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インタビュー編
佐宗 :前回は、「創発cafe」の初年度にあ
たる 2015 年度の活動を主に振り返りま
した。2 年目は、どんな活動をしていた
のでしょうか。
成見 :前年度と同様に、NHKエデュケー
ショナル（ NED ）の事業企画コンテス
ト「大型事業開発提案」に 5 つの企画を
応募し、その中の 1 つに開発費が割り当
てられることになりました。
　これは弊社と NHK メディアテクノロ
ジー（ MT ）、外部スタートアップのラ
ンドスキップの 3 社による共同提案の事
業企画で、VR（仮想現実）を活用して
食農教育コンテンツを開発するもので

ケーススタディ2 : NHKエデュケーショナル その2

今回のテーマ:アイデアを具体化する共創の環境デザイン

くかという課題が 2 年目には浮上してい
ました。コンテンツのアイデアを出すま
では我々にもできるのですが、それを実
現する技術や、事業化の方法が分かりま
せん。それらをサポートしてくれる企業
に参加してほしい。佐宗さんと議論する
中で企画とビジネス、技術という 3 つの
役割をどう分担するかという課題が明確
になりました。
佐宗 : この時期、MT の当時の社長だっ
た児野（ちごの）昭彦さんから依頼され、
デザイン思考の社内研修をMTで実施し
ました。児野さんに創発 Cafe のことを
説明すると、一緒にやろうと言っていた
だきました。その後、児野さんと NED
の掛川治男社長が会談し、両社が経営レ
ベルで協力するというスキームがまとま
りました。
成見 : 児野さんが自ら動いてくれたこと
が大きいですよね。これ以降、社内の見
方が明らかに変わり、創発Cafeの事務局
に MT の担当者が加わり、NHK グルー
プが連携できる体制が強化されました。
佐宗 : 2016 年度には、技術の観点から
MOOC（インターネットを用いた公開オ
ンライン講座）と e ラーニング、VR と
AR（拡張現実）、4K／8Kというテーマ
を設定し、それぞれの専門家から話を聞
き、11 月の大型事業開発提案に企画を
提出しましたね。
　こうした活動を通して、1 年目と比べ
てどんな変化を感じましたか。

第 5 回 佐宗邦威

成見 : 今手がけている VR を活用した食
農教育コンテンツは、ゼロからつくるも
ので、本気で開発しています。番組制作
と違って 360 度カメラを使った撮影など
はこれまでに経験がありませんでしたが、
MT の協力を得たことで、大きく進めた
面があります。技術があることで、絵コ
ンテで終わらせずに見える形にできま
す。そうすると、役員にも見せられる
し、自分たちの課題も明確になります。
この違いは大きいですね。
　それから、企画内容が大きく変わりま
した。1 年目に開発費を獲得した体験型
の算数イベント事業は、すでに放送した
番組を展開したもので、既存のビジネス
モデルに近い企画内容でした。
　それでも、番組制作の経験しかなかっ
た社員が新しい事業を展開できたことが
自信になり、大きく成長しました。
　その波及効果として東急電鉄と一緒に
食堂を使った NED カフェを運営したい
といった斬新なアイデアが提案されるよ
うになりました。これまでの NED では
考えられなかった、実現可能かどうか分
からないアイデアを口に出せる空気が社
内に少しずつ生まれてきたと感じます。
　創発 Ca f e が大型事業開発提案をサ
ポートするということも理解され、活動
しやすくなったことも大きな変化です。
経営陣からも期待されるようになり、創
発Cafeが活動としてだけでなく組織とし
て認められつつあるように感じています。
佐宗 : これは、すごいことです。社員が
ボトムアップで始めた活動を見て、経営
陣が課題として認識したのですから。何
が経営陣を動かしたと思いますか。
成見 : 結果を出したことだと思います。
小規模ながらも初年度に体験型の算数イ
ベントを実現できたことが評価されたと
思います。

　私は創発 Cafe をただの勉強会にした
くありませんでした。また、活動の成果
が社内で認知されないと、創発 Cafe は
簡単につぶされるという危機感も抱いて
いました。だからこそ、社員の自発的な
企画で開発費を取得し、どんなに小さく
ても事業化することにこだわりました。
　この成果については、報告書を自主的
に作成し、人事部や総務部に持ってい
き、活動内容をアピールしたことも社内
の認知を高めるのに役立ちました。ソ
ニーやリクルート、東急といった外部
の企業が、教育に強い関心を持って参
加している。その熱気を感じてもらえた
と思っています。
　今は、この活動の延長線上に、新しい
ビジネスモデルが生まれるかもしれない
という社内の期待を感じます。
佐宗 :1年目と2年目で大型事業開発提案
に応募しました。両方とも事業開発の予
算が付き、大成功だと思いますが、その
一方で社内での開発プロセスに変化が起
こりましたね。
成見 : 大型事業開発提案というのは、年
に 1 回の提案で採否が決まる場です。一
方、創発 Cafe で見えてきたのは、外部

と共同して開発する体制そのものが、今
までの NED になかった価値だというこ
とです。
　VR による食農教育コンテンツを、グ
ループ会社や社外の人とチームで開発す
ることで、今までよりもはるかに短期間
に形にできることに気づきました。ま
た、プロトタイプをつくると、社内の理
解を得やすいことも分かってきました。
　そこで、創発 Cafe から生まれた企画
が、私が所属する事業推進室の役員に承
認されれば、プロトタイプ開発の予算を
獲得できるという新しいプロセスを提案
しました。これによってプロトタイプの
ブラッシュアップをしてから、大型事業
開発提案に出すことができるようになり
ました。また、その段階でクライアント
が見つかれば、そのまま事業化すること
もできます。
　最先端の技術を使ったコンテンツでも、
プロトタイプがあればすぐに理解できま
すし、新しいビジネスモデルが生まれる
チャンスも拡大すると思いました。
　創発Cafeの活動を通して、外部を巻き
込んだスピーディーなコンテンツ開発の
モデルを確立していきたいと思います。

外部企業を巻き込んだ共創型の事業開発で上げた成果を経営層が評価。
ボトムアップで始まった組織変革は、グループ企業を横断する
大型プロジェクトへと進化している。

す。現在まさに開発中で、稲作の様子を、
360 度の VR 映像として撮影し、臨場感
のある音響と組み合わせて制作していま
す。各社の強みとリソース、ノウハウを
活用して互いに知見を高めながら、とて
も良い形で開発が進んでいると感じてい
ます。
佐宗 :創発Cafeが社長賞を受賞し、経営
陣から注目され始めた中で、2 年目の活
動をどう展開するかを成見さんと議論し
ましたね。
　私は、この活動を広げていくには、
NED だけでは限界があり、社外からの
“浸透圧” を効果的に使う必要があると感
じていました。
成見 : そうですね。外部とどう組んでい
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2 年目の創発 C a f e は、
NED オフィスの 1 階に新
設したカフェスペースで行
なった。丸型ダンボールを
活用した即興の机で参加
者の親近感を高めた
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創発 Cafe での発言内容などをグラフィックレコ
ーディングによって記録し、参加者の共有資産に
した

解説編

　1年目を終え、ワークショップ（WS）
から生まれたアイデアでの社長賞受賞
という「小さな成功」を達成した時点で、
改めて今後 NED として新規企画を持続
的に開発するための体制について成見さ
んと議論しました。
　その議論を通して、NED には企画力
があるので、補うべきなのは開発力とビ
ジネス化モデルだという共通認識を得る
ことができました。

▶共創の環境デザインのポイント
・グループ会社を巻き込み、企画と開発
を迅速に進める体制をつくる
・オープンイノベーションの場を、新しい
開発体制づくりと組織変革の推進力と
する
・外部企業との共創によるプロトタイプ
開発を予算に組み込む

Step1 
グループ会社を巻き込む

　WS の第 1 回目は外部企業のビジネス
スキーム構想力と NED のコンテンツ企
画力を組み合わせることで、新たなアイ
デアが事業企画にまとまりました。一
方、単発で終わらない新規事業を生み出
すためには、さらに開発力を強化する必
要を感じていました。そこで、グループ
企業の力を利用することにしました。
　当時、私がデザイン思考の研修を支援
していたMTの児野社長に相談したとこ
ろ、両社の協働が決まり、創発 Cafe は
グループ会社横断型のプロジェクトにス
ケールアップしました。
　私は、ソニー時代に新規事業創出プ
ログラム「SAP（Sony Seed Accelera-
tion Program）」の立ち上げに関わりま
した。当時、グループ会社との協業によ
ってシナジーが生まれ、SAP の社内で
の認知が大きく高まりました。その効果
で、マネジメント層に強く印象付けるこ
とができました。
　こうした経験があったので、創発
Cafe の認知度を高め、同時に開発力を
補う狙いから、MT を巻き込むことにし
たのです。この流れの延長で、2016 年
度の後半には創発CafeでのNHK本体と
の協業も始まりました。NED の社員が
ボトムアップで始めた活動が、NHK グ
ループ全体に広がり始めたのです。

Step2 
オープンイノベーションの座組み構築

　1 年という短期間で事業を生み出すた
めには、実現しやすいもの、いわゆる

「筋の良い」テーマを選ぶ必要がありま
す。「魚がいそうな池」を目指して事業
を開発することが重要なのです。

　創発型のプロジェクトでは関わる企業
が多く、運営側は必ずしもすべてをコン
トロールできません。しかし、最終的に
目指すのは外部との協業による新番組や
コンテンツの企画です。
　プロジェクトをその方向に誘導するた
め、2 年目はビジネスの成果を比較的出
しやすいテーマを選びました。具体的に
は、MOOCやVR、4K・8Kなどを活用
した学びのコンテンツです。
　NED から見ると、学びのコンテンツ
が、テレビというメディア以外にも大き
く広がっている状況があります。新しい
技術によって生まれるメディア事業を考
えることは、参加者にとって身近なテー
マだったようです。特に近年注目を集め
る VR は、新しい体験を提供できること
から教育コンテンツとの親和性が高く、
複数のアイデアが提案されました。
　2 年目は最初の半年間で 3 回のアイデ
ア出しを実施、さらに専門家らが参加す
るネットワーキングの場をつくりまし
た。そして、大型事業提案に応募したい
テーマを持ち込んでもらい、それらを議
論しながらブラッシュアップするアイデ
アソンと、その事業提案に対して、対話
を通して助言と気づきを与えるメンタリ
ングを行いました。
　特に、メンタリングでは、テクノロ
ジーの未来とそれらのビジネスに詳しい
尾原和啓さんの協力を得て、最先端の視
点を入れることができました。
　こうしたプロセスを経て、VR を活用
した食農教育コンテンツの企画が、ラン
ドスキップの下村一樹さんと、NED の
社員との協業から立案されました。
　オープンイノベーションプログラムを
実施する際、参加者のそれぞれが何らか
のメリットを得られる win-win の関係
を構築するのが理想です。メリットがな

ければ、外部の企業の積極的な参加は期
待できません。
　また、実際のオープンイノベーション
型のWSでは、外部企業がアイデアを出
しても、主催企業がそれを形にする覚悟
が乏しいことが少なくありません。こう
した場合も、外部企業は共創を継続する
モチベーションを失います。
　創発 Cafe でも、外部の参加者にどの
ようなメリットを提供するかが課題でし
た。もちろん、参加企業には創発 Cafe
を通じて NED の大型事業開発提案に参
画できるというメリットがあります。し
かし、企画にまで至らないアイデアもあ
り、すべての企業が参画できるわけでは
ありません。
　創発 Cafe では、参加企業のメリット
として、以下の4つを提供しました。

1 ──学びに関して世界的なレベルで最

先端の知見が得られる
2 ──NED社員とのネットワーク構築
3 ── 提出されたアイデア自体には知財
権が発生しない（参加者は独自に事業化
などが可能）
4 ──グラフィックレコーディングにより
WS の内容を資料化し、参加者の共有資
産とした（2年目から実施）

Step3 
共創プロセスを業務に組み込む

　2 年目には、VR を活用した食農教育
の企画が大型事業提案で採用されたこと
から、この企画の事業化を支援するため
のWSを開催しました。
　具体的には学びの事業を具現化する上
で必要な「コンテンツ開発」「カリキュラ
ム開発」「事業開発」の各分野に精通した
コンテンツクリエーター、VR 研究者、
教育者などに参加を依頼しました。

図●デザイン思考を導入した21世紀型組織モデル

　それぞれの分野でどのような構想が可
能で、そのためにどのような事業化プロ
セスがあるのかを議論しました。
　開発が進むなか、創発 Cafe が外部を
巻き込むアジャイルな企画、開発のモデ
ルケースであるという認識が定着しまし
た。そして、成見さんの所属する事業推
進部が予算を持ち、プロトタイプを開発
できる体制になりました。創発 Cafeの活
動が業務に組み込まれたことになります。
　外部の企業や専門家を巻き込む企画の
メリットは、ユーザーニーズを敏感にす
くい上げ、急速に変化する市場への対
応力を強化できる点にあります。創発
Cafe は、視聴者を意識した切り口で発
想するプロダクトアウト型の企画から、
変化する社会のトレンドを素早く捉え、
コンテンツをクロスメディアで展開する
共創型のアジャイル開発を行なっていく
仕組みづくりに進化しています。
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・構造の可視化
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・イノベーションの仕組み作り
・企業横断型共創の場づくり

・ユーザー共創
・マーケティング/
 ビジネスモデルデザイン

ユーザー 社員

・ビジョンの可視化
・シナリオプラニング
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3 組織変革デザイン
・変革コミュニティデザイン
・変革ファシリテーター育成
 プログラム
・研修プログラムデザイン

Step1:
グループ会社を巻き込む

・	大型事業開発提案に向けた新規事業
開発として公式プログラム化
・	グループ会社を巻き込み、開発体制
を整備

➡

Step2:
オープンイノベーションの

座組み構築
・	教育とテクノロジーをテーマに設定
し、事業化の可能性を高める
・	ホットなテーマや人的ネットワーク、
知恵を共有することで、社外の参加
者にメリットを訴求

➡

Step3:
共創プロセスを業務に組み込む

・	複数のステークホルダーが参加する
共創型ワークショップで開発スピード
を上げる
・	事業推進部が恒常的に外部を巻き込
んでプロトタイプを開発する


