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海外企業におけるオープンイノベーション推進事例
ジョンソン・エンド・ジョンソン）

3.
概要

ルスケア領域で世界的トッププレーヤーであるジョンソン・エンド・ジョンソン社は、毎年 80 億ドルを研究開発
に投じ、新規製品・サービスの開発に大きく投資している。同社は、売上の 25％は過去 5 年間の新規事業で稼
ぎ出しているとされ、新規製品・サービスの開発に積極的に取り組み一定の成果を上げている企業である。
一方、同社で外部連携によるイノベーションを推進する John Bell 氏（VP External Innovation and New
Business Models）は、「自分たちですべてを行うことは無理だと理解し始めた」として、自社による研究開発だけ
でなく、より社外のリソースを活用したオープンイノベーションの取組みを強化し始めた。本拠地である米ボストン
に、全社的に外部連携の活動を統括するイノベーション専任組織を立ち上げ、世界各地のイノベーション拠点や
ベンチャー協業の枠組みなど多様な仕組みの連携を進めている。
3.2 課題・背景
ジョンソン・エンド・ジョンソン社では、医薬品の特許切れによる売上低下を契機として、継続的なイノベーショ
ンのパイプラインの確保の重要性が認識されると同時に、250 ものグループ企業を抱える巨大組織に成長した
結果、重複した研究プロジェクトが同時に多数行われているなど、イノベーションを創出しづらい複雑な組織構造
に陥っていた。2011 年に Paul Stoffels 博士がチーフ・サイエンス・オフィサー（Chief Scientific Officer）に就任
すると、大胆な組織改革が行われ、注力領域の特定、煩雑化した業務プロセスの統一、乱立したグループ内組
織と研究プロジェクトの統合・整理および組織間連携を強化する体制が敷かれた。
また、同氏は創薬においてともすれば自前主義に陥りやすい同社において、「新薬の種が社内外どこで開
発されるかは問題ではない」とし、世界各地で画期的な技術や研究開発を行うベンチャー企業を始めとした外部
組織を探索し連携を強化するため、バイオクラスターにおけるイノベーション拠点の設立やベンチャー企業のイ
ンキュベーション機能を立ち上げた。このような取り組みを通じて、自社単独の研究開発に加えて、外部組織と
の協業が、研究開発のスピードを向上させることが社内でも理解されるようになり、自前主義から外部連携を積
極的に推進するオープンイノベーションがますます加速していった。
3.3 取り組み
ジョンソン・エンド・ジョンソン社では、オープンイノベーションを「External Innovation」と呼び、戦略上の重要
項目に位置付けており、外部・内部の専門家の協調による顧客へのソリューション提供を志向している。同社で
は、外部連携を進める上で複数の機能を有している。まず、主にアーリーステージのベンチャー企業を支援し、
起業家・ベンチャー企業の同社への一元的な窓口となり、同社との連携を推進する機能として「 Johnson &
Johnson Innovation」（以下「J&J Innovation」がある。J&J Innovation は、ジョンソン・エンド・ジョンソンの全社
的なオープンイノベーションの活動を統括する役割も担う。同組織を管轄する Paul Stoffels 博士が、外部連携を
無駄なくより円滑に推進するため、これまで各事業部別に行っていた社外連携の枠組みを、一気通貫するイノベ
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ーション専任組織として設置した。
同組織では、ビジョンの中で「positively impact human health through innovation」と述べ、ヘルスケア領
域でのオープンイノベーション促進を追求している。J&J Innovation の管轄下において、以下 4 つのイノベーショ
ン機能を持つ。
図表 1

J&J Innovation における 4 つのイノベーション機能

組織

役割・機能
主にバイオ・製薬領域におけるベンチャー企業・起業家イン
キュベーション機能を担う。全米にインキュベーションスペー

JLABS・JLINX

スを有し、同社のリソースを提供しながら研究開発支援や技
術の製品化、提携先探索の支援等を行っている。
世界 4 拠点に設置され、J&J Innovation の地域のハブ機能

Johnson

&

Johnson

Innovation を担う。各領域の専門家も配置し、研究開発から投資機能ま
でワンストップで様々なオープンイノベーションへの取組みを

Centers

提供する。
J&J のベンチャーキャピタル機能を有する組織である。様々
Johnson

&

Johnson Development な分野およびステージのベンチャーへの投資を行う。

Corporation（JJDC）

JJDC は、財務的なリターンのみならず、J&J グループへ戦
略的な成長の機会を提供できたかを重視している。
アライアンスや提携を担当する組織である。

Janssen Business Development(JBD)

様々な規模の会社を対象として、合併・買収、合弁、協業、
事業提携の機会を模索している。

■ JLAB
2012 年にサンディエゴに設置した後、現在北米に 6 拠点を有する。将来ジョンソン・エンド・ジョンソン社
のパートナー先になり得るアーリーステージのベンチャー企業や起業家を初期段階から発掘しておくことを目的
に設置された。製薬、医療機器、toC 向け製品、デジタルヘルスを主要領域としており、同社の研究施設の開放、
教育プログラム、オペレーション面におけるリソースの提供などを行っている。
■ J&J Innovation Centers
J&J innovation の地域のハブ機能を担う同組織は、2013 年にボストン、カリフォルニア、ロンドン、2014
年に上海で開設され、研究開発から M&A 領域の専門家まで幅広くリソースを配備し、各地域でのオープンイノ
ベーションへの取組を推進する。直近開設された上海のアジアパシフィックイノベーションセンターでは、オースト
ラリアの製薬企業との共同研究、中国での複数の大学との研究開発プロジェクトを発足させている。
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■ JJDC
1970 年代より J&J のベンチャーキャピタル部門として活動してきた JJDC は、アーリーステージからレイ
トステージまで幅広くベンチャー投資を行い、上記 4 つのイノベーションセンターとイスラエルを拠点としてキャピ
タリストを配置し投資活動を行っている。2016 年 3 月には、米国のヘルスケア企業 WellDoc のシリーズ B に参
加し 750 万ドルの出資を実行している。
■ JBD
また、J & J Innovation では、同社において優先度の高い領域における技術ニーズを公開し、社外からの新規
アイデアを公募するオンラインサイト「Idea Portal」を開設している。
3.4 成果
上記のジョンソン・エンド・ジョンソンにおけるオープンイノベーションの取り組みを通して実現された主な活動
の成果を以下に記載する。
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図表 2

ジョンソン・エンド・ジョンソンにおけるイノベーション取り組みの成果

事例

内容

詳細

ベンチャー企業との

3D バイオプリンター製

3D バイオプリントベンチャーのオーガノボと 3D プリ

業務提携

造ベンチャーと医薬品試

ントされた人間の肝細胞を用いた新薬の毒性検査

（2014 年 7 月）

験のための業務提携

を行う。通常の臨床試験では多大なコストを要する
が、3D プリントを利用した試験により大幅に削減す
ることが期待される。

他業種大手との協

ロボット領域で強みをも

Google と手術支援ロボットの開発で協業する。ロ

業

つ他社との協業により、

ボット技術を活用して、自社が強みを持つヘルスケ

（2015 年 3 月）

ヘルスケア 領域でのロ

ア領域での新サービス（ロボットによる手術支援）を

ボットサービスを開発

開発する。

他業種大手との提

人口知能領域に強みを

IBM 社との提携により、Watson Health Cloud と

携

持つ他社との提携によ

Watson を活用し、人工膝関節置換手術や脊髄手

（2015 年 4 月）

り、ヘルスケア領域での

術患者の術前・術後ケアを支援するモバイルベー

新サービス開発

スのコーチングシステムを開発する。人口知能技術
を用いて、ヘルスケア領域でのコーチングサービ
ス）を開発する。

バイオベンチャーと

新技術を有するベンチャ

バイオベンチャーのカルナバイオサイエンスが開発

のライセンス契約

ーとのライセンス契約

した低分子キナーゼ阻害薬プログラムから創出さ

（2015 年 6 月）

れた化合物の開発・商業化に関する 全世界を対
象としたライセンス契約を締結。

ベンチャー企業への

ヘルスケア領域での新

糖尿病患者の血糖モニターと同期する管理プログ

出資

規サービスへ出資し、自

ラムを提供している WellDoc への出資し、自社グ

（2016 年 3 月）

社グループとの提携

ループの各領域と連携させる。
ベンチャー企業の新規サービスを自社グループの
既存サービスと連携させることで新たな付加価値の
創出を期待する。

人材育成プロジェク

大学と連携し、人材育成

海外研修旅行を実施、女性トップリーダーとの交流

トにおける大学との

プログラムを提供

や、最先端の研究施設視察の機会を設けるなどの

連携

プログラムを大学と連携して提供し、長期的なイノ

(2016 年 6 月)

ベーション創出の下地を作る。

シード投資家/アクセ

アクセラレーターと共

アクセラレーターがメンタリングやネットワーキング

ラレーターと戦略的

に、ヘルスケア関連のベ

を提供し、Johnson & Johnson Consumer Inc.が

提携

ンチャー企業の成長支

専門技術のサポートを行うことで、新製品の事業化

(2016 年 12 月)

援を行う。

を促進する。
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3.4 成功要因
■ 全体を統括する専門組織の設置
ジョンソン・エンド・ジョンソンにおいては、外部連携による研究開発には長年取り組んできたが、各事業部や
研究拠点により独自に推進されていたため、重複した研究開発プロジェクトが進行するなど組織内での非効率
が目立った。そこで、外部連携を統括するグループ横断的な組織である Johnson & Johnson Innovation を設
置したことで、各機能を横串しで見える化し、社外の窓口を一元化したことで、外部からの問い合わせが増えた
だけでなく、社内における連携体制も強化された。
■ 目的に応じた多様な機能の活用
ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、J&J Innovation 下に投資機能やベンチャー企業支援、研究開発センターな
ど異なる機能を持つ組織を置いている。このように目的に応じて多機能な外部連携の仕組みを保有することで、
効果的にオープンイノベーションを推進する。
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