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東レ経営研究所MOT研修シリーズ（第23回）
全期合同同窓会「Ｔ-ＭＯＴマスターフォーラム（宮木塾）」設立総会

記念講演　抄録
「創発的破壊　イノベーションとパラダイムチェンジ」

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
企画・編著：（株）東レ経営研究所 MOT チーフディレクター　宮木 宏尚
記録・写真：山崎 阿弥（フリーランス・ライター）

宮木 宏尚（みやき ひろひさ）
（株）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 ゲスト講師
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。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、特に省エネルギープロジェクトを数多く手がける。1981年より全社の
エネルギー政策、R＆D戦略、新事業企画開発、経営企画、情報化・EC推進など企画業務を担当。2002年 12月
退社。2003年 3月より東レ経営研究所特別研究員。MOT人材育成プログラム開発担当の後、「戦略的技術マネジメ
ント研修」の企画・運営を担当。2006年～ 2012年東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師。現在、ミヤキ
㈱代表取締役社長、公益社団法人化学工学会経営システム研究委員会委員長・中国委員会副委員長、日本技術者教育
認定機構（JABEE）審査員、国立音楽大学評議員、工学院大学孔子学院中国・アジア研究センター客員研究員など。

山崎 阿弥（やまさき あみ）
フリーランス・ライター 

（株）東レ経営研究所 特別研究員
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、「経営センサー」の取材などを担当。

一橋大学イノベーション研究センター 教授
米倉 誠一郎（よねくら せいいちろう）
1953年東京生まれ。1977年一橋大学社会学部卒業、1979年同大学経済学部卒業、1981年同大学大学院社会学研究
科修士課程修了。1990年ハーバード大学歴史学博士号取得（PhD.）。1995年一橋大学商学部産業経営研究所教授、
1997年より同大学イノベーション研究センター教授。1999年～2001年、2008年～2012年同センター長。現在、プ
レトリア大学GIBS日本研究センター所長、季刊誌『一橋ビジネスレビュー』編集委員長、日本元気塾塾長も務める。イノベー
ションを核とした企業の経営戦略と発展プロセス、組織の史的研究を専門とし、多くの経営者から熱い支持を受けている。
著書は、『創発的破壊	未来をつくるイノベーション』（2011年：ミシマ社）、『脱カリスマ時代のリーダー論』（2005年：
NTT出版）、『経営革命の構造』（1999年：岩波新書）など多数。

Point
❶	 	日本の経営層のイノベーションの重要性に対する認識の低さが危惧される（GEの調査）。これはシュ

ンペーターが「五つの新結合」と定義するイノベーションを「新商品創出」や「技術革新」と間違っ
て認識していること、イノベーションは体系的に生まれるものではないという認識があることによ
るものと思われる。体系的な文化や資金投資によってもイノベーションは可能である。

❷	 	今、オープン・イノベーションが注目されているが、何をオープンにし、何をクローズにするかは、
極めて戦略的な課題である。コアの技術を持ち寄ることが重要である。

❸	 	オープン・イノベーションが重要視される環境にあって、「T-MOT マスターフォーラム（宮木塾）」
のような組織が設立された意義は大きい。

人材／人材育成の視点
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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
や講演抄録をお届けするものです。

今回は同研修の全期修了生を対象とする合同同窓
会「T-MOT マスターフォーラム（宮木塾）」の設立
総会における、一橋大学イノベーション研究セン
ター教授・米倉誠一郎氏の記念講演の抄録です。

（2013 年 11 月 23 日、於：曙ブレーキ工業株式会社・
本店（グローバル本社）会議室）

当日は 1 ～ 18 期までの MOT 研修修了生と MOT
名古屋経営塾修了生ら約 70 名が集まり米倉先生の
講演に熱心に聴き入りました。（「T-MOT マスター
フォーラム（宮木塾）」設立の経緯や趣旨について
は本誌 2014 年 3 月号をご参照ください。）

日本を振り返る
1人当たりGDPの変遷

いよいよオリンピックが 2020 年にやって来ま
すね。これを機に 50 年前を振り返ってみましょ
う。1964 年は日本の人口が 1 億人に達していませ
ん。9,718 万人。現在は 1 億 2,700 万人ですから約
3,000 万人も増加しています。これは大変なこと
ですね。GDP は 29 兆円から 475 兆円。当時自動
車の普及率は 6%、100 人いても 6 人しか持ってい
ない。現在は約 84% になりましたから日本は大き
な進展を遂げたといえるでしょう。

日 本 の 1 人 当 た り GDP は 30 年 前 に 17 位、
1995 年に 3 位へ上りました。この「3 位」は立派
な記録です。この時 1 人当たり GDP の 1 位はル
クセンブルク、人口 42 万人の小国が高度な経済
に特化した結果 1 位を獲得しています。それに次
ぐスイスは 790 万人、東京都よりも小さな国は、
金融、特殊なマニュファクチャリング、観光、医
薬品によって 2 位を獲得しました。これに対し
1.2 億人という人口を抱えながら日本が 3 位を獲
得したのは驚くべきことでした。

“失われた20年”
日本企業の生産性は向上したか？

昨年友人が『「失われた 20 年」と日本経済』（深
尾京司著、2012 年、日本経済新聞出版社）という
本で日経賞を受賞しました。この本によると、日
本の経済政策と金融政策は問題なかったといいま
す。1990 年、2000 年のバブル崩壊も 2008 年のリー
マンショックも乗り越えました。現在金融機関に
税金を投入して再生させる “日本モデル” は世界
中で実施されています。皆さんの中でも日本の財
政には問題がないとお考えの方も多いのではない
かと思います。1,000 兆円も使っているのですか
ら。一方金融政策も、この 10 年で「金利が高い」
などと感じられた方はいらっしゃらないだろうと
思います。

統計が取れる中で最も働いているのは韓国で、
1 年間の労働時間平均が 2,193 時間、一人当たり
GDP は 34 位です。それに次ぐアメリカは日本よ
り 60 時間も多く 1,778 時間で同 14 位。日本は
1,728 時間で同 17 位。一方オランダは 1,379 時
間、日本よりも 50 日間も労働時間が少ないにも
かかわらず同 10 位を獲得しています。

創発的破壊　イノベーションとパラダイムチェンジ



経営センサー　2014.4
3434

GEのリサーチに見る
日本の「イノベーション」への意識

イノベーションについて考えてみましょう。25
市場のイノベーション戦略担当者（3,100 名のシ
ニアエグゼクティブ）へのインタビューから作成
される GE グローバルイノベーションバロメー
ターでは、その第一の質問として「あなたの会社
経営にとってイノベーションは重要ですか？」と
いうことが問われています。世界平均では 91% が

「大変重要」「重要」な戦略的優先課題だと答えて
いるのに対し、日本は 80%、つまり 20% は「あま
り」「全く」重要な課題ではないと答えているので
す。

さらに問 8 で「社会全体がイノベーションを支
持しており、若い世代にイノベーションの熱意が
あるか」に対し日本は最下位です。最下位 4 国の
うちポーランドとメキシコが 64%、インドは
61%、日本は何と 24% でした。

「イノベーション」とは何か？
シュンペーターの五つの「新結合」

この GE のリサーチによると、日本のイノベー
ション担当者は「新しい技術を開発する」「新しい
ビジネスモデルを開発する」という言葉には過剰
に反応するものの、「イノベーションをもたらす環
境と文化を創り出す」「長期的なプロジェクトに投
資する、予算を配分する」といったことには非常
にネガティブです。ここは僕が大変危惧する点で
す。イノベーションは体系的に出てくるはずはな

く、ヤミ研（ヤミ研究、組織の公認を得ず個人・
もしくは少人数で行う研究）や天才の存在なくし
てはあり得ない、と思っているのではないでしょ
うか？　僕は決してそうではないと思います。わ
れわれが「一橋大学イノベーション研究センター」
を設立したのも体系的な文化や資金投資によるイ
ノベーションが可能だと考えるからこそです。

ではイノベーションとは何でしょうか？　シュ
ンペーターは 1912 年に『経済発展の理論』とい
う本を著し、初めて経済学の中でイノベーション
を定義しました。

シュンペーターはイノベーションにおいて
「ニューコンビネーション（新結合）」の重要性を
唱え以下の五項目を提示しました。

まず第一に新しい製品によるプロダクト・イノ
ベーション。第二に新しい生産方法、プロセス・
イノベーションです。第三は、新しい市場の発見、
第四には新しい原料・半製品が重要だと言います。
そして第五としてシュンペーターが挙げるのは新
しい組織の創出でした。

戦略的オープン・イノベーションへ
組織は内部でつくること・外から買うことの二

つの活動があり、前者はコストも専有性も共に高
くし、後者は逆に低くします。何をオープンにす
る・しないということを選別した方が組織効率が
上がります。また、コストリダクションの観点か
らのみならず、内部で全てまかなってしまうとモ
チベーションやアイデアの創発がどんどん低下し
てしまいます。ただし外部からの刺激や新しいア
イデアの創出・発見は重要ではありますが、すべ
てをオープンにしてしまうと企業への忠誠心が失
われてしまいます。要は “間” に管理コストとダ
イナミクス、専有性をどう組み込むかが課題なの
です。今オープン・イノベーションの重要性 が高
まっている理由はそこにあります。

現在このような環境において「T-MOT マスター
フォーラム（通称：宮木塾）」が設立されたことは
素晴らしいことだと感じております。なお一橋大
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学では青島矢一教授たちが文部科学省および政策
研究大学院大学と「イノベーションマネジメント・
政 策 プ ロ グ ラ ム（Innovation Management and 
Policy Program：IMPP）」を立ち上げました。日
本は政策提言する人間が現場を知らなすぎます。
また、学位を持たなさすぎます。学位の有無は本
質的には関係ありませんが経済協力開発機構

（OECD）のイノベーションプログラムについて
話し合う場で勝負する相手は高度な理論武装をし
てきます。日本もそういった人材をそろえ、「国際
社会の中で標準をどう取るのか？」「イノベーショ
ンをファシリテートする共通政策とは？」といっ
たテーマについてきちんとディスカッションでき
る人材を育成すべきだと考えています。

ご清聴ありがとうございました。

【質疑応答】
Q1：オープン・イノベーションの長所を認識し
つつも、垂直統合や内部リソースの否定が懸念さ
れるのではないかと思います。テーマやリソース
の選定とその方法は大きな課題です。事例やアド
バイスなどお聞かせいただければと思います。

米倉：コア技術を持ち寄ることが重要です。オラ
ンダの DSM が良い事例でしょう。同社は強力な
ポリマーを生産しながら、それを紡ぎ繊維化する
技術を持っていませんでした。彼らは綿密なリサー

チの結果東洋紡が持っていることを探し当て世界
最強の超高度・高弾性率のスーパー繊維「ダイニー
マ」を生み出します。これは素晴らしいストーリー
だったのですが、両社はその後の責任範囲や用途
開発の方針を明確に決めていませんでした。この
事例はオープン・イノベーションが非常に多様な
ことまで含み込んで行わなければ大きな成功をも
たらさないということを示しています。

ともあれ DSM と東洋紡のようにコア技術を持
ち寄ることは長期研究開発の否定にはならず、む
しろ非常に面白い製品開発につながる可能性があ
ると言えます。

Q2：イノベーションが重要でありながら、日本
では若者を中心にその認識が低いということや、
様々なイノベーションを生み出しながらも自信喪
失してしまっているような状況を変化させるよう
な教育や取り組みは何かありますでしょうか？

米倉：大学では自分で考えることの大切さを訴え
ています。東大の地震研究所で学んだ方がスタン
フォード大学で受けた最終試験は「これまでの知
識を用いて新しいビジネスを考えなさい」という
設問でした。それまで考えたこともなかった問い
を前に「そうか、知識とは何かを創り出すために
あるんだ。そこからパラダイムチェンジは起きる
んだ」と思ったそうです。

最近では小学校でもイノベーションのための教
育が施されている例を聞きますが、あまり有用だ
とは思いません。それよりも show & tell 形式で、
例えば家にあるものを紹介しストーリーを語れる
ような教育をするのは良いかもしれません。しか
しいずれにせよあまり早い時期からやらせる必要
はないと思います。

会社も同様です。採用のときに同じようなリク
ルートスーツ、同じような回答、同じようなエン
トリーシートの就活生からおおむねリスクのない
人材を選びます。それなのに採用した後になって

「リスクをとれ！」などというのはナンセンスで
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す。大学も情報処理の速さと効率の良さで選んで
きた人材に、今度は情報創造の力を与えていく教
育を施さなければならないのです。学部では基礎
教養を身に付け、大学院で専門を学ぶ。もしくは
学部卒業後に 4 ～ 5 年社会で働いたのち、自分の
適性や希望と真

しん

摯
し

に向き合った結果、弁護士やデ
ザイナー、医師を目指すようなことがあっても良
いのではないでしょうか。日本の医療過誤はその
7 ～ 8 割が人的ミスだといいます。18 歳で医者に
なることを決め熱心に勉強したような人材と、社
会に出て 26 歳ぐらいから医師を志した人間が 30
歳前後で成熟した医師として医療の現場に現れる
のとでは、どちらが良いでしょうか。ビジネスも
同様です。アメリカでは最初に入った学校や会社
は全く重要ではなく、35 歳までの間にどのような
会社に勤め、どんな専門性をつけたのかが肝心だ
といわれます。

日本も新卒の 3 割が最初の会社にいない時代で
す。皆さんも 22、23 歳のころ、自分が何をした
いかなど分からなかったのではないでしょうか。
やはり 30 歳前後で勉強し直し、そして人生を決
める、というような流れが良いのではないかと思
います。あまり早いうちから英語を学ばせたりす
るよりも、子供の間は外で元気に遊んでくれれば
いいと思います。 

＜チーフディレクターより＞
2013 年 11 月 23 日に開催された東レ経営研究

所の MOT 研修修了生で組織された全期合同同窓
会「T-MOT マスターフォーラム（宮木塾）」の設
立総会の記念講演に、この機会に最もふさわしい
一橋大学イノベーション研究センター米倉誠一郎
先生をお招きできたことは、この会の歴史を飾る
ものとなりました。

米倉先生には、MOT 研修のプログラム開発が経
済産業省のプロジェクトとして始まった頃からコ
ンソーシアムのメンバーとしてアドバイスをいた
だき、その後も研修のスタート時期から同大学イ
ノベーション研修センターの延岡健太郎先生、青
島矢一先生には長きにわたりご指導、ご支援を頂
いてきました。

今回講演では、現在の日本を振り返るところか
ら、イノベーションの本質、これからの MOT 人
材への期待などについて、米倉先生の軽妙な語り
口に引き込まれ、時間が過ぎるのを忘れました。

日本元気塾の塾長でもある米倉先生からは、日
本のイノベーターを目指すメンバーに暖かいエー
ルを送っていただき、この同窓会を核として全員
が日本の真の再生を目指して活躍していくものと
期待しております。

アベノミクスで最も重要と言われる「第 3 の矢」
（成長戦略）は政府が作るものでなく、われわれ企
業人が作って行かなくてはなりません。MOT 人
材は、まさにこの使命を担っていることを確認し
た講演でありました。

ご多忙中ご講演いただいた米倉先生に、あらた
めてお礼申し上げ、これからも変わらぬご支援を
いただけますことを「T-MOT マスターフォーラ
ム」を代表してお願いいたします。

（MOT チーフディレクター　宮木 宏尚）

人材／人材育成の視点




