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１．まえがき

アントレプレナー・エンジニアリング研究委員会は，

2000年10月に時限研究会（期間限定の研究会）として発足し，

2004年に常設研究委員会となって，2019年に設立20周年を

迎えた．本研究委員会の活動目的は，事業創造を目指すア

ントレプレナーシップ（起業家精神）に基づき，技術戦略と

経営戦略を統合し，技術シーズから事業化に至る動的なプ

ロセスにおける課題を見出し，その課題に対する解を提供

する方法論を体系化することである．事業化プロセスに関

する多様な事例研究を通じて起業工学を確立するとともに

社会で活躍できるアントレプレナー育成に貢献することを

目指している．

知識から市場に製品あるいはサービスが提供されるまで

のプロセスは，各種｢技術シーズ｣が経営リソースと結合し

ながら市場に提供される製品・サービスに至る下流への流

れと，｢市場ニーズの認識｣からシーズ側への上流への流れ

の二つの流れから形成される．製品展開プロセスにおける

クリティカルな部分はこの二つの流れが交差するところで

あり，アントレプレナーシップを触媒として「新たな価値

創造・新結合」を生み出す発火点でもある1）．

２．この10年の主な歩み

技術シーズも市場ニーズも共にボーダーレス化・多様化

する昨今，新たな価値創造・新結合のプレーヤが多様化し

てプロセスが複雑化している．例えば，1999年にMIT（マ

サチューセッツ工科大学）のケビン・アシュトン氏によっ

て提唱され2010年頃から注目されているインダストリアル

インターネットないしIoT（Internet of Things）（https://

tech.s-cubism.jp/blog/archives/3441）のようにユースケー

スの視点での取組が続いている．2011年にドイツ政府に

よって提唱された，インダストリー4.0のようにユース

ケースに共通の技術の視点での取組もある2）．欧州連合の

政策執行機関であるEuropean Commission（欧州委員会）

によって産官学連携に市民（一般ユーザ）視点を持ち込んだ

Quadruple Helix Modelに基づくモデルとして提唱された

オープン・イノベーション2.03）の取組もある．2011年に発

表された論文：“Collective Impact”4）では，立場の異なる

組織（行政，企業，NPO，財団，有志団体など）が，組織

の壁を越えてお互いの強みを出し合い社会的課題の解決を

目指すアプローチの有効性が示された．さらには，SDGs

（Sustainable Development Goals，持続可能な開発目標）に

ついて産業界でも議論され，企業活動を通じて「持続可能

な社会の実現」に貢献することを経営ビジョンに掲げる

ケースが見受けられる5）．

このように「新たな価値創造・新結合」を生み出す発火点

についての取組も多岐にわたっていて，本研究委員会でも，

この動向が反映された取組が続いている．例えば，当研究

委員会の下部組織として2009年に設立され2016年まで議

論した「ものづくり価値革新研究会」では，製造業とサービ

ス業の融合モデルやICTの活用によるIoTの事例など製造

業一般の課題と克服をテーマとして，専門分野の異なる研

究者で議論した．また，15周年記念行事として開催した

「京都からのイノベーション～京都の起業文化と国際化に

ついて考える～」と題したシンポジウムのように，議論の

スコープを「地域にかかわるイノベーション」へも広げてい

る6）．

設立20周年記念シンポジウムを，本学会ならびにIEEE

Japan Societyの共催と高柳健次郎財団の後援を得て2019年

7月3日に学士会館で開催し，元東京工業大学学長であり

高知工科大学初代学長である末松安晴先生による「大学教

育のイノベーション」と題した基調講演，「アントレプレ

ナー・エンジニアリング研究会の歩み」と題した研究会の

経緯の振返り，半導体の研究開発におけるイノベーション，

スマートシティに向けてのイノベーション事例（SUICA

カードの開発と実用化），映像情報メディアの中核イノ

ベーションについて議論した．これら講演内容を含めて，
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1-9．アントレプレナー・エンジニアリング研究委員会

本研究会におけるオピニオンリーダ各位の寄稿論文で構成

した特集企画を本誌2019年7月号に掲載した7）．

これら研究会では，さまざまな学会・団体との連携体制

を組んでのケースが多くなっている．多くの課題が，多く

の学会・団体の共通課題であり，共同で活動することの重

要性が高まっているからである．

３．今後10年の展望

本節では，今後10年を睨んですでに議論が始まっている

事例研究について紹介する．

3.1 持続可能な社会システムと起業工学

起業工学とは，「新規事業を生み出す経営力」である8）．

そして，起業工学は価値創造（イノベーション）への挑戦で

ある．価値創造（イノベーション）は，アントレプレナー

シップ（企業家活動・起業家活動・起業家精神）を媒介して

行われる新結合である．また，起業工学は市場社会とつな

がっている．すなわち，起業工学は，持続可能な社会シス

テムを構築するための学問と言ってもよい（図1）．

よって，本研究委員会は今後，持続可能な社会システム

を構築するための研究会を開催していきたい．今後10年間

の研究分野は，起業工学を後押しする経営学，経営工学の

分野を含んだ地域ビジネスに関係する学問領域が重要であ

る．その分野は，SDGsに関係する分野となる．そして，

その地域ビジネスの共通のディスコースは「共創」である．

ヘンリー・チェスブロー（2012）9）によると，技術関連ビジ

ネスからサービス関連ビジネスに移行しつつある新時代に

入ってからの企業戦略は，従来のアプローチを変えていか

なければならないとしている．そして，それは，イノベー

ションと成長を実現する新たなアプローチや考え方（4つの

コンセプト）が必要であるという．

（1）収益性を維持して，成長しつづけるためのビジネス

としてサービスを捉える．

（2）イノベーションを進める企業は，顧客に価値のある

体験を提供することができるため，顧客と共同して

イノベーションを創出（共創）する．

（3）顧客，サプライヤー，補完財のメーカやサービス提

供企業など，自社のビジネスを取り巻く第三者の専

門家がオープンイノベーションを加速し，サービス

のイノベーションや成長を進化させていく．

（4）効果的なサービスイノベーションには新たなビジネ

スモデルが必要になる．社内のイノベーションで利

益を得ながらビジネスの付加価値となる社外にある

イノベーションを刺激するというビジネスモデルで

ある．

上記の4つのコンセプトを取り込んでビジネスを展開し

ているケース（事例）を今後の研究会で展開する．そして，

「共創」をディスコースとしたビジネスエコシステムが地域

ビジネスを進化させていくこと（地域イノベーション）を今

後の研究課題とする．

今後の地域ビジネスのケース（事例）としては，震災復興

のケース，再生可能エネルギーのケース，航空産業（LLC）

のケース：特に，地域分析手法としてBSC（バランススコ

アカード）を活用したケース，フードロスのケース，飲料

業界のケース，フードバレーのケース，アパレルのケース，

環境ビジネスのケース，テーマパークビジネスのケース，

海外のリバースイノベーションのケース等をSDGsに向け

て展開していく研究としたい．

また，代表的な地域として「東京都秋葉原地域」も研究対

象とし，上記のヘンリー・チェスブローの4つのコンセプ

トを長い歴史の中で，科学として展開してきたビジネス

図1 起業工学のイメージ図

http://www.ee-society.jp/info.html
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ケースやビジネスモデルの転換のメカニズムに関する議論

も展開したい．

特に，秋葉原地域のケースからは，日本の産業の未来が

見えることから，アフターコロナ時代の日本の産業の未来

を予測し，新市場社会の創造と新結合のメカニズムを明ら

かにしていきたいと考える．そして，他の地域ビジネスの

更なる進化（地域イノベーション）を示し，今後の日本社会

の地域政策に必要な情報（技術，人的資源，ファイナンス，

情報，モノ・コト（消費），サービスイノベーション，観光，

ビジネスモデル）を展開していきたいと考える．

なお，アフターコロナの10年間は，ディジタルトランス

フォーメーション（DX）の時代でもある．人間は合理的な

行動ばかりとることはできない．人間は，感情的にもなり

涙も出る．それに対して，ロボットは涙を流さない．この

ことがビジネスには重要な視点である．結局は，ビジネス

は人間のためにあるものであり，人間の知恵の結晶による

ものである．AI活用や新技術・新ビジネスの展開に際して

も「人間中心であること」こそが重要であると考え，アント

レプレナーシップを発揮し，DXの時代を切り開くビジネ

スモデル（特に，地域ビジネス）を探求する（イノベーショ

ンエコシステムを包含する）起業工学の研究を進めていき

たい．

3.2 ものづくり革新に向けたチャレンジ＊

ディジタルトランスフォーメーション（DX）を立脚基盤

とする新たなビジネスモデルの萌芽と，それらを梃子に産

業変革・社会変革への期待が高まりつつある2020年代にお

いて，新たなモノ・コトを生み出す源泉として，改めても

のづくり，製造業が果たす役割が問われる時代になってい

る．本研究委員会では，発足から一貫してものづくりの潜

在力にフォーカスを当てており，今後もサービス関連ビジ

ネス，サービスイノベーションへの注視とともに，ものづ

くりのありように目を向けていく姿勢に変わりはない．

内閣府の第1期戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）において，「革新的設計生産技術」（プログラムディ

レクター（PD）：佐々木直哉）をテーマにものづくり革新に

向けた挑戦的な活動が展開された．新しいものづくりの確

立を目指し，2014年度～2019年度の5年間で新たな材料や

難加工材を用いた3Dプリンティング技術などの生産技術

やディジタル技術を駆使した新たな設計手法・支援ツール

の研究開発が進められた（その成果はHP上で公開されてい

る）10）．ものづくりに新たなベクトルを創り出すために，

喜び，驚きをもたらす「デライトなものづくり」の構築によ

るモノ・コト創出が目指され，またその成果を地域活性化

につなげていくことが強く意識された11）．

プログラム期間終了後も各プロジェクトは研究開発およ

び実用化の積極的な展開を続けている．例えば，ゲル材料

を用いた「デザイナブルゲルの革新的3Dプリンティングシ

ステム」（代表：古川英光）では研究開発成果を事業創造に

結びつけ，山形大学発スタートアップである株式会社ディ

ライトマターの設立や「やわらか3D共創コンソーシアム」

を立ち上げるなど，堅調に実りを豊富化しつつある12）．

また，すでに2030年以後を見据えた「ポストDX」の議論

も始まっている．2019年度に日本工学アカデミー（EAJ）

のプロジェクトとして，先述のSIP「革新的設計生産技術」

のPDであった佐々木直哉氏をリーダーに「ディジタル化時

代の製造業」をテーマとする日本製造業再興に向けた活動

が展開されており，ディジタル革命が叫ばれる中，もう一

度「人間中心」のものづくりとは何かを検討している．喜び

や驚きを喚起するものづくりを骨子に，ユーザ（消費サイ

ド）視点とともに，作り手（生産サイド）の喜びをも喚起す

る仕組みづくりが重視されている．スタートアップである

か，既存企業であるか，また企業規模や組織を問わず，さ

らに使い手と作り手の双方の創造的思考を刺激する「もの

づくりシステム」の確立を念頭に，2010年代後半から2020

年代にかけて勢いを増しているDXの動向を掴みつつ，さ

らに，その先を視野に入れた産業変革，社会変革の先導的

役割を果たす製造業の姿が議論されている．

こうしたSIP「革新的設計生産技術」の成果やEAJのプロ

ジェクトにみる革新的ものづくり議論のターゲットは，製

造業の業界的な再興やビジネスチャンスに論点が終始して

いるものではない．製造業の再興を含めた産業活性化を含

む経済成長と，SDGs達成への貢献をはじめとする社会的

課題解決を両輪に新たな価値創造を実現するものづくりの

仕組みである．その実現に向けた新たなイノベーションエ

コシステムの確立と機能化によって，製造業が産業変革，

社会変革の先導的役割を果たすためには，オープンイノ

ベーションやCollective Impactの発想をものづくりへと貪

欲に結合させる新機軸のビジネスモデルが不可欠になって

くる．

複雑化が進み，かつ多様化する社会の中で進むディジタ

ル革命時代において，ますます問われるのが「人間の役割」

である．Brett King（2016）が“拡張”をキー概念にスマー

ト化する世界を描いているように，現代社会はディジタル

技術が日常生活にますます浸透していく時代を迎え，ス

マートワールドの進化の仕方として，人間の拡張の論点等

にも言及している13）．2018年には国立研究開発法人産業技

術総合研究所に人間拡張研究センターが設立され，人間拡

張技術による新しい産業基盤の確立が目指されている．人

間拡張をはじめ，研究開発が進むあらゆる拡張技術をより

良い暮らしや持続可能な社会を構築する産業改革や社会改

革へと結びつけるには，価値創造（イノベーション）に挑戦

する人材の存在が肝要になってくる．本稿で紹介したSIP

「革新的設計生産技術」においても，従来の工法では作れな

い形状加工や多様な材料の組成などで作り手の創造性を刺
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激する設計生産技術の実用化がターゲットの一つであり，

EAJプロジェクトでも人間中心のものづくりシステムが再

確認されはじめているように，製造業において人間が持つ

能力を最大限に引き出す技術開発および活用が重視されて

いる．

ディジタル革命の時代性を読み解き，上述のようなヒト

起点に注視するものづくり革新と価値創造の動きは，その

多くが新規事業として結実していくことになる．過去20年

間において，本研究委員会は事業創造への新たな問題提起

を続けており，ものづくり領域で多彩な新技術が生まれて

くる今後10年間において，これまでの研究蓄積を活用しな

がら，更なる活動の活発化によって研究を深化させていく

考えである．2010年代から2020年代にかけてのものづく

り革新へのチャレンジを価値創造に結びつけ，具体化する

知見や方法論を提供すべく，起業工学の研究活動領域をさ

らに拡張していくことにしたい．

４．むすび

本稿では，アントレプレナー・エンジニアリング研究委

員会のこの10年の歩みと，今後10年を睨んですでに議論

を始めている事例研究について紹介した．新型コロナ感染

症（COVID19）への対処施策の副産物として「新しい生活様

式」が提唱され14），図1に示した「新たな価値創造・新結合」

を生み出す発火点についての取組もますます多様化すると

考えている．本稿で示した事例研究はその一例であって，

今後は，産業変革や事業継承などの視点で「新らたな価値

創造・新結合」についての議論を展開することになると考

えている． （2020年5月28日受付）
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