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コンセプト主導型の製品開発以外でも、その場所を移動しながら発生するイノベーション。 

素材・部品から最終製品メーカーまで、企業がどのようにそれを捉え、自分のモノにするべきかを考察する。
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 1 . イノベーションは動く

製造業では米国アップル社の iPhoneでの大成功以降、「こん

な製品を市場に出したい」というコンセプト主導型のイノベーショ

ンが常に注目される。 一部では、何故日本メーカーには iPhone

が作れなかったのか、これから日本メーカーはどうすれば iPhone

を作れるようになるのか、といった議論が行われ、かつてのような

デジタル家電での高いプレゼンスを取り戻すには、コンセプト主

導型のイノベーションを起こす必要がある、といった論調の書籍

や記事も散見される。

しかし、イノベーションの主体は最終製品だけではなく、最終

製品の販売までのバリューチェーンの各工程で起こり得るもので

あることを忘れてはならない。 原材料の素材開発、部品の開発、

生産技術に至る全てのバリューチェーン上の工程でイノベーショ

ンは発生する可能性があり、常にどこかでイノベーションが起きて

いる。 イノベーションは常に動いている。

動くイノベーションを考える上でもっとも重要なのは、イノベー

ションがどこにあるのかを見極め、そのイノベーションどうやって捉

えるかである。 日系メーカーがそれぞれの分野で勝ち組として生

き残るためには、常にどこかで発生しているイノベーションを自社

の価値として取り組んでいく必要がある。

2. 動くイノベーションを見極める

イノベーションは、最終製品のライフサイクルが、導入期、成長

期、成熟期、衰退期と移り変わる中で動いていきながら形を変

えていく。 また、イノベーションは前世代、現世代、次世代の製

品ライフサイクルが交わる中で動いていくことに注意したい。

最終製品の導入期では、素材・部品そして生産技術が主体

となりイノベーションが発生する。 これは、前世代の製品で使わ

れていた素材や部品の高性能化や小型化がイノベーションの

キッカケとなることが多い。 例えば、iPhoneが登場した背景には、

日系メーカーが強かったガラケーで培った様々な高性能部品を

流用したことがあるが、これらの高性能部品が更にイノベーション

していくことでスマホに適した素材や部品へと発展した。 直近で

は、スマホでの活用で技術進化した様々な部品 （バッテリー、処

理演算機、メモリー等）の小型化や高性能化が引き金となり、次

世代の最終商品としてウェアブルコンピューティングの登場が期待

されている（Google社のメガネ型コンピューターなどが一例だが、

製品としてコンセプトが固まり、普及するにはまだまだ部品そのも

のの技術レベルの向上が必要）。

成長期に入ると、素材や部品の技術発展の方向性はほぼ決

まり、イノベーションは最終製品の製品開発そのものに移り、様々

な製品コンセプトが生まれる。 また製品コンセプトを実現するた

めの作り込みやインテグレーションにおけるイノベーションも起き

る。スマホでは現在の形に落ち着くまでにいくつかの発展があっ

た。 このコンセプト主導型のイノベーションは、成功すればその

後の成熟期での爆発的な成功を収めることができるため、もっと

も注目されるが、大量の新製品が消費者のニーズを捉えられず

消えていくことも多い。 そのため、成長期でのコンセプト主導型

のイノベーションは、導入期や後述する成熟期、衰退期の上流

でのイノベーションと比較して投資対効果は必ずしも高いとは言

A

出所：ローランド・ベルガー
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イノベーションは最終製品のライフサイクルに応じて主体が動く

前世代における素材や
部品の高性能化や小型
化が現世代製品のイノ
ベーションの
源泉となる  

現世代の成熟期で
得た利益は次世代
の素材・部品や生産
技術のイノベーション
に活かす

A 製品サイクルの各ステージで動くイノベーション
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えない。 どのコンセプトが生き残るかを見極めることが重要でも

ある。

一方で、製品が成熟期、衰退期に差し掛かると、最終製品と

しての形は完成しているため、実装部品や生産技術は大きな改

良を必要とせず、全体的な品質も安定する。 例えば、 iPhoneを

はじめとするスマホはすでに完成形に近いといわれており、部品

等のスペック争いはすでに収束しつつある。 カメラの画素数を

例にすると、800万画素以上のカメラ搭載は当たり前であり、それ

以上の画素数は大きな差別化にはならない。 このステージにあ

る製品は、生産量を確保してコストを下げて売り切る、という低コ

スト生産力でのイノベーションが勝負の主体だ。 そのため、部品

は標準化されて分業化が進み、部品の組合せで製品化が可能

にまでなっている。 模造品も登場する中、価格争いは避けられ

ず、多少の技術優位性では差別化は難しい。 ただし、この後い

ずれ迎える衰退期に向けてやるべきことがある。 次世代製品の

ライフサイクルへのシフトである。 現世代の製品が成熟期に差し

掛かると、活用していた素材や部品の品質は安定し、小型化や

高性能化が進んでいる。 これらの素材や部品を更に発展させる

ことで次世代製品のコンセプト開発につながる。つまり最終製品

の世代交代によってイノベーションはまた素材や部品の高性能

化などの上流にもどる。

素材・部品メーカー、生産技術を担う企業、そして最終製品メー

カーそれぞれがイノベーションでリードするためには、対象となる

技術・製品がどのライフサイクルのステージにいるかを見極める

ことが重要である。導入期にあるのであれば、素材・部品メーカー

は技術争いが主体になるが、成熟期・衰退期にある場合は、と

にかくコストを下げることに力を入れる必要がある。 この見極めは

大変重要であり、特に家電・半導体など動きの早い業界では間

違った見極めは命とりになる。 液晶パネルで強かったシャープ

や、リチウムイオン電池を初めて量産化したソニーがその強かっ

た地位を失ってしまった背景には、この見極めの悪さがあったと

考えられる。 両社とも素材や部品としてのイノベーションに成功

したが、その後動いていくイノベーションを見極めることができず、

最終的にコスト競争力で韓国勢に負けた。

3. イノベーションを捉える

イノベーションの発生箇所を見極めた結果、自社の事業領域

内にあり、またイノベーションを自社の経営資源で進めていける

場合は推進していけば良い。 しかし、現実はより難しい状況に

陥ることが想定されるため、イノベーションを捉えるためには工夫

がいる。 具体的には以下の 3 つのケースが想定される。

1. イノベーションが発生すべき箇所は自社の事業領域にある

が、自社の経営資源では実現できない

2. イノベーションが発生すべき箇所は自社の事業領域にある

が、イノベーションの方向性が定まらない

3 . イノベーションが発生すべき箇所は自社の事業領域内に

はなく、直接関与できない

ケース１：自社の経営資源だけではイノベーションを起こせない

イノベーションが発生すべき箇所が自社の事業領域にありな

がら、自社の経営資源だけではイノベーションを起こせない状況

というのは、イノベーションの方向性は決まっているが開発費用が

莫大すぎて単独でやるにはリスクが大きすぎる、または顧客がい

つ採用してくれるか見通しが立たない場合などで発生する。 現

在の半導体業界における半導体装置メーカーがこの状況にあ

る。

現在半導体業界では半導体装置でのイノベーションが求めら

れている。 具体的には 10 nmレベルの微細化や 450 mmの大

口径ウェハー等などの製造技術であり、イノベーションの方向性

は比較的クリアだ。 しかし、半導体装置メーカーの中でももっとも

付加価値が高いといわれている露光装置でトップシェアを誇るオ

ランダの ASML社でさえ、自社の経営資源だけではイノベーショ

ンを起こせずにいる。 イノベーションを実現するためには、自身

の売上高を超えるレベルの研究開発費が必要だと言われてお

り、経営リスクが極めて大きいからだ。

微細化や大口径ウェハーでのイノベーションは今に始まったこ

とではなく、これまでも半導体装置メーカーが直面してきた課題

だ。 しかし、現在求められているレベルはこれまでの水準をはる

かに超える。 前述したように研究開発費は倍 と々増え続け、売

上高規模を超えるレベルに達してしまっている。 さらに微細化や

大口径化は半導体の製造効率が大きく向上するため、半導体装

置メーカーにとって、このイノベーションは売上減につながる（製

造効率の向上によって装置の販売台数が大幅に減少する）とい

うリスクも抱える。

成功例 1 ：下流企業を巻き込んで上流でのイノベーションを実

現した例（ASML）

前述した ASMLはイノベーションを確実なものにするために、

顧客企業であるインテルなどからのマイノリティ出資および研究

開発の一部負担を受け入れた。 上流から下流までを巻き込ん

だコンソーシアムを組むことで、ASMLが直面していたリスクを大

幅に軽減するとともに、自社のイノベーションが確実に事業に結

びつくようにした。 B
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カーに提供していた部品メーカーである。 普通の力関係であれ

ば、コンピューターメーカーが CPUを選ぶ立場にあるが、この関

係をひっくり返した。 インテルは、コンピューターを構成する主要

素 （CPU、メモリー、ハードディスク、コントローラー、電源ユニット、

および主要部品のインターフェースや物理的デザイン等）を含め

たコンピューターの全体像とその発展の方向性をアーキテクチャ

ロードマップとして描くことでインテルが考える CPUのイノベーショ

ンへコンピューターメーカーを誘導し、自社製品が常に選ばれる

状況を作り出した。

近年でも下流メーカーを引き寄せてしまう事例が、自動車産業

で存在する。 欧州のメガサプライヤーの一つであるボッシュは、

部品サプライヤーでありながら、自動車開発のイニシアティブを

取って高い利益率を獲得している好例である。 ボッシュの特徴

はサプライヤーでありながら、将来の自動車の姿を描き、それを

実現するために必要な各部品の技術ロードマップを作っている。

この技術ロードマップ作成については、ボッシュ本社に専門の研

究機関を設置する程の力の入れようである。

ボッシュは作成した技術ロードマップをベースに、複数の自動

車完成車メーカー （OEM）と自動車の将来像を議論し、自らの

ロードマップに OEMを巻き込んでいくことで、サプライヤー主導

の製品開発を実現しているのである。 ボッシュは開発の主導権

を握ることができると共に、売り先が見えた状態で開発を行える

ため、思い切った研究開発投資が可能となる。 多額の研究開

発投資によって他社を寄せ付けないスピードでイノベーションを

起こして競争優位を獲得する、という正のサイクルを構築している

のである。

ASMLの例のように、上流メーカーが下流メーカーと手を組む

ことで必要なイノベーションの発現を確実にすることや、インテル

やボッシュの例のように、上流メーカーは下請的な仕事の仕方

をするのではなく、自ら能動的に最終製品の開発をリードしたり、

方向性を示すことで、自社のイノベーションを加速化していくこと

は可能である。

さらに、ボッシュの例のように最終製品の開発コンセプトを自ら

描くことで、製品ライフサイクルの全てのステージにおいてイノベー

ションの源泉を獲得することができる。 これを実現するためには、

C

ケース 2 ：イノベーションの方向性が定まらない

イノベーションが発生すべき箇所が自社の事業領域にあった

としても、イノベーションがどの方向にあるのかが定かでない状況

は多く発生する。 特に最終製品メーカーに素材や部品を納める

部品メーカーはこの状況に陥りやすい。

成功例 2 ：部品メーカーがイノベーションの方向性を引き寄せ

る例（インテルとボッシュ）

過去事例で、もっとも有名なのはインテル社が 1980年代か

ら 1990年代にとったパーソナルコンピューターのアーキテクチャ

ロードマップ戦略であろう。 インテルはこの当時もっとも高性能

化が期待されていた CPU （中央処理装置）をコンピューターメー

ASMLと大手半導体メーカーの共同開発プログラムB

部品メーカーの正のサイクルC

事業確度が高まり、
高額の投資が可能

最終製品メーカー
を巻き込んだ開発

投資によって
イノベーションが加速

450ミリ化及び微細化対応の経緯

＞　300ミリでの投資回収が進まず、450ミリ化も当初想定よ

りも先延ばし

 – 2012年導入案：Intel主導で開始するも進まず

 – 2015年導入案：Intel/TSMC/Samsungが共同で検討

するも、各種投資額の増加や業績低迷で慎重姿勢化

＞　微細化についても、装置メーカーに開発費が重くのしか

かる次世代ステッパー用のEUV開発資金等

ASMLと大手半導体メーカーとの合意内容（2012年9月）

＞　微細化に不可欠なEUVの開発、450mm化への移行に

必要な技術の開発を目標

 – 2015年頃からEUVへの移行

 – 2016/2-17頃から450mmへの移行

＞　Intel/TSMC/Samsungが合計70億€以上の資金を

ASMLに提供

＞　ASMLへの出資：約60億€（大手半導体メーカーが合計

最大25%のASML株式を取得）

 – Intel：10%･･･450mm対応はIntelの出資金のみがあて

がわれる前提

 – TSML及びSamsung：各4%前後･･･EUV化向け

 – 共同R&Dへの投資：13.8億€

＞　その他、ASMLや上記3社が主体となって450mm化を推

進するグローバル450コンソーシアムにはIBM,Global 

Foundriesも参画

勝ち組の装置メーカと大手半導体メーカーとのより密
な連携によってイノベーションが進んだ
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上流会社が原料開発や調達といったさらに上流の会社まで巻

き込んで開発を行うというバリューチェーン上の連鎖が重要であ

る。

ケース 3 ：イノベーションが自社の事業領域に存在しない

原材料から最終製品までのすべてのバリューチェーン上の工

程を一つの企業が手掛けていることは少なく、多くの業界では水

平分業性が進んでいることも多い。したがって、今必要なイノベー

ションが自社の事業領域内に存在しないという状況は頻繁に発

生する。

成功例 3 ：最終製品メーカーが上流にあるイノベーションを取

り込んだ例（ブリヂストン）

自社の事業領域にイノベーションがない状況でもうまく取り込

んで成功している事例としてはブリヂストンが好例である。 日本

が世界に誇るグローバル企業のブリヂストンは、2012年度の決

算で、売上、営業利益率ともに世界ナンバーワンに輝いている。

水平分業化が進む製造業にあって、ブリヂストンは垂直統合を

進めることでバリューチェーン上で発生する様々なイノベーション

を取り込んでいる。

ブリヂストンは、タイヤ事業のサプライチェーンにおいて、最上

流である「原材料の研究・生産」から下流の「販売・サービス」

まで自ら手掛ける、「縦のひろがり」によって、技術イノベーション

を起こしている。 原材料の研究は、天然ゴム資源となる植物の

品種改良まで手掛ける徹底ぶりである。 D

12.3%

11.5%

9.9%
9.2%

3.6
3.4

7.0%

2.2
1.9

0.8

コンチネンタルブリヂストン ミシュラン 住友ゴムグッドイヤー

営業利益率 売上高(兆円）

世界上位 5位タイヤメーカーの売上高と営業利益率
（2012年）

D  

さらにブリヂストンは、上流にある素材や部品メーカーまで巻

き込むことでいずれくる製品開発におけるイノベーションへ誘導

し、加速させている。 ブリヂストンのような最終製品メーカーは、

バリューチェーン内の付加価値の源泉を見極め、どの部分を垂

直統合・連携し、どこは水平分業化するかの「目利き力」を持つ

ことが重要だ。

4. まとめ

イノベーションは動く。 バリューチェーン上にいるすべてのプ

レーヤーはその動きを見極め、自社の価値として取り入れる方法

を探る必要がある。 ボッシュのようにイノベーションの動きを予測

し、イノベーションそのものを自社に引き寄せてしまうようなやり方

もあれば、比較的下流にいるプレーヤーを巻き込んでイノベー

ションを確実なものにする ASMLのようなやり方もある。 一方で

ブリヂストンのように、自ら素材の開発に手を出してあらゆるイノ

ベーションを自分のものにしてしまう例も見られる。

これは端的にまとめると、今多くの業界ではバリューチェーンを

超えた連携によってイノベーションを自社の付加価値として囲い

込んでいることを意味する。アップル社でさえ、スマホの次を狙い、

様々な部品や素材への投資や買収を進め、上流にあるイノベー

ションを自社に取り込み始めている。

日系企業はどうか。 半導体業界では半導体メーカー同士が

統合して「日の丸半導体」を作ることに必死になっているが、正し

い選択であろうか。 かなり出遅れた形で水平統合を模索してい

るが、半導体メーカー同士を統合したところで、今イノベーションは

半導体メーカーに求められていない。 半導体業界で今必要なイ

ノベーションは半導体装置の微細化や大口径化対応だ。 ASML

やインテルがバリューチェーンをまたいで垂直連携を深めたよう

に、日系半導体メーカーも次のイノベーションを勝ち取るために

半導体装置メーカーやまたその上流にある素材メーカーと連携し

ていく必要があるのではないか。

もちろん、単純に垂直統合・連携すれば良いということでは

ない。 重要なのは、イノベーションが動くことを認識し、発生箇所

を見極め、タイミング良く捉えることである。 様々な業界で、日系

企業が生き残るためには、これまでのようなコンセプト主導型の

製品開発のイノベーションだけに期待するのではなく、バリュー

チェーン全体を包含した様々なイノベーションを次 と々捉えていく

ことが重要である。
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