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ビジネスの原点は優れたコンセプトづくりにあり!

コンセプトづくりの
ツボを知る
先の見えない時代は、
優れたコンセプトを生み出す
者が市場を制す!

実際優れたコンセプトは、厳し

や愛玩ロボット「AIBO」
、拡張性

い経済情勢、社会情勢にも関わら

とスタイルにこだわったパソコン

ず、新しい価値、新しい市場を生

「VAIO」など、常に“SONYらし

み出し、人や企業、社会にさまざ

さ”を備えた商品を提供してきた、

まな利益をもたらしている。たと

コンセプトメイクの優れた企業の

ヒットする映画や本。気がつけば

えば、文具の翌日配達=明日来ると

代 表 だ ろ う。 ソ ニ ー が プ レ イ ス

いつも手にしているグッズ。メディ

いうコンセプトで新しいビジネス

テーションという新たなゲーム機

アの露出度が高いタレントや知識

モデルを築いた「アスクル」
。ある

を引っ提げて市場に乗り込んだ際、

人――これらに共通しているのは

いは「スープのある1日」を物語形

当時の出井伸之社長は「デジタル・

何だろうか。それは“優れた”コ

式でコンセプト化し、事業化した

ドリーム・キッズ」というコンセ

ンセプトを持っていることだ。

売れる商品。人気の高い企業。

「Soup Stock Tokyo」
。男性化粧

プトで、その後のソニーの方向性

成熟市場時代、モノ余り・カネ

品のパイオニアとしてブランドを

を示した。ハードだけではなく、

余り時代、デフレスパイラルなど、

確立し、さらに若い男性に「トー

ソフトでもソニーらしい、わくわ

現代を表現する時に使われる言葉

タルグルーミング」というコンセ

くするような商品づくりを表した

は、決して芳しいものではない。

プトで「ギャツビー」という新た

優れたコンセプトだと思われる。

誰もが先の見えない時代だ。こう

なブランドを定着させた「マンダ

した混沌とした時代にこそ、優れ

ム」
。優れたコンセプトは商品に限

たコンセプトづくりが必要だ。経営

らず、新しい市場やビジネスをつ

者であれ、社員であれ、
「今」とい

くり上げ、拡大させている。

う時代に生き残っていくためにはコ

もちろん既存の強い企業、優れ

ンセプトを生み出す能力が求めら

た会社といわれている組織には優

れる。それだけに、多くの人がコ

れたコンセプトが存在している。

ンセプトに関する本を出している。

たとえばソニーは、ウォークマン
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優れたコンセプトは
ビジネスのスピードや精度、
よりよい社内環境づくりにも
貢献
さらにコンセプト化はモノや市
場の創造だけでなく、ビジネスの

スピードや精度、効率化、高収益化、

企画力が重要だと言われてきたが、

よりよい社内環境をつくっていく

そのプランを成功させる可否が実

ためにも重要だ。

はコンセプトにあるといい、その

早稲田大学の遠藤功教授の提唱

重要性を強調している。

した「見える化」などは、あらゆ
る仕事の現場で使われている一つ
の優れたコンセプトだと言える。
言葉は平易だが、誰もがそれがど
ういうことかを直観的に理解でき
る。これまで属人的、無意識に行
われていたことを数字や図柄にし
ていくことで問題点や目標が見え
てくるのだ。
ほかにも建築家隈研吾さんが主
張する「負ける建築」なども優れ
たコンセプトだろう。これは、と
かく主張が過ぎる建築家のデザイ
ン志向を、主張しすぎない→負け
るという言葉に置き換えて、考え
方を打ち出したものだ。その言葉
の意外性は大きな反響を呼び、隈
研吾さんを世界の舞台に引き上げ
るきっかけの１つとなった。

仕事が外国に流れ、
AI化時代だからこそ
コンセプト思考が求められる
なぜコンセプト化が重要なのだ
ろうか。
アメリカの学者でコンサルタン
トのダニエル・ピンクの『ハイコ
ンセプト』を訳したカリスマコン
サルタント、大前研一さんは、コ
ンセプトをつくる能力が求められ
る背景について、
「グローバル化と
デジタル化が進んだために中流層
が富裕層と低所得者層に流れ、M
型社会に向かっている」と言う。
成功者になることができなければ、
中流を飛び越えて一気にローアー
クラスに転落してしまうのがこれ
からの時代だという。グローバル
化によって同じ仕事がよりコスト

の安い国に移ってしまう。もしく
は 自 分 の 仕 事 が コン ピ ュ ー タに
よってより早く正確にできるよう
になってしまう。自分が提供して
いるものが、豊かな時代の非物質
的で超越した欲望を満足させられ
るものでない限り、生き残ってい
けないのだ、と。だからこそ他の
途上国やコンピュータにできない
新しいコンセプトを打ち出すこと
が強く求められているのだ、と。
『 コン セ プト思 考 の ノウ ハ ウ・
ドゥハウ』の著者である経営コン
サルタントの野口吉昭さんは新た
な理念、新たな戦略への再構築に
は物事を整理し、体系化して行動
に移す論理的思考だけではなく、
独自性・独創性・競争優位性が求
められているといい、これが市場
でヒットするためには、コンセプ
ト思考がなければいけないという。
これまでのような過去のデータや
経験値を整理して分析し、体系化
するだけでは、新しい価値を生み
出すことはできないと。
また10年以上にわたってコンセ
プトメイキングの研究をしている
平林千春さんは、著書『コンセプ
トメイクの技術』でコンセプト能
力が求められる背景について、
「成
熟市場においては、消費する対象
のなかにある今日的な意味を見出
し、それに対応した行動をとるこ
とが求められる」
と語っている。
「そ
の中枢に位置するのがコンセプト
力である」と。予てよりビジネス
においては、よくプランニング=
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コンセプトは概念ではない。
アイデアでもない。
本質であり、特徴であり、
仕組みである
コンセプトとは何だろう。コン
セプトは日本語では「概念」と訳
されるが、しかしことビジネスや
社会においてはちょっと違うよう
だ。もっと身近で、具体的で本質
的な存在なのだ。上述した著名人
やコンセプトに関する本が強調し
てるのは「本質的」であることだ。
とくに野口さんは「コンセプト
は概念ではない。コンセプトは本
質であり、特徴である」と言い切っ
ている。平林さんもコンセプトは
テーマがあった時、
「本質は何か」
を問い、納得できる結論を出す「求
心軸」であるとしている。
「本質」とともに大事なのはもう
１つ、コンセプトはアイデアや発想
とイコールではなく、アイデアを整
理し検証し、仕組化されたもので
あることだ。アイデアや発想はとも
すれば、コンセプトと同列に考えら
れがちだが、アイデアだけを集め
てもコンセプトにはならない。平林
さんは、アイデアとコンセプトを次
のように関係づけている。
アイデア ……
何を(What)の発見、着想
コンセプト……
ど の よ う に、 ど の よ う な
(How)の展開、方向づけ
つまり頭に浮かんだ発想を、ど
のように展開していくかを方向づ

けしていくことがコンセプトなの

２つめは、
「何かが以前から存在し

だ。

ていたにも拘わらず気づかなかっ

ビジネスにおいては、いかに優

たことに驚く」こと。たとえば病

れたアイデアや思いつきがあって

気やけがをしてみて、健康という

も、具体的なものや仕組みとなり、

ありがたさに気付く、思いのほか

さらにそれが結果をもたらさない

車いすの人や杖をついている人が

と意味をもたない。コンセプトは

いることに気付いたり、当たり前

そのふと湧いたアイデアや思いつ

だと思っていたことに気付いたり

きを整理し、まとめたもの。いわ

すること。

ば個人の考えを共有化する技術、
メソッドであると言える。

３つめは、
「もはや存在していな
いことに驚く」こと。つい２、３

逆にいえば、協力者や市場、時

年前に買った家電品に不具合が生

代から「ナルホド」という共感を

じたので、店やメーカーに修理を

得られないものは、コンセプトた

頼んだら、すでに廃盤になってい

りえない。周囲から共感・理解を

た、などということはよくあるこ

得るためには当然第三者からの検

と。教科書などでも昔習ったトピッ

討が必要となる。優れたアイデア

クが現在は入っていなかったりす

が優れたコンセプトになるために

ることも、若い世代と話して初め

は、第三者のフィルターを通す必

て知ったりする。

要があるのだ。

４つめは「何かがまだ存在して

難しく考えることはない。
「その

いないことに驚く」こと。50年前に

アイデアって何？ どういうこと?

計画された公共工事がいまだ完成

どうすればいいの？」という問い

してなかったり、トヨタグループの

に対して「こういうこと。だから、

創始者の豊田佐吉が1925年に100万

こうすればこうなる」と提示でき

円の懸賞金をかけた36時間連続で

ればいいのだ。

100馬力、容積約280リットルという

さらにもう１つ、コンセプトの
重要な条件としては、
「驚き・違い」

電池は、21世紀迎えた今でも完成
していなかったりすることだ。

が入っていることだ。驚きや気付

これら４つの驚きのパターンを

きはアイデアや発想の原点でもあ

もとに、起こっている現象を見て

るが、要はそれが一人だけのもの

いくといろいろな発見や発想が生

か、複数のものなのかということ。

まれるはずだ。
「本質性」
、
「アイデ

驚きや気付きは個人の感覚や感性

アや発想を整理して仕組化する」
、

によるが、驚き・気付き発見力は

「驚きと違い」― 、こうした３つ

鍛えることができる。

の要素を盛り込むことでコンセプ

『BCG流非連続思考法』の著者で

トはつくり上げられる。

ボストンコンサルティングのコン
サルタント森澤篤さんは、驚きを
４つのタイプに分けている。
１つは「何かの存在に驚く」こ

現状を
鳥の目と虫の目で分析、
具体化して言葉化する

とで、何か製品に不具合が生まれ
た、設備から変な音がする、匂い

コンセプトは結果を生み出すた

がする、顧客の反応が違うといっ

め（HOW）の仕組みなので、そこ

た、変化の存在を気づくこと。

には一連のプロセスがある。コン
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セプト化のプロセスはその対象や
実践者のスタンスによって分かれ
ている。
たとえば前出の平林さんは、コ
ンセプトをつくり上げるプロセス
を2つ の フ ェ ー ズ に 分 け て い る。
フェーズ１は「意味を探るフェー
ズ」
、フェーズ２が「デザイン化
（仕組化）のフェーズ」だ。
フェーズ１では、まず発想者（ア
イデアを持っている人）の意図を
くみ上げ、意味化（具体化）する。
具体化には言葉や記号、図など、
あるいはそれらを組み合わせた表
現方法が使われる。そしてフェー
ズ２では、出てきた発想やアイデ
アに対して検討と検証を加えて、
コンセプトをつくり上げ、次のデ
ザインのプロセスに渡していく。
ここでいうデザインとは意匠の
意味にとどまらず、計画やスキー
ムという意味も含める。コンセプ
トは結果に導くための仕組みだか
ら、逆に言えば、与件として課題
やテーマが設定される場合が多い。
発想者はこうした課題やテーマに
対しての現状認識、分析を行いな
がらそこから「４つの驚き」の問
いで驚き・気付きを探していく。
その意味では、フェーズ１の前に
フェーズ０、すなわち現状認識の
ための情報収集と整理・分析が前
提となって来る。
一方大手広告代理店博報堂出身
のフリープランナー高橋宣行さん
は、コンセプト化のプロセスを次
の4つのステップで示している。

ステップ１

現状認識

ステップ２

時代洞察

ステップ３

発見（価値づくり）

のか。いま出しているサービスの

こ の 気 付 きや 驚 きの 発 見 が ス

魅力は伝わっていないのではない

テップ4の段階で言葉化され、収

かなど……

斂されてコンセプトが生まれてい

日本にコンビニエンスストアを

く。高橋さんのいう言葉化は、平

根付かせた、セブン&アイホール

林さんのいう具体化ととっていい

ディングスの元会長の鈴木敏文さ

と思う。言葉だけでなく、記号や

んは、それまでの小売りの常識を

図、映像であったり、音や匂いも

変えてきた人だが、とくに圧巻は

入ってくるかもしれない。大事な

夏におでんを売ったことだ。季節

ことは言葉化（具体化）すること

は夏でも気温が低い時期や地域が

で、協力者や顧客、消費者の共感

あれば、温かいおでんは売れると

を得ることだ。

判断し、ヒットさせた。鈴木さん
が著書で何度も言っていることは、

ステップ４

言葉化

高橋さんの示す現状認識と時代

商売では「分母」に着目するとい
うことだ。つまり夏という分母で

優れたコンセプトに
仕上げるための
12の問いかけ

商売を考えている限りは到底おで
んを売るという発想は生まれない。

もち ろ ん 単 に こ の プ ロ セ ス に

洞察は、まさにコンセプト化の与

でも分母を気温とすることで、そ

乗っただけでは、優れたコンセプ

件となる現状の分析を行うステッ

れまでの常識を変える新しい市場

トはならない。

プだ。いずれも情報収集が基本に

が開けることがあるのだと。

高橋さんはコンセプトを優れた

ステップ３は、先に述べた驚き

ものにするためのチェックポイン

現状認識は起っていることをま

や気付きの発見のことだ。高橋さ

トとして、次のような問いかけを

ず拾い上げ、収集する。一方、時

んは気付きや驚きの発見の切り口

している。

代洞察は同じ情報でもより感性的、

として次のようなヒントを出して

感覚的な捉え方となる。起ってい

いる。

なってくる。

1. 時代の求めにあっていますか

る事実を細分化しながら市場の動
向や生活者の心理を想像していく。
当たり前だが、新しい発想にせよ

2. 主張がはっきり出ていますか

① 視点を変える
男性視点から女性視点。子供視点

アイデアにせよ、気付きにせよ、

を大人視点に。日本人視点を外国

まず情報を集めてそれに触れない

人視点に。顧客視点に。

ことには生まれてこない。
「無」か

② 切り口を変える

ら「有」を生み出すことはないの

食品から医薬品。レストランから

だ。さらに高橋さんはこの２つの

遊技場。資産から消耗品に。中間

ステップについて、現状認識のス

品を完成品に。現在から10年後に。

テップは“鳥の目”で広く俯瞰し、

現在から100年前に。

時代洞察は“虫の目”で微に入り

③ 意識を変える

細に入り見ることが重要だと言っ
ている。
加えて大事なことは、仮説を立
てて動くということだ。新商品が

売り場から買い場。顧客からファ
ン。顧客から参加者。
④ 発想を変える
仕事から遊び。製造からサービ

ヒットしないのはなぜか。市場が

スに。営業から解決に。

飽和しているのは本当なのか。人

⑤ 概念を変える

口が減っているのは、女性が子育

固有名詞から一般名詞に。

てできる環境が整ってないからな
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3. それはいままでと違う新しい
		 価値観ですか
4. 激しい変化に対応していますか
5. 生活の新しい提案になって
		 いますか
6. 喜びや感動を伴うものですか
7. イメージアップにつながって
		 いますか
8. 他との差別化ができていますか
9. 戦略的に組み立てていますか
10. 長く展開することが可能ですか
11. 社員や協力者と共有化しやすく
		 なっていますか
12. 世の中から評価され、尊敬され
		 るものですか

YESの数 が 多ければ 多いほど、
そこで実る果実は大きくなるはず
ですし、YESの数が多い人ほどコ

【参考文献】
●『実践 コンセプトメイクの技術』平林千春
実務教育出版

ンセプト能力が高い人であると言

●『コンセプトメイキング』高橋宣行
ディスカバー

える。見えない明日を確実にして

●『ハイコンセプト』ダニエル・ピンク
( 大前研一訳 ) 三笠書房

いくためにも、コンセプト力を鍛
えておきたいものだ。

POINT

●『コンセプト思考のノウハウ・ドゥハウ』
野口吉昭 PHP 研究所
●『THINK! コンセプト力を鍛える』
東洋経済新報社

■ 先の見えない現代に求められるスキル「コンセプト化」
■ 成功者として生き残るにはコンセプト力を磨くべき
■ コンセプトは概念ではなく、本質をつかむ力
■ コンセプトは仕組化し確実に実行されて完結する
■ コンセプトの原点は4つの驚き
■ 現状を鳥の目と虫の目でみる
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ガラパゴス化再考

脱コモディティ化を目指すなら、ガラパゴスでしょ！

ネット化・デジタル化が進んだ現代では、新しい商品

とくにチェキの人気は、それまでカメラ店にしか置か

やサービスがあっという間に広がり、差別化、差異化が

れなかった商品が、雑貨店などに販売ルートを広げたこ

難しくなってしまう。ブルーオーシャンだと思って飛び

とで、
「かわいいカメラ」から「かわいい雑貨の１つ」

込んだ瞬間から、真っ赤なレッドオーシャンに変わって

として受け入れられたことが大きい。

しまう市場も枚挙に暇がない。
こうした時代は、逆に世界のトレンドを気にせず、独
自の「ガラパゴス化」が市場を切り拓く可能性がある。
例えばカメラはすでにデジタル化が進んで、オート
フォーカス、手ブレ補正、ミラーレス化が進み、同じ被
写体からミニチュア風やトイカメラ風などさまざまな絵
柄が表現できるが、いま静かなトレンドとなっているの
が、昔ながらの紙焼き写真が出てくるカメラだ。
数年前より、フィルム内蔵カメラ「写ルンです」の最
市場化、さらに最近はその場でプリントができる「チェ

音まで撮れるチェキ instax mini LiPlay のダークグレイ。
男性を狙った商品として発売された【チェキ公式サイトより】

キ」が人気となっている。いずれもフィルム時代を知ら
ない世代が、フィルムを「新しい」と思って買い求めた
結果だが、デジタルカメラに市場が奪われたなかでも、

ほかにガラパゴス化の代表としては、ヤマハ発動機の

製造を続け、技術を絶やさなかったことが、現在の興隆

電動アシスト自転車のPASシリーズがある。1993年に

のベースとなっている。

発売されたPASは、とくに小さいお子さんを持ったマ
マチャリを操るママ、パパ世代に支持され、現在までそ
のスタイルやコンセプトを変えずに進化し続けてきた。
当初１回の充電で20ｋｍ程度だった走行距離も、最
新型では56ｋｍまで伸び、また充電時間も10時間から
3.5時間にまで短縮された。いまや保育園児などを持つ
家庭のベーシックビークルとなっている。ここ数年でも
毎年10％以上の伸びを続けており、普及も家庭に１台
に迫ろうとしている。伸びの背景には通学用の推奨ビー
クルとしても学校が積極的に推奨していることや、免許

おしゃれな雑貨感が１０代女性に人気のチェキ mini8 ＋
【チェキ公式サイトより】

を返納した高齢ドライバーが日常の足として使うケー
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ス、あるいはインバウンドの伸びで、観光地の足として

その技術は、電動アシスト車椅子に転用され、来年のパ

レンタサイクル、シェアサイクルの１つとして普及して

ラリンピックで更なる市場拡大が期待されている。

いるなど、ニーズの多様化がその背景にある。

実はヤマハは時代に先駆けたユニークな商品を送り出
している企業として知られる。あくまで自転車の延長と
して開発したPASに対して、日本のスクーターの原型
となる「パッソル」シリーズなど、ガラパゴス的発想で
生み出された商品も多い。

初代「PAS」
【ヤマハ発動機公式サイトより】

スクーターブームの火付け役ともなったヤマハ「パッソル」
【ヤマハ発動機公式サイト】

一方でライバルのホンダは独自のスカート型泥除けを
つけた「スーパーカブ」という世界的ベストセラー車（世
界生産台数累計１億台達成）を生み出したが、これも元々
は創業者の本田宗一郎が、自転車で重い荷物を買い出し
に行く妻を楽にさせたいという思いから誕生した、原動

2018 年、最新モデルの PAS。充電時間の短縮や走行距離の延長の
ほか、走行モードも３つに増えた。
【ヤマハ発動機公式サイトより】

機付自転車が原型だった。その形はまさに自転車にエン
ジンをつけたもので、形はPASに近かった。

PASはガラパゴス商品の典型で、欧州の自転車先進
国ではPASという完成車としては販売していないが、
その電動アシストユニットを完成車メーカーに提供して
いる。これは、欧州各国でその規格や法的制限などに違
いがあるため、完成品を現地に合わせるのではなく、ユ
ニットを提供するほうが受け入れられやすいとの判断か
らだった。
PASが開いた市場は世界でも確実に伸び、国内では
ブリヂストンやMIYATA自転車、パナソニックなどの自
転車メーカーが、海外でもドイツやスイスなどで電動ア

累計１億台の生産台数を突破したスーパーカブ
（2017 年モデル／ 50cc）
【ホンダ公式サイトより】

シスト自転車メーカーが勢力を伸ばしている。
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もう１つ代表的ガラパゴス商品として上がってくるの

とだ。2020年から３Gが終了するため、これに対応し

がガラケーこと、旧来型の携帯電話である。ガラケーの

ていたガラケーが使えなくなる。ただ４G対応のガラ

ガラはそのままガラパゴス化を意味しており、まさにこ

ケーもあるので、こちらに乗り換えるか、または４G対

のガラケーから日本の商品やサービスのガラパゴス化論

応のフリー CIMを使うことで対応ができる。ガラケー

議が始まった。すなわち携帯電話キャリア、メーカーが

の基本機能は大きく変わっていかないだろうが、その

巨大なガラケー市場をスマホが奪ってしまうことを憂慮

性能やデザインは変化し、まだまだ進化していくだろ

したため、世界のスマホ市場で遅れをとってしまったと

う。

いうもの。つまりいずれ、世代交代するのは目に見えて
おり、その新しい技術に先行投資をせずに目先の利益に

電気炊飯ジャーも日本を代表するガラパゴス商品

執着したため、電子立国の日本の地位がガタ落ちしたと

と言える。最近こそ収まりつつあるが、韓国や中国、

いうのが大方のアナリストの見立てだ。しかし、2019

台湾などの爆買で各メーカーは特需を迎え、日本の家

年現在でもガラケーは新機種が誕生しており、それどこ

電量販店では、何台も買い求める中国人や台湾人の姿

ろかこの数年はガラケーの売上が伸びている。

も珍しくなかった。炊飯ジャー自体はいまは二分化さ

理由としては進化するスマホがだんだん大きく、重く

れ、普及版が中国で現地生産されているが、日本では

なり、携帯性に乏しくなっていること、
（スマホに比べ）

どんどん高級化し、１台10万円超えも珍しくない。少

料金が安い、バッテリーの持ちがガラケーのほうが何十

子高齢化、人口減少で米の消費自体は減少しているも

倍も持つというようなこと

のの、電気炊飯ジャー市場自体は拡大し続けている。

が、理由として上がってい

和食が世界食として広がっていくなかで、今後日本の

る。なかでも最近増えてい

電気炊飯ジャーはさらに市場を拡大していくだろう。

るのが、
「断スマホ」ニー
ズだ。スマホの場合、電話
より、SNSやアプリの告知
など四六時中スマホ画面を
見て、アクションを起こす
必要があったりなど、生活
時間のかなりを支配される
シャープのガラケー AQUOS K
【au公式サイトより】

ことに負担を感じているよ

象印の最上位炊飯器「炎舞炊き」シリーズ。米が舞うよう
に炊かれ、火がまんべんなく通る。量販店で7万円以上
の価格帯で販売。
【象印公式サイトより】

うだ。いわゆるSNS疲れだ。
ガラケー専門店の「携帯市
場」の調査では「断スマホ
したい」という声は年代が
下がるにつれ多くなり、10
代・20代のスマホユーザー
が最も多かった。
ガラケーの良さが改めて
見直されている模様だが、

京セラのガラケー INFOBAR
スタイリッシュなデザインが
話題となった。
【au公式サイ
トより】

斬新なデザインの「バーミキュラ ライスポット」シリーズ。
愛知の鋳物メーカー「愛知ドビー」が“世界一のご飯”を目
指して開発した新商品。公式通販サイトで7万円以上の価格。
今年名古屋市にバーミキュラ製品の体験施設もオープンさせ
た。
【バーミキュラ 公式サイトより】

気になるのは通信速度高速
化による、ガラケーの周波
数帯が使用できなくなるこ
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総合商社という仕組みも代表的ガラパゴスの１つだ

ゴス家電の１つだろうし、

ろう。一般的に貿易会社は専門的な、自分たちが得意

酒税との戦いから生まれ

とする商材に特化して扱っているが、日本の総合商社

た「第２のビール」や「第

はそれこそ、ラーメンからミサイルまでと皮肉られる

３のビール」
、
「ノンアル

ほど、ビジネスのタネとみれば、あらゆるものを扱い、

コールビアテイスト飲料」

拡大していった。

も明らかにガラパゴス飲

とくにバブル崩壊以降は、商社という枠を超え、積

料だ。

極的に川上川下にも乗り出し、メーカー機能や、農業

もっと言えば、クール・

や漁業の１次産業も取り込むケースも増えている。現

ジャパンの代名詞である

代のビジネスは複雑なネットワークと組み合わせでで

日本のアニメもガラパゴ

きているため、情報やそこから生まれたノウハウ、知

ス商品だ。３D化が進む世

恵を持ってるスペシャリスト集団が価値を生み出しや

界のアニメ市場で日本は

すい。

２次元の細やかな表現力

最近ではスタートアップなど外部の技術を持った新

に こ だ わ り、 世 界 を 唸 ら

興企業などと組む例が増えているが、それでも社内リ

サントリーが出した“トクホ”
承認済みノンアルコール飲料
「オールフリー」。内臓脂肪を減
らす効果が確認された。
【サン
トリー公式サイトより】

せてきた。

ソースと情報が豊富な総合商社は自社系列や取引先、
ときに国や自治体と手を組んで事業を生み出し、成長

このように日本の商品やビジネスモデルは、ある種ガ

させている。

ラパゴスだからこそ、グローバル市場で生き残ってきた。

このほか、お尻を洗って乾かすという機能を生み出

ユニークでそこそこニッチな市場であれば、海外企業が

したTOTOのウォシュレットは、
「シャワー付きトイ

入り込みにくい。そのなかで技術や機能を磨き続けてい

レ」という市場を生み出した、日本を代表するガラパ

れば、いずれ海外で評価される可能性は高い。

最新のTOTO ウォシュ
レット「ネオレストNX」。
表面をナノ加工し、汚れ
がつきにくくなっている。
また便器の座面裏の溝部
分をなくして、掃除をしや
すくしている。
【TOTO公
式サイトより】
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