
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。
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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13回）

日本語ワープロ開発者が語る
「開発におけるリーダーシップとコンセプト創造」
―「特別講演」技術・事業開発とリーダーシップ―
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　森 健一 氏 講演録
企　　　　　画：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・ライター）

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（元東芝常務取締役）

森 健一（もりけんいち）
1962 年東京大学工学部応用物理学科卒業、同年東京芝浦電気（株）総合研究所入社、同社情報
システム研究所長、取締役パーソナル情報機器事業本部長、常務取締役を歴任。
1999年東芝テック取締役社長、2003年相談役、2004年から現職。
大河内記念技術賞、科学技術庁長官賞など多数受賞。2006年文化功労者。
著書に『ワープロが日本語を覚えた日』（共著、三田出版）、『日本語ワードプロセッサの誕生』
（丸善）、『パターン認識』（共著、電子情報通信学会）、『MOTの達人』（共著、日本経済新聞出版
社）など。

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。同年東洋レーヨン（現 東レ）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、ミヤキ株式会社代表取締役社長、国立音楽大学評議員、社団法人化学工学
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。

Point
1 これからの企業経営に必要な第 1の課題は、新規事業開発。我が国ではこのための人材が不足し
ている。

2 新規事業開発を可能にするためには、人材育成が必要。自律的なキャリア形成の奨励、「金太郎飴」
でない多様性のある人材育成、経営幹部候補の早期選抜、技術開発、事業部門の両方の経験を積ま
せること、また、エキスパートと呼ばれる人材を大事にしていくことなどが重要である。

3 開発リーダーに必要な要件は、①経営トップの目指す未来像を確実に理解していること、②それ
を実現するための高い志と夢を持っていること、③専門分野の将来の技術マップを持ち、コンセ
プト創造に必要な部門に良い仲間を持っていることなどである。

4 技術先進国は、いずれも模倣時代を経て創造時代を築いてきた。我が国も、米国の次の国として
創造時代に踏み出す時期になっている。

5 事業のコンセプト創造には、「顧客のために」ではなく、「顧客の立場で」という発想が重要であ
る。実現するための技術検討は、その後でよい。顧客が真に求めている価値を特徴とする
「OnlyOne 商品」を作ることができれば、必ず成功する。
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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

術経営研究科森健一教授の特別講演記録です

（2008 年 8 月 23 日、キャンパスイノベーションセ

ンター〔東京・田町〕にて）。森先生は、不可能と

考えられていた「かな漢字変換方式の日本語ワープ

ロ」を開発した東芝のプロジェクト・リーダーを務

められた後、同社の情報システム研究所長から取締

役パーソナル情報機器事業本部長、常務取締役、そ

して東芝テックの取締役社長を歴任された方です。

今回は「開発におけるリーダーシップとコンセ

プト創造」というテーマで、示唆に富むお話を伺い

ました。

経営課題の変化－人材不足の現状

話を進めるに当たって、まず皆さんにお尋ね

します。今後 5年間で、皆さんの会社にとって最

も重要な経営課題は何か、3 つ挙げてみてくださ

い。

いかがですか？　実はここに、日本能率協会

が毎年行っている「主要 50 社の CTO の最も重

要な経営課題」という調査の結果があります（図

表参照）。

その結果を見ると 2005 年までと 2006 年以降

では全く様子が違うことが分かると思います。

2005 年まではほとんどの会社が収益性の向上

やシェア拡大、人材強化をトップ 3に挙げていま

すね。表中の色がついている項目は、翌年 2位以

上順位が下がっており、一方強調文字＋斜体の項

目は順位を上げています。

失われた 10 年とその後の V 字回復期を経た

2005 年頃は、一応の安定を得て経営トップも若

干の安堵を得ていました。しかし 2005 年当時、

企業の利益の大半を生み出していたのは 1990 年

以前から継続する事業です。つまり、バブル崩壊

以降の 15 年間に、次の 10 年、15 年を支えるよ

うな中核事業を育ててこなかったという実態があ

ります。

それでは 2006 年に 1 位の「新規事業」を行う

に当たり、適切な人材がどれほどいるでしょうか。

それまでの部課長たちは、とにかく早く利益を上

げることを目標としてきましたから、「生産性向

上」や「ムダの排除」はできても、新規事業を興

すことは苦手、という方が多いのです。

2005年の課題認識 

１．収益性向上 

２．売上･シェア拡大 

３．人材強化 

４．新規事業開発 

５．財務体質強化 

６．顧客満足度向上 

７．品質向上 

８．現場力の強化 

９．ローコスト経営 

10．技術力の強化 

将来のための課題認識 

 

２．収益性向上 

 

４．人材強化 

 

 

７．顧客満足度向上 

 

９．売上･シェア拡大 

10．企業理念の徹底 

１．新規事業開発 

３．グローバル経営 

５．株主価値向上 

６．ブランド価値向上 

８．企業の社会的責任 
 

図表　主要 50 社の CTOの最も重要な経営課題

出所： 日本能率協会調査（05年と 06 年の比較）
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今更ながら各社の経営トップは新規事業開拓

のための人材育成を強化すること、またそういっ

た人材が創造的に新規事業に取り組むにはどのよ

うな仕組みや環境が必要なのかといったことを考

えるようになりました。

新規事業開拓を可能にする人材育成

－5つの提言

私はこのように考え始めた企業の最高技術責

任者たちが集まって行う勉強会においてファシリ

テーターを務めたことがあり、その際に 5つの提

言を行いました。

まず、世界に通じる人材を育成するために、

「自分のキャリアをこのように形成したい」とい

う思いがある人を選び、自律的なキャリア形成を

奨励し、創造力、リーダーシップ、コンセプト構

想力、成果への執着心、語学力を磨く研修を行う

ことです。更に、全社の人材レベルを向上させる

ために経営ビジョン、人材育成方針を明示し、表

彰制度を充実させ、報酬による評価ばかりでなく、

経営ビジョンを一歩前進させることに貢献したと

きに表彰する制度を充実させ、モラルアップを図

ることが重要です。

2 つ目の提言としては、多様な視点に立って

色々なタイプの人材を育成すること。平均的な

「金太郎飴」人材をいくら作っても仕方がありま

せん。バブルの崩壊や V 字回復といった激動期

を迎えたとき、均質な人間の集まりでは問題に対

処できません。

更に具体的に言うならば、3つのタイプの人材

が必要です。まず「コトを興す人」。世界 NO.1

を目指す高い志を持ち、新しいコンセプトを創造

し、新たな価値を作る人＝創造･変革型の人材。

次に「コトを正す人」。「何故？」を繰り返して高

度な問題提起・解決能力を持ち、果敢に行動し、

行動の成果に責任を取る人＝自律型人材。そして

「コトを進める人」。組織の成功を目指して常に全

体最適・顧客視点で考え、チームワークで成果を

挙げる人＝組織成果型人材です。

3つ目の提言は、経営幹部候補者を早期選抜し、

重要なポストを経験させて、50 歳で社長になれ

る人材を育成すること。35 ～ 40 歳の中から、志

が高く、意欲にあふれ決断力の強い人に経営判断

を必要とする重要ポストを経験させて育成すると

良いでしょう。重要なポストとは、例えば社内の

重要なプロジェクトのリーダー、海外関係会社社

長・CTOなどです。

4つ目の提言は、進歩の激しい技術の全体感を

理解でき、修羅場を乗り越えるエネルギーを持ち、

技術内容や研究開発成果を分かりやすく説明でき

るコミュニケーション能力が優れている人を、優

れた研究・開発で成果を上げた人材の中から研

究・開発リーダーとして選抜し、育成すること。

そして、事業経営を理解するために、研究・開発

分野のみに留まることなく、事業部門と計画的な

人事ローテーションを行い、事業／生産／販売／

顧客サービスなどのいずれかを経験させ、MOT

（技術経営）研修を強化して、技術の目利きとし

ての判断力などを磨くこと。

5つ目の提言は、企業はエキスパートと呼べる人

材を大切にすべきであるということ。企業の重要

な専門技術分野において、高い技術経験を持った

人材を選抜・厚遇し、若い技術者の目標となる高

い技術の維持・向上や絶え間なく技術スピリット

を伝えていくことです。
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開発リーダーとして誰が適任か

ではこれらの提言を踏まえて、開発リーダー

とは一体どのような人材が適切なのか考えてみま

しょう。私は次の 3つのポイントを押さえておく

べきだと考えます。

まず、今日の経営においては、経営トップが

指向する会社の未来像を理解している人であるこ

とです。経営トップは会社の未来像を明確に繰り

返し伝えていく必要がありますが、開発リーダー

はなぜトップがそのように考えるのかを完璧に理

解できていなければなりません。会社の未来像、

すなわち市場のどこで優位性を占めようとしてい

るのかを理解できていることが求められます。

次に、その未来像を実現するためには「今ま

でやったことのないこと」という非常に困難な課

題に対峙するのですから、具体的にどのような新

事業を起こすべきかについて、高い志と夢を持っ

ている人が求められます。

しかし、夢や志だけではコトは実現しません。

そこで 3 つ目は、技術開発に抱くその夢が、5 年

後、10 年後の社会にとってどれだけ役に立つか、

意味があるのかということが判断できる人材であ

ること。自分の専門分野の将来方向について明確

な技術マップを持ち、コンセプト創造に必要な

色々な部門の良い仲間を持っている人が求められ

ます。

例えば、大学で学生たちが様々な情報機器を

携帯して移動しているのを見ると、ホームレスの

人たちが自分の持ち物を一切合財詰め込んだリア

カーを押しながら移動しているのと似ているんじ

ゃないか、彼らは情報のホームレスではないか、

と思います。そこで私が問いたいのは、5 年後も

このように多種多様な情報機器を持って移動して

いることを望むだろうか？そうでないのだとした

ら、どのような未来像（マップ）を描くことがで

きるだろうか？ということです。ニーズがどのよ

うな方向へ向かえばユーザーの心を満たすことが

でき、皆さんの会社の技術や経営ビジョンとマッ

チするのかを考えることを心がけて欲しいと思い

ます。そして、それを短い言葉（コンセプト）で

表す。更に仲間とディスカッションし、一人では

見付けられなかったアイディアを見出し、コンセ

プトを磨いていく。その際は一つの部門の人間が

集まるのではなく、社内の多くの部門にわたって

声をかけて話し合うことが重要ですね。

模倣時代から創造時代に

現在の会社経営において経営トップは、市場

のニーズとその変化を捉え、それに沿う形で経営

する能力が求められています。開発リーダーにも

同様の観点から中長期に市場を見極める力が必要

なのです。

私も東芝の研究所長から事業本部長に就任し

たとき、これまであまり携わらなかったような分

野の知識が必要になり、市場の動きや、それを捉

えた上で東芝がどうすべきなのか一生懸命勉強し

調べました。

そこで分かったのは、日本はかつて先進国の

模倣をして製品を製造し生産性と品質を向上す

ることで力を付け「フリーライダー（基礎研究

ただ乗り論）」などと揶揄されましたが、それ以

前の先進国も同様の歴史をたどったということ

です。どの先進国も、それ以前の先進国から技

術を導入し生産性を改善して世界から富を集め

て、その後創造力を磨いて科学技術先進国のト

ップとして君臨するというプロセスを踏んでい

るのです。
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1500 年以降の科学技術史年表から湯浅光朝氏

が作成したテクノヘゲモニーの移動図を見ると、

世界の 4分の 1以上の歴史的な重要な発明・発見

をして、最初に世界の科学技術分野の覇権を握っ

たのはイタリアです。その次は、イギリス→

フランス→ドイツ→アメリカと変遷します。現在

の覇権を握っているアメリカも 1900 年初頭には

ヨーロッパの科学技術の模倣によって発展したこ

とを「世界の研究開発に貢献しないフリーライ

ダー」だと批判されました。この覇権は 2040 年

ごろまで続くと考えられていますが、その後を担

うのは果たして日本でしょうか、中国でしょうか。

ここで私が申し上げたいのは、科学技術のトッ

プとして世界の頂点に立とうとするならば、生産

性の向上やコスト競争力、改善経営、教育中心

（研究活動は従）の国立大学といったことだけで

は不可能だということです。「もの作り」から

「もの創り」へ発展しようとするとき、新しい市

場の開拓や価値創造、イノベーション経営が必要

なのです。

世阿弥がその著『風姿花伝』で著した「守・

破・離」（修行の段階を表す教え）の考え方を用

いて今日の経営における重要なポイントをまとめ

てみましょう。

まず「守」＝ Control。企業が守るべき基準を

全社にトップダウンで強制する。次に「破」＝

Improve。全員参加による持続的に改善運動を行

う。そして「離」＝ Innovate。開発リーダーを核

とする熱狂的なチームによるコンセプト創造と新

規事業の開拓です。

「顧客のために」と「顧客の立場で」の違い

さて、市場の現状と将来へ向けた変化を見極

めようとするとき「顧客」という視点が必要であ

ることは皆さんご理解いただいていると思いま

す。しかし、それは「顧客のために」という視点

でしょうか、それとも「顧客の立場で」という視

点でしょうか。

私はこの 2 つの視点の違いを、（株）セブン&

アイ・ホールディングス代表取締役会長・最高経

営責任者の鈴木敏文さんから学びました。鈴木さ

ん曰く、「顧客のために」と考えるのはイトーヨー

カ堂で、「顧客の立場で」と考えるのはセブン－

イレブンなのだそうです。セブン－イレブンが売

上を伸ばすなか、イトーヨーカ堂にも同様の発想

で商品開発に力を入れるように促すのだけれど、

なかなかそれを理解できなかったそうです。

「顧客のために」というプロダクトアウトの発

想は、顧客に対し店側が持っている過去の経験

をベースに顧客利益を考えることです。例えば

良い品を大量に仕入れて販売価格を下げて顧客

に喜んでもらう方法です。しかし、顧客が本当

にそのニーズを持っているのかを問うことをし

ません。

一方「顧客の立場で」考えると、顧客のニー

ズは常に変化していて、それに対応し、社会の潜

在ニーズを発掘するための仮説を立て検証するコ

ンセプト創造を行い新しい製品を生み出さなくて

は売上が伸びないというマーケットインの発想に

なります。これがセブン－イレブンの考え方です。

セブン－イレブンでは 2,000人のOFC（オペレー

ション・フィールド・カウンセラー）が、各人7～

8 店舗を担当し加盟店オーナーに店舗運営に関す

る様々なアドバイスを行っています。彼らは毎週

集まって、店長から聞いた顧客の状況や変化から

仮説を立て検証します。

例えばオニギリ。70 円のオニギリで、種類が

3種類しかない頃、OFCたちは 2つの仮説を立て

ました。1つは価格据置で種類を増やすという説、

もう 1つは価格が高くなっても種類を増やし品質

を向上させるという説です。鈴木さんは決して現

場には行かない人ですが、出勤時に全店データを

見て分析し変化を読みます。彼はこの 2説のうち

後者を支持し、似た条件の店舗をペアで計 20 店

選び、一方には 70 円、一方には 100 円のオニギ

リを置いてみたところ、売れたのは高くても質の

良いオニギリのほうだったのです。これが「ため

に」と「立場で」の違いです。
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未来市場予測の方法

私自身の経験を申し上げますと、1996 年にア

メリカの著名な学会のコンシューマー・エレクト

ロニクス部門から招かれ、当時アメリカを席巻し

ていた「2000 年に入るとテレビ産業はパソコン

産業に吸収されてしまうのではないか」というオ

ピニオンリーダーたちの予測に対し基調講演とし

て見解を述べて欲しいという依頼を受けました。

連絡を受けたのは 1995 年の暮れ、windows95

が発売されたマルチメディア元年。依頼の理由を

尋ねると、東芝がパソコンメーカーとしてもテレ

ビメーカーとしても世界のトップ 10 に入ってい

る唯一の会社であり、その中で私が東芝で両方の

事業本部長を経験しているからだとのことでし

た。

早速アメリカのオピニオンリーダーの意見を

取り寄せて読んでみると、彼らの言い分はこうで

す。マルチメディア時代にはすべての情報機器に

デジタル技術が使われ、テレビもパソコンも同じ

技術を使うことで市場融合が起こる。例えばパソ

コンに受信カードを差し込むと個人用のテレビに

なる、CATV に接続された家庭用のテレビはケー

ブルを利用して容易に情報検索ができる。また、

当時世界のテレビの生産台数は 1億台、パソコン

は 3,000 万台で、台数の差は歴然とありましたが、

パソコンは年率 30 ％増という驚異的な伸びを見

せていました。一方のテレビは 0％です。これら

を総合して考えると、同様な技術を使うために市

場融合が起き、成長の著しいパソコン産業が伸び

の止まったテレビ産業を吸収することは当たり前

だろうというのです。

私の基調講演では、技術の延長線上で物事を

見るのではなく、ユーザーがテレビやパソコンに

何を求めているのか、というところから議論を始

めることを提案しました。

そもそも「マルチメディア時代」とは特別な

時代でしょうか？　我々は身振り手振り、書いた

文字、表情･･･と、様々なメディアを使ってフェ

イス・トゥ・フェイスでコミュニケーションを取

りますね。これをフェイス・トゥ・フェイスでは

なく、100km 離れたところにいる人とでも同様

なコミュニケーションを持ちたい、そう人間が考

えたとき初めて技術が必要とされます。技術あり

きで未来を予測するのはあまり適切ではないと思

うのです。

それでは、人はどのようにテレビを見ている

でしょうか。アメリカではスポーツ番組の人気が

高く家族と一緒にリビングで楽しむことが多い。

そんな彼らには、“家にいながらあたかもスタジ

アムで応援しているかのような感覚で観戦した

い”という希望があります。

一方パソコンはどんな風に使っているでしょ

うか？　自分の好きなテーマを探して、明視の距

離で画面を眺めていますね。実に個人的な情報を

見るための道具です。更に移動した先でも同じよ

うな作業ができる＝携帯性が求められています。

このように、テレビとパソコンではユーザー

にとって明確に使用目的が異なり、片方があれば

他方はなくてもよいというものではありません。

したがって、テレビ産業がパソコン産業に吸収さ

れることは予想し難いと思いますと述べました。

講演の聴衆はほとんどがテレビ産業の関係者とい

うことで拍手喝さい･･･ただその中からこんな質

問が出ました。「これからのテレビとパソコンは

どのような方向へ進むのか？」

この質問に対し、テレビについては、臨場感



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2008.10 経営センサー
39

日本語ワープロ開発者が語る「開発におけるリーダーシップとコンセプト創造」

39

を得ようとすれば 1996 年当時最大だった三菱電

機の 36 インチブラウン管では十分ではありませ

んから、自ずと大型化・高精細化・薄型化が進む

と答えることができました。

一方パソコンに関しては、昔から日本のサラリー

マンが朝、家を出るときに持ち物をチェックする

言葉「ハトガマメクッテ、パ」を紹介して答えま

した。この言葉は、ハンカチ・時計・がま口（財

布）・万年筆（筆記用具）・メガネ・櫛・手帳・

パス（定期券）の頭文字をとったものです。私は

「櫛やハンカチ、メガネ以外はすべて情報に関係

します。これらをすべて 1つのものに統合して携

えることができるなら、ぜひ欲しいですね」と質

問者に述べました。実際、2000 年にはカメラ付き

携帯電話が開発され、2003 年にはこれに“オサイ

フ”機能が加わって、このときの言葉はほぼ実現

されました。実のところ当時聴衆から発せられた

質問に思いつきで答えたのですが、それでも私自

身がユーザーの立場で発した未来予測が当たった

のは、偶然ではないと思いませんか？

研究所時代は、同期の営業に頼んで厳しい意

見をお持ちのお客様に直接お話を聞いていまし

た。“厳しい”というのは、お客様自身の言葉で

「もっとこうあってほしい」という希望を強く持

っておられるという意味です。そのご意見を聞い

て「それは、こういうことでしょうか？それとも

こういうことでしょうか？」と対話して、何を望

まれているのか理解します。このような対話を何

人ものお客様と交わし、仮説と検証を繰り返すう

ちに、いま世の中に存在しないけれど確実に求め

られている機能や商品がどういうものなのか、自

ずと見えてきます。そこで仲間を集めてコンセプ

ト創造を行います。

コンセプト創造へ向けて

7つのステップ

さて、以上のようなことを念頭に置きながら

コンセプト創造へ向けた 7つのステップを紹介し

ましょう。

①「マジカルナンバー　7±2」

開発リーダーが持つ夢や志に共感し頭の柔軟

な仲間を色々な部門から集めます。人数は自分を

含む 5～ 9人。これはハーバード大学の心理学の

教授の論文から引いた最も効率の良いチームの人

数がおおよそ 7人といったところに論拠を持ちま

すが、実体験からも大体この数に収まります。

② 未来顧客を定義する

未来顧客が誰なのかを明確に定義し、顧客が

何のため、どのような時に新製品を買ってくれる

かを考えます。これによって議論の土俵が決まり

ます。

議論を重ねていると、土俵が広がりすぎて未

来の顧客が誰なのか分からなくなることがありま

す。日本語ワープロ開発のときは「小学校 1年生

以上の日本人全員」と定義しました。明確に未来

の顧客を設定しておくことが大切です。

③ アイデア・ブレーンストーミング

その上で顧客の立場に立って考え広く調査す

る。そこで得たヒントを手がかりに、出来る限り

多くの未来の顧客が求めているもののアイディア

を出し、他のメンバーが出したアイディアを見て、

更に多くのアイディアを生みだします。

④ アイディアのグループ化

KJ 法によって、アイディアをグループ化し、

グループの内容をよく見て、顧客が求めている本

質的なポイントを一行にまとめたラベルを付けま

す。ラベリングが抽象的にならないように留意し

ましょう。

⑤ 最も重要な3つのアイディア・グループ選択

これが最も難しいところです。最重要の 3 つ

以外を捨てなければなりません。どれも重要に思

えて議論が膠着してしまったときは、しばらくコ

ンセプト創造のチームを解散して放置期間を置き

ます。この放置期間もメンバーは考え続けていま
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す。お酒を仕込んで醗酵するのを待っている期間

に相当します。その後新しい着眼点を見付けた場

合は議論を再開します。続けていたメンバーが再

結集し、アイディアがアイディアを生む知的興奮

の場になれば、目から鱗が落ちるように未来の顧

客が真に求めている本質的に重要なアイディア・

グループが何かが見えてきます。

⑥ 市場発展のシナリオ順に並べ替える

選択した 3 つのアイディア・グループを顧客

に話してみて、コンセプトが正しいものを選び出

したのかを検証します。同時に実現すべき機能の

順番を探り、市場発展のシナリオを考えてコンセ

プトを並べ替えます。

⑦ 技術的な実現性をチェックする

驚かれるかもしれませんが、技術的な実現性

のチェックは一番後です。今ある技術に縛られな

いことが重要だからです。もし新技術の開発が必

要ならば、それから研究所に依頼すればよいので

す。

このようにして創造されたコンセプトの評価

は、10 名前後の事業部の責任者によって、①目

から鱗が落ちた、②大器晩成、③箸にも棒にも掛

からないの 3択により評価します。①であればす

ぐに事業化を検討します。

このようなコンセプト創造によって成功した

のが、日本語ワードプロセッサ事業、ノートパソ

コン事業、白物家電事業、DVD 事業などです。

日本語ワードプロセッサのコンセプトは、①手書

きで清書するよりも早く日本語文書を作成でき、

②その装置をどこでも持ち運びでき、③作成され

た文書ファイルをどこからでも電話回線を介して

アクセス、転送できるということでした。また、

新しい洗濯機のコンセプトは、「夜の公園の静け

さの洗濯機」ということで、アウターロータ・モー

ターを開発しました。

顧客が真に求めている、本当に価値のある機

能を突き詰め、それを特徴とする「ONLY ONE

商品」（自社だけが◎で、他社はすべて×）を創

ることができれば、必ず成功します。

研究開発センター長の「目利き力」が、企業

の将来を決定すると言っても良いでしょう。この

ためには、研究開発の成功体験と事業化経験の両

方が必要です。

皆さんも、将来の良き技術経営者（CTO）候

補として市場・技術の変化を俯瞰し、自分の経

営･技術哲学をもって取り組める人物になってい

ただきたいと思います。そのためにも、社史を紐

解いたり、創業当時からの流れを知る人物と話し

たりするなど、自社の強さの DNA が何かを認識

し、自社の強さに軸足を置いた事業戦略眼を持ち、

新規事業の立案を行っていきましょう。また、自

社内だけでなく社外にも人脈と教養、見識を広げ、

“Hot Heart, Cool Head”（心は熱く、頭は冷静に）

で新しい事業を創造していただきたいと思いま

す。

本日はご清聴ありがとうございました。

＜質疑応答から＞

質問：弊社では、どうしても技術ありきになりが

ちです。顧客の立場に立ち市場の変化を俯瞰して

コンセプト創造することと、自社の強みを認識す

ることは一見相反するようにも思えます。それぞ

れどのように位置付ければよいでしょうか？

森先生：自社の強みとは、スポーツをするときの

軸足と同じです。そして、次の一歩を踏み出そう

とするとき、踏み出す方向こそが将来の顧客が何

を求めているか、市場がどちらに向かっていくの

か、という見極めによってなされるのだと考えま

す。

バブル崩壊の少し前、日本企業は様々な新規

事業へ踏み出しましたが、多くの企業が両足共に

飛び出して方向も定まっていなかったと思いま

す。
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質問：「コトを興す人・コトを正す人・コトを進

める人」のうち、“コトを興す人”が我々の周り

にはあまりいないように思います。もしくは、コ

トを興すだけのモチベーションがないともいえま

す。

森先生：いない、と思っていても実は、そうい

う人材は必ずいます。ただ各社それぞれ“クセ”

のようなものがあって、ある特定の傾向をもっ

た人物にのみ光を当ててしまうために見えなく

なってしまっています。意識していれば見えて

きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

＜チーフディレクターから＞

この特別講演では、色々な立場でリーダーを経験

された方々から直接経験談をお聴きすることによっ

て、リーダーとしての姿勢や考え方、意思決定の仕

方などを学ぶことを目的としています。

今回は、技術開発・事業開発におけるリーダーの

心得について、お話を伺いました。

森健一先生は、日本語ワードプロセッサの開発者

として広く知られていますが、この他にも東芝にお

いて、手書き文字認識装置事業、ノートパソコン事

業、HDD 事業、白物家電事業、DVD 事業など様々

な商品開発、事業開発に携わってこられました。日

本語ワードプロセッサの開発経緯については、近著

『MOTの達人－現場から技術経営を語る－』（森健一、

鶴島克明、伊丹敬之：日本経済新聞社　2007 年 11

月）で語られています。

今回の講演は、この著書を切っ掛けに、本研修第

7 期に参加された東芝研究開発センター参事梅木秀

雄氏のご尽力で実現しました。

森健一先生は、ワープロから白物家電製品まで分

野の違う事業開発に携わってこられましたが、この

様々な開発に一貫して流れているのは、「顧客の立場

で」というマーケットインの発想でコンセプトを創

造し、必要な技術は後から開発するという姿勢であ

り、これが成功の要因になっているものと思います。

模倣時代から創造時代へと多くの技術先進国がた

どってきた道に、我が国もまさに踏み出す転換点に

あります。そして、これこそが MOT 人材育成の目

的でもあり、不足がちな新規事業開発のできる人材

育成が求められているところです。

森健一先生のやさしい語り口の中にも、多くの実

践経験に裏打ちされた一語一語はずっしりとした重

みがあり、研修生には十分な感動が得られた講演で

した。

改めて、森先生に感謝いたします。

（MOTチーフディレクター　宮木　宏尚）


