ＭＯＴリーダ
ＭＯＴリーダの
リーダの育成方策
育成方策の
方策の分析
― ドラッカーのテクノロジー・マネージャーの視点から ―
経済産業省事業・技術経営コンソーシアムの事業により公開された「ＭＯＴリーダ育成方
策の調査研究－ＭＯＴリーダの原理原則と企業の採るべき施策方向性を探る」（２００５
年３月１８日 Ａ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅ）を分析した。
本調査研究アプローチの前提条件の若干の見直しとそのための補足手段によって、こ
れまでにない日本発のイノベーション活性化プログラムに発展し得ると思われる。
本小論は、補足検討すべき事柄を具体的に提示するものである。
技術立国を目指すわが国のイノベーションの国際競争力増強に微力ながら貢献できれ
ば幸いである。
２００６年３月８日
カレイザネット
渡辺 日出男（文責）
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 まえがき
1. ＭＯＴリーダ
ＭＯＴリーダ育成方策
リーダ育成方策の
育成方策の調査研究
経済産業省事業・技術経営コンソーシアムの平成１６年度の各種調査・報告書が下記ウ
ェブ・サイトからダウンロードできる。
http://www4.smartcampus.ne.jp/index.php?11
その中に、「ＭＯＴリーダ育成方策の調査研究－ＭＯＴリーダの原理原則と企業の採るべ
き施策方向性を探る」がある。コンサルタント会社Ａ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅ社によるものである。
ＭＯＴリーダの定義は、「技術と市場・事業の橋渡しを目的として、組織を率いる役割を担
う人材」を指すとあり、階層・年齢・業種などに依存しないとしている。
本調査研究は、「イノベーションの醸成」を促す技術開発部門のリーダは、営業・生産部
門のリーダと比して独特の要件を持ち、その創出方法にも工夫を要するとして、これまで
の一般的なリーダ育成方法と一線を画しているのが特徴的である。
要件は個人にも組織にもあるとされているが、個人の要件の必要条件と十分条件は以下
の如くである。
必要条件：技術・市場に対する洞察力と論理的分析力
十分条件：技術・市場を事業として統合する概念的思考力
2. ＭＯＴリーダ
ＭＯＴリーダと
リーダとテクノロジー・
テクノロジー・マネージャー
この必要十分条件は、故ドラッカーのイメージ「技術の可能性を基礎に事業目的を定め、
その事業目的と市場目的を基礎に技術戦略を策定し、さらに商業上の成果を生み出すう
えで必要な技術成果を定め、そしてそのような技術成果を手に入れることのできる人材」
また、米国コンサルティング会社Ｐｒａｄｉｃａのイメージ「「事業構築と研究開発のマネジメン
トの経験に裏打ちされた高いレベルの創造力と技術評価能力を持ち、左脳と右脳のバラ
ンスが生み出すビジョン描画能力を持っている」という記述に通じるものである。
したがって、ＭＯＴリーダの要件は、テクノロジー・マネージャーになり得る資質と能力と考
えて間違いないと思われる。
テクノロジー・マネージャーの思考プロセスに関して「イノベーション過程のメンタル・モデ
ル」（http://chalaza.net/Discussion/archives/2006/02/post_7.html）を踏まえて、本調査
研究を分析する。
本調査研究報告書は、２００５年３月１８日付けとなっている。メンタル・モデルの演習のた
めの無料ウェブ・セミナー「事業計画の要諦－売上げポテンシャルをつかむ」の原本は２
００２年の制作であるが、ウェブ公開は２００５年３月１４日であるから、ほとんど同時期で、
興味深い。（http://watanabe.chalaza.net）


本調査研究の
本調査研究の分析

本調査研究は８７枚のスライドからなるが、個人の要件に関するスライドに関して整理し
て分析を行う。
最初に、本調査研究の全貌を示す「ＭＯＴリーダ育成概念一覧」を見よう。
本分析の対象は概念一覧の中で色づけした項目である。
次に色をつけた部分に関係するスライドとその内容の要約を記す。個々のスライドに対す
る検討は後段で行う。
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関係スライド
関係スライドの
スライドの概要
Ｎｏ．
５

６

７

１０

２２
２３

本調査研究のアプローチについて述べている。
まず、論点を設定（個人の要件、組織の要件）し、ＭＯＴリーダの原理原則として、
必要条件をマクロ分析（基本的にＭＯＴ教育カリキュラムの分析）から、十分条件
を１０の事例研究から育成施策の方向性を抽出しようとするものである。
個人の要件について述べている。
技術・市場に対する洞察力と論理的分析力（必要条件）
技術・市場を事業として統合する概念的思考力（十分条件）
組織の要件
業務成果に基づく「選抜」体制（必要条件）個々人が「自発的に挑戦する」環境（十
分条件）
研究開発現場に置けるＯＪＴと座学研修（必要）異なる技術/事業分野との実践的
交路（十分）
必要条件である「技術・市場に対する洞察力と論理的分析力」を、
企業のＭＯＴリーダに求めるものとＭＯＴ教育の対比からギャップを見出すため
に、米国の実態との比較、主要大学のカリキュラムの違いなどを検証するスライド
が続く。
十分条件である「技術・市場を事業として統合する概念的思考力」を育成するため
に１０の成功事例研究の一覧が示されている
これは、本調査では重要なスライドである。Ａ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅがノウハウとして持つとい
う成功事例に見られる「３つのインテリジェンス」が事例研究から育成へのツール
となるものだから。
からである。それらは、３つのインテリジェンスとは、
ビジネス・インテリジェンス（ＢＩ）
テクノロジー・インテリジェンス（ＴＩ）
マーケット・インテリジェンス（ＭＩ）

３１
３６
３８

１０の
１０の成功事例の
成功事例の分析から
分析から、
から、３つのインテリジェンス
つのインテリジェンスと
インテリジェンスと個人および
個人および組織
および組織の
組織の十分条件
の関係を
関係を見出し
見出し、十分条件が
十分条件が満たされれば、
たされれば、成功に
成功に導けるとする帰納的
けるとする帰納的な
帰納的な方法論
である。
である。
成功事例：プリウスは後述の検討でコメントする。
ここまでの調査研究から個人の要件と組織の要件８つに妥当性があるとする。
施策方向性の研究のために、原理原則を達成する４つの視点を示す。

４０

４つの視点
つの視点からの
視点からの適切
からの適切な
適切な活動によって
活動によって、
によって、必要十分条件８
必要十分条件８つが達成
つが達成されるとす
達成されるとする
されるとする論
理構成である
理構成である
視点Ⅰ技術と議論の場を整備するだけでなく“活性化”させる
課題として、
課題
 個別各論や文言・数字の表層的な刷り合わせ
 論議が、個別技術や個別顧客への対応などに陥りがち
3

押さえどころとして、
さえどころ
 技術横断で、事業との議論を先導する先任者
 共通言語のために技術者から姿絵
 トップ自ら現場議論の後押し

４５

５１

５８

５９
６５
８０

意義・嬉しさ
ＭＯＴリーダ候補が、活発な議論の場で考え抜くことで、技術と事業の統合力が図
れる
視点Ⅱ小さくとも組織のトップに据えた上で“徹底的”に任せる
課題として、
課題
閉じた先導
形式的な組織トップ
先鋭人材の埋没
押さえどころ
目標、自主性、目配せ・気配せ（先鋭的な人材は、目標・成果管理だけでは組織
の論理によって潰れがち）
意義・嬉しさ
組織は小さくとも「ビジョンを持って組織を率いる体験を技術者が積み重ねること
で、リーダ候補者を増やせる
視点Ⅲ個人の“行動”に「組織の価値観・規範」を埋め込む
課題として、
組織の価値観・規範はあっても、社員の自発的・継続的な行動に至っていない
押さえどころ
 事例提示
 トップ率先
 業務設計
 人事評価
視点Ⅳ“全く異なる分野”同士の交路を促進する
意義・嬉しさ
個々人の広い視点、高い視点でものを見る力や新たな知が育まれる
イノベーションは、単一産業内よりも産業と産業の間や異なる産業同士の交わり
によって起こる
研修について、多くは知識・知恵の習得のみ、優秀な企業は、実践での研鑽、組
織の価値観・規範の埋め込みまで含む
人事評価 セイコーエプソンの例
 チャレンジして成功
 チャレンジして失敗
 普通のことをきちんとできる
 普通のことができない
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本調査研究の
本調査研究のアプローチ

一般的なリーダ育成と組織文化醸成アプローチに較べ、創出方法にも工夫を要するとす
る本調査研究アプローチは、「個人の分析力および思考力のＭＯＴリーダとしての定義付
け」、それらを育成するための「手段：ＭＯＴ教育と事例研究」、さらにその育成視点「機能
の統合」にある。
そのアプローチの全体像を図示したのが、「ＭＯＴリーダの育成概念の特徴」である。前出
の「ＭＯＴリーダ育成概念一覧」と較べて見れば、アプローチ手法がより鮮明になるであろ
う。また、本分析にあたっては、本調査研究が、同社が、経済産業省技術経営コンソーシ
アム平成１４年度補正事業で行った膨大な技術経営に関する調査報告書「技術評価の
手法の棚卸し」を踏まえる必要があろう。
この報告者は、http://www4.smartcampus.ne.jp/index.php?9 からダウンロードできる。


本調査研究に
本調査研究に対する全体的感想
する全体的感想

本調査研究は以下の３つの点で極めて貴重なものと思われる。
1. ＭＯＴリーダ個人の要件（求められる資質・能力）を明確に定義した点およびそれ故に
これまでのリーダ育成とは異なる工夫が必要とする指摘は貴重である。これまでは
属人的な資質とされたあいまいさから一歩踏み込んだものと見ることができる。
2. ＭＯＴリーダの育成は、企業トップのコミットメントや企業文化と切り離すことができな
い点を指摘している点は、技術経営がすなわち企業経営そのものであることを明確
にするものである。イノベーションを企業経営の核とする真の企業価値経営のあり方
を明示するもので、これまでのさまざまな視点からの経営理論の芯となる期待を持た
せる。
3. 本調査研究アプローチの論理は極めて明確である。したがって補足すべき課題の検
討を行うためのベースとして活用できるので、その価値は極めて大きい。


補足すべき
補足すべき課題
すべき課題の
課題の所在

関連するものが分散しているので、個別にコメントを述べる。
1. （スライド４０）「
「視点Ⅰ
視点Ⅰ技術と
技術と議論の
議論の場を整備するだけでなく
整備するだけでなく“
するだけでなく“活性化”
活性化”させる」
させる」
本報告書には、課題として、以下が指摘してある。この２点は正しく、重要である。
 個別各論や文言・数字の表層的な刷り合わせ
 論議が、個別技術や個別顧客への対応などに陥りがち
そして、押さえどころとして、以下が挙げられている。
1. 技術横断で、事業との議論を先導する先任者
2. 共通言語のために技術者から姿絵
3. トップ自ら現場議論の後押し
この 1－3 で課題が解決されうるか？
「表層的な刷り合わせ」の解決は、優秀な先導者やトップの下では可能かもしれないが、
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基準が不明確で当てにできない。
第２項、「共通言語のために技術者から姿絵」を出すはシナリオを意味していると思われ
るが、これが検討に値する基準にならなければならないだろう。往々にして、これが「個別
技術や個別顧客への対応などに陥りがち」になる。解決策として直接関連する具体的な
ものが全体を見ても見当たらない。恐らく、成功事例研究（スライド２２）から得られる３つ
のインテリジェンス分析（スライド２３）によってそれが可能という考えかもしれないが、そこ
に疑問を持つ。
① 成功事例の
成功事例の限界
成功事例には、指摘のような３つのインテリジェンスが必ず見られる。（どんな事例でも）
しかし、それを育成に使うには限界がある。その限界は以下の理由による。
「ＭＯＴリーダの業務遂行自体が、３つのインテリジェンスの追求であるが、その時点では、
何ら確定しているものがない」ということである。
つまり、成功事例の分析は、結果の分析なので確定的に３つのインテリジェンスに整理で
きるのは当然といえば当然であろう。
状況の違い（技術、対象市場、開発の不確実性等々）の下で、３つのインテリジェンスを
求める現実に直面するＭＯＴリーダには、過去の事例からヒントがないとは言わないが、
一般的にはほとんど役に立たない。
さらに、ＭＯＴリーダの能力による最大の効果は、プロジェクトの推進・中止の決断スピー
ドに対する影響である。スピード要素を検証しない成功事例分析はあまり意味がない。こ
の点は後述する。
② 共通言語
成功事例からの３つのインテリジェンスは不確定要素に満ちた新しいプロジェクトのフレ
ームワークにはなる、それは前述の理由によって、一般的なものなので、特定状況下の
共通言語（スライド４０）にするには不十分にならざるを得ない。
③ 姿絵
（スライド４０）その意味が不明だが、前述のようにおそらくシナリオを指しているのではな
いかと思われる。実は、ＭＯＴリーダの最大の課題はこの点なのだ。姿絵が必要と書いて
あるのは妥当であるが、方策はどこにもない。
2.

（スライド４５）「
「視点Ⅱ
視点Ⅱ小さくとも組織
さくとも組織の
組織のトップに
トップに据えた上
えた上で“徹底的”
徹底的”に任せる」
せる」

課題として、「閉じた先導」、「形式的な組織トップ」、「先鋭人材の埋没」の３項目が挙げら
れており、その通りであると同意する。
押さえどころとして、「目標、自主性、目配せ・気配せ（先鋭的な人材は、目標・成果管理
だけでは組織の論理によって潰れがち）」が指摘されている。これは、人材の「選抜」と絡
む課題で、重要であるが、具体性に欠ける。
選抜は、前述の「共通言語」がより具体的になれば、プロジェクトに関与する者の中で、必
然的に誰が相応しいか明らかになり、その上で、「目配せ・気配せ」があれば、「階層・年
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齢・業種などに依存しない」選抜が可能になる。
つまり、共通言語（スライド４０）の意味が明確ではないが、それが鍵になることは本調査
研究も示していることになる。
① ＭＯＴ教育
ＭＯＴ教育の
教育の再編纂
個人要件の必要条件がＭＯＴ教育によるという前提（スライド１０以下）がある、この前提
については若干の見直しが必要と思う。
必要条件のＭＯＴ教育依存が間違いであることは容易に論破できる。米国において、多く
の一流企業の研究者や技術者がＭＢＡを取得しているにも関わらずやはりＭＯＴリーダ
の不在は大きな課題であり続けている現実である。ＭＯＴ教育は、知識として必要条件と
言えるかもしれませんが、ＭＯＴリーダのためには知財に関しても、財務、さらに経営につ
いて微に入り過ぎている嫌いがある。個人の興味と必要性に応じてその深さまで学習す
るのは結構だが、それを必要条件とすれば、結局知識競争になってしまい、ＭＯＴリーダ
の本質から乖離した選抜基準にもなることは容易に想像できる。
ＭＯＴリーダにとって必要な知識再編纂が必要である。
② 先鋭的な
先鋭的な人材の
人材の思考・
思考・行動の
行動の活用
組織の中には極めて少ない比率だが、ＭＯＴリーダの資質を持っている人材が存在する
ことをＡ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅが認識していることは報告書の文脈から想像できる。本調査研究が慧
眼にも「十分条件」として指摘する「一般的には認識しづらい、本質的な次項」を備えてい
る人材のことである。
にも関わらず、なぜそのような人材の思考・行動様式を抽出して活用しない方策になって
いるかということである。おそらく、成功事例研究（３つのインテリジェンス）がそれに相当
するものと考えていると思われるが、前述したように少ない情報の中で不確実性に対処し
ようする生のＭＯＴリーダには不十分なのである。トヨタ・プリウス（スライド３１）のＭＯＴリ
ーダの内面を知りたいがために出版書籍を読んだが、やはり後付けで整理されたもので、
不確実性に対処する生の思考・行動様式を示すものはなかった。（成功事例研究の限
界）
③ 本調査研究による
本調査研究による育成
による育成レベル
育成レベル
分析力をＭＯＴ教育に求め、思考力を事例研究に求める本調査研究の意図する育成方
策は、基本的にＭＯＴリーダの資質に欠けるかもしれない人材を対象とするものということ
ができる。
本調査研究はＭＯＴリーダになり得る人材を増加することにあるから、そのような育成方
策でも良しとするかもしれないが、それだけでは育成レベルは低いものに留まると思われ
る。しかし、既に組織に存在する先鋭的な人材の思考・行動様式を反映した育成プログラ
ムになれば、その方策はさらに充実したものになると考えられる。
先鋭的な人材の思考・行動様式を一概に言うことは異論が出ることにもなろうかと思うが、
少なくとも彼らが技術と事業を統合的に捉えようとするポイントは比較的容易である。
そのポイントの例は、「イノベーション過程のメンタル・モデル」に詳細に記してあるのでこ
こでは省略するが、そこには、なぜレベルが低いものに留まると懸念するか、さらに、前
述のＭＯＴリーダの能力による最大の効果は、決断スピードに対する影響であることも、
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詳細に述べているので、参照されたい。
（http://chalaza.net/Discussion/archives/2006/02/post_7.html）


結論

1. 人間くさい
人間くさい営
くさい営み
「イノベーション過程のメンタル・モデル」の中で、２００２年４月に創刊されたダイヤモンド
社「ループ」創刊号に、イノベーションの特性を、「技術というシーズと市場の潜在ニーズを
つなげる能力は多分に属人的なもので、その具体的なプロセスは混沌として人間くさい
営みだ。」（校篠、本荘）という表現があることを紹介した。
Ａ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅによる本調査研究は、これまで属人的な資質と言われてきたＭＯＴリーダの
育成に真っ向から取り組み、わが国のイノベーション人材の育成にとって重要な突破口を
開くものと高く評価したい。
ただ、校篠、本荘が、「その具体的なプロセスは混沌として人間くさい営み」としたイノベー
ションの特性に対して、本調査研究のアプローチは、その側面に踏み込んでいるとは言
えないことは明らかである。報告書の端々に、それを承知しながらも敢えて踏み込んでい
ないと思えるようなところがある。Ａ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅとしては、今後の課題としているものと解釈
した。
私の実験的なメンタル・モデルは、その「混沌として人間くさい営み」に焦点を当て、思考
のパターン化によってチーム内および経営とのコミュニケーションを容易にして、組織とし
てより創造的なアイディアが創出されることを目的としている。
2. 共通言語
例えば、技術ポテンシャル（Physical limit）とＳカーブの勾配を決める戦略を切り離すアプ
ローチは、本調査研究で課題とする「論議が、個別技術や個別顧客への対応などに陥り
がち」を直接解決するものとなる。
本調査研究が踏み込んでいない「共通言語」とは、これを示しているのではないだろう
か？
私が実験的な無料ウェブ・セミナーを公開した目的は、ポテンシャルと戦略要素の分離ア
プローチが共通言語となってコミュニケ－ションが容易になると考えたからである。
3. ＭＯＴリーダ
ＭＯＴリーダの
リーダの選抜
共通言語さえ確立されれば、ＭＯＴリーダの「選抜」も容易になる。議論をする中で、「技
術・市場に対する洞察力と論理的分析力」（必要条件）や「技術・市場を事業として統合す
る概念的思考力」（十分条件）誰の目にも明らかになるからである。階層・年齢・業種など
に依存しないＭＯＴリーダ選抜の基本である。
そうなれば、スライド４５の課題、閉じた先導、形式的な組織トップ、先鋭人材の埋没の具
体的な解決策になる。
スライド８０にある「人事評価 セイコーエプソンの例」は面白いが、コミュニケーションがき
ちんと採れて、チームの創意が反映されれば、チャレンジの失敗を防止できるし、第３項、
第４項は議論の中で自ずと明らかになってくる。
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チャレンジして成功
チャレンジして失敗
普通のことをきちんとできる
普通のことができない

4. 研究所に
研究所に対する日常的訓練
する日常的訓練
また、研究所に対して、常に「技術ポテンシャル」を求めることを課せば、技術競合を徹底
して分析しなければならないし、マーケットの技術要求度を分析しなければならないから、
嫌でもＭＯＴリーダの持たなければならないトレーニングを恒常的にすることができる。
5. 企業文化
（スライド５１）「視点Ⅲ個人の“行動”に「組織の価値観・規範」を埋め込む」については、
若干違和感を覚えるが、基本的には組織文化のあり様の重要性を言っていると解釈した。
基本的には、「企業文化とＭＯＴ」に述べたことと同じ視点であると思う、本調査研究では
そのための具体策は述べていないがＡ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅ社にとっては得意分野であろうが、多く
のコンサルタントが用いるエンジニアリング手法を超えるものであって欲しいと願う。ＭＯＴ
の視点からの小論であるので、参考になれば幸いである。
http://chalaza.net/Discussion/archives/2006/02/post_6.html
（スライド５８）「視点Ⅳ“全く異なる分野”同士の交路を促進する」は、大企業になればなる
ほど他部門の実態を知ることが難しくなるので、重要である。
最後に、Ａ．Ｄ．Ｌｉｔｔｌｅ社が、本調査研究の更なる改善に取り組まれることを強く望みたい。
私の実験的なメンタル・モデルはあくまでも参考に過ぎないが、その中で技術ポテンシャ
ルと戦略を分離して考えることは、改善の一つの視点になると確信する。技術ポテンシャ
ルの追求手法やメンタル・モデルに使うツール（市場調査の手法、外挿手法、その他マー
ケティング戦略に用いる知識体系の整理－ＭＯＴ教育知識再編纂）には、同社の蓄積ノ
ウハウがさらに活かされると期待する。
また、本調査研究を検討する企業に対しても、本分析を参考にして、独自のＭＯＴリーダ
育成プログラムに発展させて欲しいと期待する。
以上
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