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ビジネスモデル学会の会長を今年からやっておりま

す。実は小山さんにはたいへんお世話になっておりまし

て、縁あって今いろいろな形でコラボレーションをしてい

ます。いろいろお世話になっている、その恩返しという

意味で、今日お話をさせていただければ、と思っており

ます。長い一日ですが、トップでダレないようにまずしっ

かりとお話をしていきたいと思います。 

 先ほど紹介がありましたように、私は早稲田大学ビジ

ネススクールの教授を名乗っていますけれど、長くは実

業界で、マッキンゼーという会社でコンサルティングを、

それからカーライルで投資業もやってきました。そういう

背景があるものですから、大学における専門もグローバ

ル戦略、M&A、まぁちょっと飛び石的ですけどビジネス

モデルということで、幅広いテーマについてリサーチと

言うよりも、教育や啓蒙活動みたいなこと、あるいは実際

のコンサルタント活動を続けています。 

 

 さて、最初のプレゼンテーションですので、俯瞰的に

「ビジネスモデルとはなんぞや」、「今、なぜビジネスモ

デルの革新が求められているのか」ということをお話しし

たいと思います。 

 

なぜ急に「ビジネスモデル」 

という言葉がビジネスの現場で普及したか 

 

ビジネスモデルという概念自体は、ご承知のようにだ

いたいインターネットの台頭と同時に 90 年代ぐらいから、

アカデミアから出たのではなくて、むしろビジネスの現場

で生まれたものです。それを、今、アカデミアの人たち

が必死に追いかけてちゃんと理論化しようとしているとい

う段階にあるものです。 

 なぜ急に「ビジネスモデル」という言葉がビジネスの現

場で普及していったのか。20 世紀の経営論は、有名な
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ポーター先生に代表される経営学者によって、要素還

元的に分析的に切って切って、セグメントしてロジカル

に戦略を組み立てていく手法が主流でした。つまり、ど

う競争優位を作っていくのかという、極めて理知的な分

析的なアプローチでやってきたわけです。これは、まだ

新しい市場開拓の必要性がなくて、見えている市場を

いかに分析していくかによって攻略できた環境ではよか

ったのですが、今は、見えている市場にそういうアプロ

ーチをすると、みんな同じことをやってしまい、過当競争

の罠にはまる。もっとジャンプして、むしろ市場を創造し

ていくようなイノベーティブなアプローチをしていかない

といけない。でも、それには古典的な戦略論ではどうも

対応できない。より統合的あるいは直感的な発想でビジ

ネスを組み立てていくことが必要になり、その思考法とし

てビジネスモデルという概念が出てきた、と私は理解し

ています。そのあたりのところをもう少し解説していきた

いと思います。 

 これは「ビジネスモデル」というキーワードで書かれた

記事・論文の数で［図 1］、薄いグレーのほうが、いわゆ

るビジネス雑誌に「ビジネスモデル」というタイトルで登場

した記事の数、黒いほうは、いわゆるアカデミアのジャー

ナルに出てきた「ビジネスモデル」に関する論文数。発

行されているジャーナルの数が違いますのでフェアな

比較ではないですが、ただやはり言えるのは、最初には

実業・実務、つまり現場でビジネスモデルという概念が

ザーッと広がって使われるようになり、それをアカデミア

が追いかけているという構造が、この簡単な分析からも

見えてくるということです。 

 

説得力のあるストーリーで 

資金調達 

 

「なぜ今ビジネスモデルなのか」もう少し体系的に整

理します。まずビジネスの現場のほうは、先ほど言いまし

たように、見えている市場に対する分析的・論理的な戦

略思考だけでは限界に来てしまった。それから、金融と

小売が一体化するなど、いろいろな意味において伝統

的な 20 世紀の産業区分が崩れてきている。つまり、い

ろいろな境界条件、たとえばモノとサービスみたいなも

のも、全部一体化してきて、古典的な区分に基づいた

戦略論では解にならなくなった。あるいは顧客とパート

ナーという区分もそうです。商品を購入するのがお客さ

んですが、そのお客さんが参加して

一緒に商品を作っていくということに

なればパートナーでもある。要する

に、古典的な関係や区分が非常に

流動化してきている状況で、それを

捉えて戦略を考える必要がある。つ

まり、これも新しいセオリーが求めら

れるようになった、ということだと思い

ます。 

 それから、ITとか金融などのテクノ

ロジーですね。私は、金融もテクノロ

ジーの分野に入れていますけど、こ

うした技術が大きく進化した結果、

そこで、魅力的なビジネスモデル、

成長のストーリーを持っている会社

は、今、マーケットで大きな資本を

調達することができる。それは最近

 
図 1 ビジネスモデルの記事・論文数の推移 



BMA ジャーナル Vol.16, No.1, September 2016 

 

3 

の Uber であるとか Airbnb とか、ああいう会社を見ても

わかるように、「このビジネスは新しいテクノロジーを駆使

して成長していくんだ」という確信さえマーケットに与え

ることができれば、ファイナンスできるようになった、とい

うことで、過去の「何期ものＰＬを出して上場の審査を受

ける」なんていう世界ではなくなってしまった。 

 非常に説得力のあるビジネスプラン、ストーリーを持っ

て来ることによって資金調達ができ、その資金でより大き

な事業展開が可能になる。これ自体がビジネスモデル

なんです。そういう意味においては大きく金融の仕組み

が変わったということも影響があるだろうと思います。投

資家との対話が「どういうビジネスモデルなんだ」という

質問から始まるわけですね。そこに説得力があれば資

本がついてくる。ベンチャーキャピタルもお金を入れる。

こういうことだと思います。 

 

「ビジネスモデル」は、 

経営学の最先端領域である 

 

 今や事業展開のスピードが非常に重要に

なってきて、ガチガチに技術者が詰めきった

ものに満を持してマーケットに出すというやり

方ではなくて、とにかく出してお客さんからフ

ィードバックをもらって修正をしていく、そうい

う柔軟なアプローチをしていかないといけな

い。そういう方法論も、まだ体系化されていな

いと言えば体系化されていない。それも多

分、ビジネスモデルの概念の中に入ってくる

でしょう。体系化する前にやってみたほうが早

い、ということかもしれません。 

 それから、これは経営学の分野に限りませんけれど、

アカデミアはどんどんタコツボに入っていくんですね。経

営学の中に組織学があって、組織学の中に組織行動

学があって、組織行動学の中に消費者心理論がある…

…、という感じで、それぞれの専門家がいるんですが、

細分化されていて全体像を捉えるということができなくな

っている。そんなときに、やはりこの「ビジネスモデル」が、

包括的な概念として、ビジネス全体を議論するときにア

カデミアでも有効と考えられるようになりました。ビジネス

の現場が先行しましたけど、アカデミアも、今「この『ビジ

ネスモデル』というものを積極的に体系化、理論化する」

という試みが行われています。そういう意味でも経営学

の先端領域だというご理解をいただいてよいだろうと思

います。 

 

ビジネスモデルのポジショニング 

 

 ビジネスモデルのポジショニングというのを考えてみま

した。［図 2］縦軸・横軸がありますが、縦軸は、何を対象

とするか、あるいは何をアウトプットするか。横軸はそれ

に対するアプローチ、たとえば上のほうで見ると、「対象

物・成果物」というのは象徴的・概念的で、それを直感

的なものとか統合的にアプローチするのが、アートであ

るのに対して、より分析的なアプローチをするのがサイ

エンス。同様に、対象物は、現実的なビジネス。これを

従来までのように分析的・論理的に解析して考えること

を伝統的なストラテジーだとポジションしたときに、むしろ

統合的・直感的にビジネスを理解して組み立てていくと

いうのがビジネスモデルである、と。ちょっとこれは単純

化し過ぎていますけど、アートとサイエンスの対比のよう

にビジネスモデルとストラテジーの対比というのを考える

ことができるのではないか。まずこういうポジショニングを

することから始めています。 

 

図 2 ビジネスモデルの位置づけ 
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戦後日本経済の三つのステージ 

 

 さて、少し話題を変えて「今、なぜビジネスモデルのイ

ノベーション、あるいはビジネスモデルそのものが重要

になってきているのか」を、日本の産業の長期の変遷を

捉えながら考えてみたいと思います。これは日本の戦後

の経済成長の、年ごとの成長率を分母取っています。

［図 3］もちろんジグザグはありますけど、大きく分けると

戦後の日本経済というのは三つのステージに分解する

ことができます。 

 これは 1956年から 1972年、第二次世界大戦の復興

需要、朝鮮戦争の後ですから、言ってみれば日本の経

済がテイクオフした最初のステージ。それがだいたいオ

イルショックの 1972 年まで続くんですが、この間の

GDP の平均成長率は、なんと 9.3％です。われわれは、

今、中国の 6.5％を「すげぇ」と思っていますが、日本も

そういう時代があったんです。その後、オイルショックか

らバブル崩壊まで、73年から 1990年までの平均は4％

です。 

 まず、この非常に高成長だった高度成長期、9.3％の

時を日本経済のフェーズ 1 だとすると、オイルショックか

らバブル崩壊までの 4％の時をフェーズ 2。そして、バブ

ル崩壊後の日本経済から今日までの平均成長率は1％。

おそらく今、中国はフェーズ 1からフェーズ 2に移ろうと

しています。だいたい国の発展というのはこの宿命があ

りまして、生活が豊かになり、デモグラフィーも高齢化が

進むと、いずれ活性度が落ちていき、いずれ低成長経

済に移る。 

日本はもうとうにこのフェーズ 3ですね。中国はフェー

ズ 1 から 2、韓国はフェーズ 2 から 3 に移ろうとしてい

る。われわれはもう、このフェーズ 3の経済の中で生きて

いるのです。では、フェーズ 1、フェーズ 2、フェーズ 3

で、ビジネスのアプローチをどう変えなくてはいけないの

か。ここが重要なポイントになります。 

 

それぞれのフェーズでの 

ビジネスアプローチの違い 

 

 フェーズ 1 は、マクロ的には高度成長期、公害問題な

どありましたが、マーケット、お客さんは基本的に右肩上

がりで、需要が過多であり、供給が追いつかないという

状況でした。ここでのビジネスモデルのポイントは、大量

生産による売り上げ拡大であり、それから、部品や原料

を確保するための垂直統合。人材も囲いこんだほうがよ

いので終身雇用。つまり日本の今の仕組みというのは、

当然、戦後のフェーズ 1 の時代において最適化され、

でき上がりました。 

 オイルショック以降のフェーズ 2

に入ると、安定成長で需要一巡な

ので、皆さんもご記憶があると思い

ますが、「隣の車が小さく見える」な

どのキーワードで、ちょっとした差

別性に拘り始めます。ここには、日

本の製造業は非常に機敏に対応

して、ちょっとした工夫をいろいろと

やっていき、他社商品との差を競う

差別化競争の時代に入ります。つ

まり、この時代はまだ需要過多で

すから、とにかく製造のキャパシテ

ィを持って、それを売る人材を囲い

込んで、大量にマーケットに出し、

 

図 3 全体観：日本経済はフェーズ 3にある 
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少しずつ差別化を図る。シェア争いを日本の企業が強

く意識し始めるのは、このフェーズ 2からです。自社によ

る技術開発、製品改良、それから、ひたすらコストダウン

という世界に入っていくのです。 

 

新しい市場を創造しない限り 

需要は生まれない 

 

ところがフェーズ3に入り、バブルの崩壊で、グローバ

ル化やＩＴ革命がくると、低成長でむしろ需要が慢性的

に不足することになります。高齢化や社会保障の問題

で、消費者の不安、いろいろな社会的な問題が表面化

し、また、個人消費者は内的な充実を求め始め、このと

きの「ちょっとした差別化」とか「人よりもちょっとよい」とい

うところから、より内的な充実を求め始

めます。こうなってくると、「技術でちょ

っとした差別化」では消費は動かず、

イノベーションで、新たな市場を作って

いかないと需要は生まれない。ここのと

ころ安倍政権のもと「アベノミクス」で金

融緩和などさまざまなことをやっていま

すが、あれだけでは景気は浮揚せず、

やはり企業や事業家が新しい市場を

創造しない限り需要は生まれないとい

うことです。以前は、財政の支出などの

政策により経済は動いたのですが、今

はもう、フェーズ 3 に入っていますか

ら、マクロの政策もかなり限界が来ているということです。 

キーワード的に言うと、フェーズ１は「市場ニーズをど

う満たせるか」つまり「市場の充足」だった。フェーズ２は、

見えている市場で、とにかく少しでも競合他社に差別化

をして勝っていくという、「市場攻略」だった。そして、フ

ェーズ３の経済におけるキーポイントは「市場創造」です。

イノベーションが起きない限り需要は出てこない、こうい

う時代にわれわれは生きている。 

実は、北米なんかもとうにそうなんです。でもご承知の

ように北米は、いろいろなＩＴも含めて、大きなイノベーシ

ョンで新しい市場を作ってきて、活性化している。日本

に何が欠けているかと言うと、こうした市場創造的な企

業の活動がまだ十分ではないこと。だいたいフェーズ１

の時期に、大企業を中心に日本型の経営モデルが完

成し、大量の技術者を採用して技術開発をして、やがて

フェーズ 2 の時期になり、ひたすら差別化を追求した。

液晶なら「ちょっとでも薄く、ちょっとでも大きく」とやって

きた。実はまだ多くの会社が、このフェーズ 2 の戦い方

をやっていて、フェーズ 3 型の戦い方に移れていない。

これ自体が日本企業が直面している大きな経営課題だ

と考えていただくとよいかと思います。 

 フェーズ 2 とフェーズ 3 のビジネスモデルというのをラ

フに比較するとこういうことになるのではないか、というこ

とです。［図 4］フェーズ 2 までは、「リニアモデル」、つま

り、直線的に物事は進んでいき、自社による技術開発が

あり、ちょっとした技術開発によって商品改良が可能に

なり、機能が強化され、それによって競争力を増して、

見えている市場を攻略して、そこで生まれてきた（多くの

場合は薄利ですけれど）利益を、また企業の中で循環

して開発資金に充てていく。伝統的なリニア開発のフロ

ーであり、資金の流れです。 

 

お客様がどれだけ感動するか 

 

 フェーズ 3 の経済に入ってくると、「リニアモデル」では

なくて、まさに今回のテーマである「ダイナミックモデル」

 

図 4 ビジネスモデルの比較：第 2 フェーズ vs第 3 フェーズ 
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に移っていかないといけない。「ダイナミックモデル」とい

うのは、二つの意味でダイナミックなんです。ひとつは

「行ったり来たり」です。CVP というのは「customer 

value proposition」。すなわち最初に技術があるんじゃ

なくて、最初に顧客があって、その顧客が今見えている

ものを聞くのではなく、顧客の立場になりきって「一体、

どういう潜在的な需要があるのか」と観察する。あるいは

「どういう提案をすれば、その顧客がそれに対して魅力

を感じてくれるのか」と考察する。「value proposition」

というのは提供価値、「customer value proposition」

ですから、顧客への提供価値をまず考えるという、そこ

からスタートすることがすべてです。 

 それも今は「ハードウェアでこういう機能をつける」とか

「こういうボタンをつける」ではなくて、皆さんご存じの通

り、新商品を出した時のキーワードは、「 customer 

experience」（CX）です。それはソフトもハードも込みで、

お客さんがどういう体験をもって感動してくれるかという

ことであって、それを実現するのは、ソフトでもハードで

もクライアント側でもあるいはサーバー側でもクラウドで

もお客様でもかまわないわけです。むしろ、それを通じ

て受けた感動、利用したときの体験がどれだけ魅力的

であるか。そういうことが、もうほとんどすべてになってき

ていて、従来のような区分（ハード、ソフト、端末、ネット

ワーク……）は、もちろん技術的な区分としては有効で

すが、お客さまにとってはほとんど無意味なことになって

いる。 

 したがって、提供者側も柔軟な発想で、どういちばん

魅力的な customer experience を作るか、ということが、

製造業においてもサービス業においても、求められてい

ます。コンビニでも、品揃えから導線から全部考えて、し

かも、支払いもどれだけスムーズにやるのか、これも一

連の customer experience のデザインなんですよね。

これも二〇世紀的な発想で要素分解していくと、導線管

理や棚割りなどの個別要素になりますが、お客様にとっ

てみれば、「それはみなさんの仕事でしょ？ 私はどうい

う experience が受けられるんですか？」ということがす

べてになります。 

 

オープンな技術開発と市場でのマネタイズが 

次のイノベーションを生む 

 

 もうひとつが、よりオープンな開発。自社の技術にこだ

わることはないのです。Apple はすべての部品をスタン

ダード品を使いながら、experience のデザインをしてい

るわけです。技術を自社開発に限ることはなく、むしろ

オープンにして、いちばんよいもの、いちばん安いもの

を調達してくる。それから資金もマーケットから調達する。

そして、いち早く自分で市場を作ることによって圧倒的

な独占の地位を作って、最後はこの「事業収益の循環」

ではなくて、「市場でマネタイズ」をする。これが今日の

ビジネスモデルです。 

成功すると、その個人がエンジェルになったり、また

はもう一回イノベーションにチャレンジする。イーロン・マ

スクもそうですが、こういう形でイノベーションを繰り返す

人たちが、いま、米国では増えてきていて、何回も何回

も新たなイノベーションに挑んでいくし、こういう形でマネ

タイズしてまた循環をしていく。 

 日本が得意だった「リニアモデル」というのは、極めて

クローズで、言わば段階論的なアプローチであり、これ

に対して、今求められているこうした「ダイナミックモデル」

は、起点が customer にあること、それから、これが行っ

たり来たりしながら試行錯誤を重ねていき、最良の

customer experience を作りこんでいく。そして、最後

はマーケットでマネタイズし、またそれが循環していくこ

とになります。よりオープンで、ダイナミックで、イテレイテ

ィブ（繰り返し型）なモデルになってきていることが今日

のビジネスモデルの考え方としてあります。 

日本の会社は戦後長く、フェーズ 2 のモデルで成功

してきました。そのイナーシャ（慣性）があるために、人も

組織も大きく変わっていません。ということはコスト構造も

変わらないし、それを維持するためにはやはりそれだけ

の事業規模を保たなければいけないということになる。

そのためになかなか変革できずに、相変わらずこのクロ

ーズドモデルをぐるぐる何とか回してやっているけれど、

収益力も成長力も得られないままにまた苦しくなってき

ている。 
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 「われわれもベンチャー投資をやっている」と、どの会

社も言います。でも、そんなのはちょこっとやっているぐ

らいの話であって、大きくビジネスモデルの転換というの

はやはりなかなか難しいわけです。たとえば北米の、特

にＧＥみたいな会社は大胆に、M&A を繰り返しながら

事業構造を変えていく。そういう中で、こういう二一世紀

型の戦い方に対応していこうと、欧米の大会社は事業

構造も組織も大きく変えていこうとしています。が、何と

言ってもそこに新しい会社が次々と生まれてきて、彼ら

が既存の企業を圧倒しはじめているのです。もう

Airbnb も、部屋提供の数から行くと、ヒルトンチェーンも

遥かに超えて、世界最大の旅館業・ホテル業になったと

言えます。あっという間にそういうことが起きてしまう。そ

れが今日のビジネスのダイナミズムだと思います。 

 これは余談ですけど、今、私はフェーズ 3から 3.2ぐら

いまで来たかな、と思っています。つまり、更に難しくな

ってきているのは、ひとつは地政学のリスクみたいなも

のがすごく高まってきている。それから、資本主義の矛

盾、格差とか持続性の問題も出てきている。実はこれら

を解決するのも、国や政治の役割だけではなくて、企業

がイノベーションをもって解決できるものも相当あるはず

なんです。 

 非常に社会的なテーマを、今また扱わなくてはいけな

くなってきている。更にフェーズが進んでより複雑化して

いるかな、ということで、これは蛇足的にご紹介しました。

そういう意味においては、「市場創造」から、更にキーワ

ードとしてみると「社会問題解決型」になっていくことが

必要だろうということです。 

 

ビジネスモデルとは 

「価値の創造と価値の獲得をめぐる物語である」 

 

 さて、もう一度「ビジネスモデルって何？」という私なり

の定義をご紹介したいと思います。ビジネスモデルは、

まず「価値の創造と価値の獲得をめぐる物語である」と

いうことです。 

 「どういう価値を提案し、どういう価値を作り出し、どうや

ってその価値から、お金という意味での価値を獲得して

いくか」。この

一連の組み

立て、ストーリ

ー。これがま

ずビジネスモ

デルの第一の

要素だと思っ

ています。 

 第二の要素

は、ビジネス

モデルの中に

は二つの大き

な項目・事柄

があって、ひ

とつは「デザイ

ンファクター」

という顧客提供価値をどうデザインするかという要素。事

業をまさにデザインする側面です。そして、もうひとつは

「メンタルモデル」。こうしたイノベーションに取り組むた

めのマインドセットとか組織のカルチャーはどうあるべき

か、そういったものが実は重要になっています。 

 メンタルモデルのほうで重要なのは、直観性と共感力。

これは今キーワードになってきていますね。英語では

empathy と言いますけれど、消費者の欲しているもの、

消費者が求めている満足、あるいは望んでいる体験。さ

きほどの customer experience。こうしたことを感じ取っ

て理解する empathyの力です。 

 そして、仮説思考。今までは帰納法と演繹法、

deductionと inductionという二つの思考様式だったの

が、今こうしたビジネスモデルの分野、あるいは流行りの

デザインシンキングの分野においては、第三の思考とし

て abduction というのが出てきています。日本語にする

と「仮説思考」です。 

 つまり、最初から答えなんかわかるはずがない、だから

仮説をもってスタートし、それが証明されたら前に進むし、

反証されたら戻る。こういう行ったり来たりを頭の中でも

繰り返していく。作業としてもそ うです。これは

「abductive thinking」と言い、これもキーワードです。 

 

平野氏講演中 
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 それから、さっきの投資家に魅力的なビジネスモデル

を語れるかどうかという意味においては、やはりストーリ

ーであり、「どういう価値を提供し、どうやって成長して、

どうやってお金を回収するつもりなのか」ということを、非

常にわかりやすく、破綻なく説得力を持って言えるかが

重要です。 

 断片的な話ではなく全体観としてのストーリー性、統

合力、実験、試行錯誤、それからオープン性というのも

非常に重要です。これも、20 世紀の戦略論は「競合に

どうやって勝つか」が中心だったのですが、ビジネスモ

デル論は、むしろ「誰とどのようにパートナーを組んでど

のようなエコシステムを作るか」になってきています。競

合ですらパートナーになる可能性があるし、顧客がパー

トナーになる可能性もある。こうしたパートナーシップの

発想が、ビジネスモデルの特徴としてあるのだろうと思っ

ています。 

 では、「デザインファクターは何か」と言うと、これはむ

しろ経営的には一般的な要素です。それは、顧客価値

をどうデザインするか。収益方程式、マネタイズ方法をど

うしていくか。それから、カギとなる経営資源、キー・リソ

ースとか経営プロセス、組織をどう作っていくか。これは

20 世紀の経営学でも変わりません。まさに設計するとこ

ろなのですが、この設計の仕方、アプローチの仕方のと

ころに、このメンタルモデルが重要になってくる。価値の

創造、価値の獲得、メンタルモデル、デザインファクター、

これらの要素を全部ひっくるめて私はビジネスモデルと

呼んでいます。 

 ですから、ビジネスモデルというのは「どうやって儲ける

のか」という儲けのところだけではない、ということです。

こうした思考様式や発想があり、それから顧客価値から

スタートして構想するなど、全体としてみると「価値の創

造と価値の獲得の物語だ」と言いましたけれど、非常に

統合的なものなのです。だからこそ、経営学でも苦戦を

しているわけです。それぞれの専門分野を深く掘ってい

ってもたどり着くものではなく、一回上に上がって止揚を

して、それで考え直すということが必要になっている。 

 価値の創造のほうは誰をお客さんにするのか。そのお

客さんにとっての価値は何か。その価値をどう実現する

のか、創造するのかということが左辺にあって、右辺にあ

るのは value capturing、価値の獲得です。対価を誰

に求めるのかということと、価値を提供するターゲットの

お客さんが異なるということはたくさんありますね。要す

るに、広告収入は企業から取るけど、われわれが意識

する直接のお客さんは、テレビの視聴者みたいなもので

す。 

 つまり、常に価値を提供しているお客さんから対価を

もらう、一対一の関係である必要はなくて、ここは分けて

考えていくことができる。そのときに、価値の対価として

何を訴求してどう回収するのかということが右辺にあるの

です。 

 

Amazonが大きく成長したわけ 

 

 Amazon の物語を眺めてみましょう。Amazon の価値

の創造は、極めて広汎です。EC、物流、プラットフォー

ムの利用者すべてに価値を提供して、資金を回収する。

つまり、サーブ＆ビジネスみたいなものも含めてやって

 

平野氏講演中 
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います。核となるのはプラットフォームを活用し、ビジネ

スのユーザー、コンシューマーのユーザー、テナント含

めて、広汎な価値の提案をしていることです。たとえば、

圧倒的な品揃えや検索のしやすさ、配達のスピードを

約束する。ご承知のように、プライムサービスになると、

やがてドローンを使って一時間で配達をするとか。昨日

か一昨日のニュースに出ていましたけど、Amazonがつ

いにボーイング社にジェット機を発注したそうですね。最

高のサービスのために、もう自分たちで運ぶんだ、という

ことです。 

 とにかく customer experienceへのこだわりはすごい。

品揃えとスピード。こうしたことを極限まで求めていくこと

をやっている会社です。どう実現していくかということで、

ＡＩとかロボティクスの研究も非常に進んでいます。一方、

価値の獲得は、アマゾンのＥＣプラットフォームの利用

者すべてから価値を回収します。ご承知のように

Amazon は、売上はものすごく成長していますけど、あ

まり利益を出していない、薄利多売の会社です。キャッ

シュはたくさん生んでいますが、ベソスは、利益にはこだ

わらないんです。こういう投資をどんどんやっていって、

ここで勝ち続ければ必ず Amazon は王者になれるとい

う確信を持っているし、マーケットもそれを支持していま

すから、利益が出なくても株価は上がっていくという、新

しい戦い方になっています。 

 出品料や売上、このあたりは平凡な形です。これは、

日本の ECの雄である楽天と比べると全然違います。楽

天は EC サイトでテナントですし、彼らが今、最も稼いで

いるのは楽天カードです。大量のカードユーザーを作っ

ている。金融というのは実際儲かるんですよね。 

ご承知のように、伝統的な小売業のイオンでも、企業

価値の大半はイオンクレジットです。小売業そのものは

ほとんど利益が出ない。そういう状況です。楽天がやっ

ていることは、それはそれで立派ですけど、Amazon と

はまったく違う。伝統的なモールで、テナントに対してア

ドバイスをして、サーバーを提供して、コンサルティング

のようなことをして、テナントの売り上げを増大化していく。

Customer experience もまったく違います。 

 Amazonは、ご承知のように、とにかく検索がしやすい

ですね。楽天のユーザーとアマゾンのユーザーは少し

違っていて、楽天ユーザーは「とにかくいろいろなお店

探しをすること自体が楽しみである」という、結局はその

お店のサイトで発注する。この点において、Amazon と

は提供している体験がまったく違うわけです。ですから、

「アマゾン対楽天」みたいに括ったところで、ビジネスモ

デルがここまで違う。これはわかりやすい例です。 

 みなさんもビジネスモデルを考えていく時に、この

value creation、価値の創造と価値の獲得、この物語を

どう作っていくか、というのがわかりやすいかな、と思い

ます。 

 value proposition をどうするかに関しては、それこそ

ここの理事である小山さんが翻訳された「ビジネスモデ

ル・キャンバス」という素晴らしいツールを使うといいと思

います。実は、似たようなキャンバスはいっぱいあり、ビ

ジネスモデルの教科書を見ると、多少表現が違ったりし

ますが、私はこれで十分だと思います。中核にあるのは

顧客に対する価値、 value proposition、そして、

customer relationship。今日は解説しませんが、世の

中できちんとした使いこみがされているこういったツール

を使って、デザインファクターを作りこんでいけばよいだ

ろうと思います。 

 

メンタルモデル 

 

一方、上段にあったメンタルモデルですが、これもさ

きほどキーワードを言いましたが、今非常に注目されて

いるのがデザインシンキングです。デザインシンキングと

いうのは、「物事を要素還元的に分解して分解して、論

理的に組み立てていって必ず解にたどり着く」という思

考法ではなくて、ひらめきとか発想とか、empathyとか、

そういう要素がポイントになってきます。 

ここではスタンフォードのデザインスクールのフレーム

ワークを紹介します。マッキンゼー版のデザインシンキ

ングのフレームワークもありますけど、今回はスタンフォ

ードのデザインシンキングのフレームワークをご紹介しま

す。最初は「empathize」、すべてが empathy、共感か

ら始まるんです。ユーザーを理解し、生活に関心を持つ
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ところから始まるというのがデザインシンキングです。そ

の次が「define」で、問題を正しく設定する力です。20

世紀は、問題解決力というのが企業にとっても個人にと

ってもすごく重要なポイントだったんですけど、今は問

題そのものがよくわからない。そうすると、更にその上位

概念として、「問題をどう設定するか」「問題をどう定義す

るか」という力が求められているんですね。これがdefine

で、お客さんの問題（ビジネスのお客さんでもコンシュー

マーでも）、課題をどう設定していくのか。その課題に対

する案、解決策を作ることを ideate と言います。要する

にアイデア出しです。 

 これは「論理的にどんどんどんどん要素分解をして、イ

シューツリーを作って、八つぐらいにバーッと分けていく

と、全部要素が出てきて、それを埋めていけば出る」とい

うものではなくて、非常に多様な発想でア

イデアを出していく、ということ。そのアイデ

アをいきなり「これが完成品だ」とマーケット

に出すのではなくて、プロトタイプとテスト

を繰り返す。iterative ということですよね。

これはスタンフォード流ですが、どこもだい

たい似ています。こういうアプローチがデ

ザインシンキングです。 

繰り返しになりますが、ビジネスモデルと

いうのは、単に儲け型の工夫をどうするか

という狭義のことではなくて、こうした発想

でビジネスを作り出していくという部分も含めて、非常に

広汎な概念であるということをぜひご理解いただければ

と思います。 

 

ありとあらゆる産業に 

破壊者が現れる 

 

 ちょっとまた趣を変えて、競争という視点でビジネスモ

デルを議論してみたいと思います。先ほど言いましたよ

うに、もうフェーズ 3の経済では市場の創造をしない限り

成長はあり得ないということですが、局所的な競争という

ことで見たときも、市場の攻略を同じビジネスモデルの

中で、小さなイノベーションをたくさん起こしています。で

すから、まだ市場創造できていると言えますよね。例え

ばコンビニも、おでんから始まって、今やコーヒーからド

ーナッツから、小さなイノベーションを繰り返して成長し

ていますから、立派なものだと思います。 

 立派なものだとは思いますけど、ファミリーマートがサ

ンクスを統合しますし、ローソンも買収に買収を重ねて

いますから、もう三強の消耗戦になってきているわけで

す。同じ市場に対して新たなビジネスモデルで入ってく

るプレイヤーを、「アタッカー」。それから、同じビジネス

モデルを違う市場で展開するということに関しては、住

み分け。いちばん怖いのは、「破壊者」。新たなビジネス

モデルで市場創造しているとき、「破壊者」が入ってくる

と、これを全部総取りしていく可能性があります。［図 5］

「破壊者」が、今、次々と現れてきています。 

 たとえば小売り。これはアメリカだけではありませんが、

ウォルマートは、1990 年代は、ある意味において破壊

者だったんですね。ウォルマートは、みなさんご存知だ

と思いますけど、EDLP というビジネスモデルを作った

んです。エブリデー・ロープライス。日本のスーパーは

「今日はこれが安い」ってチラシを入れて、目玉を作って

お客さんを呼びます。アメリカでも実は、Ｋマートとかは

みんなそうだったんです。ウォルマートはそれをやめて、

「うちは毎日、ナショナルブランドをいちばんリーズナブ

ルな安い価格で買えますよ」と、お客さんに対して確信

を持たせたんです。実際にそうだから。それは何がいい

かと言うと、チラシを含めて、そういったキャンペーンとか

広告宣伝とか、大きな販促費用を使わなくてもお客さん

 

図 5 ビジネスモデルの競争：破壊者の登場 
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を集めることができるようになったのです。これがＥＤＬＰ

というビジネスモデルなのです。これ自体、小売業のビ

ジネスモデルの革新だと言われています。 

 日本では、ダイエーの中内さんなど非常に有名な経

営者は、こういう価格破壊を「とにかく安ければいい」と

いう。それに対してウォルマートは EDLP という概念を

出して、小売りの革新を起こしたわけです。でも、そこも

今、たとえばコストコのように、陳列はミニマムにして、そ

の代わりナショナルブランドを安く買えるという会員制の

モデルが出てきてアタックされている。これは新たなビジ

ネスモデルで、既存の思想で戦っています。 

 この EDLP を日本で実現しているのはどこというと、

100円ショップがそうなんです。鉛筆などの文具だろうが

お茶だろうが、レジでは 100 円玉で済みますよ」という。

これは EDLP なんです。いちいち販促だのキャンペー

ンだのを打たなくても、みんな 100 円だろうと思って行く

わけですよね。それなりのものしかもちろんありませんけ

ど。 

 これはウォルマートとは扱っているものが全然違いま

すから、同じビジネスモデルですけど、市場を創造した

ということではない。やっぱり「すみ分け」ですよね。 

 問題は「破壊者」として入ってくる Amazon みたいなも

のです。同じように金融でも、今はフィンテックがブーム

になりつつあります。典型的な消費者用のメガバンクが

ここ（消耗戦）にいた時に、ソニー銀行とかイオン銀行は、

基本的に支店を持たず、コールセンター中心、ネット中

心でやるということで、大きくではないですけど、一応ビ

ジネスモデルとしてアタックしている。あ

るいは、東京スター銀行やレイクなどの

消費者金融というのは、同じビジネスモ

デルですけど、従来の銀行が扱わなか

ったものを扱う、要するに「住み分け」

です。 

 最近は、銀行はみんなこれを買収し

ちゃいましたね。日本の銀行って、何

でも取っていってしまう。でも、そこに

Apple Pay など混合した新しいフィン

テックが入って来て、圧倒的に利便性

の高い支払い方式が出てきたときには、それは「破壊者」

になります。銀行が不要となる Bit Coin は究極の破壊

者ですね。 

実は銀行の収入の 5 割以上は、今は融資ではなくて

トランザクションというペイメントで稼いでいるんですね。

たとえばセブン銀行がなぜ成り立つかと言うと、貸し出し

ではなくて、毎回取られる手数料で成り立っています。

全部トランザクション収入。これはもう、Apple Pay みた

いなものができたら、いらなくなります。現金を持たなく

ていいのですから、破壊されるわけです。 

 「これはインターネットの世界で、小売りはさすがに影

響を受けるだろう、でもうちは関係ない」と思っていた業

界も今ほとんどアタックされています。Amazon は今や

IBM をアタックしています。サーバービジネスですよね。

部品会社のデイキーも、もう彼ら自身が物流倉庫とネッ

トワークを持ってやろうとしていることで、アタックをして

います。実はもうありとあらゆるすべての産業はこういう

「破壊者」が現れる環境になっている、ということを認識

すべきです。みなさんがどこにポジションをとるか。「俺

はここ（破壊者）からスタートするんだ」というのは素晴ら

しいです。でも、ここ（同じビジネスモデルで市場攻略）

にいるのでしたらいろいろ考えないといけないということ

ですね。［図 6］ 

アタッカーゾーンに入っている産業があります。バリュ

ーチェーンや要素技術が安定的か、お客さんがそこに

対して保守的か、それともかなり革新的なものを受け入

れるか、という、技術の面と顧客の面で切ったときに、両

 

図 6 ビジネスモデルと競争の例 
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方とも不安定なもの、例えば ITのサービスなどは、お客

さんも次々と新しいものに平気で乗り換えるし、技術もど

んどん変わっていきます。オーディオビジュアルも、流

通も、通信も完全にそうなっています。今、金融も徐々

にそうなってきて、お客さんは新しいサービスを受け始

めようとしている。特に北米なんかはそうですね。 

 それから医薬品は、ずっと安定的なポジションにあっ

たのが、たとえばバイオ創薬とかペプチドから作るだと

か、新しい技術がどんどんできて、日本の製薬会社が

非常に苦しんでいます。伝統的な創薬の方法ではダメ

になってきて、どんどん不安定化している、革新が起き

ているということです。こういう産業はこうした巨大な破壊

者のアタックが既に起きているんです。 

 それから自動車。これが EV 化したり無人化したり、そ

うなってくると、それはもうトヨタの敵はメルセデスやフォ

ードやＧＭではなくなる。技術やバリューチェーンが不

安定化する。安心安全に直接関わりますからユーザー

も保守的にはなりますが、徐々に受け入れていくことに

なるでしょう。そうすると、みんなこのゾーン（顧客の価値

基準もバリューチェーン要素技術も「不安定」）に入って

くるということです。「アタックされますよ」ということです。

これを認識することが非常に重要だということです。 

 特に左上の既存事業、もともとそこで大きく看板を張っ

て事業をやってきた人たちが、やがてアタックされるの

は時間の問題です。でも、自らがビジネスモデルを変え

ていくというのは、言うは易しいですけど、なかなか変え

られない。それは何がネックになるのかということを最後

にお話しして、私のパートを終わりたいと思います。 

 

組織的思考停止を 

どう排除するか 

 

ビジネスモデル革新の阻害要因は一体何か。これを

取り除いていかないと、既存企業はアタッカーに食われ

ていくわけです。これも構造と組織、あるいはマインドな

ど問題は重層的です。構造は、成功している会社であ

ればあるほど、そこにおいては利益の共同体になって

いますし、確立した利益を出すメカニズムがあり、それか

ら、そこで成功してきた人たちがお山の大将で、その会

社の技術や営業のトップにいますから、ノウハウや知識

においても、その成功体験をひたすら上塗りしていくこと

になりがちだということです。 

 これは、組織の論理、そして常に起きることですね。経

路依存性というのがあって、自分たちが経験したこと以

外のことはなかなかできない。よく引き合いに出されるの

は、たとえばソニーがなぜ iPodに敗れたか、なぜウォー

クマンを革新できなかったか。ひとつは経路依存性とい

う意味においては、彼らはメカトロニクスで問題解決して

いくということが非常に強かったので、技術者にソフトと

標準品を使ってやっていくという経験もなければマイン

ドもなかった。こういう経路依存性がやはりすごくあるわ

けですよ。 

 パスディフェンデンス（経路依存症）は、特に長期雇用

を前提としている日本の会社の場合は、そのメリットもあ

りますけど、非常にデメリットになる可能性も持っていま

す。それから、メンタルバイアスはいわゆる成功体験そ

のものですし、組織的思考停止というのは、これはもうし

ょっちゅうあることです。「うちの会社は潰れないだろう」。

あるいは「みんなこれでやってきたんだから、これでいい

んじゃないか」とか、「他社もやっているんだから、うちも

これでいいんじゃないか」。こういうのは全部思考停止で

す。 

 「競合は、今あなたが想定している会社じゃなくなる可

能性がすごくある」ということです。なので、この組織的

思考停止をどう排除するかというのが、マネジメントの大

きなポイントになっていきます。それは細かく書いてあり

ます。［図7］ノウハウや知識の集積体、ソニーのウォーク

マンにおけるメカトロニクスやメディアへの執着。利益喪

失システムというのは、これはもう古い話ですが、昔はデ

ックとか大きなミニコンメーカーがありました。IBM の次

にデックが大きかったんですけど、PC を敵対視して無

視していたら、競争力を失い、今の HP に買収されてし

まった。正確にいうとHPはコンパックというパソコンの会

社を買収して、そのコンパックが前にデックを買収した

んです。もう、たいへんな三国志ですよね（笑）。 

 だから SI 事業者にとってみるとクラウドというのは劇的
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な価格下落を招くので、ジレンマです。大勢抱えている

プログラマー、SE、営業、この人たちがいらなくなる可

能性がある。でも、この人たちを食わせていかなくては

いけない。どうすればいいのか。クラウドのほうが、サー

ビスとして競争力があるに決まっているんだけど飛びつ

くわけにもいかない。こういう意味において、完全にジレ

ンマ問題になる。これはやっぱり利益喪失システムの問

題です。 

 利益共同体というのは、たとえば大手文具会社とは、

卸しとか文具店などの流通網を維持して、言ってみれ

ば川下の販売を食わしている。今の新聞なんかもそうで

す。この仕組みがありますので、それを飛び越えるような

ことはできない、プラスを飛び出て、ASKUL が作られる

とか、結局は破壊者が出てくる、ということですよね。 

 それから家電量販店とメーカー。これも日本のメーカ

ーがダメになった理由のひとつですけど、とにかくヤマ

ダ電機やヨドバシの店頭に並べてもらわないと売れない、

ということで、大量の超値引きをさせられて、大量購買と

大量出店で薄利を分け合う家電量販店とメーカーの依

存関係があります。これに慣れ切ってしまった。家電の

人たちは販売会社に依頼していますけど、その販売会

社からあとは売り子さんを出しておしまい。で、どれだけ

アクオスの棚が取れるか、どれだけブラビアの棚が取れ

るかで決まる。もう、こういう戦い方をしていてはダメだ、

ということです。でも、今までそれでやってきたし、利益

共同体としてそこでもう相互依存の関係がありますから、

なかなか壊すことはできない。 

 前半に非常に格好よくビジネスモデル・イノベーション

の話をしましたけど、実際成功している会社というのは

みんなこういう問題を抱えていて、変革が出来ないのが

現状です。実はこれがいちばん深い問題になんですね。

経路依存性、組織内に蓄積された知見への依存。メン

タルバイアスで過去の成功体験。潜在脅威の過小評価、

これらは常にあるのです。 

私は 90年代に通信の仕事をコン

サルタントとしてやっていましたけど、

当時の通信会社の人は「インターネ

ットなんて、使いものにならない」っ

て言っていましたからね（笑）。「あん

なもんで電話ができるわけがない」

と。「誰が保証するんだ、品質は？」

みたいなことを、当時の技術の幹部

はみんな言っていました。 

自動車会社の幹部も言っていま

した。90 年代に「韓国の自動車メー

カーが日本に追いつくことはない」

「裾野が違うんだ」と。しかし、今やグローバル購買、グロ

ーバル調達ですから、裾野も何もないんですよね。ヒュ

ンダイは販売台数ですでにホンダも抜いています。だい

たい過小評価するんです。もう間もなく、あと 5 年もすれ

ば、中国から巨大なスーパープレイヤーがいっぱい出

てくると思いますよ。すでにインターネットでは出てきて

いますけど、通信の分野なんて、ファーウェイとかそうい

うところが巨大化しています。 

 それから、組織的思考停止。これは、日本の会社の最

大の問題だと思うんですが、「サラリーマン意識」です。

「うちの会社は、潰れることはない」、「みんな同じことを

やっている」、「他社とうちは変わらない」。あとは予算達

成だけに血眼になる、とか。こういうことではダメだという

ことですよね。 

最後はちょっと生臭い話になりましたが、結局、美し

いビジネスモデルの革新をやろうと思っても、既存の事

業者、既存の企業は、成功していればしているほど、こ

 

図 7 ビジネスモデル革新を阻害する組織やマインド 
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ういうバリアも一緒に壊していくということを、もうひとつの

課題として認識していただく必要がある、ということです。

最後はいつも格好よくジョブズが登場するんですけど、

既成概念を打破し、新たな顧客価値を提案し、その実

現を自らコミットする。そして、メンバーに変革の勇気を

与える。やはり最後はリーダーなんですよ。だから、ビジ

ネスモデルの革新というのはやはり人が成すことであり、

組織が動いて初めて実現するので、こうした理論もさる

ことながら、最後はリーダーシップ問題ということになりま

す。私は、今は大学教授をしていますが、コンサルティ

ングの現場でも、投資の現場でも、結局最後はここにた

どり着く、ということです。 

いろいろなことを申し上げましたけど、入口（オリンピ

ア 2016 の最初の講演）ということでちょっと俯瞰的にビ

ジネスモデルの話をさせていただきました。もしご質問

やご意見があれば……。「違うんじゃないか」というご意

見も大いに歓迎です。あるいは「納得感があります」とか

でも結構です（笑）。 
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特集「プラットフォームの覇者は誰」 

求められるのはイノベーションと起業家精神  

21世紀のプラットフォームは誰がつくるのか 

我々の経済活動や市民生活のベースには、

社会プラットフォームが存在する。そのうえ

で、企業は事業を起こし、効率的に生産活動

を行い、商品を供給する。それを顧客が購入

することで企業が利益を生み、成長していく

という循環的なエコシステムが形成されて

きた。いま、２０世紀から現在にかけて存在

していた社会プラットフォームが衰退し、エ

コシステムは疲弊しつつある一方で、新たな

プラットフォーム構築の動きが出てきてい

る。２１世紀のプラットフォーム構築に企業

はいかに関与し、新たなエコシステムをつく

り上げるのか論じる。 
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