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東北大学大学院　長平彰夫教授インタビュー

東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻（技術経営・知的財産権分野）教授　 長平 彰夫氏
インタビュアー：MOTチーフディレクター　宮木 宏尚
記：人材開発 1部プランナー　石川 裕子

東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻（技術経営・知的財産権分野）

教授

長平 彰夫（ながひらあきお）
熊本県出身。1955 年生まれ。東北大学法学部卒業後、北海道東北開発公庫（現日本政策投資
銀行）に入庫、製造業の設備投資審査、ベンチャー企業への投融資を数多く手掛ける。1999
年 10 月東北大学未来科学技術共同研究センター（NICHe）専任助教授を経て、2002 年 4 月
から現職。経営学博士。華中科技大学管理学院客員教授（中国）。主要研究分野は、研究開発
マネジメント、新製品開発プロセスマネジメント。

宮木 宏尚（みやきひろひさ）
東レ経営研究所特別研究員MOTチーフディレクター
東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師

1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。東レ（株）入社。13 年間、工場にお
いて合成繊維原料・エネルギープラント等の計画・管理を担当の後、全社の技術戦略企画、
新事業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002 年 12 月退社。2003 年 3 月より
現職。現在、ミヤキ（株）代表取締役社長。（社）化学工学会経営システム研究委員会委員長、
（社）総合研究フォーラム理事、日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員など。

石川 裕子（いしかわゆうこ）
東レ経営研究所人材開発 1部プランナー

2004 年青山学院大学大学院国際マネジメント研究科修了。経営学修士（MBA）。東京工業大
学大学院情報理工学研究科産学官連携研究員を経て、2004 年 5 月から現職。教育プログラム
開発、異業種交流研究会の企画・運営を担当。「戦略的技術マネジメント研修」、平成 16 年度
経済産業省受託事業「世界シェアNo.1 の東レ炭素繊維“トレカ”の研究開発・事業戦略を中
心としたMOT プログラム」、平成 17 年度経済産業省受託事業「ケースメソッドで学ぶテク
ノロジーマーケティングのプログラム」の開発や青山学院大学経済学部寄附講座、神戸大学
経営学部トップマネジメント講座等を担当。

Point
1 MOTは、新しいモノを創り出すマネジメント、不確実性をマネジメントするという点で、効率性

を追求するMBAとは異なり、モノ創りを中心とした我が国の産業競争力強化には重要である。
2 「投資の経済性評価」の研修プログラムでは、戦略的意思決定を行うための基礎的な理論とツール

を学ぶ。
3 「知的財産マネジメント」の研修プログラムでは、特許戦略ではなく研究開発戦略に大きな影響を

与える知的財産戦略について考える。
4 研修効果をあげるためには、フルテキストの教材や、板書中心の講義が有効である。
5 研修の質を常にフレッシュに保つためには、「インストラクションデザイン」の考え方が重要である。
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本稿では、東レ経営研究所主催、上級MOT短

期集中「戦略的技術マネジメント研修」の主要な

科目をご担当頂いている講師の方に、講義内容に

ついてインタビュー形式でお話を伺います。

今回は、東北大学大学院工学研究科　教授

長平彰夫先生にインタビューしました（2007 年 3

月 24 日於：東北大学　青葉山キャンパス）。

長平先生は、プログラムを構成する 5 つカテ

ゴリーのなかで、「技術マネジメント」科目の

「投資の経済性評価」と「知的財産マネジメント」

をご担当頂いています。

宮木： 2002 年に開始された経済産業省のMOT

人材育成プロジェクトとともに、MOT という言

葉は、認知されるようになりました。現在では、

大学や民間教育機関で、数多くのMOT人材の育

成が行われており、MOT の解釈にもバラツキが

あるようですが、長平先生のお考えになるMOT

（技術経営）とはどのようなものですか。

長平：MOTは、もともと大学のコースの名前で、

Management of Technology （MOT）もしくは

Technology and Innovation Management（TIM）

と呼ばれています。その原点は 70 年代に米国の

ゼネラルエレクトリック社（GE 社）で、研究所

運営上のノウハウとして誕生しました。80 年代

には、米国のマサチューセッツ工科大学

（MIT ：Massachusetts Institute of Technology）

で学問体系としてまとめられましたが、そのきっ

かけは、日本の技術的進歩が脅威と認識されたこ

とにあると言われています。

MITスローンスクール（Sloan School）では 3年

ほど前にそのコースはなくなり、エグゼクティブ

コースだけになりましたが、UC バークレー

（University of California, Berkley）のハーススクール

（Haas School）などにはMOTコースがあります。

特にヨーロッパでは、TIM というコースが多

くの工科系大学の中にあります。

MOT や TIM は、技術とイノベーションをマ

ネージ（管理する）という意味ですが、イノベー

ションは結果として出てくるものであって、実際

にはマネージできない概念といえるでしょう。

シュンペーター（J.A.Schumpeter）の定義する

イノベーションは、新結合と言われるように極め

て革新的なものを指します。日本ではイノベーシ

ョンを「技術革新」と訳したのですが、市場革新

や社会革新なども含みます。中国では、「創新」

と訳されますが、まさに新しく創り出すという意

味では、こちらの方が原語に近いと思います。日

本企業では主に改良・改善を力にして成長してき

たので、最近では改善的なものもイノベーション

と定義するようになりました。

宮木：以前日本では「技術系人材にMBA を学ば

せたらMOTになるのではないか」という議論も

ありました。MBA と MOT には本質的な違いが

あるように思いますが、この点についてどのよう

にお考えになりますか？

長平：MOT がMBA と違うところは不確実性を

扱うという点にあります。

MBA は効率性を重視し、リスクを極力減らすこ

とに力点を置いています。会計学（アカウンティ

ング）、金融工学（ファイナンス）など、リスク

を極力減らすことを目指した学問を学びます。戦

略 論 も 分 析 的 戦 略 論 で あ り 、 ポ ー タ ー

（M.E.Porter）の競争的ポジショニング戦略や、

バーニー（J .B .Ba rney）の内部資源重視論

（Resource-Based View）の考え方があります。

一方のMOT は不確実性が高いイノベーション

の効果やインパクトに重きを置いています。これが

企業の原動力になるのです。戦略もミンツバーグ

（H.Mintzberg）やクリステンセン（C.Christensen）

の提唱するような創発的戦略です。トップから降

りてくる情報と現場から上がってくる情報を組み

合わせて戦略を策定します。MOTは不確実性をリ

スクとして排除していくだけではなく、それをチ

ャンスにして、新しいイノベーションや事業を興
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していくことにあります。MOTではコンティンジ

ェンシー（状況適応）を重視するので、研究開発

においても場面に応じてマネジメント手法を使い

分けることになります。

マーケティングの視点においてMBAでは“顧

客の声”（Voice of Customer）を聞けと強く言わ

れてきました。でも今まで世の中に出てきた新製

品で、顧客の声だけを形にしてヒットした商品が

あったでしょうか？MOTでは、顧客が求めてい

るものをさらに発展（Develop）させて提案する

（Development of Voice of Customer）ことを重視

します。テクノロジーマーケティングの本質はそ

こにあります。技術主導型のテクノロジープッシ

ュとはまた違います。

例えば素材メーカーのような B to B の会社で

あっても、どういったものに顧客が感動するかを

常に考えていないといけません。次の車の開発に

必要な素材は、メーカー側から提案していくこと

が必要となります。顧客企業のニーズを発展させ

ていくことが大切です。最近では製造業であって

も、「モノづくり」から「コトづくり」へと言わ

れています。「コト」とは物語性、感動であって、

製品をモノとして扱うのではなく、それを使うこ

とによって顧客が感じる物語、感動を売っている

のです。

顧客の声を聞いて新製品を作っているだけで

はすぐに陳腐化し、次の商品にすぐにとって変わ

られる「イノベーションのジレンマ」（クリステ

ンセン： Christensen）になってしまう。従来

MBA で言われていた「顧客志向」だけで企業は

勝ち続けていくことはできないでしょう。

ただ一方で技術者が陥りやすい罠は、性能や

スピードを上げていくことに夢中になってしま

い、それを顧客の声を発展させたと勘違いしてし

まうことです。技術や製品の価値は、実は顧客が

決めています。価値と価格は表裏一体であり、顧

客が価値を認めていなかったら追加でお金を払わ

ないでしょう。

コトラー（P.Kotler）のマーケティング理論では、

コスト、品質、価値を満たせば売れるといいます

が、新製品開発の成否はお客のニーズをいかに発

展させて提案してあげるかにかかっています。

例えば、Apple 社の携帯音楽プレーヤー“iPod”

の例を挙げてみましょう。顧客はいつでも音楽を

ダウンロードでき、持ち運べるといいなとは思っ

ていましたが、どんな技術で実現するのか分から

なかった。顧客は“iPod”に「コト」すなわち物

語、感動を感じたから、あれほどのヒット商品と

なったのでしょうね。

最近のキーワードとして、MBA のように効率

を重視するだけではなく、MOTの考え方である、

いかに効果を生み出していくか、将来どうやって

リ タ ー ン を 多 く し て い く か 。 す な わ ち

「Efficiency to Effectiveness（効率性から効果）」

への移行が図られています。

今後は企業の技術開発も許容性（Allowance）を

増やした方が良いと思います。できるだけ漠然と

したものを大切にするようにするとイノベーショ

ンが起こりやすくなります。昔は企業も余裕があ

ったので、アングラ研究が確率・効率が悪くても

許されました。不確実性を許容しながら効率を上

げる。今は、経営トップ（技術担当役員、CTO：

Chief Technology Officer）がこの研究開発のバラ

ンスを調整することが求められています。つまり

研究開発のマネジメントではなく“ガバナンス”

が必要なのです。MBA では株主価値最大化のた

め、研究開発においても効率を重視していました

が、MOT では効率性と企業経営のバランス、研

究開発にもポートフォリオが重要となります。

今後は、企業で許容性を重視するようになると

全社戦略や人事管理等も変わってきます。MBAは



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2007.4 経営センサー
45

上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第3回）

45

適材適所、個々が最適だと全体最適になりますが、

MOTでは個々人の力、プラスアルファの力が発揮

される組織力が競争力となってきます。

①「投資の経済性評価」について

宮木：次に長平先生にご講義頂いている各科目の

内容についてお話を伺います。

本研修では、戦略的な意思決定を行うための基礎

的な理論と手法を身に付けるため「投資の経済性

評価」さらに補講で「オプション理論を用いた投

資の経済性評価」の講義をして頂いています。こ

の各講義ではどんなことに重点を置いて講義して

頂いているかをお聞かせください。

長平：まず本研修プログラムを企画された思想、

考え方がありますね。私は技術マネジメントに必

要な科目と考えてこの講義をしています。受講生

は技術系の方が多く、実践は十分できる方たちで

すが、体系的に意思決定のための理論とツールを

学んだことが少ないようですので、これを実践的

に使えるようになることを目指しています。研究

開発には、自身が意思決定をする場面と、上司に

意思決定を仰ぐ場面があります。その意思決定の

客観性を高めるため、定性的と定量的判断基準が

要ります。定性的とは、経営方針など言葉で表す

もの。定量的とは、企業の内外で客観的判断が下

せる指標を言います。

定量的判断手法として、企業で会計的に使われ

ている方法よりも株主や企業はキャッシュフロー

による判断を重視するようになってきています。

投資の評価方法として、将来のキャッシュフロー

の総額を現在価値として割引計算する、割引キャ

ッシュフロー法（DCF法：Discounted Cash Flow）

が一般的です。この講義では、内部収益率

（IRR： Internal Rate of Return）を用いる方法と、

正味現在価値（NPV： Net Present Value）を用い

る方法の 2つについて概説し、次いで様々なパタ

ーンのキャッシュフローを生む投資の正味現在価

値の計算方法について説明しています。

受講生は技術系の方が多いので、社内で他部

門と予算の折衝をする際にベースとなる考え方と

なりますので、最初に一番中心となる概念である

DCF法を取り上げています。

ただ DCF 法は万能ではないので、それ以外の

もの（リアルオプション等）は、補講で教えてい

ます。リアルオプションから教えてもいいのです

が、本質が分かりづらいので、まずはオプション

の 1つであるDCF法を教えています。

研究開発のような長期に及ぶケースでは、

DCF 法が使えない場合もあり、定量分析の中で

も 2項モデル（バイノミナル）を用いたリアルオ

プションが適している場合もあります。他に投資

対効果を見る ROI （Return on Investment）を使

うことがあります。MOT では唯一絶対の評価手

法はないので、組み合わせて使うことを勉強して

もらいます。

②「知的財産マネジメント」について

宮木：次に「知的財産マネジメント」では、法務

や特許戦略ではなく、知的財産を戦略としてどう

マネジメントするかという点を焦点に講義をして

頂いています。この講義のポイントをお聞かせく

ださい。

長平：知的財産はMOTの中では重要な位置付け

とされ、UC バークレーのハーススクールでも必

須科目となっています。

MBA では商法、契約法が知的財産関連法とし

て重要ですが、MOT において知的財産を捉える

時には、事業戦略、研究開発戦略などとの関係性

において考えます。知的財産には特有の戦略があ

ります。

知的財産と製品は、研究開発の成果であり、

将来どの研究開発を進めていくかという点で知財

戦略は重要なのです。研究開発戦略を考える上で、

研究開発ロードマップと同時に知財マップを作る

ことが必要です。研究開発ロードマップのサポー

トツールとして知財マップを使います。
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もうひとつの側面は、オープンイノベーショ

ンのツールとなることです。その技術開発を自前

で行うか、他社から買うかといった、ライセンス

イン、ライセンスアウトの選択をすることができ

ます。

研究開発戦略と比べて知財の特殊な部分を実

際の事例で教えています。例えばキヤノンのデジ

タルカメラ、携帯電話等の実際の事例を使って、

研究開発を自社で行うのか、他社とアライアンス

も事業戦略の中で考えるのか、などを議論します。

時間の制約からこの部分に絞って講義をして

いるのですが、全社戦略と知的財産の関係とか事

業戦略と知的財産の関係など、研究開発の人たち

にしかありえない独特のマネジメントを講義して

います。

③講義における様々な工夫について

宮木：先生の講義ではフルテキストの教材を準備

頂いたり、板書を中心の講義をして頂いたり、

色々工夫されていると思いますが、この点のお考

えをお聞かせください。

長平：教材はワードで文章を記述したフルテキス

トで用意しています。これは、受講生が後で思い

ついた時に見直し、復習ができるようにするため

です。講義中はテキストの重要な点をマーカーで

チェックして、コンテクスト（文章の流れ）の中で

理解してもらいます。パワーポイントでは限られ

た時間内では効率的ですが、骨子だけなので後か

ら見直しても理解できないことがあります。また、

ホワイトボードに板書して説明することを心がけ

ています。板書の効用は、受講生の理解のスピー

ドに合わせ自分で手を動かすので、理解が深まる

という利点があります。また研修生一人一台のPC

を用意して、表計算ソフト（Microsoft Excel）を使っ

て実際にNPV、IRRを計算しています。

④研修プログラム等への感想について

宮木：長平先生から見られて、本研修プログラム、

受講生等について感想をお聞かせ下さい。

長平：本研修プログラムは、短期間でコンパクト

にまとめられていると思います。ただ時間の制約

から、研究開発マネジメント全般について説明す

る時間がないので、考え方とツールの使い方で終

わってしまうのが残念です。参加企業は化学系メ

ーカーが多いので、講師としては内容をその業界

向けに準備しやすいというメリットがあります。

まだ参加企業が少ない機械・電機系などの他業

界に対しては、内容が中立的であり、どの業界に

でも役立つことを強調した方が良いと思います。

研修内容は、基本を押さえつつも一部を常に

アップデートし、さらに継続企業に対しては満足

度を上げるために新しい機軸を常に打ち立てる必

要があると思います。

受講生に期待するフィードバックとして、実

務ではどのような評価手法を使われているのか、

また講義で学習した内容を実務で使ってみてどう

だったかを教えてもらいたいと思います。

⑤今後の改善点について

宮木：最後に、本研修について、どのような点を

改善すべきかお聞かせください。

長平：これからは、インストラクションデザイン

（ID ： Instruction Design）すなわち、教育プロ

ダクトをシステム的に企画・設計・開発・実施・

評価する方法を取り入れるのが良いと思います。

企業の派遣元には、参加者アンケートを分析

してフィードバックするとともに、前期と比べて

どの点が改善されたかを可視化して説明するのが

効果的です。

宮木：本日はお忙しい中、長時間にわたり貴重な

お話を聞かせて頂きありがとうございました。今

後も、本日のご指摘なども踏まえて、より満足度

の高い研修にしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。


