
 

NRI パブリックマネジメントレビュー July 2012 vol.108  －1－ 
当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。 
Copyright© 2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 

 
１．イノベーションが起きなくなった日本 

 
昨今、企業現場でもメディアでも、イノベ

ーションという言葉が頻繁に用いられるよう

になった。 
言葉は一般化しているが、その反面、現場

では企業がイノベーション創出*１に苦しむ状

況が見え隠れしている。 
本稿では、いくつかの証左を示したい。 
図表１をみると、わが国の企業の約 80%は、

自社の新事業創造の現状に満足していない結

果となっている。 
 
図表１ イノベーション創出に対する満足状況 

 
注）送付数：2,451 社（集計数 330 社） 

送付対象：東証、大証、名証一部・二部上場企

業代表者、日本経済団体連合会及び経済同友会

会員企業（一部）代表者 
出所）株式会社野村総合研究所「新事業創造と人材

の育成・活用に関するアンケート調査」2011
年 12 月 14 日～2012 年 1 月 13 日 

 
図表２は、イノベーションの内容について

示したものである。日本のヒット商品の歴史

をみると、2000 年代に入り、日本企業のイノ

ベーションは衰退傾向にあり、外国製品・サ

ービスに押されている。 
 

図表２ 日本のヒット商品の歴史 

 
注）赤字は日本発の大型イノベーション、青字は外

国製品・サービス 
出所）「日経ヒット商品番付」（日本経済新聞出版社）

2011 年 12 月 5 日 
 
 
２．イノベーションを阻害する要因 

 
何がイノベーションを阻害しているのか。

要因を検討するために、NRI が実施したイノ

ベーション創出に対して満足している企業の

分析結果から、イノベーション創出プロセス

を紹介したい。 
企業や業界によって取り組みの差異はあり

得るが、イノベーション領域の設定から始ま

るそれぞれのプロセスには共通性が多い（図

表３）。Apple 社を例に説明したい。同社は
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無回答 N=330

年代  年 西横綱

1980 1980 マイコン

1985 CDプレーヤー

1990 1990 ファジー家電

1995 NOMO（野茂）

2000 平日半額バーガー

2001 イチロー

2002 カメラ付き携帯電話

2003 昭和

2004 アテネ特需

2005 （該当なし）

2006 ショッピングセンター（SC）

2007 電子マネー

ユニクロ H&M 2008 セブンプレミアム・トップバリュ

2009 激安ジーンズ

2010 羽田空港

2011 節電商品

2000
iPod & iTunesMusicStore

デジタル一眼レフ

東横綱

VTR

ミノルタα-7000

エコロジー商品

Windows95日本語版

ユニクロ

Wii＆DS

エコカー

スマートフォン

アップル

メード・イン・チャイナ

丸ビル

デジタルAV機器

韓流

 
イノベーション創出に満足していますか？ 

 

株式会社野村総合研究所 公共経営コンサルティング部 上級コンサルタント 山口 高弘 
                          主任コンサルタント 柳沢 樹里 

*1 ユーザーニーズに基づき、ユーザーに新たな価値を提供する商品やサービス、事業を生み出すこと。 
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Jobs 氏がイノベーションの推進役となり、ト

ップダウン型のイノベーションプロセスが取

られていると考えられがちである。しかし、

実際には Jobs 氏はイノベーションを創出す

る領域設定とそれを推進するキャスティング

だけを行っており、顧客価値を創造する課題

定義、コンセプト創造、ビジネスモデル構築

は現場が主導している。 
 

図表３ ＡｐｐｌｅにおけるｉＰｏｄ創出プロセス 

 
出所）関係者インタビューの結果をもとに NRI 作成 
 

イノベーション創出に悩みを抱える企業の

現状について、多く聞かれる悩みを図表４に

示した。外部環境分析等を踏まえて、イノベ

ーション領域やテーマの設定には取り組むこ

とができている。しかし、その後に求められ

るキャスティング、課題定義、コンセプト創

造、ビジネスモデル構築というプロセスでは

課題を抱えている企業が多い。 
 

図表４ イノベーション創出に取り組む企業の悩み 

 
出所）関係者インタビューの結果をもとに NRI 作成 

キャスティング

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

２人１チームで世界中の音楽ユーザーを観察し、「外出先でも好きな音楽を

楽に選曲して聴きたい」というユーザーの願望を発掘

３か月で100以上のプロトタイプを製作し、“Auto-Sync”、“Scroll Wheel”という

アイデアを創造
iTunesとの連携を実現

「全く新たな携帯型音楽プレーヤの創造」という領域を設定

課題定義とコンセプト創造段階で、Jobs氏がStan（心理学専門）とGreg（技

術専門）の２人を登用し、「携帯型音楽プレーヤの市場を洞察せよ」と指示
ビジネスモデル構築段階では、Fadell氏を登用し、 Fadell氏が社内外の人材

からなる35名のチームを組成

「世界中の楽曲がポケットに入る音楽メディアプレーヤ」というコンセプトを創造

イノベーション
領域・テーマ設定

キャスティング

課題定義

コンセプト創造

ビジネスモデル構築

課題が

定義できない

ビジネスモデル

が構築できない

任せるべき

人材がいない／
わからない

10年前はアイデアがあっても実現できなかった。今はアイデアそのものが枯渇している

（家電メーカー）
自社内の限られた知恵では新しいコンセプトを打ち出せない（通販事業者）

新たなコンセプトに対し、持続可能性を高める事業モデルが描けない

（住宅設備メーカー）
コンセプトが壮大でも、自社のリソースだけでそれを実現させる事業を構築できない

（消費財メーカー）

既存事業のエース級人材に新事業創造を任せたが成果がでない

（ITサービス事業者）
どのタイプの人材がイノベーション創出に適しているのかわからない

（施設型サービス事業者）

マーケットが成熟し、顧客の不満・悩みが把握できない（鉄道事業者）

顧客への固定的な見方があり、いつも同じような課題が定義される
（ITサービス会社）

コンセプトが

創造できない
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３．イノベーション創出人材を生み出し、活

用するためには 

 
１）イノベーション創出人材のイメージ 

多くの日本企業がイノベーション創出人材

のキャスティングに課題を抱えるが、そもそ

もイノベーション創出人材とは、どのような

人材か。イノベーション創出人材には、変革

が要求されている状況において、新たなコン

セプトを打ち出し、その実現に向けて周囲を

巻き込み、強い推進ドライバーとなることが

求められる。 
このような人材には、特定の専門領域や個

人技能よりも経営的視点や組織力の活用を重

視するタイプが、また、既存の仕組みを運用

することよりも新たな価値創造を得意とする

タイプが適しているといえる。 

図表５ イノベーション創出人材のイメージ 

 
 

２）イノベーション創出人材の素養 

イノベーション創出人材には、どのような

素養が求められるか。 
図表６に示すように、経営者の多くは、イ

ノベーション創出人材には「推進力」、「構想

力」、「挑戦心」といった能力・素養が重要と

考えている。 
 

図表６ イノベーション創出人材にとって重要な素養 

 
出所）「新事業創造と人材の育成・活用に関するアンケート調査」 

経
営
的
視
点
・
組
織
力
活
用

新たな価値の創造

既存の仕組みの運用

専
門
領
域
・
個
人
技
能
重
視

事業運営

タイプ

事業創造

タイプ

専門家

タイプ

発想家

タイプ

36.8%

33.2%

32.5%

24.6%

20.0%

19.3%

16.4%

15.4%

15.0%

14.6%

10.0%

10.0%

8.6%

7.9%

7.1%

6.4%

4.6%

3.2%

2.9%

2.5%

0.7%

0.7%

0.7%

0.4%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

推進力

構想力

挑戦心

未来トレンドや社会課題に関する感度

連想力

コーディネート力

粘り強さ

コミュニケーション能力

外部パートナーシップ形成力

目標設定力

観察力

他者活用力

分析力

リスクテイク精神

再定義力

計画力

ロジカルシンキング

技術力

試行錯誤力

捨てる力

質問力

自己管理力

その他

利他精神

無回答 N=280

→経営者が

重視して

している

能力・素養

→イノベーション

創出人材に

共通する

能力・素養



 

NRI パブリックマネジメントレビュー July 2012 vol.108  －4－ 
当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。 
Copyright© 2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 

一方、イノベーション創出を実現した人材

へのインタビュー結果をもとに、共通する素

養を整理したところ、図表６とは異なる結果

となった。具体的には、経営者の回答では下

位となっている「利他精神」、「リスクテイク

精神」、「捨てる力」、「質問力」、「観察力」、「試

行錯誤力」、「他者活用力」という 7 つが重要

な素養として抽出された。 
 
図表７ イノベーション創出人材に共通する 

７つの素養 

 
 

①マインド「利他精神」「リスクテイク精神」

「捨てる力」 

イノベーション創出を実現した人材は、

この人を幸せにするために、どうしてもこ

の課題を解きたいという「利他精神」を持

っている。また、「リスクテイク精神」を持

ち、高い目標を掲げ、成果を得るためにリ

スクを取ることを恐れない。さらに、「捨て

る力」を生かし、複数の有望な選択肢の中

から素早く判断して選ぶことで物事を進め

ている。 
 

②スキル「質問力」「観察力」「試行錯誤力」

「他者活用力」 

イノベーション創出を実現した人材は、

「質問力」と「観察力」を生かし、真に解

決すべき課題を発掘している。また、課題

解決に向けてプロトタイピングを繰り返す

ことで、ユーザーに訴求するコンセプトを

創造している。それを支えているのが「試

行錯誤力」である。さらに、「他者活用力」

を持ち、社内外のリソースを活用してアイ

デアの具現化を実現させている。 

３）イノベーション創出人材の発掘・育成 

図表７に示したように、イノベーション創

出人材が持つ素養は、従来の採用・育成にお

いて重視されている素養とは異なる。そのた

め、組織内でそのような人材を育成するため

には、まずはイノベーション創出人材の素養

を持つタイプを発掘・採用する必要がある。 
イノベーション創出人材を育成する鍵は実

践にある。そこで、発掘・採用した候補人材

に対してイノベーション創出を実現するため

の方法論を教えるとともに、それを実践する

場を与える必要がある。 
さらに、実践の場を形骸化させないために

は、訓練の場ではなく、イノベーション創出

が実現される場をつくりだすことが重要にな

る。そのためには、候補人材に必要なリソー

ス（人材、技術、費用等）を活用できる権限

を付与することが求められる。また、成功と

失敗は切り離すことができないため、候補人

材が失敗の中から成功を生み出すことができ

るよう、失敗する権限を付与することも重要

になる。 
 
４）経営層に求められる役割 

イノベーション創出人材を活用し、イノベ

ーション創出を実現する上で、経営層が果た

すべき役割は大きい。以下に経営層に求めら

れる 3 つの重要な役割を挙げる。 
まず、既存事業が重視される経営環境下で

イノベーション創出を実現することは難しい。

そのため、イノベーション創出の推進を経営

方針として掲げるなど、イノベーション創出

に対する経営層のコミットメントが求められ

る。 
次に、イノベーション創出の実現には、組

織内の複数部署のリソースの活用が不可欠で

あるため、イノベーション創出活動に組織内

の必要なリソースを集中させる仕組みや体制

を整備する必要がある。例えば、東レはヒー

スキルマインド

利他精神

リスクテイク精神
捨てる力

質問力

観察力
試行錯誤力

他者活用力
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トテックの開発にあたり、開発のパートナー

であるユニクロに総合窓口を設置し、そこに

社内の複数部署にまたがる人材・技術を活用

できる権限を付与している。 
最後に、社内の反対意見からイノベーショ

ン創出活動を守る役割が求められる。具体例

として i-mode の開発を挙げる。NTT ドコモ

の役員会では「携帯電話の画面はインターネ

ットを閲覧するには小さすぎる」という反対

意見があった。それに対し、執行役員の榎氏

が「この商品のターゲットは若い女性で、我々

役員にはユーザーの気持ちはわからない」と

発言し、反対意見から i-mode の開発を守っ

たことで研究は継続され、サービス提供へと

つながった。 
 
 
４．イノベーション創出能力を高める「方法

論」と「場」 

 
前章では、人材キャスティングについて述

べた。本章では、コンセプトの創造、ビジネ

スモデルの構築をいかに進めるかについて言

及したい。 
 
１）イノベーション創出の方法論としてのデ

ザインシンキング 

ヒントは海外勢にある。Apple 社はなぜ

2000 年代に入り復活したのか、Samsung 社

はなぜ世界的企業としてのポジションを確立

し得たのか。鍵となるのはデザインシンキン

グである。 
デザインシンキングとは、卓越したデザイ

ナーが用いる新たな価値を創り出すメカニズ

ムを科学的に解明し、プロセスに分解して他

の主体が取り組めるように方法論化したもの

である。具体的には、イノベーションを起こ

そうとする主体の「ここを変えたい」、「この

ような経験をユーザーに提供したい」という

思いを持つことや、エスノグラフィと呼ばれ

る「現場観察」からユーザーが抱える課題を

自身も体感し「共感」することを通してユー

ザーの課題を定義し、コンセプトを創造する。

コンセプト創造の過程では、机上での議論で

はなくビジュアル化やモックアップ（模型・

見本品）を活用し、マーケットやユーザーが

手に取れるようにした上でフィードバックを

得て何度も練り直しながら進むプロトタイピ

ングを重視する。 
この方法論は、従来のアプローチが客観的

データに基づいて合理的・計画的に事業を構

築するのに対して、主観や共感を重視し、実

験を繰り返して何度もブラッシュアップする

ことで、今までに誰も着目していない、デー

タでは把握できないユーザーの願望にこたえ

る事業を創造することができる。 

任天堂のゲーム機 Wii を例に見てみたい。

2007 年のヒット商品番付において東の横綱

に位置付けられる Wii が開発された背景には、

デザインシンキングの考え方がある。Wii は、

現場観察から「ゲームがある家はリビングに

子どもがいない」という状況を憂える母親の

感情を推察し、母親が喜ぶゲーム機の開発を

実現した。子どもがリビングからいなくなる、

ゲーム機の本体が熱い、音がうるさい、場所

をとるといった要素からゲーム機は母親から

敬遠される存在であった。それに対して任天

堂は、低消費電力 CPU というコンセプトを

考案して静かで場所をとらないゲーム機の開

発を実現した。また、リビングで家族が集え

るように、老若男女がプレーできるスティッ

ク型コントローラーを開発した。 
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図表８ デザインシンキングアプローチの特徴と任天堂 Wii の開発プロセス 

 
 
２）イノベーション創出を促進する場 

方法論が確立されるとイノベーションは起

きるのか。イノベーションを確かなものとす

るためには、「場」が重要である。 
欧州では、企業及び公的機関が課題解決に

多様な知恵を活用して取り組むための組織・

場を設置する動きが多く見られる（図表９）。

これらはフューチャーセンターと呼ばれ、物

理的なスペースとして発想を促す場や実験を

行う場などが装備されており、イノベーショ

ンを行うために求められる行動や思考を誘発

する設計となっている。 
 

図表９ 欧州の主なフューチャーセンター 
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具体事例として、オランダの LEF とデン

マークの MindLab の事例を紹介する。 
 

①オランダ ＬＥＦ 

オランダの道路水管理庁は LEF というフ

ューチャーセンターを設置している。庁内の

職員に対してファシリテータが主導するワー

クショップを開催し、治水や渋滞といった問

題に対するイノベーション創出を促進してい

る。また、職員以外の人材に対してもワーク

ショップを通じて、イノベーション創出を支

援する取り組みを展開している。 
LEF には、人々の創造性を促進することを

目的としたさまざまなスペースがある。さら

に、スペースのレイアウト変更が自由にでき

るよう、機械的にスペースを再構築できる設

計となっている。 
 

②デンマーク Ｍｉｎｄ Ｌａｂ 

デンマークの経済産業省、雇用省、税務

省は 3 省で Mind Lab というフューチャー

センターを共同所管している。Mind Lab
は、国民・市民やビジネスセクターの日々

の生活・活動を起点とした政策創造・公共

サービス提供を目指し、Mind Lab のスタ

ッフなどが公的機関のプロジェクトにファ

シリテータとして参画し、デザインシンキ

ングアプローチを用いて、政策・公共サー

ビスにおけるイノベーション創出を支援し

ている。 
 
 

５．おわりに 

 
先進諸国のイノベーションに関する取り組

みを分析すると、必ず“Ba”という概念に直

面する。“Ba”とは、「多様な人材が集い、価

値を発掘・共有し形にすることで、新たな価

値を創造する」という考え方である。“Ba”

はわが国発祥の概念であり、先進諸国はその

概念を輸入し、イノベーション創出において

成果をあげている。一方、発祥の地であるわ

が国はイノベーション創出において後れをと

っている。 
わが国が、イノベーション創出のトップラ

ンナーに返り咲くためには、埋もれている才

能ある人材を育成・発掘することに加え、イ

ノベーション創出の方法論を確立し、またそ

れらを生かす場を設けることが、今後求めら

れる方向性ではないか。 
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