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神戸大学経済経営研究所教授

延岡 健太郎（のべおかけんたろう）
1959 年広島県生れ。1981 年大阪大学工学部精密工学科卒業。同年マツダ入社、8年間商品戦
略企画担当。1988 年マサチューセッツ工科大学より経営学修士取得。1993 年同大学より
Ph.D（経営学博士）取得。1994 年神戸大学経済経営研究所助教授。1999 年教授。2000 年経
済産業研究所ファカルティーフェロー兼務。専門領域は、企業戦略、技術戦略、製品開発、
組織マネジメント、MOT。［主要著書］『マルチプロジェクト戦略』（有斐閣、1996 年）、
Thinking Beyond Lean（共著、Free Press、1998 年）、『製品開発の知識』（日経文庫、2002
年）、『MOT［技術経営］入門』（日本経済新聞、2006 年）

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㈱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 月より東レ経営
研究所特別研究員。2006 年 8 月から東京農工大学大学院非常勤講師。現在、ミヤキ㈱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。

山崎 阿弥（やまさきあみ）
フリーランス・ライター

繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門
学校講師、企業グループが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌での
ライティング、各種デザインのクリエイティブ・ディレクターのほか、企業のブランディン
グに関わるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。

Point
1 MOT（技術経営）は、「製造業の経営学」。「技術者が経営学を学ぶ」という単純なものでなく、技

術を経営に結び付けて長期的な視点で考えるという、複雑かつ不確実な分野で、大変難しい領域。
2 我が国の製造業は、卓越した技術力により製品の価値創造（Value Creation）には優れているが、

企業価値を生み出す価値獲得（Value Capture）へのマネジメントに問題を抱えている。
3 この大きな原因の一つが、製品の急速なモジュール化によって、短期間に過当競争へ陥ること。自

動車のように「擦り合わせ」が必要な商品では、これに対する対価を獲得できる。
4 企業の競争力を高めるには、他社が容易に真似できない独自のコア技術を鍛え、これを実現する組

織能力を高めるなど、本当の意味での骨太な企業を目指す「コア・コンピタンス経営」が重要。
5 経営には、サイエンスとアートの二つの能力をバランスよく身につけることが必要。
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このシリーズは、東レ経営研究所が主催する

上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメン

ト研修」で主要科目を担当される講師の方に、講

義の内容やMOT（技術経営）についてインタビ

ューするものです。

今回は神戸大学経済経営研究所の延岡健太郎

教授にお話を伺いました（4 月 18 日、同研究所

にて）。

なお、延岡先生には「付加価値創造における

MOTの役割り」と題した講義題目で初回授業を担

当していただいています。受講者にとり、研修は

もとよりMOTを学ぶ入口となる重要な講義です。

MOTとは？　

経営学としての認識

宮木：「MOT（技術経営）」という言葉は日本で

もようやく認知されつつありますが、MOT 発祥

の地マサチューセッツ工科大学（MIT）で実際に

この教育に携わってこられ、また経済産業省のプ

ロジェクトにもかかわってこられた延岡先生か

ら、まずMOT教育とは何か、またこれを広めよ

うとする背景は何かなどということについて、簡

単にお話しいただきたいと思いますが。

延岡：普及してきたとはいえ、MOT に対する認

識はまだ少し混乱しているようです。MOTには、

3 つの解釈があるようです。第一は、「技術者が

経営学を学ぶ」という経営学そのもので、ビジネ

ススクールの教育はこれに当たります。第二は

「製造業の経営学」です。技術と経営学を結び付

けて長期的な視点で考えるという、一番複雑かつ

不確実で、難しい分野です。三番目は「技術開発

のマネジメントにかかわるツールや手法を学ぶ」

という視点です。いずれも大変大事な分野ですが、

私は、第二の「製造業の経営学」という視点が

MOTの本質であると考えています。

経済産業省がMOTに注目したのも、我が国の

優れた技術力が企業業績に結びついていないとい

う問題意識からで、製造業の上級マネジャーが

MOT をしっかり勉強して、戦略的に考える際に

使っていくことを期待したものです。

すなわちMOTが目指すところは、製造業が製

品・商品を通じて技術を経済価値へ結び付け、経

済価値を最大化することであり、そのために様々

な不確実性と対峙し戦略的・組織的にマネジメン

トを行うという、長期にわたる非常に複雑で困難

な営みなのです。しかし、現状ではまだこのあた

りの理解が不十分で、単に「技術者が経営学を学

ぶ」という程度に考えている人が少なくないので

はないでしょうか。

価値創造と価値獲得

宮木：この認識不足は日本の製造業界が苦戦して

いることと通じているようにも思えますね。「顧

客価値」を重要視する声は、このところどんな業

界からも聞こえてきますし、本当に顧客が喜ぶ製

品を生み出そうという気運はより高まっていま

す。しかし、その先にある事業価値の獲得へはな

かなか結びついていないようです。

延岡：国内の製造企業の多くが、高い技術力で良

い製品を開発することはできても、それに見合う

付加価値や利益を得ることができないという共通

の課題を抱えています。優れた商品を低コストで

開発して、しかもそれが顧客ニーズに合っていた

としても、なかなか、高い利益には結びつかない

時代です。多くの経営者はそれを理解せず、少し

でも良い商品を低コストで開発しようとします

が、経営としてはそれだけでは真の価値創造には

なりません。結局は、同質的な過当競争になって

しまう場合が多いからです。
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宮木：逆にアメリカの企業を例に取ると、技術や

製品そのものの価値創造（Value Creation）より

も、事業としての価値創造とその向上に努めよう

としますね。

延岡：つまり、価値獲得（Value Capture）に目

を向けているということなのです。例えば、デル

のパソコンです。パソコンの性能で言えば日本企

業の商品の方が優れている場合が多いのですが、

デルは 5,000 億円、6,000 億円という莫大な利益

を上げることもあります。

とはいえ、日本企業のように大きな利益に結

びつかなくても、過当競争の中で必死にものづく

りに取り組むと、企業に体力がつき、コンピタン

スにつなぐこともできます。日本の製造業は企業

価値を生み出すためのマネジメント面で大きな問

題を抱えており、だからこそMOTが必要なので

すが、基礎体力が高く豊富な資源を有しています

ので、最もMOTが活かされるとも言えるのです。

製品アーキテクチャが

日本企業の競争力を決める

宮木：過当競争の原因ということでは、先生が挙

げられたような情報家電分野の製品アーキテクチ

ャ（設計思想）において、特に急速なモジュール

化（標準化）が進んでいることもありますね。

延岡：複雑なシステムは、インターフェースを共

通化し、小さな単位への分割や部分的な抽出を行う

ことによって管理が可能になります。そのモジュー

ル自体は日本独自の技術が非常に多く含まれるの

で、部品を販売したり、製造のために設計図を中国

などへ公開し、製造方法まで指導するようなことを

したりしなければ良いのですが、部品事業の方が利

益を生むため、その動きを止めることは難しい。け

れど、それが自分自身の首を絞めているのです。

一方、これらの情報家電と同様に高度な技術を

有しながら、成功している例の代表格は自動車産

業です。

宮木：両者はどこが違うのでしょうか。

延岡：自動車の製造はインターフェースが複雑で

企業内でも部品メーカーとの間でも“擦り合わせ”

の作業がかなり必要です。そのためモジュール化

しづらく、日本が最も強みとする“擦り合わせ”

能力・造り込み能力を発揮し、クローズドでいる

ことができます。

もちろんコストは高くなりますから、この高

度な“擦り合わせ”を受け入れ、対価を支払う人

がいるかどうかが大きな鍵です。その点、自動車

という世界は、機能面だけでなく、外見の良さな

どを追求するユーザーも多く、“擦り合わせ”の

支持者が幅広く存在します。

宮木：確かに情報家電などは、いくら便利でも

「そこまでの機能を期待しない」というように、

消費者ニーズの頭打ちが顕著ですね。

延岡：自動車は自分のこだわりを見せることがで

きますし、ステータス性やファッション性などが

自己表現のツールとしても位置付けられていま

す。昨今は特に、こういった要素が顧客価値を高

める役割を果たしているのです。私は従来の製造

業が訴求してきた「機能的価値」に対し、こうい

った要素を「意味的価値」と呼んでいます。

真似のできない独自性

コア・コンピタンス経営

宮木：今のお話を少しブレークダウンしていきま

しょう。技術、QCD（Quality, Cost, Delivery）、

オペレーションにおいて一見 100 点満点に見える

日本の製造業に一体何が必要なのでしょうか？　

延岡：他社が真似することのできない独自性を打

ち出し、持続的な差別化を行うことによって、付

加価値を獲得することです。日本の製造企業がつ

くる DVD や薄型テレビ、デジカメ等は、ユーザ

ーニーズにも合致していて品質が高く良品です。



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2007.6 経営センサー
49

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4回）

49

しかし、ほどなく過当競争に陥り、普及と共に価

格が下落して最終的にはより安い中国製品に凌駕

されてしまいます。

そもそも過当競争に陥るのは、ある商品をつ

くる企業が、みな同様に 100 点満点の製品開発を

行おうとするからです。どの製品も同じであるな

らば、存在意義がありません。市場のメカニズム

に従って消えていくだけです。特許の取得が盛ん

に言われているのも、自社が創造した価値を囲い

込んでおかなければ、たとえ顧客価値が高い製品

であっても儲からないということに気付いた結果

ではないでしょうか。

宮木：しかし、さきほどの「意味的価値」や「機

能的価値」は、企業が価値獲得するために行うべ

き商品の差別化にかかわることですが、どちらに

おいても計画を立てづらく不確実要素が多分にあ

りますね。

延岡：おっしゃる通りです。商品による差別化は

いくつかの問題点をはらんでいます。

一つには、競争力の「持続性の問題」。新商品

の開発期間が短期化されており、ヒット商品を出

してもすぐ模倣されてしまいます。特許取得して

いてもそれを迂回して同様な技術を盛り込むこと

は不可能ではありません。

さらには競争力の「範囲の問題」。たとえヒッ

ト商品を出すことができても、その商品単体、技

術単体のレベルに留まっていては事業全体の業績

にはつながりません。

そして長期的な「学習の問題」。事業全体の業

績を目指す場合、広すぎず狭すぎず適度な範囲で

組織的な学習を行うことが不可欠ですが、個別の

商品開発に最適化された事業では、組織能力を構

築する学習に至りません。

宮木：つまり、商品だけの差別化を考えていては

だめだということですね。往々にして偶然に「売

れる」ということも起こりうることですし・・・。

延岡：野球の試合も試合当日の様々な状況によっ

て勝敗が左右されますが、大前提として強いチー

ムならば勝つ確率は自ずと高くなります。大切な

のは、個別の技術・製品開発での成功を追うだけ

ではなく、容易に真似されない強みによって本当

に骨太の企業になることなのです。

宮木：いわゆる「コア・コンピタンス経営」ですね。

延岡：組織能力を明確に定義するのは大変難しい

ことですが、その向上には三つの分野を高めてい

くことが重要だと考えています。

第一に、特定の技術分野に集中しコア技術を

鍛えること。流行やニーズの変遷に左右されない

強みをブレずに構築することができます。なお集

中によるリスクを回避するため、長年多様な商品

を出し続けることも重要です。

第二には、組織プロセス能力の強化。これは

少ない工数とコストで短期間に高品質の商品を

実現できる力の向上を意味しますが、どの企業

でも至極当然のこととして一般的に行われてい

るがゆえに、明確な独自能力が提示しにくい分

野でもあります。

そして第三は、事業システムの強化。近年は

モジュール化を理由により多くの商品開発が分

業体制で行われており、複数の企業からなる事

業システムでの差別化は大きな付加価値に結び

つきます。

宮木：商品単体の売れ行きに一喜一憂し右往左往

するのではなく、まずコア技術を磨き、同時に組

織能力を高めることが重要ですね。
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延岡：製品・技術開発で重要なのは、構築すべき

強みと組織能力の方向性を決定し資源を集中する

ことなのです。そして、決定した方向性からブレ

ない経営を 10 年ぐらいかけて蓄積した能力こそ

が付加価値の源泉となります。

東レ経営研究所のMOT研修

今後の方向性

宮木：最近、野中郁次郎先生も、経営にはサイエ

ンス（科学的な分析による客観的なアプローチ）

とアート（ビジョンや意志による主観的なアプロ

ーチ、直感力）の両方の力を身につけることが重

要だと言われていますが、特にアートの力につい

ては、教えることも学ぶことも難しいところでは

ないでしょうか。

延岡：確かに後者のアート的な能力は具体的な方

法で培うことが難しく、日本人の苦手とするとこ

ろではあります。しかし、それゆえにこちらの能

力にクローズアップし過ぎる傾向も見て取れま

す。二つの能力をバランスよく身につけることが

大切です。様々なツールを用いた地道な作業の積

み重ねによって調査や分析を徹底的に行う能力

と、その作業から導き出された不確実要素から意

思決定を行っていく直感的な能力、どちらも欠か

すことができません。しかし、どちらにせよ「こ

んな会社にしたい」と明確にビジュアライズする

ことが大前提です。

宮木：最後に、東レ経営研究所が主催する研修の

カリキュラムについて、ご感想、アドバイスや今

後の改善点などご意見をお聞かせください。

延岡：MOT では「技術マネジメント」「戦略的

思考」「創造的思考」の三つの能力を身につけた

人材育成が必要とされます。この点で、東レ経営

研究所の「戦略的技術マネジメント研修」は、必

要なエッセンスをバランスよく網羅しており、そ

こが強みと言えるのではないでしょうか。

今後の方向としては、このように総花的にカ

バーされた講座を特徴とするのか、もしくはコン

セプトを明確にし、例えばプロセス産業に焦点を

当てたカリキュラムにするといったことも考えら

れると思います。現在、化学産業からの参加が多

いことから、これを特徴とすることも 1つの道か

と思います。化学産業の経営は、優秀な技術者に

依存するところが多く、経営学として扱われるこ

とが少ないのですが、一方でマネジメントに大き

く左右される分野でもあります。

医薬品業界などは、技術が利益を創造するに至

るまで大変長い年月を要し、「万に一つ」の可能性

に賭していくようなところがあり、MOTに取り組

んできた主要な企業分野と比較するとかなり特異

な面をもちます。そのため、改善型の商品を継続

的に製造していくといった戦略は苦手とするとこ

ろでしょうが、マネジメントによって安定的な業

績を得ることに関心を高めていることも事実です。

宮木：今後も基本的には、企業の現場で技術開発

のマネジメントに携わる方たちを対象とし、必要

な科目を全般的に網羅した研修内容を提供してい

こうと思っております。また一方でこの研修は異

業種交流の場であることも重視し、講師と受講者

の関係も継続的なものにすることを目指していま

す。受講生の皆さんのニーズを反映した補講の開

講や、修了生を対象とした講演会の開催などは、

好評をいただいています。これからも研修を提供

する私たちが、より良い研修になるよう努力して

いきたいと思いますので、先生にも引き続きご支

援をお願いいたします。

本日は貴重なお話をありがとうございました。


