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第6回 統合報告・ESG対話フォーラム

地殻変動の胎動
イノベーション経営のISO化と

SDGs起点のイノベーション活動

2018年4⽉20⽇

⼀般社団法⼈ Japan Innovation Network(JIN) 専務理事
国連開発計画(UNDP) イノベーション担当上級顧問

JST アドバイザリーボードメンバー

⻄⼝ 尚宏
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よくある間違い
イノベーションとは、新規事業のことである。

イノベーションとは、

１）本業の⾰新（ビジネスモデル）
２）新規の事業（新しい機会）

の⼆本⽴てで、新しい価値を⽣み出す活動
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シュンペンターは
成⻑戦略としてイノベーションを定義

•経済発展のためには、
「慣⾏軌道の変更」による
「重⼼の移動」が有効。

•そのためには、
「新結合」が有効。
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イノベーションプロセスの
事業創造ステージがボトルネック

効率的に
実⾏する⼒

⾃由に
構想する⼒
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イノベーションを取り巻く変化

• 本業を持つ企業のイノベーション創出の課題は
万国共通で、企業規模を問わない
• 課題の本質：本業の効率的な運営を⾏う経営⼿
法では、イノベーション活動を推進できない。
• 経営者のコミットメントが絶対的に必要
• 社内にプロセスやインフラの構築が必須
• ⽇本では「イノベーション100委員会」が2015年

より稼働
変化の始まり：
• 技術起点から価値起点へ
• 個⼈技から組織技へ
• 暗黙知ノウハウの形式知化へ
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イノベーション100委員会

経産省、JIN、WiL共同運営による
イノベーション経営を推進する経営者のコミュニティ

座⻑ 安藤 国威
元ソニー株式会社 代表取締役社⻑

JIN理事
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イノベーションを阻む５つの課題

課題３

顧客の本質的なニーズを捉えられない。

課題２

既存事業による短期業績に注⼒し過ぎる。

課題1

今までの成功モデルから脱却できない。

課題４

現場のアイデアがことごとく弾かれる。
課題５

内部リソースにこだわりすぎる。
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経営陣の５つの⾏動指針

指針３

価値起点で事業を創る仕組みを構築する。

指針２

効率性と創造性、2階建ての経営を実現する。

指針1

変化を⾒定め、変⾰のビジョンを発信し、断⾏する。

指針４

社員が存分に試⾏錯誤できる環境を整備する。
指針５

組織内外の壁を越えた協働を推進する。



8

欧州を起点に
イノベーション経営のISO化が進展
• 失敗を恥とする欧州⽂化において、シリコンバレーモデ

ルでない⽅法論が必要との認識
• イノベーション活動を経営システムとして捉え、再現性

のあるイノベーション活動を推進するための⽅法論の原
案が2018/10に完成⾒込み
• 技術起点から価値起点へ
• 暗黙知ノウハウの形式知化へ

• ⽇本は、2015秋より議決権のあるPメンバーとして参加
• JINが国内審議団体を引き受け、エキスパートを会議に派遣し原

案の作成に深く関与してきた
• 約60カ国がメンバー
• アジアでは、中国と⽇本が主要関与国
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イノベーション経営のISO化
の持つ意味
• 成⻑戦略としてのイノベーションの⽅法論が、
世界の共通知識となる時代が⽬前に迫っている。
• 匠の技から形式知化へ

• 世界に広まることにより、⽇本の相対的な優位
性が劣化していく可能性
• イノベーション経営の⽅法論を普及することで、
ガバナンスの⼀層の強化が図れるのではない
か？
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イノベーションとSDGsは
どう繋がるのか？
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・2015年9⽉、193カ国の合意のもと国連で採択された、2030年までに達成すべき世界共通の⽬標
・17のゴール、169のターゲット、232の指標からなる ⇒www.sdgs-ship.com/sdgsdetail
・途上国だけでなく、先進国の⽬標でもある
・政府代表から⼀般市⺠まで、多様な多くの⼈々が議論した内容が盛り込まれた⽬標
・⺠間セクターの役割に⼤きな期待

SDGs（持続可能な開発⽬標）とは？
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SDGsは
到達点(WHAT)

についてのルールです。

但し、どうやって(How)
は未設定です。
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国際社会の共通⾔語へ
• ⺠間の「事業としての関与」が必須
• ODA資⾦のみでは、対処は無理
• 「収益の上がる事業」を作り、投資資⾦が⽀援する流れへ

（2017.5.24 @NY国連本部）

国連経済社会理事会「開発資⾦会議フォローアップ会合」
（UN ECOSOC Financing for Development Forum Follow-up）にてSHIPの取り組みについて発表
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今⽇ 未来

今⽇と未来の差分を
事業機会と捉える
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SDGsは事業機会・消費者インサイトの宝庫
• ハイ・インパクト「未来像」の全世界の合意事項
• 今後の「変化の最低限の⼤きさが特定」された
• 「変化の⼤きさ＝ビジネス機会」が17＆169に集約
• 世界中の企業・スタートアップ・政府・ NGO・NPO等が

その達成に向けて動き始めている

MDGs
（成果）
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SDGsは169の需要

解決策

ニーズ
2030年までの需要

供給
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⽇本企業の残念な実態
• 狭義の「CSRと勘違い」
• 統合報告書などの「追加報告事項と勘違い」
• ⾃社事業の「説明⽤語と勘違い」
• ゴールを「単独で考える勘違い」

• タグ付けでは、SDGsを使いこなせない！

〜タグ付け、そろそろ、やめましょう〜
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やり⽅の⼀例：
SDGs達成の因果関係に分解、ビジネスで達成可能な⽬標にする

⼤⽬的

中⽬的
（駆動⽬標）

⼩⽬的

⼩⽬的

⼩⽬的

⼩⽬的

ビジネスを駆動させるための
具体的な⽬標

⽬標達成に関わる関係者の思いを結びつける
技術的な⽬的、個⼈的な⽬的など

タスク⽬標
個別具体的な達成⽬標

169ターゲット
OR

独⾃のターゲット

タスク⽬標

今⽇2030年
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SDGsをブレークダウンし、各セクターの役割とビジネス機会を明確にする

[⽬標３・ターゲット６] 
2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。

道路交通事故による
死傷者を半減させる

事故を未然に防ぐ

事故のインパクトを
最⼩化する

事故に対応する

市⺠セクター

歩⾏者事故多発エリア
に歩道橋を整備

センサーで
⾃動⾞の運転を管理

⺠間セクター

公的セクター

⺠間セクター

公的セクター

市⺠セクター

⺠間セクター

公的セクター

衝撃吸収機能を
全ての⾃動⾞に装備

廉価で携帯しやすい
AEDを開発

救命救急講習を
拡⼤

市⺠セクター

登下校時間に⼩学⽣の
安全を⾒守る

例）SDGsターゲットのブレークダウン
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SHIP

SDGs 
Holistic 
Innovation 
Platform

について
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JINとUNDPの共同運営

UNDP総裁 Achim Steiner⽒来⽇時（2017.8）

国連経済社会理事会「開発資⾦会議フォローアップ会合」
（UN ECOSOC Financing for Development Forum Follow-up）にてSHIPの取り組みについて発表

（2017.5.24 @NY国連本部）
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多様なステークホルダーを巻き込んだエコシステムを構築

株式会社三菱総合研究所

慶應義塾⼤学⼤学院
システムデザイン・マネジメント研究科

⼀般社団法⼈
⽇本国際化推進協会

（⽶国）

（トルコ）

[ﾌｧｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ]
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UNDP現地事務所 ⇒ 全世界170以上の国・地域で活動
⇒ 現地政府との強いネットワーク

170超のUNDPの現地事務所のノウハウを活⽤
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SHIPプログラム

お問い合わせ先：SHIP事務局（Japan Innovation Network内） Tel.03-5510-7188   ship@ji-network.org SHIPホームページ >>

www.sdgs-ship.com

SDGs
について
知りたい

事業機会を
発⾒したい

具体的に
事業を
追求したい

オープン
プログラム

（年2回程
度）

SDGsｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ
プログラム

SDGsビジネスプログラム
[導⼊編]

SDGsイノベーションプログラム

デジタルプラットフォーム
（SHIP法⼈会員が詳細閲覧可）

ビジネスモデル構築ビジネスの価値仮説創出

[無料ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ] [有料ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ]

SDGs全体を俯瞰してﾋﾞｼﾞﾈｽとの接点を探る
企業混合で実施

（19:00-21:00＋ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ：4,000円＋税）

SDGsビジネスプログラム
[テーマ別]

SDGsの特定テーマからビジネス機会を発⾒
企業混合で実施

(10:00-18:00：45,000円＋税）

SDGsスタートアッププログラム

SDGsと経営戦略の融合
企業毎に実施
(詳細ご相談）

SDGsを起点に⾃社ビジネスの価値を⾒出し、ビジネスモデルを構築
企業毎に実施（詳細ご相談）

SDGs軸で世界中のｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業との連携を追求 企業毎に実施（詳細ご相談）




