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「和ノベーションの仲間企業」
〜志をともに、集った仲間たち〜
日本企業を元気にしたい。 日本を元気にしたい。 人中心の社会を作りたい。 豊かな社会を作りたい。 3年前、こんな気持ち
で 「色々な方々と会ってみる」 という活動を始めました。 得意な問題解決とはかけ離れた活動であり、最初は 「恐る恐る」 進めて
いました。 課題がないと話題がない。 温まらない場もいくつも体感しました。
それでも続けていると、少しずつ同じような感覚の人がい

日本の企業 ・ 産業が創造生産性を上げ、
圧倒的に強くなることを目指す「和ノベーション」 1 )

ると感じるようになりました。 さらに続けると、はっと驚く未知の
刺激を持った方々との出会いにも恵まれました。 そして、幸
いなことに、ある時から芋づる式に出会えるようになっていっ

日本の企業や個人が持っている
潜在力 ( ありもの ) を見える化し、
組み合わせ、未来を描く

たのです。 なんと、既に志をともにした 「見えない仲間の輪」
はあったのだと思います。
その後、仲間の輪の見える化が少しだけ進みました。 少
しだけですが、異なる仲間の輪をつなぐこともできたと感じて

部門、企業、業界を超えて、描いた
未来や新たな価値、その実現方法
についての知の対話を促進

います。 1年半前に始めた「和ノベーションの仲間企業」 は、
この活動が自然に形になったものです。 今は 10社ですが、
これからも志を大事に、輪を広げていきたいと考えています。
「少しやんちゃな細胞」 のまま増殖できたら最高です。

未来志向で、想い ・ 志を共にした
仲間が集い、異なる様々な能力の
輪をつなぎ能力を拡張

本号はこの仲間企業による第 1回目の特別号です。 各社
の持つ魅力と共に、異なる能力 ・ 知恵の組み合わせによる
創造生産性の向上を存分に感じて頂きたいと思っています。

株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長 長島 聡

1 ) 「和ノベーション」 は、ローランド ・ ベルガーが提唱する日本型イノベーション。 日本の「和」、対話の「話」、仲間の「輪」 の意味を含む。 企業や個人が持つさまざま
なノウハウ、技術、知恵などの「暗黙知」 をモジュール＝「ありもの」 として見える化する。 対話を通じて、「ありもの」 を部門、企業、業界を超えた仲間の輪へと
広げる。 このような 「ありもの」 の徹底的な活用により、異次元のスピードで新しい価値創出を推進するという考え方
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はじめに
我々の思うオープンイノベーションとは、志を共にする仲間がオープンに対話をしながらイノベーションを生むことです。 単に、「自分
が持っていない技術や能力を、外部の力を使って補完する」 という感覚とは少し違います。 仲間と一緒に、異なる経験からくる異なる能
力や知恵を組み合わせて、未来を切り開く。 仲間の持つユニークかつ一流の武器がたくさん目の前にあると、自らの戦闘力が上がり、大
きな価値を生めると感じる。 こんな感覚です。
創造生産性も高まります。 創造生産性とは、生み出した新たな価値／掛けた時間ですが、分子の 「新たな価値」 の大きさは、仲間企
業が持つ多様な価値観が交わることで大きくなります。 仲間が持つ素晴らしい能力や知恵＝「ありもの」 をお互いに使い倒せば、スピー
ドが格段にあがり、分母も小さくなります。 創造生産性は一層高まるのです。 すでに、30 を超えるプロジェクトで新しい価値が生まれて
います。 全部ではないですが、今までにはないスピードが実現できているものもあります。 もちろん、常識の違いなどで「産みの苦しみ」
もありました。 でも「このやり方はいける。 楽しい」 という手触りも生まれました。
今回紹介するのは、こうした新たな価値を生み出した、もしくは今まさに生み出そうとしている仲間企業を先導している方々です。 今回
は 5社です。 それぞれの持つ想いを、自社の持つユニークな能力と共に語ってもらいました。 恐らく、伝わり切らないことも多くあると思
います。 でも、面白い人がいる、話してみたい、そんな気持ちを持ってもらえたら嬉しいと思っています。

の仲間企業
Profile No. 1 ：

株式会社 GK 京都

自らの志と和ノベーションで実現したい世界
過ごし易い季節となり、京都の街は国内外からの観光客
であふれています。 ネットがグローバルなインフラとなり、
様々な国の人々がタイムリーに情報を得ることが出来るよう
になった現在、暮らしにゆとりがある人々は、「リアルな京都」
を体験しようと訪れます。
画面で見る楽しみでは飽き足らず、手で触れ、音を聞き、
雰囲気に包まれ、香りや味を楽しむということが旅行の醍醐
味であることは、時間と空間を超えた普遍的な価値です。
京都には、グローバルに共有できる 「五感価値の魅力」
があるといえます。

以前、長島社長とのインタビューで、デザインの役割を「五
感と感情を司る仕事」 と考えるとお話ししました。 急速なテ
クノロジーの進化により、人々の暮らしが大きく変化する現在
において、その役割はより重要となっています。 デザイン思
考等、経済活動の中で注目される機会が増えていますが、
本来のデザインの価値は、モノゴトを俯瞰してとらえ、「美し
さ」 という非生産的であるが根源的でグローバルに共有でき
る価値のフィルターを通し、社会に 「幸福の兆し」 を表すこと
にあります。
和ノベーションにおける我々デザインの役割は、経済性
や効率性に偏らず、急激なテクノロジーの進化においても、
正しく進むべき方向を提示することと、「センス」 「面白さ」 「遊
び」 など、人の本質的で文化的な視点を付加することにあり
ます。 この付加価値こそ、他では真似のできない「和、輪、話」
な切り口です。
多くの国際的なイベントが予定され、日本が注目されてい
る今、表象的にとどまらない日本の 「五感価値」 による和ノ
ベーション活動は、世界中の人々を惹きつける魅力を持っ
たものとなるに違いありません。
執筆 ： 株式会社 GK 京都
代表取締役社長 榎本 信之

画像 ： 平日の京都花見小路（GK 京都提供）

> GK グループの 1社。 1972年設立のデザイン会社として京都
を中心に活動中。 弊社東京オフィスのデジタルルームのドア
サインもデザインしてくれた。 最近はデザインマネジメントを
さらに進化させた「クリエイティブハブ」 事業を鋭意展開中
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の仲間企業
Profile No. 2 ：

由紀ホールディングス株式会社

の仲間企業
Profile No. 3 ： 株式会社 エクサウィザーズ

AI 技術開発の現場とモノづくりの現場の協働

製造業に変革を起こす仕組みづくり
由 紀 精 密 は 1950 年 創 業、 私 の 祖 父 が 大 坪 螺 子
（らし ： ねじのこと） 製作所として立ち上げた。 以来、金属を
精度良く削り出して様々な精密部品を作り発展してきた。
2006年。 私は、最先端のデジタル技術でものづくりに変
革を起こそうとしていたベンチャー企業から、世間の好景気
をよそに絶不調に喘ぐ由紀精密に転職した。 当時の売上
はおおよそ１億円。 従業員は 20名。 かつて、24時間土日も
連続運転をしていた自動盤は昼間でもほとんど動いていな
かった。 そこから 11年。 高品質が要求される産業に舵を切
り、常に背水の陣で改革を続けることで売上規模約５倍の会
社に成長した。 航空宇宙関連や医療機器の部品など、特
殊な環境で使われる、削ること自体が困難な材料を数ミクロ
ンの許容誤差管理の元で削ることを得意としている。
実体験として強く感じたことは、数十年積み上げてきた技
術とはいえ、顧客ニーズを見失った瞬間に消滅する。 技術
を積み上げる人とその応用を作り出す人は同一とは限らない。
2018年１月。 中小企業に新たな変革を起こそうと立ち上
げた由紀ホールディングスは 8社の製造業の集まりである
VTCマニュファクチャリングホールディングスの株式の大部
分を取得した。 これにより、11社 540人、国内売上で 66億
円のグループとなった。 要素となる技術を売りにする中小製
造業と、それを横軸で繋いで戦略 ・ 広報 ・ 応用技術 ・ ヒト
モノカネのリソース等あらゆる面からサポートするホールディ
ングスの関係は、その事業形態自体が変革を生み出しやす
い環境となっている。
前述のように私の前職はデジタルものづくり。 そこで共に
した仲間は今でもものづくりの最前線で活躍している。 時代
背景はこの 10数年で大きく変わった。 AI、VR、暗号通貨に

深層学習 Deep Learning の急速な技術進化により人工
知能 （以下 AI） が最注目され、５ ・ ６年が経とうとしています。
つい少し前まで AIは日本特有のロボットアニメの世界や SF
映画の非現実的な世界の産物でした。 それが今やクラウド
コンピューティング技術の進化と普及、ビッグデータの活用
により、様々なビジネスシーンやモノづくりの現場での AIの
利活用が可能になったのです。
AIの技術開発にはデータが必要であり、AIに入力 （Input）
するデータは質と量が両立していればいるほど、適切な結果
を出力（Output） することが可能になります。 ある意味、良い学
習で育つ人間と同じかもしれません。 故に、AIを巧みに利活
用するには、
現場やそ
の空気感
に手触りの
あるデータ
ネ イテ ィブ
の存在が
鍵になるの
です。
画像 ： PIXTA

高速通信。 全てが旧来のものづくりに「和ノベーション」 を起
こせる起爆剤となりうる。 長年積み上げられた要素技術と最
先端のツール。 ここをつなぎ世界にその可能性を示せる企
業群となっていきたい。
執筆 ： 由紀ホールディングス株式会社
代表取締役社長 大坪 正人

> 1950年創業。 精密切削加工
技術で事業を展開。 米粒に
穴をあけて絵を映すパフォー
マンスで有名に。 精確 ・ 細密
なお仕事で、製造業の LVMH
（モエヘネシー ・ ルイヴィトン）
を目指しているらしい！

画像 ： 同社のロケットエンジン部品 （由紀精密提供）
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> 2016 年創業。 マルチモーダル
AI ロボットの開発から、 AI を搭載
した人事をサポートするシステム
まで。 AI を利活用した大きな社会
課題に取り組んでいる

エクサウィザーズの技術開発にももちろん現場があり、製
造業の現場に寄り添い活動しています。 我々の研究開発
者はみな、良質なデータとはなにか、魅力的なデータをどう
集めるかについて日々熱い議論を繰り広げています。そして、
モノづくりの現場で日々行われている改善活動、世界的に有
名な「カイゼン」を如何に AI化するかという挑戦をしています。
現場のベテラン技術者や熟練工の英知やノウハウ、暗黙知
に向き合い、可視化を進めているのです。その成果の一つが、
暗黙知の特徴を AIが学習し、AIがベテラン技術者となり新
入社員、新人技術者へのコーチングを行う仕組みです。 他
にも、成長へのきっかけや刺激を与える AIや、心身の健康
を維持するための AIなどに取り組んでいます。
モノづくりの現場が、AIの現場と融合する。 モノづくりの現
場で働く人が、AIに手伝って欲しいことを見極め、それを AI
の現場に伝える。 こうした AIとの距離を縮められるデータネ
イティブな人材を、モノづくりの現場に増やしていきたいと考
えています。 そうすれば、モノづくりの現場と AI技術開発の
現場との協働が進み、人と AIが協働する未来を引き寄せら
れると思っているからです。
執筆 ： 株式会社エクサウィザーズ
取締役 粟生 万琴

の仲間企業
Profile No. 4 ：

ベッコフオートメーション株式会社

> 1980年創業ドイツ制御機器
メーカー。 機械と機械をつなぐ、
人をつなぐ。 デジタルとアナログ
もつないじゃえ！

いという動機に支えられていると思う。 両者は異質だとかつ
て私は考えていたが、技術の発展により両者の垣根が極め
て低くなった結果、これらは単に同一現象の異なる解釈に過
ぎないと感じるようになったためだ。 光を波と捉えるのか、粒
子と捉えるのかと同じである。 ADのいずれもが現実の真の
解釈となるならば、都合の良い方を適宜選択したり行き来し
たりすれば良い。 手触りに価値や幸福を感じたい場合は A
を、時空間の物理制約を超えたい場合は Dを選べば良い。
これが更に極まり二者択一ではなく同時に両者のいいとこ取
りをしたくなったら ARという現実拡張技術がある。
加速的に民主化が進む技術を活用して製造業の生産
性向上に貢献するのが責務の現職では、この発想が非
常に役立つ。 A の世界を極める現場と D の世界を邁進
する技術の間には、埋められる余地が無限にあるからだ。
32bit/100GHzであらゆる物理量を計測制御可能なセンサと
アクチュエータができると原理的には ADの違いは認知でき
なくなるが、それには無限の資源が必要となる。 ディープラー
ニングで産業用ロボットを動かす試みを通じて学んだことは、
この溝を埋めるためには必ず人を系の中に入れる必要があ
ること。 頭脳の身体としての生産財と、AIの身体としてのシミュ
レーションモデルの四つをセットにして学習と推論をぐるぐる
回し、段階的に ADの融合を図ることが、生産財の生産性を
高め、人の創造力を高めると確信した。
ADが完全に融合した一本だけで良い腕時計はどんな姿
をしているだろう。 これを和ノベーションの仲間企業たちと
追及したい。
執筆 ： ベッコフオートメーション株式会社
代表取締役社長 川野 俊充

和ノベーションで目指すアナログとデジタルの融合
左腕に機械式腕時計、右腕にスマートウォッチをしている
理由をよく聞かれる。 答えは 「アナログとデジタルの融合が
情熱だから」。
I4.0、IoT、AIなど、注目されている概念の本質はどれも
この Aと Dの融合だ。製造現場で ITを活用する、全てをネッ
トに繋いで価値を引き出す、認知能力を計算機に与える、と
いう意図は全て、連続的な現実と離散的な情報を融合した
画像 ： ベッコフオートメーション株式会社提供
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の仲間企業
Profile No. 5 ：

株式会社 ドリーム ・ アーツ

現場 ・ 現物 ・ 本人の力
ドリーム ・ アーツは IT 技術で企業の現場に存在する課
題を解決していく会社です。 その私があえていいます。
AIといった IT技術がすべてを解決するなんて幻想です。
コンピューターはこれまで 50年間にわたり、それ以前の時
代から実施されていた仕事のやり方をそのまま 「効率化」 し
「無駄を省く」 ことで生産性の向上を実現してきました。 もち
ろんコンピューターとネットワークがあることで初めて実現でき
たことも多くありますが、人間の手間を省き、高速に大量に処
理すること
を得意とす
るというコン
ピューター
の本質は
なんら変わ
りません。
AI が 進
化したとし
て も、 現 在
の AI で は
過去の知
画像 ： ドリーム ・ アーツ提供

識から次を予測し、未知の事象についても過去のいずれ
かに分類することができるという、これまで人間にしかできな
かった認知 ・ 認識の技能を代替しているに過ぎません。
人には意識があります。 意識とともに感情を持つ人と人が
出会うことで化学変化が生まれます。 分析の結果導き出さ
れるロジックだけでない信念や熱意。 こういったものがイノ
ベーションを生み出す原動力ではないでしょうか。
逆説的ではありますが、コンピューター ・ ネットワーク技術
の進化によって人はじめて作業から開放され、「現場に行っ
て、現物を手に取り、本人に会う」 という贅沢な時間の使い方
に戻ってこられたわけです。
ドリーム ・ アーツが開発する製品 ・ サービスは、ビジネス
チャット「知話輪（ちわわ）」 も Webデータベース「ひびき」 もす
べて人が作業に追われることなく創造的な営みに時間を使え
るように、イノベーションを起こせるようにデザインしています。
今、この時代、IT 技術によって次々とアイデアが産まれ実
現していく世界を創り出すデジタル産業革命を起こす側に
いることにワクワクしています。
さて今日は何をしてやろう。

執筆 ： 株式会社ドリーム ・ アーツ
取締役 執行役員 CTO 石田 健亮

> 1996年創業。 アナログ時間を生み出すをキーワードに、ビジネス
チャットサービス「知話輪」 を展開

終わりに
和ノベーションの取り組みは、まだまだやりきれていません。 「ありもの」 が使いやすい形で十分に表現できていないことや、「ありもの」
が仲間企業のすべての社員に届いていないことが課題です。 非常にもったいないことです。 なんとかして、仲間企業の全社員がたくさ
んの「ありもの」から好きな武器をまとい、それを自由自在に使っている日常を生み出したいと考えています。こうした日常を生み出すために、
新たな仲間を迎えて解決の道を切り開こうと計画しています。 近々に発表しますのでご期待ください。
話は変わりますが、和ノベーションの仲間企業の取り組みは、共通のクライアント向けの価値創出に留まりません。実は人事や総務といっ
た縁の下の力持ちやマーケティングやメディアリレーションなどにおける協業にも大いに支えられています。 トレーニングや BCPを一緒
にやろう、共同でイベントに出よう、といった議論も始まり、成果が現場でどんどん生まれています。 仲間企業の様々なレイヤー、部門が自
由に繋がる中で、少しずつ一体感や連帯感が浸み出しているように感じています。
皆さんの会社でも和ノベーションを共に進める仲間企業を見つけては如何でしょうか。 今よりも刺激のある日常が過ごせると思います。

Think:Act 7
「和ノベーションの仲間企業」 〜志をともに、集った仲間たち〜
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