
 

 

 

 

 

 

偉大な発明をする人

は、普通の人が気がつか

ないこと、見えないもの

が見えたと思います。そ

れは子供の目と心だっ

たのかもしれません。 
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１．ごあいさつ 

息子に粘土を買ったら、最近はいろいろなものを

つくって楽しんでいます。おかげで床に細かい粘土

が落ちて大変ですが。 

彼は粘土やブロックで、車や飛行機を作って見せ

くれますが、私にはどう見てもそう見えません。 

きっと彼の目には、ただの粘度やブロックでなく、

頭の中で想像した車や飛行機の姿が見えているの

かもしれません。 
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２．イノベーションについて 

 

 

子供の目には別の物かも… 

環境の変化は、緩やかな変化でした。その結果、同

社は環境の変化に気づかず経営が悪化しました。 

一方写真のデジタル化というイノベーションに

直面した富士フイルムは、市場の急激な減少に見舞

われましたが、見事に乗り切りました。 

もし自社の主要な取引先が、このような急激な変

化に直面したらどうなるでしょうか。それには日頃

から技術や市場の動向を観察し、イノベーションの

兆しを察知することが重要と考えます。 

ものづくり通信第 16 号は、再びイノベーション

特集です。イノベーションについては第９号でも特

集しました。http://ilink-corp.co.jp/1089.html 

今回は、優良企業にノベーションが起きない理由

と、すり合わせ型ものづくりについて、書きました。 

イノベーションが恐ろしいは、ゆるやかな変化と

異なり、トップ企業が短期間で市場から退出し新た

な企業「イノベーター」が取って代わるからです。 

前号で紹介した変化の中で、池貝鉄工所に起きた 

イノベーションの定義 

イノベーションとは何でしょうか。 

イノベーションの定義（ウィキペディアより） 

「全く新しい技術や考え方を取り入れて、新たな 

価値を生み出して、社会的に大きな変化を起こす 

こと」 

一方オーストリア出身の経済学者シュンペータ

ーは、イノベーションとは、 

【経済活動の中で生産手段や資源、労働力などを、

それまでとは異なる仕方で新結合すること】 

と定義しました。 

つまりイノベーシ

ョンは発明である必

要はなく、今あるも

のを今までとは異な

るやり方で結びつけ

るだけでも実現でき

ます。 

むしろ全く新しい発明は、市場がないため、市場

の形成に時間がかかります。その間に新規参入企業

は資金が続かなくなることが少なくありません。 

 

シュンペーター 

イノベーションの例 《電話》 

1875 年グラハム・ベルが電話の特許を取得しました。電話は電信事業

を発展させるためのものと、ベルは考えていたため、電信会社ウェスタ

ン・ユニオンに技術を１０万ドル（現在の貨幣価値で１７０万ドル）で

譲渡を持ちかけました。 

 ウェスタン・ユニオンのウィリアム・オートンは、 

「この会社が電気を使ったおもちゃごときをどうやってものにしろとい「この会社が電気を使ったおもちゃごときをどうやってものにしろとい「この会社が電気を使ったおもちゃごときをどうやってものにしろとい「この会社が電気を使ったおもちゃごときをどうやってものにしろとい

うのかね」うのかね」うのかね」うのかね」と言いました。 

 

初めて電話をテストするベル 
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ではない企業から生まれます。トップ企業が今まで

にやってきたやり方と、意思決定の判断基準は、自

社を現在の地位に押し上げるためのものでした。こ

のやり方と判断基準がイノベーションを阻害しま

す。これが「イノベーションのジレンマ」です。 

イノベーションのジレンマは、以下のような過程を経て発生します。 

 

(1) 新たな企業が低価格品市場に参入 

新たな企業（イノベーター）は、簡素な機能の低価格な製品でも収益を上げられるビジネスモデルを

構築し、低価格品市場に参入します。 

新規参入企業にとって、低価格品市場でも十分な市場規模であり、従来品より低い価格により、 

これまで顧客でなかった層が、新たな顧客になります。 

 

(2) 上位市場に進出 

新規参入企業の低価格品は、次第に機能が向上し、上位市場までも占有し業界の優良企業となります。 

 

(3) 利益と売上が最大になるような経営資源の配分 

この新たな企業が、新たなビジネスモデルで低価格品市場から高価格品市場まで占有し、業界の優良

企業になると、競争に勝ち残るために、より良い製品やサービスの提供に全力を上げます。そのため

には最も成果が期待できる分野に重点的に経営資源を投入します。 

 

(4) ⼩規模な市場では⼤企業の成⻑ニーズを満たさなくなる 

そうなると、低価格品市場や新市場で新たなニーズが見つかっても、市場規模が小さすぎると感じま

す。その結果、貴重な経営資源を、主力製品の開発から割いてまで取り組む魅力を感じません。 

 

(5) 存在しない市場は分析できない 

開発の効率を高めるためには、市場の動向を調査し、顧客のニーズに合った製品や技術を開発する必

要があります。しかしイノベーションによる全く新しい製品の市場は、今まで存在しませんでした。

存在しない市場は分析できません。存在しない市場は分析できません。存在しない市場は分析できません。存在しない市場は分析できません。 

実際、画期的な製品では、市場調査と事業計画が役に

立った実績はほとんどなく、多くの専門家の予測は外れ

ます。 

イノベーションにより全く新しい市場に挑むには、 

市場規模も売り上げも分からない事業に、資金と人を 

投入するという極めて困難な意思決定が求められます。 

業界のトップ企業であるが故に転落する 

多くのイノベーションは、ベルの発明ほど斬新で

ないかもしれません。しかし、なぜ経営トップは 

イノベーションを見過ごし、優良な市場を新たな 

ライバルに明け渡してしまうのでしょうか。 

多くの場合、イノベーションは業界のトップ企業 

ベルは仕方なく自ら事業化しました。 

1978 年コネティカット州に最初の電話会社が設

立されました。通話距離はわずか数マイルにすぎま

せんでしたが、電話は近隣のオフィスや裕福な家庭

の使用人との通話手段として広まりました。 

1900年には利用者数は 100 万人を超え、1910年

ベルの電話会社ＡＴ＆Ｔは、ウェスタン・ユニオン

の経営権を買い取りました。最初の電話会社設立か

ら３２年後のことでした。 

 

市場のない製品に市場調査？ 
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専門家の迷言１ 

「専門家ですら読み切れないのか」「専門家だから間違えるのか」以下に歴史的な発言をあげます。 

「テレビは半年もすれば市場から消える。毎晩、合板の箱を凝視することに、人はすぐ飽きるだろう。」「テレビは半年もすれば市場から消える。毎晩、合板の箱を凝視することに、人はすぐ飽きるだろう。」「テレビは半年もすれば市場から消える。毎晩、合板の箱を凝視することに、人はすぐ飽きるだろう。」「テレビは半年もすれば市場から消える。毎晩、合板の箱を凝視することに、人はすぐ飽きるだろう。」 1946

年ダリル・ザヌック（２０世紀フォックスのプロデューサー） 

「世界に“コンピューター”は「世界に“コンピューター”は「世界に“コンピューター”は「世界に“コンピューター”は 5555 つあれば足りる」つあれば足りる」つあれば足りる」つあれば足りる」1943 年トーマス・J・ワトソン(IBM初代社⻑) 

「彼らのサウンドは好きになれない。ギターのグループは廃れつつある。」「彼らのサウンドは好きになれない。ギターのグループは廃れつつある。」「彼らのサウンドは好きになれない。ギターのグループは廃れつつある。」「彼らのサウンドは好きになれない。ギターのグループは廃れつつある。」1962 年デッカ・レコーズ 

ビートルズを拒んだレコード会社 

メーカーが開発したユニット（モジュール）を組合

せて、製品を実現する「モジュール型」の製品があ

ります。 
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(6) 組織の能力は、無能力の要因になる 

従来の持続的な技術開発のために、効率化された組織や有能な人材と、「価値基準」は、新たなイノベ

ーションに取り組む際には、むしろ妨げとなってしまいます。 

 

(7) 技術の供給は市場の供給と等しいとは限らない 

技術が進歩することで、既存技術の製品はいずれ顧客のニーズを超えてしまいます。その結果、顧客

の選択基準は、性能から信頼性、利便性、最終的には「価格」へ変わります。 

その間、企業は競争力を

高めるために、より高性能、

高利益率の高価格品市場を

目指します。 

その結果、低価格品市場

に空白ができ、新たな低価

格品技術やイノベーション

を起こした競争相手が入り

込む余地ができます。 

この製品の性能が市場の

需要を追い抜いてしまうこ

とが、製品のライフサイク

ルの各段階を移行する最も

大きな要因です。 

顧客の要求を超えてしまうと、新たな挑戦者が現れる 

【相互依存型アーキテクチャ】 

 製品を構成する技術が「十分でない」状態にある時、個々の要素の間の特性を最適にチューニングする 

必要があります。これは製品の設計思想にも関わり、「相互

依存型のアーキテクチャ(設計思想)」と呼ばれます。別名

「垂直統合モデル」、あるいは「すり合わせ型ものづくり」

とも呼ばれています。 

 

 例えば、初期の大型コンピューターは、プロセッサから

メモリ、オペレーティングシステムや入出力機器まで、全

てが最適な性能を発揮できるように設計され、チューニン

グされていました。メーカーは個々の要素技術に対する 

高度な技術力が必要でした。このような時、新たな企業が

参入しても成功するのは容易ではありません。 

 

相互依存型の大型コンピューター 

技術の進歩と製品の陳腐化 

製品には、自動車などのように製品を構成する各要

素が、それぞれの特性を適切にチューニングして、

性能を実現する「相互依存型」の製品と、専門 
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明治維新の後、⽇本は急速に⻄欧⽂明を吸収しまし

た。その知られていない原動力に数学があります。

江⼾時代には、高度な数学が日本にありました。 

1713 年スイスのベルヌーイは、以下の「べき乗

数列の和の公式」を発表しました。しかし、これは

1 年前の 1712 年に関孝和が発見していました。 

関・ベルヌーイの公式 

【モジュール型アーキテクチャ】 

競合との競争に打ち勝つために、企業が製品の 

性能や機能を高めていくと、いずれ顧客の要求を 

超えてしまいます。その結果、メーカー間の性能の

差は少なくなり、重要なのは価格になります。 

そうなると、個々の要素を最適にチューニングす

るより、個々の要素(モジュール)を標準化し、大量

生産して価格を下げた方が、競争力が高まります。

こうしてモジュール型の製品アーキテクチャに 

移行します。 

 

日本は「すり合わせ型のものづくりが強い」と 

言われています。しかしこの考えに従えば、一つの

製品がずっと「すり合わせ型」でいることはありま

せん。いずれ性能が顧客の要求を追い越し、モジュ

ール型に移行します。それは自動車も例外ではない

と考えます。 

和算の起源は中国で発達した「算学」です。日本

はこれを独自に発展させました。吉田光由が 1627

年に出版した「塵劫記」は江⼾時代を通じてベスト

セラーとなりました。井原⻄鶴や⼗返舎⼀九といっ

た人気の文学作品よりも売れました。 

多くの江⼾の⼈々が和算に夢中になりました。 

しかもこの塵劫記は日本初のカラー刷りでした。 

海賊版が出回るようになったのを見た吉田は、誰に

もまねのできないクオリティの新装版を出そうと

考え、多色刷りにしたのです。この多色刷りの技術

は、その後、浮世絵として花開きます。 

 

３．モノづくり温故知新 「庶⺠が連⽴⽅程式を趣味で解く！」和算という⽂化 その１ 

 

 

モジュール型アーキテクチャのパソコン 

専門家の迷言２ 

「将来的にもパソコンのメモリは「将来的にもパソコンのメモリは「将来的にもパソコンのメモリは「将来的にもパソコンのメモリは 640KB640KB640KB640KB もあれば充分だもあれば充分だもあれば充分だもあれば充分だ。。。。」」」」1981 年ビルゲイツ（マイクロソフト創始者） 

「複写機の潜在的な世界市場は、最大５千台と思われる「複写機の潜在的な世界市場は、最大５千台と思われる「複写機の潜在的な世界市場は、最大５千台と思われる「複写機の潜在的な世界市場は、最大５千台と思われる。。。。」」」」1959 年ＩＢＭの幹部（ゼロックスの創始者に 宛

てた手紙） 

「個人が自宅にコンピューターを持つ理由はない。」「個人が自宅にコンピューターを持つ理由はない。」「個人が自宅にコンピューターを持つ理由はない。」「個人が自宅にコンピューターを持つ理由はない。」1977 年ケン・オルセン（DEC社の創業者兼社⻑） 

���
�

���

� �k∁�
�

���

��
����	�

� 	 1 � � 

この関孝和は円周率π

を計算する過程で、1926

年アレグザンダーエイト

ケンが発見した「エイト

ケン加速法」も 200 年以

上前に 発 見 し て い ま し

た。 

さらに弟子の建部賢弘

は、1910年ルイス・リチ 

ャードソンが発見した 

「リチャードソン加速」を考え出しています。 

 

 

塵劫記 

関孝和 
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５．編集後記 

 

イノベーションについて考えるほど、昨今の企業の

管理体制や業績評価が、イノベーションから遠ざか

っていく気がします。かつてのソニーのようなワク

ワクする製品が再び生まれることを願ってやみま

せん。 

本ニュースレターが不要な方はお手数ですが 

下記通信欄に、お名前又は社名と｢不要｣とご記入の

上、FAXして頂くか、メールにて不要とお知らせく

ださい。 

通信欄 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。 

 

株式会社アイリンク 代表取締役 照井清一 

〒444-0202 愛知県岡崎市宮地町馬場 17-1 

TEL 0564-55-5661  FAX 0564-52-5364 

URL : http://www.spiral.ilink-corp.co.jp 

Email: terui@ilink-corp.co.jp 

Facebook：https://www.facebook.com/se.terui 

メルマガ （まぐまぐから下記に移行しました。） 

http://spiral.ilink-corp.co.jp/malmag.html 

 

 

変化が非常に早く、しかも激しい今日、変化の兆

しをつかみ素早く対応するには、幅広い情報を収集

する必要があります。しかし多忙な経営者にとって

容易ではありません。 

そこで毎月 第３日曜日、ものづくりや企業経営

などのテーマを学ぶワークショップを開催してい

ます。講師が 1時間解説し、1時間参加者がディス

カッションを行います。 

第１回は「変化への対応」というテーマで 8 人が

参加され、活発なディスカッションになりました。 

第１回の資料はこちらからダウンロードできます。 

http://ilink-corp.co.jp/1669.html 

第２回は本ニュースレターのテーマ「イノベーシ

ョン」について、より深く考えます。 

日時 ２月１5日(日) 

   9:30〜11:30 

場所 刈谷市産業振興 

センター302 会議室 

参加費 500 円 

どなたでも参加できます。 

申込みは前日までに 

電話(0564-55-5661)かメールでお願いします。 

 

日曜日の朝をリフレッシュ 

この塵劫記、数の読み方に始まり、九九やソロバン

を使った計算方法、商売、測量や両替の計算方法な

ど庶⺠の⽣活に密着した内容でした。後半は、ねず

み算などの問題を、イラストを交えてクイズ形式で

載せました。どうして江⼾時代、和算が盛んになっ

たのでしょうか。 

戦乱の世が終わり、戦がなくなると各藩は召し抱

えた浪⼈を整理しました。江⼾時代初期には藩の 

取り潰しも多く各地で浪人が生まれました。 

この時代、新たに藩に召し抱えられるためには、

剣術よりソロバンが有利でした。浪人達は熱心に 

算術を学びました。また武士や商家は子供をお寺に

預けて、読み書きそろばんを習わせました。 

 

当時、庶⺠も幕府の出す「御法度」などの⽂章を

読む必要がありました。また絹織物や漆などの特産

物を⽣産するようになり、農⺠にも読み書きそろば

んが必要になりました。 

そこで８代将軍吉宗は、全国の大名に対して「寺

子屋設置例」を出し、全国に寺子屋が広まりました。

その結果、⼗⼀代将軍家⻫の時代には、識字率が 

７０％に達したそうです。 

⽇本の近代化には、江⼾時代の庶⺠の⾼い読み書

きの能力が貢献しました。これは徳川 300 年間の 

太平の世がもたらしたものでした。 

次号では和算と洋算の違いについてお知らせし

ます。 

４．未来戦略ワークショップのご案内 
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