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ケーススタディ11：丸紅 その1

今回のテーマ：経営変革をボトムアップで加速させる戦略デザイン

会社ではなく、弊社のようなデザイン
ファームに声を掛けたのはなぜですか。 
早坂：企業が生まれ変わるには、ショッ
ク療法的な意識改革が必要です。戦略コ
ンサルのプロセスやアウトプットはある
程度想像できます。一方、御社となら劇
的な意識改革ができるのではと思いまし
た。実際、プロジェクトを開始して間も
なく、元楽天の安武弘晃氏にご講演いた
だきました。そのときの参加者のアン
ケートには「ハンマーで頭をたたかれたよ
うな衝撃」というコメントもありました。
　戦略コンサルはロジカルに整理、提案
するスタイル。それに対して、御社の提
案書には「内発的動機を大事に」とあり
ました。社員が「楽しい」「動かなきゃ」
というマインドセットに変わるには内発
的動機が重要だと考えていたので、御社
とご一緒したのは自然な流れでした。
佐宗：そのとき、デザイン思考を活用す
るという考えはありましたか。
早坂：これまでの商社のビジネスのやり
方は供給者の視点が強かったと思いま
す。つまり良い商品をお客様に届けると
いうマインドセットでした。それを、需
要から遡るアプローチに切り替える必要
がありました。それがデザイン思考に通
ずると思っていました。
小林：プロジェクト前半は、今起こって
いる変化を共有することからスタートし、
後半はアイデアを具体的な事業案に落とし
込むプロトタイピングを行いました。

第 20 回 佐宗邦威

早坂：プロジェクトの参加者は、まず、
外部から招いたゲストの話から変化を実
感しました。私は、時代を先取りしてい
るのは商社パーソンだと思っていました。
しかしゲストの話を聞くほどに、今の最
先端はデジタル業界の人だと痛感しまし
た。参加者の多くが同感だったようです。
小林：以前から、縦割り型の組織や文化
が崩れる時代は、多様で幅広い事業分野
を持つ商社にとって大きなチャンスだと
いう仮説を持っていました。だから事業
案は各部署で考えながら、一方で関連す
るデータを洗い出し、それらを掛け合わ
せると何ができるかを考えたり、事業部
の異なる参加者をミックスしてアイデア
を発想したりしました。
早坂：参加者は新しい視点や他の事業部
と共通する要素を見つけたり、事業機会
に気づいたりしたようです。商社は多様
なビジネスモデルを持っているので、そ
れらを掛け合わせて新しい価値を創造で
きると感じたと思います。
小林：全社横断の共創の場で知恵を集
め、ワークショップでは事業部に落とす
視点で考え、事務局側では全体を俯瞰し
ながら組織全体の未来を考えて、新しい
かたちの未来戦略を構想しました。
早坂：経営者の「最先端を感じて、変わ
らなければいけない」というメッセージ
を出しました。それを進める方法をボト
ムアップで可視化するという、壮大なプ
ロトタイピングだったかもしれません。
小林：後半のプロトタイプをブラッシュ
アップしていく段階では、アイデアを顧
客に見せてヒアリングしました。「途中
のものをお客様に持っていくのですか」
という担当者の反応が印象に残っていま
す。デザイン思考による事業開発は、皆
さんの目にどう映っていたのでしょうか。
早坂：弊社の社員は約 4000 人で、その

うちプロジェクトの参加者は全営業本部
から2人ずつの36人にすぎません。新し
いプロセスを学んでも、会社を一気に変
えることは難しい。ただ、参加者は、顧
客と向き合いソリューションを考えるマ
インドセットを理解し、商品軸を超えて
知見や資産を掛け合わせることで価値創
造できる可能性を実感しました。そして、
それらを自分の部署に持ち帰ることがで
きたことに大きな意義がありました。
小林：プロジェクトは17年3月に終了し
ましたが、翌月には IoT・ビッグデータ
戦略室が立ち上がりました。
早坂：IoT・ビッグデータ戦略室は、ビ
ジネスをデジタルテクノロジーで高度化
したり、新しいビジネスモデルへの挑戦
を先導・支援したりする部署でした。
　最新の知見を集め、ネットワークを広
げるために最初の 3 カ月で約 100 社の担
当者と会いました。そして予算を付け
て、20 件近くの実証実験を支援したり、
AI を事業に活用するためにデータサイ
エンティストを採用したりして体制を整
えました。さらに 18 年にデジタル・イ
ノベーション部と名称を変え、新規のビ
ジネス創出に力を入れています。デジタ
ル領域での活動を進化させる他にもビジ
ネスプランコンテストを始めたり、外部
企業との交流を促進したりしています。
小林：実証実験のなかで、実際に先に進
んだものはありますか。
早坂：初年度はフットウエアブランド、

メレルの実店舗でカメラによる購買行動
分析の実証実験を行いました。また、ア
メリカのスタートアップ企業、エンリ
ティック社と AI 画像診断システムに関
して業務提携し、同社に出資しました。
ビジネスプランコンテストには約160件
もの応募がありました。優秀な案は事業
化する予定です。
小林：部署名も 1 年で変わり、内容が進
化していて、ダイナミズムを感じます。 
早坂：現場からアウトプットが出てき
て、課題があればそれを解消するための
組織や費用、仕組みが必要です。それを
組織設計に生かし、さらなる挑戦に向け
て拡充するかたちで進化しています。
　最近「丸紅さん変わったね」とよく言
われます。各自の判断や、担当する業界
に合わせて柔軟に服装を選べるようにな
り、外部企業との交流を進めていること
が大きいと思います。
小林：既存組織の枠を超え新領域に参入
する場合、コーポレート部門が重要な役
割を果たします。組織変更や人事制度の
改定はかなり難しい課題ですが、御社は
それができていてすごいと思います。
早坂：念のため補足しておくと、領域を
またいだイノベーションだけを進めれば
いいとは思っていません。既存事業を
しっかり支え伸ばすのも重要なイノベー
ションです。既存事業を進化させながら
新たな価値を創造する、ハイブリッド型
の変革を目指しています。

IoTやAI（人工知能）などのデジタルテクノロジーの急速な進化によって、
縦割り型の組織や供給者視点の発想が時代遅れになりつつある。
総合商社の丸紅は、デザイン思考によるボトムアップ型変革を進めている。

インタビュー編

早坂：2016年、テクノロジーの進化に対
応するために会社として何ができるかを
部門横断的に検討せよというミッション
を受け、IoT・ビッグデータ推進委員会
を立ち上げました。そこからBIOTOPE
さんとの半年間のプロジェクトがスター
トしました。
小林：最初にお話を伺ったとき、複数の
部署を巻き込んだ全社横断の取り組み
は、商社らしくないと感じました。
早坂：新しい技術が産業の垣根を壊しな
がら他の領域のビジネスモデルを駆逐
し、顧客ニーズが変化しています。そう

した世の中は、商品を軸にした縦割り型
の組織で成長してきた弊社のような企業
にとって脅威です。旧来のやり方ではい
つか立ちいかなくなります。
　まずは部署間で情報を共有し、自社の
強みを再認識することが重要です。その
うえで顧客と向き合い、ソリューション
を考えるマインドセットに切り替える必
要が出てきました。
佐宗：プロジェクト開始当時は、どのよ
うな課題に直面していたのですか。
早坂：組織横断といっても、いきなりは
難しいと思いました。まずは時代の変化
を認識し、危機感を共有する場が必要と
いう課題意識がありました。
小林：その際、戦略コンサルティング

コミュニティーをつくって、経営課
題を自分ごと化し、内発動機を高め
ていく

左 ：佐宗邦威 ● BIOTOPE代表
中 : 早坂和樹 ● 丸紅デジタル・イノベーション部イノベーション・市場戦略課マネージャー
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

（写真／新関雅士）
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解説編

　AIやIoTをはじめとするデジタルテク
ノロジーの進化により、さまざまな業界の
サプライチェーンとバリューチェーンの再
構築が次々と起こっています。丸紅はそ
の変化に対応すべく16 年に IoT・ビッグ
データ推進委員会を立ち上げました。
　それまでの縦割り型の組織構造とサプ
ライヤー起点での発想に危機感を抱いて
いた同社は、これまでのプロダクトアウ
トから需要起点のアプローチへと意識改
革する手法として、デザイン思考を活用
しました。社員が内発的動機を高め、経

▶変革のための戦略デザインのポイント  
・経営視点での変革の必要性を社員が自分
ごと化し、内発的動機を高めていく
・ボトムアップで集めた現場の知を俯瞰・統
合し、全体の未来戦略を構想
・組織の課題を見いだし、実験的に取り組
むことで、組織体制の変革につなげる

る新規事業のアイデアを構想しました。
経営企画チームとBIOTOPEによる事務
局では、各ワークショップにおいて抽出
した個別の機会・アイデアを俯瞰しなが
ら、IoT 時代における新たな戦略やビジ
ネスモデルへと統合しました。
　今回の取り組みでは、前提として経営
トップからの「変わらなくてはならない」
というメッセージがありました。それに
対して、参加者が、変化やイノベーション
の必要性を自分ごと化していきました。
　さらに、現場の知を集め、将来に向け
てどう変化していくべきかという具体像
を言語化・可視化し、それを再び全社戦
略にフィードバックしました。まさに組
織全体での壮大なプロトタイピングとい
えるプロジェクトでした。

Step4
戦略室設立と実証実験支援

　この取り組みをきっかけに、IoT・ビッ
グデータ戦略室が設立されました。同戦
略室の機能を設計する過程では、デジタ
ル分野における前例のない挑戦を営業
部が具現化するための費用や知が見え
てきました。そして IoT 時代の事業創造
のためには、実証実験を通じた小規模で
クイックな仮説検証が必要なことも分
かりました。
　それらをプロジェクト参加者の声とし
て上層部に伝えることで、ポイントを押
さえたボトムアップ型イノベーション支
援が可能となりました。
　IoT・ビッグデータ戦略室は、1 年後に

はさらに進化してデジタル・イノベーショ
ン部となり、イノベーションの加速に向
けたさまざまな施策に全社を挙げて取り
組んでいるようです。
　それら一連のイノベーション施策のひ
とつとして開催したビジネスプランコン
テストには、予想を超える約 160 件もの
応募がありました。18 年には先進的なコ
ミュニティー型ワークスペースである

「WeWork」に拠点を開設し、外部企業と
の交流を促進しています。
　また、会社のバリューアップにつなが
ることであれば業務時間の 15 ％相当を
割いて挑戦していいという「15 ％ルー
ル」制度も導入しました。総合商社のこ
うした取り組みは社外でも大きな反響を
呼んでいます。米エンリティック社と事業化した「AI技術を活用した画像診断システム」の初期事業プロトタイプ

営の視点を持って変化する必要性を自分
ごと化し、全社で商社の未来戦略を構想
していきました。

Step1
実践者コミュニティーづくり

　今回のプロジェクトには、石油や鉱山
などの資源から一般消費者向けのライフ
スタイル事業まで、規模もビジネスモデ
ルも異なる18営業本部（当時）から36人
が参加しました。
　そこで、まずは各自が日ごろ感じてい
る社会情勢の変化や関心の高いデジタル
テクノロジー関連のトレンド、商社とし
ての課題や将来への可能性などを共有
し、議論することから始めました。
　また、シンギュラリティ大学をはじめ
とするさまざまな有識者を招き、参加者
に社会の最先端の変化に関する知識を与
えることで、外部環境の変化や危機感に
ついての自分ごと化をショック療法的に
進めていきました。

Step1：
実践者コミュニティーづくり

・外部環境変化のトレンドリサーチと有
識者からのインスピレーション
・個人の気持ちに点火するため、組織横
断型の実践者コミュニティーをつくる

➡

Step2：
データ×顧客での事業機会探索

・各事業部が持つデータ資産と顧客課
題を掛け合わせて、アイデアを発想
・顧客価値、事業のスケールモデル、
技術的な実現可能性の3つの視点か
らのアイデアのプロトタイピング

➡

Step3：
集合知を統合し、戦略を具体化

・ワークショップで抽出した個別の機会
やアイデアを俯瞰・統合した、商社と
しての戦略やビジネスモデルづくり

➡

Step4：
戦略室設立と実証実験支援

・組織課題やイノベーション加速のた
めのツボを踏まえ、支援組織を設置

ビジョンデザイン
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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

　新たなことにチャレンジしていく際に
は、個人の熱量や主体性なしでは活動が
続きません。なので、プログラムの前半
では参加者の内発的動機を高めながら、
個人の気持ちに火をつけるための土壌づ
くりに時間を割きました。

Step2
データ×顧客での事業機会探索

　総合商社は、事業会社も含め多様で幅
広い分野・業界のデータ資産を持ってい
ることが強みのひとつです。そこで各事
業部が持つデータ資産を抽出・可視化
し、それらを自由に組み替えながら、顧
客視点での課題と掛け合わせていくこと
で、データがかつての石油のようなビジ
ネスの主たる資源的な存在になっていく
という、IoT の時代における新たな事業
機会を探索しました。
　発想したアイデアを、事業性、技術的
実現性、顧客価値の 3 つの観点から詰め
ていき、プロトタイピングを行うことで
構想を具体化していきました。
　従来のサプライヤー視点での発想から
脱却するため、顧客へのインタビューを
通して、潜在的なニーズや課題からアイ
デアを着想しました。また答えの見えな
いなかでプロトタイプをつくりながら前
に進んでいく探索型プロセスを採用しま
した。
　参加者にとっては慣れないデザイン
思考型のアプローチでしたが、苦労した
分、ユニークな切り口のアイデアが生ま
れました。いくつかのアイデアを翌年以
降の実証実験や事業化に進めることにな
りました。

Step3
集合知を統合し、戦略を具体化

　参加者は、それぞれの事業部に持ち帰


