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特集：企業・社会の新たな価値創造と持続的発展　《企業変革事例》

国内市場の成熟化やグローバルな競争環境の変化、顧客の価値の多様化を背景に、多くの企業が未
来へ向けた新たな価値の創出やビジネスモデルの変革を模索している。しかし、市場やお客様の未来
を予測することは難しく、｢未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ」と言われている。
一方、大きな市場を創る大発明はそうあるものでなく、既知の技術やアイデア、知見の組み合わせか
ら新たな価値を創ることが重要と言われている。

本論では、日々お客様と接して新たな提案を模索している営業現場の知見や、事業や商品の企画部門、
その他様々な関係者の知見と、富士通総研の知見を組み合わせ、未来のシナリオや新規事業などの新
たな価値を創るプログラムをご紹介する。また、富士通総研では本プログラムを中核に、新規事業の
みならず、お客様の様々な部門と未来を考える場をつくってきた。その実践を通して蓄積してきた方
法論や推進の留意点を述べる。
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ま　え　が　き

「イノベーションプロセス」「ビジネスモデルジェ
ネレーション」「創発・着想」「未来思考」「デザイン
思考」―。いずれも、お客様と会話をする上で昨今
良く耳にするキーワードである。コンサルティング
に期待されることは、解決策や実現方法そのものの
提案とそれらをお客様が自ら創り出すプロセスや
仕組みの提供の二つに大きく分かれるが、上記のよ
うなキーワードはそのような考え方を踏まえたプ
ロセス、仕組みの提供への期待と捉えられる。我々
は様々なお客様と取り組んできた経験に基づいて
独自のプログラムを開発し、それを昇華させながら
様々なフィールドで活動を推進してきている。これ
までの活動から見えてきたこのようなアプローチ
が求められる背景と、我々のプログラムとその活
用、今後の方向性について紹介する。

大きな変化に多様性で対応する時代

企業の中長期の計画や新規事業の企画、技術ロー
ドマップ策定の際に重要になるのは、5年後、10年
後の未来をどのように考えるかということといえ
る。過去から現在に至るまでの市場の動きを精緻に
捉え、よりスピーディに事業構造を最適化していく
ことが大きな課題となっている一方、その延長線上
からは想定も出来なかったような環境激変が起き
ていることも事実である。

そのような状況下、不確実性の高い未来に対して
いかに対処していくかということに悩んでいる企
業が増えてきており、「今後この業界はどうなって
いくのか」「どのような変化が起きるのか」というこ
とをどうにかして把握しようと、専門家に答えを求
める、現状の問題を一つずつ解決する、といったこ
とに注力しているケースが多い。

しかしながら、最近の大きな環境変化は、一人の
専門家の知識や問題解決力だけで対応しきれるも
のではなくなってきている。多様性のある関係者が
全員で未来のビジョンを共有し、そのビジョンに基
づきそれぞれが自律的に対応していくような、極め
て高い組織パフォーマンスが求められてきている。

自分達の手で未来を創る場

全員で共有すべき未来のビジョンは、どうすれば
策定できるのだろうか。“未来を予測することの一
番の近道は自分達で未来を創ること”と多くの成功
者、有識者はうたっているが、それを実践し、継続
し続けるのは簡単なことではない。

社会・経済動向といった外部環境のめまぐるしい
変化の中で、複雑な問題に対して様々なステークホ
ルダーとの関係を変化させながらビジョンを共有
し実現させていく―。そのような活動に対して人
材、時間、コストを十分に充てられている企業は残
念ながらそう多くはない。今正に必要なのは、全て
の関係者が視野を拡げて様々な事象を捉えた上で
市場の未来を自分達の手で描き、全員の思いを共通
化していく場である。実際にそのような場づくりに
対するニーズは、徐々に増えてきている。
•  自社のビジョンを描くための方法論を習得したい
（電機製造業）

•  次世代商品コンセプトを全部門の次世代リーダー
を集めて検討したい（什器製造業）

•  富士通と協同で自社にとってのICT活用の可能性
を描きたい（出版業）

•  グループ全体での顧客サービスを考えるワーク
ショップを支援して欲しい（流通業）
そこで、富士通総研では、様々な人が知恵を持ち

寄りながら考え続ける場づくりに向け数年来「未来
洞察プログラム」を中心とした様々な創発のワーク
ショップコンサルテーションを展開している。非線
形の未来を考える多数の方法論の研究をベースに、
お客様と合同でワークショップ実績を積み重ねた
経験を「未来洞察プログラム」という形で発展させ、
これまでに様々なお客様と“未来を創る場”を創る
ことに取り組んできている。

このプログラムの特徴は、下記の3点である。
1．全員参加・短期間 

自社の未来を創る様々な立場の人が全員で深く
関わり、短期間で思いを共通化する

2．理論・フレームワーク 
事業創造や組織変革の実践的に裏打ちされた理
論やフレームワークを活用する

3．創発型ファシリテーション 
創発のプロセスをリードしていくことに特化さ
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せたファシリテーションスキル
以降では、このワークショップの概要を紹介する。

中核とするワークショッププログラム

富士通総研の創発ワークショップの中核となる、
「未来洞察プログラム」は、標準的にはキックオフ
と8回のワークショップ（以下WS）、計9回の検討
会を実施するプログラムである。WS1 ～ 4で、お
客様の業界や取り巻く環境、自社業界の未来を予見
し、WS5～7でそれらの予見を受け、戦略領域（ビ
ジネス機会）を抽出し、ビジネスモデルの検討を行
う（図-1）。

参加者全員が主体的に検討を行い9回の検討会を
通して全員で未来を描き、新たに取り組むべき課題
について共有していくということが基本的な考え
方となっている。

キックオフ
未来洞察プログラムを実施する上での背景、問題

認識を参加者全員と共有する。「未来を自分達で考
える事の必要性」や「そのために何を考えなくては
ならないか」といったことをメッセージとして、こ
のプログラムの世界観や共通する思想について参
加者全員が共感できることを目指す。現在置かれて
いる状況、背景、問題認識を合わせた上で、洞察の
対象となる「ターゲット領域」の設定を全員で行う。

お客様業界の未来洞察
自社にとってお客様となる業界・環境に関わるプ

レーヤをいくつかのカテゴリに分類していく。そ
れぞれのプレーヤに関わる今後起こりそうな変化
の予兆を抽出し、そこから変化の予兆の関連性を

全員で見ていく。模造紙を使いながら、ダイナミッ
クに「ドライバネットワーク」を描いていき、自社
のお客様となる業界・環境が今後どのような未来に
なるのかを全員で議論する。

富士通総研のファシリテーターは、このセッショ
ンの中に発想を促すためのツールや視点を用いて
議論を活性化させていく（図-2）。

自社業界の未来洞察
お客様の業界・環境の未来と同様、自社の業界

についての未来も同様に検討していく。ここでは、
自社の問題点や方向性についての議論は敢えて行
わず、競合他社の可能性や、新規参入業者の可能性
を拡げて考えることに焦点を当てていく。またお客
様の業界・環境の未来洞察、自社業界の未来洞察、
いずれも「シナリオシート」としてブラッシュアッ
プしておく。ここで描かれた10～20以上のシナリ
オがこの後の戦略領域を検討する重要なインプッ
トとなる。

ファシリテーターはガイドに加えて、シナリオの
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図-1 未来洞察プログラムの標準パターン

図-2 未来を考える「ドライバネットワーク」
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の想定、戦略モデルが経済的に成り立つかの概算を
行うものである。

この段階では、精緻な分析や検討を行うには当然
データは不十分となるが、それを大まかな概要とし
て定義することで「戦略モデル」の内容をより掘り
下げていくためにも重要な検討となる。

ファシリテーターはお客様の事業構造について
理解した上で、様々な戦略策定のフレームワークを
テーマに合わせて提供していく。

今後の計画検討
これまでの検討内容を全体で振り返り、今後の進

め方を議論する。「戦略モデル」に到るまでの議論の
過程について成果物をベースに振り返り、全体を通
しての気付きや今後の課題について、全員でフリー
ディスカッションを行う。それらを踏まえて、基本
的には「戦略モデル」単位に、今後どのような形で
実現していくのかを、全員で議論する。最後のこの

ストーリー性をより高める観点から、アドバイスを
行っていく（図-3）。

戦略モデルの検討～
それぞれの「シナリオ」シートの内容を振り返り

ながら、その中で成立しそうな新しい価値の流れと
関連するプレーヤを、複数のパターンとしてデザイ
ンしていく。こういったビジネスモデルや価値の流
れを検討するには、ドライバネットワークと同様に
ダイナミックな検討が必要となる。これまでの検
討内容を振り返りながら、検討メンバーで付箋紙
を移動させ、追加/統合させながら、手書きで線を
引いていくことで新しい発想が生まれ、そのイメー
ジを全員で共有する（図-4）。

その後、いくつか抽出したパターンを相対的に
評価し、内容をより具体化させ、それぞれのプレー
ヤの役割や価値の流れ、必要となるコア技術等を明
確にしていく。これを「戦略モデル」と呼んでおり、
この後に実現性、収益性を検証していくための鑑と
する（図-5）。

業務モデル、収益モデルの検討～
「戦略モデル」をベースに、「業務モデル」「収益モ

デル」を定義していく。「業務モデル」は「戦略モデ
ル」を実現するために必要となる自社およびパート
ナーのリソースや業務要件、「収益モデル」は「戦略
モデル」の対象として想定される市場やターゲット

考えられるシナリオ

ドライバーネットワーク

CO2削減圧力
の高まり 共同配送 業界/異業種で

の物流共同化

CO2排出量
の精微化

モーダルシフト 鉄道・海運
事業の拡大

電気自動車
の発展

荷主要求
の増大化

CO2削減を付加価値と
して評価するようになる。

 企業への社会の CO2 削減圧力の高まりにともない、荷主がCO2
削減を付加価値として評価するようになる。

 物流事業者では、CO2 の削減の対策として、電気自動車の活用
も含めたモーダルシフト、共同配送、CO2 排出量の精微化が進む。

 モーダルシフトの推進により、鉄道・海運事業の拡大が起こる。
共同配送はその後、業界 /異業種での物流共同化に発展する。

図-3 ブラッシュアップし明文化した「シナリオシート」

図-4 付箋紙を活用したダイナミックな検討
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図-5 戦略モデルとしての具体化
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討するためにシステムズシンキングを活用し事業
シナリオを検討する取り組みも行っている（図-6、
図-7）。

これらは、いずれもお客様の置かれている環境や
問題意識を十分に把握した上で、どのプログラム
が最適かをご提案する。近年では、より多様なニー
ズ、複雑な課題に対応すべくお客様に合わせてオリ
ジナルのプログラムを企画・設計し、推進していく
ケースが半数を超える。

検討をしっかりと行うことで、このプログラムに関
わった方々が全員の思いを確認し合い、今後の具体
的なアクションへと繋げていくことが可能となる。

常に進化するプログラム群

未来洞察プログラムは、既にワークショップの回
数で延べ100回を超え、数百人の方々と実践してき
た実績に基づいて形式化されたものとなっている。
しかしながら、後半の戦略モデルの検討から計画
に落とし込む部分は非定型で対応する余地も多く、
お客様と我々コンサルタントがパートナーシップ
を組んで進めていくケースが多い。我々はお客様と
ともに、未来を創る場を常に進化させていきたいと
考えている。未来洞察プログラムを中核とし、様々
なプログラムの開発・実践にも取り組んでいる。商
品やサービスのコンセプトを具体化するための手
法として、画像や写真を活用した「イメージコラー
ジュ手法」を開発し、研究開発テーマ抽出プログラ
ムや、商品コンセプト抽出プログラムを実践して
いる。また、事業構造の変革要素について詳細検

図-6 イメージコラージュ手法を活用したコンセプト抽出
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図-7 システムズシンキングを活用した事業シナリオ検討
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あらゆる業務・領域への活用

今回は未来洞察プログラムを核に、様々なワーク
ショップや検討プログラムを紹介しているが、これ
らは新規事業やサービス創出の領域以外でも適用
できる。

例えば、情報システム部門において次期システム
を検討する際、未来のICTコンセプトを描いてから
実証実験を行いながら具現化していくといったア
プローチも実施している。また、クラウド、ソーシャ
ルメディア、スマートフォン、センサー等の技術が
乱立している中で、これらを取り入れた今後のワー
クスタイルを考えることを現在進めている（表-1）。

こういったプログラムの提供を通じて、お客様と
未来を共に創るような取り組みをさらに加速し、よ
り新しい場づくりを今後も実施していく予定である。

む　　す　　び

今回ご紹介したアプローチは、いずれも組織の多
様性や現場で蓄積してきた暗黙知を融合させ、新し
い知識を生みだし価値に変換していく方法論である。

この方法論を実践していくにあたり、我々には
いくつかの成功要因が見えてきている。それは、

「ミッションを見つめ直す」、「自分ごととして語
る」、「お客様と富士通総研で価値を創る」という三
点に集約される。

事業環境や自社の構造が大きく変わってきてい
る中、新規事業やサービス創出を検討する上で、斬
新なアイデアを生み出す企画手法を導入するだけ
では不十分である。検討を通じて、改めて世の中に
どのような価値をもたらし、どのような存在になる
ことを目指しているかを明確にし、その必然性を社
内・社外のステークホルダーに訴求していかなく

プログラムの導入効果

こういったプログラムを実際に適用した結果、そ
の後の事業化や、商品企画の具体化に繋がったケー
スも増えてきており、我々もその工程についてご
支援することも多い。実際にワークショップに参
加されたお客様からは「このような部門横断での議
論は、以前から必要とされていたが着手できていな
かった。今回初めて挑戦出来た」「日常の業務を離
れて、自分たちの未来について本気で検討出来た」
といった評価をいただいている。また、「自社の蓄
積してきたノウハウと、富士通総研のノウハウを
融合させた新しい商品開発プロセスが定義できた」

「このような活動を継続的に実施していく上で今後
解決しなくてはならない課題が見えた」といった、
このプロセスを取り込んで新しい仕事のやり方と
して定着していただけるきっかけとなったという
声も聞かれている。

一方で、「思ったよりも斬新なアイデアが出な
かった」「もっと自分たちの根底を覆すようなビジ
ネスモデルを期待していた」といった厳しい評価を
いただくこともある。組織の中にイノベーションプ
ロセスを埋め込み、誰もが変革と実行の意識を持っ
て仕事に取り組む、という理想に向けてプログラム
を昇華させてきているが、まだ十分なレベルとは言
えない。

企業の姿、イノベーションのあり方と共に、この
プログラムには完成形が無い。常に新しい方法論を
取り入れながら、イノベーションの現場で起こる課
題と向き合い、お客様と新しいことに取り組みつづ
けることが必要であり、それが我々の価値であると
信じている。

表-1 未来を考える場づくりの提供プログラム例

部門 狙い/テーマ 提供プログラム例
◦経営企画部門
◦新規事業企画部門

◦中期事業計画
◦事業変革

未来洞察プログラム＋事業構造変革プログラム

◦研究開発部門
◦商品企画部門

◦研究開発ロードマップ策定
◦次期商品開発

未来洞察プログラム＋コンセプト抽出プログラム

◦生産部門 ◦生産技術ロードマップ策定 未来洞察プログラム＋各種技術調査
◦情報システム部門 ◦中期ICT計画

◦情報化構想
未来洞察プログラム＋業務・ICT改革コンサルティング

◦人材開発部門 ◦創発型人材育成 未来洞察プログラムをベースとした人材育成プログラム
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ては大きな活動には繋がりづらい。つまり、「ミッ
ションを見つめ直す」ということが必要になる。

そうして生み出されたアイデアであっても、それ
を実現する人がいない限り価値は無いに等しい。現
実には、機能分業化された組織の中で企画する部門
と実行する部門が分かれているケースも少なくな
い。しかしそれでは大きなイノベーションは起こり
づらい。必要なメンバーが集い、そのアイデアを自
分たちで実現していくという気概を持って検討す
る「自分ごととして語る」覚悟も求められる。

最後に、こういった活動を通じて我々が挑戦して
いくことを述べて、むすびに代えたい。我々はお客
様に合わせてプログラムをつくり提供しているが、
これはお客様の実践的な知恵と我々の実践的な知
恵を融合し、新しい知恵を共創していくことを狙い
としている。理論の提供や課題解決の方法の提案だ
けでなく、お客様と我々が共に語り合って新しい知
恵をともに生み出す、「お客様と富士通総研で価値
を創る」ことこそが今の時代に求められるコンサル
ティングの役割だと考えている。




