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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 18 回）

MOT における技術マーケティングの考え方
“顧客創造” に必要な視点とは？
東京理科大学専門職大学院 総合科学技術経営研究科　宮永 博史 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
記　　　　　録：フリーランス・ライター　山崎 阿弥
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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年より「戦略的技術マ
ネジメント研修」の講義記録などを担当。

東京理科大学専門職大学院 総合科学技術経営研究科 教授
宮永 博史（みやなが ひろし）
東京大学工学部、マサチューセッツ工科大学大学院修了。1979 年日本電信電話公社（現 NTT）入社。同電気通信研
究所、AT&T ベル研究所スーパーバイザー、日本ルーセントテクノロジー社マーケティングディレクターを歴任。そ
の後コンサルティング業界に転じ 1996 年 SRI 勤務を経て 2000 年デロイトトーマツコンサルティング（現アビーム
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Point
❶    いかに優れた技術を開発しても、これを生かすも殺すもマーケティング次第。ここにMOTの重要
性がある。

❷    競争力をつけるためには、技術、マーケティング、マネジメントの間のコミュニケーションが重要。
上手なコミュニケーションのためには、まず聞き上手になること。そして、最終的にはお互いの
信頼関係の構築である。

❸    技術のイノベーションでは、先に技術開発を行ったものが成功するとは限らない。周辺技術やマー
ケットの立ち上がりを待つ忍耐力とブレイクする時期を逃さないマネジメント力が必要。

❹    技術の方向性を決定することがマーケティングの大きな役割であり、本来の目的。これが顧客創造
につながる。マーケティング担当は、自社と顧客の両方の分野の技術トレンドを理解し、目標設定
を行うことが求められる。

❺    死の谷にはたくさんの種（宝）が眠っていると考えるべきであり、これを活かすことで成功した
例は多い。

❻    MOTでは、虫の目（自分の特徴）、鳥の目（顧客・競合・補完などの広い視野）とともに時間の
目が重要。常に競合技術の進化や想定外の事態に注目し、これを生かす組織能力が成功につながる。

❼    ビジネスに正解は存在しない。広い視野と色々なことへの好奇心で経営センスを磨くことが求め
られる。
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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
ご協力いただいている講師の方々へのインタビュー
や講演録をお届けするものです。

今回は、東京理科大学専門職大学院総合科学技術
経営研究科教授の宮永博史先生にお話を伺いました

（2010 年 7 月 20 日、東京理科大学にて）。宮永先生
には「MOT における技術マーケティングの考え方
－顧客創造実践講座－」をテーマに講義をお願いし
ています。

インタビューでは、マーケティングの本質に迫り
ながら、技術者とマーケティング担当者のコミュニ
ケーションの大切さ、MOT で学ぶツールの活かし方
などをお話しいただきました。

MOT におけるマーケティングの重要性
宮木：宮永先生には 2009 年 11 月開講の第 11 期
研修から講義をお願いしています。先生との出会
いは、六本木のアカデミーヒルズで「顧客を創造
する～ SWOT 分析はなぜ役に立たないか～」と
いうタイトルに惹かれて講演を拝聴したことが
きっかけでした。私もかねてから SWOT 分析は
注意して使用しないと戦略立案に用いるのが難し
いと感じていたため、講演に興味を持ち、ぜひお
話を伺いたいと思った訳です。さて、通信会社の
研究所で技術開発に携わってこられた先生が、現
在のような技術マーケティングの研究や教育にか
かわられるようになられたのはどのような経緯か
らなのかという点からお話しいただけますか。

宮永：大学では超伝導を研究していましたが、元々
研究のための研究が苦手で、世の中に役立ちたい
気持ちが強く、NTT 電気通信研究所ではシリコン
という非常に実用的な材料を対象に研究開発を行
いました。

その後、AT ＆ T のベル研究所（ベル研）に移り、
民営化した AT ＆ T が携帯電話を扱う企業と半導
体デバイスを研究開発する際、技術者に対する
マーケティングを行うのに非常に苦労しました。こ

の時はアメリカの AT&T でプロダクトのマーケ
ティングに携わる非常に優秀な人材に助けられまし
たが、たとえベル研究所が生んだ世界最高水準の
研究成果であっても、「生かすも殺すもマーケティ
ング次第なのだ」という思いを強くしました。

事実、ベル研出身の研究者が CCD イメージセ
ンサの発明で 2009 年にノーベル賞を受賞しまし
たが、その技術を世に出したのは SONY です。

しかしマーケティングという言葉は色々と誤解
を生みやすく、MBA で主に学ぶコンシューマ系の
マーケティングと違って、B to B の技術を生かす
マーケティングを学ぶ機会はあまり世の中にない
なと思っていたところに MOT というものが立ち
上がってきて、私の経験が失敗談も含めて何かお
役に立てるのではないかと考え今に至りました。

宮木：メーカーでマーケティングを行うだけでな
く、コンサルタントとして外部の立場から技術を
事業化する仕事もなさっていますね。

宮永：最初は SRI インターナショナルという技術
的な背景をもつファーム、次いでデロイトトーマ
ツコンサルティング（現アビームコンサルティン
グ）という会計や情報システムをサポートする
ファームに所属しました。全く性質の異なる
ファームに籍を置くことにより、技術開発部門や
マーケティング部門が財務会計を含めたマネジメ
ント部門とコミュニケーションがとれていないと
競争力がつかない、それこそが経営の根幹を強化
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していくのだと理解できました。
私は、社会人に対しビジネスやコンサルティング

の実践的な視点から力をつける教育をしたいので
す。でなければ、せっかくの高い技術がグローバル
な戦いの中で負けてしまいます。このような教育が
企業の中では十分にできていないと感じています。

宮木：ひとくちに MOT と言っても何に主眼を置
くかは教える人の数だけ存在すると思いますが、
広く多様な視野の下に学ぶことが重要で、東レ経
営研究所のカリキュラムもこれを重視しています。

宮永：ただし広く多様な視野というのは、研究開
発などの閉じた範囲で “広い” のではなく、それ
を超えて広くあることが重要です。アカデミック
な視点もあれば、素材・部品・機器・サービスの
バリューチェーンの流れを学べたり…そういうこ
とが大切ではないかと思います。企業の中では専
門分野に特化して狭く深く追求することはできて
も、視野を広げて全体を見るということは難しい
ですね。でも 30 代後半から 40 代にかけての中堅
層はこういう能力を最も必要とされます。

宮木：ビジネスの現場では、もはや自分の領域だ
けでイノベーションを起こすことは不可能です
ね。受講する皆さんへも、様々な分野に興味をも
ち、多種多様な企業の方が集まる場だということ
を最大限に生かしてほしいと思っています。

宮永：難しいのは、視野を広げることと散漫にな
ることの違いをしっかりとわきまえることで、目
的をもって視野を広げることが重要です。「絞り込
みと広がり」がうまくリンクしていくと良いと思
います。目的を持って視野を広げることで違う分
野からヒントを得たり、技術開発以外のところに
イノベーションのきっかけを見出したりできるの
であって、目的意識がフォーカスされていないと
逆に考え方が広がりません。普遍性とは一つのこ
とを掘り下げることによってその深層で発見でき
るものなのです。

宮木：だから異業種の人とも本質的なところで話
ができるのだと言うことですね。業界特有の言葉
で壁を作ると話が通じなくなってしまいます。

宮永：事例研究においても視野を広げるようなテー
マを選んでいます。例えば JR 東日本が導入した
Suica には SONY の FeliCa という半導体の技術
が入っています。二社それぞれの視点から見た技
術経営を学ぶことで全体像が見えてきます。する
と SONY がなぜ Edy の開発へと進み最終的に楽
天に売ったのか、また、Suica 以前に日立が実証実
験を行った様々な電子マネーはなぜ実用化しな
かったのかも見えてきます。全体を考えるから分
かってくる。これをそれぞれの部分から見ている
となかなか理解できない。この意味で MOT は深
くて、ここをよく理解しないと、川上でも川下で
も成功できないということになるのです。

宮木：もう 10 年も前になるでしょうか、日立でμ -
チップが開発された時、用途探索をされていた開
発リーダーの方の訪問を受け、素晴らしいチップ
が開発されたものだと思ったことを思い出します。

宮永：技術を使ったイノベーションの最も難しい
ところは、早く技術開発を行った者が必ずしも成
功しないというところにあります。ブレイクする
までのタイミングは非常に長いけれど一度ブレイ
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クすると雪崩のように各社が参入し、そこでチャ
ンスを逃すと二度と機会は得られなくなってしま
います。だからこそ MOT では戦略とマネジメン
トが重要になってくるんですね。

μ - チップは実に良い例で、日立は高い技術を
持ちながらブレイクに乗れず FeliCa が導入され、
一方 SONY も FeliCa では市場を寡占するほどの
成功を収めましたが、Edy の事業は楽天に売却し
てしまいました。ビジネスというのは、なかなか
一筋縄ではいきませんね。

マーケティングが技術の方向性を決める 
そして顧客創造へ
宮永：MOT におけるマーケティング（顧客創造）
という視点の重要性は AT&T で身にしみて感じま
した。当時は世界中の携帯電話機メーカーがアナ
ログからデジタルに移行する時で、デジタル化後
のリーダーを見極めるためにも、複数の顧客と接
点を持ち比較検討せざるを得なかった。すべての
顧客が言うことをすべて技術に盛り込んでいては
リソースが不足しますし、品種管理がめちゃくちゃ
になってしまいます。マーケティングの担当者はそ
の商品が売れるかどうかという観点で意志決定し、
顧客の要求をどこまで受け入れ、いかに共通部分
に持っていくか、という重大な責務を負います。
自社の技術分野と顧客の技術分野、その両方のト
レンドが分かっていなければならないのです。

幸い AT&T は通信キャリア会社が傘下にあるの
で、携帯電話機メーカーの向こうにいる顧客が自
分達の中にいるという特殊な会社ですから技術の
トレンドの先が分かります。

しかし通常の企業は川上と川下の中間にある顧
客の意見をどこまで反映するかというビジョンを持
てなくなってしまう。マーケティングとは、広告を
打つとか値決めをすることと同じように、技術の方
向性を決めることに意義があり、そこから本来の目
的である顧客創造ができるのだと思います。

シリコンバレーのベンチャーキャピタリスト
は、ベンチャー企業が成功するのは千に一つで、

その最も大きな要因は顧客を創造できるかどうか
にあると言っています。

宮木：技術マーケティングというのは、技術の分
かる人が行えるのだということでしょうか？

宮永：技術のことが分かりすぎると諦めてしまう
こともありますから、「技術を深く理解しながらか
つ顧客の視点で技術者がこれは無理と思うような
高いハードルを設定できる人」でないとだめだと
思います。日本企業では技術の責任者がマーケ
ティングを兼務していることが多く、得てして妥
協してしまいがちですね。

宮木：技術とマーケティングのバランスの良いチー
ムが組めると良いですね。

宮永：よく優秀な人ほどできない理由を挙げてし
まう。しかし、そのままだと世の中の他の技術者
と同じでイノベーションには至らないのです。そ
こにある困難をいかに克服するかということが求
められているのです。

宮木：私の経験上からも、無理と思われるような
高い目標を与えられると逆に技術者もブレイクス
ルーできてしまうんですね。「性能を 3 割上げる」
ではなく「2 倍、3 倍にする」の方が意外にもう
まくいきます。

人材／人材育成の視点
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宮永：技術者とマーケティング担当者は良いもの
を創ろうとすればするほど対立してしまうと思い
ます。実際の現場では社内のコミュニケーション
をいかにとるかが大変ですね。どのようにモチ
ベーションを上げるかといったことまで考えてい
かなければなりません。

宮木：マーケティングの担当者は「良いものを創
らないから売れないんだ！」、技術者は「ちゃんと
売ってこないからダメなんだ！」と、それが前向
きな推進力になる場合もあるのですが、大抵の場
合足の引っ張り合いに陥ってしまうんですね。

宮永：結局は両者の信頼関係ですね。ケーススタ
ディにもなりにくいし大学院でも教えにくいんです
けど、現実の世界では誰もが直面することです。
両者の信頼関係を築くには、例えば開発した商品
に差別化できる要素がなくてもマーケティング担当
が売ってくる、逆に営業・マーケティング力が弱く
ても商品力で売れるような商品を開発する…と小さ
な実績を積み上げていくことが重要です。

「死の谷」に眠る技術の再発見
コミュニケーションの重要性
宮永：一般的には「死の谷」は否定的に使われて
いますが、そこにはたくさんの種が眠っており、そ
れがなければ次のイノベーションは起こせないとも
言えます。ただ、その種を生かせるのは自分の会
社なのか他社なのかということはあると思います。

日本企業は海外の研究成果をうまく活用し製品
化して成功してきましたが、現在では韓国が日本
の成功を活用して新たな成功を生んでいます。誰
かが製品化の種になるようなものを先行して研究
開発していなければ誰の成功もありません。

宮木：ユニクロのヒット商品も、素材メーカーで
20 年も前に開発されて既存のアパレルでは商品化
できなかったものが新鮮な観点で活かされている
ものがありますね。死の谷から技術を発掘する考

古学者のような人がいてくれると良いのですが。

宮永：終身雇用制度ゆえに時間を経ても昔の研究
を現在に掘り起こしてくれる人がいるのは、日本
企業の良さですね。頻繁に人が入れ代わる欧米企
業のようだと難しいでしょう。キーエンスのよう
に素晴らしいデータベースを構築し、人が変わっ
ても情報を共有できるような体制を整え続けるこ
とも良いのですが、人がその企業に残って、その
人の中に蓄積されたり伝えていけるような関係が
あることは重要な要素であるように思います。

日本企業を退職した方をサムスン等の海外企業
が 3 年ほど顧問に迎えるといった動きも、人の中
に蓄積されたノウハウや情報をうまく吸い上げて
いるのだと思います。

宮木：ある技術が開発されても、周辺技術ができ
ていなかったりマーケットが成熟していなかった
りして市場に出なかったものはたくさんあります
ね。どの企業も時々これまでの技術の棚卸しをし、
開発当時にブレイクできなかった原因を探ってみ
るのも良いかも知れませんね。

宮永：例えば日亜化学工業の白色 LED のイノベー
ションにおける同社の強みは、ブラウン管のための
蛍光材を長年研究開発してきた蓄積であり、その蛍
光材を組み合わせることによって、普通は 3 色の
LED を使うところを、青色 LED だけで白色を出

MOT における技術マーケティングの考え方 “顧客創造” に必要な視点とは？
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すことに成功したわけです。そこでもう一度体系的
に蛍光体を調べるように社長が指導し、再発見した
技術によってブレイクスルーに至りました。やは
り、研究開発、マーケティング、経営…とすべての
面でコミュニケーションが重要ですね。

宮木：上手なコミュニケーションを取るためのヒ
ントをお教えいただけませんでしょうか？

宮永：「口は一つで耳は二つ」です。耳は二つある
のですから話すよりよく聞きなさい、ということ
です。上手なプレゼンテーションができる人は、
聴衆の様子を良く見ていますし、それに合わせて
話し方を変えたり臨機応変に説明に濃淡をつけて
伝えることができます。特に技術者は相手のニー
ズと違うことを長々と話してしまいがちですね。

また、「虫の目と鳥の目」とも言いますよね。自
分が見ている範囲でしか物事を見ていないと相手
の立場が理解できない、広く高い視点をもつこと
を心掛けたいですね。それは「顧客を知る」とい
うことそのものだと言えるでしょう。顧客を知る
ことができて初めて何がボトルネックになってい
るのかが分かり、それを取り除いてやれば自然に
売れていくのだと思います。

ただし、製品自体が登場するまでに 2 年、3 年
とかかる場合、何がボトルネックかも変わってい
る場合がありますから、常に未来を予測しなけれ
ばなりません。

例えばキヤノンと東芝が共同開発した SED と
いうディスプレイは、プラズマや液晶の技術開発
の進化に伴い次第にその技術優位性を失い、顧客
に訴える魅力が薄くなってしまったように思えま
す。一般的に、自分達の研究開発に手一杯で、他
社の分析をする時間がなく、競合技術も進化する
ということを見落としてしまいがちです。

競合技術の進化を無視した技術開発が行われる
例は非常に多いですね。競合の進化について「時
間の目」を持つことが重要とされるゆえんです。

宮木：時間軸をしっかり入れて考える、というの
は MOT の重要なところですね。

宮永：手術用の縫合針のリーダー企業では「世界
一か否か会議」というのを社内で実施します。そ
の会議で世界一と認められなければ販売中止で
す。評価基準は製品によって異なります。例えば
眼科用ナイフなら、切れ味○○点、品種○○点、
販売○○点、価格○○点…と 100 点満点で採点し
ますが、採点するために必ず 5 つぐらいの競合他
社の製品と比較するので、他社の現状と方向性を
チェックできるのです。

でもこれは非常に特殊な例で、ほとんどの企業
は競合がどんな製品を発売しているかを顧客より
も知らないことがあります。

虫の目、鳥の目、そして将来を見据える「時間
の目」を持って 3 年ぐらい先を見据えていかない
と結局事業としては成功しません。

正解を求めず、背景から学ぶ
宮永：SWOT 分析は、往々にして表を埋めるだけ
で終わったり、「これが果たして役に立つのか？」
と疑念が拭えず、なかなかうまく使えません。そ
の原因の一つは何かに絞った分析が行われていな
いところにあります。日本企業は “総合” メーカー
が多く、様々な製品を開発している状況にあり、
一口に “強み” と言っても製品全体に対する漠然
としたものになりがちで、ボトルネックや顧客の

人材／人材育成の視点



2010.9　経営センサー
4949

提示した問題を解決するための強みとは言えませ
ん。戦略のための戦略、事業計画立案のための分
析に留まってしまっています。

宮木：まず事業戦略や基本方針が先に決まってい
て、それに沿って一つ一つのプロジェクトや技術
開発を分析し、強みか弱みかということを分析し
判断しなければなりませんね。一方、そのように
対象を絞りさえすれば SWOT 分析も役立つ場面
があるとは思います。

宮永：MOT でツールやケースを学ぶときは、鵜
呑みにせず、ツールが生まれてきた背景を無視し
て考えないようにすべきですね。それらを学んだ
上で現状と少し先の未来を見据えて何をすべきか
考えられる人材育成が大事です。
　また、技術者はよく、自分達が作成したロード
マップにとらわれて現実のニーズと乖離してしま
うことがありますが、周囲の状況や技術ごとの必
要性を吟味し、常に立ち戻って考えられる人材を
養成していくべきでしょう。

宮木：MOT はツールやケースを学ぶだけでなく、
そこにある考え方を学ぶ場であると言えますね。

宮永：大学院の講議では、毎回最新のニュースを
取り上げて、その背景にどんな経緯や計画がある
のかを考える時間を持つようにしています。世の
中に起こっていることの多くに学びや気付きがあ
り、結構役に立つものです。例えば、最近の事例
のゆうパック遅配問題で、この統合をなぜ中元の
繁忙期に実施したのかなど、考えさせられます。

宮木：世の中で日々起きていることは、他山の石
として結構参考になることが多く、これに気付き
ビジネスに生かす感受性とか好奇心を磨くことは
重要ですね。

宮永：しかし、そういう演習の後に「ところで正解

は何ですか？」と尋ねてくる学生がいます。工学系
は「答えは一つ」の世界にいた人が多いので無理
もありませんが、そもそも社会科学系のことやビジ
ネスに正解やたった一つの解は存在しません。

宮木：かつてある研修で、ケーススタディの解に
至る手順を作って欲しいといわれ、マネジメント
問題に一つの正解はなく、「それは意味がないこと」
で納得していただいたことがあります。

コミュニケーションと好奇心で
センスを磨く
宮木：何かと何かをつなげて考えるセンスや物事
に対する考え方を磨くには、どんな訓練をすれば
良いのでしょうか？

宮永：自分達が想定していなかったことが起きて
いないか、時間をとってミーティングするのが大
事だと思います。戦略や計画を立案すると、それ
以外に起こったことを無視してしまいがちですが、
そのことをミーティングの中で生かす方法を考え
ていくことで、何かと何かを結び付ける思考が個
人だけでなく組織で行えるようになってきます。
想定外のことはしばしば起こりますが、逆にそれ
で事業化できたという事例は少なくありません。
後から見れば単に「運がよかった」と片付けられ
てしまうかもしれませんが、見逃さずに生かすと
いうことは易しいことではありません。インテル
のプロセッサも想定外の製品であったわけです。
しかし、それを活かして成功させたのは、現場の
オペレーションとマネジメントの力です。

宮木：個人だけでなく、組織として行えるように
なるべきですね。

宮永：個人としては、色々なものに好奇心を持つ
機会を積極的に設けていかなければなりません。
例えばネットでニュースを見るのも良いですが、
これは自分の興味のある分野だけを読むことにな

MOT における技術マーケティングの考え方 “顧客創造” に必要な視点とは？
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ります。これに対し新聞を開くと興味がある分野
以外のニュースにも出会うことができます。書店
と Amazon の違いにも同じことが言えますね。

宮木：我々の MOT 研修の「クリエイティブ・シ
ンキング」の研修では、今まで買ったことのない
雑誌を購入する、という宿題が出ます。これを
やってみると雑誌のバリエーションに驚かされ、
自分の興味の狭さを思い知らされました。

当社の MOT 研修は多様な講議を用意し、多様
な考え方に触れる機会を提供しています。このよ
うな研修を経ることにより、受講生たちは自分の
立場や企業の価値基準に沿い、より適切な経営判
断、意思決定を行えるような人材へと成長してい
けるのではないかと思っています。半年間ではな
かなか難しいかも知れませんが、基本的なことは
学んでいただけると思います。

宮永：研修は研修、というようなことではなく、
一人一人が自分の現場で生かして初めて身になる
と思います。どのように役に立ったのか、もしく
は立たなかったのか、具体的なフィードバックを

受講生から聞けると次回の研修にも生かせます
ね。大学院では 1 年目の講議の内容を 2 年目でど
のように生かせているかいないかが良く分かるの
で、カリキュラムの変更やブラッシュアップにつ
なげていくことができます。

宮木：そういったフォローは研修を提供する私た
ちにとっても重要な課題です。研修期間後も受講
生たちとのコミュニケーションを積極的にとって
いきたいと思います。

本日は貴重なお話やアドバイスをいただき、あ
りがとうございました。

人材／人材育成の視点


