
 

 

 

 

 

モノづくり通信モノづくり通信モノづくり通信モノづくり通信     

Vol.33 2016 年７月発行 

１．ごあいさつ  

これから暑くなる季節、

脳をいたわるためにも水

分はしっかり取りたいも

のです。まあ年相応に追

い込まないのが正解かも

しれません。 

 

－ 1 － 

２．イノベーターを席巻する模倣者とは？イノベーションとイミテーション 

 
弊社がイノベーションをたびたび取り上げる理由

はイノベーションによりそれまでの製品が一気に変

わってしまうからです。 

多くの中小企業が下請け企業のため、取引先の大企

業がイノベーションの波に呑まれ、製品がなくなって 

しまえば大変なことになります。 

例えば国内の基板実装メーカーの多くは主要取引

先の家電や携帯電話が衰退し、事業縮小や廃業となっ

ています。同様のことが今の取引先に起きないか常に

目を配る必要があります。 

梅雨に入り蒸し暑い日が増えましたが、いかがお過

ごしでしょうか。株式会社アイリンクの照井清一で

す。 

最近水泳の後、軽い頭痛があり調べたところ、「労

作性頭痛」といって、一時的な脳血管の拡張や体内の

水分不足が原因のようです。それとも練習不足なのに

追い込んで脳が酸欠になったのかもしれません(笑)。 

(1) 専門家の語るイノベーションへの疑問 

イノベーションについて経営書や専門家の意見を振り返ると、当時の成功事例が今は失敗していることに気

がつきました。これは、その時の良い企業にもっともな理由をつけただけの後出しじゃんけんではないかとい

う気もしてきます。 

� 日本はすり合わせ型ものづくりに強い 

パソコンのように互換性のあるモジュール部品を組合

せる「モジュール型製品」に対し、個々の部品の特性を

調整して性能を実現しなければならない「すり合わせ

型ものづくり」は、日本が強いと言われています。 

しかし、「すり合わせ型ものづくり」のデジカメ、液

晶パネルなどは、日本の優位を保つことができなくな

っています。 

図１初代 iPhone 

イメージ写真です 

� 主要技術を特許で固める 

ＤＶＤは日本が独自開発した技術で、主要特許はほと

んど日本が押えています。しかし日本製のＤＶＤプレ

ーヤーは今やほとんどありません。 

� 専門家も誤る 

破壊的イノベーションの理論で有名なクリステンセン

氏は、2007年に発売された iPhone に対し次のように

評しました。 

「私の理論でいくと、アップルは iPhone で成功しな

い。彼らは同じ産業の既存のプレーヤー同士の異常な

までに競合するということが動機になっているにすぎ

ない。それでは本当に破壊的とは言えない。歴史を見

る限り、成功の可能性は限られている。」 

クリステンセン氏でさえ iPhone の特徴である「外出

先でもどこでも簡単にインターネットが使える点」が、

いかに破壊的なものであるか気がつきませんでした。 

(2) 革新的であるがゆえに理解されない  

革新的であるがゆえに、誰も革新的なことが分からないというのが、イノベーション

の一面です。 

そのため、多くのイノベーターたちは、上司から認められることなく、あるいはこっ

そりと隠れて何年も革新的な技術やアイデアを開発してきました。 

クリステンセン氏のようにイノベーションを研究している専門家でさえ誤るとした

ら、誰が新しい製品や技術の革新的な点を見きわめることができるでしょうか。 
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カメラ事業からコピー機事業に軸⾜を移しつつあった⼩⻄六写真⼯業で

百瀬氏はオートフォーカスカメラの研究を続けましたが、ついには研究費も

なくなりました。上司は隠れ蓑となる研究テーマを与えて、会社には内密で

研究費を捻出し、「ジャスピンコニカ」が生まれました。 

(3) イノベーションよりイミテーション 

そう考えるとパイオニアとして新たな道を切り開

くより、イノベーターが切り開いた道を後から追っ

た方が成功する確率が高いかもしれません。 

(5) 模倣者の成功事例 

60 万ドルの資本金で立上げた米国のビジオ社は、現

在はアメリカ市場でサムソンに匹敵するシェアを確保

しています。同社は研究開発や製造に投資しておらず、

株主である台湾の OEM メーカーと契約してコストコ、

ウォルマート傘下の大規模小売店を通じて販売してい

ます。 

(6) アップルはイノベーターでない 

実は、多くの技術を自前で開発したソニーとは対照的

に、アップルから生まれた新技術は多くはありません 

ジョブズ自身 

「次の革命を起こそうとするな。スマートで手頃な消

費者商品を作り出せば、それでいい」と語っています。 

(4) 松下電器の模倣戦略 

模倣戦略が徹底していたのが、かつての松下電器（現

在のパナソニック）です。ランチェスター戦略ではシェ

ア１位の企業は、２位以下の動きに気を配り、新たな製

品が出たら間髪を入れず対抗製品を出し１位の座を守

ります。創業者の松下氏は、このランチェスター戦略を

学び、実践していました。 

(6) 模倣者の利点 

① イノベーターが労力をかけて新たに創り出した市

場にただ乗り（フリーライド）できる。 

② すでに完成した技術をコピーするため研究開発費

を節約できる。この研究開発費にはイノベーターが

商品を当てるために費やした数々の失敗も含まれ

る。 

③ すでに顧客に認知されているのでマーケティング

費用が節約できる。 

④ ベータマックス対ＶＨＳのような覇権争いに巻き

込まれることなく、市場を制覇した陣営に最初から

加わることができる。 

そして現実には、イノベーター達が苦労して開拓

した市場を模倣者が奪い、イノベーターを追い落と

しているのです。 

松下氏は、 

「うちはソニーという研究所が東京にありましてな

あ、ソニーさんがね、何か新しいものをやってね、こ

らええなとなったら、われわれはそれからやりゃあい

い」と語っています。 

大規模小売店のネッ

トワークを活用して

競合企業より安く売

ることで優位性を得

ています。 

⑤ イノベーターの製品の欠点が分かっているの

で、最初からより優れた製品を提供できる。 

⑥ イノベーターは成功体験のため自信過剰に陥

り、顧客の声をよく聞くことをないがしろにす

ることがある。しかし模倣者は商品の良さや使

い勝手でイノベーターを凌駕しなければならな

いため、そのような自己満足に陥ることがない。 

アップルは、自社のアイデアと外部の技術を縫い

合わせて、エレガントなソフトウェアとスタイリッ

シュなデザインでまとめたことが強みでした。つま

り技術のオーケストレーター、あるいはインテグレ

ーターでした。 

図２ 世界初の量産AFカメラ 

ジャスピンコニカ 

図３ 米国でサムソンについで 

NO.2のシェアのVIZIO 社 
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３．ものづくり温故知新「愚行と呼ばれて 20 年、17 歳の夢を実現」 

 
1878 年、アイルランド出身のアメリカ人教師ホランドは、17 歳の時に設計した

潜水艦をつくろうと決心しました。そして借金をして作り上げた世界最初の潜水艦

ホランドⅠをパイサック川に進水させました。しかし一人乗りの潜水艦はそのまま 

(9) イノベーションだけでなく模倣者にも注意 

� 模倣者が容易に現れる市場は危険 

例えイノベーターとして先行者利益を享受してい

ても、その後、短期間に市場から退出することもあ

ります。下請け企業は自社の主要な取引先にそのよ

うなリスクがあれば、新たな顧客を開拓するなど直

ちに次の手を打つ必要があります。 

� 自社製品の場合、模倣者対策が必要 

本当に良いものは、必ず模倣者が現れると考えなけれ

ばなりません。そして特許や商標が自社の権利を守り

切れるとは限りません。模倣者であふれたレッドオー

シャンをどう乗り切るのか、予め作戦を立てておかな

ければなりません。 

図４ イーライリリー「プロザック」 

図５ 中国製携帯電話 

(7) 模倣スピードの拡大        

近年この模倣のスピードが拡大し、イノベーターの先行者利益が極めて小さくなっています。 

 

模倣の広まる期間               模倣者が市場に参入するまでの期間 

1877年〜1930年 平均 23.1 年  1961 年 20 年 

1930 年〜1939 年 平均 9.6年  1981 年 4 年 

1940 年〜 平均 4.9 年  1985 年～ 1～1.5 年 

 
【後発医薬品の例】 

1990年代初め、カルシウム拮抗薬「カルディゼム」は特許が切れてから後

発医薬品に市場の 8 割を奪われるまで 5年かかりました。 

しかしその 10 年後、降圧剤「カルデゥラ」は 9 ヶ月で市場の 8 割を失い

ました。さらにイーライリリーの抗うつ薬「プロザック」はわずか 2 ヶ月で

市場の 8 割を後発医薬品に明け渡しています。 

 

【模倣の容易性 デジタル化とモジュール化】 

様々な機能が水平分業化されたことで、従来は大企業でなければできなかっ

た製品が零細企業でも容易にできるようになりました。 

 

例 携帯電話は、必要な機能が無線集積回路、RISCチップにモジュール化さ

れています。中国では地元の企業がサードパーティモジュールを組合せて、多

数参入し、市場の半分以上のシェアを獲得しました。 

【新興国プレーヤーの増加】 

中国などの新興国では、メーカーになって「一発当てる」ことを目指して多くの中小零細企業が切磋琢磨し

ています。彼らは「80%の確率で失敗するが、80回はトライする」という粘り強さでチャレンジしてきます。 

する、さらにその特許に手を加えて新たな特許を出

願するなどが起きます。裁判所も自国の企業に有利

な判決を下すことがあります。 

(8) 法的保護の低下     

外国では自社の知財を保護しきれない問題がありま

す。外国で特許申請しても異議申し立てを受け権利化

できない、模倣者が特許を分析して迂回方法を発明 

ホランド氏 
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５．編集後記 

 

昔の本に絶賛されていた企業や革新的な製品が

今や模倣者に押しのけられ、リストラにあえいでい

ます。当時絶賛していた本の著者は、今はどう思っ

ているのでしょうか。 

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  

http://spiral.ilink-corp.co.jp/malmag.html 
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経営環境の変化や経営事例などを学ぶ勉強会「未

来戦略ワークショップ」７月は「模倣者に負けるイ

ノベーションの現実」今回のテーマを掘り下げ、な

ぜ模倣者にイノベーターが負けるのか、そして発明

を守った日亜化学の例について考えます。勉強会は

どなたでも参加できます。詳細は以下にあります。 

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

 

日時 ７月 1７日(日) 9:30〜12:00 

場所 刈谷市総合文化センター アイリス 

（中央生涯学習センター）403 研修室 

刈谷駅南口 徒歩３分 

参加費 500 円 

前日までに、ＦＡＸ、電話(0564-55-5661) 

又はメール(terui@ilink-corp.co.jp)でお願いします。 

４．未来戦略ワークショップ「模倣者に負けるイノベーションの現実」 

 

会社名                 お名前                         

TEL                                  FAX                                    

未来戦略ワークショップ参加申し込み FAX  0564-52-5364 

川底に沈み、ホランドは命からがら脱出、この失

敗のおかげで「ホランドの愚行」というあだ名ま

で頂戴しました。 

しかしホランドはくじけず、川底から引き上げた

ホランドⅠを改良し、1か月後には水中を自在に航行

する事ができました。得意になったホランドでした

が、海軍にホランドⅠを提案しても全く相手にされ

ませんでした。破産したホランドでしたが、諦めきれ

ず、故郷のアイルランドに戻り、反英グループから 

資金の提供を受けて改良を続けました。そして改良

型のホランドⅥが 1897 年 5月に進水し、ニューヨ

ークタイムズから取材を受けるまでになりました。 

こうして世間の注目が高まり、1890 年ついにア

メリカ海軍はホランドⅥを購入しました。しかしホ

ランドが得た給料は、最高で週給 90 ドルにすぎま

せんでした。でも彼は生涯をかけて 17 歳の夢を実

現したのでした。 

 
パターソン博物館にあるホランドⅠ 

海軍が購入したホランドⅥ 


