調査詳細：SAP

SAP LABS, LLC
シリコンバレーで成功した
稀有なドイツ企業
SAP は 1972 年 創 業 の ド イ ツ 企 業。IDEO の David
Kelley と 共 に d.school の 創 始 者 で も あ る Hasso
Plattner ら創業者は、IBM からのドロップアウト。ミ
ドルウェアを中心に、企業の武器商人を戦略として展開
する IBM にとって、彼らが目指すアプリケーションレ
イヤーは、戦略外領域。推し進めると、反対に IBM プ
ラットフォーム上のアプリケーションを開発する企業と
コンペティターになり、エコシステムを破壊する恐れが

どがグーグル、アップルなどアメリカの会社。唯一の例
外が日立。それくらい特殊な土地の中で最大の外資が
SAP である。日本とドイツは非常に似ている。国の抱え
る制約として労働力とエネルギーがあるとか、またエン
ジニア気質で職人、マイスターという考えがある。地味
で固いドイツ企業がなぜシリコンバレーで頑張って行け
るのか、それこそが日本企業のベンチマークになるので
は。グーグル、アップルを訪問して真似できているのは
一社もなく、ベンチマーク先として視点を変える意味で
面白い企業だ。

SAP Labs, LLC の歩み
SAP は 22 年前、シリコンバレーへ来た。最初はドイ

ある。彼らは、進めていたプロジェクトの停止命令の後、

ツ人の社長がドイツ流でやろうとして大失敗した。12 年

外部で起業することを選択。その後、ERP(Enterprise

前デザイン思考に出会い、経営戦略や製品ポートフォリ

resource planning) 企業として成功した。従業員数は全

オを見直した。2010 年当時の売り上げの 9 割は ERP、

世界で 8 万人、うち 2 万人がアメリカ、うち 4 千人がシ

一方 2015 年には全体の 6 割が New SAP（新規事業：

リコンバレーにいる。

モバイル、クラウド、HANA：ビッグデータを解析する

企業風土は非常に固い会社でダイナソーと呼ばれる

プラットフォーム）に変化した。変革が出来ない大企業

が、訪問者が後を絶たないのは、シリコンバレーの中で

病、イノベーションのジレンマをどう克服したのか。そ

ユニークな存在なためである。シリコンバレーのほとん

の鍵はデザイン思考にあった。
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大企業病をデザイン思考で克服
2000 年以降、一気に進むデジタルエコノミーの到
来に危機感を持つ Plattner が、機内で IDEO の David
Kelley がビジネス紙に書いたデザイン思考についての記
事を読み、「これだ！」と思いたった。到着後、David
に電話し、共にデザイン思考の学校 ( スタンフォード大
学内に設置された d.school) を作ることを提案、2004
年に d.school を設立した。Plattner は、SAP を起業し
た当時、顧客の現場で彼らの活動を観察しプロセスを理
解し製品化することを体験していた。そのため、David
Kelley の記事を読んだ時に、この危機を乗り越えるため
には、創業当時の顧客との協業の原点に戻ることが大事
なのではないか、と思い当たったわけだ。その思いを全
社に浸透し加速するためのツールが、デザイン思考だっ
た。
2005 年には、ドイツにある戦略部門に 35 人、デザ
イン思考のエキスパートを雇い、戦略作りに取り掛かっ

た。次に研究開発に導入、2007 年には hana プロジェ
クトに着手。現在の新規事業の基礎を支える hana は、
シリコンバレーで学生とのハッカソンから生まれた。
Plattner が実施している授業で、
「ERP を破壊するビジ
ネスを考えよ」というテーマでアイデア・ハッカソンを
実施し、ERP プロダクトではなく、顧客が求めているの
は「データに基づいてリアルタイムに意思決定ができる
プラットフォーム」ではないかと、学生たちが提案した。
韓国の学生が中心に活躍し、そのプラットフォームは
hana（韓国語で一つという意味）という名前になったと
いう。Plattner はそれを戦略会議で提案させたという。
導入から７−８年かけ、いくつかの成功事例が社内に
できた 2012 年に、事業部での展開に取りかかる。最大
の抵抗勢力は、短期視点でビジネスを考えがちな営業部
隊だった。彼らの中にも、成功事例を聞いたり、研修で
実際に体験してみたりしている内に、デザイン思考が楽
しくなっていく人が現れた。このようにして SAP はデザ
イン思考を企業文化として定着させることに成功した。
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成功要因・３つの視点

をトップに１０位以内に位置する。Palo Alto の Top は

People・Place・Process

ここで作り、その後その他の事業所に展開する。

■ People
People とは、
異質なものと交わること、
つまりダイバー
シティの活用だ。年齢・性別・文化・地域・役割など異
なる人といかに共創できるかが鍵だ。もともと、ドイツ
企業であった SAP にはヨーロッパの各国の文化や人材と
協業するベースはあった。また、SAP だけで何かをする
のはなく、オープンイノベーションにシフトした。シリ
コンバレーだけ取り上げても、d.school を設立し、大学
との接点を増やした。Stanford の近くには、bluebottle
と組み hanahaus（一つの家）というコラボレーション
スペースを作り、異質が出会うチャンスを加速させてい
る。
さらに、人材採用もダイバーシティが基本となってい
る。日本での採用は、１日かけて Sales boot camp と
いうケースに基づくグループによる提案活動だ。その結
果、日本においても 2/3 が女性、海外の採用が半分以上
を占める。多様性のある社員や顧客に、デザイン思考が
浸透し、共通言語・共通フレームワークとなり、顧客と
共創することによってより良い成果を作り出すポジティ
ブループを作り出していく。これらデザイン思考の教育

CDO(Chief Design Officer) の Sam Yen。 新 規 事 業 は
新規事業開発のためには、場所・人材・評価を別にす
ることが有効だ。SAP では、新規事業開発において試し
てみた数が評価指標になっている。失敗からは学べるこ
とができるし、評価もされる。シリコンバレーでは、失
敗に慣れて失敗の数を増やしていかないと成功しない。
グーグル、アマゾンは地球上で一番失敗をしている会社
と言われている。失敗には 2 種類ある。①挑戦してミス
を犯すこと。②挑戦せず機会を逃すこと。シリコンバレー
では①は失敗ではない。②こそがやってはいけない事。
日本企業は逆の傾向がある。①のミスを促すことが重要
で、評価に生かす。

■ Process
デザイン思考のコンセプト、導入の背景を理解したら、
それが共通言語・フレームワークとして活用できるよう
になってくる。しかしながら、デザイン思考が専門家だ
けではなく、全社員に浸透し使用可能な状態になるため
には時間がかかった。現在、年 2 回 100 項目近くある
従業員サーベイを実施している。そのうち 30 ～ 40 項
目はデザイン思考をどう自分たちの業務に使っているか

やツールは、SAP Scenes として公開している。

をチェックしている。

■ Place

やり方をフレームワーク化したもの。ヨーロッパは元々

城 下 町 か ら 離 れ て、 新 し い や り 方・ 風 土 を 作 る。
1972 年にドイツの Walldorf が最初の事業所として開
設された。その後、IT マーケットの開発・人材獲得の
ために、1993 年に Palo Alto に設置。現在シリコンバ
レーには、4000 人の社員がおり、社員の規模で Google
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デザイン思考は、シンプルに言うとイノベーションの
多民族でもあり、フレームワークの構築は得意だ。一方、
日本企業はあうん、形式知よりも暗黙知を重視する。
「イ
ノベーション起こせ」「変われ」と言いながらやり方を
提示しないのは片手落ちであろう。

SAP LABS, LLC

問題解決から問題発見へ
デザイン思考の価値は何か？それは、顧客の問題を解
決するだけではなく、「顧客の本質的な問題を見つけて
それを解決する」ということ。SAP では、問題を発見し
て問題設定から顧客と共に行うことが、デザイン思考の
根幹であると理解する。
例えば、スーパーの棚に物がない状況を想定する。こ
れは機会損失で、従来は在庫管理、サプライチェーンを
提案していた。しかしデザイン思考では、スーパーと一
緒に本当の顧客はどういう人か？を一緒に考える。
「30
代女性」ではなく「37 歳女性、○○さん、2 歳と 0 歳
の子供、わざわざ雨の中自転車でやってくる」、そうい
うお母さんはどんな人だろう、雨の中とかは来たくない
はずなので、スーパーがやることは在庫管理では無く、

プロジェクト体制
デザイナーこそがリーダー
プロジェクトは、自社のコア技術を理解し、顧客を理
解するデザイナー、インダストリービジネス担当、形に
していくエンジニアからなるチームで実施する。その際、
プロジェクトをリードするのはデザイナーだ。その結果、
今までなかった新しいサービスシステムで、ビジネスの
成果もでるイノベーションが生まれる。つまり、デザイ
ン思考は、
「チームでイノベーションを生み出すための
フレームワーク」だということだ。このフレームワーク
を活用すれば、中小企業でも大手企業でもだれでもイノ
ベーションを生み出せる可能性があり、現在多くの企業
から注目されている。

配送サービスというモデルではないか？と気づく。この
ようにして、問題設定をしてから解決策を考える。
https://youtu.be/NsdG48dpmxA
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調査詳細 : GE デジタル

GE デジタル

（デザインセンター）
Predix 概要

GE は、 産 業 機 器 に お け る IIoT(Industrial Internet
of Things) の実現のため、基盤となるプラットフォーム
を 4 年前に開発した。当時は社内向けに作り、テストと
動作確認を行ってから 2 年半社内で使い、改善を重ねた。
その後、Predix という名前を付けて外部提供を開始した。
各事業部は Predix を世界中の産業に導入するミッショ
ンが与えられ、まず貨物専用会社や中国東方航空など 8
社の航空会社を対象として選定した。それらの会社を訪
問して、ニーズを確認し、顧客のポートフォリオに合わ
せたソフトウェアやアプリケーションを作っている。例
えば中国東方航空にはパイロット向けのモバイルアプリ
を作ったり、他の会社では飛行機からデータを集めたり
している。Predix の開発にあたっては、Pivotal に出資
(16％の株を保有 ) するなど外部の会社との連携をして
いる。全てを内製化するのではなく様々な会社の技術を
取り込む方針である。

GE デザインセンター設立経緯と概要
顧客と仕事をするときに、デザインシンキングに基づ
いたやり取りが必要になったため、顧客のニーズを把握
する場としてビルの 1 階にデザインセンターを作った。
顧客にはこのビルに来て頂き、順番にデザインシンキン
グの工程を踏み、どういう考え方をすべきか体験しても
らっている。このビルには現在約 1,300 人の従業員がお
り Predix を使った事業の本拠地となっている。データ
サイエンスやデザイナー、リサーチャー、プロダクトマ
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ネージャー等全員が Predix のフレームワークをベース
に取り組む事業に携わっている。デザイナーは 60 名お
り、そのうち 10 名が航空部門にいる。

GE デザインセンターの施設
■ ワークベンチ
デザインセンターにあるワークベンチでは、高校生
向 け プ ロ グ ラ ム で あ る STEM（science technology
engineering Mathematics）が提供されている。例えば、
学生を呼んでツールを使ったり、女子学生を呼んでコー
ディングのレクチャーをしたり、夏休みに数週間来ても
らいソフトウェアの開発工程を教えるなど、デザインシ
ンキングを通じた開発を体験するプログラムとなってい
る。自動販売機で 3D ボード等の開発ツールを販売する
等付属ツールも提供している。

■ 270 度映写スペース
Immersive Room
270 度に広がった映写スペースでは、現場で撮影し
た 360 度写真や映像を再生できる。例えば、列車の施設
等を実際に現場に行って 360 度写真や映像を撮ってく
ると、現場での情報をデザインセンターでも体験するこ
とができる。また、コクピットを再現し、コクピットに
いるような状態で議論をすることもできる。ブレストの
セッションを行うときには壁全体に工程を貼るなど可視
化用途でも活用できる。

GE デジタル

デザインセンターにおける
プロジェクト体制
GE 側の体制は、航空会社のプロジェクトを例にする
と、以下の 4 人の担当者がコアチームを構成する。

最終的なデザインの決定は、顧客とパートナーシップ
を組んで作業を進めるが、ソリューションは何であるか
を毎日考えて改善し、なるべく顧客が満足するようにブ

・プロジェクトマネージャー
・ユーザーエクスペリエンス担当
( デザイン＆リサーチ )
・データサイエンス
・ソリューションアーキテクト
プロジェクトマネージャーは、プロジェクト全体をマ
ネジメントする役割である。デザイン＆リサーチ担当は、

ラッシュアップしていく。問題を与えられてこれが答え
です、と 1 回でアクションが終わることはない。顧客の
ニーズに合わせて改善を重ねてやっていくことを念頭に
置いている。プロジェクトの期間は、規模により 3 ヶ月
か 6 ヶ月となっている。典型的なプロジェクトは 6 ヶ月
くらいで、実際に何を作るかを考え始まるところからリ
リースまで実施している。
デザインセンターには全体で 60 人のデザイナーがお

プロジェクト全体のファシリテーションを担当し、問題

り、航空事業には 10 人のデザイナーがいる。事業部毎

を理解した上で、実際使うユーザーは誰なのかを定義す

に自前でデザイナーを抱えていることが多いが、デザイ

る。データサイエンス担当は、データのリソースがどこ

ナーは社内コンサルタント的な立場で様々な事業部の仕

からくるのか、それをどうインテリジェントに扱ってい

事を受け持つ体制になっている。場合によってはアウト

くのかを考えている。Predix はデータプラットフォーム

ソースすることもある。実際にコーディングの段階にき

の機能を持っており、あらゆるデータを扱うことができ

た際には、UX ビジュアルデザイン、UX リサーチデザ

る。ソリューションズアーキテクトは、Predix を使って

イン、デザインのバックグラウンドを持っている人が担

ソリューションをどのように開発・リリースしていくか

当することになっている。

考える役割である。マシンのエキスパートとして、デー
タがファイナンス関連から来るのか、エンジンから来る
のかを考えながら、Predix と繋げる方法を考えている。
場合によってソフトウェアの開発を GE が請け負うこと
もある。
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利用する設備のデザイン
ある企業が Predix を活用したプロジェクトを実施す

シリテーターを提供するほか食事も提供している。

る場合、顧客自身がデザインセンターで 1 日を過ごすこ

全ての部屋は、デュアルスクリーンになっており、タッ

ととなる。GE デジタルや Predix を理解し、
当日のアジェ

チスクリーンからソフトウェアを立ち上げることも出来

ンダを紹介する。GE からは、1 日のスケジュールやビ

る。両側にカメラがあり、1 つはビデオカンファレンス

ジョン、戦略を説明して、顧客の事業と抱えている問題

のため、もう 1 つはホワイトボードに書かれたものを記

の解決をプロジェクトでどう進めていくか説明する。紹

録するために設置されている。食事のためのスペースも

介が終わるとワークショップの場所に移動する。ワー

あり、プロジェクトの作業や議論をしている時に、食事

クショップでは、GE デザインセンターにある「可動式

が提供される。スペース全体の外観は、スターウォーズ

のプロジェクトスペース」
「議論をするためのスペース」

のような未来をイメージしたものではなく、機能性を重

を使ってプロジェクトを進めていく。

視した作りである。消音設計を導入しており、各部屋に

可動式のプロジェクトスペースは、マシンと呼ばれて

置かれた iPad から照明やテレビ、各デバイスを繋げる

おり、モジュール化されていて 8 つの部屋がある。全て

ことが可能。その他必要なものは各部屋にそろっている。

の部屋にタッチスクリーンがあり、全ての椅子・机など

事業部は同じようなデザインセンターを上海、テキサ

の什器が可動式になっている。人数に合わせて椅子の用

ス、パリ、シンガポールにも作っている。しかし可動式

意やスペースのカスタマイズすることができ、使い勝手

で部屋を自由自在に変えられるのはこの本拠地だけであ

の良い部屋を提供している。議論をするスペースはベイ

る。ドバイのセンターには大きな円形の部屋にキラキラ

と呼ばれている。このスペースは、グループに分かれて

した大画面のテレビがあり、まさにスタートレックのよ

議論するときに使う。各ベイには個別にプロジェクター

うな未来的な設計となっている。

や可動式のホワイトボードがあり、個別に作業可能な設
備もそろっている。ここの設備にはマネジメントを行っ
ている人がいて、ほぼ毎週のように予定が入っている。
このスペースを使う場合には施設の利用料を頂き、ファ
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プロジェクト推進上の課題と
解決の方向性
プロジェクトとプロダクトの連携

予算確保

工場の設計などは GE ファクトリー事業部が担当してお

予算確保は常に課題であった。特に社内でやっていた

り、比較的 GE デジタルの自由度は高いプロジェクトに

当時は、GE デジタルの中で何かを企画した際に、各事

なるが、一方で飛行場全体にかかわるプロジェクトにな

業部からの予算確保が非常に難しかった。今は、GE デ

ると自由度が少なくなる。航空会社とのコラボレーショ

ジタルは自分達の予算をもらっているので問題は改善さ

ンが必要になるとサービスデザインまで取り組めるケー

れてきている。

スは多くないためである。もともとはビジネスアナリス
トがプロジェクトマネージャーの役割を果たし、エデュ
ケーション担当がデジタルに異動してプロジェクトを進
める形をとっていたが、プロダクトマネジメントの必要
性を実感するに至った。そこで、各事業部にプロジェク
トマネージャーのレイヤーとプログラムマネジメントと
いう複数の職種にまたがったレイヤーを置き、プロジェ
クトと GE のプロダクトを適切に連携させる体制をとる
ようになった。

ステークホルダーとの関係構築
飛行場のプロジェクトを例に挙げると、様々なステー
クホルダーがいるために飛行場の中まで入り込んだ体制
になっていないケースがある。
「飛行場」と一括りにで
きず、それぞれ機能別にステークホルダーが分かれてい
ることにより、全体を 1 つにまとめる顧客の窓口がない
ことが要因である。こうした場合、経営者レベルでプロ
ジェクトをスポンサーしてくれる人がいるのが非常に重
要である。何か問題が起きたときやバジェットが足りな
くなった時に、このトップに相談すれば問題を解決して
もらえるという存在がいるかどうかは非常に重要。
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GE デジタル

GE における
組織カルチャーの醸成
GE はもともと箱物を作るハードウェアデザイン的な
考え方をしていた会社だが、それが段々ユーザーエクス
ペリエンスを考えながらソリューションを作っていく考
え方に変わってきている。実際に現場に行って研究しな
がら理解を深め、ソリューションを開発していくことの
重要性や、顧客やユーザーの問題を一つ一つ解決してい
くことが各事業部間での共通言語となりつつある。
この考え方を GE の組織全体に広めていく啓蒙運動も行
われている。例えば来週、マインズマシンズという IIoT
に特化した GE のカンファレンスがあり、ソフトウェア
エンジニアだけを対象とした場で教育の場を設けてい
る。世界中のエンジニアに Predix の概要を説明し、ど
うやって使うかを教えていく場となる予定である。
GE の場合、この組織カルチャーを醸成できた根底に
は、ワークアウト ( トレーニング・練習 ) という手法が
昔からあったことが生きた可能性がある。昔は会議室に
篭ってパワーポイントを使ってその場でトレーニングす
るだけだったが、最近はデザイン思考的ジャンルやエク
スペリエンスマップを書くデザインワークアウトを実施
するようになってきた。
顧客の中にはデザインワークアウトをやったことがな
いという人に時々出会うため、そのようなプロセスが分
からない人のために、まずはやり方自体を教えながらプ
ロジェクトを進めている。特にプロジェクトを進める上
で、問題を理解していないとできない時には、有効であ
る。

16

サービスデザインに関する課題
サービスデザインは重要と考えているが、必ずしもい
つも上手く導入されるとは限らないとも考える。我々は
システムデザインなので、システム的な考え方をしてい
る。例えば電池やエンジンを作っている工場で、人々
の動きをマーキングしたり、情報を集めて分析すること
でスマートに稼動できないかシステム全体の最適化を考
えることが多い。なるべくユーザー中心の考え方をする
ようにしているが、様々な理由で全てをサービスデザイ
ンの観点から考えることは難しい。特に営業所関係、航
空産業では規制などもあり、コックピットの機材にして
も規制や決まりがあるため、サービスデザイン的にユー
ザー中心の設計にできないことも起こる。
全ての産業について、サービスデザインソリューショ
ンは、あるのかないのかやってみないと分からない。サー
ビスデザインで一番近いのはインキュベーターだと思う
が、4 人でやっている。例えば飛行機のメンテナンスを
するトラックがいたり、飛行機にサービスを提供したり、
顧客の荷物のハンドリングや、セキュリティサービスな
ど全てのシステムを見て、全てを最適化する。ただ全て
を一度にやることができないので、一つ一つ個別にやっ
ている。荷物のハンドリングや燃料補給作業を個別に見
ていき、全ての作業を最適化していく。チームとして、
あるいはデザイナーやエンジニアとして、あるいは顧客
としてやっている。

GE デジタル

街灯や室内ライトを活用とした
データ収集・分析

Predix の課題と今後

カレントと呼んでいる事業部で実施した、スマートシ

Predix というプラットフォームはまだ開発されて間も

ティプロジェクトでは、街灯を活用した分析ソリュー

なく、実績はこれからである。我々もどのように使える

ションを実現した。街灯にセンサーとカメラが付いてい

のか検討中で、試行錯誤しているところである。航空事

て、そこで取得できるデータを分析出来るようにしてい

業の観点では、パイロットの最適化、メンテナンスの最

る。例えば駐車スペースに設置した場合は、騒音や交通

適化、飛行機のエンジンを整備に持ってきてまた飛行機

量、近所の銃声、温度、雨等が分析可能であり、実際に、

に戻すという作業を最適化するにはどうすればよいかな

サンディエゴのパーキングで導入された実績がある。駐

ど、様々な作業の工程を見て、検討している。オイルガ

車スペースのモニタリング時は、iPad のアプリを通じて

スやスマートシティの分野では成功事例を作ることがで

実際の状況を把握できる。我々の動画分析の技術により、

きたので、Predix を汎用性のあるプラットフォームと

写真をコマ送りで撮り、交通渋滞、列車のブレーキドラ

して使えることを説明するために事例として紹介してい

ムの写真を継続的に撮って、人間による検査なしでも写

る。

真から分析、検査が可能である。銃声などの音声やデシ

GE にも様々なアプリケーションがあるが、それらは

ベルレベルの音の大小の検知も可能となっている。現在

まだ完璧なものではない。しかしこれまで我々は飛行機

はサンディエゴ市のほか、もう一か所パイロットの都市

のエンジンも作り、モニタリングも毎日しておりエンジ

で導入している。

ンのことを理解している。そのような経験を元に顧客に

室内ライトのプロジェクトは、百貨店（東急ハンズ）

は安心してもらっていると考えている。

で実施している。百貨店の照明にセンサーが入っていて、
クッキーやビスケットを探す人の場所を検知して、売り
場まで案内することが可能である。現在は検知すること
がメインであり、室内ライティング、屋外の照明、セン
サーを使ったアプリの可能性についてはこれから考える
段階である。
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調査詳細： IBM

IBM

（アルマデン研究所）
IBM デザイン思考の原理：ループ
デザインにおいては、本質を理解することが重要であ
る。何かをデザインするとき、人間であるユーザーに焦
点を当てて考える。そのためにはユーザーに共感しなけ
ればならない。また、直面している問題を解決し成果
を出すためには、スピードとスケールを伴って取り組む
のが大切である。そのために、海外やどこにいる人々で
も理解出来るように共通のフレームワークを設定してい
る。
その原理となるものは、ループと呼ばれており、それ
には 3 つの要素が含まれる。1 つ目はユーザーの成果に
焦点をあてること、2 つ目は自由裁量権のある多彩なチー
ムを結成すること、3 つ目は絶え間なく進化することで
ある。ユーザーのところに行き、観察し彼らの理解に努
めている。常にユーザーにフォーカスし、そこからアウ
トカムに繋げている。そしてそれをチームに反映させ、
抽象的なアイデアから、具体的なアイデアを引き出して
いる。
その具体的方法として、ポストイットを使ってもいい
し、ペーパープロトタイプ、ストーリーボード、マッピ
ングも良いだろう。しかし、何であれ、このようなもの
はツールでしかなく、
重要なのは我々の思考だ。ユーザー
は誰か、ニーズは何か。彼らは誰なのか、何をこれまで
学習してきたのか。本来したいことは何か、次のプラン
は何なのか。ストーリーをどのようにデリバリーするの
か。このようなことを考えながら取り組んでいる。これ
がループである。
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企業にデザイン思考を適応するための鍵
企業において取り組む場合は、色々なチームや環境で
業務を行わなければならない。従って、ループの方法も
様々である。チーム横断で行う方法、チームそれぞれで
行う方法、アジャイル形式を用いて行う方法等がある。
どんな方法が上手くいくかを実験しながら確認してい
る。デザイン思考を IBM で適応していく中で、成功する
ための３つの鍵がうまれた。つまり、大規模で複雑な企
業にデザイン思考を適応するための最も重要なテクニッ
クが、ヒルズ、プレイバック、スポンサーユーザーの 3
つの鍵だ。
ヒルズはユーザーにどのような価値を提供するのかと
いうデザインの意図を示したものだ。チーム横断で作り
上げ、自分達の意図をチーム全体で理解する。プレイバッ
クは、チームだけではなく、ステークホルダーと確認す
るためのマイルストーンだ。スポンサーユーザーは、実
際のユーザーかユーザーになりうる可能性のある人で、
チームの支援者だ。従来のデザイン思考にこれらの鍵を
組み込んでいる。
スポンサーユーザーを見つけることは簡単ではない。
プロジェクトをスタートする際に、様々なユーザーにイ
ンタビューをする。そして彼らの行動パターン等を理解
する。デザインリサーチ部門では、社会学、人類学等様々
な専門分野のスタッフがおり、デザイン思考の様々な経
験を蓄積している。

IBM

デザイン思考とアジャイル開発
IBM では、デザイン思考とアジャイル開発を組み合わ
せている。デザイン思考は問題発見・解決の優れた手法
だが、
素早く製品化するための手法とは言えない。アジャ
イルスプリントを並列して、レビューし、プロトタイプ
を見せながら確認していく。アジャイルをプロジェクト
を完成させる方法として組み合わせる。それによってト
ラッキングも簡単になる。その進展具合をクライアント
とシェアしやすくなる。また、
ステークホルダーともシェ
アできる。パワーポイントやプレゼンテーションで、こ
のようなプロトタイプのバージョンを見せて、今週、来
週とどのように変化するかを提示している。

デザイン思考を活用するための工夫
■ 時間を設定する
デザイン思考をするときには、時間を設定して、その
間にクリエイティブな思考をする。例えば 2 時間かけて、
ポストイットを使ってアイデアを書き、ホワイトボード
を使ってブレインストーミングをしながら全員に参加し
てもらって議論する。そして各チームが話し合い、最後
に一元化する。これにより、人々の思考のパターン、ア
イデアが見えてくる。

■ デザイン思考を共通言語にする
そして、「いつプレイバックするのか？」のように、
デザイン思考の用語を使って話し合う。こういった言葉
は、既に社内で共通言語になっている。IBM 内での従来
の会話よりも、こちらの方が現在では話しやすいだろう。
このような共通言語を使うことによって、全員が理解し

ているということが分かる。研究部門だけでなく、その
他の事業部門においてもアジャイルなデザイン思考が広
まっているので、皆理解しやすくなっている。IBM はデ
ザイン思考を他社に教育する事業も行っている。

■ 本質を理解する
どんなに意見が違っても、このような基本となる点に
戻って考え直すという姿勢で取り組んでいる。チームも、
少数から成る場合も多数から成る場合もある。ユーザー
に共感すると同時に、チーム同士の共感を大切にしなが
ら行っている。本質は北極星のように、動かない星であ
ろう。それをチームで考え続ける。

■ 全システムの観点を忘れない
オンタリオ州立芸術大学のピーター・エイチ・ジョー
ンズが、4 つのドメインについて説明している。1 つ目
が人工物やコミュニーケーションなどの形の無い製品
で、グラフィックデザイナーやミュニケーションデザイ
ナーが携わる分野である。2 つ目が製品や、ユーザーエ
クスペリエンスデザインのサービスである。3 つ目が組
織やビジネスなどのクローズドシステム、4 つ目が複雑
なオープンシステムである。
それぞれのドメインがその他のドメインに関係する。
それぞれの業界、産業に関するリサーチエリアを担当す
る研究者がいる。場合によっては、ドメインの 1 つだけ
にフォーカスすることもある。しかし、ドメインは、常
に複雑化されたシステムの一部である。1 つにフォーカ
スしすぎるのではなくて、全体を見ることが重要である。
全てが大きな複雑なシステムの一部であることを理解し
ながら、自分がフォーカスしているものを見直す。そう
することによって、大きなものとの関係性が見えてくる。
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