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総括編3：デザイン思考から始まる21世紀型企業への進化

　技術が普及する初期は、未来デザイン
のようなアプローチを使って技術を活用
したビジョンをつくりつつ、デザイン思
考により先進ユーザー候補と社会実装像
を描いたうえでの体験をデザインした
り、伝統的デザインにより新たな体験に
世界観を付与したりします。

HOW : 共創文化のデザイン

　デザイン思考に代表されるビジネスデ
ザイン分野のストレートな進化と言える
ものが、内外の資産を活用した共創によ
る価値創造を支える組織文化のデザイン
です。これは、21 世紀型組織の企業に
おける企業活動の中心に位置します。失
敗を許す実験的で創造的な企業文化を醸
成し、全社で仕組み化して、事業や企業
文化に合ったかたちで創造サイクルを埋
め込むことが重要です。
　ここではデザイン思考は、知識創造を
コアの価値とする21世紀型組織の事業に
おけるカイゼン活動という位置づけにな
ります。その企業独自の創造の型となり、
教育プログラムや新規事業創造などの仕
組みづくりとセットで文化醸成のシステ
ムをデザインする必要が出てきます。

WHY : 意義・ビジョンのデザイン

　最後は、21 世紀型組織になり、生ま
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れてきた新たな分野、意義・ビジョンの
デザインです。知識創造をコアの価値と
する 21 世紀型組織は、外部のヒト・モ
ノ・カネ・チエを取り込み続ける求心力
が必要になります。
　それにはミッションやパーパス（目
的）のような存在意義や、自社が実現し
たい世界像を伝えるためのビジョンな
ど、思想や世界観を世の中に発信しなく
てはなりません。
　またミレニアル世代は、クリエイティ
ブな仕事を重視し、組織に縛られる働き
方を嫌う傾向があります。彼らのコミッ
トメントを引き出し、組織の求心力を高
めるため、経営者が自社の意義をデザイ
ンし、社会における存在意義が認められ
る環境を構築することが重要です。それ
によって、社員が意義を自分ごと化でき
るようにするのです。経営者が特定のビ
ジョンを強制するのではなく、自らのビ
ジョンのストーリーを通して、多くの人
を巻き込み、一人ひとりが意義を見いだ
すことで、結果的に集団の中から突出し
た構想が生まれることを期待するという
モデルです。
　そのうえで、優れたビジョンを持って
いる人を組織の中で殺すことなく、守
り、育てていく必要があります。突き詰
めると先見性のあるイノベーターを育て
る人づくりが重要になります。ここで
は、創業者や経営陣に始まり、社員や外
部パートナーなどの内発的な動機に訴え
かけ、かたちにしていくビジョンドリブ
ンなアプローチが有効です。
　デザイン思考は、WHAT としての体
験コンセプトづくりから始まり、HOW
としての創造的組織文化とサイクルを実
現する取り組みに進化しています。さら
に、WHY としての意義やビジョンを、
ビジョンドリブンなアプローチでつくり

育てる文化や場が存在することで、組織
全体として創造性が上がり、結果として
価値創造が加速します。

デザイン思考から創造OSへの転換

　米 IBM や独 SAP 、米 GE など全社的
にデザイン思考やリーンスタートアップ
などの創造の方法論を取り入れた会社
は、組織ビジョンを掲げながら長い時間
をかけて、上述のような組織へと転換を
進めています。
　実際に、本連載で紹介した企業の多く
も、デザイン思考を入り口として、組織
をアップデートしつつ 2 、3 年かけて段
階的に進化しています。そして、これら
の企業と並走してきた中で、あるパター
ンが見えてきました。
　そこで、企業がデザイン思考を入り口
として、21世紀型組織の創造OSを持ち、
常に価値を生み続けられる組織へと進化
する過程の、代表的なフェーズをモデル
化してみます。
　便宜上、4 段階に分けますが、企業が
属する産業やカテゴリーによって最適な
フェーズが違うため、一概に進化したも
のがよいとは言えないことは付記してお

きましょう。

第 1 段階 : 20 世紀型組織の企業の顧客起
点イノベーション

　これは、20 世紀型組織の企業が顧客起
点のイノベーションを実践する段階です。
そして、プロダクトアウトと規模の経済
を前提とする企業が、デザイン思考を活
用し始める入り口となります。こうした
企業は、デジタル化やユーザーの変化に
対応するため、一部の先行開発・事業開
発を担う部署が、顧客起点イノベーショ
ンによってプロダクトアウトの商品や技
術シーズを顧客価値に翻訳します。本連
載で紹介したケースでは、NTT 先端技
術総合研究所やぺんてるが該当します。

第 2 段階 : 出島によるオープンイノベー
ション

　第 1 段階を経た 20 世紀型組織の企業
が、企業の周縁につくった出島のような
組織で社外の知を取り込んだり、社内の
文化を変革したりする段階です。いわゆ
る、オープンイノベーションの場です。
新規事業部門や CVC（コーポレートベン
チャーキャピタル）などがこの出島組織

デザインの概念の広がりとともに、企業におけるデザイン思考の活⽤範囲は拡張され、
分化してきた。背景には、多くの業界で進んでいる20世紀型組織から21世紀型組織への転換がある。
今後、産業の主流になる21世紀型組織で、デザイン思考と広義のデザインが果たしうる役割を考える。

　前回紹介した 20 世紀型組織と 21 世紀
型組織の企業の違いを改めて振り返るこ
とから始めましょう。右ページの図の通
り、21 世紀型組織の企業の経営資源は、
WHY、WHAT、HOWという3つのレ
イヤーに整理することができます。
WHY ： ミッション、ビジョン、バリュー

などの組織の設計思想
WHAT： 組織の価値創造に関する戦略や

コンセプト
HOW ： サービスやプロダクト、それらを

通じたユーザー体験を提供する
あらゆるユーザーとの接点

　次に、今の経営の現場における課題
と、求められるデザインをぞれのレイ
ヤーごとに見ていきます。
　「 WHY 」レイヤーでは、組織の求心
力を高め、社員からコミットメントや創
造性を引き出すことが課題になっていま
す。社員やユーザーにとっての意義を企
業の持っている資産と組み合わせ、デザ
インすることが求められます。「HOW」
レイヤーでは、自社の資産を社外からも
活用できるようにすること、さらには外
部のヒト・モノ・カネを取り込んで新た
な価値を生み出す仕組みを構築し、自律
的で実験的な共創文化をつくることが課
題です。
　ここでは創造的な組織文化をデザイン

することが求められます。「WHAT」レ
イヤーでは、自社の持つ技術やプロダク
ト、特許、AI（人工知能）に使われる独
自のアルゴリズムなどの無形資産を活用
しながら、ユーザーに付加価値をもたら
す体験を提供することが課題です。ユー
ザー課題の解決のため技術を総合し、体
験価値に変える UX や CX をデザインす
ることが求められます。
　こう見てみると、いずれも広い意味で
創造によって解決すべき課題であり、広
義のデザインはあらゆる経営レイヤーで
必要になることが分かります。これだけ
異なる事象にデザインが必要となると、
デザインはもはや単なる課題に対するア
プリケーションの域を超え、OS（基本ソ
フト）になっていく必要があります。そ
れぞれに必要なデザイン活動についてさ
らに詳しく解説しましょう。

WHAT : UX、CXのデザイン

　従来の情報デザイン分野のストレート
な進化と言えるのが、UI（ユーザーイン
ターフェース）や UX（ユーザーエクス
ペリエンス）やCX（カスタマーエクスペ
リエンス）の開発です。UX デザインの
テーマは、AI や IoT 時代のユーザー体
験デザインがテーマになってくる会社が
多いのではないでしょうか。
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図●20世紀型組織と21世紀型組織の違い
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造し続ける会社へ変革するための創造文
化の伝道師です。
　第 4 段階では、未来デザインやブラン
ドデザインのような、ビジョンドリブン
なアプローチで勝負する経営者のビジョ
ンを創造・具現化できる少数のデザイ
ナー、第 3 段階のファシリテーター型の
デザイナー、第 1 段階の UX 、CX デザ
イナーなど、さまざまなタイプのデザイ
ナーが併存する組織になっていくでしょ
う。広義のデザイナーが必要になり、デ
ザイナーやデザイン思考を身に付けた人
材を育成するシステムが競争優位性を生
み出す源泉になります。

21世紀型組織に必要な思考法

　最後に、改めて 21 世紀型組織に進化
するうえで変化を求められる思考法につ
いて考えてみましょう。
　20 世紀型組織の経営において重要な
のは、以下の2つでした。

1. 支配力：選択と集中による競争優位性
2. 改善力：オペレーション改善による効

率的生産体制

　ここでは、目標となる市場を定義し、
自社の資源を選択と集中によって最適配
分する戦略的思考と、そのための数値目
標に対して計画—実行—検証—改善を繰り
返す改善思考が必要となります。
　それに対し、21 世紀型組織で重要な
のは、以下の2つです。

1. 求心力：ミッションに根ざした、より
野心的なビジョンの発信

2. 創発力：組織外部の知と社内インフラ
の組み合わせ

　どちらも価値を生む創造的な思考法が

必要ですが、デザイン思考は、21 世紀
型組織の 2. 創発力に適した考え方であ
り、知識創造の時代のカイゼン思考に
なっていくでしょう。
　私が最近上梓した『直感と論理をつな
ぐ思考法』（ダイヤモンド社）でも論じて
いますが、21 世紀型組織の 1. 求心力に
は、個人の妄想を起点に、世界観の知覚
の解像度を上げ、自分らしいアナロジー
を使って概念を組み替え、表現をするこ
とで社会に提起していくという独創を生
み出す、ビジョン思考が必要です。そし
て、ユーザーではなく自分や自分たちが
内発的に持つ妄想と、自分たちがよって
立つ大義を結びつけながら、時代の文脈
に共感を得られるビジュアルやストー
リー、体験などの形式に落とし込み、表
現することが有効です。
　これは、前回紹介した未来デザインや
ブランドデザインなどのビジョンドリブ
ンなイノベーションプロジェクトにおい
て有効なアプローチです。自社が世の中
に発信する不動点を起点に、ユーザーや

ステークホルダーなどの社会との接点の
中で課題を発見し、課題定義 —共感 —発
想—プロトタイプによる創造的問題解決
としてのデザイン思考を活用するのが自
然な流れになっていくでしょう。
　デザイン思考は、一部の人が創造的で
あることで価値が最大化されていた 20
世紀型組織の企業が、全社を創造文化に
変えていく入り口として始まり、創造
OS になっていきます。従って、21 世紀
型組織への進化を目指す会社は、デザイ
ンを内製化し、自社独自の創造プロセス
をつくり出すのもまた必然の流れです。
　内発的なビジョンを生み出すことを主
軸としつつ、組織の中で創造OSを持つ人
を増やし、デザイン思考が空気のような
存在になって、日常業務で創造的問題解
決が行われている。そんな21世紀型組織
を目指した進化の OSとなることこそが、
デザインが今の時代の経営者に提供でき
る役割になると考えています。経営とデ
ザインがさらに融合していく未来を願っ
て、筆をおきたいと思います。

で活動しながら、価値を創造します。21
世紀型組織の企業においては、新規事業
部門や、サービス開発部門などで外に開
いたオペレーションのなかに組み込まれ
ているケースもあります。デザイン思考
は異分野共創で紹介した共通言語として
使われます。本連載で紹介した NHK エ
デュケーショナルや東京急行電鉄が第 2
段階に相当します。

第3段階 : アジャイルな創造文化
　全社に顧客起点でアジャイルな創造的
な企業文化を育み、ウオーターフォール
型の上意下達な組織文化を変革する段階
です。GE DigitalやIBMなどのように、
自社のデザイン部門やデジタル部門が価
値共創のファシリテーターとなって、自
社のリソースや価値創造文化を伝達して
いき、そのための変革を促す新しいプロ
トコルとして、デザイン思考やリーンス
タートアップを全社に導入します。

ロセスとして使用します。本連載で取り
上げた企業のなかでこのケースに近いの
が、コニカミノルタや丸紅です。

第4段階 : 21世紀型組織づくり
　創造文化と自律的な組織を土台に、自
社の大義やビジョンを創造・更新・発信
することで求心力を高めたり、新しく生
み出した意義を世の中に問いかけたりし
て事業を進化させる段階です。
　ここでは、デザイン思考が組織に浸透
することによって育まれた創造 OS を基
に、ビジョン思考のような内発的動機を
起点にする方法論が必要です。また、歴
史分析や未来シナリオプランニングな
ど、時代の幅を広く捉え、次の時代にお
ける自社の存在意義を語るストーリーを
デザインすることが効果的です。
　SDGs（持続可能な開発目標）によって
自社の社会的意義を再定義する必要が生
まれた経営者や、社会貢献を目的とする
公益法人や団体、また企業の成長戦略
を立案する会社などで、この第 4 段階の
ニーズが高まっています。
　この段階では、デザイン思考は創造的
なマインドセットが一人ひとりに浸透し、
新たな意義を創発し続ける組織の OS と
なります。本連載のケースでは、クック
パッドやALEがこの例に当たります。
　このような進化のなかで、デザイナー
の役割はどう変わるのでしょうか。第 1
段階では、翻訳者です。先行的なサービ
スやR＆Dなどの部門で、デザイン思考
を活用しながらシーズを人間の価値に翻
訳していきます。第 2 段階では、ファシ
リテーターです。組織的な取り組みに進
めていく際に、外部を巻き込んでいく場
づくりの役割を担います。第3段階では、
顧客体験を創造できる会社にする志を持
つ経営者のパートナーであり、価値を創

　20 世紀型組織の企業においては、経
営者が変革を意思決定してから、組織的
に取り組みを進めます。イノベーション
文化づくりを全社戦略と位置づけ、創造
文化を伝える拠点として共創のためのス
タジオを設けたり、自社事業に合わせた
デザイン思考による創造的問題解決のプ
ロセス、マインドセットを伝える全社に
向けたトレーニングプログラムを開発し
たりします。
　2 1 世紀型組織の企業においては、
CXO（Chief eXperience Officer）など
の経営トップへの導入や、全社での UX
の取り組みのようなかたちで現れます。
デザイン人材は、変革ファシリテーター
として、社内の変革の媒介となる役割を
担います。デザイン思考は、トヨタのカ
イゼン活動や GE が導入したシックスシ
グマ（品質管理手法のひとつ）のように、
顧客体験創造のオペレーションを担う全
社共通のプロトコル、知識創造の共通プ

サイトではもっと記事をお読みいただけます。
QRコードからアクセス

図●21世紀型組織への進化における4段階
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設定

選択
集中

検証
資源棚
卸し

計画

検証

改善 実行

妄想

組み替え

表現 知覚

課題
設定

発想

プロト
タイプ 共感

創造的問題解決

妄想を駆動力にして創造する

1.支配力
選択と
集中による
競争優位性

1.求心力
ミッションに
根ざした
より野心的な
ビジョンの
発信

2.改善力
オペレーション
改善による
効率的
生産体制

2.創発力
組織外部の知と
社内インフラの
組み合わせ


