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未来を起点に社会を革新する
新たなソーシャルニーズの創造

オムロンは、無接点近接スイッチをはじめ、自動改札機など、数々の世界初のイノベーションで新たなソーシャル
ニーズを創造し、社会的課題を解決し続けてきました。なぜ世界初のイノベーションが次々と創造されてきたのか。
その源泉の一つが、創業者が実践してきた未来を見据えたバックキャスト型の技術経営です。社会、技術の変化が
激しくなるなか、オムロンは、2015年にCTOを設置し技術経営を強化しています。かつて創業者が卓越した慧眼
で実践してきた技術経営を組織で再現する。現在のオムロンにおいて、技術経営をリードするCTO宮田にさらなる
ソーシャルニーズの創造に向けた取り組みについて聞きました。

　オムロンは、顧客や社会の困りごとを技術で先回
りして解決してきた「技術先行型企業」です。その結
果、現在では、数億円から数百億円の事業が約90集
まったベンチャー企業の集合体ともいえるユニー
クな企業となりました。カンパニー制が導入された
1999年以降は、事業部門が個別に技術戦略を考え
るようになり、この体制によって事業部門ごとの技
術の完成度は高まりました。一方、近年AI、IoT、ロボ
ティクスなどに代表される技術革新が急速に進み、
事業を取り巻く環境は大きく変化しています。この

変化に素早く、そして柔軟に対応するためには、各
事業の枠を超えて全社横串で取り組む必要がある
と考え、全社技術戦略を統括するCTOのポジショ
ンが2015年に設置されました。
　私は初代CTOとして、経営のスタンスとしての
技術経営の確立と、その技術経営を実践するための
中長期を見据えた全社技術戦略の策定と実行に取
り組んできました。この3年間で、オムロンの技術経
営をうまく打ち出せてきたのではないかと、手応え
を感じています。

—	宮田さんが2015年にCTOに就任されてから3年たちました。
	 就任当初に感じた課題を改めて教えてください。また、これまでの総括をお願いします。

CTOインタビュー特集１
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オムロンの技術経営とは、「社会的課題を解決する
ため、技術革新をベースに近未来をデザインし、
その実現に必要な戦略を明確に描き、実行する経営
スタンス」のことです。その原点は、創業者 立石一真
が1970年に提唱した未来予測理論、サイニック
理論にあります。

サイニック理論は、「科学」「技術」「社会」が相互に
作用しながら社会が発展していくという考え方
です。具体的には、新しい科学が新しい技術の種
となり、社会に革新をもたらし、社会的課題が技術
開発を促して新しい科学への刺激を与える。
オムロンは、この相互作用の中で顧客課題や社会
的課題、つまり社会を起点に事業を生み出すこと

を得意としてきました。それがオムロンならではの
技術経営の特徴だと言えます。
「VG2.0」では、技術経営をさらに強化するため

に、科学・技術・社会の相互作用に関連した3つの領
域に注力しています。1つ目は、科学を取り込み、
新しい技術を仕込むためのオープンイノベーショ
ンの加速です。2つ目は、AI、IoT、ロボティクスなど
全社にまたがる横断的なコア技術と各事業が保有
する固有のコア技術の強化です。3つ目は、新規
事業創出を加速する、トライアンドエラーと事業イ
ンキュベーション機能の強化です。VG2.0の初
年度は、注力領域でさまざまな取り組みを進めて
きました。

AI IoT

ロボティクス

コア技術の強化

● 「AI搭載マシンオートメーション
　コントローラー」を開発
● IoTサービス基盤「i-BELT」を
　立ち上げ
● 世界初「ドライバー見守り
　車載センサー」を開発

医療費の高騰労働力不足 事故・渋滞の多発

新規事業創出の加速

● 脳・心血管疾患の発症を防ぐ
　 「ゼロイベント」の推進
● ドライバーの安全運転を
　 見守る管理サービス
　 「ドライブカルテ」を提供

脳科学 コンピュータ科学 生命科学

オープンイノベーションの加速

⃝ 理化学研究所との包括連携
⃝ 大学、研究機関との協創
　 ・ MIT メディアラボ
　 ・ MIT コンピュータ科学・人工知能研究所
　 ・ スタンフォード大学 メディアX
　 ・ 国際高等研究所 など

■ オムロンの技術経営の原点と3つの注力領域における2017年度の取り組み

— 成果としてあげられた技術経営は、一般的な経営手法の一つとして認知されています。
 オムロンの技術経営の特徴は何ですか。

社会

技術

科学

（ Innovation）

必要性（Need）

種（Seed）

進歩志向
的意欲

刺激（Impetus）

革新
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よりよい社会をつくるために、社会が必要とする
新たな価値、「ソーシャルニーズの創造」を加速
していくことです。
オムロンは約90の事業の集合体であるという

ことは先ほどお話しましたが、ポートフォリオ
マネジメントにより、その内のいくつかは事業を収束
させています。その中でも我々が、成長し続けて
いくためには、代わりとなる新たな事業を生み出し
続けていくことが必要となります。つまり、オムロン
のあらゆる組織から、新たな価値がどんどん生まれ、
商品やサービスとして社会に実装できている状態
を作り上げることが、経営としての課題です。
そのために、ソーシャルニーズの創造のプロセス

を組織知化し、新たな価値を創出する力を全社で
強化していく仕組みと組織を構築しています。
ソーシャルニーズの創造のプロセスには、フォア
キャスト型*1とバックキャスト型*2の2種類があり
ます。オムロンでは社会のニーズをいち早く捉え、
これまでにない価値を生み出し続けてきました。つ

まり、バックキャスト型を得意としていました
が、カンパニー制導入後はフォアキャスト型の
プロセスが中心となってきていました。これからは、
改めてバックキャスト型のプロセスにも注力します。
この取り組みの一つが、全社のイノベーション

プラットフォームとして、2018年3月に設立した
「イノベーション推進本部（以降、IXI）」です。IXIは、
バックキャスト型のソーシャルニーズの創造に
必要な機能を全て揃えており、そのプロセスを
一気通貫で実行できる組織です。このプラット
フォームを全社に留まらず、外部とも連携、活用して
いくことで、企業としてのイノベーション創出力
を向上させます。

*1 フォアキャスト型: 顕在化している顧客の困りごとを起点に、事業と
技術を開発し、ソーシャルニーズを生み出すプロ
セス

*2 バックキャスト型: 社会的課題や技術革新、科学進化の潮流といった
未来観を起点に、3年から10年先の未来をデザイ
ンし、その実現に必要な事業と技術を開発し、ソー
シャルニーズを生み出すプロセス

ソーシャルニーズの創造プロセスを「組織知化」

近未来デザイン
事業アーキテクチャ

技術 知財 ビジネス
モデル

アプリケーション・商品・技術として
今、何を開発すべきか

未来観

バックキャスト

顧客密着

フォアキャスト

社会的問題

技術革新

科学進化

顧客の
困りごと

— CTO就任後の3年間で技術経営としての型を作られ、それがうまく回り始めています。
 CTOとしてオムロンの成長に向けた次の一手は何ですか。

■ オムロンの技術経営コンセプト
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オムロンには、元々バックキャスト型でソーシャル
ニーズを創造するプロセスの雛形があったこと
と、社員が自発的にチャレンジを行う企業風土が
根付いていることが大きいと思います。
プロセスの雛形は創業者の頭の中にありました。

彼は、経営者と技術者という2つの顔を持ち、その2
つの視点を組み合わせることで、世の中の変化の
兆しをいち早く捉え、誰も気づいていない超具体
的な未来像を描いていました。オムロンではこれ
を「近未来デザイン」と呼んでいます。そして、近未
来デザインの実現に必要な技術や商品を開発し、
事業として育て、社会に実装していくことで、社
会の発展に貢献してきました。この創業者の頭の
中の暗黙知だった、「近未来デザインを起点とし
たバックキャスト型のソーシャルニーズの創造」
の手法を、プロセスとして形式知に変えて、組織
に落とし込んでいきます。

例えば、制御機器事業で進めている 、
ヘルスケア事業で進めているゼロイベントの実現
は、ファクトリーオートメーション、ヘルスケアそれ
ぞれのドメインのありたい近未来像から、バッ
クキャストして事業を進めています。これを、全社
に展開していきます。
企業風土の面では、企業理念の存在が大きいで

す。オムロンの企業理念では、「ソーシャルニーズ
の創造」「絶えざるチャレンジ」「人間性の尊重」を
私たちが大切にする価値観としてあげています。
この価値観が社員一人ひとりに根付いており、

「ソーシャルニーズの創造にチャレンジするぞ！」
と旗を上げたときに、多くの社員は失敗を恐れず
に挑戦してくれます。また、従来から外部の知見を
取り入れることにも積極的で、オープンイノベー
ションにも力を入れている。こういった企業風土
は大きな強みです。

— イノベーションを推進する組織は、他社でも数多く設立されています。その一部にはうまくいって
いないと評価を受けているものもあります。オムロンのイノベーション創出加速の仕組みは、なぜ
うまくいくとお考えですか。

事業検証

● ビジネス
 クリエーション室
● インキュベーション
 センタ

近未来デザイン

● オムロン
 サイニックエックス
 株式会社

戦略策定

● プロジェクト
 マネジメント室

全社人財

課題形成 実行事業部門
本社部門

イノベー
ション

推進本部

■ オムロングループ全社のイノベーションプラットフォーム「イノベーション推進本部」

ソーシャルニーズの創造プロセス

機能を
実行する
組織

> 価値創造モデル（P6） > CEOメッセージ（P8）
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全社イノベーションプラットフォームとしての
IXIには、バックキャスト型ソーシャルニーズ創造
プロセスである「近未来デザイン」、「戦略策定」、

「事業検証」を担う組織を割り当て、社内外の専門
家を配置しています。特に、その起点である近未来
デザインを担う組織「オムロン サイニックエック
ス株式会社（以降、OSX）」を、IXI傘下の別会社とし
て設立しました。OSXには、AI、IoT、ロボティクス
など最先端技術のトップ人財を広く外部から登用
しました。その人脈もフル活用しながら、社内だけ
ではなく社外の研究機関などと徹底的なオープン
イノベーションを行い、近未来をデザインしていき
ます。その活動を最大化するために、兼業や副業を

認めたりするなど、別会社ならではの人事制度や
評価制度を用意しました。OSXの研究員の自由な
働き方は、働き方改革のひとつのモデルケースに
なると思います。
またIXIでは、ソーシャルニーズの創造を加速する

ために、「学びの蓄積」をしていきます。新たな価値を
生み出すためには、その数倍、数十倍の挑戦が必要
であり、多くの失敗も生まれるでしょう。その失敗
の原因分析を行い、「学び」として蓄積し、次回以降
の挑戦に活かしていきます。また、社員が失敗を
恐れずに何度でも挑戦できるように、結果よりも、
プロセスを重視した評価基準を策定しようとして
います。

近未来デザイン 戦略策定 事業検証

社会的課題

技術革新

科学進化

想定顧客

価値

実現手段

回収方法

仮説
進化

プロト
タイプ

顧客
理解

インキュベーション

インキュベーション

異なるドメイン／顧客基盤で
あらゆる可能性を検証する

失敗の原因を価値・コスト・技術の
観点から分析／記録する

リトライ エラー
学びの蓄積

— 「ソーシャルニーズの創造」加速に向けた具体的な取り組みについて詳しく教えてください。

■ ソーシャルニーズの創造プロセス

ソーシャルニーズの創造プロセス

学びの蓄積プロセス

原因分析仮説再構築

40



— 最後に、「ソーシャルニーズの創造」にとって一番大切なものは何でしょうか。

「オムロン サイニックエックス株式会社」
（写真左から）　技術アドバイザー：牛久 祥孝 （東京大学と兼務）、技術顧問：栗原 聡（電気通信大学/慶應義塾大学と兼務）、研究員：フェリクス・フォン・ドリガルスキ
（奈良先端技術大学院大学を経てOSX）、研究員：橋本 敦史 （京都大学を経てOSX）

プロセスをしっかりマネジメントしていくこと
と、人を育てることです。
仕組みと組織を構築しましたが、今後、この仕組

みがうまく回っていくのかを注意深く見ていく必
要があります。IXIの取り組み内容は、部門内で情
報を閉じるのではなく、社内に対して情報は常に
オープンにしていくことにしています。何に、どの
ように取り組んでいるのかを周知していくという
わけです。同時に、社外に対しても情報はタイム
リーに発信し続けます。このように、積極的な社内
外コミュニケーションを通じて、仕組みを回して
いきます。
そして、何よりも大切なのは、人です。IXIには、

戦略人財の育成の場という狙いも持たせていま
す。戦略人財とは、これからのオムロンを担い、ビ

ジネスをリードしていくために必要な「構想力」
「表現力」「貫徹力」を兼ね備えた人財です。新規プ
ロジェクトを立ち上げる際には、事業部門から構
想と共に戦略人財がIXIにやってきて、さまざまな
異能人財とチームを組みます。そしていくつかの
プロジェクトにかかわって成長をした後、事業部
門に戻り、さらに活躍をしていくことになります。
このように戦略人財が仕組みと組織をフルに活用
し、ソーシャルニーズが次々と創造されている、つ
まり、一人の天才によるイノベーションではなく、組
織でソーシャルニーズを創造している状態を創り上
げていきます。
今後もオムロンのさらなるソーシャルニーズの

創造にご期待ください。
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