
ベンチマーキング部会 第 3 回 BM 活動報告書 

訪問先：富士フイルム先進研究所 
            報告者：ベンチマーキング部会 佐々木吾朗、松本 優、岩岡保彦、進 博夫 

 

日時： 2008 年 7 月 24 日 14:00 – 17:30  

訪問先： 富士フイルム先進研究所 神奈川県足柄上郡開成町牛島 577 

応対頂いた方々： Ｒ＆Ｄ統括本部事務部 担当課長 藤村律義さん、池田正人さんのお二方 

         他受付の方等事務部の皆さん 

訪問者： 部会員を主体に 17 名 

概要（流れ）： 

 ・野村部会長の挨拶 

 ・藤村担当課長及び池田さんのプレゼンテーション 

・質疑応答（意見交換会） 

・２班に分かれて研究所内部の見学 

・補足の質疑応答 

以下に写真も交え詳しくレポートいたします。 

 

●今回のレポートは先発（ストッパーの大魔神ではなく先発完投型エース）佐々木吾朗のメインの報告、2 番

手（カメラマン兼の遊び球の多い技巧派）松本 優の写真レポート、3 番手は（前回先発の）岩岡保彦、4 番手

クローザーは前回に引き続き進 博夫の 2 人の感想のラインナップでお届けします。 

なお、 後は野村部会長のベンチマーキングの視点(3)で締めています。（編集松本） 

 

■ 第 3 回ＢＭ「富士フイルム先進研究所」訪問記        

ベンチマーキング部会 佐々木吾朗 

 
ベンチマーキング部会の第３回目の企業訪問では、神奈川県足柄上郡開成町にある富士フイルム先進

研究所を訪問し、違う分野の研究者同士が対話を進めながら新たな価値を生み出すためにはどういっ

た仕掛けが必要なのか、働き方を変えていくにはどういった工夫をすれば良いのかといったことにつ

いて、Ｒ＆Ｄ統括本部事務部担当課長の藤村律義さん、池田正人さんにお話しをお聞きしました。（レ

ポート：佐々木吾朗、写真挿入:松本） 
   
【先進研究所の設立と融知・創新】 

はじめに、この先進研究所の設立にあたりプロジ

ェクトメンバーとしてコンセプト作りから深くか

かわり、その後の運営に携わっている事務部担当

課長の藤村律義さん（写真右）よりお話しがあり

ました。 

 
富士フイルム（株）先進研究所は、２００６年４

月に建設された新しい研究所で、次世代・将来に

わたっての新しい事業を創出していくための研究

開発を行うことを目的にしています。「ベーシック

な技術を研究開発するコーポレートラボ（※）と



して、グループの技術をリードする」というミッションを掲げており、５～１０年先を念頭に置いた

新事業・新商品の基盤となるコア技術の研究を行っています。 
（※各事業部の商品開発を支えるディビジョンラボはそれぞれ別に存在しています。） 
先進研究所には、従来は国内の各地に点在していた要素技術の研究所を集約することで、４つの大き

な研究部門が同居しています。そのため、ワークプレイスをどのように作り上げているかについては、

建設前から大きなテーマと進められており、コンセプト作りの段階から富士ゼロックス（株）のＫＤ

Ｉグループと議論を重ねてきたそうです。 
 
また、先進研究所ではスローガンとして「融知・創新による新たな価値の創生」を掲げています。こ

れは異なる文化、異なる技術を持った技術者が、お互いの先進技術を融合させることで、新しいイノ

ベーションを創生するというものであり、そのために も必要なことが、技術者自身のパラダイムを

変えることだと先進研究所では考えています。 
このスローガンが打ち出された背景には、それまでの富士フイルム（株）の研究開発のパラダイムの

中心が「同業一社の動向を見ながら、完成度の高い商品を極め続けること」であったことが大きく影

響しています。それまでは「目指す目標が比較的明確な中で技術を極める」であったのに対し、先進

研究所では「何をやるか」ということも含めて新たな技術と価値を生み出していくことが求められて

おり、そのために必要なのが「融知・創新」なのです。 
 
 
【ナレッジ・アセスメントと研究者自身によるプロジェクト・チーム】 

現在の先進研究所が完成する以前から、その前身である先進コア技術研究所では「融知・創新」とい

うスローガンを掲げ、研究者のパラダイムシフトを促していました。その意識調査のために２００４

年に行われたのが、富士ゼロックス（株）KDI グループによる「ナレッジ・アセスメント」です。 
およそ９００人を対象に行われたこの意識調査の結果は、「革新の掛け声は通っているが、具体的な

ビジョンの発信を更に求めている」「部門間の壁を意識し、行動の裁量も比較的小さく感じている」

といったもので、特に大きな課題とされたのが、「若手層ほど元気がない」という調査結果でした。

年配で職位が高いほど真性のナレッジワーカーとしての要素が強く、若くなるほどナレッジワーカー

としての要素が活性化されていないということです。 
これはそれまでの研究開発の中心である銀塩の感光材料については、自社に多くのノウハウが詰まっ

た研究材料であるため、自然と自社内の知見も経験の長い者に集まっているということを示していま

す。それ自体はおかしなことではありません。ですが、「融知・創新」により新たな価値を生み出し

ていくためには、将来を見据えた若い層を活性化する必要がある、と先進コア研究所では考えました。 
同時にアセスメントの結果からは、社員の働き方が比較的社内中心で、「外部との交流が必要だと考

えながら、実際にはなかなか思うようには行動しきれていない」という実態も浮かび上がりました。

機密保持を意識するがあまり、職場間の相互交流の文化が少ないといった、「融知・創新」と呼ぶに

はむずかしい状態となっていることがわかりました。 
一方でこの結果から、社員にめざす姿が伝わっていないのではなく、「わかってはいるけど思うよう

に動く難しさを感じている」状態であることもわかりました。そこで、組織全体で感度を上げるため

には、動けるようになるための「方法論」と「具体的な行動」とが必要だという結論になり、ちょう

どその頃立ち上がった新たな研究拠点（現在の先進研究所）の開発を千載一遇のチャンスと捉え、そ

のためのプロジェクトが立ち上げられました。 
このプロジェクトは、研究者自身も含めた精鋭で構成されました。事務方だけでなく、研究者自身に

も考えてもらうためでしたが、当然参加する研究者にとっては専門タスクではないため、本来の研究

開発業務と二束のわらじとなり、土日返上で検討が進められたそうです。 



 
 
【プロジェクトにおける検討】 

プロジェクトでは、改めて働き方・働き場所を観察する現状認識からスタートしました。その結果分

かってきたのが次の３つの課題です。 
 
１．外部の方を「おもてなし」する環境の視点 
「融知・創新」により異なる技術・文化の融合を進めていくためには、社内だけでなく外部との接点

が必要になるが、従来の研究所はお客様にお越しいただける理想の環境から言うと、整備すべき課題

がある。 
 
２．外界との接触機会の視点 
代表的な研究室は４人で１室の構成で、実験やその他の業務はすべてその部屋でまかなえるようにな

っている。チーム内のコミュニケーション中心に用が済んでしまうため、他のチームとの接点も薄い。 
 
３．協働するための共有空間の視点 
共有スペースは休憩室が中心で、窓はあってもブラインドが下がっていて薄暗い。図書館は調べもの

をしたり、必要な資料を探す場となっている。 
 
非常に厳しい自己分析ですが、「融知・創新」に向け、上記３つの視点から見た現状認識が新しい研

究所の設計には生かされています。 
 
「融知・創新」にむけた厳しい現状を再認識したプロジェクトは、原点を見つめなおすために「融知・

創新」のメカニズムについて改めて議論を行い、これまでの研究開発モデルからどんな変革が求めら

れているかを洗い出しました。 
これまでの研究開発モデルは、特定の市場・技術の中でのキーとなる技術をひたすら磨いていくモデ

ルです。テーマが明確であるときには非常に強みを発揮する反面、技術の蛸壺化を招くリスクがあり

ました。 
一方これからのモデルにおいては、技術の本質の追求と、顧客価値の追求を両輪とし、双方で PDCA
を回すことで、検証を重ねながらキーとなる技術を磨いていくことが求められると、プロジェクトの

メンバーは考えました。 
 
そのために必要な「場」となるワークプレイスに求められるものは何か。その議論の中でプロジェク

トが挙げたコンセプトが次の４つです。 
 
１．場がオープンである 
２．多様なワークスタイルの共存 
３．場に知的なにぎわいがある 
４．個が自律している 
 
これらのコンセプトを実現するために、次のような「場」を新しい研究所に設置することが検討され

ました。 
 
１．コラボ実験室 



社内外の実験レベルからの協業を促進するスペースであり、セキュリティを維持しつつ、社外の方に

来ていただいて共同研究、実験をしてもらう「場」を用意することで、さまざまなコラボレーション

を実現する。 
 
２．大居室 
これまでのチーム単位の個室から、壁やパーテーションをなくした大部屋に机を並べ、技術者同士の

交流が自然に生まれるようにする。フリーアクセスにするだけでなく、時々チーム単位の島替えを行

うことで、大居室内でもシャッフルを行う。 
 
３．ナレッジカフェ 
異分野異技術の人たちが偶然に出会ってコラボレーションを行うことができるよう、多くの人が情報

を求めて集まる図書館を兼ねながら、できるだけそこを訪れた人たち同士によるコミュニケーション

が生まれるような場を実現する。 
 
４．ノード 
大居室を取り囲む広い回廊の窓側にコミュニケーションスペースを設け、情報共有のためのちょっと

したスペースを数多く用意する。 
 
これらの「場」は実際に新しい研究所に設置されています。コラボ実験室などについては残念ながら

まだ想定していたような活用にはいたっていないそうですが、特にノードについては積極的に活用さ

れており、当初考えられていたナレッジカフェのコンセプト（偶然のコラボレーション）まで含めた

知識交流が活発に行われているそうです。 
 
また、「場」作りだけでなく、働き方の変革へのトライアルも行われており、その一例が「タッチゾ

ーンプロジェクト」です。 
このプロジェクトは、研究者が自らの技術を他者に伝えるための「カタチ」を、デザイナーと作り上

げ、そのモノを介して異分野異技術の人とコラボレーションしていくというコンセプトで進められて

います。「タッチ」という言葉には、技術に「タッチ（直接手に触れる）」するという意味と、未来に

「バトンタッチ」するという意味が込められており、言葉だけでは伝えきれない技術を目に見える「技

術アート」にするために、次のように進められています。 
 
１．顧客行動を観察し、顧客にとっての価値の本質を見極める 
２．素材を観察し、技術や素材の持つ本質を見極める 
３．ブレーンストーミングで分かりやすいカタチに表現するアイデアを創出する 
４．技術アートを制作する 
 
こうしたノウハウは研修を通じて技術者にインプットされ、その中で完成した技術アートは展示して

可視化されます。また、社内展示や外向けの展示を経て、 終的にはミッドタウンにある富士フイル

ム（株）本社のディスプレイとしてブランディングに生かしていくことをめざしています。 
 
 
【融知・創新活動の現在】 

続いて、実際に融知・創新活動の推進（タッチゾーンプロジェクト推進リーダー）をされている池田

正人さん(写真下)からお話しがありました。 



 
プロジェクトの活動を通じて、新しい研究所という

働く「場」と、働き方の変革のための活動はスター

トしましたが、一方で、スタートを切るまでは情熱

的なリーダーやサポーターによるドリームチームが

結成されてコンセプトが創られていきますが、それ

を実際に進めるのは「言うは易し、行うは難し」と

いう側面があるようです。 
 
タッチゾーンプロジェクトについては、参加者の行

動や意識の変化について、本人だけでなく上長や同

僚によるアンケートも実施しています。全体として

参加者には高い評価を得ていますが、現状の研修参加者比率は７％となっており、目標は８%だそう

です。（８％としているのは、経験上８％の賛同者を確保すると、その想いは飛躍的に周囲に伝わっ

ていくようになるからだそうです。） 
       

研修の中で制作された技術アートのいくつかは、自社にとっては畑違いでもあるデザイナーのイベン

トに出展するといったことを行っていますが、 終目標として目指している本社のディスプレイにた

どり着いたものはまだなく、さらなる技術の具体化や、普及させていくための、職場における理解の

促進が課題になっています。 
 
知識交流のための「場」については、当初コンセプトの「思い違い」がいくつか明らかになってきて

いるそうです。例えばナレッジカフェは、誰もが立ち寄る交差点を目指していましたが、実際にはそ

の場所が必ずしも研究者の動き回る動線上にないために、各人が立ち寄る機会が当初想定していたよ

うには発生しておらず、むしろ大居室にあるノードでの交流の方が活発になっています。 
また、リラックスしてスイッチを切り替える場所として考えられた中庭は、実際には周囲の目が気に

なってしまって逆に落ち着かないとして、利用が促進されていないそうです。 
研究者へのアンケートによると、研究者自身による「融知・創新」の評価は道半ばで、特に指摘され

ているのは新しいアイデアの創出と異分野との交流となっています。ここから「知識交流エリアの更

なる活用」という課題が見え、今後ナレッジカフェと中庭の機能を強化したいと考えているそうです。 
 
先進研究所での「融知・創新」はまだまだ入り口であり、定着は道半ばという厳しい自己分析が、藤

村様、池田様からはありました。コンセプトの再点検による見直しの必要性や、絶えず技術者に対し

て「仕掛け」が必要なこと、さらに製品や事業をより強く意識して「成果」を求めていくことなど、

進めていくためにはさまざまな課題があると考えているそうですが、そのためには、研究者が真に「混

ざり合う」ための交流の場ときっかけが必要だという基本となる考え方が揺らぐことはないようです。 
 
 
【質疑応答より】 

その後、質疑応答の時間となり、会場からはさまざまな質問や意見がありました。その一部を紹介し

ます。 
 
Ｑ：ナレッジマネジメントを推進するのには実際に動くためのチームが必要だと思うが、チームのス

タッフはどのように構成されているのか。 



Ａ：個々の企画は選抜した研究者による融知促進チー

ムで勧めており、8 人＋1 人（池田様）の体制でかな

り自発的に進められている。タッチゾーンプロジェク

トにおける技術アートの制作は、デザイナーが 3名と、

スタッフ 2 名が母体になって進めている。 
 
Ｑ：全体の研究の様子などを俯瞰していて、いざとい

うときに異なる分野の研究者を結び付けるような役

割の人物はいるのか？ 
Ａ：一番人脈を持っている人として、情報統括部門に

コンシェルジュのような人がいたが、先日退職してし

まい、彼の役割をどう引き継いでいくかが課題になっている。仕組みでカバーできる部分もあると思

うが、人による結びつきも必要であり、職務処遇を含めてきちんとしていく必要があると考えている。 
 
Ｑ：研究の直接的な成果をマネジメントが求めるようになると、現場の研究者たちはその成果追及の

ために知識交流はしなくなってしまうのではないか。 
Ａ：これまではそれでも良かったが、今後は通用しないことは皆が肌で感じつつある。複数の研究部

門が同居していることでそういった気づきが生まれているのかもしれない。定量的には押さえきれて

いないが、個々の研究報告の中でそうした交流の事例は聞いており、（先進研究所という）同じ場に

いることが大切だと思う。 
 

Ｑ：研究者の勤務形態はどうなっているのか。知識創

造あるいは融知創新のための自由な時間はあるのか。 
Ａ：研究者は裁量労働になっており、実験助手の皆さ

んは時間管理だがフレックスタイムが使えるようにな

っている。知識創造のための時間は明確にはうたわれ

ていないが、「新規テーマ探索」を促進するための制度

はスタートしており、希望者がテーマを申請して認め

られればできるようになる。 
 
Ｑ：一人ひとりのプロフィールの共有やコミュニティ

などについて IT で支えているような仕組みはあるのか。 
Ａ：プロフィールデータベースは作ろうとしていて作りきれていない。コミュニティはノーツ上に構

築しているものがあり、IT 関係の部門が全面的にバックアップしている。グループ全体として情報

共有を進める気運は高まっており、それに乗っかっている状態にある。個人の HP やブログのような

ものはなく、新製品オープンフォーラムのようなアイデアを投稿する仕掛けもトライしている状況で

ある。 
 

 

この後、2 班に別れ藤村さんと池田さんの案内で研究所内の見学を行いました。（この後の写真レポ

ートを参照してください。） 

終了後、再度補足の質疑応答と部会員からの感想を中心とした意見交換が行われ、 後に野村部会長

のまとめとお礼の挨拶で終了しました。 

 



 
【部会長よりまとめ】 

今回お聞きしたような変革活動は、多くはナレッジマ

ネジメントとしてはスタートしません。こうした活動

は問題意識の裏返しであり、変革のためのプロジェク

トでは一番問題と思われる課題に対して手を打つこ

とになります。 
成果が可視化されるか、されないかにかかわらず、こ

うした活動は続けること自体が力であり、先進研究所

にはその力があると感じました。 
問題の真因は何かを見つけるのは、一気にやるのは難

しいと思います。トップダウンではテーマに集中しす

ぎてしまい、「融知・創新」の解決にはつながりにく

い。一方でボトムアップではなかなか進展しにくいという問題があります。 
ですが、先進研究所には日本企業の持つ愚直に続ける力があるのではないでしょうか。知識創造型の

組織を作るにはテーマや戦略に縛られてはいけません。テーマを設定すると市場調査型のパラダイム

になってしまいます。そうではなく一人ひとりが持っているポテンシャルを信じて、自由度を高めて

いくような挑戦をすることが、新しいパラダイムには必要になってくるのです。 
また、富士フイルムではこれまで研究開発を効率的に進めることへの関心が高かったのではないかと

思いますが、そこは大きなマインドチェンジをする必要があります。そのマインドチェンジがなけれ

ば例えばブログや SNS も遊びにしか見られません。 
今回お聞きした取り組みは、場に対する思想信念をぶらさずにしつこく攻めていく場の作り方のアプ

ローチであり、今後大ブレークする可能性を秘めた取り組みではないかと思います。 
 
（以上佐々木）



■富士フイルム先進研究所訪問写真レポート       

ベンチマーキング部会 松本 優 

今回もセキュリティ厳しき中代表して写真を撮らせていただきました。遊び球(余談やウンチクネタ)

は控えめにレポートします。 後に筆者個人の感想も書かせていただきました。 

 

◆先進研へ到着、プレゼンルーム入室まで 

  
小田急線開成駅前から乗せていただいた富士フイルムのシャトルバスで目的地へ到着 

  

富士フイルム先進研究所前でバスを降り、注意しながら横断し正門へ 
 

  
正門横の守衛さんのところで受付をして右方向の玄関へ、  途中の壁に今にも飛び立ちそうなフクロウ(梟)が.. 
 



  
玄関に到着                 玄関に入ると研究所らしく知（智）に関連したシンボルとスローガンが… 
                                              

   

 ここにもフクロウのオブジェが…                 これは叡智を司るミネルヴァの女神のレリーフ 

 

★ミネルヴァの女神とフクロウについて 

ミネルヴァの女神はローマ神話に出でくる知恵と工芸(技術)を司る女神のことで、ミネルヴァは傍らにフクロウを従
えていたと言われます。だからフクロウはミネルヴァの神の使いともいわれ、知恵のシンボルとして使われることも多
い。又フクロウは幸運の象徴、知恵の神、森の守り神などの意味を持ち、 世界中でモチーフとして愛されている。 
「ミネルヴァのフクロウは、迫り来る黄昏に飛び立つ」 というのはドイツの哲学者ヘーゲルの言葉ですが、 これは
ヘーゲルの『法哲学』のテキストの冒頭の銘言。 (ミネルヴァはギリシャ神話のアテナの神と同一だとか) 
 

  

2 階の受付へ  左の壁にミネルヴァの神のレリーフが    プレゼンがおこなわれた会議室へ案内された 



◆プレゼンルーム(会議室)における様子 

はじめに、ベンチマーキング部会の野村部会長より挨拶とし趣旨説明があり、ついで富士フイルムＲ＆Ｄ統

括本部事務部 担当課長 藤村 律義さんより、この先進研究所設立の経緯やコンセプトづくり、について話さ

れた。後半はコンセプトどおりに運営し融知創新を実現するための促進活動を取り仕切っている池田正人さ

んより実施状況と、現状はどうかという部分を話してくれた。 

その後、質疑応答というより活発な意見交換会がおこなわれ、その後研究所内の見学に移った。 

 

   
全体の様子                              KM 学会野村部会長の挨拶 
 

   
富士フイルムＲ＆Ｄ統括本部事務部 担当課長の藤村 律義さんよりコンセプト等メインのプレゼンテーション 
 

    

藤村さんと同じ部署で「融知・創新」を実現するための促進活動を取り仕切っている池田 正人さんより、推進活動
の状況､現状と課題など語っていただきました。 



   

質疑応答の様子。立ち入った質問や遠慮ない意見にも丁寧に応対していただいた。 

 

◆研究所内見学の様子 

2 班に分かれて研究所内の見学。筆者(カメラマン)は第 2 班で池田さんに引率されて見学。 

ここも研究所であるから当然ながらセキュリティが厳しく、見せていただける範囲は限られたものでした。 

 

★会議室内に展示のタッチゾーンフロジェクトの作品の説明 

はじめに、第２班は時間差を利用してまず会議室後ろに展示されてあったタッチゾーンプロジェクトの作品の

説明を受けた。 

 

    
これは「100% Design Tokyo」というイベントなど に出展して大好評だった作品です。 

   
デザイナーが加わったおかげで社内への PR や情報提供もスマートにスムーズになりました。 
「Ｔｏｕｔｃｈ Ｚｏｎｅ Ｐｒｅｓｓ」を毎月 1 回発行、全員に配布など 



★模型を使って建物全体の説明 

    
外へ出てまず池田さんより研究所の建物の模型を使って説明していただいた。  開の字をイメージしたとか 
 

★ナレッジカフェ(知識交流の場) 

ここは、図書館＋喫茶エリアみたいなところで、業務とは異なる相手と偶然出会うための場所です。マインド

が違い、異分野、他部門の人と偶然出会い、気付きを得たり、テーマを見つけたりといったことが期待できま

す。 

1 人で本を読んだり静かに考え事している人やおしゃべりや少人数のグループワークしている人たちが同居

できるように工夫されています。 

巨大テーブルと 4 人がけテーブルは適度にプライバシーが保たれるように本棚や植木で仕切られています。

ゆったりゾーンやカウンターで沈思黙考することもできるようになっている。 

 

   
ここがコーヒーやドリンクのショップ                  カフェのメニュー(安いです) 
 

   
ナレッジカフェで 池田さんの説明                   書棚がついたて代わり 
 



   
10 人がけのテーブルもあるし、4 人掛け、2 人掛け、ソファタイプ等いろいろな席がある  ↑これは書庫 

 

   

沈思黙考のスペース、パソコンや飲み物を持ち込んで 1 人 1 人静かに仕事するスペースもある 

 

★ノード(情報共有エリア) 

大居室を取り囲む広い回廊の窓側(中庭が見える)にコミュニケーションスペースを設け、日常の業務に近い

ちょっとしたコミュニケーションの場を提供。 

思いついたらすぐに書けるパッドや白板も置いてあるし、コピー機も置いてある。 

 

こちらの利用率は高いそうです。(ナレッジカフェのかわりに使われているケースも多いそうです) 

 

   
柱に立てかけてあるのかパッド 奥にはコピー機も      カラフルな椅子も気分転換になる     

 



   
8 人ぐらいでちょっとした会議のできるところも     こちらは一人または 2 人席、中庭や空を見ながら頭を休 

めるのに使うのかな。飲み物もほしくなる 
 

★社員食堂と外部のお客様向け軽食堂 

   
きれいで見晴らしの良い食堂                   料金も自動計算するシステム 

  

お客様用の軽食と飲み物が提供できるラウンジ              メニューの値段を見て安いなあ! 

 

★期待の新製品も展示 

外部からの見学者を意識した新製品の展示室  

近盛んにテレビ宣伝をいている中島みゆきと松田聖子を使ったコマーシャルでおなじみの基礎化粧品(ス

キンケア商品)の ASTALIFT(アスタリフト)やコラーゲン等の入ったサプリメントが展示されていた。 

写真フィルムの 1/2 はコラーゲンでできていて、富士フイルムさんはこの道 70 年、コラーゲンの研究を続けて

いる得意中の得意の分野なのだそうですよ。 



   

こちらがサプリメント各種。メタボの人向きのメタバリアというのも     こちらがスキンケア商品の ASTALIFT 

 

★中庭 

コンセプト作りのときから想いのこもった中庭。執務室のフロアから外を見ると緑の中庭が見える。 

リラックスしてスイッチを切り替える場所として考えられた中庭ですがまだまだ、サボっているのじゃないかとか

周囲の目が気になって思い通りには活用されて無いそうです。 

 

   
上から見た中庭。右上の部分は 1 階下の中庭        こちらは 1 階下の竹林などの中庭    

 

   
このオブジェはエッジの効いた異なる技術が重なり、新しい技術が芽生えるという意味があるとか 
この中庭でお客様を呼んでの展示会やイベント等もおこなわれます。池田さんたちも「青空技術展」とか
いろいろ仕掛けます。 
 



★カメラはＮＧでしたがその他に 

写真撮影はダメでしたが「大居室」などは通路からのぞかせていただきました。又、クリーンルームも見せてく

れました。 

 

◆所内見学後の補足的質疑応答タイム 

研究所内の見学が終わり、再度プレゼンルームに戻り、新しく交換された冷たいおいしい水を飲みながら、

補足の質疑応答会というより。見学しての感想や、全体的な感想を述べる会となりました。 

特に藤村課長が言われたリッツ・カールトンみたいなおもてなしをするんだという方針が見事に実践されてい

て、受付の案内嬢や守衛さんの応対などに感動したなど賞賛のことばが多数聞かれました。 

後に、野村部会長のまとめとお礼の言葉があって、例の玉手箱の贈呈で終了。 

  

後に野村部会長のまとめとお礼のことば             例によってブレスト便利ツール玉手箱の贈呈 

 
------------------------------------------------ 
 
◆感想 

今回の訪問で先進研究所を作った経緯をお聞きしたり、パンフレットを見せていただいたりして、ま

ず感じたことは、今までの私の富士フイルムさんのイメージが、(社名もいつの間にか写真がとれて

富士フイルムに変わっていましたが)大きく変わりました。 

カメラとフイルムの会社で好業績をあげていたがデジカメの出現台頭、アナログカメラの衰退でフイ

ルムの売り上げが減って大変だろうなぐらいにしか思っていなかったのに、それは大きな間違いだと

わかり驚きました。 

富士フイルムさんは幅広い分野での技術力はすごい! ポテンシャルはすごい! これが融合結集さ

れたらすごい会社になるぞ! 次から次へと新たな有望な事業の芽が出てきそう。先進研究所はそれ

をやろうとしている。一本のソフトや流行(はやり)廃れの激しい分野で今日本や世界のトップに立っ

ている企業よりサスティナビリティの高い(永続性の高い)すばらしい会社になることでしょう。認識

を新たにしました。 

 

次に、このすばらしい先進研究所のコンセプト作りに参加した人が、今も想いを込めて作ったコンセ

プトの実現のために必死に粘り強くがんばっている様子が良くわかりました。 

 

また、藤村さん、池田さんがうまくいかなかった失敗例も率直に話してくれたこともうれしかった。 

ナレッジカフェは図書館にコーヒーショップがあるみたいな感じでした。図書館としてはすごく充実

しているようでした。狙いの異分野の技術者の出会い、お見合い? 知識交流の場としての活用促進･



活性化についてはこれからも池田さんたちの知恵の出しどころのようでした。 

 

IT の活用については今後の課題だとおっしゃっていましたが、 

このような大きな組織の知識や知恵の融合にはフェイス トゥ フェイスの人間力の場の活用ととも

に IT の助けを借りること(有効活用)も重要でしょう。 

そのためには情報システムの部門の人にも「場の理論」など KM の考え方をよく理解してもらい、使

いやすい IT システムを構築してもらい、その活用を促進(作りっぱなしでなく粘り強く積極活用の風

土作りを)してもらうと融知・創新が加速されることでしょう。たとえばメールの向こうに顔が見え

るようになればシメタものです。 

 

推進者の組織のネーミングについて、 

意見交換会でも話題になったが、研究者の融知・創新をサポートするグループの所属名が「事務部」

ではという意見がありました。 筆者も同感でした。研究所長直轄にしてスマートな名前にしてもら

ったらいかがかなと思ったりしました。(名前は地味でもこつこつやる、これが御社のやり方で余計

なお世話かなとは思いましたが(^_^) スミマセン m(__)m) 

 

また、先にも書きましたがおもてなしのよさは強く印象に残りました。 

藤村さんが、研究所の風土改革のために、まず研究所にもリッツ・カールトン*のようなおもてなし

の心を植えつけたいと話しておられましたが、今回の見学では端々にそれが実践されていて感動しま

した。守衛さんの親切な応対や案内の女性は、すべての場所で我々を先回りしてドアを開け、案内し

て下さった。エレベータで移動するときには、案内して乗り込む我々を見届けて、自分は階段を駆け

下りて下の階でにこやかに出迎えて下さった。プレゼンルームの水も見学から戻ってきたら良く冷え

た新しい水に差し替えられていたなどです。どうもありがとうございました。 

 

後に、この先進研で生まれ成功した商品や技術を「出世魚」といって六本木ミッドタウンの本社シ

ョーがルームに展示されることを目指しているそうですね。今後の皆さんのがんばりにより、5年後

10 年後には六本木のショールームがこの先進研で生まれた「出世魚」だらけで「魚屋さん」状態に

なることを期待しております。 

 (以上松本) 

 

 

* リッツ・カールトンのようなおもてなしの心について 

リッツ・カールトンとは世界的に有名なラグジュアリホテル、ザ・リッツカールトンホテルのことで、ここのおもてな

しの精神はすばらしいと評判です。どのようにすばらしいかは次の本を参考にしてください。 

参考本: 

リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間  著 高野 登  かんき出版  1575 円(税込)



■富士フイルム先進研究所のベンチマーキングで感じたこと  

ベンチマーキング部会 岩岡保彦 

 
7 月 24 日に富士フイルム先進研究所を訪問しました。場所は、神奈川県足柄上郡開成町牛島、小

田急線開成駅から富士フイルム専用バスで数分のところ。この地域は、富士ゼロックスも含め、富士

フイルムグループの施設が集中しています。富士ゼロックス専用バスも同じような頻度で走っていま

した。 
この研究所は、平成 18 年 4 月 12 日に富士フイルムグループのコーポレートラボの中核基地として

オープンしました。コーポレートラボというのは経営に直結した研究所で、経費は経営が負担します。

企業の将来のために、グループ企業全社の英知(技術)を結集して新しいコア事業を見つけることが使

命です。 
一方通常の企業のコア事業には、事業の維持発展のために新機種・新機能を開発するディビジョン

ラボがあります。テーマの取捨・設定と研究費は、事業部門が責任を負います。一般にスピードや効

率など生産性が重視されます。 
従来の富士フイルムの研究開発方針は、世界 大の強敵であるイーストマン・コダックを相手に品

質・コストで勝る商品を効率よく製造・提供することでした。言替えると、富士フイルムの研究所全

体がコア事業のために研究していたものと思います。 
しかし今後は従来のようには行かないと経営が強く危機感を持ち、コーポレートラボの必要性を認

識しました。５－１０年後を念頭において新製品・新事業の基盤になるコア技術を研究する必要があ

る。社内技術の融合に留まらず、異文化・異技術との接触が必要である。と考えて「融知・創新」を

スローガンに、従来の文化からの脱却を目指して、できるだけオープンな研究環境を整備するよう壁

は素通しガラス、幾つもの部門が同居する大部屋方式など、意識改革というか、文化革命のための仕

掛けが考えられました。 
従来の富士フイルムの研究員は、研究業務そのものが仕事であり、それ以外の業務はなるべく事務

部と称する支援部門にサポートしてもらうパラダイムに沿っていました。 
今回のベンチマーキングに際しても、Ｒ＆Ｄ統括本部事務部藤村律儀課長、池田真人のお二方が、

準備、説明、見学案内などをして下さいました。 初の説明の冒頭、スクリーンにお二方の肩書きと

氏名が提示してあったのですが、「え、事務部」と思った方が、私以外にもいらっしゃったことが、

後の質疑で分かりました。 
研究員の中には、経営の意図を理解して、新たな方向に向かって、事務部と協力し合う動きが始ま

っているとか、今後の展開が期待されます。現在進行中の活動を、社内・社外共に上手くアッピール

してゆくことが、先進研究所の安定的存続に有効と思いました。 
(以上岩岡)   
  



■富士フイルム先進研究所 訪問感想記              

ベンチマーキング部会 進 博夫 

 
アジサイの町、開成も今は真夏。太陽がじりじり照りつける中、小さいが新しく小奇麗な開成駅か

らほど近くに富士フイルム先進研究所の巨大な建物があった。富士フイルムは小さな開成町の財政を

潤し、開成町は研究所周辺に公園を造成する等研究環境整備に努め、応えているようだ。 
 
守衛さんのいる門から構内に入り、研究所についての説明を

受ける会議室に案内されたのだが、その間に小さな驚きが３つ

あった。まず１つ目は、守衛さんの愛想がとてもいいこと。丁

寧な出迎えの言葉を入っていく訪問メンバー一人一人にかけて

下さる。２つ目は以前から耳にしていたシンボルのフクロウが

とても大きいこと。まさに飛び立とうとして壁から抜け出して

来つつあるようだ。 
                             （知恵のシンボルフクロウ） 

３つ目は建物に入り、２階受付の女性たちのこれもにこやかで丁寧な出迎えを受けたあと会議室に案

内されたのだが、途中に雑誌が並べられたサロンのようなところにまた円形の大きな受付があったこ

と。そこにいた女性２人の丁寧なご挨拶は変わらないのだが、なぜまた立派な受付があるのか。若干

違和感を覚えて案内の女性に尋ねてみたところ、そこはカフェ兼図書室で、女性２人は図書の貸し出

しをしている、とのこと。 
 
会議室に入り、藤村さんの説明を聞き、小さな驚きの背景がわかった。 

藤村さんは、この先進研究所についての説明の後、研究所にもリッツ・カールトンのようなおもてな

しの心を植えつけたい、と話しておられた。これが１つ目の驚きの背景なのだろう。守衛さんや受付

等の研究所スタッフにはこの考え方はしっかり浸透しているようである。案内の女性は、すべての場

所で我々を先回りして、ドアを開け、案内して下さった。エレベータで移動するときには、我々を見

届けて、自分は階段を駆け下りて下の階でにこやかに出迎えて下さった。失礼ながら、マチュピチュ

から下山するときに、急勾配の山腹を直線的に駆け下り、つづら折りの山道を辿るバスの前に何度も

現れ手を振るグッバイ・ボーイを想い起こした。 
またカフェ兼図書室は、知識交流を促進するべく設けられたナレッジカフェであるが、藤村さんの率

直な話では、必ずしも研究所員の動線上にないこともあり利用率が当初の想定よりも低いとのこと。

当初のコンセプト設計の思い入れと現実とのギャップが３つ目の驚きの遠因と感じられた。 
 
この先進研究所設立の背景には、１００年以上拡大し続けてきた銀塩フィルム市場が破壊的なデジ

タル写真技術の台頭により大衆市場としては終焉した、という事実がある。富士フイルムは、世界の

リーダー、KODAK に追いつき追い越せ、というリニアな目標設定から一転して、蓄積保有するコ

ア技術を原資として、自らの創造性を軸にイノベーションに活かしていくための新たな海図創りが至

上命題となった。従来は明確な設定目標に向かってトップダウン的に個別に蓄積してきた技術群を、

今度はボトムアップでたな卸しをして、足りない部分は外部の知により補いつつ組み替え綜合して、



新たな分野を開拓し価値を創造していく、という大きな転換である。２０００年に社長、そして２０

０３年に CEO に就任された現富士フイルムホールディングスの古森重隆 CEO が２００６年に社名

から「写真」の文字を外して「第二の創業期」の旗印を掲げ、その舵取りをされている。 
 
つまり、オープンなイノベーション文化への大きな転換の象徴的な舞台、場としてコンセプト設計

されたのが、この先進研究所である。中庭からは、間仕切りといえば机の前のロー・パーティション

ぐらいしかない大居室で仕事をしている技術者の皆さんの様子がガラス越しに見える。会議室や実験

室も廊下から中の様子が見える。研究所内部をガラス張りにした効果は、組織の目に見えない壁を取

り壊すのにも必ずや効果があろう。 
 
今回改めて認識したのが、富士フイルム社の保有する技術の多様

さである。化学メーカーは文字通り化ける、というが、化学にとど

まらず、光学機器やデジタル分野までの蓄積技術の多様性と組み合

わせの多様性が根底にあるのであろう。フィルム技術から液晶、と

いうのは推測出来るが、フィルムと写真機のメーカーから化粧品、

そして機能性食品というのは、部外者には技術的接点について聞い

てみないとわからない。次には何が出て来るのだろうか。とても興味をそそられる。       

(基礎化粧品 ASTALIFT など)  

 
内部調査で、融知・創新が道半ば、との見方が半数近くあった、とのことである。「ローマは一日

にして成らず」、というのは、研究所スタッフとしてマネジメントからの期待を受け止め、サポート

に日々腐心する藤村さんや池田さんの実感であろう。しかし、問題点を自分たちの問題として認識し

ている内部の人が多ければ多い程、将来的にその課題が解決される可能性は高いはずである。 
 
今後この大居室や知識交流エリアを中心とし、藤村さんたちスタッフの仕掛ける融知イベントによ

るボトムアップの知の融合をさらに加速し、創新活動を加速するための方向性として３つの可能性が

考えられるのではなかろうか。 
 
１つ目は、在籍比率が少ない女性研究者を含む多様な内部の知の融合である。ただ、化粧品の市場

に踏み込んだからには、女性の比率は今後大きく高まることは確実である。また Q&A で、研究技術

者と事務部門という対比が話題になったが、イノベーションの種は単に技術に関するものだけではな

い。その意味では知の融合として研究所内部の技術者の技術の範囲を想定するのはもったいない。デ

ザイナーがタッチゾーン･プロジェクトをはじめ関与の場を広げている、という話があったが、その

効果は今後ますます顕在化して来よう。 
 
２つ目は、外部との知の融合である。「外部交流の更なる促進」、というのも現状の課題に挙げられ

ているようだが、現在新たに進出した化粧品や機能食品等の市場は消費者との直接の接点が非常に重

要なものとなるはずである。事実ウェブ上には化粧品関係の研究所訪問者のレポートが多い。従って

いやがおうにも外部との接点は多くならざるを得ない。今後は研究所に外部の人を迎える機会も増え



るだろうが、積極的に自ら出向く意識も重要となるのではなかろうか。藤村さんの、リッツ・カール

トンのように、という思いは、研究所のサポートスタッフのみが腐心するのではなく、多様性にどん

欲になった研究技術者たちにも浸透すれば本当に素晴らしいと思う。また多様性を担保するためにも、

現在売上ベースで約半分の海外比率をフイルム市場の衰退を乗り越えて維持拡大し、日本の時価総額

トップレベルの化学メーカーとして世界でさらに活躍して頂きたい。 
 
３番目には、トップダウンのフィージビリティ・チームやこれに続くプロジェクトと、日々の知の

融合のボトムアップ活動の整合性の確認をおこなうための手段、具体的にはこれらを貫く融知の羅針

盤の設定を考えてみてはどうだろうか。たとえば「融知」の進行状況を KPI、すなわち主要業績評価

指標として具体的に定義し可視化してマネジメントを含めた全員が認識し活動することが有効では

なかろうか。 

 

そして数年後、あのフクロウは無事壁を抜け出して、富士フイルムの知のシンボルとして自由に空

を飛びまわり、世界中の知のフクロウ仲間と活発な知の交流を図り、この先進研究所に豊かな成果を

もたらすことを大いに願い、期待している。 

(以上 進) 

 



■「ダイナミックな場」の視点(3)  
-第三回富士フイルム先進研 実地訪問を終えて 

KM 学会ベンチマーキング部会長 野村恭彦 

  

日本の製造業と知識創造 

 

富士フイルムの先進研究所は、ナレッジマネジメント(KM)学会のベンチマーキング部会としての、

三番目のベンチマーキング訪問先である。野中郁次郎一橋名誉教授が 初に「知識創造企業」のコン

セプトを作ったときに、その多くのモデルとなったのが、日本の製造業の研究開発部門の取り組みで

あった。 日本の製造業を象徴する「ワイガヤ」や「カイゼン」は、組織的知識創造を掲げる「知識

創造理論」の原点と言えよう。 

 

しかし日本の製造業を取り巻く環境は、この 10 年あまりで大きく様変わりした。米国の自動車会社

や写真フィルム会社などの巨人を必死に追いかけていればよかった時代は過ぎ、日本の製造業は、先

頭ランナーとしての社会ビジョンが求められるようになった。さらに、需要を超える供給力を手にし

た産業界は、商品の陳腐化のサイクルを究極まで速めてしまった。その結果、日本の製造業は「顕在

的なニーズの実現」を超えた、「顧客価値を生み出すイノベーション」に挑戦せざるを得なくなった。 

 

しかし顧客価値に焦点を当てて技術開発を行うことは、きわめて難しい試みである。マーケティング、

あるいは応用研究であれば、顧客ニーズを特定し、素早くそれに合った解決法を世界中から調達する

ことが可能であろう。欧州のブランド力のある企業のとる戦略が、そうだ。たとえば BMW は、自社

の価値観である「ドライビングの喜び」に適合しない技術は、どんなに優れたものであっても採用し

ない。しかし、このようなマーケティング指向、ブランディング指向の価値創造は、日本の製造業の

強みである知識創造の型とは適合しにくい。日本の強みは、「困難な課題を乗り越えるための組織的

な知識創造」であり、その粘り強さにある。 

 

知識創造の型の再構築 

 

富士ゼロックス KDI、日産の先進技術開発センター(NATC)、そしてこの富士フイルムの研究所に共

通しているところは、日本の製造業の強みである「困難な課題を乗り越えるための組織的な知識創造」

をそれぞれの組織目標に合った形で、フレッシュに再構築しているところだ。 

 

KDI は、あらゆるクライアント企業の、すべての経営課題を知の観点から解こうとする。欧米のプロ

フェッショナルサービスファームは、得意分野を決めて、効率的にノウハウを構築しようとする。こ

れを知識共有指向とするならば、KDI のアプローチは明らかに知識創造指向である。 

 

NATC がサプライヤーから提案を募集し、ボトムアップでイノベーションを起こそうとする試みは、

「企業横断の組織的な知識創造」に他ならない。サプライヤーとプロジェクトルームを共有し、企業



を超えて同じ釜の飯を食おうというのは、知識創造の成果だけをサプライヤーから購入すればよいと

考える欧米の製造業とは、異なるタイプのオープンイノベーション アプローチだ。 

 

そして富士フイルムの先進研は、融知創新を掲げ、コア技術づくりを通して、新たな事業ドメインを

創造することをめざす。そのために、異なる研究ドメインの研究者同士をつなぎ、相互理解と互恵関

係をベースとした異質の出会いを演出する。ビジョンを徹底的に共有する、研究ドメインを超えてそ

れぞれの技術を深く理解する、その上で開かれた場に「コト(event)」を起こす。 

 

目標をあらかじめ決めて、効率的に知識創造を行うのとは逆に、知識創造を活性化させることで、そ

こから適切な未来像を自ら描いていこうというアプローチは、日本の製造業の研究開発が持つ力強さ

である。日本の製造業は、このアプローチで、これまでに常識を超えるブレークスルーを数多く起こ

してきた。技術ブレークスルーをめざした組織運営は、一見効率の悪い研究開発に映る。だが、長期

的視座に立って知識創造型組織を構築していくことで、粘り強くイノベーションをねらっていく。知

識創造の場作りと、人と人との相互理解とネットワークの強化は、知識創造によるイノベーションの

可能性を指数関数的に増大することになるだろう。 

 

 

事例 3: 富士フイルム 先進研究所 

「技術ブランディングとホスピタリティの『開かれた融知創新の場』」 

 

富士フイルム先進研究所は、人と技術を出会わせるための場である。有機・無機、物理・化学、光学、

制御システムなど、様々な研究ドメインを持つ富士フイルムが、その強みを活かし、学際領域に焦点

を当ててイノベーションを起こそうという考えが、「融知創新」のコンセプトだ。 

 

融知創新を実現するために彼らが立てた仮説は、桁違いの目標を持つ自律した「個」(研究者)が、オ

ープンで多様性があり、知的にぎわいのある「場」(研究所)でインタラクションすることだ。先進研

は、これらの状態をワークプレイス、ファシリテーション、ホスピタリティの三要素で見事に実現し

ている。 

 

まず、ワークプレイス。ナレッジカフェという知的にぎわいの中心地から、周回通路ですべての研究

者に容易にアクセスできる。周回通路にはノードと呼ばれる議論のための空間が多数用意され、いつ

でも知的なにぎわいが起こせるようになっている。また議論が始まれば、研究所のどこからでもガラ

ス張りの中庭を通じて見通すことができる。 

 

次にファシリテーション。専門領域の異なる研究者同士が、お互いの技術の本質を理解するために、

「タッチゾーンプログラム」というアクションラーニングプログラムを用意している。このプログラ

ムの講師は、同社デザインセンター所属のデザイナーたちがボランティアで務める。このプログラム

を通して、自分自身の研究の本質をつかむ。 

 



そして何より驚かされるのが、先進研のホスピタリティだ。写真フィルムを超えて、多くの技術を持

っている先進研。新しい技術をできるだけ多くの人に見せたい、どんな研究者たちがどんな環境で新

たな技術の開発に取り組んでいるかを見てもらうことで、信頼とブランドを再構築していきたい。そ

のためには、まず外部の人に数多く来てもらうコトが必要である。また来たい、そう思っていただく

ためのホスピタリティ。日本の製造業の未来を感じる。 

(以上 野村 恭彦) 

 


