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ケーススタディ10：コニカミノルタジャパン その2

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

ていない人間がいきなりクリエイティブ
になれるわけもなく、作業に逃げ込みま
す。だから作業時間を削って、その分を
創造時間と自分時間に充てることが大切
です。将来的に、それらを 3 等分にする
時間設計ができれば、生産性・創造性を
高める働き方につながるのではないか。
そう考えたことが、このプロジェクトの
発端になっています。
小林：前回は、複合機の進化版として、
独自に開発した IoT プラットフォーム

「 Workplace Hub 」構想をお聞きしま
した。今回の働き方改革支援サービスも
モノづくり型組織からコトづくり型組織
へと転換を図るための一環でしょうか。
原口：イメージ的には働き方改革の方が
Workplace Hubの上位にあります。こ
れからの日本企業は、高度成長期の右肩
上がりの時代の成功体験を一度忘れて、
付加価値をもっと生み出せる働きに変え
ていかなければなりません。それにはノ
ウハウが必要です。我々は、そうしたノ
ウハウを伝えながら、働き方改革を支援
するサービスプロバイダーを目指します。
小林：いいじかん設計では現状確認から
計画策定までをコンサルティングしなが
ら、それを実現させるソリューションと
してオフィスデザインやテレワーク展
開、情報共有ツールなどの運用・定着を
サポートしていくわけですね。
原口：その通りです。そしてWorkplace 
Hub でも社員一人ひとりが、生き生き

第 19 回 佐宗邦威

と働ける「いいじかん」をつくる手伝い
をします。大企業では IT 化が進んでい
ますが、私たちの顧客の中心である中
小企業のほとんどはIT専門部署もなく、
未整備の状態です。中小企業にもすでに
設置されている複合機と、IT 周辺機器
やサービスを一緒に使えるとさらに便利
になり、仕事の生産性・創造性を高める
ことに貢献できると考えています。
小林：今回のいいじかん設計のキャッチ
コピー・ネーミング開発では、KMJ の
プロジェクトメンバーと共創型ワーク
ショップを開催しました。働き方改革に
関しては、長時間労働の削減や業務の効
率化といった議論が多いようです。そん
ななか、我々はその先にどんな時間が増
えて、どんな未来がつくれるかに焦点を
当てたことで、多くの可能性を発見でき
ました。
原口：いいじかん設計というサービスの
考え方が、KMJ 社員の行動規範になれ
ばいいと思っています。そういう姿勢で
動く人間が増えると、人材の差異化につ
ながるし、営業やサービスといった顧客
との接点がブランド価値になる。この
サービスを発表するに当たり、社員に伝
えたメッセージがあります。その一部を
紹介します。
　「仕事は、効率良く量をこなす作業の
連続ではなく、物事を多面的かつ柔軟に
考え、チャレンジ行動を起こすことで
す。そのためには単純作業の自動化はも
ちろん、結論の出ない会議やそのための
資料作りを減らし、社会動向を観察し、
社会課題解決に向けて考える時間をつく
り出す必要があります。社員の皆さんが
創造力を高める自己研さんの時間も必要
でしょうし、介護や育児といった生活面
の両立も切実な問題です。皆さんの人生
のステージに合わせ、多様な価値観を大

切に生きていくことが、いい時間の基本
だと考えています」
　つまり、働き方改革＝暮らし方改革な
んです。結果として、辞めない社員が増
え、停滞せずに成長する社員が増える。
さらに、ファンになってくれる顧客が増
える状況をつくり出すのが目標です。
小林：社外に発信するキャッチコピーを
考えながら、自分たち自身が変わってい
くためのビジョンを描いていたわけです
ね。創造型組織へ転換していくうえでの
難しさはどこにありますか。
原口：いくら理想論を語っても、現実的
には我々はいまだ複合機主体の事業を
やっています。「それはやめて、新しい
やり方にして」とは言えないところが難
しい。そこは役割分担をして進めなが
ら、組織全体で目的意識を共有すること
に意味があると思っています。新しい価
値に基づく人事制度や組織設計、業績評
価の在り方を具体的に提供できる会社に
ならないと完結しないでしょうね。
小林：ところで、デザイン思考のどんな
ところに可能性を感じたのですか。
原口：入社式でよく言うのですが、ほと
んどの新入社員にとって会社のイメージ
は箱なんです。上司がいて、やることが
指示されるような。でも、そうではなく
て、本来はいろんな個性の集まった共同
体であるべきですよね。捉え方次第で、
仕事の面白味が全く違ってくる。会社の
なかで成長すると、やれるオプションが

増えていきます。むしろ、会社を利用し
てやろう、というしたたかさがある人間
のほうが伸びると思います。 
　私のデザイン思考のイメージは、紙 1
枚、鉛筆 1 本を持って自由に発想できる
ワクワク感。「会社は人材がすべて」と
よく言いますが、私もその考えに賛成で
す。紙と鉛筆でワクワクする社員が増え
たら、KMJも変わっていくと思います。
小林：トップ自らが率先して行動するか
らこそ、進められる改革なのでしょうね。
原口：社内で、私からいろんな提案をす
るのですが、結構な確率で否定されます

（苦笑）。社員には目の前の仕事があっ
て、時間がない、予算がない、といろい
ろな問題を抱えています。だから、私も
言いっ放しではなく、どうしたら彼らに
歩み寄れるのかを考え中です。
　おそらく、やらなくてもいい作業が多
過ぎると思うんです。トップの決断とし
て、まずはそれをやめさせる。それに
よって生まれた時間を最初は自己研さん
に充ててもらいたい。教育ツールを会社
で用意する、勉強や研修参加費用を会社
が負担することをして、その次に社内の
さまざまなプロジェクトに自由に入れる
機会を増やしたいと考えています。
　それが結果として、会社のためにもな
るし、社員のためにもなる。そういうス
テップを踏んでいかないと、将来像だけ
を語っても、創造型の組織へは転換でき
ません。

コニカミノルタジャパン（東京・港、以下KMJ）は、働き方改革支援サービスを改善し、
未来をつくるキャッチコピー・ネーミングを開発。サービスを軸に据えた創造型企業へ
と大きくかじを切り始めた。

インタビュー編

小林：KMJ は 2013 年から社内で「働き
方変革」プロジェクトを実践してきまし
た。18 年初頭に、これを顧客向けのソ
リューションとして提供していくための
キャッチコピー・ネーミングを一緒に開
発しました。それが、6月25日に発表し
た働き方改革支援サービス「いいじかん
設計」です。
原口：KMJ では、働き方変革を進める

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

ため、働く時間を業務内容別に分けて、
調査・分析することから始めました。主
に、コツコツ仕事をこなす「作業」時間
とアイデアを生み出す「創造」の時間が
あります。良いアイデアのためには幅広
い視野を持つことが大切ですから、価値
観を広げるための「自分」時間もなけれ
ばなりません。
　残念ながら、現状はほとんどが作業系
の単純業務時間で占められています。創
造的な時間はごくわずかで、自己研さん
のための時間はほぼゼロ。自分に投資し

共創型ワーク
ショップで、働
き方改革支援
サービスを通じ
て、実現したい
思いやビジョン
を引き出す

（写真／花井智子）



90 NIKKEI DESIGN　経営者のためのデザイン思考 91January 2019  NIKKEI DESIGN

解説編

　KMJでは社内で、働き方改革プロジェ
クトを推進してきました。この経験を基
に他の企業向けに働き方改革支援サービ
スを提供するプランが持ち上がりました。
そのコンセプトを再定義するプロジェクト
に BIOTOPE が協力することになりま
した。
　政府主導で「働き方改革」の取り組み
が広がり始めたなかで、 以前からその方
面のノウハウを蓄積している KMJ 独自
のユニークな価値やビジョンを打ち出し
ていくことが求められていました。
　そこで、現在のサービス内容だけでは
なく、働き方改革支援サービスをどの

▶コトづくり型組織への転換のポイント  
・自社サービスや事業の意義・価値を時代

の変化に合わせて再定義する
・メンバーの思いを引き出しながら、実現し

たい未来価値を取り込んだコンセプト開発
・ユニークな切り口・着想を得るために、共

創と独創を往復した創造プロセス

がっている」という、今まで見えていな
かった切り口を発見したことで、ネーミ
ングの方向性が定まりました。

Step3
事業再定義のためのコンセプト合意

　生産性や創造性の高い働き方を実現す
るために必要なことを考えていくと、以
下の3つのポイントがあります。

1.   作業の時間を減らすこと 
2.   創造に充てる時間を増やすこと 
3.   自分のための時間を増やすこと

　これまでの働き方改革では、1 を中心
に議論することがほとんどでしたが、2
や 3 を視野に入れた支援サービスの在り
方を考えていくべきではないか、という
意見が社内からも挙がりました。
　こうした意見を追い風に、実現したい

未来の視点から事業ネーミングを考案し
ていくことに合意が取れました。

Step4
ネーミング・キャッチコピー開発

　プロジェクトメンバーで議論を重ねる
うちに、 先述の1、2、3のバランスを設計
することは、働く人と企業、そしてパー
トナーや家族など、関わる人全員にとって
より充足したいい時間になる、という仮説
にたどり着きました。 
　作業の時間のなかにある非効率な時間
を削ることと同じくらい大切なのは、そこ
で生まれた余白を創造の時間に充てて、さ
らに創造の質を高めるため、仕事の経験だ
けでは得られない幅広い視野を持つため
の自分の時間までをも含めて設計するこ
とです。
　そうしたストーリーがチームから強い
共感を得られ、「いいじかん」を軸とした

ネーミングを英語・日本語・音感ベースな
どさまざまな角度から検討しました。かっ
こいいけれど、親しみにくいものより、親
しみやすく、優しい言葉にしたい。そうし
た判断から、ひらがなと漢字を組み合わせ
た、安心感と信頼にもつながり得る「いい
じかん設計」というネーミングを全員一致
で決定しました。さらに、「あなたにも、会
社にも、いいじかんを。」というキャッチコ
ピーを考案しました。
　その後、KMJ チームと外部のウェブデ
ザイナーとで制作したサービス紹介サイ
トを、18年6月25日に公開しました。今回、
開発したいいじかん設計や「あなたにも、
会社にも、いいじかんを。」というフレーズ
には、現在提供しているサービスだけでは
なく、事業を通じて実現していきたい未来
への思いが込められています。
　いいじかん設計サービスは、これからさ
らに進化させる予定です。

き方改革企業の先駆者に」といった現状
の延長上にある理想だけでなく、「企画
や新規事業アイデアを考案する時間がで
きる」「多様な人や考えや体験を通し価
値観を広げる」といった、これまでの事
業フレームとは異なる意見も散見されま
した。

Step2
キャッチコピーの着眼点を探索

　現状のままでは競合で差異化できず、
KMJ らしさを打ち出せないことが課題
でした。社内でブレーンストーミングを
実施し、まだ気づいていない視点の探索
に注力しました。
　働き方改革に関するサービスでの競合
を分析すると、一つの傾向が判明しまし
た。仕事の効率を高める取り組みが非常
に多いことです。ところが、それ自体は
働くことの目的にはなり得ません。効率
を高めることで、無駄な時間を削減でき
ます。何かの時間が削減されれば、別の
時間が「増える」はずです。
　「減らすことは増やすことにもつな

2018 年 6 月25日にローン
チした「いいじかん設計」の
サービス紹介サイト

Step1
思いとビジョンの共有

　まずは、ワークショップ形式で社内の
キーメンバーの思いと未来へのビジョン
をヒアリングしました。
　現在提供しているサービス単体の機能
訴求だけでは差別化が難しいことを共通
の認識としながら、独自のサービスとし
て関わる人たちの思いやビジョンをネー
ミングアイデアの視点の一つとして取り
入れました。また各メンバーの思いを可
視化し、互いの異なる考えへの共感を高
め、意見を引き出しました。
　そこで、2030 年における本事業の未
来像やつくりたいブランド像、そして事
業を通じて日本社会をどう変えていきた
いか、といった観点を設けました。
　「最先端の働き方を実践・提案する働

ように進化させていくか、という未来価
値も含めた事業再定義のためのネーミン
グ、それを伝えるためのキャッチコピー
を検討・提案しました。

Step1：
思いとビジョンの共有

・コアメンバーがサービスを通じて実
現していきたい思いやビジョンを引き
出す共創型ワークショップの実施

➡

Step2：
キャッチコピーの着眼点を探索

・市場環境のトレンドリサーチや自社の
強みの棚卸しをする
・全体を俯瞰（ふかん）しながら、ブラ
インドスポットを発見し、新たな着眼
点を模索

➡

Step3：
事業再定義のためのコンセプト合意
・対話をベースに着眼点を深掘りし、事
業の意味合いを再定義
・実現していきたい未来価値を含めた
コピー開発の方向性を合意

➡

Step4：
ネーミング・キャッチコピー開発

・共創と独創を組み合わせたストー
リーづくりとコピー開発

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
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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


