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いているようだ。

図表１ ビジネスライフサイクルの図
売り上げ
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イノベーションを阻む要因
育む要因
事業の成熟期で育った次世代リー
ダー候補たちだけを非難することは
できない。すでに機能分化した組織
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□既存事業の対応に追われて、新規
事業に十分な時間が割けない
□ターゲット顧客の見直しが迅速に
できず、チャンスを逃す

いる可能性が高い。筆者らは多くの

ケーションを通じてさまざまな協力
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を求めていかざるを得ない。

を見出すことができているからだ。

先が見えない厳しい仕事であるこ
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、土壌（市

は不可欠であると野中郁次郎氏が唱

場）
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象である。これを打開してみてはど
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これはクリステンセン著 イノ

新規事業を成長させ、イノベー

えた「修羅場体験」そのものである。 市場ではイノベーションは興しにく
いし、そもそも情熱がなくては、何
事も起きない（図表２）
。
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植物同様、用意すべき「肥料」は
成熟度に応じて変化することに注意

て数多くの製造業の商品開発現場を

ション人材を多数育成するためには、

興してみてはどうだろう。

となるが、黎明期においては、外部

で、本稿の書き出しの文はシンプル

見てきた。現場には新しい技術や強

既存の組織やシステムからある程度

「種」とはアイデアであり、
「芽」

から違う知見を持つメンバーを招聘

に書き直すことができる。混沌とし

い思いなどさまざまなイノベーショ

隔離させることが不可欠だ。新規事

とはアイデアから生まれた構想であ

し、顧客との物理的な距離を詰める

たビジネス環境はイノベーションを

ンの源泉が存在する。一方でその源

業開発チームを既存の価値観から守

る。
「ウチにはない」と思っている

といった、外部の知見を急速に吸収

興すチャンスであり、人が育つチャ

泉の数と同じだけイノベーションを

るために、実施すべきことはいくつ

のであれば、成熟した価値観で見て

できるようなものが大切になる。

ンスである、と。

阻害する要因もあるのが実情だ。以

かある。

下は、イノベーションが阻害されて

□上級役員（できれば企業トップ）

いる証拠の一例である。
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の高い市場予測を期待する

リソースでやりくりし、コミュニ

に新人として入り、リスクを回避す

筆者らはコンサルティングを通し
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□市場が未開拓にも関わらず、精度

の支援

□既存事業と同じ役割分担では営業・

□中核メンバーの専任化

技術・マーケティング間連携の 三

□外部メンバーとの協業

遊間 が大き過ぎることを知らない

□顧客・市場との深い接触

□社内処理や内部調整ばかりで、外
から見ると動いていない 金縛り
状態になっている

図表２ イノベーション人材を育成する４要素
黎明期
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□仮説検証プロセスの高速化
これらのイノベーションプロセス
を経験させることこそが、未来を担

□全てを内部のリソースで賄おうと

うイノベーション人材を育成する最

する NIH（Not Invented Here）

も有効な方法である。新規事業の立

というマインドになっている

ち上げとなると、手探りで限られた

成長期
〜成熟期

成長期
〜成熟期

水
資金

土壌
市場

肥料
刺激

強い日差し

意識的な水やり

荒れ地

逆境に負けない
強い情熱による
事業推進

市場開拓や
技術開発などの
リスク性投資

未開拓で不慣れな 外部との協業や顧客
市場だが
との物理的距離を縮
競合も少なく
めるなど外部知見の
機会も大きい
速やかな獲得

大胆な施肥

安定した日差し

自然な水やり

農地

隅々まで照らし
続ける安定した
情熱による運営

事業の安定継続や 慣れ親しみ、根を
展開などの
はった市場だが、
低リスク投資
競合も多い

適度な栄養補給
社内ローテーション
など、内部知見を
交換し効率化を促進
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