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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することか

ら始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な

実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジ

ア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩ

Ｃｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による

空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化な

ど将来に対する懸念が台頭してきております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増して

ますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫

られております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこ

の力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創

的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機

械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向

を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたし

ております。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテーマの一

つとして財団法人日本立地センターに「機械工業人材におけるイノベーションのシナリ

オ作成力育成に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果

であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

はしがき 

 

わが国をとりまく環境変化は著しく、地球温暖化、少子高齢化、グローバル化、コ

モディティ化等が進展しています。そのような状況の中で、わが国の機械工業が競争

優位を維持発展させていくには、従来から重視してきた技術力を強みとするだけでな

く、イノベーションの創出が重要です。イノベーションの創出には、わが国が強みと

してきた技術力はもちろんのこと、顧客が求める新たな価値を創造し、付加していく

こととが求められます。利益や価値を生み出すイノベーションを創出していくことが

肝要で、そのためには、トータルな視点で、イノベーションをいかに創出していくか

のシナリオを作成する力が必要です。 

近年、わが国においては 2007 年問題や少子高齢化への危機感等もあり、技能を中心

とするものづくり人材の育成や、技術経営（MOT）教育が社会人へも活発に実施されて

います。しかし、機械工業人材はもとより、彼らと共同研究や技術指導を通して接点

の多い大学教員や公設試験研究機関研究員等においても、イノベーションのシナリオ

作成力の重要性を十分に認識しているとは言い難い状況です。 

このような現状を踏まえ、イノベーションのシナリオ作成力とは何かを解明して一

般化し、次年度以降に実施を想定する実証研修に応用できるイノベーションシナリオ

作成力育成カリキュラムの提案を目的に、財団法人日本立地センター内に調査チーム

を構成し、「イノベーションのシナリオ作成力育成検討委員会（委員長 東京工業大

学大学院イノベーションマネジメント研究科田辺孝二教授）」を設置し、調査研究を

進めてまいりました。本報告書は、この調査研究の成果をとりまとめたものです。 

 ここに、このような調査研究の機会を与えていただきました社団法人日本機械工業

連合会の皆様に深く感謝の意を表するとともに、田辺委員長をはじめとする委員各位、

アドバイスを賜りました専門家の方々、ヒアリング先の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 本書が関係各方面で活用され、わが国の機械工業の一層の発展に寄与することを願

う次第です。 

 なお、本調査研究の専門家として多大なるアドバイスを頂戴しましたスタ

ンフォード大学石井浩介教授が、2009 年 3 月 2 日に急逝されました。心より 

感謝申し上げ、追悼の意を表します。 

 

平成２１年３月 

 

財団法人 日本立地センター 

理事長  鈴 木 直 道 
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第１章 はじめに 

 

１． 調査の目的 

  

グローバル化が進み、コモディティ化が進展する中で、わが国の機械工業が競争優

位を維持発展させるには、新しい技術を開発する際に技術力を強みとするのではなく、

設計･生産工程での後戻りややり直しを減少させ、製造しやすい製品を設計することは

もとより、顧客が求める新たな価値創造を検討し、それをベースとして、利益や価値

を生み出すイノベーションを創出していくことが必要と考えられる。そのためには、

トータルな視点で、イノベーション創出のシナリオを作成する力が求められる。しか

し、イノベーションのシナリオ作成力についての研究はほとんど見受けられない。 

従来から、技術力を強みとする新しい技術の開発や新製品開発を、イノベーション

の創出と見る傾向があった。近年、2007 年問題や少子高齢化への危機感等もあり、技

能を中心とするものづくり人材の育成や、技術経営（MOT）教育が社会人へも活発に実

施されている。しかし、機械工業人材や、彼らへ技術指導を行い、産学連携での共同

研究等を実施している地域の大学教職員や公設試験研究機関（以下、公設試と略す）

研究員等は、イノベーションのシナリオ作成力(scenario-based innovation)の重要性を認識

しているとは言い難い。 

わが国の機械工業がグローバルに競争優位を図るには、技術力を強みとするだけで

は不十分で、いかなる価値を顧客へ提供できるかがポイントとなる。顕在化した顧客

ニーズを把握するだけでは氷山の一角であり、顧客の潜在ニーズを、顧客との共同研

究、顧客との関わり方、新しい生産技術、新しい流通や売り方等の広範囲でトータル

な視点で捉えていくことが肝要である。そのためには、従来の考え方や専門性に固執

せず、トータルにシナリオベースで、どのような価値を顧客に届けるのが顧客の課題

解決につながり、さらに新たな価値を創造できるかを検討していくことが重要となる。 

そこで本事業では、顧客が求める新たな価値創造を行い、それを新しい技術に付加

し、利益や価値を生み出すイノベーションのシナリオ作成力とは何かを解明して一般

化し、各地域の機械工業人材にイノベーションのシナリオ作成力を育成するのに必要

な項目や内容を検討し、次年度以降に実施を想定する実証研修に応用できるイノベー

ションシナリオ作成力育成カリキュラムを提案することを目的とする。 
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２．調査の内容 

 

財団法人日本立地センター立地総合研究所内に調査チームを構成し、「イノベーシ

ョンのシナリオ作成力育成検討委員会」を設置し、（１）～（４）の項目について、

既存資料や（５）に掲載のヒアリング先へのヒアリング調査、（６）に掲載の専門家

の講演やアドバイス等より調査研究を実施した。 

 

 

平成 20 年度「イノベーションのシナリオ作成力育成検討委員会」 

 

（順不同･敬称略） 

委員長  東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授 田辺 孝二 

 

 

委 員  東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻教授   村上 碩哉 

     （元日立製作所生産技術部主管技師長） 

 

     

委 員  北海道大学大学院情報科学研究科教授           山本 強  

（知的クラスター札幌地域第１期研究総括） 

 

     

委 員  財団法人神奈川科学技術アカデミー参与          唐澤 志郎 

兼イノベーションセンター長 

     （前神奈川県産業技術センター副所長） 

     

 

委 員  大分大学経済学部経営システム学科教授          松尾 純廣  

有限会社大分 TLO 取締役企画研究担当 
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（１）イノベーションのシナリオ作成力の解明と一般化 

新しい技術を用いて価値を提供するに際し、顧客がその新しい技術とどのような形

で関わりを持つか、新しい生産技術、新しい流通や売り方等についてコンカレントプ

ロセス等をベースにトータルな視野で捉え、顧客の価値創造を可能にし、利益や価値

を生み出すイノベーションのシナリオ作成力の現状を、先進事例や地域で機械工業人

材への技術指導等を実施している公設試の現状等から把握した。 

現状把握は、既存資料の収集・翻訳・分析･整理、関係機関等への国内外におけるヒ

アリング調査（詳細は後掲（５））を実施し、専門家からの講演とアドバイスを受け

（詳細は後掲（６））、委員会等での議論を踏まえ、イノベーションのシナリオ作成

力を解明し、一般化をはかった。 

 

（２）わが国の高等教育機関等におけるイノベーションのシナリオ作成力育成状況 

顧客が求める新たな価値創造を行い、それを新しい技術に付加し、利益や価値を生

み出すイノベーションのシナリオ作成力が、わが国の高等教育機関（大学院工学研究

科、大学院技術経営（MOT）研究科、高専等）や企業（総合電機機器メーカー等）にお

いて、どのようなカリキュラムで育成されているかの現状について、既存資料や国内

外におけるヒアリング調査（詳細は後掲（５））等から把握した。 

 

（３）機械工業人材に必要なイノベーションのシナリオ作成力育成内容 

 一般化したイノベーションのシナリオ作成力と、わが国の高等教育機関や企業でのイ 

ノベーションのシナリオ作成力の育成状況、専門家の講演及びアドバイス、委員会で 

の検討等を踏まえ、機械工業人材に必要なイノベーションのシナリオ作成力育成に必 

要な項目や内容を検討した。 

 上記（１）（２）での検討から、共通知識（一般的な製品開発に必要な詳細設計等

知識、アクションプランの作成、プロジェクトの実践に必要な要素他）はもとより、

通常の製品開発とは異なる視点で、顧客価値の創造を可能にする広義での市場分析、

顧客潜在ニーズの把握、バリュー分析、リスク解析、コンプライアンス等も検討する。 

さらに、座学での知識修得に加え、グループワークによる課題への取り組み、評価等

についても検討した。 

 

（４）実証研修に応用できるイノベーションシナリオ作成力育成カリキュラムの提案 

 上記（３）で検討した機械工業人材へのイノベーションのシナリオ作成力育成に必

要な項目について、次年度以降実証研修として応用できることを目途に、実証研修受

講生の理解を深め、実践につながることを念頭に、組み合わせや順番を勘案しながら、

委員会等での検討を踏まえ、イノベーションシナリオ作成力育成カリキュラムを提案
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した。 

 

（５）ヒアリング先（組織名のみ掲載、順不同） 

 上記（１）から（４）の内容を把握し、整理し、解明するために、ヒアリング調査

を下記の国内外の大学、高専、大学関係機関、官公庁、独立行政法人、地方公共団体、

公設試、公益法人、NPO 法人、企業へ実施した。 

 

○大学・高専・大学関係機関 

・国内 

北海道大学 

札幌市立大学 

室蘭工業大学 

はこだて未来大大学 

東北大学 

東京工業大学 

大分大学 

立命館アジア太平洋大学 

八戸高専 

大分高専 

 

・海外 

 Stanford University US-Asia Technology Management Center 

Stanford University Office of Technology Licensing 

 

○官公庁・独立行政法人・地方公共団体・公設試・公益法人 

・国内 

 北海道経済産業局 

北海道庁 

北海道立工業試験場 

北海道立工業技術センター 

宮城県産業技術総合センター 

神奈川県産業技術センター 

財団法人神奈川科学技術アカデミー 

大分県産業科学技術センター 
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・海外 

独立行政法人日本学術振興会サンフランシスコ研究連絡センター 

兼 JUNBA (Japanese University Network in the Bay Area)サンフランシスコベイ

エリア大学間連携ネットワーク事務局 

  

○企業・NPO 

・国内 

SYDROSE、NPO 法人技術サポートネットワーク大分 

 

・海外 

 Olympus America Inc. 

Pixera Corporation 

Southwall Technologies 

 

（６）専門家（ワーキンググループにおいて講演・アドバイス、順不同） 

 ワーキンググループにおいて、国内外の本調査研究に関連する 9 名の専門家を講師

として招聘し、講演及びアドバイスを受けた。 

 

○大学 

・国内 

 東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻教授    村上碩哉氏 

 大分大学経済学部経営システム学科教授           松尾純廣氏 

 東京大学特任教授                     妹尾堅一郎氏 

 

・海外 

 Stanford University Dept.of Mechanical Engineering 教授 石井浩介氏 

 （2009 年 3 月 2 日急逝） 

 

○公設試 

 北海道立工業試験場製品技術部デザイン開発科長      及川雅稔氏 

 

○企業 

株式会社価値革新機構 代表取締役社長                  安部義彦氏 

先端科学技術エンタープライズ(ASTEC)株式会社代表取締役 若林拓朗氏 

タカノ株式会社 相談役                                堀井朝運氏 
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株式会社ジャステックラボ 代表取締役社長              加野島英渡氏 
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第２章 イノベーションのシナリオ作成力の解明と一般化 

 

１．イノベーションの概念 

 

 イノベーションの概念は様々に捉えられているが、源流は経済システムにおけるイノベ 

ーションとして、シュンペーターが「イノベーションとは新しいものを生産する、ある

いは既存のものを新しい方法で生産することで、生産とは利用可能なものや力を結合

することで、イノベーションとは新結合である」と提唱した1。シュンペーターは、新

結合には次の 5 つがあるとしている。 

・消費者が未知の新しい商品や品質の開発（新しい財貨の生産） 

・新しい生産方法の開発 

・新しい市場（販売先）の開拓 

・原材料・半製品の新たな供給源（新しい仕入れ先）の獲得 

 ・新しい組織の実現 

 さらに、シュンペーターは非連続あるいは過去の延長線上にはないイノベーション 

が重要であることを論じている。 

 近年、クリステンセンは 1997 年著書の『イノベーションのジレンマ』において、ラ

ディカル（破壊的）なイノベーションは必ずしも新しい技術によって作られるもので

はなく、既存の技術に新しいコンセプトを与えることで新たなマーケットが創出され

ていくことを論じた2。クリステンセンのこの著書は日本においてイノベーションの教

科書的な存在として、現在に至るまで広く読まれている。ただし、この著書があまり

に人気を博したがゆえに、日本ではイノベーションはラディカルイノベーションとイ

ンクリメンタルイノベーションに二分されるとの偏った認識が広まりすぎていること

を、大分大学松尾教授は指摘している。松尾教授は、イノベーションの研究が盛んな

ハーバード大学や UC バークレイ校等における研究者とのディスカッションから、日本

におけるラディカルイノベーションとインクリメンタルイノベーションを別物ととら

えがちな見方に疑問を投げかけている。 

 イノベーションへの注目が集まったのは、2004 年 12 月米国の競争力評議会がパル

ミサーノレポート3を公表した頃からで、世界的に現状を打開して国際競争力をつける

にはイノベーションを創出していくことが重要であるとの認識が高まっている。 

 米国におけるイノベーション重視の傾向は継続しており、2007 年には Kao,John が

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 Schumpeter，J.A. The Theory of Economic Development.Cambridge:Harvard University 
Press(1934).塩野谷祐一他訳『経済発展の理論(上)(下)』．岩波書店(1977) 
2 Christensen, C.M.The Innovator’s Dilemma.Boston:Harvard Business School Press(1997).伊豆

原弓．『イノベーションのジレンマ』．翔泳社(2001) 
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『イノベーション ネイション』4で、イノベーションの定義は、個人、企業、国全体

が望む未来を創り出し続ける能力であり、科学技術だけでなく、デザイン、社会科学、

芸術などの広い分野からの知識の収穫に依存し、単に製品として具体化されるもので

はなく、サービスや経験、プロセスも含まれると論じている。さらに、イノベーショ

ンは新しいビジネスモデルを作りだし、新しいチャンスを見出し、社会の構造の中に

くまなく浸透させることができるような物事の見方の転換から生まれるものであり、

ブレークスルー技術の問題であるのと同様に、新しい物事のやり方・見方の問題であ

ることを述べている。 

東大 TLO の山本貴史社長をはじめ、日本の TLO が参考にしている Stanford 

University Office of Technology Licensing の Senior Associate Emeritus である

Jon Sandelin 氏は、イノベーションは難しく、それをもとに技術移転し、収益が生み

出るには長い年月がかかることを指摘している。 

このような中で、日本は 1990 年代から科学技術基本法、科学技術基本計画、米国に

20 年遅れて制定された日本版バイ・ドール法、知財立国を目指すとの表明、産学連携

の推進、国立大学の法人化等が次々と展開され、2007 年 6 月には長期戦略指針「イノ

ベーション 25」5が閣議決定され、従来の政府主導による個別産業育成型、政府牽引型

から、国民一人ひとりの自由な発想と意欲的・挑戦的な取り組みを支援する環境整備

型へと転換の必要性があることが掲げられている。 

 妹尾教授は、イノベーションのイニシアチブを欧米にとられており、イノベーショ

ンモデルを欧米が作り、日本では旧来型のイノベーションの話をしていることへの懸

念を述べている。さらに妹尾教授は、イノベーションは創新で、画期的な新モデルを

作り（創出）、既存モデルから移行させること（普及・定着）で、社会や産業に対し

て新しい価値を生むことが大切であることを強調している。また、イノベーションに

は 3 つの原則があり、「従来モデルの改善をいくらつき進めても、イノベーションは

起こらない」「イノベーションは従来モデルを駆逐し、その生産性向上努力を無にす

る」「システム的な階層構造上、下位より上位モデルのイノベーションが競争優位に

なる」とも論じている。妹尾教授によれば、かつての日本のモノづくりはインプルー

ブメント（改善）がお家芸であり、既存モデルを磨き当てて生産性を向上させていた

が、1990 年代に欧米がイノベーションのモデルを変える戦略に入ったので、改善は創

新に勝てなくなってきたと捉えている。 

 デザインの視点からのイノベーションの捉え方もある。元自動車メーカーのデザイ

ナーであった北海道立工業試験場デザイン開発科長及川氏は、イノベーションを新製

                                                                                                                                                                   
3 Innovate America：Thriving in a World of Challenges and Change (2004) 
4 Kao,John. Innovation Nation. New York. Free Press(2007) 
5 http://www.kqntei.go.jp/innovation/index.html 
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品開発と捉えたときに、縦軸の上位概念に企業ビジョン、横軸の先は顧客と捉え、新

製品の実行支援ツールの考え方として、次頁の図を提唱している。全体を俯瞰する中

で、デザインの視点をどの段階で、どのように入れ込んでいくかを明らかにしている。 

 

 

 

出典：北海道立工業試験場製品技術部デザイン開発科長及川雅稔氏作成 

 

  

 

 以上にように、イノベーションの定義や概念について基本的な提唱等を中心に整理 

したが、これらは一端であり、その定義や概念は広範囲に及ぶものであり、日々研究 

が進められている。 

ラディカルイノベーションとインクリメンタルイノベーション、プロダクトイノベ

ーションとプロセスイノベーション等の区分けをする捉え方、画期的な創発がイノベ

ーションであるとの捉え方等様々であるが、本調査研究では、イノベーションの概念

を「新たな価値を創造すること」と広義に捉えることとする。先端技術の開発、新製

品開発や技術オリエンテッドな側面だけをイノベーションと捉えず、ビジネス全体を

対象と考え、サービスイノベーション等も含むこととする。ゆえに、イノベーション
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創出と考えていることがコーディネートとの考え方もあれば、既存技術の組み合わせ

の場合も、広義のイノベーションと捉えるものである。 

 

 

本調査研究におけるイノベーションの概念は「新たな価値を創造すること」
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２．イノベーションのシナリオ作成力 

 

 イノベーションを前項で「新たな価値を創造すること」と概念づけた。イノベーシ

ョンには偶発的に起こる場合と、何らかの取り組みにより起こる場合がある。何らか

の取り組みによりイノベーションを創出していく時、先が見えない、不確実性が高い

中でとなる。そのような中でシナリオを作成することで、ある程度継続的に、確度高

くイノベーションを創出できると考えられる。先の見通しが不明な中でイノベーショ

ンを創出するには、考える際に何らかの拠りどころが必要であり、考える拠りどころ

となるシナリオ作成力が必要と考えられる。 

シナリオという概念は、ビジネス分野でシナリオ・プランニングとして欧米企業で

一般的に用いられている。シナリオ・プランニングは、第二次世界大戦中に米軍の作

戦演習から始まり、非営利シンクタンクのランド社が民間領域に適用し、ランド社か

らスピンアウトしたハーマン・カーンが設立した民間の独立系シンクタンクのハドソ

ン研究所で発展させた6。初めのころは、「予算をたて、それに基づいて管理する」と

いう古典的プランニング手法の延長線上で、「誰もが予測できないとわかっている事

業は予測する必要のないプランニング手法」と紹介されていたが、「予測可能な事業

もあるという仮説に基づいている」。1960 年代後半にはシナリオ・プランニングを活

用する企業が増加したことで手法が進化し、1970 年代後半に問題が明らかになり、さ

らに改善がなされている。シナリオは「未来のビジネス環境がどうなるかを物語の形

で体系的に表したもの」とされ、シナリオを作成し、そのシナリオを使って戦略をた

てることをシナリオ・プランニングとしている。 

 ロイヤルダッチ・シェルは 1960 年代にシナリオ・プランニング手法を用いるものの

失敗を続け、カーンの考えに基づいてシナリオ・プランニングを実施したところ、1970

年代初頭、シナリオ・プランニング部門が石油輸出国機構（OPEC）による石油危機シ

ナリオを作成できた。これはシナリオとして有名である。将来の事業環境に対して、

石油価格が安定を保持するシナリオと、石油危機シナリオの 2 つのシナリオを作成し

た。1973 年に第一次石油危機が起こり、シェルは最も迅速に対応できたとされている。

以後、シェル流のシナリオ・プランニングは、将来の予測よりも、経営者や管理者の

意思決定スキル向上という組織的学習に重点が置かれていった。シナリオは「それぞ

れ十分に起こりうるが、構造が異なる複数の未来像」7と定義されている。 

 シェルで戦略立案と実施の支援部門責任者、シナリオ・プランニングの責任者を務

めたキース・ヴァン・デル・ハイデンは著書『シナリオ・プランニング「戦略的思考

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6 キース・ヴァン・デル・ハイデン著．グロービス監訳『シナリオ・プランニング「戦略

的思考と意思決定」』．5 版，ダイヤモンド社(2001) 
7 池田和明・今枝昌宏．『実践シナリオ・プランニング』．東洋経済新報社(2002) 
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と意思決定」』6で、シェルにおける 30 年以上にわたるシナリオ・プランニング活用

経験から、シナリオ・プランニングが組織へもたらす 5 つの効果として「①意思決定

の質が向上する」「②考える力が組織全体に拡がる」「③組織が環境の変化にいち早

く対応できるようになる」「④マネジメント力が強化される」「⑤リーダーシップを

発揮するためのツールとして活用できる」を挙げている。さらに、同著書で、シナリ

オ・プランニングはビジネス・モデルを効果的に機能させ、不確実性に対処し、シナ

リオとビジネス・モデルの適合を図ることを論じ、シナリオ・プランニングの実践と

しては、次の流れを述べている。 

 

 

キース・ヴァン・デル・ハイデンによるシナリオ・プランニングの実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆シナリオ・アジェンダを設定する 

 ・ツールの準備 

 ・SWOT 分析 

 ・個人インタビューと分析 

 ・アジェンダは 5 つが限度 他 

◆ビジネス・モデルを議論する 

 ・ビジネス・モデルの要素 

 ・最初に必要なデータ 

 ・影響ダイアグラムの作成プロセス 

◆競合ポジション分析 

 ・議論を体系化 

 ・競争対象となる顧客の特定 

 ・事業の定義を吟味 

 ・競争相手を決定 

 ・競争優位にかかわるコスト・ドライバーを分析 

 ・競合企業情報のまとめ 他 
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 1982 年から 86 年には、ピーター・シュワルツがシェルのシナリオプランニングチ

ームを率いた。シュワルツはシナリオ作成のプロセスを最初から最後まで解説した著

書として『シナリオ・プランニングの技法』8を著わしている。同著書によれば、シナ

リオは認識を整理するための道具で、どのような未来においても適切であるような戦

略的決定を下すことで、どのような未来が訪れようとも、シナリオを真剣に考えてお

けば準備ができているから、どの状況下でも成功する可能性が高くなることを指摘し

ている。シュワルツはさらに同著書で、シナリオは自分の頭の中にある世界について

のメンタルを問い直し、想像力と臨機の差異を妨げている目隠しを取り去る最も有力

な媒体であり、シナリオとは戦略的対話を組み上げるための積み木とも述べている。 

 シュワルツは同著書の付録で、シナリオ作成のステップについて次に示す１－８を

挙げている。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8 ピーター・シュワルツ著．垰本一雄・池田啓宏訳．『シナリオ・プランニングの技法』．

東洋経済新報社（2000） 
 

◆シナリオを策定する 

 ・シナリオチームのメンバー選定 

 ・識者を探し出す 

 ・シナリオ策定プロセス 

 ・第 1 次データ分析 

 ・帰納的及び演繹的及び逐次的シナリオの構築 

 ・適切なメソッドの選択 

 ・ストーリー・ラインを創る  他 

◆戦略オプションを表出させる 

 ・戦略的な方向性を見出す 

 ・事業ポートフォリオを開発する 

 ・組織能力を見直す 

 ・戦略オプションを作り、評価基準を考え、テストする 

 ・戦略を統合する 
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シュワルツによるシナリオ作成のステップ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シナリオを作成する際には、内から始める（自分が意志決定すべき特

定の問題から始め、外部の事業環境についてシナリオを構築していく） 

ステップ１－焦点となる問題または決定を下すべき問題を明確にする 

ステップ２－部分的な事業環境におけるキーファクター（決定の成否に影

響を与える重要な要因をリストアップする） 

ステップ３－ドライビングフォース（要因に与えるマクロ的な環境の推進

力を列挙する） 

ステップ５－シナリオ・ロジックの選定 

ステップ４－キーファクターとドライビングフォースを重要性と不確実

性によって分類する 

ステップ６－シナリオに肉付けする 

ステップ７－シナリオの意味 

ステップ８－先行指標と道標の選定 
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 さらに、シュワルツは同著書で、シナリオ構築に関して考慮すべきその他の事項と

して 5 点をあげ、おおざっぱなルールとも記している。 

 

 

シュワルツによるシナリオ構築に関して考慮すべきその他の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①3 つのシナリオを作るようにすること（複数のシナリオを作るという方

法論の良さ）。ただし、4 つ以上のシナリオを作るとシナリオ間の境界の

意味が曖昧になり、意思決定ツールとしての価値が失われる。 

②シナリオに確率を付与するのはやめた方がよい。 

③シナリオの名前は真剣に検討すべきである。名前はシナリオ・ロジック

を簡潔に伝えるものでなくてはならない。名前には強力なコンセプトを呼

び起こす力がある。シェルの「内的矛盾に満ちた世界」シナリオは世界が

変わってしまった後も、10 年以上にわたって有効なツールとして人々の記

憶に残っていた。 

④シナリオ作成チーム編成に際して、3 つ点に留意する。 

・最上層の経営陣の参加と支援は不可欠 

・広い範囲の部門、事業部からの参画を求めるべき 

・違ったものの見方を受け入れられる心の広さと豊かな想像力をもった人

で、チームとして仕事ができる人を選ぶこと 

⑤十分に起こりうると同時に、結果が意外なものができたとき、良いシナ

リオだといえる。良いシナリオは旧来のステレオタイプを打破する。また、

良いシナリオを作ったひとたちは、それを自分のものとして実際に使って

みる。シナリオを作るという作業には全員が参加しなくてはならない。 
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 シュワルツのシナリオ・プランニングの考え方は、同著書から次の 4 つにまとめら

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

一方、シナリオ構想力という概念も提唱されており、『シナリオ構想力実践講座』9

では、材料（インプット）を活用して成果物（アウトプット）を生み出すビジネスシ

ーンにおいて「考える」ことが求められ、その一連の考える流れをシナリオと呼んで

いる。ブラックボックスを捉えることは、考えるシナリオを構想することで、同書で

は、ブラックボックスを「シナリオ構想力」と呼び、シナリオを「自らが成果物を生

み出すまでの考えの流れを構造的に捉えたもの」という意味合いで活用している。さ

らに、シナリオ構想力の基礎としての「俯瞰」の重要性をあげ、シナリオ構想力とは

価値の高い成果物を創り出すための技術のことで、この技術は「データを情報にする」

「考える骨格をつくる」「情報を骨格に当てはめる」「最終成果物に仕立て上げる」

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9 生方正也著・アダット監修．『シナリオ構想力実践講座－ケースで学ぶ問題解決の手法』．

ファーストプレス(2008) 

◆未来を正確に予測することは不可能であるにもかかわらず、戦略策定時

に事業環境の見通しを一つしか持っていないのは危険きわまりない 

◆複数のシナリオを検討することで、自分が選択する戦略のリスクを測

り、注視すべき指標、とるべき対策を事前に考えることができる。 

◆シナリオを作成することにより、企業変革に必要なマインドセットの進

化が促される。 

◆マインドセットが進化するとき、組織は学習する。シナリオが学習内で

共有されるとき、その組織の学習は促進される。そしてこの「学習する組

織」を築くことこそが、競争力の源泉である変化に対応するスピードを生

む。 
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としている。 

一方、イノベーションのシナリオ作成力について、以下のような類似や同義の表現

が考えられる。各組織や企業においては、独自な表現を用いているところもある。 

 

  Scenario-Based Innovation 

   ≒Concept of Innovation 

   ≒Framework for Innovation 

   ≒How to create Innovation 

   ≒How to combine one technology with another technology and collaborate 

various subject 

 

 以上みてきたように、シナリオの捉え方、なぜ必要か、シナリオの作成法等につい

ては様々な提唱がある。戦後、シナリオ・プランニングとして戦略策定や組織の意思

決定に活用されてきた。しかし、イノベーションを創出するためのシナリオという概

念はない。 

 本調査研究におけるイノベーションのシナリオ作成力は、「先（将来）が見えず、

不確実な中で、新たな価値を創造するための考え方の流れを構造的に捉える力」と捉

える。次項でイノベーションのシナリオ作成力の現状を明らかにし、具体的に重要な

点を解明する。 
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３．イノベーションのシナリオ作成力の現状 

 

イノベーションのシナリオ作成力について、前項で「先（将来）が見えず、不確実

な中で、新たな価値を創造するための考え方の流れを構造的に捉える力」と概念付け 

た。イノベーションのシナリオ作成力の現状について、イノベーションのシナリオ作

成力を実践し、新たな価値を創造している企業の取り組み、イノベーションのシナリ

オ作成力について研究している大学の先進事例や公設試等での取り組み、各種イノベ

ーションのシナリオ作成力に包含される方法論等について、既存資料や国内外におけ

るヒアリング調査、専門家からのアドバイス等から把握、整理した。 

 

（１）イノベーションのシナリオ作成力実践企業 

○タカノ株式会社 

 タカノ株式会社は、下請け型中小企業から、新規事業開発が成功し、一部上場企業

へと発展した企業である。1953 年設立し、長野県上伊那郡宮田村に本社を置き、下請

け型中小企業として 1984 年頃までは「ばね」「オフィス用金属製椅子」「エクステリ

ア製品」等の部品や製品を受注生産し、2004 年東京証券取引所市場第 1 部へ上場した。 

現相談役（前社長）の堀井朝運氏は 1984 年当時、既存事業はいずれコスト競争にさ

らされ、中国等海外へ生産が移転することを見極め、下請け企業から脱却し、新規事

業開発が必須であることを考えていた10。1984 年当時は下請けの受注が順調で収益が

上がっていた時期で、堀井氏は考え抜いて、そういう時期にあえて新規事業開発にト

ライアルしたいと考えていた。 

 1984 年頃、あまりに堀井氏が新規事業を熱望していたため、知り合いの社長が特殊

な電磁アクチュエータ（ロータリーソレノイド）を開発したが生産設備がないので、

タカノで生産しないかと声をかけてくれた際に、この誘いを受けた。タカノはこれま

で下請けで販売力がないので、新規事業開発をする場合には産業用をと考えていたこ

とに適応し、なおかつニッチな分野であるため、初めての新規事業開発には適してい

ると考えたためである。顧客ニーズを直接つかみ、商品開発へフィードバックさせた

いとの思いから、ディーラーは使わず、直販方式を採用した。トップセールスも行っ

た。 

堀井氏がビジネスのネットワークで、秋田県のある精密工場を見学し、目視で疵を

検査しているのを目の当たりにし、今後の少子高齢化も勘案し、微細な疵の検査装置

の開発を考えた。当時はまだ産学連携が一般的でない時期であったが、自社内での研

究開発では難しいと考え、地元信州大学工学部中村八束教授を訪問し、依頼し続け、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10 柳孝一・堀井朝運．『実践中小企業の新規事業開発－町工場から上場企業への飛躍』．

中央経済社（2007）と堀井氏の講演より。 
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中村教授に協力してもらえることになった。社員を中村先生の研究室に入れてもらい、

産学連携によりエレクトロニクス検査の画像処理装置の開発に成功した。この新規事

業を堀井氏は、誘発型新規事業開発と命名している。この検査装置は以後発展し、液

晶のカラーフィルターの検査装置は海外を含めて業界80％以上のシェアを持つように

なっている。 

以後、タカノでは海外の大学との産学連携を積極的に行い、アイオワ州立大学等へ

社員を派遣している。タカノでは堀井氏の方針で、大学との産学連携の場合には、で

きる限り社員を連携先研究室へ入れてもらうようにしている。 

産業用の新規事業開発を行っていたタカノは、信州大学農学部と一般消費者向けの

機能性食品の「高嶺ルビーそば茶」を開発した。 

耐久消費財である福祉機器の事業は、海外企業と北海道大学とのアライアンスによ

る事業で、床ずれ検査装置である。 

堀井氏は 1988 年社長に就任する前から、前掲したようにコスト競争にさらされるこ

とへの危機感打破のために、新規事業開発の必要性を考え、自社内リソースには限り

があるので、アウトリソースを活用しての開発を考え抜いた。社長就任前は、当時の

社長はじめ、他の役員全員が反対する状況下でも、自らの信念である新規事業開発の

必要性を唱え続け、常に事業コンセプトを考え抜いた。堀井氏は誘発型新規事業とし

て、中小企業ならではの手法を考え抜き、アウトリソースの活用として、国内外の大

学との産学連携を徹底した。そして、業績が順調な時期に新規事業を手掛け、新規事

業開発のコンセプトをまず確立し、次に技術開発や知財開発を考え、最終的に新事業

としての着手の決定がいずれの方向からも YES の回答ならば、事業化するという手法

を、産学連携先のアイオワ州立大学 CATD の総合指導から学んだ。 

堀井氏によれば、どのような新規事業開発をしたいのかを考え抜き、２つの新規事

業開発（「立ち上げ新規事業開発」と「誘発型新規事業開発」）のスキームをきっち

りと行っていけば、確度高く新規事業開発ができると提唱している。堀井氏は社長を

退いたのち、MBA へ入学し、自らの考えを学術的に検証している。 

 

○シリコンバレーに本社を置く P 社 

 P 社の社長は、日本の大手総合電機機器メーカーT 社の総合研究所時代に、全く何も

ないところから、10 年先の画像関係の柱となる一定規模の売上が見込める商品を考え

るミッションを与えられた。10 年先をいかに正確に読むかは、方法論と想像力で、技

術予測やマーケティング等を身につけた。 

 T 社時代に専門分野の異なる若手研究者 10 名集めて、新しい商品コンセプトを作ろ

うとすると、若手は最初はわからず、誰でもわかるようなアイディアしかでてこない。

しかし、徹底的に考えさせると、若手研究者からは画期的なアイディアが出てくるよ
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うになり、次の段階でそれがベストかと理論的に考えさせ、さらに世の中で一番良い

かどうかのノウハウも含めて考えさせ、3 段階に絞り込むというトレーニングを何回

もさせ、想像力を旺盛にさせていた。 

 当時の T 社総合研究所の研究者は、自分の仕事の時間の 10％を将来のために何をし

ても良いことになっており、アイディアを生み出せるインスティテューションがあり、

それが次の利益を生み出す新製品開発につながっていた。 

 P 社の社長はシリコンバレーで起業し、高解像度医療用電子カメラの分野で世界シ

ェアの 2 割を占めている。 

P 社の社長は 10 年後の技術予測を部品ごとや要素技術ごとに行って、10 年後に出現

するであろう部品や要素技術を組み合わせて何ができるかを考え抜いている。具体的

には、通信速度や画素数等関連する技術約 100 を盛り込んだ技術予測表を自ら作成し、

毎年 1 回更新し、今後の自社の新製品開発を考えている。 

 

（２）イノベーションのシナリオ作成力手法の研究 

○スタンフォード大学機械工学科石井浩介教授の取り組み 

 日本の総合電機機器メーカーT 社を経て、スタンフォード大学機械工学科故 Barkan

教授に学び、「価値づくり・ものづくり」講座を引きつぎ、教育と産学連携を通して

の研究等を熱心で活発に行っていた石井浩介教授は 2009 年 3 月 2 日に急逝された。石

井教授は、従来からの講義で広く工業会に名前が定着している”Design for 

Manufactureability(dfM)”を「価値づくり設計」11と名づけ、日米の大企業（ゼネラ

ル・モーター社、フォード社、ボーイング社、東芝等）との共同研究プロジェクトの

実経験を通して、より効果的に、かつよりスピーディに、優秀な商品を設計し、生産

システムを構築する先進的な手法やツールを開発していた。石井教授は、優秀な商品

を設計し、世の中に流通させるにあたり、顧客にもメーカー側にも価値を創造するこ

との大切さを提唱し、技術面だけでなく、お金の流れと情報の流れの重要性を説いて

いた。新商品開発において、設計というプロセスだけでなく、製造、流通、顧客をト

ータルで考え、どの段階にもイノベーションが創出するようなシナリオを考えること

が必要であることを論じていた。 

石井教授の研究室には日本の自動車メーカーからの社員を受け入れたり、

e-learning で企業の社員を遠隔教育する等、スタンフォード大学の学生はもちろんの

こと、共同研究先企業等幅広く人材育成にも熱心であった。 

 先進事例として、石井教授は企業との共同研究を通して”Scenario-Based Design for 

Amorphous Systems”の開発や、慶應義塾大学グローバル COE プログラムの一環として

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11 石井浩介･飯野謙次．『設計の科学 価値づくり設計』．養賢堂(2008) 
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石井教授と MIT の Weck 教授で開発した “Design Project ALPS(Active Learning 

Program Sequence)12”等があげられる。 

 

□Scenario-Based Design for Amorphous Systems13 

この研究は、設計チームは詳細な機能的・構造的な仕様よりもむしろ、６W（どこ、

何、誰、いつ、なぜ、どのように）のうち、4 未満の知識しかなかったために業務遂

行に苦労したという背景から始まり、動向分析、シナリオ生成及び選択、機能及び必

要の抽出及び選択、ソリューション生成及び選択、ビジネスモデルとロードマップ、

評価から成るフレームワークを構築している。 

設計チームは、機能と要件を特定してやっと通常の製品開発プロセスを活用するこ

とが容易になる。こうした観察に基づいて、製品定義の段階で設計チームをガイドし

ようという石井教授らの取り組みは、シナリオグラフやシナリオメニュー、ダイナミ

ック顧客価値連鎖分析等の新しい設計手法をもたらした。 

ここでは、シナリオをある設定における一連のイベントの説明、あるいはあらすじ

で、「どこ、何、いつ、誰」から成ると定義している。 

 

・シナリオベースアプローチ：フレームワーク 

 シナリオベース手法を行う前に、設計チームは市場全体の動きをみる必要がある。 

 

・シナリオベース手法 

 シナリオグラフとシナリオメニューは、設計チームをシナリオベースの施行に導く、

主な手法である。初期の製品定義の段階では、こうした手法によって設計チームは潜

在的シナリオをいくつか作成し、それらをまとめることができる。こうしたシナリオ

をさらに詳しく調査することで、設計チームはニーズや機能、要件を特定することが

可能になり、既存の設計手法を適用できるようになる。 

 初期の製品定義は、解決すべき問題を見つけ出すことであり、本質的には、その問

題の６W を特定することである。次の表は、シナリオグラフとシナリオメニューが、

設計チームが「どこ、何、誰、いつ」を特定するのに役立つことを示している。その

後、顧客価値連鎖分析によって、「誰」の価値連鎖が明らかになり、価値グラフによ

って、「なぜ（価値）」及び「どうやって（数的指標）」がまとめられる。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
12 Sun K.Kim,Kosuke Ishii,Kurt A.Beiter.’SCENARIO-BASED DESIGN FOR AMORPHOS 
SYSTEMS’.Proceedings of the ASME 2008 International Mechanical Engineering Congress and 
Exposition IMECE2008 
13 上記の参考文献 12 と石井教授講演より 
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出 典 ： Sun K.Kim,Kosuke Ishii,Kurt A.Beiter.’SCENARIO-BASED DESIGN FOR 

AMORPHOS SYSTEMS’.Proceedings of the ASME 2008 International Mechanical 

Engineering Congress and Exposition IMECE200812 

 

・シナリオグラフ 

 シナリオグラフは、様々なシナリオに必要な４W を生成するために使用される、マ

インドマッピング手法である。この手法は、その企業のコア・コンピテンシーに関連

した様々なシナリオを仮定することにより、設計チームが未対応のニーズを探索する

のに役立つ。設計チームはシナリオグラムを使った、このプロセスを完了できる。シ

ナリオグラフは、設計チームがそのコア・コンピテンシーの様々な利用の可能性や状

況について、十分に意見を出し合い、そうしたシナリオのそれぞれから情報を抽出す

るのを助ける、マインドマッピングツールである。それぞれのケースを直線的に通っ

ていくことで、潜在的ユーザーの位置（どこ）、その位置に関連した活動（何）、こ

の活動に関与する人々（誰）、ユーザーの状況（いつ）、そして対応するユーザーの

状態が明らかにされる。シナリオ生成の目的は、エンジニアがコア・コンピテンシー

関連のシナリオにどのような顧客ニーズが存在するか発見するのを助けることであ

る。 

 シナリオグラフの主な 4 つのアウトプットは、「誰（顧客）」「何(活動)」「どこ(場

所)」「いつ(状況)」という４W である。次の図は、シナリオグラフの概要を示してい

る。 
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出 典 ： Sun K.Kim,Kosuke Ishii,Kurt A.Beiter.’SCENARIO-BASED DESIGN FOR 

AMORPHOS SYSTEMS’.Proceedings of the ASME 2008 International Mechanical 

Engineering Congress and Exposition IMECE200812 

 

 具体的な携帯式 X 線撮影装置プロジェクトの場合、設計チームは次の図に示したよ

うに、シナリオグラフを潜在的なビジネス応用に適応している。「どこ」のグループ

では、明らかな使用場所は、手術室や救急治療室である。さらなるブレーンストーミ

ングを行うと、明らかでない使用場所として、戦場やスタジアム、動物病院があげら

れる。「何」のグループに進むと、設計チームは場所と連動している活動について検

討する。 

 

 

出 典 ： Sun K.Kim,Kosuke Ishii,Kurt A.Beiter.’SCENARIO-BASED DESIGN FOR 

AMORPHOS SYSTEMS’.Proceedings of the ASME 2008 International Mechanical 

Engineering Congress and Exposition IMECE200812 
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・シナリオメニュー 

 シナリオメニューは、ブレーンストーミングのひな形であり、設計チームはシナリ

オを構成する 4 つの重要な要素である「誰、どこ、何、いつ」を分類したり、さらに

細かく分解したりすることによって、シナリオを生成できる。このアプローチは、形

態素分析に従っており、これは科学的な分析・総合方法に基づいている。シナリオメ

ニューは、シナリオグラフと同じ順番になっている。 

 

・シナリオから機能と要件へ 

 シナリオグラフとシナリオメニューの目的は、設計チームが機能と要件を満たすソ

リューションを生成できるように、シナリオから機能と要件を抽出することである。

掘り下げた観察や面談、前の段階で選択したシナリオの詳細な調査を行うことによっ

て、設計チームは特定の活動（「何」）のリストを用意すべきである。 

 要件や高い顧客価値やニーズを発見するために、設計チームは潜在ユーザーに対し

て、何度も「なぜ」という質問をする必要がある。そのために、価値グラフはチーム

が顧客価値についてブレーンストーミングし、それらに対応する数的指標へマッピン

グする作業を支援する。 

 

・コンセプト生成と選択 

 コンセプト生成と選択ステージでは、設計チームは総合的なシステムコンセプトに

つながるソリューションの生成に焦点をあてる。形態素分析は、ソリューションを求

めて行うブレーンストーミングに対する「分割統治」アプローチである。形態素分析

を行うための典型的な形式である表の左の列には顧客の声（VOC）あるいは補助機能が

並んでおり、設計チームはその１つずつにソリューションを生成できる。この表にソ

リューションを埋めてから、設計チームは適切なソリューションを選び、それを足し

合わせて、完全なサービスコンセプトを組み立てる。コンセプトを表す小さなイラス

トを用いるのは、アイディアを伝えるのに効果的なためである。 

 

・ビジネスモデルとロードマップ 

 優先度の高い機能からなるコンセプトを生成してから、ダイナミック顧客価値連鎖

分析で、材料・製品・情報・資金の流れをシミュレーションし、それとともに、それ

ぞれのシナリオのビジネスモデルをシミュレーションする。設計チームは、アモルフ

ァスシステムの構造と、その時系列的な変化をこの手法を使って視覚的に表現できる。 

 

・ダイナミック顧客価値連鎖分析（D-CVCA） 

 スタンフォード大学が CVCA（顧客価値連鎖分析）を基に開発し、ビジネスモデルの
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発達を視覚化するのに用いられている手法が、ダイナミック CVCA である。これは、資

金や情報、価値が時間とともにどのように変化するかを設計チームが理解し、計画す

るための視覚化手法である。また、ダイナミック CVCA では、設計チームは主な利害関

係者を特定するとともに、明らかでない利害関係者を発見できる。この CVCA を新製品

開発期間に何度も繰り返すことで、設計チームは自らのビジネスモデルとロードマッ

プをシュミレーションして、利害関係者は誰か、そして彼らは互いにどのような関係

にあるのかを理解できる。 

 

 以上のように、今日の製品やプロセスは常にハードウェアやソフトウェアだけでな

く、アモルファスシステムを構成するサービスやインフラストラクチャー、政策も含

んでいる。意思決定者はシステムの要件に、機能や構成要素よりも高いレベルで対処

しなければならない。意思決定者は、システム要素とそれぞれのプレイヤー官の相互

作用を捉える必要がある。アモルファスシステムのシナリオベース設計のフレームワ

ークは、「誰、どこ、いつ、何」（４W）で特徴づけられるシナリオの構築に重点を置

いている。これらの４W はシナリオグラフや、シナリオメニューの基本となっている。 

 

□Design Project ALPS(Active Learning Program Sequence) 

 従来から石井教授は T 社と“Framework for Innovation”関連を研究し、現在はそ

れを踏まえた新たな取り組みとして、慶應義塾大学グローバル COE プログラムの一環

として、MIT の Weck 教授とともに ALPS(Active Learning Project Sequence)を開発し

た。イノベーションをいかに教え、イノベーションを社会に届けるためにはどうする

かを慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の修士学生を対象と

して、教えているプログラムで、プロジェクト体験型のイノベーティブな取り組みで

ある。 

 ALPS のビジョンは、様々な社会要求やユーザーニーズに対応した新しいサービスを

継続的に生み出すためのプログラム作りで、コンセプトは商品の価値づくりのメソド

ロジーである。ALPS は様々な属性（フルタイム学生、社会人、理系出身、文系出身、

男女、年齢も様々）を持つ修士学生向けのプログラムで、既存の概念にとらわれず、

設定されたテーマについて、1 分間のプロモーションビデオなどを作成させている。

従来の教育は一方向で、学生は退屈で眠く、頭に入らないといったネガティブ要素が

強かったが、ALPS のような能動的学習では、プロジェクトとして現場に足を運び、本

質的に提供しなければならないサービスがなんであるかを体得できる。 

 学生のチームは様々な属性がミックスしており、英語によるプレゼン、教員と学生

からの相互評価し、懇親会の最中にもゲームの一環として、プロジェクトの進捗を自

己申告し、他の 3 チームが評価し、自己評価と他者評価の一番ギャップが小さいこと
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を競わせるなど、斬新な取り組みである。 

 例えば、Honey Reminder というプロジェクトは、「長年連れ添っている夫婦が妻を

亡くしてしまった時にご主人をどうケアするか」というテーマである。統計的に奥さ

んが先に亡くなった時に問題が起こるので、これを座学で教えるのではなく、プロジ

ェクトとして考え、1 分間の音楽も入れたストーリー性のある寸劇や紙芝居バージョ

ンの広告を作成させ、どのようなケアが望ましいのか等を考えさせている。 

 各プロジェクトは、単に 1 分間の広告を作成させるのではなく、収益性が成り立つ

かどうかの試算も行わせており、ALPS という能動的学習をすることで、学生の主体的

かつ能動的な評価をしあうことで、既存にない新しいものを打ち出していく力を育成

している。まさに、イノベーションをいかに創出していくかを学ばせていたプロジェ

クトである。 

 

出典：石井浩介教授 
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出典：http://www.sdm.keio.ac.jp/top/alps/index.html 
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○東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻村上碩哉教授開発のモノづくり

デザイン法 

 東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻村上碩哉教授は、日本の総合電

機機器メーカーH 社の出身で、生産技術研究所に 17 年、工場に 2 年、本社の生産技術

部に 10 年勤務していた。その間の経験から、電気機器産業ではモノづくり技術が設計

に十分反映されず、ものづくりにおける設計プロセスの中で、形状修正・変更や組み

立て性向上・材料変更・加工性や生産性向上の効果は部品・組み立てコスト低減にな

るものの、基本仕様にフィードバックされるルートが少ないこと等、いくつもの問題

意識を保有していた。村上教授によれば、「日本の産業の発展のためには、新しい製

品ニーズと高度なモノづくり技術の組み合わせにより、高品質、高機能の製品を次々

と生み出し、それを持続させる必要がある。しかし、塑性加工、射出成形、粉末成形

等のモノづくり技術力の発展、充実に比べて、新技術を選び出し、設計に反映させる

状況は遅れている」。これらの背景から、村上教授は「現存する高いレベルの塑性加

工（モノづくり）技術と、設計者が活用する技術レベルの差を埋めて、製品の品質、

機能を革新するために設計者、モノづくり技術者が効率よく利用できる手段を提供す

ることを目的に、「ものづくりデザイン法」14を明らかにし、提唱している。 

 村上教授は電気機器産業でモノづくり技術が設計に十分反映されない理由として、

自動車産業と比して、市場規模／製品数が小さく、設計・生産者／製品が少ないこと

や、製品設計者の負荷が大きくなる状況下で、モノづくり技術習熟機会が減少してい

ること、生産技術者の退職や経験不足等を挙げている。 

 ものづくりにおける設計プロセスの中で、形状修正・変更や組み立て性向上・材料

変更・加工性や生産性向上の効果は部品・組み立てコスト低減になるものの、基本仕

様にフィードバックされるルートが少ないことを次の図で示している。 

モノづくりにおける設計プロセスの現状

部品・組立コスト低減

限定的変更
効果

機能設計

構造設計

生産設計

生産設備、ライン構築

基本仕様

設計仕様

生産仕様
・生産量
・開始時期､終了時期
・目標価格

・品質（機能、性能）
・機構・構造イメージ

現状の
主ルート

意
匠
設
計

このルートは
少ない

形状修正・変更
組立性向上
材料変更
加工性、生産性向上

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
14 村上碩哉・中村敬一･田中伸司．“塑性加工を主としたモノづくりデザイン法の構想－

モノづくりデザイン法の研究 第 1 報”、塑性と加工(日本塑性加工学会誌)．
Vol.47,No.549,pp931-936(2006) 

出典：村上碩哉教授作成 
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 モノづくりにおける今後の設計プロセスとして、村上教授は次の図のような、モノ

づくりデザイン法、すなわちモノづくり技術による形状修正・変更、組立性向上、材

料変更、加工性・生産性向上などの変更点を，最上流での機能・性能の本質的革新な

ど基本仕様の変更に結び付け、差別化製品を創出するプロセスに転換することを提唱

している。 

生産設備、ライン構築

基本仕様

設計仕様

生産仕様
・生産量
・開始時期､終了時期
・目標価格

・品質（機能、性能）
・機構・構造イメージ

モノづくりにおける今後の設計プロセス

機能設計

構造設計

生産設計

モノづくり技術による
最上流での機能･性能の革新

効果

差別化製品創出

モノづくりデザイン法

形状修正・変更
組立性向上
材料変更
加工性、生産性向上

本質的革新

意
匠
設
計

 

 

この、ものづくりデザイン法の具体的な方法、構成を以下の図に示している。すなわ

ち、自動車、産業機器、電気・電子、医療機器などイノベーションが必要な製品と、

プレス加工技術、鍛造技術といった高度な生産技術、あるいは先進技術などの技術に

は距離がある。その距離をイノベ―ティブな製品を創造する要素と、技術を活用する

立場からの着眼点から埋めようとするものである。 

製
品
①

加
工
要
素
技
術
④

①：自動車、産業機器

電機・電子、医療

②：商品力（省エ

ネ、軽量化、快適
性、意匠性、
信頼性、操作性､
安全性、環境調和
性）、
生産力（コスト、ス
ピード） ③：構造転換，材料転換，一体化，

工法転換，高精度化

④：プレス成形，

鍛造，転造，管成形

製
品
を
創
造
す
る
要
素
②

技
術
的
着
眼
③

モノづくりデザイン法の構成

 出典：村上碩哉教授作成 

出典：村上碩哉教授作成 
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村上教授は製品を創造する要素として、次の表に示すように大きく 3 つの区分を「商

品力品質・機能」「生産力」「販売力」とし、さらに 12 のパラメータを挙げている。 

製品を創造する要素（パラメータ）

区分 N0. 項目 内容

商

品

力

品

質

･

機

能

1 省エネ

2 小形,軽量

3 快適性

4 意匠性

5 信頼性

6 操作性

7 安全性

8 環境調和性

生産

力

9 コスト

10 スピード

販売
力

11 話題性

12 ブランド

高効率、ﾊｲﾊﾟﾜｰ、長寿命

運搬性、据付性、組込性

静音、清潔、健康、高精細、高輝度

高級感、清潔感、信頼感

耐久性、堅牢性、高強度

簡単操作、メンテナンス性

正常時、故障時、廃棄時

（生産時）、使用時、廃棄時

材料費、加工費、設備費、 CO2排出
開発期間、製造リードタイム

新規性、先端性

総合力、継続性、信頼性

 

      出典：村上碩哉・中村敬一･田中伸司．‘塑性加工を主としたモノづくりデザイン法

の構想－モノづくりデザイン法の研究 第 1 報’、塑性と加工(日本塑性加工

学会誌)．Vol.47, No.549, pp931-936(2006)12 

 

 また、技術的着眼点として、村上教授は専門とされる生産技術の立場から、①構造

転換、②材料転換、③一体化、④工法転換、⑤高精度化 などのパラメータを挙げら

れている。各要素技術はそれ自身が価値を持つのではなく、その技術を上記の着眼点

で活用するために製品技術者と要素技術者の協業が重要であるとしている。 

また、その活動を支援し、蓄積技術を生かすためにモノづくりデータベースの構築を

提唱されている。 

この活動がイノベーションのシナリオの一種であると考えられる。また、その作成

力向上にデータベースは有効であると考えられる。 

 

○M 社のコンセプトメイキングと開発工学部会 

 日本の総合電機機器メーカーM 社は、イノベーションという言葉ではなく、コンセ

プトメーキングという言葉を社内でよく用いている。 

事業部横断の技術を、横通しで研究・啓発するために、技術部会（電気技術、通信

技術、開発工学・・・他）を設けている。 

 開発工学部会ができた際に、新しい製品・サービス・システム開発の方法論を持っ
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ているのはデザインが近いであろうということで、デザイン研究所等に約 30 年勤務し

ていたデザイナー出身の管理職が開発工学部会部会長に任命された。開発工学部会は、

川上の新しいコンセプトを考えるノウハウや方法論を研究し、社員へ啓発する役割を

担っていた。 

デザイン研究所等では、VA（Value Analysis）等を、社内で提唱されていた見る視

点、見直す視点等と組み合わせて研究し、既にデザイン研究所のみならず事業部や工

場で実施されていた、新しいものを生み出す原点は現状・現場の観察との視点に立つ

シナリオライティングやペルソナ等と合わせて、方法論を検討していた。生活者の意

見を吸い上げ、気づきと視点で生活現場を見て、生活現場にいる人へのアンケート調

査やグループインタビュー等で、ニーズを抽出する。方法論としての調査の方法を検

討し、そこからいかに問題点を抽出するかを考え、問題点の解決策を考えるというも

のである。 

シナリオライティングやペルソナは、現在はかなり体系化していきているが、デザ

イナーは本質的に体系化や一般化が苦手な傾向があるため、開発工学部会ではそのノ

ウハウの整理と体系化に取り組んだ。ブレーンストーミングを行い、出てきた内容を

KJ 法や商品地図法等を活用して、目指すべき新製品の方向性に狙いをつけるものであ

る。研究や取り組みを通して、開発の現場で使えるのはシンプルな手法であることも

解明している。 

M 社の開発工学部会での研究は、札幌市立大学デザイン学部で引き続き研究が行わ

れ、教育の現場でも導入されている。 

 

○北海道立工業試験場のデザインマネジメントセミナー 

 北海道立工業試験場デザイン開発科では、北海道庁と共に 2007 年度 3 回連続講座と

してデザインマネジメントセミナーを開催した。参加者らの更に発展版を開催してほ

しいとのニーズ等から、2008 年度にも北海道経済部商工局産業振興課と主催で、デザ

インマネジメントセミナーを開催している。受講対象はデザイン意識を持つ企業、そ

れらの企業を支援するデザイナーやコンサルタントで、デザインという視点での新し

い価値の創造演習を導入している。 

 3 回の開催で、講師に株式会社コボ代表取締役社長の山村真一氏を迎え、講義と演

習の組み合わせで、演習は毎回グループに分かれて行われた。第 1 回目は「デザイン

活用課題と対応策を知る」、第 2 回目は「デザイン導入ロードマップを作る」、第 3

回目は「デザインマネジメントゲームにより、デザイン経営を疑似体験する」であっ

た。グループ討議には、オブザーバーとして札幌市立大学デザイン学部教授酒井正幸

氏や北海道立工業試験場デザイン開発科研究員らが加わり、専門的視点から適宜適切

にファシリテートしている。 
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 例えば第 2 回目の演習では、新製品開発をグループで想定し、開発にどのようにデ

ザインを導入していくかのロードマップを短時間で作り上げていく内容であった。グ

ループで多様なメンバーが簡単な自己紹介により互いを知り、いかなる新製品開発を

行うかという事業コンセプトを考えた。事業コンセプトを決めるまでは難航したが、

それが決まると、次々とアイディアが生み出され、デザイン導入ロードマップができ

あがっていった。新製品として何を開発するかの事業コンセプト作りが一番難しいこ

とが、参加メンバーは体得できたと考えられる。 

 公設試では、企業への技術相談対応、企業への技術指導、企業との共同研究による

新製品開発や依頼分析等、啓発活動としてのセミナーや研修会等を行っているが、北

海道立工業試験場デザイン開発科が考え、トライアルしているデザインマネジメント

セミナーのような、技術面でないコンセプトメイキングの演習を盛り込んだ取り組み

は、参加者のイノベーションのシナリオ作成力を育成するのに重要で、企業が持続的

に成長していくのをサポートする新しい手法である。 

 
出典：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/2D734456-FA7C-4D1F-A250-0E6EC7E8E767/0/20demagi.pdf 
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出典：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/ 

2D734456-FA7C-4D1F-A250-0E6EC7E8E767/0/20demagi.pdf 

 

（３）イノベーションのシナリオ作成力としての手法 

○ブルー･オーシャン戦略 

 イノベーションのシナリオ作成力の手法の一つとして、新たな価値を創造するに際

して新しい市場を作り出すことが想定される。新しい市場を作り出すには、ブルー･

オーシャン戦略を実践することが必要となる。 

 ブルー･オーシャン戦略15は、キム教授とモボルニュ教授が提唱している組織的に新

しい需要を創造する方法論で、競合がひしめく既存市場（レッドオーシャン）でいか

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
15 W・チャン・キム、レネ・モボルニュ著、有賀裕子訳．『ブルー･オーシャン戦略－競争

のない世界を創造する』．ランダムハウス講談社(2005) 
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にして打ち勝つかという競争戦略ではなく、新しい市場を作り出すことである。 

 

 

◆ブルー･オーシャン戦略の特徴 

１．新しい需要の創造にフォーカスする 

２．ストラテジック・ムーブを分析単位とする 

３．戦略作りの方法論だけではなく実行論まで包括している 

 

  注）ストラテジック・ムーブとは、新しい市場を開拓するために伴う一連の行動 

や意思決定 

 

 実際にブルー･オーシャン戦略を導入した事例として、ヤマハのマジェスティがあげ

られる。オートマティック車に近いバリューカーブを実現し、オトナのスポーツセダ

ンとして、ノンカスタマーを意識した価格設定で女性ユーザーの取り込みを試みてい

る。 

 ブルー･オーシャン戦略には、次の図に示すように 3 つの主要素がある。 

 

3つの主要素と全体像
①バリューイノベーション

②ティッピングポイントリーダーシップ

③フェアプロセス

これら3つがブルーオーシャン戦略の主要素

ブルーオー
シャン戦略

「実行」における方法論「実行」における方法論

コストを押し下げながら、
買い手にとってのバリューを向上

出典：「日本のブルーオーシャン戦略」 16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
16安部義彦・池上重輔．『日本のブルー･オーシャン戦略－10 年続く優位性を築く』．ファ

ーストプレス(2008) 
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バリュー・イノベーションとブルーオーシャン
の基本ツール

基本ツールは戦略キャンバスとバリューカーブ、基本ツールは戦略キャンバスとバリューカーブ、ERRCERRCグリッドグリッド

図. 戦略キャンバスとバリューカーブ

図. ERRCグリッド

・ビジュアル的に製品特徴を理解

・何を増やすか、付け加えるか
・何を減らすか、取り除くか

出典：「日本のブルーオーシャン戦略」  

 

 

新市場の方向性を見つけ出すには、つぎの６つのパスがあり、ブルー･オーシャン戦

略には３つのポイントがある。 

市場の境界を引き直す６つのパス（Six Paths） 

① 「オルタナティブ」な産業を見渡す 

② 業界内のさまざまな「戦略グループ」を見渡す 

③ 業界の「購買者グループ」を定義し直す 

④ 「補完的な」製品とサービスを見渡す 

⑤ 業界の機能あるいは感性の方向性を問い直す 

⑥ 将来にわたって外部トレンドの形成に関わる 

 ↓ 

既存の競争軸、対象市場などを疑って「広く」見なおすことが重要 

 

 

 

16 
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◎ブルー･オーシャン戦略のポイント 

１．ブルー･オーシャン戦略を進めるキーパーソンを設定する 

・コンサルタントが会社に入る 

・特定社員を教育してその人がキーパーソンとなる 

 

２．Visual Awaking によって社内に危機感を醸成する 

 

３．20～25 人程度で 5 チーム作り、各チームがそれぞれ戦略を考える 

 

 

 キム教授らからブルー･オーシャン戦略 15の教えを受け、日本での PR を依頼されて

いる株式会社価値革新機構代表取締役社長兼金沢工業大学大学院客員教授の安部義彦

氏17が『日本のブルー･オーシャン戦略』16 を執筆するとともに、講演活動を通して広

く啓発している。 

 

 以上のように、第２章３．（１）～（３）でイノベーションのシナリオ作成力実践

企業、イノベーションのシナリオ作成力手法の研究、イノベーションのシナリオ作成

力の手法について、その現状を把握・整理したが、他の現状についてみてみる。 

 公設試では中小企業等への技術指導や共同開発を行うに際し、イノベーションのシ

ナリオ作成力を研究員が身につけることの重要性はいずれも認識している。ただし、

研究員向けに公設試内で研修を行っているところは、今回のヒアリング先ではなかっ

が、北海道立工業試験場、宮城県産業技術総合センター、大分県産業科学技術センタ

ー等は、関連分野の MOT 等の外部研修へ希望する研究員を派遣している。神奈川県産

業技術センターは、中小企業等向けの MOT 講座を実際に開講している。また、近隣の

大学の MOT 講座の講師も担っている。 

 地元企業への技術指導や経営指導を行っている NPO 法人技術サポートネットワーク

大分では理事長は、地元大分市が大分大学と立命館アジア太平洋大学へ委託して実施

している社会人向けの MOT 講座両方を受講している。 

 タカノの堀井氏をはじめ、ジャステックラボの加野島氏等は考え抜くことの重要性

を唱え、ASTEC 若林氏をはじめ、Olympus America や Southwall Technologies はアラ

イアンスや知財の戦略立案及び実践の大切さと難しさを述べている。さらに、東京工

業大学村上教授や独立行政法人日本学術振興会サンフランシスコ研究連絡センター竹

田センター長は、イノベーションをコーディネートする重要性を提唱している。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
17 安部義彦．“ブルー･オーシャン戦略の方法論”.Harvard Business Review. 
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４．イノベーションのシナリオ作成力の解明と一般化 

 

 本調査研究において、イノベーションは「新たな価値を創造すること」と

概念付けた。イノベーションのシナリオ作成力の現状把握から、以下のイノ

ベーションの種類があることが明らかになった。 

 

☆イノベーションの種類 

・画期的・10 年先を予測した世の中に存在しないイノベーション 

 

・現状の課題解決を目途とするイノベーションで広範囲な課題対応 

 

・現状の課題解決を目途とするイノベーションで特定課題対応の場合 

 

・他社に劣っている商品やサービスの競争力強化するための改良型イノベーション

 

 

本調査研究におけるイノベーションのシナリオ作成力は、「先（将来）が見えず、

不確実な中で、新たな価値を創造するための考え方の流れを構造的に捉える力」と捉

え、イノベーションのシナリオ作成力の現状から、具体的に重要な点を解明すること

とした。 

 イノベーションのシナリオ作成力の現状を把握、整理する中で、先（将来）が見え

ず、不確実性の高い中でイノベーションを創出するためには、イノベーションの事業

コンセプトを考え抜くことが、最も重要である。その上で、本調査研究は機械工業人

材を対象とするので、技術コンセプトと知財コンセプトを考える。 

事業コンセプトを考え抜き、いかなる事業を創出するかを明確にする。事業コンセ

プトがイノベーションのシナリオ作成力の根幹となり、これを考えるための補完ツー

ルとして、技術予測、マーケティング、ブルー･オーシャン戦略等がある。補完ツール

の詳細は、第 4 章に後掲する。 

次に、全体を俯瞰し、リソースの活用を検討しながら、技術コンセプトと知財コン

セプトを考える。 

技術コンセプトとして、自社の技術力で研究開発が可能かどうか、外部のリソース

を活用するのかどうか、活用する場合には産学連携で研究開発を行うのか、アウトリ

ソースを導入するのか等を検討する。 

                                                                                                                                                                   
Vol.32,No.8,pp2-15(2007) 
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知財コンセプトでは、イノベーション創出に際して、権利化をどうするか、技術コ

ンセプトと一部重なるが、アウトリソースの活用をどうするかを検討。アウトリソー

スの活用は、アライアンスもあれば、技術移転等が考えられる。 

 

イノベーションのシナリオ作成力の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、シナリオ作成が必要なイノベーションは、先が見えず不確実性が高

いため、値段（価値）を開発者（当事者）が決められる。したがって、競争

力を持つことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業コンセプト 

②技術コンセプト ③知財コンセプト 

全体を俯瞰する 
リソースの活用検討 
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第３章 わが国の高等教育機関等におけるイノベーションのシナ 

リオ作成力育成状況 

 

１．わが国の高等教育機関等におけるイノベーションのシナリオ作成力育成状 

況 

  

わが国の高等教育機関（大学・高専他）等におけるイノベーションのシナリオ作成

力育成状況について、公表されているシラバス等の既存情報とヒアリング調査から整

理、把握した。イノベーションのシナリオ作成力の現状でとりあげた慶應義塾大学大

学院システムデザイン・マネジメント研究科等の一部を除いて、わが国の大学・高専

においてはあまりイノベーションのシナリオ作成力育成は行われていないことが明ら

かになった。 

 わが国の高等教育機関におけるイノベーションのシナリオ作成力の育成は、科目と

して「イノベーション創成研修」「製品企画論」「イノベーション論」「経営者論セ

ミナー」「デザインマネジメント」「ビジネスイノベーション」等で教育されている。

工学部等では企業人を講師として招聘したり、産業界の現場におけるイノベーション

のシナリオ作成力が学べるような実践的な教育がなされている。 

また、いくつかの大学の工学部では、工学部の全学生を対象としたり、機械系学生

を対象に、国際インターンシップを経験させたり、プロジェクトを実際に行い、プロ

ジェクトレポートの提出を持って修士を出すなど、卒業後実践で活かせる教育がなさ

れている。 

イノベーションのシナリオ作成力育成関連講座を開講しているような大学・高専を

対象に、学部教育科目と大学院教育科目に分け、全学生を対象とした MOT 講座開講の

有無、専門職大学院等としての MOT 開講の有無、関連講座開講時間数、社会人向けか

どうか、該当科目等について調査を行い、次頁の表にまとめた。 

次に、調査対象とした大学・高専等で開講されている学部教育科目、大学院教育科

目や特徴的な取り組み等について整理した。 
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-

-

社会人

社会人

社会人

社会人

社会人

-

-

×

-

学生

-

-

-

◎

×

○

×

△

×

「ものづくりデザイン」「ものづくり経営論」

×

社会人

社会人

-

規定なし

学生

×

○

-

-

学生

常設
MOTコース*

有無 主対象

×

「生産システム特論」× -

×

◎

×

○

○

「製品企画論」「ベンチャー企業経営論」

大分高専 0 1

「製品開発論」「ベンチャービジネス論」○ 学生

富山高専 1 1 「経済学」「MOT入門」× -

福島高専 2 5

「社会科学概論」「工業経営学」× -

宮城高専 0 1 「創造工学演習」× -

八戸高専 1 2

該当なし

「開発・生産システム論」「アントレプレナーシップ」

札幌市立高専 2 5

「先端技術・社会論」「プロダクトデザイン理論」

×

×*3

○*

函館高専 0 0

「産業デザイン論」「工業デザイン特別演習」

N/A N/A N/A N/A N/A ○

×

5 0 0 N/A立命館アジア太平洋大学 0 0 0

0 0
（左のMOT特
論Ⅰ～Ⅴ）

「経営管理・知的財産権」「ビジネスプラン１・２」2

「現代社会と企業」「MOT特論Ⅰ～Ⅴ」

△

△

3 0

大分大学 2 0 0 0 0 0 00 0

0 0

5

0 0 0 0九州工業大学 2 1 0

0 0

「MOT入門プログラム」「現代の経営」0
ジョイントデグ
リーあり

「創造設計」「九大生よ、ビジネスを学ぼう」

○

◎

規定なし0 0

九州大学 1 0 1 2 8 0 00 0

0 0

3

0 12 0 0立命館大学 2 0 0

N/A N/A

「特別講義」「企業社会と組織変革」0

該当なし○

規定なし

社会人

0 0

立教大学 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A N/A

N/A N/A

N/A

1 2 0 N/A同志社大学 2 0 0

「グローバルビジネスの最新動向」「ビジネス創造と実践」0

「21世紀に向けての企業の挑戦」「工学倫理と技術経営」
1 0 0

0 0 0

京都大学 0 1 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0 0 0関西学院大学 3 0 1

「生産マネジメント」「プロダクトデザイン方法論」1
カリキュラムに
は含まず(受講
可）

「ビジネスを学ぶ」「品質マネジメント特論」0 0 0 0関西大学 3 0 0

0 0 2 02 1

0 3

2 0

4 0

大阪大学 3 0 0

「ベンチャービジネス特論」

名古屋工業大学 0 3 0 3

0 0 0 1

4

0

「技術革新と産業社会」「MOTのためのハイテク製品マーケット創造」

名古屋大学 0 0 0 0 0 0 0

「ビジネスイノベーション」「クオリティ志向型人材育成と技術経営」

早稲田大学 0 0 0 4 1 0 0

0明治大学 2 6 0 3

法政大学　理工学部機械工学科
（２００８年４月設置）

2 0

0

0 00

0 0 0 0 0 0

「技術経営特論」「機械製作学特論」

法政大学　工学部システムデザイン学科
（２００８年募集停止）

1 0 0 4 0 0 0 0

0 ◎

*注　×：なし
　　　△：講座等
　　　○：修士・博士課程
　　　◎：専門職学位課程

0 0 0 0 0

0

0 0 2 00 0 0 0東京理科大学 0 0 0

0
人数制限はあ
るが受講可、
DDあり

◎ 「技術経営入門」「計測制御技術のイノベーションとマネジメント」社会人

「技術の創造」「システムプランニング」

東京工業大学 1 2 0 0 0 1 1 0

0 0 0

0 2 1

「技術と経営」「機械設計法特論」

東京大学 0 0 0 3 3 0 3
機械系学生も
受講可

0 0

○ 学生0 0

0 1上智大学 1 0 0 3 0 0 0 0

0 1

0 0

「生産技術による製品革新」「技術と社会」

慶応義塾大学

機械工学科

0 0 1 0 0
システムデザイン

工学科
0

1 0

0

0

2 2 0

2 1

「挑戦者たちに迫る！」「イノベーション創成研修」

筑波大学 0 0 0 4 0 0 0

4 0

0

00 0 0 0

N/A 「システム情報科学実習」「社会と経済の把握」

東北大学 1 0 2 1 0

1

00 0 1 10

N/A N/A N/A N/A

「機械システム設計学特論」「MOT科目群」

はこだて未来大 2 0 0 0 0

0 3

N/A

「製品デザイン論」「デザインマネジメント」

室蘭工業大学 0 0 0 1 1

3

(左の専攻科目
10科目)

00 0 0 0
実験的にMOT
コース開催

「経営戦略を考える」「メディアシステム設計論」

札幌市立大学デザイン学部 0 0 1 4 0

0 0

演習

北海道大学 3 0 2 1 0

該当科目例全学科目 学科（専門）科目 大学院共通科目 専攻（専門）科目
講義 外部講師 演習 講義 外部講師

各大学の科目区分における横断的科目数
学部教育科目 大学院教育科目

他専攻・他学
科用MOT

演習 講義 外部講師 演習 講義 外部講師
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○北海道大学 

・学部教育科目 

 全学教育科目では、『ニュースで学ぶ経営学』にて新聞や雑誌の記事から特定の企

業や業界を取り上げ、テーマに沿って議論を行い、経営学の基本的な概念を学んで企

業を分析する視点を習得することを目的とした講義を行っている。授業計画では新規

事業の戦略やマーケティング戦略、企業革新の戦略とマネジメントなどを取り扱うと

している。また『企業行動論』の講義においても、経営戦略とその策定、競争戦略な

どについて教授している。 

 他には、『経営戦略を考える』の講義において、外部環境の変化がどのように経営

戦略へ影響するか、という点について教育を行っている。これはマーケティングにお

けるマクロ環境分析などを学ぶ機会としては役立つものと考えられる。また『シンク

タンク入門１・２』では、企業のマネジメントにおいて求められる代表的な経営環境

変化についてその背景理解をし、実際にデータ収集・分析を行って調査企画書作成ま

で行っている。 

 また学部専門科目では、北海道大学では情報系に力を入れているため、開講されて

いる講義も情報関連のものが多い。しかしその中でも、『メディアシステム設計論』

の講義では、専門的な講義の最後に開発プロセスマネジメントを教授しており、プロ

ジェクトマネジメントなどを学ぶことができるようになっている。 

 

・大学院教育科目 

 研究科共通科目では、インターンシップ第一・第二、実践科学技術英語、そして創

造的人材育成講義の４つの授業が開講されている。 

 中でも創造的人材育成講義では、産業社会が求める人材の具体的内容（基礎学力や

コミュニケーション力など）や、企業等において技術者が大成するために具えるべき

能力や気質について実務者から生の声で聴講でき、質疑応答もできるようになってい

る。本講義は具体的な能力を教授するというよりは、実際に活躍する実務者から学生

時代に身につけておくべきことを伝える、といった講義のようである。 

その他の大学院の教育では、公共政策大学院という機関が設置されており、ここでは

プロジェクトマネジメント論、イノベーションマネジメント論といった講義が開講さ

れている。 

 また、北海道大学では平成 13 年から実験的に MOT コースを開講しており、平成１５

年には経済産業省委託事業「MOT 人材育成プログラム」として本格的に教材開発がス

タートしている。これまでの試験的な合宿型 MOT スクールでは総計 160 名、通年型 MOT

スクールでは延べ約 800 名が受講している。 
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・工学系教育センター（CEED） 

 社会的ニーズと国際的ニーズに対応でき、専門知識や研究能力の高い、実践的リー

ダーの育成を目指して、CEED では「産学連携教育プログラム」「国際性啓発教育プロ

グラム」「社会人教育プログラム」を開発し、教育を実施している18。 

 産学連携教育プログラムでは、海外長期インターンシップや国内の長期・短期イン

ターンシップを行うとともに、外国人インターンシップ生の受け入れを行っている。 

 国際性啓発教育プログラムでは、コミュニケーションツールとして英語力の向上を

図っている。 

 社会人教育プログラムは、e-learning を実施する等、遠隔履修システムの開発等を

実施している。 

 

 

出典：http://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp/about/index.html 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
18 野口徹他．“工学系教育研究センターによる産学連携大学院教育の展開”．工学教育．

Vol.56.No.5, pp64-71(2008) 他 
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○札幌市立大学 

・学科教育科目 

 共通教育科目の中で開講されている『現代社会と経済』は興味深い。この講義では、

経済をマーケティングという切り口から眺めており、講義前半ではマーケティングの

基礎、製品戦略やブランド戦略などを教授している。講義後半では、「サントリー伊

右衛門」などの事例を学生自ら分析し、プレゼンテーションを課している。 

 専門教育科目では、意匠設計だけに関わらず様々なデザインに関する講義が開講さ

れている。 

 『デザイン方法論』では、生活者のニーズを把握し、それに適合する製品・サービ

スのコンセプトの創出、プロトタイプの制作、検証、市場導入に至るまでの一連のデ

ザインプロセスと各ステージでの方法論を学ぶ。日本の総合機械機器メーカーから転

じたデザイン学部酒井正幸教授が担当しており、企業時代に研究していた商品地図法

等を用いた学習も行っている。シナリオライティングやペルソナ等を用いた最初のコ

ンセプトメイキングは重要な位置づけであるため、学生にはかなり演習を実施させて

いる。 

『デザインマネジメント』の講義は、企業におけるデザインプロセスである、企画

・構想から製品化・事業化に至る一連のプロセスを概観する。また、『デザイン総合

実習Ⅰ』では、各コースに沿ってデザイン実習を行うものであり、製品デザインコー

スであれば具体的に製品デザインを行う。なお、この科目は 2 年次後期において開講

されているものであり、3 年次後期にも『デザイン総合実習Ⅲ』にて再び製品デザイ

ンを行う授業が用意されている。 

 その他にも、製品デザインの基礎を教える『製品デザイン論』や、プロトタイピン

グを学ぶ『プロトタイプシミュレーション』、起業することの意義や動機、そのため

の方法論を学ぶ『起業論』といった講義も開講されている。 

 

・北海道経済産業局 MOT コンソーシアムに参加 

 デザイン学部城間教授が MOT コンソーシアムに参加している。2009 年 4 月に創設の

大学院において、デザインで起業して、地域の人材等を入れて組織として発展してい

くための起業教育を行い、MOT 協議会で検討したプログラムを実施している大学の講

師の中で、デザインの視点を持っている人材をサーベイし、実際に講師に来てもらう

こと等を検討している。 

 

 

・北海道 MOT コンソーシアム 

 北海道経済産業局では、「技術」と「経営」の本質を理解し、融合させてビジネス
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を展開する MOT（技術経営：Management of Technology）人材の育成を推進するため

に、平成 15 年度から MOT プログラム開発事業や全道各地での MOT スクール開催事業を

実施している。この事業を契機に、平成 15 年度から北海道大学、平成 18 年度から室

蘭工業大学にて MOT 講座が開設され、また平成 20 年度からは、北見工業大学でも MOT

教育を行う「マネジメント工学コース」を開設している。 

 この流れを加速するために北海道経済産業局では、道内の 13 大学、6 支援機関等で

構成する「北海道 MOT コンソーシアム（推進協議会）」を創設した。この推進協議会

では参加大学等のカリキュラム編成をサポートする「MOT カリキュラムバンク」の構

築や「MOT オープンカレッジ」（大学間共通 MOT スクール）の開催を行い、また、道

内における MOT の推進策や大学間連携策なども検討し、提言をまとめる。この事業の

目的は、参加大学等が、独自または連携して、個々の実情に応じたオリジナルの MOT

講座を編成することを促し、道内の学生や社会人から、起業や経営革新を行うイノベ

ーション人材が多数輩出されることとしている。 

 

北海道 MOT コンソーシアム委員 

委員長： 

濱田 康行 （ﾆｾｺﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ（MOT）推進協議会代表／北海道大学大学院経済学研究科

教授）  

委員（大学）： 

秋山 敏晴 （北海道工業大学 寒地総合技術センター長／教授） 

石埜 正穂 （札幌医科大学 附属産学・地域連携センター副所長／准教授） 

海老名 誠 （小樽商科大学 ビジネス創造センター長／教授） 

小林 壮一 （千歳科学技術大学 光化学部 光応用システム学科 教授） 

鞘師 守  （北見工業大学 知的財産本部長／教授） 

城間 祥之 （札幌市立大学 地域連携研究センター産学連携部門長／教授） 

鈴木 恵二 （はこだて未来大学 地域共同研究センター長／教授） 

鈴木 雍宏 （室蘭工業大学 知的財産本部 教授） 

関川 三男 （帯広畜産大学 地域共同研究センター長／教授） 

谷 吉雄  （北海学園大学 工学部長／教授） 

十倉 宏  （酪農学園大学 エクステンションセンター 事務課長） 

中村 忠之 （北海道情報大学 経営情報学部 経営ネットワーク学科 教授） 

横山 伸一 （北海道大学学務部長）  

 

委員（支援機関等）： 

塩野 圭介（（独）科学技術振興機構 JST イノベーションプラザ北海道 事務局長） 
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庄田 真人 （（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）北海道支部 主

幹）  

樋坂 則仁 （北洋銀行 業務推進部 新事業支援室長） 

船越 克人 （（財）北海道科学技術総合振興ｾﾝﾀｰ（ﾉｰｽﾃｯｸ財団） 産学官連携推進部

長） 

舟崎 正紀 （北海道経済連合会 経済産業部長） 

村島 均  （（独）産業技術総合研究所 北海道センター 所長代理）  

 

事務局： 

経済産業省北海道経済産業局、北海道 TLO  

 

○室蘭工業大学 

・学部教育科目 

 主専門共通科目と副専門共通科目にて、『学部特別講義』という授業が開講されて

おり、この科目では工学部卒業生と社会の間に存在する、学ばなければならない多く

の学問を扱っている。授業計画は記載されていないため詳しくは不明だが、M&A や OR、

商品開発戦略などについて教授しているようである。また『地域再生システム論』の

講義では、地域再生を主対象として、観光戦略、“ブランド戦略”や“ものづくりに

よるまちおこしの実践”といった内容を扱っている。 

 

・大学院教育科目 

 大学院の共通科目では、『産学連携論』、『経営科学』、『ベンチャービジネス特

論』という３つの横断的科目がある。 

 「産学連携論」は、産学連携の必要性や歴史に触れ、各種の事例に触れることでそ

の成功理由・失敗理由などを分析する。また「経営科学」の講義は、経営戦略や組織

構造などのマネジメントに関わる問題を、各種事例をもとに解説している。理論的な

解説のみではなく、例えばマクドナルド vs モスバーガーという企業を取り上げて、マ

ーケティング戦略などの解説を行っている。「ベンチャービジネス特論」は、ベンチ

ャー企業を運営する際に必要となるグローバルな視点を解説し、特許やベンチャー支

援の仕組みなども解説している。 

 専門科目では機械系の専門的内容がほとんどであるが、一つだけ特徴的な科目があ

る。 

 『機械システム設計学特論』は、機械設計の基礎的内容である強度設計といったも

のにとどまらず、Design for X といった概念も教授している。機械要素の基礎知識や

力学的な基本設計からエコデザインやユニバーサルデザインまでの幅広い内容に触れ
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ながら、その要点を理解するとともに、３次元 CAD を利用したデジタルエンジニアリ

ングの一端に触れている。 

 また室蘭工大では MOT 科目群を設置しており、ここでは MOT 関連科目が 10 科目開講

されている。このコースは学生だけでなく、企業社員でも科目履修生として受講する

ことができるようになっており、本コース科目を一定数以上取った場合にはコース修

了証が与えられることになっている。 

 

・北海道経済産業局 MOT コンソーシアム 

 すでに MOT 教育を実施しているので、MOT コンソーシアムの DB に登録されている教

員に依頼することは無いが、その DB を今後どのように活用していくかは検討中であ

る。 

 

○はこだて未来大学 

・学部教育科目 

 学部共通科目は、人文科学や社会科学など幅広い分野を扱う科目であり、特に社会

科学分野では『起業家としての自立』や『社会と経済の把握』など、事業に関連する

部分の講義がいくつか開講されている。 

 また学部共通科目や専門科目で特徴的なのは、「認知科学」や「認知心理学」、「認

知システム論」などの科目が非常に多いことである。 

専門科目での特徴的な取り組みとして『システム情報科学実習』の授業がある。こ

の授業は、教員 2～3 名と学生 10～15 名程度のグループで 1 つのプロジェクトを担当

し、それを 1 年間に渡って調査・研究し、報告書としてまとめるものである。テーマ

は各教員が提示したものを希望者が集まる形で決定されるようであるが、その後の調

査・研究の進め方等は学生が主体的に取り組むようになっている。テーマの種類は、

セキュリティ暗号に関するものなど技術的なものから、大学の数学やその教育をデザ

インする、というもの、都市と漁村といった社会学を扱うものなど様々である。 

 

・大学院教育科目 

 はこだて未来大学の大学院は、研究科や専攻などが分かれておらず、学部の専門性

を活かして専門領域というカリキュラム編成が採られている。しかし、学部で行って

いるプロジェクト実習のようなカリキュラムは大学院ではまだ実施されていない。 

 

○東北大学 

・学部教育科目 

 全学教育科目では、100 を超える数の基礎セミナーが開講されており、特徴的なも
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のとしては『挑戦者たちに迫る！～材料開発と社会の発展について考える～』や『夢

とデザイン』の講義がある。 

「挑戦者たちに迫る！」では、材料開発に焦点を当て、特定の材料がどのように開発

されてきたのか、開発者の情熱と苦労などについて学生が自ら調査・発表を行うもの

である。授業は特定材料の開発経緯や科学、社会への波及効果といった部分にスコー

プが向けられている。また「夢とデザイン」の講義では、自動車、航空機、ロケット、

ロボットなどの機械がどのように生まれ、発展してきたかを考察し、機械設計・機械

デザインについて学ぶことを目的としている。SF 小説や映画などを題材にとっている

ことから、未来志向の強い授業となっているかもしれないが、講義中では機械設計の

概要などにも触れている。その他にも、社会問題と技術の関わりを考察する『技術と

社会の関わりを知る・見る・考える』の講義や、ビジネスにおいて基本的な能力とな

る問題解決能力を養う『ビジネス・パーソンのコアスキル』などの講義なども開講さ

れている。 

 また学部専門科目では、『工学倫理』や『知的財産権入門』などの周辺科目があり、

東北大学の特徴である『創造工学研修』という授業も開講されている。この創造工学

研修では実験・実習に重点を置き、実際に様々な機械を設計製作する形式が採られて

いる。開講テーマは非常に幅広く、約 150 ものテーマが用意されている。 

 その他には『技術政策論入門』にて、政策の観点からであるが科学技術開発の現場

などを講義している。 

 

・大学院教育科目 

 機械系専攻である機械システムデザイン専攻では、『知的機械設計学』、『機械工

学フロンティア』、『機械システムデザイン工学特別講義』、『イノベーション創成

研修』などである。東北大学ではこの「イノベーション創成研修」のような、創造的

人材の育成に重点が置かれている。 

 また東北大学工学研究科では、技術社会システム専攻という専攻が設置されており、

ここでは『実践技術経営論』などの科目が開講されている。本講義では、先端技術を

効果的に活用して新規事業を構想し、実施するために必要な技術戦略の構築など、幅

広い内容を講義している。また、先端技術を具体的に事業化するための新規事業計画

の作成手法、その評価手法についてケース・メソッド(事例研究)を用いて講義してい

る。 

 

・機械工学フロンティア創成 

 機械工学専攻の大学院を対象に開講され、実際のプロジェクトの中に学生が入り込

み、プロジェクトを修士論文としてまとめさせる。従来の研究だけという方向性では



 

 48

なく、プロジェクトの当事者になり、産業界に入ってからも役立つことが期待されて

いる。 

  

○筑波大学 

・学部教育科目 

 全学教育科目では、他分野への視野を拡げる目的が強く、様々な分野の授業が開講

されている。 

 一方、理工学群・工学システム学類学群共通科目・学類専門科目では、いくつかの

特徴的な授業が開講されており興味深い。 

 例えば、集中講義で開講される『産業技術論Ⅰ・Ⅱ』では、まず日本の産業界が抱

える課題とその解決の方向性を、技術政策や関連する産業政策の観点から講義してい

る。そしてさらに、「生産技術による製品革新」と題してマーケットとユーザのニー

ズの変化と、それを製品に具現化するための製品技術および生産技術に関する話題を

いろいろな具体例を通して紹介している。 

 また『システム開発論』では、ITS（交通システム）、CT や MRI（医療システム）、

電子決済などの具体的な社会システム革新を紹介しており、『研究・開発原論』では

国の研究機関や民間企業の研究・開発体制の概要を紹介し、ここでも事例をベースに

理解を深めている。 

 その他にも『つくばロボットコンテスト』や『知的財産と技術移転』など、エンジ

ニアとして社会で活躍する上で必要な知識を、座学よりも実際に手を動かしたり、事

例をもとに理解を深める授業が多いのが筑波大学の特徴だと言える。 

 

・大学院教育 

 知能機能システム専攻における教育カリキュラムでは、大学院共通科目として『技

術と社会』や『知的所有権論』、『科学技術・学術政策概論』など、イノベーション

と関連する科目が用意されている。これに対して専攻科目は高度な専門的な内容を扱

っている。 

 またシステム情報工学研究科には、MBA コースと公共政策（MPP）コースの２つを備

える経営・政策科学専攻と、主に経営工学を専門とする社会システム工学専攻が設置

されており、ここでは経営学やイノベーションマネジメントを扱っている。 

 社会人対象の夜間コースとしてビジネス科学研究科も設置されており、ここでは修

士課程として経営システム科学専攻・企業法学専攻、専門職大学院として法曹専攻・

国際経営プロフェッショナル専攻、博士課程としてシステムズマネジメントコース・

企業法コースと幅広いカリキュラムがある。 
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○慶應義塾大学 

・学部教育科目 

 学部総合科目では、『20 年後の未来技術を考える』という授業が開講されており、

ここでは、受講生が自らの想う未来技術を考案・調査し、それの社会へのインパクト、

実現するための具体的な技術イノベーション、ビジネスプランなどをまとめて発表を

行う。 

 また管理工学科では、経営、マネジメントといった内容の講義が数多く開講されて

おり、さらにシステムデザイン工学科においては、事業戦略まで含めたマーケティン

グを講義し、実際に学生が商品企画・プレゼンテーションを行う「製品企画論」とい

った講義が開講されている。 

 

・大学院教育科目 

 理工学研究科の総合科目においては、『総合科学セミナー』で、大きく①理工学の

基礎、②デザイン、③理工学と社会の融合というテーマを揃え、専門的な理工学研究

がどのように社会へつながっていくのかを概観している。『ベンチャー企業経営論』

では、事業計画書の作成とともに、学生が事業機会を見つけて実際に事業計画書の作

成を行う。また『アントレプレナー育成（DeNA）寄付講座』では、資金調達などの各

フェーズにおいてどのような手法があるかを、起業成功者の体験談を混ぜて講義して

いる。本講義においてもビジネスプランコンペが講義内で開催されており、実際に事

業計画の作成を行うようである。 

 その他にも、「技術契約論」においてオープンイノベーションを意識し、産学連携

など技術契約に関する講義を行うとともに企業での事例などを紹介している。 

 

・KBS について 

 経営管理研究科は慶應義塾大学における MBA コースであり、マーケティングやアカ

ウンティングなどの基礎的科目から、技術経営、グローバルイノベーションなど幅広

い科目を扱っている。また、MOT セミナーなども他大学の MOT と協力して開催してい

るようである。 

 

・システムデザインマネジメント研究科 

 第 2 章に掲載したスタンフォード大石井浩介教授と MIT の Weck 教授で、慶應義塾大

学グローバル COE プロジェクトにより ALPS を開発している。 

 

○上智大学 

・学部教育科目 
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 全学共通科目では、『技術史／技術論』という講義にて、現代の技術がどのように

発展してきたのか、社会にどのような影響を与えてきたのかというものを概観してい

る。また機械工学科の専門科目では、『工場経営及び管理』『プロダクションエンジ

ニアリング』といった生産に関するマネジメント、『発明と特許』のように知的財産

関連の講義が開講されている。さらに『技術と経営』の講義では、技術の進展と企業

経営の関連を述べ、MOT についても触れている。 

 

・大学院教育科目 

 理工学研究科理工学専攻における教育科目では、工学における高度な専門的知識の

習得を目的とした科目が多くを占めているが、『機械設計法特論』は特徴のある授業

で、通常の機械設計ではなく、まったくゼロから新たなものを作り出すプロセスとし

て捉えている。授業内では回転ドアの事故や力センサの事例などを取り上げており、

興味深い授業が行われているようである。また着想・設計のみならず、それを具現化

して事業化していくプロセス、知的財産権についても解説している。 

 

○東京大学 

・学部教育科目 

学部横断科目では、メディアコンテンツといった情報系の講義や、公共経営学、社

会保障法といった公共に関する講義などが数多く開講されている。 

工学部共通科目では、3/4 年冬学期を対象として開講されている「アントレプレナ

ーシップ」の講義など、技術を事業に結びつけていくための能力を養うために、ベン

チャー経営者などを呼び、事例を交えて学ぶ授業が開講されている。 

 また機械工学科専門科目の中には、技術の事業化や商品設計、MOT といったものを

対象とした講義がいくつか開講されている。 

「技術の管理」では、MOT の一部として、経営における財務、特許、あるいは技術者

倫理などの知識を提供している。本講義ではこれら各々の知識を詳細に解説している。 

また、「設計工学」、「技術の創造」といった講義では、顧客が求める新しい製品、

従来にない新しい製品を生み出すための発想法や、要求機能の分析手法などを解説し

ている。さらに、「システムプランニング」、「技術と経営」の講義では、実際の事

業事例、設計成功事例などを外部講師を交えて紹介し、理解を深められるようにして

いる。 

 

・大学院機械系専門科目 

 大学院においては専門的な講義の割合が多くなっているが、しかしいくつかの設計

に重点を置いた科目も設置されている。『設計生産フィールドワーク』では、学部で
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身につけた専門技術を用いて、いかに優れた製品を作り出すかという“設計”部分に

主眼をおいた演習形式の講義である。「経営工学」などで学んだ設計手法を用い、実

際にプロジェクト遂行という形で設計を行い、最終成果をプレゼンテーションにて発

表する。 

『機械設計学』においては、設計やデザイン手法の代表的なものである QFD、SD 法、

TRIZ などを詳しく解説し、演習形式で実際に使用して手法の性質、有効性、限界など

を考察している。『The Practice of Machine Design』は留学生向けの機械工学コー

スである MEM コースを対象に、設計プロセス、設計知識を解説し、仮想演習を行う。 

 

・その他プログラム等 

 また、博士課程学生を対象としたグローバル COE プログラム、「機械システム・イ

ノベーション」では専門横断的な教育や実践などを提供し、工学と社会とを俯瞰でき

る力を持ち、国際性と深い専門性に基づいた競争力を兼ね備えたリーダー養成を進め

ている。 

 さらに、東京大学大学院ではシステム創成学科、技術経営戦略学専攻が設置されて

おり、これらの学科・専攻においては MOT、イノベーションマネジメントに関わる講

義なども数多く開講されており、他専攻の学生も受講できるようになっている。 

 

○東京工業大学 

・学部教育科目 

文系科目では『科学技術と政策第一第二』という講義が開講されており、産業政策、

エネルギー政策、環境政策、イノベーション政策という具体的政策について解説して

いる。 

 総合科目では「技術経営入門」にて、学部 3 年生を対象に、技術経営に関する経営

戦略、イノベーション、情報マネジメント、産官学連携、金融工学、知的財産マネジ

メント、情報セキュリティ、科学技術と社会などについて初心者でも理解できるよう

に平易にそれらの考え方、方法論を事例を交えて解説している。講師はイノベーショ

ンマネジメント研究科の教授がリレー式で担当する。 

 また「電気技術史と技術開発」では、技術開発の実務の世界における電気技術史と

技術的展開については非常勤講師を招待しての講義などを行っている。また学生に対

して、特定の技術・製品の発展過程の調査、その過程の中に見られる技術的要因など

を分析させる演習を課している。 

 さらに、知的財産権について解説する講義「先端科学技術と知的財産権」も開講さ

れている。 

 専門科目では、3 年次学生を対象として開講されている「独創機械設計プロジェク
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ト第一・第二」にて、マイクロコンピュータおよびアクチュエータの知識とともに、

マーケティングや価格決定プロセスなどについても学び、さらに 2 年次までに学習し

てきた知識を組み合わせて独創的な機械を設計するプロセスを学習する。機械工学科

の授業としては珍しく、大前研一氏の『企業参謀』を取り上げるなど、実際に特定技

術を事業化させるまでの思考プロセス、作業プロセスを体得することに重点が置かれ

ている。 

 

・大学院共通科目 

 総合科目では「ベンチャービジネス特論」の講義が開講されている。この講義では

産業技術政策、会社の組織と企業経営の知識、ベンチャー企業の資金調達、 知的財産

の権利化と評価、事業計画作りの基礎といったベンチャーに関わる幅広い話題を扱っ

ている。 

大学院専門科目では『創形加工特論』、『計測制御技術のイノベーションとマネジ

メント』、『開発ものがたり』といった特徴的な講義が開講されている。 

「創形加工特論」では、顧客の望む革新的製品とはどのようなものか、技術をどうい

うプロセスで製品に結びつけるかについて紹介し、ついで、コアとなる各種の要素技

術、開発スピードの重要性を述べ、さらに差別化製品をタイミングよく市場に提供す

るための生産設備システム、海外とのモノづくりアライアンスなどを、事例を交えて

講述している。 

「計測制御技術のイノベーションとマネジメント」は、研究開発を行う研究者や技

術者を対象にイノベーションとは何か、そのマネジメントにはどのような要素が必要

かを計測制御技術・プロセス制御のイノベーション、化学プロセスのグローバルビジ

ネス展開を題材として講義している。また、イノベーションに必要な創造性開発のた

めのツールとして TRIZ やタグチメソッドを紹介している。 

「開発ものがたり」においては、企業などにおいて開発を担当している講師の方に

講義をお願いし、様々な体験や苦労話などを見聞きすることで、知識や経験から具体

的な製品を造り出す方法論のきっかけを見い出す機会とすることを目的としている。 

 

・専門職大学院等について 

 東京工業大学では社会人を主対象とした専門職大学院イノベーションマネジメント

研究科や、修士課程の経営工学専攻といった分野を持っている。例えば経営工学専攻

の事業創出論では、ベンチャーキャピタルの方を講師として招き、ビジネスとしての

実務経験を元にベンチャービジネスの IPO までの方法論を解説している。 

 

○東京理科大学 
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・学部教育科目 

東京理科大学の学部における教育カリキュラムは、横断的な科目はなく専門系科目

が占めている。 

 

・大学院教育 

 工学研究科・機械工学専攻での開講科目は、ほとんど専門分野の科目であるが、特

徴的なものとして『技術経営特論』と『機械製作学特論』という講義が開講されてい

る。 

「技術経営特論」の講義では、技術経営の大まかな内容について講義するとともに、

ウェアラブルコンピュータなどの事例を紹介している。「機械製作学特論」の講義は、

大田区、東大阪市などの中小企業について調査し、その取り組みなどから中小企業の

ものづくりの強みを分析している。また、それを発展させた世界で勝つためのものづ

くり戦略や、常識にとらわれないものづくり技術の取り組みなども紹介している。ま

た理工学研究科経営工学専攻では『ベンチャー起業特論』という講義があり、ここで

は事業計画書の作成などよりも、むしろ企業家の特徴と分析、成功と失敗の評価など

の内容について講義している。ただ最後の 2 回では学生によるビジネスプランの作成

と発表を行っている。 

 

・専門職大学院について 

東京理科大学には専門職大学院が設置されており、総合科学技術経営専攻と知的財

産戦略専攻の 2 専攻が用意されている。カリキュラムはイノベーション科目、マネジ

メント科目などはもちろん、会計学などの基礎的な科目もフォローしており、授業は

ディベートやグループワークなどの双方向型を重視している。 

 

○法政大学 

・学部教育科目 

 機械工学科では、『企業マネジメント』や『先端技術・社会論』、『技術者倫理』

などの講義が開講されている。 

 また経営システム工学科は工学部内に設置されてはいるが、内容は MBA プログラム

のようなものが多い。エンジニアの教育拠点というよりは、技術者をマネジメントす

る立場の人間の育成を目的としているようであり、開講されている科目は例えば

『TQM』、『統計解析』、『財務会計論』などがある。 

 さらに市ヶ谷キャンパスデザイン工学部では、『マーケティング』『経営組織論』

を始め、『プロダクトデザイン理論』、『ビジネスモデルデザイン』などの特徴的な

科目が用意されている。 
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・大学院教育科目 

 工学研究科機械工学専攻・システム工学専攻では、高度な専門知識を習得するため

の科目が開講されている。 

 一方、システムデザイン研究科システムデザイン専攻では、学科におけるマーケテ

ィングなどのより高度な知識と、それらの実践にあたる科目を開講している。 

 

・専門職大学院 

 法政大学では、専門職大学院としてイノベーションマネジメント研究科を設置して

いる。本研究科には、イノベーションマネジメント専攻とアカウンティング専攻の 2

専攻があり、イノベーションマネジメント専攻のカリキュラムでは『技術イノベーシ

ョン』といった MOT に関連する科目が開講されている。 

 

○明治大学 

・学部教育科目 

 学部間共通総合講座では『ビジネスイノベーションⅠ』という講義があり、この講

義では、香り産業、旭化成ホームズ、ブリヂストン、東京海上日動といった企業のイ

ノベーションを、学内・外部講師のリレーにて紹介している。内容としてはテクノロ

ジーオリエンテッドではないイノベーションも含まれている可能性もある。しかし中

には『クオリティ志向型人材育成と技術経営（MOT）』という技術経営を扱った科目も

ある。 

 さらに、理工学部内の科目として、「複合領域専門科目」という科目群が用意され

ており、ここでは『工業経営』、『マーケティング論』、『品質管理』といった科目

が開講されている。 

 

・大学院教育科目 

大学院理工学研究科においては、カリキュラムは理工学系専門科目を対象としてい

る。 

なお、明治大学には専門職大学院が設置されているが、MBA コースであり機械工業

系人材を対象とはしていない。 

 

○立教大学 

・学部・大学院における教育 

 立教大学の学部・大学院教育には工学部が設置されておらず、機械工業系人材の教

育は行っていない。 
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・独立研究科 

 立教大学では独立研究科としてビジネスデザイン研究科を設置しており、2 年以上

の就業経験を持つ社会人を対象とした MBA コースを開講している。ここでの内容は MOT

なども含んでいる。 

 このビジネスデザイン研究科で行われているビジネスクリエーター養成プログラム

は非常にユニークで、地域の巣鴨信用金庫と共同で地域中小企業の分析・実務という

インターンシップ型のプログラムである。参加学生はまずコンサルティングメソッド

などを学び、その後特定の中小企業を対象に経営分析を行い、実際に当企業内で実務

を行う。 

 

○早稲田大学 

・学部教育科目 

 早稲田大学の学部教育では、専門教育の講義は十数科目と少なく、代わりに各学部

共通の複合領域科目が数多く用意されている。またこの複合領域内ではイノベーショ

ンに関連した講義が数多く開講されている。 

 特徴的なものとしては、『技術革新と産業社会 A・B』や『技術開発論』の講義があ

る。 

 「技術革新と産業社会 A・B」では、イノベーションとは何か、研究開発マネジメン

トなどを扱い、基礎研究から事業化までのステージ別戦略を MOT 的観点から教授して

いる。講義後半では IT、バイオ、ナノ等のテーマ別にグループを組み、これらの産業

において技術革新がどのように研究開発から製品開発の現場で行われているかなどを

討議する。また知的財産についても詳しく解説している。 

 「技術開発論」では、社会的ニーズに対応していかに研究や技術開発を行っていく

かということを、課題設定の在り方から事業マネジメントまで解説している。講義内

ではプロジェクトマネジメント、産学官連携、ベンチャーや起業、プロジェクトの企

画など幅広く扱っており、必要に応じて専門家も招いて講義を行っている。 

 その他にも『バイオイノベーションとベンチャー』や『ニーズ型社会と新産業創出』

など、工学系専門科目にとどまらず事業化に関連する講義が数多く開講されている。 

 

・大学院教育科目 

 大学院の共通科目でも、MOT などに関連した講義がいくつか開講されており、学部

共通科目よりも高度な内容となっている。 

 『社会技術革新学』では、イノベーションとは何か、という部分から始まり、化学

工業での事例をもとに発明・発見から具体的イノベーションまでを観察し、成功の秘
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訣を抽出することを目的としている。具体的内容をもとに考察しているため、特許戦

略やセレンディピティといった内容まで含まれている。 

 『MOT のためのハイテク製品マーケット創造』は非常に特徴的な講義であり、マー

ケティングの内容が多いが、未来予測シナリオ作成のための技法や演習なども行って

いる。また講義は産能大学総合研究所や NTT データ技術開発本部の方などを招聘して

開講している。 

 その他にも『先進理工技術経営』や『MOT のための生産・流通システム設計』など

が開講されている。 

さらに創造理工学研究科・総合機械工学専攻では、『開発設計工学』、『デザイン・

共創実習 A・B』という講義が開講されている。 

 開発設計工学は求められた機能的要求を満たすための製品を開発する方法論を教授

しており、デザイン・共創実習 A・B では創造的なものづくりを実現するための設計手

法やシステムの統合原理などを教授している。この講義では学外講師による講義、企

業の見学などを通してこれらを学び、超高齢社会や IT 社会に求められる新しいものづ

くりをプロジェクト課題として課している。 

 

・専門職大学院について 

 また早稲田衣大学には専門職学位課程としてビジネススクールが設置されており、

いずれも原則として実務経験のある社会人への教育を前提として、MBA コースと MOT

コースが設置されている。 

 

○名古屋大学 

・学部教育科目 

 関連専門科目で開講されている『工場管理』の講義では、MOT について少しである

が触れている。また『機械創造設計製作』の講義は、玉子を落として割らないための

工夫を考える創造性育成科目として開講されている。 

 

・大学院教育科目 

 機械理工学専攻における横断的科目としては、『ベンチャービジネス特論』の授業

がある。本授業では外部講師を招聘して事例に基づいてベンチャー成功の要素などを

解説するものである。 

  

○名古屋工業大学 

・学部教育科目 

 機械工学科においては、科目区分として【ものづくり・経営基礎】という区分を設
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けており、ここにおいて横断的科目を開講している。ここで開講されている『ものづ

くりデザイン』ではエンドユーザーを念頭においたものづくりを目指し、各学科ごと

に工夫して体験実習を行っているようである。これ以外にも、『マーケティング』や

『経営戦略』といった講義も開講されており、「マーケティング」の科目については

大学院の MOT コースの教官が担当しているようである。 

 さらに名古屋工業大学では、現在はまだ実行に移されていないようであるが、“テ

クノロジーインターンシップ”として、学生の当該専門分野について、企業にて開発

プロジェクトのインターンシップを行うなど、様々なカリキュラム開発を行っている。 

 

・大学院教育科目 

 大学院の共通科目では、シラバスが公開されていないため内容は定かでないが、『リ

ーダーシップ特論』、『技術系ベンチャー構築論』、『ものづくり経営論』という科

目が用意されている。 

 さらに名古屋工業大学では MOT コースとして産業戦略工学専攻を設置していること

にも触れておく。 

 

○京都大学 

・学部教育科目 

 『21 世紀に向けての企業の挑戦』では、FTTH や IP 電話、Edy や Suica といったイ

ノベーティブな事業の内容を、外部講師（当該事業者）を招聘して紹介している。ま

たこの授業は、WIDE 大学と呼ばれるインターネットを利用した教育コースで開講され

ており、社会人や慶応大学などの学生も多く受講している。 

大学院教育科目 

 機械理工学専攻においては、『工学倫理と技術経営』という講義が開講されており、

この授業では全 15 回のうちの約 3 分の 2 を工学倫理に、3 分の 1 を技術経営の解説に

充てている。また各講義はそれぞれの専門教員によって開講されている。 

また京都大学では、公共政策大学院や法科大学院などの専門職大学院を設置してい

る。中でも経営管理大学院は、学生を対象とした大学院であるが、MBA コース同様の

カリキュラムを備えており、科目内ではベンチャー企業論などの事業運営に関するも

のから、研究・事業開発マネジメントなど、技術を対象としたものも含まれている。 

 

○大阪大学 

・学部教育科目 

 共通教育科目は『ものづくりフロンティア』と『体験型プロジェクトを通して学ぶ

工学設計の世界』など、幅広い分野の講義・セミナーが開講されている。 
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 学部専門科目では、まず『総合科目Ⅳ』にて大阪大学大学院工学研究科の MOT コー

スであるビジネスエンジニアリング専攻の教員が、ビジネスエンジニアリングの基礎

を教授している。内容はテクノロジーデザインや技術知マネジメントなど多岐にわた

る。 

 また『生産マネジメント』の講義では、講義の半分を生産管理・生産戦略に割く一

方で、半分を技術開発と製品化、知的財産権に充てている。技術開発と製品化では Ti

ゴルフヘッドの開発及び事業化の事例、Notebook PC を例にした市場競争力強化を目

指した実装技術開発の事例などを紹介・解説している。 

 その他には、『総合科目Ⅲ』にてエンジニアのためのプロジェクト・マネジメント

を解説したり、『ものづくり自主研修』、『機械創成工学実習』にて実際に製品を設

計・製作する授業などが開講されている。 

 

・大学院教育科目 

 機械工学専攻では、専門的な科目以外にもプロダクトデザインに特化した講義がい

くつか開講されている。 

 まず『プロダクトデザイン方法論』ではプロダクトの価値や機能、製造方法やコス

トなどを総合的に検討し、優れた製品を開発するための考え方・方法論を教授してい

る。また『プロダクトデザイン』ではここで学んだ方法論に基づき、チームごとに産

業界から提供される具体的な開発設計のための模擬課題にプロジェクトとして取り組

む。これらの一連の講義によって、技術をどのように用いて優れた製品を開発するか、

という視点を育み、また実践によって製品設計・開発のプロセスを身につけることが

できる。 

 他にも『機械工学特別講義Ⅱ』にてデザインについて幅広く講義するなど、製品設

計に関連する講義が数多く開講されている。 

 

・ビジネスエンジニアリング専攻 

 また上でも少し触れたが、大阪大学工学研究科にはビジネスエンジニアリング専攻

が設置されており、ここでは学生を主対象として MOT 関連の講義が開講されている。

機械工学専攻でのカリキュラム同様、テクノロジーデザイン論や機能創成デザイン論

など、ここでも設計に関連する講義が比較的多い。さらに大学院経済学研究科には MOT

コースも設置されている。 

 

○関西大学 

・学部教育科目 

 共通科目では『仕組みを形にする科学技術』にて、テーマは各回の講師などによっ
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て異なるようであるが、講師が専門とする分野のテーマを選び（例えばハードディス

クなど）、それらの技術がどのように社会とつながっているか、つながっていったか

を解説している。参考文献ではクレイトン・クリステンセンの「イノベーションのジ

レンマ」が取り上げられている。 

 また『ビジネスを学ぶ』では、経済学や経営学といった分野を専門的に解説するの

ではなく、具体的事例を用いながら受講生の興味を喚起しつつ、競争戦略やモチベー

ションマネジメントといった内容を教授している。理系の学生でも比較的興味を持ち

やすいような内容設定になっている。 

 『技術と社会』は生命史にスポットを当て、クローンなど遺伝子技術に関わる諸問

題や未来を解説している。 

 さらに、システム理工学部・機械工学科・機械総合コースの専門科目では、『ＭＯ

Ｔ入門』や『ベンチャー起業論』、『失敗とテクノロジー』、『中小企業論』など、

ユニークな科目が設置されており、分野横断的な内容についても積極的に取り組んで

いる。 

 

・大学院教育科目 

 工学研究科システムデザイン専攻では、『技術経営論』にて技術経営全般について

教授している。その内容はテクノロジーマネジメント、技術とマーケティング、研究

開発管理など幅広く扱っており、またイノベーションについても解説している。『ベ

ンチャー論』の講義では、ベンチャーの意義や期待について触れており、『品質マネ

ジメント特論』は、ＴＱＭを主対象として、新商品開発や価値創造、ＭＯＴなどの内

容も解説している。 

 

○関西学院大学 

・学部教育科目 

 全学共通科目では、まず『総合コース 499 グローバルビジネスの最新動向』にて、

経営戦略研究科の教授陣がグローバルビジネスというテーマのもとに様々な経営の要

素を解説している。内容はマネジメント、マーケティング、ファイナンス、イノベー

ションといった分野に及ぶ。『学際ゼミ 002 ビジネス創造と実践』は通年でゼミ形

式によって開講される科目で、ビジネスプラン作成のための基礎的スキルを身に付け、

ビジネスプランの作成を実践し、夏休み中には企業でのインターンシップや現地調査

を実施する。さらに秋学期には企業を訪問し、その企業の経営課題を見つけてコンサ

ルティングも実践する。 

 また『総合コース 632 激変する時代変化対応の為に、企業が求める人材と戦略的

IT 活用』や『総合コース 632 情報通信の温故知新「IT ってなんや！その昨日・今日
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・明日」』では、IT に関連したイノベーションや企業での事業事例を紹介している。 

 理工学部物理学科における専門科目は、では全学科目と異なり専門的な内容を扱っ

ている。 

 

・大学院教育 

 機械系部門としては理工学研究科物理学専攻があるが、本専攻では開発よりもさら

にサイエンスに近い領域を扱っている。 

 

○同志社大学 

学部教育科目 

 理工学部機械システム工学科における専門科目では、『管理工学』で品質管理など

を扱ってはいる。また、「特別講義」としていくつか興味深い授業が開講されている。 

 例えば『特別講義Ⅱ』では、情報分野を主対象としているが、“情報通信分野にみ

る破壊的イノベーション”や、“ユビキタス時代の新産業創出に向けた情報技術の展

望”といったテーマで授業を行っている。また『特別講義Ⅲ』や『特別講義 B』では、

特定分野の研究者や専門家、あるいは技術開発者を招聘してリレー講義などを行って

いる。 

 また全学共通科目においても、『企業社会と組織変革』や、『プロジェクト科目Ⅰ

～日本のものづくりを支え元気な地域（京田辺市）中小製造業の発掘～』といった科

目において、経営に関する知識や技術と社会の関連などを学ぶことができるようにな

っている。 

 

・大学院教育科目 

工学研究科機械工学専攻の教育カリキュラムは、シラバスで検索した限り開講科目

は専門的な内容のものとなっている。 

 

・専門職大学院等 

 同志社大学では、原則として実務経験 3 年以上の社会人を対象とした、専門職大学

院ビジネス研究科（MBA コース）を用意している。また大学院に総合政策科学研究科

が設置されており、この研究科内では様々なコースが用意されているが、その一つに

技術・革新的経営専攻というものが用意されている。ここでは博士一貫の 5 年教育を

行っており、教育カリキュラムは「技術とイノベーション」など MOT の内容を含んで

いる。 

 

○立命館大学 
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・学部教育科目 

理工学部 機械工学科では、理工学部サブメジャー科目として『MOT 入門プログラ

ム』というプログラムが用意されている。本プログラムはプロジェクトマネジメント

からマーケットデザイン、起業論などの科目が個別にかつ網羅的に開講されている。

これらの講義で教鞭を取るのは、後述するが立命館大学の MOT コースであるテクノロ

ジーマネジメント研究科の教授陣である。また、基礎科目として『現代の経営 A・B』

という講義があり、ここでは企業経営について解説している。 

 

・大学院教育科目 

 理工学研究科機械システム工学専攻における教育科目では、共通科目・専門科目と

もに機械系の専門科目が占めている。 

 

・テクノロジーマネジメント研究科 

 立命館大学ではテクノロジーマネジメント研究科として MOT コースが設置されてい

る。本コースでは、MOT のカリキュラムはもちろん、“MOT プラクティカム”として、

実際の企業にて技術経営課題を発見し、その問題解決にあたるという形の教育機会も

作っている。 

 

○九州大学 

・学部教育科目 

 九州大学の全学教育科目は内容が多岐にわたるが、特徴的なものとして、『ベンチ

ャーを始めよう！』という少人数セミナーが開講されている。この講義では、大学に

おける基礎研究、応用技術開発について学ぶと共に、現在進行中の事業化・起業化に

ついて、事例を通して学習する。また、特許の執筆や事業化計画、利益計画作成のト

レーニングなども取り扱っており、さらに外部講師を招いての講義もある。また文系

主題科目Ⅶで開講される『情報経済入門』では、情報技術に焦点を当て、技術とそれ

によるイノベーション、社会への影響について教授している。 

 学部専門科目においては、『工業マネジメント』という講義が開講されており、機

械工学コース、航空宇宙工学コースでそれぞれ異なる内容を扱っている。機械工学コ

ースでは、マネジメントの基本、日米のマネジメントの違いといった点を講義してい

る。航空宇宙工学コースでは、航空宇宙産業を例にとり、その特徴と意義、そして市

場調査からアフターサービスまでのトータルマネジメントの手法と具体例を講義して

いる。 

 その他には『創造設計』の講義にて、種々の科学、技術および情報を利用して社会

の要求を解決するためのデザイン能力、最終的に目的を達成するマネジメント能力を
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身につけることを目的とした実践的講義を行っている。また、『機械工学特別講義第

一～第八』にて機械工学分野の第一線で活躍中の技術者・研究者を非常勤講師に招い

て、当該分野における最新の知識や技術動向について学ぶ講義も開講されている。 

 

・大学院教育科目 

 大学院共通科目には『九大生よ、ビジネスを学ぼう（第一）（第二）』という授業

があり、第一の講義では、実際に化学会社の社長、会長として 10 数年にわたって活躍

してきた講師が、企業における各機能の役割、そしてそのマネジメントについて経験

談を交えて講義・紹介している。講義の中心はマネジメント・オブ・テクノロジー（MOT）

であるとしている。また第二の授業では、九大シリコンバレーオフィスを利用して、

ベンチャーの起業あるいはその支援を経験した方々から遠隔授業の形で講義を行うと

いう、特徴的な取り組みを行っている。 

 他には『研究・技術経営論』があり、ここではいわゆる技術マネジメント（MOT）の

総合的かつ基礎的講義であり、大学内外で活躍する複数の講師が、毎回講義形式にて

専門分野の知見を教授している。外部講師は妹尾堅一郎氏など MOT に通じた講師が参

加している。 

 さらに、シリコンバレーでの現地プログラムを含むアントレプレナーシップに関す

る授業、リーダーシップ、マネージャーシップに関する講義、産学連携に関する講義

なども幅広く開講されている。 

 

・専門職大学院 

 九州大学大学院経済学府産業マネジメント専攻（九州大学ビジネススクール）は、

社会人を主対象として MBA と MOT を同時に学ぶ専門職大学院である。ただし社会人の

みでなく少数の学生も受け入れており、また教育内容はビジネススクールとして充実

している。 

 

○九州工業大学 

・学部教育科目 

 学部教育科目の中で、工学系総合科目にてイノベーションや MOT といった内容の講

義が開講されている。まず『経営管理・知的財産権』の講義では、授業前半を MOT、

企業経営、マーケティング、組織戦略などに割り当て、後半は特許制度・知財管理と

いった内容に充てている。また『先端技術と基礎科学』の講義では、大学で学ぶ基礎

科学の知識が、どのように先端技術と結びつき、産業技術となっていくかという事例

を紹介している。他には、『工学技術者と地域環境支援』が、現実の社会的活動にお

ける技術者の振る舞いや思考、それによって解決される地域環境上の問題の成り立ち
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を、現実の事例に即して学ぶことにより、社会貢献意識を育むことを目的として開講

されている。 

 総合システム工学科の専門科目では、『特別講義』という授業が開講されており、

企業もしくは九工大総合システム工学科以外の大学・研究機関から講師を招き、専任

教員では出来ないその分野の最新の動向・話題を講義してもらう。数学・物理系の基

礎学力を下地として、それらが実社会で具体的にどのように応用されているのかを学

ぶ。 

 

・大学院教育科目 

 専攻共通科目では MOT などの科目が用意されている。 

 『MOT 特論』の講義では、事業戦略や技術マーケティング、ファイナンス等にも触

れているが、研究開発の方法論や成功条件などにも多くの時間を割いている。『ビジ

ネスプラン１・２』の講義では、ビジネスプランの作成方法全般を解説するとともに、

学生が実際にビジネスプランを作成する。また特徴的なのは「大学発ベンチャー・ビ

ジネスプランコンテスト」、「北九州ビジネスプランコンテスト」への応募を単位取

得の条件としており、本格的なプラン作成が期待されていることがわかる。 

また先端機能システム工学専攻では、複合的な領域の人材育成を目的としていること

もあり、『経営管理論』『ベンチャー企業論』といった科目が開講されている。 

 「経営管理論」では、技術者サイドの経営管理論として授業内容を組んでおり、技

術予測や技術戦略といった内容を含んでいる。また特許戦略といった内容までフォロ

ーしており、エンジニアとして実務上で役立つ基礎知識全般を扱っている。 

 「ベンチャー企業論」は、ベンチャー企業における事業計画から資金調達までの概

要を説明するとともに、特許制度についても解説している。講義ではベンチャー企業

という枠にとらわれず、製品の企画・製造・販売に至る過程すべてを教授している。 

 

○大分大学 

・学部教育科目 

 全学共通科目の教養科目では 80 を超える科目の中から自由に選択することができ、

他学部の教官の講義も含まれている。この中で特徴的な科目として『現代社会と企業

～会社とビジネスの仕組み～』と『革新的企業経営』が挙げられる。 

 『現代社会と企業』では、ベンチャービジネスのマネジメント、イノベーションと

ビジネスといった内容を扱っている。また『革新的企業経営』では、講義中でバリュ

ーイノベーションについて触れており、需要サイドからの製品戦略も解説している。 

 専門基礎科目は力学、代数学といった基礎的な科目が開講されており、専門科目に

おいては機械系学部の専門科目が数多く開講されている。 
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・大学院科目 

 大学院機械エネルギーシステム工学専攻では、各専攻共通教育課程にて集中講義形

式で MOT 特論Ⅰ～Ⅴが開講されており、ここにて MOT について学習することができる。

またここでは、（株）テクノ・インテグレーション代表取締役の出川通氏などが外部

講師として講義を行っている。 

 

・大分大学 MOT プログラム 

大分大学の MOT プログラムは、中小企業の技術者・経営幹部向けに開催されている

講座と、学生に対して集中講義形式で開講されている講座がある。松尾教授らが中心

となってカリキュラムの立案から実際の教育までを担っている。 

中小企業の技術者・経営幹部向けに開催されている講座は、大分大学教授、大分県

産業創造機構、先進地場企業経営者が講師となり、週 1 回・全 11 回のプログラムとな

っている。MOT の様々なテーマを扱い、テーマごとに企業を取り上げて事例紹介も行

っている。 

 また学生対象の講座は上述した MOT 特論Ⅰ～Ⅴであり、学生対象とはいえ中小企業

向けのプログラムと遜色ない内容となっている。 

 

・大分市主催技術経営（MOT）講座 

 大分大学では、大分市の主催による社会人向けの技術経営（MOT）講座を開設して

いる。 

 大分大学のプログラム「中小企業のための技術経営（MOT）実践講座」は、特に地

場の中小企業の技術者・経営幹部を想定し、①企業現場の実際的課題を解決し、かつ

②将来に向けて企業の自律的成長を図るために役立つことをねらいとしている。講座

は 10 のテーマで構成されており、各テーマに関する MOT 手法について地場企業の先

進実例を活用した講義と経営者とのディスカッションの組み合わせにより出来る限り

実践的に習得できるよう考慮されている。この社会人向け講座も、松尾教授らが中心

となって開講されている。 
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大分大学技術経営講座テーマ 

テーマ 講師
ＭＯＴ入門：中小企業ＭＯＴというマネジメント手法
キーコンセプト：中小企業ＭＯＴというマネジメント手法
事業戦略：中小企業の成長手法　
キーコンセプト：中小企業の成長手法
企業間連携：大手との連携手法
キーコンセプト：大手との連携手法
生産管理システム：５Ｓという生産システム
キーコンセプト：５Ｓという生産システム

アントレプレナーシップ：起業の手法
キーコンセプト：ＭＯＴと起業家精神
技術による利益創出：技術を利益に変える手法
キーコンセプト：技術を利益に変える手法
技術戦略、B to Bマーケティング：中小企業の開発手法
キーコンセプト：中小企業の開発手法
産学連携：産学連携の活用手法
キーコンセプト：産学連携の使い方
知財戦略：知的財産の活用手法
キーコンセプト：知的財産の使い方

大分県産業創造機構安部博文

同上

大分大学伊藤正実

同上

同上

３名全員

サービスマーケティング：付加価値を生む手法

３名全員

大分大学松尾純廣

同上

同上

同上

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回 グループディスカッション：中小企業の開発の成功条件とは何か？

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

 

出典：HP より抜粋：http://www.vbl.oita-u.ac.jp/mot/h20-1.html 

 

○立命館アジア太平洋大学 

・学部教育科目 

 アジア太平洋学部では、経済やマネジメント分野の科目も多く、『マーケティング

論』や『製品開発戦略論』などが開講されている。 

 アジア太平洋マネジメント学部では、MOT に関わる部分を「What to make」と「How 

to make」に分け、それぞれ『技術経営』、『開発・生産システム論』にて扱っている。

いずれの講義においても MOT に関わる部分を網羅的に扱っており、科目を担当してい

る教授中田行彦氏はシャープから転じ、文科系の学生に MOT を以下に教育するかを研

究し、知識スパイラル教育法を提唱している。 

 その他にも、APS と同様「マーケティング論」や「製品開発戦略論」といった講義

も開講されており、起業家育成の授業である『アントレプレナーシップ』の講義も開

講されている。 

 

・大学院教育 

 経営管理研究科は MBA プログラムであり、その中でも「イノベーションと技術経営」

コースでは、プロダクション・マネジメントや新事業運営など、MOT 関連の内容を重

視している。 

 

・大分市主催技術経営（MOT）講座 

 立命館アジア太平洋大学では、大分市の主催による社会人向けの技術経営（MOT）講
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座を開設している。 

立命館アジア太平洋大学のプログラム「大分市人材育成事業 技術経営（MOT）講座」

は、大分市（及び周辺）の事業者・在住者で技術をいかにビジネスに結びつけるかに

興味のある方を対象とし、特別見学会と全 12 回の講座が組まれている。講義は立命館

アジア太平洋大学技術経営関連教員および元シャープ大分技術センター所長などの外

部招待講師によって行われる。米国やアジアの ICT・MOT という大きなテーマもあるが、

大分地場企業の例という実践的な内容も含まれている。 

 

立命館アジア太平洋大学技術経営講座テーマ 

テーマ 講師
中田　行彦（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）
首藤　義久（元シャープ大分技術センター所長）
福谷　正信（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）
三宅　賢治（日本テキサス・インスツルメンツ株式会社）
福谷　正信（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）
三宅　賢治（日本テキサス・インスツルメンツ株式会社）
新日本製鐵株式会社　大分製鉄所　市川馨　副所長
司会　中田　行彦（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）

中田　行彦（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）
藤島　正夫（株式会社　藤島　ガラスハウス事業部　専務）

｢異業種交流でイノベーション：　事例研究　太陽電池街路灯｣

鈴木　康二（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）

藤本　武士（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）

藤本　武士（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）

中田　行彦（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）

難波　正憲（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）

｢下請け脱皮｣と「新事業開発」－アジア進出をテコにして－

「大分地場企業をベースにアジアビジネスを考えてみる｣

｢中小企業の新事業展開｣

鈴木　康二（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）

鈴木　康二（立命館アジア太平洋大学　アジア太平洋マネジメント学部）

第12回

｢技術経営（MOT)てなに？電卓のイノベーションの事例から｣

｢米国企業ＩＣＴ・ＭＯＴ －企業経営に連携するICT戦略－｣

｢アジア企業ＭＯＴ・ＩＣＴ－途上国の追い上げと日本の対応－｣

特別講演　｢新日本製鐵株式会社　大分製鉄所の展開｣

新日本製鐵株式会社 大分製鐵所、石井工作研究所 大分曲工場

｢技術を踏まえたアジア進出の仕方｣

｢市場セグメンテーションと顧客創造｣

｢マーケット・ベースの価格設定と消費者行動｣

｢イノベーション創造法演習：　事例　新しい太陽電池の創造｣

第6回

第7回

第8回

第10回

第11回

第1回

第2回

第3回

第4回

特別見学会

第5回

第9回

 

出典：HP より抜粋 http://www.apu.ac.jp/researchsupport/modules/activities/index.php?id=39&sel_lang=japanese 

 

 

○札幌市立高等専門学校 

・学科教育科目 

 札幌市立高専のＨＰ上では、カリキュラムの科目名一覧しか公開されておらず、授

業の詳細な内容までは調査できなかった。したがって科目名のみの調査結果であるが、

『色彩構成論』や『形態構成論』、『デザイン概論』など、デザイン科目の中でも基

礎的な科目が多くを占めている。しかし中には『産業デザイン論』や『デザインマネ

ジメント』といった講義も開講されている。また、『専門教育実習』や『造形基礎実



 

 67

技』など実践的な内容も充実している。 

 

・専攻科教育科目 

 専攻科の教育はより横断的な内容が増えており、『製品開発計画特論』や『デザイ

ンマーケティング特論』、『工業デザイン特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』がある。実践的な科目も、

『専攻実習』や『工業デザイン特別演習』など豊富である。 

 

○函館工業専門高等学校 

・学科教育科目 

 学科教育では “創造性”や”実践“を意識した科目が多いのが特徴である。例えば

『機械創造演習』ではものづくりコンテストへの参加や、ピンポン玉入れ競争などの

共通課題に対してチームでロボットの企画・製作を行う。その他にも「設計製図」や

「機械工学実験」といった科目が 1、2 年次から開講されている。 

 

・専攻科教育科目 

 専攻科のシラバスは公開されていないため、科目名からの調査からしかできなかっ

たが、一般科目として『科学技術史概論』、専門共通科目として『システム工学特論』、

専門展開科目として『生産システム工学総合演習』『環境システム工学総合演習』が

あり、機械系の専門的内容以外も扱っているようである。専攻科は生産システム工学

専攻と環境システム工学専攻の２つに分かれており、これら２つの専攻を複合的に履

修することで、「複合型システム工学専攻」の終了要件を与える教育プログラムも稼

働している。 

 

・ものづくり伝承プログラム 

 本プログラムは、技術者として最先端の活躍をされてきた退職技術者を【特専教授

（マイスター）】として任命し、特定企業の課題解決を学生とマイスターが共同で解

決していくものである。 

 このプログラムは退職技術者のスキルを学生に移転するだけでなく、学生が企業を

相手に成果を出すことが求められるため、実践型授業以上の責任の上でプロジェクト

を遂行する能力を身につけることができる。 

 

○八戸工業高等専門学校 

・学科教育科目 

 一般科目では幅広い分野を扱っており、『社会科学概論』の講義にて経営学やマー

ケティングの理論と実践を行っているようであるが、これ以外は機械系の基礎的な科
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目である。 

 専門科目では『創造科学』や『創造工学』などが開講されているが、授業の内容と

しては機械系エンジニアとして実際に手を動かしてものづくりを行うものである。 

 

・専攻科教育 

 全専攻共通科目では『工業経営学』にて、埋もれている知財・ベンチャーが発掘さ

れて発展していくための理想的な社会条件とは何か？という問いに対して、学生自身

が自分なりの解答を見つけ出すことを目標としている。内容としては、経営工学の基

礎知識の習得と、企業経営の歴史、そして地元企業の現状紹介などを行っている。ま

た『社会技術システム工学』の授業では、特定テーマを設定し（H20 年度の場合は“

医療”）、そのテーマに対する課題の発見と、自らの専門性を活かした解決策の提案

を行うというものである。 

 専攻科専門科目では、工業高等専門学校の特徴でもあるが、実習や演習などの形式

を多く取り入れているようである。 

 

・企業技術者等活用プログラム 田面木塾 

 企業技術者等活用プログラムは、産官学協同教育の一環として、最先端技術、地元

企業、マネージメント、行政などの分野で「その道のプロ」となった卒業生や地域の

各界のリーダーの講演により、本科 4 年の学生と一般市民や地域産業界の技術者を対

象に幅広い技術やノウハウの伝承、地域グラウンドデザインの学習などを目的として

いる。東北大学名誉教授井口泰孝氏が校長に就任後、MOT の視点を持った学生の育成

に力が注がれている。 

 講師には例えば、八戸高専の OB であり青山学院大学理工学部の教授でもある天坂格

郎氏や、八戸市産業振興部長の高谷勝義氏などを招聘している。講義テーマは、天坂

氏であれば自身のトヨタでの経験を活かした「もの造り新論：JIT を超えて-トヨタ生

産方式の進化」であり、高谷氏であれば「八戸市の産業技術振興政策」といった内容

を教授している。 

 

○宮城工業高等専門学校 

・学科教育科目 

 基本的な科目の教育を行う総合科学系では、通常の高等学校で学ぶ内容の科目を扱

っている。 

専門科目で特徴的なのは、やはり高専ということもあり実践的な科目を重視してい

ることである。実験や実習なども多く、ロボットコンテストやプログラミングコンテ

ストなどにも出場している。例えば『総合科目Ａ・Ｂ』の授業では、なるべく異なる
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学科や異なる学年の学生 5 人がチームを組み、学内で開催されるコンテストに出場す

る。 

 

・専攻科教育科目 

 専攻科共通科目では、『創造工学演習』という特徴的な科目が開講されている。こ

の授業は学科における「総合科目Ａ・Ｂ」とも似ているが、グループで課題を設定し、

その課題を解決するものを設計・製作するものである。この授業ではコンテストへの

出場等はないが、代わりに実際の製品開発における留意点に関して学ぶことを重視し

ている。例えば簡潔にプレゼンテーションを行い、質疑応答ができるようになること

や、工程管理・経費管理・品質管理についての知識、また特許講習で知的財産制度な

ども教授している。 

 また専門科目については、いずれの専攻も専門的な内容がほとんどであるが、実験

や実習など、実践的な科目を重視しているようである。 

 

○福島工業高等専門学校 

・学科教育科目 

 機械工学科で特に特徴的なのは、『経済学概論』と『生産工学』の授業である。 

 「経済学概論」では、ミクロ経済学なども扱ってはいるが、専門的な経済学の知識

を教授するのではなく、企業の競争戦略など企業行動の観点からも経済学を解説して

いる。単なる経済理論ではなく、いずれ企業で働くこととなる学生にとってより実践

的な形で教授している。 

 また「生産工学」の授業は、生産管理だけでなく製品開発なども少しではあるが教

授している。授業の到達目標としては、これら生産工学のツールを身につけるととも

に、企業内部の仕組みを知り、社会に出て戸惑わないようになることを目標としてい

る。 

 

・専攻科教育科目 

 3 専攻共通の専門関連科目では、MOT やベンチャービジネス論などの分野横断的な授

業が開講されている。 

 まず『技術経営論』は、新事業開発のプロセスを主対象として MOT 教育を行ってい

る。授業は座学だけではなく、市場探索の段階で必要となる調査設計の作り方や、ア

ンケート用紙の作り方などを実践させる時間も確保されている。また後半では新事業

アイデア探索と発表も行われている。 

 『製品開発論』では、PPM などの製品開発戦略の解説と同時に、コンカレントエン

ジニアリングなどの製品開発プロセスまで包含しており、さらに知財や品質管理まで
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触れており、非常に幅広く講義している。 

 またその他にも、大学等で行われているのと同様な『ベンチャービジネス論』の講

義・演習や、各種産業のイノベーション事例を紹介していると思われる『産業技術特

論』、マーケティングを主対象として事例研究も含む『経営管理論』の講義など開講

されている。 

 

○富山工業高等専門学校 

・学部教育科目 

 一般科目において横断的内容を含むものはほとんどないが、『経済学』の講義では、

授業目標として“MOT 人材の育成を図る”ことと設定している。 

 専門科目では、高専の特徴でもある実験や実習などの実践的な科目が数多く開講さ

れている。 

 

・専攻科における教育 

 専攻科共通科目においては、機械系の基礎的科目が用意されている。 

 専門科目では『MOT 入門』という講義が開講されているが、主対象はコミュニケー

ション能力の養成や会計知識の習得に置かれており、日本語コミュニケーションや製

造原価の解説と工業簿記に半分近い内容が割かれている。授業の後半では、産業論と

して技術開発とマーケティング、創成能力の訓練としてメカニカル発想法などを教え

ており、実践的 MOT として企業の方の講演も行っている。 

 また実践的内容として、『特別演習』、『特別実験』にて課題発見とそれを解決す

る製品製作、改良などを行っている。 

 

○大分工業高等専門学校 

・本科教育科目 

 機械工学科における教育科目では、一般科目として『政治・経済』、専門科目とし

て『品質管理』などの科目があり、当該科目の専門的な内容を教授している。その他

にも創造性を養う科目として、製図や実習・実験といった科目は数多く開講されてい

る。 

 

・専攻科教育科目 

 『生産システム特論』の講義では、品質管理や生産システム、マネジメントシステ

ム（企業経営）について解説している。また PBL などの取り組みも行っている。日本

の総合機械機器メーカーから転じた福永教授が、エンジニアにとって最重要なのは、

コスト+納期+信頼＝MOT であること等を教育している。 
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２．課題 

 

（１）既存概念脱却への障壁 

 大学の工学部・高専等では、要素技術等工学分野の基本的な教育だけでも

時間数が現状のカリキュラムでめいっぱいと教員は認識している。そのた

め、イノベーションの重要性について教員が認識しているものの、現実的に

それらを教育する時間が確保できないことと、教育できる教員を外部に依頼

しなければ確保できないこと等が課題となっており、既存概念脱却すること

への障壁がある。 

 さらに、スタンフォード大学ダッシャー先生は、企業ニーズを反映したイ

ノベーション教育や MOT 教育の重要性を唱えている。 

 

（２）組織横断的教育導入の難しさ 

 ユニバーシティのいくつかは MOT 教育を全学横断的教育として導入し、そ

の一部でイノベーションについて触れている。しかし、全学横断的な教育に

対して、カリキュラムがきつく、実験系学生の多い工学部の教員は、学生へ

積極的に MOT 教育を受講することを奨励していない。 

 北海道大学工学系教育研究センター（CEED）や東北大学機械工学フロンテ

ィア創成等一部の大学では、工学系が別途、工学系あるいは機械系だけを対

象とした全人教育を行っており、プロジェクトベースでの取り組み等や、海

外で通用するプレゼン能力を高める語学教育、国際標準の海外へのインター

ンシップ教育等を導入している。 

 

（３）イノベーション創出のベースとなる基礎産業技術の劣化 

 技術をベースとしたイノベーションの創出は、突然新たな技術が生み出さ

れるわけではない。北海道大学工学部名誉教授野口徹氏（現在 CEED 客員教

授）は、次頁の図に示すように体系化された基礎科学・工学の上に基盤産業

技術があり、その上に基盤技術のイノベーションが起こるが、基盤産業技術

があまりにもぜい弱になってきていることを懸念している。近年大学では競

争的資金の獲得と成果が求められるため、従来から存在している基盤産業技

術では競争的資金が獲得しにくく、新規性が弱いのでアカデミアの世界での

評価が得にくい。そのため、研究する人材が減少し、予算も研究者も減少傾

向にある。 

 一方、体系化された基礎科学・工学の上に生み出される新しい科学はトー

タルな産業界や技術からみるとわずかであるが、競争的資金が獲得しやす
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く、新規性があるのでアカデミアの世界で評価されやすく、世の中からの注

目が高い。したがって、優秀な研究者や学生も新しい科学分野を目指す傾向

がある。 

 

 

出典：北海道大学工学部名誉教授野口徹氏（現在 CEED 客員教授）作成 

 

（４）イノベーションのシナリオ作成力関連講座の無い地域 

 公設試研究員が地元中小企業との共同研究による新製品開発等を担当す

るにあたり、イノベーションのシナリオ作成力や MOT の必要性を認識してい

るものの、関連する講座が開講されていない地域が存在している。 

 大分市は 2008 年度まで、地元大分大学と立命館アジア太平洋大学へ地元

中小企業等の社会人向けの MOT 講座を依頼し、両大学が特色を出しながら、

時期を違えて無料で開講してきた。両方を受講する熱心な社会人もいるよう

である。 

 一方、公設試が都市エリア事業の中核となる等、地域産業振興に貢献して

いる函館では、MOT 等の講座が開講されていない。 

 今後、社会人向けの e-learning の導入などを検討し、地域による格差是

正が必要である。 
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第４章 機械工業人材に必要なイノベーションのシナリオ作成力 

育成内容 

 

１．機械工業人材に必要なイノベーションのシナリオ作成力育成のための項目 

 

国内外のヒアリング調査結果等を踏まえた第 2 章でのイノベーションのシナリオ作

成力の解明と一般化を踏まえ、機械工業人材に必要なイノベーションのシナリオ作成

力育成のための項目について検討した。 

 イノベーションのシナリオ作成力には、まず事業コンセプトを考え抜いて作成する

こと、次に全体を俯瞰し、リソースの活用を検討しながら、技術コンセプトと知財コ

ンセプトを考え、それぞれのコンセプトでアウトプットを生み出す。事業コンセプト、

技術コンセプト、知財コンセプトを考えるに際し、補完ツールを活用し、事業計画等 

のアウトプットを必ず生み出す。シナリオ→アウトプット→Action があり、具体的に

Action はリソースの確保等である。 

イノベーションのシナリオ作成力育成のための項目概要表 

Who What Where When Why How to
Social
State

User
State

共通

事業コンセプト 自らの思考 自ら考え抜く

全体を俯瞰する

事業計画

市場分析
技術予測

リソースの活用検討
バリュー分析計
価値づくり設計

Scenario-Based Design
シナリオベースアプローチ

シナリオベース手法
シナリオグラフ

ダイナミック顧客価値連鎖分析
モノづくりデザイン法
デザインマネジメント

ブルーオーシャン戦略
商品地図法

アイディアの知識化
バリューチェーンの検

討

長期計画 ロードマップ ロードマップの作成

業務計画 事業計画 リソースの確保

資金調達計画 事業計画 資金調達
誰から調達するの

か

出資
融資

補助金
助成金

調達場所
どのステージ
で資金調達す

るのか

不足資金の
調達

VCから
出資者募

集

　　　　　　技術コンセプト 製品コンセプト
価値づくり設計

モノづくりデザイン法
生産管理

R&D
製造

誰と組むのか
部品

最終製品
産業界向け
消費者向け

研究開発場
所

製造場所
生産開始時期

手戻りのない
効率的な開

発･生産

産学連携
アライア

ンス
技術移転

サービスコンセプト ALPS
サービスコンセプトの

作成
誰をターゲット

サービス内
容

サービス場
所

サービス開始
時期

付加価値 提供方法

知財コンセプト 知財戦略 IPDL特許電子図書館 知財権利化
誰が競合知財を保

有しているか
知財対象

国内出願
海外出願

出願時期
権利化による
競争力強化

権利化の
検討

知財活用戦略 大学・研究機関研究シーズ集・DB 知財活用 誰が実践するのか
活用する知

財
どこから導
入するか

いつ活用する
か

外部リソース
活用による競

争力強化

外部リ
ソースの
活用等

上市 マーケティング 宣伝 誰に売るのか
ハイスペック
ロースペック

で安価

国内
海外

売り出し開始
日

利益獲得の
ため

直販
流通を通

す

コミュニ
ケーショ
ンのとり
方、技術
予測手

法、ロード
マップ作
成手法、
研究企画
の立案方
法、財務
諸表の読
み方、基
盤産業技
術につい
ての知

識、語学
力

Actionの
ベースと
なるスキ

ル

勘案すること

情報の流
れ、お金
の流れ、
基盤産業
技術の状

況

その他検
討項目

リスク解
析

コンプライ
アンス

Action主な補完ツールシナリオとしてのアウトプット
イノベーションのシナリオ作成力

の根幹

価値観の
多様化、
ライフスタ
イルの変

化

地球環境
変化、社
会環境変

化、グ
ローバル
化、景気
動向、社
会システ
ム、インス
ティテュー
ション（制
度、文化
等）の変

化

Action　Planでの検討内容

誰に売るのか
誰が開発するのか
誰が製品化するの

か
誰が流通させるの

か

何を強みと
するか

どんな価値
を提供する

か

どこで研究
開発するか
どこで製造

するか
どこへ流通
させるか

どこで権利
化するか

いつ研究開発
するか

いつ製造を開
始するか

いつから流通
させるか

いつ権利化す
るか

下請け脱却
のため

ニッチ市場を
ねらいたい
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イノベーションは先が見えず、不確実なため、第 2 章で検討したように、イノベー

ションを創出するには何らかのシナリオを作成していくことが重要で、まず事業コン

セプトを考え抜き、次に技術コンセプト、知財コンセプトを作成することである。 

 

イノベーションのシナリオ作成力の流れ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 章で一般化した事業コンセプトをまず考え、次に技術コンセプトと知財コンセプ

トを考えるというフレームをベースとし、その次のステップとして「イノベーション

のシナリオ作成力育成のための項目概要表」に示したように、補完ツールを使って、

それぞれのシナリオとしてのアウトプットを出す。さらに、具体的な Action をおこす

にあたり、Action Plan を検討する。「イノベーションのシナリオ作成力育成のため

の項目概要表」の Action Plan での検討項目に、具体的にどのような項目を検討すれ

ばよいかを例示した。 

 

事業コンセプト－自らの思考で考え抜く 

 自らの思考で考え抜いて事業コンセプトを作る。事業コンセプトを具体的に見える

化するために、主な補完ツールを活用して、シナリオとしてのアウトプット（事業計

画、長期計画、業務計画、資金調達計画）を作成する。思い描いた事業コンセプトを、

文書化するものである。 

 

 

シナリオの評価、フィードバック

①事業コンセプト
（考え抜くことが肝要）

②技術コンセプト ③知財コンセプト

シナリオとしてのアウトプット
事業計画 他

シナリオとしてのアウトプット
製品コンセプト 他

シナリオとしてのアウトプット
知財戦略 他

上市
（商品やサービスが市場へ流通）

Action Planの検討

Action

補完ツールの活用

補完ツールの活用 補完ツールの活用

Action

Action Planの検討
Action Planの検討

Action

①事業コンセプト
（考え抜くことが肝要）

②技術コンセプト ③知財コンセプト

シナリオとしてのアウトプット
事業計画 他

シナリオとしてのアウトプット
製品コンセプト 他

シナリオとしてのアウトプット
知財戦略 他

上市
（商品やサービスが市場へ流通）

Action Planの検討

Action

補完ツールの活用

補完ツールの活用 補完ツールの活用

Action

Action Planの検討
Action Planの検討

Action
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シナリオとしてのアウトプットに活用する主な補完ツール例 

シナリオとしてのアウトプット 主な補完ツール

事業計画

市場分析
技術予測

リソースの活用検討
バリュー分析

価値づくり設計
Scenario-Based Design

シナリオベースアプローチ
シナリオベース手法

シナリオグラフ
ダイナミック顧客価値連鎖分析

モノづくりデザイン法
デザインマネジメント

ブルーオーシャン戦略
商品地図法

長期計画 ロードマップ

業務計画 事業計画をベースとして

資金調達計画 事業計画をベースとして

 

  

シナリオとしてのアウトプットを具現化するには Action を起こす必要がある。その

ためには Who、What、Where、When、Why、How to を常に念頭に置きながら、Action Plan

を作成する。例えば、Who は誰に売るのか、誰が開発するのかというように、Action Plan

によって異なる。 

 事業コンセプトを考え抜き、関連する Action Plan までを検討し、実際に Action を

起こすのと、時差はあるもののある程度並行して、技術コンセプトと知財コンセプト

を検討する。考え方や、考え方の順番は事業コンセプトと同様である。 

 Action のベースとなるスキルを身に着けておくことも重要である。コミュニケーシ

ョンのとり方、技術予測手法、ロードマップ作成手法、研究企画の立案方法、財務諸

表の読み方、基盤産業技術についての知識、語学力等である。 

 Action を実行するにあたり、Plan-Do-See の徹底が必要で、上市後の評価およびフ

ィードバックが必要となる。さらに、ステークホルダーの関係性や不測事態への対応

等も必要である。 

 イノベーションのシナリオ作成力を考えるに際し、これまででは考えられないよう

な社会環境や経済環境の大きな変化にわれわれが直面し、インターネットの普及等に

よりグローバル化が進み、価値観が多様化している現状を踏まえる必要がある。すな

わち、常に Social State（地球環境変化、社会環境変化、グローバル化、景気動向、

社会システム変化、インスティテューション（制度･文化等）の変化他）と User State

（価値観の多様化、ライフスタイルの変化他）を勘案し、共通項目としては情報の流

れやお金の流れや基盤産業技術等も勘案することが必要である。その他にリスク解析

やコンプライアンス等への留意も必要である。 
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２．具体的な育成手法 

 

 イノベーションのシナリオ作成力は座学からの知識修得だけで身につくもので

はない。実際に、スタンフォード大学の石井教授が、慶應義塾大学のプロジェクトで

MIT の教授と実習方式で ALPS を行っていることからもわかるものである。 

したがって、座学による知識修得に加えて、石井教授らがトライアルした ALPS のよ

うな実習が必要で、特定テーマについてグループワーク、グループワークのプレゼン、

評価（講師による評価、自己評価）が育成手法として効果的と考えられる。 

講師陣には高等教育機関等の教員はもちろんのこと、企業人などを招聘することが、

より現場での実体験を通した育成がなされるものと考えられる。 

 20 歳すぎのフルタイム学生と、社会人学生あるいは社会人がミックスする

場合には、その組み合わせの検討も必要である。 

また、企業での社会人経験のない 20 歳すぎのフルタイム学生へは、特に

基盤産業技術の重要性等を教育することも重要である。  
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第５章  実証研修に応用できるイノベーションシナリオ作成力育 

成カリキュラムの提案 

 

機械工業人材へのイノベーションのシナリオ作成力育成に必要な項目について、次

年度以降実証研修として応用できることを目途に、実証研修受講生の理解を深め、実

践につながることを念頭に、組み合わせや順番を勘案しながら、委員会等で検討し、

イノベーションシナリオ作成力育成カリキュラムを提案する。 

 

○座学 

1 回目：イノベーションとは何か 

2 回目：イノベーションのシナリオ作成力とは何か 

3 回目：事業コンセプトの作り方 

4 回目：全体の俯瞰とリソースの活用の仕方 

5 回目：産業基盤技術 

6 回目：技術コンセプトの作り方（ALPS の紹介含む）  

7 回目：技術コンセプトの実際：モノづくりデザイン法 

8 回目：技術コンセプトの実際：デザインの視点から（商品地図法他） 

9 回目：イノベーション創出手法：ブルー･オーシャン戦略 

10 回目：知財コンセプトの作り方 

 

○演習（実習） 

11 回目：特定テーマについてイノベーションのシナリオ作成グループワーク 

12 回目：特定テーマについてイノベーションのシナリオ作成グループワーク 

13 回目：特定テーマについてイノベーションのシナリオ作成グループワーク 

 

○評価とフィードバック 

14 回目：グループワークのプレゼン、教員とチーム外メンバーの評価と自らの評価の

ギャップを考える 

 

○総括 

15 回目：全体のまとめと総括 
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 さらに、座学、演習、評価とフィードバック、総括に際して、次の視点を含めたカ

リキュラム作成が必要である。 

 

○全体に共通して必要なこと 

・自らで考え抜くことの重要性 

 

・全体を俯瞰することで、今実施していることが全体のどこに該当するかの明確化 

 →現在の自分の実践していることのポジショニングの明確化 

 →自分の実践していることの意義の明確化 

 

・Who、What、Where、When、Why、How to を念頭に 

→Who であっても、誰を対象としての場合と、誰が行うのかではプランが異なって

くるので、注意が必要 

 

・Social State や User State や共通項目を常に勘案しながらシナリオ作成力を育成 

することの習慣化 

 →社会環境の変化や人の価値観の多様化の影響力は大きく、常時ウォッチングが必 

  要 

 →一方で、各シナリオを見える化した事業計画、さらにブレークダウンした Action  

Plan では「情報の流れ」「お金の流れ」を把握しておくことが重要 

 

○イノベーションの種類別を勘案した演習（実習） 

・画期的・10 年先を予測した世の中に存在しないイノベーションをターゲットの場合 

→例） 

技術予測のよる近未来のプロダクト予測とブルー･オーシャン戦略からの新規市 

場予測を行い、アイディアを知識化し、新しい価値を生み出せるシナリオを作成 

する演習型のカリキュラム 

 

・現状の課題解決を目途とするイノベーションで広範囲な課題対応の場合 

→例) 

ALPS 等のツールによる演習型カリキュラム 

 

・現状の課題解決を目途とするイノベーションで特定課題対応の場合 

→例) 

ものづくりデザイン法等による演習型カリキュラム 
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・他社に劣っている商品やサービスを競争力強化するための改良型イノベー 

ションの場合 

→例） 

 マーケティング、バリュー分析等による演習型カリキュラム 

 

○実証研修の対象となる受講生の属性によるカリキュラム作成時の留意点 

 実証研修の対象となる受講生の属性により、研修における重点の置き方が

若干異なってくる。 

 本調査研究では機械工業人材を対象としているので、提案するカリキュラ

ムは主に社会人を想定している。社会人もフルタイム学生も一斉に研修を実

施する場合や、社会人の経験年数に大きな差異がある場合には、以下の点に

留意することが必要である。 

 

・事業コンセプトを作成したことがない受講生が多い場合 

 →事業コンセプトをまず考えることの重要性や事業コンセプトとは何か 

を導入として研修 

 →事業コンセプトのアウトプットとしての事業計画の作り方を具体的に 

指導 

 

・機械工業人材としての経験が浅い受講生が多い場合 

 →産業基盤技術がイノベーション創出に必要な理由、日本の製造業振興に 

必要な理由を導入として研修 

 →産業基盤技術とは何かを研修 

 

・技術コンセプトを作成したことがない受講生が多い場合 

 →技術コンセプトの重要性や技術コンセプトとは何かを導入として研修 

 →技術コンセプトのアウトプットとしての製品コンセプトの作り方を具 

体的に指導 

 

・知財コンセプトを作成したことがない受講生が多い場合 

 →知財についての基礎知識を導入として研修 

→知財コンセプトの重要性や知財コンセプトとは何かを導入として研修 

 →知財コンセプトのアウトプットとしての知財戦略や知財活用戦略の立 

案方法を具体的に指導 
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本調査研究は約 4 か月という短期間に、多くの専門家やヒアリング先の協

力を得て実施した。イノベーションのシナリオ作成力については、これまで

にほとんど無い新しい視点での調査研究であり、機械工業人材にとって重要

な結果を得ることができた。 

イノベーションのシナリオ作成力育成のための項目を明らかにし、実証研

修に応用できるカリキュラムの提案を行えた。今後は、実際に実証研修を行

い、受講生への効果測定を行い、その結果をフィードバックし、受講生に効

果を生み出せるためのカリキュラムのバージョンアップが必要である。その

ためには、さらなるイノベーションのシナリオ作成力育成についての研究が

必要と考えられる。 

 



非　売　品

禁無断転載

平　成　２　０　年　度

機械工業人材におけるイノベーションのシナリオ

作成力育成に関する調査研究報告書

 発　行 平成２１年３月

 発行者 社団法人　日本機械工業連合会

  〒105-0011

  東京都港区芝公園三丁目５番８号

  電　話　０３－３４３４－５３８４

  財団法人　日本立地センター

  〒101-0062

  東京都千代田区神田駿河台一丁目８番地１１

  東京 YWCA会館８F

  電　話　０３－３５１８－８９６７


	目 次
	第１章 はじめに
	１.調査の目的
	２.調査の内容

	第２章 イノベーションのシナリオ作成力の解明と一般化
	１.イノベーションの概念
	２.イノベーションのシナリオ作成力
	３.イノベーションのシナリオ作成力の現状
	４.イノベーションのシナリオ作成力の解明と一般化

	第３章 わが国の高等教育機関等におけるイノベーションのシナリオ作成力育成状況
	１.わが国の高等教育機関等におけるイノベーションのシナリオ作成力育成状況
	２.課題

	第４章 機械工業人材に必要なイノベーションのシナリオ作成力育成内容
	１.機械工業人材に必要なイノベーションのシナリオ作成力育成のための項目
	２.具体的な育成手法

	第５章 実証研修に応用できるイノベーションシナリオ作成力育成カリキュラムの提案



