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navigating complexity

「創造生産性」の高い豊かな社会
　－ ありものを使い倒して、お客様起点の価値を創出
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T H E B I G

3
2 Think:Act

「創造生産性」の高い豊かな社会

1. 世界観を構想する
 > お客様起点でみんなも豊かな社会     

2. 「ありもの」を組み合わせる
 > スピーディかつ多様な価値の創出

3. 異質と触れ合う
 > 多様性と付き合える自分づくり    
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スの総和で、価値を生み出すのに掛けた人、機械、AIの時間やコ

ストの合計である。

創造生産性を高めようとする際、最も重要なことは、まずは分子に

のみ着目して、分母を忘れることである。定義で示したが、生み出

すものは刺激や発見をもたらす新しい価値でなくてはならない。お

客様がより高く買いたくなる理由が必要だ。お客様の価値起点、ア

プリケーション起点を突き詰めることが近道だ。こうした新しい価値

をたくさん狙いに行けば、分母の効率化とは違った可能性が生まれ

る。新たな価値で収入をあげる。同一の固定費で、例えば売上を

2倍にするイメージである。これまでの売り物に囚われず、自部署の

技術や歴史に囚われず、お付き合いしているお客様の笑顔をあら

ゆる手段で生み出すという妄想をしてみることから始めればよい。

こうした話をすると、話は分かるがそんな時間はないという「鶏と卵

1 .    活気溢れる社会

インターネットが世界の進化を加速し、アップルやフェースブッ

クが日頃の人と人とのコミュニケーション量を飛躍的に増大させた。

いずれも、人々が利用してみて、その良さを実感する中で、いつの

間にか当たり前のものとして人々の生活に入り込んでいる。 irobot
のロボット掃除機ルンバは、掃除の常識を変えた。主人が留守の

間に活躍する。威力を発揮するのは、整理整頓され床を自在に走

り回れる家に限定されるが、ユーモアのある動きから愛される存在

になっている。「新しい！」、人々が「いいね！」と感じたもの、イノベー

ションがあると、生活が楽しくなるのだ。

シェアリングエコノミーのウーバーや Airbnbもイノベーションの

代表例である。両社とも、安価な移動や宿泊というユーザーメリッ

トを創出し、瞬く間に世界中に普及してきた。一方で、既存の業界

に大きなダメージももたらしたことから、破壊的なイノベーションとも

言われている。少し注意も必要だ。新しいものがたくさん生まれて

いる。小さな刺激や大きな刺激があるのはとてもいい。でも、ダメー

ジを受ける人が多すぎるのは良くない。大事なことは、いいバラン

スで安定と新陳代謝があり、その中で常に面白さや刺激、そして発

見がある。こんな世界が求められているのではないだろうか。

イノベーションを生み出す供給者側としては、社会を、多面性を

持ったお客様と捉えて、社会に様々な刺激や発見を数多く生み出

すことが重要だ。できれば、それぞれのイノベーションで主役が入

れ替わるのが望ましい。 活気のある社会をみんなが支えている。

みんなが挑戦している社会こそが生み出したい世界だ。団塊の世

代が生み出した当時の高揚感を平成の次の時代に実現する。今

から準備をして早急に達成していきたい。

2 .    創造生産性とは

キーワードは「創造生産性」だ。 A   高い創造生産性は、新し

い価値を少ないリソースで量産できていること。つまり、最近の働き

方改革、人口減少社会の中でもイノベーションをたくさん生み出し

ている状況だ。分子は、新しい価値の総和で、それぞれの新しい

価値にお客様が支払った対価の合計である。分母は、掛けたリソー

「創造生産性」の高い豊かな社会
　－ ありものを使い倒して、お客様起点の価値を創出
日本の生産性が欧米と比べて低い。最近こうした話がよく聞こえてくる。

納得がいかない。

日本には世界が羨む技術や突破力がある。確かに、時間を費やして得た能力かもしれない。だから生産性が低いのかもし

れない。でも、だったらなおさら使い倒したい。使い倒して、世界が欲する新たな価値を生み出していきたい。

こんな想いから「創造生産性」という言葉が頭に浮かんだ。如何に残業をなくすか、如何に効率的に物事を進めるか。これら

とは全くことなる発想だ。

生み出す価値を、お客様にとって新しく、そして大きくすれば、時間についてどうこう言わない。このくらいの意識で良いと思う。

日本中で、新たな価値が量産されている。それが輸出されている。 こんな世界観を実現したい。日本ならできると思う。今日

この日から第一歩を踏み出していきたい。

A

創造生産性

創り出した価値

創造に掛けたリソースの総和

＝ 人　・機械　    ・ AI　
　  

 

の時間／コストの総和

まず、分子に着目し、お客様
を笑顔にする新しい価値を
妄想してみること！

掛けた時間

創造生産性

分子

分母

新しい　   価値　  の総和

＝ お客様が支払った
　  対価の総和
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論」が出てくる。 そうであれば、まずはついで売り、データ売り、場

所貸しなど、隙間時間やアセットの収益化から入ってもよい。同一

売上で固定費 1 ／ 2 を目指して、組織を単階層化し、直接の付加

価値にならない活動を撲滅していく。併せて、作業の標準時間を

短くしつつ、設備ならぬ人の「寄せ止め」をして人員を捻出しても良

い。その際、難易度の高い新たな価値の創出に活用すべき人材

は一番優秀な人である。残った人材には抜けてできた大きな穴を

しっかり埋めてもらう。そうすれば、分子の新しいものが生まれる期

待が膨らむ上に、組織に属する全員が成長できる。さらには、そこ

から新たな一番優秀な人材が生まれるのだ。

この創造生産性の向上には、もちろん固定費あたりの対価を高め

るという効果も包含されている。つまり製品やサービスの売価を上

げながら、給料を上げるという取り組みだ。デフレではなく、今まで

提供していなかったことを提供する。だから売価を上げる。それを

給料アップにつなげて、お客様の立場でもある社員が日々の生活

の中で支払える対価を上げるのだ。新たな価値を生むリードタイム

を短くし、その確度を上げることができれば、様々な製品やサービス

で売価アップが実現され、給料アップへとつなげる。そして更なる

売価アップへと循環を回していけばよい。創造生産性とは、再投資、

拡大再生産が回っている世界を表した言葉なのである。

3 .    分子を極めるコツ

新たな価値を生むリードタイムと確度を極めるために大事なことは

2つある。それは、「お客様起点であること」と「ありものを使い倒すこと」。

「お客様起点」という言葉は、ある意味使い古された言葉だが、

工夫によっては何倍にも輝きを増す。 ものづくりに携わる人がお客

様との距離を縮めて生活の中のシーンとして新たな価値を想起す

る。これまでの 3倍長く、3倍深くお客様と付き合うために必要な製

品やサービスを妄想する。喜びを増やす、密度を上げる、頻度を

上げる、より高次の欲求へとチャレンジする。そして売価を上げる

のだ。いずれも、一連の製品やサービスでお客様を虜にし、お客

様のマインドシェアをこれまでにない次元で高めて行こうとする取り

組みだ。単一の革新的な製品やサービスももちろん素晴らしいが、

刺激や発見の量産をしていくためには、積み重ねや組み合わせの

アプローチが極めて有効なのは言うまでもない。

一方の「ありもの」だが、新しいものを作るのに、「ありもの」では心

許ないと思うだろう。でも侮ってはいけない。あの初代 iPhoneだっ

て液晶画面にタッチセンサーといった「ありもの」の組み合わせで作

られたと言っても良い。「ありもの」を組み合わせて、新たな価値に仕

立てた方が、品質、コスト、スピードの面で圧倒的に優れている。「あり

もの」は、これまで何度も使われてきたため、1つ 1つの品質やコスト

には競争力が既にある。よって、インテグレーションさえしっかりすれ

ば、スピーディに万全のものに仕立てられるのだ。組み合わせで多

様性が出せるので 1人 1人のお客様にぴったりのものを作るにも有

効だ。パナソニックで進められている「ヨコパナ」はまさにこの取り組

みだ。 B
逆に、「ありもの」を使わず、ゼロベースで作り始めたら、いつになっ

B

たら完成するのか分かったものではない。 もちろん、「ありもの」の

組み合わせだけで、なんでもできると言っているわけではない。新

たな価値を生むためには、新たな技術や能力も大歓迎だ。 新た

な技術や能力を、特に、お客様起点で描いた一連の価値に貢献

できるものを、引き続き生み続けて欲しい。そしてそれらを「新たな

ありもの」としてどんどん流通させて欲しい。

4 .    新たな価値の企画と実装を高速で回す

最初のステップは、一連の製品やサービスで一貫したお客様起

点の価値を生んでいる世界観を描くことだ。どんなお客様にどう喜

んでもらうかを想像する。最初は価値は少し小さくても良いから、そ

の価値を大きく評価してくれて、需要がありすぐに始められるところ

から始める。規制やルールをお客様起点で見直し能動的にそうし

た環境を作り出す努力も必要だ。そうすると、売価が取れた上でコ

ストが最小で済み、経済合理性が担保できる。 1 つ成功したら、類

似のお客様やエリアに広げていく。その際、ゼロベースで始めるの

ではなく、もちろん成功した「ありもの」のコピー＆ペーストでスケー

ルを生み、加速していくのが良い。たくさんの小さな成功を通じて

受容性を高めていくステージだ。そして、徐々にお客様の幅を広

げつつ、新たな価値を加えて市場を広げていけば、無理なく事業

を拡大できる。無人自動運転を今ある車でも、安全に行える道路

から始め、技術進化とともに走れる道路を次第に増やしていくアプ

 > 総合電機メーカー

として、各事業部

や製品を活用し、

横串の事業創出

今までのタテパナ

ヨコパナ

パナソニックの「ヨコパナ」

パナソニックのビジネスイノベーション本部
部長・馬場渉氏は

とおっしゃている。

 > 各事業部の製品・技術を繋ぎ合わせる

だけで、完成度の高い試作品が出来る

 > 既に最適化された技術・製品が社内に

ある。実績もあり、品質が担保されている

 > もし社内資産を用いて（素早く）実現

出来るのなら、それに越したことはない
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C

りたい世界観へと仕立てあげる作業である。

ここでは、自分達が大事にする価値観の拠り所を、言語化、映像

化して、みんなとの対話の中で活用していくと良い。特に、具体的な

表現と抽象的な表現を何段階かにして織り交ぜた抽象度のグラデー

ションがあると、対話が活性化して創意工夫が進む。また、この価値

ツリーには、世界一、世界初といった大きな目標を包含しておくと、現

場のやる気が高まる。現場がお客様、社会そして世界に役に立てる

という感覚を持つと、時に大きな力を発揮してくれるのだ。

ローチなどは、まさにこれにあたる。社会的な受容性を高めながら

普及が加速していくのはまちがいない。 C

一方、こうした世界観を提供する者としては、常にやるべきことが

ある。自分への問いかけである。それを本当にやりたいか。周りに

仲間がいるか、さらには反対する人はいるか。それを反対する人が

一転してやりたいと思うには何が必要か、反対者が残った場合でも

クリティカルとならないか、といったことに思いを巡らせ、みんなのや

 > 使い手の立場で分かり易く表現、AIも使いながら必要な能力を必要なタイミングに活用していく

新たな世界観の事業化

「ありもの」の見える化とマッチング

出所：  ローランド・ベルガー

D

 > ニーズの強い特定の

お客様密度が高いエリアを描出

 > 類似事業環境

 > 類似事業環境

コピペ

コピペ

コピペ

市場の拡大

コピペ

＝一連の製品・サービス

経済合理性を実現

コピペ

「新たな世界観」

「少し拡大された事業」

ニーズの強い特定の

社内の「ありもの」の能力在庫を整理・
リスト化して、すぐに使いたくなる武器に
すること

続けて
買ってもらう
能力

製品を手に
取ってもらう
能力

価値に
仕立てる
能力

口コミを
広げる
能力人目を引く

能力イベント
企画能力

じっくり営業元祖！
営業一課 Bさん

展示能力

DM作成
能力

CRM能力

試作品
作成能力

コピー
ライティング
能力

SEO能力

CRM能力

勧誘能力

動画製作
能力

SNSマーケ
能力

CS能力

売価

コスト

つまり、

新な価値の実現

顧客の声に
耳を傾ける
能力

使い続けて
もらう能力

価値を
伝える能力

企画はまかせて！
マーケの Aさん

 > 技術の進化

 > 追加製品・サービス

プロト一筋！
技術企画室 Cさん
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6 .    日頃からの癖付け

たくさんのお客様に貢献する。自らもお客様になる。 これをみん

なが目指していくことは、豊かな社会を作っていくことに他ならない。

自らの関わる社会を世界一住み易く豊かな社会にする。その一端

を担う。それを広げていく。 これをみんなで実践していきたい。私

と世界一なんて関係ない、私にはそんな能力はない、と言いたい気

持ちもわかる。でも、そこは楽天的になって、私の能力が足りない

のではなく、みんなの能力をみんなで使えるようにしていないからと

考えて欲しい。ありものを使い倒していないからと。

協働・協力して新しい価値を生み出した方が、価値自体が高く

なることは、実体験すると分かる。 まずは今まで触れたことのない

人との対話から始めて欲しい。多くの場合、創造生産性が低い原

因は、新たな刺激もなく、ひたすら同じ日常を過ごしていること。 こ

れではいくら想像力に長けている人ですら、視野が広がらない。

弊社では異質と触れ合うための「刺激の半日」という制度を設けた

が E、こうした取り組みが日本社会に広がることを期待している。

それから、今では事業立案の常識になっているベンチマーキング

にも落とし穴がある。好事例はともすると、その事業のストーリーや成

功要因だけを記憶してしまいがちだ。これからは是非、事例をバラ

して「ありもの」のコレクションを増やすために使って欲しいと思う。こ

うすると、自らの武器が増える感覚を味わうことができるに違いない。

今こそ、みんなで創造生産性に真剣に向き合って欲しい。楽観

的に失敗も楽しみながら、みんなの住みたい社会づくりを進めて

いってはどうだろうか。

さらに、「ありもの」を使い倒して価値を実現するにあたっては、「あ

りもの」が使う側の立場で分かり易く「見える化」されていることが重

要である。 使いたくなる武器が目の前にある状態だ。 武器を使い

やすい最小単位で揃え、人や AIの力を使って、マッチングしていく。

この「見える化」や「マッチング」はまだまだ正解の姿が十分見いだ

せていないが、試行錯誤をして必ず実現したいと考えている。 D

こうなると、企画におけるプロトタイプでも、実際の価値の量産に

おいても、様々な技術や能力 （武器）が組み合わさり、多様な新し

い価値が、短いタクトタイムでスピーディに、混流生産で生み出さ

れているシーンが目に浮かぶ。 既存技術と新しい要素技術の組

み合わせで作ったプロトタイプで課題を 1 つ 1 つ潰しながら、製品

化、サービス化に向けたインテグレーションをしっかりとやる。新た

な価値量産の道が開けていくはずだ。

5 .    分母の意味合い

ここで少し分母の話に戻ろう。分母の第一義の目的は決して効

率化であってはならない。新たに生み出したい価値という目的がな

い中で、分母をいくら効率化しても、分母のリソースに支払う対価

が減るばかりである。より小さなパイを取り合う不毛な戦いを生むば

かりだ。 もちろん、新たな価値を生むには、いくら「ありもの」を使い

倒したとしても、時間が掛かるので、常に価値創出に向く人材から

新たな取り組みに着手できるように、分母を事前に省人化しておく、

つまり人を育てながら一人当たりの労働生産性を高めておく、という

のが正解だ。でもできる限り、分子の目的を定めながら分母の合理

化を図りたいものだ。

もう１つ考えたいのがデジタル技術の賢い活用だ。お客様ともの

づくりに携わる人をダイレクトにつなぐための仕掛けが必要だ。これ

までの何層にもわたるレポーティングラインをショートカットし、意思

決定や流通の階層を 1段階、多くても２段階にしなければならない。

個人別の端末が必須だ。そして、現場のブレない判断には先ほど

の価値ツリーが役立つ。 もちろん、情報の収集・分析といった作

業も極小にしていく。 AIは、与えたデータを抜け漏れなく活用して、

かつ忘れない。疲れも知らない。人間がどの範囲のデータを見る

べきかを与えれば、どんな大量のデータでも俯瞰・フィルタリングし

てくれる。一定の経験則に基づいて、様々なデータから状況を把

握したり、様々な打ち手から適したものを抽出したりすることができ

るのだ。

一方、VR・ARは、色々なシミュレーションを安価に実現してくれる。

特に新しい価値を議論する際には、現実世界に近い形で空間を

創出してくれるので、話が早い。最近では仮想空間に遠隔地から

みんなが集まり、喧々諤々の議論をまるでリアル空間にいるかの如

く行うことも可能となってきている。また、特に AR （拡張現実）では、

現実の世界にシミュレーションを重ねて表示して、プロセスのメカニ

ズムや勘所を捉えられるため、手戻りや失敗を無くすことができる。

作業の習熟を加速させるにも役立つのは言うまでもない。分子の

目的に照準を合わせた使い方を極めていきたいものだ。

E
ローランド・ベルガーの「刺激の半日」

 > クライアントへの長期間の常駐、机上での分析作業に

没頭すると、内向きになりがち

 > コンサルタント自身が同質化・タコツボ化しないよう、

「刺激の半日」制度を開始

 > 月に 4時間の取得を目指す

日常から離れ、異質な価値観と触れ、視野を広げる機会のこと

他社員のモデルケース / 刺激となる過ごし方をしたコンサル

タントを、「刺激の半日賞」として表彰

 > 悔しい思いや恥ずかしい思いも

しながら、自分の中に多様性を

作っておくこと

 > 多様性を理解出来ると、化学反応

が起き、皆の得意技を組み合わせ

て、イノベーションを量産出来る

「畑違い」から始まるワクワク体験。
それがイノベーションのきっかけ
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「創造生産性」の高い豊かな社会

提携企業について

ミッシングサービスの探索

設備シェアリングと試作品製作

世界を網羅したイノベーション DB

AIの民主化・即時実現

ビジネスチャットによる「究極の意識共有」

VR、ARソムリエ

ローランド ・ ベルガー東京オフィスは、

外部企業との協業を推進しています。

企業や産業の垣根を越えて、知識や能力

を流通させる。 新しい価値を共に考え、

創り出していく。 こうした取り組みにより、

イノベーションの創出を加速させていきます。

不確実性の時代と言われる今、自らの生

み出したい世界を構想し、それを形にして

いくアプローチが必要だ。 幸い、日本の企

業や研究組織が現場で培ってきた個々の

能力・技能には大きな広がりと深みがある。

それらを生かした日本型のイノベーション＝

「和ノベーション」を実現していくには何が

必要か。 圧倒的な熱量を持って未来に挑

む担い手たちを紹介していく対談シリーズ

トヨタ生産方式によるリソース捻出

FURTHER READING

プロトタイピング量産

要素技術復権の狼煙

モノづくり企業の羅針盤

ローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案とその実

行支援に特化した経営コンサルティング・ファームです。1967年の創立以来、成長を続け、現在

2,400名を超えるスタッフと共に、世界34カ国50事務所を構えるまでに至りました。日本におきまし

ては、1991年にオフィスを開設し、日本企業及び外資系企業の経営上の課題解決に数多くの実績

を積み重ねております。製造、流通・サービス、通信業界等数多くのプロジェクトはもとより、

5～10年後を予測する各種トレンドスタディの実施や学術機関との共同研究などを行うことにより

常に最先端のノウハウを蓄積しております。

Links & Likes
ORDER AND DOWNLOAD
www.rolandberger.com

STAY TUNED
www.twitter.com/RolandBerger

LIKE AND SHARE
www.facebook.com/RolandBergerGmbH

INSIGHTS

http://rolandberger.tokyo

ローランド・ベルガー東京
オフィスオウンドメディアを
ご訪問ください

AI現場力

「和ノベーション」で圧倒的に強くなる

ローランド・ベルガー既刊本のご紹介

日本経済新聞出版社

http://bizgate.nikkei.co.jp/series/012734/
index.html

日経Bizgate
「長島聡の和ノベーションで行こう！」

和ノベーション

和 話 輪
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代表取締役社長　

シニアパートナー

長島　聡　Nagashima Satoshi
satoshi_nagashima@rolandberger.com

早稲田大学理工学研究科博士課程修了後、早稲田大学理工 
学部助手、ローランド・ベルガーに参画。

自動車、石油、化学、エネルギー、消費財などの製造業を中心とし

て、グランドストラテジー、事業ロードマップ、チェンジマネジメント、

現場のデジタル武装など数多くの プロジェクトを手がける。 
特に、近年はお客様起点の価値創出に注目して、日本企業の 
競争力・存在感を高めるための活動に従事。

日本法人の代表取締役社長を務めながら、以下の企業のアドバ

イザーも務める。

アスタミューゼ株式会社、株式会社エクサウィザーズ、株式会社

エクシヴィ、株式会社カイゼン・マイスター、株式会社カブク、 
株式会社ドリーム･アーツ、ベッコフオートメーション株式会社、 

リンカーズ株式会社、GK Kyoto、YUKI Holdings。 
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