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ケーススタディ9：コニカミノルタジャパン その1

今回のテーマ：モノづくり型からコトづくり型への組織転換

中の多くの企業のオフィスの中心に設置
されています。
　ところが、ペーパーレス化や働き方の
変化で複合機は不要になるともいわれ、
そうなったら我々はどこに軸足を移すか
という議論を社内でも長年してきました。
ただ、これだけの規模と裾野があるビジ
ネスはそうありません。だから、複合機
を革新的に進化させるしかない。それが
当社にとっても日本の産業界にとっても
大事だと思っています。
小林：どのように進化させるのですか。
原口：今は、多くの会社が多様なアプリ
を使ってサーバー上で仕事をしています
が、Workplace Hub ではそれらを複合
機の中に入れてしまいます。オフィスや
現場に散在するすべてのデータのハブと
して機能するプラットフォームシステム
を想定しています。
小林：組織をサービスビジネス型に転換
していくに当たり、どんな課題や変革の
必要性を感じていましたか。
原口：親会社のコニカミノルタではイノ
ベーションを起こし、新しい価値を顧客
に提供する組織として、Business Inno-
vation Center（BIC）を世界5拠点で展
開しています。Workplace Hubはその
欧州拠点から出てきた構想でした。
　コンセプトが先で、そこに何を入れる
か、複合機とどうつなぐかの技術は後追
いです。そういう意味ではデザイン思考
に近い手法で開発しました。日欧米と複

第 18 回 佐宗邦威

数拠点をつなぐ開発プロジェクトだった
こともあり、国内販売会社からは見えづ
らい部分も多く、先行する欧米の様子を
見ながらの国内展開となりました。
小林：その先をどう具体化していくのか
が見えていない状況でしたね。
原口：我々の初期の発想は、やはり製品
ありきのモノづくり思考でした。でも、
ワークショップをやっていくうちに、や
ろうとしていることは顧客への価値提供
であって、何を搭載して、お客様がどん
なふうに使ったら価値が生まれるのかが
大切だと気づかされました。
小林：どのようなきっかけで、デザイン
思考に興味をもったのですか。
原口：モノや情報があふれかえっている
世の中で、今の消費者はモノの所有に興
味を失い、利便性やサービスを価値と認
識しています。そんななか、メーカーが
生き残るには、モノを否定せず、それを
利用しながら新しい価値を生み出してい
くしかありません。
　では、多様化した価値観にどう応える
のか。我々にはそれに応えるノウハウが
ありません。そこで、顧客と共に価値を
共創するプロセスを学ぶ必要があると思
い、今回の取り組みに至りました。
小林：組織の変革を進めるに当たって、
最大の障壁は何でしたか。
原口：日本の企業は、高度成長期に規模
の経済を是として効率化を追求した結果、
仕事の分業と組織のサイロ化が進んでし
まいました。サイロ化した組織では業務
プロセスが縦割りで進行するため、自分
の守備範囲をこなしていればよく、視野
が狭くなります。
　また、上下関係が明確なので、社員は

「俺が社長だったら」という発想が持てず
視座が低くなります。私は 20 年間ほど海
外駐在をしていたこともあり、そういう

視野や視座を失わずにきました。帰国し
てみると、一人ひとりの役割をもっとマ
ルチにして、視野を横断的に広げるよう
な仕掛けをつくらない限り、組織も社員
も変わらないと感じました。
小林：実際にワークショップに参加して
みて、どう感じましたか。
原口：Workplace Hubは複合機の将来
を左右するほどの大きなプロジェクトで
す。さらに、これを発端にして我々の組
織の変革も進めていきたい。こういう知
見・経験を積みながらデザイン思考を実
践できる人間をまずは、1割から2 割にし
たい。これが3割を占めるようになったら
会社は変わると思います。
小林：御社のデザインセンターのデザイ
ナーも参加して一緒に絵を描きましたが、
そうした過程をどう見ていましたか。
原口：デザイン思考の魅力は、組織の壁
を取り払うと同時に、これまで縦割り組
織で失ってきた能力を取り戻せることに
あると感じました。縦割り組織にいると、
どうしても全体を見なくなります。
　でも、デザインは紙1枚、鉛筆1本持っ
た瞬間に自由ですよね。それで全体に
興味を抱き、想像することで人間が本来
もっている右脳的・本能的な力を呼び起
こすことができると思います。
小林：ワークショップでは顧客インサイト
を抽出し、そこから機会領域や市場導入
シナリオの仮説を作成しました。
原口：多様なニーズに対応できる複合的

な価値を提供するには、思考法や働き方
に変革が求められるのは必然です。 
　物事を多面的に観察する複眼力、全
体像を描き出す構成力や、新しい試みへ
の柔軟な着想、協力者を巻き込む共創
型リーダーシップなどの高いレベルの能
力・行動力が求められます。ただ、ああ
いうワークショップは当社だけではでき
ないでしょうね。課題は、どうしたらそ
れができる会社になれるかです。
小林：社会や顧客ニーズが多様化し、商
材やサービス形態が複合的かつ複雑化す
るなか、市場導入前に顧客との共創で製
品価値を確認できるのは利点ですね。
原口：今後のサービスビジネスの原則に
なると思います。メーカーの場合、今ま
では開発が上流で、技術ありきでモノを
つくればその価値を市場に認めてもらえ
るという考え方でした。これからは顧客
と一緒に新しい価値をデザインしていく
プロセスが上流になるでしょう。
小林：顧客の課題を観察し、解決への道
筋をデザインする能力が必要ですね。
原口：モノで差別化できないのなら、営
業やサービスに関わる人材を差別化要因
にしていくしかありません。また、そう
いう能力があれば、顧客のコンサルティ
ングもできます。「君と話していると解決
策が見つかるよ」と顧客が思うようにな
れば、弊社の営業やサービスの担当者が
ブランド価値になり得る。その可能性を
追求したいと思っています。

コニカミノルタが考える、複合機事業の進化を描いた「Workplace Hub」構想。モノづ
くり型組織からコトづくり型組織へと転換を図るとともに、データに基づく意思決定の
ためのITインフラを実現し、これからの働き方を支援していく。

インタビュー編

原口：コニカミノルタジャパン（以下
KMJ ）は、コニカミノルタグループの国
内新会社として 2016 年に設立されまし
た。高度成長期にはモノの普及が社会貢
献で、メーカーはより良いモノを豊富に
提供することが使命でしたが、これから
人口が減少して需要が伸びない国では、
それが成り立ちません。
　グループの事業は、複合機や医療、計
測機器など多岐にわたっています。それ
ぞれの分野ごとに事業会社がありますが、
そうした異なる分野の顧客接点を再編

左：佐宗邦威●BIOTOPE代表
中:原口 淳●コニカミノルタジャパン社長
右:小林泰紘●BIOTOPE クリエイティ

ブカタリスト／共創ファシリテーター

して多面的に活用しようと考えたことが
KMJ誕生のきっかけです。
小林：今回、BIOTOPE では 2 つの案件
をご一緒しました。17 年 3 月末からの
フェーズⅠでは、独自に開発した IoT プ
ラットフォーム「 Workplace Hub 」の
日本市場導入に向けて、共創型ワーク
ショップを行いました。
原口：Workplace Hubを簡単に言うと複
写機やスキャナー、プリンターなどが一
緒になった複合機の進化版です。複合機
ビジネスは、ハードウエアの販売とサー
ビスの両方で利益を得ることができるう
え、中古市場もあり、顧客と末永くお付
き合いできます。しかも、複合機は世界

共創型ワーク
ショップを開催
し、機会領域
や市場導入の
シナリオ仮説を
議論した

（写真／花井智子）
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解説編

　今回の取り組みは、Workplace Hub
というグローバルサービスの日本市場導
入に向けたコンセプト作成と組織変革の
支援としてスタートしました。
　Workplace Hubは、モノづくりや規模
の経済によるビジネスモデルから顧客の
課題を解決していくためのソリューショ
ン提案型へと進化させていく、いわばコ
ニカミノルタが進化するための戦略的事
業という位置付けです。こうした事業を
実現していくには多くの組織的な変革を

▶コトづくり型組織への転換のポイント  
・組織変革の手段として、デザイン思考や

共創型のスタイルを活用
・グローバルチームとローカルチームが協業

し、縦割りの分業思考にとらわれず全体
を構想できる環境づくり

・顧客接点を最上流に置いた価値創造のプ
ロセスを通じて、ビジョンと顧客価値を
統合する

ないという課題を抱えていました。そこ
で中小企業の現場インタビューから得ら
れたインサイトを、専用に確保したプロ
ジェクトルームに貼り出し、常に顧客イ
ンサイトを起点に発想する環境を整備し
ました。
　さらに、ユースケースのアイデアをポ
ンチ絵で可視化することで、顧客視点で
リアリティーのある価値提供イメージを
膨らませていきました。
　また、同事業は売って終わりのビジネ
スモデルではないため、次世代型複合機
としてのビジョンを伝えていくことも必
要です。
　事業ビジョンや原口社長の思いと、現
場リサーチを通じて見えてきた顧客への
価値提供機会とを丁寧に往復するプロセ
スを通じて、当初はテクノロジー視点で
語られることの多かった事業の構想を、
Workplace Hubが実現する働き方の未

来風景として、顧客が共感できる言葉で
紡ぎ直し、手触りを感じられる 5 つのコ
ンセプトに翻訳しました。
　そのとき意識したのは、時代の少し先
を行く未来構想を引き出し、顧客に価値
を提供するという視点です。そのうえ
で、それらを具体的にイメージできる顧
客体験としてビジュアル化していく今回
のプロセスは、ビジョンや内的動機を起
点としたビジョン駆動型アプローチ、現
場での深い顧客洞察に基づくサービスデ
ザイン、ビジュアルを通じたアイデアの
具現化・プロトタイピングといった手法
を総合的に組み合わせました。これらは
BIOTOPE が得意とする領域でもあり
ます。

Step3
現場観察とサービスデザイン

　今回のビジョンとコンセプトで、勝負

できる可能性が高い業界をいくつか抽
出。なかでも建築、教育、コワーキングと
いう 3 つについて、より深い現場観察や
インタビューと、具体的なユースケース
や顧客体験を描いていくサービスデザイ
ンを進めました。
　多様な業界に展開していくWorkplace 
Hub を、具体的にサービス化していくに
は、個別の業界に限定されない普遍的な価
値やコンセプトが求められます。同時に、
業界固有の状況やニーズに応じたユース
ケースやアプリケーションを並行してデ
ザインする必要がありました。
　今回のリサーチでは、BtoB の顧客の
みならず、建設現場や学校、リモートワー
カーなどのエンドユーザーも含めたより
深い参与観察を通じて、現場に根差したイ
ンサイトや顧客体験アイデアを生成し、業
界ごとのマーケティング機会やユースケ
ースに落とし込んでいきました。

顧客ニーズを理解してサービスを開発す
るビジネスモデルの転換に伴う組織的な
能力が欠かせないこと。
　3 つ目は、最終的にはヘルスケアな
どを含めた多様な事業資産を生かして
“One Konica Minolta” として生活のさ
まざまな接点で複合的に価値を創出して
いくという原口社長のビジョンです。　
　チームは、グローバルとローカル、マ
ネジメントと販売現場、ビジネスとデザイ
ンという多様な立場・視点を持ったメン
バーで横断的に編成しました。
　特に、初期段階では事業企画、マーケ
ティング、システムなどのメンバーが中
心でしたが、ここに本社のデザインチー
ムに参画を要請。彼らは、Workplace 
Hub の初期構想のメンバーであり、従
来製品および先行製品デザインの担当で
すが、販売会社への展開と事業具現化の
支援にデザイナーの力を生かすという、
経営とデザインの橋渡しのための役割を
担いました。

Step2
サービスビジョンとコンセプト作成

　国内外で起こる働き方改革のさまざま
なトレンドを抽出するとともに、中小企
業の働き方の実態を把握するため顧客
や専門家にインタビューを実施。そこ
で初期に抽出した機会仮説を踏まえて、
Workplace Hubのサービスビジョンと
コンセプトを作成しました。
　ここでは 3 つの作業を実施しました。
1 つは、顧客視点での発想。2 つ目は、
ポンチ絵によるアイデアの可視化。3 つ
目は、抽象的なビジョンと具体的な顧客
価値の往復です。
　Workplace Hub 事業は、複合機に
サーバーを搭載することで機能が増える
一方、顧客視点での具体的な価値が見え建設現場などを観察して顧客ニーズを探った

Step1
事業を通じた変革ビジョン作成

　まず実施したのは、グローバル製品企
画開発チームとローカル販売企画チーム
の双方を巻き込んだ変革ビジョンの作成
でした。
　短期〜中長期にわたり、事業を通じて
実現したいことを可視化して見えてきた
ことが3つあります。
　1 つは、グローバル側でサーバーやシ
ステムなどプラットフォームを提供し、
ローカル側でアプリケーションやサービ
スを開発する協働体制が必要なこと。
　2 つ目は、単なるモノづくりではなく

伴います。
　だからこそ、組織や立場を超えた共創
環境づくりやコニカミノルタの持つ多様
な顧客接点を生かした顧客価値起点での
サービス開発プロセス、そして理想と現
実の往復を丁寧に進めていくファシリテー
ションが不可欠でした。

Step1：
事業を通じた変革ビジョン作成

・事業を通じて実現していきたいビジョ
ンを可視化
・インハウスデザイナーを巻き込んだ
チームを編成

➡

Step2：
サービスビジョンとコンセプト作成
・顧客インサイトを起点にして、事業構
想を顧客価値へと翻訳
・ポンチ絵を描いてアイデアをビジュ
アル化しながら抽象と具体を往復

➡

Step3：
現場観察とサービスデザイン

・参与観察やインタビューによって、現
場のニーズを把握
・具体的なユースケースや顧客体験を
描き出す

ビジョンデザイン 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

価値創造の場
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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


