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設立総会開催される
2013 年 11 月 23 日、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」お
よび名古屋経営塾「戦略的ものづくり価値づくり
マネジメント研修」の全修了生を対象とした合同
同窓会「T-MOT マスターフォーラム」が誕生し
ました。同日、曙ブレーキ工業株式会社本店（グ
ローバル本社：東京・日本橋）において設立総会
が開催され、41 社 66 名の修了生が集いました。

総会では、東レ経営研究所 MOT チーフディレ
クターの宮木宏尚氏による挨拶の後、本会の趣意
書説明ならびに会則と幹事について審議が行われ、
原案どおり承認され、続いて会の活動方針や今後
の予定を発表しました。

総会終了後は、一橋大学イノベーション研究セ
ンター教授・米倉誠一郎氏による『創発的破壊：
イノベーションとパラダイムチェンジ』と題した
記念講演を催し、会のスタートを飾るにふさわし
い講演を拝聴し大きな刺激を受けました。（講演内
容については『経営センサー』2014 年 4 月号に掲

載予定。）
講演後の懇親会には、MOT 研修の講師陣から来

賓として出席いただいた井原久光先生（東洋学園
大学現代経営学部　教授）、亀山秀雄先生（東京農
工大学大学院工学府　教授）、籠屋邦夫先生（ディ
シジョンマインド　代表）、森 健一先生（元　東
京理科大学大学院　教授、元　東芝㈱常務取締
役）、加えて東レ経営研究所　大谷 裕社長から本
会設立の祝辞と今後の活動に対する激励をいただ
きました。

東レ経営研究所MOT研修シリーズ（第22回）

MOT 研修 全期合同同窓会
「T-MOT マスターフォーラム（宮木塾）」誕生！

記：T-MOTマスターフォーラム幹事（文末に氏名記載）

米倉誠一郎一橋大学教授の記念講演

T-MOTマスターフォーラムのメンバー
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10年の歩み
フォーラム発足までの経緯

同研修は 2004 年第 1 期開始から足かけ 10 年、
300 人を超える修了生を輩出し、現在は第 19 期を
実施中です（2014 年 2 月時点）。2011 年秋からは
名古屋経営塾「戦略的ものづくり価値づくりマネ
ジメント研修」も開講されました。研修には趣旨
に賛同した約 60 社にも及ぶ企業から、イノベー
ションを志し、技術をベースに新しい製品やビジ
ネス創りを生涯の仕事として捉え、また次世代の
経営者を目指す人材が集まっています。

このような思いを持った人々は研修修了後も企
業の垣根を越え、定期的に期ごとに同窓会を開き
情報交換を行ったり、会社訪問を企画したりして
いました。このようなヨコのつながりを保つ取り
組みは行われてきましたが、期を越えてつながる
タテの仕組みはありませんでした。

この必要性を感じた有志数名が宮木ディレク
ターと共に 2011 年の中ごろから合同同窓会の発
足に向け意見を交換し準備を始めました。研修修
了生 300 人のタテをつなげれば共に研鑽

さん

しコミュ
ニケーションできる大きな場が出来上がります。
合同同窓会「T-MOT マスターフォーラム」は各
種講演や研究会、企業見学会などを企画し各人の
携わる研究開発や業務等について議論を交わし、
お互いにアドバイスし合い、さらに一企業人とし
て日本の社会や未来に何ができるのか、広い視野
で思考し意見を交わす絶好の機会となる場です。
一方では、各自の趣味に即した気軽に参加できる
交流会を用意し、硬軟交えて時間を共有できる生
涯の“友

とも

垣
がき

”づくりの場を提供しようと考えました。
研修開始 10 周年を見据えたタイミングでこの

フォーラムが発足し、これからの活動についての
議論や準備が始まったことは大変意義深いことだ
と思います。多くの修了生たちは研修で得た知識・
経験・ネットワークを活かして各自の現場で活躍

しています。その実力を発揮して本フォーラムを
立ち上げ運営するということはプロジェクト・マ
ネジメントの実際の場として捉えることができま
す。

同フォーラムは、東京・名古屋両研修のプログ
ラム・ディレクターを務める宮木宏尚氏の名を冠
し、通称 “宮木塾” とも呼ぶことにしました。

宮木ディレクターいわく、「研修のプログラム自
体が 10 年の間ブラッシュアップし続け成長して
きた今、新旧の修了生が一丸となって臨む “合同
同窓会設立プロジェクト” は、MOT 研修の集大成
であり、次の 10 年を創造する重要な足がかりに
なることを期待している。」とのことです。

本プロジェクトの初期、私たち有志は、多くの
修了生から賛同の声を得られるように、設立目的
を明確化すること、運営方法を決めること、研修
10 年のタイミングに合わせた設立までの工程表を
作成することが課題と考え、綿密な準備をしま 
した。

設立の半年前、2013 年 4 月 20 日には、趣旨説
明会を兼ねた講演会※を開催し、50 名以上の修了
生から設立の賛同を得て、設立総会日を正式に 11
月 23 日と定めました。発足までのコア・グルー
プとなる設立準備会には約 20 名が手を挙げ、会
の名称、趣旨、運営方法、活動内容について本格
的な討議に入りました。設立準備会のメンバーは
各社の重要業務責任者が多く非常に多忙にもかか
わらず熱心に取り組む様子からは同窓会への大き
な期待と熱意を感じました。

合同同窓会の目的とは？
未来の経営者として

今日、「高品質で低価格のものを迅速に提供する
（QCD）」ことだけでは企業競争力に結びつきませ
ん。日本の基幹産業であるものづくりが今までと
異なる脅威にさらされる中、私たちは継承すべき

※  『今後のアジアと日本』
　   講師：重家俊範氏（東レ㈱顧問、同志社大学法学部 客員教授、元大韓民国駐箚特命全権大使。講演録は『経営センサー』2013

年 9 月号掲載。
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ものを峻
しゅん

別
べつ

する一方、常に新しい変化を重ねてい
くことが求められています。

設立準備会を重ねるうち、私たちは「日本のも
のづくりを支えていこう」という強い思いを共有
していることを互いに確認できました。MOT 研
修を通じ、企業が持続的に発展するためには高い

「マネジメント力」「創造・独創力」「リーダーシッ
プ」等を個々が養い、ものづくりの在り方を再考
し、再生することが重要だと学んだことをあらた
めて思い起こしました。

また MOT 研修がそのような思いに結びつくの
は、異業種の企業から高い志を持つ人材が集い、
共に議論・交流し仲間となっていく場でもあった
からだと思います。この「人」と「場」という財
産は非常に得がたく貴重だと思います。

そこでこの会では、
① 未来志向を持ち、広い視野と教養を持つグ

ローバルな人材としての意識を涵
かん

養
よう

する。
② 各企業の経営を担う一員として、あるいは、

起業家として、わが国のものづくりの再生、
発展をリードする人材を養成する。

以上の 2 点を人材養成の目標に掲げました。

名称にこめた思い
私たちが掲げた目標を表すのにふさわしい会の

名称については最後の最後まで討議を重ねまし
た。最終的に決定した、「T-MOT マスターフォー
ラム（宮木塾）」の “T” には以下四つの思いを込
めました。

まず、私たちが知り合う場を提供していただい
た東レ経営研究所（Toray Corporate Business 
Research, Inc.）への感謝、技術（Technology）で
明日（Tomorrow）を切り拓く決意、そして修了
生が親交を深め友垣（Tomogaki）の輪を広げてい
きたいという思いです。

私たちは MOT 研修プログラムのチーフディレ
クター・宮木氏を中心に集いました。これからも

「宮木先輩」には叱
しっ

咤
た

激
げき

励
れい

・ご指導いただきたく、
通称を「宮木塾」と親しみやすく、呼びやすい名

称にしました。四つの “T” と宮木氏の名前を組
み合わせることによって、全体でとても良い名称
になったと思っています。

設立総会

活動内容について
さて、フォーラム活動には主に「研究会」と「分

科会」があります。年数回開催する「研究会」は
より深い知識や情報を得ることと会員相互の交流
の深化を通じて人材育成につなげることを目的に
開催されます。広い視野と教養を持ったグローバ
ル人材としての意識を涵養するために、産官学の
幅広い分野から講師をお招きします。また、会員
の中から、実務に役立てるべく、事業展開や製品
開発に成功事例を持つ方や、厳しい状況で現場の
リーダーを務めた方に登壇いただき意見交換の場
を設けたいと思います。各会の終了後には、参加
者が自分たちの経験をオープンにし、それぞれが
抱える重要課題や想いについて、突っ込んだ本音
の議論を展開できるような懇親会も、随時開催し
てまいります。

なお、第 1 回研究会は 2014 年 2 月 15 日に開催
しました。研修でも大変お世話になっている長平
彰夫先生（東北大学大学院工学研究科　教授）よ
り「R&D マネジメントに関する最近の動向」と
題して、また会員による自身の事例発表としては
研究会の責任者を務める進藤敦徳氏（4 期生・三
井化学）から「意志誘発のリーダーシップ　〜工
業化への分岐点と成功要因〜」と題して講演をい

MOT研修	全期合同同窓会「T-MOTマスターフォーラム（宮木塾）」誕生！
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ただきました。今後も定期的な開催を計画してい
ます。

また「分科会」は交流を促進することを主目的
として提供される場です。共通の趣味を広め合う、
何かに共同で取り組む、あるテーマについて討議
する、といった趣旨で企画されます。趣意書に掲
げたコンセプトや思いに基づくものだと見なされ
れば内容については制限しない方針です。今年 1
月に行ったブレーンストーミングをもとに、さま
ざまな分科会活動を開始することになっています。

T-MOT マスターフォーラムは何よりも自主性
を重視します。その自主性を自然に誘発するよう
に楽しくてためになる活動を実施し、それによっ
て会を継続する力も引き出していきたいと思って
います。

今後の活動
将来的には名古屋、大阪、九州など会員の東京

以外の赴任地に支部をつくり全国展開することも
視野に入れています。今後 10 年、20 年後には会
員の数も大幅に増えていることが予想されます。
また、会員以外にも参加の門戸を開き、大きな輪
にする可能性も考えています。

当面の入会条件は MOT 研修修了生（会員）と
その関係者（準会員）としております。したがっ
て「今すぐ入会したい」とご希望の方は、まず東
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」もしくは「名古屋経営塾」
をぜひ受講してください。

最後に
本フォーラムの立ち上げに当たっては、そばで

温かくその進行を見守り、貴重なアドバイスを下
さった宮木ディレクターには感謝し尽くせませ
ん。また設立に尽力した設立準備会メンバーにつ
いては、この会の設立に多くの共感の声を得てい
るという事実に対し互いに努力を讃

たた

えたいと思い
ます。

しかし、ここからが本当の勝負です。MOT 研
修で学んだことのさらなる実践と、「T」に込めた
思いを胸にフォーラムを発展させていきたいと思
います。

本フォーラムの設立趣意書には「苦しさもつら
さも楽しみに変えながら新しい技術にチャレンジ
する」とあります。しかし、初めは「もがき苦し
みながら新しい技術にチャレンジする」でした。
これを読んだ宮木ディレクターが「私の経験では、
決して苦しいだけではなかった。みんな楽しく
やっていたよ。」と笑顔でアドバイスしてください
ました。「楽しくてためになる」−これが私たち
の共通のキーワードです。

今後も引き続き東レ経営研究所、講師の方々に
もご支援をお願いしたいと思います。さらにこの
会が意義深く大きな輪へと広がっていくことを目
指していきます。

懇親パーティー

人材／人材育成の視点
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＜執筆者リスト＞
唐岩正人（会長、三井化学分析センター）、宮崎聡夫 （副会長、曙ブレーキ工業）、大橋亜沙美（副会長、旭
化成）、進藤敦徳（三井化学）、金山逸郎（キヤノン）、大倉真人（長谷工コーポレーション）、矢崎隆一（大
陽日酸）、村岡浩一（東芝）、自見知之（ソニー）、酒井亮（日本化薬）、相京秀幸（アイシン精機）、今井美
紗子（曙ブレーキ工業）、藤田光晴（田中貴金属工業）、内田隆（三井化学）、澤田公平（日油）、小林康紀（トー
ヨーカネツソリューションズ）、小澤英徳（日本たばこ産業）、高嶋昌利（ソニー）

＜チーフディレクターより＞
この度、東レ経営研究所 MOT 研修修了生の発議により「T-MOT マスターフォーラム」が誕生したこと

は、この研修の一つの大きな目的である “研修終了後も継続される異業種交流” が新たな段階に入ったこと
を示すものであり、あらためて 10 年という年月の長さと、継続の力を感じています。
「新結合」といわれるイノベーションを考えるためには異業種・異文化交流が欠かせず、「T-MOT マスター

フォーラム」はその可能性を大きく広げるものとなると思います。
この活動を通じ、修了生の皆さんが未来志向でグローバルに活躍できるイノベーターあるいは経営者と

しての幅広い教養を積まれるものと期待しています。
東レ経営研究所の MOT 研修では、中長期的視点で「次世代の事業の柱」をつくるということを重視して

いますが、これは最近のアベノミクスでいう第三の矢（成長戦略）そのものであり、この点ではこれを先
取りしてきたものと思っています。MOT 研修修了生が、この研修終了後も、お互いに切磋琢磨、協力し、
日本の産業界をリードする核になっていかれるものと期待し、引き続き支援していきたいと考えています。

（東レ経営研究所 MOT チーフディレクター　宮木 宏尚）

T-MOT マスターフォーラム幹事および関係者

MOT研修	全期合同同窓会「T-MOTマスターフォーラム（宮木塾）」誕生！




