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2010年代以降、デジタル・通信サービスや再生可能エネルギーといった新技術の急速な普及などにより、人間社会のパラダイムが変化
するなか、既存の事業領域やビジネスモデルの延長線上ではない成長戦略が多くの企業での中心的課題となっている。
日本においてもイノベーション促進の必要性が叫ばれて久しいが、そのスピードは世界に比べて劣っているという見方が多い。2020年
６月に発表されたIMDによる世界競争力ランキングでは日本は対象の63カ国中34位と、2016年の26位からランキングを落としている。な
かでもビジネス効率性（Business Efficiency）の項目は63カ国中55位（2016年は29位）と厳しい見方がなされている。
多くの日本企業において、新たな価値創造の停滞が成長を阻害する大きな隘路となっているのではないか。そのような認識から、JOIで
は企業現場の目線に立って、
「アイデアを価値化する」方法・考え方、取り組みの具体例、企業経営のあり方について、本誌記事やセミナー
企画を展開してきた。本稿では、これらをレビューし、日本企業のイノベーション力向上のカギはなにか、を考察する。

「アイデアを価値化する」
方法・考え方
日本企業は、
「つくるのは上手だが、売るのは下手」

ラッシュアップしていくこと、といった螺旋状のプロ
セスが重要であることが強調されている。それは、事
業計画の現場で多く行われているPDCAサイクルのよ
うにPlan（計画）から始まるプロセスではなく、Do（実

と言われてきた。素材技術や精密技術などを活かした

施≒「体感すること」
）から始まり、失敗や誤認を歓迎

モノの開発や製造に関しては、今でも世界で高い競争

し、それを繰り返すプロセスである。

力を維持している例は数多い。他方で、新たなサービ

こうした取り組みを企業で広めるには、組織全体の

スやビジネスモデルといった無形の価値で社会を変革

「マインドを変える」必要があり、それには指揮のあり

する部分において、世界における日本企業のプレゼン

方や評価制度などを大きく変える必要があることは言

スは低下してきている。こうした問題意識から、JOI

うまでもない。ただ「まず計画あり」というレンガを

では１年半前から「アイデアを価値化する」という

積み上げて物事を進めていくような考え方に慣れ親し

テーマを設けてさまざまな発信を行ってきた。

んだマインドの人が多い組織にとっては、そのハード

最初に本誌2019年５月号では、新たな価値を見

ルは結構高いのではないだろうか。

極め、それをビジネスにつなげる方法論について２つ

JOIでは、
「マインドを変える」には、実際に「デザ

の 寄 稿 を 掲 載 し た。 ひ と つ は、RCA-IIS Tokyo

イン思考」を体で感じる機会を提供することが効果的

Design Labによる「デザイン思考」とその普及を目

と考え、2019年11月に、体験型ワークショップ「Design

指す取り組み、もうひとつは富士通総研の黒木昭博氏

Thinking, Design Doing」をRCA-IIS Tokyo Design

による新規事業創出初期フェーズの方法論である。

Labとともに開催した。当日はIISのペニントン・マイ

前者は、革新的な電化製品で知られるDyson社の

ルス教授を講師に迎え、筆者も16名の参加者とともに

James Dysonを輩出したイギリスのRoyal College of

洞察を通じてアイデアを生み出し、それをプロトタイ

Artと東京大学生産技術研究所の共同研究であり、
「共

プ化してチームメンバーとともに磨き上げるというデ

感→課題定義→概念化→プロトタイプ製作→テスト」

ザイン思考のプロセスを実体験し、
「まずやること」の

というデザイン思考のサイクルを様々な研究に応用す

威力を知ることができた。

る取り組みを紹介した。また黒木氏には、新事業企画
の企業現場に即して、具体的な方法論をステップごと
に分解した解説を提示してい頂いた。
さらに2019年11月号では、博報堂コンサルティ
ングの楠本和矢氏にもアイデアを価値化するための企
業現場を想定した方法論を展開して頂いた。

このワークショップでは様々な気付きが得られたが、
「洞察を通じてアイデアを生み出す」段階が特に重要
であり、洞察の視点の置き方が「よいアイデア」を得
るポイントであると実感された。
そうした観点から、2020年３月号では、京都大
学の川上浩司教授の「不便益のデザイン」を紹介させ

これらの記事ではいずれも、アイデアを価値化する

て頂いた。最近のイノベーションの議論では、多くが

には、しっかりした洞察を通じてアイデアを出すこと、

AI・IOT等の技術の活用によって「世の中を便利にす

プロトタイプを利用してアイデアを周囲に「見える化」

る」ということが指向されている。それに対して川上

すること、さらに試行錯誤を繰り返しながらそれをブ

教授は、
「便利になることはいいことなのだろうか？」
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という問いかけを発している。新しい技術が人間の

る共同研究事業を超えて、本誌で紹介させて頂いたよ

様々な思考能力や身体能力を代替することは、ときに

うな企業との「協働研究所」を100以上設置し、活動

人間の欲求や幸福感と相反することがあると警鐘を鳴

に大きな柔軟性をもたせている。また大須賀氏、中澤

らしている。デジタルの便利さを追求することに対し

氏ともに親元企業と大阪大学のクロスアポイントメン

て、
「人間にとっての気持ちよさを残す塩梅」というこ

トであり、企業人でありながら大学の一員でもあると

とについて考えさせられる寄稿である。

いうユニークな立場で研究と事業開発の両方を担って

同じく、哲学の「対話」という手法を用いて洞察か
ら本質的なアイデアの源泉に迫り、さらに対話を通じ

いる。両氏には経験に根差したメリットと課題を示し
て頂いた。

て抽象的なイメージを周囲の人々と共有して深めてい

大学との産学協働を踏み込んで行う場合、企業サイ

く、という「哲学シンキング」をビジネスに応用させ

ドにおいては、長期に亘るコミットメントを維持する

る取り組みをしているクロス・フィロソフィーズの吉

ことがとりわけ重要である。イノベーションを起こす

田幸司社長には、2020年５月号と７月号に「哲学

ということは、試行錯誤を繰り返す地道な取り組みで

×ビジネス」というテーマで連載を寄稿頂いた。

あり、何年にもわたって具体的な成果に結びつかない

JOIでは、この「哲学シンキング」も「デザイン思考」

ことも普通である。Hitz協働研究所の中澤氏の話の中

と同様に、体験することが効果的と考え、クロス・フィ

で、企業が産学協働研究に人を出向させる際に、
「人

ロソフィーズと共催で2020年10月にオンライン形式で

事上の動機付けが極めて重要になる」との言葉は大変

の双方向型ワークショップを実施した。

印象的である。企業活動にかかる大学リソースの活用

「アイデアを価値化する」具体的な
取り組み

は今後も広がりをみせると思われるが、大学と企業が
時間軸についてきちんと折り合えるかという視点が不
可欠であり重要であると思われた。
また別の産学協働のあり方として、2020年９ 月

「アイデアを価値化する」ための企業の具体的な取

号では京都大学を中心に2014年から活動を続けるデザ

り組みに関しては、産学連携の活用、企業内人材の育

インイノベーションコンソーシアムを紹介した。これ

成という切り口で記事を掲載した。

は、企業と大学のバイの関係ではなく、数十社の会員

産学連携の活
用 に つ い て は、 「アイデアを価値化する」に関する記事
2019年７月号
で小松製作所と
大阪大学による
「コマツみらい建
機協働研究所」
の大須賀公一所
長の寄稿、続く
2019年９月号
では日立造船と
大阪大学による
「Hitz協 働 研 究
所」の中澤慶久
所 長 の インタ
ビューを掲載し
た。大阪大学は
古くから産業界
との結びつきが
強く、産学連携
に関しても単な
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企業と大学との間に中間組織としてのコンソーシアム

Technology”を磨いていくことが重要であるという言

を立ち上げ、
「事業」を旨とする企業と「研究」を旨

葉も印象的だった。AI・IOTといったデジタルの力を

とする大学の調整を柔軟に行うユニークな仕組みであ

使って何をするのかを考えるのは今後も人の領域であ

る。コンソーシアムは、個別具体的な企業課題につい

り、経営企画や研究開発だけでなく、現場の従業員レ

ては大学研究室との間で調整役となりクローズな共同

ベルも含めて、会社全体で「これからの人の役割」を

研究を仕立てるコーディネートも行うが、一方でコン

共有することが重要との見方は示唆深い。

ソーシアム自身がオープンに会員企業を巻き込んで社

もうひとつは、2019年11月号で取り上げた日立

会課題をテーマにしたワークショップなどを頻繁に行

製作所である。同社もIOT事業を急拡大させており、

い、価値を創造するための企業内人材を育成する機能

中期経営計画でも「社会イノベーション事業のグロー

も果たしている。こうした企業と大学の関係を多面的

バルリーダー」となることを標榜しているが、その言

につなぐ中間組織は非常にユニークであり今後の産学

葉に込められた意味、それを具現化する取り組みにつ

連携のあり方のモデルになると思われた。

いて東京社会イノベーション協創センタの柴田吉隆氏

企業内人材の育成という観点では、2020年１月

にインタビューをした。

号に東芝グループの２つの取り組みのインタビュー記

同社は2019年の中期経営計画発表に伴って「社会

事を掲載した。ひとつは東芝グループ全体で進めるAI

イノベ ーション 」 が 対 象とする「 課 題 」とし て、

人材の育成、もうひとつは東芝デジタルソリューショ

Crisis5.0というタイトルで2050年の未来洞察を発表し

ンズが進める「ビジネスプロデューサー人材」の育成

た。そこでは、
「将来の人間の幸福が脅かされている

である。多くの企業にとって価値創造を活性化するた

こと」が詳細に説明されており、それこそが「社会イ

めの企業内人材の育成・再教育は大きな課題となって

ノベーション事業」が対処すべき「課題」と結論付け

いるが、実際に研修を担う当事者へのインタビューを

られている。
「技術が便利にしたその先に幸せはある

通じて、人のマインドを変えることほど難しくて手間

のか」という問いのもとに、デジタル技術と人間の幸

のかかることは無いこと、他方でそれを我慢強く行う

せを複眼的にとらえていくことは、人間社会のパラダ

ことが企業の持続的成長を追求する上で不可避である

イムが変わっていくなかでのグローバル企業としての

ということが改めて実感された。

決意表明とも受け取れた。

「アイデアを価値化する」
企業経営のあり方
本誌では、企業の経営価値の変革という観点でも２
つのインタビュー記事を掲載してきた。

ここ数年の日本のイノベーション力が世界に遅れを
とっているというのは事実であろう。しかし価値創造
スキルの一層の浸透、産学連携や人材育成の活発化、
そして企業の経営価値の変革など、日本のイノベー
ション力向上の歯車は回りだしている。これからも「ア

１つめが、2019年９月号の独シーメンス日本法人

イデアを価値化」する世界のスピードは加速していく

の藤田研一社長（現会長）のインタビューである。シー

と考えられるが、そのなかで日本が求心力を得ていく

メンスは2019年、従来の中核事業であったエネルギー

には、日本の企業・行政などさらに広範な社会全体が

関連事業をグループ連結から外し、IOT事業を中核と
するデジタル事業へ特化する大胆な変革を行ったが、

「マインドを変える」必要がある。
デザインイノベーションコンソーシアムのインタ

従来の「モノつくりの巨人」が、サイバーフィジカル

ビュー中、
「人は経験したことしかわからない」とい

技術とIOTプラットフォームの会社に変革する経緯や

う言葉があった。マインドを変えるにはまず「経験」

目指すところを藤田氏に語って頂いた。

することである。無数の新たな経験こそが、人間を幸

興味深かったのは、このような大胆な変革を行うに

福にするアイデアを生み出し、その価値化の取り組み

際して、シーメンスが将来どんな会社になるのか、と

につながる。その意味ではコロナ禍で日本社会にデジ

いう未来洞察を社内で徹底的に行い、現在の中核で

タル「経験」が広がっていることはチャンスである。

あるデジタル事業につながる技術や事業アセットを

JOIは「グローバル事業展開に真に必要となる『情

2000年ごろから長期にわたって周到に築いてきたこと

報』の結節点」として、今後もJOI会員や読者の皆様

である。

とともに「マインドを変える」情報交流や企画に取り

またこれからの時代のキーワードとして、“Analytic
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組んでいく。

