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特集 オープンイノベーションによる新規ビジネスの創発と事業化を目指す

NTTデータ オープンイノベーション事業創発室

Interview

1. 新規ビジネス創発に向けた取組み

社内外の叡智を結集し
効率良く革新的ビジネスを創発
NTT データ パブリック & フィナンシャル事業推進部は今年 4 月、旧営業推進部ビジネス
企画担当を母体とする新組織“オープンイノベーション事業創発室”（以下、OI 事業創発
室）を発足した。発足したばかりの同室の取組みや、今年度の目標などについて、残間光太
朗室長にお話を伺った。

オープンイノベーション × 創発に
よる新規ビジネスを創発

の手法により、革新的なビジネスを
短期間に生み出すことが狙いです。

㈱ NTT データ
パブリック & フィナンシャル事業推進部
オープンイノベーション事業創発室
室長 残間 光太朗氏
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オープンイノベーション
ハーバードビジネススクールのヘンリーチェスブロウ教授が提唱した概念。
自社技術だけでなく他社が持つ技術やアイデアを組み合わせ、革新的なビジネスモデル
や革新的な研究成果につなげる方法である。

創発

局所的な相互作用を持つ、もしくは自律的な要素が多数集まることによって、その総和
とは質的に異なる高度で複雑な秩序やシステムが生じる現象のこと。所与の条件から
の予測や意図、計画を超えた構造変化や創造が誘発されるという意味で
「創発」
と呼ば
れる。
もともとは生物学や物理学
（複雑系）
、社会学などで使われている言葉で、
「物質の凍結
（相転移現象）
「
」アリが巣を作る
（群知能）
「
」細胞の集まりが生物であること
（生命現象）
」
「新種生物の突然の発生
（進化論）
「
」市場におけるバブルの発生
（経済学）
」
のような 要素
に還元できない現象 のことをいう。
ナレッジマネジメントの分野では、個人1人1人の発想の総和を超えた、
まったく新しい
ナレッジの創造を行う手段として、
「情報創発」
への取り組みが行われている。
引用元：http://www.itmedia.co.jp/im/articles/0311/02/news003.html
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オープンイノベーション × 創発
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新規ビジネスへの投資はリスクも大

今後の大規模ビジネスを
「４本柱のＷＧ」
にて創発し、
オープンイノベーション
「豊洲の港から」
で実現のための
社内外の叡智を結集し、いち早くお客様へＰＯＣを仕掛けることでビジネスの加速化を目指し、
さらに結果の
フィードバックにより
「メソドロジ」
にビジネス化ノウハウの蓄積・醸成を狙う。
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新規ビジネス創発とメソドロジ化
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