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挨　　　拶

早稲田大学商学学術院 学術院長　藤　田　　　誠

　こんにちは。ただいまご紹介いただきました藤田と申します。

　産研フォーラムということですので、本来でありましたら、高瀬所長よりご挨拶申し上げるべき

ところですが、商学学術院長として一言ご挨拶申し上げます。

　産研フォーラムは第42回となりますが、実は産業経営研究所は、1974年に設立され、産学連携あ

るいは産学官連携のための機関として商学学術院の中に位置付けられています。現在、商学学術院

の中には、商学部、商学研究科、会計研究科、そして経営管理研究科があり、その研究部門の受け

皿として、この研究所があります。企業でいえば、学部・研究科が各事業部にあたり、商学学術院

というのが事業本部というような位置付けになっているということで、商学学術院が一丸となって

この産研フォーラムを盛り上げていこうというような趣旨で、今回は私が最初にごく簡単にですが、

ご挨拶申し上げるということでございます。

　この産業経営研究所は、産研フォーラム以外にも、アカデミックフォーラム、産業経営などの各

種の出版物、そして受託研究といった様々な事業を行っておりますが、その中でも、この産研フォー

ラムというのは、非常に大きな事業の柱になっております。

　従来、公開講演会という名称で行っておりましたが、フォーラムと名称を変えましたので、パネ

ルディスカッションの時間も取っております。ご参加の皆様方からも質問なりご意見等を受け付け

て、まさにフォーラムという形で、一方向的に講演を聴いておしまいということではなく非常にイ

ンタラクティブな場にできればいいのではと考えております。

　そして、今回のテーマにつきましては、主催は産業経営研究所になっておりますが、文部科学省

のグローバルアントレプレナー育成促進事業が共催となっており、ここの部分で産学官のところの

官の意向というのも反映しているテーマとなっております。ですから、単に大学がということ、教

育だけということ、あるいはビジネス、事業ということだけではなくて、教育と産業界との連携に

ついて、今回、この場でパネリストの方々からいろいろとご意見、経験等を披露していただきます

とともに、皆様方からもいろいろとご意見を賜りたいと考えております。

　以上、少々雑駁な話になりましたが、先ほども申し上げましたように、フォーラムということで

すので、登壇者の方が一方的に話しておしまいということではなくて、ぜひともインタラクティブ

に最後まで討議に参加していただきまして、本日お集まりになった皆さんにとって非常に有意義な

時間にしていただきたいと考えております。

　以上、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は、お集まりいただきまして、どうも
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ありがとうございます。
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１

世界の経営学からみる
日本企業イノベーションへの示唆

早稲田大学商学学術院 准教授　入　山　章　栄

　あらためまして、皆さん、こんにちは。早稲田大学の入山でございます。

　まずは、このような機会をつくっていただきまして、本当にありがとうございます。あらためて

産業経営研究所の皆様、それから藤田先生を含め、商学学術院、早稲田大学の皆様にお礼を申し上

げたいと思います。そして、今日お忙しい中、この場に来てくださった皆様、それから、今日は学

生の皆さんも来ていただいているということなんですけど、それを含めてありがとうございます。

　私、ビジネススクールでよく言われるんですけど、先ほどおっしゃっていただいたようにティー

チング・アワードとかいただいているんですけど、１個すごい悪い評判があって、「話が長い」と

いう評判があって、よくビジネススクールは夜間に働きながら通っている学生がいらっしゃるんで

すけど、「先生、授業はそこそこ面白いんだけど、頼むから終電までに帰してください」と言われ

ることがよくあってですね。なるべく今日はそうならないようにしたいと思います。

　今もう井上先生からご紹介いただいたので、あらためて紹介する必要はないんですけど、私は、

３年半ぐらい前に日本に帰ってきて早稲田大学に今お世話になっていまして、その前は10年間ほど

アメリカのほうに住んでおりました。で、ピッツバーグ大で博士号を取って、ニューヨーク州立大

学のバッファロー校という、実は結構、研究大学としては良い大学なんですけど、ここで５年間い

たという経歴です。その前は、慶應大学におりまして、よくいまだに「入山先生、いつ慶應に帰っ

てくるんですか」と言われるんですけど、当面全然帰る気はなくて、非常にいい大学だと思ってい

ますので、しばらくお世話になりたいなと思っております。

　余談ですが、早稲田大学ってすごく面白くて、「早稲田三田会」ってあるんですよね。慶應って、

OB組織で三田会があるじゃないですか。面白いんで、最近僕もビジネススクールで「早稲田ビジ

ネススクール三田会」というのを作って、そこの顧問に就任して、慶應の応援歌「若き血」をその

うち大隈講堂の前でゲリラ活動で歌うという野望を、今、胸に秘めて地下活動をしております。

　日本に帰って３年ぐらいたつんですけど、帰ってきてから、いろいろなビジネスメディアにあり

がたいことに出させていただいていまして、テレビとかラジオも出ているんですが、めぼしいとこ

ろですと、2015年の冬に、「ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学」という本を、ビ

ジネススクールの先生が出していいのかという話があるんですけど、この本を出しまして、本当に

これはありがたいことなんですが、ハーバードビジネスレビュー読者が選ぶ昨年のベスト経営書の
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１位を授賞させていただきました。それから、ダイヤモンドから出ている『ハーバードビジネスレ

ビュー』というすごい有名な雑誌がありますけど、こちらで「世界標準の経営理論」という長期連

載も、これは２年ぐらい連載しているんですが、これを書かせていただいています。これはまだあ

と１年ぐらい続く連載なんですけど、もし、今日これから30～40分お話しさせていただく中で、意

外と経営学って面白いなと。もしかしたら、早稲田の商学部の人もいるのかもしれませんが、経営

学というのは、ふわふわした学問だと思ってたけど、堅苦しいものだと思ってたけど、意外と何か

自分が仕事を考える上とか、あるいは学生さんだったら、就職を考える上での、これからのキャリ

アを考える上でも示唆があるかもしれないと思っていただけたら、今日は時間が短いので、これら

の本を手に取っていただければと思っております。

　あと、完全に宣伝なんですが、私は今、商学学術院の中の経営管理研究科というビジネススクー

ルにおりまして、早稲田大学ビジネススクールというんですが、おかげさまで、今国内のビジネス

スクールというのは、そんなに盛り上がっていないというイメージがあるんですけど、実は、早稲

田大学だけは全然違います。非常に盛り上がっていて、倍率とかも圧倒的に高くてすごい人気があ

るんですね。なぜかと言うと、私みたいな学者さんもいるんですけど、私以外に、いわゆる実務家

出身の先生がいらして、例えば、ボスコンのトップだった方とか、マッキンゼーのトップだった方

とかいて、そういう実務家の方と私みたいな学者が一緒にいることで、まさに今日お話ししますけ

ど、知と知の組み合わせみたいなのが起きて、非常に活気のあるビジネススクールになっていて、

そこで学びたいということでいろんな社会人の学生が来てくれて、やっぱりいい学生が集まるんで、

さらにそういう人たちに会いたくていろんな人が集まってくるという好循環が生まれていまして、

もし、こういったことにご関心があったら、商学学術院全体もぜひお願いしたいんですけど、ビジ

ネススクールもよろしくお願いしますということになります。

　ここからが本題なんですが、今日、井上さんのほうから、イノベーションについて何か話をして

くれというお題を頂戴しまして、私自身は学者ですので、この後平田さんとか出てくださいますけ

ど、そういう本当のプロフェッショナルな方が今やられているような、実務経験に基づいた立派な

話というのはできないんですね。ただ、学者で、しかもアメリカに10年おりましたので、経営学、

特に世界で今最前線にある経営学については、多分、ほかの一般の多くの方よりはよく知っている

ところがあって、しかも、世界標準と僕はよく言っているんですけど、世界の、欧米を中心とした

海外の経営学でどういう考え方があるかといった話については、よく知っているつもりなんですね。

　ですので、今日はそのあたりから、あくまで学者のアカデミックな視点ではあるんですけど、今、

世界のイノベーション研究でどういう視点があって、そしてそこから、今日本で起きていることと

か、これから起きなければならないこと、あるいは皆さんがしなければならないことというのが、

どういうことがあるのかといったお話をしたいと思っています。

　イノベーションというのは、言うまでもなく、これは日本だけの問題ではないんですね。今日こ

こで申し上げるイノベーションは、決してGoogleとかアップルみたいな、ああいうどでかいイノ
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ベーションだけじゃなくて、今日、一般の社会人のビジネスパーソンの皆さんもいらっしゃると思

いますが、例えば、新しい事業案件が出てこないとか、もう新規案件が出ないとか、日々の業務改

善とかそういうレベルまで含めて、何か新しいことをやることがイノベーションだとお考えいただ

ければと思います。それは、小さな積み重ねも含めてですね。

　イノベーションは、日本企業に求められているわけです。これだけ不確実性が高くて、こういう

世界に何も新しいことをしないでいると、当然そのまま衰えて、競争するまでもなく、環境の変化

についていけずになくなっちゃうわけですね。それで、いろいろなビジネスパーソンの皆さん、学

生の皆さんも就職を考えるときに、そういう新しいことをやるということの必要性というのは、も

う日本中で言われていて、だけどなかなかそれが進まないわけですね。ですので、私もいろいろな

ところから声が掛かって、講演とかさせていただくことになるわけです。

　ただ、このイノベーションというのは、決して日本だけの問題ではなくて、世界中のビジネスパー

ソンにとって、世界中の企業さんが悩んでいるんですね。新しいことができないといって。ですの

で、このイノベーションの研究というのは、日本だけではなくて、世界中の経営学者にとって最も

大きな研究テーマの一つです。ですので、毎年、何百、何千という新しい研究成果、知見があがっ

ています。とはいえ、その最も本質、根本にあることは、実は、何十年も変わっていないんですね、

80年以上変わっていません。

　イノベーションというのは、当然その第一歩は、新しいアイデアを生み出すことです。新しいア

イデアを生み出さなかったら、当然新しいことはできないわけですね。ですから、イノベーション

の第一歩は新しい知、アイデアを生み出すということが第一歩なわけです。では、新しいアイデア、

知を生み出すときにはどうすればいいかというと、実はこれは何十年も前から分かっている法則が

あって、それは新しいアイデア、知というのは、常に今ある既存の知と、別の今ある既存の知の新

しい組み合わせなんです。もうこの世にあるんだけど、まだつながっていない何かと何かが新しく

つながる、結び付くことで、新しい知というのは生まれます。これは、言われてみたら当たり前の

話で、人間、ゼロからは何も生み出さないわけですね。ゼロは、何回掛けてもゼロなわけです。で

すから、常に何か今までつながっていない、もうあるんだけどつながっていない何かと何かを組み

合わせて、新しい知というのは生まれます。

　例えばですね、お仕事をされている皆さん、ここにたくさんいらっしゃっていると思いますけど、

多分、お仕事で新しいことを思い付いたとか、あると思うんですね。そういうときは、絶対に頭の

隅のどこかで今までつながっていなかった何かと何かを組み合わせているはずなんです。例えばで

すけど、「あ、こういう案件、この案件、この辺で止まっちゃったけど、こういうお客さんと新し

く結び付けてみたらどうだろう」とか。あと、メーカーさんだったら、「この素材、途中で開発が

止まっちゃったけど、こういう最終製品と新しく結び付けてみたらどうだろう」とか。組み合わせ

なんですね。

　これは、今、経営学者が急に言っていることじゃなくて、この人は、ジョセフ・シュンペーター
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という、「イノベーションの父」と呼ばれた人ですけど、彼が80年以上前から「ニュー・コンビネー

ション」、新結合という名前で言っていることで、そしていまだに世界標準のイノベーション研究

における最も基本的な考え、原理の一つです。だから、どんどん、どんどん、いろいろ組み合わせ

る必要があるわけです。

　ところが、世界中で行われているそういったイノベーション研究というのは、われわれ経営学者

というのは、結局何を研究しているかというと、人間が何を、どう考えて、どう意思決定して、ど

う行動しているかということを科学的に研究しているのにほかならないわけです。

　その中で、じゃあ人間をどう考えるかというときに、一つ大きな理論的な背景になっているのが、

認知心理学、認知科学です。そして、これは断言しますけど、世界標準のイノベーション研究では、

ほとんどの研究が、この認知科学、認知心理学をベースにして理論が組み立てられています。（ス

ライドで示した）この３人なんかはその中でも頂点の人たちで、左側がスタンフォード大学のジェー

ムス・マーチという大物の教授です。真ん中はペンシルバニア大学のダニエル・レビンサール、右

側はカーネギーメロン大学のリンダ・アルゴーティですね。彼女は組織学習で世界ナンバーワンの

人で、私は授業を向こうで習っていたんですけど。この人たちは本当に三角形の頂点なんですが、

こういった人に限らず、とにかく多くの人たちがこの認知科学、認知心理学のアプローチを取るわ

けです。

　さて、そうすると、先ほどの組み合わせという話に戻ると、いっぱい組み合わせなければいけな

いわけです。とりあえず組み合わせなければイノベーションは始まらないんですよ。ところが、こ

の辺から認知科学、心理学なんですけど、人間は、認知に限界があるんですね。脳みそに限界があ

るわけです。ですから、どうしても人間、あるいは人間から生まれる組織というのは、本質的に認

知に限界があるので、認知的に自分から近い、つまり自分の目の前のものしか見にくいという本質

的な傾向があります。なかなか遠くのものが見えないんですね。ですので、目の前にあるものだけ

を組み合わせる傾向があるわけです。

　そうすると、今日ここにいらしている皆さんの中でも、比較的歴史の長い大きな会社とか、中堅

の歴史の長い会社にお勤めになっている皆さんとか、学生さんなんかには、比較的歴史の長い大き

な会社に勤めたいという方がいらっしゃるかもしれませんけど、同じ業界に何十年もいると、大体

目の前の組み合わせはほとんどやっちゃってますから、組み合わせが終わってるんですね。

　ですから、断言しますけど、もうそういうところからイノベーションは出てこないのです。これ

を我々は専門用語で、「マイオピア（Myopia）」といいます。マイオピアというのは近視という意

味ですね。どうしても知が、人間は近視、近いところしか見られないということなんです。ですか

ら、もし例えば、今日会社にお勤めの皆さんで自分の会社が最近新しいことができないと、イノベー

ションを起こしたいんだけど起きないとか、そういうことがあったら、それはもう目の前の知の組

み合わせが終わっているからであって、だとしたらイノベーションを起こすための第一歩というの

は、もう目の前の知じゃなくて、なるべく自分から離れた遠くの知を多様に幅広く探して、探索し
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て、そしてそれを今自分が持っている知と新しく組み合わせてみるということになるわけです。こ

れを専門用語で「Exploration」というふうにいいます。

　このExplorationというのは、世界標準の経営学ではもう常識です。ただ、４年ぐらい前に、『世

界の経営学者はいま何を考えているのか』という本を出したのですが、あまりこれが日本で知られ

ていなかったので、僕は「知の探索」という言葉を付けました。おかげさまで、最近、僕がいろい

ろなところで知の探索って言っていたら広まってきて、ベンチャー経営者とか渋谷のベンチャーの

人たちとかみんな使ってくれてて、ありがたいなと思っているんですけど、権利を取っておけばよ

かったなと思ってます。

　とにかく、知の探索が大事なわけです。遠くのものを見るということですね。断言しますけど、

ほぼ全てのイノベーションは、この知の探索から生まれます。日本もそうなんですね。いろんな例

があるので、二つだけ申し上げると、一番分かりやすいのが、トヨタ生産システムですね。世界に

冠たる日本の当時のイノベーションですね。あれはどうやって生まれたかというと、これは有名な

話なのでご存じの方も多いかもしれませんが、あれは、当時大野耐一さんという、最後に副社長ま

でなられた伝説のエンジニアの方がいて、大野さんが当時、アメリカのスーパーマーケットのフォー

マットをご覧になったんですね。そして、そこの物とか情報の流れを見て、「あ、これは自動車生

産に使える」と言って、組み合わされて生まれたのが、世界に冠たるトヨタ生産システムなんです。

ですから、アメリカのスーパーマーケットと日本の自動車生産という、全然関係ないものが結び付

いているわけです。

　TUTAYAさん、カルチュア・コンビニエンス・クラブさんは、今はＴポイントとかいろいろな

事業をやられていますけど、もともとはあの会社は、年配の方はご存じのように、CDレンタルと

かDVDレンタルの会社だったわけです。あそこの創業者の増田さんが、CDレンタルとかDVDレ

ンタルのビジネスが絶対もうかると得心された理由は、ご存じですか。ご存じない方が多いと思う

んですけど、井上先生の本にも書いてあるんで、ぜひ『模倣の経営学』、絶賛日経BPから発売中

ですので、よかったら買ってほしいんですが。実は、増田さんが消費者金融のビジネスモデルを見

たときなんですね。TUTAYAのビジネスって、例えば、シングルのCDを1,000円で仕入れてきて、

３日で100円ぐらいで貸すわけです。ということは、元値1,000円で、３日で１割取っているわけで

しょ。３日貸して１割取っているわけでしょう。元金1,000円で３日貸して１割取っているわけだ

から、やっていることは、十一（といち）の高利貸しと一緒なわけです。しかも、十一の高利貸し

は、10日で１割ですから。TUTAYAは３日で１割ですから、十一の高利貸しよりよっぽどたちが

悪い。増田さんはそこから得心されて、あのビジネスをどんどん進められたんですね。ですので、やっ

ぱりそれも消費者金融とCDレンタルという全然関係ないものが結び付いているわけです。ですか

ら、そうやって遠くのものを見て、どんどん組み合わせるということが何より重要なわけです。

　それから私はIDEOという有名なデザインファームと付き合いがあるのですが、やっぱり彼もそ

れをずっとやっているんですよね。いろんな違うところとこうやって組み合わせる。そして新しい
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デザインを生み出していると。ですので、この「知の探索」ということをやるのが非常に重要で、

そしていろいろ組み合わせてみると「あ、ここはいけそうだ」「ここは儲かりそうだ」と思ったら、

そこは深めてやると。それを専門用語で「Exploitation（知の深化）」というわけです。この探索と

深化が、このambidexterityというのは、両利きという意味なんですが、まるで右手と左手、両方

上手に使える人のように探索と深化ができている企業、組織、経営者、ビジネスパーソンがイノベー

ションを起こせる確率が高いというのは、世界標準のイノベーション研究では、完全に学者のコン

センサスになっています。だから、両利きが何より大事だということです。

　ところが、どうしても企業、組織というのはどうしても知の深化に偏ってしまうんですね。なぜ

かというと、先ほどから申し上げているように、人間の認知には限界があるんですよ。近くのもの

しか見えにくいので、どうしても目の前で組み合わさっってしまったものを深掘りする傾向があり

ます。そして何より、探索というのは、僕みたいな学者が言うのは簡単なんですけど、実際にやる

のは大変なわけです。遠くのものを幅広く見てこいなんて、お金もかかるし、時間もかかるし、コ

ストもかかると。そして何より、いろいろな遠くのものを見て新しく組み合わせても、それは多く

が失敗するわけです。

　しかも、民間企業というのは、予算を立てないといけないんですよ。特に、大手の上場企業は。

それで、来年の予算をどうしようとか、今は四半期決算なので、四半期先の３カ月後の予算をどう

しようとなると、どうしても目の前で儲かっているほうを深掘りしようとなってしまうんですね。

　今、日本の大手企業は、こぞって新規事業推進室とかイノベーション推進室というのをつくって

いるわけです。最初の１年は、鼻息が荒いわけです。ここで、知の探索をするわけですよ、頑張っ

て。ところが、３年ぐらいたってくると、「あいつら、金ばっか使ってるよね」と社内で言われる

そうです。しかも、やることがほぼ全部失敗すると。大体コストセンターとか言われるんです。そ

うすると、だんだん予算が回らなくなってきて、知の深化のほうに偏っていっちゃうんですね。

　そうすると、これは短期的にはいいんですよ。なぜかというと、今組み合わせて儲かりそうなと

ころを深めるわけだから、短期的には儲かるわけです。だけど、それが長い目で見たときの、知の

探索をおろそかにして中長期的なイノベーションが結局は枯渇するんです。

　ですから、今、日本企業でイノベーションが足りないとさんざんいろんなところで言われている

わけです。ビジネス誌とかでも、いろんなことが言われているわけですけど、学者から言わせても

らえば、その本質は多くの企業が知の深化に偏っているということであって、専門用語でこれを「コ

ンピテンシー・トラップ」といいます。競争力のわなということですね。ですので、もし今日本で

イノベーションが足りないのであれば、それは企業がコンピテンシー・トラップに陥っているわけ

です。ですから、何とかして知の探索を促すような施策というのを入れてやる必要があるわけです

ね。

　というわけで、どうやったら知の探索を促せるかというと、僕は三つぐらいのレベルで考えると

いいのかなと思っているんですね。（講演スライドを指して）一つ目がこれでして、なんだかご存
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じですか。これはLisa（リサ）というパソコンですね。左下は何だかご存じですか。アップルTV

ですね。これはアップルが出した端末で、実は僕、アメリカにいたときに使っていたんですけど。

これは、僕、アメリカにいるとき使っていて、結構これ、便利なんです。何が便利かというと、

YouTubeとか、今パソコンで見れるでしょ。これ、アップルTVに、これをブスッとテレビに挿

すと、そういうYouTubeとかの動画がテレビで見られるというものです。皆さん、「へえー」とい

う感じだと思うんですけど、あまり売れていないので聞いたことないかもしれません。

　次はPINGでこれ、ピンと読むんですけど、これ何だかご存じですか。今、若い方、皆さんやら

れているソーシャル・ネットワーク・サービスはTwitterとかFacebookとかLINEとか、最近だと

インスタグラムとかですよね。このPingというのは、実は以前アップルが出したソーシャルネッ

トワークサービスです。これもあまり利用されていないのでご存知ないかもしれません。

　右下は何だかご存じですか。iPhoneの前にiPod shuffl  e、iPodってあったじゃないですか。これ

実は、音楽携帯のiPod shuffl  eといって、iPodの一番廉価版です。僕、これ実はアメリカにいると

きに使っていまして。僕はすごいずぼらなんですね。で、iPodを当時３回くらいなくしてしまって、

奥さんにすごい怒られて、最後、「あんた、買っちゃ駄目」と言われて。だけど、このshuffl  eなら買っ

ていいわよと言われて、これ、7,000円ぐらいで日本円だと買えるんですけど、何がすごいって、

iPod shuffl  eというぐらいなんで、聴く音楽がシャッフルするんです、順番が。シャッフルするく

せに、液晶表示がないんです。何が起こるかというと、自分が途中で何を聴いてるか分からなくな

るんですよ。驚異のハードウエアなんですよね。

　真ん中。これ、何だかご存じですか。これは有名な話で、スティーブ・ジョブズは、一度アップ

ルを追い出されますよね。追い出されて戻ってくるわけです。そして、戻ってきたスティーブ・ジョ

ブズが一番最初に出して世界中で話題になった、覚えている方もいらっしゃると思いますけど、

iMac。あのクリスタル調のこういう丸っこい形をしたパソコンですね。若い方は知らないかもし

れませんけど。ジョブズが復帰して、一番最初に出したiMacにデフォルトでついていたマウスです。

私、三菱総研時代にこれ使っていまして、私はミーハーなので、これが出た瞬間「おお」とか言っ

て買っちゃったんですよね。何がすごいって、使いだしてみたんですけど、これ、マウスのくせに

まん丸いじゃないですか。まん丸いでしょ。だから、マウスの持ち方が特異で、３時間ぐらいする

と、手が疲れて震えてくるんですよ。すごいマウスで、３日で使うのをやめてWindowsに戻した

という記憶があります。

　何となく分かっていただいたと思うんですけど、共通点は、何ですか。共通点は、もうお分かり

いただけてると思うんですけど、全部これは、ステーブ・ジョブズの失敗作なわけです。今となっ

ては、出してる製品、何でも当ててる大天才と思われてるんですけど、あれは真っ赤な嘘ですよね。

この人は、大失敗王です。というか、ほとんど失敗しかしていません。後で今日のイベントが終わっ

たら、Googleか何かで「ジョブズ　失敗」と検索してください。大量の失敗作が、もう死屍累々

とあります。
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　ちなみに、このLisaというのは、ジョブズが最初に出したパソコンですね。有名な話ですけど、

アップルというのは、もともとジョブズとウォズニアックという２人のスティーブが創業して、最

初に売れたのはウォズニアックのパソコンだったわけです。それに嫉妬したジョブズが出したのが

Lisaで、娘の名前を付けたわけですよね。そして全然売れなかったという。大失敗王なんです。

　だけど、この本質は正しいわけです。なぜかというと、彼は典型的な知の探索人間なのです。知

の探索人間で、やっぱりアップルの製品はデザインが素晴らしいわけです。例えば、ジョブズが持っ

ているデザインとかフォントへのこだわりの感覚というのは、彼が当時カリグラフィという字の象

形の学問に関心があって勉強していて、そこから大きな影響を受けているという有名な話がありま

すけど、彼はすごく幅広い関係ないことにいろいろ関心があるわけですね。足の速いIT業界なんで、

とりあえず組み合わせたら、どんどんどんどんローンチしないとしょうがないわけです。だから結

果として大量の失敗作が出てくるわけですね。だけど、それはまさに知の探索の行為なんだという

ことです。知の探索には失敗はつきものだということです。

　ただジョブズが天才だったのは、ちょびっとだけ当たったわけですよ。そのちょびっとだけ当たっ

たものが、ばかみたいに売れたんで、何でも当ててる大天才と、今となって思われてるだけなんで

す。だけど、彼の本質は失敗王であり、そしてそれは知の探索ということをやっているからだとい

うことになるわけです。

　そして、そう考えると興味深いのは、後継者のこの人ですね。ティム・クックですね。ティム・クッ

クが就任してもう５年になりますけど、この人、ご存じの方も多いと思いますけど、典型的な知の

深化人間なんですね。オペレーションの人ですから。ですから、探索型のジョブズがナンバー１で、

深化型のクックがナンバー２のときは、まさに探索と深化のバランスというのが取れていたわけで

す。まさに、両利きの経営ができていたわけです。ところがジョブズが亡くなって、探索型の創業

者がつくった探索型の会社に深化型の人がトップになってしまったわけです。アップルさん、まだ

儲かっているんですよ。なぜなら、今、ちょうど探索してまいた種を、今、深化して深めていると

ころなんです。だから、まだ売り上げとかすごく立っているわけです。

　だけど、最近、皆さんご存じのように、去年ぐらいからちょっと時価総額が曲がり角になってき

て、最近、Googleに抜かれ出したわけですね。去年、日経新聞さんが特集していましたけど、最近、

どうもアップルからイノベーションが出てこなくなっているという話が出てきているわけです。そ

うして実際、最近もiPhone7ですとか、新しいMacBook Proも出ましたけど、皆さま、多くの方が

ご存じのように、マーケットで売れなくなってきているわけです。平たい言葉で言うと、アップル

からわれわれを驚かせるようなワクワク感がなくなってきたとよく言われるわけですね、iPhone7

とかから。

　それはつまり、アップルからイノベーティブなものが出てこなくなっているということですけど、

私は当時アメリカにいた５年前に、クックが就任したときからこのことはずっと言っていて、アメ

リカの学生にも言っていて、「アップルは、もうこれからイノベーションは出ません」という話を
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しています。

　なぜかというと、彼は、今トップが知の深化型になっちゃったんで、組織もだんだん知の深化型

になってきちゃっているんですね、今。関係者の方に失礼なんですけど、一応、５年も私は言い続

けているんですが、アップルからもうワクワクする製品は出てこないということになるわけです。

何よりも私が一番心配しているのが、クックがトップになってこの５年間で、アップルはほとんど

失敗作を出していないんですよ。前任者はこんなに失敗しているのに。

　そう考えると、ぜひ皆さんに今日考えていただきたい、知の探索理論から言える最も重要なポイ

ントの一つは、失敗をどうやって促すかということになるわけです。そしてこれは日本企業や組織

が最も苦手なことなんです。

　失敗をしないと、知の探索はできないので、イノベーションは起きません。だけど、日本の企業

の方はよくお分かりだと思いますが、会社って、評価制度というのがあるんです。そして、僕もよ

く、この「知の探索をしろ」と言うんだけど、民間企業の人から、「入山さん、そうは言っても、

うちの会社ね、評価があるんですよ」と。どこの会社も評価はあるわけですね。そして、評価とい

うのがあった瞬間、人事評価とか、評価というのは基本、成功か失敗かで判断されちゃうんで、そ

の瞬間から人間は失敗というのを恐れて、知の探索をしなくなるんです。ですから、どうやってこ

の評価というものを取って、知の探索を促すかというのがものすごく重要になるわけです。

　実際、日本でも、今非常にイノベーティブといわれているベンチャー企業というのは、そもそも

評価制度というものの在り方を完全に考え直しています。例えば、有名なところですと、ストライ

プインターナショナルという会社がありますね。女性の方はご存じだと思いますけど、earth 

music&ecologyという服のブランドですね。石川さんがトップで、今、すごい注目されているベン

チャー企業ですよね。ストライプさんのKPI、つまりKey Performance Indicatorsから成功、失敗

というのを外しました。石川さんはやっぱり成功、失敗を評価に入れた瞬間に、もうイノベーショ

ンができなくなると分かっているから。代わりに、何回トライしたかというトライの数を入れるよ

うにししている。

　サイバーエージェントさん。今は、AbemaTVがすごいブレークしていますけど、社内に行くと、

社員が失敗自慢大会です。「ああ、おれ、昨日こんな失敗しちゃった」「えー、すっげえ」みたいな。

ほんと、そんな感じなんです。サイバーエージェントさんは正直、いい会社ですよ。失敗がガンガ

ンできるんで。

　この話をすると、「いや、入山さん、そうは言っても、それはベンチャー企業の話で、われわれ

みたいな成熟した大企業はできません」みたいなことを言う人がいるんですけど、実はそう言って

いるのは、日本企業だけです。今、いわゆるグローバルトップカンパニーといわれている会社は、

どんどん今評価制度を見直していて、人事評価から成功失敗というのを外す流れというのが、今、

世界中で起きています。

　例えば、GEですね。GEは、ちょっと前まで９ブロックスという有名な人事評価の制度の仕組み
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があったんですけど、それを全部撤廃しました。あの会社は、一方でファストワークスとか、知の

探索型のアクションを取り入れて、ただそれだけ注目されているんだけど、９ブロックスとワンセッ

トなんですね。ファストワークスをやって知の探索を促す一方で、９ブロックスをやめて評価制度

から失敗・成功というのを廃止して、みんながどんどんチャレンジできる、失敗をできるという仕

掛けを入れようとしているんですね。

　そう考えると、ベンチャーもやっていて、グローバルのトップカンパニーも、GEだけでなくほ

かの会社もどんどん始めていて、実は日本企業だけやっていないという。それが今の現状だという

ことです。だから、どうやって失敗を促すかということをぜひ考えていただきたいということにな

ります。これが知の探索の１点目です。

　２点目。（スライドを指して）この方、誰だかお分かりになりますか。この方は、ロート製薬の

山田会長ですね。山田邦雄さん。私、実は山田さんは大天才経営者だと思っているんです。ロート

製薬さんは、山田会長の下、去年、ああいう大手企業では、ほぼ当時初めて副業を解禁したわけで

す。つまり、社員が自分のロートの仕事だけでなくて別の仕事をやっていいと。もともとサイボウ

ズさんとか別の会社はやっていたんだけど、ロート製薬さんのような会社がついに始めたわけです。

ものすごい話題になったんです。

　それで、山田さんの何がすごいって、社員から寵愛されているんですよね。社長の目の前にいる

と、社員が「山田さん、そんなんじゃ駄目だよ」とか言うんだけど、後で陰で「入山さん、あんな

ね、邦雄ほどいいやつはいない」と言われるという、珍しいタイプの人です。

　それから、Yahoo ！の宮坂さんですね。宮坂さんも素晴らしい方ですけど、Yahoo ！さんはご

存じのように、週休３日制を導入すると決めたわけですね。つまり、まさに今日本で、安倍首相も

言っている、いわゆる「働き方革命」ですよね。副業とか週休３日制。そういったことをやる会社

さんがどんどん出てきているわけです。

　それに加えて、（スライドを指して）この方はご存じですか。この方も今実はすごく注目されて

いるNPOのトップで、二枚目の名刺ってご存じではないですか。今すごく注目されているんです

けど、そこの廣さんですね。二枚目の名刺さんというのは、まさに副業を促すということを働きか

けているNPOです。名刺を自分のところ属している会社１枚ではなくて、もう１枚持ちましょう

という。

　クロスフィールズの小沼さんですね。小沼さんは、今すごい、若い企業家志望の人がよく知って

いる、社会企業とか興味がある人はよく知っていると思うんですが、「留職」というプログラムを

つくってます。これはタイとかインドとかインドネシアとか、いわゆる新興市場の農村部とかに大

企業の若手を送り込んで、そこで社会問題を解決させることで、人間的に成長してもらうという「留

職」というプログラム。というのをつくっているわけですね。

　これは、いずれも共通項があって、何かというと、実は今、こういった動きというのが同時に出

てきているわけですね。山田さんが去年副業を始めると言って、宮坂さんが週休３日制を始めると
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言って、今、急に二枚目の名刺が注目されていて、クロスフィールズにどんどん大企業が申請する

ようになってきているわけです。これはなぜかというと、実はこれ、四つともバラバラのように見

えるんですけど、完全な共通項があります。それは何かというと、人が会社の外に飛び出すという

ことです。人がより流動化するようになってきているんですね。なぜかというと、これも実は知の

探索なんですよ。

　しつこいけど、イノベーションというのは、知と知の新しい組み合わせなんですね。日本企業は

長らく終身雇用制で、大企業なんかにいるとずっと同じ事業部にいたりするわけです。そうすると、

新しい知と知の組み合わせというのは起きないわけです。ですから、実はこれ、全部イノベーショ

ンに直結しているということですね、この動きという。だから、今、感度の高いこういう経営者と

か、企業家が始めているわけです。

　これまで長い間新卒一括採用、終身雇用でやってきた日本企業というのは、それが最もできてい

ない国なんです。別に、僕は日本のことは好きなんですけどね、ちょっと厳しく言うと。学生さん

がいらっしゃるので言うと、こういうことができない会社には行かないほうがいいです。最近、よ

うやく大手企業さんが出てきましたけどね。できなさそうなところは、多分、ずっとイノベーティ

ブなことをできないまま、30年、40年とその会社にいて一生を終えるという。別にそれでいいとい

う人はいいと思いますけど、多分、そういう会社は潰れちゃうんです。

　「One Panasonic」ってご存じですか。あるいは「One JAPAN」。今、濱松さんというパナソニッ

クの若手が頑張ってやっていますけど、彼は今、One Japanといって、大企業中の若手を横で連携

してつなぐという動きを始めています。今、これはすごい若手の間でムーブメントになっていて、

一方でおやじ世代とかからすごく批判もされているんですけれど、僕はすごい支持しています。な

ぜかというと、しつこいけども、大企業の中からは、もちろん中でいろいろな人が動くというのが

まず大事なんですけど、イノベーションがなかなか出てこないんですよ。だから、横でつながる、

人と人が新しく組み合わさるということが重要で、ワンパナは、今若手でそれをやろうとしている

んですね。なので、僕は個人的にすごく、うまくいくかどうかは別にして、濱松さんにも言ったの

は「どうせいっぱい失敗するから、いっぱい失敗しろ」と言っているんですけど。失敗しないと知

の探索にならないから。だから、One JAPANは、失敗する場所にしてほしいと彼には言ったんで

すが、そういうことがものすごく重要だということですね。でも、だんだんそういう動きが、濱松

さんもそうだし、先ほど言ったような山田さんも、宮坂さんも、廣さんも、小沼くんも、それから

LoanDEAL（ローンディール）の原田さんも、いろんな人がだんだん出てきているんで、人がだ

んだんこれから動いてくると思います。

　そして、三つ目。しつこいですけど、知の探索というのは、なるべく遠くの幅広い知をいろいろ

持ってきて組み合わせるということが重要なわけです。知というのは、われわれ人間一人一人が持っ

ているわけです。だとすると、最も手っ取り早い知の探索の一つは、なるべくバラバラの人間を一

つの組織に取り込むことなわけです。つまり、今日本で言われているダイバーシティ経営というの
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は、やはり重要なんです。なぜかというと、その理由は、私、経営学者によるとはっきりしていて、

それは知の探索になって、イノベーションを起こす可能性があるからです。

　例えば、この方はご存じですか。LIXILの八木さん。去年の年末でLIXILを辞めちゃったんです

けど。いわゆる人事の世界では、日本でナンバーワンと言われている方です。人事界で知らない人

はいないという人です。LIXILの八木さん、私は親しくさせてもらっているんですけど、八木さん

はダイバーシティ大賛成ですね。超推進派。

　それから、もう一人、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、カルビーの松本会長です。この

松本会長も、今いろいろなところでダイバーシティ、ダイバーシティと言っています。女性が本当

に働きやすい会社でお勧めです。

　ユニリーバの島田さんもそうですね。ただポイントは、ダイバーシティは基本重要なんですよ。

イノベーションになる。だけど、なぜダイバーシティが重要かというと、バラバラの人がいればそ

れぞれ一人一人がバラバラの知見を持っているので、そうしたら、それが組織内で組み合わされば、

新しいイノベーションが起こり得る可能性があるんです。

　ところが、気を付けて言いますけど、日本だと今、ダイバーシティを何のためにやるかというと、

女性の管理職比率を30％にするためにダイバーシティをやろうとしているわけですね。ちなみに、

私も女性の社会参加は大賛成なんです。うちも共稼ぎなんで、今日も娘を幼稚園に送ってから来ま

したけど。それは賛成なんですが、ただ、企業からしたら女性の管理職比率を30%にするためにダ

イバーシティをやっているわけではないわけです。企業はこれからの世界、勝ち抜いていかなけれ

ばいけないわけですから。何でそういう会社が、松本さんや八木さんがダイバーシティ大事だと言っ

ているかというと、それはイノベーションに重要だからなんです。

　ダイバーシティというのは、イノベーションのためにやります。ダイバーシティのためのダイバー

シティではないんです。その辺の目的と手段を取り違えると、ほとんど失敗します。

　GoogleもGEもユニリーバも、どこもイノベーションのためにやるんです。だから、はっきり言

うと、ちょっと失礼な言い方で言うと、おっさんだけでもいいんですよ。おっさんだけでも、バラ

バラのキャリアとか考えとか違う業界の人を入れたら、知の探索になり得るわけです。ただ今、日

本は比較的おっさんが多い組織で来たので、そういうところに女性とか外国人とかが入ってくれれ

ば、女性なりの視点とか価値観とか、僕はそもそも女性なりの視点という時点でちょっと失礼な言

い方だなと思っていて。いろいろなバラバラの多様な知見を持っている人をどんどん集めたら、結

果的に女性が増えましたというのが理想だと思うんですけど。

　そして最後に、とはいえ、僕みたいな学者が言うのは簡単なんですけど、やはり大変なわけです。

やっぱり山田さんとかも副業やると言うと、これだけ反響があって波風が立つわけです。ダイバー

シティをやろうとすると、多くの会社がなかなかやろうとしても進まないわけです。ましてや、失

敗を促す組織なんて、僕みたいな学者が言うのは簡単なんだけど、難しいわけですよ、実際の会社

では。
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　じゃあ、具体的にどうやって、知の探索を推し進めるのか。いろいろな議論があるんですが、最

後に１点だけお話ししておしまいにしたいと思うんですね。

　しつこいですけど、知の探索というのは、多くが失敗します。ただ失敗をしないと、イノベーショ

ンは起きない。だから日本企業や一般の組織というのは失敗が怖いので、どうしても目の前の知だ

けを深堀りして、コンピテンシートラップに陥って、目の前ではもうかるけど、中長期的に結局イ

ノベーションが枯渇してじり貧になるというようなのが現状なわけです。そして、多くの会社がそ

こから抜け切れていない。そこから抜け切れている会社というのは、結局一番何が重要かというと、

これはいろいろな考え方があるんですが、僕が一番重要だと思っている考え方を最後に申し上げた

いです。

　これです。「センスメーキング理論」という理論があります。これは何かというと、ミシガン大

学のカール・ワイクという大変有名な組織心理学者・経営学者が言って、多くの世界中の経営学者

が支持している考えで、僕は実は、今日本で一番重要な考えだと思っています。そして、実はこれ、

ハーバードビジネスレビューで先ほど申し上げたように連載しているんですが、一度半年くらい前

にこの理論を紹介したら、ものすごい反響がありました。

　これは、何かというと、こういう面白い逸話があるんですね。何十年か前ですけど、アルプス山

脈で、あるとき、ハンガリーの軍隊の偵察部隊が、雪の中で、アルプスで遭難しちゃったんです。

猛吹雪で。テントの中に入って凍えてて、みんな震えてて、あとは死ぬのを待つばかり。もう出ら

れないわけです。もうどうやって帰ったらいいか分からない、地図もない。テントの中であとは死

を待つばかりなわけですね。ただ、そのときに、たまたまなんですけど、１人の隊員がゴソゴソと

ポケットを探っていたら、地図が出てきた。「あ、アルプスの地図だ」と。その瞬間、隊長が「よし、

これでみんな帰れるかもしれない。帰ろう。勇気を持って下山しよう」と言って、その地図を片手

にテントを離れて下山します。そして地図は吹雪なので、ほとんど見えないんですけど、それを見

て、ちょっと頼りにしながら、風の動きとか雪の流れとか、山の傾斜とかを頼りにしながら、あっ

ちらこっちら、あっちに行って、こっちに行って、頑張って下りていって、最終的に下り切り、全

員が助かった。そして、「ああ、助かった」と思って、そのときに隊長が「ああ、助かった。お前

が持っていた地図を見せて」と言って、その地図を見たら、隊長が戦慄した。なぜかというと、そ

の地図はアルプスの地図じゃなくて、ピレネー山脈の地図だった。これ、実話です。こういう有名

な話があります。

　これは実は、センスメーキング理論です。なぜかというと、これからのビジネス、一番起こるこ

とというのは何かというと、学者っぽいことで言うと、不確実性が高まるわけです。これからの時

代は変化が非常に激しくて、グローバル化もそうだし、それから、人工知能みたいなものが出てき

て、フィンテックが出てきて。そして、ああいう大統領でアメリカで生まれて、世界中が混乱に陥っ

ているわけです。そしてこれから新しい技術がどんどん出てきて、おそらくわれわれの環境という

のは圧倒的に変化してくるわけです。人工知能により、われわれの仕事は半分なくなるという予測
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まで出てきているわけです。

　それだけ不確実性が高まってきたときに、一番意味がないものは何かというと、それは将来の正

確な分析と予測です。だって、将来は分からないわけですから、ものすごく不確実性が高いわけで

す。ものすごく不確実性が高いときに、将来のことをちゃんと分析して、市場分析とかして予測を

立てて、ゆっくりPDCA回しましょうとかやっていたら、まずそれは無理なわけです。正確な予

測ができないわけです。だって、環境の変化が激しいんだから。人工知能がわれわれにどうインパ

クトを与えるかなんて、世界中誰も分かっていないわけですよ。ものすごい不確実性が高いわけで

す。そんなときに正確な予測は意味がないし、そもそもそんなことをやっている間に環境が変わっ

ちゃうわけです。

　それに対して、センスメーキング理論の主張というのは、そういう極度に不確実性が高いこれか

らの世界で必要なのは、正確な予測、アキュレシーではなくて、納得性であると。Plausibility（プ

ロジビリティ）と英語で言います。つまり、本当に将来何が起こるかなんて正しい予測は誰もでき

ないんだけど、でもおれはきっと世の中はこうなってこうなると思うと。それに対して、おれは、

うちの会社はこうやって価値を出していくんだ、バリューを長い目で見て出していくんだと。だか

ら、面白いだろう、ワクワクするでしょう？　納得するでしょう？　だから、ついて行こうぜと言っ

て、納得性で人を巻き込んで、組織をドライブさせていくリーダーというのが、ものすごく重要な

んです。これからの時代に重要なのは、アキュレシーではなくてプロジビリティです。そして、多

くの人にビジョン、長期ビジョンを持って、主観的でもいいんですよ、「おれはこうなると思う」

と言って、それに共感する人を巻き込んで、そして巻き込むためには、自分がそれを魅力的に語る、

いわゆるストーリー性が必要なわけです。ストーリー性を持っていろいろな人たちを巻き込んで、

そして組織全体をドライブしていく。そうやって納得してもらうことを、センスメークといいます。

　さっきの雪山の例もそうなわけです。ものすごく不確実性が高いわけです。だけど、地図を見つ

けた。ポイントは、地図はどこの地図でもいいです。ピレネーの地図でよかった。だけど、ポイン

トは「地図があった。ああ、助かる」と、その瞬間、外に出ればおれたち、このままだったら死ぬ

しかないけど、外に出て１歩を踏み出したら、もしかしたら助かるかもしれないって隊長が全員を

センスメークさせたから、隊員が全員下りて、それで雪の動きとか山の傾斜をたどりながら、最後

下山できたんです。アキュレシーでこの地図はどうだこうだとか言っていたら、それで死んじゃう

んです、みんな。

　とはいえ、実は客観的に見ると、ピレネー山脈の地図を持ってアルプスの山を下りるなんていう

のは、客観的に見たらあり得ないじゃないですか。不可能なわけです。だけど、そうやってセンス

メークをすることで、実は人間というのは、周りの人を巻き込んで、一見不可能だと思えることを

やれる力があります。これはセンスメーキング理論で言われていることで、専門用語では、セルフ・

フルフィリングと言います。「自己成就」です。

　この自己成就というのは、人間の認知バイアスの一つとして、認知心理学でいろいろな研究がも

― 20 ―

04　講演１-入山氏.indd   2004　講演１-入山氏.indd   20 2017/11/29   9:15:082017/11/29   9:15:08



う行われて、具体的にいろいろなことが分かっています。人間というのはバイアスがあることで、

逆に一見実行不可能だということができてしまう。そうすることで、われわれは一見不可能だと思

うことを実現して、イノベーションを起こせるんです。

　一番分かりやすいのは、ソフトバンクの孫さんです。孫さんは、ものすごいストーリーテラーな

んです。で、ものすごい主観でものを語るわけです。だけど、主観でものを語っても、あれを見て

めちゃくちゃだと言う人もいるんだけど、でも、そのストーリーに共感する人がいるから、例えば、

アラブの富豪から10兆円引き出せるわけですね。10兆円引き出してファンドをつくれるわけです。

常識だけで考えていたら、あんなものは無理なわけですよ、普通。あれができるから、あのストー

リーテリング能力があって、ビジョンがあって、それができるから、ボーダフォンを買収したとき

も銀行から金を引き出して、ものすごい借金をしたけど、あの金を引き出せるわけですね。結果的

に成功するわけです。

　ですから、これからの不確実性が高い世界では、自分は正確なことは分からないんだから、「自

分はこう思うんだ」というビジョンを持って、ストーリーを語って共感する人を巻き込んでいくリー

ダーがものすごく重要。実はこれ、外資系とかでは常識なんですよ。昨日、ユニリーバの山﨑さん

としゃべってて、例えば、ユニリーバさんのビジョンというのは、健康と衛生なんですね。ユニリー

バのポール・ポールマンさんは、これからの世界、われわれは健康と衛生で社会に貢献していくん

だと言って、ひたすら社員にそのことばかり説くんです。それに共感した社員だけはユニリーバに

残るので、みんなポールマンについて行って、毎年十何%という営業利率を安定的に出しながら、

世界中で新しい商品をバンバンバンバン出しているわけですね。

　残念ながら、日本はまだこういう経営者は多くないです。でも成功している人は、みんなこうい

う人です。孫さんもそうだし、日本電産の永守さんもそうだし、柳井さんもそうだし。だから、特

に学生の皆さんとかは、ぜひこういうちゃんとビジョンを持ってストーリーを語れるリーダーがい

るか、そしてその人が言うことに共感できるかということをぜひ大事にしてほしいということにな

ります。

　というわけで、今日話した話、イノベーションというのは、経営学的には、まず「知の探索」だ

ということ。そして、そのためには人を動かし、失敗を促し、多様な人材を呼び込む。ただ、その

ために一番重要なことというのは、みんながビジョンをそろえて、そしてそのビジョンを語って人

を巻き込めるリーダー、あるいは皆さん自身がリーダーになって、そして組織をドライブして、一

見不可能だと思えることを可能にしていく。セルフ・フルフィリングを実現していく。そういう組

織や企業がこれから日本で重要になっていくのは間違いないですし、学生の皆さんに言うと、そう

いう会社に就職したほうがいいですよということになります。

　どうもご清聴ありがとうございました。
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○コーディネータ

　どうもありがとうございました。

　非常に刺激的なお話で、実は私、入山さんの話を聞くのは、これが初めてじゃないかなと思うん

ですけど、何回聞いても刺激的に感じるんですね。失敗してもいいんだ、失敗を促すと。「飛び出す」

「バラバラ」「異質な人間を取り込んで一つに」みたいな話は、ふだんの仕事をしていたら、大学だ

とこれは比較的やりやすい組織なんですけど、その大学ですら普段の業務とやらをやっていると、

そこに適応してしまって、その逆のことを強いられるというか、逆の方向に逆の方向に、毎日毎日、

毎日毎日、そっちの方向に促されるという現実があるわけです。だから、聞いた瞬間に、「ああ、やっ

ぱりそうだったな、やっぱりそうだったな」という形で刺激をいただけるかなと感じました。

　もう一つ、私もイノベーションを研究していて読み直したんですけど、探索というのは面白い言

葉で、目的を持ってはいけないんです。ある種の、「多分人事制度だからこういったところを調べ

ればいいんだ。じゃあそれを探索しに行こう」みたいな形で、目標を明確に、目的を定めて探索す

るというのは、実は典型的な探索ではなくて、その枠の外にヒントがあったりする。むしろ、好奇

心とか遊び心とか、意外なところというのは、実は自分がこうじゃないかなと思った枠の外にヒン

トがあったりするので、それぐらい視野を広げるというか、ワクワク感、ドキドキ感という話があ

りましたけど、そういったところにどんどん飛び込んでいくということが探索を逆に促すという話

がありました。補足させていただきます。
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２

セルフキャスティングは、
デザインのプラットフォーム

株式会社 ziba tokyo 代表取締役　平　田　智　彦

　入山先生のご講演とても刺激的なお話でした。先ほどお話のあったスティーブ・ジョブズが、ちょ

うどAppleを追い出されて、NeXTでワークステーションをつくっているころ、キヤノンがNeXT

のOEMをやっていいました。僕は83年にキヤノンに入社したので、本社の近くの下丸子のカラオ

ケ屋さんで、彼が熱唱する姿はキヤノンの伝説になっています。

　初めまして、ziba tokyoの平田です。zibaは、今説明がありましたように、オレゴン州のポート

ランドに本社を置くデザインファームで、ziba tokyoは御茶ノ水に所在します。zibaのメンバーは

約100人おります。デザイナーのほかにリサーチャー、プランナー、それからエンジニア、モデラ―、

営業開発など15カ国のメンバーで構成されていて、40のメジャーを持っています。心理学や文化人

類学の専門家が、デザイナーと一緒に協働しているデザインファームです。年齢やジェンダーには

やや隔たりがありますが、世界中のユーザーのプロファイリングを有している会社で、IDEOとよ

く比較される会社です。

　本日は僕の研究テーマである、セルフキャスティングについてお話をします。僕がデルピエロに

なったつもりでお話します。誰も認めてはくれませんが、なり切って、ジャーニーを楽しんでいき

ます。

　「こういうのを化けの楽しみというのかな、つまり、自分でありながら全く別の人間に化ける楽

しみ。役者になったつもりのような気分だな。人間はな、皆こうしたものがあるものなんだ」。こ

れは、池波正太郎の「鬼平犯科帳」の長谷川平蔵の言葉を抜粋したものです。化粧をはじめ、眼鏡、

服装、髪型、コスプレ、身だしなみからイメチェンや変身まで、自分の変化を楽しむ能力を本質的

に人は持っています。新しいサービスや商品によって、変化を楽しむ人の能力が起動されて、その

人のクリエーションが刺激されて、新たな物語が展開するというのが、セルフキャスティングとい

う概念です。さいとうたかをのマンガ「鬼平犯科帳」では、平蔵が月代（さかやき）や髭を伸ばし

て、風呂も入らずにぼろを着て、密偵となり、現場に潜伏する。そのときの気持ちの高揚を役者に

なったような気分だと奥さんに語っています。「人間はな、皆こうしたところがあるものなんだ」。

まさに、人間の本質とこれからのビジネスとを組み合わせるということが、僕のセルフキャスティ

ングの考え方です。

　次に、久保哲也さんのお言葉を抜粋します。「市場では、かつてなかった新しいものへと、人々
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の欲望をかき立てることでしか生き延びられない。新しいものは、しかし、より新しいものの出現

と共に朽ちる。飽きられてしまう。となると、永遠に滅びないものとしては、どうあがいても体験

できない自分の死と、もう一つ絶対に共有できない他人の体験しかなくなる」。この他人の体験、

これを自分の体験にどう置き換えていくかというところが、僕が今日お話しするお話です。

　セルフキャスティングのプロローグとして、一つのマンガを書いてきました。毎朝通勤時に、い

つもの車で日常的に交通渋滞をしている246をノロノロ運転している。ある車がバス専用レーンを

経由して、急に割り込んできました。間髪入れず、バーッとクラクションを鳴らすわけです。みん

な我慢して車列を守っているのにふざけるなと、罵倒する僕がいます。たかが渋滞のはずが、八つ

当たりも含めて暴君に成り下がっている。これに不測の交通渋滞などが加えられて、僕自身の気持

ちと行動が負の方向に向かい、危険度が倍増して、事故発生率は増していく。そして興奮したまま

会社に行って、会社の空気を暗く、重くしていく、まさに負のスパイラルを回していくわけです。

　ある時、僕は車を71年式のベローチェに替えました。この愛車に乗ることで、僕の日常が変わっ

ていきます。皆さんから何と言われようが、僕の言動や行動がイタリアの伊達男へセルフキャスティ

ングしたのです。そうなると、さっきみたいに車が割り込んできても、どうぞとウインクするかも

しれない。さらに、その車にアイサイトが付いていたら、ぶつからないような技術を搭載している

し、自分は優しくなっているし、究極のアクティブセーフティがここに実装されるわけです。それ

から、日常生活でも、デルピエロみたいに、女性の椅子を引いてあげたりとか、ドアを開けてあげ

たりとか、コートを掛けてあげたりするかもしれません。このように自分が変わってくると、周り

で起こってくる物語も変わってくると思います。

　この場合、ベローチェという商品に僕の願望を投入する余地、ホワイトスペースが存在していて、

セルフキャスティングが起動されました。その後、イタリアの伊達男になったつもりの僕は、新た

な人脈だとかいつもと違う服装、いつもと違うサービスを楽しむ可能性があったり、感性の幅が広

がってきたり、新しい経済効果を期待することもできるかもしれない。

　セルフキャスティングの概念は、自分のお気に入りのサービスや商品に起因して、自分のステー

トメントをつくることができる。それを利用したものが、zibaのメソッドです。2005年ぐらいに、

銀行の顧客体系を変えて、売上を２倍にして『Businessweek』誌のゴールドをもらったように、

アメリカのzibaはもうビジネスコンサルタントになっています。ziba tokyoは、2006年に創立され

ました。僕たちは、デザインを提供するのではなくて、インテグレートされたコンシューマーエク

スペリエンス、クライアントの顧客へ美しい体験を提供するというのがステータスです。

　これは、最近zibaが開発したHEINZのケチャップボトルです。これを使ったことある方はいらっ

しゃいますか。日本のケチャップのボトルとは全然違って、これは、すごく押し心地がいいんです。

ちょっと握ると、バスッとケチャップが飛び出す。でも、１カ月ぐらいは全く口のところが汚れな

い。この押す体験をすごく重視して、何度も何度も繰り返しプロトタイピングして熟成させたのが、

この商品です。
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　それから、近年レトロスタイルのプロダクトが、キッチン用品や家電製品に散見されます。僕た

ちはKitchenAidという会社のコーヒーメーカーが原型だと思っている。多くのアメリカの家庭で

は、1920年にデザインされたKitchenAid製のフードプロセッサーが、未だに健在でZIBAは、そ

のメタファーを新しいコーヒーメーカーに搭載してVIを展開しました。

　それから、これはコールマン社の火災報知器です。コールマン社はキャンプ用品を主につくって

いますが、新しい商材として火災報知器を発売しました。ZIBAは５種類の異なった形状の警報機

に、共通の記憶しやすいデザイン言語を施しマスによる最速のブランド認知を実行しました。その

結果、後発にもかかわらず発売後は、一気に40％のシェアをあげました。

　経験には提供する側も、それから提供される側にも自己を主人公にしたストーリーが存在します。

そのストーリーにリンクさせているのが、セルフキャスティングです。全ての製品とサービス、そ

れと人には必ずストーリーが介在している。入山先生のお話ともリンクしますが、ここでのストー

リーが面白いかどうかで認知されるか、それともその商品・サービスと顧客との新しい関係をつく

るかがキーになる。

　このストーリーには、三つのポイントがあります。一つはプロット、筋書きです。二つ目がシー

ン、場面です。三つ目がロール、役割です。これは使う人も、それからそれを販売する人、それか

らお店で提供する人、それぞれにロールがあるということです。この三つでストーリーは構成され、

セルフキャスティングは展開していくわけです。

　そして、セルフキャスティングでもう一つ重要な点は、起動するスイッチです。これを僕は「ホ

ワイトスペース」と呼んでいます。今から三つの事例をお見せしたいなと思います。

　一つ目は、UMPQUA Bankです。銀行の顧客体系を変えて、１年間で売上を２倍にしたという、

zibaの成功例の一つです。農業従事者をメインクライアントとして、オレゴンとワシントンに65行

ある銀行です。太った行員のおばちゃんが、長靴を履いたワーカースタイルの顧客とため口をきい

ているみたいな銀行で、窓越しに行き交う潜在顧客の方たちは、「自分には関係ないね」と思って

いる。頭取は、収益が上がらないためロゴでも変えようとオレゴニアン新聞にロゴ募集の記事を掲

載しました。ZIBAはその頭取と接触して、顧客体験を変える独自のデザイン戦略を提案しました。

　これが、出来上がったUMPQUA Bankの外観です。ここに新しいロゴマークがあります。地元

意識が非常に強い地域だったので、地元の象徴的な木をデザインしました。歩道側から見た、中の

様子がこれです。入口にはペットの水飲みが置いてあって、ペットと一緒にどうぞいらしてくださ

いと意思表示がしてある。中に入ると、既存の銀行のロビーとは全く異なる什器がならんでいる。

アメリカでも日本でも銀行で５分でも待たされるとイライラしてきますよね。でもここのインテリ

アに囲まれていると、イライラしないんです。オレゴンの美味しいコーヒも用意されていて、ここ

でもう思いっきりくつろいでくださいというような意思表示がしてあります。もしご用件があるな

らば、奥のカウンターで行員が対応させて頂きます。オレゴンにはブティックホテルという小さな

デザインホテルがたくさんあります。白黒の写真がいっぱい飾ってあったり、お気に入りのイーム
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ズの椅子がいっぱい置いてあったりします。顧客たちは、そのロビーやカフェでお茶を飲んだりす

るのが、日常の楽しみだったのです。その体験を銀行のインテリアデザインに搭載しました。

　銀行に入ってすぐ左側には、商品比較を行うためにネットサーフィンができる場所があります。

行員が自信を持って他社との違いを説明するから、無駄な値引きは必要なくなります。また週末に

は、音楽会、映画の鑑賞会、預金の相談会を催して、季節・イベントごとに行員自身が簡単にパネ

ル交換できるようなプロダクトもつくりました。

　もう一つ変えていかないといけないのは、ため口をきいている太った行員のおばちゃん達です。

zibaは、２週間のホテルでの研修プログラムをつくりました。研修が終了すると、おばちゃん達は

コンシェルジェになって帰ってきます。ただ、このコンシェルジェを１カ月でも放置しておくと、

太った行員のおばちゃんに逆戻りしてしまう。そうならないために、奥に隠したカウンターは、コ

ンシェルジェを思いっきり演じきれるような舞台装置にしてあります。アメリカの銀行のカウン

ターは、高さがあって、鉄格子が入っていることが、まだたくさんあると思います。しかし、オレ

ゴンは夜中に女性が１人で歩いていても安全な場所ですので、まるでホテルで仕事をしているよう

なカウンターに仕立て上げました。

　この舞台装置を使って思い切りコンシェルジェを演じることができる行員の人たちによって、長

靴を履いたお客さんの服装が変わってきます。そして、窓越しに通っていた潜在顧客の人たちが巻

き込まれる。その人たちが巻き込まれたときに正のスパイラルが回って、１年間で売上が本当に２

倍になった。そのため、65行全部やることになりました。

　ほとんど宣伝広告を出さずに、お客様自身がYouTubeだとかネットにこの内容を掲載してくれ

たので、数億円の広告宣伝費に匹敵しました。この事例でのホワイトスペースは、「演じ切れる舞

台装置」ということです。インテリアを変えることが目的ではなくて、太った行員のおばちゃんを

思い切り演じさせるような舞台装置をつくることで、ストーリーを展開させたという一つの成功例

です。

　二つ目は、決裁権者のセルフキャスティングです。ナイキジャパンの日本のスタジオが目黒にで

きたときに、そこのトップからスタジオに遊びにおいでと、お誘いを受けました。どうせなら、た

だ遊びに行くだけではなくて仕事につながるように、商品企画をお土産に持って行くことにしまし

た。僕は土曜日の３時間を使い、商品企画のためのシナリオスケッチを描きました。

　ここに就学前の子どもがいます。お父さんは大学のバスケットボール部でジョーダンモデルのバ

スケットシューズを履く体験をしました。お母さんは、中学生の頃からナイキブランドが気に入っ

ていて、ナイキのウェアやバックを所有しています。。この子どもがこれからどのようにナイキブ

ランドと関係性をつくって行くかが、ブランドと顧客の継続的な関係構築に繋がります。

　高齢化が進み、おじいちゃん、おばあちゃんは、確実に増えています。いわゆるシックスポケッ

トという状況です。さらに最近では、ひいおじいちゃん、おばあちゃんまで健在で、下手したらテ

ンポケットも十分あり得ます。１人の子どもに投資できるポケットが10個あるということです。こ
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の絵では、おじいちゃん、おばあちゃんはスマホで孫とSNSをやっている。他にも、遊んだり、

友情があったり、勉強したり、初恋もあるでしょう。近い将来、ナイキとつながって、アスリート

になりたいなと思うかもしれません。

　さて、これは何の商品企画かというと、ランドセルの商品提案です。これを見せた後、トップの

人が、「このナイキのランドセルだったら小指一本で持ち上がる軽さだね」と発言しました。それ

から、「革の素材ではなくて、シューズのメッシュの素材を使ったらどうか」という意見も飛び出

しました。「そのとおりですね、いいじゃないですか」と僕が言ったときには、もうこの商品企画は、

その決裁権者発のアイデアに移行しています。この場合、僕のような外部のデザイナーだけでは、

プロジェクトを立ち上げることができないのですけども、クライアントの決裁権者自身をクリエー

ターにセルフキャスティングすることにより、最良な設計者や営業マンを編成したチームを立ち上

げ、予算を組んでくれて、プロジェクトが回り出すわけです。

　僕はこのシナリオスケッチにランドセルのデザインを一切描きませんでした。その理由は２つ、

もし決裁権者がそのデザインが気に入らなかった場合はアウト。もう一つは、スピードのためです。

金曜日に出会い、月曜日にプレゼン。あと一週間あったら他社のベンチマークや売り上げ予測等が

商品企画には必須です。僕はその作業を省き、決裁権者がクリエーターになれるホワイトスペース

を工夫しました。でも心配は不要です。チーム編成後は専門家により、必須事項は僕が行うよりずっ

と高度に検討されます。ここでのホワイトスペースは、「自分ゴトになる共創道具」という仕掛け

です。

　最後は、ステークホルダーのセルフキャスティングです。今から登場人物が３人出てきます。そ

の３人に、同じベクトルを持ってもらうために共通言語をつくるというお話です。

　これは、「生命保険加入不可能を可能にするアクティベーション大作戦」という僕の経験です。

この資料は、みんなから意見を吸い上げて改良していくための資料です。うちの会社は12月決算な

ので、２カ月前から電話が毎日鳴りやまない。「決算などの備えは万全ですか」、「勇退後のご自身

と家族の生活は万全ですか」、「超過累進課税制度に対してアプローチはしていますか」、「社員の福

利厚生の備えは十分ですか」という電話が、１日に３回くらいは保険会社から来ます。保険会社は

金融商品を買わせたい。僕は、その中から２、３社を選ぶわけです。

　そうすると、美人の外交員がやって来て、ものすごくバラ色の話をしてくれます。財務、役員慰

労金、事業保障の話や、５年ぐらいで返戻率が一番高いものを示してくれます。ただ、保険に入る

には、健康診断の結果が必要です。健康診断の結果がよくないと保険には入れません。もしくは、

すごく高く値段がなってしまいます。そのため、先ほどのバラ色の話は、なくなってしまいます。

　これを可能にするために例えば、結果にコミットする○○ザップを２カ月間行う。○○ザップで

はないが、僕も２カ月で13キロやせたことがあって、13キロやせると、健康診断の数値は全部正常

値になる。こういうエクササイズを保険会社などが提供したらということが、この提案です。この

社長は、保険になんとか入れてハッピーで、さらに保険に入った後も運動を継続していくと、病院
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に行く必要がなくなり健康保険なんかも使わなくなる。そうすると、政府の財源も非常に喜ぶわけ

です。

　生命保険会社は、高い金融商品を買わせたい。エクササイズの会社は高額な会員を誘致したい。

保険会社は社長を高額な保険に入れて且つ、満了まで保険金は支払いたくないわけです。ですから、

常にお伺いを立てる。それは、新しい営業の機会でもあるわけです。エクササイズの会社は、高額

で継続する会員の増加を促したい。そのため、この社長が会員になれば、友人の社長を紹介しても

らえる機会が発生する。このスキームには、WIN-WINになる関係があり、この保険を入るための

２カ月間のパーソナルトレーニング費用は、保険会社とエクササイズ会社が払っても、後で十分回

収することが可能なのです。以上のようなスキームをわかりやすい図で示しました。ここでのホワ

イトスペースは、「横軸をつくるスケッチ」です。

　日本は、あれもこれも技術の足し算を重視して、市場に存在感をつくってきました。ただ、もは

や技術の足し算だけでは、市場の満足を得ることはできません。これからは、顧客と共創するストー

リーが重要な鍵となります。最先端の技術でも、ストーリーに必要がなければ、引き算が必要にな

る。その引き算こそが哲学であり、ストーリーを分かりやすく印象的にする。それを実践する有効

な展開が、セルフキャスティングです。非日常の主人公が新しいアイデアと出会うときに、イノベー

ションが始まります。この出会いという体験をつくってくれるデザインを、日々追求しているのが

ziba tokyoのやり方です。

○コーディネータ

　どうもありがとうございました。

　セルフキャスティングでは、自分を少し違う形で置き換える、あるいは場面を違う形で置き換え

ると、意外な結び付き、新結合、イノベーションが引き起こされるのかなと感じました。

　それから、ホワイトスペースというと、ビジネス上では、新しい市場とかまだ空白の市場で、ビ

ジネスチャンスがあるという言葉です。ただ、ziba tokyoの平田さんの言葉としては、もっと面白

いものと感じました。平田さんのお話には、いつも余白があり、完全に埋めない。完全に埋めてし

まうと、イエスかノーかという判断しかないわけですね。クライアント、パートナー、共同制作者

などに、「ここは、こうしたほうがいいんじゃないか」「ここって、もしかしてこういうこと？」と

いうような形で、必ず余地が残されている。それによって、「実は、そうだったんだよ」と言った

瞬間に、「ああ、それは素晴らしいね」と話が大きく進んだり、新しい結び付きが生まれたりする。

私も一緒に奈良の地域創生に行ったときに、町長さんや周りの人が巻き込まれていくという経験を

しました。

○平田氏

　さっき入山先生がおっしゃったように、知の探索には、人と人の結び付きがある。人と「もの」
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とか「こと」とか「サービス」が結び付いたときにも、イノベーションが起こるというのが、僕の

考え方です。

○コーディネータ

　やはり知と知の結び付きなので、アイデアとアイデアが結び付くということでは、IoTのように、

ものと結び付くことで、人の中で新しい知、知の結び付きが生まれるということですね。そのあた

りも含めて、パネルでかなり議論していきたいと思います。ありがとうございました。
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３

大学の技術の研究開発と事業化

早稲田大学理工学術院 教授　岩　﨑　清　隆

　私は機械工学科に入り、漠然と宇宙に関わることをやりたい、ボーイングの会社に勤めたいと思っ

て航空部に入りました。そして、大学３年になる際に研究室を決めることになり、航空宇宙の研究

室などを見ていたときに、医療をやっている研究室が一つだけありました。その研究室を見ると、

知の探索と同時に、知と知のコネクション、つまり知の新結合としてのイノベーションを感じまし

た。そこで、まだまだ人生長いので違うことをやってみようという気持ちで、医療の研究を始めま

した。その後、博士論文をまとめた後に、本日お話する事業化につながっている研究をアメリカの

学会で発表したときに、ハーバードの先生に「うちに来ないか」と言われて、ハーバードメディカ

ルスクールに行くことになりました。そのときは、ずっとアメリカで働こうと思っていたのですが、

早稲田大学が東京女子医大の横に先端生命医科学センターをつくるので帰って来いと、指導教授に

言われまして、今はそこで研究を展開しています。

　ここが、その東京女子医大と早稲田大学が一つの建物に入っている先端生命医科学センター

（TWIns）です。ご存じのとおり、早稲田大学には医学部がないのですが、ここには全国から臨床

の先生が来て一緒に仕事をしています。

　人に使う医療機器、医薬品、再生医療製品も、人に使う前に必ず品質と安全性、有効性を調べな

いといけない。一般的には、人での評価がブラックボックスであると予見性が低くなり、時間とお

金がとてもかかります。だから、企業は、そのような開発をためらうわけです。特に、医療機器の

場合には、機器の性能が非常に重要視されると同時に、患者さんの状態、医師の使い方が影響しま

す。そのため、人に代わるような試験、in vitro試験が重要になります。人での試験、in vivo試験

に代わるような試験法をつくると、患者さんへの安全性、有効性について高い予見性を持つことが

できる。そのために機械工学も使いながら、生体のモデル化とシミュレーション方法の開発を行っ

ています。

　たとえば、光造型機、３次元プリンタなどを使って、患者さんの左心室と同一形状のものをつく

ります。これをモデル上で試行錯誤しながら、いろんなデザインを試して、最適化する。このよう

な方法で、17例の患者さんに、新しい治療を行っています。

　また、補助人工心臓を使うことによって、１カ月生きていられない患者さんが退院して、社会復

帰して仕事をして、結婚する方もいらっしゃいます。心臓で血液が送れないので、心臓の先端に管
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を挿して血液を抜いて、血管のところに縫い付けます。心臓の中に挿すときに、少し課題が起きる

と、それを改良する。このような、患者さんでの評価は治験といいます。ただその際には、いろい

ろ安全性などのデータを全て残します。ものすごくお金や時間がかかります。たとえば、６例やっ

たら、多分、２年、３年で５億円ぐらいかかる。なので、患者さんにより早く、よりいいものを届

けるために、人に代わる試験法をつくっています。この新しい方法論で医療機器の開発を進めてい

ます。

　これは、年間30万例日本でも使われている、冠動脈が詰まったときに広げるステントというもの

です。ただ、このステントが体の中で折れることが分かって、なぜ折れるのかを調べて、より改良

に早くつなげようという方法論をつくる。今までは、体の中をなかなかモデル化できない。そうす

ると、人で多くの試験をやらなくてはいけないので、不確実性も高いし、コストも時間も当然かか

る。それをより人に近いモデルをつくって充足させることで、より多角的に、しかも短い時間で治

験により評価することができる。

　医療機器の開発には、基礎研究があって、プロトタイプデザインがあって、動物による前臨床試

験で評価する。次に、人で評価して、厚労省などで承認されて、多くの人に使われるわけです。こ

の承認・評価プロセスを加速化してほしいと誰しもが言いますが、必ずリスクがあるので、販売さ

れ始めてから問題が顕在化することがあります。そのため、このプロセスでいかに評価するのかと

いうときに、患者さんで評価するということと同時に、人に代わるような評価がものすごく大事に

なります。そして、開発費を低減・適正にしつつ迅速・安全に行うという、相反することをいかに

前に進めるかという方法論について、その科学的根拠や社会的合理性を得ることが非常に重要にな

ります。

　それでは、今、どんなことを目指しているかというと、世界に先駆けて日本で新医療機器の迅速

承認環境の整備に貢献するということです。新しい技術を患者さんに早く届けるための方法論をつ

くるフレームワークが非常に重要なのです。そのために、世界の見本となる拠点形成をして、チー

ムで審査をしたり、臨床評価したり、ナショナルセンターで評価指標をつくったり、動物実験を行

う。このように、ある意味で緩いつながり、オープンイノベーションで新しい産業をつくっていこ

うとしています。そういう意味では、個々の基礎研究だけでは、社会実装にまでなかなかいきませ

ん。どんな分野でも当てはまりますが、医療を新しい先進的な医薬品、医療機器、再生医療製品等

を世の中に出していくためには、評価・予測・意思決定が大事になります。

　また、ベネフィット・リスクだけでなく、ベネフィット・コストもあります。最近、薬価が一気

に下がったオプティーボは１年間で１人に3,500万円かかりますが、実は２割しか患者さんに効か

ないことが明確になってきました。そのときに、どのように新しい技術や社会を適合させていくの

かという、今までに学問体系がないところを創造しようとしています。

　今日のお話しをする前に、私が学生のころどんなことをやっていたのかという写真を用意しまし

た。心臓の入口、出口には、必ず一方向にしか血液が流れないように弁があります。心臓がドキド
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キするとか、脈がドキドキするのも、弁が詰まっている音です。人工心臓に使うものをつくって、

実際にヤギなどの動物で寿命がどのくらいもつのか、体の外で寿命試験というのをやって、よりい

いものをつくろうとしていました。

　体というのは結構精密にできていて、防衛反応との戦いです。例えば、傷ができると血は止まり

ますが、それはウイルスを体から出すための一つの反応です。医療機器も防衛反応との戦いです。

そのときに、何かいいものが違う形でできないかなと思い、今日のお話のメインとなる脱細胞化技

術の研究を行いました。動物組織をそのまま使うと、拒絶反応が強い。その最大の原因は、組織の

中にスイカの種みたいにある細胞です。この細胞があると拒絶反応が起こるので、それを取り除こ

うとします。しかし、このスイカの種は表面だけ取り除けても、中までは取り除けません。そのと

きに、細胞は壊さずに中まで取り除く技術をつくろうと思いました。

　その当時、世界的には、0.5ミリくらいの薄い膜では、薬剤で取り除けると分かっていました。

今では、ブタとかウシの組織を使ったシートが売られていまして、欠損したところを補うことがで

きます。ただ、厚いものは、なかなかできない。薬剤で奥まで染み渡らせようとすると、表層がど

んどん壊れていってしまう。そうすると、体で異物認識反応が起きて、結局除去されてしまう。そ

のため、それを克服できるような方法論をつくろうとしていました。

　特に、心臓では左心室の出口の弁というのは、とても圧力が高いので、よく壊れてしまいます。

今でも１年間に、日本でも１万5,000件ぐらいは手術があります。日本では、現在の選択肢は、機

械弁か生体弁です。ただ、生体弁は常に血液が固まらないように薬を一生飲み続けなければいけな

い。最近は平均寿命が延びているので、機械弁を選択される方もいます。この場合には、大体15年

ぐらいで再手術により交換しなければいけない。その代わり、薬を一定期間飲むだけで血が固まら

なくて済む。ただ、女性が出産する場合には、生体弁を選択せざるを得ない。

　電子レンジは、マイクロ波でお弁当を温めることができます。あれは、水分子H2Oが１秒に24

億5,000回振動する際の摩擦で温めている。私は、この振動のエネルギーを組織の厚いところまで

届かせるために使えないかなと思いました。また、人の体では、ずっと拍動流が流れています。心

臓が自律的に動いて、血液を全身に運んで、栄養を運んで、老廃物を除去している。これら二つを

組み合わせて装置をつくって、厚い組織でやってみようと思いました。

　まずはブタで試してみました。そうすると、体には自己修復能力があるので、自分の細胞が入っ

てきます。言ってみれば、きれいな空き家にするということです。ぼろぼろの家だったら誰も入っ

て来ないですが、きれいな家だとちゃんと入ってきます。しかも、血液に触れる血管は、表面が血

管内皮細胞という石のような、つぶ状の細胞が入って来る。特異的な細胞が体の中で再構築される

ことが分かりました。

　これを2007年のビジネスコンテストで発表しました。ウシとかブタであれば食用に飼育されてい

るので、安定供給することができます。また、動物由来のものでも、自分の細胞が入れば最終的に

一体化して、自分のものになる。まだ検証はできていませんが、最終的には成長が期待できるかも
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しれない。ビジネスコンテストでは、事業展開と市場規模まで説明して、心臓弁でやろうと考えて

いました。

　そして、世界的に人工弁を作っているエドワーズライフサイエンスという会社に呼ばれて、話し

をしました。そのとき彼らは、胸を開けずに足からカテーテルを運んで、血管の中で金属フレーム

を広げて置くことができる弁を作ろうとしていました。胸を開けずにできるので、手術で耐えられ

ない高齢者でも、これで治療することができる。しかし、これにはお金がとてもかかる。実は、彼

ら自身がつくっているわけではなくて、ベンチャーから買ってくる。ただ、結局この話は止まって

しまいました。そのときに、厚い組織で困っているところはどこだろうと考えて始めた部位が、本

日のお話のメインとなる膝の前十字靱帯でした。

　スポーツ中に、膝にある十字靱帯が切れてしまう。１年間に、日本で３万件、アメリカで30万件

ぐらいある。実は、男性より女性のほうが多いと言われています。実際にソチ五輪では、113人中

３人が大会前に損傷してしまった。健康寿命も延びてきて、スポーツをする人は先進国で増えてき

ています。今、年間の増加率は4.5％ぐらいになってきていて、ニーズがある。

　現状、日本ではすべて自分のももの裏から取ってくるという治療を行っている。これに対して、

効果的な医療機器がありません。合成繊維で作られているものが売っていますが、５年で50％切れ

るということと、摩耗粉で炎症が起こるというので、なかなかいいものではない。

　自分のものを使うと当然痛みがあるし、運動制限があります。違う場所から取ってきますので、

手術のたびにどんどんなくなってしまいます。治療も対処療法的にならざるを得ないし、腱を取る

手術時間も当然かかる。そこで、ウシの組織から細胞を取り除いて使えないかという研究を始めま

した。

　今度はより自動化して、マイクロ波という発信器自体を回すようにして細胞を取ります。世の中

では、薄い組織は既に動物由来組織のものが使われていたので、どのくらいDNAを取り除いたら

いいかというのは分かっていました。ただ、2008年くらいにこの研究を行っているときに、滅菌が

課題となりました。動物由来のものでも、機械でも、滅菌しないと人に使えません。生ものを滅菌

するというのはとても難しい。マグロを永久においしいまま保存できるのかということと同じです。

　アフリカの砂漠地帯は乾燥していますが、完全に水分がなくなっても、３年間くらいたった後に

水に戻すと生き返るネムリユスリカという幼虫がいます。これを調べると、その幼虫に特殊な糖が

いっぱい含まれていてということが分かりました。これは、細胞を保存するために使うことができ、

実際に使われ始めていました。組織が生き返るということは、構造体、生命体として、全てが有機

的につながっていますので、構造も保持できるのではないかと思いました。研究を進めていくと、

保存ができるということが分かって、ついに日本でも特許をとりました。普通の組織を乾燥させて、

滅菌する。手術室ではそのままで、水に戻すと元に戻る。こういう滅菌の技術をつくり、人で試験

をしてみようとなりました。

　膝の靱帯という組織で機能するのかを評価する際に、小動物で実験を始めました。ただ、小動物
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の靭帯はとても小さくて１㎜くらいです。それを膝に入れて、アキレス腱との対照群にして、１年

間観察しました。体の中で再構築されるので、ある経時的に経過を見ていかなければいけない。普

通の異物だと完全に溶かされてしまってなくなってしまうのですが、１年間経過してもちゃんと残

るということが分かりました。

　自分のものでも、実は違う場所に入れると、一回なくなってしまいます。違う場所に入れると、

マクロファージという、なくしてしまう細胞がやって来る。これが１年間、52週までいくと、ほぼ

自分のアキレス腱と同じように細胞が入ってくる。これを横軸に週、縦軸に単位平方メートルあた

りに細胞数がどのくらい入っていたか定量的に調べました。青はラット自家腱で、赤は私たちがつ

くった脱細胞化腱です。もちろん、初めはありませんが、16週ぐらいでプラトーになってくる。こ

の水色は、ラット自身の膝の前十字靱帯にある細胞層ですが、そこに漸近する。まさに、アブノー

マルなことが起きずに、もともとの組織になっていくことが、この実験から分かりました。

　実験は次の段階に進み、ヒツジで実験することになりました。当時文科省で、STARTプロジェ

クト、大学発新産業創出プログラムで、事業プロモーターとして瀧口さんにご支援いただいて、こ

の大学での技術のPOC（Proof of Concept）をより大きい動物で取ろうと決まりました。

　大きな動物だと、長いものがたくさん取ることができます。また、かなり強靱なものが、クオリ

ティをコントロールされたものを取ることができる。これを人と同じような手術をして、ヒツジた

ちに入れている。ウシのものをヒツジに入れていますが、きれいにくっついているというのが分か

ると思います。これを見ると、やっぱりウシのものですが、もともと細胞がないので、ヒツジ自身

の細胞が入ってきています。そして、血管が体の中で再構築されている。血管があれば、栄養が行

きますので、完全にくっついているということです。

　人では自分の腱を使うように、ヒツジでも一番強いアキレス腱をとってきて比較を行いました。

もともと細胞はありませんが、３カ月でヒツジの膝前十字靱帯と同じぐらいの細胞になります。ア

キレス腱はどうかというと、黒い細胞が多くなります。自分の細胞が一回死ぬので、炎症が起こっ

て増える。したがって、炎症を起こさずに、より早くもともとの自分の組織にある細胞数に近づく

ということが分かりきました。そして実際に引っ張ってみると、どのくらいの力で切れるか破断荷

重はヒツジのアキレス腱と変わりませんでした。これを７検体行っているので、かなり良いデータ

であると思います。

　これを患者さんに届けて、世界を変えるために、11月29日「いい肉の日」に、会社をつくりまし

た。コアティシュバイオエンジニアリングと名付けて、ラボを借り始めたところです。

　また、新しい医療機器や、再生医療製品を世の中に出すためには、ガイドラインが必要です。私

も委員になっていますが、今年の３月にガイドラインができます。こうやって、新しい技術を世の

中に出すための環境整備をしています。

　膝の前十字靱帯が切れると、今度は軟骨がすり減ってきます。軟骨がすり減ってくると、半月板

が損傷したりします。そうすると、再生医療が行うことができない。もう全て人工膝関節という感
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じになってしまい、行動が制限されていく。今は自分のものを使った限定的な治療しかできないの

に対して、新しい医療機器ができると、より活動性が高くなるので、これまでにないことができる

かもしれません。この技術は、スポーツ領域のみならず、慢性疾患領域に使えると思います。こう

いう細胞と組み合わせると、将来的には臓器治療にも適用できるかもしれない。

　最後に、2019年にはラグビーワールドカップ、2020年にはオリンピック、パラリンピックが日本

で行われます。そこに合わせて、早稲田大学発の技術を出していきたいなと思っています。本日は、

どうもありがとうございました。

○コーディネータ

　岩﨑先生、どうもありがとうございました。

　心臓の話から始まり、アスリートの話へ、そして、いつの間にか現実世界を変えるという壮大な

お話を聞かせて頂きました。このような技術がビジネスになり、イノベーションにつながっている

という点に大変驚きました。

　今お話いただいた岩﨑先生の事業化プロセスについては、この後、ウエルインベストメント社長

の瀧口さんからお話いただきます。どのような経緯でビジネス化したのかというお話から、最後の

パネルディスカッションに展開していきます。

　岩﨑先生のご講演に対して、拍手でお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。
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パネル問題提起

大学の研究成果の事業化
―キャピタリストの視点から―

ウエルインベストメント株式会社 代表取締役社長　瀧　口　　　匡

　こんにちは。瀧口でございます。

　実は、今日、ほぼ同じお話を午前中、文科省JSTでしてきました。実は今、大学の技術をどう事

業化していくのかということが、安倍首相の第３の、一番最後の成長戦略の一つとしてなっており

ます。その一つの流れとして、大学の技術をどのように事業化していくのかということ、これを私

はキャピタリストという立場でございますので、この視点から少しひもといて、今日のパネルの問

題提起としていきたいなと思います。

　最初にちょっと自己紹介を申し上げます。実は、ウエルインベストメントというのは、早稲田大

学アントレプレヌールリサーチユニットというビジネススクールの教員の方々がつくった研究会、

これがもともとの発祥になっております。発祥のメンバーはそこに、設立のメンバーはそこに写真

が出ておりますけれども、松田修一先生や大江先生、もうご退官されておりますけれども柳先生、

それから東出先生。まだビジネススクールで教えていらっしゃいますけれども。あと、ウォートン・

スクールとかコロンビア大学と共同で、アドバイスをいただきながらつくったのがもともとの研究

会でございます。

　できたのは1993年でございまして、93年というと、多分、失礼ながら、私ならびにご年配の方々

はよくご存じだと思いますが、日本がバブルが崩壊して、非常に苦しい90年、91年、92年、このと

きに、なんとか日本の経済、元気出そうよとつくったのが、このアントレプレヌール研究会です。

そして、このメンバーがちょっと色気を出して投資もしようとつくったのが、実は、ウエルインベ

ストメントでございます。ですから、研究会のメンバーがほぼ重なってウエルインベストメントを

経営しております。

　われわれのポジションはどんなポジションかと申し上げますと、これ、ちょっとお分かりになり

ますかね。縦線が技術力が高い、イノベーションが高い、低い、横が企業の成長ステージなんです

けれども。日本のベンチャーキャピタルというのは、ミドルステージといいますか、技術とかあま

り関係なく、網羅的に投資するというのが特徴でございます。しかし、われわれのような技術に特

化したようなベンチャーキャピタルというのは、実はもうビーカーを振っているような段階から、

それから会社ができたばかりの段階、ここに投資をするというベンチャーキャピタルです。ですか

ら、われわれに非常に求められているのは、いかに技術を市場の目線からどう評価するかという力
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です。技術的に、例えば、論文の評価として高いという目線ではなく、あくまでもビジネスとして

の評価がどう高いかという目線で技術を見るという職業でございまして、日本では数少ないベン

チャーキャピタルの一つになっております。

　これが現在日本で行われているベンチャー支援の施策です。一つ国内のベンチャー支援策の特徴

を申し上げますと、実は国の支援が厚い。ところが、米国のシリコンバレーに行くと、全くありま

せん。実は、アメリカのベンチャーキャピタルの市場というのは、ほぼ100％民間です。ところが、

日本はその代わりに国が非常に支援すると。ですから、これは利用しない手はなくて、日本の多く

のベンチャーキャピタルの人たちは、比較的これを活用しながら育てていくんですけれども、岩﨑

先生の事業には、文科省から大体年間3,000万ぐらいの事業化の予算が付いいます。ですから、実

はもっとお金を使ってやらせていただいているということでございます。

　今日の本題のほうに少し入らせていただきます。2010年ぐらいからいろんなところで申し上げて

いるのですが、多くのイノベーション、新しいものをつくろうとする動きは、単なる商品や、サー

ビスのイノベーションであるケースが非常に多いです。新製品であるようなレベルです。しかし、

われわれが大学に求めているレベルはそれとは違います。やはり、ビジネスで産業界とか、例えば、

社会様式、要するに人間の生き方そのものが変革されるようなイノベーションをどうやってわれわ

れは見つけ出して投資をしていくかというところが、われわれのポイントであり、大学が求められ

ているのはそこのポイントです。例えば、面白い商品ができたよというのも悪くはないのですが、

先ほどの心臓弁のように、われわれ人間の生き方そのものを変えてしまうようなものが大学には求

められているということです。

　それから、もう１点求められていることは何かというと、グローバル、今日の命題でもございま

すけれども、これは1994年のインターナショナル・ビジネススタディだったと思いますけれども、

出ている、実はインターナショナルなグローバルベンチャーを区分した、一つの理論なんですけれ

ども。結局、日本でつくったものであっても、例えば、世界のどこでも使われるような、例えば、

アメリカでも使われる、アメリカではアメリカの現地で人を雇用していく、こういう大きな変革が

あるようなベンチャーを「グローバルベンチャー」と定義するんですけれども、このグローバルベ

ンチャーのこのところを大学には求められているということでございます。

　これから本題に入っていきます。

　これは2007年、今日、岩﨑先生の資料を見て懐かしいなと思ったんですが、今年で、実は早稲田

大学ビジネスプランコンテストは20周年なんですね。もう20年もやっています。20年。これは10回

大会のときの、岩﨑先生と私。私は審査委員長をやっているんですけども、２人ともちょっと太っ

ていますよね。だいぶこの後、２人ともダイエットをしてやせたんですが。このときが実はスター

トなんですね。

　このときに、先生の技術のフォーカスは心臓弁だったんです。約９年前です。しかし、このスター

トプロジェクトは、国の予算を使いながら開発をかけていく途中において、心臓の弁から前縦靱帯
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へと、実用化という面で、その軸が変わっています。

　今日、午前中、文科省で、実はこれがデザインだと申し上げています。デザイン、実用化におけ

るこの研究の軸をどこにデザインしていくかということが非常に重要であると、今朝申し上げてき

ました。しかし、なかなかこの決断はできません。多分、後ほど岩﨑先生からお話があると思いま

すが、情報を結合させるという判断のあたりについて、今日のパネルでは深く掘っていければと思

います。そして、なぜこのデザインができたかというあたりを少し掘っていただけたらいいかなと

思っております。

　それから、もう１点。これは少し教育の視点でございます。なぜ岩﨑先生がこのデザインができ

たのかというご質問をある委員から受けたんですが、そのときに私が申し上げたのは、（岩﨑先生は）

技術だけの教育ではなくて、ビジネススクールで学んでいらっしゃるんですね。これは、非常に重

要な論点だと思います。技術だけではなく、会計を学ばれるなど、知識をしっかり持っていらっしゃ

る。これも多分、知識の探索なのではないでしょうか。（岩﨑先生は）非常に異質なものを学んで

いらっしゃる。このあたりのところが、少し掘っていく今日のパネルの中心かと思います。

　ちょっと私なりにそのあたりを少し整理してみました。論点は三つでございます。

　まず、グローバル市場で活用される技術を生かす研究の視点というのは、どういう視点を持って

いないといけないのか。そして、グローバルビジネスをデザインする、発想させる教育の視点とは

何だろうというところです。あと最後に、グローバルビジネスをマネジメントする人材。マネジメ

ントするほうの視点。このあたりの三つの論点あたりから掘り下げていくと、今日のパネルの終着

点、一定の結論までいくのではないかなと思います。

　どうもありがとうございました。
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パネル・ディスカッション

モデレータ　　早稲田大学商学学術院 教授 井　上　達　彦

パネリスト　　早稲田大学商学学術院 准教授 入　山　章　栄

　　　　　　　株式会社 ziba tokyo 代表取締役 平　田　智　彦

　　　　　　　早稲田大学理工学術院 教授 岩　﨑　清　隆

　　　　　　　ウエルインベストメント株式会社 代表取締役社長 瀧　口　　　匡

　本題に入る前に、せっかく質問いただいたものを適宜は挟みながらやっていきたいと思います。

いただいた質問の中でも「あっ」と思ったのが、失敗ですね。おそらくパネリストの皆さん全員に

関わるものだと思いますが、「よい失敗・悪い失敗っていうのはあるのではないか」とか「失敗す

ればいいというものではないだろう」と。「失敗したときにどうやって学んでいけばいいんだ」と

いうようなご質問がありました。

　パネリストの皆様はおそらく色々な経験をされていると思いますので、まずは、「こういう失敗

はよくなかった」、「こういう失敗はよかった」などといったキーワードを簡単に書いていただいて、

説明し切れないところをマイクで説明いただきたいと思います。

　では、「よい失敗・悪い失敗」あるいは「いい失敗の極意」とか「失敗から学ぶ方法」をキーワー

ドでお願いします。

　では、順番にいきましょう。まず、平田さん、ご説明ください。

　平田　さっきも述べたのですが、どうもやりやすいように足し算ばっかりしちゃうことで失敗し

てしまうのかなと。引き算ってすごい大切で、さっきも言いましたように、哲学が必要なのかなと

思うんですね。そこは考えることを非常に多くあるんじゃないかなと思いまして、書きました。

　井上　ありがとうございます。それは、ミニマムというか、どうしても足して足してというのは

よくない。

　平田　そうです。分かりやすいですよね。引き算でちゃんと固めたほうが。さっきのストーリー

も、必要のないものも盛り込んじゃうと、よく分からないような形になってしまいますから。

　井上　ありがとうございます。本当に大事なものは何かということを考える必要があるというこ

とですね。私も新年に最初に読んだのが、『エッセンシャル思考』です。大事なものだけといって、

普段の生活を引くというか。そうしたら何も大切なことやってなかったなっていうことに気付いて

しまったりするのですが。

　では、次は入山さんを最後にするとして、岩﨑さん、瀧口さんという順でお話を伺いたいと思い

ます。

　岩﨑　私は、研究をよくしてるので、考えて失敗すると、結局、失敗している人は成功に一番近
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いわけですね、考えてやれば。なぜだったのかを考えて、次の行動に移せるので、やはり「よい失

敗」というのは、よく考えている人。あと、付け足しで言うと、「早くやる」ということですね。

グレーもほっとくと黒になってしまうので、グレーのうちに一気に走って、走りながら考えてやる

ということが大事だと思います。考えすぎて、石橋を叩いて壊しても全然駄目なので、「考えて、

走りながらやる」ということが最も大事なんじゃないかなと思います。私も、今でも失敗すること

はいっぱいありますし、そう思います。

　井上　なるほど。「いっぱいありますし」と言われると、ちょっと聞きたくなりますよね。ちな

みに、今回の御講演で紹介された事業は、すごく成功ストーリーできれいに流れていたものなので

すが、何か大きな失敗などはあったのでしょうか。

　岩﨑　実はこの事業も１個、大失敗してるんですね。ある動物に入れる段階で、全部処理はして

いるのですが、最後にある医療現場が抗生物質を使って処理をして実験をしていたんですね。もの

の見事にうまくいきませんでした。でも、実は結果を求められる世界でもあるので、かなりの頭数

のヒツジで実験した後に、結果をみたら分かったというわけです。それでどうしようかと思って、

自分でやってきたことを全て分析して、これが原因ではないかという点を明らかにしてやり直した

らうまくいったということです。やはり失敗を乗り越えるためには、事前に十分に考えておく必要

があると思います。結局、原因が分からないと前に進めませんから。

　井上　ありがとうございます。最初のコメント、「たくさんやりながら考える」とかいうのは、

そのような経験に裏付けられたものなんですね。では、瀧口さんはいかがですか。

　瀧口　このお答えした「良い・悪い」の前段階として、ベンチャーキャピタルの世界でよく言わ

れる「早く失敗しましょう」,「fail fast」という言葉があります。これはシリコンバレーでは、も

うバイブルのように言われる言葉です。ですから、まずは早く失敗することが大事です。

　実はわれわれのファンドのマネージャーにも、できれば失敗を経験している人を採用したいと考

えています。今アナリストとして採用している人は、大倒産したベンチャーの経営企画室で働いて

おりました。会社を閉めることをやっているんですね。この経験はものすごいことです。僕らの世

界はこのような失敗の経験を非常に大事にします。

　ただそのときに重要なことは、リカバーできないと次にチャレンジができないので、あくまでも

リカバーできる体制の中でのフェイルファストだということです。このような意味で「良い・悪い」

と書かせていただいたということでございます。

　井上　なるほど。ということは、失敗する前にリカバーというのを意識するデザインというのが

必要ということなんでしょうか。

　瀧口　はい、当然必要ですね。例えば、当然アメリカで起業する場合と、日本で起業する場合と

では、全くこのリカバーの仕方が違います。そのため、それぞれの国のルールにのっとって起業の

仕方をデザインします。これはもう非常に重要なことです。

　具体的に言えば日本だと、銀行からお金を借りないということです。アメリカだと、お金を借り
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られませんから。日本だと、お金を借りてしまうと保証ということになります。ですから、最初立

ち上げるときには、親子間でお金を借りた方が良いと思います。最初から銀行に行って借りるとい

うことはて絶対にさせません。それは、リカバーができるということですから。

　井上　なるほど。ありがとうございます。よくベンチャーなんかでも、友人と、無二の友人と一

緒にやって。それは本当にいいことなのか。信頼がおける一方で、でも、もし万が一のことがあっ

たら、その友情関係にヒビが入る。これ、リカバーしにくいものでもありますよね。

　さて、それでは、いよいよ入山さんのほうから、どういうふうにお答えになるのか。

　入山　はい。実は、お三方がおっしゃったこと、どれもすごく共感しました。少しだけ、学者な

りにコメントを挟みたいと思います。

　平田さんがおっしゃっていた引き算は、僕もとても重要だと思っています。やっぱり人間は足し

ちゃうんですよ。人間は脳みそに限界があるんで、足せば足すほどできなくなっちゃうんですよ。

だから、最近若い人はご存知かもしれませんけど、「アンラーニング」という言葉があって、Learn

＝学習をする前は、実はUnlearnをしないといけないわけですね。本当に自分が大事じゃないもの

はまず捨てて、そこから取り込むというプロセスは、実は禅の考え方にも繋がります。今、禅って

すごくはやっているじゃないですか。たしか「ブルータス」か何かが今回禅の特集をしてますけど、

西海岸に行くと、実は禅がすごいはやっているんですよ。スティーブ・ジョブズも禅好きでしょ？

　禅は、引き算の発想なんですよね。だから、やっぱりそうやって引き算をするって、ものすごく

重要だと個人的にも思いました。

　僕が書いた「失敗を認めること」というのは、実は岩﨑さんのお話とすごく近いんですけど、先

ほど私が講演で申し上げた「知の探索」というのも、実は「成功・失敗」とすごく関係があります。

人間には、認知に限界があります。認知に限界があって、われわれは意外と世界を知ってると思っ

ているけど、われわれが知ってる世界はすごい狭いわけです。じゃあ学習をするとは何かと言と、

結局、われわれが認知的に狭い世界をいかに広げていけるかということなんですよね。そうなると、

つまり、知の探索ですよね。

　ところが、人間というのは、失敗をすると、「あ、自分が今見ていた世界はきっと狭かったな」

と思うわけです。外の世界に自分の本当に知りたい正しい答えがあるんじゃないかと考えるので、

学習を続ける傾向があるんですね。だけど、成功しちゃうと、特に若いうちに成功するのが危険な

のですけど、自分の世界は正しいと思いこんじゃうんですよ。そうすると、実はその知の探索活動

を止めちゃうんですね。

　実際に、『Academy of Management Journal』という経営学のトップジャーナルの中でも、最近、

ロケットの打ち上げのデータを使った研究で、やっぱり成功経験と失敗経験で、ロケットって実は、

打ち上げするのを失敗するんですよ。１割ぐらい失敗するんですね。どのぐらい成功したロケット

の会社が、その後より成功するか、失敗するかとやると、やっぱり失敗を初めのうちにした会社の

ほうが、後に実はうまく飛ばせる成功率が上がるんです。若いうちに学んだほうがいいということ
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です。まさに若いうちにいっぱい失敗したほうがいいということになるわけですね。

　ただそのときに、まさに岩﨑先生がおっしゃったように、考えて失敗するということが重要です。

日本でありがちなのが、失敗を本当はしてるんだけど、「いや失敗してないよ」という。「今回は何

かちょっと」と、何か結構玉虫色の言い方をするわけですよ。「まあまあだったな」みたいな。だ

けど、それ、失敗でしょという。

　これ、すごい重要なポイントで、つまり、失敗って何のためにやるかっていうと、これもまさに

岩﨑さんがおっしゃったポイントなんですけど、次の学習のためにやるんですね。次の学習のため

に重要なわけ。失敗しても、学べるんですよ。だけど、失敗を失敗と認めないと、自分では成功だ

と思って言い聞かせちゃうと、結局学習しないわけですね。だと全然意味がない。だから、やっぱ

りそういう意味では、まさにおっしゃったように、考えて失敗すると、「何でこれ失敗したんだろう」

と考えますんで、それを認めるということが重要です。

　実際、すぐれた経営者ほど、私の理解は、皆さん、過去の失敗談を非常に雄弁に語ります。例え

ば、小倉昌男さんというヤマトの宅急便をつくられた方がいます。彼の『経営学』という大ベスト

セラーがありますけど、あれを読んでいただくと分かるんですが、書いてあること全部失敗の話で

す。もうわれわれから見ると大経営者で、成功しか見えていない、してないように見えているんだ

けど、書いてある話は全部失敗の話で、逆に言うと、いかに自分が失敗してきたかということを認

識してるということですね。そういう意味で、失敗を認めるのが大事だということです。

　あと最後に、瀧口さんがおっしゃったポイントも、僕はすごく重要だと思っています。シリコン

バレーは、失敗を認めるエコシステムができているんですよね。だからまさにおっしゃったように、

会社の資金調達が１個はそうで、日本も最近変わってきましたけど、やっぱり借金を銀行からする

と担保を取られてしまいます。そうすると一度失敗してしまうと、身ぐるみ剥がされちゃうわけで

すよ。もう失敗できないわけですね。実はアメリカで起業するほとんどの人の最初の資金は、親と

か親族とかから借りています。借りるというより、もらっています。実はそういうマイクロなやつ。

それプラス最近エンジェルとかがいるわけですよね。いずれにしろ直接金融なので、リスクが取れ

るわけです。

　かつ、さらに僕は重要だと思っているのが、キャリアもリスクだという点です。日本だと、失敗

すると、その瞬間に人生おしまいみたいな扱いを受けるわけですよ。大企業を飛び出して失敗した

ら、もう人生おしまいみたいな扱いを受けて。彼は失敗したんだけど、その後、元の会社に戻りた

かったんですよ。だけど、戻れなかった。その会社が「一度うちを出たやつは、裏切り者だ」とか

言って、結局彼は、競争相手の会社に行きました。これは実話です。よっぽどすごい損失なんです

ね。まさに瀧口さんがおっしゃったように、失敗をするけど、そこで経験を積んで、人脈をつくっ

てくるわけです。それが実は、会社のアセットになるわけですね。

　例えば、日本電産の永守さんは、大スーパー経営者ですよね。ものすごいイノベーターですけど、

最近、あの人はいろんな役員を外から採っていますけど、その基準の１個は「失敗している人」を
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採っています。だから今、一番社長候補になっているのは、シャープをつぶしかけた片山さんです。

あの人は今、日本電産の次の社長になる可能性があるわけです。永守さんは、つまり「彼は失敗し

てるから」という理由で採ってるわけですね。

　だから、ああいう一流の経営者はやってるんだけど、一般に日本の企業、日本の社会というのは、

失敗すると人生おしまいみたいになっていて、シリコンバレーは逆に、「おまえ、会社を五つつぶ

したの、すごいじゃん」みたいな。「うちの会社来いよ」という。やっぱりその辺の失敗のエコシ

ステムみたいなものをつくっていくというのは、ものすごく大事だと僕も思います。

　井上　「失敗のエコシステム」というのは、非常に素晴らしい言葉ですね。ただ、そのおっしゃっ

ている、こうあるべきだという規範論と、現実の世の中こうなっている中で、じゃあどうすればい

いのと。おそらく一つは、リカバーできるものを盛り込む。それからもう一つは若いうちにやる。

それから小さいうちにやる。こういったものが出ているんですが、社会人の皆さんは、必ずしもそ

れができる環境でない、小さいうちにとか、いくつかできることはあるかもしれないんですけれど

も、実際、ビジネスマンがそういうふうに非常に大きなプレッシャーの中でやらなければいけない

ことで、一つ入山さんから、こうすればいいんじゃないのということはありますか。「世の中が変

わるべきだ」、これは一つ大きなメッセージとしてあります。しかし、今の世の中が制約というか、

与えられたギブンコンディションの中でわれわれができることは何でしょうか。

　入山　僕は怒られるかもしれませんけれども、教育だと思います。入試って、いかにミスをなく

すかでしょう？ミスを減らせば減らすほどとか、失敗をいかにしないかというトレーニングでみん

な受験に入ってくるわけですね。

　例えば、今、やっぱり慶応のSFCとかよく出ているわけですよね。慶応のSFCは、賛否はある

けど、AO入試で、失敗とかじゃなくていかにいいところだけ見るかという評価の仕方をしてるか

ら、やっぱり変わった人で、一芸に秀でた人が集まってきて、どんどんどんどん失敗をやらせるわ

けですね。早稲田も今、先生方が努力してだんだん変わってきたけど、やっぱりいわゆるマークシー

トで、いかにミスをなくすかという受験対策でやってきたようなマインドセットで、もしかしたら

授業もいまだにそういうところがあるかもしれなくて。そうすると、なかなか難しいですよね。い

ずれにしても、そういう教育の部分でもう少し失敗・成功じゃなくて、トライをするということを

奨励することが重要ではないでしょうか。

　井上　はい、ありがとうございます。

　まず大学として、われわれとして、できることというキーワードだと思いますけど。ここで、本

論というかいったん戻って。ご質問と本論と往復運動を繰り返したいなと思っているんですけど。

　大学としてやるべきことですね。その視点という。

　ちょっとスライドを出していただけますか。

　「早稲田のイノベーション教育に何を求めますか」「何がボトルネックになっていると思います

か」。今の失敗の議論をイメージしつつ、その視点で大学教育に求めることとか、何かこうしたら
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いいんじゃないかとか、ここが決定的だよねということについてお答えください。もう入山さんの

ほうは、入試制度というのを出していただきましたけれど、ほかの視点とかも含めて、ちょっと書

いてみていただけますか。

　「大学に求めるもの」。視点ですね。それぞれパネリストの皆様に書いていただいております。

　それでは、ちょっと今度は順番を変えて、いいですか。入山さんから、短めで。

　入山　早稲田に三朝庵という蕎麦屋があって、そこに人が集まらないというのが僕は問題だと

思っています。これはどういうことかというと、実は一度理工学部で、理工で呼ばれて、イベント

でお話ししたことがあって、まさにそのときに理工学部で、何でイノベーションとかベンチャーと

のコラボが起きないんだみたいな話でちょっと話してと言われて、この話をしたんです。

　一般にやっぱり大学というのが、はっきり言うと縦割りになっているんですよね。実は、その縦

割りの組織の中で、本当は、特に早稲田の中には、素晴らしい先生方がいっぱいいて、実はわれわ

れが知らないだけで、まさにものすごいエッジの効いたことをされている方がいっぱいいるんです

ね。特に、理工にはいっぱいいらして。皆さん、やっぱりその価値が、自分では分からないんです

よ。本当はそこに、大学全体で横串を通してみるのが良いのではないでしょうか。僕は、ビジネス

スクールと理工はもっとコラボレーションしたほうがいいということを言っています。もしかした

ら、それに法律の知識が必要なら法学部の先生が入ってもいいだろうし、デザイン性とか文学みた

いなことが必要なら文学部の方が入ってもいいかもしれない。ただいずれにしても、横の交流が少

ないんですね。だから実は、大学の知の探索が全然足りていないということを個人的に思っていま

す。

　そのときに何が必要かというと、当然交流することなんですけど、交流って、このシンポジウム

は素晴らしいんですけど、１回やっておしまいだと全然意味がなくて、常に日ごろからインフォー

マルに顔を合わせられるような場所というのが決定的に重要です。例えば、シリコンバレーって、

何かすごそうなイメージがありますけど、距離としてはめちゃめちゃ狭いんですよ。例えば、サン

ドヒルドロードのあたりにベンチャーキャピタル企業はほとんど集まっていて、あるスタバに行く

と、いっぱい企業家とか投資家がいるスタバがあるんですね。そこに集まって、みんなで何かイン

フォーマルな話をしてるんですよ。

　だから、そう考えると、例えばですけど、商学部学術院と理工学部が共通で何か、一緒に何か、

学生も教員もここに集まればいろんな人がいて、何か交流できるみたいな、フィジカルな場所が必

要なのに、残念ながら今はそれがないんですね。

　これは、すごい不謹慎かもしれませんけど、僕がそのイベントに行ったとき、隣に学習院短大が

あるでしょ？　あそこを買収しろと言ったんですよ。あそこの土地を買収して、あそこを理工にし

て、そうすると理工の人がだんだんこっちに、フィジカルに近くなるから、ちょうど理工の人と商

学学術院の先生とか学生たちが集れる場所って、ちょうど結節点の三朝庵だと。だから三朝庵でみ

んなイノベーションの話をし出したら、大したもんだなっていう。実際に、それがシリコンバレー
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のスタバになるわけですよね。ということが必要なんじゃないかなということで、三朝庵にもっと

人が集まってほしいと。今、集まってないんで。

　井上　はい、ありがとうございます。シリコンバレーのスタバのような場。そこに継続的に人が

集まる、ということですよね。

　平田さんは、どうでしょうか。同じく、こうやって集まったときに、「じゃあ、それで」みたい

な話にもつながるのかなと思うんですけど、いかがでしょう。

　平田　僕は、さっきの失敗の話にもつながるんですけど、失敗ってプロトタイプという概念から

考えていけば、失敗じゃないですよね、これ。検証していくということですよね。だから、次にま

た何か新しいものが、新しく考えられるような形のサイクルをもっともっとできる。さっき岩﨑先

生のお話にもプロトタイプというのが出てきて、すぐモデルをつくられていましたよね。ああいう

ふうなものが、表層的に慶応大学なんかを見に行ったときにも、表層的にという言い方は非常に失

礼かもしれないけれど、３Ｄラボとかあったんですけど、あれ、すぐに使えるかと言ったら、うち

の発泡スチロール切る自作の機械のほうがよっぽど機能的かなと思って。その段階ごとにあります

よね。

　さっきスケッチを描いてたのは、言葉よりもスケッチのほうが分かりやすいだろうと思って。あ

れもプロトタイプなんですよね。そういうような形で、プロトタイプという概念をもっともっと授

業だとか日常に取り入れていけるような、すごくいいインフラが大学にはまだないなというふうに

思うんですね。それをぜひ組み入れたら、イノベーションが起こりやすくなるかなというふうに思

います。

　井上　ありがとうございます。プロトタイプの機能というのも、いろいろ言われていると思うん

ですけど、一つは平田さんがおっしゃったような、「失敗として捉えない」という言葉もいいです

よね。プロトタイピングなんだから、それはこけても当たり前だ、そこから何を学ぶかというため

にプロトタイピングしているんだろうというような考え方。それが一つと、見える化しているとい

うことが多いですよね。プロトタイピングするときには。見える化するということは、分野が異な

るような人たちであっても、非常に交流しやすいというか、コミュニケーションしやすいというよ

うなことがあって。クライアントであるとか出資者であるとか、いろんな方を巻き込んで、前に話

を、どこが駄目だったんだというのも含めて、進めていくことができるという。やっぱり、集まっ

ても、その触媒というか何か具体的なものがないと、話が前に進まないという意味でも、きっとプ

ロトタイプが重要なのでしょう。

　それでは、岩﨑先生、いかがでしょうか。

　岩﨑　私は、「価値創造に挑戦する人材育成」、あと「マルチディシプナリー」と書きましたが、

今日、入山先生の話、「知の探索」と「知の進化」という本当にいい言葉でまとめてるなと思った

んです。どうしても一つの学科だと、知の進化というんですかね、クローズドな学問の中で解ける

問題をずっとやり続けてるんですよ。でも社会はもっとオープンで、その中で解けない問題しか残っ
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ていないんですね、実は。これだけグローバルになってくると、数え切れないぐらい優秀な人は世

界にもいるわけですね。その中で解決できない課題に挑戦する人材を育成するのが、大学としては

ものすごく重要なんじゃないか。そのときには、やはり一つの学問体系なり、一つの学科の科目だ

けでは、太刀打ちができないんですね。でも、それを学ぶことはもちろん大事で、それプラスアル

ファのマルチディシプナリーな教育、そういうのが入山先生のお話にもありましたが、まさにこの

科をまたいでやるとか、学部をまたいでやるとか、そういう働き掛けというのは、ものすごく僕も

重要になるのではないかと思います。

　今日、大学院の話をしましたが、共同大学院では、そういう医学部と今一緒にやっていたりだと

か、政経の野口先生、晴子先生に来ていただいて授業をやっていただいたりとか、そういうことも

して。やっぱり学科をまたいで教育をして。学生が伸びる環境をつくるというのが非常に大事なん

じゃないかなと思います。

　入山　岩﨑先生にお伺いしたいんですが、それは、今は、大学院でもそういうのをやっていると

いうことなんですか。いわゆるリベラルアーツじゃなくて。

　岩﨑　医療を世の中に届けようと思うと、技術だけではなくて社会的合理性も大事ですし、コス

トの話もやらないといけません。マクロ経済とミクロ経済がありますので、そういうのをいろんな

角度から話して、より人にとって、この社会にとって最適解は何かと言うことを考えます。それも

常に、その時点での最適解であって、環境によって変わってくるものですね。そういうものをいろ

んな専門の先生方の話を伺いながら、学生自身がそしゃくしながら自分の力とすることができるよ

うになることを目的としています。

　井上　はい、ありがとうございます。価値創造という言葉を、ビジネスでは結構使われたりする

んですけど、それを理工のリサーチ、オリエンテッドな先生が真っ先に挙げるというのは、ある意

味で驚くべきことなのかなというふうに思っていまして、どうしたらこういう発想ができるように

なられたのか、また、あとで機会があれば、出てきたのかということを伺いたいと思います。それ

を横で見守っておられた瀧口さんのほうからお願いします。

　瀧口　先ほど入山先生並びに岩﨑先生がおっしゃるとおりで、多分、皆さんもご存じだと思いま

すけど、スタンフォードのｄ・schoolの概念は、実は二つの概念を、壁を取り払っているんですね。

一つは、学部の概念と、もう一つは学生、学部生であっても、院生であっても、もしくはポスドク

であっても、研究者であっても、これを取り払って、全員が集まって何かを考えていこうという。

この概念が、僕は非常に重要だと思います。

　多分今、皆さんが問題提起されていらっしゃるし、日本人は非常に優秀ですから、そのうちこの

概念はどんどん進んでいくだろうと思います。けれども、１点だけ、私が海外でも投資をやってき

たり、このフィナンシャルの世界で投資銀行でも勤めておったもんですから、一つ大きく学生に足

りないものがあると理解しております。「ライセンス」と書きましたけれども、実は、イノベーショ

ン教育を受けて、次に自分が自分の足で立とうとしたときに、そのときに「会社をつくります」と
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か「お金が世の中こうやって動きますよ」とか、そのライセンス的な知識は少なくとも持っておか

ないと、イノベーション教育を受けた後のステップにならないですね。そこで初めて「会社はこう

やってつくりますよ」とか、例えば、「株式はこんなもんですよ」というふうになってしまうと、

またそこからもう１回教育しなおさなきゃいけない。

　ですから、ちょっとこれは横のラインになるかもしれませんけれども、イノベーション教育の中

に、やはり起業できる、もしくは社会に出ていけるライセンス的な、こういうものが内在していく

と非常に厚みが出てくると思います。これちょっと日本人が弱いところなんですね。あといいとこ

ろがいっぱいあるので、そういう実務的なところも少し必要なんじゃないかなということで、「ラ

イセンス」ということを書かせてもらいました。

　井上　はい。ありがとうございます。

　何かをよくするときに、インプットコントロール、スループットコントロール、アウトプットコ

ントロールと僕ら言ったりしますが、ライセンスというのはある種、アウトプットでこういうもの

を目指して行こうというものですし、プロトタイピングというのは、そのスループットでプロトタ

イプで失敗から検証していこうということですし。それからその土壌として、こうした価値創出と

いうのを目標にしてやっていこうみたいなのもあります。

　それぞれ多面的にお話しいただいたのですが、しかし、われわれも大学としてリソースは限られ

ています。戦略的なレバレッジポイントであるとか、ここを押せば波及効果が起きて、のちのちに

連鎖的にいいことが起きてくるようなところに、早稲田大学としてもそのツボというのを当てな

きゃいけないと思うんですね。

　では、いったんフロアからの質問のほうに行きまして、こういう疑問も投げかけられているんで

すね。「グローバルビジネスの創出に求められる大学の視点ということですが、近年、経営者の方々

が設立している大学があります。堀江さんやソフトバンクグループが運営している大学についてど

のようにお考えですか」とか、あるいは、また「世間の流れとして、オンデマンドを主体とする教

育機関や組織も少しずつ普及しています」。Schoo（スクー）とかそうですよね。「これまでの大学

というものの在り方が変わりつつあると感じています」。これ、学部の学生が書いていることですね。

以上について皆様のご意見を伺いたいです。つまり、実務にすごく精通した方々が、実践的な教育

をしていると。今まで大学のレクチャーで大人数で一方通行でやっていればいいというのは、もう

すでにオンデマンドでできるんじゃないかと。そういう挑戦を受けている中で、大学というのは、

どういうふうなイノベーション教育をしていけばいいのかということだと思うんですが、まず質問

に対するフリーのお答えとしては、こういう授業に対してどう考えますかみたいなことですね。そ

れに対して、ちょっと一言書いていただけますでしょうか。ちょっと漠然としているかもしれませ

んけれども、オンデマンド授業であるとか、実際に起業したりイノベーションを起こした方々の実

践的な教育について、どうお感じになっているのか。

　順序を逆にして、瀧口さんのほうからずっと流れるような形でよろしいでしょうか。お願いしま
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す。

　瀧口　今、やはりいろんな企業がつくる大学、大学院がありまして、私も頼まれて客員とかやっ

ている大学がございます。従来の大学と何が違うのかというのは、徹底的に僕の中では消化が終わっ

ておりまして、いわゆるノウハウを伝授するというところと、やはりナレッジを伝授するところが

大きく違うんじゃないかと思ってます。結局、ちょっと関係者の方がいらっしゃったら失礼に当た

りますけども、企業がつくる大学みたいなところは、ノウハウを教えている。知識を教えていると

いうことなんだと思うんですよ。私も企業研修を頼まれて時々やりますが、そのときに頼まれるこ

とは、やっぱり知識なんです。

　ところが、やっぱり大学というのはナレッジ、知だと思うんですね。知の中には、例えば、マネ

ジメントの世界であると、企業倫理であるとか。企業倫理みたいな教育は、ほぼ企業の大学の中に

はありません。あくまでノウハウ先行なんですね。ですから、両者の違いは、ノウハウとナレッジ

との違いじゃないかなというふうに僕の中では整理しています。

　井上　ありがとうございます。岩﨑さん、どうでしょう。

　岩﨑　私は、総合インタラクションと書きましたが、早稲田と東京女子医科大学でやっているレ

ギュラトリーサイエンスのコースも博士課程だけなんですが、土曜日毎週、１年目は出席なんです。

９時から４時半まで必須で。今、スタンフォードから来ている学生もいるんですけれども、飛行機

通学ですよね。そうやって来るのは、やっぱり教科書を読めば済む話は教科書読んだらいいんだと

思うんですけども、やっぱり知の創造をするためには、相互に意見が出て、より消化していくとい

うプロセスがやっぱり新しいものを生み出す原点じゃないかなと思っていまして、そういう意味で

は、もちろんオンデマンドでできることもありますが、それではできないこともいっぱいあるんじゃ

ないかなと思いました。

　井上　ありがとうございます。非常によく分かりやすいです。

　では、平田さん、いかがでしょう。

　平田　今までの大学とかは、僕のイメージですけど、日本の大学はすごかったそれを超えるもの

は何かというと、やっぱり「知」だと思うのです。その知をやっぱりビジネスはやっていかなきゃ

いけない。「よい」はなぜという答えが一つかもしれないですけど、「どうして？」というような質

問をすれば、いろいろな答えが出てくると思います。そんな展開をこれから要求しているから、そ

ういうものだなと僕は個人的に思います。

　司会　なるほど。ありがとうございます。

　入山　フラット・バーサス・スパイキーという、経営学とかでよく議論される話があって、これ

だけインターネットでいろんなものとか情報が簡単に行き渡る世界なんで、世界中はフラット化し

てきていて、世界中どこに行っても同じ場所に、どこに行っても同じクオリティのものや金や情報

や人が手に入ると。そういうのを「The world is fl at.」といって、昔トム・フリードマンというジャー

ナリストがそういう本を出して世界中で売れたんですけど、こういう考え方が１個あるんですね。
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　何となく皆さん今グローバル化となると、今日もテーマはグローバルですけど、そういうイメー

ジがあると思うんですね。だけど、現実は実は逆で、比率で見ると、ものすごい狭い特定の地域へ

の集約というのが圧倒的に進んでいるんですね。これは、多分多くの学者、経済地理学者とかが多

分アグリーしていることで、実はそういうのを「ギザギザしている」というので「The world is 

spiky.」と言うんです。

　例えば、一番分かりやすいのはシリコンバレーで、あれほどシリコンバレーはもう要らないと言

われているのに、まだシリコンバレーに人が集まっているわけです。あんな土地のお金が高いのに。

面白いのが、世界中で本当はインターネットで情報が手に入ったら、シリコンバレーに集まる必要

はないじゃないですか。だけど、あれでもそれだけ集まるというのは、まさに先ほどお話しいただ

いたようなノウハウとナレッジとか、教科書で手に入る、手に入らないと全く同じ話で、インター

ネット上とかで、オンラインとかで手に入っちゃうような情報というのは、逆に言えば、手に入る

んだけど価値がないんですよ。だって誰でも手に入るんだから。そういうものは、これからビジネ

スとか人生生きていく上での勝負にならないんです。なぜかというと、誰でも手に入るからです。

　逆に言うと、会社の経営とか、皆さんの若い人たちに言うと、人生を決めるときに重要なのは、ネッ

トに出ない情報なんですよ。だってネットに出る情報は誰でも手に入るんだから価値がないんです。

そうなると、結局、ほんとに人と人が会って飲んだりとか、まさにこうやって会って直接話して、

ここだけの話だけどみたいな。だって仕事やるときに、ほんとに大事な仕事の話は、絶対ネットに

載せないじゃないですか。何度も飯食って、付き合って、ようやく一緒に昼飯食べてるときに「実

はさ」という話になるわけですよ。だから、シリコンバレーにそれだけ人が集まるんですね、そう

いう情報を取りに行くから。だから孫さんも三木谷さんもシリコンバレーに拠点を持っているわけ

です。だってほとんどネット企業なんですよ、ほとんどネット企業なのに、実はヘッドクオーター

の経営陣はみんなシリコンバレーにいるわけです。そう考えると、じゃあ、何でシリコンバレーに

集まっているかというと、やっぱり中心がスタンフォード大学があるからなんですよ。

　ですから、先ほどのオンラインとかがあるということは、逆に言うと、そういった知識は確かに

もう大学の役目じゃないんだけど、それ以外のインフォーマルな知識とか情報とか暗黙知とかコ

ミュニケーションとか、いろんな人が集まる、拠点のハブになるという意味での大学の重要性とい

うのはますます高まる必要があって、早稲田はそのポテンシャルがあって、そういう人を集める大

学になる必要があって、だからやっぱり三朝庵に人が集まる必要があるということになるわけです。

　井上　ありがとうございます。最後の質問でまた戻るんですけど、少し考えていただきながら。

ただその先ほどの話の中で、実は、入山さんに、暗黙知について少し説明してくださいみたいな質

問があったりするんですけど、先ほどの話は実は暗黙知と呼ばれるものですよね。何か補足的にそ

の質問に答えて、われわれの考えを一歩ブーストしていただくのは、ありますかね。

　入山　そうですね。でも、これは、平田さんみたいにデザインのトップの方が、デザインのやり

方とかいいデザインを生み出すというときに、それを本にして書いて読んだら、それ明示知ですよ
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ね、暗黙知じゃない部分。それでその人がいいデザイナーになれるかという話ですよね。

　井上　そう考えると、暗黙知についてやっぱり聞いてみたいなと思いまして。岩﨑先生が瀧口さ

んと２人で事業化されていくプロセスなのかで、エンジニアとして開発して、「ここだ」というと

ころなのか分からないんですけれども、言葉だとかデータとか形式知になりにくいところでという

ことですよね。

　瀧口　やはり、先ほど申し上げたとおり、先生がもし心臓弁をそのままやってらっしゃったら、

多分ご一緒してない可能性があります。そこにデザイン、戦略を変更したその戦略に私は価値を感

じたわけです。そこに資金とリソースを割こうと思ったわけですね。ですから、暗黙知という視点

で見た場合に、そこのその戦略を変更していく、デザインしていくその価値を、私は非常に高く評

価させていただきました。

　やはり実用化ということで心臓やるのと前十字靭帯では、おそらく10年単位で違います。ところ

が、その実用化には早く実用化しなきゃいけないということがありますから、そう考えると、その

戦略の変更、デザインしたことに対するバリエーションをしたというのが、本音のところだと思い

ます。いかがでございますか。

　岩﨑　ありがとうございます。結局何のためにやってるかということですね。私がいつも大切に

してるのは、やっぱりいい世界をつくって、医療の場合には患者さんにいいものを届けたい。それ

が今、たまたま今回の私のは脱細胞化技術の滅菌がテーマで、それを心臓弁への領域でやっていた

んですが、それは言ってみれば自分の都合ですよね。その技術が違うところでどのくらい必要なん

だと、ざっと見たときに、整形外科では非常に困っていて、じゃあそこでやろうと思って一歩進む

かどうかということなのではないでしょうか。それも決断したら早く進むと。私もぱっと、全然違

う、今まで知らない整形外科の先生に会いに行って、自分で話しして、「じゃあすぐにやりましょう」

ということになった。その一歩を踏み出すというのと、何のためにやってるかというのは、非常に

大事なんじゃないかなと。

　入山　いいですか。まさに岩﨑先生がおっしゃったポイントは、僕が講演でお話したセンスメー

キング理論がまさにそうで、不確実なときは正解がないので、こちらの目的でつくってたはずだけ

ど、実はこっちのほうがいいという可能性があるわけですよね。一歩踏み出すというのは、まさに

おっしゃったとおり大変なことで、本当に勇気があることだと思うんですけど、ただ問題は、じゃ

あ、なぜそれができるかということなんです。少なくとも経営学的に言うと、それはまさにおっ

しゃったとおりビジョンがあるからなんですよね。長い、もっと大きな、自分はこういうことで世

の中の役に立ちたいとか、自分はこうやってこういう社会を実現したいんだというものがあると、

結果的に、その大きなビジョンのためには、実はこっちよりこっちのほうがいいよねという話になっ

て変更できるんですね。

　だから今、世界中のグローバル企業と言われてるところというのは、やっぱりそのビジョンとい

うものをすごく大事にして、日本だと考えられないかもしれないんですけど、例えば、デュポンは
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100年委員会というのをつくって、100年先までビジョンをつくっているんですよ。そういうことを

やって、そのために今何をやるかと言うことを考えています。日本って、そういう人とか、教育と

か、会社の在り方が結構少ないですよね、まだ。

　井上　そういう意味では、僕は、岩﨑先生のキャリアを見たときに、ハーバードに行かれたじゃ

ないですか。そこでいろんなものを実は感じ取ってこられたんじゃないかなと、それがいわゆる人

工弁から靭帯への何かにつながっているんじゃないかな、なんて思ったんですけど、そのあたりは

何かございますか？

　岩﨑　そういう意味では、世界から人が集まってきますので、その中でいろんな刺激を受けまし

た。ベンチャーをやっている会社のところも、私も何回か、友人もいるので、話に行ったりしまし

た。その中で、より科学技術を深めることと、社会に貢献することがでてきました。全体を見なが

らやるというところを考えるというのと、あと特にアメリカで、人の、何のためにやるかといった

ら、価値創造、よりよい世界をつくる。自分を変えて、周りを変えて、世界を変えるという、そう

いうところの教育というのが本当は大事なんじゃないかなと感じました。

　井上　はい、ありがとうございます。

　平田さん、どうですか。世界でというお話が出てましたけど。あるいは先ほどの暗黙知という。

　平田　デザイナーという職業は、自分では全てのことはできないんですね。でも、比較的問題発

見はしやすくて、それをどういうふうに次のプロセスに移行していくかということ。だから、さっ

きみたいに、例えば、ランドセルのプレゼンテーションのときは、物を一切描いてないわけですね。

で、あそこで僕がもし物を描いてしまうと、クライアントの決裁権者は、それが好きであれば話が

進んでいきますけど、それがもし気に入らなければ、もうそこで話は断ち切れなんですね。ですか

ら、なるだけ僕たちは、デザインももちろんやっていきますけど、プロジェクトを推進するために、

ああいうふうな試作をデザインでつくったりするんですね。そういうものと何か組み合わせていく

というふうなことも、すごく重要なポイントなのかなというふうに思います。

　井上　はい、ありがとうございます。これが最後のご質問になろうかと思いますけれど、もう一

度テーマに戻りまして、共通テーマの「それぞれの視点から早稲田大学のイノベーション教育に何

を求めますか」とか、いわゆるボーリングのトップピン、センターピンみたいなところで、ここを

倒せば全体的にいいことが起きるよみたいなところだったら非常にありがたいんですが、それにつ

いて書いていただけますか。「イノベーション教育」「早稲田大学に何を求めるのか」「どうすれば

いいのか」ということをもう一度、やっぱり同じだということでも結構かもしれないのですが。今

までの議論、失敗の議論、それから場の議論、プロトタイプ、いろいろあるかと思います。

　特に、今ご紹介しているのは、EDGE-NEXT、EDGEの話なんです。EDGEというのは、文部科

学省の教育プログラムでして、グローバルにアントレプレナー、あるいはイノベーターを育成して

いこうというプログラムです。それで、理工系のエンジニア、大学院生なんかを中心に、ビジネス

の教育を学んでもらう。あるいは、社会科学系ビジネスだとか経済を学んでる者も、より実践的な
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教育、アクティブラーニングを通して一緒に組んで事業を創造していこう、イノベーションを創出

していこうといったプログラムなのですが。３年間ぐらい行いまして、早稲田大学は高い評価をし

ていただいております。今朝の『日刊工業新聞』でこれだけの大きな記事を載せていただいており

ます。ちょっとオーバーに書いてるような感じもします。

　今、間もなくというか、EDGEの後継プログラムみたいなものも少し話が出ていまして、それに

対して応募して、起業教育、イノベーション教育をますます充実させていかなければならないとい

うときに、どうしていくのかということで、今回のシンポジウムに協賛いただきました。商学学術

院としてどういうふうに協力というか、われわれがイニシアティブを取ってやっていくのかという

ことなんですけれども。

　最後の一言という感じですね、今。皆様にお持ち帰りいただく、大学関係者、あるいはそこに参

加する学生の皆さんにお持ち帰りいただくような一言ということで。

　おそらく、これが最後、オーディエンスの皆さんに対する最後のメッセージということなので、

割と一方的に語っていただく感じで締めていきたいと思います。じゃ、順番またこちらから、瀧口

さんのほうから順番に進めていこうかなと思っています。

　瀧口　ありがとうございます。ビジネススクールで今５年、スタートアップ・ファクトリーとい

うビジネスプランをつくる授業をやってちょうど５年たったんですけれども、やはりこれ、ある一

種の体験なんですね。経験をするという作業です。全員というわけにはいかないんですが、一部は

スタンフォードに行ったり、今年はハーバードに行ったりとかしているんですけども、やはり、い

ろんなことを経験してほしいということなんです。それの総合体が、多分イノベーションの教育の

本質を支えるんじゃないかと。それはあるときは、例えば、会計の西山先生の本かもしれないし、

あるときは、実際にビジネスプランをつくって、例えば、早稲田ビジネスプランコンテストで発表

するであるとか、そういう経験だったり。そういう経験が総合的にその人格形成もしくは、その能

力を形成していくというふうに思っていますので、いろんなことを経験する場が必要だろうと。そ

の中に内在することが必要だろうというふうに思います。以上でございます。

　井上　はい、ありがとうございます。

　岩﨑　私は繰り返しに近いんですけども、オープンシステムにおける課題の解決に挑戦する人材

育成。オープンシステムってどういうことかというと、クローズ、積み上げたもので解決できる課

題は、本当にもうなくなってきていると思うんですね。例えば、今、私は医療というのをやってい

ますが、体の中も時時刻刻、例えば、組織とか細胞とかタンパクだとか、相互の関係で更新されて

いくので、そういうのを踏まえた解決の仕方を考えないと、設計したものをそのまま入れたからい

いんだということにはなかなかならない。社会も、そういう課題がほぼ残っていて、それを解決し

ていくと、世の中にとってよくなると思うんですね。そういうことにチャレンジする人を育成する

というのを大学はやるのが非常に重要なのではないか。そのためには、さっきも話しましたが、マ

ルチディシプナリーなり、それが一つでも二つでもいいんですけども、専門はもちろん、軸はあっ
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たらいいと思いますけれども、何か起きたときに深める軸が必要ですので。それと同時に、多分野

の教育なりワイドビューでものを見られる人を育てるというのが、ものすごく大事なんじゃないか

なと思います。

　井上　はい、ありがとうございました。

　じゃ、平田さん、お願いします。

　平田　僕も就職してから数年たって、大学をもう一度入りたいなと思った時期があって、今でも

学校に戻って勉強したいなと、今だからこそ思うこともあるんですね。今までの経験が、さっき経

験されてというふうなお話がありましたけど、経験があるからこそ何か学びたいというところとシ

ンクロしてくるものもあるんですね。そういうような形で、自分のタイミングで入れるような、もっ

とインフラが整ってくると面白いなと思うんですよね。任意入学、それから経験後の入学、例えば、

早稲田の学生たちとこの間奈良のプロジェクトをやったりなんかもしたんですけど、このときに美

大の学生なんかも混ざったらいいなと思ったりもしたんですね。逆もあるんですよ。美大にいて、

早稲田の学生が混ざったらいいなと。美大の中に早稲田の分室があるとか、その逆があるとかとい

うようなことが、もっともっと起こったらいいなというふうに思って。そういう融合も、イノベー

ションにつながることなのかなというふうに思います。

　井上　ありがとうございました。

　では最後に、入山さん、お願いします。

　入山　僕は、経営学者という仕事をさせてもらっていることもあって、本当にありがたいことな

んですけど、本当にいろんな会社の方とか経営者とお会いするんですね。分かったことというのが、

どの会社ももがいているんですよね、本当に苦労していて、いろんなことをやっているんですよ。

絶対これをすればイノベーションができますみたいな、本当の処方箋とか、魔法の杖はないんです

よね。いろんなことをやって、いろんなことにトライして、「これは駄目だったら、あれだ。でも、

これをやる」とか。

　例えば、今日僕が前半でお話ししたようなダイバーシティとか、人材育成もそうだし、人を動か

すのもそうだし、ルールもそうだし、あれは１個だけやっても駄目なんですよ。全部つながってい

る。だって、そういう、人の失敗を促すルールがなければ、人も動かせないし、多様な人も入らな

いわけです。多様な人が入ったら、絶対意見が割れることってあるんですよ。そのときには、ビジョ

ンがないと駄目なんです。ビジョンがあれば、みんな多様な意見でその場ではもめても、ビジョン

がそろうから前に進めるんですね。だから、全部ワンセットなんですね。

　なので、魔法の杖というものはなくて、いろんなことを全部合わせて、組織をまさに今日話し合っ

ていただいているのは、オープンな組織にドライブしていくということが重要で、ただそのときに

は、その背景にあるのは、まさに知と知の組み合わせなので、その根底にあるメカニズムは、やは

り知と知の組み合わせ、知の探索というものを促すということなんじゃないかなというふうに思い

ます。
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　そういう意味では、だから、早稲田はすごく素晴らしいなと思っていて、全然こびを売っている

とかじゃなくて。まさに、こういうシンポジウムがあるとか、こうやって岩﨑さんとか瀧口さんみ

たいに活躍されている方が出てきているとか、平田さんのようなすごい方を呼んでいただいて、こ

うやってするということとか、そういったアクションがいろんなところでポツポツですけど、出て

きているわけですよね。だから、こういった動きというのが、多分もっといろんなところで、早稲

田全体で出てきて、知の探索が促されるということが、今、すごく方向はいい方向に行っていると

思うんで、大事なんじゃないかなと思います。

　井上　ありがとうございます。

　その探索とか新結合とか、三朝庵に集まってとかいう話がありましたよね。僕は、やっぱり何か

今一番足りていないなと思ったのは、お話を伺っていて、何か余裕というのでしょうか、僕らは集

まりたいにもかかわらず、学生も結構科目かつかつで、いいイベントがあっても、なかなか集まれ

なかったりしている状況です。

　本当にその余裕というのは大事だなというふうに思っていて、ビジョンとしては、やっぱりそう

いうオンラインの学習だとかなんだとかが活発になればなるほど、実践的な教育というような、ト

レーニングというものが外部で活発になればなるほど、大学はむしろ価値を高めるという、そうい

うパラドックスって絶対あると思うので、そういうアイデンティティというのをしっかり保ちなが

らも、フェース・トゥ・フェースで、会わないとできないこととは何かというのを徹底的に引き算

の論理で絞っていくと、大学の将来のあるべき姿は、自然に見えてくるんじゃないかなというふう

に思いますね。

　入山　おそらく、井上さんも考えられているんじゃないかなと思うんですが、学校の中に、企業

が存在するということはあり得ますよね。そこでいろんなことを学んでくるということが、学校の

授業以外のことですごくありますよね。先生たちもそうだし、外の人たちとのつながりみたいな。

それがうまく成功しているものが、まだ日本にあまり存在しないんですよね。

　日本は、今、さっき言っていた経済的な問題も含め、それから外向的な問題も含め、すごく立ち

後れている部分はありますよね。何か早稲田でひとつそういうふうなものの成功事例をつくっても

らいたいなと思っていて、せっかくさっき言っていた経産省だとかとのつながりがあるとかという

のであれば、まだソーシャルでいろんなことをやらなきゃいけない。

　井上　おっしゃるように、われわれが学んでいることとか、教えていることというのは、社会だ

とか生活だとか、いろいろなものとかけ離れているものじゃないですよね。でも、テキストで見る

と、何か無機質なものとか、一方的に勉強を強いられるもの。でも、学校の中に会社を持ち込むと

いうか、あるという、そこはもう少し広げていろいろ考えてみたいんですけど、社会問題を持ち込

むだけでもリアルに感じて、実体験した上で学ぶと、全然吸収力と発想力が違ってくる。これをぜ

ひ産官学連携で進めていきたいなと。「早稲田でやってくださいよ」というのではなしに、一緒に

やりましょうよ。平田さん。
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　ということで、本日のパネルディスカッションを終わりたいと思います。どうも、皆さん、あり

がとうございました。パネラーの皆さん、ありがとうございました。
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閉会の挨拶

早稲田大学理工学術院 教授　朝　日　　　透

　皆様、最後、閉会の辞ということでご挨拶させていただきます。

　本学理工学術院教授をしております朝日でございます。

　本フォーラムは、本学の商学学術院産業経営研究所が主催となり、そして、文部科学省グローバ

ルアントレプレナー育成促進事業、通称EDGEプログラムといわれているプログラムが共催とな

り、初めて開かれるものになりました。産研フォーラムとしては、42回を数えるということで、敬

意を表したいと思いますが、今回は、その運営のほうの一翼を担った人間として、挨拶をさせてい

ただきます。

　まず本日、入山先生、それから、平田様、岩﨑先生、瀧口様におかれましては、大変興味深い、

そして、われわれが鼓舞されるような内容に触れていただきまして、ありがとうございます。その

中で、私は実は瀧口様から出てきたスーパー・テクノロジー・オフィサー、本学の第１期生でござ

います。当時は、理工学術院のPhDを取った後、ビジネスにも分かる、そういうようなことで、

当時の白井総長が新しいプログラムを立ち上げた、そのいわゆる試行プログラムの最初のメンバー

でございます。

　岩﨑先生と私は、当時、私のほうが一世代上でございまして、どちらかというと、元気のいい研

究者として岩﨑先生が入ってこられ、私は、そのちょっと前にそのようなものに携わっていたとい

うものでございました。

　また、入山先生でございますが、昨年４月に文部科学省と早稲田大学、産学官連携を進めるのに、

何が障害になっているのか、それから、イノベーターを育てるのに、どういうことが必要なのかと

いうときにもご講演をいただきました。本日のお話も、さらに磨きがかかっているなと、楽しくお

話を聞かせていただきました。

　また、平田様におかれましては、セルフキャスティングという概念を初めてお聞きしまして、非

常に勉強になりました。今日のお話の中でも、セルフという言葉が何度か出てきましたがセルフキャ

スティングや、最近、セルフプロデュースという言葉を我々も使うようにしております。自分をた

だアピールするということではなくて、自分自身をセルフプロデュースすることで、自分自身の足

元を見たり、何が足りないか、それから、新しい価値創造に挑戦するような立場になったときに、

どういう能力が必要になってくるのかということを考えさせたりということで、最近、セルフとい

う言葉で語られることが多くなっている中で、平田様のお話は、特に私には勉強になりました。
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　岩﨑先生は昔から同僚で、一緒のASMeWといわれた先端科学健康医療融合研究機構の同じ若

手として、本学の医療、医学に舵を切るときに、同じ研究機構にいた仲間でございます。先生が、

さらにその研究を発展され、ビジネスにつながるようなことに本当に挑戦されていることに敬意を

表したいと思いました。

　瀧口様におかれましては、実は、このEDGEプログラムの中でも、長谷川先生のところの事業、

または講義などを通じてのご協力をいただいたり、また、井上先生と一緒に新しい本学における教

育プログラムにご協力をいただくなど、本当に多方面でご協力いただいていることに関しまして、

あらためて御礼を申し上げます。

　この文部科学省のEDGEプログラム、Enhancing Development of Global Entrepreneur Program

ということの頭を取ってEDGEといわれている中で、早稲田はWASEDA-EDGEプログラムという

ことで、本日、井上先生が『日刊工業新聞』の記事をご紹介されていましたけれども、いろいろな

ところで高い評価を受けております。それも先生方のお陰だと思っておりますが、どういうふうな

ことを考えているかというと、理工系の学生というのは、どちらかというと、専門の研究力を高め

るための基礎勉強をしていたり、研究成果を論文にしたり、特許にしたりという、どちらかという

とシーズとなるようなものを持っている学生や若手研究者がいるわけです。ところが、そういう学

生や研究者は、ビジネスをほど遠いものと考えています。

　また、起業というものが今日も話題になりましたが、失敗したらもう二度と立ち上がれないんじゃ

ないかというような、誤った考えや誤解が本当に多い。それを私も、このEDGEプログラムとい

うものに携わる、ちょっと前ぐらいから感じているところがございまして、主に私は理工系の学生

や研究者に、起業というものはどんなものなのか、そしてやろうと思ったときに、どういうものが

必要になって、どういうネットワークがあるといいかな、実際にそれをトライするような場が与え

られたらいいな、というところで、そういう人材を対象として教育を見ておりました。

　もう一方、ビジネスに対して、新しいアイデアや、それからデザイン志向というものをベースに

しながらビジネスを立ち上げたいという、主に文系の学生の中に、やはり輝くような原石がいるわ

けです。その学生や研究者にビジネスモデルというものに挑戦するとか、新しいネットワークをつ

くるというところまで関心を持ってもらえないか、そういうようなプログラムを担当してくださっ

ているのが、ここにいる井上先生でございます。

　そして、その理工系、どちらかというと文系志向の学生たちが一緒になってビジネスモデルとい

うものを立てて、それがピボッティングをしながら提案するような能力を身に付けさせる、または

その他のデバイスを経験させるということで、ビジネスモデル仮説検証プログラムというのがエッ

センシャルとプレミアムコースというものをつくり、そこに今言った私や井上先生のプログラムや

セミナーなどで学んだ学生や社会人が最後にそこに行くというような、一気通貫のプログラムと

なっております。

　そういうような、ある意味欲張りな、全てをやっちゃおうというのが、WASEDA-EDGEプログ
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ラムです。他の大学は、ある一部をやっているとか、例えば、アントレプレナーの考え方、企業家

精神を育てる、またはアイデア、デザイン志向を鍛える、またはビジネスモデルを立てるなど、一

部を強みにしている大学があるのですが、われわれはその全部をやっているというところで、総合

大学の強みを生かしながら取り組んでまいりました。

　今回は、特に商学学術院、高瀬先生、八重倉先生をはじめとする産業経営研究所、EDGEプログ

ラム、実は３月で終わる後のEDGE-NEXTというものの公募がかかるところで、一緒に何かやれ

たらなというような意味もあって、コラボレーションをさせていただきました。

　また、本学４月からグローバル・エデュケーション・センターにビジネスクリエーションコース

というのが設置される予定で、今、いろいろなことが審議されております。このEDGEプログラ

ムのよかったところをさらに発展させ、そしてEDGEプログラムではなかったような視点をさら

に盛り込んで、全学的に大学院生も学部生も受講できるようなシステムになっております。そのよ

うなものをぜひ活用していただいて、今日話題になったような「新しいことに挑戦する」やダイバー

シティ、ネットワークづくり、そういうものに挑戦してもらいたいと思います。

　また、ここにおられる社会人の方で、もう一回学びたいという方には、そのようなコースを履修

することもできますし、また逆に、運営するほうに回りたい、自分が社会人として経験をして、次

の世代にこんなことを伝えたい、自分の会社はそんなことを考えているんだということを伝えたい

場合には、われわれ教員と一緒になって授業をつくっていくようなことも可能となっておりますの

で、ぜひご協力いただけたらと思っております。

　長くなりましたけれども、この産研フォーラムを一緒にコラボで今回やらせていただいたことを

契機に、本学がアントレプレナーシップ教育の松田先生、それから大江先生、柳先生、そして今現

在、東出先生とつながれているようなホップの時代だと思えば、今現在は、ステップのときかと思っ

ております。次の４月以降は、ジャンプをしたいと思っておりますが、このフォーラムがそのよう

な一つの端緒となっていくことを祈りまして、閉会の辞とさせていただきます。本日は、どうもあ

りがとうございました。
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第 42 回 産 研 フ ォ ー ラ ム

2017年2月2日木
主催　早稲田大学産業経営研究所
共催　文部科学省グローバルアントレプレナー育成促進事業「WASEDA-EDGEプログラム」

申し込み方法
定員：200名　聴講をご希望の方は、早稲田大学産業経営研究所ホームページより専用

フォームにてお申し込みください。申し込み締め切りは2017年1月31日（火）。締切日

以降は当日申込みとなります。ただし、定員になり次第締め切る場合があります。

対象：学生、教職員、一般どなたでも聴講頂けます。聴講無料。

早稲田大学 産業経営研究所　〒169-8050  東京都新宿西早稲田1-6-1  早稲田大学11号館3階
TEL：03-3203-9857　E-Mail：riba@list.waseda.jp 　担当：小林・荒瀬
ホームページ：http://www.waseda.jp/sanken/

プログラム

13:00-13:10　開会挨拶　
早稲田大学商学学術院長  藤田 　誠

13:10-13:55　講　　演　

世界の経営学からみる
日本企業イノベーションへの示唆
早稲田大学商学学術院 准教授  入山 章栄

13:55-14:40　講　　演　

セルフキャスティングは、
デザインのプラットフォーム
株式会社 ziba tokyo 代表取締役   平田 智彦

14:55-15:40　講　　演　

大学の技術の
研究開発と事業化
早稲田大学理工学術院 教授  岩﨑 清隆

15:40-15:55　パ ネ ル 問 題 提 起 　

大学の研究成果の事業化
―キャピタリストの視点から―
ウエルインベストメント株式会社
代表取締役社長　   瀧口 　匡

15:55-16:55　パネルディスカッション　

グローバルビジネスの創出に
求められる大学の視点
モデレータ　
早稲田大学商学学術院 教授　  井上 達彦
   　　パネリスト  各講演者

16:55-17:05　閉会の挨拶 
早稲田大学理工学術院 教授  朝日 　透

13:00～17:05
会場　早稲田大学  小野記念講堂（収容約200名）
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産業経営研究所スタッフ

　　　　　高瀬　浩一（所　　長）早稲田大学　商学学術院教授
　　　　　八重倉　孝（所長補佐）早稲田大学　商学学術院教授
　　　　　根岸　亮平（助　　手）早稲田大学大学院商学研究科　博士後期課程
　　　　　佐々木博之（助　　手）早稲田大学大学院商学研究科　博士後期課程
　　　　　井口　　衡（助　　手）早稲田大学大学院商学研究科　博士後期課程
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