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イノベーションとは 

• 定義：新しき価値、または価値の新しい提供の
仕方 

• 顧客が「本当に価値がある｣と思えるような価値
を提供できない限り、企業・NPOは安定して存続
していけない 

• 顧客にとって何か価値かは、文脈により異なり、
また常に変化し続ける→考え続ける必要性 

• 企業・NPOが提供する価値は、顧客の喜びを通
して社会的な善につながる必要がある→独りよ
がりにならず、社会的な視点の必要性 
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ディマンド・イノベーション 

デマンド イノベーションとは、顧客がかかえている緊急 

課題や潜在課題、関連課題の優先順位を理解し、 

これにｐｒｏａｃｔｉｖｅに応えるために、 

製品／情報／サービスのパッケージを整え、 

生命・生活の質の改善をもたらすこと  

（慶応義塾大学名誉教授 井関利明先生の原典をもとにした当社による定義） 

  

 第一の眼目は、患者様と生活者の真実を知ることである。患者様と
生活者のかかえている課題を理解し、積極的にお応えし、新しい経
験（希望・安心・歓び）を創り出す。 
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企業に求められるのは、「ビジネスモデルによる社会貢献・社会課題解決」：  
CSRからCSVへ、さらにhhcへ 

出所：Michael E. Porter: Creating Shared Value, Harvard Business Review 等よりデロイトCSR/CSV作成、高山ｈｈｃを追加して修正 

CSR: 
Corporate Social Responsibility 

CSV: 
Creating Shared Value 

 価値は「善行」 

 シチズンシップ、フィランソ
ロピー、持続可能性 

 任意、あるいは外圧によっ
て 

 利益の最大化とは別物 

 テーマは、外部の報告書
や個人の嗜好による 

 企業の業績やCSR予算の 

制限を受ける 

 例えば、フェア・トレードで 

購入する 

 価値はコストと比較した 

経済的便益と社会的便益 

 企業と地域社会が共同で 

価値を創出 

 競争に不可欠 

 利益の最大化に不可欠 

 テーマは企業ごとに異なり
、内発的である 

 企業の予算全体を再編成 

する 

 例えば、調達方法を変えて 

品質・収穫量を向上させる 

利益創出よりも大義ある経営目標を掲げて組織を変革し、経済価値と社会価値を同時追求する経営モ
デルから、社会価値創造を唯一の目的とし、結果として経済的価値を創出する 

 価値は共通善 

 地域社会ニーズにあわせ
企業が共同で価値を創出 

 競争にこだわりを持たない 

 利益は目的である共通善
の結果として得られる 

 テーマは企業ごとに共有さ
れる 

 企業の日常業務予算とし
て組み込まれている 

 例えば、バリューチェーン
に顧客ニーズをインプット 

ｈｈｃ: 
Human Health Care 
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Principles for Responsible Investment  

責任投資原則の意味するところ 
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■ESG(Environment-Social-
governance) 

に代表される非財務資本を企業行動で充実させ
ることで 
 
 
■国連のSDGｓ(Sustainable 
Development Goals)を達成していく 
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Sustainable Development Goals  
持続可能な開発目標 
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1. 貧困の撲滅 
2. 飢餓撲滅、食料安全保障 
3. 健康・福祉 

  あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 
4. 万人への質の高い教育、生涯学習 
5. ジェンダー平等 
6. 水・衛生の利用可能性 
7. エネルギーへのアクセス 
8. 包摂的で持続可能な経済成長、雇用 
9. 強靭なインフラ、産業・イノベーション 
10. 格差の是正 
11. 持続可能な都市 
12. 持続可能な消費と生産 
13. 気候変動への対処 
14. 海洋と海洋資源の保全・持続可能な利用 
15. 陸域生態系、森林管理、砂漠化への対処、生物多様性 
16. 平和で包摂的な社会の促進 
17. グローバル・パートナーシップの活性化を通じたSDGｓの達成 
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社会的課題解決に向けたソリューションの提供  
NTDs（顧みられない熱帯病）への取り組み強化  
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リンパ系フィラリア症の撲滅までDEC錠の無償提供や、より早期に薬剤を届けるた

め、我々が保有していないノウハウやナレッジを持つ国際的な非営利団体や研究
所などとのパートナーシップを構築している 
 

◆WHOとDEC錠の提供 
 
◆新薬開発では、医薬品開発パートナーシップによる 
国際的な医薬品アクセス改善 



顧みられない熱帯病に対するロンドン宣言 
最大規模の国際官民パートナーシップによる疾患制圧 
長期投資としての「プライス・ゼロ」モデルの実現 
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2010年11月 
世界保健機構
（WHO）との 
共同声明文に調印 
 

WHOのリンパ系フィ
ラリア症制圧活動
に対して治療薬を
無償提供へ 

2012年1月30日 ビル&メリンダ・ゲイツ財団、WHO、米国および 
英国政府、世界銀行、および顧みられない熱帯病（NTD）の蔓延国政府と 
ともに、過去最大の国際官民パートナーシップを構築 

2020年までにNTD10疾患の制圧に向け共闘 
共同声明 「ロンドン宣言」に唯一の日本企業として参画 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

リンパ系フィラリア症制圧プログラムへの支援について、WHOの
制圧目標である2020年まで支援期間を延長し、DEC（ジエチル
カルバマジン）22億錠をWHOに無償で提供する契約に調印 

健康福祉の向上により、経済の発展や中間所得者層の拡大に寄与 
将来の市場形成への長期的な投資 
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リンパ系フィラリア症 

蚊を媒介として感染し、リンパ浮腫を起こし主に下肢の象皮症や陸轟水腫をもたらす不治* 
の風土病で、「顧みられない熱帯病（ＮＴＤ）」のひとつ。今日、アフリカや東南アジアなどの途
上国や新興国を中心に、世界81カ国にて1億2,000万人がリンパ系フィラリア症に感染して
いると推定されるが、予防薬によるMDA: Mass drug administration (集団薬剤投与)が対
策に著効することが明らかになり、世界的な制圧プログラムが動きだした。 
                               *体内のフィラリアが死滅しても、後遺症が残る 

ミクロフィラリア 



SECIモデル 組織的知識創造理論モデル  

SECIモデル 

•共同化：共感による顧客の暗黙知の共有 

➡感情マップ 

•表出化：ストーリーによるコンセプト化 

➡バリュー･プロポジション・キャンバス 

•連結化：オープンイノベーション 

➡ビジネスモデルキャンバス 

•内面化：立地での実践 

➡アジャイルスクラム 

 

共同化 

内面化 

表出化 

連結化 

暗黙知 

形式知 

ビジネスモデルキャンパス 

パート
ナーと
の関
係 

主な
活動 

主な
資源 

顧客
にも
たら
す価
値 

顧客
関係 

チャ
ネル 

顧客
セグメ
ント 

コスト 収入の流れ 

オープンイノベーション 

アジャイル 
スクラム 

コンセプト 

無意識での実践と
暗黙知の取得 

嬉しい事 

お客様の 
したい事 

嫌な事 

お客様の視点 

提供する 
製品 
サービス 

嬉しさを増やす 

嫌な事を減らす 

企業が提案する価値 

バリュー･プロポジション・キャンバス 

「顧客価値(要求)」と「製
品価値(ｺﾝｾﾌﾟﾄ)」を廻し
て価値提案を精錬 

2つのキャン 
パスを廻してビジ
ネスモデルを進

化 

お客様の 
思いの 
共有 

課題の 
見える化 
と共有 

知見･技術 
の組み合せ 

新たな 
価値創造 

まだ適切なツールが腑に落ちていない部分 



産業創生型地域包括ケア 

住民サービスの充実 

自治
体 

リビング･ラボ⇒合同会社 

地域資源を
活かした新し
い地域資本 

地域社会保障 

暮らしの信託 

住 民 
(自家消費) 

暮らしの充実 
(地域福利厚生) 

自立型地域包括ケア 
の充実 

地場企
業 

高齢者就労など 

暮らしの信託 

新しい新規事
業を合同会社
が運営 

金融機
関 

暮らしの安心サービス 

・医療 
・介護 
・生活支援・予防 
               

 

暮らしの安心・充実 

暮らしの充実サービス 

・食のサービス 
・健康増進 
・コミュニケーション 
・コミュニティ 
・場づくり 

 

健康を基盤とした暮らしの安心 

事業者 
（地域･団体） 

地域の生活者 
(住民） 

企業連合 
 

参画 参画 参画 

地 域 資 産 

 
私たちが目指す自立型地域包括システム 

 





スミスは「道徳感情論」（1759年）で、社会の秩序と繁

栄にとって共感が重要な役割を果たすことを示した。
共感とは、個人の感情を自分の心に写し取り、それと
同じ感情を引き起こそうとする心の働きだ。人間は他
人との共感を繰り返しながら、成長とともに自分が所
属する社会で適用する「公平な観察者の判断、すな
わち利害関心のない第三者的な判断の仕方を学び、

心中に取り入れる。 
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アダム・スミス 共感の重要性：「道徳感情論」より 


