が最初に作ら
れたのは1930年代後半である。そしてセクター
全体の総生産の測定にGDPという指標が利用さ
れ始めた。しかしその後も生み出されるさまざま
な職業を標準分類するには実にその後30年近く
かかり、ビジネス戦略の基本的な考え方とツール
が普及するにはさらに20年が必要だった36。
以降の本シリーズのトレンドレポートでは、ビジ

ネス・エコシステムの台頭が今まさに影響してい
る領域にフォーカスし、企業のビジネス戦略やオペ
レーションにおける適用可能性について詳細に記
述している。具体的には、以下のようなトレンドと
未来を形成する経営者の取るべき施策についてで
ある。

・ 業界間で形成されてきた複数の境界が曖昧化す
るあるいは消失している現在、従来の制約を受
けずに新たな価値を生み出す「可能性の組み合
わせ」が再定義されている（17ページを参照）。

・ 重大な社会課題を解決するためにエコシステム
への参加を通じて提携関係を作り、利益と社会
的価値を同時に創出する（英語原文を参照）。

・ 急速に進化するエコシステムが創造する新たな
市場やソリューションと公共の便益のバランス
をとるために規制および政策領域に関与を深め
る（英語原文を参照）。

・ 既存のサプライチェーンを「バリューウェブ」とし
て捉えなおすことでより大きな独立性や信頼性
をもち、互いに学習しイノベーションを起こしな
がら、参加者全員に便益をもたらす持続可能な
モデルを作る（英語原文を参照）。

・ 企業の資産を関係や協働をベースとした経済活
動の観点で捉えなおし、自社資産の所有権や支
配権の確保より他社資産を有効活用する戦略に
乗り換え、M&A戦略を組み直す（33ページを
参照）。

・ 起業家精神を活性化するとともに、無数の参加
者の才能を活用できる企業プラットフォームを
開発する（45ページを参照）。

・ 実用最小限の製品（M i n i m u m  v i a b l e 

product）という起業家精神の考え方を活かし、
既存のビジネスや組織を破壊せずに変革する方
法を学ぶ（英語原文を参照）。

・ 新たなコア・コンピタンス（特にデザイン思考に
組み込まれたスキル）を受け入れ、経営の考え
方や実践を再定義する（英語原文を参照）。

大なサプライヤー・ネットワークを有するインドの
大手企業Mahindraグループは、近年「一切の制
限を設けずに積極的な変革を促し、代替案を推進
する」という、サプライヤーと社内事業部を同等に
扱うイニシアチブを打ち出し注目を集めた。この
施策は多様化したグループ企業全体における活性
化を促したと同時に、創造性と学習効果が融合さ
れたエコシステムが生まれたことで、Mahindraに
も大きな利益をもたらした。また同社は、インド第
2の人口を有し、現在まで同国GDPに最も貢献す
る33マハーラーシュトラ州32など、Mahindraの業
務が集中する地域全体に大規模な変革を浸透さ
せることにも重点を置いた。このような地域拠点

の活性化と生産性向上は、地域の「スタートアッ
プ・エコシステム」や「イノベーション・エコシステ
ム」を活性化させるとして世界から注目を集めた。
2014年11月には、多くの欧州企業幹部が欧州連
合に宛てた公開状にてエコシステムの創生を積極
的に推奨するなど、１つのトレンドを形成するに
至っている34。
アイデアや洞察が至るところで生まれ、大衆

（crowd）、クラウド（cloud）、協力相手、競争相手、
そして共に創造する相手が将来を根本的に定義す
ることが可能になった世界に私たちは入ろうとし
ている。ビジネス環境は後戻りできない変化を受
けたのだ。

図表3：ビジネス・エコシステムのトレンド

変わりゆく世界

潜在能力の解放

進化する
企業戦略

必須な
ケイパビリティ

ビジネス・エコシステムの時代

曖昧化する境界、地図なきフロンティア

すばらしい機会

エコシステムに対する規制

サプライチェーンとバリューウェブ

企業ポートフォリオの新たな計算方法

プラットフォームの威力

デザイン思考を超えて

実用最少な変革

挿画：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com出所：デロイト
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イーモン・ケリー（Eamonn Kelly）はデロイト・コンサルティングLLPのディレクターであり、戦略
およびオペレーションプラクティスの最高マーケティング責任者（CMO）を務める。多数の著書を持
つ、ビジネス界のオピニオンリーダーである。

1. Michael Moritz, “Alibaba and the rise of China’s 
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概要

ビジネス環境はかつて決し
て静的、単純、確実であっ

たためしはない。数世紀にわた
り、大きな変化は時に緩やかに、
時に急激に世界の形を変えてき
た。つい20世紀初頭までは、
ヨーロッパの帝国主義国家が全
世界を支配し、大英帝国領には
世界人口の25%に相当する4億
人が居住していた1。当時は異国
の地に踏み入れた者はおろか、
生まれ育った街から50マイル以
上離れた場所に旅した者も一握
りであり、80%以上の人間が農村や地方で暮らし
ていた2。20世紀初頭には既に世界で最も豊かな
国であった米国においても、平均寿命は47歳、高
校を卒業した学生は約7％、上場企業や信託に投資
していた国民は1％3、女性の賃金労働者は19%4

に留まり、電気照明の利用世帯は僅か3％、水道普
及率も3分の1以下であった5。啓蒙思想が登場し
てから科学技術は大きく進歩したものの、現代と
比べると原始的とも言える生活水準であった。
しかし歴史は滞留していたわけではなかった。

1900年から1905年の間に、コダックは世界初の
大衆向けカメラ「ブローニー」の販売を開始し、マ
ルコーニは大西洋の両岸で無線信号を送受信し、
米国では最初のトーキー映画が大衆映画館で上
映され庶民の間で大流行した。ライト兄弟は、キ
ティホークで世界初の有人飛行を実現し、ヒュー
バート・ブースは世界初の電気掃除機を発明した。
創業間もないカードゲーム会社であった任天堂
は、海外との取引を開始した。ヘンリー・フォード

は、自分の名前を冠した自動車会社を創業し、ジョ
ン・A・フレミングは世界で初めて実用真空管を発
明した。ラザフォードとソディは放射線の一般理論
を発表した。そして、当時26歳であったアルバー
ト・アインシュタインが相対性理論を発表し光量子
仮説を提唱した。こうした歴史的な出来事及び、
それに続いて起こった一連の出来事は、新たな知
識、能力、可能性の広がりを支える、あるいは実証
するものであった。
破壊的な変化は決して新しい現象ではない。先
人は、生活や仕事上で現代よりも明らかに大きな
変化が起こったとしても、その変化を楽しみ、適切
に順応してきた。今後さらに変化は加速を続ける
だろう。知識はさらなる知識を生む。テクノロジー
は互いに発展を促し、進化する。世界中で高等教
育を受ける機会が増え、多様な分野で数千万人も
の専門家が輩出される。そして彼らは非常に強力
につながり、融合し、伝播し、学習と革新を加速さ
せる。

曖昧化する境界、地図なきフロンティア
イーモン・ケリー

エコシステムとは、 
協働と競争の双方からなる 
生産的かつ洗練されたモデルを 
通じて新たな価値を創造する 
多様な行動主体で構成された 
ダイナミックかつ共進化する 
コミュニティである。

ビジネス・エコシステムに関するデロイトの 
見解は、「イントロダクション」を参照。

長年にわたり 
ビジネス領域を規定していた 
産業間の境界や制約が消滅し、 
新たなエコシステムの 
可能性が広がっている。
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現代の変化に関しては、スピード以外にも大き
な特徴がある。変化は非常に破壊的であり、長年
にわたりビジネス、経済、社会の進化を強力に形成
してきた境界や制約が曖昧化し、消滅している。
その結果、未曾有の可能性と潜在性を秘めた新時
代が幕を明け、起業家やイノベーターに大きな刺
激を与えている。一方で、既存の企業経営者やビ
ジネスには、将来の成功のために、急激な変化に
適応し迅速にかつ確信を持って行動することが求
められている。

トレンドの背景にあるもの

様々な要因がビジネス環境の変化を後押しして
いる。グローバル経済では、今までの枠組みが大
きく変化し、新しく影響力を持つようになった国や
組織が、成長し消費し新たな秩序を形成している。
またサステナビリティ（持続可能性）に関する課題、
人口動態、世界各国に出現した「新たな中産階級」
のニーズなどは重要な変革要因である。同時に起
業家精神を持ち社会へ影響を与えることを志向す
る「デジタルネイティブ」の影響力が増しているこ
とで、あらゆる分野で社会的・文化的な変革期が
到来している。新たな協働と相互連携が新しい組
織形態を促し、卓越したビジネスモデルや人材獲
得を後押ししている。企業に対する社会的な期待
値とビジネスに対する見方が変化し、規制環境を
刷新し、様々な産業で従来の事業のオペレーショ
ンや成長の仕方に影響を与えている。

これらのビジネス環境の変化を起こしているも
のは、急速なテクノロジーの進化である。過去数
十年で生じた変化において、特にデジタル技術が
中心的な役割を担った事実には疑いの余地がな
く、今後もこのテクノロジーが絶対的な役割を果
たすことは間違いない。作家であるスチュアート・
ブランド（Stewart Brand）は次のように述べてい
る。「コンピューティングは、過去のテクノロジーと
は全くの別物だ。先行開発が、次の開発スピード
を 促 進 させることから、『 自 動 触 媒 的 』
（autocatalytic）、つまり自己加速的な性質を有す
る6。」スーパーコンピュータの父、シーモア・クレイ
（Seymour Cray）は、Appleが次世代マッキントッ
シュ・コンピュータの設計を支援するためにクレ
イ・スーパーコンピュータを購入したことを知り、
次のように打ち明けている。「私も、次世代クレイ・
スーパーコンピュータの設計に利用するために
ちょうどMacを購入したところなんだ！7」またコン
ピュータは、エンジニアリング、材質科学、ナノテ
クノロジー、バイオテクノロジーといった、他分野
の急速な発展においても一翼を担った。
ムーアの法則は、コンピューティング性能の指
数関数的な向上とコスト低減の相関理論である。
この法則は技術面での限界にいつか直面すると幾
度となく指摘されてきたが、半世紀にわたり現在
でも適用可能である8。万が一、変化の速度が今よ
り低下したとしても、デジタル化の破壊的変革が
継続する環境はすでに整っているため、ムーアの
法則は今後も適応可能だと思われる。結局、この

変革は始まったばかりなのである。イ
ンターネットが経済の主流に浸透し始
めたのはわずか20年前に過ぎず、ダイ
ヤルアップ接続がブロードバンド接続
へと変わったのが僅か10年前である。
デジタル経済の主役へと躍り出たモバ
イルデバイス、特にスマートフォンやタ
ブレット登場は7年前の出来事であり、
クラウド・コンピューティングやスト
レージが真の効力を発揮し始めたの
は、その数年後である。さらに最近で
は、モバイル環境を一変させるアプリ

ケーションの拡大と進化が個人及び企業の世界を
同じように変容させている。
今日、「モノのインターネット化（Internet of 

Things : IoT）」（人間だけでなく、あらゆるモノが
インターネットを介して接続される状況）が躍進の
兆しを見せている。また、進化を続ける人工知能
は深い洞察や強力な予測能力を提供しており、従
来では不可能であった大量データの分析や解釈
能力を拡大させると予測される。
経済のデジタル化は既に大きな影響を与えてい

るものの、その変革が及ぼす影響範囲や規模の全
貌は、まだ明らかになっていない。

トレンド

企業は、複雑でダイナミックかつ柔軟なエコシ
ステムの中で活動する機会が増えてきた。エコシ
ステムがどのように機能し、進化していくかを正し
く予測し、利用するためには、フィードバックルー
プ、資本（ストック）と収支（フロー）、拡張性、ネット
ワーク効果、べき乗法則などを理解する必要があ
る。重要な変化は、既に始まっている。多くの企業
間の歴史的関係や相互連携、可能性を定義づけて
きた根本的な境界が急速に曖昧化し、消滅しつつ
ある。
今まで境界が地理的、科学的、技術的、組織的
あるいは文化的に変化するとき、非常に大きな影
響があった。啓蒙思想や産業革命が起きた時代
のように、複数の境界が同時に変動する時代には
新たなつながりや、可能性、アイデアが創出され、
人類が飛躍的に進歩するブレイクスルーが誕生
する。
過去数十年間において、長く保たれてきた多く
の境界が曖昧化している。様々な産業やセクター
の集約が進んだ結果、約80年前に定義された産
業区分による明確な境界が希薄化している9。ま
た、企業間および企業内の境界も薄れている。従
来、製品かサービスのどちらかに特化していた企
業は、より充実した「ソリューション」や、増大する
顧客期待に応えるために説得力のある顧客経験を
創出しようと、他社との統合も視野に入れ、商品や

サービスの区分を取り払うように変化してきた。ま
た、大企業と中小企業間で存在していた能力や影
響力におけるギャップも着実に縮小している。ま
た多くの人にとって、仕事と夢中になれる個人的
関心や趣味の間の境界もなくなりつつある。
民間企業、市民団体、公的機関に求められる個
別の役割や貢献分野さえもが曖昧化している。こ
れまで、民間企業は市場価値、市民団体は道徳・
社会的価値を追求してきた。政府機関は規則を規
定し、公共財を提供してきた。今日では、これらは
新しいパートナーシップや協働を通じて一体化し、
より一層相互依存性を強めている。それはしばし
ば、市場のメカニズムを利用したソリューションに
より、外部経済性を内部化することで、共有する目
標を追求する際に起こる。
ソビエト連邦の終焉に端を発する貿易政策の自
由化によって国家間の境界が緩やかになった結果、
「先進国」と「新興国」の経済格差は大きく縮小し
た。科学やテクノロジー分野の相互交流や協働の
増加に伴い、複数の学問分野においても境界が消
滅している。
上記の全てが重大な変化だと考えられ、現在で

は非常に多くの企業やセクターに影響を与えてい
る。しかし、世界で大きな影響を与えているのは次
の3つである。

人間と機械の境界
最も原始的なツールが出現して以来、テクノロ

ジーは常に人間の工夫によって進化し、拡大して
きた。産業革命が単純労働を広範囲で機械化し、
機械化のプロセスは数段階の製造イノベーション
を経て継続されてきた。事務機器の分野では、特
にコンピュータの出現が自動化の流れを促進し、
現在では単純作業を代替するコグニティブ（認知）
領域にまで及んでいる。ソフトウェアに組まれたア
ルゴリズムは、体系化された規則的な事務処理か
ら専門性の高い業務まで代行し、より高速かつ低
コスト、そして信頼性の高いビジネス・オペレー
ションを実現している。
一方で、ゼネラル・モーターズが1960年代に
最初の産業ロボットを導入して以来、機械の導入

過去数十年で生じた変化において、 
特にデジタル技術が中心的な役割を 

担った事実には疑いの余地がなく、 
今後もこの潮流が続くことは間違いない。
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「共創型」プラットフォームを通じて、消費者が既
存商品の設計、改良、優先順位付けをサポートし
ている。例えば、英国を拠点とするスタートアップ
企業MakieLabの場合は、消費者が同社の提供す
るFabLabアプリを活用して、世界で唯一の「３D

プリンタ人形」を製作している。同様のコンセプト
で、アパレル企業のThreadlessも成功を収めて
いる。同社はオンライン上でTシャツのデザインコ
ンテストを実施し、サイト訪問者が投票できるシス
テムを導入した。賞金やコンペ型の仕組みを活用
したアプローチは大きく普及し、ソフトウェアの専
門テスターに特化した世界最大のオープン・コ
ミュニティ、Applause

などのクラウドソーシ
ング・ビジネスも成功
を収めている24。
また最近では、ピア

ツーピア・ネットワーク
が急増し、個人資産や
スキル、時間を「共有」
することを可能にして
いる。Airbnb(エアビー
アンドビー )、U b e r

（ウーバー）などの事業は、ホスピタリティ、モビリ
ティ、のそれぞれの分野で、全く新しい選択肢を急
速に拡大させている。また遊休資産を活性化し、社
会的利益に繋げるエコシステムも存在する。このよ
うなネットワークが業種を超えて普及した結果、従
来型ビジネスモデルの地位は脅かされている25。
消費者は、現在最も価値を持つ商業資産である
大量データの生産者でもある。例えば、Google

の検索結果を集計し、分類することで得られる
データ履歴（data exhaust）の例がある。また、
Amazonの協調フィルタリング（collaborative 

filtering）は、人々の購買履歴から、同じような傾
向を持つ人に同じような製品を推奨する機能を
持っている。企業は顧客に対し、商品、サービス、
購入体験のカスタマイズを進化させることで、さ
らに大量の個人やグループのデータを取得するこ
とができる。人々の生活がデジタル化することに
より、すべての行動と選択が、大きな価値を持つ

動的なデータを作り出すことになる。これは同時
に新しい事業機会と課題を生んでいる。

実体（physical）とデジタルの境界
情報テクノロジーが多くの業務プロセスを自動
化し、デジタル化が実経済に影響を及ぼし始めた
のは約50年前である。インターネットの登場によ
り、変化の速度や影響範囲、規模が拡大し、当時の
評論家は「古い」実体経済と「新しい」デジタル経
済を区別していた。通常の商取引と違う概念として
「eコマース」が生まれ、「オンライン」と「ブリック＆
モルタル（実店舗）」の区別がされるようになった。

しかし、この境界は急
速に曖昧化した。小売
では両者が統合化され
た「クリック＆モルタル
（オンラインと実店舗で
の販売）」や「オムニチャ
ネル」といった概念が
普及し始めた。
実体とデジタル世界
が急速に一体化し、よ
り多くの「スマート」な

モノを形成しつつある。「モノのインターネット化
（Internet of Things : IoT）」は、センサー、作動
装置、無線接続の性能向上や低コスト化、大幅に
拡張されたインターネットプロトコル「IPv6」など
の技術を利用して構築が可能となっている。IoTは
遠隔地のデバイス、モノ、インフラを接続すること
で、遠隔でのリアルタイム把握を可能にするだけ
でなく、パフォーマンス最適化に向けた自動調整
や自動制御を実現しつつ、大量のデータを作りだ
している。例えば、Nestのラーニング・サーモス
タットは、在宅時と不在時を感知し室内温度の好
みを追跡して温度調整を行う。多くの世帯情報を
収集し、大規模な母数に基づいたアルゴリズムを
継続的に向上させている27。

IoTが経済全体に広がりを見せている。IT分野
の調査・助言を行うガートナーは、2020年までに
約260億のモノ（スマートフォンやタブレットを除
く）が接続されると予想しており28、シスコシステム

は非定型的な手作業の領域まで着実に浸透して
いる10。近年の事例では、米国海軍が多重セン
サーや駆動能力を備えた二足歩行型の消防ロボッ
トのプロトタイプを開発した11。ゼネラル・エレク
トリックでは、風力タービンに登ってメンテナンス
作業を行えるロボットを開発中である12。
機械の進出は手作業や定型的なコグニティブ

（認知）領域で更に拡大するだろうが、以前は自動
化が不可能だと考えられていた非定型的なコグニ
ティブ業務においても変革が起こっている。具体
的には、機械学習、自然言語処理、知識表現
（knowledge representation）、マシンツーマシ
ン・コミュニケーション、自動推論などの人工知能
（AI）分野での進歩が顕著である13。2009年以降、
AI分野に対する投資額は170億ドルを超え、民間
投資は年率約62％成長し14、驚異的な投資効果も
表われ始めた。Appleの音声認識・パーソナルア
シスタントアプリSiriは、自然言語認識技術を活用
して、ユーザーの音声での問いかけに答える。
Google翻訳は毎月5億人超のアクティブ・ユー
ザー数を持ち、現在はリアルタイムで2言語間の会
話を可能とする「会話モード」が実装されている15。
自動運転車の走行テスト距離は、数百万マイルに
達した16。シマンテックのClearwellソフトウェア
は、法務分野で使われる「電子情報開示（e-ディス
カバリ）」向けに設計され、言語分析を活用して数
時間で何十万もの文書をレビューし、分類すること
を可能にしている17。米国クイズ番組「Jeopardy!！」
で人間のチャンピオンに勝ったことで有名になっ
たIBMのコグニティブ・テクノロジー「ワトソン」は、
人体の疾患を発見して診断を行い、患者の治療案
を提言する。BettermentやWealthfrontなどの
金融サービス企業では、自動化されカスタマイズ
された投資アドバイスを提供している18。AP通信
は、記者がより工夫を凝らし、付加価値の高い記
事の執筆に専念できるように、自動で企業収益レ
ポートを作成するAIプログラムを導入した。AP通
信ビジネスニュース担当の編集主幹ルー・フェ
レーラ19（Lou Ferrera）は、「今後はデータ処理を
減らし、ジャーナリズムとしての仕事に集中したい」
と述べた。

将来的に人口知能の持つ意味は深遠であるが
未知である。科学者のスティーヴン・ホーキング
や起業家のイーロン・マスクを含む多くの著名人
は、人工知能の普及が及ぼす潜在的な影響に深刻
な懸念を表明した20。しかし、これから起こる変化
の大きさを知るには、過去において手作業や定型
作業の自動化が成長や生産性、経済発展、社会変
化などに与えた影響を見れば容易に想像できる。

生産者と消費者の境界
生産者と消費者を区別する境界は急速に曖昧化

しつつある。20世紀前半は生産者が多大な影響
力を持ち産業社会を築いた。消費者は単に商品を
受動的に購入する立場であり、生産活動への積極
的な参加者ではなかった。ここ数十年で消費者の
商品の選択肢は大きく広がり、市場における彼ら
の影響力は高まった。しかし、消費者の参加度合
いは低く、フォーカスグループのような定性的調
査活動に参加できる程度であり、消費者は参加者
という面では商品の受け手にとどまっていた。現
在でも、多数の企業が顧客中心主義を掲げつつ
も、より複雑な生産体制の末端に消費者を位置付
けたバリュー・チェーンをベースにした戦略が推進
されている。
現在ではそのような手法は陳腐化しており、
様々な方面で生産者と消費者の境界が曖昧化し
ている。例えばYouTubeでは、毎分300時間もの
コンテンツが世界中のユーザー間でシェアされて
いる21。また、ユーザーの関心が高い話題（例えば
特定の病状や趣味など）を共有する多数のコミュ
ニティやブログ、市民ジャーナリズム、知識や意見
を集う共有ポータルに付加価値の高い情報を提供
する人々も見られる。世界で最も人気の高いサイ
ト上位10位のうち5つは、ユーザーが生成したコ
ンテンツである22。
消費者は現在、物理的な製品の生産にも深く関
与し始めている。新しく入手し、手頃な価格帯に
なったテクノロジーによって、製作者（メーカー）エ
コシステムが進化し、例えばドローンのような製品
を進化させている。
さらに一般的には、多数の企業による強力な

実体とデジタル世界が 

急速に一体化し、 
より多くの「スマート」な 

モノを形成しつつある
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影響

一般的に境界が存在するということは、制約や
選択肢と行動上の制限を生み効率の低下を招く。
境界が曖昧化することで、有望な市場が新たに創
出され、大きな変革が促される。既存の境界は、
様々な制約を社会経済に課してきた一方で、役割
を明確にする役割を果たしていた。過去数十年、
境界は事業の内容や主力製品の役割、また競争優
位性を明確に定義した上で、ビジネス戦略やオペ
レーションの重要事項を決定することに貢献した。
境界の曖昧化は社会経済全体に新たな可能性をも
たらし、優れたイノベーションや起業家精神の育成
を促す一方、旧経済モデルの勝者であった企業に
は、大きな課題を投げかけている。成功を続ける
ためには、企業経営者はさらに直近の課題である
サイバーセキュリティやデータの「公正利用」に緊
急に対処することが必要である。また組織や人材
獲得に向けた最適な手法を見出すことが求められ
る。より多くの戦略選択肢を持つことで、大胆なア
プローチが採用できるかの力量も問われている。

サイバーセキュリティとデータ
実体とデジタル世界の境界が曖昧化したこと

は、世界に根本的な変革をもたらしている。我々
の生活のあらゆる側面に影響を与える接続性、
データ、機能を生み出している。一方で、それは同
時に2つの重要かつ未解決な課題を提示してい
る。まず、安全でグローバルかつ開かれたイン
ターネットを維持することである。次に、日常的に
様々な方法で生成され増大するデータの適切な
使用方法を見出すことである。
インターネットに対する最大の脅威は、間違いな

く「ハッキング」であり、その目的は興味本位の行
為に加え、利益搾取、機密情報へのアクセス、悪意
ある破壊や損害、様々なイデオロギー的理由に至
るまで幅広い。2014年に検知されたサイバー攻
撃件数は1日約12万件に達し、前年比で約50％も
増加した。一方、米国市民に対する調査では、セ
キュリティに関する懸念として挙げられた上位の２
事項は、「個人へのなりすまし（前年比70%増）」と

「サイバーセキュリティ（前年比61%増）」であるこ
とが判明した35。米国のオバマ大統領は2015年
の一般教書演説において、セキュリティ分野での
政府・民間協働の拡大を緊急要請し、今後数年間
で官民共同でのセキュリティ対策の優先順位付け
やイノベーション促進に向けた展望を示した36。
同様の協働拡大とイノベーション促進は、デー

タ取得、所有、流通利用、収益化といったデータ領
域でも起こるだろう。今後数年でさらに大量の
データが生成され、アナリティクスがより高い知
能・予測能力を実現し、価値創出の機会も増加す
ると考えられる。一方で、差別目的のデータ利用
によって生じる重大な倫理やプライバシーの問題
と、日常生活を通じて生成されるデータの所有権
と利益収取に関して争議が生じつつある37。過去
にも、盗難やハッキングに対する不適切なデータ
保護体制やデータ管理者による悪用を起因とし
て、人々の信頼を大きく裏切る背任行為が発生し
ており、こうしたケースはさらに増加する見込み
だ。消費者と共創するデータは企業にとって最も
価値が高い資産であるという考え方が急速に広
まっているため、企業は消費者の信頼獲得に向け
た多額の投資を余儀なくされ、事業課題の一つと
して急浮上すると予想される。

組織設計と人材モデルの進化
30年前と変わらぬ事業体制を今も維持してい

る組織は、ほぼ存在しないであろう。企業がビジ
ネス環境の変化に対応する際に不可欠となるイノ
ベーション、機動性（Agility）、弾力性（Resilience）
を高めてきた結果、組織設計の考え方は劇的な変
化を遂げた。多くの職位・階級で「指揮管理系統」
はフラット化され、社内で孤立気味であった部署は
他部署との統合や連携を深めている。
企業ではコア・コンピタンスに重点が置かれ、そ
の他は高度化されたサプライチェーンやアウトソー
ス、仮想化にゆだねられた。主要な業務プロセスは
自動化され、デジタル技術や接続技術がその発展
を支え、変革を遂げてきた。しかし、変革はこれで終
わることはない。エコシステムによる価値創出が重
要性を帯びるにつれ、企業は効果的なネットワーキ

ズは500億個29、モルガン・スタンレーは750億個
30との見解を示し、ヘルスケアからセキュリティ分
野まで、あらゆるセクターで変革が起きると考えら
れる。しかし、実体とデジタル世界の境界を曖昧
化するテクノロジーはIoTだけではない。３Dプリ
ンティングはデジタル情報から様々な物理的な商
品を製作でき、OwnFoneのシンプルだがオー
ダーメイドできる携帯電話から、NASAが設計した
宇宙空間で印刷できるツールなど多岐に及ぶ31。
「印刷可能な」素材を増やすイノベーションが起こ
ればこの傾向はさらに加速するだろう。例えば
Organovoは、3Dプリントを利用して人間の肝臓
の縮小版を製造することに成功し32、製薬会社に
薬物検査用として販売している。またオーストラリ
アの研究者は幹細胞の印刷方法を発見し、心臓と
脳の製作に取り組んでいる33。他に興味深い事例

を挙げると、AutoDeskは最近、Mementoソフト
の試用版を無償で公開した。このソフトを使用す
れば、専門知識を持たずとも2次元のデジタル画像
（写真やスキャン画像）を、印刷可能な３Dモデルへ
と変換できる34。
最先端の領域では、バーチャルリアリティの技
術進化に伴い人間の実生活を再現するデジタル
世界が一層広がり、より現実的なデジタル世界が
作られることで両者の境界がさらに曖昧化するだ
ろう。現在、バーチャルリアリティは主にゲーム産
業で応用されている技術だが、Facebookが20億
ドルを投じてOculus VRを買収した事実からも示
唆されるように、実生活とデジタル世界を融合さ
せて、社会的なつながりや情報共有を強化する完
全没入型の「つながる世界」が進化している。

挿画：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com

図表1：ビジネス環境や経済において、基本的な境界が急速に曖昧化している

出所：デロイト・アナリシス

社内外の
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産業とセクター
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実体(physical)とデジタル
IoT、3Dプリンティング、

また他テクノロジーの登場が、
実体とデジタル世界の境界をより

曖昧化している。
バーチャルリアリティの技術が
進化すれば、人間の実生活を
再現する「デジタル世界」が
より広がり、変革が大きく
加速すると予想される。

大企業と
中小企業

生産者と消費者
以前は受動的な立場であった消費者が、
積極的な生産活動者になりつつある。

「オープンソース」、
「ピアツーピア・ネットワーク」、
「シェアリング・エコノミー」、

「メーカームーブメント」、「クラウドソーシング」、
「コ・クリエイション（共創）」などの
新たな用語に見られるように、

データやコンテンツ、そして物理的な
商品の「生産者」になりつつある。

先進国と新興国の
経済

科学分野と
テクノロジー分野

商品とサービス

国境

民間企業、市民団体、
公的機関

仕事と
夢中になれる
個人的関心や
趣味

人間と機械
手作業や単純作業が必要な領域を超えて、
更に、機械学習、自然言語処理、知識表現
（knowledge representation）、
マシンツーマシン・コミュニケーション、
自動推論などの人工知能（AI）による
非定型作業を可能にしつつある。
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次に予期されるもの

長年存在していた境界が崩壊すると、2つの相
反する結果を生む可能性を持つ。変革を促す新し
い可能性が発見され実用化されると同時に、新た
な境界が出現し現在とは異なる課題を生むだろ
う。作家ウィリアム・ギブソン（William Gibson）
は次のように示唆している。「未来は既にここにあ
る。ただその現れ方は均一ではない。」
従来分離していたコンピューティング、通信機
能、またはメディアを融合し変容させるような横
断的で強力なエコシステムが次々に出現してい
る。デジタル化が世界中に浸透し、同様の融合や
ダイナミズムが経済全体に起こるだろう。最近登
場した期間限定の「ポップアップ」飲食店や店舗が
増えているように、将来的には「ポップアップ企業」
が登場する可能性も否定できない。いずれにせ
よ、作家クレイ・シャーキー（Clay Shirky）が自著
で予測したよう、「組織を必要としない組織化44」
が可能な時代である。自動化が非定型作業に浸
食しているように、人工知能は次なるステージと
して、創造性を必要とする領域にも進化を遂げる
可能性を持つ。すでにソフトウェアプログラムは、
オリジナル性のある絵画や音楽を製作できるよう
になった45。

新たな境界は既に姿を現している。ソ連崩壊後、
沈静化していた地政学的リスクが再び高まりつつ
ある。原理主義的な考え方は、人類にとって大きな
影響を持ち、社会に悲劇をもたらしつつある。世界
における富裕層と貧困層の格差は縮小している一
方で、世界上位の「超富裕層（世界の富豪上位10

名は合計約5,000億ドル/60兆円の資産保有46）」
と、その他多数の格差が懸念事項である。
今日のダイナミックな世界経済は、挑戦を続け

る起業家に大きな報酬を与えてきた。そのような
世界に適応できる人々と、より堅実な世界に適し
た人々の間には雇用に関して新たな断絶が生じる
可能性がある。旧来の境界や摩擦が消滅するに伴
い、新たな境界が生じることは避けられない。
しかし共存する方法さえ見つけることができれ
ば、人類には明るい未来が約束されている。優れ
た資産効率やリソース配分を始め、様々な専門知
識や熱意を集約させることで実現する「可能性の
組み合わせ」は、アダム・スミスの「神の見えざる
手」を進化させ、よりグローバルで持続可能な文
化の繁栄をもたらすであろう。この明るい未来は
目前に迫っているものの、まだ手が届かない位置
にある。恐らく、現在及び将来の企業経営者が解
決すべき最大の課題は、この分野への挑戦となる
だろう。

ング、協働、柔軟性の最適化を追求していくだろう。
近年では、特に必要人材に対する考え方が変化

している。「必要に応じた」業務委託が主流となり、
長期雇用モデルに陰りが見え始めている。米国会
計サービス大手のIntuitによると、2020年までに
6,000万人以上のアメリカ人が「契約」ベースの
就業者になるという試算がある39。グローバル人
事部門を率いる役員の87%が、自社の人材調達
戦略を既に見直しているか、検討中だと答えてい
る40。ミレニアル世代の70%は、一定期間をフ
リーランスとして働く可能性がある41。また、クラ
ウドソーシングやクラウドコンペを開催するプラッ
トフォームが急速に成長している。TaskRabbitや、
Amazonが提供する「メカニカルターク」という機
能を利用すれば、クラウド上で特定タスクの分配
が可能である。同様に、ElanceやoDeskでは、プ
ロジェクト全体の計画やタスク分担も可能であり、
Quirkyでは、発案したアイデアをクラウド上で商
品化するための発注や設計が可能である。
Tongalのプラットフォームでは、数万人のクリエイ
ターがマーケティング業務を請け負っている。知
識労働者が行ってきた業務領域でも自動化が進
化すれば、必要人材像がさらに変化するだろう。ソ
フトウェアテスト、ITサポート領域では既に人工知
能が普及しており、HCL TechnologiesやWipro

などでは、従来の「ピラミッド（階層）型構造」から
「砂時計（ミドルマネジメント層が少ない）型構造」
への移行を検討している42。

ダイナミックな戦略
企業経営者に最も求められている能力は、戦略

に対する新しいアプローチを採用することである。
成功する事業戦略は、明確な意思と十分な情報に
基づき総合的に判断されたビジネス領域（Where 

to play）と差別化戦略（How to win）、およびこ
れらを支えるために必要なケイパビリティに基づ
いていることは変わらない。しかし、境界が曖昧化
し、価値を創出するために考慮すべき選択肢の数
が大幅に増えている。市場競争を勝ち抜くには協
働と競争の両方が求められており、必要な能力は
必ずしも自己の所有や直接の管理下にある必要は
ない。経済的価値を生むことはますます難しくなっ
ており、新たなビジネスモデルを創出することがし
ばしば求められる。更なる俊敏性を求められると
いうことは、企業戦略はより一層の柔軟性と受容
性を持たなければいけないということである。
その結果として、戦略に対するアプローチが進
化を続けるだろうということは、すでに様々な形で
実証されている。より重要性を帯びるのは、企業
外の関係を考慮したビジネスモデルの構築や刷新
である。
現在では、定額契約型、フリーミアム型（基本

サービスは無料、付加機能は有償サービス）、少額
決済、その他の新たなツールなど、新しい収益モ
デルが急増している。従来厳密に秘匿されてきた
企業データを公開することで企業の壁を越えて戦
略を共有するアプローチも増えている。例えば大
手小売企業とサプライヤー間でその傾向が見られ
る。異なった将来像を描くシナリオプランニング
手法は世界大手の石油エネルギー企業であるロ
イヤル・ダッチ・シェル（Royal Dutch Shell）が
45年前に先鞭をつけたものであるが、今後は多く
の企業に普及していくものと思われる。増大する
大量データを分析することで、方針の変更に関わ
る初期シグナルを検知したり、戦略の大幅な調整
を可能にすることがより重要となるだろう。ビッグ
データとアナリティクスは重要な投資案件とみな
されており、各企業のCIOはそのための追加予算
を獲得している43。

企業経営者に 

最も求められている能力は、 
戦略に対する新しいアプローチを 

採用することである。
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イーモン・ケリー（Eamonn Kelly）はデロイト・コンサルティングLLPのディレクターであり、戦略および
オペレーションプラクティスの最高マーケティング責任者（CMO）を務める。多数の著書を持つ、ビジネ
ス界のオピニオンリーダーである。

まずデジタルの変遷期について考えてみよう。最初、世界に
は物理的なアナログ分野しか存在しなかった。その後、デジ
タル機器が開発され、相互接続が開始された。当初のサイ
バー空間は極めて小さいものであったが、それから急速な
拡大を見せた。その広がりはＳＦ小説のような空想的なもの
ではなく、極めて現実的にアナログ世界を侵食するもので
あった。現在では、デジタルとアナログ世界の境界の概念さ
え、過去の話となった。境界が曖昧化し、最も興味深いイノ
ベーションは、経済の「端（edges）」と考えられていた領域か
ら誕生している。

「インターフェース」とは以前、モニター画面やキーボード、
その他操作パネルなど、物理的に分断されつつも人間と機
械を接続するものを意味していた。しかし今日のインター
フェースはもはや相互連携するものである。この差は微妙で
あるが、重要である。なぜなら、センサーやモニター、動作
環境のフィードバックに支えられ、人間と機械がより密接に
連動して瞬間的かつ透過的な双方向コミュニケーションが可
能になったからである。現在、先進的企業は「機械」も重要な
従業員の一部と考えている。

人間と機械の間にある壁を意識する必要はなくなり始めて
いる。例えば飛行機や列車、地下鉄には運転手が必要かもし
れないが、運転手はもはや機械の助けや、ガイダンスなしに
業務を遂行することはできない。人間があえて助けを求め
なくても現在のスマートなテクノロジーはそれを感知し、補
助する。機械とのやり取りがあまりにもシームレスかつ効果
的であるため、現在では技術過信に陥らないように警告する
工夫をしている組織もあるほどだ。例えば、次世代の自動飛
行操縦システムには、パイロットに業務集中を促す警告機能
が実装されている。

我々はその時々に最も優勢なコミュニケーションシステムを
反映して、組織を構成する傾向にある。電話と大型汎用機の
時代は、企業組織が階層的かつ中央集権的であった。通信
ネットワークが進化すると共に、脱中央集権化が進み、有機
的な組織構成へと変化していった。今日の企業経営者に一
つだけアドバイスを提供するならば、それは生態学と生物学
に関する書物を多く読むことである。それらの学問において
は「共生」や「共進化」が主要な概念であり、ビジネスにおけ
る生存競争を勝ち抜くためにもその概念を学ぶ必要がでて
くるだろう。また「潮間帯」において見られるような資源の共
有や「異花受粉」という生物界の知恵からも、企業同士を結
び付けイノベーションを生みだす素晴らしい土壌を想起する
ことができるだろう。

私の見解
ポール・サッフォ

ポール・サッフォ氏は、シリコンバレーを拠点にテクノロジー動向の将来予測に従事。また、スタンフォード大学で教鞭
をとり、シンギュラリティ・ユニバーシティにおける「未来研究と予測（Future Studies and Forecasting）」プログラム
の議長を務める。サッフォ氏のテクノロジー展望に関するエッセイはハーバード・ビジネス・レビュー、ニューヨーク・
タイムズ、フォーチュン、フォーリン・ポリシーなどに掲載されている。
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概要

「数年前だったら、衛星TV会
社が電話会社と合併する

ことなどまじめに受け止められな
かっただろう。」2014年、審議中の
AT&TとDirecTVの合併について
Forbes誌はこのように報道した。さ
らにDish Network会長のチャー
リー・アーゲン（Charlie Ergen）が
ほんの一年前にSprintを買収しよう
とした時の発言を引用した。「6年
前、我々は世界でいくつかのテクノ
ロジーが変化していくのを目撃し
た。はじめは全国的な電話網が各家
庭をカバーしていた。そこにブロードバンドが出現
し、TVをインターネット経由で視聴できるOTT

（Over the top）デバイスが現れ、世界的に普及し
始めた。そしてモバイルの普及が始まった。今やこ
れらのものは次第に統合されつつあり、コミュニ
ケーション・エコシステムの中で一体となるだろう。」
アーゲンの発言には、まさに事態の不思議さを
強調すると同時に人々を納得させるあるキーワー
ドがあった。それが「エコシステム」である。この言
葉は近年、企業の買収、合併、売却を語る文脈の中
で、ますます頻繁に使われるようになっている。
Xeroxのウルスラ・バーンズ（Ursula Burns）から
Facebookのマーク・ザッカーバーグ（Mark 

Zuckerberg）に至るまで、多くの企業経営者が、自
社を取り巻きかつ急速に変化するビジネス・エコシ
ステムをにらみながら、資産ポートフォリオを戦略
的に組み替えている。これはビジネス用語の中に
新しいメタファーが入ってきたことによる単なる言
葉使いの変化ではない。エコシステムの考え方は、

戦略担当者に今までとは違った見方で資産を評価
させ、資産を持つこと自体の再考を迫っている。

トレンドの背景にあるもの

企業は長年にわたり、新しい事業や市場への進
出と、競争力を強化するためにM&Aを活用してき
た。賢明な企業経営者は、何を買い何を売るかと
いう判断を、ポジションの確立、リスクヘッジ、資本
の利用効率最大化を目的とするポートフォリオ管
理の実践として捉えている。彼らの戦略的買収の
根拠は、多くの場合、特定の重要な経営目標の達
成に基づいている。すなわちシナジーの追求、市
場シェア獲得、クロスセリング、規模の追求、税務
的優位性、地域的拡大、多角化、垂直統合などで
ある。
企業は買収と同時に売却も行っており、売却の
根拠はキャッシュ獲得や長年にわたり業績の低い

企業ポートフォリオの新しい評価方法について
マイク・アームストロング、ウィル・エンゲルベルト、イーモン・ケリー

エコシステムとは、 
協働と競争の双方からなる 
生産的かつ洗練されたモデルを 
通じて新たな価値を創造する 
多様な行動主体で構成された 
ダイナミックかつ共進化する 
コミュニティである。 

ビジネス・エコシステムに関するデロイトの 
見解は、「イントロダクション」を参照。

エコシステムの拡大は 
資産の評価にあたり 
新たな視点を取り入れることを 
ストラテジストに迫っている。
その結果、資産価値が 
異なって算定される場合も 
少なくない。
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た。その結果として、企業はバランスシートに大量
のキャッシュを抱えることになった。また2014年
までに資本は潤沢かつ安価になった。米国の株式
市場は好調になり、消費者、投資家、企業経営者が
自信を持つようになった。同時にユーロ危機や米
国国債の上限を巡る前年の懸念は次第に鎮静化
した。これらの要因によりM&A活動再燃の機運が
高まった。2014年の全世界のM&A案件総数は、
テクノロジー、メディア、ヘルスケア、エネルギー
等の産業における活発な動きもあり前年比６%増
加し、案件総額は47%増加した。
しかしながら、より深いレベルである出来事が進
行していた。M&Aが活発化することで、今までに
ないM&Aのパターンが出現したのだ。多くの案
件はもはや財務エンジニアリング、コスト低減、規
模の拡大などのような、買収したパーツを追加す
るだけで規模の経済を享受するような単純なもの
ではなくなった。その代わり企業内アクティビスト

の冷静な視点で計画されたようなM&A案件が増
加している。アクティビストはそもそも今日の
M&Aランドスケープの形成者であり、ポートフォ
リオ見直しにおける資本効率最大化のため定量的
根拠に基づいていた。アクティビストの関心事、あ
るいは単なる脅しであっても、それは変化するビ
ジネス環境でどのように経済価値を創出するか、
企業経営者の思考を集中させる役目を果たした。
実際、今日のCEOが企業のどこで価値が創出され
て（あるいは破壊されて）いるかという点に特別な
関心を払っていなければ、アクティビストがどの資
産を保有すべきでどの資産を売却するべきか議論
を仕掛けてくるだろう。そのため、多くの企業経営
者たちがこの難題に継続的かつ鋭い視線を向け、
社内アクティビストを集めて議論を始めている。
Time Inc.会長のジョー・リップ（Joe Ripp）は組織
の在り方についてこのように述べている。「我々
は、保有するあらゆるものについて、それらの価値

事業を持つことによる全社利益率の低下をなくす
ことにあった。
今日では、買収や売却に関する判断はより一層
複雑なものになった。情報の伝達とコミュニケー
ションを可能にするテクノロジーの急速な発展に
より、企業が資産を所有するしないに関わらず、資
産を有効利用するための選択肢が増大した。これ
らの選択肢は、標準化、市場の透明化、知的財産
保護などにより、エコシステムが形成されそれが
全産業の組み替えを促すことでさらに豊かなもの
になっている。取引コストに関しても、以前は自社
製品のほぼすべてのコンポーネントを他社から調
達する場合には高くなりすぎて非経済的であった
が、現在ではそのコストが大幅に低下している。こ
の効果はDeloitte Center for the Edgeのジョ
ン・ヘーゲル（John Hegel）の言葉を借りれば、長
期にわたる「企業の解体」というトレンドを作り出し
ている。
今日では、企業経営者は、自社のためには最小
限の資本投資で、特定の顧客のために特定のソ
リューションを開発し、それに他の専門化した企業
から調達したコンポーネントを組み合わせて提供
するということも可能である。このトレンドは同時
に、企業経営者にとって、そもそもなぜ今保有して
いる資産に資本を投資したのか、という質問に対
する回答を迫っている。企業が保有する資産につ
いて、想定可能な全所有者の内、本当に自社がそ
の資産の価値を最大限に発揮できる所有者なの
だろうか？
企業経営者がそのような質問を真剣に捉えない
場合には、代わりにアクティビスト（物言う投資家）
がその回答を迫ってくる。そのようなアクティビス
トは1980年代に初めて登場したのだが、企業内の
事業部とその所有者に対して冷静な視点を持ち、
CEOに対して手持ちのカードを厳しく吟味し、どの
ような行動をとるのかを考えさせる。アクティビス
トは本来の価値を発揮していない資産、つまり他
社に移譲した方がより多くの価値を生み出せる可
能性のある資産を探し出すことが得意である。
アクティビストは企業分割に対するプレッシャー
を与えることで、エコシステムが流動性を維持する

ことを助けている。自社の中核事業は何か、それ
を補完する事業は何か、さらに他社が持つべき資
産は何か、という重大な意思決定において、ビジ
ネス環境における新たな考え方が出現した。すな
わち、多くの企業経営者が競争環境とそこで利用
可能な戦略的選択肢を、ダイナミックで多様なエ
コシステムとして捉えるようになったのだ。
エコシステムに関する議論およびその考え方に
則ったM&Aは、最初はシリコンバレーのハイテク
産業およびボストン郊外のルート128沿いで始
まった。しかし今やヘルスケアから製造業に至る
他の産業まで、合併・買収・売却を考慮する際の新
しい考え方として広がっている。

トレンド

2008年から2009年の経済危機後の回復期に
おいては、企業は大規模な戦略的投資を控えてい

アクティビストの新たな役割

エコシステムの考え方が戦略的M&Aを加速させる中、アクティビストはますます存在感を増しており彼らからのプレッシャーが増大してい
る。最近の調査によれば、アクティビィズム活動の成功事例はここ10年で倍増しており、70%近くの活動が企業の変化を促すことに成功し
ている。さらに、法律事務所のSchulte, Roth & Zabelとリサーチ会社Mergermarketの調査によれば、ほとんどのシニアエグゼクティブ
とヘッジファンドマネージャーが次の12か月内にアクティビズム活動は増加すると予想し、その半数以上がその影響は非常に大きいと答え
ている。
アクティビストは1980年代に金融小説の「Barbarians at the Gate」で描かれたように、長期的な価値創出ではなく短期的な財務利益を
目的とした企業の乗っ取り屋として出現した。それはしばしば企業を分割してパーツを売り抜くという手法をとり、主要メディアに紹介され
るアクティビストのイメージが作られた。しかしながら、今日では長期的な価値創出を主張するアクティビストも増加している。ヘッジファン
ドのValueAct Capital Managementのジェフリー・ウーベン（Jeffrey Ubben）は、彼らのチームは忍耐力のある投資家であり、アクティ
ビズムがプライベートエクィティのようなアセットクラスとして、企業にとって短期的な利益ではなく長期的な価値をもたらす存在に成長し
たいと述べている。
最近のある調査によれば、アクティビストで6か月以下しか投資しないものは全体の16%に過ぎず、36%は1年以上投資を続けている。年
金基金のような明らかに長期的な保有を第一に考えるファンドと連携する場面もある。Calpers（California Public Employees 

Retirement System）はファンドに対しアクティブなパートナーであると目され、またCalifornia State Teachers Retirement Systemは、
PepsiCoに、アクティビストのネルソン・ペルツ（Nelson Peltz）を取締役の一員として迎えることを迫った。
こうした流れにおいてはアクティビストを、エコシステムを意識したM&Aにおける重要かつ自然な構成員と見なすこともできる。彼らは大局
的な視点で、過激かつ痛みを伴うような考え方に基づき、企業のポジションと資産について考えることのできる関係者である。彼らは企業経
営者とは異なり、より大胆かつ柔軟に機会を捉えることができる。というのも彼らの役割は、ある資産を他の場所に移動することでより高い
経済価値を創出する機会を見つけることだからだ。彼らはエコシステム内およびエコシステム間での動きを促進する役目を持っている。

図１：グローバルＭ＆Ａの増加
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• M&Aの総額は2014年には3.5tr USDに達した。これは
2007年以来の最高値であり、前年より47%以上高くなった

• 取引価値が5tr USDより大きいM&A案件は95あり、
2013年に発表された大型株案件の倍以上になった

出所：Thomson Reuters, Mergers & acquisitions review, 
financial advisors: Full year 2014, 2014, http://dmi.
thomsonreuters.com/Content/-Files/4Q2014_Global_
MandA_Financial_Advisory_Review.pdf.

挿画：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com
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で先駆者となる。我々は、産業に従事するすべて
の企業はソフトウェア企業になることを確信してい
る。我々はこれをIndustrial Internetと呼ぶ。」同
様に、ライフサイエンスの世界ではBayerがプラ
スチック事業を売却し、人間と動植物の健康に知
見を集中させた。そして現在では食糧保全、人口
問題、ヘルスケアへのアクセスなどに特化したソ
リューション・エコシステムに集中している。

バンジージャンプ型（ひも付きの）売却
エコシステムの世界において、売却とは、新たな
エコシステムで異なるビジネス機会を追求したり、
発展途上にあるエコシステムで自社のポジション
を強化するために、自社の一部の事業を今までの
軛から解放する手段、と解釈されこともある。テク
ノロジー産業においてこのトレンドは顕著であり、
今や企業は売却を積極的に推進できるようにオペ

レーション、財務、組織構造を熟慮し計画している。
これらの売却では私たちがバンジージャンプ型売
却（bungee divesture）と呼ぶようなものが増え
ている。これは自分たちが最適な所有者でない資
産を分離しながら、顧客に対してさらなる統合トー
タルソリューションを提供するという、相反する二
つのプレッシャーへの対応策として考え出された。
多くの企業経営者は、ある程度のコントロールを
保持したまま（strings attached）の売却に解決策
を見出している。そうした売却は、資産の元の所
有者が、将来においても特権的な関係を保ち続け
ることに関する合意事項を含んでいる。
こうした視点に立つと、eBayがPayPalの売却を
決定したのは、単に高い市場価値をキャッシュ化す
ることが目的ではないと言える。PayPalの市場価
値の高さは、進化を続けるペイメントおよびペイメ
ント処理のエコシステムにおいて、PayPalが今後

を将来的に高める方法があるか、またもしそれが
見つからない場合には、売却、拡張、投資、あるい
は他社とのアライアンスのいずれが株主価値最大
化につながるかを熟慮している。ここは特定の資
産について言及する場ではないが、ポートフォリオ
最適化の観点から、意味のない資産は売却し、意
味のある資産に投資する意思を持っている。」

成長のための新たな機会
こうした厳格な考え方が広がるにつれ、企業は
利用可能な選択肢を評価するための新たな計算
ロジックを採用し始めている。企業はますますエコ
システム・プレイ（ecosystem plays）の考え方を
取り入れようとしている。企業経営者の資産ポート
フォリオに対する考え方により、下す判断も異なっ
てくる。今日のM&A活動は、企業経営者が関連す
るエコシステムの進化についてどのような見解を
持っているかに左右される。特筆すべきは、企業
経営者がエコシステムのダイナミックな特徴を熟
知している場合、あるM&A案件についてはまった
く必要性を認めない場合もあるということだ。必
要な資産がエコシステムに存在し、すぐにアクセス
可能な場合がそれにあたる。つまり、エコシステム
における戦略的提携が、買収や有機的成長（オー
ガニック・グロース）に代わる機会を提供しており、
企業の成長に向けた第三の道を提示しているの
だ。この第三の道は、自社の成長のために他社の
資産を利用する「レバレッジ成長」を可能にする。
例えば、製薬会社は、長年にわたるグローバルな
戦略的提携により、資産所有の負担なしに成長を
実現する仕組みを構築してきた。

増加する戦略的売却
アクティビストによるプレッシャーとエコシステ
ムの考え方により、熟慮された戦略的な売却が進
んだ。企業再編において戦略的分離はますます増
加しており、2014年には63の米国企業がスピン
オフを完了もしくは開始した。これは2013年の
31件から大幅な増加であり、2014年は2008年
以降で企業のスピンオフが最多となった。その詳
細なデータは分析可能であり、この数字はより高

度な考え方が普及したことを示している。売却は
より戦略的な色合いを強め、アクティビストが投げ
かける「我々はこの資産の最適な所有者（企業）だ
ろうか？」という質問を企業経営者が真剣に捉える
ようになったことの表れである。もし企業の一部
が他社に譲渡されることで経済価値をより多く生
み出すのであれば、売却を通じてその経済価値の
一部を手に入れることは意味があると思われる。
エコシステムに参加することで、自社のビジネスに
対してリスクを負わずに売却が可能な場合は特に
有効であろう。
このような問いもあるかもしれない。ビジネス・
エコシステムを通じて、企業が製品の提供に必要
なほとんどすべての資産の所有・非所有を選ぶこ
とが可能になった場合、ある資産を持ち他の資産
を持たない合理的な理由は何なのだろうか？経済
学者が言うように、企業の存在理由はどこにある
のだろうか？この根本的かつ戦略的な質問に対し、
ますます多くの企業経営者が新しい、もしくは変化
する「集中（focus）」を戦略的投資のキードライ
バーとして挙げている。一例として、HPはHP Inc.

とHewlett Packard Enterpriseの2社に会社分
割するという大胆な手段を発表した。ビジネスメ
ディアへの発表においてHPの企業経営者は「集中
（focus）」という言葉とその類義語を少なくとも12

回以上使った。同様の事例として、メディア大手で
あるGannettがその出身母体である地方日刊紙
を売却し、放送とデジタルメディアに成長の機会を
見出す意図を発表した時にも見受けられた。デロ
イトが近年の売却の主な理由についてCEOにサー
ベイを行ったところ、「非中核事業に関する資産保
有を削減するため」という理由が81%の企業経営
者から上位二つの理由の一つとして挙げられた。
これは2010年の68%から大幅な増加である。
近年、GEは明確に定義した産業以外からの撤退

を表明している。NBC, GE CapitalおよびGE 

Applianceを売却することで、すべてのエコシス
テム・プレイの最大領域での成功に集中すると再
定義した。CEOのジェフ・イメルト（Jeff Immelt）
はこのように述べている。「我々は、産業（Industrial）
と分析（Analytical）の二つの世界がぶつかる領域

図2：Corporate spin-offs have spiked
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出所：FactSet Mergers, https://www.factsetmergers.com/marequest;jsession-
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と相まってM&Aが発生している。Stratasys（３D

プリンティングの先進企業の一つ）が最近
GrabCad（クラウドベースのCADコラボレーショ
ン・プラットフォームとコミュニティを提供する企
業）を買収した際に、StratasysのCEOであるデビッ
ト・レイス（David Reis）は、買収戦略についてこ
のように述べた。「我々の業界における将来の成
功は、単に最高のハードウェアと素材のソリュー
ションを市場に提供するということにとどまらな
い。他を牽引する３Dプリンティングのエコシステ
ムを作ることが必要だと信じている。」
従って、買収提案のデューデリジェンスにおいて

は、新たな視点で論点とリスクに着目することが必
要になる。現在では、より複雑なエコシステムの影
響を踏まえてM&Aを評価する必要がある。従来
では、基本的な買収案件は、対象事業の詳細な調
査と将来のキャッシュフローの評価を必要とした。
しかしエコシステム戦略を追求する企業は、新しい
買収（または売却）がエコシステムの健全性と生産
性に与える影響および企業のポジションに関する
より洗練された評価を必要とするだろう。
このような理由から、企業経営者にとって、戦略
的M&Aはますます重要かつ頻繁な検討事項にな
りつつある。企業経営者はM&Aを偶発的、非本来
的、または破壊的な経験として捉えるのではなく、
資産のポートフォリオをより流動的に継続して管
理する能力を育てるべきである。M&A案件組成
（deal making）そのものはCEOの専任アジェン
ダの一つと見なされているかも知れない。しかし、
エコシステムに対する戦略的評価と将来動向に関
する議論はより広範な視点に立って行われるべき
だろう。

次のステップ

今後、変化を遂げるビジネス・エコシステムにお
いて自社のポジションを適合させ確立することを
目的に、戦略的M&Aを行う企業は増加するだろ

う。買収によってプラットフォームを構築し、エコシ
ステム内の参加者に対して基盤機能の提供を目指
すこともあるだろう。また資産を売却することで、
中核事業に必要な能力に注力し、その他の分野で
は他社のプラットフォームを利用することもあるだ
ろう。これらの判断を効果的に行うために、M&A

担当者はエコシステムの進化、特に新たな出現に
ついて積極的に探究するべきである。

M&Aと戦略的分離に関する企業の考え方の変
化は、M&Aの評価や実施を支援する第三者企業
にも影響を及ぼすだろう。エコシステムを分析す
るツールが増加し改善されるだろう。エコシステ
ム・アナリストが出現し、従来の産業アナリストで
はできない洗練されたコメントを提供するように
なるかも知れない。投資専門家は新たな概念であ
るエコシステムの価値を踏まえて資産を評価する
ようになるだろう。
今日のビジネス・エコシステムに特有の流動性

を考慮すると、戦略的M&Aも増加する可能性があ
る。エコシステムという考え方においては、資産と
企業間の関係を定常的に評価するだけでなく、再
構成することがより一層求められるだろう。多くの
企業において、この速度と量の変化についていく
のは困難だろう。合併、買収、売却は高額で複雑な
命題であり、それは異なった企業文化と事業基盤
の統合が必要になるということ以上の理由による。
最後に、今日の戦略的M&Aを巡る言説において

「集中（focus）」という言葉はより洗練されたもの
になると予想される。資産の所有が重要性を失っ
ていく中で、企業経営者は買収や売却が持つメッ
セージ性に一層注意を向けるようになるだろう。
M&Aは企業のエコシステムの進化についてどの
ような見解を語っているだろうか？自社のポジショ
ンについて何を語っているだろうか？次第に、企業
経営者たちはM&Aがシナジーや規模の議論だけ
でなく、企業メッセージを伝えるものであることを
自覚していくだろう。

も確固たる独立したプレイヤーとして存在感を示
し続けるであろう、という市場からの期待を反映し
ている。PayPalのCEOであるジョン・ドナフー
（John Donahoe）は「PayPalは、テクノロジーと
ペイメント業界を融合させる立場にある」と述べて
いる。PayPalはペイメント・エコシステムにおいて
独立した発展を追求する一方で、eBayを中心とし
たオークション・エコシステムにおいても必須の構
成要素として機能し続けるだろう。

同様に、AMDはGlobalFoundriesを売却する
ことで、すべての顧客に開かれた高品質なファウン
ドリ（半導体製造企業）を作り出した。結果的に
AMDはGlobalFoundriesの最大の顧客となって
いる。相互に接続されたエコシステムの世界にお
いては、このような関係を維持したままの戦略的
分離が多く行われると考えられる。

示唆

エコシステムは確立された産業に比べ、はるか
に不安定である。エコシステムは弾力性と耐久性
を持つが分離と統合のプレッシャーに同時にさら
され、内部は絶えず変化している。いくつかの産
業、特にメディア、ソフトウェア、小売りなどの業界
はカスタマイズへの要求と参入障壁の低さから、
細分化が進んでいる。他の産業、例えばテクノロ
ジー基盤（インフラストラクチャー）では、より少数
の有力企業へ統合が進んでおり、大企業はリソー

ス、情報、プラットフォームをそれ以外の小規模
ニッチ企業に提供する役割を担う。
エコシステム戦略をベースとしたM&Aに関する
明確な示唆として、ポートフォリオのより継続的な
見直しの重要性があげられる。企業が急速に進化
するエコシステムに参画するということは、ビジネ
スのすべての構成要素が絶えざる評価にさらされ
ているということだ。それらはポートフォリオの構
成要素として意味を成しているだろうか？エコシス
テムのダイナミクスは極めて複雑になり得る。エ
コシステム内の参加者の役割は時に急激に変化
し、その場合、資産を保有する理由も変化する。さ
らに複数の企業をエコシステム横断的に調整する
ことは困難である。このような理由から、企業は共
同事業に対して少数出資をする場合がある。これ
によりエコシステムにおける動機や関心を方向付
けることができる。少数出資は選択肢の幅を広げ
るという意味で、流動的かつ予測困難なエコシス
テムの世界において重要である。もし共同するこ
との意味が薄れたら、少数株式を売却しポジション
を調整できる。
イノベーションによって生まれた成長性の高い

ビジネスに対する買収意欲は変わらないだろう。
しかし、産業のライフサイクルを長年にわたって俯
瞰してきたM&A経験者であれば、エコシステムの
進化の仕方がそれとは異なることが理解されるだ
ろう。マーク・ザッカーバーグ（Mark Zuckerberg）
は2014年にバーチャルリアリティの企業である
Oculusの買収に際して、「未来のコンピューティン
グに対する長期的な投資である」と述べた。
Facebookにとって、それはモバイルの次にやって
くる巨大なプラットフォームを探索する試みの一
つである。この買収が価値を発揮するのは10年
後かも知れない。しかし、Zuckerbergザッカー
バーグは取るべきステップについて明確だ。「我々
は、それが次第にビジネスの形になる以前に、最
初のデバイスを作り、利用者を募り、エコシステム
を構築していく。」
同様に、急速に進化している３Dプリンティング

（additive manufacturing）においても、エコシ
ステムがどのように形成されていくかという展望

将来的には、企業は進化する 

ビジネス・エコシステムにおいて 

自社のポジションを適合し 

確立させるために戦略的M&Aを 

より一層活用するだろう。
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プライベートエクィティの分野において、人々がエコシステムという言葉を使うことはあまりない。しかしそれは、その言葉の
背後にある概念に基づいて人々が行動を取っていない、ということではない。産業が進化し、境界が曖昧化するにつれて資産
の価値は絶えず変化する。出現するビジネス機会をエコシステムと呼ばなくても、自分たちが所有しているものと本来所有す
べきものについて、考え直す機会を持つことはできる。

進化するビジネス環境（このレポートにあるようにそれをエコシステムと呼んでも構わないが）の結果を受け止めて対応するこ
とは、企業経営者にとって大変困難なことだ。今まで成功と受け止められてきたものを財務的な重荷であると他に先んじて認
めることなど誰もやりたくないだろう。また企業統合のリーダーとして活躍している最中に、それがもはや無意味だと言われ
ることも歓迎したくないだろう。こうした事態を納得することは難しく、場合によっては長期間にわたり無視または否定されが
ちだ。たとえそれが現在の状況に合っていない、もしくはそもそも最初から合っていなかったということの証拠が明らかであっ
ても。
企業経営者は厳しい質問をし続けなければならない。今自分が経営している事業は、変化を続ける競争環境において果たし
て意味を持っているだろうか？自分たちの中核事業は何か？企業が進化する過程で集められたその他のパーツは、現在の市場
環境においても相互に価値を生み出しているだろうか？

こうした厳しい質問に真摯に答えようとする企業経営者が増え続けることを期待したい。最近増加しているスピンオフはそれ
を裏付けているのかも知れない。しかし、資産が最適な所有者（企業）に保有されていないケースがまだまだ多いと私は思う。
アクティビストは長年にわたりポートフォリオの厳密な評価を迫ってきた。その動きは、新たな産業が生まれ、境界が曖昧化し、
資産をポートフォリオから迅速に再構成する必要性が高まる中で、継続するだろう。
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概要

マーク・メリル（Marc Merrill）は2009年、共
同パートナーとRiot Gamesを設立し、オン

ライン・ゲーム「リーグ・オブ・レジェンド（League 

of Legends）」を市場に投入した。ゲーム市場に
新商品を投入するという目的に加え、創業者たち
の戦略にはプラットフォーム構築という事業目的
が含まれていた。このプラットフォームは非常に価
値あるものとなり、毎月6,700万人がゲームで遊
び1、毎年約10億ドルの売上げを生んでいる2。プ
レイヤーは自宅に一人で居ながら、オンラインの
世界で他者とチームを組み、無料のゲームが楽し
める。Riot Gamesは、まず無料のゲーム環境に
プレイヤーを引き入れた後、彼らの存在自体をマ
ネタイズする別の方法を見つける。同社は最近、
同プラットフォームをオフラインの世界にも拡張
し、オンライン上のチームが実際のトーナメントで
戦うライブイベントも開催している。現在スポー
ツ業界で急成長している「eスポーツ」分野の草分
けである。
進化を続けるRiot Gamesの戦略は「生まれな
がらのデジタル（born digital）」企業だけなく、至
るところで見られるビジネストレンドの一例であ
る。今日では誰もがプラットフォームビジネスを考
えているように見える。どの市場においても、参加
者が利用し効果的な相互連携を可能にする機能と
標準を提供するプラットフォームを提供することで
利益を上げられると認識されているのだ。人気の
高いプラットフォーム（典型的な例としては
iTunes）では参加者による価値の創出と獲得が可
能になると同時に、ネットワーク効果によって、プ
ラットフォーム構築者にも大きな利益をもたらして
いる3。プラットフォームの全ての参加者にはプラッ

トフォームのルールを遵守するという制約が課さ
れるが、他の参加者に対してはもちろん、プラット
フォーム提供者に対する直接の義務は持たない。
以下に記述するトレンドは、多くの企業がプラッ

トフォーム戦略を立てているという単純な事実を
伝えること以上の示唆を含んでいる。プラット
フォームについて十分熟知し経験を積んだ事業者
は、今や特定の目的に絞ってプラットフォームを設
計し利用する段階に達した。詳細は後述するが、事
業目的に応じてプラットフォームの活用方法は著し
く異なる。例えば、パフォーマンス改善（不得意分
野をプラットフォームに委託し、自社は得意分野に
注力）、市場プレゼンスの拡大（自社が直接所有し

プラットフォームの威力
ジョン・ヘーゲル

エコシステムとは、 
協働と競争の双方からなる 
生産的かつ洗練されたモデルを 
通じて新たな価値を創造する 
多様な行動主体で構成された 
ダイナミックかつ共進化する 
コミュニティである。

ビジネス・エコシステムに関するデロイトの 
見解は、「イントロダクション」を参照。

正しく設計された 
ビジネス・プラットフォームは、 
新たな経済的価値を 
創出すると共に、 
エコシステムを通じた 
学習機会を拡大する 
潜在性を持つ。
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電話などの先行技術分野よりも早いスピードで伸
長している6。世界の貿易額は過去30年間で年間
平均約7%成長しており、それは世界のGDP成長
率の2倍に相当する7。近年のデジタル化とグロー
バリゼーションが融合することを、デロイトの
Center for the Edgeの研究者は「ビッグ・シフト8」
と呼んでいる。現代はそれによりすべてのものの
存立基盤が再定義され、従ってすべてが変化して
いる時代である。
ビッグ・シフトが展開するにつれて、供給側はプ
ル型アプローチへの移行が可能となり、またそれ
は必然的である。再構築された販売オペレーショ
ンでは、実際の購入者からのリクエストがない限り
販売側のアクションは必要とされない。プロセス効
率を最重視したリーン生産方式やプル型在庫管理
システムを知っていれば、このことは自明であり、
その利点について理解することができるだろう9。

しかし、現段階ではプル型アプローチの潜在力は
まだ十分には発揮されていない。なぜならば、初
期段階では、プル型アプローチは明確に定義され
たサプライチェーンを持った、ごく少数の企業でし
か実現されていないからである。マーケット全体
にまたがるプラットフォームは、プル型アプローチ
を飛躍的に普及させるものである。

トレンド

博識な企業経営者にとってプラットフォームはす
でに日常語となっている。経営者たちは、プラット
フォームがどこに存在し、運営者と参加者に対して
どのような価値を創出するかを理解しており、拡張
性を実証したプラットフォームが持つ大きな力を
実感している。いつくかのプラットフォームでは参
加者は数百万人に達し、強いレバレッジ、専門性、

ていないケイパビリティの活用）、イノベーション
（正社員以外の優れた人材を活用）、あるいは価値
拡大の手段として、様々な戦術が展開されている。
今後、先進的な管理者たちは、プラットフォーム戦
略についてさらに考えを発展させ、知識習得を第
一の目的としたプラットフォーム利用を図ることに
なると予測される。

トレンドの背景

ある意味プラットフォーム自体は新しい概念で
はない。プラットフォームを、「個々が利益を追求
するためにシステムとして標準化させたインフラ
の集合体」と定義するならば、例えば電車の線路
幅を標準化した各国の鉄道網も明らかなプラット
フォームである。また電話回線、またはパレットや
輸送コンテナを標準化した国際輸送システムもプ
ラットフォームと言える。
一方、デジタル時代のプラットフォームは歴史的

にも大きな注目を集めている4。商業分野を問わ
ずに新たな電子取引を可能とする究極のプラット
フォームであるインターネットが登場して以降、
ゴールドラッシュ的な機運を狙うことに世界中が
熱狂している。
だがプラットフォームが企業経営者の心を真に

捉えた理由は、それを使って高いサービス収益を
可能とする「プル型アプローチ」が実現可能になる
ことである5。過去において企業（供給者側）は、生
産や流通の効率性の観点から「プッシュ型アプ
ローチ」以外の選択肢がなかった。企業はプッシュ
型アプローチを通じて、商品を最適ロットで生産し
て、市場に投入していた。企業は顧客の需要予測
に労力を注ぎ、予測を基に販売計画を立て、適切
な量を生産するリソースと人員の確保に注力して
いた。もし予測が正確であれば、プッシュ型アプ
ローチは非常に効果的であり、万一予測が外れた
場合でも、もしマーケティング責任者が価格設定
と広告により需要を調整することができれば、ある
程度の利益を確保することができた。しかし今日
ではこれらの「もし（if）」は経営にとってあまりにも
大きなものになった。
数十年前から現在までビジネス環境を変容させ

ている基本的なトレンドが2つあり、それがプッ
シュ型アプローチを成立させる条件を実質的にな
くしてしまった。この2つの要因とは、デジタル技
術基盤の広がりとグローバルな経済自由化に向け
た長期的な公共政策である。デジタル技術におけ
る中核的な3つの領域である、コンピューティン
グ、データストレージ、データ転送速度に関するコ
ストパフォーマンスは指数関数的に向上し、電気や

プラットフォームとは

プラットフォームはリソースや参加者が必要に応じて（as needed）相互にアクセスすることを可能にする。プラットフォームが適切に設計さ
れていれば、様々なリソースや参加者にとっての強力な触媒となりうるだろう。プラットフォームが適切に機能するには、次の2つの主要素
が必要である。

・ ガバナンス体制：参加資格、参加者の役割、連携方法、争議解決方法などを定めた規約を含む
・ 規約や標準：上記に追加して、特に結合や調整、協働を促進する規約や標準

プラットフォームはグローバルなデジタル技術基盤にますます支えられることによって、参加者の増加と協働を可能にしている。しかし技術
面での進化はプラットフォームが存続する必須条件ではなく、イネイブラー(実現を可能にする)要因に過ぎない。例えば、香港の利豊グルー
プ（Li & Fung）が提供するアパレル業界向けプラットフォームは初期段階では電話やファックスといった限定的な技術を利用していたが、そ
の代わり規約や標準の定義に注力することで、「疎結合（loose coupling）」と呼ばれる参加者の緩やかな結びつきが可能となった11。
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図表1：構築・運用コストが安価になり、世界的に需要が高まることでプラットフォームが拡大する。

出所： John Hagel III, John Seely Brown, Tamara Samoylova, and Michael Lui, "From exponential technologies to exponential innovation," Deloitte University 
Press, October 4, 2013, http://dupress.com/articles/from-exponential-technologies-to-exponential-innovation/; The World Trade Organization, "B. Trends in 
international trade," World Trade Report 2013, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr13-2b_e.pdf, accessed April 8, 2015.

挿画：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com
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を毎日費やしているとのデータ15が示すように、
ソーシャル・プラットフォームは多くの人々を魅了
している。また通信機能を持った端末同士がネット
を通じて「網の目（メッシュ）」のように関係を構築
できるため、「ハブ＆スポーク」型のように運営者を
介さない形で参加者の関係を育む機能性に優れ
ている。
「モビライゼーション・プラットフォーム」は参加
者が持つ共通の関心事を、行動へと促進する支援
を行う。単なる趣味の共有やコミュニケーションを
促すだけでなく、参加者個人のケイパビリティを超
えることを他者との協働により実現することに焦
点が当てられている。ここでは参加者の長期的な
協調的行動を必要とするため、単発的もしくは短
期的な取引やタスクよりも、長期にわたり関係を
育むことがより重視される。ここで重要な点は、共
通の目的を達成するため、人々を動機づけ、グ
ループに属する個人をつなぐことにある。ここで
は、参加者は個々人ごとに一定のケイパビリティ
を持った静的リソースと捉えられ、それらを長期的

な目標の達成に向けて結集させることを目的とし
ている。同プラットフォームは様々な形で存在して
いる。ビジネス分野で一般的に普及しているプラッ
トフォームは「業務ネットワーク」である。供給網や
流通といった拡張性を持つ業務プロセスにおい
て、長期にわたり参加者が柔軟な働き方で協働す
ることで、人的資源の選択や組織化を可能とする。
幅広い業界、例えばオートバイ、金融サービス、

ディーゼル車、家電産業においても様々な事例が
存在するが、前述したグローバル・ソーシング企業
である香港の利豊グループ（Li & Fung）が最も良
い事例である。また非営利団体であるため少し異
なる種類ではあるが、LinuxやApacheなどのオー
プンソースも好例として挙げられる。 

示唆

プラットフォームが著しく進化しているため、経
営陣は自社におけるプラットフォーム活用戦略
（platform plays）を意識的に考える必要がある。

柔軟性により多くの恩恵を享受している。
プラットフォームの事例は非常に多い。例えば

InnoCentiveは、特定のエンジニアリング、科学
技術や他分野における課題解決を求める人たち
に、その分野の専門家を紹介するオープン・イノ
ベーションを提供している企業である。このような
プル型プラットフォームを活用することで、企業は
差し迫った課題に対する解決策を得られるように
なった。また、香港の利豊グループ（Li & Fung）
もプル型プラットフォームの好例である。同社で
は、アパレルデザイナーのために、緻密な供給ネッ
トワークを構築した。15,000以上の企業が提携
するグローバルなプル型プラットフォームを基に、
アパレル製品の需要における急激かつ予期せぬ変
化に、迅速かつ効果的に、必要な時に必要な場所
で対応できるものである10。これらのプラット
フォームは非常に拡張性があり、利用者が多くな
ればなるほどより有用で価値を持つものとなって
いる。

今までに多くのプラットフォームがいろいろな目
的のために設計されてきたが、ここでプラット
フォームをよくある3つのタイプに分類することが
われわれの理解のために有益と思われる。
「アグリゲーション（集約）・プラットフォーム」は、
幅広く関連性の高いリソースを集約し、ユーザー
が最適な資源にアクセスすることを支援する。こ
れらのプラットフォームは主に単発の取引やタスク
にフォーカスしている。その役割はニーズを公開

し、それに対する応答を募集し、取引を成立させ、
完了し、それを繰り返すことである。
多くの取引はプラットフォーム運営会社を仲介

して行われる「ハブ＆スポーク」型であることが特
徴である。アグリゲーション・プラットフォームは、
さらに3つのサブカテゴリーに分類される。第一の
プラットフォームは、株式や科学分野のデータベー
スなど、データや情報を集約するものである。第
二に、eBayやEtsy、Appleが提供するApp 

Store12など、市場や仲介機能を提供するプラット
フォームが存在する（App Storeは、2014年10月
時点でのアプリ・ダウンロード数が850億件に達
している13）。同プラットフォームの特徴は、世界の
顧客に対して製品販売が可能になる環境が整備さ
れていることだ。また、多くの場合では、これらの
プラットフォームでは、以前はアクセス不可能だっ
たリソースを使えるようにしている。例えば、
Airbnb（エアビーアンドビー） が提供するプラット
フォームでは、個人が空き部屋や自宅の一室を旅

行者に貸し出すことを可能とし、遊
休資産であった空き部屋の市場を
開拓した。その結果、サービス開始
から4年弱で登録者が5万から55万
へと 倍以上に増加した14。第三に、
InnoCentiveやKaggleなどのコン
テスト・プラットフォームが存在す
る。問題や課題解決を望む者が、最
良の解決案に対して報酬を支払う
仕組みである。
「ソーシャル・プラットフォーム」
は、多くの参加者を引きつけるとい
う意味で、アグリゲーション・プラッ

トフォームと類似している。先駆的な事例は、
FacebookやTwitterである。しかし、アグリゲー
ション・プラットフォームとは決定的な違いも存在
する。まず、プラットフォームを通じて参加者が長
期的な関係を構築し、つながりを強化することが
可能な点である。参加者は単発的な取引やタスク
を行うのではなく、同じ興味を持つ人々とつなが
るのである。米国における成人ユーザーは、
Facebookに平均42.1分、Twitterに平均17.1分

今までに多くのプラットフォームが 

いろいろな目的のために設計されてきたが、 
ここでプラットフォームを 

よくある3つのタイプに分類することが 

われわれの理解のために有益と思われる。

出所：デロイト・アナリシス 挿画：デロイトユニバーシティプレス｜ DUPress.com

2 31
アグリゲーション（集約）・プラットフォーム

• 取引の円滑化

• ユーザーをリソースに接続

• 「ハブ&スポーク」型モデル

ソーシャル・プラットフォーム

• ソーシャルで相互連携を推進

• 個とコミュニティの接続

• 「網の目（メッシュ）型」ネットワークを
育成

モビライゼーション・プラットフォーム

• 個の結集を推進

• 集団行動の促進

• 共通の目標実現に向けた、
長期的な関係構築

図表2：取引、相互連携、結集を推進する主要な3つのプラットフォーム
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次に予期されるもの

すでに存在するよくある3タイプのプラット
フォームについて、参加者の目的に基づき考察し
た。業務を処理するためのアグリゲーション・プ
ラットフォームもあれば、人とつながるためのソー
シャル・プラットフォームやコラボレーションのた
めのモビライゼーション・プラットフォームもある。
しかし、世界的に高まる業績へのプレッシャーに
より、別種のプラットフォームの台頭が予想されて
いる。ダイナミックで厳しいビジネス環境の中で
は最善かつ最速で習得できる社員が好まれる。こ
の点を理解している企業経営者は、業務の軽減を
実現するだけでなく、社員の知識、パフォーマンス
およびケイパビリティの向上を実現するプラット
フォームを求めるだろう。
事業としてのラーニング・プラットフォーム成功
事例はまだ極めて少ない。しかし、オンライン戦争
ゲーム（例「World of Warcraft」）や、ミュージ

シャンのリミックススキル向上を支援するオンライ
ン・プラットフォーム（例「ccMixter」）など、多様な
分野で大規模なラーニング・プラットフォームが存
在する。また、「ビッグウェーブ・サーフィン」や「エ
クストリームスキー」など様々なエクストリームス
ポーツにおいても、ラーニング・プラットフォーム
が登場している18。
多くの事例が示すように、ラーニング・プラット

フォームには、創造空間(creation space)という
特徴的な環境が存在する。小規模なチームやワー
クグループが基本ユニットを構成し、特定の課題
を担当する。グループの参加者は長期にわたり他
者と緊密に連携し、より難易度を増す課題に対し
て創造的な解決策を導き出す。チーム内の暗黙知
を引き出す強力な学習環境を作り出すため、チー
ムやワークグループが小規模であることが重要で
ある。また深い信頼関係も必要とされる。小規模
なチームやワークグループでは信頼関係が急速に
醸成されるが、その規模を広げることは簡単では

今までにない有益なプラットフォームのニーズや
アイデアが見出された場合、企業はそれらを単独
で開発するか、グループで開発することを選ぶこ
とができるだろう。すべての企業は自社が属する
市場において成長を遂げているプラットフォーム
を調査し、それに対する参加の度合いを決めるべ
きである。
プラットフォームが創出するメリットはパフォー

マンス向上、成長の加速、イノベーションの分散開
発、戦略の構想という4つに分類され、現在の企業
経営陣はこれらのメリットを鑑みて戦略的な意思
決定を行っている。

パフォーマンス向上
企業が最も魅力を感じているプラットフォーム
の一つは、参加者が専門分野に特化したサービス
提供を行い、他分野では業務委託を可能とするプ
ラットフォームである。例えば、専門用品を扱う小
規模な小売店や納入業者、多くの中小企業は、
Amazonの販売プラットフォームを利用すること
で、ウェブサイト管理や受発注処理、または入金管
理などを含んだ多様で大量の業務処理が可能と
なった。参加者は同プラットフォームを活用して専
門業者（例えばAmazon）にノンコア業務を委託す
ることで、専門分野に特化することができ、結果的
に全体のパフォーマンスが向上する。

成長の加速
企業の成長戦略においては、従来は自社の自発
的な成長または買収を通じた規模拡大という2つ
の選択肢が一般的であった。だが「第三の道」を可
能にするプラットフォームが登場した。同じプラッ
トフォームに参加する企業は、他社が提供するケイ
パビリティを自社の顧客に提供することができ、全
参加企業とその顧客に対して多大な価値をもたら
す。利豊グループ（Li & Fung）は、自社では生産
をせずに、サプライヤーネットワーク事業において
200億ドル規模の売上を実現するグローバル企業
へと成長している16。

イノベーションの分散開発
一部の企業では積極的にプラットフォームを活
用して、主要な成長分野や課題に対する最適なソ
リューションを募集し賞金を与えるコンテストを開
催することで、広範な第三者から創造的なアイデ
アや課題解決法を得ている。コンテストを運営す
る非営利団体「Xプライズ財団」では、宇宙旅行、
自動車、油流出事故対策など、幅広い分野におけ
るイノベーション創出の支援を行ってきた。「国家、
性別、年齢、職業を問わず、創造性と知性は独占さ
れるべきでない」という理念を掲げ、同財団が運営
する「Google Lunar XPrize」では、イスラエル、
日本など15カ国以上から才能あるチームを集め、
民間初の「有人宇宙旅行」を競うコンテストを行っ
ている17。

市場再構築を狙う戦略
多くの野心的な企業にとって、プラットフォーム
の最も魅力的な点は、市場全体の動き方を変え、
より多くの価値を獲得する可能性を持つことであ
る。例えば、VISAの創設者ディー・ホック（Dee 

Hock）が活躍したクレジットカード事業の黎明期
を振り返ってみよう。ホックは、クレジットカード取
引のバックオフィス業務を共有化するプラット
フォームの活用を銀行に推奨し、業界全体の再構
築を実現した。銀行は同プラットフォームの恩恵を
享受し、赤字続きであった新商品を収益性の高い
事業に変革することができた。
今日では、新たなプラットフォームが設計され、
第三者に対する強力なインセンティブが提供され
ることで、市場や産業全体が活性化される機会が
増えた。プラットフォームは開発者が全資金を負
担する必要もなく、参加者から広く投資を募ること
も可能であり、効率性も非常に高い。
前述した4つのメリットがプラットフォームに参
加する一般的な理由であるが、多くの企業は同時
に複数の目的を追求することも可能である。しか
し、企業は集中ワークショップなどを通じて最優先
すべき目標を明確化してはじめて、最適なプラット
フォームの使い方を決めることができるだろう。

出所：デロイト・アナリシス 挿画：デロイトユニバーシティプレス｜ DUPress.com

図表3：ダイナミックな事業環境において、全参加者の能力向上を加速させるラーニング・プラットフォームが重視される

42
ソーシャル・プラットフォーム

1
アグリゲーション（集約）・プラットフォーム

3
モビライゼーション・
プラットフォーム

ラーニング・プラットフォーム

• 学習促進

• 参加者は時間をかけて洞察を共有

• 参加者が協力して多くの可能性を
追求することで信頼関係を醸成
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ない。ラーニング・プラットフォームにおける2つ
目の構成要素は、個人が所属するチームやワーク
グループの枠を超えて参加者が質疑を行い、経験
を共有し、アドバイスを得られる仕組みである。つ
まり、参加者が所属するグループを超えて学習の
可能性を広げることができる。
ラーニング・プラットフォームにおいても、ソー

シャル・プラットフォームやモビライゼーション・プ
ラットフォームと同様に、単発的な取引やタスクに
終始しない、長期的な関係構築が重要となる。し
かし他のプラットフォームと異なるのは、参加者を

「静的リソース」と捉えていない点である。逆に同
プラットフォームでは、適切な環境で参加者が協力
しあえば、潜在的能力をますます発揮できるとい
う前提に立っている。アグリゲーション、ソーシャ
ル、モビライゼーションという3つのプラットフォー
ムは、ラーニング・プラットフォームへと進化する
可能性を持つ。ラーニング・プラットフォームを設
計・展開する手法を見出した企業は、ビジネス環
境がさらに複雑化し、急速に発展したとしても、経
済的価値を継続的に獲得し続けるであろう。

最良のプラットフォーム戦略：「インフルエンス・ポイント（影響力の源泉)」の独占

プラットフォームは新たな価値を創出する効果的な手段である。しかし、創出された価値が各企業に対して公平に分配されないリスクが存
在し、それは特に企業がプラットフォームの所有者でない場合に顕著である。また、プラットフォームは活用できるリソースの選択肢を可視
化し委託先の切り替えを容易にする一方で、事業のコモディティ化を招き企業収益を圧迫させるリスクがある。

企業が優位性を創出・維持し、プラットフォーム上で他社よりも多くの価値獲得を実現するためには「インフルエンス・ポイント（影響力の源
泉)」について理解することが不可欠だ19。
インフルエンス・ポイントは、プラットフォーム上で関係性が集中的に構築される時間や場所で発生する傾向がある。インフルエンス・ポイ
ントを独占した企業は、大規模で多種多様な「情報フロー（knowledge flows）」への特権的アクセスにより、他社よりも早く市場の変化を
検知し、次のトレンドを予測できるようになる。また、自社の地位や影響力を強化するように情報循環を形成し、自社を位置付けることもで
きる。もしあなたの企業が情報循環の基点となっていたら、最少の努力でで大きな物事を実現することができるのだ。

このようなインフルエンス・ポイントはプラットフォーム上のどこに存在するのだろうか？インフルエンス・ポイントは、重要かつ持続可能な
機能性を広範なプラットフォームやエコシステムに与えており、例えば市場というプラットフォームのブローカーのような立場である。プラッ
トフォーム参加者にはインフルエンス・ポイント独占者と緊密に連携するようにインセンティブが働くため、インフルエンス・ポイントの機能
性が長期にわたり急速に進化することが望ましい。

今日のプラットフォームは、価値創出に向けた協調的かつ非
常に生産的な創造空間を提供しており、事業環境の変化に
合わせて学習やイノベーションを支援している。Salesforce

はプラットフォーム開発に全力で取り組み、自社独自のプラッ
トフォームやアプリケーションを開発するだけでなく、数百万
のパートナーや開発者、顧客に対してプラットフォームを開
放し、コア機能のカスタマイズや拡張を実現した。

実際に、当社の主力製品Salesforce 1最新版では、顧客独
自のアプリケーション作成を支援する機能が含まれている。
Salesforce 1は、非常に洗練されたソースコードにより顧客
がアプリケーションを拡張することを可能としている。しか
し、大半の顧客はソースコードに触れることはない。彼らが
触れるのはコア機能に付加された拡張モジュールであり、
我々が顧客に対して独自機能を構築するために用意したも
のである。そして時に顧客は我々を驚かせるほどのブレーク
スルーを実現することがある。

ある大手食品流通企業の事例では、Salesforceの拡張機能
を利用し、トラック運転手の働き方を変革した。現在では運
転手が、顧客との連絡、配送、受発注、関係構築までの一連
の主要な業務を、モノの最上流から最終顧客に至る流れの
中で担っている。プロセスを可視化することは、業務の本質
を変革させる可能性を持つ。現在では、顧客がSalesforce

を愛用するだけでなく、高度にカスタマイズされた
Salesforce 1を保有・運用することで、かつては「バリュー
ウェブ」の末端に隠れていた業務の可視化を実現している。

また、顧客がSalesforceのプラットフォームで卓越した拡張
機能を開発した場合、当社が構造安定性や軽量性、使い勝
手などを付加したり、ライセンス化して普及を支援するなど
の補完関係が成り立つかもしれない。また当社では、高い潜
在性を持つ事業投資に興味を持っているが、ゼロから新規事

業を立ち上げる際にありがちな失敗を回避する「研究開発向
け投資ポートフォリオ」も検討中である。

ビジネス・エコシステムの世界では、ロイヤルティ（loyalty, 

信頼、愛着、忠誠心）こそが金銭価値に代わる究極的かつ最
重要の価値であろう。顧客サイドの開発者、アプリケーショ
ン、サポートを含むSalesforceの活発なプラットフォーム・エ
コシステムでは、参加者のロイヤルティとコミットメントが生
命線であり、また当社の成長エンジンだと認識している。
Salesforceのプラットフォームを活用して創出された価値を
所有するのはパートナーや顧客であり、それが本来の姿だと
信じている。当社では、共に創り上げた価値観こそが
Salesforceプラットフォームをより広範なエコシステムと連
動し進化させ、クライアントに競争優位性と経済的利益をも
たらす最も重要な資産だと考えている。

私の見解
ピーター・シュワルツ

ピーター・シュワルツ氏は、米国Salesforce.comにおいて戦略企画部門のシニア・ヴァイス・プレジデントを務める。
「The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain (World Paperback、1996) 」の著者
で、ビジネスの未来を予測するフューチャリストとしてメディアに登場している。
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