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Ⅰ 調査の背景・目的及び調査内容・方法 

１．本調査の背景・目的 

多種多様なモノがインターネット化された IoT（Internet of Things）の状況下では、あ

らゆる産業分野において、多様かつ刻々と変化するエンドユーザの潜在的ニーズにいち早く

訴えかける製品・サービス創出が求められる。 

上記を実現する手法として、IT ベンダや組込みシステム開発企業と、ユーザ企業など、複

数企業間で共同でニーズの把握・掘り起こしを行いつつ、新たな製品・サービスの提案・育

成（以下、「共創」と言う）を行うための環境構築が挙げられる。  

 

共創環境には、既に取組が浸透している受託開発や共同開発のみならず、例えば、デジタ

ル工作機械（パソコン制御のデジタル工作機械）を揃えたオープンな活動の場での試行錯誤

を含む創作活動、同じテーマについてソフトウェア開発関係者や IT ユーザなどが集まり、

互いに協力して開発を行うハッカソン、アイデアを出し合うアイデアソンといった、事業計

画策定前の段階から共創を行う新たな形態（以下、「新たな共創環境」と言う）が出現しつ

つある。 

さらに、共創環境において、アイデアの実現に向け生産性を高めるためには、アジャイル

開発や、簡易で効率の良い作業が実現できる OSS（オープンソース・ソフトウェア）プログ

ラミング言語である Ruby・mruby の活用、デザイン思考やシステムズエンジニアリングの手

法などの、開発手法の導入が効果的であると考えられる。  

 

中国地域においては、島根県松江市で、松江在住のまつもとゆきひろ氏が開発した Ruby 

を核とした地域振興施策により、Ruby コミュニティの活動が活発に行われているほか、鳥

取、岡山、広島、山口で、デジタル工作機械を備えたオープンな活動の場が構築されるなど、

ビジネスとしての共創可能性が現れつつある。 

 

一方で、新たな共創環境については参考になる取組事例がまだ少なく、また、共創により

生まれた製品・サービス（試作品含む）の発明者が誰になるかなど、成果や知的財産の取扱

いについては曖昧といった課題もあることから、中国地域で取り組んでいる企業は限定的で

ある。 

 

本事業では、中国地域の IT ベンダ・組込みシステム開発事業者やユーザ企業の実態を把

握するとともに、新たな共創環境に関する取組事例を収集・分析し、①中国地域においてビ

ジネスに繋がり自律的に機能する新たな共創環境の仕組み（成果や知的財産の取扱い、新た

な共創環境への参加ルールを含む）や、②効果的な開発手法（Ruby・mruby の活用や、デザ

イン思考・システムズエンジニアリングの手法などを取り入れたマニュアルを含む）などを

提案し、取組を普及することにより、地域の IT ベンダ・組込みシステム開発事業者の提案

力の向上や、地域ユーザ企業の生産性向上に繋げることを目的とする。 
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２．調査内容及び調査方法 

２．１ 調査内容・調査方法 

（１）中国地域の共創状況、知財の在り方に関するアンケート 

中国地域の IT ベンダ、組込みシステム開発事業者およびユーザ企業に対し、共創状況、

知財戦略などに関するアンケートを実施し、実態を把握した上で、中国地域の企業が共創

環境をビジネスに取り入れる際の課題を洗い出した。 

 

（２）先進事例の文献調査・ヒアリング 

 新たな共創環境の類型やその特徴、効果的な開発手法、オープン・クローズ戦略などの

知的財産戦略について、文献調査を行い整理するとともに、地域内外の先進的な取組を行

っている事業者、新たな共創環境や事例について知見を持つ専門家、関係者 16 者にヒア

リングを行い、結果を可能な限り後述するセミナーやトライアル講座、およびガイドブッ

ク作成のための委員会に反映させた。 

 

（３）中国地域事業者に対する開発手法に関するトライアル講座の実施 

デザイン思考、システムズエンジニアリングの手法などを取り入れた、効果的な開発の

ためのマニュアルを提案すべく、IT ベンダ・組込みシステム開発企業の導入セミナーを１

回、トライアル講座を 3 回実施した。 

 

（４）新たな共創環境の仕組みや効果的な開発手法を提案するガイドブックの作成 

 新たな共創環境に知見のある専門家および中国地域の大学関係者および IT ベンダ・組込

みシステム開発事業者を委員とする委員会を設置した。 

同委員会において、中国地域においてビジネスに繋がり自律的に機能する新たな共創環

境の仕組み（成果や知的財産の取扱い、共創環境への参加ルールを含む）、効果的な開発手

法（Ruby・mruby の活用や、デザイン思考、システムズエンジニアリングの手法などを取

り入れたマニュアルを含む）などを提案し、普及させるためのガイドブックを作成した。 
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２．２ 実施地域および事業実施期間 

実施地域：中国地域 

実施期間：平成 27 年 8 月 3 日から平成 28 年 2 月 29 日まで 

 

＜実施スケジュール＞ 

調査項目 
 平成 27 年 平成 28 年 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

1．中国地域の共創状況、知財戦略に関するアンケート 

 事前準備         

 アンケート調査         

 集計・分析         

2．先進事例の文献調査・ヒアリング 

 文献調査         

 ヒアリング調査         

3．中国地域事業者に対する開発手法に関するセミナー・トライアル講座の実施 

 企画検討、講師検討  
 

 
      

 
会 場 手 配 、集 客 、事

前準備 
        

 
セミナー、トライアル講

座の開催 
    

  
  

4．新たな共創環境の仕組みや効果的な開発手法を提案するガイドブックの作成 

 
委 員 の選 任 、依 頼 、

委員会準備等 
        

 ガイドブック作成作業         

 委員会開催    
    

 

5．調査報告書の作成 

 
取りまとめ、報告書作

成・納品 
      

  

 

 

  

● 
1/29 

2/29 納品

● 
12/7 

● 
10/2 

● 
11/4 

● 
11/5 

● ● ● 
12/12.19 1/13  
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Ⅱ 本調査のスキームと調査結果のまとめ 

○本調査の狙い 

・IoT 時代を迎え、従来の製造販売・サービス提供から、データ収集・分析結果を元に新

たな商品・サービスを提供するなど、ビジネスの在り方が変わりつつある。 

・今後、IT ベンダ ・組込みシステム開発事業者が、積極的にユーザ企業などと共同で、

事業計画策定前の段階からニーズの把握・掘り起こしを行いつつ、新たな製品・サービ

スの提案・育成を行う取組（共創）に挑戦していく必要がある。 

・属性の異なる者同士がアイデアを組み合わせて新たな価値を生み出す共創の手法とし

て、特定のテーマについてグループで議論して、アイデアをまとめていく「アイデアソ

ン」、特定のテーマに対し、ソフトウェア開発関係者や IT ユーザなどが集まり、グル

ープ毎にアイデアを出し開発を行う「ハッカソン」といったイベントや、３D プリンタ

などのデジタル・ファブリケーションを備えた「ファブラボ」のようなオープンな場で

の試行錯誤などが挙げられる（新たな共創環境）。 

・しかし、企業として取り組んでいる事例や、具体的な課題解決・新製品・サービス等の

価値創出に繋がっている事例は限定的であり、取組の拡充や、価値創出に向けて質を高

めるための取組が求められる。 

・調査事業をとおして、新たな共創の拡充・定着のための今後の施策展開について検討す

ると共に、以下に取り組む。 

 ①取組の拡充：共創環境の種類、事例、取り組む際の留意点（知的財産の扱い、ルール

等）について、わかりやすくまとめたガイドブックを作成し、普及する。 

 ②価値創出に向け質を高める：デザイン思考・システム思考のトライアル講座を実施し、

  その結果について開催マニュアルとしてガイドブックに掲載し、周知する。 

 

●共創とは：IT ベンダ・組込みシステム開発事業者と、ユーザ企業など、複数企業間で共同

でニーズの把握・掘り起こしを行いつつ、新たな製品・サービスの提案・育成を行う取組 

●新たな共創環境とは：デジタル工作機械（パソコン制御のデジタル工作機械）を揃えたオ

ープンな活動の場での試行錯誤を含む創作活動、同じテーマについてソフトウェア開発関

係者や IT ユーザなどが集まり、互いに協力して開発を行うハッカソン、アイデアを出し合

うアイデアソンといった、事業計画策定前の段階から共創を行う新たな形態 
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○現状把握（P.6～37） 

＜アンケート調査結果：特に自社製品開発や共創への取組実態と課題について＞ 

1.自社製品・サービス開発については、IT ベンダ・組込みシステム開発事業者で約 65％、

IT ユーザ企業では約 81％が現在取り組んでいる。 

2.自社製品・サービスの売上高割合は平均が 5％強である（ 大 25％、 小 1％）。また、

5 年後の目標売上高割合は 6％弱であり期待値が低い。 

3.新たな共創に対する認知度は、IT ベンダ・組込みシステム開発事業者で約 79％、IT ユ

ーザ企業で約 33％である。新たな共創に取組中または検討中は、IT ベンダ・組込みシ

ステム開発事業者で約 33％、IT ユーザ企業で約 27％である。 

4.新たな共創において関心をもっている分野は「ものづくり（ソフトウェアを含む）」、「医

療、ヘルスケア、福祉（介護含む）」が多くの割合を占める。新たな共創に期待するこ

とは、「新たなビジネスアイデアの着想」や「異業種・異分野のビジネスパートナーの

獲得」が多い。 

5.新たな共創における課題や懸念は、「責任と権限の明確化」、「知財の帰属等」、「成果（特

に金銭面）の配分」が上位にきている。 

●詳細は資料編「アンケート調査結果｝ 

 

○経営者向けセミナー、技術者向けワークショップの開催(p.38～49) 

・IT ベンダ・組込みシステム開発企業の経営者向けの導入セミナーを１回、技術者向け

の「システム×デザイン思考」トライアル講座（ワークショップ）を３回（倉敷、福山、

松江）開催した。 

・経営者向けセミナーでは、「システム×デザイン思考」への関心が も高かった。 

・トライアル講座では、3 回で 110 名の参加者があり、アンケート結果では、ビジネスや

学業の参考になりそうかについては、「とても参考になる」が 63％、「参考になる」が

37％で、この 2 つの選択肢で 100％と非常に高い評価を得た。 

・新たな共創の質を高める手法として、「システム×デザイン思考」への期待の高さがう

かがわれる結果となった。 

 

○今後の展開(p.50～61) 

1.新たな共創のための知的財産の在り方をはじめとした留意点について 

・新たな共創のための知的財産の在り方をはじめとした留意点については、①情報流出や

成果の取扱いについての注意喚起、②新たな共創で生まれる成果を知的財産として保護

するための意識涵養、③知的財産マネジメントにおけるオープン＆クローズ戦略の考え

方の普及、④その他、知的財産ではないが個人情報の取扱いについての注意喚起が挙げ

られる。 

2.今後の施策展開 

・調査の結果、新たな共創に対する関心が高い一方で、どう取り組んだらよいのか、よく

理解されていないという実態が判明した。 

・新たな共創への理解を深めるために、新たな共創の手法や留意点、成功事例を解説した
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ガイドブックを作成し、トライアル講座参加者やアンケート回答企業に配布し周知する

ことが必要である。 

・イノベーティブなアイデア創出に役立つ手法である「システム×デザイン思考」等に関

するセミナーやワークショップ等を継続的に開催し、手法を身に着けた人材を増やして

いくことが必要である。 

3.新たな共創に関するキーパーソンや、関連する組織のネットワークを強化し、新たな共

創環境の自立的・継続的な普及を目指す。 

 

●調査結果の詳細は、Ⅲ章～Ⅵ章で報告する。  
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Ⅲ 中国地域の共創状況、知財の在り方に関するアンケート調査結果 

１．アンケート調査の概要 

 表１のとおり、新たな共創の取組状況や課題等についてアンケート調査を行った（アン

ケート結果の詳細は本報告書資料編参照）。アンケート調査票には、以下のとおり「新たな

共創」に関する定義を記載した。 

 

「新たな共創」について･･･今回調査では、従来の受託開発や共同開発ではなく、例えば、デジタル・

ファブリケーション（パソコン制御のデジタル工作機械：3D プリンタなど）を揃えたオープンな活動

の場（例：ファブラボ）での試行錯誤を含む創作活動、同じテーマについてソフトウェア開発関係者

や IT ユーザなどが集まり、互いに協力して開発を行う（例：ハッカソン、アイデアソン）といった、

事業計画策定前の段階から共創を行う形態を「新たな共創」としています。 

 

＜表 1 ２種類の対象に対するアンケート調査＞ 

 調査対象 調査方法 回収数 

1 中国地域内の IT ベンダおよび組込みシステム企業：320 事

業所 

（主に中国地域 5 県の情報産業協会等の会員企業） 

 

メール 

 

43 件 

2 中国地域内の IT ユーザ企業：174 事業所 

（中小企業 IT 経営力大賞 IT 経営実践認定企業、がんばる

中小企業・小規模事業者、元気なモノ作り中小企業） 

 

郵送 

 

52 件 

 

 

２．アンケート結果のまとめと必要な支援策 

２．１ 回答企業の概要 

（１）事業内容 

IT ベンダおよび組込みシステム開発企業（以降、IT・組込みシステム開発事業者とする）

における事業内容は、①受託ソフトウェア開発（エンタープライズ系）65.1％、②ソフト

ウェアプロダクツ開発 51.2％、③インターネット付随サービス 39.5％、④組込みソフトウ

ェア開発 34.9％となっている（複数回答）。 

 

＜表 2 IT 関連事業者の主な IT 関連業務と比率の大きい業務＞ 

 
回答数と比率 

主なIT関連業務 

業務 

（3つまで選択）

回答企業数に 

対する比率

（％） 

1.組込み製品開発 8 18.6 

2.受託ソフトウェア開発（エンタ

ープライズ系） 
28 65.1 
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3.組込みソフトウェア開発 15 34.9 

4．ソフトウェアプロダクツ開発 22 51.2 

5．情報処理・提供サービス 9 20.9 

6．インターネット付随サービス 17 39.5 

7．その他 9 20.9 

合計 108 43 社 

 

IT ユーザ企業の主要な事業内容は、①製造業 73.1％が大半を占めており、②サービス業

15.4％が次いでいる（単一回答）。なお、製造業の細分類を見るとまとまった業種はない。 

 

          ＜表 3 IT ユーザ企業の主たる業務＞ 

カテゴリー名 回答数 比率（%） 

農業、林業、漁業 3 5.8 

建設業 3 5.8 

製造業 38 73.1 

サービス業 8 15.4 

全体 52 社 100 

 

（２）資本金規模 

IT・組込みシステム開発事業者の資本金の分布は、1,000 万円以下の事業者が も多く

（30.2％）、1,000 万円超～5,000 万円未満が次に多い（25.6％）。この 2 グループで 55.8％

を占めている。 

IT ユーザ企業の資本金の分布は、1,000 万円超～5,000 万円未満が も多く（30.8％）、

1,000 万円以下が次いでいる（26.9％）。5,000 万円～1 億円未満も多い（25.0％）。 

 

＜表 4 事業者の資本金分布＞ 
 IT・組込みシステム開発

事業者 
ITユーザ企業 

事業者の資本金規模 事業者数 分布（％） 事業者数 分布（％）

1,000万円以下 13 30.2 14 26.9 

1,000万円超～5,000万円未満 11 25.6 16 30.8 

5,000万円～1億円未満 8 18.5 13 25.0 

1億円～3億円未満 4 9.3 5 9.6 

3億円～10億円未満 5 11.6 2 3.8 

10億円以上 1 2.3 1 1.9 

回答なし 1 2.3 1 1.9 

合計 43 100 52 100 
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（３）売上高 

IT・組込みシステム開発事業者の売上高の分布は、1 億円～3 億円未満、3 億円～5 億円

未満が 16.3％で並んでいる。また、30 億円～100 億円未満と 100 億円以上も 14.0％で並ん

でおり、二山構造となっている。 

 

＜図 1 売上高分布（IT・組込みシステム開発事業者）＞ 

 

IT ユーザ企業の売上高分布も、1～3 億円未満 13.5％の小規模事業者のゾーンと 10 億円

～30 億円未満 26.9％、30 億円～100 億円未満 21.2％のゾーンの二山となっている。 

 

＜図 2 売上高分布（IT ユーザ企業）＞ 

 

 

 

 

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

1億円未満

1億円～3億円未満

3億円～5億円未満

5億円～10億円未満

10億円～30億円未満

30億円～100億円未満

100億円以上

無回答

売上高分布（IT・組込みシステム開発事業者）

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

1億円未満

1億円～3億円未満

3億円～5億円未満

5億円～10億円未満

10億円～30億円未満

30億円～100億円未満

100億円以上

無回答

売上高分布（ITユーザ企業）
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２．２ アンケート結果の概要 

（１）自社製品・サービス開発への取組（IT ユーザ企業の場合は新製品開発の取組） 

IT・組込みシステム開発事業者では 65.1％、IT ユーザ企業では 80.8％が取り組んでい

る。 

 

＜図 3 自社製品・サービス開発の現状（IT・組込みシステム開発事業者）＞ 

 

 

＜図 4 自社製品・サービス開発の現状（IT ユーザ企業）＞ 

 

IT・組込みシステム開発事業者と IT ユーザ企業に共通している、自社製品・サービス開

発に取組む際の工夫点として、「自社・地域の特性を考慮」と「適切なパートナーと組む」

の 2 つが挙げられている。一方、課題としては、「開発費用の捻出」「人材の確保」「販路開

拓および市場性の見極め」の 3 点が高い割合を占める。 

IT・組込みシステム開発事業者と IT ユーザ企業に共通して、自社製品・サービス開発に

65%

12%

12%

9%
2%

自社製品・サービス開発の現状

（ＩＴ・組込みシステム開発事業者）

1．現在行っている

2．今後行っていきたい

3．過去に行っていたが、

現在は行っていない

4．まったく行ったことがな

い

回答なし

81%

9%

4% 0%
6%

新製品・サービス開発の現状

（ＩＴユーザ企業）

1．現在行っている

2．今後行っていきたい

3．過去に行っていたが、

現在は行っていない

4．まったく行ったことがな

い

回答なし
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取組む際に重視している分野は、「ものづくり（ソフトウェアを含む）」と「医療、ヘルス

ケア、福祉（介護等を含む）」が大きな割合を占め、これらに次ぐ分野として「地域活性化」

や「農業・林業・漁業等の第一次産業」がある。 

 

＜図 5 自社製品・サービス開発において重視している分野（3 つまで）＞ 

 

（２）新たな共創への取り組み 

「新たな共創」に関しては、IT・組込みシステム開発事業者では、「知っている」「ある

程度は知っている」と回答した企業が約 8 割を占めるが、実際に取り組んでいる、あるい

は検討している企業は 3 割程度である。IT ユーザ企業では、7 割の企業が「知らない」と

回答している。 

 

＜図 6 新たな共創の認知度（IT・組込みシステム開発事業者）＞ 

 

16%

63%

19%

2%

新たな共創の認知度

（IT・組込みシステム開発事業者）

1．知っている

2．ある程度は知っている

3．知らない

回答なし
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＜図 7 新たな共創の認知度（IT ユーザ企業）＞ 

 

新たな共創への取組状況は、IT・組込みシステム開発事業者では「取り組んでいる」が

11.6％、「検討している」が 20.9％である。一方、IT ユーザ企業では「取り組んでいる」

が 17.3％、「検討している」が 9.6％となっている。なお、IT ユーザ企業において、認知

度が低い割に取り組み率が高いのは、受託開発や共同開発といった既に浸透しているタイ

プの共創も含めて回答した可能性がある。 

 

＜図 8 新たな共創への取組状況（IT・組込みシステム開発事業者）＞ 

 

6%

27%

67%

0%

新たな共創の認知度

（ITユーザ企業）

1．知っている

2．ある程度は知っている

3．知らない

回答なし

12%

21%

65%

2%

新たな共創への取組状況

（IT・組込みシステム開発事業者）

1．新たな共創に取り組ん

でいる

2．新たな共創を検討して

いる

3．取り組んでいない

回答なし
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＜図 9 新たな共創への取組状況（IT ユーザ企業）＞ 

 

新たな共創の相手は中国 5 県の企業・大学等が主である。取り組んでいる企業は、「自社

製品・サービスのアイデアが生まれた」「自社製品・サービスの開発に繋がった」という成

果をあげている。 

新たな共創において関心をもっている分野は、「ものづくり（ソフトウェアを含む）」と

「医療、ヘルスケア、福祉（介護等を含む）」が多くの割合を占め、前述の「自社製品・サ

ービス開発に取組む際に重視している分野」と同じ結果となっている。 

新しい共創に関して期待することは、「自社製品・サービス開発に関する新たなビジネス

アイデアの着想」「異業種・異分野のビジネスパートナーの獲得」「将来の企業発展」「自社

単独では難しいビジネス創出」「ユーザーニーズの把握」「自社の人材育成」などがある。 

 

 

＜図 10 新たな共創に関して期待すること＞ 

 

17%

10%

69%

4%

新たな共創への取組状況

（ITユーザ企業）

1．新たな共創に取り組ん

でいる

2．新たな共創を検討して

いる

3．取り組んでいない

回答なし
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一方、新たな共創についての課題や懸念としては、IT 関連事業者・IT ユーザ企業ともに、

「責任と権限の明確化」「成果（特に金銭面）の配分」「知財の帰属等」「組織文化の違い」

を上位にあげている。 

 

 

＜図 11 新たな共創についての課題や懸念＞ 

 

（３）共創環境における知財管理の課題、懸念 

 共創環境における知的財産管理（ノウハウ管理を含む）の課題や懸念としては、IT・組

込みシステム開発事業者では、「自社技術をどこまでオープンにし、どこまでクローズすべ

きかの判断が難しい」が 52.5％で 1 位。2 位は「自社の知財やノウハウの流出」47.5％、3

位は「共創開始前にどのような準備が必要か等の参考事例が乏しい」35.0％で続いている。

これら以外の選択肢にも、比較的満遍なく回答が得られている。 

 IT ユーザ企業では、「自社の知財やノウハウの流出」が 60.0％で 1 位、「自社技術をどこ

までオープンにし、どこまでクローズすべきかの判断が難しい」が 53.3％で 2 位となって

いて、IT・組込みシステム開発事業者と 1 位と 2 位が逆になっている。3 位以下の項目と

しては、「他社の知財やノウハウの侵害」「知識・情報不足」「共創開始前にどのような準備

が必要か等の参考事例が乏しい」といった項目が続いており、似たような傾向を示してい

る。 
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＜図 12 共創環境における知的財産管理の課題や懸念＞ 
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Ⅳ 先進事例の文献調査・ヒアリング調査結果 

１．文献調査結果 

 新たな共創環境の類型やその特徴および効果的な開発手法、知的財産戦略について、文

献調査を実施した。 

 

１．１ システム×デザイン思考 

（1）概要 

 システム×デザイン思考は、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究

科が提唱している、システム思考とデザイン思考を組み合わせた方法論で、異なる発想・

経験・価値観を持つ多様な参加者の相互作用（共感や相互理解）をきっかけに、常識やこ

れまでの考え方にとらわれずに、イノベーティブな「インサイト（気づき、洞察）」を得る

ことにより、イノベーション（注）を創出する手法である。 

 

（注）新しいアイデアが生み出され、それが社会に広く受け入れられた状態をイノベーシ

ョンが起こった状態とする。必ずしも技術革新を伴うわけではない。 

 

なお、「システム思考」とは、多様な環境（システム）の相互作用を考慮した「システム

のシステム」構築を体系化しようとする試みである「システムズ・エンジニアリング」の

特徴を活かした思考法である。すなわち、ある事象について、「どのような機能から構成さ

れていて、どのように実現されているか」を、全体俯瞰と構成要素の繋がりを意識して可

視化・構造化する（“木を見て森も見る”）ことである。 

 

 「デザイン思考」とは、主観的な観察、ブレインストーミングなどを活用した集合知に

よるアイデア創出、短時間に多くのアイデアを試し改良するプロトタイピングを重視し、

① 常に人間を意識しながら考える、② 多様性を活かす、③ どのような状況でも自分たち

は出来るのだという信念を持つ、④ 早く、たくさん失敗して経験から学ぶ、という特徴を

持つ思考法である。 

 

（２）特徴 

 課題、目的に合わせて、ブレインストーミング、親和図法、バリューグラフ、強制連想

法（マトリックス法）などの、グループワークのための様々な手法を段階的に組み合わせ

て進める（具体的な手法の例は本報告書 p.38-45 トライアル講座開催概要を参照）。 

 

自分の思考の外側に解がある可能性があるという前提に立ち、思考の境界線（既存の解

の空間）を意識的に拡大するために、デザイン思考を活用した思考の「発散」と、システ

ム思考を活用した思考の「収束」を適切に組み合わせていくことが取組のポイントである。 

  

 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科が文部科学省の委託事業と
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して取りまとめた『イノベーション対話ツール』では、「システム思考は、デザイン思考の

欠点を補うことができる一方、ゼロからイノベーティブなアイデアを出すようなケースで

はシステム思考よりもデザイン思考が向く。そういう意味で両者は補完関係にある」とし

ている。 

 

＜参考：『イノベーション対話ガイドツール』＞ 

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科が平成 25 年度に文部科学省の

委託で取りまとめた「多様な参加者の対話に基づきイノベーションを創出する確率を高める

ため、ワークショップにおける具体的な対話の手法・手順（対話ツール）を開発」し、取り

まとめたもので、『イノベーション対話ガイドブック』『ワークショップで用いる基本手法解

説書』『ワークショップの基本テンプレート集・ワークショップファシリテーション資料』

などで構成されている。 

以下からダウンロードできる。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1347910.htm 

 

＜参考文献＞ 

・前野 隆司編著（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授 ）、 

 『システム×デザイン思考で世界を変える』、日経 BP 社、2014 年 

・トム・ケリー＆ディビッド・ケリー、『クリエイティブ・マインドセット』、千葉敏夫訳、 

 日経 BP 社、2014 年 

・ヴィジェイ・クーマー、『101 デザインメソッド』、渡部典子訳、英治出版、2015 年 

 

 １．２ ファブラボ 

（1）概要 

 ファブラボは、3D プリンタ、レーザ加工機、CNC マシン、刺しゅうミシン、カッティ

ングマシンなどのデジタル工作機械を備えた、市民に開かれた工房である。思い立ったら

すぐに試作して関係者と共有しつつブラッシュアップしていく、漠然としたアイデアを形

にしてみる、といった活動に利用できる。 

 活用例としては、「社内や顧客への企画提案用に試作する」、「関係者同士が集まって、試

作しながらブラッシュアップする」、「既製品にはない便利なもの・個性的なものを製作し

て自分の生業で使う」といったケースがある。 

 また、個人が家電などの製品の企画、設計、製造、販売まで行う新たな動きも現れつつ

あり、ファブラボを開発拠点として活用しているケースも見られる。 

 ファボラボの起源は、マサチューセッツ工科大学の Center for bits and atoms 所長のニ

ール・ガーシェンフェルド教授が、2000 年頃にボストンのスラム街とインドの辺境に小さ

なデジタル工房を設置し、現地で必要なものを自分で作るための拠点としたことが始まり

とされる。2016 年 1 月現在、米国、イタリア、フランスなど全世界に 600 か所以上開設

されている。日本でも 15 か所に開設されている。グローバルにつながる、市民に開かれ

たデジタル工作機械などを備えた工房であり、「まなぶ（Learn）」×「つくる（Make）」

×「わかつ（Share）」の三位一体が強みである。  
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 ファブラボはファブラボ憲章（注）に基づき運営されている。ファブラボ憲章に謳われ

ているように、ファブラボの強みの一つは世界的なネットワークにある。ファブラボに関

わる世界の人たちが通常はインターネットを介して情報交換し、また時には集まって会議

等を行いながら他者の動きを参考にして連携して進歩していけるような仕組みを内在させ

ている。 

  

（注）＜ファブラボ憲章＞ 

Fab Charter（ファブラボ憲章）は、世界のファブラボが共有する基本理念や運営のガイ

ドラインをまとめたものである。この内容は世界ファブラボ代表者会議やオンラインで議

論しながらアップートされ、進化している。ファブラボと名乗る施設は、この内容をウェ

ブサイトと施設内の目に触れる場所に掲示し、利用者に周知させることが求められている。 

原文 URL：http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 

・ファブラボとは何か？ 

 ファブラボは、地域のラボの世界的なネットワークである。人々にデジタル工作機器を

利用する機会を提供することで、個人による発明を可能にする。 

・ファブラボには何があるか？ 

 ファブラボは、（ほぼ）あらゆるものをつくるための設備として、共通の機材を備える。

この機材リストを各ラボが共有し、進化させていくことで、ラボをこえて協働し、プロジ

ェクトを共有できるようにする。 

・ファブラボ・ネットワークは何を提供するか？ 

 ファブラボはネットワークとして連携することで、ラボの運用、教育、技術、経営、事

業計画など、各ラボで対応できること以上の協力が得られる。 

・誰がファブラボを利用できるか？ 

 ファブラボは、コミュニティのリソースとして利用可能である。事業のために予定され

た利用とともに、個人に開かれた場としても利用される。 

・利用者はどんな義務を負うか？ 

 安全：人や機械を傷つけないこと 

 作業：掃除やメンテナンス、ラボの改善など、運営に協力すること 

 知識：ドキュメンテーション（文書化）とインストラクション（使い方の説明）に貢献

すること 

・ファブラボの発明は誰の所有物か？ 

 ファブラボで生まれたデザインやプロセスは、発明者が望めば保護したり販売すること

もできる。ただし、それらは個人が学ぶために利用可能なものにしておくべきである。 

・ファブラボにおけるビジネスはいかに可能か？ 

 ファブラボは営利活動のプロトタイピングやインキュベーションのために利用できるが、

それらはその他の利用と衝突してはならない。また、ラボを超えて成長し、その成功に寄

与した発明者、ラボ、ネットワークに利益を還元することが期待される。 

英語版ドラフト：2012 年 10 月 20 日 日本語訳：2013 年 5 月 23 日 
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（2）特徴 

 ファブラボ利用のメリットとしては以下の点が挙げられる。 

・素早い試作により設計図や完成イラストでは見えない改善点が見えてくる可能性が高ま

る。 

・自分のアイデアを形にしようと集まって来る、ものづくりに関心の高い人をはじめ、多

様な属性の人たちとの意見・情報交換が可能になる。 

・機器操作に精通しているだけでなく、運営や環境づくりに配慮し、プロジェクトを先導・

助言し、人や組織を繋ぐ役割を果たす中心的な運営者や、技術その他を指導・助言する

スタッフがいる。 

・運営者、参加者によるセミナーなど勉強の機会がある。また、運営者がイベントなどを

開催して人的ネットワークづくりを支援しようという活動もしている。 

 

 ファブラボの利用方法は、設置されている機器のスペックや開所時間、予約や会員登録

の有無、機器操作の講習、機器や材料の使用料など各ファブラボにより運営体制や利用方

法、環境が異なっているが、原則は以下の通りである。 

・初めて利用する場合は、利用したいファブラボのＨＰを読み、不明点は各ファブラボに

問い合わせが必要となる。 

・各ファブラボで開催される見学会や体験会の利用、個別見学も可能だが、機器操作にあ

たっては予約や講習が必要なケースが多いため、事前に確認する必要がある。 

 

（３）アイデアや成果などの扱いについての留意点 

○秘密情報の取扱い 

 ファブラボ利用の結果生まれたデザインやプロセスを活用して、新たな製品やサービス

を検討したいと希望するケースも想定される。 

 前出のファブラボ憲章に「ファブラボで生まれたデザインやプロセスは、発明者が望め

ば保護したり販売することもできる。ただし、それらは個人が学ぶために利用可能なもの

にしておくべきである。」と記載があるように活用も可能である。 

 一方で、ファブラボはオープンな創作の場でもあるため、非公表とすべきデータは持ち

込まないことを心がけ、持ち込むデータが自社の営業秘密に抵触しないか、または自身の

知られたくないアイデアではないか、事前に精査した上で活用する必要がある。 

 

＜参考＞営業秘密について 

 営業秘密とは、営業上の秘密だけではなく、技術上の秘密も含む広い概念である。 

 不正競争防止法では第２条第６項で「営業秘密」を「秘密として管理されている生産方

法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られ

ていないもの」と定義している。 

 

◆「営業秘密管理：取組普及パンフレット～秘密情報（営業秘密、技術・ノウハウ）のマ

ネジメントに取組みましょう！～」 

http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/denshijyoho/150416.html 



 20

 

○創作過程で発生する知的財産 

 平成 27 年 7 月に「ファブ社会の基盤設計に関する検討会」が公表した『ファブ社会に

向けての法・社会制度に関する手引き』では、保護することが可能な、デジタル工作機械

での創作過程で発生する知的財産について、以下の通り例示している。 

 

・テキスト（文章）、図面、スケッチ、イラスト、音声、写真、映像、CG・3D データ、

ソフトウェア（プログラム）（注）については、著作権で保護される。 

・技術的な発明については、原則としてパブリック・ドメインとして誰もが自由に利用す

ることができるが、出願及び登録を行えば特許権で保護される。 

・商品・サービスに使用するロゴマークについては、出願し登録を受けた場合には、商標

権で保護される。 

（注）ソフトウェア利用発明については、特許権で保護される可能性がある。 

 

◆「ファブ社会に向けての法・社会制度に関する手引き」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000361196.pdf  

 

○配布・販売にあたっては製造物責任に留意 

 デジタル工作機械で創作したものを配布・販売する際には、製造物責任法の適用を受け

ることに留意する必要がある。上記手引きでは、デジタル工作機械で創作した製造物に関

する責任について下記の通り言及している。 

 

 「製造物責任法においては、製造又は加工された動産について、業として製造、加工又

は輸入した者はすべて製造物責任を問われ得るものです。『製造物』とは、製造又は加工さ

れた動産で、ここでいう『加工』には『修理』は含まれませんが、『改造』は含まれるもの

と解されています（第 2 条第 1 項）。動産なので、有体物である必要があり、有体物であ

れば中古品、廃棄品、再生品も含まれます。」 

 

１．３ アイデアソン、ハッカソン 

（１）概要 

 異なるバックグラウンドを持つ人達が、課題を理解し、共に機会を発見、アイデア・試

作品を練り上げる新たな価値創出に適した手法である。 

 アイデアソンは、「アイデア」と「マラソン」を掛け合わせた造語で、ある特定のテーマ

について、異なる分野の人たちが複数のチームに分かれて、数時間〜数日間、自由にアイ

デアを出し合い、アイデアをまとめていくイベントである。 
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出典：株式会社 CCL 資料より 

 

 ハッカソンは、「ハック」と「マラソン」を掛け合わせた造語で、ある特定のテーマにつ

いて、エンジニア、デザイナーなどを含む異なる分野の人たちが複数のチームに分かれて、

それぞれの技術やアイデアを持ち寄り、1 日～1 週間程度で集中的にサービスやシステム、

アプリケーションなどを開発（プロトタイプ）し、成果を発表するイベントである。 

 

 出典：株式会社ＣＣＬ資料より 

 

（２）政策面からのサポート  

 アイデアソン、ハッカソンは各地で活発に開催されている。経済産業省は、2014 年 11

月から、一般社団法人リンクデータの協力のもと、オープンデータを活用したビジネス創

出のためのマッチング支援サイト「Knowledge Connector 」（http://idea.linkdata.org/）

を構築し、公開している。 

 「Knowledge Connector」は、ハッカソン・アイデアソン成果の共有とビジネス化支援・

人材情報の統合サイトである。 

 各地で行われているハッカソンやアイデアソンなどの活動において生まれたアイデア・

アプリ・データ等の作品をシェアできるサイトで、作品をシェアすることで、イベントに

参加できなかった人や、離れた地域の人もそれを参考にして、今後の活動に活かすことが

できる。 

 また、オープンデータや、地域の課題を登録してアイデアを集めやすくしたり、目利き

に優れた方がビジネス化の可能性のありそうなアイデア・アプリ等を見つけた際に、実現



 22

の助けとなる助成制度や人材の情報を関連付けたりする機能も備えている。 

 

（３）留意点 

 アイデアソンやハッカソンへの参加はアイデア創出や新たな共創の対象を発掘するため

に、有効な活動であるが、①意図せざる情報流出、②成果の取扱いについて、留意してお

く必要がある。 

 

①意図せざる情報流出 

・アイデア出しや開発を行う中で、意図せずに情報が流出することがあるので、参加者は

参加前に非公開にすべき情報を精査し、必要に応じて所属先に確認し、持ち込まないよ

うにすることが必須である。 

 例：自社の営業秘密、自身のアイデアのうち第三者に利用されたくないもの 

・参加者が所属する企業において、「営業秘密管理」を実施すれば、秘密情報を法的に保護

することができ、万一、社外に流出した場合、裁判等で不正競争防止法に基づき差止請

求や損害賠償請求等が可能となる。 

・秘密として管理される情報については、技術的ノウハウ、共同研究情報のほか、経営戦

略、ビジネスモデル、営業ターゲット情報、販売協力先・仕入れ先情報、顧客情報、顧

客ニーズ、マーケティングノウハウといった情報も候補となる。 

 

＜参考＞営業秘密については p.19 参照 

 

② 成果の取扱い 

・アイデアソン、ハッカソンにおける成果物とは、イベントの過程で発生したアイデア・

ノウハウ・ビジネスモデル、アプリケーション等のプログラム、その他イベント毎の参

加規約に記載されたものを指す（以下。「成果物」という）。 

・参加規約により定められる成果物の取扱いはイベントにより異なり、すべての参加者が

自由に利用できる例や、製品化・サービス化に向けて主催者との協議が必要な例がある

（※）。 

 

（※）参考：参加規約の「成果の取扱い」に関する例 

○成果について、主催者およびすべての参加者が自由に利用できる例 

 デザインやプロトタイプ等、本イベント中、参加者が新規に作成した、文書、スケッ

チ、図、３D データ、CG データ、写真、音声、動画、ソフトウェア、ハードウェア

のプロトタイプその他作業過程で中間的に生成・取得したものを含め一切のもの（著

作権、発明、アイデア、ノウハウ、コンセプト 等を含むがこれらに限定されないもの

とし、以下、「成果物」といいます。）については、主催者及び全ての参加者は、それ

ぞれなんらの制限なく、無償で、非独占的に、成果物を自由に利用し、利用させ、発

展させることができるものとします。 
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○成果は参加者に帰属するが、製品化等について主催者との協議が必要な例 

 本イベントにおいて参加者が創作・開発したソフトウェア等の成果物（著作物、発明、

考案、アイデア、ノウハウ、コンセプト等を含みこれらに限定されません。）に関する

知的財産権その他の権利は、参加者に帰属するものとします。 

 参加者は、主催者及び主催者が指定する第三者に対して、自らが創作・開発した成果

物にかかる著作者人格権を行使しないものとします。 

 参加者は、自らが創作・開発した成果物の内容が、自らのオリジナルであり、第三者

の著作権等の知的財産権その他の権利を侵害するものではなく、また公序良俗に反す

るものではないことを保証するものとします。 

 本イベントの成果物について製品化が可能と判断される場合、主催者及び参加者は製

品化に向け協力するものとし、必要に応じ、主催者による成果物に関する知的財産権

その他の権利の利用及び取得について協議するものとします。参加者が製品化を検討

する場合事前に主催者に連絡するものとします。 

 

 

・成果物を元に、製品化・サービス化に向けて検討を行う場合は、後々トラブルにならな

いよう、チームメンバーとの間で成果物の特定、持ち帰り可否、事業化の可否、知的財

産の権利化等について意思確認を行う必要がある。イベント終了時に確認書を交わす、

事後確認が取れるよう連絡先を交換しておく等の対応が有効である。 

 

＜参考＞ 

・ハッカソン、メイカソン参加同意書および終了後の確認書 

https://github.com/IAMAS/makeathon_agreement 

IAMAS（情報科学芸術大学院大学）の小林茂教授が、弁護士の監修を受け、参加同意書の

フォーマットなどを作成し、発表している。 

 

１．４ スピードが問われる IoT 時代のソフトウェア開発 

（１）アジャイル開発の必要性 

 IoT 時代を迎えグロ－バルな開発競争が行われている中にあっては“開発のスピード”

が求められている。加えて業種を超えた“共創”が必須であることから、それに適した開

発手法でなければならず、ソフトウェア開発においてはアジャイル開発が注目されている。 

 アジャイル開発プロセスは、ソフトウェアを迅速に、また、状況の変化に対して柔軟に

対応できるよう開発する手法の総称で、短いプロセスを何度も反復して次第に全体を組み

立てていくアプローチ手法である。 

 アジャイル開発プロセスでは、顧客も交えて密接に議論を交わし、変更する箇所や追加

する機能を決め、各工程を反復するといったサイクルを短い間隔で何度も繰り返すことに

より、ソフトウェアの完成度を高めていく。 

 

（２）Ruby、mruby の活用 

 どのようなプログラム言語を使用するかも開発効率やスピードの点で重要なポイントで
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ある。複数の関係者が試行錯誤を行う際には、①可読性の高さ（プログラムが読み書きし

やすい、抽象化によりアルゴリズムが明確になる）、②開発スピードの速さ（プログラムの

行数が少ない、不具合の埋め込みが少なくなる）といったメリットのある「Ruby」の活用

が有効である。 

 さらに、組込みシステムに特化した言語として「mruby」が挙げられる。①省リソース

で動作、②中間言語化しており OS を選ばない、③メモリ管理も組込みを考慮している、

④既存 C 言語アプリ資産の有効活用可能といった特徴を持ち、操作しやすくプロトタイピ

ングに 適であることに加え、ネットワーク、DB へのアクセス、GUI 開発などの効率的

実施も可能で、IoT 開発の情報制御部分に 適と言える。 

 

＜参考：Ruby・mruby の情報＞ 

◆「Ruby・mruby 活用ガイドブック～IoT 時代における開発環境変化に向けて～」 

 http://www.chugoku.meti.go.jp/info/press/h27/0521_1.pdf 

◆Ruby Association の HP には Ruby の事例紹介等の役立つ情報がある 

 http://www.ruby.or.jp/ja/showcase/case31.html 

  

１．５ オープン＆クローズ戦略 

（１）概要 

 オープン＆クローズ戦略とは、知的財産のうち、どの部分を秘匿または特許などによる

独占的排他権を行使（クローズ化）し、どの部分を他社に公開またはライセンスするか（オ

ープン化）を選択する知財マネジメント戦略である。 

 日本のエレクトロニクス産業が DVD、液晶パネル、カーナビなどの製品で基本技術を開

発し、製品開発に取り組み、市場開拓、国際標準化を主導し、必須特許の 90％以上を日本

企業が持ち、製品出荷当初はグローバル市場で圧倒的シェアを握っていたにもかかわらず、

1990 年代後半、製品化から 4～5 年でシェアが大きく低下、グローバル市場から撤退し始

めている。一方、アップルの iPhone、インテルの MPU など圧倒的な市場シェアを維持し

続けている例もある。小川 紘一氏は、こうした事例を詳細に分析し、知的財産マネジメン

トとしてのオープン＆クローズ戦略を以下のように提唱している。 

 エレクトロニクス製品は、ソフトウェアが製品設計・システム設計に深く介在すること

により、製品アーキテクチュアが技術モジュール（部品）の組み合わせ（寄木細工型）に

なることによって、製造のグローバライゼーションが一気に進み、競争ルールが変わった、

としている。これにより、①重要特許をたくさん保有していれば勝てる、②国際標準の規

格づくりの主導権を握れば勝てる、③常に 先端の技術／匠の技／誰も出来ない加工技術

に挑戦していれば勝てる、といった従来の常識が通用しなくなっている。 

 知的財産マネジメントとしてのオープン＆クローズ戦略とは、①市場の全体像を俯瞰的

に捉え、自社優位のビジネス・エコシステムを設計する、②自社のコア技術を秘匿化、特

許権などの独占的排他権、デザイン（意匠権）で守り（クローズ戦略）、一方で、③コア領

域との境界領域をオープン・標準化して、参入を自由化、多くの企業との協業（＝エコシ

ステム）を進めることにより、１社単独で行うよりはるかに低いコストで巨大市場をつく

り、大量普及と高収益を同時実現させる戦略である。 
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出典：小川紘一、『オープン＆クローズ戦略（増補改訂版）』、株式会社翔泳社、2015 年 

 

（２）政策面からのサポート：知的財産のワンストップ相談窓口の設置 

 経済産業省では、平成 27 年の営業秘密管理指針の改訂に合わせて、知的財産に関する

ワンストップ相談窓口の体制整備を行っている。 

 特許や意匠など知的財産権の出願手続に関する相談を行っている独立行政法人工業所有

権情報・研修館（INPIT）において、中小企業等がオープン＆クローズ戦略の策定や、秘

密情報管理・漏えいについて、ワンストップで知財専門家に相談できる体制を構築してい

る。 

 

O/C 相談：「特許化」「秘匿化」や、何をオープンにして、何をクローズにするかについての相談 

営業秘密管理相談：情報セキュリティ等、営業秘密の管理手法・システムに関する相談 

相談の対応は、事案に応じて、企業 OB、弁護士、弁理士等の専門家が行う 

 

出典：産業構造審議会第 6 回知的財産分科会 資料 3-1  「営業秘密の保護・活用に関する

小委員会概要説明資料」 平成 27 年 2 月 知的財産政策室 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bunkakai_06_paper/10.pdf 

 

 

  

営業秘密の漏
えい 

営業秘密 
管理相談 

O/C 相談 
一般的相談
（法律の概要

営業秘密 
管理相談 

（1 次対応）

O/C 相談
（１次対応）

一般的相談
（法律の概要

など） 

ＩＮＰＩＴ 
（工業所有権情報・研修館） 

警察庁 

ＩＰＡ 

知財総合支援窓口 
（全国 57 箇所） 

より高度な相談

営業秘密の 

漏えいなどの 

被害相談 

全国の中小企業等 

都
道
府
県
警 

企業における営業

秘密管理のための

情報セキュリティ対

策に関する相談 

連携の流

相談の流
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２．ヒアリング調査結果 

 新たな共創環境の類型やその特徴、効果的な開発手法、オープン＆クローズ戦略などの

知的財産戦略について、地域内外の先進的な取組を行っている事業者、新たな共創環境や

事例について知見を持つ専門家、関係者 16 者にヒアリングを行った。 

 

２．１ ヒアリング調査の対象と目的 

今回調査では、既に浸透している受託開発や共同開発と区別し、事業計画策定前の段階

から共創を行う形態を「新たな共創」と定義した。 

ヒアリング調査対象は、中国地域の企業として、アンケートで「新たな共創」に取り組

んでいると回答した5社、検討委員会において有識者より紹介された地域団体1件に対し、

中国地域における「新たな共創」の現状、課題についてヒアリング調査を行った。また、

中国地域の 2 つのファブラボの活動状況、今後の展望・課題についてヒアリングを行った。 

残りの 8 件については、他地域における「新たな共創」の先進事例、ファブラボ活動、

アイデア創出の手法について、ヒアリング調査を行った。 

具体的な調査対象と調査目的を表 8 に示す。 
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＜表 8 ヒアリング調査の対象と目的等＞ 

 ヒアリング調査対象 ヒアリング調査概要 実施日 

共
創
事
例
（
注
） 

ものづくり系ラボ A 氏（東京） 

 

B 社（東京） 

 

C 社（大阪市） 

 

D 社（広島市） 

E 社（広島市） 

F 社（広島市） 

G 社（倉敷市） 

地域団体（松江市）H 氏 

電子機器の「ものづくり」に興味を持つ技術者やデ

ザイナーの交流会設立の狙い、現状等 

印刷会社をネットワーク化し IT 技術を駆使して共

創でイノベーションを起こした取組内容 

オープン・イノベーションによる事業展開を行う C 社

の取組みの経緯、工夫点・留意点、成果等 

取組内容や課題、成果、今後の展望等（アンケート

調査で、共創に取り組み、成果が出ていると回答

頂いた企業） 

 

活動内容や成果、課題等 

2015.10.19

 

2015.10.19

 

2015.11.19

 

2015.12.8 

2015.12.8 

2015.12.8 

2015.12.11

2016.1.13 

 

フ
ァ
ブ
ラ
ボ 

I 先生（大学） 

J 先生（大学） 

K 氏（ファブラボ活用） 

 

 

L 氏（ファブラボ） 

M 先生（大学） 

 

N 氏（ファブラボ） 

ファブラボの実態と今後の展望等 

 

ファブラボを活用して電子製品をつくりネットで販売

して実績をあげている K 氏に取り組みの経緯や課

題等 

中国地域のファブラボの一つであるファブラボとっ

とりのこれまでの経緯と今後の展望等 

 

中国地域のファブラボの一つ。開設の経緯、活動

状況、今後の展望・課題等 

2015.9.15 

2015.12.18

2015.10.20

 

2016.1.14 

 

2016.1.30 

 

ア
イ
デ
ア
創
出 

O 先生、P 先生（大学） 

 

 

R 氏（ハッカソン主宰者） 

 

 

慶應大学大学院のシステムデザイン・マネジメント

研究科の狙い、現状と EDGE ルームの狙い、利用

状況、今後の展望等 

ヘルスケアをテーマとしたハッカソンを立ち上げた

経緯、現在の活動内容やハッカソンの留意点等 

2015.9.15 

 

 

2015.10.15

 

（注）共創事例の５社の属性は、C 社：IT ユーザ企業、D・E 社：組込みシステム開発事

業者、F・G 社：IT ベンダ企業 
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２．２ 中国地域での共創の現状と展望 

（１）中国地域での新たな共創への取り組みの現状 

 中国地域での新たな共創の取り組み事例として企業、地域ネット、ファブラボの活動に

ついてヒアリング調査を行った。 

 中国地域においては、すでに独自に新たな共創に取り組み具体的な成果に結びつきつつ

ある企業や、地域内における企業コミュニティの形成が見られる。 

 また、2014 年から 15 年にかけ中国地域でも鳥取、山口等の 3 か所にファブラボが開設

されており、岡山では４か所で開設の準備が進んでいる。企業や人が集積している首都圏

に開設されたファブラボとは異なり、地域独自の課題に取り組んでいる状況が明らかにな

った。 

  

 ○新たな共創への取り組みの事例 

（新規事業企画コンテストへの参加） 

・他社が募集する新規事業のアイデアコンテストにおいて、同社が応募した企画が採択さ

れた。現在、その採択されたアイデアを実現すべく、募集していた企業とデザイン会社

と共に、新規事業立ち上げを行っている。【G 社】。 

・社内で 8 週間サイクルの新規事業立ち上げのメニューを作り、それに則ってアイデアを

ビジネスにつなげるチャレンジを行っている。【G 社】。 

（コミュニティ形成） 

・松江市に隣接する旧東出雲町は、2008 年 4 月「ひがしいずも産業支援センター」を設立、

8 月に「新しいものづくりの町を考える部会」を設立した（当初の参加企業は 8 社）。こ

れを母体とし、2011 年 8 月、旧東出雲町が松江市と合併した時に「Go-Yen.net しまね」

が設立された。【H 氏】。 

・現在、会員・準会員は 17 社。製造業 10 社、製造業コンサル 1 社（大阪）、農業 2 社、

ソフト産業 3 社、菓子製造（旅館）1 社の異業種のものづくり集団である。【H 氏】。 

・毎月第一木曜日に定例会を開催している。入会時に、企業は、「Go-Yen.net しまね」と

守秘義務を結んでいる。定例会では、工場見学を行い、その後、現在の仕事の状況、今

後の状況を各社説明し、お互いに補完できる内容を把握する。製造業では、相手の工場

の中が見えなければ、実際に何ができるかが分からないので、工場見学は非常に役立っ

ている。また、守秘義務があるので、本音で現在の状況をぶつけ合うことができている。

【H 氏】。 

・取組の成果として、ドリップバッグ用ドリッパー「ツカラン」開発・製品化。視覚障碍

者支援団体への支援として、新型「点字器」の開発、封筒用点字印刷機の修理、カンボ

ジアへの支援として「カシューナッツの殻むき」ができる刃の提案、雲南市の特産品「と

うがらしのへた取り機の開発協力」などがある。【H 氏】。 
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○従来型の共創（産学、産産連携など）の事例 

・共創に取組むきっかけは、広島工業大学の教授に勧められサポインに取り組んだこと。【D

社】。 

・広島県の支援機関の勧めで、ものづくり・商業・サービス革新補助金に採択され、共同開発

に取り組んでいる【E 社】。 

・今後の自社技術の展開に関して、大手自動車メーカ関連の産業機械メーカと仕事をする中で、

新しいニーズについてヒントを得た。【F 社】。 

・他社（コールセンター）が新しいサービスを探していたことから、人感センサを利用した見

守りサービスを、ものづくり補助金を利用して共同開発した。【G 社】。 

・展示会でスマホツールに関心を持った企業 2 社と共同開発の話がでている。【G 社】。 

 

○中国地域でのファブラボ活動 

・鳥取大学の「地域の科学技術理解ネットワーク構築とリーダー養成プログラム －もの

づくり道場の創設－」が 2008 年度に科学技術振興機構（JST）の地域科学技術理解増進

活動推進事業「地域ネットワーク支援」に採択された。JST の事業終了後、県、市、大

学が、予算を確保して事業を継続している。ものづくり道場（鳥取・倉吉・米子）の運

営のために、大学、地域の教育委員会、行政機関、地元企業、商工関係団体などで構成

するものづくり協力会議を設置している。当初はアナログのものづくりだけであったが、

2014 年に新たに鳥取県・鳥取市等と連携して予算を確保してデジタルなものづくりを加

え、デジタルとアナログの融合したものづくりに取り組んでいる。それが「ファブラボ

とっとり」である。 

・ファブラボとっとりの目的の一つは教育である。①次世代の地域産業を支える「ものづ

くり人材」の裾野を広げ、創造力を育む「ものづくり教育」の実践活動、②小学生から

ファブラボでの教育を行い、地域創生の起爆材となる、③世界に通用する次世代の創造

力を育む環境と教育を鳥取から発信することである。 

・入会申し込み者は無条件で受け入れる。安全を期すために事前講習会を受講するととも

に､機器の操作においては､機器ごとの操作マスター認定証の交付を受ける必要がある。。 

・ファブラボ山口は、商店街という生活に近い場所でのファブラボの実証実験として 2014

年度に山口市がファブラボ鎌倉に業務委託して開設された。現在、開設当初から関わっ

ていた民間企業が、15 年度に山口市からの委託事業として企画・運営している。委託の

内容は、週 3 日年間 100 日営業。現在は、金、日は終日、月は午前中、第 1 水は夜にオ

ープンしている。16 年 4 月以降は民間事業として運営する予定。 

・デジタル工作機械は手先が不器用な人でもそれなりのものがスピーディにできる。一回

体験すると、既製品を見ても、もうちょっと改良したいという欲求がでてくる。自分た

ちでも何かできるかもしれないというマインド形成に非常に有効だと考えている。 

・体験したことにない人にどうこの良さを提案していくかが課題である。ワークショップ

開催が有効と考えている。自分たちのビジネスになり、地域の活性化につながるパッケ

ージができればよい。 

・新しいものづくりに対する関心がそれほど高くない人が少なくない。彼らにいかに楽し

さを知らせるか、当面は各地の地域センターを回ってワークショップを開催するなど草
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の根的な動きが必要と考えている。 

・首都圏で展開されているデジタル工作機器を備えた大規模なモノづくり施設を地方にそ

のまま持ち込んでもうまくいかない。地方では、時間の制限なく自由に使え、チャレン

ジに繋がる仕組みでないと成り立たないと考えている。 

 

（２）今後の共創の展望 

 今後の共創の展望に関しては、IT・組込みシステム開発事業者は同業者と取り組み、IT

ユーザ企業はものづくり企業と取り組みたいとしており、IT・組込みシステム開発事業者

が IT ユーザ企業と組んで「新たな共創」に取り組むという具体的な展望を持つ事例はな

かったが、ものづくり系ラボのようなコミュニティがあれば社員を参加させたいという要

望もあった（後日、この企業からはトライアル講座に２名の社員が参加している）。 

 また、新たな共創の成果として、新しい市場を育てる意識が芽生え、新規事業の販路開

拓にも役立つという意見もあった。 
 
○今後の共創の展望 

・IT 業界の企業でも得意な技術は異なるので、 初は同業者と共創に取り組んでいくのが

よいと考えている【G 社】。 

・今はできていない医療・ヘルスケア分野に他社の力を借りて参入したいと計画している。

具体的には、医療機器の製造・販売企業への売り込み。当社は試作が得意なので、量産で

きる企業と共同で進めている【D 社】。 

・新たな共創の関心分野としては、具体的に考えているのは、バリアフリー情報を加味した

旅行案内、ウェルネスに絡めた予防医療・健康寿命延伸など、「これがあれば助かる」と

いう業際分野のサービス提供を考えている。【G 社】。 

・東京のものづくり系ラボのようなコミュニティが広島にあったら、社員に参加させたい。

【D 社】。 

・ワイワイガヤガヤ議論する中で面白そうなものが生まれる場、そういう相手と出会える場、

それを社会に還元できる仕組みがあると良い【F 社】。 

・共創の試みは積極的に進めていきたい。生産現場ではチームプレーが重要だが、開発現場

では活発に意見を出し、社内だけで進められなければ、社外リソースを使ってでも実行す

ることが求められる【F 社】。 

・新規事業の課題は販路開拓であり、自分たちだけで新しいモノを作っても売れない。一緒

に取り組む企業があると、販売ターゲットなどの情報が入ってくる。できあがるモノやサ

ービスだけでなく、共に市場をどう育てるか、といったといった意識も芽生えてくる。【G

社】。 

 

（３）共創を進める上での課題、要望 

 アンケートで多くの企業が自社製品・サービス開発に積極的だったのとは対照的に、課

題として、現在は受注業務で手一杯であること、地元のユーザ企業との繋がりが弱いこと

が挙げられている。 

 受注業務の変動など、自社の経営を揺るがすような要因が無ければ、仕事に役立つコミ
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ュニティはできないのではないか、との意見の一方で、企業や大学の中に埋もれている人

たちが集まり、アイデアのブラッシュアップや試作ができる仕組みを求める意見も寄せら

れた。 

 また、熟度の高い計画に対する助成を行う従来の補助金制度だけではなく、地域内で参

加者を募り、スピーディーに試作を繰り返すプロジェクトに対する助成があると、コミュ

ニティ形成や、新たなビジネスの種を発見するきっかけになる、という意見があった。 

 

○中国地域で共創を進める上での課題、要望 

・IT 企業の弱点は地元の人との繋がりが薄いこと。活動成果が形あるモノとして見えれば

地元にも理解してもらえ、地域との連携が進むのではないか【J 先生】。 

・IT 業界は、目先の受注業務で手一杯なので、まだ本音ベースでのやりとりができていな

い。「本気で仕事が欲しい」と言い出さないと、仕事に役立つ集まりとはなりにくい【H

氏】。 

・大手企業がオープンにする方向に進まないと、中小企業だけがオープンにしても環境が

整わない【D 社】。 

・企業の枠を超えた取組みは、担当者レベルでは盛り上がるが、いざ、予算が必要となる

と企業内の調整（＝上司の説得・承認）が必要になる。この壁をどう乗り越えるかが課

題である。既存の大企業文化、組織文化とどう折り合いをつけていくかが問われている

【F 社】。 

・広島では電子系のコミュニティは無い。広島地域では電子系の企業は少なく、片手程度。

また、同規模なので協業が難しい【D 社】。 

・ビジネスマッチングはターゲットが絞り込めた段階で役立つ。例えば、資金がこれだけ

必要、このパーツが必要、という段階で、ここに至るまでに大変な労力を要する【F 社】。

・東京のものづくり系ラボのような、企業や大学の中に埋もれている人たちがうまく集ま

れる仕組みが広島でもできると良い【F 社】。 

・刺激を与え続け、コミュニティを運営するパワーの面は課題【F 社】。 

・大学を巻き込んでカリキュラムの中に位置づけるのも一案である。大学側と企業が意見

交換する場にもなる【F 社】。 

・計画・予算が固まっている従来の補助金方式ではなく、一定の予算の中で、地域で参加

者を募り、具体的にモノを作るプロジェクトなどもコミュニティ形成のきっかけとなる。

創作意欲を刺激するような工夫が欲しい【F 社】。 

 

２．３ 他地域における新たな共創への取り組みの現状と課題 

 新たな共創の先進事例として、他地域における、ものづくり系コミュニティ、ヘルスケ

アをテーマとしたハッカソン、ファブラボを利用した個人事業主の製品開発、オープン・

イノベーション、共創プラットフォームについてヒアリング調査を行った。 
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○ものづくり系コミュニティの事例 

・ものづくりの放課後サークル活動的なもの。2 か月に１回程度イベント開催。エンジニ

アが 3～4 割、後はデザイナー、大学の先生など。金融機関ではクラウドファンディン

グ運営会社や、ベンチャーキャピタルなども。スマホを使った玄関のスマートロック、

光や音などのセンサを搭載した電子ブロック MESH などが成果。 

・アイデアやプロトタイプは、技術力を見せ、仲間を集めるための表現であり、撒き餌み

たいなもので、機密情報等を含む実際の仕事とは別と割り切っていて、人脈を広げたり、

新しい情報やアイデアをえることが主な狙いで集まっている。会員は会社の仕事におい

ても営業を通さずに技術者同士で直接聞けるようになるメリットを喜ぶ声もある。 

 

○ヘルケアをテーマとしたハッカソン 

・医療が病院完結型から地域完結型に移行するために、医療専門家と他分野の専門家の協

働が必要なのにその文化や場がないことに問題意識を持ち、Healthcare Hackathon を

企画運営。スタッフは、医師、薬剤師、保健師、エンジニア、VC、行政、コミュニティ

代表等で、皆本職を活かしつつ参画している。 

・東京を中心に全国ですでに 1２回開催している。毎回のテーマ設定は、課題の重要性と、

テーマ提供者が面白く話せるか、という観点で決める。ハッカソンは基本的には知財の

絡まない課題をみつけるところまで、そこから先の事業化となれば、秘密保持契約

（NDA）などを意識する必要がある。企業、大学、学会などとコラボし、いくつかの成

果も出ている。 

 

○ファブラボを利用した個人事業主の事例 

・製品のアイデアは企業在籍時にあった。退職時に買い取って自分のプロジェクトとして

開発、2014 年 1 月に販売を開始した。ネットでこれまでに 5,000 台ほど売れている。 

・製品化を考えていた時、ハッカソンに参加した。そこで樹脂の製造に詳しい人と知り合

い、製品化の際は、その人を介して国内の業者に製造委託することになった。 

・3D プリンタの試作サービスはあるが、頼んで出来上がるまでに時間がかかる。ファブ

ラボを利用すると、詰めの段階で、自分で何度も試せるので、プロトタイピングがスピ

ードアップできた。ただ、実際の量産の製品の段階になるとファブラボの機械では少し

精度が足りない。 

・小さな組織で初めてハードウェアを作ろうとすると障害が多い。ソフトウェアの技術的

な課題は自分で解決するしかないが、それ以外のことを相談する相手や応援してくれる

人がいると助かる。 

・多くの人が色々なアイデアを持っている。ただ、それを実際につくる方法がイメージで

きない。製造にアクセスできるスキルのある人も少ない。ハッカソンやファブラボは異

なるスキルや知識を持つ人と交流・アクセスできる場であり、アイデア実現に向けた良

いステップになるのではないか。また、他の人のアイデアから気づきを得られることも

ある。 
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○オープン・イノベーションの事例 

・数年前から、オープン・イノベーションに関する部署を設置して本格的な取組みを開始

している。この部署は、技術開発部門が求めている技術・パートナーを探す専門部隊で、

内部のエージェント役を担っている。必要とする技術シーズを持っている企業を探して

ほしいといった具体的な探索依頼を受けて、プレ調査を行い国内外からアライアンス先

を選定する。その際、全国の支援機関、ベンチャーキャピタル、産学連携本部など幅広

く、企業・大学との信頼関係を築いている外部エージェントとのネットワークも活用し

ている。 

・オープン・イノベーションとは、自社技術だけではなく、他社が持つ技術・アイデアを

組み合わせて革新的な商品やビジネスモデルを生み出すものである。 

・オープン・イノベーションを推進するうえで大切なのは、研究者・技術者の意欲とトッ

プのコミット。トップがオープン・イノベーションによる技術開発について長期経営方

針に明記したことで、技術ニーズの公開に慎重な技術者が少なくない中でも比較的スム

ーズに進められた。 

 

○他業種との共創プラットフォームを利用したビジネスの事例 

・オンライン印刷の価格比較サービスからスタートし、その後オンライン印刷の一括見積

もり事業を開始。現在では印刷会社をネットワーク化し、共同受発注のシステムを提供

している。 

・同社にとっての顧客は印刷の発注者。顧客の拡大に合わせて、共創する印刷会社と自社

のシステムを拡充する必要がある。システムはそのためのインフラであり、受発注だけ

でなく、印刷のデザインや配布（ポスティング）も含めた印刷に関係するバリューチェ

ーンを構築しようとしている。 

・業務の高度化、規模の拡大に合わせて共同受発注のシステムを維持していくには高度の

エンジニアと資金が必要になる。同社は投資家（ベンチャーキャピタル）から資金調達

を行ったが、それには投資家を納得させるビジネスプランが必要になる。 

 

２．４ ファブラボについて 

 デジタル工作機械の価格が低下し、手軽に利用できるようになり、市民に開かれたデジ

タルものづくり工房として、ファブラボ憲章に基づいたファブラボが世界的に広がってい

る。日本でも、全国にファブラボが展開し始めている。中国地域でも鳥取、広島、山口に

オープンしており、岡山でも開設の準備が進んでいる。 

 ファブラボはデジタル工作機器を利用したものづくりに関心のある人の集まる場所と考

えがちだが、ヒアリング調査では、各地域のニーズに基づき企画・運営されており、地域

のニーズをどう発掘し、企画・運営するか試行錯誤が行われている。デジタル工作機械の

手軽さ、スピードの速さは魅力的であり、地域のものづくりコミュニティ形成の新しい柱

になることが期待される。 

 



 34

○ファブラボの機能、人材育成など 

・ファブラボとは、問題を抱えている現場で、必要なものがあれば作り、それを自分たち

の力で解決する場である【J 先生】。 

・アイデアから形にするまでが早く、また、インターネットを通じてデジタルデータを世

界中で共有することで、修正を加えて、形にして利用したり、良いアイデアを広めたり

できる点がデジタル工作機器を用いる 大のメリットである【J 先生】。 

・具体的な課題のない場所に作ったファブラボは、 初は人が集まるが、時間が経つとシ

ョールーム化しがちである。取り組むべき課題があれば、それをやるためにコミュニテ

ィができ、全国から人が集まってきて、持続的になる。地元で粘り強くコミュニティを

育てるコーディネータ的な役割を持つ人（ファブマスター）が必要だ【J 先生】。 

・社会的課題を捉えたモノづくりのサービスや、ソリューション提供がファブラボの役割

である【I 先生】。 

・ファブラボで も重要なことは人のネットワークである。皆で話をしている中でアイデ

アがでる。潜在ニーズがあって企業で気が付いてないものを探し、それをファブラボ活

用で具現化できる【I 先生】。 

・ファブラボは、テクノロジーやモノづくり自体に関心を持つ人達が集まる場としてでは

なく、「社会の問題を解決するために、モノづくりをどのように行うか」という視点で考

えている【J 先生】。 

・機材は安く買えるし、場所を借りれば作れるので、場所としてのファブラボは更に増え

るかもしれないが、本当に必要なのは人材である。【J 先生】。 

・活発で継続的なファブラボ活動には、モチベーションの高い中心人物が重要。例えば、

自らもファブラボにおいて活動しつつ、プロジェクトをまとめ、他の人を指導するファ

ブマスターと呼ぶ中心人物だ。元々、教育は塾とか寺子屋から始まったわけで、それは

知識の詰込みではなく、人から人への伝染である【J 先生】。 

 

○ファブラボ活用による成果 

・ファブラボ仙台に、地域の楽器の販売店（小売店）の人が、店頭で管楽器の消音措置（ミ

ュート）を 3D プリンタで作るビジネスを始めて成功した例がある。今では日本全国から

消音装置の注文がある【J 先生】。 

・電動カート「ぱるぱる」の開発・販売・レンタルの事業がファブラボから生まれた。65

歳の時に膝の痛みで市販の車いすを使用したが、高価で重くて使いにくく、町工場でも

多忙で一品物は作って貰えず、自分でアイデアを出しファブラボ等を活用し作ってもら

った。それを 138 千円で製品化し既に 300 台販売した。販売代理店も開拓し東北から沖

縄まで 25 社以上ある【I 先生】。 

・製造業の方が､商品開発の企画・提案にあたり、図面だけでは理解を得にくいため、試作

品を作製し､説明用に利用される場合もある。試作時間を短縮できることで、設計に注力

できるようになる。一方で、現在のファブラボの機器では、スピード重視のプロトタイ

プ作成には向いているが、本格的に仕事で使うには精度が不足している。【L 氏】。 
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２．５ アイデア、知的財産の保護について 

 共創を進める上での課題として、アンケート調査では、責任と権限の明確化、知的財産

の帰属、成果の配分、情報管理に対する懸念が挙げられている。 

 ヒアリング調査の結果、先進事例では、事前に「公開できない機密情報は持ち込まない

ように周知している」としている。 

 成果の配分や知的財産の保護について具体的にトラブルが生じているケースはなかった。

しかし、成果や知的財産の取扱いの調整に時間を要している、担当者が別部署に異動し、

対応が難しくなった、という理由で、進展が滞っているケースもあった。  

一方で、知財総合支援窓口のサポートで、意匠、商標登録がスムーズにできたケースも

ある。 

 ファブラボでの 3D データの扱いについては、ソフトウェアのオープンソースのライセ

ンスに類似した仕組みが必要ではないかという意見があった。 

 

○知的財産の取扱いに関する現状 

・ラボにはオープンにして良いものしか持ち込まないよう周知している。【A 氏】。 

・メイカーフェアでは名刺代わりにプロトタイプを披露し合う。チームで自分はこういうモ

ノが作れますというように自分の腕前を見せる。ものづくり系ラボにおいても、アイデア

やプロトタイプは、技術力を見せ、仲間を集めるための表現であり、撒き餌みたいなもの

で、機密情報等を含む実際の仕事とは別と割り切っている【A 氏】。 

・ハッカソンの参加同意書では、「参加者は、自身が非公開を望む情報、著作物、発明、ア

イデア、ノウハウ、コンセプト等及び参加者の帰属する企業・団体等の秘密情報を、本イ

ベントにおいて利用せず、開示しないものとします」と定めている。つまり、ハッカソン

で出されたアイデアは保護されないため、機密情報等は持ち込まないよう周知している。

・参加同意書に署名しても、チームが分裂するようなトラブルが発生することがある（注）

【R 氏】。 

・ハッカソンは基本的には知的財産の絡まない課題を見つけるところまで、そこから先の事

業化に進む場合は、NDA 契約などを意識する必要がある【R 氏】。 

・ハッカソン等に関して、公表されている参加同意書等を活用してもトラブルは多い（注）。

例えば、イベントに参加して、アイデアを出したが、それを開催企画した企業に独占され

たといったケースや、逆に、権利を参加者が持つのであれば、企画会社としては、開催す

るメリットが見いだせないなどの摩擦が増えている【J 先生】。 

（注）参加同意書を整備しているにもかかわらずトラブルが発生するのは、参加者が規約を

十分に理解していなかったことが想定されるが、原因の把握には至らなかった。基本

的に、アイデアソン・ハッカソンなどのイベント開催後については、参加者の意思や

参加者同士の合意により事業化が進められるため、運営者が全ての案件を追跡してフ

ォローすることは容易ではない。 
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○成果、知的財産に関する懸念 

・同業者でコンソーシアムを作って、ソフトウェアをお互いに共通で使えないかを検討した

が、権利問題をどう解決するかの検討と、担当者の異動の関係で計画が滞っている。【G

社】 

・学生や、普段やりとりしていない企業とのアイデアソン等による連携は、知財や責任の所

在の面で不安が残る。共創相手、参加者の動機や熱意が同程度であることが必要。現在は

信頼できる組織とクローズドな形で共創を行っている状況である。【G 社】。 

・ファブラボで作った製品を販売する際に、意匠や製造物責任について事前に勉強したいと

いう要望があり、総務省の『ファブ社会に向けての法・社会制度に関する手引き』を教材

に勉強会を開催したことがある【N 氏】。 

・販売にあたり、既製品に簡単なアタッチメントを付けたときの製造物責任の問題など、不

透明な部分が残っている【N 氏】。 

 

○成果をスムーズに権利化 

・取り組みの成果として、コーヒーのドリップバッグ用ドリッパーを開発・製品化。メンバ

ー4 人で集まって製作、2015 年 2 月から大手 e モールで販売（1500 円）している。知的財

産に関しては意匠、商標登録を行っている。手続きは「しまね知財総合支援窓口」の手厚

いサービスがあり、申請の段取りを行ってもらった【H 氏】。 

 

○3D データのオープンソース化の動き 

・病院内のファブラボのケースでは、看護師がアイデアを出し発明もするが、特許で囲い込

みたいというよりも、困っている看護師たちに広め使って貰いたいという気持ちが大きい。

発明即特許で囲うという方式は必ずしも成り立たない。現場における、自らの看護活動を

より高める工夫を生み出したので、他の看護師とも分かち合いたいと思っている。コピー

製品が販売されても、世に普及できればそれ良いと考えているのではないか【J 先生】。 

・ギットハブの誕生以降、ソフトウェアのオープンソースが市民権を得てきたように、ファ

ブリケーションの世界でもオープンソース化を促すプラットフォームが必要【 J 先生】。 

・デジタル工作機器で出力するデータをダウンロードする時に、ユーザとの間で契約をする。

契約上、ソフトウェアのオープンソースライセンスと同様に、使用する側の自己責任とし

ている【J 先生】。 
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Ⅴ 中国地域における開発手法に関するトライアル講座の実施 

１．実施概要 

デザイン思考、システム思考の手法などを取り入れた、効果的な開発のための教育プロ

グラムを提案すべく、IT・組込みシステム開発企業の経営者向け導入セミナーを１回、技

術者向けトライアル講座を 3 回実施した。 

 

１．１ 経営者向け導入セミナー開催概要 

日時：2015 年 11 月 5 日（木）13：30～18：15 

会場：広島ＹＭＣＡ国際文化センター多目的ホール（広島市中区八丁堀 7-11 3 号館 2 階） 

 

＜プログラム＞ 

〔講演Ⅰ〕IoT 時代のビジネスチャンスの捉え方 
 (独)情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター 副所長  

  和田 恭 氏  

〔講演Ⅱ〕システム×デザイン思考で世界を変える 
 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授  

  五百木 誠 氏  

〔事例紹介Ⅰ〕ソーシャルファブのグローバル展開、今後の展望と期待 

 多摩大学 主任研究員・教授／(公財)ハイパーネットワーク社会研究所 主席研究員 

 会津 泉 氏 

〔事例紹介Ⅱ〕多分野の専門家が医療健康分野の課題解決に挑むプラットフォーム「ヘルスケ

アハッカソン」の取組 

 ヘルスケアハッカソン主宰（名古屋市立大医学部）   

 古川 由己 氏 

 

１．２ 技術者向けトライアル講座 

（１）開催概要 

① 倉敷 

日 時：2015 年 12 月 12 日（土）12：30～16：30 

会 場：倉敷市男女共同参画推進センター（ウィズアップくらしき） 第 2 会議室 

（岡山県倉敷市阿知 1-7-1-603 号 くらしきシティプラザ東ビル 天満屋倉敷店 6 階） 

② 福山 

日 時：2015 年 12 月 19 日（土）13：00～17：30 

会 場：福山市ものづくり交流館 スタジオ A 

（広島県福山市西町 1-1-1 エフピコ RiM 9F） 

③ 松江 

日 時：2016 年 1 月 13 日（水）13：00～17：30 

会 場：くにびきメッセ 601 大会議室（島根県松江市学園南 1-2-1） 
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＜プログラム＞各回共通 

講師：慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科  

           准教授 五百木 誠 氏（倉敷、福山）  

          特任助教 石橋 金徳 氏（松江） 

 

（２）開催内容 

「システム×デザイン思考ワークショップ」の構成、行程は以下のとおりです。 

開始時刻 終了時刻 分数 内容 説明（参照ページ） 

13:00 13:10 10 全体説明 
導入の講義(p.39) 

13:10 13:55 45 
講義 システム×デザイン思
考 

13:55 14:05 10 休憩  

14:05 14:15 10 講義 イントロダクション イントロダクション(p.40)

14:15 14:30 15 演習 チームビルディング チームビルディング(p.41)

14:30 14:40 10 講義 ブレインストーミング

ブレインストーミング
（発散）(p.42) 14:40 14:50 10 演習 ブレインストーミング

14:50 15:00 10 フィードバック 

15:00 15:10 10 講義 親和図法 

親和図法（収束）(p.43)15:10 15:25 15 演習 親和図法 

15:25 15:35 10 フィードバック 

15:35 15:45 10 休憩  

時間によっては
スキップ可  Value Graph  Value Graph（発散）

(p.45) 

15:45 15:55 10 講義 強制連想法 

強制連想法（マトリック
ス法）（発散）(p.44) 15:55 16:15 20 演習 強制連想法 

16:15 16:25 10 フィードバック 

16:25 16:40 15 まとめ  

16:40 17:00 20 質疑応答・予備  

 

1) 「システム×デザイン思考」の講義 

a.人の認知には無意識にバイアスがかかって（偏って）いる。特定の集団は特定のバイア

ス（専門家バイアス）にかかっている（“専門家は専門外の領域を見落とす”）。バイアス

の存在を認識しておくことが重要だという事例紹介。 

b.イノベーションとは新しいアイデアが生み出され、社会に広く価値を提供する過程と状
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態を示しており、必ずしも技術革新を伴うわけではないこと、および、常識やこれまで

の考え方にとらわれずに、問題の解決や目的の達成を目指している例を、動画を利用し

て紹介。 

c.システム×デザイン思考の概要の説明 

システム×デザイン思考は、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究

科が提唱している、システム思考とデザイン思考を融合させた方法論。 

・システム思考とは 

 多様な環境（システム）の相互作用を考慮した「システムのシステム」構築を体系化し

ようとする試みである「システムズ・エンジニアリング」の特徴を活かした思考法。す

なわち、ある事象について、「どのような機能から構成されていて、どのように実現され

ているか」を、全体俯瞰と構成要素の繋がりを意識して可視化・構造化する（“木を見て

森も見る”）こと。 

・デザイン思考とは 

 主観的な観察、ブレインストーミングなどを活用した集合知によるアイデア創出、短時

間に多くのアイデアを試し改良するプロトタイピングを重視し、①常に人間を意識しな

がら考える、②多様性を活かす、③どのような状況でも自分たちは出来るのだという信

念を持つ、④早く、たくさん失敗して経験から学ぶ、という特徴を持つ思考法。 

・システム×デザイン思考とは 

 自分の思考の外側に解がある可能性があるという前提に立ち、思考の境界線（既存の解

の空間）を意識的に拡大するために、デザイン思考を活用した思考の「発散」と、シス

テム思考を活用した思考の「収束」を適切に組み合わせていく。 

 ワークショップでは、異なる発想・経験・価値観を持つ多様な参加者の相互作用（共感

や相互理解）をきっかけに、常識やこれまでの考え方にとらわれずに、イノベーティブ

な「インサイト（気づき、洞察）」を得ることにより、イノベーションを創出する手法を

体験的に学習する。 

d.ワークショップを行うに当たっての留意事項の説明 

・参加者の「多様性」はイノベーションの価値を高めること、 

・「集合知」の有効性は科学的に立証されていることを紹介。 

・人々が一緒に作業することで高まる知的能力は「社会的感応度」（＝相手の表情を読む、 

空気を読む能力）に正の相関がある 

・少数のメンバーが会話を独占するグループでは負の相関がある。  

e.ワークショップの狙いの紹介 

 新しいアイデアを漠然と思いつこうとするのではなく、多視点からの可視化、多様性を

活かした解の探索にグループワークで取り組むことを学習し、イノベーティブに考えるこ

とを意図的にビジネスシーンに加える意識を醸成することが狙い。 

 

2) ワークショップのイントロダクション：テーマと流れの説明 

テーマ ： 「イノベーティブな家庭用ロボットを考える」 

 ＝「家庭用ロボットに“ 思わずちょっかいを出したくなる ”を 

イノベーティブにデザインする」 
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ワークショップの流れ 

思考の発散から新たな連想の起点を創出し、新しいアイデアを考え出す（ワークショ

ップの時間によっては Value Graph はスキップしても良い）。 

 

 

出典：慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 
五百木誠 准教授 講演資料 

 

 

3) チームビルディング：初対面の人の集まりの場合 

概要・作業手順 ポイント 

【概要】 
・初対面の場の緊張をほぐすことにより、グ

ループ内での自由なコミュニケーションを
促進する 

・グループ内のメンバーの多様性を認識する 

【作業手順】 

・ニックネームでの自己紹介 

・ 近イノベーティブだと思ったことを話す 

・グループ全員でイノベーティブな結果が出
そうなチーム名を決める（時間がなければ
チーム名の決定は必須ではない） 

・リラックスして楽しくできるように雰囲気
づくり 

・ニックネームでの自己紹介は名前や肩書き
よりも相互理解や共感を深める効果があ
る 

・チーム名も柔軟に考えるほど、グループ内
の相互理解や共感を高め、緊張感を取り除
く 
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4) ブレインストーミング（発散）：アイデアを書き出す 

概要・作業手順・アウトカム ポイント
【概要】 
・解の空間を探索する手法。参加者の多様性（3

～6 人）を活かし、一人ではできない範囲に
アイデアを発散することで、既存の解の空間
を拡げる 

【作業手順】 

・思わず、ついつい触ってしまった、手が出て
しまった時に「口にしそうな一言」を、付箋
紙に、はっきり、わかりやすく、大きな字で
書く 

・書いた付箋紙を、読み上げながらホワイトボ
ードペーパーに貼り付ける（他の人は「いい
ね！」等と声を出し、ポジティブに反応する）

・貼り出された付箋紙から連想することを、次々
に付箋紙に書いて貼っていく（必ずしも連想
することでなくても良い） 

・時間内にできるだけ多数の付箋紙を貼る 

・10 分程度から長くても 60 分程度を限度とす
る 

【アウトカム】 

・グループ内での相互理解と共感の醸成 

・集団による創造感覚の理解 

・創造技法の分類として「連想法」であること
を強調し、発想と連想でアイデアを創出す
ることを意識させる 

・既出のアイデアから連想を広げることもブレ
インストーミングの要点であることを参加
者に正確に伝える 

・「意識」で考えず、他人の考えに乗る 

・アイデアを出す時は大きな声で読み上げる 

・ポジティブ原則。他人のアイデアにコメント
しない、常にポジティブに反応する「いい
ね！」と言うことを意識させる 

・くだらないアイデアを恐れない 

・質より量、数を出すことに集中させる 

・自発的に盛り上げる 

・一部だけで会話しない 

・人の意見を批判しない 

・立ってやると全体が見えやすい 

 

  
 

  

出典：慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 
五百木誠 准教授 講演資料 

 ○×◆ 
△□！

 いい 
ねぇ～

 そう 
そう！

 あるね！

Ｗｏｗ !
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5) 親和図法（収束）：アイデアをグルーピングする 

概要・作業手順・アウトカム ポイント
【概要】 
・数多くのアイデアを「意味の近さ（親和性）」

に基づいてグルーピングしていく手法 

・共通するエッセンスを創造的に見つけ出し、
チーム内の認知の擦り合わせ、抽象度の高
いアイデアの合意形成を行う 

【作業手順】 

・ブレインストーミングの結果を、チーム内
で議論しながらグルーピングして名前をつ
ける 

・グルーピングした付箋紙が共有するエッセ
ンスを創造的に見つけ出し、グループ名に
反映させる 

【アウトカム】 

・親和図を作る過程で、①アイデアの抽象度
を上げて合意、②それぞれの認知のすり合
わせ→この過程で合意形成（相互理解）が
行われる 

・親和図から見えるものは、①出てきたアイ
デア全体の俯瞰、②発想・連想の広がり、
トレンド・偏り→この結果からインサイト
（気づき）を得る 

・参加メンバーがコミュニケーションをとり
ながらグルーピングする 

・グルーピングを行う際の“親和性”は多様

 創造的グルーピング/論理的グルーピング 

・既存のよく知られたカテゴリーで分類しな
いように心掛ける 

・グルーピングしてからグループ名を考え
る。機械的な分類ではなく、人間にしかで
きないような創造的な分類を行う。 

・グループ名は○○系などの一般的な分類で
はなく、そのグループの本質や特徴、面白
さを捉えたものとする。キャッチコピーの
様なフレーズが推奨（長いほどよい） 

 例：「やっぱり、どうしても、触りたかっ

た」 
  「考えていたのとは違って驚いた」 

・グループ名は何度か考え直す 

 

 
 

 

出典：慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 
五百木誠 准教授 講演資料 
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6) 強制連想法（マトリクス法）(発散)：行と列の項目を掛け合わせ、強制的にアイデアを

創出 

概要・作業手順 ポイント
【概要】 
・2 つの変数を組み合わせることにより発想の

切り口を絞り込み、その枠の中で強制的に
アイデアを連想する 

・既存の枠の外側に創造的なアイデアを創出
したいとき 

【作業手順】 

・ホワイトボードペーパーに３×４程度の表
を描く 

・行タイトルは抽象度の低い事柄（家の中の
具体的な場所）を記載 

・列タイトルは抽象度が高い事柄（親和図法
でグルーピングしたグループ名）を記載 

・行と列の組み合せから強制的に “家の中で
ロボットにちょっかいを出したくなる”新
しいアイデアを創出する、付箋紙を貼る 

・これまでにないアイデアや考え方（枠）を
特定し、その新しい切り口について議論す
る 

・結果からインサイト（気づき）を抽出する 

 

・積極的に「今までにないもの・こと」「枠
の外側」を意識してアイデアを創出する 

・行と列の抽象度の組み合わせによって連想
しやすく、ユニークなアイデアが生まれや
すくなる 
一方の抽象度が高ければ、他方は低くする。

・すべての枠を埋めようとするのではなく、
面白いと思う枠だけにアイデアを出して
いくだけでも良い 

・思ってもいなかったアイデアが出たか確認
する 

・何度もやってみることで上達可能 

 
※抽象度の低い事柄を「家の中の特定の場

所」に設定 

 親和図
グループ名Ａ 

親和図
グループ名Ｂ

家の中の場
所１（※）

  

家の中の場
所２ 

  

   
   

  

出典：慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 
五百木誠 准教授 講演資料 

 

 2015 年 12 月 19 日開催のワークショップで出されたアイデア例  

・風呂場排水溝に取り付け、髪の毛の掃除をしないと、排水溝から出てくる「貞子型ロボット」。

出てくると気味悪いため自発的な掃除が促される。 

・玄関の鍵穴に取り付けて、帰宅者の笑顔を認証してドアを開ける、いじらしい見た目の「お

かえりロボット」。玄関前で笑顔になることで、仕事のイライラを家庭に持ち込みにくくな

る。 

・利便性、健康、癒しをポイントとしたコタツの中にいる猫型ロボット： 

暖かく、触りたくなるので、日々の健康状態をチェックできる。 
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7) Value Graph（発散） 

「Value Graph」は、ワークショップの時間によってはスキップすることも可能であり、

また、5) 親和図法（収束）と 6) 強制連想法（マトリクス法）(発散)の間に入れる場合も

あります。 

 
概要・作業手順・アウトカム ポイント
【概要】 
・検討対象の上位の目的・価値／機能／コン

セプトを結びつけ、可視化する 

・初期コンセプトやニーズからスタートし
て、より上位の目的を考えることにより、
目的を果たすための解空間を広げること
ができる 

【作業手順】 

・「家庭用ロボット」は「何の目的のため？」
という問いを繰り返し、階段状に上位の目
的や価値を求めていく（上部・上向きの矢
印） 

・上位の目的を「どうやって」実現するかを
考え、代替案を出す（下部・下向きの矢印）

【アウトカム】 

・コンセプトを超える（人間は自分のコンセ
プトに固執しやすい） 

・より上位の目的を考える（“メタ思考”）こ
とで、詳細にこだわらなくなる。より上位
の目的が明確になる 

・段階的に目的を識別することで、それを満
たすクリエイティブな代替案を考える事
ができる 

  

・上位目的を求めるとき、「なぜ？」（理由）で
はなく、「そもそも何の目的のため？」（目的）
を考える（目的語+動詞「○○を××するた
め」）  

・目的と代替案は別の色の付箋紙を使う 

・上向きの矢印と下向きの矢印の色も別の色に
する 

・グループ内でコミュニケーションを取りなが
ら「これってそもそも何の目的のため？」と
いう問いを繰り返し、上位の目的を求めてい
く 

・“どのように”ゴールが満たされるのかを聞
くことで下位のレベルを見つけ出すことが
できる     

・本来望むことを解決する手段の検討にも役立
つ。例えば、照明器具のリモコンの改善案を
考えるときに、リモコンではなく人感センサ
を使う、声で On・Off できるようにすると
いった次元の異なる解決策が見出しやすく
なる 

 

出典：石井浩介・飯野謙次（2008）、「価値づくり設計」を慶應大学で修正 
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２．実施結果 

２．１ 経営者向け導入セミナー 

（１）参加者数、アンケート回収数 

 ●参加者：64 名（講師、関係者除く） 

 ●回収数：38 件（回収率 59.4％）  記名 13 件、無記名 25 件 

 

（２）ファブラボの利用意向 

＜表 9 ファブラボの利用意向＞ 

強く利用したいと思う 5 名（14.3％） 

ある程度利用したいと思う 21 名（60.0％）

利用したいとは思わない 6 名（17.1％） 

その他 3 名（8.6％） 

 

  主なコメントは以下のとおり。 

  ・個人の趣味としては興味深い。仕事としては、まず何をつくるのか考える必要があ

るが、とりあえず何か試すという事はしてみたい。 

  ・まだ作りたいものはないが、試作ができる施設があるのはよいと思う。 

  ・全く知らなかったので体験したい。  

 

（４）共創の取組への参加意向 

＜表 10 共創の取組への参加意向＞ 

強く参加したいと思う 12 名（34.3％）

ある程度参加したいと思う 16 名（45.7％）

参加したいとは思わない 3 名（8.6％） 

その他 4 名（11.4％） 

 

  主なコメントは以下のとおり。 

  ・今のビジネススタイルに限界を感じている。特に組織の枠の問題が多いため、小規

模でトライアルしてみたい。個人の趣味としては興味深い。 

  ・当社は従来型のモノづくりに固執してしまっており、イノベーションを目指してい

るが、現実を伴っていない。 

  ・興味はある。参加するとなると、 初の一歩がなかなか踏み出せない。 

  ・社員教育にも役立つワークだと思う。 
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２．２ 技術者向けトライアル講座 

（１）参加者 

＜表 11 技術者向けトライアル講座の参加者数とアンケート回収数＞ 

会場 参加者 アンケート回収数（率） 備考 

倉敷 39 名 16 名（41.0％）（注） 2015.12.12（土）開催 

福山 32 名 26 名（81.3％） 2015.12.19（土）開催 

松江 39 名 37 名（94.9％） 2016.01.13（水）開催 

計 110 名 79 名（71.8％）  
（注）倉敷会場のアンケート回収率のみ低い理由は、後日メールでアンケート依頼を行ったため 

（福山会場と松江会場では、開催当日に配布して、その場で回収した） 
 参加者数は講師、関係者除く 

 
（２）アンケート結果 

①講座の評価 

 トライアル講座についての感想については、3 会場合計で、「よくわかった」が 54.4％、 

「大体わかった」が 44.3％、「少し難しかった」が 1.3％であった。 

  ビジネスや学業の参考になりそうかについては、「とても参考になる」が 63.3％、「参

考になる」が 36.7％であった。この 2 つの選択肢で 100％と高い評価となっている。 

＜表 12 アンケート結果＞ 

 

 

 

＜主なコメント：トライアル講座についての感想＞ 

・講師の方の説明が非常に分かりやすく、内容も自分が興味のある分野ということもあり

理解しやすい印象を受けた。また、ワークショップを通じて体験することで理解が深ま

ったと感じた（倉敷）。 

・自分だけでは出ないアイデアがでて面白い（福山）。 

・考え方にとらわれてしまい、アイデアがなかなか出ないことがあったが、途中からは出

せた（福山）。 

・実際行ってみることで理解が深まった。まずやってみるという大切さの再認識ができた

倉敷 8 (50.0%) 7 (43.8%) 1 (6.3%) 0 (0%) 16

福山 16 (61.5%) 10 (38.5%) 0 (0%) 0 (0%) 26

松江 19 (51.4%) 18 (48.6%) 0 (0%) 0 (0%) 37

計 43 (54.4%) 35 (44.3%) 1 (1.3%) 0 (0%) 79

会場
回答数

トライアル講座についての感想

よくわかった 大体わかった 少し難しかった 難しかった

倉敷 9 (56.3%) 7 (43.8%) 0 (0%) 0 (0%) 16

福山 17 (65.4%) 9 (34.6%) 0 (0%) 0 (0%) 26

松江 24 (64.9%) 13 (35.1%) 0 (0%) 0 (0%) 37

計 50 (63.3%) 29 (36.7%) 0 (0%) 0 (0%) 79

会場
とても参考になる 参考になる

あまり参考にはなら
ない

全く参考にはならな
い

回答数

ビジネスや学業の参考になりそうか
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（福山）。 

・知識として知っていても実践すると全く違うことがわかった。非常に参考になった（松

江）。 

・社に持ち帰って何回かトレーニングをしようと思う（松江）。 

・内容を十分に理解したわけではないが、今まで不十分な部分がかなり明確になった（松

江）。 

・新しいものやシステムを作るときに自分に足りないものが、ある程度つかめた（松江）。 

 

＜主なコメント：ビジネスや学業の参考になりそうか＞ 

・アイデア出しの手法は実業務にも役立ちそう（倉敷）。 

・今回のワークショップで行ったアイデアの収束方法は初体験のため、社内のアイデアソ

ンなどに活かせそうだと思った（倉敷）。 

・参考にはなると思ったが、実際に全体のデザインまでやるとなるとどうだろうか、と感

じている（倉敷）。 

・システム思考とデザイン思考のコンセプトを知り、今後に役立てることができそう（福山）。 

・営業をするうえで、お客様のニーズをこの手法で探りたいと思う（福山）。 

・ValueGraph によって、仕事の幅が広がると感じた。「何のために仕事するか？」「他の手

段はないか？」などを考えることにより、柔軟な対応ができるようになると感じた（福山）。 

・使う場面の識別の話があったので、すべての問題が釘に見える（注：金槌しか持ってい

ない時は、すべての問題が釘に見える＝自分の取り得る手段に固執していると問題を正

しく捉えられない）という問題を避けることができそう（松江）。 

・箱の中と外を意識すること、他人の意見にのっかることは意識していないとすぐに忘れ

ることだと思った（松江）。 

・ブレストの良さと改めて感じた（松江）。 

 

②今後の希望 

 ワークショップやセミナー開催については、「頻繁に開催して欲しい」が 58.4％、「年に

一度くらいは開催して欲しい」が 36.4％、「どちらでも構わない」が 5.2％であった。講

座の評価が高かったことが、「頻繁に開催して欲しい」との回答の多さにつながった。 

＜表 13 今後の希望＞ 

 

＜理由や聞きたいテーマなど＞ 

・今回の再演や、もう少し掘り下げたものなども聞いてみたい（倉敷）。 

・四半期に一度くらいのペースで行ってほしいと思う。私は開発部にいるので、システム

倉敷 9 (56.3%) 6 (37.5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6.3%) 16

福山 16 (61.5%) 6 (23.1%) 3 (11.5%) 0 (0%) 1 (3.8%) 26

松江 20 (54.1%) 16 (43.2%) 1 (2.7%) 0 (0%) 0 (0%) 37

計 45 (57.0%) 28 (35.4%) 4 (5.1%) 0 (0%) 2 (2.5%) 79

回答数会場

ワークショップやセミナー開催について

頻繁に開催
して欲しい

年に一度くらい
は開催して欲し

い

どちらでも
構わない

開催の必要は
ない

無回答
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開発における設計の方法についての講義等に興味がある（倉敷）。 

・あまり頻度が多くても、出席が難しいので、定期的な時期に開催していただく事で参加

しやすくなると思う（福山）。 

・多くの人に知ってもらいたい。他人にもすすめたい（福山）。 

・今回のように普段では学ぶ機会のないようなテーマを学びたい（福山）。 

・持ち帰って実務で実践することが重要と考えるため、セミナーが頻繁にある必要性はな

いが、理解を深めたり、新しい知識を得るためにたまに開催されると良い（松江）。 

・定期的に実践する機会がほしい（松江）。 

・今回の講義の内容は広く周知されることで産業も活発になると思った（松江）。 

 

２．３ まとめ 

「システム×デザイン思考」ワークショップが、中国地域の事業者にとって有効である 

ことが明らかになり、かつ継続的な講座開催に対する希望も多いところから、中国地域内

で講座が開催できるような体制づくりが今後の課題となる。 

 今回は体験版のワークショップであり、導入説明、テーマや進め方は熟練した講師によ

り設定されたもので、今後は、自らの実務の中で、テーマや課題を設定し、取り組む必要

がある。 

グループワークの結果から「何を得たいか」を考え、「多様性を活かす」「集合知を活か

す」ことが効果的であると思われる課題や目的を考え、試行的に実務に取り入れて実践を

積み重ねていくことが重要である。 

また、地域内で主体的に実施するために、身につけるべき能力や、必要な教育方法を検

討していく必要がある。  
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Ⅵ ガイドブック作成検討委員会 

１．検討委員会概要 

１．１ 検討委員会の目的 

 共創環境に知見のある専門家および中国地域の大学関係者および IT・組込みシステム開

発事業者を委員とする委員会を設置した。 

同委員会において、中国地域においてビジネスに繋がり自律的に機能する新たな共創環

境の仕組み（成果や知的財産の取扱い、共創環境参加ルールを含む）、効果的な開発手法

（Ruby・mruby の活用や、デザイン思考、システムズエンジニアリングの手法などを取り

入れたマニュアルを含む）などを提案し、普及させるためのガイドブックを作成した。 

 

１．２ 検討委員会の構成等 

（１）検討委員会の構成メンバー 

【委員】                                           （敬称略・五十音順） 

氏  名 所  属  先 ・ 役   職 

雨坪 寿則 一般社団法人ファブプラザせとうち 専務理事 

井上 博之 広島市立大学 大学院情報科学研究科 准教授 

今岡 克己 株式会社ワコムアイティ 取締役会長 

岡本 清秀 大阪工業大学 大学院知的財産研究科 教授 

香川 直己 福山大学 工学部長、スマートシステム学科長                 

田丸 喜一郎 (独)情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター 調査役 

野田 哲夫 島根大学法文学部法経学科 教授              

水野 勇介 パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社 取締役  

 
【中国経済産業局】 （敬称略） 

氏  名 所  属  先 ・ 役   職 

小野寺 賢治 中国経済産業局地域経済部 次世代産業課特許室特許室長 

鈴木 貴久 中国経済産業局地域経済部 次世代産業課特許室特許係長 

秀川 佳苗 中国経済産業局地域経済部 次世代産業課特許室係員 

宅見 幸一 中国経済産業局 参事官（電子・情報産業担当） 

好澤 潔 中国経済産業局地域経済部 参事官付（電子・情報産業担当） 課長補佐 

須谷 愛 中国経済産業局地域経済部 参事官（電子・情報担当）付 情報化推進係長 

 
【事務局】 

氏  名 所  属  先 ・ 役   職 

松尾 隆 株式会社旭リサーチセンター シニア・フェロー 

本間 和彦 株式会社旭リサーチセンター 専任研究員 

末政 久司 株式会社旭リサーチセンター (スリーイー企画) 特任研究員 

竹内 梨佳 株式会社旭リサーチセンター 研究担当 
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（２）検討委員会の開催結果と検討内容 

時期 場所 検討内容

第 1 回 

（10／2） 
広島合同庁舎 

委員会の趣旨および進め方の説明、委員長選任、全体スケジュー

ル説明、アンケート・ヒアリング調査の対象と項目の確認、 

委員からの情報提供。 

第 2 回 

 （11／4） 
広島合同庁舎 

アンケート・ヒアリング調査結果の中間報告、 

セミナー・トライアル講座の予定、ガイドブック編集方針検討、 

委員からの情報提供。 

第 3 回 

 （12／7） 
広島合同庁舎 

アンケート・ヒアリング調査結果の報告、 

ガイドブック構成、概要案についての検討、 

委員からの情報提供。 

第 4 回 

 （1／29） 
広島合同庁舎 報告書案の確認、ガイドブック最終案の確認など。 

 

（３）委員の発表 

回 発表者 発表内容 

第 1 回 （一社）ファブプラザせとうち 雨坪委員 「ファブラボ倉敷水島β」の取組内容 

第 2 回  島根大学 野田委員 
オープンソースのプログラミング言語 Ruby による地域産

業振興 

第 3 回  福山大学 香川委員 
地元産業界の IT 化、備後地域のクラウド利用推進等に

よる地域産業振興 

 

 
２．検討委員会における委員のコメント 

 中国地域における共創環境の現状と課題、必要な環境整備については、４回の委員会で

の議論を通じて以下のような発表、コメントがあり、随時、アンケート調査やヒアリング

調査内容や手法および調査結果のまとめ方について軌道修正しながら進めた。 

 

２．１ 中国地域における共創環境の現状について 

 中国地域の共創環境の現状について、以下の通り、各委員からの情報提供、コメントが

あった。 

（１）ファブラボの取り組み 

・岡山では倉敷水島を始め、津山、玉島、瀬戸内の 4 カ所でファブラボの設立準備が進ん

でいる。『ものづくりのコミュニティ創出と若手人材育成確保』を目的とし、３Ｄプリン

ター友の会を発足、アイデアソン・ハッカソンなどを計画している。 

・ファブラボとっとりは草の根で活動している。鳥取の場合、教育の場として校外学習の

形で実施している。山口のファブラボも大学との連携が進んでいるようだ。 

（２）Ruby を通じた共創 

・まつもとゆきひろ氏が在住している松江市では、2006 年に、Ruby City MATSUE Project

を発足させ、IT 産業振興に力を注いでいる。また、松江駅の近くにオープンソースラボ
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を開設し、共創の場として利用されている。2008 年に島根県も IT 産業振興を支援開始

した。更に、2010 年には中国経済産業局も「ちゅうごく地域 Ruby フォーラム」を立ち

上げた。2011 年に JIS 規格制定、2012 年 ISO 取得。適用分野も、気象情報処理やゲーム

等々、更に組込み用の mruby も加わり、組込み系へと広がっている。 

・Ruby City MATSUE Project を発足させたきっかけは、地域の IT 産業の受注構造（仕事

が親から下請け、孫請けへのモデル）を変えたいとの課題があったからである。 

・オープンソース・ソフトウェアは、企業を超えたコミュニティで開発され、公開される。

オープンソース・ソフトウェアのビジネススタイルは、ソフトウェア売り切りではなく、

そのソフトウェアを使った新たな開発、およびサポートの部分がビジネスとなる。松江

に所在する地元企業が、Ruby のコミュニティに関わることで技術力を高め、Ruby を使っ

た新たなビジネスにつながっている。 

（３）社会人向けものづくり大学 

・現在、自治体と一緒に “モノづくりワーキング”を立ち上げている。2016 年度から社

会人向けの“ものづくり大学”を目指し、幾つかのコンテンツをシリーズ的に実施する

社会人研修を始めようと計画中である。 

（４）地域団体 

・島根県東出雲地域で 2011 年『Go-YEN.Net しまね』を立ち上げ、自分たちの所有してい

る機材、技術、ノウハウ、データを活かせる方策を考えている。 

 

２．２ 知的財産等の保護 

 知的財産やアイデア保護に関しては以下のようなコメントがあった。 

 

（１）オープン＆クローズ戦略 

・企業規模別の集計をみると、中小企業では「自社技術をどこまでオープンにし、どこま

でクローズすべきかの判断が難しい」と回答している企業が 5 社あり、一方で大企業で

は１社だけである。大企業は、自社のコア技術の重要性を認識できるが、規模の小さな

企業は自社のコア技術の重要性が判断ができていないからではないか。 

・中小企業では権利取得の費用が容易には捻出できないこともあり、クローズにすべき技

術を見せてしまい、他社に活用されてしまうケースが出てくる。それが中小企業として

の課題であり、支援が必要なのではないか。 

・情報管理の基準等は大企業の方が整備されている。 

・オープンにするかクローズにするかは、回答する立場で変わってくる。水素エネルギー

の例では研究者はクローズにすべき技術と考えても、経営者は、普及のためにオープン

にすべきだと考える。まさに戦略に依存する。 

・多くの人は、製品とマーケット及び競合他社しか見ないでオープン/クローズを判断して

いるが、 近は単体の製品だけでは売れないものばかりであるし、特に IoT に関係する

製品はそうである。 

・コアのなかにもオープンにするものと、クローズにするものとがある。特に、IoT 時代

ではコアの部分でもオープンにするケースが多くなる。 
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（２）知的財産を巡るトラブルの未然防止 

・ 近、ハッカソンに参加したがアイデアを盗用され他の人に事業化されたケースが出て

いるようだ。特に事業化を前提にしたハッカソンは、所属元に参加確認を取る、自社の

営業秘密管理を行う等、参加する前に知的財産関係に配慮しておくことが必要だ。 

（３）IoT 時代のプラットフォームとアイデア 

・インターネットはオープンであるからこそ発展した。誰も特許を主張しない。インター

ネットに代わる次の世代のインターネットのような性質を持ったインフラを構築するこ

とが、いま世界で話題になっている IoT である。IoT のプラットフォームの上に乗せる

アプリケーションに関しては権利化すれば良いと考える。しかし、プラットフォーム側

が権利を主張してしまうと、普及しなくなる。プラットフォームを提供することと、そ

のプラットフォームを使ってサービスを提供することとを分けて考える必要がある。 

・IoT 時代では共創が必要であると理解しておくことが必要だ。 

・アイデアを皆と一緒にもっと確実なものにするとか、アイデアの質を良くするとか、効

率よく、かつタイムリーにマーケットに送り出せるかということが重要である。 

・アイデアだけであれば遅かれ早かれ誰でもが思いつく。 初にアイデアを出した人が、

それは自分のモノとの意識を持ってしまうところに間違いがある。 

（４）個人情報保護 

・知的財産問題の他に、個人情報保護、プライバシーの問題が IoT を使ったシステムでは

曖昧になっている。以前は、個人情報漏洩問題は、個人の被害が大きかったが、 近は、

事業者の被害が大きく、事業リスクとして捉えておく必要が出てきたことから、無暗に

データを集めない会社が増えている。必要なデータだけを保有する事で流失時のリスク

を軽減できる。 

（５）共創に関する相談窓口 

・IoT 時代のビジネスは、容易にグローバルビジネスに移行できることもあり、訴訟リス

クも増える。アイデアソン、ハッカソンを通じて良いものができたが、知的財産等でつ

まずく例もあるので、それらのリスクを回避できるようなポイントも必要だ。共創を行

う場合の知的財産や独禁法などの訴訟リスクを回避できる相談窓口が必要である。相談

する人は種々の事を１回で聞きたいので、ワンストップサービスが望ましく、このよう

な体制が作れるかどうかが問題である。 

 

２．３ システム×デザイン思考ワークショップについて 

 ３回開催したシステム×デザイン思考ワークショップに関しては以下のコメントがあっ

た。 

（１）ワークショップ参加の感想 

・社員と一緒にワークショップに参加した。当社では、新商品の開発会議に活用している。

メンバーには良い刺激で新たな発想が期待できそうだ。 

・講師の進行がうまく、また手際の良さはマジックのようであったし、そのマジックの種

明かしまでしてくれて、心地よいセミナーであった。 

・今回のトライアイル講座で内容の手法を学ぶことも大切だが、異業種の垣根が下がる効

果も大きい。垣根が下がれば、お互いにざっくばらんな話ができ、困っている事に対す
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る相談等もできるので、トライアイル講座のような取り組みを増やすことで、共創に取

り組む企業等を増やし、活性化に結び付けるようにしたい。 毎回、遠方から講師を招く

ようでは開催も難しいので、地域で講師が確保できるような取組も必要だ。 

・QC サークルの再現のように思えた。QC サークルは、自社内で職場の改善等をグループで

議論し改善させ、社内で発表させ表彰等も行った。 

・今回の講座は、業種を超えた人達が集まり、課題を改善する仕掛けになりうる。ガイド

ブックが完成した際に関係者に広く周知して、これで終わりにしないようにしたい。 

（２）今後の展開 

・慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科（SDM）が、日本で 初にシ

ステム×デザイン思考のワークショップを初めた。平成 25 年度の文部科学省の委託研究

で、システム×デザイン思考のワークショップに関連するドキュメントを作成し公開し

ている（本報告書 P17 参照）。SDM としては、手法を取り入れてもらい、地域に根付いた

形で継続して活動して欲しいとしている。 

・多様な属性の人達が議論する良い機会であったので、来年度も継続的に開催できると良

い。来年度以降も何回かこのような機会を作れば、現実的に活きたものとなる。報告書

に、今回の結果を踏まえ、来年度以降も継続実施を提言してはどうか。継続的開催のた

めには、講師は地元でお願いできると良いので、講師の育成も必要である。 

・企業は 初の半歩を踏み出して、興味が涌けば更に踏み込んで行く傾向にあるが、その

半歩を踏み出させるのが難しい。半歩を踏み出させるきっかけとしては、ワークショッ

プ開催の際、経済産業局等が関与していると効果があるのではないか。 

・先日、地元の国立大学の副学長などと話をしたが、この講座には興味を持っている。自

分たちで何とか開催しようと考えている人もいる。 

 

２．４ ガイドブック・調査報告書の構成 

 ガイドブック、調査報告書の構成については以下のコメントがあった、 

 

（１）ガイドブックの構成について 

・今回は、ワークショップでシステム×デザイン思考にスポットをあて実施したこともあ

り、ポイントを絞って、「このポイントさえ押さえれば後はスムーズに進む」と思えるよ

うな形式にする。また、実施に際しては、確立した手法があるのでそれに従って進めば

よいと思ってもらう工夫が必要。 

・今後共創に取り組んでいきたいと考えている人もいるので、その人たちがガイドブック

をツールとして使えるような形でまとめてもらいたい。地域で継続できるようにしてほ

しい。 

・今回のワークショップ参加者は、共創に関心を持っているから集まっていると思うので、

その人達が再現できるような手法を伝授すれば、「これならできる」と思って行動しても

らえる。 

・ガイドブックには、ワークショップ開催に必要な道具類も記載しておいて欲しい。また、

具体的にどうのようにして討議しやすい環境を作るか等も記載して欲しい。 

・ガイドブックのスタイルであるが、少し大胆に構成を変更して、コンパクトで読みやす
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い形として、図とポイントで一目見て、全体の把握ができると良い。文章が多すぎると

重くて、頭に入りにくいので、工夫してイノベーティブなガイドブックにできないか。 

（２）調査報告書のまとめ方について 

・アンケート結果を勘案した結果、まず、「新たな共創について関心を持っている人達」の

行動を促す。次に、「新たな共創を知っているが関心が持つまでには至っていない人達」

に対し関心を持たせることで、アンケート回答者の過半数をカバーできることになる。 

・知らない人達に知ってもらうように努力するよりは、まずは関心を持っている層、次に

知っている層をターゲットとし、施策を展開するのが効果的であることが、今回の調査

でわかった。 
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Ⅶ 新たな共創のための知的財産の在り方と今後の施策展開について 

 前章までの調査結果に基づき、新たな共創のための知的財産の在り方と、ガイドブック

を利用した今後の施策展開について整理する。 

 

１．新たな共創のための知的財産の在り方 

 新たな共創のための知的財産の在り方を考える上で留意する点として、①情報流出や成

果の取扱いについての注意喚起、②新たな共創で生まれる成果を知的財産として保護する

ための意識涵養、③知的財産マネジメントにおけるオープン＆クローズ戦略の考え方の普

及、④その他、知的財産ではないが個人情報の取扱いについての注意喚起があげられる。 

 

１．１ 情報流出や成果の取扱いについての注意喚起 

（１）成果の取扱い 

 ヒアリングの結果、ファブラボやハッカソン、アイデアソンを実施・参加する際に、ア

イデアなどの成果の取扱いでトラブルが生じているケースがあるとの話が聞かれた。例え

ば、イベントに参加して、アイデアを出したが、それを開催企画した企業に独占されたと

いったケースや、逆に、権利を参加者が持つのであれば、企画者としては、開催するメリ

ットが見いだせないなどの摩擦が増えていると言われている。また、ハッカソンやアイデ

アソンにおいて、参加同意書を整備しているにも関わらず、トラブルが発生するケースが

ある、という声も聞かれた。 

 まずは参加同意書などにより、主催者側と参加者側、あるいは参加者同士で、成果の扱

い等に関して合意形成を図っておく必要がある。一方で、予め参加同意書を整備している

にもかかわらず、トラブルが発生するケースがあるのは、参加者が規約を十分に理解して

いなかったことなども想定されるので、事前に規約に関する説明の時間を設ける等、主催

者、参加者双方に注意喚起が必要と考えられる。 

 

（２）情報流出 

 ファブラボ憲章では、「ファブラボで生まれたデザインやプロセスは、発明者が望めば保

護したり販売することもできる。ただし、それらは個人が学ぶために利用可能なものにし

ておくべきである。」との記載がある。 

 ファブラボはオープンな創作の場であり秘密保持が難しいので、参加者は、持ち込むデ

ータが自社の秘密情報に抵触しないか、事前に精査した上で活用する必要がある。 

 アイデアソン、ハッカソンにおいても、アイデア出しや開発を行う中で、意図せずに情

報流出する可能性があるため、同様に留意する必要がある。 

主催者・運営者側において、非公表とすべきデータは持ち込まないよう周知する、参加

同意書や運営規約等に盛り込むことが有効と考えられる。 

 不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場

合に、民事上・刑事上の措置をとることができるが、そのためには、不正競争防止法上の

「営業秘密」として管理されていることが必要である。 
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中国経済産業局においては、2014 年度に、「営業秘密管理」の取組の参考にして頂ける

よう、「営業秘密管理：取組普及パンフレット～秘密情報（営業秘密、技術・ノウハウ）の

マネジメントに取組みましょう！～」を取りまとめている。以下からダウンロードできる。 

http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/denshijyoho/150416.html 

 

＜参考：営業秘密とは＞ 

 営業秘密とは、不正競争防止法では第２条第６項で「営業秘密」を「秘密として管理さ

れている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、

公然と知られていないもの」と定義している。 

 

 

１．２ 新たな共創で生まれる成果を知的財産として保護するための意識涵養 

 新たな共創への取組の拡大に対応し、知的財産に関して、「権利として保護」するための

意識の涵養が必要となっている。 

 たとえば、総務省の研究会がとりまとめた「ファブ社会に向けての法・社会制度に関す

る手引き」では、3D プリンタ等のデジタル工作機械でものを創作する際、発生する知的財

産について以下のようにとりまとめている。 

●テキスト（文章）、図面、スケッチ、イラスト、音声、写真、映像、CG・3D データ、ソ

フトウェア（プログラム）（注）については、著作権で保護される。 

●技術的な発明については、原則としてパブリック・ドメインとして誰もが自由に利用す

ることができるが、出願及び登録を行えば特許権で保護される。 

●商品・サービスに使用するロゴマークについては、出願し登録を受けた場合には、商標

権で保護される。 

（出所）「ファブ社会に向けての法・社会制度に関する手引き」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000361196.pdf 

 (注)ソフトウェア利用発明については、特許権で保護される可能性がある。 

 

また、Ⅶ １．１で述べたような、新たな共創環境に参加する事前準備として、社内の

営業秘密管理体制を整える、或いは成果の取扱いにおける留意事項を把握する、といった

際には、専門家に個別相談することも可能である。以下、窓口を紹介する。 

 

＜参考：知的財産の相談窓口＞ 

◆独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT） 

営業秘密・知財戦略ポータルサイト 

http://www.inpit.go.jp/consul/tradesecret/index.html 

◆知財総合支援窓口（全国共通ナビダイヤル）：0570-082100 

 

 

 

 



 57

 

◆知財総合支援窓口（時間は 8 時 30 分から 17 時 15 分） 

県 機関 住所 電話 

鳥取県 
公益財団法人 
鳥取県産業振興機構 

〒689-1112 
鳥取市若葉台南 7-5-1 

0857-52-5894 

島根県 
公益財団法人 
しまね産業振興財団 

〒690-0816 
松江市北陵町 1 番地 
テクノアークしまね 1 階 

0852-60-5145 

岡山県 
公益財団法人 
岡山県産業振興財団 

〒701-1221 
岡山市北区芳賀 5301 
テクノサポート岡山 3 階 

086-286-9711 

広島県 
一般社団法人 
広島県発明協会 

〒730-0052 
広島市中区千田町 3-13-11 
広島発明会館 

082-247-2562 

山口県 
公益財団法人 
やまぐち産業振興財団 

〒753-0077 
山口市熊野町 1-10 
NPY ビル 10 階 

083-920-0357 
083-922-9927 

 

 

１．３ 知的財産マネジメントにおけるオープン＆クローズ戦略の考え方の普及 

 知識集約型経済の発展に伴い、無形資産である技術・ノウハウ等の創出、管理、活用の

重要性が高まっている。一方で、近年では、オープンソース・ソフトウェアに代表される

ように、権利保有者の権利を保護、規制するのではなく、再利用、改変、再配布を許容す

ることによって普及を促進させる、オープンなライセンスといった考え方も出てきている。

何をオープンにして何を権利化してクローズするか、知財戦略がビジネスを進める上でキ

ーになる時代といえる。 

 アンケート調査における知的財産管理の課題として、自社技術をどこまでオープンにす

べきかの判断が難しいという回答が多く、新たな共創を阻害していると考えられる。検討

委員会でも「中小企業では権利取得の費用が容易には捻出できない。その結果、クローズ

にすべき技術をオープンにしてしまい、他社に利用されてしまうケースが出てくる。ここ

が中小企業としての課題であり、支援が必要と考える」と指摘されている。他方「コア技

術の中にもオープンにするものと、クローズにするものとがある。特に、IoT 時代ではコ

アの部分でもオープンにするケースが多くなるのではないか」という指摘もある。 

 一つのシステムでも、プラットフォームはオープンとし、アプリはクローズとするなど

部分的な使い分けや、国内・海外で異なる戦略を取る場合も想定される。さらに、知的財

産の種類に応じてオープン＆クローズを使い分けることも考えられる。 

 オープン・クローズにする範囲については、自社内または関係者間で戦略を立てる必要

があり、個々の事案によって立てるべき戦略が異なるため、ガイドブックで網羅すること

は難しい。経営者の理解と、担当者の知識の向上を促し、戦略立案に役立てることができ

るよう、業界および参加する共創環境の実態を踏まえた講座を実施することが考えられる。 
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１．４ 個人情報の取扱いについての注意喚起 

 個人情報保護法が成立したのは 2003 年、それ以降の技術の進展に対応し、2015 年個人

情報保護法が改正された。個人情報の取扱いに関する注意喚起も必要である。 

 今回改正では、IoT 時代に対応し、「個人情報の明確化」として、従来の個人情報に「個

人識別符号」が追加されている。また「要配慮情報」が新設されている。 

 詳細は今後政令で定められる予定になっているが、「顔の画像データ」などの情報が「個

人識別符号」に該当するといわれている。不用意に詳細にデータを収集していると、思わ

ぬ形で個人情報を収集することになりかねない。ガイドブック検討委員会でも、「以前は個

人情報漏洩問題は、個人の被害が大きかったが、 近は、事業者の被害が大きく事業リス

クとして捉えておく必要が出てきた。 近は、無暗にデータを集めない会社が増えている。

従来の如く、できるだけ全てのデータを集めてしまうと、流出時のリスクが大きくなる。

必要なデータだけを保有する事で流出時のリスクを軽減できる」と指摘されている。 

 一方で、本人に同意をとらなくても第三者提供可能にするデータ類型が新設されるので、

この類型を利用したビジネスのチャンスも広がる。 

・個人情報の明確化 

   従来の個人情報に「個人識別符号」が追加 

・要配慮情報を新設 

   人種、病歴、犯罪歴などの記事情報は取得時に本人同意が必要 

・本人同意なく第三者提供するためのデータ類型を新設 

   個人の特定性が残っている情報を、提供元・先に個人の特定をしない条件で、 

   本人に同意をとらなくても第三者提供可能にする 

・第三者機関による統一的な監視・監督 

   所管府省庁に代わって個人情報保護委員会が事業者などの個人情報の取扱いを 

   監視・監査（立ち入り検査を含む） 

・グローバル化 

   海外の個人情報の保護組織と捜査協力に必要な組織・制度 

 

＜参考：個人情報保護法改正の要点（2015 年 9 月 3 日改正）＞ 

詳細は以下のアドレスを参照ください。 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/ 

 

 

２．今後の施策展開の在り方 

「新たな共創」を促進するための施策は、①知らない人に知らせる、②知っている人が

関心を持つ、③関心を持っている人が行動する、④行動した人が継続的に行動するという、

４ステップで検討することができる。 

アンケート調査で、「新たな共創を検討している」と回答した企業を「③関心を持ってい

る人」(IT・組込みシステム開発事業者の 21％、IT ユーザ企業の 10％)とし、同じく「新

たな共創を知っている」または「新たな共創についてある程度知っている」と回答した企
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業を「②知っている人」(IT・組込みシステム開発事業者の 79％、IT ユーザ企業の 33％)

と定義した。 

検討委員会で、アンケート結果およびヒアリング結果を勘案した結果、まずは、「③関心

を持っている人が行動する」、次に「②知っている人が関心を持つ」施策を優先的に展開す

る方針を決定し、以下の通り施策を提案する。 

 

 

２．１ 「新たな共創活用ガイドブック」の周知による普及、啓発 

 アンケート調査で、「新たな共創を知っている」または「新たな共創についてある程度知

っている」と回答した企業は、IT・組込みシステム開発事業者の 79％、IT ユーザ企業の

33％である。 

また、「新たな共創に関する組織やコミュニティへの参加意向」の問いに対しては、IT・

組込みシステム開発事業者の 74％、IT ユーザ企業の 60％が「参加したい」と回答してい

る。 

 しかし、「新たな共創に実際に取り組んでいる」と回答した企業は、IT・組込みシステム

開発事業者で 12％、IT ユーザ企業で 17％に過ぎない。しかも、回答企業に対するヒアリ

ング調査でのフォローでは、従来の産学連携や産産連携を「新たな共創」として回答して

いるケースがあり、実態はこの数値も下回っていると思われる。 

 新たな共創に対する関心が高い一方で、どのように取り組めばよいのか、よく理解され

ていないという実態が判明した。 

 新たな共創への理解を深めるために、まず、新たな共創の手法や留意点、成功事例を解

説したガイドブックを、トライアル講座参加者やアンケート回答企業を中心に周知するこ

とが必要である。 

 

 

２．２ 「システム×デザイン思考」ワークショップの継続的開催による新たな共創の定着 

 アンケート調査では、新たな共創に対する期待として、「自社製品・サービス開発に関す

る新たなビジネスアイデアの着想」「異業種・異分野のビジネスパートナーの獲得」「ユー

ザーニーズの把握」「自社単独では難しいビジネス創出」が上位を占めている。 

 アイデア創出の手法として、今回トライアル講座として開催した「システム×デザイン

思考」ワークショップが高い評価を受けた（参加者アンケートで、「ビジネスや学業の参考

になりそうか」の問いに対して、「とても参考になる」が 63％、「参考になる」が 37％であ

り、この 2 つの回答で 100％であった）。 

感想として、「アイデア出しの手法は実業務にも役立ちそう」「自分だけでは出ないアイ

デアがでて面白い」「今回のワークショップで行ったアイデアの収束方法は初体験のため、

社内のアイデアソンなどに活かせそう」「定期的に実践する機会がほしい」といった意見が

寄せられた。 

 イノベーティブなアイデア創出に役立つ手法である「システム×デザイン思考」等に関

するセミナーやワークショップ等を継続的に開催し、新たな共創の効果を体験するきっか

けにするとともに、その手法を身に着けた人材を増やしていくことが必要である。 
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 継続的にセミナーを開催していくために、たとえば、「システム×デザイン思考」に取り

組む企業等への講師派遣制度や、大学・高専等の教育機関における公開講座、産業・技術

支援機関等によるセミナー開催などの取組が求められる。 

 そのためには、中国地域内で講座が開催できるような体制づくりが今後の課題となる。

具体的には推進する組織の明確化、人材育成のため地域の教育機関がカリキュラムとして

取り入れていくことなどが期待される。 

 

 

２．３ 新たな共創に関する機会の醸成 

 アンケート調査では、新たな共創に対する課題や懸念として、「責任と権限の明確化」「知

財の帰属等」「成果（特に金銭面）の配分」の 3 つが大きい。これに加えて、「アイデア出

しの段階から、事業化に向けた実現方法が不明確」や「情報管理、秘密管理」「組織文化の

違い」も挙げられている。 

また、従来の連携も含めた共創の相手先としては、中国 5 県に所在する企業や大学等が

中心であり、広域にわたる連携は少ない。 

 地域企業の得意とする技術を把握する公設試や、ファブラボ参加者の得意分野を把握し

ているファブラボの運営者など、キーパーソンや組織のネットワークを強化し、新たな共

創を検討している企業に対して適切な情報提供やアドバイスが可能となる体制整備が必要

と考えられる。 

 さらに、新たな共創から次のステップに進む際（例えばある程度明確になった技術課題

や資金計画を元に、この技術を持つ人を探している、この組織と共同研究したい、という

場合など）における繋ぎのための支援も有効と考えられる。 

 


