
 
要旨: 

本稿では、サービスイノベーションを促進するための課題として、サービス産業の構造的問題や、イノベーショ
ン創造のための組織体制が製造分野とは大きく異なる点に着目する。近年、サービス工学・サービスサイエンスの
考え方が唱えられているが、現実的にサービス分野でのイノベーション促進に役立つかということを考える必要が
ある。また、新サービスや新ビジネスモデルを創造するイノベーションを、どのような体制で、どのように進める
のが有効なのかを考えることも重要である。同時に、サービスでは発明の財産化が必要なのかや、先行者優位の活
かし方の問題など、サービス産業のための知的財産制度を考えるべきである。そこで、本稿では、サービス産業で
の継続的なイノベーション促進のための経営手法、知的財産の活かし方/在り方、の問題を考える。 
 
Abstract: 
Since productivity of service industries in Japan is lower than that in other developed countries, promoting service innovation is 
a major issue for Japan. Can methods of service engineering and service science promote service innovation effectively in real 
business situation? This paper examines problems of management systems and intellectual property right to create service 
innovation continuously.  
 
 

1. はじめに 
サービスイノベーションの促進が課題になっている。「サービス工学」や「サービスサイエンス」[3]

といった考え方が出始めていて、いくつかの理系の学会からは、サービスイノベーション促進のための

様々な技術や手法が提案されている。全体的な方法論も提案されていて、例えば、諏訪［5］は、サービ
スメニューの分解や、サービス品質の定義と向上策を明確化することなどにより、サービスでの顧客満

足を向上させるための考え方の枠組みを示している。 
行政では、サービスイノベーション促進のための組織を設けたり、サービスイノベーション促進人材

を育成するためのプログラムの認定を行っている。 
しかし、サービス産業での経営実態は製造分野とは大きく異なっており、これまで製造分野でイノベ

ーション創造を促進するために用いてきた施策では十分でないことを本稿で示したい。 
 

2. サービスイノベーション促進のための行政の取り組み 
経済産業省は「新産業創造戦略」（2004 年）において、健康、観光・集客交流、育児支援、実務教育

などのサービス産業は、市場ニーズの拡大が展望される、あるいは、地域経済の活性化に資する極めて

重要な産業と位置付け、その創出に向け、これまで戦略的に取り組んできた。 
「経済成長戦略大綱（平成 19年 6月）」でのサービス産業の強化策として、「（1）サービス産業のイノ

ベーションと生産性改革のための体制整備」「（2）サービス産業の生産性向上のための具体的アクション
とプラン」「（3）今後発展が期待される重点サービス 6分野への政策の重点化」を提言している。 
また、今後発展が期待される重点サービス６分野への政策の重点化として、「少子高齢化の進展や各サ

ービスの所得弾力性等を踏まえ、今後発展が期待される重点サービス６分野（健康・福祉、育児支援、

観光・集客、コンテンツ、ビジネス支援、流通・物流）において、需要の創出・拡大、生産性の向上の

両面から重点的に政策を講じることにより、2015年までに、70兆円の市場規模拡大を目指す」としてい
る。 
しかし、重点分野に選ばれなかった分野からみると不公平である。知的財産による促進のほうが、公

平である。 
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経済産業省サービス産業課では「サービスイノベーション研究会」を設置し、2005年から産学の研究
者による検討を始めた。また、2006年 3月にはサービスイノベーションシンポジウムが開催された。「経
済成長戦略大綱」（前記）の中の体制整備の方針を受けて、2007年 5月には、社会経済生産性本部に「サ
ービス産業生産性協議会」が設立された [4]。また、文部科学省は 2007 年、「サービス・イノベーショ
ン人材育成推進プログラム」で 6校を選定した。 
そして、2008年 3月には、サービス工学研究センターという研究組織が産業技術総合研究所内に設立

された。サービス産業生産性協議会は、サービス企業への啓発・普及の活動。サービス工学研究センタ

ーは、科学的・工学的手法の確立、という分担により、サービス生産性の向上を狙っている。また、「ハ

イサービス 100選」という取り組みで、ベストプラクティス企業を選定している。 
このような取り組みで、一時的な底上げはできるかもしれない。しかし、創造性の高いサービスイノ

ベーションにはつながりにくいであろう。インセンティブにはならないためである。また、継続的にイ

ノベーションを生み出す体制作りについても、ベストプラクティスを選ぶべきであろう。 
 

3. サービスイノベーション業界の問題点 
サービスイノベーション促進のためには、サービス工学などの考え方が現実的にサービス分野でのイ

ノベーション促進に役立つかということを考える必要がある。 
 

3.1 サービス産業の構造的問題 
飯盛 [2] は、サービスイノベーション促進の障害となるサービス産業の根本的な問題点として、次の

2点を上げている。(1)低生産性・低賃金の打破、(2)従属的産業からの打破。 
黄 [1] も、日米のサービス産業の比較から、低賃金などの問題点を上げていて、米国の成長型サービ

ス産業では、「高利益率 → 高賃金・優秀な人材 → 高生産性 → 高利益率」という好循環が見られるこ
とを指摘している。 
このように、根本的な構造的問題が、サービスイノベーション促進に障害になることが危惧される。

そこで、次節では、高利益率をもたらすよう、サービス向けの知的財産を見直すことを提案する。 
 

3.2 イノベーションを生み出す組織体制の問題 
サービスイノベーション促進を考える上で、製造において新製品を開発する上でのイノベーション開

発の進め方・体制と、サービスにおいて新サービス・新ビジネスモデルを開発する上でのイノベーショ

ン開発の進め方・組織体制との違いを十分に認識すべきである。 

 
図 1 製造でのイノベーション創造の仕組み 
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製造においては、新製品を開発する上での R&D 部門（研究開発部門：研究所組織など）が重要にな
る。研究の結果は蓄積され、特許化しても時として自社製品には使用せずに、他社にライセンスする場

合もある。そのため、発明の財産化が必要とされる。また、近年では、社外のパートナーから提供され

た技術を新製品開発に利用するオープンイノベーションも増えている。図 1に、そのような製造でのイ
ノベーション創造の仕組みを図示する。MOT（技術経営）でのイノベーション創造の考え方は、この図
のような体制を前提としている。 

 
図 2 サービスでのイノベーション創造の仕組み 

 
他方、サービスでは、R&D 部門を持つ企業は極めて少ない（例外はセコムくらい）。そのため、図 2
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までのスピードが求められます。経営陣から求められていることの中で一番重要視されています。

システム構築に必要な工数を積み上げた期間ではなく、サービス開始時期から逆算して考えるよう

に求められています。 
ヤマト運輸は、このような組織的なイノベーションマネジメントの体制ができているからこそ、いろ

いろな新サービスを次々と生み出すことができているのだと考えられる。 
 

4. サービスイノベーション促進のための知的財産制度の提案 
サービスイノベーションの政策検討の中で、イノベーションを促進するための知的財産権についての

議論は極めて少ない。長期的な効果を考えると、制度面の政策を考えるべきである。サービス業界での

イノベーションを促進するためには、サービスのビジネスモデルや仕組みのイノベーションが自然と促

進されるための制度を構築することが重要と思われる。サービスの知的財産はブランドを中心に考えれ

ばいい、という考え方もあるが、発明についても権利を与えないと、ベンチャー等によるイノベーショ

ン創造のインセンティブとしては不十分である。 
前節で示したサービス業界の事情から、サービスイノベーション促進のための知的財産制度としては、

実施を重視した制度が望ましいと言える。製造のように、技術だけの蓄積ができる制度にしても意味が

ないのである。サービスの実施をいち早く行った企業に対して、独占は許さないが先行者優位を強める

ような制度を考えるべきである。独占を許すことは、発明を利用する上で社会的には効率が悪い。革新

的な/手法をだれもが更に改良して利用できることが望ましい。発明を社会的な共有資産と考えると、他
社に建設的な利用を自由にできるようにしたほうが、発明がより価値を高めることになるためである。

同時に、利用者からすると、サービス提供者間の完全競争が望ましい。また、現状のライセンス契約で

は、取引コストが大きすぎる。サービスの発明は、コモンズのような扱いでライセンス不要が望ましい。 
そこで、筆者は、サービスの知的財産制度を根本的に見直すことを提案していて、具体的にはサービ

ス向けに「元祖権」を設けることを提案している [6] [7]。 
今年になって、医療分野のイノベーション促進のために、これまで特許の対象から除いていた医療行

為を特許対象に含めるようにするという方針が政府から示されている。しかし、このようなサービスで

は特に独占は望ましくない。元祖権のような先行者優位を強めるだけの権利を考えるべきである。 
 

5. まとめ 
本稿では、サービス産業の構造的問題や、新サービスや新ビジネスモデルを創造するイノベーション

を生み出す組織体制の問題を考察し、サービス産業での継続的なイノベーション促進のための経営手法

や、知的財産の活かし方/在り方、の問題を検討した。 
サービスイノベーション促進のためには、サービス工学やサービスサイエンスといった技術面の議論

だけでは不十分であり、経営や政策の面の検討もさらに必要なのである。 
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