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【要約】製品に関するアイデアを生成する際のユーザ視点の有益性は数多く報告されている。しかし，

情報漏洩等のリスクを考えると，企業における製品開発アイデアの生成に，常にユーザを直接参加させ

ることはできない．そこで本研究では，アイデアの生成手法の一つである「未来洞察手法」に着目し，

直接ユーザをアイデア生成に参加させることなく，ユーザ視点を取り入れたアイデア生成の方法を提案

し、その効果を検証した。 
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1. はじめに 

企業が製品開発やサービスの開発を行う際には，それまでに展開されてきているものとは異なった，

新しい価値を有した製品やサービスに結びつくアイデアを生成することが求められる．すなわち，いか

にイノベーション (innovation)を起こし，従来とは違う新たな製品やサービスを開発していくかという

ことは，企業にとって大変重要な課題となっている(丹羽, 2006)．これまでの研究では，イノベーション

は企業の内部の人材（専門家や技術者），いわゆる供給側によってもたらされるとされてきた．しかし，

供給側からではなく，ユーザ側からも新しく斬新なアイデアが生成されることが明らかになってきてい

る． 

イノベーションとユーザの関係性について，(Allen, 1977)は，技術者と市場（ユーザ）間の情報伝達者

（ゲートキーパ）の重要性を指摘している. (Allen, 1977)は，新しい技術や製品をユーザに提供するだけ

ではなく，ユーザの要求などを技術者に伝えることのできる，技術の知識とユーザ視点を持ったゲート

キーパという存在がイノベーションをもたらすことを主張している．また，(Von Hippel, 1988)は，技術

的に斬新で,かつ商業的に成功した理化学機器の最初の開発と重要な改良のアイデアのほとんどは,それ

らの機器を実際に使用していたユーザによって生み出されていることを突き止めた．(Von Hippel, 1988)

は，こういったゲートキーパの様な役割を果たす先進的なユーザをリードユーザ(lead user) と呼び，ア

イデアの源泉が,製品開発者・研究者に 代表される供給側ではなくユーザ側にある可能性を示した．加

えて，(鷲田, 2005, 鷲田, 2008)は，携帯電話やスポーツ用多目的車などにおいて，商品・技術の新しい

使い方・新しい価値についてのアイデアを生活者であるユーザが意識的・無意識的に創造していること

を明らかにしている． 

実際にユーザの視点を取り入れて新製品の開発を行っている例も見られる．Dellでは，Idea Stormと呼

ばれるサイトが運営されており，ネットを利用してユーザが製品の改良や新しい製品のアイデアを提案

できるようになっている．同様に，無印良品では，ソファーやポータブルランプなど一部の新しい製品

が，ユーザによって提案されたアイデアをベースに開発されており，そのデザイン性や性能が高く評価

されている．そのほかにも，adidas, BBC, BMW, Boeing, Ducatiなどが同じようにユーザのアイデアを商

品開発に利用している(Sawhney 2005, Ogawa 2006, Piller 2006, Berthon 2007, Fuchs 2011)． 

これらの企業におけるユーザを製品開発に参加させる取り組みは，特定の製品に対して高い興味を持

つユーザや積極的に製品の開発に関わろうとしているユーザ，いわゆるリードユーザを対象にして行わ

れている．すなわち，リードユーザに企業側からアプローチし，技術に関する情報の提供を行って，リ

ードユーザを様々な形でサポートしながらアイデア生成を行わせている．つまり，リードユーザに技術
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的なサポートをすることで，ゲートキーパのような存在にし，アイデア生成を行わせる手法だと解釈で

きる． 

このように，ユーザ視点が新しく独自性のあるアイデアをもたらすことを報告した研究は上記にあげ

た例以外にも数多く存在する．一方，専門家や技術者のアイデアは，ユーザのアイデアに比べて，独自

性が低くなることが知られており(Kristensson, 2004)，多くの技術者が関わる企業内での製品アイデア生

成では，独自性が低いアイデアが生成される傾向にある．したがって，企業において独自性の高いアイ

デアを生成するには，アイデア生成時にユーザ視点をいかにして反映させるかが重要になってくる．し

かし，企業における製品開発のためのアイデアを生成する際に，常にユーザを直接参加させるというの

は現実的ではない． 

そこで生成されたアイデアは，その企業の今後の方向性を決定づけるような重要なアイデアとなる可

能性があり，機密性の高い情報となり得る．このようなアイデアが社外に流出するようなことが起これ

ば，企業は大きな損害を受けることになる．ユーザをアイデア生成に直接参加させるということは，ユ

ーザ視点を導入できるという利点の裏に，情報漏洩というリスクを抱えていると言える．それでは，ユ

ーザをアイデア生成に直接参加させることなく，ユーザ視点を反映したアイデアを生成する方法は存在

しないのであろうか．その可能性を検討するため，本研究ではアイデアの生成手法の一つである「未来

洞察手法」に着目した(鷲田, 2007)．未来洞察手法とは，ワークショップ形式で行われる近未来（5～10

年先）の社会変化を考慮に入れたアイデア生成の手法である．この方法は，生活者像が反映された近未

来予兆のステートメントである「社会変化シナリオ」を複数作成すると同時に，現在の産業・技術視点

から考えられる発展の可能性を記した「技術発展シナリオ」を複数作成する．そして，この社会変化シ

ナリオと技術発展シナリオをそれぞれ掛け合わせて，未来の社会変化を想定した新しい事業を強制発想

させる（社会変化シナリオと技術発展シナリオを掛け合わせ，そこから強制発想してアイデアを生成さ

せる方法は，インパクトダイナミクスと呼ばれる）．(鷲田, 2009)らは，未来洞察手法を用いた実業の発

想支援ワークショップにおいて，科学技術の発展と社会変化の関係性を考慮に入れたアイデア生成を行

わせた．その結果，専門領域同士の相互依存性やその外部性要素がうまく取り込まれたアイデアの生成

が行われたことを報告している． 

本研究では，ユーザをアイデア生成に直接参加させることなく，ユーザ視点を取り入れたアイデア生

成を可能にするために，この未来洞察手法における「技術発展シナリオ」の作成方法に特に着目した．

未来洞察手法においては，社会変化シナリオと技術発展シナリオを用いたインパクトダイナミクスによ

って事業アイデアを生成する．その際に用いられる技術発展シナリオは，文字通り「技術の発展」のシ

ナリオであるため，技術情報を正しく理解している（理解できる）技術者にその作成が依頼されること

が多かった．そのため，従来の未来洞察手法では，技術発展シナリオは技術者視点で作成されたものが

利用されていた．それに対して本研究では，従来の技術者視点の技術発展シナリオではなく，ユーザ視

点の技術発展シナリオを与えることを考えた．技術情報を正しく理解でき，かつユーザの視点を持つゲ

ートキーパやリードユーザが技術発展シナリオを作成すれば，ユーザ視点の技術発展シナリオをワーク

ショップ参加者に提供することが可能になる．技術発展シナリオにユーザ視点が反映されていれば，イ

ンパクトダイナミクスによって生成されるアイデアにもユーザ視点が反映され，独自性の高いアイデア

が生成される可能性があると考えられる．また，ワークショップ実施者側がまとめる技術発展シナリオ

はワークショップ開催前にワークショップ参加者以外によって作成される．この技術発展シナリオを作

成するにあたり利用される情報は，すべてが公開されている情報であるため，その情報には機密事項は

存在しない．加えて，技術発展シナリオ作成者は，ワークショップに参加することがないため，ワーク

ショップにおいて生成されたアイデアに触れることはない．つまり，技術発展シナリオ作成者はアイデ

ア生成に関わる機密事項に一切触れることはない．したがって，この技術発展シナリオの作成にユーザ

を参加させることに関しては，情報漏洩というリスクは存在しないことになる．つまり，未来洞察手法

でのインパクトダイナミクスに使用する技術発展シナリオをユーザ視点で作成することによって，「情

報漏洩リスクの回避」と「ユーザ視点の導入」を同時に行うことが可能になり，その結果，企業におけ

るアイデア生成においても，独自性の高いアイデアが生成されることが期待できる．そこで本研究では，

未来洞察手法において，ユーザ視点を含む技術発展シナリオと含まない技術発展シナリオとで，生成さ

れる事業アイデアの質に差が生じるのかどうかを分析し，事業アイデア生成におけるユーザ視点の効果

を示す． 

 

Ⅱ1-2



知識共創第 4 号 (2014)   

 

2. ユーザ視点を導入したアイデア生成 

2.1 未来洞察手法を用いたワークショップ 

本研究では，未来洞察手法(鷲田, 2007)を利用してワークショップを行い事業アイデアの生成を行わせ

た．ワークショップには企業から 22 名が参加し，「2020 年アジア向けスマートシティ研究開発ビジョ

ニング」というタイトルで開催された．ワークショップでは，2020 年にスマートシティによって実現さ

れる社会像（ビジョン），ビジネスモデル，その実現に向けた課題を考え，2020 年のアジアにおけるス

マートシティの新規事業アイデアを作成した．参加者は，3～4 名からなるチームに分けられ（合計 6 チ

ーム），チームを単位として事業アイデアを生成した．未来洞察手法では，社会変化シナリオと技術発

展シナリオを用意し，それらを利用したインパクトダイナミクスによって事業アイデアを生成する． 

まずはじめに，ワークショップ参加者それぞれに社会変化シナリオを作成してもらった．社会変化シ

ナリオとは，現在の社会の延長上からややはずれた近未来の社会像のことで，インパクトダイナミクス

による事業アイデア生成の際にその事業を展開する対象を考えるためのベースとなる．社会変化シナリ

オは，スキャニングマテリアルと呼ばれる，新聞記事などをベースにした様々な分野の今後の「変化の

芽」になるような情報を集めたものを参考にして作成された．スキャニングマテリアルとして，ワーク

ショップ実施者側であらかじめ選定したものを参加者に配布する．本ワークショップでは，参加者には

事前に実施者側で選定した 143 個のスキャニングマテリアルを配布した．参加者は，すべてのスキャニ

ングマテリアルに目を通し，いくつかのスキャニングマテリアルを組み合わせて，個人ごとに 2～3 個

の社会変化シナリオを考えた．さらに，個人で作成した社会変化シナリオをワークショップ時に持ち寄

って議論を行い，チームごとに 3 つにまとめてもらった．次に，ワークショップ参加者全員で，チーム

ごとに作成した社会変化シナリオを共有した．その社会変化シナリオの中から，ワークショップ参加者

全員でインパクトダイナミクスで使用する社会変化シナリオを 8 つ選んだ．最後に，選ばれた社会変化

シナリオとワークショップ主催側で用意した技術発展シナリオを用いたインパクトダイナミクスによ

って，2020 年のスマートシティの新規事業ビジョン策定，ならびにそのような新事業が未来社会に及ぼ

す影響についての事業アイデアを生成してもらった．ワークショップ終了時に，ワークショップ参加者

に対して，今回のワークショップについての事後アンケートを実施した． 

 

2.2 ユーザ視点・技術者視点の技術発展シナリオ 

技術発展シナリオは，現在提案されている技術から考えられる発展の可能性を記したもので，インパ

クトダイナミクスによってアイデアを生成する際に技術的な側面についてのベースとなる情報を与え

るものである．この技術発展シナリオはワークショップ実施側で事前に用意され，ワークショップ当日

に参加者に提供される．技術発展シナリオは，ワークショップのテーマに関連する技術情報を適切に理

解できる人物に作成を依頼する．通常，技術発展シナリオの作成では，はじめにワークショップ実施者

側が「技術情報（要素技術）の選定」を行う．次に技術発展シナリオ作成者に「事業ジャンルの抽出」

を行ってもらった後，「技術発展シナリオの作成」を行ってもらう． 

 

要素技術の選定：技術発展シナリオを作成する際に，何もない状態から技術発展シナリオを考えるこ

とは，作成者に大きな負担を与えることになる．その負担を軽減するために，あら

かじめワークショップ実施者側で，ワークショップのテーマに関連する技術情報を

選定しておき，それを技術発展シナリオ作成者に与える．技術発展シナリオ作成者

に与えられる技術情報は，一般に公開されている技術情報から，ワークショップの

テーマに関連したものを選び出し，その中に含まれている技術領域を列挙したもの

である（これを要素技術と呼ぶ）．要素技術は，ワークショップ実施側の数名でで

きるだけ多く（100 個前後が目安）選定し，技術発展シナリオ作成者に与えられる． 

事業ジャンルの抽出：技術発展シナリオ作成者には，まずはじめに，与えられた要素技術について，

技術が発展していく上で関わり合いが深くなると考えられる要素技術を組み合わせ

て今後のサービスや事業を考えてもらう．要素技術の組み合わせで形作られるサー

ビスあるいは事業を，以下では事業ジャンルと呼ぶ． 

技術発展シナリオの作成：次に，事業ジャンルごとに 1 つの技術発展シナリオを作成してもらう．事

業ジャンごとにそこに含まれる要素技術をもとにして，「これらの要素技術がこう

なっているのだから，近い未来はこうなるはずだ．」といった形で技術発展シナリ
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オを作成してもらう．技術発展シナリオは，「背景」，「具体的な生活者像」，「必

要とする技術」，「展開されるビジネス」，「フラクチャーポイント（このシナリ

オが成立するために必要不可欠なブレイクスルー）」の 5 つの視点で考えてもらい，

それぞれを 1 つの項目として文章化してもらう． 

 

2.3 ユーザ視点・技術者視点での技術発展シナリオ作成方法 

これまでの未来洞察手法を用いたワークショップでは，要素技術を適切に理解できる技術者に技術発

展シナリオの作成を依頼していたため，技術視点の技術発展シナリオを利用していたと言える．本研究

では，技術発展シナリオにユーザ視点が取り込まれていれば，インパクトダイナミクスでのアイデア生

成過程において，技術者視点だけで作られた技術発展シナリオを用いる場合とは別の要素が与えられ，

結果的に，生成されるアイデアにも別の評価がなされると仮定し，ユーザ視点による技術発展シナリオ

と技術者視点による技術発展シナリオのそれぞれによるインパクトダイナミクスの結果を比較した．ユ

ーザ視点の技術発展シナリオの作成は，ユーザの視点を持つだけではなく，要素技術を適切に理解でき

る人に依頼する必要がある．そこで，この条件を満たす人物，いわゆるゲートキーパもしくはリードユ

ーザと思われる人に作成を依頼した．具体的には，スマートシティに関連する技術を理解することので

きるの知識を持ち，加えて社会とユーザ動向のいずれも理解した上で事業主視点をもった人（経営学と

組織論を専門とする研究者 1 名）に技術発展シナリオの作成を依頼した．これに対して，技術者視点の

技術発展シナリオは，実際の企業において ICT の技術者として製品開発を行っている 4 名に作成を依頼

した．以降，前者をユーザ視点の技術発展シナリオ，後者を技術者視点の技術発展シナリオと呼ぶ．本

研究で実施したワークショップにおいては，ワークショップ実施側の 3 名が，現在提案されている近未

来に対する技術情報の資料（未来工学研究所の「2035 年の重要技術」）から関連する 85 個の要素技術

を選定し，それを技術発展シナリオの作成者に与えた．技術発展シナリオ作成者（経営学と組織論を専

門とする研究者ならびに ICT 技術者）には，与えられた要素技術を組み合わせて事業ジャンルを作成し

てもらった後，事業ジャンルごとに技術発展シナリオを作成してもらった．その結果，技術者視点の技

術発展シナリオが 5 つ，ユーザ視点の技術発展シナリオが 6 つ作成された． 

本研究では，インパクトダイナミクスで使用する技術発展シナリオの違いによって，チームを 2 つに

分けワークショップを実施した．A グループには技術者視点の技術発展シナリオを，B グループにはユ

ーザ視点の技術発展シナリオを与え，インパクトダイナミクスよる事業アイデア生成を行わせた（なお，

インパクトダイナミクスに用いた社会変化シナリオは A，B グループともに同じものである）． 

 

3 評定結果 

インパクトダイナミクスによって生成された事業アイデアに関しては，A グループは 9 アイデア（チ
ーム当たり 3 アイデア），B グループは 11 アイデア（チーム当たり 3～4 アイデア）が出された．独自
性，有用性，実現可能性のそれぞれの評定値の評定者間の一致度を調べるために，ケンドールの一致係
数 W を計算したところ，独自性で 0.246，有用性で 0.394，実現可能性で 0.299 という数値が得られ，い
ずれも 0.1%水準で有意であった．このことから，いずれの評定項目においても，評定者による評定の違
いはなかったと言える．独自性，有用性，実現可能性のそれぞれの評定値について，グループ間で差が
あるかどうかを調べるために U 検定を行った．その結果，独自性に関しては，A グループ(2.44)よりも
B グループ(2.98)の方が，評点が有意に高かった(p=.032*)．また実現可能性に関しては，逆に A グルー
プ(3.51)の方が B グループ(2.81)よりも有意に高かった(p=.003**)． 

この結果は，ユーザ視点の技術発展シナリオに基づいて考えた B グループのアイデアは独自性が高か

ったのに対して，技術者視点の技術発展シナリオに基づいて考えた A グループのアイデアは実現可能性

が高かったことを示している．この結果から，ユーザ視点が加わることでアイデアの独自性が高くなる

ということが示唆された． 

 

4. 総合考察 
インパクトダイナミクスによる事業アイデア生成に関して，独自性については，A グループよりも B

グループの方が，評定値が有意に高かったのに対して，実現可能性については，逆に B グループよりも
A グループの方が，評定値が有意に高かった．つまり，ユーザ視点の技術発展シナリオに基づいて考え
た B グループのアイデアは独自性が高かったのに対して，技術者視点の技術発展シナリオに基づいて考
えた A グループのアイデアは実現可能性が高くなった．このことは，実現可能性にあまり捉われずにア
イデアをより独自性の高いものにするには，アイデアを考える際にベースとなる情報にユーザ視点を導
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入することが効果的なことを示唆している． 

アイデア評定の結果ならびにアンケート結果の両者より，ユーザ視点で作成された技術発展シナリオ

を用いた方が，アイデアが独自性が高く，かつ面白いと感じられるものになり，技術者視点で作成され

た技術発展シナリオを用いた方が，アイデアの実現可能性が高くなる可能性が示唆された． 

 

4.1 技術発展シナリオ作成時の考え方の違い 

技術発展シナリオの具体的な生活者像には，技術者視点とユーザ視点で大きな違いが確認できた．そ
の違いは，技術者視点とユーザ視点で技術発展シナリオ作成時の考え方の違いによってもたらされたと
考えることができる．そこで，その考え方の違いを明らかにするため，A グループ，B グループのそれ
ぞれの技術発展シナリオを作成した，ICT 技術者 4 名と，経営学と組織論を専門とする研究者 1 名に対
するインタビューを行った．インタービュー時間はそれぞれ 120 分であり，発話は IC レコーダに記録
された．質問項目は，以下の 2 つである． 

 

質問１：技術発展シナリオの作成で重視した点，工夫した点，難しかった点 

質問２：作成した技術発展シナリオがどの程度ユーザ視点を反映していると思うか 

 

インタビューの結果，技術者と研究者において，顕著な違いがあったのが，技術発展シナリオ作成時
のベースとなる考え方であった．質問１に対して，技術者は「自分の技術に対する知識をベースにした」，
「例えば，ロボットについてのアイデアを考える場合，産業用か介護用かといった形で領域を決め，そ
のドメインをベースに考えた」という発言をしている．さらに，質問 2 に対して研究者が，「A の技術
発展シナリオ（技術者の作成した技術発展シナリオ）に対して実際の場面をイメージしにくい」，「技
術の詳細まで理解できると現状の技術に流される」といった指摘をしている．また技術者は，「確から
しさが重要」，「統計的な情報が重要」という発言を行っていた．ここでいう確からしさというのは，
技術の実現可能性や利用可能性のことであり，未来の事柄に関する確からしさは，予算額の大きいドメ
イン，国際的な標準化が進んでいるドメインに属する事柄であるという点で判断し，また，統計的な数
値を確からしさの根拠とする傾向が強いことが確認された．技術者は，自分が持っている技術知識やド
メインを発想の出発点としており，技術者のこのような考え方は，デルファイ法(Gordon, 1964)にみられ
るような線形な未来変化を過程したものに近く，現状の延長としてしか未来を捉えられていないと思わ
れる． 

一方，研究者は質問 1 において「使用局面をイメージした」，「具体的な社会の状況をイメージする

必要があった」という発言をしている．研究者はそれが使用される社会や使用局面のイメージから発想

していることが確認された．これらを整理すると，技術者的発想は技術やドメインをベースに考えるた

め，いまある技術ドメインにフォーカスし，その技術がどう使えるかという発想になる．そのため，現

状とは異なるニーズや社会状況を思い浮かべにくい．一方，ユーザ的発想は現状（現実社会）から考え

るため，現状とは異なるニーズや社会状況を考えることができるという特徴があったと言える．こうい

った特徴の影響を受けたため，ユーザ視点の技術発展シナリオを用いたグループは独自性が高いアイデ

アを，技術者視点の技術発展シナリオを用いたグループは実現可能性が高いアイデアを生成したと考え

られる． 

 

4.2 最後に 

本研究では，ユーザ視点を導入することで，議論の方向性やアイデアの考え方に影響を与え，アイデ
アの独自性を高める効果があることを示唆した．さらに，本研究の手法を用いれば，ユーザを直接参加
させる必要がないため，情報漏洩というリスクを抱えることなく，ユーザ視点を反映したアイデアの生
成が可能なことを示した． 

本研究では，技術発展シナリオの作成方法の違いがアイデア生成にもたらす影響ついて論じてきたが，
作成された技術発展シナリオの内容に関する分析は十分であるとはいえない．ユーザ視点と技術者視点
の技術発展シナリオの作成方法に関して，事業ジャンルそのものや，要素技術を組み合わせる際の方法
にどのような違いがあるのかを明らかにしていくことが今後の課題の 1 つであると考えている．議論し
ている事業アイデアをどのような社会に対して展開することを想定しているのか（例えば，今の社会を
考えているのか，将来訪れると想像した社会を考えているのか）によって，生成されるアイデアの質が
異なってくると考えられる．さらに，議論の際に利用している情報の種類やそのバリエーションなども
生成されるアイデアの質に影響を与えていると考えられる．今後，アイデア生成時の発話の内容分析を
行い，議論の内容がアイデア生成にもたらす影響を明らかにしていくことが課題である． 
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