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あ ら ま し

富士通総研の実践知研究センターでは，野中郁次郎センター長のもとで，社会にとっ

て何が善かという「共通善」の意識を持ちながら，個別具体の現場で文脈に応じた最善の

判断を下して実践することのできる「実践知リーダー」を支援・育成するプログラムを実

施している。実践知リーダーは，新しい技術を活用して製品やシステムなどの「モノ」を

開発するだけでなく，モノの意味的な価値を見出すことで，社会の様々なレベルで「コト」

を共創していくビジネスモデル・イノベーションのデザイナーであり，実践者である。

本稿では，実践知研究センターの目指す姿を明らかにして，その活動の主旨と概要

を説明する。また，今までの活動の中で形式知化されつつある「信条（クレド）」も紹介す

る。実践知研究センターの活動は，コミュニティデザインやソーシャルイノベーション，

フューチャーセンター，価値の共創，プロトタイピング，現場起点とグランドデザイン

の綜合など，イノベーションデザインの考え方と共通する点が多い。実践知リーダーは，

イノベーションデザインの中心的な担い手であるとも言えるだろう。

Abstract

According to Ikujiro Nonaka, who is a professor emeritus at the Graduate School 
of International Corporate Strategy of Hitotsubashi University and a director of 
the Research Center for Practical Wisdom (RCPW) at Fujitsu Research Institute, 
“phronesis” or practical wisdom is a virtuous habit of making decisions and taking 
actions that serve the common good.  It is a capability to find the “right answer” in a 
particular context.  And those leaders who have such virtuous habit or capability are 
called “phronetic leaders.”  They are leaders who pursue the common good by striving 
to create social as well as economic value and who pair micromanagement with big-
picture aspirations about the future.  Phronetic leaders play critical roles in the process 
of knowledge creation and design-approach innovation.  In this article, we summarize 
the basic idea of phronesis and phronetic leaders, and describe why phronetic leaders 
are important in society and organizations.  And then, we explain our effort at RCPW 
to support and improve the capability of phronetic leaders and nurture phronetic 
leadership in Fujitsu.
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この企業理念で表現されているのは，「ネット
ワーク社会づくりに貢献し，豊かで夢のある未来
を世界中の人々に提供する」という「共通善」を
追求することが富士通グループの存在意義だとい
うことである。企業である限り適正な利益を生み
出すことは必要だが，利益そのものが企業の目的
ではない。社会にとって善いこと（共通善）を実
現する活動を継続していくことが企業の存在意義
であるとすれば，利益はそのための手段であると
考えることができる。FUJITSU Wayは，富士通に
とっての共通善を示しているとも言える。そして，
その共通善を追求するためには，常に変革に挑戦
し続けることのできる組織でなければならない。
実践知研究センターが目指しているのは，富士
通グループの全ての社員が，日常業務の中でこの
企業理念を実践しているような組織をつくること
であり，そのような組織を牽

けん

引するリーダーを支
援・育成することである。それは，社員全員が実
践知リーダーになることでもある。

実践知リーダーとは

「実践知（フロネシス）」とは，個別具体の場面
の中で，全体の善（共通善）のために最善の振る
舞いを見出す能力のことであり，そのような能力
を持つリーダーが実践知リーダーである。また，
実践知リーダーが持つ能力には，以下のような六
つの要素があるとされる。（1）

（1）「善い」目的をつくる能力
（2）場をタイムリーにつくる能力
（3）ありのままの現実を直観する能力
（4）直観の本質を概念にする能力
（5）概念を実現する能力
（6）実践知を組織化する能力

FUJITSU Wayの企業理念に定められたグルー
プとしての共通善に基づいて，個々の職場の日常
業務における共通善を確立することが上記の第一
の能力であり，そのためにはコミュニケーション
のための場づくりを実践することも必要で，それ
が第二の能力の一つの例である。市場のニーズや
ウォンツを把握するためには第三の能力が重要で
あり，それを新しい事業やサービスのコンセプト
として多くの関係者の共感を得るためには第四の
能力が欠かせない。また，コンセプトを実現して

実践知リーダーとは

ま　え　が　き

日本の多くの企業は，「失われた10年」と言われ
る長期間の不況やその後の金融危機の間，ビジネ
スモデルのイノベーションによる持続的な成長が
求められてきた。しかし，これを実現した企業は
少なく，いまだに閉塞感が漂っているのが現状で
ある。
この閉塞感を打ち破るためには，短期的な利益
だけを追求するのではなく，「何が社会全体の善（共
通善）であるか」という明確な価値基準のもとで，
組織的な知識創造プロセスを実践して新しい価値
創造活動を行っていくこと，すなわち「実践知の
経営」が必要である。そして，この実践知の経営
の中心的な役割を担うのが「実践知リーダー」で
ある。実践知リーダーは，未来の社会に関する大
局的な視点を持ちながら，現場における日常業務
の「気づき」をつなげてイノベーションを起こし，
ビジネスをデザインし，実践していく人材である
と言うこともできる。
富士通総研では，富士通グループにおいて現場
起点で知識創造の循環を巻き起こすことをミッ
ションとして，2011年4月に実践知研究センターを
設立した。この実践知研究センターでは，グルー
プ内のイノベーターシップを持った実践知リー
ダーを支援・育成する場を提供している。
本稿では，まず，実践知研究センターが目指す
姿を明らかにし，実践知リーダーとはどのような
能力を持ったリーダーなのかを説明する。次に，「デ
ザイン思考」と共通点が多い実践知研究センター
の主旨と概要を紹介する。そして，実践知研究セ
ンターが重視する価値観を説明する。更に，実際
の活動テーマを紹介し，今後の展開について述
べる。

実践知研究センターが目指す姿

富士通グループの理念・指針であるFUJITSU 
Wayでは，富士通グループの存在意義を以下のよ
うな企業理念として掲げている。
「富士通グループは，常に変革に挑戦し続け，快
適で安心できるネットワーク社会づくりに貢献
し，豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供し
ます。」

ま　え　が　き

実践知研究センターが目指す姿
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一般的に，このような大きな未来社会のイメー
ジは，ともすれば，組織構成員の日常業務とは直
接結び付きにくいものになってしまう。実践知研
究センターでは，日常業務における暗黙知的な現
場の気づきを起点にしながらも，形式知的な理想
社会像を念頭において，様々な場の中で対話と実
践を繰り返しながら現場の気づきを結び付けるこ
とを目指している。
具体的には，高い志と強い思いを持った社員を
グループ内から募り，短期集中的な訓練（受け身
的な「研修」ではなく，主体的な「訓練」と呼ん
でいる）を行っている。（2）単なる研修プログラム
とは一線を画し，与えられた課題ではなく，訓練
生自身が職場での活動を通じて実現させたいイノ
ベーションをテーマとして持ち寄るようになって
いる。訓練プログラムは6か月で，理論編，対話編，
実践編の3部からなり，訓練期間中，訓練生はリベ
ラルアーツからデザイン思考によるコンセプト作
成，ビジネスモデルの設計，知識経営の基礎，社
内をまとめあげる政治力の強化まで，集中的に考
え抜く力を養うことが要求される（表-1）。

重視する価値観

2011年4月からの活動を通じて，実践知研究セン

重視する価値観

いくためには，多くの関係者を巻き込んでいく第
五の能力が必要であり，そのためには政治力を身
につけることも求められる。そして，これらの能
力を，自分だけでなく組織として広め，蓄積し，
継承していくのが第六の能力である。

実践知研究センターの主旨と概要

実践知研究センターは，冒頭に述べた目標を実
現するため，野中郁次郎センター長のもとで，上
述したような能力を持つ実践知リーダーを支援・
育成するための活動を行っている。その主旨は
図-1のとおりである。
目指す姿は，既に述べたように企業活動を通じ
た共通善の追求であり，そのために，個々の現場
にある暗黙知と，形式知として表現された富士通
が目指す社会像との綜合を図る。富士通が目指す
未来社会のイメージは，「ヒューマンセントリッ
ク・インテリジェントソサエティ」である。これ
は，世界中の全ての人々が，ICTを道具として活用
し，自らの知的能力を最大限に発揮して，お互い
に協力し合いながら豊かな社会をつくりあげてい
くことを意味している。そのような社会では，コ
ンピュータやネットワーク自体が賢くなって，人
間の知性が不要になるわけではない。

実践知研究センターの主旨と概要

図-1　実践知研究センターにおける活動の主旨

形式知としてのソート（志，信念）
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ターではメンバが共有する価値観ができあがって
きた。これらは実践知リーダーとしての行動様式
であり，一種の「信条（クレド）」である。事前に
想定されたものではなく，活動しながら言語化し
てきたものであるため，今後の状況によっては変
化することも考えられるが，ここで紹介しておき
たい。
（1）HowよりWhy，Whatを問う
組織の中で長年業務を続けていると，与えられ
た仕事を効率良くこなす方法は身に付いてくる。
しかし，それだけでは新しいことは生まれない。
実践知研究センターでは，「いかにやるか」よりも，
「なぜやるのか」を突き詰めて考えることを求めて
いる。また，「何をするのか」についても，上司や
顧客などの他者だけではなく，「自らが何をしたい
のか」について自分を主語にして一人称単数で語
ることから始めるようにしている。
（2）視点や立場を変える
例えば，新しい製品やサービス，事業を考える
とき，それは誰にとって「新しい」のか。社内で
新しいことなのか，それとも社会や市場にとって
新しいことなのか。実践知研究センターでは，た
とえ陳腐化した「モノ」であっても，それを新し
い方法で使うなどして「コト」として新しい価値
が生まれる場合は，イノベーションであると考え

ている。常に価値の提供先の立場に立って考える。
（3）成功の反対は「何もしない」ことである
成功の反対は，失敗ではない。実践知研究セン
ターでは，小さな失敗は歓迎し，そこから得る教
訓を大切にする。良い価値コンセプトができれば，
できるかできないかではなく，やるかやらないか
の問題である。「ともかくやってみろ」は富士通の
DNAでもある。（3）小さく始めて，リスクをコントロー
ルしながら大きく育てていく。
（4）関係性を変える，新しい関係性をつくる
売る/買う，仕様を決める/開発する，開発する/利
用する，教える/教わる，上司/部下…。このような
関係性を一度白紙に戻して考えてみる。また，自
らの問題意識を強く持つことで視野を広げ，一見
関連性のない事象を結び付けて新しい価値をつく
る。点を結んで線にし，線を面にしていく。
（5）境界を越える，溶かす，壊す
社会の至るところに境界がある。組織と組織の
間には境界があり，組織の中にも境界がある。境
界は，自らのアイデンティティを確立し，自らの
活動を効率良く行うためには必要なものである。
しかし，新しいことを起こすためには既存の境界
が障害になることが多く，境界を越えることがで
きれば大きな機会が生まれる。実践知研究センター
では，一人ひとりが境界を越える存在（バウンダ

表-1　実践知リーダーの訓練プログラム

理
論
編

哲学 共通善に立ち返るために，真善美を究め，「善」を見極める直観力を鍛える。古代，近代，西洋，
東洋の代表的な哲学者の理論について学ぶ。

イノベーションの理論と作法 知識創造理論を体系的に学び，持続的な知識創造に必要な本質が何であるかを学ぶ。

ビジネスモデル構築 技術革新だけでなく，いかに知を利益の流れに変換するかのビジネスモデルをデザインし，新た
な価値を生み出していくかを身につける。

リーダーシップ 実践知リーダーが人を巻き込み多様な関係性を構築し，政治力を駆使して自己の思いを実現する
リーダーシップ（合意形成能力）を習得する。

対
話
編
実践知リーダーとの対話

社内外のイノベーターを講師として招き，イノベーターの思いや物語を共有する。少人数の車座
での講師との対話や，小グループでの集中的なディスカッションを繰り返し，他人事ではない「自
分事」として実践知リーダーがいかに行動しイノベーターシップを獲得していくかを疑似体験す
る。また，机上の空論ではなく，思いを自らの言葉で「物語」として語ることで，共感を生む戦
略やビジネスモデルのあり方を体験する。

実
践
編

集中的なワイガヤ（グループ
ディスカッション）の実施 

他者と全人的に向き合い，現実の只中で，様々な関係性の中から価値を見出していくための「場」
を自ら設定し，マネジメントしていく訓練を短期集中的に行う。

非連続を連続にする様々な人
間関係の構築

訓練生一人を複数のメンター（コラボレータ）がサポートし，テーマに応じたアドバイスと社内
外の人脈の紹介を行い，多層で多様な知のネットワークを構成する。アドバイスをする人材も富
士通グループ全体から集め，実践知研究センターが，通常の組織の壁にとらわれずに様々な知識
資産が交流できる「知の結節点」または「バウンダリー・オブジェクト」（境界を越える存在）と
しての機能を担う。

新たなビジネスモデルの実践 

築き上げた新しい関係性の中から富士通グループのビジネスモデルをデザインし，「モノ」だけで
なく「コト」から価値を生む新たな事業構築を実践する。訓練期間は短期だが，訓練のテーマは
訓練生自身が持ち込んだものであり，訓練生は学んだことを生かしながら，センターでの活動期
間が終わった後も自分の職場で実践知リーダーとして行動することを求めている。
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心して暮らせるコミュニティづくりなどについて，
社外の関係者と協働しながら活動している。また，
社内の職場を活性化して実践知を広げていくこと
をテーマにしている訓練生も多い。
今後は，現在の活動を続けてグループ内のネッ
トワークを広げると同時に，実際の価値創造によ
り重みを置き，社会に対して目に見える成果を出
すことを強く意識していく。また，今まで以上に
積極的に活動プロセスの中で社外の関係者と協力
できるような体制も検討し，より大きな共通善と
価値創造を追求したい。

む　　す　　び

本稿では，実践知研究センターにおける実践知
リーダーの支援と育成に関する取組みを紹介し
た。その目標は，共通善と事業活動の両立を追求
し，新しい価値を創造することである。それは，
新しい社会をデザインし，それを実践する組織を
デザインすることでもある。そのプロセスも，コ
ミュニティデザインやソーシャルイノベーション，
フューチャーセンターなど，各種のコンセプトや
実践活動と共通するところが多い。実践知研究セ
ンターでは，方向性を同じくする各種の活動や取
組みと協力・連携しながら，FUJITSU Wayの企
業理念の実現に向けて，新しい価値の創造に挑戦
し続けていきたい。
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リー・オブジェクト）として行動する。
（6）二項対立を越える
長期/短期，理想/現実，トップダウン/ボトムアッ
プ…。現実の複雑な問題を解決しようとするとき，
相反する概念のどちらかを盲目的に信じることは，
分かりやすく，比較的容易である。しかし，多く
の場合，正解は極端にあるのではなく，中間にある。
いかに安易な二項対立を避け，複数の概念を綜合
するか。実践知研究センターでは，そのような態
度が求められる。
（7）自分を変える，そして組織を変える
自分の思いを多くの関係者と共有し，ともに実
践していくことは容易ではない。異なる利害を持
つ人々と，同じ方向を向いて一緒に進むことは難
しい。総論は賛成でも，各論になると反対する人
も少なくない。そのようなとき，自分の思うとお
りにならない相手を責めても何も変わらない。ま
ず，自らの視点を変えて，相手の立場に立ち，そ
の上で政治力も駆使して関係者を巻き込んでいく。
他者を変えるためには，まず自分を変える必要が
ある。

活動テーマの例と今後の展望

これまでの活動の中から，最初は小さなもので
あっても，実際の価値創造につながりそうなテー
マもいくつか生まれてきた。
例えば，センシング技術のスポーツへの応用

をテーマにした活動では，スポーツの裾野を広
げ，スポーツと共生する豊かな社会を築くことを
共通善として目指している。安価なセンサとス
マートフォンなどを使って，スポーツをしている
子どもなどの身体の動きを測定し，そのデータを
活用することで，スポーツを上達させるだけでな
く，スポーツの楽しさを広げることが目標である。
2011年11月には，一般社団法人日本アスリート会
議と共同でシンポジウムを開催し，引き続き価値
の検証と拡大に取り組んでいる。（4）

そのほかにも，センシング技術と統計解析手法
を用いた未病対策や，障がい者や子どもなどが安

活動テーマの例と今後の展望

http://www.jathlete.jp/news/release/2011-1104-1.html
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