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日米共催国際シンポジウム 「技術経営の新たな方向」 (10 月 12 日～13 日 東京大学 生産技術研究所) 
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イベント報 告  

 10 月 12 日、13 日の両日にわたり、IEEE（Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, Inc.）、研究・技術計画学会、日本工学アカデミー共催の国際会議

「TMC-Japan 2008 – New Direction of Technology Management」が開かれまし

た。 
 研究・技術計画学会は、渡辺センター長が 2007 年度副会長をつとめたほか、

SIMOT 拠点形成時から定例となっている毎月の分科会の開催、2004 年には

SIMOT の研究分野と関連付けた「日本型技術システム再考」とのテーマでシ

ンポジウムを開催しました。また、日本工学アカデミーは中原恒雄 本センタ

ー評価委員長が会長をつとめられており、両学会とも、その対象研究分野の

先端組織として、SIMOT とは緊密な関係にあります。 

 TMC-Japan 2008 は、この 2 学会の IEEE への働きかけにより初めて実現した、IEEE Technology 
Management Council (IEEE TMC) 公認の国際学術大会です。 
 (2 ページに続く) 
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日米共催国際シンポジウム 「技術経営の新たな方向」 (続き) 

 TMC-Japan 2008 では、技術経営 (MOT)、研究開発人材 (HRT) 、国際問題 (ITM)、
研究評価 (TEV)、科学技術政策 (STP) そして研究開発組織 (ORD) の 6 分野を対象に

日・米・欧・亜からの 49 編の論文投稿に対し、渡辺センター長がプログラム委員長、

藤祐司助教がコーディネーターとして総括の下、38 名のプログラム委員メンバーによ

る厳格なピアーレビューを経て、26 編の最先端研究論文が採用

されました。 
 当日は、上記分野毎の 6 セッションに加え、Gerard Gaynor IEEE TMC 会長、児玉

文雄 研究・技術計画学会長、中原恒雄日本工学アカデミー会長の各学会会長による

基調講演が行われました。 
 技術経営に関するホットなイシューが数多く集まったこともあり、当初想像した

以上の参加者を得て、議論が尽きぬ状態でした。 
 学会として初の試みとなる日米共催のパイロット事業では

ありましたが、他の IEEE 国際学会にも勝るイノベーティブな

大会として、IEEE を代表された Gaynor 会長からも高い評価を

いただきました。 

イリノイ工科大学教育プログラムマネージャーの来訪    (2008 年 9 月 29 日（月） 東京工業大学) 

 9 月 29 日、米国イリノイ工科大学専門教育センターのプログラムマネージャーの

Tracey McGee 教授が渡辺センター長を訪ね、研究と教育の共進化を標榜する SIMOT
の専門教育のシステムについてつぶさに聴取すると共にイリノイ工科大学との協力

の展望について意見交換しました。イリノイ工科大学はアジア・アフリカを含む世界

の主要国にリエゾンをおいて、文字通りグローバルな協力ネットワークの構築に邁進

している由で、そのネットワークの中で、SIMOT のユニークな取り組みに啓発され、今般、海外リエゾン訪

問の途上に念願の SIMOT 訪問が実現したとして、ビジネス最先端の実務経験者を取り込んで MOT リーダー、

国際実践リーダー、先端研究者の育成に邁進する SIMOT の教育システムに大きな関心を示し、予定をオーバ

ーして討議が弾みました。 

日独共催国際シンポジウム「高齢社会におけるビジネスチャンスと企業責任」 (10 月 3 日-4 日  国連大学) 

 10 月 3 日、4 日の 2 日間にわたり、「シルバーマーケット現象: 高齢社会におけるビジネス

チャンスと企業責任」と題した国際シンポジウムをドイツ-日本研究所等とともに SIMOT が

共催しました。同シンポジウムでは、シルバーマーケット現象を解き明かし、同マーケット

のための技術革新を進め、テクノロジーマネジメントを構築するには、といったテーマに、

38 名の日米欧の同分野の権威が講演・パネルディスカッション等を行いました。SIMOT か

らは、渡辺センター長が 2 つのセッションでチェアをつとめた他、

全体を代表して、まとめと総評を述べました。 

 また、ペーター・メルテンス SIMOT 特任教授がスペシャ

ルセッションを主宰し、また、SIMOT 関連学生もスタッフ

としてシンポジウムに参加・貢献するとともに、国際交流関

係を深める機会を得ることができました。 

SIMOT 公開パネルディスカッション  ( 10 月 27 日（月） 西 9 号館) 

 平成 16 年度の採択以来、「インスティテューションとイノベーションの共進ダイナミズムの解明」を

目途とした事業展開を進めてきた SIMOT も５年目の最終年度を迎えています。昨年度より、SIMOT 事

業とりまとめに向けた事業推進担当者によるパネルディスカッションを開催してきました。5 回目となる

今次は、渡辺センター長および梅室センター員による両者の研究（No. 35 
2008.8 月号参照）の横断的検討を主眼とした「オープンイノベーション下にお

ける新機能の持続的創出と Affective な技術」とのテーマで公開パネルディス

カッションを行い、活発な学際討議がなされ、5 年目を迎えた学際科学の構築

を目指す SIMOT の醍醐味の一端を示した 3 時間でした。 
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MOT セミナー「リスクを取る！」    (2008 年 10 月 9 日（木） 東京工業大学 70 周年記念講堂) 

 10 月 9 日、「リスク取りの名人」4 名をお招きした MOT シンポジウム『リスクを

取る！』が大岡山の 70 周年記念講堂に 250 名超の聴衆を集めて盛大に開催されま

した。 
 最初の講演者である内閣特別顧問の黒川清氏からは、1990 年以降の世界変化に日

本が取り残され「ガラパゴス化」し「Japan Missing」となっている現状に警鐘を鳴

らし、「リスクはオポチュニティーである」との檄を飛ばされました。 
 また、ベンチャーキャピタリストの村口和孝氏からは「そもそも過去のマーケッ

ト・データなどない」新領域におけるベンチャー立上げに「異能人」として果敢に立ち向かうことを、また

企業再生請負人の冨山和彦氏（元産業再生機構 COO）は「これからは知識集積力／知的生産力をもつ個人が

競争に打ち勝つ」のであり、組織の中に埋没せず「ムラを出よ」と叱咤されました。 
 そして最後の講演者であるエルピーダメモリの坂本幸雄氏からは「日本」に縛られないグローバル展開経

営の裏にある「自由な発想を尊重する社内組織の醸成」という経営方針を語っていただきました。その後、

講演者 4 名に本学の理工学研究科工学系長の岡崎教授も加わったパネルディスカッションで大学および学生

の現状を踏まえた議論が展開され、学生に対して「夢を持って世界に飛び出す」ことを強く示唆されました。 
 本シンポジウムが主な対象として狙った学生の皆さんには、「変わらないことこそがリスクである」という

メッセージが十分伝わったようでした。 

 

 
東アジア工学アカデミー シンポジウム・定期協議出席       (2008 年 9 月 29 日-10 月 1 日 ソウル) 

 渡辺センター長は、9 月 29 日-10 月 1 日にソウルで開催された、日中韓を中核とする東アジア工学アカデ

ミーのシンポジウムに参加し、引き続き、3 国アカデミー定期協議に臨みました。中原恒雄評価委員長も出

席され、日本工学アカデミー会長としてリードされました。今回の基調は、コンバー

ジェンス技術先進研究所をトリガーに、コンバージェンス技術で貫かれ、年内には、「コ

ンバージェンス技術の拓く未来：工学アカデミーの協力」と題する報告書が取りまと

められる予定です。日中韓のインスティテューションの違いがどのような色合いを示

していくか興味が尽きないところです。 
 
 
 
「米国で見たメイドイン・ジャパンの数々」   経営工学専攻  SIMOT RA   栗原 岳史 

昨年の 9 月から一年の間、米国メリーランド州ボルチモアにあるジョンズ・ホプキンス大学

に訪問学生として滞在することができました。私の研究テーマは第二次大戦後の米国の研究開

発体制の歴史ですが、今回のコラムでは、滞在中に気づいたことを紹介します。街を歩いてい

てまず目についたのが日本車でした。滞在したアパートの近所に駐車していた車をしばしばチ

ェックしたのですが、全体の 6-7 割が日本ブランドでした。公式記録では、米国で販売される

自動車に占める日本ブランドの割合は 4 割くらいのはずですが、明らかにそれを超えていたと思います。 
日本のアニメや漫画も目立ちました。漫画の読者のほとんどは学生らしき若い人でしたが、大人の読者も

少なくないようです。ワシントン DC の地下鉄で、きちんとしたスーツを着て政府機関らしき ID カードを首

から提げた人が『ドラゴンボール』や『ワンピース』などを読んでいるのを何度か見

かけました。大学のスタッフの子供たちの間でも、『ポケットモンスター』など日本の

アニメが人気だそうです。しかし親たちは、子供たちが日本のアニメや漫画に夢中な

ことにあまり感心していないようでした。どうやら、一部に顕著な性や暴力の過激な

描写を気にしているようです。日本よりも倫理規制の厳しい米国では、今後、大きな

問題になるかもしれません。その他、カメラやゲームでも日本製が目立ちました。ま

た、トーキョー・ファッションも若者の間で人気だそうです。 
最近の報道によると、米国では日本に対する関心が低下し、大学でも日本に関する

研究を行う講座や学科が減っているそうです。しかし、人々の生活を間近で見た限り

では、米国におけるメイドイン・ジャパンの存在は決して小さくなく、むしろ拡大し

ているように見えました。SIMOT 研究に携わるものとして、米国のインスティテュー

ションにおけるジャパンの浸透に大きな興味を喚起させられました。 

コラム 
東京工業大学大学院社会理工学研究科 

海外活動報告 
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工大祭オープンキャンパス–君たちはビル・ゲイツになれるか 2008 ( 10 月 25 日（土）、26 日（日） 西 9 号館) 

 東京工業大学文化祭 (工大祭) 参加イベントとしての東工大 COE 拠点紹

介のパネル展示の関連企画として「インスティテューショナル技術経営学」

の紹介を兼ねて、恒例の「君たちはビル･ゲイツになれるか 2008」が実施さ

れました。次世代の研究・教育リーダーたる高校生を対象に、SIMOT の研

究内容紹介の他、昨年・一昨年に続いてエニアグラムを用いた 10 分間の性

格診断テストを行い、また進路相談などに応じました。経済・経営工学に興

味を持つ高校生を中心に、社会人・他大学生など、SIMOT の研究への関心

も高く、両日あわせて300名を超える参加者が殺到する大盛況を示しました。 
 
センター長 研究・技術計画学会賞受賞 
 10 月 12 日、研究・技術計画学会年次大会総会において、渡辺センター長に学会賞が授与されました。同
賞は、毎年最も顕著な功績があった人に授与されるものです。「技術革新のマクロ動態分析と技術経営への実
証的示唆に関する研究において長年にわたり顕著な成果実を挙げた」ことによるものです。 

 

 

 

  海外出張 

渡辺 11 月 3 日～10 日 オーストリア ウィーン（IIASA での Driving Forces of Economic Growth 
                       ワークショップで発表） 
   11 月 13 日～17 日 オーストラリア メルボルン（豪州理工学アカデミー年次総会出席） 
飯島 10 月 30 日～11 月 3 日 中国 西安交通大学、上海交通大学、南京大学訪問 
     （アジア人財資金構想、国際大学院プログラムについての広報とプレインタビュー） 
   11 月 24～25 日 中国 国立台湾大学、国立清華大学訪 
          （国際大学院プログラムについての広報とプレインタビュー） 
 

 

研究･技術計画学会 国際問題分科会 11 月例会 

日 時 11 月 12 日（水）18:00 – 20:00 
場 所 東京工業大学 百年記念館 第１会議室 
テーマ 「グローバルに統合された企業におけるあるべきワーク・プラク 
           ティス：エスノグラフィーの視点から 
     －インスティテューショナル技術経営学への示唆」 
講 師 ジャネット・ブロムバーグ氏 
    (IBMアルマデン研究所 サービス・プラクティス マネジャー 
     カリフォルニア大学デービス校 博士 (文化人類学）) 
 
 

最近の動き 

イベント予定 
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「インスティテューショナル技術経営学」 SIMOT 事務室 

SIMOT 年次シンポジウム 2009 
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