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ケーススタディ6 ：NTTドコモ その1

今回のテーマ：共創によるビジョンデザインとアート的手法の導入

をイラスト化したり、ストーリーに落と
し込んだりしました。
　2015 年 11 月に最初に相談を受けまし
たが、当時、どのような課題を持ってい
ましたか。
笹原：携帯電話事業の経験しかなかった
ので、新規事業創出といっても、何をす
ればいいのか分かりませんでした。何の
役に立てるか分からず、自分らしさが出
せずに悩んでいました。
　その時期に、外部の企業と協業した
り、支えたりする企業になる「 +d 」と
いう取り組みが社内で生まれました。世
の中を見ても、オープンイノベーション
の流れが広がっていました。
　一方で、私自身、自分たちが実現した
い未来についての考えを明確に持ってい
ませんでした。私たちが目指す未来を明
確にすることで、外部企業とも協業しや
すくなります。同時に、私たちも未来に
対して責任を負いたいと思いました。
佐宗：biotope に声をかけてくれたのは
なぜですか。
笹原：佐宗さんがソニー時代に実施した

「 2030 年の女性の働き方の未来」という
ワークショップにインスパイアされたか
らです。また、私の得体の知れない旅に
付き合ってくれると思ったからです。
佐宗：確かに先が見えない旅でした

（笑）。壮大な取り組みですね。
笹原：10年後を見据えた事業を生み出す
のであれば意味があるけれど、短期での
成功を目指す事業だったらそれほど意味

第 12 回 佐宗邦威

がないと思っていました。10 年後を目
指すのは、相当苦しいことです。
　i モードでは、電車に乗れば誰もが携
帯電話機を使っていて、ずっと成功して
いる状態でした。それに対して、新規事
業開発は、いつ水面に出られるか分かり
ません。
佐宗：ワークショップには、R&D 、経
営企画、人事、事業部門から 50 人余り
が参加しました。プロジェクトは、どの
ように始まったのですか。
笹原：これまでは、未来のビジョンを
描く場合、R&D が作成した技術ロード
マップに合わせる作業が中心でした。さ
まざまな部門から人が集まり、ワーク
ショップ形式で未来の世界像や実現した
いサービスなどのシナリオについて考え
るという発想自体がほとんどありません
でした。
　しかし、何を目指して事業やサービ
スをつくればいいのかは技術ロードマッ
プからは見えません。また世の中にあ
る未来予測もどうもしっくりこないの
で、「手触り感のある未来をつくってみ
ませんか」と関係部署に話して回りまし
た。
　漠然としたイメージではなく、リアリ
ティーのある未来を考えたかったからで
す。そのための手法として、デザイン思
考が有効だと思いました。
　社内にはこうした取り組みに懐疑的な
人たちもいましたが、全体としては新し
いチャレンジを温かく見守る雰囲気があ
りました。
佐宗：ワークショップの参加者はどのよ
うな基準で選んだのですか。
笹原：複数部署から人を集めて、ダイ
バーシティー（多様性）を確保したいと
強く思いました。イノベーション統括部
からは 20 人くらい参加してくれました。

人事や経営企画からも味方が欲しかった
ので公式に依頼をしました。
佐宗：人事と経営企画を巻き込むことは
最初から考えていましたか。
笹原：はい。経営企画にこうした活動を
もっと推進してもらう方が中期計画への
反映や全社への広がりが速いと思ってい
ました。
佐宗：政治や心理学などの統計データを
共有しつつ、2030 年と現在の幸福につ
いてのパラダイムの変化について考え
ました。
　例えば、現在一般的な物の豊かさと
いう尺度に対して、今後は一人ひとり
異なる幸福の尺度が基本になることを
議論しました。こうした変化を前提に、
どのような未来をつくりたいかを考え
ましたね。
笹原：日本人は年を取れば取るほど幸福
ではなくなるという統計データを見て、
参加者全員が衝撃を受けました。そこか
ら「幸せとは何か」という方向に参加者
の意識が向かいました。お金とか地位と
か名誉といった一般的な幸せの形とは異
なる幸せは何かという議論が印象に残っ
ています。
佐宗：ワークショップでは、まず未来の
コミュニケーションの価値観を分類し、
これらの価値観に対応するサービスのプ
ロトタイプを作成しました。最後に各参
加者が思う未来が実現していることを前
提に「未来新聞」を作成しました。この

一連の作業に対して、どんな感想を持ち
ましたか。
笹原：未来のビジョンを持っている人は
少ないと思っていたので、全員が未来新
聞をスラスラ書いていた姿に驚きまし
た。表に出ていないだけで、未来は皆の
中にあることが分かりました。
佐宗：このプロジェクトは、参加者個人
の内的な世界を描くというアート的な手
法のシナリオプランニングでしたが、想
像以上に鮮明でクリアなシーンを全員が
描いたことに私も衝撃を受けました。そ
の準備として、ワークショップの 2 日目
には未来の社会をスケッチしました。
笹原：可視化することで一気にリアリ
ティーが増します。あやふやさが消え
て、自分の中でもしっかりふに落ちる効
果もあります。
佐宗：自分自身の中のモヤモヤしたイ
メージと向き合うことで頭がクリアにな
るという変化は、まさにアート的です。
統計データなどの事実をインプットして
から、参加者個人の内側にあるイメージ
をアウトプットすることで、未来像の解
像度が上がったのだと思います。
笹原：そうですね。大切なのは他人より
自分なんですね。未来は、結局自分でつ
くるしかない。
佐宗：未来新聞が完成し、ワークショッ
プは盛り上がって終了しました。そし
て、これらのアウトプットをまとめると
いう課題が残りました。

「手触り感のある未来」を描き出すため、NTTドコモはデザイン思考を活用した。
iモード事業を推進した担当者が、人事や経営企画をも巻き込むワークショップを実施。
アート的な手法を取り入れながら、「未来新聞」を作成した。

インタビュー編
佐宗：笹原さんのこれまでのキャリアを
教えていただけますか。
笹原：i モード事業の企画段階から主に

左：佐宗邦威●biotope代表
右：笹原優子●NTTドコモイノベーション統括部グロース・デザイン担当担当部長

（写真：花井智子）

3 日間のワークショップ
で、2030年のコミュニケ
ーションを分析し、サー
ビスのアイデアを考えた

端末の商品企画を担当しました。米国留
学後、マーケティング部を経て、現在は
新規事業創出プログラム 39works を担
当しています。
　イノベーション統括部は、R&D（研
究開発）の部署の 1 つで、スタートアッ
プのように新規事業を立ち上げることが
ミッションです。グロース・デザイン担
当には、NTT ドコモの成長を設計する
という意味があります。
佐宗：2016年1〜3月に、「2030年コミュ
ニケーションの未来をデザインする」と
いう NTT ドコモのビジョンデザインプ
ロジェクトをサポートしました。多様な
部署の集合知でビジョンを共創し、それ

　NTT ドコモは新規事業創出プログラ
ム「39works」を立ち上げ、新規事業開
発で成果を上げつつある。同プログラム
を推進するイノベーション統括部グロー
ス・デザイン担当の笹原優子担当部長と、
同プログラムのビジョンデザインをサポ
ートした佐宗邦威氏が、個人の思いを起
点に未来のシナリオを描いたプロジェク
トのプロセスについて語り合った。
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解説編

　NTT ドコモとのプロジェクトは、日
本でオープンイノベーションによる新規
事業が本格化するタイミングで始まりま
した。インタビューにある通り、笹原優
子担当部長は、新規事業創出プログラム
の運営に悩んでいました。そこで、自分
たちが実現したい未来を定義することか
ら始めました。これによって、社内はも
ちろん、社外とも共創しやすくなると考
えたからです。特に、笹原さんは、社内
外と協力して新規事業を立ち上げ、成
功させるには、「手触り感のある未来像」
が欠かせないと考えていました。
　社内の複数部署を巻き込んで、未来像

▶共創によるビジョンデザインとアート
的手法の導入
・個人の思い描く未来像とアイデアを起
点に事業の意義や思想を明確化する
・未来像やサービスアイデアをイラスト
に描き、手触り感を共有する
・ストーリーを寸劇にして、さまざまな部
署からの参加者の一体感を高める

を模索する旅が始まりました。

Step1
プロセスデザイン

　最初に受けた相談は、「未来の NTT
ドコモがやるべきことを、みんなでちゃ
んと考えたい」というものでした。
　それを聞いて、2 つの対策を考えまし
た。1 つは、NTT ドコモの存在意義を
集団で考える場。2 つめは、手触り感の
ある生活をデザイン思考を活用して描く
ことです。
　1 つ目の対策は、携帯電話事業を展開
する NTT ドコモだからこそ実現できる
コミュニケーションの未来像を、社内の
多様な部署を巻き込んで本気で考える場
をつくるというものです。いわば、会社
の事業の意義を問い直す、古代ギリシャ
時代のアゴラ（広場）のような「哲学的
な場」のイメージです。
　2 つ目の対策は、「手触り感のある未
来」を描くため、人々の生活や感情をイ
ラストなどで表現したり、寸劇にして演
じたりします。これをデザイン思考の
ツールを使って実現します。

　まずは、39works のコアメンバーで
ミニワークショップを実施し、それぞれ
が実現したい未来像を可視化しました。
　プロジェクトの成功の鍵は、社外の
パートナーへ、NTT ドコモの意思を伝
えられるようなビジョンをつくることに
あります。そして、社内のさまざまな部
署にも展開できるように経営企画部と人
事部を巻き込むことが重要です。

Step2
リサーチ

　ワークショップではまず、2030 年の
世界に大きな変化を生みだす要因（変
化ドライバー）を政治、経済、テクノロ
ジー、社会という 4 つの視点でリサーチ
し、その内容を共有することから始めま
した。人口減少はもちろん、AI（人工知
能）、ブロックチェーン、自動運転などの
技術要因のほか、人口減少と、それに伴
ない年齢を重ねるにつれて幸福感が減少
する傾向などを共有しました。また、雑
誌「WIRED」の元編集長・若林恵氏に未
来についての考えを聞きました。
　さらに4、5人でチームをつくり、2030
年のコミュニケーションに影響を与える
変化ドライバーを深掘りしました。10
チームの合計で、約 100 の変化ドライ
バーを出し、その中から特に重要だと思
われる 9 つをピックアップしました。例
えば「幸福度が大事になる」「貧富や情
報の格差の拡大」「五感による非言語コ
ミュニケーションの実現」「機械との意
思疎通の時間が増える」などです。
　ワークショップの終了後、事務局と行
う振り返りが、重要な役割を果たしまし
た。フェーズ 1 で考えた 100 の変化ドラ
イバーを分析する際、2030 年のコミュ
ニケーションにおける価値観を 2 軸 4 象
限に分類しました。その際、世界的に広

がっているグローバリゼ－ションとオー
プンコラボレーションが今後も広がるの
か、反対に閉じた深いコミュニケーショ
ンが求められるのかといったことを議論
しました。
　また、幸福の尺度の多様化についても
議題になりました。物質的な豊かさを重
視する流れに対し、個人的で精神的な豊
かさを重視する傾向が高まる可能性があ
ると考えました。
　これを図にして、2030 年のコミュニ
ケーションスタイルとして、Salon 型、
Cross Border型、Local型、Commu-
nity型という4つに分類し、それぞれの
サービスシナリオを作成しました。

Step3
ビジョニング

　次に、未来のコミュニケーションシー
ンを描きます。参加者は、先ほどの 4 つ
のコミュニケーションスタイルのどれか
を選び、2030 年に自分が実現したいコ

ミュニケーションのシーンを鉛筆でス
ケッチしました。
　さらに、ロボットと一緒に住む人と動
画でのコミュニケーションを多用する女
子高生という 2 つの極端な人の生活の様
子をインサイトとして共有しました。
　テクノロジーによって進化したコミュ
ニケーションの場面を寸劇で表現しまし
た。体を使って演じることで、未来のコ
ミュニケーションの手触りを実感できる
効果があります。
　寸劇の準備として、演じる場面をイ
メージするため、セリフを入れた 4 コマ
の絵コンテを作成してもらいました。そ
の際に、デザイナーが各チームの絵コン
テの作成をサポートしました。それに
よって、短時間で 10 の場面の絵コンテ
を仕上げることができました。
　こうしたプロセスを経て、コミュニ
ケーション機会として、「出会い」「趣味
コミュニティー」「遠くにいる人を近く
に感じる」などの未来のコミュニケー

ション機会が浮かび上がってきました。
　最後に、これらの機会を実現するため
のサービスとそれが 2030 年にニュース
になると仮定して、「未来新聞」をつくっ
てもらいました。
　これには、参加者に自分の成功したイ
メージと周囲の人やユーザーの反応を想
像してもらい、その未来を実現したいと
思わせる狙いがあります。この新聞を参
加者が共有することでモチベーションの
高まりも期待できます。
　i モードのように、自分が新しく世に
投げかけたサービスが広がり、新聞に
取り上げられている。そんな設定で、
2030 年の NTT ドコモで実現したいコ
ミュニケーションの未来が具体的にイ
メージする形で出来上がりました。
　ここまでのワークショップを経て、新
規事業のアイデアを考える土壌が生ま
れたと思います。今後は、この内容を社
内に展開していくための統合とコミュニ
ケーションデザインへ進む予定です。

2030年のコミュニケーシ
ョンスタイルをSalon 型、
Cross Border 型、Local
型、Community型に分類
した

Step1：
プロセスデザイン

・	未来のコミュニケーションをテーマ
に設定
・	コアメンバーでミニワークショップ
を実施
・	技術開発系だけでなく、人事部や経
営企画部を巻き込む

➡

Step2：
リサーチ

・	政治、経済、技術、社会の観点から
変化要因をリサーチ
・	有識者による文脈の共有

➡

Step3：
ビジョニング

・	コミュニケーションシナリオの作成
・	未来のコミュニケーションを演劇形
式で表現
・	未来新聞の作成

共創によるビジョンデザインと
アート的手法の導入 4 戦略デザイン

2 共創の環境デザイン

使命
3 組織変革デザイン

5 ビジョンデザイン
資源
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・構造の可視化
・機会マッピング
・プロトタイプを分析した
 戦略ストーリーづくり

・イノベーションの仕組みづくり
・企業横断型共創の場づくり

・ビジョンの可視化
・シナリオプラニング
・未来年表づくり

1 CXデザイン
・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

図●デザイン思考を導入した21世紀型組織モデル


