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富士通株式会社　デジタルフロントビジネスグループ　デジタルフロント事業本部 
本部長代理
柴崎 辰彦（しばさき たつひこ）
ネットワーク、マーケティング、システムエンジニア、コンサル等、さまざまな部門での“社線変更”を経験。数々の新規ビジ
ネスの立上げに従事後、CRMビジネスでの経験を踏まえ、サービスサイエンスの研究と検証を実践中。コミュニケーショ
ン創発サイト「あしたのコミュニティーラボ」「Digital Innovation Lab」「FUJIHACK」を立ち上げ、オープン・サービス・
イノベーションを実践中。サービス学会発起人。日本ナレッジマネジメント学会、情報処理学会、電子情報通信学会、大
学等での講演多数。著書『勝負は、お客様が買う前に決める！』（ダイヤモンド社）。

VUCAワールドの到来
　VUCA（ブーカ）という言葉をご存じでしょう
か。VUCAは、頭文字を連ねた造語で、変化が激
しく（Volatility）、不確実で（Uncertainty）、複雑
性に満ち（Complexity）、暖昧性が増している
（Ambiguity）、そんな状況や時代を示すキーワード
です。イギリスがEU離脱を宣言するなど、これ
まで想定しなかった出来事が起きており、今はま
さにVUCAワールドの中にいるといえます。
　今や、デジタル化の波は全産業に影響を及ぼそ
うとしており、金融業でのFintech などあらゆる

産業がデジタル化により破壊されるリスクにさら
されています。また少子高齢化など社会課題への
対応は ICTベンダーが解決すべき責務のひとつで
す。このような世界の中で、イノベーションを起
こすための手法として注目されるのがオープン・
イノベーションです。そしてモノを最終提供物に
位置付けるのではなく、モノに支えられたサービ
ス全体（＝コト）を生活者への提供価値として捉
えるオープン・サービス・イノベーションも注目
を集めています。

Point
❶  デジタル化の時代を迎え、自前主義の限界からさまざまな企業が新規事業開発 ･検討に際してオー
プン・イノベーションの取り組みに期待を寄せている。

❷  IT ベンダーのビジネスは、企業の情報システム部門への受託型サービスから事業部門やその先の生
活者との共創型サービスの提供が必要となる。

❸  共創型サービス提供にあたり、ⅰ）新たな顧客やパートナーとの関係づくり、ⅱ）共創型人材の育成、
ⅲ）社内外をつなげる仕組み作り、等社内外のリソースを最適に組み合わせ、新しいサービスを創
出するオープン・サービス・イノベーションが必要になる。

❹  お客様の現場や生活者との共創型サービス創出のための仕組みづくりとしてオウンドメディアの活
用やアイデアソン、ハッカソンと呼ばれるイノベーション手法の活用が有効であることが分かって
きた。

❺  潜在的な人材にも「キッカケ」を与えることでイノベーターに進化させることができることが長年
の実践から分かってきた。今後もビジネスのエコシステムの創造にチャレンジしていきたい。

デジタルビジネスと社会課題に挑む
̶現場や生活者のアイデアを活かす仕組みづくり̶
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イノベーション創出手法として注目される
オープン・イノベーション
　（株）富士通総研の調査によると、新規事業開発･
検討に対する取り組みの状況やハッカソン 1など、
オープン・イノベーションによる取り組みを分析
した結果、今後、取り組みを強化したいテーマの
上位3位は「新規ビジネス創出や新製品／サービ
スの開発」「コスト削減」「ビジネス領域の拡大／
業際市場への進出」であることが分かりました。
近年は特に社内人材の不足に頭を悩ませている企
業が多く、「社内のリソースだけで十分に取り組め
ているとは思わない」と回答した企業が66.5％に
も上り、オープン・イノベーションへの期待を伺
わせます。

とてもそう思う
4.0％

ややそう思う
25.8％

あまりそう思わない
46.3％

全くそう思わない
20.2％

わからない
3.7％

図表 1　 社内のリソースだけで新技術の研究開発や
新事業創出に十分に取り組めると思うか

出所：富士通総研調査を基に筆者作成

取り組みが進むオープン・イノベーション
　すでに、欧米を中心にオープン・イノベーショ
ンに関するさまざまな取り組みが実施されていま
す。
　P&Gは、2001年に当時のCEOが、オープン・
イノベーションを用いた新たな製品開発の手法「コ
ネクト・アンド・デベロップ（C＋D）」を開発し、
自前主義から脱却し、社外のイノベーションを積

極的に製品開発に応用する方針を打ち出しまし
た。「50％のイノベーションは社外から」という
果敢な目標を掲げて、同社の戦略・ビジョンの見
直しから、ビジネスモデルの再開発、社内のオー
プン・イノベーション文化の醸成・浸透に取り組
んでいます。
　オープン・イノベーションを「イノベーション
を継続するための外部との協力関係」と定義し、「コ
ネクト＝世界中の優れた技術やアイデアを結び付
ける」、「デベロップ＝多様化する消費者のニーズ
を満たし、暮らしをより良いものにする製品やサー
ビスを提供」とし、内部・外部資産を有効的に活
用し、同社の7,000人のR＆D人材による研究開
発資産と外部の技術を有機的に結び付けることで、
革新的なサービス・製品を生み出す手法として、
「C＋D」を導入しています。
　Google は、｢社員全員がイノベーター ｣という
考え方に基づき、個々人のアイデアを基点に国や
事業の枠を越えて社外の人材を巻き込みながらイ
ノベーションの創出を推進しています。特に自社
の売り上げや利益、事業効率化を目的とするので
はなく、より社会的な課題解決のために外部連携
や外部のアイデアを活用しているところが特徴的
です。
　｢Solve for X」は、世界中の研究者や企業家か
ら社会課題と先端技術をWebを通じて収集してお
り、バーチャルなWebの世界だけでなく、リアル
にもイベントを開催しています。「Google X Lab」
は、「Solve for X」で収集されたアイデアをベー
スに研究テーマを決定し、事業化を推進していま
す。テーマの選定基準は、市場の大きさ、ラディ
カルな問題解決方法、技術のブレークスルーが見
込めることと定めています。また、「Google 
Ventures」では、同社の戦略にフィットするかど
うかは関係なく、利益最優先でベンチャー投資を
行っています。社員からベンチャー企業に関する
情報を募り、投資に至った場合には社員向けに報

1    ハックとマラソンを組み合わせた造語で、ソフトウエア開発者やデザイナー、プランナー、場合によっては一般市民などが集まり、
1日、2日といった短期間でソフトウエアやサービスをつくるイベント。25ページに詳細な説明あり。
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酬を提供するなどインセンティブ制度も設けてい
ます。いずれの活動もCEO直結の取り組みであ
り、「Google X Lab」からは「Google Glass」など、
先進的な成果も生まれています。

オープン・サービス・イノベーション
　内閣府の調査によると、日本のサービス産業の
割合は1980年に 5割だったものが2010年時点で
約 7割まで上昇しています。製造業を含めたさま
ざまな業界で、単なるモノの提供ではなく、モノ
も含めたサービス全体を顧客への提供価値として
捉える考え方が重要視されています。ビジネスプ
ロセスにおける力点も「モノづくり」から「コト
づくり（サービス）」へシフトしてきており、サー
ビスに関連するさまざまなステークホルダーや顧
客との共創（Co-Creation）により、サービス全体
をデザインすることの重要性が増しています。
　このような中でイノベーション創出手法として
社内外のリソースを最適に組み合わせ、新しいサー
ビスを生み出していくオープン・サービス・イノ
ベーションが注目を集めています。
　そのキーワードが「共創（Co-Creation）」とい
う言葉です。自社だけではなく、個人や他社も含
めて課題解決に取り組むという意味合いです。オー
プン・サービス・イノベーションについては、カ

リフォルニア大学バークレー校のヘンリー・チェ
スブロウ教授が提唱していますが、ポイントは大
きく分けて四つです。
　一つ目が「サービスで考える」で「モノづくり
からコトづくりへ」の考え方です。二つ目は「共
創（Co-Creation）」、三つ目が「オープン・イノベー
ション（ビジネス・エコシステム）」です。自分の
会社だけではなく、他の企業や、場合によっては
個人、生活者の方々とともに、協力して取り組み
ます。四つ目が、「ビジネスモデルの変換」です。
例えば、従来はハードウエアの販売で利益を上げ
ていたものが、その後のメンテナンスのサービス
で収益を上げるようなビジネスモデルに転換する
ようなケースが考えられます。

オープン・イノベーション成功のポイント
　オープン・イノベーション白書（2016年度
NEDO）によると、オープン・イノベーションの
目的を十分に理解し、組織体制と戦略を整えた上
で、適切な連携先の探索とWin-Win の関係構築を
進めることが成功につながると報告しています。
　Ⅰ .オープン・イノベーションの目的に対する

理解
　Ⅱ .オープン・イノベーションに取り組むため

の組織体制の構築

図表 2　オープン・イノベーション成功のポイント

出所：経済産業省資料を基に筆者作成
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　Ⅲ .外部から獲得すべき経営資源または外部で
活用すべき経営資源の把握

　Ⅳ .連携先の探索
　Ⅴ .連携先との関係構築
特にⅠ～Ⅲを実現するためには経営層の理解が必
要になります。また、Ⅳ、Ⅴを実現するには従来
にはない場（ba）づくりやハッカソンなど外部連
携を進めるためのイノベーション創出プログラム
が必要になります。

IT ベンダーにおけるオープン・サービス・
イノベーション
　近年、クラウド・モバイル・ビッグデータ・ソー
シャルといった ICT分野の新たな潮流により、お
客様を取り巻くビジネス環境が変化してきていま
す。ICTの適用領域が広がり、情報システム部門
だけでなく、事業部門やその先にいる生活者が
ICT活用を主導するケースが増加してきていま
す。これまで企業が商品の価値を規定していた時
代からWebやソーシャルメディアを使い、生活者
が価値を定義づける時代へと変貌しつつありま
す。生活者のニーズは多様化し、問題と正解がま
すます見えない中で、企業はこれまで以上の試行
錯誤を強いられています。
　このような状況を打破すべく、新しい企業経営

の考え方も提唱され、それらを実践する企業は業
界内での差別化ができつつあります。C･K･プラ
ハラードらは、差別化戦略として、顧客やサプラ
イヤ、パートナーの協力を得て、新たな商品価値
を作り出すコ・クリエーション（Co-Creation）戦
略を提唱しています。さらに、ヘンリー・チェス
ブロウは、顧客との共創だけでなく、技術やビジ
ネスモデルにおいても、意図的に外部と内部の知
識変換を促すことで、イノベーションが促進され
るというオープン・サービス・イノベーションを
提唱しています。

共創型サービスにおける課題
　多くの ITベンダーはこれまで、主に顧客企業
の情報システム部門を相手にビジネスを展開して
きました。そのため、社会の変化に合わせて共創
型の新たなサービス創出アプローチを模索しよう
とした時に、大きく三つの課題に直面します。
①   課題発見のための新たな顧客／パートナーとの
関係づくり

②   共創型人材の育成
③   課題解決のために社外と社内をつなげる仕組み
づくり

　一つ目の課題は、これまで接点が少なかった事
業部門や経営部門、お客様のお客様にあたる生活

図表 3　デジタルビジネス時代の新たな接点

出所：ITR内山氏の資料を基に筆者作成

デジタルビジネスと社会課題に挑む
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者、さらには行政やNPO、地域コミュニティー等
とどのように関係をつくるかです。
　特に社会課題のようにステークホルダーが多岐
にわたる領域では、多様なパートナーと連携し、
課題解決にあたる必要があります。しかし、広く
社会にどのような課題がありどのような人がどの
ような思いで解決しようとしているのかを組織的
に知るすべがありません。
　二つ目の課題は、ITベンダーにおいても、顧客
企業の事業部門や生活者などと接点を持ち、共に
課題へ取り組むことができる人材は多くないこと
です。これまでのお客様である企業の情報システ
ム部門だけでなく、お客様の経営層や事業部門の
ほか、その先にいる生活者を含めた社会全体の価
値を最大化するために考え、行動できる共創型人
材の育成が必要となります。これまでも共創型人
材は少数ながら企業内には存在していました。し
かし、多くの場合、組織内で異端として扱われ、
自社内の協力を得られないまま大きなインパクト
を与えきれずにいました。成果が生まれるケース
においては特定の優秀な個人のパフォーマンスに
依存することが多く、組織的なサポートもできな
いことが多かったと考えています。
　三つ目の課題は生活者や社会における課題ホル
ダーとその課題を解決するための技術やノウハウ

などを持つ企業・組織・人材とをつなげる仕組み
づくりです。 ICTを軸にお客様や社会とのつなが
りを組織的に生み出し、共創活動に発展させる仕
組みをどうつくるか、ITベンダーの場合、システ
ムエンジニア（SE）が共創型人材としてその役割
を担うことが重要であると考えています。
　
　以下、富士通で取り組まれてきた、オープン・
サービス・イノベーションの事例を紹介します。

現場や生活者と共創型サービス創出のための
仕組みづくり
　「Digital Innovation Lab」は、デジタルテクノロ
ジーのトレンドやビジネスのイノベーションを
テーマにしたメディアです。また、「あしたのコミュ
ニティーラボ」は、社会課題領域におけるソーシャ
ルイノベーションを起こすことを考えるためのメ
ディアです。
　Webサイトを運営するに当たり、広く社会を見
渡し、皆で取り組むべき課題や問いと、それに取
り組む実践者の活動を取り上げることに重点を置
いてきました。社会的な課題や問いを中心に、先
進的に取り組む実践者と読者が共感をベースにつ
ながることができることを運営ポリシーとしてい
ます。

図表 4　世の中の動向を理解するためのメディア

出所：富士通（株）
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　また、Webによるオンラインでの情報発信だけ
でなく、Webでとりあげた人たちと読者を交えた
イベントも四半期に1回の頻度で継続的に開催す
るなど、オンラインとオフラインを組み合わせた
交流を行っています。
　社外向けのオウンドメディアに加えて社内向け
にもメディアを運営しています。社内メディアは、
事業コンセプトのインナーブランディングの場で
あると同時に社内のサイロを壊し、横串で議論を
する場を提供しています。ここで議論した内容を
元に、外の識者に疑問点を聞いてみたり、社内に
識者をお呼びしたりして、社内のイノベーターと
一緒に議論するなど、知の循環を促す活動をして
います。これにより、外部から獲得すべき資源や
外部で活用すべき経営資源について議論が活発化
しています。社内メディアには付随していろいろ
なコミュニティーがあります。例えばハッカソン
に関して議論するコミュニティーや、ものづくり
コミュニティーといった形で立ちあがっていま
す。コミュニティーそのものは、SE部門が運営し
ていますが、研究所やマーケティング、デザイナー
が自由に見て、意見を書き込めるようになってい
ます。
　また、Web上のバーチャルな空間での場づくり

に加えて、リアル空間でのさまざまな場づくりを
進められました。GOOD DESIGN AWARD2016
を受賞したFUJITSU Knowledge Integration Base 
PLYは、システムエンジニアのためのまさに “デ
ジタル道場” として開設以来1年間で 2万人を超
える社員やお客様に活用されています。

場づくりと実践をつなぐアイデアソン／ハッカ
ソンによる共創活動
　ハッカソンとは、ハックとマラソンを組み合わ
せた造語で、ソフトウエア開発者やデザイナー、
プランナー、場合によっては一般市民などが集ま
り、1日、2日といった短期間でソフトウエアや
サービスをつくるイベントです。米国から始まり、
現在では世界中で開催されています。アイデアソ
ンとは、アイデアとマラソンの造語で、あるテー
マに関して多様なメンバーでアイデアを出し合い
サービスコンセプトにまとめるイベントです。従
来は、ハッカソンの前に実施されることが多かっ
たが、近年ではアイデアソン単独で開催されるケー
スも増えています。
　一般的にアイデアソン／ハッカソンでは、特定
のテーマに基づいて参加者がアイデアを出し、即
席でチームをつくり役割分担をした上でプロトタ

図表 5　イノベーション活動を実現するリアルな共創の “場（ba）”

出所：富士通（株）
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イプ開発に進みます。そこには従来のシステム開
発のように要求を取りまとめてくれる発注者もい
ません。さらには開発すべきものすら決まってお
らず、自分たちが掲げたアイデアがユーザーに評
価されるようアイデアを出し、工夫を凝らし開発
作業をすすめていく必要があります。このプロセ
スはまさに課題でも述べた共創型の視点を身に着
けるのに適切なトレーニングの場にもなります。
　さらにアイデアソン／ハッカソンは特定の課題
に対して五感を使って考え、最後は課題解決に向
けたコンセプトやサービスプロトタイプを作り上
げるため、課題を自分事として受け止めやすくな
る特徴を持っています。

PLYから生まれた IoTトレーニングシステム
「Windsurfing Lab」
　ウインドサーフィンは、ヨットのセール（帆）
をつけたサーフィンボードに乗り、風力だけで動
くスポーツです。風力だけといっても速度は時速
40～ 50km、スピードの世界記録は100kmに達し、
欧州では “海の上のF1” として人気を集めていま
す。暗黙的でわかりにくいセーリングのスキルを
センサーによってデータ化し、“ウインドサーフィ
ン上達の最短ルートを見つけたい。” という熱い思
いから始まったのが『Windsurfing Lab』です。

　「Windsurfing Lab」のセンサーは、共創空間
「PLY」を拠点に約2週間かけてプロトタイプを
製作。その後、PLYでの出会いをキッカケに半導
体メーカーのラピスセミコンダクタが製作を担当
しています。日本ウインドサーフィン協会は、こ
のプロジェクトに賛同し、2016年 5月開催のウイ
ンドサーフィンワールドカップ横須賀大会を皮切
りに約5カ月間、大会でのデモ展示や実証実験を
行うことになりました。

生活者視点でデザイン思考をもとに考えた
「Internet of toilet®」
　現在、さまざまな企業やビル管理会社、そして
オフィスを利用する社員の抱える悩み事は何で
しょうか。
　「Internet of toilet®」は、オフィスワーカーとし
ての “困りごと” を解決するキーデバイスをPLY
の姉妹イノベーションスペースであるQube（九
州・福岡）でオープンハードウエア “Raspberry 
Pi” で試作され実証実験が行われました。生活者
の視点でオープンハードウエアや3Dプリンター
を活用してトイレの空き状況を見える化し混雑を
緩和するとともに個室内でのトラブルを見守る
サービスです。日本トイレ協会や、企業の総務部
門から注目されています。

図表 6　 Windsurfing Lab 共同実証実験プロジェクト
センサーを駆使したトレーニングシステム開発

出所：富士通（株）
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日本流イノベーションの進め方
　これらの取り組みを通じて現場起点の日本流イ
ノベーションの起こし方が見えてきました。オー
プン・イノベーションを起こすために、社内外の
メディアを触媒にハッカソンなどのイノベーショ
ン活動を継続的に行うことで社内のサイロを壊し、
連携すべき社外のパートナーの発見や関係の構築
が可能になってきました。また顕在化しているイ
ノベーターだけではなく、潜在的な人材にも「キッ
カケ」を与えることでイノベーターに進化するこ

とが分かってきました。イノベーターに化ける可
能性がある “人財” は実は社内にたくさんいるの
です。そこで重要になるのが「いかに分かりやす
くイノベーションの起こし方を伝えるか」です。
イノベーターの卵を覚醒させるには、今回ご紹介
した事例のようにメディアを使ってイノベーショ
ンを加速させる仕組みは非常に有効であると考え
ています。これからも自前主義との決別を加速し、
ビジネス・エコシステム創造にチャレンジして行
きたいと考えます。

図表 7　 Internet of toilet®
トイレの混雑緩和、健康を見守るトイレへ

出所：富士通（株）

図表 8　オープン・サービス・イノベーションを加速する取り組み

出所：経済産業省資料を基に筆者作成

デジタルビジネスと社会課題に挑む




