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１. 課題設定 
 

１−１.グローバリゼーションの中での日本に対する思い 
私たちは、日本人ならばだれしも日本への愛着を持っていると考えている。私たちがこのように考えた

のは、グローバル化が進む世界の潮流の中で、日本というコミュニティへの帰属意識を改めて自覚したか

らである。そして日本への愛着をもつ私たちは、日本のプレゼンスが常に高い状態であり続けてほしいと

切に願っている。なぜなら、私たちが好きな日本とは、国際社会において高いプレゼンスを発揮している

日本だからだ。裏を返せば、今後日本のプレゼンスが低下の一途を辿っていくことになれば、私たちは日

本に対する愛着を失う可能性も大いにある1。 

  

１−２.プレゼンス低下への危機感 
そして私たちは、まさに「今後日本のプレゼンスが低下していくのではないだろうか」という危機感を

持っている。例えば、感覚的に身の回りで使う製品・サービスは海外の物で溢れ返っているし、相次ぐ日

本の大企業の海外企業による買収のニュースは衝撃的であるとともに、寂しいものである2。国内に目を向

けても、少子高齢化、人口減少、労働力不足、財政赤字など、次々 と登場してくる問題に対し、解決策が

見出されていない現状には不安が募る3。一方で、グローバル化が進展していくなかで、国境の持つ意味は

ますます希薄になると考えられる。このようなボーダーレス社会において、日本に秀でた部分がなけれ

ば、国際社会における日本の存在感は薄れていく一方であろう。日本がないと困る、と言われるような日

本であってほしいと私達は考えている。 

  

１−３. 経済力向上の必要性 
では、今後日本のプレゼンスを恒常的に高めていくために私たちに何ができるのであろうか。この問い

に対する答えを導くにあたり、まずは、過去の「日本のプレゼンス」が高かった状態を想起してみた。す

ると、私達グループの間で一致したものの1つに、高度経済成長期があった。というのも、相次ぐ市場や

技術の成長を通し、改めて世界が日本を注目した時期だと感じたからだ。この大幅なプレゼンスの回復・

上昇を成し遂げたのは、いわずもがな成長過程で生じた経済力である。従って、我々 のグループは、日本

のプレゼンス向上の要因は経済力にあると考えた。 

 

１−４. イノベーションの必要性 
日本の経済力を高めるためにはどうすべきか。その為には、日本経済の担い手の中心である産業界を盛

り上げることが必要だ。現在、日本の産業界にかつてほどの勢いは見られないように感じる。実際に、1989

年の時点では世界の時価総額トップ20に日本企業が14社もランクインしていたが、2017年では38位にし

て、初めて日本企業のトヨタ自動車が登場する。さらに、両年のランキングを比較すると、IT企業の躍進

が顕著に見られ、グローバルでは産業構造に大きな変化があったことが分かる。しかし、日本国内に目を

向けると、日本の時価総額トップ企業の面々 は、合併や分社化は見られるものの、それほど大きく変化し

ていない。 

                                                      
1 NHK「日本人が持つ国への愛着とは」HP 

https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140502 2014年5月1日（最終閲覧2018年3月7日） 
2 日本経済新聞「シャープを買収した鴻海・カリスマ創業者の素顔」HP 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO98312030R10C16A3000000/  2016年4月1日(最終閲覧2018年3月8日) 
3 日本経済新聞「課題先進国の課題」HP 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO02393840W6A510C1EN2000/ 2016年5月17日(最終閲覧 2018年3月8日)  
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また、補足として表3に注目すると、米国の企

業はここ30年で大きく変化したこと、そしてIT

企業がトップに名を連ねていることが見て取れる。 

つまり、世界の産業構造の変化をけん引し、その

時代の変化を創り出してきた企業こそが真のグロー

バルリーディングカンパニーとなっているのだろ

う。以上の事実からは、今後の日本には、変化に柔

軟に対応して行く力、そして変化を自らが創り出す

力が必要である事が示唆される。 

 そこで私たちは、産業界がイノベーションを起こ

し、世界に新たな価値を提供することが必要である

と考えた。そうすることで今後の産業構造の変化に

対応、ひいてはその変化をけん引することが可能と

なり、産業界を盛り上げることができるはずだ。 

 

 

 

１−５. イノベーション先進国としての日本へ 
 ここまでの議論を振り返ると、図１の様に整理されるだろう。 

懐古主義的な見方をしているわけではないが、かつての日本では間違いなくイノベーションが数多く生

み出されていた。SONYのウォークマンをはじめ、トヨタ生産方式や、新幹線、カラオケ、回転寿司などが

挙げられる4。 

                                                      
4 公益財団法人発明協会「戦後日本のイノベーション100選」HP 

http://koueki.jiii.or.jp/innovation100/innovation.php (最終閲覧 2018年3月8日) 

   表１：世界の時価総額トップ 20の変化 
 

	
1992 年	 2016 年	

順位	 企業名	 企業名	

1 位	 NTT	 トヨタ自動車	

2 位	 三菱銀行	 NTT ドコモ	

3 位	 日本興業銀行	 NTT	

4 位	 住友銀行	 三菱 UFJ-FG	

5 位	 トヨタ自動車	 ソフトバンクグループ	

6 位	 富士銀行	 KDDI	

7 位	 第一勧業銀行	 JT	

8 位	 美和銀行	 日本郵政	

9 位	 さくら銀行	 ゆうちょ銀行	

10 位	 野村證券	 三井住友 FG	

11 位	 パナソニック	 本田技研工業	

12 位	 東海銀行	 みずほ FG	

13 位	 東芝	 日産自動車	

14 位	 新日鉄	 キーエンス	

15 位	 セブンイレブン	 ファーストリテイリング	

16 位	 あさひ銀行	 キャノン	

17 位	 三菱重工業	 ソニー	

18 位	 ソニー	 ファナック	

19 位	 イトーヨーカドー	 デンソー	

20 位	 任天堂	 JR 東海	

 

	
1989 年	 2016 年	

順位	 企業名	 企業名	

1 位	 エクソンモービル	 アップル	

2 位	 ウォルマート・ストアーズ	 アルファベット（グーグル）	

3 位	 GE	 マイクロソフト	

4 位	 アルトリアグループ	 バークシャーハザウェイ	

5 位	 AT&T	 エクソンモービル	

6 位	 コカ・コーラ	 アマゾン・ドット・コム	

7 位	 ロイヤル・ダッチ・シェル	 フェイスブック	

8 位	 P&G	 ジョンソン・エンド・ジョンソン	

9 位	 ブリストルマイヤーズスクイブ	 JP モルガンチェース	

10 位	 ジョンソン・エンド・ジョンソン	 GE	

11 位	 ペプシコ	 ウェルズ・ファーゴ	

12 位	 GTE	Corp	 AT&T	

13 位	 デュポン	 テンセント HD	

14 位	 IBM	 ロイヤル・ダッチ・シェル	

15 位	 ディレク TV	 P&G	

16 位	 アボット・ラボラトリーズ	 バンク・オブ・アメリカ	

17 位	 Bell	South	LCC	 シェブロン	

18 位	 Mobil	Corp	 ベライゾン・コミュニケーションズ	

19 位	 AIG	 アンハイザー・ブッシュ	

20 位	 ファイザー	 ウォルマート	

 

表２：日本の時価総額トップ 20の変化 表３：米国の時価総額トップ 20の変化 
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しかし現状では、日本発のイノベーショ

ンはあまりないように感じる。それは論文

の引用率、開業率、時価総額に占める新興

企業率などのデータを見てみても、いずれ

も低く5、イノベーション後進国と言われて

しまっているのもやむを得ないのは明らか

である。ボストンコンサルティンググルー

プの「The Most Innovative Companies 

2018:Innovators Go All In on Digital」内で掲載

されている「イノベーション企業ランキン

グトップ50」のうち、日本企業はわずか3

社のみにとどまった6。 

 

  

 以上のことから、私たちはイノベーシ

ョンが不活性な現在と今後の日本に強い

危機感を抱いている。だからこそ、図2

の様なビジョンを描いた。 

 私たちは「グローバル競争に勝つため

のイノベーション」＝(過去の事例から)

「ウォークマンの様なもの」と定義し

た。ウォークマンは全世界的かつ人類の

ライフスタイルを大きく変え、日本人に

とって象徴的なものであるからだ。イノ

ベーションの定義は様々 あるが、ここで

は製品・サービスに関するイノベーシ

                                                      
5 中小企業庁「中小企業白書第3部第2章 起業・創業-新たな担い手の創出」HP 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/h26_pdf_mokuji.html 2014年7月1日(最終閲覧 2018年3月8日) 
6 BCG, 2018, The Most Innovative Companies 2018: Innovators Go All in on Digital 

https://www.bcg.com/ja-jp/d/press/17january2018-most-innovative-companies-go-all-in-digital-181185 (最終閲覧 2018年3

月8日) 

図１：日本の産業界に必要なこと 

表 4：イノベーション企業ランキングトップ 50 

図２：私たちのビジョン 
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ョンに注目したい。ウォークマンのような製品・サービスが日本発で世界に向けて連発されるための政策

を提言する。 

 

 

２. 本論 
本論では、ウォークマンの一連の盛衰をモデルケースとし、それを手がかりにライフスタイルを変革さ

せるような事象を起こす要因を考察する。分析対象の期間はウォークマンの誕生からiPodによるシェア逆

転までとしている。 

まず、上記の期間を、（１）発生フェーズ、（２）浸透フェーズ、（３）衰退フェーズの3段階に分

け、ウォークマンというイノベーションがどのように消費者に普及したのかを概観する。発生フェーズで

は、製品の完成までの事実について述べる。浸透フェーズでは、製品発表からどの様に普及したのかを事

実から考察する。衰退フェーズでは、原因を組織、競合、顧客の視点から、事実を基に考察する。 

またウォークマンの衰退フェーズにおいて台頭したiPodについても、2段階に分けその波及プロセスを

概観する。 

続いて、イノベーション創出のために重要となりうる要因を抽出する。 

最後に、日本の一般的な慣習との対比を通じ、示された要因を一般化することで、日本におけるイノベ

ーション創出のボトルネック、あるいは論点を特定する。 

 

２−１. ウォークマンに鑑みるイノベーションの波及プロセス 
 この節では、ウォークマンを生み出したソニー、そしてポータブルプレーヤー市場を後に席巻するに至

ったiPodについて、膨大な文献を参照した上で、エッセンスを述べる。参照した文献全てに意義のある事

実が述べられていたが、ここでは特にグループ内で大事だと考えた点をまとめ、詳述していく。 

 

（１）発生フェーズ 〜ウォークマンの誕生に至るまで〜 

① 井深氏の好奇心とアンテナの広さ 

・ソニー創業者の1人井深大氏は、元々 は技術者であり、好奇心がとても強かった。絶えず好奇心に満 

  ち溢れ、若者の生活にアンテナを張り、新しい商品提案を支持する感性と熱意を持っていた7。 

・また、海外に赴く事も多かった。海外の技術、文化を学び取るために海外出張へ行く回数は非常に多 

 かった。 

・ある海外出張の際、テープレコーダー「TC-D5」を使って飛行機の中でステレオ音楽を聴いていたとこ 

 ろ、重さや大きさといった不便さを痛感した8。 

② 経営陣のウォークマンへの熱意 

・小型テープレコーダーに、「再生だけでいいからステレオ回路を入れたものを作ってほしい」と当時 

 のレコーダー事業部長であった大曽根氏に持ちかけたところ、大曽根氏は意向を汲み、快諾した。 

・大曽根氏率いる開発チームは、経営層からの注文の一つにあった短期間での完成を試みた。加えて、 

 大曽根氏は故障にだけは非常に注意をした。開発から販売に至るまで、故障が絶対に起きない様常に 

 気を配っていた。 

③ 差別化されたウォークマンの完成 

・ソニーの技術者はすでに販売されていたモノラルタイプの小型テープレコーダー「プレスマン」から 

 録音機能をはずし、ステレオ再生ができるようにした。これがウォークマン誕生のきっかけだった。 

 

                                                      
7 ソニー広報センター(1998)『ソニー自叙伝』ワック文庫 
8 Sony-Japan「理屈をこねる前にやってみよう」 HP 

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/2-06.html（最終閲覧 2018年3月7日） 
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（２）浸透フェーズ 〜「音楽を持ち運ぶ文化」の浸透〜 

① 既存の価値を削除してでも、新しい価値を 

・これまでの音楽プレーヤーと違い、ウォークマンからは、録音機能を削除した。徹底的な小型化、軽 

 量化に特化し「音楽を外で聞く文化」を創り出そうとした。 

② 反骨精神と粘り強い行動 

・メディアの反応は冷たく、発売1か月間で3000台しか売れなかった。それでも諦めずに、現場スタ 

 ッフたちはウォークマンを付けてJR山手線を一日中回り続け、ウォークマンを認知してもらうとこ 

 ろから始めた。日曜日には歩行者天国に繰り出し、街行く人に試し聞きをしてもらいながら若者の興 

 味を引き出した。同時に、部署全体で売り歩くといった行動にも出た。 

・工夫を凝らした広告・宣伝活動をつづけた結果、初回生産の3万台は発売2か月後に完売した。翻っ 

 て今度は生産が追いつかなくなってしまい、品切れ店続出という状態が6か月間も続いた。 

・売れないと否定的だったことが嘘のように注文が殺到した。こうして驚くべきスピードで若者の間に 

 浸透し、音楽を持ち運び楽しむという新たなライフスタイルが育っていった。 

 

（３）衰退フェーズ 〜iPodの台頭とシェアの侵食〜 

① 当時のソニーによるカンパニー制が抱えていたデメリット 

・2008年におけるポータブル音楽プレーヤー市場の、ウォークマンによるシェアは28.5%であった9。 

・社内という観点で見た時、要因の一つに組織体制がある。具体的には、ソニーが事業ごとに厳格な独 

 立採算体制を取っていた事だ。後述するiPodが登場した時、実はソニーにも、iPodと同じことをやる 

 為に必要な要素は手元にあった10。 

・しかし、組織体制において、それぞれの事業が協力するのではなく、むしろ競争する体制になってい 

 た。管理単位の細分化と厳格な独立採算制は、社内に協調よりも競争の状態をつくってしまった11。 

・事業が独立していた事により、他事業部で誕生したアイデアが、ウォークマンを持つ事業部に流入す 

 る事もなかった。 

② 自らの成功体験にロックインする 

・当時の顧客は、パーソナルコンピューターが爆発的に普及した事による、インターネットのコモディ 

 ティ化に関心を寄せていた12。従って、インターネットを介したサービスに対し敏感な消費者が目立 

 ちつつあった。 

・この状況でウォークマンは二つの弱みを持っていた。インターネットとのシームレスな連携、アーテ 

 ィストに関する著作権等の保護である。 

・オープン化を促進するインターネットに対し、上記の弱みを持つウォークマンは、徐々 に市場との乖 

 離が目立ち、本当に消費者が欲するものを捉えきれなかった。 

 

 

 

                                                      
9 Sony-Japan「有価証券報告書」HP 

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/8ido18000001xze9-att/h20_q4.pdf 2009年6月19日(最終閲覧 2018年3月8

日) 
10 金子智朗,Business Journal「ソニー、ウォークマンがiPodに敗北した根本要因」HP 

http://biz-journal.jp/2015/05/post_10141_2.html 2015年5月30日(最終閲覧2018年3月8日) 
11 同上。 
12 総務省「インターネット普及率の推移」HP 

www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010102.xls 2017年6月8日(最終閲覧2018年3月8日) 
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【補論 〜AppleによるiPodの成功モデル〜】 

 更に、ウォークマンの衰退の要因の一つに、iPodの登場がある。2001年10月に発表されたiPodは瞬く間

に市場を席巻し、2008年にはソニーの2倍のシェアとなる56.10%を保持した13。なぜ市場シェアを逆転させ

るほどの成功を成し遂げる事ができたのか。以降は補論ではあるが、iPodの成功モデルを分析する。 

 

（１）発生フェーズ〜スティーブ・ジョブズの着眼点〜 

① スティーブ・ジョブズの持つ好奇心とアンテナの広さ 

・iPodの元となるアイデアの起源は、スティーブ・ジョブズにあった。技術者であった彼もまた好奇心 

 の強い人間であった14。 

・それに加えて、粘り強い人間でもあった。マッキントッシュの赤字をきっかけに解雇を余儀なくされ 

 た後も、理想のコンピューターを追求し続けた15。 

・更には、ジョブズは日本文化を好んでいた。来日しては禅による修行を行い、食文化を堪能してい 

 た。 

・ジョブズは日本や台湾のメーカーから発売されている携帯音楽プレーヤーの操作が必ずしも簡単では 

 なく、PCとのやり取りも複雑である点に目をつけた16。 

② 同じビジョンを持つ者を引き入れる 

・一方、フリーランスのハードウェア専門家として活躍してたトニー・ファデルは、MP3プレーヤーと 

 『ナップスター』の様な有料音楽配信サービスを組み合わせ、これを核に会社を設立するという構想 

 を持っていた。このアイデアを数社に売り込んだところ、アップル社が話に乗った。そこで、ジョブ 

 ズは2001年初めにファデルを雇い入れ、約30人の社員からなるチームのリーダーとした。 

③ 製品への強い熱意 

・更に、ジョブズは開発チームに2つの注文をした。1つ目は、説明書なしで簡単に使う事のできる 

 創的プレーヤーにする事だった。2つ目は、製品の完成を1年後のクリスマスシーズンに間にあわせ 

 る事だった。完成したiPodは2001年10月に遂に発表された。 

 

（２）浸透フェーズ〜音楽とインターネットを繋いだiPod〜 

① 失敗を許容し、修正する 

・発売直後は電池の消耗の激しさが仇となり、消費者によるデモにまで発展した。しかし、迅速に対 

 応、解決に至った。 

② どの製品にもない価値で勝負 

・特にiPodはいくつかの点に対し妥協を許さなかった。すなわち、説明書が不要な程の直感的な操作 

 性と、インターネットとの連携である17。 

・結果としてどちらも、ユーザーの体験価値を高める結果となった。前者は、シンプルなデザイン、シ 

 ンプルなインターフェースを導入する事で、ユーザーの使用を阻害する煩雑な手続きを削除した。後 

 者は、インターネットを介して、「好きな時に好きな曲を聴ける」事で、より価値ある体験をもたら 

 した。 

・同時に、上記の点は、どの既存音楽プレーヤーも持ち合わせていない特徴だった。ユーザーのインサ 

 イトを突き、まだ競争のない場所で消費者に価値を提供する事が、当時の市場での勝ちを導いた。 

                                                      
13 望月実・花房幸範（2010）『就活の新常識！学生のうちに知っておきたい会計』CCCメディアハウス 
14 ウォルター・アイザックソン(2011・井口耕二)『スティーブ・ジョブズⅠ』講談社 
15 同上。 
16 竹内一正（2008）『スティーブ・ジョブズ/神の交渉力』リュウブックスアステ新書 
17 岡村勝弘,東洋経済『アップルのiPodを「ブルー・オーシャン戦略」で解説する』HP 

http://toyokeizai.net/articles/-/2312  2008年6月18日(最終閲覧 2018年3月8日) 
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 右にiPodがどれほど既存

製品と異なっていたかを図

示しておく。図3はデジタ

ル音楽プレーヤー業界にお

ける、縦軸に顧客にとって

の各要因の価値の高さを、

横軸に市場で競合各社が何

に投資しているかを描いた

「戦略キャンパス」である
18。赤線は業界の平均をた

どった戦略キャンパスであ

り、青線がiPodの戦略キャ

ンパスである。既存製品が

競争する属性では劣って

も、どの製品も持たない属

性に集中投資しようとする姿

勢が見られる。 

 

２−２．イノベーション創出要因の考察 
考察では、これまでのウォークマンとiPodの分析を踏まえ要点を抽出していく。その後、得られた示唆

を一般化していく。まず、分析から得られた要点として3つの観点が挙げられる。すなわち、「個人・組

織レベルでの多様性」、「ビジョンの全社的浸透」、「失敗を越え未知の領域に行動する」である。それ

ぞれ詳述する。 

 

（１）個人・組織レベルでの多様性 

ウォークマンは、「飛行機で自社の製品を使用した事」で引き出された不満から生じたアイデアであ

る。そして、これを成し遂げたきっかけは、海外文化を参照しようと海外出張を頻繁に行なっていた為で

ある。また、知的好奇心が旺盛で、文化や経験を享受しようと多くの行動も起こしていた。具体的に言え

ば、若者の流行に敏感で、常に若者に対しアンテナを張っていた事が該当する。 

 一方で、iPodを生み出したApple社のスティーブ・ジョブズにも同じ傾向が見られた。具体的には、日本

や台湾製の携帯音楽プレーヤーとの接触であり、その根底には日本文化やその他宗教を受容していたとい

う背景があった。アジア圏との文化を起点とした一連の接触により、音楽プレーヤーの将来性を見出した

ジョブズは製品開発に着手できたと考えられる。 

 更に、ウォークマンの衰退要因として挙げた組織という点からもネットワークの重要性は裏付けられ

る。というのも、有機的な組織でなく、縦割りを旨とした独立採算体制により、他部門からのフィードバ

ックや技術の連携のない、閉じたネットワークが発生したと考えられる為である。つまり、多様な外部と

の経験やネットワークは多様性を生み、製品や企業の生存にも寄与すると考えられる19。 

これを一般化すると、多様なネットワークからの刺激によって組織や個人の内的な多様性が高まる事が

非常に重要な要因となるだろう。 

  

 

                                                      
18 同上。 
19 Granovetter, Mark;(1973)"The Strength of Weak Ties"; American Journal of Sociology, Vol.78, No.6, pp.1360-1380. 
 

図３: 2001 年の携帯型音楽プレーヤー業界の 
価値曲線(赤線)と iPodがもたらした価値曲線(青線) 
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（２）ビジョンの全社的浸透 

 ソニーのウォークマンは、トップの経営陣の製品開発に対するビジョンがきめ細やかであった。井深氏

の既存製品の使用により生じた欲求も、それを汲み取り製品開発から販売に至るまで適宜フィードバック

を行なった大曽根氏にも、強く共有されたビジョンが存在したから出来た行動だと考える。 

  また、失敗するかの様に思われたウォークマンを諦めず、部署全員で売り歩く事が出来た要因の1つと

して、部署全員が「売れる」と信じていたからではないかと推察できる。つまり、経営陣の理想が部署に

も浸透し、共有されていた可能性が示唆される。 

 一方で、iPodに関して、ジョブズは開発チームに明確な2つの目標を告げていた。また、製品の発表に

至るまでジョブズが定期的にフィードバックや要件を伝達するなど、深く関わっていた。 

 これらを一般化すれば、革新的な製品に対し、明確なビジョンを持つ者が細部に至るまで深く関与する

必要がある、あるいはトップのビジョンが関わる社員に正確に伝わっている事が必要だと示唆できる。 

 

（３）失敗を越え未知の領域に行動する 

 ソニーについて、音楽プレーヤーを軽量化し持ち運ぶという面では、当時反対派も発生する程、馴染み

のないものだった。市場という側面から見ても、音楽は屋内や止まって聴く事が基本であり、消費者は歩

きながら聴くという欲求ですら認識していなかっただろう。何もない場所に自ら身を投じ、市場を切り開

いた事が圧倒的成長率の根幹にあった。 

 一方で、iPodはインターネットとの連動を介した新しい音楽の楽しみ方、音楽のプラットフォームを提

供した、という点でライフスタイルにおけるイノベーションを促した。2つの事象に共通する事は、まだ競

争のない、何も知見のない環境へ没頭する行動力にあると考える。 

 またこれら未知の領域への行動を許した背景として、井深大、スティーブ・ジョブズ共に、失敗を許容

し、修正し、挑戦する精神が備わっていた事があげられる。この精神はソニー、Appleという組織単位で見

ても備わっていると言えるだろう。というのも、ウォークマンは井深氏の発言から「とりあえずやってみ

よう」と部署が動いた事、iPodは発売後のクレームを即座に修正し、完成へと近づけた事実がある為であ

る。 

 これを一般化すれ

ば、絶えず未知の領

域に行動する事、そ

して失敗を恐れず許

容するマインドセッ

トがイノベーション

に必要だと示唆でき

る。 

 

これまで述べてき

たウォークマンの発

生・浸透・衰退フェ

ーズ、およびiPodの

発生・浸透のフェー

ズから得た考察につ

いて、整理したもの

を図4に示す。 

 

  

図４：ウォークマン、iPodのフェーズごとの比較と要点 
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２−３．日本の一般的な慣習との対比 
 この章では上記で要件として定義した3つの示唆と、一般的な日本の特徴とを比較分析し、ボトルネッ

クの特定へと導く。以下に、それぞれの項目について詳述する。 

 

（１）個人・組織レベルでの多様性 

 外部からの刺激、外部との接触に関して、諸外国に比べ日本が質・量共に、圧倒的に機会が少ないと言

える。この要因は大きく個人ベースと環境ベースに分類できる。個人ベースでは、日本人間による閉じた

ネットワークの文化、単一的な教育システムによる個性の均一化が背景である20。環境ベースとしては、

日本で特異的な終身雇用や年功序列等の制度を通じた人材流動性の低さが挙げられる。この様な事実か

ら、個人、そして組織の内的な多様性の欠如が改善すべき点だと示唆できる。 

  

（２）ビジョンの全社的浸透 

  CEOの様な強いビジョンを持つ者による下流までの関与において、とりわけ日本の大企業ではそれは成し

遂げにくいと考える。というのも、企業規模が多くなるに連れて多くのステークホルダーを抱える為に、

トップが1人でマネジメントする事は原則的に困難だからである。加えて、ミドルマネジメントやロワー

マネジメントに権限を与えない限り、意思決定のスピードも遅くなってしまい、目まぐるしく変化する昨

今の環境に機動的に対応できない恐れもある。これを所与とした場合に、日本において今後重要な存在と

なるのが、ベンチャー企業にある。というのも、ベンチャー企業は規模感からもトップのビジョンが下流

までうまく伝わっており、新しい技術を持ち合わせて競争に参加する為に、イノベーションのシーズにも

なりうるからだ。従って、後述する3章において、ベンチャー企業を通じてイノベーションを活性化させ

る提言を詳述する。 

  

（３）失敗を越え未知の領域に行動する 

 未開拓の領域へ行動するにあたって、最もボトルネックとなる事は、失敗へのリスクだと考えられる。

特に、感覚的に日本はこのリスクに敏感だと感じる。この真因の１つとして、日本文化に根付くリスク回

避の特性が挙げられるだろう21。この結果、本来必要なトライアンドエラーのサイクルが不足する可能性

がある。以上の前提の元、日本に求められるものは、リスクを考慮した上で、挑戦を後押しするインセン

ティブ設計にあると考える。産業界のインセンティブの整列によって、未開拓の環境へ目を向けること、

そして行動する事を推進できると考える。 

 

◆論点の特定 

・個人レベル、組織レベル双方における多様性の促進 

・ビジョンも機動性も持ち合わせるベンチャー企業の活性化 

・リスクを考慮した挑戦へのインセンティブ設計 

２−４．現在の潮流 
ウォークマンが生まれた頃のエッセンスがイノベーションにとって必要であるということは、現在の企

業も認識しており、新規事業を生み出す組織の形態を改革している企業もある。現在のソニーでは、Seed 

Acceleration Program（SAP）と呼ばれる「事業を起こしたい、アイデアをかたちにしたい」社員をオーディシ

ョンで選出し、事業化するまでサポートするプラットフォームを整備した。このSAPの背景には、ソニー

の小田島氏が「まず、0から1のアイデアを生むには、いろんな人が混じりあって、そういったことでアイ

                                                      
20 喜多村 和之 (1999)『現代の大学・高等教育』玉川大学出版部 
21 山岸俊男,メアリーC・ブリントン（2010）『リスクに背を向ける日本人』講談社 
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デアが生まれる。このアイデアを実用化していく時には、いろんな新しい人がまた混じり合う。でも、こ

れを引っ張る人は一人の起業家。この起業家の夢っていうのがスタートになっている。」と語るように
22、多様性やビジョンが必要であるという考え方がある。また、全社的に組織改革を断行している企業も

ある。トヨタ自動車では役員体制の変更と組織改正、人事異動を行うことを決定した23。副社長の役割刷

新、フェローポストの新設、執行役員体制の変更時期前倒しなどを行い、役員自らが役割と意識を変革

し、執行のスピードアップを図ることなどが狙いである。このような取り組みから実際にイノベーティブ

な製品・サービスは生み出されているものの、ウォークマンに匹敵するような製品・サービスは多くは生

み出されていないのではないだろうか。従って、次章からは私たちの考えるイノベーションを推進させる

ための新たな政策について提言する。 

 

 

３．政策提言 
これまでに述べた通り、私たちはイノベーションがかつてほど生まれていない現在の日本に対して強い

危機感を抱いている。そして、私たちにとってイノベーションの象徴であるウォークマンについて分析す

る中で、国が政策として積極的に取り組むべき3つの課題を導いた。第一に、個人・組織レベル双方にお

ける多様性の促進である。第二に、ビジョンも機動性も持ち合わせるベンチャー企業の活性化である。第

三に、リスクを考慮した挑戦へのインセンティブ設計である。そこで、私たちは政策提言として、（１）

Free Agentプラットフォームの創設、（２）ヤドカリ型弟子入り制度の導入（３）テーマ投資としてのトラ

イ指数(Try Index)の導入の3点を提言する。 

 

３−１．Free Agentプラットフォームの創設 
（１）背景 

 人生で意識的に過ごしている時間のうち、約半分の時間を占める労働は私たちの人生とは切っても切り

離せない話である。人生100年時代を迎え、AIにより51%の職業が消える24としても、労働そのものが無く

なるとは考えにくい。だからこそ私たちは、自分たちにとって身近である労働という側面から、イノベー

ション戦略を考える必要があると考えた。そして今日の日本企業の人材の囲い込みは、イノベーションの

根源となる多様性の促進を阻害しているのではないだろうか。 

現在でも、自社に在籍したまま他社での経験を積むことができるシステムは存在する。それは①「自社

に他社で経験を積ませるような制度がある場合」と、そのような制度はないが②「企業が第三者の提供す

るサービスを介して他社に社員を派遣する場合」とに分けられる。まず、前者の例としては「交換留職制

度」がある25。これは、社員を自社に在籍させたまま他社の社員と一定期間入れ替え、交換先企業で業務

を経験させる人事研修制度である。この制度は「スープストックトーキョー」などを運営する株式会社ス

マイルズが先駆けとなって2009年から実施している。交換留職制度の実施事例はまだ少ないものの、個人

と組織の成長を促し、企業間交流を深める新しい試みとして注目を集めている。続いて後者の例として

                                                      
22 Sony-Japan「新規事業創出プログラム”SAP”の魅力」HP 

 https://www.sony.co.jp/brand/stories/ja/our/products_services/the-challenge-of-creating-new-businesses-seed-

acceleration-program-sap/ (最終閲覧:2017年3月8日) 
23 MONOist 「トヨタがさらなる体制変更」HP 

http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1711/29/news053.html 2017年11月29日 (最終閲覧 2018年3月11日) 
24 鈴木貴博（2017）「仕事消滅ーＡＩの時代を生き抜くために、いま私たちにできることー」講談社＋α新

書 
25 オルタナ『他社と社員を交換し合う「交換留職」』 HP http://www.alterna.co.jp/10888/2 2013年4月18日（最

終閲覧日:2018年3月7日） 
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は、日本生産性本部・サービス産業生産性協議会（SPRING）が提供する「大人の武者修行」がある26。これ

は、自社の経営人材を他社に送り出したい企業と、SPRINGが選出した優良企業のマッチングを行うサービ

スである。共に働くことでサービスイノベーションの端緒を開くことを目的とした社会人インターンシッ

プで、イノベーターの育成サービスとして関心を向けられている。 

しかし①、②のいずれの場合にも「多様性の促進」という観点から問題点を抱えている。まず①が抱え

る問題点は、企業間の人材移動が相互に交流が深い企業、また業種が似通っている企業同士の極めて狭い

範囲でしか実施されていないことだ。イノベーションの根源となるような多様性を促進するためには、特

定の企業グループや取引関係のある企業・団体間に留まらない、幅広い業種間での人材移動が必要であ

る。そして②が抱える問題点は、コストが相対的に高いこと、網羅性が低いこと、企業先行で人材移動を

行っていることだ。社内に交換留職制度等を設けていない企業は、当然第三者のサービスを介して交換留

職や異業種体験をすることになるが、仲介手数料やサービス料を多く払う必要があるため必然的にコスト

は高くなる。また、利用するサービスごとに派遣できる企業が異なるため、賄える範囲が狭く人材移動の

選択可能性を狭めている。最後に、留職サービスを利用するのはあくまで「企業」であり、社員の意思よ

りも企業の意向を優先させてしまっている。このため、個人レベルでは他社への派遣を希望していても、

企業の意向によりその希望が叶わない個人が存在する。 

  

（２）目的 

 本政策の目的は、既存のシステムが抱える問題点を克服し、企業間の人材の流動性をさらに高めること

で、個人・組織レベル双方で多様性を促進することである。「既存の知」の新結合によってイノベーショ

ンが生まれるとすれば、「異」との遭遇によって多様性を育むことは、イノベーションを生み出すために

必須である。「社内・個人の既存知」と「社外・他人の既存知」とを掛け合わせ、新しい発想を生み出す

という狙いがある。 

  

（３）概要 

先述の通り、イノベーションを生み出すための必須要素として「多様性の促進」が挙げられる。そこで

私たちは、「Free Agent プラットフォームの創設」を提言したい。Free Agent（以下、「FA」とする。）と

は、企業に所属する人材が現在の組織に

在籍しながら、一定期間他社でも働くこ

とをいう。現在の組織で働きながら一定

期間かつ一定時間他社でも働くFAの形態

も、現在の組織に在籍しているが一定期

間は完全に他社のみで働くFAの形態も双

方を網羅できるシステムを私たちは想定

している。FAシステムの運用の際には

≪FAを希望する人材≫と≪FA希望者を受

け入れたい企業≫の「ニーズ」のマッチ

ングが最も重要となる。FAプラットフォ

ームとは、この≪FAを希望する人材≫と

≪FA希望者を受け入れたい企業≫とを

一括管理するプラットフォームであ

る。政府が管理・運営を行い、本プラットフォーム上でFAを実施したい人材と企業のマッチングを行う。 

                                                      
26 サービス産業生産性協議会「大人の武者修行」HP 

 http://shugyo.jp/lp（最終閲覧 2018年3月7日） 

図 5：FAプラットフォームの仕組み 
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FAを希望する人材は、本プラットフォームに個人として登録する。その際、個人が保有するスキルを視

覚化し登録することを必要とする。例えば保有資格や事業・業務経験などである。一方でFA希望者の受入

を希望する企業は、受け入れたい人材の特徴を企業として登録する。この両者の間のニーズのマッチング

を図る場が、「FAプラットフォーム」である。20・30年後にはAI技術も発達していると考えられるため、

AIのアルゴリズムを利用したマッチング運営も可能であろう。なお、マッチングが成立した場合は原則的

にFAを実施するものとする。もっとも、FAの実施によって、FA希望者の属する派遣元企業が回復困難な損

害を受けると予見できる場合は、その実施を回避することができる。 

 また、派遣元企業が自社の社員をFAに出し渋ることも考えられるため、FAの「時期・期間・頻度」につ

いては、派遣元企業と受入先企業の間で協議の上決定することとする。これにより、FA実施のハードルを

下げ、FAのメリットを強調することができる。企業にとっては、優秀な人材を集めることが可能になると

いうメリットがある。 

 昨今、副業がトレンドになりつつあり、また20・30年後にはそれが当たり前になっているとすると、FA

に積極的な企業の方が魅力的である。私たちもそのような企業に入りたいと思うからだ。個人にとって

は、優秀な人材であればあるほどFA需要が高くなるため成長意欲を持った人材の成長・活躍の場が増え、

キャリアアップにつながるというメリットがある。 

 それでも、企業が優秀でない社員を追い出すために悪用される可能性がある。そのために、企業が自社

の社員を本プラットフォームに偽りの情報とともに登録させマッチングを図ることも起きかねない。この

問題については、先の協議の場でFA希望者との面談を行い、その能力を見極めることで回避可能である。

さらに、FAプラットフォームの導入初期は活発な利用が見込めないため、本プラットフォーム利用しFAを

実施した企業に対し、補助金を支給するなどの援助を行う。異なる企業で人材の入れ替えを行うことで、

個人レベル・組織レベル双方で多様な価値観や考え方を学び、成長することができると考え、FAプラット

フォームの創設を提言したい。 

 また、FAプラットフォームの運用が適切に行われているかどうかを客観的に判断する第三者機関として

外部監査機関を設立する。この監査機関は人事労務監査を主な業務とし、以下の3つの役割を負う。第一

に、手続きの適性判断である。こ

れは、FAプラットフォーム上での

マッチングが適切に行われている

かを判断するものである。第二

に、パフォーマンスの適性判断で

ある。パフォーマンスの適性判断

とは、FAを利用し派遣している人

材が、受入先企業で妥当なパフォ

ーマンスを発揮しているかの判断

を行うことである。第三に、社内

評価の適正判断である。社内評価

の適性判断とは、FA実施後に派遣

元企業へ戻ってきた社員に対し、

企業が適切な評価を下しそれを待

遇等に反映しているかの判断をする

ことである。 

 

（４）効果 

まず、FAプラットフォームの創設により既存の人材移動システムが抱える問題点を改善することが可能

である。先にも述べたが、本プラットフォームは≪FAを希望する人材≫と≪FA希望者を受け入れたい企業

≫とが個人的・独立的に登録している。このため、これまで一部的であった留職をはじめとする人材移動

図 6：FAプラットフォームのフロー 
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の範囲を直接的に拡大することが可能となる。人材と企業双方にとってのFA実施の可能性を高め、より広

範な人材移動が期待できるようになる。それに付随する効果として、モノ・サービスの開発から提供ま

で、全てのプロセスを自社内で完結させる自前主義的な日本企業の体質改善につながることも考えられ

る。また、政府が管理・運用を行うため、民間の第三者が提供するサービスを利用するよりも低コストで

FAを実施できる。さらに人材と企業を一括で管理しているため網羅性も高い。そして何よりも企業ではな

く個人先行でFAを行えるので、FA希望を叶えやすい。 

 そして何よりも、FAプラットフォームの利用によって、個人（＝社員）レベル・組織（＝企業）レベル

双方における多様性を育むことが可能となる。個人レベルでは、畑違いの仕事や職場を体験することで多

様な価値観や考え方を学ぶことができる。さらに、自身があたかも転職したかのような環境に身を置き未

経験の業務に就くことで、自身のキャリアアップにつながるというメリットもある。一方で組織レベルで

は、企業は異なる組織からの人材を受け入れることで、個人と同様に価値観や考え方の視野を広げること

が可能となる。そして、企業で新しい視点を取り入れて業務を改善することができるというメリットがあ

る。 

 さらに、グローバル化が進む中でこのプラットフォームは外国人労働者によっても使用される事が想定

され、多様な人材の流動性にもつながるのではないだろうか。 

 以上のように、FAプラットフォームの創設及びその利用により、社会全体で多様性を促進することがで

きるようになる。 

 

（５）課題 

本プラットフォームを通じたFAの実施により個人・組織レベル双方において多様性を促進することは可

能である。だが一方でFAの体験が必ずしも自社の仕事に結びつかないという危険性もある。この原因の一

つと考えられるのが、個人のモチベーション維持が難しいことである。FA時は業務を遂行していく中で多

様な考え方や価値観に触れ刺激を受けても、自社に戻って仕事に忙殺されるといつしかその刺激を忘れて

しまいがちである。このままではFAの実施自体が敬遠されてしまうため、結果として多様性の促進を阻害

してしまう。この課題を克服するためには、政府主導でFA経験者が集うイベントを催すことが有効だと考

えられる。FAでの学びを本業にどう活かしていくかを悩んでいる経験者も、他の経験者と叱咤激励するこ

とで奮起につながることもあるだろう。また、FAでの経験が活かせる業務に就かせないケースや、FA経験

を基にした提案等を上司が一蹴するというケースも考えられる。FA経験を活かすには派遣元の企業の意識

改革も不可欠である。  

 

３−２．ヤドカリ型弟子入り制度の導入 
（１）背景 

 第2章で先述した通り、破壊的なイノベーションを生むためには、ある程度組織のトップがプロジェク

トを牽引していくようなトップダウン型の組織構造が必要なのではないかと私たちは考える。現在でも、

ソニーのSAP制度やソフトバンクのイノベンチャー制度27など新事業創出に特化したトップダウン型組織作

りの試みはなされてきている。しかし、私たち学生でも知っているウォークマンのような革新的な製品・

サービスが世に生み出される件数はかつてに比べると未だ少ないように感じる。一方で、既存の組織構造

と異なるトップダウン型の組織構造を大企業全体に導入していこうとすると、会社全体の改革が必要とな

り、あまり現実的ではない。 

 ここで、一度ベンチャー企業に焦点を当ててみよう。例えば、ジュニア・アカデメイアでご講話をいた

だいた株式会社ユーグレナのCFO永田暁彦氏は、「ビジョンを共有できる人しか採用しない。」と講義で

                                                      
27ソフトバンク 「イノベンチャーとは」HP 

https://www.softbank.jp/corp/group/sbiv/about/business/ (最終閲覧2018年3月7日) 
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仰っていた。またインタビューの記事においても「『ここまで辿り着きたい』というゴールを、メンバー

と共有することが大切である28」と答えている。このように、明確な理念を持って創業していることや、

そのコンパクトな規模感により、トップダウン型の組織運営が実現できているのかもしれない。 

 しかしその一方でネガティブな側面も存在する。べンチャー企業の生存率は、創業から5年後は

15.0％、20年後には0.3％と年を追うごとに生存率が低くなっていく29。言い換えれば、いくら明確なビジ

ョンを持ってスタートしたベンチャー企業であっても、安定した経営を行えないと立ち行かなくなってし

まうのではないだろうか。私たちはこの原因を、経営ノウハウの不足に求めた。やはり、安定した経営を

続けている大企業が長年培ってきた経営ノウハウと比較すると、ベンチャー企業が持ち合わせている経営

ノウハウは不十分であると言わざるを得ない。実際に、新興成長企業100社に調査した結果を見ると、100

社の起業家のうち大企業出身者は32名と全体の約70％が大企業出身者でなく30、大企業を経験したベンチ

ャー企業経営者の数は少ない。 

 そこで、私たちは既存のトップダウン型組織であるベンチャー企業×大企業の安定した経営ノウハウとい

う観点から政策を提言する。 

 

（２）目的 

 本政策はベンチャー企業の組織形態をより安定的なものに発展させることが目的である。今後さらなる

躍進が期待される【ベンチャー企業】が、経営において成功体験を持つ【大企業】に限定的な一定期間弟

子入りを行い、経営ノウハウを学ぶ。このことにより、トップダウン型のイノベーションを生む組織構造

を兼ね備えているベンチャー企業が安定的に成長し、ウォークマンのような破壊的イノベーションと言え

る製品・サービスを生み出すことを最終目標として考えている。 

 

（３）政策概要 

 私たちが提言するのは、経営基盤や

システムがしっかりした大企業に期間

限定でベンチャー企業が弟子入りを行

う仕組みと、この仕組みを運用するた

めの法整備を求める政策である。 

 このシステムには、両者のインセン

ティブが揃っている事が必要である。

これに関して、昨今大企業によるベン

チャー企業への投資、M&Aが増えている
31という前提がある。これを所与とした

時、この政策は双方のインセンティブ

を整列させると考える。具体的には、

大企業は「投資先を見定める判断材料

                                                      
28創業手帳Web 「理念共有成功の鍵」HP 

 https://sogyotecho.jp/realtech-fund-2/ 2017年11月17日 （最終閲覧 2018年3月7日） 
29 慶応ビジネス・スクール 『「創業20年後の生存率0.3％」を乗り越えるには』HP 

https://www.google.co.jp/amp/business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/280921/022200058/%3fAMP=1 2017年3月21日 （最終

閲覧 2018年3月7日） 
30 Good find 「起業家100人のキャリア徹底解剖」HP 

https://www.goodfind.jp/articles/1263 2017年2月13日(最終閲覧2018年3月7日) 
31 MARRonline 「グラフで見るM&A動向」HP https://www.marr.jp/mainfo/graph/ (最終閲覧 2018年3月11日) 

図７：ヤドカリ型弟子入り制度の仕組み 
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が欲しい」というニーズを、ベンチャー企業は「資金調達を自身で行う事が難しいため32、投資をしても

らいたい」というニーズを持つと推測される。従って、この制度を整備する事で、両者をwin-winの形へ導

く。 

 ベンチャーを育成する似た様な制度は数々 存在するかもしれないが、本政策は、大企業にも直接のメリ

ットが存在する点、どの様な規模感のベンチャーにもこの制度が適用できる点により差別化される。 

 本題に入るにあたって、はじめに制度運用の流れについて説明する。企業同士のマッチングに関しては

M&Aマッチングを行っている主体であるコンサルティングファームや証券会社など、既存のインフラを利用

して行う事ができると考える。法整備に関しても、M&Aにおける事業譲渡の法律の仕組みを参照し、以下の

ようなフローを想定する。 

 

１．M&Aアドバイザリーとの契約 

ベンチャー企業と大企業はいずれもあらかじめM&Aアドバイザリーとの契約を交わす。その際、ベンチャ

ー企業は「大企業で何を学びたいか」を、大企業はどんなベンチャー企業をヤドカリとして迎え入れたい

かを伝えておく。 

 

２．マッチング 

M&Aアドバイザリーの仲介によりベンチャー企業と大企業をマッチングする。両者の開示情報に関する交

渉を経て合意に至れば「弟子入り」の契約を結ぶ。その際、企業間でM&Aを行う時と同様に、機密保持契

約の交渉・締結を行なっておく。(詳細は後述する) 

 

３．ヤドカリ型弟子入り実施 

上記にあるようにベンチ

ャー企業は大企業の経営ノ

ウハウを学び、大企業はベ

ンチャー企業への投資を決

める判断材料を集める。こ

の際、会計は別にすること

で「弟子入り」間の特別損

失などのリスクを避ける。

また経営も独立させ、運営

ノウハウだけ共有できる仕

組みを法律によって整備す

る。会計における法整備に

関しては本論から超越する

ため、今回は深く言及しな

いこととする。 

 

４．ヤドカリ型弟子入り 

  終了 

 大企業の一部門となって

いたベンチャー企業は元のベンチャー企業の形に復帰する。その後、大企業で学んだ経営ノウハウを活か

                                                      
32 大和総研 「ベンチャー企業の資金調達」HP http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-

mkt/12030201capital-mkt.pdf 2012年3月2日(最終閲覧2018年3月7日) 

図８：ヤドカリ型弟子入り制度のフロー 
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して安定的な経営を目指す。 一方で大企業はベンチャー企業を手放し、協業を通じて得た示唆を経営に反

映する、又は投資を行う。 

 次に制度を運営するための法整備について説明する。 

 これまでに、私たちが提案する弟子入り制度に似た政策が行われていなかった要因は、企業機密を守る

法制度が整備不足であるからではないかと私たちは考えている。 

そこで私たちはこの問題を解決するにあたり、M&A事業承継時の売り手企業と買い手企業の3つの契約を

流用できると考えた。 

M&A時の売り手企業と買い手企業の契約は大きく3つのプロセスを踏む。第一に「機密保持契約書」の作

成。第二に「基本契約書」の作成。そして第三に「最終契約書」の作成である。M&Aに関しては「最終契約

書」だけが法的拘束力を持つ33。私たちが提案する政策では、この「機密保持契約書」「基本契約書」

「最終契約書」の3つ全てに法的拘束力を持たせたい。また、これに違反した場合の罰則も明確に決めて

おく。 

具体的には、ベンチャー企業は機密保持契約内の経営ノウハウを活かしてビジネスを展開するのは構わ

ないが、契約外の機密事項を利用する形で収益を得た場合(または、機密事項を漏洩した場合)、罰則とし

て罰金や損害賠償を支払う責任を負う。 

大企業は上と同様に機密事項は保持していても構わない。しかし機密事項の利用はM&Aや投資の検討材

料としての利用に限る。違反した場合は同様に罰則として罰金や損害賠償を支払う責任を負う。 

国が介入し法を整備することで、企業機密情報が外部に拡散する事なく、安心して、ベンチャー企業に

とっては効率的な学習を、大企業もまた効率的な投資判断を行える。 

 

(４)効果 

 多少前述した部分もあるが、本政策によって、ベンチャー企業・大企業、双方にメリットが生じると考

える。ベンチャー企業は、①「経営ノウハウを学ぶ事ができる」②「投資が促進される」と考える。一

方、大企業は、③「従来のCVCの手法に対して、初期コストが大幅に削減される」と考える。 

これらのメリットによって、特にベンチャー企業の持続的成長をもたらし、本政策の目的を達成できる

と考える。以下にそれぞれのメリットについて詳述する。 

 

① 経営ノウハウを学ぶ事ができる 

  ベンチャー企業にとっての最大の利点はここにある。前述した様に、ベンチャー企業に不足する経営に

関するノウハウを、大企業の中で働く事から「実践的に」吸収し、フレームワークとして蓄積できる。本

政策を通して、理論では学びきれない経営の感性を学ぶ事で、ビジョンを持ったベンチャー企業が経営管

理の側面でも上手く機能すると考える。 

② 投資が促進される 

 経営ノウハウを入手する以外にも、ベンチャー企業にとってメリットがもたらされる。すなわち、ベン

チャー企業への投資の促進である。 

 投資が促進される経路は2つあると考える。1つ目は、弟子入り先の大企業からの投資である。2つ目

は、当該大企業以外の組織（他企業・金融機関等）からである。 

 前者に関して、前述した様に、弟子入り先の大企業は一連の制度を通じて一定の投資判断情報を得る事

が可能な為、対象ベンチャーへの投資のインセンティブが増加する。一方で後者に関して、具体的には、

弟子入りによって大企業に所属する事で、ある種弟子入り先企業から太鼓判を押された形になると考え

る。例えば、ベンチャー企業a社が大企業A社に弟子入り後、元の会社として存続する時に、客観的に見

れば、「A社の経営ノウハウを手に入れた会社」「A社が成長を促した会社」という状態になる。つまり、

                                                      
33山田ビジネスコンサルティング株式会社 「M&Aにおける契約」 HP  

https://www.y-bc.co.jp/ma/knowledge/post/practice/contract/ (最終閲覧 2018年3月11日) 
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A社ののれんを借りている状態である。従って、VCや買収候補先を探す企業にとって、与信リスクが低く

なり、優先的に投資や買収を試みる可能性がある。従ってベンチャー企業の市場価値は高まり、融資を受

やすいと言う側面で、持続的な成長と存続が見込める。 

③ 従来のCVCの手法に対して、初期コストが大幅に削減される 

従来のCVCでは、大きく分けて2つのコストが発生すると考える。1つは、交渉や統合の際の調整コスト

であり、もう1つは資本コストである。特に、資本コストで苦労する事が多いと予想される。というの

も、買収を行う際にバリュエーションやデューデリジェンスを通し企業価値を明確に測定しない限り、適

切な買収を実行できない為である34。 

 本政策ではこの手続きが削除される。具体的には、投資を発生させずに社内にベンチャーを誘致する為

に、実質資本コストがかからないと予想できる。加えて、事後的に買収を行う場合にも、弟子入りによっ

てベンチャー企業の情報を理解しているが故に、より正確なバリュエーションやデューデリジェンスが行

えると考えられる。 

 

３−３. テーマ投資としてのトライ指数(Try Index)の導入 
（１）背景 
第2章で先述した通り、トライアンドエラーのサイクルを繰り返す事はイノベーションを生み出す上で

重要であるが、日本ではトライアンドエラーのサイクルが不足している。この背景には、様々 な理由があ

ると考えられるが、ここではそのうちの2つに言及する。まず現在の投資家の短期志向があるのではない

か。55％のCFOは、NPVが正の投資案件でもそれが次の四半期の利益目標を達成できなくするなら拒否する

こと35や、日本の投資家の投資期間は平均数ヶ月ほどと短いこと36など、現在の投資家の短期志向を反映し

て企業の経営も短期志向的となっている。さらに、日本における失敗を許容されにくい文化があるのでは

ないか。私たちが今まで学生生活を送ってきた中で、感覚的ではあるが、日本には失敗が許容されない文

化があると感じている。有識者、現場の声からもこの傾向は読み取れ、日本で失敗が許容されない文化に

ついてはユニクロの柳井氏やPwCの野口氏が、反対にイノベーションが活発なアメリカでは失敗が許容さ

れる文化があることについては米ビートラックスのブランドン氏が、それぞれ言及している37。この様な

原因から、日本ではトライアンドエラーのサイクルを繰り返しつつ、長期的に企業価値を向上させる経営

が行えなくなってしまっているのではないだろうか。その為、日本企業はトライアンドエラーのサイクル

が重要だと認識しているものの、企業経営としてトライアンドエラーのサイクルの推進が難しいというジ

                                                      
34 日本総研 「いま必要とされるCVCへの取り組み」HP 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/7667.pdf 2014年10月8日(最終閲覧 2018年3月11

日) 
35 マッキンゼー “MEASURING THE ECONOMIC IMPACT OF SHORT-TERMISMHP”HP  https://www.fcltglobal.org/docs/default-

source/default-document-library/20170206_mgi-shorttermism_vfinal_public.pdf?sfvrsn=0 2017年2月(最終閲覧2018年3月

7日) 
36 みさき投資株式会社「投資される経営、売買される経営」HP http://www.jpx.co.jp/equities/listed-

co/seminar/management/tvdivq0000005pdc-att/01_nakagami_shiryou.pdf 2016年9月12日(最終閲覧 2018年3月7日) 
37 事業構想 「失敗を恐れない日本人であれ」HP https://www.projectdesign.jp/201601/chance-in-mature-

industry/002630.php 2016年 1月(最終閲覧 2018年3月11日) 

日本経済新聞 「失敗は一時の恥、成功は一生の栄光」 

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO18119160W7A620C1X12000/ 2017年6月30日(最終閲覧 2018年3月11日) 

日本経済新聞 「どう増やす日本の学生起業家 失敗許す風潮必要」 

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO03273400W6A600C1X12000/ 2016年6月10日(最終閲覧 2018年3月11日) 
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レンマに陥っているのだろう。そこで私たちは企業にトライアンドエラーのサイクルを促進させるような

環境づくりを投資の面から考え、トライ指数(以下、TINとする)の導入を提言する。 

イノベーションに対する姿勢を評価する制度は、経済産業省が主催しているサプライチェーンイノベー

ション大賞38や日経BPが行なっているイノベーター大賞39があげられる。しかし、具体的な審査基準は明

確化されておらず、また各企業の提出した事例を審査し、選ぶといった事例ベースでの審査がなされてい

た。私たちは、できる限り各企業のトライへの姿勢を明確かつ客観的な基準のもとに数値化し、指数とし

て評価基準を定めたいと考えた。 

モデルとしたのはMSCI日本株女性活躍指数である。MSCI日本株女性活躍指数(WIN)は、時価総額上位500

銘柄(MSCIジャパンIMIトップ500指数)を対象とし、MSCIが新たに開発した性別多様性スコアに基づき、業

種内で性別多様性に優れた企業を選別して構築される。職場において高いレベルで性別多様性を推進する

企業は、将来的な労働人口減少による人材不足リスクにより良く適応できるため、長期的に持続的な収益

を提供するとの考えから、MSCIは、性別多様性を推進する企業へのエクスポージャーを模索する機関投資

家をサポートするため、MSCI日本株女性活躍指数を開発した40。 

MSCIとは、米国のモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルのことである。同社が開

発・算出している世界の株価指数「MSCIワールド・インデックス」は、世界的な証券投資のパフォーマン

スを測定するために、世界の機関投資家が運用の目安とするほどの影響力を持つ。MSCIの指数に採用され

組み入れられると、指数に連動しているファンドの買い需要が発生する可能性が高まる。したがって、企

業にとってMSCIの指数に登録されること自体が大きなメリットとなる。同様に女性活躍指数についても、

指数に登録されること自体に企業は大きなインセンティブを感じ、女性活躍を推進する行動へとつなが

る。同時に女性活躍が進んでいる企業へ投資家から投資が増えることにもつながっているだろう。 

このように、企業を適切に評価し投資家の投資に影響を与えるようなインデックスのテーマとして、ト

ライアンドエラーも取り入れるべきである。政府主導でMSCIのような著名で影響力のある指数算出会社と

共にTINを構築する。質の高いトライアンドエラーのサイクルを繰り返すことで、より高い評価と多くの

投資を得られるという認識を企業に与える。またそのような企業を投資家が応援するというトライアンド

エラーを促進するような環境づくりを行うことが重要であると私たちは考える。 

 

（２）目的 

TIN導入の目的として以下の3点がある。第一に、TINに登録されるようなトライアンドエラーのサイク

ルが積極的に行われている、イノベーション創出に向けて活発な企業への投資が増える事である。第二

に、そのような企業が優良企業として有名になる事である。第三に、指数に登録されるインセンティブが

生まれ現在トライアンドエラーのサイクルが活発でない企業の中でもサイクルを活発化させようとする企

業が増える事である。 

そして、サイクルを活発化させようとする企業数、そのような企業への投資額両面において成果をあげ

られる可能性がある点でこの政策は有効なのではないかと私たちは考えている。  

 

 

                                                      
38 経済産業省 「サプライチェーンイノベーション大賞2017」 HP 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sci_2017.html 2017年(最終閲覧2018年3月7日) 
39 日経ビジネス 「決定！日本イノベーター大賞2016」HP http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/102700078/ 

2016年(最終閲覧 2018年3月11日) 

日経ビジネス 「日本イノベーター大賞2017」HP http://business.nikkeibp.co.jp/innovators/ 2017年(最終閲覧2018

年3月11日) 
40 MSCI「日本株女性活躍指数 (WIN)」 HP https://www.msci.com/msci-japan-empowering-women-index-jp (最終閲覧 2018

年3月7日) 
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（３）政策概要 

私たちはTIN推進の中心ア

クターとして経済産業省を想

定している。経済産業省は特

別試験研究費税額控除制度41な

ど、イノベーションへの取り

組みに積極的な企業へ補助を

行っている。このため、経済

産業省がTIN制度を推進し、信

頼度の高い日本の格付け会社

に委託を行い、委託している

ことを公表し、投資家・企業

ともに指数に対する信頼度や

注目度を高めようと考えてい

る。 

TINの枠組みとしては、トライへの取り組みをリスクがあっても積極的に「挑戦する」、過去の失敗を

「分析する」、その分析を次回以降の事業に「生かす」、そのようなトライアンドエラーのサイクルを企

業内で「実践する」の4つのフローへと分類し、初めの3フローをパフォーマンススコア、最後の１フロ

ーを定着スコアとして評価付けを行い、そこから導き出される値をトライスコアとして算出、格付けを行

う。図9にスコア算出のフロー、表5にスコア算出の構造について示す。パフォーマンススコアでは、企

業のトライへの姿勢を定量的な値で示すことをテーマとして、「挑戦する」、「分析する」、「生かす」

の三分野に対し、5つの指標を設定し、合理的にスコアリングを行う。パフォーマンススコアの比重は

75％とし、三分野に関する指標5つについてデータを元に10段階のスコアリングをした後、企業からの各

指標の開示率に応じてディスクロージャー割引を行う。このことで情報開示のインセンティブを企業に持

たせる。また、開示の際には政府から委託された第三者評価機関が正しい値を公表しているか監査を行

い、信頼性の担保を行う。実践スコアでは定着などの定性的な面からのスコアリングを行う。実践スコア

                                                      
41 経済産業省 「特別試験研究費税額控除制度ガイドラインについて」HP 

http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax-guideline.html 2017年7月12日(最終閲覧 2018年3月7日) 

図９：トライスコア算出のフロー 

表５：トライスコア算出の構造 

表５：トライスコア算出の構造 
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の比重は25%とし、トライを認めるビジネスモデル受容への監督、トライを促進するプログラム整備状況な

どについて企業側に定性的な文章のガイドラインの提出を求め、審査員が10段階でスコアリングを行う。

この両者のスコアを足しあわせたものをトライスコアとして算出し、スコアを元に企業格付けを行う。 

 なお導入初期は、知名度のないインデックスに登録されるインセンティブがあまりないと考えられるた

め、政府主導でTINの知名度や付加価値上げを、プロモーションを中心に行う。また、TINに登録された企

業のリターン率の高さをただ公表するだけでなく、大 的々に告知していくことでサポートを行う。 

 

（４）効果 

まず、TINの創設により、投資家の中に「トライ」という新たな企業への評価軸が生まれることがあげら

れる。政府主導で行うために注目を集めることは予想でき、投資家らのマインドにこの指数は印象づけら

れると同時に、高評価でインデックスにも採用されるような企業への社会的評価は高まるだろう。その結

果、「トライ」面で高評価の企業への投資が増える可能性があり、イノベーションを生み出すのに適した

土壌を持つ企業へ集まる資金が増えることになる。集まる資金が増えることにより、企業はより一層のト

ライアンドエラーのサイクルを推進することができるようになるだろう。同時に、現在トライスコアが低

く、トライアンドエラーのサイクルが進んでいない企業に関しても、社会的評価向上や資金調達の面で指

数を高めるインセンティブが生まれ、トライスコアを高める自助努力を行うと考えられる。また、TIN高評

価企業に関して格付け会社がリターン率等調査を行い、リターン率に関しても高リターンが見込まれる、

といったデータを得ることができれば、リターン率のみに依存して投資対象を決定するような投資家層も

TINへの投資家として取り込むことが可能となり、投資家の規模を大きくすることができるだろう。 

また、副次的な効果として挑戦する環境の整った企業に挑戦意欲の高い人材が集まることもあげられ

る。就職活動の際、企業の方からよく「うちの会社はチャレンジできる風土だよ」とお話しいただくこと

が多いが、実際のところ参照可能なデータなどは何もないため、学生視点からはよく分からないのが現状

である。しかし、このTINが生まれることにより、トライへの会社の姿勢が明らかとなり、学生側からの

より正しい企業理解、企業側へのチャレンジ精神溢れる優秀な人材獲得にもつながる。 

以上のように、投資家、そして企業両面へ影響を与えることにより、社会全体としてトライを促進する

企業風土づくりを行うことができるようになる。 

 

 

【終わりに】 

 以上が、「日本のイノベーションを活性化させることで産業界を盛り上げたい」と考える私たちの政策

提言である。ウォークマンのようなライフスタイルを一変させるような革新的な製品・サービスが、かつ

てほど日本から生み出されていないという問題意識を出発点に政策を考案した。ウォークマンのケースス

タディから個人・組織レベルでの多様性、ビジョンの全社的浸透、失敗を乗り超え未知の領域に行動する

というイノベーション創出要因を私たちなりに抽出し、この三点のポイントにそれぞれ対応するFree Agent

プラットフォームの創設、ヤドカリ型弟子入り制度の導入、テーマ投資としてのトライ指数(Try Index)の導

入を政策として掲げた。 

 このように、イノベーション創出のための環境整備の点から制度を導入することによって、グローバル

社会でも競争力のあるイノベーションを日本発で世界へと連発し、最終的には日本の国際的なプレゼンス

を高めることを目標としたい。先日の日経新聞でも記事にあったが、大学発ベンチャー企業が2017年度に

始めて2000社を上回った。政府の後押しもあり、今後ますます増加することが見込まれる。破壊的イノベ

ーションの種は他国に比べ出遅れたものの増殖期に突入した。この種に芽をつけ、花を咲かせられれば日

本経済の未来は明るい。政府の施策と我々 の提言を組み合わせることで、産業界を一層盛り上げ、イノベ

ーション大国日本を再び世界に知らしめたい。目まぐるしく変化していく国際社会の中で、今後も日本が

魅力ある国として高いプレゼンスを保持し、世界の産業界をリードする存在となることを願い、本稿を終

える。 
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