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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10回）

座談会 ―OBが語る「戦略的技術マネジメント研修」―

出席者：
ビジネス・シナジー・オーケストラ代表（元リンナイ株式会社）

加藤 慎康 氏 （第 1期生： 04.12 ～ 05.2）
綜研化学株式会社研究開発センター知財戦略室室長

今井 達裕 氏 （第 3期生： 05.11 ～ 06.2）
三井化学株式会社触媒科学研究所主席研究員

進藤 敦徳 氏 （第 4期生： 06.5 ～ 06.8）
新日本製鐵株式会社名古屋製鐵所人事グループマネジャー

吉村　 尚 氏 （第 5期生： 06.10 ～ 07.3）
日本電気株式会社 IT 基盤システム開発事業部ソフトウエアーサービス事業推進部部長

島野 繁弘 氏 （第 6期生： 07.5 ～ 07.9）
大正製薬株式会社セルフメディケーション研究開発企画部主事

伊藤　 充 氏 （第 6期生： 07.5 ～ 07.9）

司会：株式会社東レ経営研究所MOTチーフディレクター 宮木 宏尚
取材・ 写真：フリーランス・ライター 山崎 阿弥

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 月から東レ
経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤講師。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、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。2006 年から「戦略的技術マネジメ
ント研修」の講義記録を担当。

Point
1 上級MOT 短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」も第 7期を終了し、3年半のうちに約

120名の修了生を送り出している。この修了生から研修の印象、学んだことを業務にどのように

活かしているか、また、この研修についての今後の改善についての意見などを聞いた。
2 研修の内容は、短期間にマネジメントの手法と考え方を学ぶ研修がバランスよく配されており、

MOTの必要性がよく理解でき、実践的な研修であった。
3 ケーススタディなどで「直感的」に学ぶことのできる研修は、有効であった。
4 各界のリーダーの生々しい体験をベースにした講演は、とても感動的であった。
5 隔週土曜日を潰しての研修はハードであったが、“とても楽しい研修”であった。
6 異業種交流、ネットワークづくりの機会として非常に有効であり、修了後も交流が続いている。
7 限られた時間での研修であり、更に深掘りするアドバンスドコース研修の開催を期待する。
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今回は上級 MOT 短期集中研修「戦略的技術マ

ネジメント研修」の講師インタビューから趣向を

変えて、第 1 期から第 6 期まで歴代の受講生をお

招きし座談会形式でお話をうかがいました（2 月

16 日、キャンパスイノベーションセンターにて）。

この講義から何を学び、各々の職場でどのように活

かされているか、また、今後の研修プログラムへの

アドバイスなど様々な視点でご意見をいただきまし

た。受講生の成長だけでなく研修自体の成長過程が

分かるような、有意義なディスカッションになりま

した。

研修を通して感じたこと

宮木：私たち東レ経営研究所が提供している研修

は、大学のように時間をかけてみっちり、という

ものではありませんが、次代を担うリーダーを対

象に、学ぶべきことのエッセンスを伝えたいとい

う思いがあります。また、生涯の友垣を作る場、

異業種交流の場としても活用していただければと

思っています。研修内容は、毎期ブラッシュアッ

プが進んでいますが、今後のさらなるブラッシュ

アップに向けて、皆さんからご意見をうかがえる

と幸いです。まずは自己紹介を兼ねて研修を受講

するきっかけや、全体的な感想から聞かせてくだ

さい。

進藤：私は遺伝子組換え微生物を触媒とした「モ

ノづくり」の研究を行っています。

参加のきっかけは、上司の勧めです。私自身

異業種交流や社外研修に参加した経験もほとんど

無く、思いがけない参加でした。MOT という言

葉にもなじみがありませんでした。しかし参加し

てみると、かなり面白い。研修後の打ち上げも率

先して幹事を引き受けました。仕事ばかりやって

いると効率が落ちることがありますが、「事前課

題をやる時間をつくらねば」と、逆に日々の仕事

の効率は上がりました。

また、この研修は本を読むことと似ています。

新しいことに出会えます。既に体験して分かって

いることを言葉にして再度確認することもでき

る。更に場面ごとで自分が主役になって考えてい

く。そんなふうに思います。

吉村：私は元々技術の人間なのですが、2004 年

の 11 月に突然人事部へ異動になり 2 千名の現場

技術者の人材育成を任されました。担当者は何と

私一人、以前はいくつか実施していた研修も不況

の時代に切ってしまったこともあり、ほぼ白紙の

状態から始めなければなりませんでした。そんな

中貴重なヒントを得られるのではないかと思って

参加しました。戦略的意思決定やクリエイティ

ブ・シンキングの研修などは特に参考にさせてい

ただいています。

三井化学（株） 進藤　敦徳　さん
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島野：私は IT 関係の業務にずっと携わっており、

この業界が新たな局面を迎える中、会社の必須教

育の一つとしてこの研修を受講しました。会社が

独自に実施する研修と合わせるとかなり大変なス

ケジュールでしたが、非常に面白い研修でした。

ただ理論を教えるだけでなく実践的で、講師の雑

談めいた話の中にも発見するところがありまし

た。例えば長平彰夫先生（東北大学教授）の知的

財産の講座で、著作権と特許について成り立ちに

まで踏み込んで丁寧に説明していただいたこと

は、明瞭に頭に残っています。また、カリキュラ

ムの構成でいくと、非常にバリエーションに富ん

でいて良いと思うのですが、内容によってはもっ

と長く時間をとったり、実践的な講義の順番を繰

り上げて実施したりするなどすると良いかなと思

いました。

この研修は、今後も後輩・同僚たちにどんど

ん受講してもらいたいですね。加えて経営層にこ

そ、こういった取り組みを理解してもらわなけれ

ばとも思っています。

加藤：私は第一期生として前職の頃参加させてい

ただきました。当時営業部門で同部の人材育成、

営業・開発・製造が組んで行う商品企画等に関わ

っており、加えて大学院でテクノロジーマネジメ

ントを学び、技術経営によって付加価値のある商

品開発につなげられないものかと考えていまし

た。そんな時第一期の案内をいただき、飛び付き

ました。当時は現在と違って学術的な講義も多く、

少し難しかったですね。でも、知的財産の講義や

不確実な状況でどのようにマネジメントをするの

かといった講義をはじめ、とても有益な時間を過

ごし、会社でもいくつか試してみました。社内で

実施すると組織の壁が邪魔して思う通りにいかな

いところもありましたが･･･。

このころの“黎明期”の研修には、行政（横浜

市）の方が参加するなど、なかなかバリエーショ

ンに富んだメンバーもいらっしゃいましたね。

今井：私は知財部におります。指名されて参加し

ました。MOT という言葉は、知ってはいても内

容はまだよく解していないような頃でしたから最

初は少し戸惑いました。でもカリキュラムの流れ

が非常に入っていき易い構成でしたし、所属して

いる部署に関わりのある講義は特に役立ちまし

た。単に知財部だけで動くのではなく商品戦略と

開発を有機的に結び付けた業務の重要性を考えて

いた時期でもありましたから。

そもそもMOTにおける考え方は、前提が必ず

しも固定化されておらず不確実な状況の中で常に

新日本製鐵（株） 吉村　尚　さん

日本電気（株） 島野　繁弘　さん
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試行錯誤していくことだと知り、この考え方を業

務に取り入れなければならないのだとよくよく気

付かされました。理系の人はセオリーがベースに

あり、そのセオリーは正しいんだという前提の上

に次の理論を重ねていくということをしますよね。

でも、実際、セオリーが正しいとは限らず、積み

上げられたものに不確実性が内在していることを

認識した上で利用する考え方は再認識しました。

伊藤：私はもともと研究開発の人間として物を作

っており、2 年ほど前に本社スタッフ部門に移っ

てからは開発のプロジェクトリーダーを任されて

います。同僚が一つ前の期に参加していたので研

修について少し聞いていましたが、MOT そのも

のについてはほとんど知らない状況で参加しまし

た。実際に受講してみて、プロジェクト・マネジ

メントや意思決定など自分の業務と直結する部分

も多く、足りない部分が明確になり非常に役立ち

ました。一方、プロジェクトの理論面や経済性の

評価など、経験の乏しいテーマの講義は難しかっ

たけれど勉強になりましたね。

加えて進藤さんと同様、私も宴会部長になっ

て皆さんと飲み交わし、異なる現場の意見を聞い

たりアドバイスをいただいたり非常に有意義に過

ごすことができました。研修以外で実になる部分

も大きかったですね。

視野を広げる

宮木：ありがとうございました。ではもう少し具

体的に踏み込んで、印象に残った講義について話

していきましょう。また、研修で学んだことを業

務でどう役立てているか、上司はどう思っておら

れるかなどもお聞きしたいと思います。

進藤：やっぱり松林博文先生のクリエイティブ・

シンキングがおもしろかったですね。右脳を使っ

た作業が非常に新鮮でした。

宮木：私もこの研修の事前課題をやってみて、自

分が見えていた範囲がいかに狭かったのか驚きま

した。

島野：私も印象に残りました。普段自分が行かな

いようなところで物を買う、見る、全く違うものを

組み合わせる、といった作業は新鮮でした。仕事

の現場では仕事と自分のやりたいことをはっきり

分けて考えている後輩たちが多いのですが、いか

にそれらを結び付けて考えられるかで、仕事の創

造性は格段に上がると思うんです。例えば“海外に

行きたい”ならば、何とか仕事を結び付けて実現さ

せるといったようなことです。全く思いもしなか

ったようなところからヒントを得て新しいものを

つくり出すという考え方はとても役に立ちました。ＢＳＯ（元リンナイ（株）） 加藤　慎康　さん

綜研化学（株） 今井　達裕　さん
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進藤：誰しも考え方って固定しちゃうんですよ

ね。視点を変えたり原点に立ち戻ったりするこ

とは意外と難しいものです。

宮木：確かに、無理やりにでも手元にある材料か

ら新しいものをつくり出すことは非常に大切なこ

とですね。学問的に言えばシュンペーターの新結

合（イノベーション）に当たるようなことを実感

として得られた研修でしたね。

進藤：異質／同質ということで言えば、私の上司

は、実の兄貴みたいな人で、組織にはいろいろな

個性の人がいて良い、そうでないと良いものはつ

くれないと言います。どこを切っても同じ顔が出

てくる金太郎飴のような平均点の人材が集まる環

境ではつまらない。技術面でも考え方の面でも異

質なものが集い、それをオーケストラの指揮者の

ようにリーダーが引っ張っていく。そしてオーケ

ストラのように組織もなるべくフラットにしたい

とも言い、共感します。

加藤：業種が違うと考え方や業務の感覚が全く違

うことも実感しました。例えばスコープ期間が製

薬会社の方の「20 年、30 年は当たり前」に対し

て、通信や IT 分野の方は 1 年単位、数カ月単位

で目まぐるしく移り変わる環境に対応していま

す。研修における異業種交流の本質に触れたよう

に思いますね。

宮木：願わくは同じ会社の中で異質な人材と日々

触れ合うことができればよいのですが。

ケーススタディで直感的に学ぶ

島野：上窪政久先生の研修でやった得点制の

「OX ゲーム」も興味深かったですね。ビジョン

の提示が明確でないと、どれだけみんながバラバ

ラな行動をとるのか、具体的だと思っていた目標

（例えば「儲けを出せ！」）がいかに漠然としたも

のであるのか思い知らされました。ゲームの最中

はルールの不十分さには気付くものの、それが業

務における目標の不十分さに通じると気付き、非

常に驚きましたね。何回もの研修を経て連帯感を

感じていた我々なのに目標が明確でないとバラバ

ラになってしまった。

宮木：売上拡大、コスト削減…確かに経営者が

出す目標というのはかなり曖昧な場合が多い。

でも自分を省みると身につまされるところもあ

りますね。

大正製薬（株） 伊藤　充　さん

宮木　宏尚　MOTチーフディレクター
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吉村：私はマーケティングの考え方を具体的に学

べるケーススタディが印象に残っています。

井原久光先生（東洋学園大学教授）の「コー

プとうきょうの建て直し」や「ハーゲンダッツの

CM」など面白かったですね。

島野：ハーゲンダッツの話は家で子供に話しても

興味を持たれましたね。あれ以来CMや行列とい

ったものを信用できなくなってしまいましたが。

宮木：ケーススタディは直感的に学べるところが

良いですね。また、お願いしている講師の先生方

も、皆さん方企業人からの生の声を聞くことを楽

しみにしておられます。

評価する技術、コアを見極める

進藤：長平彰夫先生の正味現在価値（NPV）の講

義は難しかったけれど、実際に自分の研究に価値

があるかどうか計算してみたら“価値がある”と

出たので安心しました。更に、自分で参考書を買

ってブラック・ショールズ方式や二項方式などの

オプション理論を勉強しましたが、独学ではどう

しても分からない。補講で詳しく教えてもらって、

やっと理解できました。

島野：全部は理解できなかったとしても、このよ

うな評価方法があると知っただけでもためになり

ました。使えるかどうかは別にしても考え方を知

っておくということは有意義に思います。

伊藤： DCF 法など比較的簡単な方法で価値を図

るだけでも、ざっくりとプロジェクトの姿が見え

てきて役立つと思います。プロジェクトマネジメ

ントに携わる立場から言えば、財務など管理する

立場にいる人間よりも現場の人間が価値を計るこ

とができると良いと思います。

宮木：講義ではそれぞれの手法を学んで、ただは

め込めばいいということではなく、どういう時に

どういう使い方をするのかという“考え方”を学

んでいるんですよね。開発の現場にいる人がそれ

を知るのは重要なことだと思います。

進藤：研究による収率改善の例題をやったら、研

究の NPV がマイナスになり、先生も首を傾げて

いらっしゃいました。後で考えました。これぐら

いの NPV を得るという事業目標に対して、収率

改善などの研究課題はこれぐらいに設定すると考

える必要がある。そうしないと無駄な研究になっ

てしまう。

島野：それから、忘れてならないのは初回の延岡

健太郎先生（神戸大学教授）の講義でしょう。こ

の講義ではトヨタのケースが出てきましたが、先

生はトヨタは他社が真似出来ない企業だとおっし

ゃいました。でも世間を見渡すと「トヨタに学べ」

「トヨタを真似ろ」と言う経営者は多いですね。

発想を身に付けるためのベンチマークとしては参

考にすべきですが。

また、先生の授業では「キー」と「コア」と

いう考え方が出てきましたが、この二つを明確に

区別して認識しているトップも少ないのではない

かと思います。既にある技術やシステムを取り入

れて身に付けたとしても、それは競争のスタート

ラインに立つためのキーを手に入れただけであっ

て、本質的な市場競争力＝コアではない。この違

いが区別できるかできないかは大きいですよ。

伊藤：一方研究開発の現場にいる人間は、おおむ
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ね、新しい機能をもった何かを生み出すことが

「技術」だと考えていますが、実はもっと違う概

念もあるのではないかと思います。新しく生み出

すことはものすごく大変なことなのに、みんな簡

単にそこへ取り組もうとしている。でも、これま

で蓄積されてきたものがあるはずで、それを活か

していくことも「技術」だと思うんです。弊社か

らは既に数名がMOT 研修に参加していますが、

研修から学んだことを活用し徐々に変えていきた

いと思っています。

宮木：同じ研修を受けた方が少しずつ社内に増え

て、そういったことができるといいですね。企業

改革の核になってもらいたいと思っています。

今後のブラッシュアップに向けて

宮木：次に、この研修の今後のブラッシュアップ

に向けたご意見などを聞かせてください。

島野：今のカリキュラムは、マネジメント技術を

学ぶ研修と考え方を学ぶ研修とがバランス良く配

されていると思います。皆さんのお話から今後改

善するところがあるとすれば、各自が更に延ばし

たい項目に特化した専門課程がつくられることで

はないでしょうか。皆さん環境も違いますし、環

境もその都度変化しますので、必要を感じた時に、

この研修とは別に、これを更に深められる研修が

あるといいですよね。

宮木：実は今おっしゃっていただいたような研修

を「アドバンスドコース」というような形で現在

計画しています。例えば戦略的意思決定の理論を

実際のケースに当てはめて使ってみよう、といっ

たものやオプション理論を実践的に学べるものな

どを考えています。

進藤：戦略的意思決定の授業はとにかく時間が短

かった！　でも学ぶべき多くのことが詰まった重

要な研修でした。籠屋邦夫先生がおっしゃった

「我々は霧の中をライトを照らして走っている」

という言葉が実は最も印象に残っているんです。

先が見えてから進んだのでは遅い、先が見えない

なりに進んでいかなければならない、と同僚たち

に伝えています。

島野：システム開発に携わる私たちは、会社から

指示されたプロジェクトマネジメントの研修をい

やと言うほど受講してきましたが、上窪政久先生

の講義はそれまでのものと全く違っていました。

この講義で学んだのは人の管理、私がそれまでに

学んできたのは品質管理の話が主だったのです。

同じ言葉でも全く内容が違う。上窪先生の講義は

むしろ経営学と呼べるのではないかと思います。

先生のように多くの実践を積み、現在もその真っ

只中におられる方から、具体的なリスクマネジメ

ント方法を更に学べるといいのではないでしょう

か。ケースをたくさん教えていただけるだけでも

いいなと思います。

宮木：組織論とリーダーシップ論とをプロジェク

トマネジメントの視点で整理している研修なので

すね。

進藤：講義以外にも、第 5次イラク復興支援群長

の太田清彦さん（防衛大学校教授）の特別講演は
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面白かったです。太田さんはもちろん、様々な分

野の方から貴重なお話が聞けるといいですね。

吉村：元日産副社長の楠美憲章さん（中央大学客

員教授）のお話ではゴーン改革の内幕を聞くこと

ができましたね。みんなゴーン改革そのものにつ

いては報道などで知っていても、それまでにどん

な経緯があったか、世界がどういう状況にあった

のかは知らなかったですよね。

宮木：戦時のリーダーシップと平時のリーダーシ

ップの違いを、世界が注目した企業改革の陣頭に

いた方から聞けるのは非常に刺激があったと思い

ます。また、ケーススタディに登場するのはいか

に成功したかという事例がほとんどですが、日産

改革の講演ではいかに失敗してきたかを見つめ直

すところからお話しいただけましたね。

伊藤：ケースを学んでいて反省するのは、ついつ

い「正解」を出そうとしてしまうことです。しか

し、失敗の事例から学ぶケーススタディは、違っ

た視点から取り組めるように思います。

島野：私はグループ討議と発表のあと、講師を含

めた全体討議の場をもっと長く持ちたいですね。

講師の皆さんはせっかくのタレントの持ち主です

から、彼らからもっと意見や知恵を引き出したい

です。ただ、討議の場を全体に拡げると、意見を

言いやすい人と言いにくい人で差が出てしまうの

で、そこはクリエイティブ・シンキングのときの

ブレーン・ライティングの手法などを取り入れて

フォローできればと思います。

異業種交流の観点から

宮木：最後に異業種交流の観点から、この研修は

いかがでしたでしょうか。

加藤：研修に参加された食品メーカーと私がいた

会社の開発部門とが、月に 1回勉強会を開くこと

になったり、飲料メーカーのモニター調査を女性

社員に呼びかけてお手伝いしたりといったことが

ありました。

進藤：第 4期はメーリングリストを活用して、技

術的に分からないことを質問しあったり、アドバ

イスをもらうようなことをしました。出張先の名

物、美味しい店といったやわらかい話題提供もあ

りました。時間と共に、メーリングリストの活用

回数も減ってきているのが気掛かりですが。

宮木：これからもぜひ、参加した期にかかわらず

同じ研修を受けた仲間として交流を続けていただ

けると幸いです。皆さんが学び続ける中で「こう

いう講義をやってほしい」「こういう講師の話が

聞きたい」といったご要望があればいつでもお寄

せください。

本日はお忙しい中、貴重なお話をお聞かせい

ただきありがとうございました。


