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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

市場の成熟化や国際競争の激化を受け、近年企業には新たにビジネス・サービスを開発し、売上拡
大を図ることが必要とされている。そのため、多くの企業で様々なアプローチがなされているものの、
実際にアイデアが形となり市場に定着している例は少ない。
そこで、最近注目を浴びているのが、従来の顧客ニーズをもとにした問題解決型の開発や完成後の
市場展開ではなく、将来の環境変化にも耐えうる価値創造型のアプローチである。そこで我々が開発
したのが、現場観察をもとにしたプロトタイプを実地試験・検証を経て、完成に近付けていく「デザイ
ン思考」や、仮説構築・検証を最小限のコストと短サイクルで繰り返しながらサービス内容と市場ニー
ズをすり合わせていく「リーンスタートアップ」などの手法を用いた「新規ビジネス創出プログラム」で
ある。本稿では、その内容と顧客における実施事例について述べる。

植田　順（うえた　じゅん）

（株）富士通総研
産業事業部 所属
ファシリテーション・ワークショッ
プを活用した組織開発、新規ビジ
ネス創出のコンサルティングに従
事。現在、製造業の新規ビジネス
創出を中心に活動。

片岡枝里花（かたおか　えりか）

（株）富士通総研
産業事業部 所属
製造業の企画業務を中心としたコ
ンサルティングに従事。現在、ヘ
ルスケアや新規ビジネス企画を中
心に活動。

遠藤大祐（えんどう　だいすけ）

（株）富士通総研
産業事業部 所属
製造業の企画業務を中心にしたコ
ンサルティングに従事。現在、新
規ビジネス企画を中心に活動。

価値創造型のコンサルティングアプローチに
よる新規ビジネス企画・実現

Abstract

製造業

FRI-vol.6_01.indd   5 25/11/05   14:37:13



FRIコンサルティング最前線. Vol.6, （2014）6

特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

企業に求められる新規ビジネスの開拓

国内市場の成熟化、グローバルでの競争激化、
ニーズの多様化、テクノロジーの急速な発展などを
受け、企業を取り囲む外部環境は、大きく変化して
いる。
このような変化を受け、企業には、既存ビジネス
を継続していくだけでなく、新規ビジネスを開拓
し、新たな収益源を確保することが求められてきて
いる。
そういった企業を対象として、FRIでは、2009年
より「未来洞察プログラム」という、ビジネスを取
り囲む将来的な環境変化を多様な視点から見つめ
ることで、新しいビジネスのアイデアを検討し、ビ
ジネスモデルの構築を支援するための手法を開発
し、顧客実践を推進してきた。

2012年からは、そこで得た知見を活かし、新規
のアイデアやビジネスモデルを実現するための手
法として、「新規ビジネス創出プログラム」を開発
した。本稿では、このプログラムの詳細と実施事例
を紹介する。

新規ビジネスは始まらない

新規ビジネスに取り組む企業が増える一方で、そ
の取組みにつまずくケースも多い。
例えば、「新規ビジネス開発が企画で止まってし
まう」というケースである。具体的には、アイデア
は出たが予算がつかない、アイデアは面白いが時代
と合っていないため、企画倒れとなる場合などで
ある。
次に、「現実化してもユーザーがつかない」とい
うケースである。具体的には、緻密かつ長期間の
事前検討をもとに、大掛かりな開発を進めて新規ビ
ジネスを立ち上げたが、市場に投入してもユーザー
がつかない場合などである。
これらのケースに共通しているのが、ユーザーに
ついての学習が不十分なため、ニーズの実態に迫れ
ていないという問題である。それゆえ、「ユーザー
が必要とするビジネスのアイデア」が形になってお
らず、ビジネスの本格化に結びつかない。

現実的かつ斬新なアイデアを実現させる

では、どうしたら「ユーザーが必要とするアイデ
ア」を形成することができるのだろうか。最近で
は、そのための手法としてビジネスモデルキャンバ
ス（注1）のようなフレームワークの開発や、検討の場
としてフューチャーセンター（注2）の設立、ハッカソ
ン（注3）などイベントの開催など、様々な手段と場が
開発されている。
その中で、我々が着目したものに、「デザイン思
考」と「リーンスタートアップ」という手法がある。
以下に、その詳細について述べる。

■現実的かつ斬新なアイデアを生むデザイン思考
デザイン思考とは、デザインコンサルティング
ファームのIDEOが提唱したビジネスや社会に変革
をもたらすイノベーションを達成する手段・考え方
のことである。
これは、まずプロトタイプ（試作品）を作り、そ
れを用いたテストマーケティングなどを通じて実
地の試験・検証を行い、そこで問題を発見、解決す
るというサイクルを回しながら、完成に近付けてい
く試行錯誤型のアプローチである。
我々は、このデザイン思考の考え方をさらに実践
に即した形にするために、7つのステップと4つの
フェーズから成る「新規ビジネス創出プロセス」と
して独自に整理した（図-1）。
このプロセスでは、まず、検討チームメンバー間
での対話の中から問い（プロジェクトにおけるテー
マ設定）を作る。次に、それに対するアイデアを募
り、コンセプト化したうえで、プロトタイプを作成
する。このプロトタイプをユーザーに提示しながら

（注1） ビジネスモデルキャンバス
 ビジネスモデルをデザインする場合に考慮すべき構成要

素を整理するためのツール。組織活動を9つの要素に分
類し、それぞれがどの様に関わり合っているかを描き出
すことによって、顧客への価値提供の流れを明確にする。

（注2） フューチャーセンター
 企業、政府、自治体などの組織が中長期的な課題の解決

を目指し、様々な関係者を幅広く集め、対話を通じて新
たなアイデアや問題の解決手段を見つけ出し、相互協力
の下で実践するために設けられる施設。

（注3） ハッカソン
 「Hack」と「Marathon」を組み合わせた造語で、プログラ

マーらが技術とアイデアを競い合う開発イベントの一種。
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サービスを開発することで、ユーザーに対する学習
をふまえたうえで、何が受け入れられるのかを明確
にしていく。
この中で特徴的なのが、概念空間と現実空間を行
き来しながら、抽象的なアイデアを具体的なビジネ
ス・サービスに仕立てあげていく過程である。これ
によって、斬新性と実現性の双方のバランスがとれ
た、アイデアを創出することができる。

■顧客とともに育てるリーンスタートアップ
リーンスタートアップとは、アメリカの起業家
エリック・リース氏が2008年に提唱した起業や新
規事業などの立ち上げ（スタートアップ）のための
マネジメント手法のことをいう。リーンスタート
アップの基本的な姿勢は「顧客を学ぶ」ことであり、
事業家の思い込みで顧客にとって無価値な製品や
サービスを開発してしまうことに伴う、時間、労力、
資源、情熱のムダをなくすことに主眼を置いている。
そのために必要な4つのプロセスが、顧客開発モ

デル（図-2）（注4）であり、最小限のコストと短いサイ
クルで仮説の構築と検証を繰り返しながら、市場
やユーザーのニーズを探り当てていくのが特徴で
ある。

デザイン思考とリーンスタートアップは、一見す
ると異なるものに見えるが、共通するのは「顧客か
らの学習」を試行錯誤しながら繰り返すことによっ
て、「顧客が必要とするアイデア」を現実化するこ

（注4） 顧客開発モデル
 顧客の課題とニーズを理解し、反復可能は営業モデル開

発のためにニーズの実証を行い、エンドユーザーの需要
を創出すべく、顧客の開発を行い、会社を学習と発見か
ら実行へと転換すべく組織構築を行うための考え方。

とができる点である。以下に、これらの手法を用い
た「新規ビジネス創出プログラム」の実施事例につ
いて述べる。

社会インフラ事業者における実践事例

メタウォーター株式会社（以下、メタウォーター
社）における、新規ビジネス・サービス創出プロジェ
クトは、2012年6月から開始した。
メタウォーター社では、従来の上下水道施設のエ
ンジニアリング、メンテナンス、運転業務以外に
も、新規サービス・ビジネスの開発への取組みが
始まっており、社内外の枠組みを超えた「上下水道
事業を支える情報プラットフォームに関わる新規
ビジネス」の立ち上げを検討していた。その中では、
Water Business Cloud（以下、WBC）を構築し、専
門組織（WBCセンター）主導でクラウドを活用した
機器のリモート監視サービスを立ち上げた。また、
現場情報の付加価値を高めるためのビジネスとし
て、上下水道事業に関わる情報をマネジメントする
ための「情報プラットフォーム」を構築し、インフ
ラの大更新時代に対して、メタウォーター社として
どのように貢献するのかという大きなテーマにつ
いても併せて考えていきたいという意識を持って
いた。
その実現のためのパートナーとして、WBCセン
ターより、富士通に協力依頼があった。それに対し
て、富士通グループは、富士通アドバンストエンジ
ニアリング、富士通デザイン、富士通総研の三社か
ら成る、SE、デザイナー、コンサルタントの混成チー
ムでの支援体制を構築し、ビジネスモデル全体像の
検討、サービスのUXデザインからその実現までを
一貫して支援した。
プロジェクトの進め方には、前述したデザイン思
考のプロセス（図-1）やリーンスタートアップの考
え方を取り入れ、検討結果の検証をできるだけ早期
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プロセスで
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図-1　新規ビジネス創出プロセス

顧客発見 顧客実証 新規開拓 組織構築

図-2　顧客開発モデル
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み出すことができた（図-4）。
フェーズ3のコンセプトのデザインでは、アイデ
アスケッチをもとにVISION MAP（ビジネス全体の
ビジョンやステークホルダー間の関連性を示す地
図）の作成を行った。
アイデアスケッチは、新しいサービスの一部を表
現するスナップショットであり、それだけではサー
ビスの全体像を示すものではない。そのため、コ
ミュニケーションデザイン（注6）の手法を活用し、ア
イデアスケッチを一つのストーリーに組みあげて、
デザインチーム主導のもと、VISION MAPという形
で新しいサービスのコンセプトにまとめた（図-5）。
これは、プロジェクトの概念や関連するステー
クホルダーに対するサービスや価値の流れを一枚
の絵にまとめたものであり、本プロジェクトに関
わる様々なステークホルダーと共通の認識を持つ
ために、その後の推進でも多用された。作成した
VISION MAPからは、具体的な新しいサービス候補
を11個に整理・集約することができた。
フェーズ3では、リーンスタートアップの顧客発
見の考え方を用い、プロトタイピングも実施した。
具体的には、ユーザー候補にサービスを体験して

（注6） コミュニケーションデザイン
 企業が消費者に向けてメッセージを発信する際に、それ

が最大の効果を得られるように、顧客との接点となる媒
体や情報の中身、タイミングなど全体の構成を考えて設
計すること。

に行い、ビジネスリスクの最小化を図った。
プロジェクト推進は、フェーズ1から3までは、

WBCセンターメンバー、SE、デザイナー、コンサ
ルタントの協同プロジェクトとして実施したが、そ
れ以降のサービスのプロトタイピングの検討から
は、モックアップとパンフレットを使ってユーザー
について学ぶ「顧客発見」を行うビジネスチームと
技術的な検証を行う開発チームの2チームに分かれ
て、効率的に実施した。
まず、フェーズ1の問いの設定では、ワークショッ
プ形式で、データ取得戦略、サービス展開計画、実
証実験検証項目を策定した。検討では、社内で検討
されてきた結果をまず共有し、何がわかっていない
のか、必要な情報は何かを明確にした。この棚卸し
のフェーズによって、社内外のプロジェクトメン
バー間での共通認識を得ることができた。そのうえ
で、これからの情報の活用シーンや今後の計画につ
いての検討を実施した。
フェーズ2のアイデアの創出では、フェーズ1
の検討結果をふまえて、施設の運転維持管理業務
（Operation & Maintenance）にターゲットを絞り、
サービス提供先のモデルとなる、メタウォーター
社の運転維持管理業務現場の施設、業務観察をも
とにサービス設計を実施した。この観察には、メ
タウォーター社と富士通のプロジェクトメンバー
全員で出向き、これからサービスを考えるうえで、
前提となる現場に対するイメージを共有し、新サー
ビスに必要となる要素を明確にするためのインサ
イト（ユーザーの視点から得られる、ユーザーの気
持ち）を抽出した。また、作業者とのインタビュー
にAIm（注5）の手法を用い、現在の状況の把握から、
ありたい姿、将来ビジョン・方向性についても検討
した（図-3）。
そこで得られた気づきや洞察は社内に持ち帰り、

WBCセンターメンバー、SE、デザイナー、コンサ
ルタントという、それぞれが多様な知見や感性を
持った専門家が、フラットに議論できる場を設け、
必要とされるサービスに対するアイデア出しを実
施した。その結果、49枚のアイデアスケッチを生

（注5） AIm：Appreciative & Imaginative
 富士通研究所が開発した人間中心設計アプローチ。個人

や組織・集団の文化を捉えるための、インタビューと分
析、まとめのやり方。

図-3　現場観察

図-4　サービス検討とアイデアスケッチ
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異を最小化した。
これらの検討を経て、開発したプロトタイプは、
業務の中で、違和感なく、自然な形で利用して頂く
ことができ、現場から｢今まで、担当者に聞かない
とわからなかった状況がすぐにわかる｣、「言葉だ
けでは伝えづらかった情報の引継ぎがしやすくな
る」という評価を受けることができた。また、新た
なサービスの活用方法についても提示して頂けた。
このことから、本サービスは、サービス提供先の
ニーズを業務の実態に即した形で満たすことがで
き、今後の上下水道現場業務におけるイノベーショ
ンの創造につながる仕組みとすることができたと
考えている。

実　施　効　果

「新規ビジネス創出プログラム」を用いた、新規
ビジネス・サービスの開発・実現事例では、社内の
アイデアをさらにユーザー視点で「現場で使えるも
の」とし、ビジネスリスクを最小化した上で、サー
ビスを市場に展開することができた。
本サービスは、2013年7月に開催された下水道

展でメタウォーター社が展示デモを実施したとこ
ろ、多くの注目を浴び、導入を希望する自治体や
マスコミ各社からの問い合わせが相次いでおり、
2013年8月22日付の日本経済新聞にも大きく報道
された。今後、予定されている営業展開にむけて、
メタウォーター社内で検討されている他サービス
と連携しながら、さらなる発展的なアプローチを実
施する予定である。

コラボレーションでイノベーションを

「新規ビジネス創出プログラム」では、デザイン

もらうために、サービスを説明するパンフレット
（実際の提案時に使うような）と、サービスを体験
できるモックアップ（本事例ではタブレット端末）
を作成し、実際のユーザー候補のいる運転維持管理
現場に出向いた。そこで、サービスを利用する立
場となる、現場の責任者と担当者に内容を説明し、
実際にモックアップに触れてもらいながら、サービ
スは現場の人にとって使いやすいものになってい
るのか、それを欲しいという現場のニーズはあるの
かを対話形式で確認した（図-6）。
その結果、サービスの内容については、大筋で現
場との合意を得ることができた。また対話におけ
る気づきをもとに、ユーザーのニーズにより訴求
する形でパンフレットに記載する内容を修正した
り、サービスに追加で盛り込む仕様候補としてまと
めた。
フェーズ4では、ビジネスモデル構築、サービス
開発を実施した。この中では、これまでに顧客発見
で学んだ現場の情報をもとにサービス内容を最終
化した。その後、システム仕様の作成／開発、ビジ
ネスモデルの検討、事業企画書および営業戦略を作
成した。
フェーズ全体では、サービス提供先の現場の動き
や思いをふまえた二段階のステップからなる「ユー
ザーから学ぶ」仕掛けを検討プロセスに含めた。こ
れは、一段階目ではデザイン思考によって、現場
を起点としてビジネス・サービスの内容を検討し、
二段階目ではリーンスタートアップによって、企画
段階からユーザー候補と対話し、お互いの認識の差

図-5　VISION MAP

図-6　モックアップのデモの実施
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思考やリーンスタートアップの手法を用いた、お客
様との体験を介した短サイクルの試行錯誤の中で
新規ビジネス・サービスのアイデアを現実化するこ
とができた。
本事例におけるコンサルティングアプローチは、

社会インフラ事業者であるお客様に対して実施し
てきたが、今後さらに業種・領域の枠を超えて、様々
な企業を支援することによって、知見を拡充してい
きたい。また、グローバルなステークホルダーを巻
き込んだイノベーションの創出についても検討し
ていく予定である。
イノベーションが市場をドライブするように
なった今、過去の統計を基に将来を予測した先回り
アプローチのみを行っていても、ひとたびイノベー
ションが起これば市場が一変し、それまでやってき
たことの価値が薄れてしまう。それゆえ、自社が
ユーザーに対して明確な価値を打ち出し、その価値
をもとに市場を自ら開拓していくことがイノベー
ションを持続的に創出するための原動力となる。
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