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これまでの一連の議論から明らかとなるのは、イノベーションが企業の栄枯盛衰に与える影響の
程度とパターンに関しては極めて多様である、ということである。また、我々は、イノベーション
に対する見方をいくつか修正する必要がありそうである。
第一に、シュンペーター仮説として後に経済学者によって定式化された問題は、企業の栄枯盛衰
を巡る現象の一部にしか過ぎないことに注意が必要である。既存企業か新興企業かという二項対立
に基づく定式化は素朴な問題提起としてはありうるものの、どちらがより有利に機能するかどうか
は、企業が保有している経営資源や蓄積した知識、そして組織ルーチンに依存し、他方では環境変
化のあり方に依存している。したがって、新興企業か既存企業かという表面的な企業主体や市場地
位の特徴に注目するだけでなく、イノベーションがもたらす変化がどのようなレベルで顕在化する
か、その変化は既存の経営資源や知識、そして組織ルーチンにどのような影響をどの程度与えるの
か、という点にもっと注目する必要がある。
例えば、画期的イノベーションか否かという問題も、どのレベルの変化に注目するかによって大
きく変わってくる。また、もたらす変化は、企業主体によって大きく異なるという点で、どの企業
にとっても一義的な「画期的イノベーション」が存在するわけではない。また、イノベーションが
もたらす変化が、非連続的か連続的かという問題も、どの時点からどの時点までの変化として捉え
るかに依存している。このことは、変化をどのレベルで、どのように個人と組織が＜認識し、解釈
し、評価し、対処するか＞という問題に企業の栄枯盛衰が関係していることを示唆している。
第二に、イノベーションの競争へのインパクトは、イノベーションのパターンがそうであったよ
うに、純粋に科学や技術の再現可能な知識によって構成される法則定立的世界によってのみ支配さ
れるわけではなく、むしろ人間の意図や主観的な解釈や評価によっても大きな影響を受ける社会的
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プロセスでもある *1 。組織を特徴付ける組織文化や価値観、組織慣習に加えて、顧客との関係性や
販売体制にも影響を受ける。顧客との関係性はこれまでの取引関係のあり方や取引期間の長さにも
影響を受ける。その他、当該国の政策や制度にも影響を受ける。そもそも新しい技術をどのように
受容するかは、顧客の価値観やそれに基づく評価にも依存している。したがって、技術はその技術
が埋め込まれる社会や社会で共有される価値観とは無関係ではいられない。それゆえに、イノベー
ションの競争インパクトを検討するには、単に技術の優劣のみを検討するだけでなく、技術と社会
の関係性にこれまで以上に注目する必要がある。
戦略のあり方を検討する 1.2.5 で詳述するように、栄枯盛衰を主体的にコントロールすることは
至難の業である。新しいことに挑戦するためには不確実性やリスクがある。既存の事業に最適化し
た経営システムやそこで働く人々は変化を嫌い、目に見える確実な現状の事業に固執する傾向があ
る。ほとんど不可能だとあきらめるか、困難だけれども主体的に変化を主導するためには何をしな
ければならないか。この問題を考えるのが、イノベーションのマネジメント・戦略である。
尚、本章は一橋大学イノベーション研究センター (2017) 第 3 章を要約したもので、詳細は本書
をご覧いただきたい。
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