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ハイブリッド・エコシステム： 

リアルとデジタルにまたがる新たな機会 

 

 

マーティン・リーブス、上田 大地、クラウディオ・チッタロ 

 

2017年 6月 16日、アマゾンがホールフーズを約 137億ドルで買収すると発表し、ビジネ

ス界に衝撃が走った。これはアマゾンにとって史上最大の買収案件であると同時に、「オー

ガニック・グロース」（M&A によらない自前の成長）という従来の戦略から大きくはずれるもの

であった。 

 

この動きの背後にある戦略的論拠について、さまざまな意見や憶測が飛び交っている。ア

マゾンプライムとホールフーズの顧客層の重複を指摘する者もいれば、リアル店舗の存在の

価値に着目する者もいる。また、食品スーパーのサプライチェーン構築には規模が必要で

あるという意見もある1。 

 

このディールの狙いはどうであれ、私たちはこれを単独の出来事ではなく、より広範な傾向

の中のひとつの動きと考えている。その傾向とは、現在、支配的となっている、ほぼデジタル

の世界の中だけのエコシステムから、デジタルの世界とリアルの（物理的な）世界の両方に

またがるエコシステムへのシフトである。このシフトは、デジタル・ジャイアント企業だけでなく、

リアルの世界の既存企業にも、デジタルとリアルの両方の世界にまたがる新たなエコシステ

ムを構築できる機会があることを示唆している。このような「ハイブリッド・エコシステム」のオ

ーケストレーター（エコシステムを構築・運営する企業）は、新たな原則に従い、純粋なデジ

タル・エコシステムのオーケストレーターとは異なる行動様式を身につけなければらない。本

                                                
1 このディールの戦略的論拠についての様々な見解については、以下をご参照ください。 

 L. Steevens and H. Haddon, “Big Prize in Amazon-Whole Foods Deal: Data,” Wall Street Journal,  June 
20, 2017; A. Bhattarai, “Amazon to buy Whole Foods Market in deal valued at $13.7 billion,” 
Washington Post, June 16, 2017; M. Vandevelde and L. Hook, “The Whole Foods fight is Amazon’s 
chance to conquer supermarkets,” Financial Times, June16, 2017 

https://www.wsj.com/articles/big-prize-in-amazon-whole-foods-deal-data-1497951004
https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2017/06/16/amazon-to-buy-whole-foods-market-in-deal-valued-at-13-7-billion-2/?utm_term=.5d871d44810e
https://www.ft.com/content/71dfaf2e-52ae-11e7-bfb8-997009366969
https://www.ft.com/content/71dfaf2e-52ae-11e7-bfb8-997009366969
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稿後半で紹介するリクルートの事例からは、この新しい領域で成功するためのヒントを多く学

ぶことができる。 

 

デジタル・ジャイアントの台頭 

 

デジタル・エコシステム、すなわち、相互の価値を創造するためにダイナミックにかかわり

合う企業と消費者のネットワークは、収益性や事業価値が最も高いビジネスモデルを可能に

した2。デジタル・エコシステムは、双方向のマーケットプレイスなどの拡張可能なデジタル・

プラットフォームを利用して、主にデジタル製品・サービスを届けることで価値を生み出して

いる。米国の株式公開企業の時価総額トップ 5 社であるアップル、グーグル、マイクロソフト、

フェイスブック、アマゾンはすべて、デジタル・エコシステムのオーケストレーターである。こ

れは、10 年前とは大きく異なる様相である。当時は、時価総額トップ 5 社のうち 4 社（エクソ

ンモービル、ゼネラル・エレクトリック（GE）、AT&T、シティグループ）がリアル世界の巨大企

業であり、マイクロソフト 1社のみがデジタル・プレイヤーであった3。 

 

なぜデジタル・エコシステムはこれほどまで優勢になったのだろうか。その答えは、「ウィナ

ー・テイク・オール（勝者が全てを獲得する）」と呼ばれる競争ダイナミクスにある。このダイナ

ミクスにより、勝ち抜いた企業は莫大な規模を獲得し、非常に堅固なポジションを築くことが

できる。この競争ダイナミクスの裏には次の 3つの要因がある。 

 

 限界費用ゼロ、および、ネットワーク効果 成功しているデジタル・エコシステムのオー

ケストレーターは、グーグルのサーチエンジンやフェイスブックのソーシャルネットワーク

のように、自社の中核カテゴリーで支配的なサービスを提供している。オーケストレータ

ー企業は、これらの中核サービスから始めて、実質限界費用ゼロ、ネットワーク効果、国

際展開における障壁の低さ（保護主義が存在しない世界で）、という利点を生かして、

自社のデジタル・エコシステムを巨大な規模に成長させた。アマゾンのようなデジタル・

マーケットプレイスは、これらの特徴を全て備えている。つまり、販売商品を 1 点増やす

のも 1,000 点増やすのも追加コストは実質ゼロであり、利用者が増えれば増えるほどマ

ーケットプレイスの魅力度が高まり、デジタル商品は世界中どこにでもごく低コストで配

送可能である。 

 

 前例のないデータ蓄積・分析 成功を収めているデジタル・ジャイアントは、「データの

フライホイール（弾み車）効果」を活用している。つまり、デジタル・エコシステムが成長

するにつれて、さらに多くのデータが蓄積され、それを基にサービスをさらに向上させ、

さらなる成長につなげることができる。経験の蓄積によりデータの加工・分析能力が向

上することと、投資コストが膨大な量のデータに拡散されることで、さらに優位性が高ま

る。そして、機械学習やデータエンジニアリングのように優秀な人材が不足している分

野のデジタル人材を惹きつけ育成する、デジタル・ジャイアントの能力により、好循環が

さらに強化されていく。 

                                                
2  詳しくは、S. Tamim, J. Brock, N. Yousif, and A. Luers, “The Age of Digital Ecosystems: Thriving in a 

World of Big Data,” BCG article, July 2013をご参照ください。 
3 それぞれ 2007年 8月 1日と 2017年 8月 1日時点の時価総額ベース。 

https://www.bcg.com/publications/2013/technology-industries-digital-ecosystems-thriving-world-big-data.aspx
https://www.bcg.com/publications/2013/technology-industries-digital-ecosystems-thriving-world-big-data.aspx


3 
 

 シームレスかつ包括的なデジタル体験 最終的に、デジタル・エコシステムがある程度

の規模に達すると、単一プラットフォームでいくつものニーズを満たせるようになり、ユー

ザーにシームレスな体験を提供することで、さらに規模を拡大していくことができる。デ

ジタルの世界での勝者はこれを実現するために、多様なサービスプロバイダーが参画

する包括的なエコシステムを構築してきた。ユーザーがプラットフォームから離脱する気

を削ぐことにより、エコシステムは顧客の関心、時間、価値を囲い込むことができる。ワン

ストップのデジタル・エコシステムの最も顕著な例は、中国の微信（ウィーチャット）である

（微信はアマゾン、フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、イェルプなどの機能を兼

ね備えている）。米国のデジタル・エコシステムのオーケストレーターもみなこの方向に

向かっている。 

 

デジタル・エコシステムのオーケストレーター企業はみな、「ウィナー・テイク・オール」のダ

イナミクスを活用して支配的ポジションを築くことに注力してきた。対照的に、リアルの世界の

企業は、この種の優位性をもっておらず、デジタル・エコシステム構築にあまり成功していな

い。米国大手小売企業シアーズが 2010 年代初頭に、従来型のリアル店舗の事業を補完し

ようと e-コマース事業の構築に多額の投資を行った結果どうなったかを思い出してみよう。

結局、シアーズのデジタル事業は必要な規模を獲得できず、中核の実店舗事業も手薄に

なり売上が減少したことと相まって、市場価値が 75%以上、下落してしまった4。 

 

デジタルとリアルの交差点 

 

これまでのところ、勝利をおさめたモデルは巨大デジタル・エコシステムであり、物理的な

資産は、サービスを顧客に提供するため（アマゾンの倉庫など）、もしくは、顧客とより効果的

に接触できるプラットフォームをつくるため（アップルストアなど）の補完的インフラとして、活

用しているだけだ。しかし、新たなダイナミクスが出現しつつある。つまり、デジタルとリアル

の両方の世界にまたがり、両方に深く関与するエコシステムをつくり上げようという試みが増

えているのだ。こうした動きは、デジタル・ネイティブ企業、リアル世界の既存企業、新興企

業など、あらゆる種類の企業に見られる。 

 

デジタルの世界での例をいくつかあげてみよう。アマゾンは、ホールフーズの買収とは別

に、アマゾン Go やアマゾン・ブックスなど、顧客とつながる物理的なチャネルを構築してい

る。ハンドメイド品のマーケットプレイス、エッツィーは百貨店のメイシーズと提携してリアル店

舗に進出している。写真・動画共有アプリ「スナップチャット」 を運営するスナップは、メガネ

型デバイスのスペクタクルズを発売しただけでなく、IPO（新規株式公開）に先駆けて、企業

ミッションを純粋なデジタル企業から、デジタルとリアルの交差点へと変更し、自社を「カメラ

会社」と称している。アリババグループのダニエル・チャン CEO の言葉を借りれば、こうした

シフトが起こっているのは、「私たちが常々言っているように、オンラインとオフラインは今や

切り離せない。……だからこそ、（両者を新たな方法で組み合わせて）さらにすばらしい体験

をつくり出そうとしている」からだ。 

 

                                                
4 D. Rigby, “Digital-Physical Mashups,” Harvard Business Review, September 2014 

https://hbr.org/2014/09/digital-physical-mashups
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従来型企業も手をこまぬいていたわけではない。ゼネラル・エレクトリック（GE）は、クラウド

ベースの産業用 IoT プラットフォーム「プレディックス」を投入し、IoT（モノのインターネット）

関連ビジネスを積極的に展開している。シーメンスも、クラウドベースのプラットフォームであ

る「マインドスフィア」で同様の方向に動いている。これにより、アムトラック（全米鉄道旅客公

社）の遅延 33%減少（2016年）などの成果が出ている。そして、新興企業は、リアルとデジタ

ルのいずれかを選ぶのではなく、両者の交差点に身を置くようになっている。住宅用不動産

における Opendoor、農業における Blue River Technology、IoT における Prodeaなどの

企業が、人工知能（AI）製品をリアルの世界でのプラットフォーム構築に活用し、デジタルと

リアルにまたがるエコシステムのオーケストレーターになることを目指している。 

 

デジタルとリアルの交差点にエコシステムを構築する試みは広がりを見せている。この現

象の背後には次の 3つの大きな要因がある。 

 

 新たな領域と未開拓の機会 リアル経済の規模はいまだ巨大である。正確に測定する

ことは難しいが、最近の BCG の推計によると、デジタル経済は世界の全経済活動のわ

ずか 8%に過ぎない5。純粋なデジタル経済の一部が成熟していくにつれて、リアルの世

界での戦いがますます増えるだろう。 

 

 ますます「繋がる」ハードウェア デジタルの世界とリアルの世界の境界はあいまいにな

っている。ロボティクスやドローン、3D プリンターなどにより、ソフトウェアだけでは入り込

めなかった業界にデジタル・テクノロジーが侵入することが可能になった。リアル経済の

なかでデジタルの世界につながった領域はますます拡大している。物流、製造業、農

業、不動産などの業界は、アセットがますます「繋がり」、デジタルで扱いやすくなってい

るために再編成され始めている。 

 

 リアルワールド・データの増加 繋がるハードウェアが増加すれば、データの利用可能

性という面でリアルの世界がデジタルの世界に追いつくことが可能になる。クラウドに接

続されたリアル企業が増え、センサーがより広範囲に設置され、スマートハウスに住む

人が増えるほど、リアルの世界はデジタル・スキルを備えた企業が繁栄できる環境にな

る。言い換えれば、リアルの世界がますますデジタル化されていくということである。「デ

ータのフライホイール効果」はリアルの事業にも影響をおよぼし始めており、その影響が

さまざまな業界にわたり体感できるようになるだろう。 

 

この新しい環境は、デジタルとリアルの両方にまたがるハイブリッド・エコシステムが生まれ

る肥沃な土壌となるが、これは、成功に向けて競争する企業にとってどんな意味があるのだ

ろうか。 

 

 

 

                                                
5「テクノロジー経済」の規模の推計値を世界 GDPで除して算出。詳しくは、H. Rubin, R. Dreischmeier, C. 

Duthoit, and H. Hirshikesh, The Power of Technology Economics, BCG report, October 2016 をご参照くだ

さい。 

https://www.bcg.com/publications/2016/digital-strategy-power-technology-economics.aspx
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新たなエコシステム、新たな課題 

 

ハイブリッド・エコシステムの構築は、新たな指針が求められる新たな課題である。 

 

前述の通り、デジタル・エコシステムは、限界費用ゼロ、ネットワーク効果、データへのアク

セス、ユーザーの利便性に支えられた、「ウィナー・テイク・オール」のダイナミズムに依存し

ている。しかし、ハイブリッド・エコシステムは、テクノロジーと規模だけでは成功できない。リ

アルの世界で業務を行うということは、繁雑なさまざまなハードウェアを扱うことを意味する。

ハイブリッド・エコシステムには該当分野の深い知識と濃密なビジネス・リレーションシップが

求められるため、スコープは狭くなる傾向がある。また、物理的な制約と、多くの場合、経験

とコミットメントを重ねて初めて成長の必須条件を獲得できるという特性から、成長スピードは

ゆるやかになる傾向がある。したがって、ハイブリッド・エコシステムは、純粋なデジタル・エコ

システムのような広がりや規模には到達できない可能性が高い。 

 

トヨタ自動車の例を考えてみよう。トヨタは、優れた生産だけでなく持続的なイノベーション

を実現するための、サプライヤー、イノベーター、協働企業などから成るハイブリッド・エコシ

ステムのオーケストレーターといえる6。トヨタのスーパー・エコシステムは原型的なハイブリッ

ド・エコシステムである。リアル世界の従来型サプライヤーとの濃密なネットワークと、フリート

マネジメントやライドシェア、自動運転のような組織能力を活用するための新しいデジタル・

エコシステムを同時に運営している。トヨタは何十年もかけて、エコシステム内のパートナー

とその組織能力に投資し、このエコシステムを築いてきた。それでもトヨタは数ある自動車メ

ーカーの一社に過ぎず、世界シェアは 20%に届かない。 

 

ハイブリッド・エコシステムと純粋なデジタル・エコシステムとの違いは、生態遷移のパター

ンを思い起こさせる。生態系では、新たな生態的地位の先駆種（r-選択種と呼ばれる）は成

長を優先することで繫栄する。急速な繁殖と分散により、新たな生態的地位を迅速に征服

する。しかし、エコシステムが成熟して環境が多様化すれば、新たな進化戦略が発生する。

後の段階では、密度が高い環境での競争に最適化した種（K-選択種）が繁栄する傾向があ

る。この種の戦略は、少数の子孫に手厚い子育てを行うことである。進化戦略の変遷は、生

態系の環境変化に対する当然の結果である。 

 

生態系の場合と同様、異なる事業環境では異なる経営アプローチが求められる。ハイブリ

ッド・エコシステムの経営においては、少なくとも 3つのシフトが必要となる。 

 

 テクノロジー＋リレーションシップ テクノロジー面での優位性がデジタル・エコシステム

の成功要因の一つであることは明らかである。強力なデジタル・プロダクトを提供し、そ

の規模を拡大し、ステークホルダーがそのプロダクトを基にした活動をシームレスに行

えるようにすることは全て技術的な課題である。デジタル・エコシステムのオーケストレー

                                                
6詳しくは、M. Reeves, and D. Ueda, ”The Biology of Corporate Survival,” Harvard Business Review, 

January-February, 2016（邦訳：「生物学に学ぶ企業生存の 6原則」 ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レ

ビュー 2016年 6月号） 、および、M. Schrage, ”Innovating the Toyota, and YouTube, Way” hbr.org, 

January 8,2013をご参照ください。 

https://hbr.org/2016/01/the-biology-of-corporate-survival
https://hbr.org/2013/01/what-youtube-and-toyota-know-t
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ターは特定のリレーションシップだけに注力し、ほかとのリレーションシップにはあまり注

意をはらわない傾向がある。たとえばアマゾンは常に顧客のことを念頭においているが、

サードパーティ・ベンダーにはそれほどではないことで知られている。ハイブリッド・エコ

システムでも高い技術的要件が求められるが、リアルの世界ではカスタマイゼーション

やコンサルティング、組織能力向上の支援などがビジネスの成功要因となることが多い

ため、リレーションシップも重要である。ハイブリッド・エコシステムがクリティカルマスに到

達するためには、オーケストレーターはリアルの世界での人々や企業の行動を深く理解

したり変化させたりする必要がある。そのためには、さまざまな参加者と強いリレーション

シップを築くことが求められ、特定の組織能力を身につけることが必要になる場合も多

い。ハイブリッド・エコシステムで価値を創出するには、取引だけでなくチェンジマネジメ

ントも求められる。 

 

 深さ＋幅広さ 成功しているデジタル・エコシステムの特徴の一つは、その幅広さである。

たとえば、先進国の消費者の大半はグーグルやフェイスブックなど強大なデジタル企業

のサービスを利用している。しかし、これらのエコシステムはそれほど深いものではない。

特定の分野や特別な使い方に最適化されているわけではなく、「共通項」としての使用

法に適している。ハイブリッド・エコシステムは、クリティカルマスに到達するために十分

な幅広さを獲得する必要があるが、同時に、特定の問題に深く焦点を絞る必要があり、

その分野の専門性も備えておかなければならない。ハイブリッド・エコシステムのビジネ

スモデルで重要となるのは、広くオープンな分野に多くの人・企業を呼び込むことでは

なく、特定の問題の解決により大きな価値を生み出すことである。 

 

 新たなエコシステムの創造＋既存の組織能力の再生 デジタル・エコシステムのほとん

どは、全く新しい領域を独占的に支配し、そのオーケストレーターは新興企業であるこ

とが多い。ゼロから始めて、新たな市場を構築する中で自らルールをつくるという利点を

享受している。他方、ハイブリッド・エコシステムは既存の領域を対象とし、そこには既存

の組織能力があり、既存の競合企業がいる。そのため、ハイブリッド・エコシステムでは、

「全く新しい組織能力の創造」と「既存の組織能力の活用、あるいは変革」のバランスを

とる必要がある。新しいものの創造と古いものの再生の両方ができなければならない。 

 

これらの指針を実際にうまく実行している企業があるのだろうか。そんな疑問を抱くのも当

然だ。以下に、これを一度だけでなく連続して実行し、再現可能な「型」をつくり上げている

企業の例を紹介しよう。 

 

リクルート：ハイブリッド・エコシステムの先駆的企業 

 

リクルートは、日本の景気が停滞するなかでも過去 5年間、年率 20%程度の成長を遂げて

いる。同社の経営アプローチは、観光、外食、教育、中古車販売、人材採用など幅広い分

野で、デジタルとリアルの両方にわたるハイブリッド・エコシステムをいくつも構築するというも

のである。同社はこれらの各分野で、リアル企業とデジタル企業の両方から成る緊密な垂直

型エコシステムのオーケストレーターとなることをめざしている。 
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たとえば、リクルートは何十万軒もの飲食店とさまざまなサービス提供・開発企業を単一プ

ラットフォームに結集させて、飲食店のエコシステムを構築している。このプラットフォームを

通じて、飲食店は広告宣伝から、経理、従業員管理、仕入れ、支払処理、機械学習による

最先端のレコメンデーションエンジンまで広範な分野で、リクルートが提供する多種のサー

ビスに加え、数多くの外部サービスにもアクセスできる。リクルートの役割はこのデジタル・プ

ラットフォームを構築することであったが、リアルの飲食店市場に浸透することができたの

は、以前から飲食店やベンダーとのリレーションシップを築き上げていた強力な営業部隊が

あったからこそだ。 

 

リクルートがハイブリッド・エコシステムの構築に成功してきた理由のひとつは、標準化した

「型」に落とし込むことの重要性を十分認識していることである。実際、同社のイノベーション

に関する社内表彰では、さまざまな文脈で応用可能なイノベーションを選出している。リクル

ートは、成功するハイブリッド・エコシステムを構築・運営する型を「リボンモデル」と呼んでい

る。以下に、このモデルに見られる 5つのきわめて重要な要素をあげる。 

 

連続して起業するカルチャーを形成する リクルートのハイブリッド・エコシステムは緊密な

垂直型であるため、広範囲におよぶデジタル・エコシステムと同等の規模は獲得できない。

これは、ハイブリッド・エコシステムのオーケストレーターを目指す企業は、成長軌道を持続

するために、複数のエコシステムを構築できるようにならなければいけないということを示唆

している。実際、それこそが、リクルートが成長を実現しているアプローチである。同社は

数々のエコシステムに投資している。 

 

これはまた、起業家精神を持った人材を採用・育成しなければならないということを意味し

ており、リクルートは社内に起業家精神にあふれたエコシステムを築くことによりこれを実現

している。同社は社内起業家志望者に対して、シードアクセラレーター（起業家やスタートア

ップ企業に対して成長のための支援を行う組織）、ベンチャーキャピタリスト、アドバイザー、

バックオフィスサービスのプロバイダー、人材リクルーターとしての役割を果たす。また、全

従業員が応募できる新事業提案プログラムをいくつか備えており、これらを通じてシステマ

ティックに起業家精神をもった人材を特定し、後押しし、育成することができる。従業員はこ

れらのプログラムに、外部ステークホルダーと協働して応募することもできる。応募されたア

イデアの中から新たなエコシステムが育つ可能性がある。こうしたプログラムの一つである

「New RING」には毎年 1,000 件以上の応募があり、ここで提案されたアイデアの中には現

在のリクルートの中核事業となっているものもある。 

 

当該分野のエキスパートとテクノロジーのエキスパートを組み合わせる デジタル・エコシ

ステムの競争優位性の源泉は優れたテクノロジーにあることが多く、そのオーケストレーター

企業は当然、テクノロジー分野の人材にこだわる。拡張性と優れた顧客体験の創造には、

強力なエンジニアやデザイナーが不可欠である。しかしハイブリッド・エコシステムでは、深

い顧客ニーズを発掘し、それに対応するために、当該分野のエキスパートも必要となる。し

たがって、ハイブリッド・エコシステムのオーケストレーター企業にとって欠かせない能力は、

当該分野のエキスパートとテクノロジーのエキスパートの両方を採用すること、そして、両者

を融合させて協働により課題を解決できるようにすることである。 
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リクルートは、社内のトップレベルの人材がさまざまな事業分野にわたり自由に行き来でき

るようにして、こうしたエキスパートのコラボレーションを促進している。一例をあげると、別々

のグループ会社に所属していたコンテンツ・マネジメントのエキスパートと機械学習のエキス

パートが組むことで、オンライン・カスタマーレビューの処理にまつわる人件費を大幅に削減

することができた。このような成功事例は全社規模のプラットフォームで共有され、他のテク

ノロジー・エキスパートや各分野のエキスパートに協働の機会を探すよう刺激を与えている。 

 

サプライ・サイドを含め、エコシステムのすべての側面のバランスをとる エコシステムの中

では一般的に、消費者、広告出稿者、企業クライアントといった特定のステークホルダー群

が売上を生み出していることが多い。売上を生む側のニーズに応えることについ力を入れ

たくなってしまいがちだ。デジタル・エコシステムでは、売上を生むのは最終消費者である場

合が多く、サプライヤーやイノベーションパートナーは、おろそかにされているとか圧迫され

ていると感じることも少なくない。ハイブリッド・エコシステムは他のエコシステムに比べてあら

ゆる参加者への依存度が大きいことから、オーケストレーター企業は、それぞれの立場のス

テークホルダーに偏りなく注意を振り向けるようにしなければならない。 

 

リクルートはこの考え方をエコシステム・マネジメントのモデルに組み込んでいる。このモデ

ルでは、自社を消費者とサプライヤーをつなげる「糊」と位置付けている。そして、ファース

ト・コンタクトから価値創造に至るまでの間に多くのマイルストーンを定義している。たとえば

中古車販売のエコシステムの消費者サイドのマイルストーンには、閲覧数、問合せ件数、面

談数、販売数などがある。これらのマイルストーンは、KPI（重要業績評価指標）として読み

かえられ、エコシステム全体の健全性を追跡する指標とともに計測される。 

 

他のステークホルダーと共に実験を行い、共に進化する ハイブリッド・エコシステムが長

期的に繁栄し続けるためには、適応と学習を継続する必要がある。エコシステムの方向性を

決める立場にあるオーケストレーター企業が、これを推進しなければならない。しかし、公式

声明で注力課題を設定するというやり方ではなく、オーケストレーター企業は、学習できる

機会に気づく「アンテナ」の役割と、パートナーがそれらの機会に取り組むのを支援する「イ

ネーブラー」の役割を果たすべきだ。オーケストレーター企業は、他のメンバーと共に実験

を行い共に学習する謙虚さを持たなければならない。 

 

リクルートのエコシステム・イノベーション戦略の根幹には、強力な営業部隊と、共に進化

することへの注力がある。リクルートの営業部隊は売上をあげ目標を達成することのみなら

ず、クライアントと深いリレーションシップを築くよう鍛えられている。深いリレーションシップが

あってこそ、市場の潜在的機会について学習し、その実現に向けてステークホルダーを動

かすことができる。一例として、日本のウィンタースポーツを再活性化するために同社が展

開した大型キャンペーン、「雪マジ！19」の例を紹介しよう。このキャンペーンでは、19 歳の

若者たちにリフト券を無料で提供したのだが、当初はリゾート施設オーナーの間に強い抵抗

があった。しかし、広告主、政府機関、リゾート施設、業界団体と協力して働きかけた結果、

ついに何百箇所ものリゾート施設の参加を取り付け、商業的成功をおさめることができた。 

 

従来型エコシステムを再設計する勇気を持つ 成功を収めた企業はみな、その成功から

生まれるジレンマに直面する。それまでうまくいっていたことを変えることは難しい。典型的な

例としてイーストマン・コダックや大手ビデオレンタルチェーンのブロックバスターの話がよく

知られている。両社は非常に収益性の高いビジネスモデルと豊富なリソースを持っていたが、
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ほぼ予測できた破壊的変化にうまく対応できなかった。これは今日でも、リアルの世界の既

存企業とデジタル・ネイティブ企業の双方にとっての脅威である。新たなハイブリッドな領域

をめぐる戦いに勝つには、デジタル企業かリアル企業かにかかわらず、すすんで既存のビ

ジネスモデルとのカニバリゼーション（共食い）に挑まなければならない。そのためには、危

機意識を醸成して、自己破壊のエネルギーをかき立てる必要がある。 

 

リクルートも 2000 年代初頭、雑誌ベースの旅行関連エコシステム（「じゃらん」）をオンライ

ンのエコシステムへと転換するときに同様の経験をしている。情報誌の広告枠を販売してい

た旧「じゃらん」は、競争激化により年率 5%の収入減少に直面していた。当時の「じゃらん」

のオンライン・プラットフォームには予約機能がなく、より先進的なオンライン旅行サイトに後

れをとっていた。2000 年代に「じゃらん」は、これまでのビジネスモデルから脱却して、まだ

検証されていないオンラインモデルに転換するという、痛みを伴うトランスフォーメーションを

敢行した。これには決断力と粘り強さが求められた。リクルートは（旅行業界の外から）マネ

ジャーらを登用して新たな方向性を示し、新モデルが利益をあげるまで 7年も投資を続けた。

このアプローチは「遺伝子増強治療」とでも呼ぶべきもので、従来のエコシステムに新たな

組織能力を注入するために、全く新しい「遺伝子」を引き込んだのだ。 

 

既存企業にとっての新たな機会 
 

リクルートの経験はデジタル、リアル両世界にまたがるエコシステムという領域で、どうした

ら成功できるかを物語っている。しかし、この領域では、もっぱらリアル世界で事業を営む既

存企業も競争力を持つことができる。デジタルとリアルの交差点で生まれつつある機会は、

既存企業に価値あるエコシステムを構築するチャンスをもたらす。 

 

既存企業はこれらの機会を最大限活用するために、もはや「追いつく」ゲームをしているの

ではなく、新しいゲームを開拓しているのだと認識すべきである。新しいゲームとは、新たな

領域とルールを自ら定義できる可能性のあるゲームである。リアル企業のリーダーは、リクル

ートの経験から自社の変革の旅に役立つ学びを得ることができる。 

 

第一に、戦略における「両利き」、つまり、新しい戦略の探求と従来の戦略の活用の両方を

同時に行う能力を強化しなければならない。矛盾する目標のマネジメントは現代のあらゆる

ビジネスリーダーにとってきわめて重要だが、ハイブリッド・エコシステムを構築しようとする企

業にはこれが二重になる。テクノロジーとリレーションシップ、幅広さと深さ、新しいものの創

造と古きものの再生、いずれについても両利きの能力が求められる。 

 

第二に、新たな領域を構想して形作り、企業および企業以外のステークホルダーをオーケ

ストレート（うまく編成）する勇気と能力を持たなければならない。この「シェーピング（形作る）

組織能力」は、リアル世界の既存企業よりもデジタル・ジャイアントとの関連が深い7。だから

こそ、リアル世界の既存企業はエコシステムの構築・運営に必須のマネジメントスキルへの

投資を始めることが急務なのだ。 

 

                                                
7 詳しくは、マーティン・リーブス、クヌート・ハーネス、ジャンメジャヤ・シンハ著、御立尚資、木村亮示 監訳、

須川綾子訳、『戦略にこそ「戦略」が必要だ』（日本経済新聞出版社）をご参照ください。 
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最後に、ハイブリッド・エコシステムは一度限りのゲームではなく、繰り返すものと捉えなけ

ればならない。一度勝利を収めれば支配力を強めていけるデジタル・エコシステムとは異な

り、ハイブリッド・エコシステムには複数回の勝利と、それを可能にするためのシステムが求

められる。あるエコシステムのオーケストレーターになっても、別のエコシステムでは参加者

となる企業もあるかもしれない。このダイナミクスは、復元可能な「型」への投資を行い、信頼

性と協働を優先する者に有利に働く。 

 

 

デジタル・エコシステムは、今までに見られるビジネスモデル・イノベーションのなかで最も

成功を収めたモデルの一つである。それでもなお、数多く存在しうるコラボレーション・モデ

ルのひとつにすぎない。デジタル経済が成長し繫栄するにつれ、必ずデジタルとリアルにま

たがるエコシステムにとって新たな機会が生まれるはずだ。既存企業は、まさに今、準備を

始めるべきである。 
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