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「和ノベーションは意思と構想が起点」
〜ユニークな武器を持つ仲間たち〜
イノベーションを起こすには、意思と構想が必要です。 ただ、日本人はそれを表に出すのが苦手です。 若しくは、意思や構想
で社会を変えていくことが難しいと感じているのかも知れません。 でも、チーム力は抜群です。 新しいことも好きです。 そして、何
より日本には沢山のユニークな武器があります。 新しいことを次々と生み出していける様々な武器があります。

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 )

もし、こうした武器が使い易いように見える化され、言語化
できたらどうなるでしょうか。 それらの武器を使ってみたい、
組み合わせて新しいことを生み出してみたいといった意思が
湧き上がるのではないでしょうか。 そうした人が集まり、対話

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

を始めれば、企業や人が次々につながり、収益を生む新た
な事業が生み出せると思います。
ローランド ・ ベルガーは、「和ノベーション」 の仲間企業の
能力を、沢山の日本企業に活用して欲しいと考えています。

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

仲間企業は普段の活動では触れることの出来ない刺激を
持っています。 是非、皆さんが持つ武器と、仲間企業の持
つ武器を組み合わせて、社会に新たな価値を届ける構想を
創り出してください。 ローランド ・ ベルガーはその社会実装
を全力で支援していきます。

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

本号は仲間企業の特別号の第 2回目です。 前回の 5社
に加えて新たに 6社を紹介します。 ご興味を持たれた、一
緒に何かしたいと感じられたら、迷わずすぐに対話を始めて
ください。

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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の仲間企業
Profile No. 6 ： アスタミューゼ株式会社

企業 ・ 個人の潜在力（ありもの） の見える化を
通じた未来創造
アスタミューゼ株式会社では、"知の『流通』 『活用』 『民主
化』 を通じて、未来を創る人たちに 「やりがい」 と 「社会を発
展させる機会」 を提供する "というミッションを掲げており、世
界 80 カ国のイノベーション関連データと様々な分野の専門
家の知見の掛け合わせによるインサイトによって、企業の未
来創造、新規事業実現、革新的な R&D ・ 提携 ・ 投資の支
援をしております。
イノベーション関連データとは、世界のイノベーター企業
データ約 700万件、科学技術研究費データ約 350万件、ク
ラウドファンディング・プロシューマー系 CtoCデータ約 3,400
万件、特許データ 8,000万件，3Dプリンターデータ 200万
件を指しており、今も拡大中です。 私達は、これらのデータ
を自在に活用しながら、未来創造に向けたイノベーションを
支援しております。
大きな企業は 「10→ 100」 は得意でも、「0 → 10」 は苦手
です。 これを克服し、次の柱となる新規事業を産み出すた
めには、まだ日の目を見ていないスタートアップやその中にあ
る技術をうまく見つけ、それらを社内リソースと連動させ、レバ
レッジをかけていくことが重要です。 また、最近では、大学
や個人が生み出している技術 ・ アイデアも大きな可能性を
秘めています。

そして具体的な事業アイデアとして、いくつかの技術領域
は成熟していて物理的な限界を迎えており、新規事業のタ
ネは、技術の深掘りから探すのではなく、自社保有技術 ・ 特
許の「新しい組み合わせによる用途探索」 や自社保有技術 ・
特許の「ソリューション化 ・ コト化 （ストーリー化）」 の中から見
つかるコトが増えてきています。 そして、それらは自分では思
いつかずとも、世界の誰か（イノベーター） は、既に思いつい
ているものです。
上記はまさに、「ありもの」 をわかりやすく可視化し、活用す
るという 『和ノベーション』 そのものだと考えており、私達アス
タミューゼは、こういった事をデータからも捉え、解釈、可視
化し、クライアントにとって有益な事業案を次々に提案してい
ます。
そして、私達は数多くの未来構想をしていく中、イノベー
ションが大企業からスタートアップ、大学、個人と民主化され
ていく中、本質的な分類として社会課題という粒度で産業や
事業を定義、私達が保有しているデータを整理していく事に
行き着きました。 クライアントと和ノベーションを仲間企業と一
つずつ具体的な社会課題を解決し、より良い未来を実現し
ていければと思っております。
執筆 ： アスタミューゼ株式会社
代表取締役社長 永井 歩

> 2005年創業。 世界を網羅したイノベーションデータベースを活用
し、新たな事業創出を支援

の仲間企業
Profile No. 7 ：

株式会社 エクシヴィ

> 2010年創業。 VR 技術が生活を豊かなものに変え、無くてはならない
存在になると確信し、日本にコンシューマー VR をいち早く広めている

「破壊的和ノベーション」
ある。 これはまるで童話 「ウサギとカメ」 のようだ。 そう、まだ
先進国と言われていた日本の国際競争力が落ち、中国な

まだ大丈夫と思っていたウサギが胡座 （あぐら） をかいて寝

どに圧倒的に追い抜かれている記事やニュースが後を絶

ていたら、カ

たない。 実際私自身も去年は深セン ・ 西安 ・ 上海 ・ 香港

メに追い越

など 5回ほど中国を訪問し、現地で銀行口座をつくり、現地

されていた。。

の SIMカードを契約、アリババの Alipay やテンセントの微信

そしてカメは

(WeChat)のアカウントを作り実際に体験した。 またテンセン

もは や チ ー

トをはじめ、様々な会社も訪問したが、そのビジネスの意思決

ターの様相

定のスピード感やフィンテック、STEAM教育などは学ぶべき

でマッハで

点も多い。 冒頭にも書いたが日本の先進国神話も崩れつつ

走 っている。 画像 ： 深セン（2017年 10月）、エクシヴィ提供
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このような危機的状況で私がここで提唱したいのは 「破壊的

の仲間企業

和ノベーション」 だ。 各賛同企業のシナジーはもちろん大
事だが、既存の産業の後追いはもはや限界がある。 今の日
本企業はコピーキャットと揶揄された昭和と違い、逆に中国
のビジネス（タオバオや、Mobikeのようなシェアサイクル） を
タイムマシン経営しつつある。 これは成功事例の輸入のた

Profile No. 9 ：

株式会社 カブク

ものづくりの民主化がもたらす製造業の革新

め、ある意味カタイ手法だが、この方法ではイノベーションは

カブクは、2013年の創業当初から 「ものづくりの民主化へ」

起こせないだろう。 実際、私自身、幼少期からパソコン通信

というビジョンを掲げ、単一の企業群が川上から川下までを担

時代、インターネット時代、VRなどすべて過去の関係をブチ

う垂直統合型の製造業から、さまざまな会社が得意分野を分

壊し、ゼロから仲間やコミュニティを作ってきた。 「和」 の要素

担しものづくりをしていく水平分業型の製造業、エコシステム

はむしろゼロ。 つまり、旧来の日本的な 「義理と人情」 といっ

化を目指してきました。

た古い馴れ合いを破壊し、ゼロから新しい仲間の関係をつ
くり、全く新規のクラスタやコミュニティやビジネスを創出する。

近年、IoTや AI等の技術革新を核とした「第四次産業革命」
や「インダストリー 4.0」 といった言葉が注目されていますが、こ

VR や AR などを活用した、新たなゼロ－イチの起爆剤の「破

れらの本質はまさにこの考え方であり、世界で進んでいる大

壊的和ノベーション」 を提唱したいと思う。

きな流れでもあります。 実際、IT、ソフトウエアの分野では、す

執筆 ： 株式会社エクシヴィ
代表取締役社長 近藤 義仁

でに水平分業化、エコシステム化 による革新的なサービスが
多数生まれています。

の改善依頼に対応できません。

の仲間企業
Profile No. 8 ： 株式会社 カイゼン ・ マイスター

異業種との情報交流で改善の幅を広げたい
当社の設立の経緯は、複数の金融機関から融資先の町
工場の現場改善を支援したいという要望に基づき、2007年
にトヨタ自動車及びセントラル自動車 （現トヨタ自動車東日本）
を定年退職した OB4名によって始めた会社です。
“お返しの人生で日本の中小企業のお役に立ちたい” とい
う理念を掲げて起業しました。
以来トヨタ生産方式によるお客様の現場改善支援を開始
してから昨年で 10年目を迎えましたが、業種の幅も広がり、

お客様の業種の幅が広がってきたのは、その都度新しい
分野にも果敢に挑戦してきた結果であると自負しています。
“いくつになっても今日が一番新しい日”
この言葉は、昨年亡くなられた元聖路加病院の院長で
105歳まで現役で頑張られた日野原重明先生の言葉です。
いくつになっても、毎日新しいことに挑戦された先生の姿勢
に学びたいと思っております。
また新しい分野の経験を個人のものに終わらせないために、
毎週火曜日に全員集合して自分の業務について交代で発表を
行い侃々諤々意見を出し合い情報の共有化を図っています。
今後は長島社長の推進されている 「和ノベーション」 の仲
間入りをして、異業種の分野の方々と情報の共有化を図りた
いと思っています。

製造業だけでなく農林水産業、金融機関、各種サービス業、

例えば、エクサウィザーズ社が提唱されている “ものづくり

公的機関、民間企業の管理間接部門等累計 300社の現場

の現場が、AIの現場と融合する” という考え方に大変興味を

改善のお手伝いをしてきました。

持っております。 また「和ノベーション」 でアナログとデジタル

スタッフの数も 4名から 13名になり、毎年定年退職された
新入社員が入っています。
但し過去の経験に頼っているだけでは、新しい分野から

画像 ： カイゼン ・ マイスター提供

の融合が進むことを期待したいと思います。

執筆 ： 株式会社カイゼン ・ マイスター
代表取締役社長 小森 治

> 2007年創業。 トヨタグループにおいて 40年以上
にわたりトヨタ生産方式を実践してきた改善のエキ
スパート集団。 製造業を中心とし幅広い業種に
おいて、これまでに 200社以上の経営課題を解決
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ものづくりの民主化の流れのきっかけとしてはいくつもありま
すが、わかりやすいのは３D CADの無償化、低価格化、3Dプ
リンターの急速な普及です。 2014年から 2016年にかけて樹
脂から金属までを造形できる産業用 3Dプリンターの基本特
許が切れ、世界では多数のプレーヤーが参入、日本でもいく

> 2013年創業。 カブクは、デジタルものづくり技術をコアテクノロジー
とした、ハードウェアとソフトウェアとデザインを融合したプロダクト ・
サービス開発。 産官学連携による先端技術研究等にも携わる

つかの工作機械メーカーが参入するなど、一気に市場が拡
ますが、これはまさに「和ノベーション」 そのものでもあり、新た

大しつつあります。
ものづくりの民主化の一つになり得る事例としては、当社
が自動運転のソフトウェアを手掛ける大学発ベンチャー企業

な革新のムーブメントとして、志ある方々と組み、さらなるイノ
ベーションの実現に邁進していきたいと思います。

と組み、自動運転ＥＶを 1.5 ヶ月の超短期間で設計・デザイン・

執筆 ： 株式会社カブク
代表取締役 CEO 稲田 雅彦

試作 ・ 製造したプロジェクトがあります。 これだけ短期にそれ
もベンチャー企業同士が組み、設計・開発・生産できたのには、
もちろん３Ｄプリンターの性能の高さもありますが、デジタル化
によって設計から製造まで一気通貫で完結できたことも大き
いと思います。 その結果、劇的な効率化やスピード化がもた
らされたわけです。
カブクは、「ものづくりの民主化へ」 というビジョンを掲げてい

画像 ： カブク提供

関も政府も集中投資することにより、更なる成長が可能となり、

の仲間企業
Profile No. 10 ： リンカーズ株式会社

日本の産業を変革する Innovation Platform 構想

二次発注 ・三次発注により、下請け企業も元気になる、といっ
た新しい産業構造を創ることを目指しております。 我々はこ
れまでのニーズ起点のマッチングで培ったマッチングエンジ
ンとマッチング運用のノウハウを応用して、地域金融機関の
中にも“Linkers for BANK” としてマッチングエンジンを導入

“多くのイノベーションを生み出す新しい産業構造を創る”

して参ります。 更には大手メーカーの社内マッチングを促進

ことを目指して、あらゆるニーズ起点、シーズ起点の双方向

するマッチングエンジンとして “ Linkers for Makers” の導入

マッチングを行っております。 日の目を見ていないまだまだ

も進める予定です。 Linkersのマッチングエンジンにより多く

成長余力のある有力シーズを探し出し、それらを異業種に

の情報が蓄積されることにより、それらのデータを解析し、より

展開することにより、新たな事業機会を生み出す、この活動

精度の高いマッチングをレコメンドしていくことが可能となりま

を繰り返すことにより、地方を牽引する新たなハブ企業がど

す。 我々は地域金融機関も含む様々な機関を巻き込んだ日

んどん生み出されていきます。 それらのハブ企業に金融機

本発の“Innovation Platform” を実現し、日本の産業がボー
ダレス、シームレスに繋がり、技術のみならず、知見 ・
人材もより流動化する世界を創り上げます。

執筆 ： リンカーズ株式会社
代表取締役 Founder &CEO
前田 佳宏

> 2012年創業。 宮城県仙台市で創設、「産学官が協働
する新しいプラットフォームを形成し、イノベーション
が頻繁する別次元の産業構造を創る」 ことを目指し
ている

画像 ： リンカーズ提供
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可能な形で表現することができる。 この各視点からの構造化

の仲間企業
慶應義塾大学大学院

Profile No. 11 ：システムデザイン ・ マネジメント研究科

和ノベーションを支える協創のための日本的思考法

と可視化を支援するのが手法であるため、慶應 SDMでは多
様な手法を教えており、また独自に手法を開発している。 こ
れは、対象にあった構造化と可視化をすることで多様性を
活用することが目的となっている。
次に、どの視点から議論をするのがいいのかを決める必要

和ノベーションのためには、これまでと違うプレイヤー同

がある。 このために、思考のゴール（例えば、バイアスの外の

士の協創が必要である。 しかし、実際にオープンイノベーショ

アイデアを創出するなど） を設定することで、そこに至るため

ンなど、今までと違うプレイヤーが協創してうまく言っている

の思考の流れをデザインする。 これは、システム開発の方法

例は数えるほどしかない。 これには明確な理由がある。 全く

論であるシステムズエンジニアリングを活用している。 この思

違う文化、背景、興味、言語体系を持った多様なプレイヤー

考の流れの一ステップとして人間中心的なアプローチではデ

が、一つののことに向かって議論し、合意し、進めていくこと

ザイン思考を活用する。

は簡単ではない。 それぞれの人にとって、懸念点も違うし、

このように、多様性を活かす土台の上に、活用可能な思考

使っている言葉が違うことも多い。 社内での常識が、一度社

法を自由に組み合わせ使うための方法論であるシステム×

外にでると常識ではないことも多い。 特に日本では、抽象度

デザイン思考によって、多くの人たちがイノベーションを起こ

の高いテーマを、多様な人たちで議論することを訓練されて

す世界を実現していきたい。

いない。 このため、多様性の高いグループを作ると、短時間
のワークショップであれば楽しめるが、本気で何かを作り出そ
うとすると急にうまくいかなくなってしまうのである。

執筆 ： 慶應義塾大学大学院
システムデザイン ・ マネジメント研究科
教授 白坂 成功

このため、慶應 SDMでは、色々な視点を同時に議論する
のではなく、一つの視点ずつ、議論することを実施する。 し
かもこの時に、言いたいことを言葉で表現するのではなく、
構造化と可視化を活用する。 可視化をするためには、伝え
たいことを明確にして、研ぎ澄ます必要がある。 さらに、構造
化することによって、その内容に対する自分の考えを示すこと
が必要となる。 こうすることによって、多様な人たちにも理解

> 2008年設立。 現代社会の多種多様な問題解決を図る全体
統合型の学問に取り組む大学院。 全体統合型の学問と
その実践を教育し、大きな構想を描き、世界をリードしていく
人材の育成を目指す

終わりに
仲間企業が持つ様々な能力と同様に、既に世の中にある能力は、沢山かつ多様です。 そうした能力を如何に流通させることがで
きるかに挑戦しています。 最近始めた慶應 SDM白坂研究室との共同研究も最大のテーマは能力の見える化 ・ 言語化です。 ロー
ランド ・ ベルガーが日々のプロジェクトで実践している和ノベーションを実験台に、試行錯誤を始めました。 如何に使いたくなる表現
で棚卸しするか、如何に使いたいタイミングで使いたい人に届けるかが勝負です。 ドリーム ・ アーツのビジネスチャット 「知話輪」 が
大活躍しています。
多様な能力、武器が目の前にあり、構想を生み出す際に自由に使える。 共同研究の成果はそんな日常を生み出すべく、皆さんに
活用してもらいたいと思っています。 ご期待ください。
ただ、何より重要なのは「意思と構想」 です。 これまでとは違う仲間の輪を広げ、互いの非常識にこそ着目して、対話を楽しむことです。
そして、自分自身、仲間、そして社会へと視野を広げながら、みんなの生み出したい世界を、意思を持って構想してください。 まずは既
にある武器の組み合わせで世界を描く。 そしてスピーディに実装する。 次第に新たな武器も組み合わせてより魅力的な世界に挑戦
する。 和ノベーションが日本の至る所で起こっている日常。 すぐそこにあるのではないでしょうか。

Think:Act 7
「和ノベーションは意思と構想が起点」 〜ユニークな武器を持つ仲間たち〜

ABOUT US
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。

FURTHER READING
ローランド・ベルガー既刊スタディのご紹介

提携企業について

INSIGHTS

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。

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

http://rolandberger.tokyo

ミッシングサービスの探索

Links & Likes
世界を網羅したイノベーション DB

ORDER AND DOWNLOAD
www.rolandberger.com

視点129号
「和ノベーションの仲間たち」
～志をともに、集まった仲間たち～

トヨタ生産方式によるリソース捻出

STAY TUNED
www.twitter.com/RolandBerger

AI の民主化 ・ HR テック

LIKE AND SHARE
www.facebook.com/RolandBergerGmbH

設備シェアリングと試作品製作

日経 Bizgate
「長島聡の和ノベーションで行こう！」
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
https://bizgate.nikkei.co.jp/series/
DF220320183599/

ビジネスチャットによる「究極の意識共有」

VR、AR ソムリエ
プロトタイピングの量産

モノづくり企業の羅針盤

要素技術復権の狼煙

創造生産性の特効薬
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長島 聡 Nagashima Satoshi
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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
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