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1 調査の背景および経緯
1.1 背景
従来の IT がビジネスの効率化を追求してきたのに対し、近年、IT はビジネスとの融合領域において新たなサ
ービスを創出する役割を担いつつある。このような融合領域においてイノベーションを創出し、新事業や新サー
ビスを生み出すことができる「IT 融合人材」について検討を進めるため、2013 年 7 月に独立行政法人情報処理
推進機構（以下「IPA」という。 ）と特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会は共同で関連団体、企業へ呼び
かけ、12 組織から有識者の参加を得て、「IT 融合人材育成連絡会」（以下「連絡会」という。）を立ち上げた。連
絡会では「IT 融合人材」が携わる仕事（プロセス）とそれを実行する際に求められる能力など個人を育成する観
点に加え、個人が十分に力を発揮するためには組織能力の向上が必要であるとの観点でも議論が行われた。
IPA では連絡会での議論を受けて、平成 25 年度に IT 融合人材に関する育成フレームを整備する事業 を実
施した。このなかで IT 融合人材を育成するために組織に求められる能力を更に精査し「IT 融合人材育成にお
ける組織能力評価指標」（以下「成熟度モデル」という。）を作成した。

1.2 「IT 融合人材」とは
連絡会では「IT 融合人材」を以下のように定義した。専門性を持った複数の人材が協働する組織として取り
組むことで、多様性が生まれイノベーションの創出につながると位置づけられた。
IT 融合人材
今日、IT は IT 関連産業の枠を超え、他産業・分野との融合によってイノベーションを起こし、新たなサービス
を創造する役割を担いつつある。「IT 融合」とは、このような IT とビジネス（技術、市場、プロセス）の融合により
顧客や社会に新たな価値を生み出し、改善から革新的な変革までを含む幅広いイノベーションを創出すること
を指している。
「IT 融合人材」とは、「IT 融合」により価値を創造し、イノベーションを創出する人材である。イノベーションの
創出において、多様な専門性を持った複数の人材が協働しながら組織として活動することが実現要件となる。

図表 1.1 IT 融合人材イメージ
イノベーション創出は、高い素養を持つ人材が、一人で牽引するケースもあるが、多くの場合様々な経験や
専門性を持つ人材により実現される。このような人材は、組織による計画的な人材育成が可能である。本事業
において育成対象とする人材は、上記の「IT 融合人材」である。
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1.3 「IT 融合人材」の育成
IT 融合人材を育成するためには、価値創造に至るプロセスを明らかにする必要がある。これにより、プロセ
スの実行に必要な能力が導きだされ、能力向上のための育成へと繋がっていく。IPA では連絡会での検討を受
けて IT 融合人材のスキル指標（共通キャリア・スキルフレームワーク（第一版・追補版）の枠組みをベース）とし
て 5 個のタスク中分類、26 個のタスク小分類を整理している。また、これらのタスク実行に必要なスキルを 86
スキルに詳細化している。イノベーション創出における特性を考えた場合、これらのタスクはウォーターフォー
ルのように順次実行するスタイルではなく、仮説・検証を繰り返すスパイラルモデルが想定される1 。

図表 1.2 IT 融合人材のスキル指標イメージ

1.4 IT 融合人材育成のための組織のあり方
IT 融合人材の育成には、このような個人が実施するタスクや身に付けるスキルという観点に加えて組織の
あり方が重要になる。IT 融合人材は単独でイノベーション創出に取組むのではなく、通常は企業など組織に属
して様々な人材と共に活動する。組織自体が新しい価値を生み出しイノベーションを創出するのに適したもの
であるか否かは、IT 融合人材の育成に大きな影響を与える。このような観点を IT 融合人材育成における組織
能力と位置付け、連絡会での議論を踏襲し IPA において更に精査を行った。その結果を以下のような 11 項目と
してまとめた。
（１）

経営者のリーダーシップ発揮
従来からの慣習による固定化された枠組みや成功体験からくる価値観の固定化な どはイノベーション

創出において大きな阻害要因となる場合がある。経営者はこれらを排除することにリーダーシ ップを発揮
することが求められる。場合によってはリスクテイクする意思決定も重要になる。経営者が率先実行するこ
とで、企業文化としてイノベーション創出環境を構築することが重要である。
（２）

イノベーション定義の明確化
「イノベーション」という概念は人によって様々な理解の仕方がある。社会に大きな変革をもたらす破壊

1

「IT 融合人材」のスキル指標は以下の URL を参照

http://www.ipa.go.jp/files/000038406.xlsx
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的なイノベーションから、日々の改善の積重ねから新しい価値を生み出すイノベーションまで幅広い考え
方がある。また、技術革新としてイノベーションを捉えるか、既存技術の組み合わせで新しい価値を生み
出すことをイノベーションとするかなども様々な考え方がある。組織においてイノベーション創出に取組む
者が共通認識を持つためにも、自社が追及するイノベーション像を明らかにすることが重要になる。
（３）

IT 融合人材の役割と育成対象者の明確化
全ての人材を IT 融合人材に育成するという考え方もあるが、既存ビジネスとの兼ね合いや人材が持つ

素質などから育成対象者を選定するのが現実的である。その場合、新しい価値を生み出しイノベーション
を創出する IT 融合人材の役割を明らかにすることが重要になる。役割が明らかになることで、人材が持つ
既存能力などを見極めて育成対象者を選抜することが可能になる。また、育成対象者として明確化するこ
とにより、本人にも自主的な行動を促すことに繋がる。
（４）

イノベーション創出に適した組織文化・風土の醸成
我が国でイノベーションが生まれにくい要因の一つは、組織が能力ある人材の思いや着想を摘んでし

まうことにあるという指摘がある。「価値観が固定化している」「成功体験から抜け出せない」「既存の枠組
みに安住している」などはイノベーション創出における阻害要因になる。社員の主体的・能動的な活動を促
進し、多様な価値観や変化を受入れ、失敗から学習することが奨励される文化・風土を醸成することが重
要である。
（５）

価値発見の場の整備
通常のビジ ネス活動では実現可能性や収益見込みなどが重視され、斬新なアイ デアが生まれにくい

傾向にある。このような要因を取り除きイノベーション創出を目的としてアイ デアを発掘し、新たな価値発
見を行う場を整備することが重要である。
（６）

価値実現プロセスの整備
イノベーションに繋がる新しい価値が発見されても、それだけではアイデアコンテストの域をでない。実

際にビジネスモデルを描き事業に仕立てていくプロセスを経て顧客に価値が提供されることになる。このよ
うなプロセスを整備することで、イノベーションを実現する環境を構築することが重要である。
（７）

多様性のある実施体制の整備
同じ価値観や経験をもつ人材からなる組織では、アイデアや解決方法なども均一になりがちである。多

様な価値観や専門性、バックグランドを持つ人材が集うことで、異なる価値観をぶつけたり、違う経験を理
解しあったり様々な発想を共有するダイアログ（熟議）を繰り返すことで、初めて新しい価値に近づくことが
できる。イノベーション創出の場でこのような多様性のある体制を整備することが重要になる。
（８）

オープンイノベーション環境の整備
変化の激しい近年のビジネス環境では、企業内の限られた情報や人的資源でイノベーションを創出す

るのは困難になってきている。同業他社や異業種とコラボレーションし得意分野を持ち寄ることで単独企
業では成しえなかったイノベーションを起こすことが可能になる。このような外部に開かれた環境作りが重
要である。
（９）

トライアル＆エラー実施環境の整備
イノベーション創出においては試行錯誤によりアイデアを検証し完成度を高めるアプローチが取られる

のが一般的である。プロトタイピングなどにより価値を短期に「見える化」し、改善点を迅速に反映して実現
性を検証するというプロセスを整備することが重要になる。このような試行錯誤においては失敗を許容し、
失敗から学ぶという環境が求められる。
（１０）

「IT 融合人材」育成フレームの整備
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IT 融合人材を育成するためには「1.3「IT 融合人材」の育成」におけるイノベーション創出プロセスと求め
られる能力を定義することが重要になる。これにより、既存人材の保有能力とのギャップが明らかにになり、
組織が目指すイノベーションを実現する人材の育成カリキュラムなどに具体化する準備が整う。組織とし
てこのような育成フレームを整備することが重要である。
（１１）

「実践的学習の場」の整備
IT 融合人材に必要な能力は座学など知識として身に付けるものに加えて、実践によって体得する領域

が多いと考え られる。このような実践力は「（５）価値発見の場の整備」「（６）価値実現プロセスの整備」な
ど実際のビジネスにおける活動を通じて獲得できるものである。しかし、イノベーション創出にはリスクが伴
うこともあり、実際のビジネス環境での取組みは限定的になってしまうケースも多いのが実情である。この
ような状況を補完するため、実際のビジネス環境を模擬的に再現し、できるだけ現実的な課題に向き合い
実践力を身に付ける「実践的学習の場」の整備が重要になってくる。組織としてこのような体験型学習の
機会を提供することが求められる。

1.5 成熟度モデル
企業などの組織が前項「1.4 IT 融合人材育成のための組織のあり方」における組織能力を高めようとした際、
重要になるのは組織の現状を把握することである。現状を弱み／強みとして把握することで、次の施策に繋げ
ることが可能になる。
IT 融合人材を育成しイノベーションを創出する組織能力は「既存の枠組み」や「成功体験」「固定化された価
値観」などから脱却することが大きな要素になっている。しかし、これらは通常の事業活動においては効果的に
働くこともあるので、一般には意識されにくく客観的に省みられることも少ない傾向がある。また、イノベーション
創出に特有の「多様性の受容」や「オープンイノベーション指向」「体験型学習による体得」などは、通常の組織
環境整備とは方向性が異なるものである。このような組織能力は各々の組織が意識的に把握しなければ顕在
化することはなく、従来型の組織体質が継続する要因ともなる。
「成熟度モデル」は組織能力の項目ごとにレベル付けされた評価指標が設定されたもので 、IT 融合人材を
育成しイノベーションを創出するための組織能力を評価するための枠組みである（図表 1.3）。各項目について
自社の状況をアセスメントすることで、現状の強みと弱みを把握し、弱みを改善し強みをさらに伸ばす契機にな
る。「成熟度モデル」は IPA のサイトからダウンロードすることができる2 。評価においては全社を対象にする場
合や、イノベーション創出に取組む特定の部門を対象にする場合などのケースが想定される。

2

IT 融合人材育成における組織能力評価指標（成熟度モデル）

http://www.ipa.go.jp/files/000038407.xls
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図表 1.3 「成熟度モデル」の構成3

2 IT 融合人材育成事例調査
2.1 調査の目的
本事業では企業における IT 融合人材育成の取組み事例を収集し、成熟度モ デルの枠組みを用いて分
析・整理することで、組織能力向上に向けた施策や方法論を明らかにする。これにより、企業における IT 融合
人材育成を活性化し、イノベーション創出に向けた組織基盤整備の必要性を明確にする取組みを促すことを
目的とする。

2.2 調査方法
今回の事例調査に際して、イノベーション創出とその活動を牽引する IT 融合人材の育成に取り組んでい
る企業を、下記の方針に基づき選定した。


イノベーション創出で成果を出している企業





3

IT 融合領域のイノベーション成果を出しており、その成果が表彰等で評価される

IT 融合人材育成の先行企業


成熟度モデルでの評価に沿った取組・施策の実績



IT 融合人材が育成された実績

事例としてバランスのよい企業

IT 融合人材育成における組織能力評価指標（成熟度モデル）については以下の報告書 6 章（33 ページ）を参照

http://www.ipa.go.jp/files/000038405.pdf
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企業属性としてのバランスの良さ（業種、企業規模等）



成熟度モデルから見たバランスの良さ

各事例企業のヒアリングにおいて、下記観点からお聞きした。


創出したイノベーションの概要



イノベーション創出を推進した IT 融合人材



IT 融合人材の育成を促進する組織環境



イノベーション実践する場の整備状況



IT 融合人材の育成フレーム整備状況
ヒアリング結果を、成熟度モデルの 11 の評価項目で整理分析し、考察を加えた。

2.3 事例調査対象
今回の事例調査において下記 6 社を対象とした。（以下、各社事例は五十音順で掲載する）


大阪ガス株式会社



芝園開発株式会社



積水化学工業株式会社



パナソニック株式会社アプライアンス社



ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社



ヤマト運輸株式会社

企業名

大
阪
ガ
ス

芝
園
開
発

製造

企業規模

選定方針

ヤ
ケマ
イゼ
シン
ョコ
ン ミ
ズュ
ニ

ヤ
マ
ト
運
輸

ユーザー企業

タイプ

業種

積
水
化
学
工
業

ア
プパ
ラナ
イソ
アニ
ンッ
スク
社

●

●

流通

●

サービス

●

公益

●

大

●

中小

●
●

●

●

イノベーション創出で成果

●

IT融合人材育成の先行事例

●

事例企業としてのバランス

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

図表 1.4 調査対象とした事例企業
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3 企業ごとの IT 融合人材育成事例
3.1 大阪ガス株式会社


従業員数：（単体）5861 名、（連結）21,250 名（2014 年 3 月 31 日現在）



設立：1897 年 4 月



業種：ガスの製造、供給および販売、LPG の供給及び販売、電力の発電、供給および販売、ガス機器
の販売、ガス工事の受注

3.1.1. 企業プロフィール
(1) 企業全体プロフィール
•

大阪ガスの最も核（コア）となる事業がガス事業で、天然ガス産出国からの LNG（液化天然ガス）の輸
入、LNG 基地での貯蔵、ガスの製造、パイプラインを通じた輸送、お客さまへの販売までを一元的に
行なっている。

•

長年培ってきたガス利用に関する技術ノウハウを生かして、ガス機器の開発やガスの高度利用に関
するご提案を行なっている。また、電力事業、LP ガス事業をあわせたマルチエネルギー事業を展開し
ており、電力事業をガス事業に次ぐ第 2 の柱と位置づけている

(2) 対象部門プロフィール
•

ビジネスアナリススセンター（以下 BAC と略）はデータ分析のプロフェッショナル集団として、社内組織
や関係会社に対してサービスを提供し、その仕事を変革している。

•

大阪ガスではガスの需要予測がオペレーション上重要であったため、そこで習得した統計解析の技
能や手法を他の業務にも使っていこうという展開になったのが、BAC 設立のきっかけであった。

•

1990 年代後半に設立され、現在は情報通信部の内部組織として、9 名の体制で年間約 30 件のサー
ビスを提供している。

•

2006 年頃に研究所から情報通信部にチームごと異動したことをきっかけに飛躍的に活躍の場が拡
がった。活躍の場が拡がったのは、IT とのシナジー効果ということもあったが、一番大きかったのは、
勤務場所が本社になり各事業部組織との接点機会が増えたことによる。

(3) IT 融合によるイノベーション
BAC の役割を一言で言うと、「データと分析力で価値の高いイノベーションを起こす」ということになる。
これまで BAC が行ってきたイノベーションの事例には、家庭用ガス機器のメンテナンスサービスの改善
や、修理車両が現場に向かう出動体制の最適化などがあり、業務効率化やお客様満足向上において
顕著な成果を上げてきた。（図表 3.5）

＜ビジネス＞
メンテナンス
製造
営業

＜融合＞
業務効率化
お客様満足向上

＜IT＞
ビッグデータ
分析力
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イノベーション例

成果例

背景・狙い

概要

メンテナンスサービスの
改善
（携行部品予測）

即日完了率20％向上

家庭用ガス機器の修理にメンテ
ナンスマンがお客様を訪問した
その日のうちに修理を完了でき
る割合を上げたい

不具合の内容やお客様が保有
している器具の情報などから、
お客様訪問の前段階で故障し
ている可能性が高い部品を予
測する

修理車両の出動体制の
最適化

最大20％時間短縮

現場到着までの時間短縮

ホンダ技研のプローブ・カーか
ら得られた詳細な渋滞データを
用いて最適な出動拠点を導出

図表 3.5 BAC のサービス事例

3.1.2. IT 融合人材育成の取組み
(1) IT 融合人材と組織
BAC はデータと分析力で価値の高いイノベーションを起こすことを役割としている。BAC の技術者は
ビジネス課題とデータと分析力をマッチングさせ、融合させることで、ビジネス課題の解決に寄与する。デ
ータ分析を行う際は、まず現場業務をしっかり理解する、そのためには、現場業務をヒアリングするだけ
でなく現場業務を自ら体験する。こういった姿勢が BAC の組織カルチャーとなっている。
「BAC は価値の高いイノベーションを起こし続けてこそ、組織として存続しえる。」との考えの下、BAC
はつねにチャレンジングな組織を目指し、メンバーはチェレンジングなテーマに取り組んでいる。

(2) イノベーション実践の場
BAC のサービス提供プロセスは、単にデータ分析のみを行うのではなく、ビジネス課題の中からデー
タ分析が有効なものを見つけるところから入る。さらにデータ分析結果を出すだけに止まらず、その解決
策が現場で使われ、定着するところまで行う。

ビジネス課題の
中から見つける

データ分析をする

知識（解決策）を
使わせる

図表 3.6 BAC のサービス提供プロセス
データ分析の経験を積むと、このビジネス課題に対してはデータ分析をやっても「あまり効果をもたら
さないだろうな」ということが、事前に解ってくる。この「目利き力」が重要と思っている。目利きする上で最
も大切なことは、データ分析を始める前の段階において、そのデータ分析がうまくいったときにどのように
現場業務に使われているかのイメージを持つことである。このようなイメージを持てずに闇雲にデータ分
析を始めてしまうと、単に分析をやっただけで終わってしまう可能性が高くなる。若いメンバーには、自分
が取り組もうとしているデータ分析が現場業務にどのように使われるかをイメージ するように指導してい
る。
また、BAC のメンバーはデータ分析するだけでなく、解決策である分析結果を現場の意思決定に使っ
てもらい、定着させるところまで責任をもつ。このために、現場の業務や担当者に応じた工夫・配慮を行
う。分析結果に半信半疑の現場担当者に対しては、データ分析の具体的な効果を見せ、現場の人が意
思決定に役立つことを分かってもらう。現場担当者がデータ分析で得られた解決策を使うのが面倒くさい
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と思ったら定着しない。そのときは、データ分析で得られたソリューションをシステム化し、インターフェイ
スを工夫するなどして現場が使い易い環境を作る。

(3) IT 融合人材育成の場
BAC では、メンバーが特定の領域ばかりに明るくなるのではなく、可能な範囲で色々な部署の仕事を
経験させることをマネジメント方針としている。BAC のメンバーは新しい着眼点とか、組織横断的な知見
を持ち、分析の仕事とともに、組織を跨る「つなぎ役」を担っていくことを目指している。
BAC における育成は OJT が基本であり、経験の浅いメンバーもプロジェクトは一人で担当させられる。
新人でもサポートはつくものの、主担当を任される。このように、データ分析の結果を出し、その効果を見
極めるところまで責任をもって経験することは、大きな財産になる。
このような育成方針のもとで、入社間もないメンバーも、データ分析で良い解を得ることがゴールでは
なく、データ分析は手段に過ぎずビジネスを変えるのがゴールであるという意識を持つようになる。

3.2 芝園開発株式会社


従業員数：20 名（2014 年 9 月現在）



設立：1986 年 7 月



業種：駐車場・駐輪場管理運営業

3.2.1 企業プロフィール
(1) 企業全体プロフィール


1986 年、地場の土木建設会社として公共事業を中心に事業を展開し、地主、地権者との良好なネッ
トワークを形成



1995 年、無人時間貸駐車場事業を展開



1998 年、社会問題となっていた放置自転車の対策として、「無人時間貸駐輪場システム」を日本で初
めて開発、無人時間貸駐輪場「サイクルコインパーキング」事業の展開を開始
無人時間貸駐輪場
自転車を個別に駐輪ラックに格納し、駐輪スペースとして時間貸しする施設
駐輪ラックには鍵が付いており、電子制御で自動ロックされるのが一般的

使用料金の精算機が付設されており、個々の駐輪ラックを集中管理
トラブル発生時には、利用者が精算機からコールセンターに通報、事業者が対応



2009 年、交通系電子マネーSuica/PASMO による料金決済サービスを開始



2005 年の道路交通法改正による参入事業者急増の結果、過当競争により利用料金が低減し採算が
悪化した駐車場事業を、駐輪場管理で培った管理ノウハウと管理システムの適用により 2011 年にＶ
字回復



2011 年、東京都足立区より、「足立区総合自転車対策業務」を受託



2012 年、東京スカイツリータウン駐輪場の管理を受託



270 拠点の駐輪場・駐車場を施設総合管理システム「SHIP」で管理



社是 ： 創造とバランス
創造とは、マナーを広く普及させることを、事業を通して実現すること。
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バランスとは、事業を興して会社に利益が上がったとしても、地主とか利用者に
とっても良いことがなくてはならない。そういう考え方でバランスを取るべし
ということ。従前の社是「三方よし」を受け継ぐ理念。
(2)

IT 融合によるイノベーション
芝園開発株式会社では、駐輪場の駐輪ラック一台一台を駐輪場・駐車場統合管理システム SHIP（以

下、SHIP システム）により徹底的な個別管理をすることにより、採算性の高い無人時間貸駐輪場の運営
を実現している。（図表 3.6 参照）

図表 3.6 無人駐輪場事業における価値創出
無人時間貸駐輪場は、利用者には、「安全、安心、便利」を提供し、土地を提供する地主や鉄道事業
者には、一括借上げシステムによる遊休資産活用を提案し、駐輪場の周辺住民や企業には、放置自転
車による迷惑を排除するあるいは自転車での来店客を増加させるという価値をとどけることができる取
組みである。
[無人駐輪場の利用者にとっての価値]
従前から自治体が放置自転車対策として管理運営してきた月極め利用者を対象とした有人駐輪場
から締め出された、不定期利用者あるいは短時間利用者が、いつでも自由に出し入れでき、低い利用
料金で駐輪できることである。
[無人駐輪場の土地オーナーにとっての価値]
個人地主に対しては、芝園開発に遊休資産となっている土地を貸与するだけで、毎月確定した利益
を期待できることが大きな価値である。駐輪場開設に当たっての施設整備等の初期投資も不要であるこ
と、日々の運営・管理もすべて駐輪場事業者が実施するので、負担ゼロである。土地オーナーが大型商
業施設の場合、一番の価値は日々の集客効果であり、鉄道事業者の場合は、デッド・スペースになりか
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ねない高架下の有効利用により収益源となることが価値となる。
[無人駐輪場の周辺住民にとっての価値]
大型商業施設あるいはターミナル駅周辺の放置自転車問題は、多くの自治体で頭を悩ましているが、
短時間、不定期利用者を取り込むことによる削減効果は目をみはるものが有り、地域に対して大きな社
会的価値を創出している。
このように、この事業には、芝園開発の社是「創造とバランス」のバランスにこめられた「三方良し」の
理念が確実に具現化しているのである。
［SHIP システムがもたらした価値］

無人駐輪場事業を支える IT の仕組みは、2012 年に稼働を開始した SHIP システム（駐輪場・駐車場
管理統合システム）である。同システムは、駐輪場利用者には、迅速・的確な問題対応と監視カメラによ
る「安心」を提供している。土地提供者には、施設単位の収益情報、施設稼働状況に基づく施設に関す
る最適提案（不採算施設の廃止・転用提案、レイアウトの最適調整を含む改善提案）を実現している。駐
輪場を管理運営する自社に対しては、施設稼働状況データ、施設単位の収益情報、発生した問題（イベ
ント）に対する対応履歴等により、きめの細かい駐輪施設の管理・運営が実現している。
上述した、鉄道事業者から受託している無人時間貸駐輪場の管理・運営契約の場合、その更新時に
は、鉄道事業者が「今後は、自営の駐輪施設での運営に切り替え ます」と言い出すリスクを抱えている。
SHIP システムにより、鉄道事業者に対し、モバイル環境でのシステム利用を含め、管理運営体制・プロ
セスの充実振りをデモンストレーションすることができる。芝園開発によるきめの細かい管理運営の優越
性を具体的に提示することで契約継続に成功している。
SHIP システムが芝園開発にもたらしている価値、成果として、業務改善への寄与があげられる。同シ
ステムは、無人駐輪場の管理・運営業務が目指すべきあり方を検討する場となっており、「業務をこう変
えるためにはこの機能が必要」というように、SHIP システムについての機能追加、改善の検討は、すべ
て、業務の見直しが起点となっている。またこの見直しが、定常的に実施されていることに大きな価値が
ある。言い換えれば、業務改善には終わりが無いために、SHIP システムも常に成長し続けることを求め
られている。その成長を実現する取組みが、隔週で開催される開発パートナーとの検討会議であり、ア
ジャイル開発スタイルの採用である。
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SHIPシステムにおけるIT融合

＜ビジネス＞

駐輪事業

＜融合＞
三方よし
サービス
向上

＜IT＞
クラウド
アジャイル開発
（AWS)

提案先でタブレットで
プレゼン
→管理体制の充実を実感

→高信頼度に基づく成約
競合施設の情報表示
→自社施設の売上状況と
合わせて分析、対策立案

施設で発生した問題リストの
取込み、対応作業管理

SHIPシステム

→対応作業漏れ、放置を排除

施設単位のP/Lを随時把握

施設の稼働状況を把握

→施設の拡大・縮小の施策

→料金設定の変更判断

施設候補地の登録、
施設開拓作業を一元管理

スマホ・タブレットから
現地で稼働状況、収支状況、
問題対応状況を把握

→施設拡大の推進

→業務スピード向上

図表 3.14 SHIP システムがもたらした IT 融合とその価値

3.2.2 IT 融合人材育成の取組み
(1) IT 融合人材と組織
無人駐輪場事業を新規事業として創出するにあたって、代表取締役（以下「代表」という）は外部の人
的ネットワークを重視し、活用した。一つは、先代から引き継がれた土地オーナー（地主）とのネットワー
ク、オーナー達の協力なしには、駐輪場用の土地の確保は望めなかった。事業のアイデアのヒントを得
たのは、青年会議所の先輩との交流であった。
事業の拡張と共に、新しいアイデアの具体化、実現を代表一人で推進して行くことは難しくなり、外部
に有能な人材を求めた。その結果、事業を統括する常務と事業部長、事業を支える IT の活用を担う管
理部部長が入社して、IT 融合人材の強力な体制を確立した。（図表 3.15 参照）
代表は、自身のアイデアあるいは常務との連携から得た着想と思いを、事業部長と管理部部長に託
した上で、「思った通り、自由にやってみて」とすることで、常務を含めた三人の自律的な取り組みを引き
出している。
四人の人材は、それぞれが事業拡大、会社経営について、それぞれの思いを持って役割を果たして
おり、規模の小さい企業での IT 融合の典型例と見ることができる。
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「三方よし」の実現

代表取締役

常務取締役

アイデアマン

提案に関するアイデア出し

取締役事業部長

管理部部長

事業、業務としてのデザイン
具体化

IT活用のデザイン
仕組みの構築

図表 3.15 高収益の無人駐輪場事業を実現した IT 融合人材

(2) イノベーション実践の場
駐輪場と駐車場の両事業を統括しているのは常務取締役で、代表の発想を事業統括の立場から膨
らませたり、土地オーナーあるいは自治体への提案に際して新機軸を盛り込んだり、アイデア創出に優
れている。代表あるいは常務による事業に関する新しいアイデアを、具体的なビジネスモデルに展開し、
仕組みとして組み上げる役割を担っているのは取締役事業部長である。それに対して、管理部部長は、
IT 化の方向付け、事業を推進する上で IT をどう使うべきかを考えて、他の三人に示すことにより、管理
会計の領域を中心に IT 活用を推進している。また、企業規模が小さい事から、すべてを自前、自社内で
解こうとするのではなく、外部の力を最大限巻き込む、そのためには外部の有力人材と知り合うことが大
切という認識の下、外部との積極的な接触が図られている。
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3.3. 積水化学工業株式会社


従業員数：（単体）2,266 名、（連結）27,017 名（2014 年 3 月期）



設立：1947 年 3 月 3 日



業種：住宅、高機能プラスチックス、環境・ライフライン

3.3.1 企業プロフィール
(1) 企業全体プロフィール


積水化学工業には、住宅、高機能プラスチックス、環境・ライフラインの３つの主要な事業がある。



住宅事業における主力商品は戸建て住宅で、ユニット工法による「セキスイハイム」、ユニット工法と
ツーバイフォー工法を融合させた「セキスイツーユーホーム」がある。ユニット工法とは、住宅の「設計
通りの性能」を工場で作り込むものである。

(2) IT 融合によるイノベーション
積水化学のユニット住宅では、一定ルールの下で施主の好みを活かせるフリープランを提供している。
ユニット住宅を構成する部品点数は、自動車のそれより一桁以上多いと言われ、フリープランを保証す
るための設計図書や仕様書のバリエ ーションは膨大で ある。そのため、工場では住宅の設計書から必
要な部品を展開するのに、熟練者が数日を要する複雑な工程であった。このような熟練者に頼った手間
のかかる部品展開のままでは、さらなる量産や新商品の上市に伴う部品バリエーションの増加に対応で
きないことは明白だった。このような生産のボトルネックであった部品展開のシステム化はこれまでも取
り組まれてきたが、IT ベンダーへシステム開発のための外部仕様書を書くことが出来ずに上手くいって
いなかった。
このように困難でなかなか解けなかった事業の重要課題に対し、先進的な IT を活用し、開発から生
産にわたる業務や役割分担を変更することで解決することができた。その結果、専任担当者が数日掛け
ていた部品展開が数時間で終わるようになり、ミスのない正確な生産指示、施工指示が自動生成される
ようになった。（図表 3.7 参照）
＜ビジネス＞
「ユニット工法」
生産準備
部品展開

＜融合＞

精度向上と時間短縮
生産指示・施工指示
の自動化

＜IT＞
AI
オブジェクト指向

図表 3.7 ユニット住宅生産における IT 融合
この仕組みでは、複雑な部品の選択を AI（人口知能）やオブジェクト指向技術を活用して、自動化す
ることに成功した。これまでのように、部品展開の知識を外部仕様書にまとめ IT ベンダーにシステムを開
発してもらうのではなく、「設計者や生産管理のエンジニアが、ユニット住宅の部品展開のノウハウを記
述しやすいシステムの開発環境を構築する」という考えに切り替えた。さらには、新商品の開発のたびに
増大する部品バリエーションに応じて、システムも柔軟に対応できる仕組みを目指した。そして、このよう
な仕組みを可能にする IT として、当時まだ提唱されたばかりの先進的な技術であり、まだまだ当時実用
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化されていなかったオブジェクト指向技術を採用した。
その後、フリープランの幅が一層拡がり、選択できる間取り、付属設備の種類が大幅に増加しても、
この仕組みが大量生産を可能にしたと言える。このように、当時の画期的な発想による仕組みが現在も
住宅事業の成長と収益を支え続けている。

3.3.2 IT 融合人材育成の取組み
(1) IT 融合人材と組織
ユニット住宅の生産における部品展開の時間短縮、生産指示・施工指示の自動化の取り組みは、当
時 AI を活用した新規事業を創出することを目的に住宅事業部が設立した社内ベンチャー組織である戦
略子会社のミッションとして設定された。（図表 3.8 参照）
住宅事業

他

営業部門

製造部門

企画管理部

戦略子会社（社内ベンチャー組織）

生産管理
技術者

住宅の設計
技術者

IT技術者

図表 3.8 戦略子会社を社内ベンチャーとして組織化
この社内ベンチャーの立ち上げは、住宅事業部の企画管理部長を中心に推進され、社内からは住宅
の設計部門や生産管理部門から専門家が集められた。彼らは、「ユニット住宅の部品をオブジ ェクトとし
て定義し、部品展開に関わるルールをシステムに組み込む」との考えを共有していた。
技術者にとって会社は自由闊達な環境で、上下関係の厳しさはあまり感じられず、若手であっても自
由にやらせてもらえた。そして、なんといっても社内ベンチャーを作ることにも見られるように、新しいチャ
レンジを受け入れる風土があった。その中で、彼らは新しい挑戦的なことを考えよう、取り組もうとするモ
チベーションを高めることができた。

(2) イノベーション実践の場
新事業創出に挑戦する社内ベンチャーという組織環境は、新しいものに鷹揚で、自律的、自発的に
発想でき、革新的なアイデアを産出し、育むのに適した場であった。住宅設計部門、生産管理部門から
の出身者や IT 技術者など、出身部門やバックグラウンドが異なる専門家達が、それぞれの専門知識、ノ
ウハウを元に発想を練り、固めていった。また、技術者達が共有しているビジョンと IT 活用に関する強い
興味は、多様な専門家のシナジー効果を加速した。
ユニット住宅の部品展開と生産指示や施工指示を自動作成する取組みの構築は、大変難易度の高
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い取り組みであった。本当にできるのかという懐疑的な見方もある中で、プロトタイプで試行錯誤し、検証
しながら着想の正当性を検証していった。開発部門や生産部門の人達と議論しながら、「どの単位で部
品バリエーションを定義すれば良いのか、その属性は何で、どのような関係で決められるのか」を検討し、
プロトタイプに組み込んでいった。生産工場に頼み込んで一緒に出来上がったプロトタイプを検証してい
った。展開する部位も、構造体や外壁といった重要でかつ比較的単純な部位から、徐々に複雑な部位へ
と拡大させながら進めていった。

3.4 パナソニック株式会社アプライアンス社


従業員数：国内約 12,000 名、海外約 39,000 名



設立：2012 年 1 月 1 日



業種：家電の開発・製造、空調、業務用冷蔵庫、コンプレッサー等の開発・製造・販売

3.4.1 企業プロフィール
(1) 企業全体プロフィール
• アプライアンス社はパナソニック株式会社に現在４つあるカンパニーの一つである。
• 現在 10 の事業部があり、家電の開発・製造及び、空調関連製品、業務用冷蔵庫等のコールドチェー
ン、コンプレッサー等のデバイスの開発・製造・販売を行う。
• アプライアンス社はコア技術の研究・開発、お客様ニーズに応える商品企画、効率性の高い生産シス
テムなど、常に一歩先を行くモノづくりをおこなっていて、「こんな商品が欲しかった」という、お客様の
潜在ニーズに応える商品を的確にお届けできるように、徹底したターゲット分析や設計開発・デザイ
ン構想に取り組んでいる。

(2) 対象部門プロフィール
•

アプライアンス社の本部に属する業務プロセス革新センターは国内では約 80 名を擁する。

•

業務プロセス革新センターはこれまでシステム化の企画、及び運用成果出しに拘りを持ちながら
業務プロセスを革新し、業務プロセスを構築していく役割を担ってきた。

•

業務プロセス革新センターには 4 つのグループがあり、「企画グループ」、カンパニーに 10 ある事
業部の各経営目標・事業課題に向けた業務プロセス革新を行う「事業推進グループ」、組織横断
的な観点で新しい業務プロセスを検討する「プロセス革新グループ」、そして出来上がってくるプロ
セスやシステムを共通基盤上に乗せる「海外共通基盤グループ」から構成される。

•

昨年、業務プロセス革新センター内にビッグデータを分析する DAT(Data Analysis Team)チームを
新たに組織化し、成果を出しつつある状況である。

•

業務プロセス革新センターは、パナソニック本社の情報企画部門が整備する IT 人材開発プログラ
ムや研修カリキュラムに則って、人材育成・開発を行っている。

•

アプライアンス社の業務プロセス革新センターは、他カンパニーのＩＴ部門とともに、本社の情報企
画部門が月 3 回定期的に開催する部門の課題検討会議に参加し、部門の共通テーマを議論して
いく中で人材育成についても議論を行っている。

(3) IT 融合によるイノベーション
アプライアンス社においては、お客様のニーズを的確に把握して商品化していくマーケティングが重
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要となってきている。マーケティングを強化することで、付加価値の高いヒット商品を他社に先んじて市
場投入していこうとしている。そこで業務プロセス革新センターは昨年 DAT チームというビッグデータを
分析する新組織を立ち上げた。
この DAT チームの SE は、ある家電商品に関する SNS 上の口コミ情報などを分析し、潜在的な消費
者ニーズを発見することで、独特な新商品の開発に貢献している。「年代層ごとに望んでいることの違
いはこうだ」や、「働くお母さんのニーズはこうだ」等、以前は市場調査などマーケティング部門が足で集
めてこなければならなかった価値ある情報を、タイムリーに分析し提示できるようになった。また、別の
家電商品の企画では、「この地域では、競合商品はどんな人が買っているのか」や、「こんなプロファイ
ルの消費者はどのような好みをもっているのか」といった地域に応じた的確な顧客プロファイリングでタ
ーゲット層を絞り込み、商品コンセプトの立案に寄与している。このように DAT チームの SE が商品企画
に組み込まれ、成果を出してきている。（図表 3.1）

＜ビジネス＞

マーケティング市場調査
商品コンセプト立案

＜融合＞
顧客層別ニーズ発見や
的確なプロファイリング
による新商品

＜IT＞

ビッグデータ
分析力

図表 3.1 新商品企画における IT 融合のイノベーション例
このように新製品の開発プロセスに間接部門のスタッフも参画するという、これまでなかった新しい取
り組みが始まっている。更に、その有効性が検証されつつあることで、今後このような SE がより必要に
なってくると予想されている。
B2B 事業の新サービス提供においても DAT チームは活躍し始めている。ある機器内に貯められた膨
大な稼働データを集め、DAT チームの SE と事業の制御系の技術者が一緒にデータ分析することで、故
障予知、不良予知サービスに結び付けていこうと検証を進めている。もう一つの事業では、同様に遠隔
機器をクラウドでの不良予知するサービスの実現に向けて、DAT チームの SE がビジネスモデルやメン
テナンス・プロセス設計に参加している。更に、これらの話を聞いた経営者層からは、お客様に納入した
機器の温度や電力を遠隔監視、自動調整する新サービス提供に際して、DAT チームの SE に検討を依
頼されている。このようなデータ分析とネットによる遠隔監視を組み合わせた B2B 新サービスは今後拡
大し、DAT チームの SE の活躍の場が急速に増えていくと見られている。（図表 3.2）
＜ビジネス＞
メンテナンスサービス
修理車両出動体制
当直シフト編成

＜融合＞
遠隔監視や
故障予知
による新サービス

＜IT＞
ビッグデータ
分析力
インターネット

図表 3.2 B2B 新サービスにおける IT 融合イノベーション例
最近は IT 融合によるイノベーションにより、カタログが変わってきた。WEB を通じたモニターを募ると、
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従来のほとんど返信がなかった葉書による商品アンケートとは大きく違い、その内容の濃さに商品企画
は「こんな貴重なデータは取れない」と驚いている。これによりカタログも最近は消費者の生の声を反映
させるなど大きく変わり、商品企画部門からはもっと調べてほしいという依頼も出されるようになってき
た。

3.4.2 IT 融合人材育成の取組み
(1) IT 融合人材と組織
世の中のビッグデータの動向や他社での取り組み調査をもとに、業務プロセス革新センター長の判
断で、DAT チームが組織化された。メンバーは新しいもの、新しいプロセスに興味をもつ人材を集めた。
これまでも、SCM 強化のための ISP（Inventory Sales Production）センターなど、IT で業務を変革するとき
は新しい機能組織を立ち上げており、今回も率先して新組織を設立した。
DAT 設立当初は、既存マーケティング部門にデータ分析の新しいアイデアを提案しても担当者やチ
ームリーダークラスからの反応はあまり良くなかった。しかし、いろいろな部門に粘り強く話をすると、
徐々に理解をされるようになった。経営者は効果がでると思ったら、絶対反応してくる。現在では成果も
出てきたことで、事業部から新たな話を持ちかけられるようになってきた。これまでの DAT はセンターの
投資として運営してきたが、事業部にてサービスを予算化する話も検討中である。

(2) イノベーション実践の場
業務プロセス革新センターが事業部と共に新しい IT 活用のイノベーションに取り組むようになってき
た。事業部の定期的な会議や勉強会、内覧会が、IT 活用のイノベーションに取り組み検討のきっかけと
なってきている。DAT チームの成功事例の他事業部への紹介や、IT を活用したものづくりに関する勉強
会において、新たなイノベーション・アイデアに関する相談を持ちかけられるようになってきている。
IT 活用のイノベーションを推進していくために有効なアプローチの１つとして、経営者や事業部長の理
解を得ることがある。一旦理解を得られれば強い味方になってくれる。そのためには現場で実績を作り
続けることが肝要で、それが呼び水になっていく。成果を出すには、DAT チームの SE ができるだけ事業
部の人とフェイス To フェイスで物理的に時間を共有する。例えば商品企画においては、一緒にいること
でタイミング良く検討をすすめ、一つのチームになっていく。

(3) IT 融合人材育成の場
パナソニックでは IT 人材のために 9 つの人材類型とそのレベルを整備し、人材類型毎の研修プログ
ラムを整備してきた。人材類型のレベル認定は社内で公式に審査され、各人材類型のレベル毎のスキ
ル基準や 推奨 研修が 定義されて いる 。人 材類 型には 、BMP （Business Model Producer ） や Data
Architect など IT 融合人材に相当する定義が含まれている。
研修プログラムには、階層の下は入門レベルが、上位になると専門分野に特化した研修が用意され
ている。例えば、BMP（Business Model Producer）人材類型の上位レベル向け研修には、戦略マネジメン
トやマーケティング、コミュニケーションといったコースが、社外研修コースも含めて整備されている。イノ
ベーションに有用と言われるファシリテーションやコーチングなども研修プログラムに含まれている。人材
類型の認定メンバーからなる委員会が組織されていて、事業ニーズに応じた研修メニューが検討されて
いる。
これまでは DAT チームは自分で一所懸命に勉強してきた。今後、このような人材を増やしていこうと
すると、体系立てて学べる環境を用意しておくことが必要となる。例えば、単にデータ分析だけであれば
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社外から調達できる。IT 融合人材はビジネスと連携させることができて初めて価値があり、そういったこ
とができる人材を社内で育成していく必要がある。今後 IT 融合人材を増やしていくことになるが、そのと
きは「こんな研修を用意しておいて欲しい」と要請がされていく仕組みが出来上がっている。

3.5 ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社


従業員数：76 名（2015 年 2 月現在）



設立：1950 年 9 月



業種：広告印刷業、メディアサービス

3.5.1 企業プロフィール
(1) 企業全体プロフィール


1990 年代後半、印刷業界では、IT の進展に伴うデジタルコンテンツへのシフトにより業績悪化が甚だ
しかった。ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社では、既存事業である広告印刷業に代わる新規事
業の方向性としてインターネットの活用に着目し、2000 年、インターネット上に地域密着型クチコミ情
報サイト「栃ナビ！」（グルメ 、ショピング、レジャー、病院やイベント情報など、地域住民が必要とす
る情報、リンクを網羅したポータル・サイト）を開設した。



同サイトは、開設 5 年後に単年度黒字化を達成した後、順調に出店数、アクセス数を伸ばし、現在で
は粗利益 70%という高収益サイトとなっている。



地域密着型クチコミ情報サイトの他県へのフランチャイズ展開、インターネットを場とする B2C 事業か
らなる新規事業は、売上高比率で既存事業と肩を並べており、収益率で は、既存事業を凌駕してい
る。

(2) IT 融合によるイノベーション
インターネット上に地域密着型クチコミ情報サイトを自社メディアとして開設することで、消費者との接
点が得られ、顧客の広告宣伝へのかかわり方が大きく変化したのである。
自社メディア開設におけるIT融合

＜ビジネス＞
広告・宣伝

＜融合＞
消費者への
直接アクセス

＜IT＞
WEB

図表 3.9 「栃ナビ！」がもたらした IT 融合
従来は、顧客が広告の仕様が起点であり、同社はその仕様通りに制作・納品するところまでだったも
のが、サイトから得られる消費者ニーズに基づく顧客への提案を起点とする広告宣伝が可能になったの
である。ビジネスモデルにおいて同社が顧客と消費者の間をつなぐ役割を獲得したという事ができる。
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既存事業における自社の
立ち位置

仕様
ヤマゼン印刷
納品

顧客

発信

（広告の依頼主）

消費者

メディアカンパニーとしての
立ち位置

「栃ナビ！」
顧客
（広告の依頼主）

提案

ヤマゼン
コミュニケイションズ

発信

依頼

消費者
受信

図表 3.10 ヤマゼンコミュニケイションズに IT 融合がもたらした価値
この変化により、同社は広告代理店としての役割を果たすことができるようになり、従来取引のなか
った大手百貨店あるいは役所から、「ヤマゼンや『栃ナビ！』が考える広告の出し方を一緒に組んで企画
したい」という依頼を受けるほどになった。顧客とのかかわり方が広く深いものになった結果、「栃ナビ！」
単体として、全社売り上げの 35%、粗利益 70%という高収益のビジネスに成長したのである。
クチコミ情報サイトあるいは情報ポータルとして似たサイトがことごとく消滅した一方、「栃ナビ！」永
続の理由は、地域、地元への徹底的な拘りとキメの細かなサービスである。「地域に住まわれる皆様自
身が作るポータルであって、ヤマゼン社が作っているので はないですよ！」という「ブランディング」の結
果、地域に関する情報に限定しているが、ユーザーにとって身近で役立つ情報が満載なため、ア クセス
数と「栃ナビ！」ファンが急増という成果を引き出したのである。インターネットという全世界的な拡がりに
価値を持つ仕組みの逆手をとって、地域に拘った情報提供に徹するという発想は、非凡である。キメの
細かな サービスの一例は、掲載店舗に対するユーザー・クレームと店舗側の対応のやり取りを「栃ナ
ビ！」経由に限定することにより、口コミの品質低下（一方的な意見、間違った意見の掲載等）を避けるこ
とができ、店舗側、ユーザー側両者からの信頼を勝ち得たことである。
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既存事業の資産が「栃ナビ！」の原動力
印刷会社の顧客の拡がり・ネットワーク

「栃ナビ！」会員への移行、事業協力
全世界的な拡がりを持つ
地域密着型クチコミ情報サイト 「栃ナビ！」

インターネット上に
栃木だけのネット

地域貢献の実現
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

アンケートの仕組み
サイトの価値、プロセスの維持・拡充
他県展開

図表 3.11 地域密着型クチコミ情報サイト「栃ナビ！」
「栃ナビ！」立ち上げ当初は 5 年間の赤字が続いたが、地域における「栃ナビ！」ユーザーは確実に
増えていた。その結果「栃ナビ！」ファンが“自分もこの仕事に携わりたい”という強い思いをもってヤマゼ
ンに入社してくることになる。5 年間の赤字期間は次世代の「栃ナビ！」を担う人材という資産作りの期間
でもあった 。
2006 年、将来の成長に不安を抱えている他県の印刷会社を対象に、地域密着型クチコミ情報サイト
による地域経済の活性化および印刷広告会社のビジネスの伸長を狙いとしたフランチャイズ事業を開始
したのである。他の地方、地域にも、自分たちが栃木で感じていた「地元に根付いた情報を得たいという
住民ニーズは、きっとある筈」との着眼点によるものである。本年 5 月開設を予定している神奈川県湘南
地区を加えると累計 11 サイトを支援中である。
他県展開の第一号は、熊本県の「ひごなび！」であったが、いざ現地に乗り込んで、「栃ナビ！」で培
ったサイトの作り方、利用者の画面動線への対応等のノウハウを展開しようとしたが、それだけでは不十
分であり、地域差の吸収、対応等のローカライゼーションに多くの知恵が必要であった。地域差の具体
例としては、サイトへの出店を勧める営業の仕方、広告宣伝の仕方等があげられるが、問題を見極め、
解決策を提案するプロセスにおいて、小さな IT 融合が実現しているのである。一般的なフランチャイズ事
業と異なり、このサイトは地域密着型であるが故にローカライズの幅が大きく、栃木で上手く行ったことが
他県で無条件に通用するわけではな いという学びを獲得しているので ある。その学びは、新しいノウハ
ウとして、他県展開の知的資産（マニュアル等）に反映すると同時に、本家本元の「栃ナビ！」サイトにも
フィードバックする仕組みが構築済みである。また逆に、「栃ナビ！」がサイトとして一番先進的なので、
そこでの新たな経験、新たなノウハウをパートナー（フランチャイジー）に伝達し、マニュアルに反映され
るプロセスも構築済である。（図表 3.12 参照）
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栃ナビ！

ＸＸナビ！

地域密着型クチコミ情報サイト
• 簡単に店のHPの替わりを出稿
• 固定客化につながる集客
• 掲載記事、店舗のクオリティコン
トロール

• 店舗へのクレームと店舗の対応
のフィードバック

5年強の運営に基づき
改善・改良された
地域密着型クチコミ
情報サイトをひな形
とした他県展開
他県展開マニュアル

展開先の地域特性が栃木と異なる
ことによる課題・問題との遭遇

展開チームのスーパーバイザーに
よる現状把握と課題解決策の考案

• アンケートの仕組み

経験に裏打ちされた
ノウハウと知恵

• ビュー設計

• サイト構築

• サイトの作り

• サイト運用

• 規約の改訂

• 出店募集

• その他

• サイト運営

他

課題解決策の実装

• ビュー設計

継続的 機能追加、改善

• 後方支援機能
• 利用規約

課題解決の確認

• クチコミの集め方
• 人の集め方
• ユーザーをどう囲
い込むか

他県展開マニュアルの追加・改訂

「栃ナビ！」へフィードバック

図表 3.12 地域密着型クチコミ情報サイトのフランチャイズ展開におけるノウハウの拡充

3.5.2 IT 融合人材育成の取組み
(1) IT 融合人材と組織
元々、同社にはグラフィックデザイナーなど、新しいことをやることが好きなクリエーターが多かったが、
「栃ナビ！」に新しい風をもたらした元カメラマンの助手や web デザイナーの採用により、自由な発想をで
きる社員が増加した。社員が考えた発案を会社がバックア ップし、新しい価値を実現して行こうという風
土が醸成されたのである。社員は、時には経営者から、事業化に向けた検討内容に踏み込んだ厳しい
指導もされ、その指摘に応えようと大変苦しい思いをしながら、自分の提案を実現させる取り組みの中で
自律的に成長しているので ある。経営層との心理的、物理的距離が非常に近い職場環境の中、社員達
は、不安なく自信をもって新事業創出に取り組んでいる。

(2) イノベーション実践の場
2000 年以降に入社してきた社員には、仕事に対する感度が高い人材が多く、何かを投げかけると還
ってくる答えが大きいので、どんどんテーマを与えている。
社内の具体的な仕組みとして、随時開催の「社内コンペ」と月１回開催の（プロジェクト）検討会があげ
られる。新規事業創出の取り組みが、たとえ成果を得られず事業化を中止することになっても、担当した
社員の責を問うことはない。むしろ、新規事業が成功し会社の利益創出が実現した場合、初期メンバー
の労に報いるボーナス制度を採用しているなどのきめの細かい配慮により、社員の活性化が実現して
いるのである。
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3.6 ヤマト運輸株式会社


従業員数：156,877 名（2014 年 3 月 15 日現在）



設立：大正 8 年 11 月



業種：宅急便を中心とした一般消費者・企業向け小口貨物輸送サービス

3.6.1 企業プロフィール
(1) 企業全体プロフィール
• ヤマト運輸株式会社（以下ヤマト運輸と略）は、ヤマトグループの中核企業として、宅急便を中心とし
た一般消費者・企業向け小口貨物輸送サービスを行っている。その宅急便の取扱数はすでに年間
16 億個を超えている。
• ヤマト運輸では、経営の目的や目標を明確にしたうえで、仕事のやり方を細かく規定せずに社員に任
せ、自分で責任をもって遂行してもらう「全員経営」を行っている。
• 宅急便を担う中心的存在は、現場で顧客に接する「セールスドライバー（SD）」である。彼らは荷物の
集配、営業、集金など様々な業務をこなさなければならない。彼らのやる気をいかに引き出し、楽しく
働いてもらうか。「全員経営」の成功はそこにかかっている。
• 宅急便業は独自の業態として、宅急便集配のための車両や荷物を仕分ける機械、車両の運行管理
や荷物の追跡をする情報システム、そして SD の作業マニュアルなどを考案し、開発・改良してきた。
事業の独自性を見抜き「業態化」を徹底することがその成否を左右する。

(2) 対象部門プロフィール
• ヤマト運輸の情報システム部は、社内システムの企画・開発・運用を担っている。
• 情報システム部は、特に新しい情報テクノロジー活用の方向性を示していくことが重要な役割の一つ
となっている。

(3) IT 融合によるイノベーション
ヤマト運輸の全国に張り巡らされた宅急便ネットワークを支える最重要システムが「NEKO システム」
である。情報システム部はこれまで NEKO(New Economical Kindly Online)システムをほぼ 5 年毎に刷新
することで、これまで約 40 年間継続的にヤマト運輸の新サービス提供や業務プロセス革新を実現して
きた。このように IT を駆使した NEKO システムは宅配便事業の業態の一部として事業に融合することで、
お客様へ次々と新しいサービス提供や業務の効率化を実現し、「サービス第 1」、「お客様第 1」に向けた
価値創造に寄与してきた。（図表 3.3）
宅配便事業の仕組
SD等の体制
物流網
業務プロセス等

＜ビジネス＞

新サービス
業務効率化

＜融合＞

NEKOシステム

＜IT＞

図表 3.3 宅配便事業と NEKO システム
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図表 3.4 の各 NEKO システムの変遷においては、それぞれの NEKO システムが宅配便事業における
新たなサービス提供や業務プロセス革新を成し遂げてきたと見ることができる。
1976 年に誕生した宅急便の数は順調というより爆発的に伸び、いかに早くかつ簡便にデータ入力で
きるかがシステムの成否を握るカギであった。そこで第 2 次 NEKO システムでは、宅急便の貨物を一個
一個扱うという商品特性と SD でも簡便に処理できる入力方法が検討され、バーコードをスキャンする方
法が採用された。バーコードは当時先進企業でやっと普及の兆しが見えた段階で、一般貨物輸送での
バーコード利用は夢想だにしなかった革新的なものであった。
第 3 次 NEKO システムの企画でも、ポータブルポス（以下 PP と略）と呼ばれる携帯端末を全 SD に持
たせるという、その当時では画期的な発想がなされた。これにより従来よりもさらに鮮度の高い情報入
力が可能となり、同時に営業所での事務員の入力負荷などの問題が一挙に解決された。今では当たり
前となった SD 自身が携帯端末に軒先で情報を入力することは、当時どこもやっているところはなく、会
社にとっても世の中にとってもまさに革新的であった。
第 4 次 NEKO システムでは「45 歳中途採用が困らない仕組み」が合言葉として標榜され、IC カードが
採用された。当時は IC カードの実運用はまだごく一部しか行われていない時代であったが、法人荷主
別顧客カード、SD 用社員カード、取扱店用精算カードの IC カード利用は様々な人為的ミスの解決や利
便性をもたらした。このように第 5 次 NEKO システムまでの NEKO システムの企画では主要テーマは社
内業務の効率向上であり、それと同時に顧客満足を得るという発想であった。
第 6 次 NEKO システムからは徹底的に「お客様の視点」を意識することになった。「お客様が貨物追跡
を見ても何時間も前の入力結果を参照し不便であり、これを解決するために入力した荷物情報をリアル
タイムでアップロードする。」といった案が実現された。また、周辺機器にクレジットカードとデビットカード
の決済端末を加え Bluetooth 接続することで、利用者に便利な品代金の清算ができるようになった。第
7 次 NEKO では、IC カードや携帯電話の電子マネーを SD の携帯端末にかざすだけで支払いを完了さ
せることができ、クロネコメンバーズカードを使うと、端末から Web 上の顧客のアドレス帳データを使って、
送り状をその場で作成するといったこともできるようになった。
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第１次ＮＥＫＯシステム（１９７４年）
路線貨物の運賃計算システム
第２次ＮＥＫＯシステム（１９８０年）
宅急便システムの構築開始

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを採用

第３次ＮＥＫＯシステム（１９８５年）
セールスドライバー（ＳＤ）にＳＤ用携帯端末
（ＰＰ）配備、軒先での情報入力

ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ
（PP）を携帯

第４次ＮＥＫＯシステム（１９９３年）
ＩＣカード導入
第５次ＮＥＫＯシステム（１９９９年）
Windows環境の整備
第６次ＮＥＫＯシステム（２００５年）
ＰＰとの通信ネットワーク完成
第７次ＮＥＫＯシステム（２０１０年）
電子マネー決済、軒先クラウドコンピューティング

図表 3.4 NEKO システムの変遷

3.6.2 IT 融合人材育成の取組み
(1) IT 融合人材と組織
宅急便事業の中核システムとなる NEKO システムの更新においても、次の情報システム部を担う人
を中心にしたチームが編成され、彼らが自主的に責任をもって次期システムの企画から展開までを行っ
てきた。
チーム体制は、次期 NEKO システムを背負うリーダーとその下につくメンバーにより、ある程度層がで
きるように構成され、その中には現場からのシステム未経験者も加えられた。次期システムを任された
チームメンバーは「サービス第 1」、「お客様第 1」を念頭に置きつつ、「全員経営」の精神で自律的に、か
つ発想豊かにシステムの企画・構築に取り組んできた。

(2) イノベーション実践の場
ヤマト運輸の情報システム部では過去 40 年に渡って、NEKO システムを 5 年サイクル毎に継続的に
刷新を行ってきた。次期システムの企画においては、7 年先位までを見て、IT を活用した新しい利用者サ
ービス提供や業務効率の向上の斬新なアイデアを発想することが求められた。つまり、5 年ごとに必ず
行う新 NEKO システム企画が、新たなイノベーション・アイデアを生み出す場として確立され、必然的に革
新的なサービス提供や業務プロセス改革をおこなうサイクルが回っている。
このようにお客様への価値ある斬新なサービス提供や業務効率の向上を実現し続けるには、世の中
に前例のない、ポータブルポスや IC カード、Bluetooth といった IT の活用も検討することが必要であった。
このため IT ベンダー自身がまだ温めている考え方までも含めて、新しいテクノロジーを評価し、先駆けて
実用化を行ってきた。それぞれの IT ベンダーと協働で、率先して新たな技術を採用し、その課題に取り
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組み、解決していく役回りを担ってきたと言える。
一方で、次期システムの企画・構築において「現場にいかに使ってもらえるか」という重要なキーワー
ドが常にチームの念頭にあった。そのために、現場代表者には当初からプロジェクトに参加してもらい、
現場の意見を尊重し、反映してきた。

(3) IT 融合人材育成の場
ヤマト運輸では、入社後 2 年間は会社の主たる部署を回り、業務全体を経験する育成制度となって
いる。情報システム部内では、OJT としてシステム企画を進めるうえでの決め事やモノの考え方を教育
するとともに、上司は部下に対し事あることに「現場に行く」、「現場を見る」ことの重要性を教えている。
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4 「成熟度モデル」評価項目における企業の取組み事例
4.1. 企業が目指すイノベーション定義と組織環境
4.1.1 経営者のリーダーシップ発揮
従来からの慣習による固定化された枠組みや成功体験からくる価値観の固定化などはイノベーション創出において大きな阻害
要因となる場合がある。経営者はこれらを排除し、組織のイノベーション創出に向けた方向性を明確にすることにリーダーシップ
が求められる。場合によってはリスクテイクする意思決定も重要になる。経営者が率先実行することで、企業文化としてイノベー
ション創出環境を構築することが重要である。
図表 4.1 「成熟度モデル」評価項目－経営者リーダーシップ

(1) 事例
事例サマリ


常にチャレンジングな組織であるように心掛けている（大阪ガス BAC）



経営者が新規事業創出に向けて、初期投資等のリスクテイクをしながら推進し、地域貢献を「三方よし」で
実現する新規事業として具体化（芝園開発）



経営者や組織のリーダーが、明確な方向付けやビジョンを示した（積水化学工業）



センター長が率先して DAT チームを立ち上げ、適任者を集め、その成果を発信している（パナソニック）



経営者の新規事業創出を見守り支援する覚悟と決断（ヤマゼンコミュニケイションズ）

■大阪ガス株式会社 BAC
BAC は常にチャレンジングな組織であるように心掛けている。BAC センター長は、「BAC は新たなイノベーシ
ョンを起こし続けなければ、存続出来ない」と事あるごとにメンバーに言い聞かせる。このため BAC ではマンネ
リ化は大敵で、メンバーはチャレンジングなテーマに取り組むことが求められる。

■芝園開発株式会社
代表は、既存事業である駐車場事業が順調で あった時点で、将来の二つ目の事業の柱として、無人駐輪
場事業を発想した。事業化のめどを立てるための初期投資をする等のリスクテイクをしてでも新規事業の展開
を推進した。事業化のめどを確信した後は、そのビジョンを社内で明示し、事業化を推進した。
事業化に当たって必要となる人材を積極的に採用し、推進を円滑にするために、既存事業からは独立した
部署として位置付けた。新たに採用した人材と、新規事業創出に向けての思いを共有すると共に、自由な発想
で取り組む様に意識づけた。
■積水化学工業株式会社
住宅事業の企画管理の責任者は、AI 事業の社内ベンチャー設立に合わせて、その当初のミッションとして
「ユニット住宅のシステム化」を掲げた。ユニット住宅の間取りを決める際の探索問題、部品展開という事業に
おいて極めて重要で、これまで困難であった課題の解決を、社内ベンチャーという環境で取り組むように仕向
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けたと見ることができる。
このミッションを受け、社内ベンチャーの中心となる生産技術の専門家は、「ユニット住宅の部品をオブジェ
クトとして定義し、部品展開に関わるルールをシステムに組み込む」との概念、ビジョンを打ち立て、そのビジョ
ンを関係者や責任者と共有した。
実はこの生産技術の専門家は、入社早々に後の事業経営者になる上司から、「将来、住宅システムを実現
してほしい」と意識づけられた。これを契機に「なんとかやりたい」と念じていたことが、このビジョンに至る伏線
となっている。
■パナソニック株式会社アプライアンス社 業務プロセス革新センター
業務プロセス革新センターの責任者は、昨今のビッグデータの動向に関心をもち、他の先進企業から事例
をヒアリングした。そして社内事業部にはデータ分析に取り組む組織はなかったため、センターに新たに DAT チ
ームを立ち上げた。これまでも IT によって業務プロセスを変えるときは既存の組織にない新しい機能組織が必
要となっており、「内で組織を作れ」と指示をした。
DAT チームの SE は新しいことに興味をもつ人材、新しいプロセスが好きな人材、新しいテクノロジーに強い
関心を持っている人材を集めた。DAT チームには特別に目立つ部屋を用意し、その成果を他の事業部にも紹
介している。これまではセンターの投資として運営してきたが、事業部において今後の予算化の検討も行って
いる。

■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
新規事業「栃ナビ！」プロジ ェクトの初期の苦闘を支えたのは、経営者の覚悟と決断だった。「経営資産の
集中・継続投資」、「積極的な外部人材の採用」、「社長の率先垂範」、「現場では見えていなかった先を見る力
と決断」が、チームを支え、成功に導いた。
経営者は、IT に全く不案内であったにもかかわらず、プロジェクトが一貫して信じる「インターネットを使って、
一つのメディアを自社で持てれば、ユーザーにタッチできる！それはどんなに強いことなのだろう！」との思いと
情熱に賭けて、赤字を続けるプロジェクトへの投資を継続したのである。また「栃ナビ！」の知名度を上げるた
め「ブランディング」にも積極的で、現在でも大きなコストをかけて継続していることに注目すべきである。
新規事業である地域密着型クチコミ情報サイトは直接の収入源にならないため、5 年間も苦しい期間が続い
たが、経営者はプロジェクトを継続させ、投資も惜しまなかった。さらに、自分の知り合いの店や、友人等に「栃
ナビ！」の宣伝をして、「栃ナビ！」プロジェクト・チームの試行錯誤の期間、側面から支援した。

(2) 考察
当評価項目「経営者のリーダーシップ」は必ずしも企業の経営者だけでなく、IT 融合人材育成を行う組織の
部門長に当てはめることができる。
イノベーション創出を推進する環境作りのための経営者のリーダーシップは、まず体制作りで発揮される。
イノベーションを担う体制のあり方やミッションを考え、その体制／チームを組織化する。続いて、その体制のミ
ッションや価値を組織全体に発信している。これは事業部門に向けたブランディングやマーケティングであり、
同時に体制メンバーの自覚と動機付けにもつながっていると見ることができる。事例企業によっては、イノベー
ション創出の環境づくりにリーダーシップを発揮するだけでなく、自らがイノベーション創出に直接かかわり、プ
レーイングマネージャー的な役割を果たす経営者もいる。
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また、既にイノベーション創出の実績を重ねてきた組織における経営者は、イノベーション活性化のために
組織のミッションや心構えに重点がおいたメッセージを発信することで、リーダーシ ップを発揮している。組織の
立上、初期だけでなく、ある程度実績がでてきた組織／企業においても、経営者のリーダーシップが IT 融合人
材を育成し、イノベーションを創出する環境作りの起点になっている。
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4.1.2 イノベーション定義の明確化
「イノベーション」という概念は人によって様々な理解の仕方がある。社会に大きな変革をもたらす破壊的なイノベーションから、
日々の改善の積重ねから新しい価値を生み出すイノベーションまで幅広い考え方がある。また、技術革新としてイノベーションを
捉えるか、既存技術の組み合わせで新しい価値を生み出すことをイノベーションとするかなども様々な考え方がある。組織におい
てイノベーション創出に取組む者が共通認識を持つためにも、自社が追及するイノベーション像を明らかにすることが重要にな
る。
図表 4.2 「成熟度モデル」評価項目－イノベーション定義

(1)

事例
事例サマリ



データと分析力で価値の高いイノベーションを起こすことが役割である（大阪ガス BAC）



地域貢献を「三方よし」で実現する新規事業を創出する（芝園開発）



新商品や新サービスのイノベーションに取り組み、その成果を事業部と共有し事業部からようやく認知さ
れ出してきた（パナソニック）



顧客と消費者の間をつなぐ立ち位置を獲得したことで消費者にダイレクトにアクセスし、そこからアイデア
を創出することで、地域経済の活性化に貢献する（ヤマゼンコミュニケイションズ）

■大阪ガス株式会社 BAC
大阪ガスにおいて、BAC は社内組織や関連会社にデータ分析によりビジネスを変えることに取り組んでい
る。データと分析力で、価値の高いイノベーションを起こすことが BAC の役割である。
当初は、現場にデータ分析の提案に行っても話を聞いてもらえなかった。時間経過と共に、成果も上がり、
現場や事業部組織の中に、私たちと一緒にデータ分析を実施した経験を持つ人間が増えてきて、「データ分析
って結構役に立つ」、「データ分析チームって頼りになる」という声が広がってきた。更に時間がたつと、そういう
人間がマネージャーや部長になって提案をしても受け入れられやすくなった。
■芝園開発株式会社
地域貢献をリソース提供者（駐輪場の場合は土地オーナー）とサービス利用者、及びサービス提供者の
各々にとって利益のある仕組み「三方よし」の新規事業を創出することとしている。初めてトライ する新規事業
においてこそ、計画化と数値による詳細な管理が必要との認識を持っている。そのため、これを支える IT シス
テムを開発し、そこから得られる情報に基づき、土地オーナー（鉄道事業者、大型商業施設を含む）とサービス
利用者に対して、最適な提案ときめの細かい運営管理を提供している。
■パナソニック株式会社アプライアンス社 業務プロセス革新センター
業務プロセス革新センターがこれまで全く関わってこなかった新商品の企画や新 B2B サービスの提供など
の領域で、IT を活用したイノベーションに取り組んでいる。業務プロセス革新センターがこのような領域で貢献
し、成果を事業部と共有することにより有用性を認知してもらい、期待されつつある。
■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
従来は印刷業という業態であったため、広告依頼主が顧客であり、実際の消費者にはア クセスできなかっ
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た。IT を活用したクチコミ情報サイトによって、ビジネスモデルを変革し、顧客と消費者の間をつなぐ立ち位置を
獲得した。消費者にダイレクトにアクセスし、そこからアイデアを創出することで、地域経済の活性化に貢献す
ることがイノベーションである。地域密着型クチコミ情報サイトは、消費者にダイレクトにア クセスするための手
段である。

(2)

考察

事例企業を見ても、組織名や取り組みに「ｘｘイノベーション」という一般的な名詞を使っているところはない。
IT 融合のイノベーション創出を推進する企業/組織は、「どのようなイノベーションを行なおうとしているか」を社
外または社内に向けて明確に発信している。つまり、企業／組織にとってのイノベーション定義はブランディン
グそのものでもあると考えられる。これにより、発信を受けた側にとっては、企業/組織がどんな価値を提供して
くれるのか明確になり、IT 融合人材にとっても自分がどんなイノベーションを創出すべきかが自覚できる。
ある事例企業は、ビッグデータのデータ分析など自組織の得意とする領域と事業部門にとっての価値を明
確にすることで、取り組みが認知されつつある。また、新規事業のイノベーション事例では、地域経済の活性化
や地域貢献な どに焦点を当てた新規事業コンセプトを社内外に発信し、企業理念に基づく新事業の位置付け
を明確に示している。
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4.1.3 IT 融合人材の役割と育成対象者の明確化
全ての人材を IT 融合人材に育成するという考え方もあるが、既存ビジネスとの兼ね合いや人材が持つ素質などから育成対象者
を選定するのが現実的である。その場合、新しい価値を生み出しイノベーションを創出する IT 融合人材の役割を明らかにするこ
とが重要になる。役割が明らかになることで、人材が持つ既存能力などを見極めて育成対象者を選抜することが可能になる。ま
た、育成対象者として明確化することにより、本人にも自主的な行動を促すことに繋がる。
図表 4.3 「成熟度モデル」評価項目－IT 融合人材の役割

(1)

事例
事例サマリ



BAC はビジネスとデータと分析力の３つを融合する役割が求められている（大阪ガス BAC）



代表、常務、事業部長、管理部部長、四人の役割が明確に定義され、各々の責任をきちっと果たしている
ため、高品質な業務展開が実現している（芝園開発）



新しいものに興味を持ち、IT とビジネスを連携させることができる人材を増やしていく（パナソニック）



既存事業の組織とは独立させて「栃ナビ！」を担当するチームを編成し、そのメンバーを地域に貢献する
IT 融合人材として位置付けた（ヤマゼンコミュニケイションズ）



NEKO システムの企画や実現に際して、現場経験のある情報システム部メンバーをバランスよく構成し、
シ ステム未経験者も現場から加えた（ヤマト運輸）

■大阪ガス株式会社 BAC
BAC は、ビジネスとデータと分析力の３つを融合すること求められている。（図表 4.4）

図表 4.4 BAC メンバーの役割
BAC メンバーは現場に行ってヒアリング等をすることで必要なビジネス知識を習得する。その上で、ビジネス
課題にデータと分析力をマッチングさせ、融合させて いく役割が求められる。ビジネス課題そのものを見つけ、
解決策を使っていくのはあくまでも現場の当事者であるが、BAC はデータ力と分析力をもつ専門家として、ビジ
ネス課題の中にデータ分析を活用できるチャンスを見つけ、データ分析の結果が現場で使われ、定着するよう
に寄与していく。
■芝園開発株式会社
幹部社員の意識付けとして、「経営者の見方ができているのか？」という問いかけを発信し続け、その期待
に応えてくれた社員との協業を楽しんでいると思われる。
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新たなビジネスアイデアの発見は主に代表が担っている。常務は、代表との連携を含め、事業統括の立場
から、土地オーナーあるいは自治体への提案に際して新機軸を盛り込むようなアイデア創出の役割を担ってい
る。このような事業に関する新たなアイデアを、ビジネスモデルに具体化し、事業として仕立てるのが取締役事
業部長の役割になっている。管理部長は、このような構想に基づくビジネスを管理会計という数値の面で支え
ている。このような役割を持つ人材が地域貢献という共通の目的を目指して自主的に活動している。各々の役
割を自覚し責任をきちっと果たしているため、高品質な業務展開が実現している 。
イノベーション・プロセスにおいて、前半の価値発見は代表と常務、後半の価値実現を、事業部長と管理部
部長が担っている。プロデューサーは代表。
■パナソニック株式会社アプライアンス社 業務プロセス革新センター
事業部の新商品の企画や、新サービスの提供に寄与すべく新たに設立した DAT チームに適した要員を集
めた。DAT チームのメンバーには、新しいものに興味をもつ人材、新しいプロセスが好きな人材、新しいテクノ
ロジーに強い関心をもっている人材が選ばれた。DAT チームの SE は回帰分析や数理解析などのデータ分析
そのものは自主的に勉強しているが、データ分析だけでなく、使えるデータと使えないデータを見分け、ビジネ
スと連携させる役割まで求められる。
現在の業務プロセス革新センターには、新たなイノベーション領域を担う人材はまだ不足している。今後どう
いう人材が、どれくらい必要なのか、どんな育成をすべきか検討し始めたところである。
■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
既存事業の組織とは独立させてクチコミ情報サイト「栃ナビ！」を担当するチームを編成した。このチームの
役割は、地域の様々な業種とコネクションを持ち、地域住民にとって価値ある情報を発掘しこれを適切な形で
提供することである。彼らは、日常的に新サービスやイベント企画に自主的に取り組んでおり、自らが果たす役
割を自覚している。そのメンバーを新たな地域貢献をする IT 融合人材として位置付けた。
■ヤマト運輸
これまでの歴代の NEKO システムの企画・更新に向けては、現場経験のある情報システム部のメンバーを
年代層が偏らないようにバランスよく構成し、システム未経験者も現場から加えられた。結果としてこのチーム
は、担当したシステムに関する責任を背負うことになる。

(2)

考察

イノベーションを担う IT 融合人材は特定組織やチームのメンバーに選定されることで公式に認定され、社内
に周知されることが分かる。場合によって、経営層で構成される暗黙のチーム構成もあり得る。IT 融合人材が
イノベーション創出の成否を左右するため、一定の資質を求める事例企業が多い。
このような人材は、チーム-組織の一員として、価値の発見から実現のイノベーション・プロセスに従事する
ことになる。事例企業を見ると、イノベーション・プロセス全般を通して「想い」を貫く IT 融合人材が必ずいること
が分かる。また、組織が対象とするイノベーション定義により、IT 融合人材の担う役割も異なるものの、IT とビジ
ネス両方の見識を兼ね備える必要がある。
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4.1.4 イノベーション創出に適した組織文化・風土の醸成
我が国でイノベーションが生まれにくい要因の一つは、組織が能力ある人材の思いや着想を摘んでしまうことにあるという指摘が
ある。「価値観が固定化している」「成功体験から抜け出せない」「既存の枠組みに安住している」などはイノベーション創出におけ
る阻害要因になる。社員の主体的・能動的な活動を促進し、多様な価値観や変化を受入れ、失敗から学習することが奨励される
文化・風土を醸成することが重要である。
図表 4.5 「成熟度モデル」評価項目－組織文化・風土の醸成

(1)

事例
事例サマリ



現場の業務を知り尽くすということの重要性がメンバーに浸透している（大阪ガス BAC）



会社は自由闊達な環境で、新しいことや異端児を受け入れる遺伝子があった（積水化学工業）



経営者と社員の心理的距離は大変近く、新しいことを喜ぶあるいは創り出そうとする意識付けがなされて
いる（ヤマゼンコミュニケイションズ）



新規事業立ち上げは容易ではな いとの理解が広まり、短期に結果が得られないことを容認する風土にな
っている（ヤマゼンコミュニケイションズ）



「全員経営」の精神は会社の文化であり、社員の体質にしみ込んでいる（ヤマト運輸）

■大阪ガス株式会社 BAC
現時点で、BAC には気象や数理解析のプロ、リスク分析のプロなどの人材がいるが、専門知識があればデ
ータ分析できる訳ではない。現場業務の理解がなければ、役に立つデータ分析はできない。
マニュア ルを読んだり、ヒア リングしたりするだけでは、なかなか現場の業務を理解することはで きない。
BAC のメンバーは、現場の人に同行するなどすることで、現場業務の理解につとめている。現場の業務を知り
尽くすということの重要性がメンバーに浸透している。
■積水化学工業株式会社
技術者の目で見ると、会社は自由闊達な環境であった。上下の厳しさはあまり感じられず、若手であっても
自由にやらせて くれた。自由な発言を前提とするコミュニケーション環境が確保され、新しいことを考えようとす
るモチベーションが高まった。社内ベンチャーを作ることにも見られるように、新しいことを大事にし、受け入れ
る遺伝子があった。
また、新しいイノベーションを起こせる人材は、ある種「異端児」である。社内ベンチャーには各分野の専門
家が集められたが、他の組織に比較すると、異端児的な人材を許容する組織環境であった。
■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
「栃ナビ！」開設を契機とする、これまで 14 年で培われた新規事業の創出のための努力は社内文化となっ
ている。その中で、経営者と社員の心理的距離は大変近く、新しいことを喜ぶあるいは創り出そうとする意識付
けと自由闊達な議論がなされている。「栃ナビ！」開設後 5 年間の苦闘を目の当たりにした社員の間には、新
規事業立ち上げは容易ではないとの理解が広まり、短期に結果が得られないことを容認する風土になってい
る。
「栃ナビ！」で、何か地域のためにしたいとか、もっと地域を盛り上げたいという強い気持ちを持っている社
員が半数以上を占めている。
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同業他社と比較してヤマゼンコミュニケイションズ株式会社が突出している項目は、仕事の面白さ、仕事に
対する思い、やりがいであり、他社より 20～30%も高いとの調査結果を得た。
■ヤマト運輸株式会社
経営の目的や目標を明確にしたうえで、仕事のやり方を細かく規定せずに社員に任せ、社員は自分の仕事
を、責任をもって遂行する「全員経営」の精神はヤマト運輸の文化である。社員の自律的な行動を促進し、現場
が自発的に働く組織文化を前提に人事や労務管理を進め、「全員経営」のカギとなる正しく円滑な社内コミュニ
ケーションを推進している。サービスは受けるお客様の立場に立ち、どうすべきかを判断するという企業文化が
社員の体質にしみ込んでいる。
この企業文化が、NEKO システムの企画に携わるメンバーの、自律的、かつ革新的なアイデア発想を行うベ
ースとなっている。

(2)

考察

事例企業においては、社員の自主性や自立性を尊重する文化を有しているところが多かった。どの業界に
おいても内外環境の変化スピードは速まっており、このような環境の中で社員に自主的な活動を促すことが、
多くの企業で求められていると考えられる。新しいことを好み、新しいものを創り出そうという、イノベーション促
進に必要なマインドの醸成につながっているようである。企業全体で定着している文化・風土に加えて、イノベ
ーションを担う組織内で固有の文化・風土を形成している事例企業もある。いづれにしても、企業／組織の文
化・風土は、長年の積み重ねで培われたものである。
また、事例企業によっては、既存事業と切り離した組織や社内ベンチャーを作ることで、既存組織のイノベ
ーション阻害要因を除外するだけでなく、チームや組織内メンバーの自主性を一層高め、メンバーが最大限の
仕事ができるよう環境を整備していた。
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4.2. IT 活用によるイノベーションを実践する場の提供
4.2.1 価値発見の場の整備
通常のビジネス活動では実現可能性や収益見込みなどが重視され、斬新なアイデアが生まれにくい傾向にある。このような要因
を取り除きイノベーション創出を目的としてアイデアを発掘し、新たな価値発見を行う場を整備することが重要である。
図表 4.6 「成熟度モデル」評価項目－価値発見の場

(1)

事例
事例サマリ



BAC のメンバーは現場と頻繁にコミュニケーションの機会を持ち、そこからデータ分析活用の種を見つけ
出す（大阪ガス BAC）



社外の有識者、先輩との交わりから得られる新規事業のアイデア創出（芝園開発）



現場観察、サービス利用者の行動観察に基づく事業化仮説の設定と、実験施設による仮説検証（芝園開
発）



社内ベンチャーという新しいものに鷹揚な組織環境や、社外人材との交流が革新的な発想の場となった
（積水化学工業）



事業部経営者との定期的な会議や勉強会、内覧会が、相談を受けるきっかけとなり、価値発見の場とな
っている。今後は事例紹介やコミュニティを作ろうと考えている（パナソニック）



プロジェクトは、社長直轄の部署として位置付けられ、予算稟議も、既存の部長、課長連を一切通さずに
即決された（ヤマゼンコミュニケイションズ）



NEKO システムの定期的な更改が新たなアイデアを生む組織的環境になっていて、革新的な発想を行う
サイ クルが出来上がっている（ヤマト運輸）

■大阪ガス株式会社 BAC
BAC がやっていること、やらなければならないことは、ビジネス課題にアンテナを張り、山ほどあるビジネス
課題の中からデータ分析を活用するチャンスを見つけることである。そのためには現場とのコミュニケーション
の頻度、量をとにかく増やすことが大切である。BAC は本社に移ったことで、各事業部のスタッフと話す機会を
増やすことができた。
BAC メンバーは、このようにビジネス課題の中から、データ分析の活用ならではのテーマをみつけ、提案に
つなげていく。現場に入って現場のスタッフと一緒に考え、ビジネスの課題にデータ分析を活用する方法を模索
することが BAC メンバーの特性である。
■芝園開発株式会社
代表は、青年会議所、ロータリークラブ等で知り合った人々の、異業種で の成功談、新規事業への取組み
を聞くことを通じて触発され、同社の将来を支える新規事業創出のアイ デアを得た。具体的には、無人駐車場
Times24 の創業者との交流であった。駐車場事業であれば、同社が先代から引き継いだ地場の土木建設業で
培った、地主さんとのネットワークが活かせるとの発見もあった。このような外部とのネットワークそのものが
「価値発見の場」になったと推察される。
同社の最寄り駅である綾瀬は、放置自転車が 1000 台もあり、駅周辺の環境は、緊急自動車の通行も危う
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い状況であった。このような社会的課題に日頃から着目することで、地域社会も「価値発見の場」として機能し
た。
駐車場事業に加えるべきもう一つの事業の柱を探していた代表は、そこに着目したが、見出した価値を見
極めるため、自転車を放置する人々の行動観察をし、その結果わかったことは、放置する人は、20 代から 40
代の女性が 70%位。そして、短時間の利用ニーズが高く、事業化の芽があるということだった。
事業の可能性を判断するための仮説を立て、実験施設を運営し、アンケートで収集したサービス利用者の
声（利用するかどうか、利用時間分布等）で検証し、事業としての可能性を判断した。
代表は、新しいアイデアについて、個人の資金を投資してでもやりとげるという気概で臨んだ。
■積水化学工業株式会社
それまでなんとか部品展開を行うシステムの外部仕様書を作ろうと取り組んできたがうまくいかなかった。こ
の解けなかった問題をどう解決するのかをずっと考えてきた。解決も表面的な解決ではない、本質的な解決を
導き出すことを考えてきた。これが社内ベンチャー設立に伴い海外で勉強する中で、オブジェクト指向という概
念と出会うことで、「ユニット住宅の部品をオブジェクトとして定義し、部品展開に関わるルールをシステムに組
み込む」という発想に行き着いた。
社内ベンチャーという新しいものに鷹揚な組織環境は、自律的、自発的にアイ デアを発想できる場となり、
そこに加わった人材も自分で発想するようになった。また、社外人材との交流や「他流試合」は革新的なアイデ
アを産み、膨らませ、育てていくのに適したきっかけ作りとなった。
■パナソニック株式会社アプライアンス社 業務プロセス革新センター
業務プロセス革新センターによる新商品企画や新サービス検討は、事業経営者との会議や会話がきっかけ
となる。事業の担当者やチームリーダークラスは、時間をかけて話をすると理解してくれ、成果が見え出すと反
応がよくなる。これには、事業部長や経営者クラスのバックアップが重要である。そこで、事業部長との定期的
な会議や内覧会で、他の事業での取り組みや成果を紹介する。
IT を活用したものづくりに関する勉強会も、今後始める予定である。幹部クラスから新たなイノベーション・ア
イデアの相談を持ちかけられる場となると期待している。そこでは、「IT を活用すれば何ができるか」、「世の中
で IT を使って何が起きているか」を経営者に分かりやすく説明するようにしている。業務プロセス革新センター
はこれまで商品企画には入り込んでいなかったが、最近は重要会議である「商品戦略会議」の資料の作成の
支援を求められるようになってきた。また、事業部長から相談を持ちかけて来られるようにもなってきた。
今後は、事業部からのアイ デアや相談との出会いを促進する場となるセッションやコミュニティを作ろうと考
えている。継続的に新しいテーマに取り組んでいくために、事業との間に距離ができないように人員配置できる
体制づくりを検討している。
■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
「栃ナビ！」プロジェクトは、社長直轄の部署として位置付けられ、予算稟議も、既存の部長、課長連を一切
通さずにも即決された。プロジェクトメンバーの選定にあたっては、新しい事が好きな人、センスの良いデザイナ
ーという観点を重視した。
「栃ナビ！」開設後、黒字化を達成するまでの間、既存事業に従事する社員からの抵抗は凄まじく、まさに
孤立状態だったが、経営者の判断で、プロジェクトに一部屋をまるまる使わせて、社内の逆風をさえぎる措置を
とった。
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「栃ナビ！」が軌道に乗った頃から、「栃ナビ！」メンバー以外の社員にもアイデア提案の機会あたえること
となるアイデアの発掘プログラム（社内コンペ）を継続実施している。
ある企画を立てるときに、社外の意見を取り入れるような場や取り組みとして、「栃ナビ！」のユーザーに呼
びかけたり、アンケートを採ったり、意見を求めたり、特定のテーマで会合を開いたりすることは良くある。この
取組みは、価値実現のプロセスでも活用されており、「栃ナビ！」の利用者の広がりがもたらした付加価値の一
つと言える。オープンイノベーションに通じる取組みでもある。
■ヤマト運輸株式会社
システムのハード・ソフトは 5 年ごとに更改されるため、NEKO システムも 5 年毎に 7 年先位までを見た次期
NEKO システム企画を行うタイミングがサイクルとして必ず起こる。NEKO システムの更改は、会社として予算化
し、新たな発想を行い、価値発見を行う決まった場となっている。
次期システムの企画においては、2-3 年というこれまでの延長ではなく、かなり先を見た考え方をしないとい
けない。技術的に萌芽期にあるものや、斬新な発想を追い求めてきた。これまで「歴史的に何かをやってきた」
という自負と、積み重ねてきた実績から来る自信が、先進的な テクノロジー活用を積極的に検討し、革新的な
アイデアを生んできた。また、他部署と将来的にどのようなことをやっていきたいかを一緒に考える場も持たれ
ている。NEKO システムの定期的な更改が新たなアイデアを生む組織的環境になっていて、革新的な発想を行
うサイクルが出来上がっている。

(2)

考察

価値発見の場として、新事業・新サービスの公募、表彰制度という仕組みを作る、あるいは育成研修の一環
としてアイデアの発掘を促進する方法もあるが、事例企業では、現場とのコミュニケーションを価値発見の場と
とらえるケースが多かった。
事例企業のイノベーションでは、組織/チームのメンバーが、IT 活用とビジネス課題をマッチングさせ、イノベ
ーション・アイデアを見出していく。つまり、イノベーションを担う組織/チームにとって、現場とのコミュニケーショ
ンが価値発見の場ととらえる企業が多い。例えば、社内の事業部門とビジネス課題を語る機会は典型的な価
値発見の場となる。
一方では、必ずしも社内とは限らず、社外のネットワークやコミュニティもまた有効な価値発見の場となる。社
外との交わりは革新的な IT 活用の発見にも有効となる。また、定期的なシステム更改サイクルの場が価値発
見の場とみなせる事例企業もあった。
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4.2.2 価値実現プロセスの整備
イノベーションに繋がる新しい価値が発見されても、それだけではアイデアコンテストの域をでない。実際にビジネスモデルを描き
事業に仕立てていくプロセスを経て顧客に価値が提供されることになる。このようなプロセスを整備することで、イノベーションを実
現する環境を構築することが重要である。
図表 4.7 「成熟度モデル」評価項目－価値実現プロセス

(1)

事例
事例サマリ



現場の状況に応じて、解決策を選び、使ってもらい、定着させる工夫・考慮をする。（大阪ガス BAC）



発見された新しいアイ デアの具体化は、ビジ ネスモデルと業務プロセスへの反映をデザイ ンする事業部
長と、情報、データの持ち方、あり方をデザインし IT としての具現化を提案する管理部長が推進（芝園開
発）



懐疑的な雰囲気の中で、難易度が高い変革の実現を、プロトタイプで試行錯誤し、検証しながら時間をか
けて進めていった（積水化学工業）



できるだけ事業部の人と物理的に一緒にいることが成果につながる（パナソニック）



印刷業で長年培ってきたあらゆる業種とのネットワークが「栃ナビ！」へのビジネスモ デル変革を支えた
（ヤマゼンコミュニケイションズ）



他県展開で得られる新たな知見、ノウハウ、課題解決策等は、展開用マニュアル及び「栃ナビ！」にもフィ
ードバックされるプロセスが明確に定義されている（ヤマゼンコミュニケイションズ）



アイデアの実現方法に関する意見を聴取するために、「栃ナビ！」のユーザーを対象にアンケートを採る
あるいは会合を開く（ヤマゼンコミュニケイションズ）



「現場にいかに使ってもらえるか」というキーワードがつねに念頭にある（ヤマト運輸）

■大阪ガス株式会社 BAC
分析から導かれた解決策を現場に使ってもらい、定着させるに当たって工夫・考慮を行っている。現場担当
者が分析結果について半信半疑である場合には、腹落ちしてもらえるように、結果の見せ方を工夫する。現場
担当者がデータ分析で得たソリューションを使うのを面倒くさいと思ったら定着しないので、ソリューションをシス
テム化する。その時に大切なことは、インターフェイスを工夫するなどして、現場にとって使い易い仕組みを作る
ことである。
一方、予測にしても推定にしても不確実性が介在するため、現場の方は、コンピューターから一つの解を押
し付けられて も納得できない場合もある。そういう場合は、複数の結果を提示して、現場の方に選択してもらう
ような仕組みにする。
■芝園開発株式会社
駐輪事業に関する代表あるいは常務のアイデアを具体化する際、事業部長は、ビジネスモデルへの展開、
仕組みの構築、業務プロセスへの反映を設計する役割を担っている。管理部部長は、情報、データのありかた
を設計し、IT としての具現化を検討・提案する役割を担っている。管理部長の IT 活用のアイデア、提案は、社長、
常務、事業部長、部長による会議体において検討され実施につき、合意形成される。
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新しい事業を興そうとする時、既存組織とは別の組織として、自由な発想と独立性を確保することが鍵との
ラーニングを得ている。既存組織、人員達がもつ成功体験が、新しい発想、考えに対する阻害要因になること
を防ぐ方策として有効だった。
■積水化学工業株式会社
ユニット住宅の部品展開と生産指示、施工指示を自動作成する取組みは、着想の正当性を検証するプロト
タイプ作成自体に数年掛かった難易度の高い挑戦であった。住宅の開発部門や生産部門の人達と試行錯誤し
ながら、どの単位で 部品バリエーションを定義すれば良いのか、その属性は何で、どのような関係で決められ
るのかを検討し、プロトタイプに組み込んだ。ある工場に頼み込んで一緒に出来上がったプロトタイ プを検証し
た。新しい取組みに対する懐疑的な雰囲気もある中での取り組みであった。
その後、同社が提供しているフリープランのユニット住宅全体の展開部位を拡大し、様々な機能追加に 7～
8 年を要した。展開する部位も、構造体や外壁といった重要でかつ比較的単純な部位から、徐々に複雑な部位
へと拡大させながら進めていった。
■パナソニック株式会社アプライアンス社 業務プロセス革新センター
現在、業務プロセス革新センターは新商品や新サービス創出に貢献し始めたが、それらの実現プロセスを
確立・整備するのはまだこれからである。現時点で成果を出していくためのポイントは、できるだけ DAT チーム
の SE が事業部の人とフェイス To フェイスで物理的に時間を共有することである。一緒にいることでタイミングを
逃さず密な検討ができ、一つのチームになっていくことができる。
■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
既存事業の印刷広告会社の事業では、お客様は他に例が無いほどありとあらゆる業種に広がっており、良
好なつながり、ネットワークが維持され、貴重な資産となっている。地域密着型クチコミ情報サイトの会員企業を
募集する際に、このネットワークを通じた働き掛けが有効で あった。これは、地域密着型クチコミ情報サイトの
他県展開においても、展開先が印刷広告会社であれば、同様な効果を期待でき、同様の勧誘プロセス、アプロ
ーチが有効との知見、ノウハウとなっている。
地域密着型クチコミ情報サイトの他県展開で得られる新たな知見、ノウハウ、課題解決策等は、展開用マニ
ュアルに反映されるとともに、「栃ナビ！」にもフィードバックされるプロセスが明確に定義され実行されている。
消費者への直接アクセスが可能になったことにより、ある企画を立てるときに、社外の意見を取り入れるよう
な場を持つことができるようになった。具体的には、あるアイデアの実現方法に関する意見を聴取するために、
「栃ナビ！」のユーザーを対象にアンケートを採ったり、会合を開いたりしている。
■ヤマト運輸株式会社
次期システムを担当するチームは「現場にいかに使ってもらえるか」というキーワードがつねに念頭にある。
このため、現場代表者は途中からでなく、当初からプロジェクトに参画してもらうことで斬新な発想を実現してい
る。例えば、第 7 次 NEKO システムにおける「軒先クラウドコンピューティング」のサービスは、「店頭で行える伝
票発行機能を軒先でも行いたい」という現場の希望を叶えたものである。また、新しいシステムの展開において
も、現場でのスムーズな切り替えのため、必ず特定地域から実施し、けっして一斉切り替えはしないことを方針
としている。
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(2)

考察

事例企業をみると、価値実現を行う際の手順やノウハウ、経験知、役割分担がある程度固まっており、組織
/チームで共有され、定着しだした状態である。
事例企業では、イノベーションは社内事業部門と一緒に行うことが多い。このため、価値実現プロセスにお
いては、現場との関わり、現場を意識した活動の経験知が重要視されている。また、価値発見を行う人がその
まま実現も担うことが多い。
今後イノベーションにかかわる IT 融合人材を増やしていくためには、価値実現のプロセスを明文化し、彼ら
自身がイノベーション創出実践や学習でそのまま利用できるようにしていく必要がある。
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4.2.3 多様性のある実施体制の整備
同じ価値観や経験をもつ人材からなる組織では、アイデアや解決方法なども均一になりがちである。多様な価値観や専門性、バ
ックグランドを持つ人材が集うことで、異なる価値観をぶつけたり、違う経験を理解しあったり様々な発想を共有するダイアログ
（熟議）を繰り返すことで、初めて新しい価値に近づくことができる。イノベーション創出の場でこのような多様性のある体制を整備
することが重要になる。
図表 4.8 「成熟度モデル」評価項目－多様性のある実施体制

(1)

事例
事例サマリ



専門性、得意領域の異なるメンバーによる、最小規模の IT 融合チーム（芝園開発）



多様な専門家を必要とする組織において、共有するものがあればシナジーを加速する（積水化学工業）



異業種からの人材は、入社後も安易にヤマゼンの社風等に馴染むべきでないとしている。異業種からの
人材のよさ、知識、発想は活かされている（ヤマゼンコミュニケイションズ）

■芝園開発株式会社
アイデア出しが得意な代表と常務、駐輪事業に関する二人のアイデアを具体化し、ビジネスモデルへの展
開、仕組みの構築、業務プロセスへの反映を設計する事業部長、代表のアイデアと具体化された業務プロセス
を支える情報、データのありかたを設計し、IT としての具現化を検討・提案する管理部部長の 4 人が、それぞれ
専門性を持った IT 融合人材として体制を組むことにより、三方よしのイノベーションを創出している。
体制の構築、人材の登用にあたっては、代表の「自分より能力のある人と一緒にやることが大切であり、楽
しい事」という思いが原点となっている。
■積水化学工業株式会社
社内ベンチャーには、住宅設計部門、生産管理部門からの出身者、そして IT 技術者と多様な人材が集めら
れ、推進の母体となった。出身部門やバックグラウンドが異なる専門家達が、それぞれの専門知識、ノウハウ
を元に発想を練り、固めていった。設計ルールや工場実務など様々な専門性を活かしつつ、発想から実用可
能な仕組みへと着実に具現化していくことができた。
このように多様な専門家達が、その能力、知識等を結集し、思考のベクトルを合わせる場において拠り所と
なった一つが、ビジョンの共有であった。ビジョンを示すことで必要な人が集まってきた。このチームで共有され
たもう一つの価値観が、IT 活用に関する強い興味であった。IT そして AI の専門家はもとより、生産現場の専門
家達も、当時急速に普及し始めたパソコンを使って業務に使える簡易型 CAD を開発しようとしたほどであった。
これらの共有が多様な専門家のシナジー効果を加速し、困難な課題の克服につながっていった。
■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
異業種からの色々な考えや経験を持つ有力人材の採用・登用により、新しい発想・アイデア を取り込もうと
している。「栃ナビ！」開設後に入社してきた人材は、カメラマン助手、パソコン教室の講師、web のデザイナー
等、元々のメンバーが持っていない知見、経験、スキルを持った人々だった。異業種からの人材は、入社後も
安易にヤマゼンの社風等に馴染むべきでないとしている。その人材のよさ、知識、発想は活かされている。
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(2)

考察

事例企業を見ると、イノベーション創出には多様な人材からなる実施体制が有効であることと、そして多様
性をもたらすには大きく２つの方法があることが分かる。社内の異なる部門から異なった専門性やバックグラウ
ンドをもった人を集める方法、そして社外から異なる業種や異なる価値観を持つ人を採用する方法である。
さらに、多様性のある実施体制を整備する上で２つの教訓を読み取れる。1 つ目の教訓は、人材を受け入
れる側は折角の多様性を打ち消さないようにすべきであり、また受け入れられる側は安易に社風に馴染んでし
まわないようにしないといけない。つまり、お互いの価値観を尊重しあわねばならない。2 つ目は、まずビジョン
の共有は不可欠であるが、さらになにか共有するものがあれば多様性のシナジーが加速することにある。
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4.2.4 オープンイノベーション環境の整備
変化の激しい近年のビジネス環境では、企業内の限られた情報や人的資源でイノベーションを創出するのは困難になってきてい
る。同業他社や異業種とコラボレーションし得意分野を持ち寄ることで単独企業では成しえなかったイノベーションを起こすことが
可能になる。このような外部に開かれた環境作りが重要である。
図表 4.9 「成熟度モデル」評価項目－オープンイノベーション環境

(1)

事例
事例サマリ



社外ベンダーと win‐win の関係を構築し、積極的に新しいテクノロジー活用の進歩に貢献してきた（ヤマト
運輸）



「栃ナビ！」の会員を対象とする各種アンケートで得られる会員の生の声を、「栃ナビ！」のサイトの改善、
イ ベント企画等に活用している（ヤマゼンコミュニケイションズ）



外部の信頼できる専門家を発見し、パートナーとして協業することが規模の小さい企業にとっての必須条
件（芝園開発）

■芝園開発株式会社
日本で初めて「個別ロック式無人時間貸駐輪システム」を、駐輪機メーカーとの共同プロジェクトで開発した。
代表は駐輪場利用者の行動観察、アンケート結果からの知見、利用者の声に基づくアイデアを開発者に提示
した。
同社が、SHIP システム開発、拡張において支援を得ている富士ソフト社との連携では、両社間に win-win の
関係が成り立っている。芝園開発社にとっては、IT の専門家一人を社員として雇用、保持するコストと同等ある
いはそれ以下で、複数の専門家を確保できている事、企業対企業での連携であるため、担当者の交代等にた
いするリスク回避対策になっている事が価値となっている。富士ソフト社にとっては、SHIP システムにて採用さ
れている FSBizTrust®は、芝園開発社の駐輪場管理業務を支援する上での適合性が高く、製品としての優位
性を示すことができる成功事例、ショーケースである事が価値となっている。
この二つの事象を踏まえ、代表は「社内で すべてを自前でやろうとはしない方が良い。言い換えれば、外部
のその道に長けていて、かつパートナーとして相応しい人を探すことが重要。色々な人々と知り合って、視野を
広げること。新しい事をやろうとした時に、その人のネットワークの中で信頼できる人と協業することが大切。」と
結論付けている。
■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
「栃ナビ！」では会員に対して、都度、様々なアンケートを取っている。ここで、得られたフィードバックはサイ
トやイベントの企画に活用される。「栃ナビ！」運営者によるアイデアだけに固執することなく、顧客である会員
の意見を柔軟に取り入れ、新たな価値創造に繋げていくサイクルが構築されている。会員の回答率とスピード
は、他のメディア（例えばアンケート用紙の配布、回収）に比べ、圧倒的に優っている。
■ヤマト運輸株式会社
IT の動向把握や新たな IT 採用のために社外コンサルタントを活用し、新しいテクノロジー活用のために IT
ベンダーとうまく協業していく、win‐win の関係が成り立ってきた。
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このような活動を通して、日本に今のハンドヘルド事業があり、このように進歩してきたのは運送業界、かつ
ヤマト運輸が寄与してきたと見ることもできる。接触型 IC カードがまだ 1 枚 3 千円近い時期に採用した。ハンド
ヘルドやプリンターとかいくつか分かれている周辺機器をつなぐ際に、出たころは誰も使わなかった Bluetooth
で繋いで、今でこそ復活してきた Bluetooth を引っ張ってきた。これらのテクノロジーを育て、活用を牽引し、業
界を進歩させる役割をも果たしてきたといえる。

(2)

考察

事例から、ユーザー企業のオープンイノベーションを行う相手先は３つのケースある。1 つ目は IT ベンダーと
のオープンイノベーションである。IT は様々な産業分野で活用されるようになっているので、業種を選ばずコラ
ボレーションの可能性がある。2 つ目は商品・サービスのお客様や利用者とのオープンイノベーションである。
自社商品の市場での評価や潜在的なニーズなどを獲得できる。そして 3 つ目は外部専門家である。適材適所
で外部専門家を使いこなすことがイノベーションに有効である。
このようにオープンイノベーションのパートナーは色々考えられ、単に「足りないところを補完する」に留まら
ず、様々なパートナーと相互作用を生まれることにより新たな価値創造につなげる可能性があることを考慮し
た方がよい。また、どのようなオープンイノベーションにおいても、パートナーにとっての利益は何かを考え、
WIN-WIN の関係を構築することが成功の秘訣である。
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4.2.5 トライアル＆エラー実施環境の整備
イノベーション創出においては試行錯誤によりアイデアを検証し完成度を高めるアプローチが取られるのが一般的である。プロト
タイピングなどにより価値を短期に「見える化」し、改善点を迅速に反映して実現性を検証するというプロセスを整備することが重
要になる。このような試行錯誤においては失敗を許容し、失敗から学ぶという環境が求められる。
図表 4.10 「成熟度モデル」評価項目－トライアル＆エラー

(1)

事例
事例サマリ

 業務を変えたイメージについて、現場と合意する（大阪ガス BAC）
 遠隔管理可能な鍵付き駐輪機器の高コスト問題を吸収する提案を継続し、JR 等の鉄道事業者による認知
度を向上。大型商業施設にも提案を拡大（芝園開発）
 経営者による人・物・金に関する権限委譲の結果、チームは 5 年間にわたり IT 融合実現にむけて試行錯誤
（トライアンドエラー）を続けることができ、「栃ナビ！」およびチームメンバーは、着実に成長を続けることが
できた（ヤマゼンコミュニケイションズ）
 新しいアイデアの実現に向けての活動は、事業計画とは独立した取組みとされており、短期間に業績を求
めることはしていない。最終的には利益につながるものであるべきだが、少し先を見た取り組みで良いとし
ている（ヤマゼンコミュニケイションズ）
 チャレンジしやすい組織環境である。但し、チャレンジをチャレンジで終わらせない（ヤマト運輸）
■大阪ガス株式会社 BAC
データ分析をする前に、「こういう結果が見込めますけど、結果が出たら本当に業務に使いますか？」という
問いかけを敢えてする。また、「こんな費用がかかりますよ」と提示し、依頼者がそのデータ分析の価値と合理
性、客観性をもって判断できるようにする。
■芝園開発株式会社
駐輪機器の価格は、鍵付きだと 20,000 円、駐輪の時間管理を 8 ビットのマイコンで制御するもので、120,000
円と 6 倍の価格差があり、開発直後においては設置コストを吸収することはほとんど不可能であった、更に遠
隔管理を可能にする機器となると、その分の価格アップも想定された。共同開発のパートナーであった駐輪ラッ
クメーカーでも、販売が伸びず試行錯誤を続けていた。一方、代表は、問題発生時に人が駆けつけてクレーム
対応できる範囲での駐輪場設置では、事業の拡大につながらないと考え、遠隔管理を可能にする駐輪場設備
の開発に参加した。個々のラックに搭載した 8 ビットのマイコンからのデータを自動精算機内のコンピューター
が収集し、インターネット経由で 駐輪場運営会社に連携する仕組みが、実用化したことを受けて、芝園開発社
は、土地提供者の大手である鉄道事業者への、提案、説得、対応を本格化して、徐々に施設を拡大した。
■ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
経営者による人・物・金に関する権限委譲の結果、チームは IT 融合実現にむけて試行錯誤を続けることが
でき、「栃ナビ！」およびチームメンバーは、着実に成長を続けた。
現在では、新しいアイデアの実現に向けての活動は、事業計画とは独立した取組みとされており、短期間に
業績を求めることはしていない。最終的には利益につながるものであるべきだが、少し先を見た取り組みで良
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いとしている。たとえ、新規事業立ち上げの試み、プロジェクトが上手く行かず、陽の目を見ずに終わったとして
も、推進したリーダーに責任を取らせるようなことはしない。
■ヤマト運輸株式会社
お客様へ新たなサービス提供するためのテクノロジーを採用し、業務プロセスを変える上で、チャレンジする
ことを大切にし、条件を満たせば、冒険しやすい組織環境である。但し、チャレンジをチャレンジで終わらせない
で、成功に導く気構えが求められる。

(2)

考察

事例企業においては、イノベーションのリスク・難しさを認識し、トライアル＆エラーを前提とした仕組みや環
境を整備している。一定の試行錯誤が許容されることがメンバーに理解されている。例え、イノベーションを創
出するという活動であっても、企業の収益やシェアの拡大に結び付けるという現実的な認識が底流にある。か
といって、失敗が許されない環境では担当者も委縮してしまい、革新性の高いイノベーション創出を動機付けす
ることも困難になるので、微妙なバランスを取るようにしている。
事例企業では、チャレンジをチャレンジで終わらせない組織環境や、事業計画と切り離して長期的に評価す
るなどの工夫が凝らされていた。イノベーション創出に取組むためには、将来への投資という認識のもとバラン
ス感覚が求められる。トライアル＆エラー環境の整備はこの点が特に顕著に表れる局面と考えられる。

50

4.3. イノベーションを担う人材のための「育成の場」提供
4.3.1 「IT 融合人材」育成フレームの整備
IT 融合人材を育成するためには「『IT 融合人材』の育成」におけるイノベーション創出プロセスと求められる能力を定義することが
重要になる。これにより、既存人材の保有能力とのギャップが明らかになり、組織が目指すイノベーションを実現する人材の育成
カリキュラムなどに具体化する準備が整う。組織としてこのような育成フレームを整備することが重要である。
図表 4.11 「成熟度モデル」評価項目－育成フレームの整備

(1)

事例
事例サマリ

 組織横断的な知見をもち、組織横断の「つなぎ役」を務められるよう、色々な部署の仕事をさせて いる（大
阪ガス BAC）
 イノベーションを担う人材も含めた人材類型の育成フレームが整備され、すでに定常的に運用できている
（パナソニック）

■大阪ガス株式会社 BAC
個人が特定の領域ばかりに明るくなるのではなく、可能な範囲で色々な部署の仕事をさせることを BAC マ
ネジメント方針としている。事業部の人々は組織横断的な視点はなかなか持てないが、BAC メンバーは新しい
着眼点とか、組織を超えて色々な組織の知見を持ち、これを磨くことができる。組織横断的なイノベーションは
手つかずのところが多く、ポテンシャルがある。BAC メンバーは、分析の仕事に加え、組織横断の「つなぎ役」を
務めるべきだと考えている。
■パナソニック株式会社アプライアンス社 業務プロセス革新センター
パナソニックでは 9 つの人材類型が規定され、人材類型の各レベルに対して「どの範囲で、どのようなことが
できる人か、そのために必要なスキルは何か」を定義されている。この人材類型には、IT 融合人材に相当する
Business Model Producer（以下 BMP と略）や Data Architect なども既に含まれている。この人材類型は 1995
年より開始された人材開発プログラムの中で 2011 年に見直しを行い、パナソニックの全 IT 部門で運用されて
いる。また、定期的に社内有識者や課長、若手を入れた見直しも行っており、大変よく整備され、かつ現場で人
材開発の軸として活用されている育成フレームである。
業務プロセス革新センターもこの育成フレームに従い、全員がそれを理解し、毎年各人がどの人材類型の
どのレベルを目指すか設定している。また、レベル認定も社内で公式に審査されている。

(2)

考察

IT 融合人材の育成フレームをすでに整備しつつある事例企業はあったものの、ほとんどの事例企業ではイ
ノベーションに焦点を当てた人材育成フレームでなく、技術者に求められる役割や能力の検討に留まってい
た。
世の中では、IT 融合人材も活躍しだしたものの、今後、企業や組織において人材の数は益々不足してくる。
企業や組織がイノベーション創出を拡大していくためには、更なる人材育成フレームの整備が望まれる。
IT 融合人材の育成には IT 技術などに加えてビジネスに関する知識やファシリテーション能力、価値発見に
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おける実践力など、従来の IT 人材に求められるものとは異なる領域や観点が必要になってくる。IPA が公開し
ている IT 融合人材の「スキル指標」などが参考になる。また、事例に見られるように、一旦、育成フレームが作
られても、事業の変化に応じて、適宜見直すという仕組みも合わせて整備しておく必要がある。
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4.3.2 「実践的学習の場」の整備
IT 融合人材に必要な能力は座学など知識として身に付けるものに加えて、実践によって体得する領域が多いと考えられる。この
ような実践力は「（５）価値発見の場の整備」「（６）価値実現プロセスの整備」など実際のビジネスにおける活動を通じて獲得でき
る。しかし、イノベーション創出にはリスクが伴うこともあり、実際のビジネス環境での取組みは
限定的になってしまうケースも多いのが実情である。このような状況を補完するため、実際のビジネス環境を模擬的に再現し、で
きるだけ現実的な課題に向き合い実践力を身に付ける「実践的学習の場」の整備が重要になる。組織としてこのような体験型学
習の機会を提供することが求められる。
図表 4.12 「成熟度モデル」評価項目－実践的学習の場

(1)

事例
事例サマリ



若い担当者でもプロジェクトを一人で担当し、責任を持つことで学習、経験をする（大阪ガス BAC）



育成フレームに準拠した研修プログラムが整備され、それを見直す仕組みが出来ている（パナソニック）



情報システム部員は現場を経験し、現場重視の心構えを育む教育が行われている（ヤマト運輸）

■大阪ガス株式会社 BAC
若い担当者でもプロジェクトは一人で担当し OJT で学ぶ。例え新人でも責任感を持たせるために主担当とし
て任命し、先輩を副担当として付ける。データ分析の結果について責任を取るところまで出来て初めて学習、経
験としての財産になる。分析し、会社の業務に活用され、その効果を見極めることで評価される。
データ分析をしたけれど役に立たずに終わってしまうという「虚しさ」を経験することもある。振り返ってみれ
ば、「ダメかも！？と分かっていたよな」と思うとダメージは大きいが、これにより、同じような失敗を避けることに
つながる。
■パナソニック株式会社アプライアンス社 業務プロセス革新センター
パナソニックでは人材類型毎に、推奨研修や一般研修が用意されている。研修プログラムは、上位向けに
なると分野別の専門に特化したものになる。例えば、BMP（Business Model Producer）人材類型の上位レベル
向け研修として、戦略マネジメントやマーケティングやコミュニケーションなどが提供され、イノベーションに必要
なファシリテーションヤコーチングなども提供されている。
専門の研修プログラムでは、一般研修機関のものや社内研修部門によりアレンジされたものが提供される。
人材類型毎の認定メンバーからなる委員会が組織されていて、毎年必要な研修を見直している。今後、業務プ
ロセス革新センターがより多くの IT 融合人材を育成するためには、体系立てた研修プログラムが必要であり、
全社的に整備されていくことになる。
■ヤマト運輸株式会社
会社では入社後 2 年間はジョブローテーションを行う。ジョブローテーションで会社の主たる部署を回って業
務全体を経験する。情報システム部門では、OJT を基本に IT 企画を進める上での決めごととか、ものの考え方
を教育される。上司は部下に「現場百篇」、「とにかく現場を見に行け」が口癖となっている。

(2)

考察
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事例企業では、実際のイノベーション創出を実践する場が多くあるため、「実践的学習の場」は活用されて
いない。事例企業において OJT が行われているが、経験者による十分なサポートなど OJT に伴うリスクの対応
が考慮されている。また、単にプロセスを理解させるだけの OJT ではなく、現場視点、現場感覚を磨くように仕
向けたり、イノベーションに特有のリスクマネジメント、トライアル＆エラーを身につけられたりするなど、色々工
夫をしている。
今後 IT 融合人材は益々必要とされるが、実践の場における OJT 環境を用意するには多くの投資等、企業
負荷も伴う。そのため効果的に IT 融合人材を育成するには Off‐JT 環境である「実践的学習の場」の整備が求
められる。
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5 おわりに
今回の事例調査では、ご協力いただいた企業に対し、成熟度モデルの評価項目をもとにヒアリングを行い、
その結果を整理分析し考察を行った。
ヒアリングでは各社各様のことをお聞きしたが、ヒアリングを通して共通に感じることが３つあった。1 つ目は、
どの企業においても強い「活気」を感じた。例えば、ある企業では伺うと同時に一斉に大きな声の挨拶で迎えら
れた。イノベーションをうまく進めている組織には活気があった。自主性を尊重し、新しいことを好み、つねにチ
ャレンジすることを奨励する環境が、組織を元気にしていると考えられる。経営者のリーダーシップもこのような
活気のある組織文化・風土作りに大きく貢献していると感じられた。
２つ目は イノベーション実践の場ではあらゆる面で「徹底」していることである。例えば、ある企業では、サー
ビスの企画担当者はサービス利用者の大半を占める女性に合わせて、ほぼ 100％女性からなる体制とした。
また、新規事業が既存事業の成功体験など固定観念に囚われないように執務を別フロアーにした企業もあっ
た。別の企業では、技術者に責任感を持たせるために、例え入社間もない社員であっても主担当を担わせてい
た。
３つ目は、イノベーション創出に対する強い「思い」を感じた。ある企業では地域活性化に貢献したいという一
貫した意思をもって新規事業立ち上げに取り組んでいた。また別の企業では、事業部門の思いが曖昧なイノベ
ーションには、決して取り組むことはなかった。イノベーション創出には、高い専門性だけではなく、強い「思い」
が不可欠であることを再確認した。
一方、IT 融合のイノベーション或いは IT 融合人材育成という定義や概念は各企業／組織において異なり、
定まったものがない。このような中で、成熟度モデルの評価項目は効果的かつ構造的に調査を進める上でも、
また的確かつ網羅的に分析する上でも有効であった。
今回の調査を受けて、成熟度モデルの評価項目に合った調査事例を分析整理したメソッドを、今後 IT 融合
人材を育成し、イノベーション創出を検討する企業へのヒントとして提供していきたい。
各社、各組織固有の事業環境の中で、イノベーションという大変難しい領域における IT 融合に果敢に取り組
み、かつ顕著な実績を挙げてこられたことに敬服するとともに、その事例は多くの企業に大変参考となるものと
確信する。
最後に、お忙しい中、今回の事例調査にご協力いただいた企業／組織の方に改めてお礼を申し上げる。
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