
 1 

THINK! 別冊 No. 7 Co-Create the Next-人と組織の未来を創る, 2016年 3月 

 

システム×デザイン思考のススメ  

幸せづくりから  
協創のイノベーションを生み出す  
 
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 

前野 隆司 
 
 
 
今、イノベーションへの期待は日本企業、さらには日本社会に満ちている。しかし、「どう

したらイノベーションを起こせるのか」という問いに対する回答は曖昧なままだ。「実は、

幸せでなければ、イノベーションは起こせない」と言われたら、あなたはどう感じるだろ

うか。ハッタリや冗談ではない。「幸せ」こそ、革新と活気の源泉なのだという話を真面目

にしよう。 
 
Text: Nobuo Takayama Photo: Hideji Umetani 

 
 

「幸せ」でない企業や個人にイノベーションは縁遠い	

	

日本企業が捨ててしまったもの	

	 ここのところ、日本企業は調子が悪い。もちろん数字の上で利益を出している企業は数

多いが、人々に新しい刺激を届け、社会が抱える課題を鋭くブレイクスルーするような存

在となっていない感がある。一言で言えば、「世界をリードできていない」のである。 
	 日本企業はイノベーションを欲している。いや、視野を広げてみればわかるが、日本社

会がイノベーションを欲している。「日本社会の今後に閉塞感を感じている」「欧米やアジ

アとの競争に勝てない」といった声は、ある意味で日本社会と日本企業のジレンマを語っ

ているとも言える。日本企業の多くは、技術力や品質に自信をもっているのに、なぜこの

ような事態に陥っているのだろうか。 
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	 過去を振り返って見たとき、日本企業はむしろイノベーティブだった。戦後から高度経

済成長期までは、ウォークマンに代表されるような世界をリードする製品も生まれていた。 
	 では、なぜそれが変わってしまったのか。「失われた 20 年」の間、失速する経済の中で
生き残り、次々に降りかかる危機を乗り越えるために、日本企業は「乾いた雑巾から一滴

の雫をしぼり出す」ように合理化を行い、盲目的に内部留保を積み重ねていった。その結

果、確かに無駄のない組織が作られた。また、受発注やコストは究極のレベルでコントロ

ールされるようになった。仕事は手順化され、ＩＴによって管理されるようになった。 
	 しかし、「無駄」という言葉の中に押し込み、捨ててしまったものも数多くある。交通費

など経費が削減され、e メールがあるので、他社や他部門の人と会う機会・時間が減った。
組織ぐるみの活動も沈滞化した。仕事で自分のやりたい夢を果たすというよりも、与えら

れたノルマを行うことが求められる。こうした無駄をカットしてできあがった。スリムで

スマートな組織と、そこで展開する人の活動が、どうもイノベーションに不向きなのでは

ないかと私には思える。 
 
社員の「幸せ」はビジネスに関係している	

	 さて、ここで視点を変えてみよう。私は若い頃はエンジニアであり、大学で教育する立

場になってからは工学者としてロボットの心に関する研究などを行ってきた。そして、た

どりついたのが幸福学である。ロボットを研究するうち、その基となっている人間の幸せ

に関心を持ち、「どうしたら人は幸せになれるのか」という問いに向き合い、そのメカニズ

ムを明らかにしたいと考えるようになった。 
	 1990年代から、欧米では徐々に「幸せ」とビジネスの関係が研究されてきた。 近の例

を挙げれば、『ハーバード・ビジネス・レビュー』（2012 年 5 月号）に、「幸福の戦略」と
いう特集が組まれている。そこには、「幸福感を抱く社員は、そうでない人と比べて長期に

わたって高いパフォーマンスを上げる」という報告がされている（「幸福のマネジメント」

グレッチェン・スプレイツァー、クリスティーン・ポラス）。「幸せだ」と感じている社員

は求められた以上の働きをし、同時に意欲の高い人材を引き寄せる。そして、欠勤率が低

く、離職率も低い。 
	 幸せな社員は、２つの特徴を持っている。一つは「活力をみなぎらせている」というこ

とである。生きているという実感とやる気にあふれているので、彼らに「自分たちの日々

の仕事が大きな変化を引き起こす」という意識を与えることで、企業は活性化を実現でき

る。もう一つの特徴は「たゆまぬ学習」である。幸せな社員は、新しい知識や技能を身に

つけ成長し続けるのだ。 
	 こういう報告を読むと、私はたいへん心配になる。なぜならば、情緒的な表現になるが、

日本企業で働くビジネスパーソンは「幸せになりきれていない」ように感じるからだ。彼

らには、前述した無駄のないスリム＆スマートな組織で、どことなく自分を抑えて仕事を

しているというイメージが漂う。振り返って見れば、かつての日本企業は泥臭く、無駄も
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多かったが、働く人の胸中には今よりも確実に幸せがあったように思う（もちろん、時代

背景が違うことはわかっているが）。 
	 企業は本来、社会や人を幸せにするために存在するものである。今日の日本企業は、そ

の根本的な使命について、企業活動の業績達成ほどには意識していないようだ。しかし、

それは活性化や発展の芽を摘んでいる。私は、未来志向に立って、企業はどうあるべきか

を再考すべきだと思う。そして、そのキーワードは「幸せ」である。 
 

幸せとイノベーションの関係を探る	

	

幸せ度を高める 4 つの因子	

	 幸福学の研究で、私が特に注力しているのは、これまでバラバラに行われてきた幸福学

の研究成果を体系的にとらえ直し、「どうしたら幸せになれるか」という人間の心のメカニ

ズムを解き明かして、多くの人に伝えるということである。 
	 まずは、大学の研究室で実施した「幸せの因子分析」によって抽出された 4 つの幸せ因
子を紹介したい。これは、どんなことが幸せを形成するために係わっているかを知るため

に、29項目 87問からなるアンケートを作成し、インターネットを通じて 1,500名に回答し
てもらった結果を因子分析して得られたものである。 
 
●「やってみよう！」因子（自己実現と成長の因子）	

	 大きな目標をもっていること、大きな目標と目前の目標が一致していること、そしてそ

のために学習・成長しようとしていること。 
 
●「ありがとう！」因子（つながりと感謝の因子）	

	 人を喜ばせる、愛情、感謝、親切など他者と心の通う関係、周りとの安定した関係を築

くこと。 
 
●「なんとかなる！」因子（前向きと楽観の因子）	

	 物事を楽観的にとらえ、多少ネガティブなことがあっても気持ちを切り替え、前向きに

取り組めること。 
 
●「あなたらしく！」因子（独立とマイペースの因子）	

	 他人と自分を比較しないで、自分をはっきりもっていること。ことわざで言えば「和し

て同ぜず」という姿勢。 
 
	 幸せの要因はたくさんあるが、因子分析によってまとめてみると、この 4 つの因子が幸
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せの鍵になっていることがわかった。これらすべてが揃っていればまず間違いなくその人

は幸せだろうが、全部が 100％でなければいけないということはない。いずれかの因子のパ
ーセントが多く、いずれかの因子のパーセントが少ないという組み合わせは様々で、それ

によって幸せのパターンが違ってくると考えれば良いだろう。 
 
幸せ状態を創り出すワークショップを実施	

	 幸せ度を高める 4 つの因子は、誰にでも当てはまるものである。よって、企業で働く人
に対して、４つの因子を高めるように働きかければ彼らの幸せ度は向上する。そして、幸

せ度が高まった社員は、長期にわたって高いパフォーマンスを上げ、組織を活性化する。 
	 だから、 も効果的なアプローチは、組織づくりや会社の仕組み、職場環境、仕事のや

り方やルール、あるいは会社の中での人間関係に４つの因子を盛り込み、具体的に実践す

ることだろう。これまでに私たちも、日本企業からの依頼で一定の期間をかけて組織の幸

せ度を向上させ、活性化させて行くというプロジェクトを行い、成果を挙げている。 
	 そこまでの取り組みはできないという場合には、研修として幸せ度を高めるワークショ

ップを実施している。次のような、4 つの因子に関連したワークを参加者に行ってもらい、
短時間に｢幸せ度を向上させる｣という体験をしてもらうのだ。 
 
●夢を語るワーク（「やってみよう！」因子のワーク）	

	 過去に叶えた夢、今の夢、未来の夢について書き出し、それを皆で語り合う。実生活や

仕事では夢について口に出して言うことが少なく、ましてや他の人のフィードバックをも

らうこともない。不思議なもので、胸に秘めていた夢を誰かと共有するだけで幸せ度は上

がる。 
 
●感謝のワーク（「ありがとう！」因子のワーク）	

	 家族への感謝、会社の仲間や上司・部下への感謝、さらには嫌いな人・苦手なイメージ

を持っている人への感謝も書き出して発表し、他の参加者の意見ももらう。感謝すること

によって、つながりが再確認され、「ありがとう！」因子が刺激される。 
 
●楽観性のワーク（「なんとかなる！」因子のワーク）	

	 楽観的に考えられないこと、前向きになれないこと、そうしたことを書き出して、それ

を他の参加者に向けて開示してもらう。次に、そのことに対して他の参加者と話し合い、

助言や励ましをもらい、これからは前向きで楽観的に行なうと宣言する。 
 
●自分らしさのワーク（「あなたらしく！」因子のワーク）	

	 人の目を気にせず自分らしくできない何かを書き出してみる。次に、これからは人の目

を気にせず自分らしくのびのびとやっていくという宣言をする。 後に、他の参加者から
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良かった点についてのフィードバックをもらう。 
 
	 ワークショップでは、参加者に「人はやりたいことが明確で、励ます人が存在し、それ

を認め合う場が機能すると、幸せな気持ちになる」ことを実証し、「幸せになると、活力が

湧き上がり、何かをやってみたいという気持ちになる」と実感してもらっている。 
 
イノベーションには幸せの４因子が必要	

	 私は一方で、イノベーションについての研究、とくにイノベーションを起こす方法論を

明確化することに取り組んできた。冒頭で述べた、日本企業がイノベーションを欲してい

るにもかかわらず、それがなかなか実現できない現状についても、肌身で感じるところだ。

そんな閉塞感（私にとっては、ある種の「思い込み」であるが）を打ち破るために、後述

する「システム×デザイン思考」を提唱し、アイディアポイント社と一緒にそれを駆使し

た研修やワークショップ、あるいはコンサルティングを行ってきた。その成果はなかなか

のものであると自負している。 
	 さて、そのように片足をイノベーションに置き、もう一方の足を新たに幸せに置いて立

ったとき、この２つの足場がつながっていることに気付き、たいへん驚いた。イノベーシ

ョンを起こすプロセスと、幸せ度を高めるプロセスは極めて似ているのである。 
	 イノベーションは今、多様な人材が連係して起こすという方向に向かっている。1人の天
才が前代未聞のコンセプトを打ち出すというスタイルではなく、さまざまな考えと経験、

知識や情報を持った人が参加し（場合によっては、ネットワークと ICT＝情報通信技術に
よってつながり）、「見たことも聞いたこともない、物議を醸すかも知れないが、やりよう

によっては実現可能なアイディア」を生み出し、それを具現化することが求められている。

いわば、協創のイノベーションである。 
	 この協創のイノベーションで大切なのは、多様で信頼できる「つながり」をベースに、

参加者が「やってみよう」というチャレンジ精神を発揮し、なんとかなるという「楽観性」

をもって、ぶれずに「自分たちの意思を貫くこと」である。つまり、協創のイノベーショ

ンを行う組織と人が持つべき意識は、幸せの４因子ということなのだ。 
	 『ハーバード・ビジネス・レビュー』のレポートなどから、「企業が活性化するためには、

まず働く人が幸せになることが必要」ということは分かっていたが、イノベーションを起

こすためにも幸せ度を高くすることが重要なのだ。 
 

イノベーションは難しくない、しかも楽しい！	

 
「システム×デザイン思考」というアプローチ	

	 イノベーションは難しいことではなく、実は行うべきことはシンプルである。ただし、
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正しいアプローチを身に付ける必要がある。やるべきことに対して、やるべき方法で取り

組んでいくことが大切である。 
	 ここで、私たちがイノベーションを起こす有効な方法論として提唱している「システム

×デザイン思考」を紹介しておきたい。システム×デザイン思考はその名の通り、システ

ム思考とデザイン思考を融合したものである。 
	 デザイン思考は、スタンフォード大学などに代表される米国西海岸で生まれて広まった、

イノベーションの方法論である。その根底には、合理的で理詰めのやり方を否定し、アー

トやデザインのように自由に発想しようとする「アンチ近代西洋」的な思想がある。その

プロセスを担うのは以下の３つである。 
 
●オブザベーション（Observation）＝観察	

	 常識や既存のあり方、強い仮説などにとらわれず、「現場」｢事象｣を大切にして、フィー

ルドワークを行う（観察、関係者へのインタビュー、調査、情報収集など）。観察者（参加

者）自らが対象者のコミュニティに入り、自分の主観で感じ、「無意識の声」を聞き、気付

きを得ること。 
 
●アイディエーション（Ideation）＝発想	

	 多様な参加者がアイディアを発想＋連想し、発展させるブレインストーミングなどを活

用し、多くのアイディアを生み出す。アイディアのボリュームを大きくすることで、質の

高いアイディアが発生する確率を高める。先ずは雑多なアイディアをすべて出し（発散フ

ェーズ）、そこから選択、構造化を行っていく（収束フェーズ）。  
 
●プロトタイピング（Prototyping）＝試作	

	 アイディアを具体的なカタチにして、頭だけでなく、手や体でも考え、評価・検証する。

自分たちだけでなく、対象者にも見てもらい、意見を聞き、フィードバックする。少数の

アイディアに固執することなくどんどんカタチにし、失敗してもそこから学び、試行錯誤

しながらより良いものにして行く。 
 
	 デザイン思考では、オブザベーション、アイディエーション、プロトタイピングのステ

ージを行きつ戻りつ、あるいはグルグルと回転させながらアイディアを磨き上げ、イノベ

ーションを生み出して行く。 
	 創造的なデザイン思考で“新しい何か”を生み出しつつ、同時に、それを対象者や参加

者の視点だけでなく、より多面的な視点から見つめ直し、評価・検証するために、私たち

はシステム思考を掛け合わせるという方法を創出した。 
 
●システム・シンキング（System	Thinking）＝関係でとらえる	
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	 アイディアを全体（社会、市場、コミュニティなど）の中に位置付け、俯瞰し、因果関

係を明確化して妥当性を検証したり、アイディアがもたらす効果を予測したりする。ある

いは、プロダクトとしての構成要素とつながりを確認して、実現性を担保する。 
	 システム×デザイン思考は、右脳的なデザイン思考と左脳的なシステム思考を組み合わ

せることで、より立体的にイノベーションを生み出すことができる方法論である。このフ

レームワークを使えば、イノベーションを目標と考えてしまいどうにも動きが取れなくな

っていたプロジェクト担当者も、「目からウロコが落ちる」感覚でリスタートできる。1 日
の研修に参加したビジネスパーソンが、 初は「私はアイディアを出すのが苦手で」など

と言っていたかと思えば、途中から「チームで取り組むと、刺激されて思いもよらなかっ

たアイディアが出てくる」と夢中になったりする。そして、ほぼ毎回、多くの参加者が充

実した表情で「こういう気持ちで仕事がしたい」と言ってくれる。 
 
「幸せの経営」へのお誘い	

	 今後、日本には大きなチャンスが訪れるだろう。一つは、よく言われることであるが少

子高齢化社会の到来である。これをピンチと考えず、世界に先駆けてソリューションを生

み出すチャンスととらえることである。また、ICT の成熟化もチャンスとなるはずだ。過
去において、テレビや自動車などの産業は欧米で生まれ、成熟化とともに日本の出番とな

った。現在、インターネット関連産業などはアメリカに席巻されているが、どこかで日本

企業が地道に積み上げて来ているものが開花するのではないかと思う。その他にも、環境

技術やロボットなど有望な分野はまだまだある。 
	 こうしたチャンスの到来を前に、その予感を持つからこそ、冒頭に記したように日本企

業はイノベーションを渇望している。 
	 しかし、ここまで読み進んでくださった読者の皆さんは、もうお分かりだろう。まず行

うべきことは、イノベーションを生もうとパソコンの前に座ることではなく、イノベーシ

ョンを生み出せる組織と人を整えるべく企業体質を変えることである。社員が幸せな状態

とはどのようなものかをイメージし、それを現出するための仕組みを動かし、個々の社員

に対しては内なる幸せのタネを刺激し、育て、花開かせるようにサポートすることだ。そ

して、組織と人にあふれた幸せのエネルギーを集め、自由に発散させることを通して、協

創によるイノベーションを継続的に実現する。 
	 そのためのフレームワークと実施のストーリーを自身のものとしている企業は、まだ少

ない。だが、そのフレームワークとストーリーを企業活動に組み込めば、まじめで勤勉、

チームワークの得意な日本企業は必ず成功するはずである。私の研究は、そのように自社

を変えて行きたいと考える企業のためにある。 
	 日本企業よ、「幸せの経営」というステージに立とう！そして、つながり、チャレンジし、

楽観的に、自分たちらしく、世界を変えて行こう！ 
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き出す 30の習慣』（ワニプラス）、『幸せの日本論―日本人という謎を解く』（角川新書）、『幸
せのメカニズム―実践・幸福学入門』（講談社現代新書）、『脳は記憶を消したがる』（フォ
レスト出版）、『「死ぬのが怖い」とはどういうことか』（講談社）、『錯覚する脳−「おいしい」
も「痛い」も幻想だった』（ちくま文庫）、『脳はなぜ「心」を作ったのか―「私」の謎を解
く受動意識仮説』（ちくま文庫）、『思考脳力のつくり方―仕事と人生を革新する四つの思考
法』（角川ワンテーマ 21）、『脳の中の「私」はなぜ見つからないのか? ―ロボティクス研究
者が見た脳と心の思想史』（技術評論社）など多数。 
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