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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11回）

技術開発と事業戦略
―技術者の本分とMOT―

一橋大学 イノベーション研究センター 青島 矢一 准教授 インタビュー
インタビュアー：MOTチーフディレクター　宮木 宏尚
取 材 ・ 写 真 ：山崎 阿弥（フリーランス・ライター）

一橋大学イノベーション研究センター准教授

青島 矢一（あおしまやいち）
1987 年一橋大学商学部卒業、1989 年一橋大学大学院商学研究科修士課程修了、1996 年マサ
チューセッツ工科大学スローン経営大学院博士課程修了、1996年一橋大学産業経営研究所専任
講師、1997年同大学イノベーション研究センター専任講師、1999年同助教授、2007年同准教
授。専門分野は、新製品開発組織論、技術マネジメント。主な著書に『ビジネスアーキテク
チャー：製品・組織・プロセスの戦略的設計』共編著　有斐閣（2001）、『新製品開発プロセス
における3次元CADの導入と組織プロセス』共著、『イノベーションマネジメント入門』共著、
一橋大学イノベーション研究センター　日本経済新聞社（2001）、『競争戦略論』共著 東洋経済
新報社（2003）、一橋ビジネスレビュー『東レ炭素繊維複合材料“トレカ”の技術開発、事業戦
略』共著　東洋経済新報社（2005）がある。

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。同年東レ（株）入社。13 年間合繊原
料工場において合成繊維原料・エネルギープラント等設備の計画・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、国立音楽大学評議員、（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 技術者が技術開発に没頭するのは、その本分である。技術者全員が事業や経営にかかわるのではな
く、技術者はまず技術の“ネタ”づくりに集中すべきである。

2 技術系と事務系の垣根を取り払い、互いに相互補完しあって、技術を事業、経営に結び付けてい
くことが重要。ここにMOTの役割がある。

3 日本は米国と違って、モノづくりで生きていかねばならない。クリエイティブなモノづくりは、
“無駄”の中から生れる。一定の無駄は許容することが必要。

4 日本の製造業の特徴は、プロダクトからマーケットを創り出していくところにある。
5 日本の材料ビジネスは、わが国の隠れた競争力である。材料メーカーは顧客ニーズにきめ細かに
対応することによって、その強みを保っている。しかし、これをやりすぎると、経営効率が落ち
ていくというジレンマに陥る。

6 この点から、事業全体の流れの中で、自社の事業範囲をいかに設定するかは、大きな戦略的な課
題である。
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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「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、講議の内容や

MOT（技術経営）についてインタビューするもの

です。またこのインタビューを通して、各講師の

先生方とプログラムディレクターの間で、研修の

狙いや進め方などについて、より深い擦り合わせ

を行うものです。

今回は一橋大学イノベーション研究センター准

教授・青島矢一先生にお話を伺いました（2008 年

3月 14 日、アカデミーヒルズにて）。

青島先生には「戦略的思考　技術開発と事業戦

略」と題し、ケーススタディを取り入れた講義を

担当していただいています。

製品ラインを時間軸でとらえる

宮木：まず青島先生がどのような研究をしてこら

れたかをお話しいただきながら、MOT について

のお考えをお聞かせください。

青島：学部の頃は自動車のマーケティング、その

後は製品開発について研究していました。その中

で製品ラインについてトヨタと他の数社を比較

し、なぜトヨタがよく売れるのかを研究したとこ

ろ、トヨタは特定の製品における魅力よりも製品

ラインナップの作り方が上手なのだと気付きまし

た。

宮木：具体的に言うならばカローラの次はコロ

ナ、コロナの次は…と買い換えていくような？

青島：そうなんです。そのような上級移行システ

ム、製品コンセプト全体が個々の製品にも魅力を

与えているのです。そういったことを、甲州街道

沿いの中古車屋を原付でハシゴして、人々がどう

やって車を買い換えていくのかというデータを頂

き分析していたんですね。

その後修士課程では、「なぜそのような違いが

現れてくるのか」を実際に組織の中に入って研究

し始めました。そのときに調べたのは、プロジェ

クトリーダーが組織の中でどのように異動してい

るのかとか、組織の構造がどうなっているのかと

いった、製品を開発する組織のあり方が製品ライ

ンの作り方にどのような影響を与えるのかなどと

いうことでした。

その後マサチューセッツ工科大学（以下、MIT）

でも自動車の製品開発について研究を進めました

が、個別の製品の戦略とか開発でなく、製品を複

数並べたときに、製品をラインとしてどう開発す

るかということを研究テーマにしようとしまし

た。つまり複数の製品やプロジェクトの関係をど

う作っていくかという戦略や組織を空間的に捉え

るということです。このマルチプロジェクト戦略

の研究は、既に延岡健太郎先生（現一橋大学）が

されていましたので、私はこれを更に時間軸で捉

えるという研究を始めました。

宮木：東レMOT研修の第 1回を担当していただ

いている延岡先生が空間的な観点から研究されて

いたのに対し、青島先生は時間軸の観点から研究

を進められたのですね。
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青島：ええ。私は時間軸で捉えて、前のプロジェ

クトから次のプロジェクトにどのように継承され

ていくのか、過去・現在・未来のプロジェクトを

どのような関係で見るか、組織についても空間軸

だけでなく時間軸をおいて考えることが必要であ

ると考えてきました。

宮木：なるほど。製品開発と組織の関係性、戦略

といったところに次第に注力されていったのです

ね。

戦略も組織も理論の集合体

青 島 ： 私が M I T に赴いた頃には M O T

（Management of Technology）よりも MTI

（Management of Technological Innovation）とい

う名称の方が既に主流となっていました。

その後も私はあくまで製品開発の延長で考え

ていて、新製品開発プロセスへの CAD 導入の研

究なども行いましたが、製品開発というものは、

ある種の情報プロセスの過程であり構造であり、

それを支援・代替するテクノロジーがどのような

影響を製品開発に与えるのかということに興味を

抱いてきたのです。

宮木： MOT でいえば、「戦略」よりも「開発」

に該当する分野の研究をされてきたのですね。

青島：そのうちに、経済産業省ないしは個々の研

究者などからMOTという言葉が日本でも発せら

れるようになってきました。その当時、経産省の

方々ともかなり議論しましたが、MOT の必要性

など私自身よく理解していなかったと思います。

しかし一方で、企業の中に入って研究し始め

た 97、98 年ごろ、技術者たちの優秀さと勤勉さ

に感銘を受けつつも、それがうまく功を奏しない

ことを知り、その原因が戦略やマネジメントのあ

り方に行き着くのではないかと考えるようになり

ました。

宮木：ちょうど失われた 10 年の真っ只中だった

こともあるかもしれませんね。

青島：更に 97年ごろ「なぜ大学で社会科学を学ぶ

のか」というテーマで新入生向けのエッセイを書き

ましたが、その中で、理系と違って物を作れるわ

けでもなく、何か方程式があるわけでもなく、職

人的に何かができるわけでもないけれど、社会科

学を学ぶことによって「考え方のレパートリー」を

得られるのだと書きました。様々な現象に直面し

たとき、それをどういう視点で説明するか、それ

らの1つ 1つが社会科学の理論に当たるわけです。

そして、戦略も組織も複数の視点から物事を考

える理論の集合体だと気付き、技術開発そのもの

を研究していても、企業は改善しないという感覚

を得ました。実際に企業の現場で、テクノロジー

を価値化するところが弱いという日本の現状を目

の当たりにもしましたね。

宮木：そういったことをお考えになる中でMOT

への関心も深まっていかれたのでしょう。

MOTの役割とは？

青島：MOTの役割は大きく 2つに分かれると思

います。つまり、1 つ目はいかに技術やアイディ

アを生み出すかという研究開発や技術開発の領域
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に関すること、もう 1つはでき上がったモノを価

値としていかに市場に提供するか、最終的に製品

を市場に定着させるプロセスということだ思いま

す。イノベーションが経済価値を生み出すものだ

とすれば、イノベーションのプロセス全体を扱う

のがMOTであると考えています。

MOT が MBA と違うのは、やはり技術という

キーワードがあって、技術そのものや技術とマー

ケットの関係をよく考えないと戦略として間違っ

てしまうことだと思います。日本は米国と違って、

やはりモノづくりで生きていかねばならないので

すから。

宮木：かつてはとにかく良い物を作れば売れると

いう時代もありましたね。

青島：その頃は戦略などなくても大丈夫だったで

しょうが、現在は物から得られる満足が飽和して

いる時代です。単に良い物を作ったって、誰もそ

れを価値として認めてくれません。すると、それ

をいかに価値として認めてもらうか、いかに社会

的に生まれた価値が自分に戻ってくるような仕組

みを作るか、といったことを、テクノロジーの性

質や進歩の過程を踏まえて行わなければならなく

なってきています。このような状況が日本におけ

るMOTの背景としてあると思います。

宮木：一方、日本の技術者たちはタコツボの中で

技術を開発していてマーケットのことを考えてい

ない、経済的に価値のないものばかり生み出す、

といった批判も多くありましたね。

青島：講義のときにも申し上げましたが、私はそ

ういった批判には疑問を感じています。企業の業

績が思わしくない中、聖域であった研究開発に対

して「もっとマーケットを意識せよ」「利益の出

ないことはしてはいけない」という反省があり、

やがて「技術者が経営を勉強せよ」と変わってい

きました。

しかし、基本的には技術者が研究開発に没頭

するのはその本分であると思うし、そこに集中で

きない状況ができてしまっていること自体が問題

だと考えています。そして、このような状況を改

善するのがMOTではないかと思うんです。

宮木：技術を生み出すところはそれを一生懸命行

う。そのマネジメントとしてMOTの必要性がある。

青島：そう思います。そして生み出したものを価

値化する取り組みにおいて、事業の仕組みづくり

や投資のタイミングを図るといったことは経営に

携わる人が本来やるべきだと思います。

もちろん技術者が経営にかかわることをやる

のは悪いことではありません。しかし、MOT が

定着化していく中で技術系の人間にばかり偏って

それが求められてしまったのではないでしょう

か。今後の 10 年、20 年を見通してみても、貴重

な技術の芽を摘んでいるとさえ思います。

その上、経営というのは技術者が日頃行う研

究開発のプロセスとは一線を画すものですから、

果たして技術者が行うべきものかという本質的な

疑問もあります。技術開発というのは基本的に反

証主義に立ち、実験→反証→エビデンス（証拠）

を求めるという論理的なプロセスを踏みますが、

経営というのはそのように論理的には行えないこ

とが多く、あるところの“意思決定”です。

100 ％のエビデンスを求めていては先に進まな
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い。それが 20 ％、30 ％であっても方向性を決め

て意思決定するのが経営者の役割です。

技術者にばかり偏って求められたものを見直

し、技術系と事務系の間にできてしまった垣根を

是正する、最低限両者が同じ言語で会話できるよ

うにする…といったところにMOTの役割がある

と思います。両者には両者なりの長所があり相互

補完関係にありますから、研修も両方が参加して

学び合うと良いでしょう。

技術者の本分

宮木：“技術屋にもっと経営を考えさせる”とい

うのは、私の記憶ではおそらく 20 年ぐらい前か

ら言われ始めたのではないかと思います。マーケ

ットを意識して物を作ることが強く要求されるよ

うになり、研究開発の効率が求められるようにな

り、研究と開発の線引きを明確にして管理を高め

ていきました。それがあまりにも強くなりすぎて

日本の研究に携わる技術者たちが、自信を喪失し

かけたところに、失われた 10 年が追い討ちをか

けたのではないかと思います。

もちろん技術系の中で一部の人が事業、経営

との橋渡しをすることは非常に重要です。しかし、

全員がそれをやり始めるとおかしなことになって

しまう。

それに、研究・技術に没頭している人たちだ

って、本当にその研究・技術を世に出し人の役に

立ちたいと思えば自然と営業の人を伴って現場の

声を聞きに行こうとするものです。

青島：同感です。また、会社の規模が大きくなり、

製品のラインナップが増えることで研究者もサー

ビス業務的なことをやらざるを得なくなってき

た。そういう小手先の細かい改善やサービス業務

に追われているうちにだんだんとマーケットの感

覚を失っていったとも思います。

私は大企業の若い技術者と話すことも多いの

ですが「自分たちの技術が反映された機器を見た

ことがない、工場でどのようにして作られている

か知らない」という声をしばしば耳にします。こ

れは技術者に経営を教えるとか、それ以前の問題

です。

このような事態に陥るのは、技術の“ネタ”

がないからです。ネタがないがために小手先の

ことでお茶を濁し、顧客の細かい注文に対応し

て時間ばかり取られてしまっている。それが結

果的にマーケットとの乖離を招くのではないで

しょうか。

宮木：業種によっても考え方は異なるかも知れま

せんが、「プロダクトアウトはダメだ」というよう

な話になってしまうと、これは非常に具合が悪い。

青島：東レさんこそプロダクトアウト以外に無い

ような会社でしょう？

宮木：ええ、言うなればそれが強みの会社だと思

います。役に立たないモノばかり開発していると

いう批判が強かった時期もありました。でも日本

の製造業の特徴は、既存のマーケットに沿うもの

を作るだけではなく、プロダクトからマーケット

を作り出していくというところにあると思います

し、東レもこれをやってきたと思います。

青島：最初から特定のマーケットなんてあまり明
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確に見えるものではないですしね。ただし、この

技術が成功したら“世の中でこういう良いことが

起きそうだ”という感覚はとても重要ですね。社

会におけるファンクションを意識する。最初から

マーケットをにらんで金勘定、ということではな

いのではないでしょうか。

宮木：根本的に経営者の言う“マーケット”と技

術者が目指すところが異なるのかもしれません。

青島：確かに業績が悪くなると株主の声も大きく

なりますから、経営者はそのプレッシャーから短

期的な利益を求めがちになり、無駄を排除するこ

とを考えざるを得なくなるのは当然です。しかし、

生産などの無駄は排除すべきでしょうが、クリ

エーティブなものは無駄から生まれますから、そ

れまで排除するのはどうかと思います。もちろん

アメリカのように社会のあり方自体を根本的に見

直し、クリエーティブな部分は公的機関や大学に

任せ企業から排除していく選択は一つの方法だと

思いますが。

「トレカ」のケーススタディ

宮木：ここまでのお話は、青島先生が研究におい

て特に注力されている分野とのかかわり方から発

せられているのではないかと思います。ご自身の

研究についてお聞かせいただけますか？

青島：産業領域としてはエレクトロニクスの分野

がここのところ多かったですね。やはりこの分野

が日本を支えてきましたし、失われた 10 年の間

も実はエレクトロニクス産業はそんなにマイナス

成長ではなかったけれど、成長率の落ち込みが大

きく、それが全体に影響を与えていました。

最近研究していたデジカメは、日本の技術の

良い面が発揮された反面、脆弱性も明らかにした

象徴的な製品でしたから、その両面を見ながら歴

史を追っていきました。研究分野としては MIT

から帰ってきて以降、より“日本”を意識してい

ます。どういったところに強く、本質的な問題を

どこに抱えているかといったことを抽象レベルで

理解したいという思いがあります。

宮木：日本は暗黙知で進めてしまえる、というと

ころが長所でもあり、短所でもありますね。

さて、青島先生には東レの炭素繊維複合材料

「トレカ」について詳細なケースを作成していた

だいています。そのきっかけや経緯についてもお

話しいただけますか？

青島：「トレカ」との出会いは、東レ経営研究所

の技術戦略研究会で東レのトレカ関係者が参加さ

れ、ご自身の研究について発表されたのがきっか

けでしたね。お話を伺っていると、クレイトン・

クリステンセンが言うところの「破壊的な技術」

（従来の市場やそこで地位を占めてきた企業を破

壊してしまうような創造的な技術）のパターンに

見え、興味を持ちケース作成を願い出ました。ま

た炭素繊維は非常に良い素材なのにどうして世の

中に広まらないのだろうという素朴な疑問もあり

ました。価格が高いというのが大きな理由です

が、あれだけ強固で軽いならばすべて炭素繊維で

も良いのではないか、そうすればもっとマーケッ

トは広がるはずだと思うわけです。そうならない

のはコスト以外のところに何か理由がある、社会

になかなか定着しないプロセスに問題があるので

はないか、それを知りたい、と。

宮木：ケースを作成されてみて、この研究のテー

マとは一体何だったと思われますか？

青島：実は私自身、作成を終えた後の実証講義

（ティーチング）によって次第にテーマが見えて

きました。全体のバリューチェーンの中で、どの

ように利益を確保していくかという問題が、当時

アプリケーションの広がりに伴ってここ数年で深

刻化するだろうと予測され、また、この事業が極

めて特異であることに改めて気付いたのです。
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そんな中、このケースの論点は「事業モデル」

にあると思うようになりました。テクノロジーの

強みがどこにあって、それを活かすためにどのよ

うな事業モデルを構築するのか、という問題なの

だと。とにかく事業として発展していく過程が興

味深く、ある部分日本企業として典型的なところ

もあるのですが、こういった 1つのパターンが通

用してきた原因を突き詰めていけばいくほど、そ

の後の展開を左右する重要な意思決定の問題が多

く含まれていたことに気付いたのです。

しかも、その後他の材料系の企業とお話しし

ていると、共通して抱える問題の本質につながっ

ていきました。つまり、炭素繊維も航空機用途と

してボーイングに納入していれば利益も出るけれ

ど、産業用途など用途が多様化してゆき、顧客

ニーズに合わせて作り込むということが進むと、

材料ビジネスの持つ本質的な問題に陥るのではな

いかと。材料ビジネスは多様な顧客ニーズに対応

して初めて利益につながり、その対応力が日本企

業の強みでもありますが、そればかりやっている

と経営効率が次第に落ちてくるということです。

トレカは顧客対応がよく奏功した例ですが、その

ような材料ビジネスの本質的なジレンマも見えて

きました。

宮木：青島先生には、自転車部品メーカー「シマ

ノ」のケースを取り上げた研修もしていただいて

いますが、研修生にはどんなことを学んでほしい

と思われますか？

青島：このケースも「トレカ」の場合にも共通し

ている事業全体の流れの中でどの部分をどのよう

に自分の事業範囲として設定するか、その設定が

もたらす戦略的な意義を学んでいただければと思

います。シマノは、内側を差別化し、外側の使い

勝手、汎用性を高めていく努力をし、周りの標準

化を進めていく、更に消費者のニーズの一歩先の

情報を常に摂取するという戦略をとっています。

1 つの理想的な戦略と価値パターンを提示してお

り、学ぶところが多いですね。

宮木：今後はどのような分野の研究をされる予定

ですか。

青島：「トレカ」の研究を切っ掛けに、日本の隠

れた競争力である材料ビジネスに興味を持つよう

になりました。この分野は今後の研究テーマにし

たいと思っています。また、医療ビジネスは、ま

だまだ潜在性が高い分野ですので、研究してみた

いと思っています。

宮木：材料、化学分野については、この産業の力

を PR することを含め、我々もぜひ取り組みたい

と思っておりますので、先生の研究にご協力でき

ると良いと思っております。また今後の研究成果

を、ぜひ我々の研修の際にもお話しいただけると

幸いです。

本日は貴重なお話をいただき、ありがとうご

ざいました。


