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あ ら ま し

富士通は，これまでの製品・サービスを提供する側，される側といったメーカとお客

様という関係性である価値提供型のビジネスから踏み出して，ICT利活用の新しい可能性
を生み出すイノベーションに向けて，ソーシャルな価値観の共有や新たな発見や気づき

を開発に取り込む共創プロセスに着目した。そこでは，お客様企業や自治体，利用者の

みならず，行政，NPO法人をも交えた新たな製品・サービスの開発を実践している。
そのプロセスを実践する中で，共感を起点にした合意形成や，集合知でのアイデア創

出のスピードアップ，社会との関係性づくりなどいくつかのメリットや効果を実感して

いる。加えて，連続的・継続的にイノベーションを創出し続けるための企業活動の基盤

として，フューチャーセンターなどのオープンなコミュニティ形成にも着目している。

本稿では，イノベーション創出に向けた取組みとして，実践を通じて見えてきたデザ

イン思考を活用した共創プロセスとその効果を紹介する。更にイノベーションを継続的

に生み出すための仕組みとして必要と考える活動基盤についても紹介する。

Abstract

The conventional value delivery business is based on a relationship between a 
manufacturer and a customer, or service provider and service receiver.  As a break 
from that framework, Fujitsu has focused attention on co-creation processes, in which 
sharing of social values and new discoveries and recognitions are incorporated into 
development for innovation that creates new possibilities of utilization of information 
and communications technology (ICT).  In such processes, development of new 
products and services are practiced by involving not only customer companies, local 
governments and users but also the administration and NPOs.  In practicing the 
processes, we have a real feeling of some benefits and effects including empathy-driven 
consensus building, a faster generation of ideas by collective intelligence and building 
of relationship with society.  In addition, we also have an eye on the formation of open 
communities such as a future center as the basis of corporate activities for continuous 
innovation creation.  As an approach to innovation creation, this paper presents a co-
creation process making use of design thinking that has emerged through the practice, 
together with its effect.  It also describes the basis of activities believed to be necessary 
as a system for continuously generating innovation.
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（2） 既存ビジネスの変革：企業連携も含め，現在
のお客様との新たな事業や製品・サービスのテー
マ発見による変革

（3） 将来ビジネスの創出：新たなビジネス領域で
の製品，サービスの創出
これらの領域では，企業や組織単独の知恵や想
定ニーズからでは解決が困難なケースや，本質的
な価値を探るには社会との接点が必要とされ，こ
のハードルを越える取組みが重要である。イノベー
ションというこれまでにない価値が必要とされる
場合，つまり基軸となる価値観や問題点・課題す
ら不明確な状態から新たな価値を作り出すには，
部門間，メーカとお客様という対極的なこれまで
の関係性ではなく，ともに将来を見据えた関係性
から相互のリソースを組み合わせてコトを共創す
ることが必要と考えた。
これは昨今のソーシャルイノベーションやコ
ミュニティデザインと呼ばれる，地域再生や社会
課題解決の分野で端緒に見られる動きでも同様で
ある。言い換えれば，製品やサービス開発におい
ても，社会的な意味合いを共通項として価値観を
共有するプロセスが開発の現場にも必要と考える。
このように，真に利用者にとって価値ある製品，
社会課題をも解決に近づけるイノベーションの創
出には，これらの領域におけるハードルを下げる
こと，すなわち社会と企業，企業同士，利用者（個
人）と企業といった立場を越えた枠組みで対峙

じ

す
る共創のプロセスが一つの突破口であり，これか
らのビジネスの手立てとなる（図-1）。

デザイン思考による実践

イノベーション創出に向けて，共創を実践する
有効な手法・考え方の一つがデザイン思考である。
これは，製品デザインのみならず，サービスデザ
インやビジネス，社会変革に向けたイノベーショ
ンを達成するための手法，考え方の一つであり，
デザイン・コンサルティングファームのIDEOが，
提唱したイノベーション技法である。（1）

このアプローチ自体は特に新出のものではなく，
人間中心設計のアプローチとして，デザイナーが
製品デザインなどのプロセスとして従来から接し
てきたものである。これをイノベーションの対象
となる「サービス開発」や「事業企画」などに，

デザイン思考による実践

ま　え　が　き

近年，社会あるいは企業においてイノベーショ
ンと呼ばれる事業創造や新しい価値を提供するビ
ジネスの必要性が語られている。企業においては
組織の壁，企業の壁を越えた活動の必要性が語ら
れて久しい。この流れは，例えば製造業やサービ
ス業，自治体における住民サービスなど，公共や
民間企業，セクタに関係なく社会全体に共通した
動きであることが特徴的と言える。すなわち社会
共通の課題としてこの閉塞感をともに抱えている
状況にあるのではないだろうか。
これまでICT企業は，需要や問題点・課題が比較
的明確な価値提供型スキームによって，ICT製品や
サービス，ソリューションを提供してきた。これ
はお客様である公的機関や民間企業，および最終
的なユーザへのコンセプトや利用法がある程度明
確な場合であり，仕様や製品に対する要求は比較
的具体的な提案型のビジネススキームと言える。
一方で，イノベーションというこれまでにない
価値が必要とされる場合，これからのデザイン開
発，ひいてはビジネス活動においては，企業，自
治体のお客様，製品の利用者のみならず，NPOや
行政，住民といった社会のステークホルダを巻き
込んだ，価値創出の共創型スキームを作り上げる
ことが必要であるとの考えのもと，富士通は対話
（ダイアログ）をベースにしたデザインプロセスを
実践してきた。
本稿では，デザイン思考を活用したビジネスア
プローチとして，まず共創プロセスを整理し，実
践の中で見えてきたその効果を紹介する。加えて
プロセスだけでなく，連続的・継続的にイノベー
ションを創出し続けるために必要と考える企業活
動の基盤について，フューチャーセンター活用に
関する考察も交えて紹介し，今後の展開について
述べる。

なぜ共創のプロセスなのか

まず，企業を中心とするイノベーションが求め
られる領域には，おおまかに以下の三つがあると
考えられる。
（1） 企業内の変革：部門横断での新たな価値の
創出

ま　え　が　き

なぜ共創のプロセスなのか
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（3） コンセプト作成
コンセプトと具体的なシーンを描いて，プロト
タイプを作り改善を繰り返す。同時に，ビジネス
モデルジェネレーション（3）などの手法を用いてビ
ジネス観点でのモデル評価によって，コンセプト
を実現するための関係性，実現性を評価・検証する。
（4） 評価・検証
ユーザテスト（評価）を行い，ユーザニーズと
照らし合わせて隠れたニーズを引き出すとともに，
視覚化したコンセプトや試作品により，実現性，
ビジネス効果を検証する。場合によってはコンセ
プトの見直しも行うことで，アイデアをより洗練
したものにする。

共創プロセスの効用

共創プロセスを実践する中で，いくつかのメリッ
トや効果を実感している。これまでの価値提供型
スキームと比べて，どのような変化が生まれ，メ
リットがあるのか，現在はプロセスを醸成し精度
を高め定量的な評価も今後必要な段階ではあるが，
現状感じているその特徴的なポイントをいくつか
紹介したい。
（1） 共感でビジネス領域を再定義する
デザインのプロセスでは，一般的にアイデアを
作る段階が注目されるが，それ以上に重要と感じ
ているのが，初期フェーズのチームビルディング
に当たる「問いの共有」による共感である。

共創プロセスの効用

デザイナーでなくとも職種や立場も越え，一般の
人も含めて参加することを可能にするものであり，
まさに共創や共感をベースとしたオープンイノ
ベーションのプロセスと言える。
著者らは，実際のプロジェクト活動に合わせて，
試行錯誤しながらデザイン思考を適用し，共創プ
ロセスを以下のように整理してみた（図-2）。
（1） 問い（価値）の共有
対話を重視した手法を用いて，どう進めるかで
はなく「なぜ」という目的や価値観を共有し，テー
マを広げるチームビルディングの段階に当たる。
ありたい姿から目的や方向性を描き共有し，より
個人的な価値観や背景にある現実など共感を作り
上げる。この段階では，立場や組織を越えてなる
べく多様な関係者が集まり課題や目指したい未来
についてオープンに対話する。ホールシステムア
プローチと呼ばれるAI（Appreciative Inquiry）や
フューチャーサーチ，より自由な対話に向くワー
ルドカフェといった手法を活用する。（2）

（2） アイデア創出
共感できた価値観や直接観察を重視したフィー
ルドワークでの体験や気づきによってアイデアを
広げる。専門家の視点だけでなく集合知によって，
スピーディに拡張すると同時に，企業や部門の枠
を越えて社会性や多様な見解を織り込むことがで
きる。

図-1　イノベーション活動のビジネススキーム

 （a）需要や問題点・課題が明確なときの
提供型のビジネススキーム

（b）基軸となる価値観や問題点・課題が不明確な
ときの共創型のビジネススキーム
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ちづくりとの接点まで広げて捉えることにつなが
るのである。
（2） 集合知でスピーディなアイデア創出と合意
形成
二つ目はアイデアの質の向上，プロジェクト進
行のスピードアップである。
多様なステークホルダによるアイデア創出ワー
クショップの場合，企業の一部門や個人の観点，
デザイナーやエンジニアなど専門家だけでの意見
でなく，ソーシャルな視点と裏付けを持った集合
知としてアイデアを即座に創出できる。個人ワー
クの生産性を越えて，多角的な観点が加わったア
イデアを圧倒的に短時間で創出できると実感して
いる。
例えば，九州工業大学様キャンパスマスタープ
ラン（CMP）策定（4）における具体的施策のアイデ
ア創出ワークショップでは，富士通の関係者およ

ここでは個人のこうありたいという思いや，な
ぜ必要かといった本質的な会話を対等に話し合う
イコールパートナシップ（対等な関係で行う協力
や提携）をいかに築くかが重要と感じている。
例えば文教分野において，これからの小学校に
おけるスマートデバイス活用をテーマとした案件
では，対話型のワークショップなどを通じて，情
報機器を授業の中でどう使うかといった観点では
なく，「学力の向上」というその根本にある本質的
な目的を共有し，「先生が十分に力を発揮する学校」
「学校と地域，家庭をつなぐサービス」といった観
点に広げて，これまで気づいていなかった本質的
な目標の発見につながる。授業の中でのスマート
デバイスの活用法だけでなく，より広範な活用に
ついて一緒に考えていく流れに発展している。
授業という教室内の場から，学校全体，更には
家庭や地域をつないだ利活用という，テーマはま

評価・検証コンセプト作成アイデア創出問い（価値）共有
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図-2　共創プロセスとメソッド
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との関連性を開発の現場に組み込むことが，オー
プンイノベーションを加速するために必要不可欠
であると感じている。

継続的な創造活動に向けて

企業がイノベーションに取り組むには，個々の
プロジェクト単位の成功だけでなく，繰り返し継
続できる仕組み，活動のハブとなり求心力のある
場が必要不可欠である。
企業，特に製造業を中心にプロダクトアウトの
時代から市場との接点，価値提供の場として，モ
ノやサービスを「展示」し「プレゼンテーション」
する，いわゆる「ショールーム」的な場が用いら
れてきたが，価値創造の時代には，対話のプロセ
スを社会に対してもオープンに提供し，社会に対
する善を核にしながら機会創出の接点となる場が
必要である。
その接点として，フューチャーセンターを活用
できるのではと考えている。（6） フューチャーセンター
とは，未来思考でソーシャルな課題やより良い生
活といった将来について，様々な関係者による対
話を通じた集合知によって，新たなアイデアや解
決手段，ビジネスモデルを見つけ出し，協力関係
によって変化を起こす「場」である。1996年に欧
州で誕生し，世界へ広がりを見せている。企業を

継続的な創造活動に向けて

び大学生のほか教職員が約2時間，40名程度参加し，
計3回のワークショップで，約300のアイデアを創
出した。アイデアには参加者の体験やこうありた
いといった思いや価値観が反映されているので，
共通の立場のもとで目標を創出でき，また短時間
で知的生産性も非常に高い進め方である。
加えて，CMP策定の大学側コアメンバも参加い
ただきプロセスを共有しているため，価値提供（提
案）型スキームと比べて合意形成のやり取りも円
滑になり，結果的にプロジェクト全体工程の短縮
化と納得性の向上につながる効果を実感している。
これについては今後定量的な検証も試みたい。
（3） ソーシャルグッドであること
これまで述べたように，共創プロセスでは様々
なステークホルダの参加によって，学校や大学，
あるいはそれを取り巻く社会的な課題や地域の課
題などをアイデアや施策に織り込むことができた。
特に近年，企業の存在価値の意味では，従来
のCSRの 枠 を 越 え て，CSV（Creating Shared 
Value：社会的共有価値の創出）をコンセプトと
する企業戦略の重要性が叫ばれているが，当然な
がら製品・サービス，事業コンセプトにおいても
その追求は欠かせない論点である。（5） 行政やNPOと
いった実際に課題に直面しながら活動する団体な
どと協業すること，そのプロセスを定着させ社会

図-3　企業に求められる社会との接点
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かせない。
そのためには，ビジネスにおける共創を発展，
定着させるとともに，デザイン思考をデザイナー
の道具から広く職種や立場を越えて活用する道具
とし，更にその活動基盤を企業間ネットワークも
含め整えていくことが，イノベーション創出の一
歩につながると考える。
社会性や公益を重視した姿勢が求められる中で，
ソーシャルデザインやコミュニティデザイン，社
会課題解決や新たなビジネス創造に取り組むエン
ジニア，営業，研究者，コンサルタント，そして
利用者や企業，NPOなどとともに，人を中心とし
たより良い社会の創造に向けて活動を広げ実践し
続けていきたい。
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 http://www.kyutech.ac.jp/information/
campus-master-plan/

（5） マイケル E. ポーターほか：競争優位のCSR戦略．
ダイヤモンド Harvard Business Review，January 
2008．

（6） 野村恭彦：フューチャーセンターをつくろう―対話
をイノベーションにつなげる仕組み．プレジデント社，

2012．

はじめ政府・自治体も展開し，日本国内でもその
ネットワークは広がりつつある。
フューチャーセンターを企業が活用することで，
主に以下の三つを実現，強化できると想定される
（図-3）。
（1） 社会的ビジョンへの洞察を得る

CSRやCSVにつながる活動の起点として，現在
とこれからの社会情勢や課題，ビジネスチャンス
への知見を得ることができる。
（2） 企業連携の種を育てる（ICTテーマ）
社会利用者に何が必要かを広く捉え直し，ICTに
よって解決する社会性を伴った新たな事業の創出
につなぐ。
（3） 具体的なビジネスに落とし込む
シーズから，落とし込む場合など，企業の持つ
テクノロジー，製品・サービスの新たな活用を模
索する。
お客様である企業だけでなく，課題を解決した
い当事者やNPO法人，行政などとコラボレーショ
ンを行える環境を作り企業活動に取り入れていく
ことこそが，イノベーション創出への一つの鍵で
はないかと考えている。また，企業内の組織を越
えた変革のみならず，セクタに関係なく各企業や
行政など含めてオープンにフューチャーセンター
を展開し，そのネットワークを拡大することで，
効果は高まると考えている。

む　　す　　び

本稿では，共創プロセスによるイノベーション
の考え方と実践状況，およびその継続的な活動へ
の取組みを紹介した。
企業には中核となる現業ビジネスを進める一方
で，次の時代を担うより良い社会づくりに向けた
製品・サービスを生み出す活動も並行して必要で
あり，その活動を支持する組織の活動や理解も欠

む　　す　　び

http://www.kyutech.ac.jp/information/campus-master-plan/
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