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３M はミネソタ・マイニング＆マニュファクチャリング

社 (Minnesota Mining& Manufacturing) か ら ３ M(3M 

Company)へ社名を変更したのは 2002 年である。創業

した 1902 年以来、ミネソタ州の鉱山及び製造会社とい

う社名を使ってきた会社だが、同社は多くの新製品開

発で著名で、同社の社風、人事組織活動、そして社内

での行動様式など、主に組織面での特徴が同社のイノ

ベーションを支えている。その種の著作や経営学の研

究も数多い。(3M 型の組織による新製品イノベーション

に関する詳細説明は本稿では割愛したい) 

 

 

 

 

しかしビデオテープの基本特許を基盤にした各種の

磁気メモリーで活躍していた時期からセントポール(ミネ

ソタ州、本社所在地)に機械設備の営業活動で何度も

訪問した経験がある筆者には、その種のイノベーション

型組織運営の妙には関心があるものの、経営を構成す

る戦略、経営管理、先行した技術イノベーションの保護、

財務そしてガバナンスなど、多岐に亘る組織以外の経

営の諸側面に関心を持っていた。それというのも、化学

品会社や機械会社の多くが標準化した製品と仕様の

中で価格競争に取り込まれ差別化して製品群へ会社

の事業革新をしたいという企業は大半で、それらの企

業は大なり小なり３M の経営に関心を持ち、何らかの方

法で同社の調査をしていた。しかしどのケースも３M 的

経営革新を達成できているとは言い難い状況で、「イノ

ベーションを支える３M の組織活動」を如何に真似ても

３M にはなれない、その原因に関心があったからであ

る。 

もう一つの切り口は経営戦略論を巡る理論的革新に

関しての問題意識である。経営のあるべき姿や新たな

優れた経営は何か、を追及しているのが経営戦略論研

究の目的でもあるが、伝統的は「経営の意図に沿って

経営資源の配分と投下をマネージすること」という極々

抽象的な経営論は、GE がハーバード大学やコンサル

ティング会社と共同で開発した「選択 

 

と集中論」（Portfolio Management）が世間の話題を浚っ

ている今日、３M の組織イノベーションに基づく経営論

を如何に位置付けるのか、という論理的摩擦への研究

的視点での回答を出さざるを得ない、という命題にも直

面していた。 

 

この大別して 2 つの視点からの問題意識に関する詩論

的仮説は、３M が直面したイノベーション会社３M の危

機を分析することからも、再認識できた。つまり「米国の

経営学でも誉めそやしてきた３M に継続的成長を保証

できる要因が具備されているのか」「どのような状況下

で３M のイノベーション経営は行き詰るのか」という疑問

を持っていたのだが、正にその転換点に３M は直面し

た。それは磁気メモリーのコモディティー化を引き金に

して起きたのだが、その危機をいかに乗り切るのか。そ

の経営課題の設定に関しての仮説と現実との整合性を

取ることでもあった。 

以上の 3 つの切り口、つまり【1】総合的経営の視点から

３M 経営を再定義できるか否か、【2】GE 型 PPM 経営と

３M のイノベーション経営との相違を確認に、その経営

的共存性と代替性に関する課題への回答、【3】３M 型

イノベーション経営が限界に直面するとしたら、その障

害要因は何か、どのようにして事前に解消できるのか。

の 3 点から、３M の経営を筆者なりに深堀しておきた

い。 

 

 

 

 

３M の組織による新製品イノベーションを解析した書

物は多い。筆者が手元になる資料の中から、主要なも

のを列記しておきたい。 

・「３M の挑戦：創造性を経営する」野中郁次郎・滝沢達

夫著、日本経済新聞社 1987.1 

・「明るい会社３M」日経ビジネス編、日経BP社 1998.1 

・「ビジョナリー・カンパニー」ジム・コリンズ、ジェリー・ポ

ラス著、日経 BP 社 1995.9  

・「３M 未来を拓くイノベーション」アーネスト・ガンドリン

グ、賀川洋著、講談社 1999.10 

・「ケーススタディ住友スリーエム」日本に根付くグロー

バル企業研究会、日経 BP 社 2005.5  

・「３M 技術基盤の再定義と構造変革」許斐義信 慶応

ビジネススクール（CASE）2004.1 

 

最後に記載した拙著のケース(テーマ：イノベーショ
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ンが限界に直面した３M の経営再建)を除き、組織面で

の３M 経営の特徴を主題としている。 

しかし総合的経営という視点から３M の経営を再評価

することは有意義だと考えており、その根拠を以下に

列記し論述したい。 

 

① ３M の経営戦略 

② ３M の経営管理とガバナンス 

③ ３M の競争戦略 

 

 

 

３M との数度に及ぶ討議を経て筆者なりに理解した

ことは、３M には通常の企業が保持しているように少な

くとも企業レベルでの事業ドメインや製品戦略はないと

いうことである。それに代わり同社では 2 つの点で異質

な経営戦略を保持していることに気が付いた。 

その 1 点は「技術基盤」 (同社では Technology 

Platform と呼ぶ)が会社の資産として定義されていたと

いう点である。つまり伝統的技術基盤の“Coating”を取

り上げると、その技術をベースにマスキングフィルム、

デコラティブ・フィルム、磁気メディアなどなどは、いず

れもがこの Coating という基盤技術をベースにして開発

された新製品であるということになる。 

その２点目は、戦略事業領域を決めるのではなく、

製品開発プロセスや製品コンセプトを煩く規定している

ことに気が付いた。つまり既存の製品を意識した類似

品を上市することはなく、敢えて言えば潜在需要を対

象にした新製品を生み出すことに価値を置いていると

いうことだ。従って社員は基盤技術を念頭に置いて、そ

の活用領域を探索する。その市場がエレクトロニクスな

のか自動車なのか、その事業領域には頓着しない。で

あるが故に筆者は、３M には事業戦略がないと解説さ

せて貰った。 

つまり 

 

 

 

 

 

 

という一連の機能連鎖を尺度に評価すれば、通常の会

社では戦略の対象を製品や事業に位置付けているの

だが、３M では、その製品や事業を支える基盤となる 

”技術を定義“していると言い換えることもできる。 

しかし付言しなければならないことは、単に基盤技

術を決定する際、技術ツリーなどを作成して自社の優

位な技術を抽出してそれを基盤技術だと定義するとい

うのではなく、研究設備、研究者のスキル、研究テーマ

の応用領域に関するデータベースなど、技術に関わる

周辺の要素や条件を多元的に評価し、その上で個々

の基盤技術を支える経営要素を集積的に分析し、それ

らを具備しているか否か、それを個々の基盤技術毎に

評価している点であろう。 

 

 

 

 

一般にイノベーションに挑戦知る行為は、リスクを許

容することが前提となる。従って経営管理のバランスを

取る意識とは正反対の行動軸として位置づけられる。

つまりは経営管理は新製品開発行為とはヤジロベイの

如く拮抗しバランスを取ることに配慮する必要がある。   

一方、３M では幾つかの点で通常の企業自営とは異

なる。第 1 点は、評価尺度の緻密さである。大凡、有価

証券報告書に管理会計データを増やした程度の緻密

で、それを月次で報告する。第 2 点は、事業評価の主

体の課題で、評価者は個々人であり、その領域ごとの

マネジメントで、研究開発行為に関する自由度の見返

りに、行動の全てをデータとして公開するしくみであ

る。  

更に言えば経営管理責任を持っているマネジメント

は、通常の企業で見られるように上司の権限で指示す

ることが簡単には出来ない。権限でマネジメントするこ

とではなく、理論的に納得させられるか否かが重視さ

れている。そして、最大の相違点は上司の指示、例え

ば「事業の撤退指示」に対して、ブートレッギング(密造

酒つくりと呼ぶ)制度を利用した、上司命令には従わな

いことが認められている。勿論、永久に指示を無視でき

るという訳では無いが、「指示に従わないケースの大凡

6 割は、現場の意向が正解である」とのことである。 

組織上の自由度と情報公開の義務。そして経営管

理的課題解決への指示と、指示に従わず経営管理問

題を解決する為の行動の自由度。この拮抗作用を聞き、

筆者の３M に対する経営評価は「３M は単なるイノベー

ター集団である見做していたのだが、事業＋組織＋経

営管理の図式上で企業組織の矛盾を抱えている大多

数の企業とは相違して、経営を構成する 3 大要素間の

整合性が取れている、所謂、優れた企業」であると認識

するに至った。 

また、経営管理の社外との接点でも類似の特徴を発見

した。つまり通常、中期計画を投資アナリスト向けに発

表し、その成果を巡って株主権と経営権との摩擦が起

きているが、その種の数値に基づく経営計画を発表し

ていなかった。同社の経営者の主要な業務は、組織活

力の高揚であり、その成果としての新製品イノベーショ

ンを継続し、積み増すための経営基盤整備であって、

通例に企業の経営者が、企業価値を高める為に経営

戦略的指示を行うことではないと定義していたのである。

米国企業の中で、このように経営権を以て、株主権を

越える差配の経営の自由度を保持できる企業はみたこ

とがない。 

技術 → 事業化 → 製品(事業)戦略 

⇑           ⇑ 

３Ｍの戦略      一般企業の戦略 

 

基盤技術を定義して戦略基盤を決定している３M 

 

経営管理はイノベーションの対局にはなく 

経営行動の評価指針 
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 さて新製品イノベーションを基軸に置く同社の経営リ

スクは何であろうか。説明を要さないと思うが、それは

類似品の登場や、リバースエンジニアリングによる魅力

的製品への他社からの攻撃である。同社の所謂、競争

戦略は、知財権を基礎に侵害訴訟の多さと、特に重要

な点は生産技術などの知的財産戦略で、精緻な検討

の上、その多くを営業秘密として公開していない点で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後になるが、経営学の分野では長年にわたり革新

的理論が出てこなかった。しかし1980年前後に米国経

済の成長限界が現れ、標榜する純粋資本主義のガバ

ナンス上の強者は資本家であるがために、企業の市場

価値は上昇することなく、株主権と経営権との摩擦が増

大した。こうしたことに対応する策を経営としても採る必

要に迫られた。 

そして登場したのが多角化企業として儲けている事

業もあり、また一方で利益が出ない事業も抱えていた

GE である。コンサルタントやハーバード大学などを活

用して、その回答を求める作業に取り組み、新たな経

営理論を開発した ものが 、PPM(Product Portfolio 

Management)である。この詳細は説明しないが、要する

に独立した経営領域、つまり各事業部への投下資本と

回収（利益）とのバランスで勝手に事業部の判断で資

金を投下してきていた権限を事業部から奪い、コーポ

レートの視点で事業の選択をする権限を獲得したので

ある。その後の選択と集中の基準に基づき事業部門の

売却や追加買収をしていたのが、世に言う PPM であ

る。 

さて、PPM が正に現代的新経営と持て囃されてきた

が、それに反対声明を出したのが、今回取り上げた３M

であった。 

３M は記述通り、元来、株主権よりも経営権を重視する

経営だという点は既に触れたが、同社の論点は、PPM

の評価軸そのものへの反対論であった。GE の PPM は、

選択と集中の基準を、市場の魅力度と競争優位性で図

るということであるが、３M はその理論展開に反論した。      

市場の魅力度を市場の成長性で図るということ自体

が問題で、「新製品が成長するか否かは判断できない。

市場と新製品との調和が保証できないからイノベーショ

ンと呼ぶ」し、競争優位性を総体的シェアで測ることも

問題がある。つまりシェアの大きい方が良いということを

GE では評価尺度にしているが、事業規模は新製品で

は判然としないがゆえに、“Small is Beautiful”などと言

って、それこそが新製品の発売当初の避けられない運

命であり、「先ずちょっとやって見て、売れればもう少々

力を入れてみよう」というのが事業化時点の評価尺度

であると称したのである。 

このGEと３Mとの経営論争は学者を含めて今日まで

継続している経営スタイルと価値観を巡る課題である。 

 

３M 経営の課題を提示して頂きました野津様は米国

３M でも長い経験を持ち、日本の住友スリーエムでも

CTO としてご活躍された貴重な経験をお持ちの方で

す。本機関誌の読者の方々も、３M 経営と特に技術と

経営に於ける３M の経営に興味を持ってお読みくださ

い。 

（JCTM 理事長 許斐義信） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 イノベーション経営の要諦 

組織活動の柔軟性だけではなく、総合経営の整合性 

経営管理制度 

事業領域は未定 

基盤技術のみ設定 

権限・責任論でない 

自己管理と番犬的 

公式組織論でなく 

自律的行動の誘導 

組織と行動様式 

経営戦略と事業 

政策的に行動する知的財産と競争戦略 

GE的経営とは異質な３Mの経営 
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１、 はじめに 

スリーエム社（以下３M と略）の技術経営というテーマ

で、いままでセグメントを絞り何回か話した。今回は広

い視野でとらえて全貌をというオーダーに対して、３Ｍ

を理解していただくために、先ず 2000 年以降の事業ト

レンド、会社の概要を示した上で、技術経営に係るポイ

ントに絞り込んで講義を進めていきたい。 

 私は、住友３M に 40 年以上働いていたが、なぜ 40

年もいたか、それは単純明快で、自分がやりたいことを

その気になればやれることが最大の理由である。入社

してボスに言われて、あてがいぶちの仕事をしたのは

最初の5年間くらいで、それ以降は記憶を辿っても、お

前これをやれ、と言われてテーマを与えられたことは一

回もない。大きな目的ははっきりしているが、それにか

なうことであれば自由にやれということであり楽しくやっ

てきた。 

 

    
 

２、 ３M グループの概要 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表は、2012 年度の概要である。売上げ・社員数とも

に 60 ％強が海外である。研究開発者は全社員の

10％強、米国と海外の比率は 50％ずつ、純利益率は

14.8％であり、エクセレントカンパニーと称されている。

製品数は約 6 万種あり、典型的ニッチ企業である。１種

あたりの売上高は約50万ドル(5,100  万円）である。実

は、この 5 万種の 1 品 1 品をコスト管理している。技術

の世界のマネジメントの考え方と事業のマネジメントの

方法は大きく異なっている。技術につては大きな自由

度を担保した仕組みになっているが、事業の管理はマ

イクロマネジメントであり、非常に細かな管理をしている。

多くの製品を製造販売しているが、1 品ごとの収益性は

すべて把握できている。 

儲からないものはどうすれば改善できるか常時レビ

ューしている。運悪く儲かっていない、あるいは赤字の

製品の担当になると、黒字化するのが大変である。「方

法はありません」と言ったら、おはらい箱になる。「こうい

う方法で黒字化に取り組みます」と言えば、可能性があ

ると理解されれば「やってみろ」となる。その結果、成功

したり、あるいはうまくいかないこともあるが、改善の見

込みが立たないものからは漸次撤退していくというマネ

ジメントをしている。だから、ボトムラインが確保できるこ

とになる。この考え方については後ほど触れたいと思

う。 

 次に、海外事業であるが、全体の 65％を占めている。

これに携わる社員数は、米国にいる社員数をはるかに

上回り、世界中で手広く事業を行っている。 

 

 ◆売上高推移・売上高成長率

 
                  （講義資料より掲載） 

 

 

２、MOTセミナー講演録 

 

３M社のグローバル技術経営 

住友スリーエム（株） 元常務取締役  

野津 英夫 
 

３M社海外事業 

売上：    1９４億ドル 

売上比率：約  65 ％ 

社員数： 約 52,９００名 

系列会社：70 ケ国以上 

生産拠点：40 ケ国 

研究施設：35 ケ所  

 

３M 社全体 

1９０２年設立 
全世界総売上   約 299 億ドル  
純利益       約 44.4 億ドル  
研究開発費    約 16.3 億ドル  
全世界社員数   約 87,700 名  
研究開者数     約 8,200 名    
国外研究開者数  約 4,100 名  
製品数：       約 50,000 種 
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（講義資料より掲載） 

 

 

 

 
 

（講義資料より掲載） 

 

売り上げを見ると、2002 年を 100 としてこの 10 年間

に 2 倍強になっている。2009 年リーマンショック時はさ

すがに落ち込んでいるが翌年度には取り返している。

成長率は米国外（ＯＵＳ）の方が高い。３M 社はグロー

バル化していなければ規模はもっと小さな企業になっ

ていただろう。順調に成長していると判断できる。 

しかし、全体の成長率は 2000 年～2004 年の CEO

マクナニーの時代、2005 年～2010 年 G．バックレーの

時代、CEO が変わると成長率が上下している。この間、

社員数は基本的にはフラットであるから、売上げは 2倍

強、社員1人当たりの売上高は 2倍以上となり、生産性

は非常に厳密にマネジメントされていると言える。売上

げに比例して社員を増やすことはしていない。 

 純利益率（純利益／売上高 ×100）では 1990 年代

CEO マクナニー以前が平均で 10％強、2000 年代

CEO 代マクナニー以降には 14％となっている。この

4％の向上はマクナニー効果であると考える。こうして

見ると長期間にわたって利益を上げ続けている企業で

あるということができる。  

その間、研究開発費は、金額ベースでは増加してい

るが、売上高比では長期トレンドで減少している。非常

に興味深いことである。 

３M は技術を中心に発展してきた会社である。技術

投資の適正レベルに対する判断は、経営上の大課題

である。それにはさまざまな意見がある。販売サイドは

技術に投資をすることで成果が必ず期待できるか、そ

の保証はないという。どんなテーマでも技術的成果は

出る。問題はその成果が、事業成果に転換できるかと

いうことである。それは分らない、信じるからやっている

ということに尽きる。結果として確率のはなしで宝くじを

買うに等しいということになる。いくら研究開発費をつぎ

込み続ければよいのかは経営にとって重要な課題で

ある。 

マクナニーCEO 時代にはその重要性は認識しつつ

も、もっと減らしてもいいだろうという立場であった。次

の G・バックレーCEO は技術者の出身であり、就任直

後に予算を減額する計画があるということを聞いて減ら

すことを中止した。しかし、マクナニーの時代には経営

効率が非常に良くなった。これが純利益率の向上に如

実に反映されている。３M は製品の新陳代謝 をアクテ

ィブに繰返しながら成長と収益を確保する経営構造に

なっている。この評価のモノサシは新製品比率である

が、これはどんどん下がっていた。当時の新製品目標

は「Four years New Product」と定義されていて対売

上 30％以上であった。マクナニーが就任するころには

30％を少し超えるレベルであった。 

彼が辞任したあとに 20％を切るところまで落ちてしま

った。潜在的に相対的競争力が低下する中で成長を

維持して株価も上げなければならない、ということでな

にをしたかと言うと、2005 年から 10 年までは M&A であ

る。ニッチの会社であるから大きな買い物はしない。や

はりニッチで規模は大きくないが３M のポートフォーリ

オに合いそうな会社を見つけてどんどん買い取ってつ

じつまを合わせたように見える。 

2012年2月にCEOはG・バックレーからインゲ・チュ

ーリンに変わったが、半年経って彼は研究開発投資を

増強し、対売上比 5％半を 1％上積みして 6.5％くらい

まで持っていくと宣言した。これは原点回帰であり、創

業以来 100 年間の成長を支えてきたイノベーションを

軸にした経営に戻ろうということであると推測している。

表面上見ればつじつまはあっている。 

以上述べてきたように、３M は、紆余曲折はあるが長

期にわたり成長を続けてきた会社であるが、内部的に

はさまざまな葛藤があり矛盾の克服に苦闘して来たと

いえる。 

 ３M は技術を梃にしたイノベーションを持続的に成

功させ発展してきたが、これは自由な技術活動の容認

と規律ある事業化への取り組みという、相反する要素

で成り立っている。 

問題はその適切なバランスがどこにあるかということ

である。例えば、私が自分の目で見てきたことの一端を

紹介すると、米国には非常に多くの研究者・技術者が

いるが、中には何をやっているか分らない人もたくさん

いた。極めつけは、人間の性であろうか他人の成果を

巧妙に掠め取って活用している者もいた。３M の技術

コミュニティはとてもオープンで発明記録書を書く前に

も内容を仲間にいくらでも話していた。極めて稀ではあ

るが成果の横取りが起こることがあった。 

初めて遭遇したのは米国にいた時である。住友３M

の技術者で米国勤務をしていた人物がその憂き目に

あってカンカンに怒ったことがある。泣き寝入りをしない

タイプであったので強く抗議をした。結果、横取りをし

た当人をその直属上司が支持していることが分かった

ので、更にその上に抗議して事実であることが判明し

「これは恥ずかしいことだ」と謝罪を受けたようである。

しかし、日本人の彼は「東洋からきたイエローモンキー

だからこういう目に遇うんだ」と言っていた。この話を日

本で一緒に仕事をしていた米国人に話したところ「俺も

経験した」と言う。彼は、思いついていた発明のネタを

グループレビューの中で発表した。発表が終わった途

端に、ボスが「お前はこのアイデアを今まで誰かにしゃ

べったか？」と質問した。それに答えて何名かの名前

を挙げた。そうしたら瞬間に言われたことは「お前はもう

この場から出て行ってすぐに発明記録書を書いて出

せ」とのことであった。何を言われているか分らなかっ

たが、とにかく命令だから書いてすぐに提出した。その
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後、彼が話した一人から同じものが提出された。したが

って、真面目な技術者だけでなく横着な者もいるし、何

をやっているか、何をめざしているか分らない人たちも

何人かはいる。人種差別とは関係のない話である。 

３M の技術に対する考え方は、技術は事業価値を生

んでナンボのものであるということである。それに結び

つかない仕事をしたかったら、しかるべき国立の研究

機関とかに行ってやって下さい、ということである。した

がって、何をやってもよいという自由度は与えているが、

その中で目的は非常にはっきりしている。成功した時

には事業価値を生むと信じられるテーマに限られ、そ

れを信じられれば許される。しかし、そこから逸脱して

いる人たちは少数であるとは思うが明らかにいる。した

がって、自由の世界はよいが、前述したようなことを考

えながらマネジメントすることは非常に悩ましいことであ

る。管理を強化すると、あまたある技術が分断されてコ

ネクトされなくなる恐れがある。これは３M にとって最大

のリスクであるし、それが全社的に起これば３M は消滅

する。かように技術のマネジメントは難しく、かつどうや

って矛盾する要素に折り合いをつけながら組織運営を

して行くか知恵を絞らなければならないし、注意も払わ

なければならない。自由なるがゆえの非常に大きな課

題である。 

 

２、 ３M COMPANY の定義 

 

 

 

 

（講義資料より掲載） 

a diversified technology company 非常に幅広い技術を

持っているという意味で、多岐にわたる技術があり、100

年間にわたって営々と蓄積してきた。そして、その技術

を活用して innovative な製品とサービスを提供してい

る。典型的なニッチ企業である。 

これがどうしたらうまくいくかは「仕組みの問題」であ

るし、どうすれば成果が最大になるかは「最重要のビジ

ネス サブジェクト」である。 

この成果を最大化するためのテーマは 2 つある。1

つ目は「新しいテクノロジーの開発・取得」である。その

用途が何になるか皆目見当がつかないことが儘ある。

出口をどうやって見つけるか。これが非常に大きな課

題である。 

そして 2 つ目は、出口がひとつ見つかったら、「ひとつ

しか出口がないのか」を考えることがある。ひとつしか

ないこともあるが、いくつもあるケースもある。換言すれ

ば、イノベーティブな成果の用途をどうやって見つける

かである。これにはさまざまな事例がある。例えば自動

車では静粛性を高めるために遮音材が大量に使われ

ている。理論的には質量が効くので、密度の高いシー

トやマットを多用すればよいが、重いので燃費は悪化

する。できるだけ使用したくない材料である。今日広く

使われているのは極細のポリエステルファイバー製の

不織布（製品名シンサレート）である。最初の用途は今

も広く使われているが、衣類の中綿である。 

日本では昔、南極越冬隊に使われたのが最初であ

り、かさばらないので衣類の中綿として広く使われるよ

うになった。普及してしまうと成長の限界になり、それを

打破するために次の用途を探し、紆余曲折はあったと

思うが、自動車に採用された。高級車になると厚さ１０

数センチに積み重ねた箇所もある。重量は微々たるも

のであり燃費にはほとんど悪影響がない。現在、広く普

及している。 

他の事例として両面粘着テープがある。これも自動

車に大量に使われている。用途は塗装鋼板とプラスチ

ック部品の接合である。これまでにない両面粘着テー

プを開発したものの、何に使えばよいか分らない。用

途の可能性をグローバルで探した結果、日本では自動

車に採用され世界中に広がった。実績を積み安心して

使える材料であることが実証されてから、建材に使わ

れるようになった。スチールドアは鋼板を溶接してスポ

ット痕を研磨して仕上げる。この工程を両面粘着テー

プで張り付けて終了。ドアとしての強度は十分あるし、

溶接・研磨作業がなくなるからコストも下がる。自動車

で10年以上使ってもはがれないという実績が信頼性の

裏づけになった。３Ｍでは顧客価値の探求を一所懸命

やっている。したがって、技術は事業価値に結びつい

て意義があるということが基本になって、世界中でこの

共通価値に基づく活動が行われている。 

３Ｍは1902年の設立である。設立以来、他に先駆け

て開発した新製品・技術を列記すると以下の表になる。 

 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（義資料より掲載） 

 

この中には運悪く失敗したものも入っている。1992

年ブルーグリーンレーザー。DVD ディスクに使われる

ブルーレーザーピックアップを想定していた。結果とし

3M is a diversified technology company established in 

1902 serving customers and communities with innovative 

products and services. 

              
1921 ＜３M＞ ＜ウエットオアドライ＞ポリッシングペーパー 

1925 ＜スコッチ＞マスキングテープ 

1930 ＜スコッチ＞粘着テープ 

1939 ＜３M＞ ＜スコッチライト＞反射シート 

1947 ＜３M＞ オーディオテープ 

1948  不織布 

1954 ＜３M ＞ ビデオテープ 

1956 ＜スコッチガード＞繊維保護剤 

1958 ＜スコッチ・ブライト＞床管理用不織布研磨材 

1959 ＜スコッチ・ブライト＞ナイロンたわし 

1962  ＜スコッチ＞ ＜マジック＞粘着テープ 

1964  ドライシルバー乾式現像技術 

1969 ＜３M＞＜ライトウォーター＞水成膜泡消火薬剤 

1972 ＜３M＞データカートリッジ 

1979 ＜シンサレート＞吸音・断熱素材 

1980 ＜ポスト・イット＞ノート＜スコッチ＞＜VHB＞構造用接合テープ 

1984 ＜３M＞メディカル デジタルレーザーイメジャー 

1985  追記型光ディスク 

1991 ＜スコッチプリント＞イメージグラフィックス 

＜スコッチシールド＞窓用飛散防止フィルム 

1992  ブルーグリーンレーザー 

1993 ＜スコッチ・ブライト＞＜ネバーラスト＞ポリシャインハード 

1994 ＜オセロ＞抗菌セルローズスポンジたわし 

    ＜３M＞＜ドライヴュー＞レーザーイメージングシステム 

1996  ハイドロフロロエーテル（HFE) 

1997  多層光学フィルム 

1998 ＜アルダーラ＞クリーム 
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て選んだ材料が不安定で失敗した。大変な投資をして

199２年に世界で初めてレーザー発信には成功した。

その当時同じ研究が世界中で行われていたが、全く無

名の３Ｍが成功したという発表は大変なショックだった

と言われている。 

1997 年多層光学フィルム。ポリエステル系のフィルム

で厚さ120ミクロン～100ミクロン、その間に組成の異な

るポリマーを最大 800 数十層交互に重ねあわせたもの

である。初期のフィルムはキラキラ輝いて美しいのだが、

何に使うのかが難題であった。開発した人たちは包装

用フィルムとして世界中で売れるというシナリオで会社

に巨額の設備投資をさせ、結果的に経営者をだました

ことになった。包装用には全く微々たる量しか売れなか

った。関係者の顔色が変わり、どうしたらいいかという

深刻な会議をやった。用途開発に取り組んだ結果、液

晶ディスプレイの集光フィルムとして使われるようにな

った。特にバッテリー駆動のモバイルデバイスにはよ

いわけで、ほとんどの機種で使われている。これにより

やっと辻褄を合わせることができた。 

３Ｍ自体ではこの集光フィルムの顧客価値評価は不

可能であった。当時は日本の企業が世界的にリーダー

ポジションにあったので、トップ企業の一つであった２

社で評価してもらった。結果は、1 社では「使い物にな

らない」ということであった。もう１社は「これはいい」とす

ぐに採用になった。大量に注文をいただき、大投資し

た設備は生き延びた。因みにもう 1 社からも後刻採用

いただいた。 

 余談であるが、評価技術は非常に重要である。私が

一番ダメだと思うのは、JIS, ASTM, DIN 等の規格で評

価して終わりという技術者は基本的に使いものになら

ないと思っている。 

この成功で生き延びて、次に開発したのが、ミラーフ

ィルムである。これは鏡より反射率が高く、携帯用ディ

スプレイに広く使われている。その次に考え出したの

は建築の窓用フィルム。赤外線はほぼ完璧にカットし

て可視光線は透過する。そして、今取り組んでいるの

は自動車用のフロントガラス。自動車は移動するコミュ

ニケーションデバイスになっているので、アンテナ機能

があって交信ができなければならない。他の方法でも

熱線は遮断できるが電波を妨害してしまうので具合が

悪い。よってビジネスになりうる可能性は大いにあると

思う。 

近い将来、３M にこれに匹敵するネタがあるのか、な

いのか。今や部外者である私には全く見えない。因み

にこの多層光学フィルムの現在の売上げは 1,000 億円

を優に超えているのではないだろうか。全体で 3 兆円

の売上げの内のこの額は決して小さくはない。３Ｍにと

っては、今後も続いてこのような商品を生み出せるかと

いうことが大きな経営課題である。 

 

◆３Ｍの成長戦略 

３Ｍという会社は成長を続けなければならないが、

冒頭紹介したように決して順調に成長してきているわ

けではない。成長戦略の考え方をまとめる。 

① 中核事業の持続的強化 

  中核事業というものは、世の中からなくなるとは思え

ないもので構成されている。一番は研磨剤である。３Ｍ

は研磨材からスタートし、今もこのビジネスに力を入れ

ている。新規材料を発明し活用しているし、様々な工

夫をして新しい研磨剤を開発している。しかし、新しい

研磨材を受け入れてもらうのは難しい。売れるだろうと

思っても容易には使っていただけない。要するに、どう

使うとお客様にベネフィットが出るのかなかなかわから

ないことがひとつ、それから、日本でつとに感じるが、

面白いけれど分らないものはリスクがあるのでやめて

おこうということ、こうした心理が皆さんにもないだろうか。

台湾とか中国では、昔の日本と同じで、これは面白いう

まく行ったらこうなるね、と考え積極的に評価してもらえ

るようである。こうしたことも一因で、競争力に差がつい

てくるのかもしれない。 

② グローバル事業展開 

 中核事業に持続的に取り組むと同時にグローバルな

事業展開を行っており、60 年以上の歴史がある。今日、

グローカリゼーションと言っているが、ローカルなニー

ズを見つけてソリューションを提供する取り組みを重視

している。ある地域の成功事例を他でも素早く試してみ

ることが行われている。 

但し、昔からそうであったわけではない。私が若いころ

はこんなことをしたら「お前余計なことはするな」と怒ら

れた。「余計なことを考えずアメリカの開発品を売って

いればいいんだ」という人がいたが、それだけをやって

いて長期的にメシが食えるわけではない。製品を買っ

ていただいたお客様から、こうしてほしい、こんなもの

ができないか・・・という声が返ってくるので機敏に応え

ることによって信用ができ事業が成長すると思い、勝手

なことをやっていたことを思い出す。今は 180 度転換し

ている。そうなると、グローバルベースで、皆で知恵を

絞らないとならないから、大事になってくるのがダイバ

ーシティマネジメントである。 

これは日本企業の究極の大課題であると思う。日産

はルノーといっしょになったからダイバーシティに取り

組まなければならない。ダイキン（株）は社員の 8 割が

外国人である。これから、外国人の役員登用を含めて、

人材登用の在り方が大きく変わっていくと思う。全体で

言えばこれは例外ではないかと思う。海外での事業展

開に際して、日本から社員を派遣し指揮をとらせる発

想が相変わらず強いと思う。うまくいけばよいのだが、

たぶん巧くいかないケースの方が多いかもしれない。

そういう意味でダイバーシティマネジメントは重要であ

る。 

③ 多様な技術蓄積と活用 

 ３Ｍは成長を支えるために、多様な技術の蓄積と活

用に努めていることは前段の事例でも話した。 

新しいシーズを見つけてその用途の開発に取り組む。

また、お客様のニーズを探究してソリューションを提供

する。この二つである。 

④ イノベーションの持続的達成 

 根幹を成す戦略であり、後で詳しく触れる。 

⑤ 補完戦略としてのＭ＆Ａ 

 有機的成長を補完すること、およびイノベーションを
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進めるために必要となる技術を補完するためにＭ＆Ａ

を行っている。 

 

以上が３Ｍの成長戦略の全体像である。その時々によ

って何に力を入れるかが経営者の判断によって変わっ

て来たのが、ここ１0 年の姿であると思う。 

 

◆３Ｍ 事業構成 

 5～6 万種類の製品を扱っている３Ｍの事業構成は５

つのくくりから成っている。 

 

 

 

 

 

 

（講義資料より掲載） 

 

これは最新の構成で、1 年前とは相違している。

Electronics & Energy は Electronics & Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ

ｏｎであったし、Safety & GraphicsはSafety & Security と 

Ｏｐｔｉｃａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ & Graphicsの2部門を統合したもの

である。 

変えた理由は推測になるが、会社として成長の見込

めるフィールドにマッチした名称に変えるという考え方

であろう。Ｏｐｔｉｃａｌはビジネスとしての規模は相当大き

いがこれ以上成長は望めないので、違うフィールドを

開拓する意図で、このビジネスに携わる人たちのマイ

ンドをセットし直そうという意図であろう。 

そしてもうひとつ。この 5 つの名称は市場にフォーカ

スしたタイトルであり、プロダクトではない。2000 年当時

の組織編制はプロダクト中心主義であった。これは意

図的に変えたものである。プロダクトアウトの発想で事

業を行うのではなく、マーケットインの発想への転換を

目指した結果である。 

考え方としては「事業環境変動と目標成長分野に対

応した事業グループ編成にしていく」ということである。

これに基づいて、世界中に活動拠点を持って全体をハ

ーモナイズしていく。しかもニッチな会社なので、地域

ごとの活動の重点は夫々で異なっている。ひとつの組

織体として活動していくためには、経営理念と社員の

行動を規定している企業文化が非常に重要になる。 

 

◆事業のグローバル展開 

グローバル戦略は「どこにどれだけの投資をして何

をめざすか」ということである。例えば、私が退職する時

点では、３Ｍのグローバル展開の戦略は、「ＢRICSＰ」

（Ｐはポーランド）となっていた。この 5 ヶ国を重点投資

国と定め非常に力を入れていた。 

そして戦略の具現化にはビジネスユニットを単位とし

て取り組む。市場によって機会が大きく異なるためであ

る。例えば、自動車産業がいい例であるが、インドネシ

アに力を入れても商売にならない。注力するのは自動

車の生産拠点があるところ、今で言えば中国・ブラジル

等であり、そうしたところに重点をおいた結果、メリハリ

の利いた事業展開になっている。 

これらの基盤を支えているのがテクノロジープラット

フォームである。これを共有化してどのように活用する

かということが３Ｍにとっての生命線である。昨日、研究

者・技術者が辞めていくことによって、技術が漏出する

という話題が出たが、３M はそのリスクを承知の上で技

術の開示と共有を行っている。さまざまなテクノロジー

プラットフォームがあるが、データベース化しているも

のは世界中イントラネットで結んでいるので何処からで

もアクセス可能である。必要な情報を全部知ることがで

きる。これが一つの活力源になっていると言える。 

発展市場への重点投資、そして地域に立脚した事

業運営を原則として、それぞれの地域で何に重点を置

くかということを決めている。オペレーションの主体は各

国・その国の人になる。住友３Ｍのトップは米国からき

ていたが、現在は日本人になり米国人はほとんどいな

いようだ。かといって世界から孤立している状態ではな

い。 

地域ごとに成果が出てくると、早い時期に全体共有

して他の国に持っていけるものはすばやく持っていこう

という考え方で運営されている。そうして成果を最大化

しようとしている。これが人の育成や人の交流にも大き

くかかわってくる。自主的に動いている多くの事業組織

をひとつの方向にまとめなければならない。特に、社

員としての振舞には一つの基準があり、徹底するため

に強固なコーポレートガバナンスがある。 

 

◆事業組織 

 事業組織は、次の図に示すように典型的なマトリック

ス組織である。 

  
先ほど紹介した 5 つの事業センターはそれぞれがグロ

ーバルな責任をもつ。そしてそれぞれの地域はそれぞ

れ事業責任を持つ体制となっている。 

 これに属さないロジスティクス・人事・コーポレート等

の機能はすべてこの外にありグローバルに横断的にマ

ネージされている。 

例えば購買の機能は事業部内にはない。知財マネジ

メントは知財カンパニーとして子会社になっている。世

界中の３Ｍの社員のインベンションはすべて知財カン

パニーが保有しグローバルベースで運用されている。

個々の事業組織がロイヤリティを払って利用する仕組

みになっている。 

  

 

➢Consumer    ➢Electronics & Energy  

➢Health Care   ➢Industrial   

➢Safety & Graphic 

（講義資料より掲載） 
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◆経営理念 

 これは全然変わっていないと思う。 

「優れた品質と価値を提供することによって、顧客の満

足を得る」 

「持続性ある質の高い成長を通じて株主に魅力ある配

当をする」 

３Ｍは過去55年間増配を続けている。財務上ではま

だ増配の余力はあると外部からは見做されている。利

回り率は、現在の株価に対して 2.4％である。長期に株

を保有するならば普通預金よりも有利である。ただし、

日本では為替リスクがある。 

「社会と自然環境を尊重する」 

自分たちの製品が環境に悪影響があるとか人体に

影響を及ぼすということに気付いた時には、悩みに悩

んで対処法を検討するのであるが、将来のリスクを否

定できない場合には禍根を残さないために撤退してい

る。 

「社員が会社の一員であることに誇りを持てるような企

業をめざす」 

 ３M では何万人の雇用を切って短期に業績を上げる

ようなＣＥＯは全く尊敬されない。考えてみればそうで

なければ３Ｍは成り立たない。３M は多様な技術を基

盤として成り立っており、これは多様な専門家によって

担保されている。その人たちが長期にわたって会社に

貢献してくれるような基盤がなければ何万種類の製品

を出すようなニッチカンパニーは成立しない。これは必

然の理であると思う。 

 

◆グローバルビジョン 

「最もイノべーティブな企業になる」 

「必ず顧客に選択されるサプライヤーになる」 

「３Ｍ社ならびに社員に対する顧客の接触を全て快い

経験とする」 

  一言では「お客様のためのイノベーション Iｎｎｏｖａｔｉ

ｏｎ working  for  you」 と表現されている。 

図にすると次のようになる。 

 
（講義資料より掲載） 

 

とはいいうものの、イノベーションが次々と起きている

わけではない。今日、冒頭話したように 15 年にわたっ

て成果があるのかないのかという状況になっている。経

営との関係、技術組織運営、その中でどうやってイノベ

ーションの持続的な達成という目的に向かって全体を

動機付けしていくのか、難しいマネジメントを求められ

ているように思う 

  

◆新製品戦略 ストレッチゴール 

新製品戦略の考え方は上記である。イノベーションと

いう言葉はないが、「競争の基盤を変えるような」と表現

している。 

ストレッチの意味は「背伸びをすれば届く」というイメ

ージである。「最善の努力をすれば達成可能であるが、

普通の取り組みでは至難である」ということである。スト

レッチをしても到底届かないゴールを設定すると誰も

本気では挑まない。本気でやれば届くかなという心で

ある。   

 
 

 「競争の基盤を変える」とはどういうことか事例をあげ

て解説する。 

①参入する業界の基準を変える 

「スコッチキャストギブス」 

  ギブスは石膏ギブスが長年使われてきたが、３Ｍの

開発した製品はウレタン樹脂とガラス繊維の複合体で

ある。ガラス繊維の織物にウレタン樹脂を含浸させて骨

折した患部に巻いき水に浸すと硬化する。石膏ギブス

と異なる点は、お風呂に入れる、蒸れない、軽いことで

広く使われている。 

②顧客の仕事の仕方を変える 

 「スコッチカル・ブラックアウトフィルム」 

昔、看板はペンキで描いていたが、今はフィルムを

使う看板が主流になっている。３M はこの看板用フィル

ムを開発した。一般の看板の他にバスの車体広告でも

使われている。このフィルムは看板の応用である。契約

期間が終わると剥がす必要がある。梃子でもはがれな

いフィルムを使うと、剥がすのにとんでもない時間がか

かって大きな費用がかかる。したがって、剥がす時に

は簡単に剥がれ、貼ってある時には剥がれないフィル

ムを造れという矛盾する要望があって新型の粘着剤を

日本で開発した。結果、作業が速くなり一晩で貼りかえ

られるようになった。 

ブラックアウトフィルムは自動車用黒色フィルムであ

り、窓周りのトリミング部やセンターピラーに使われてい

る。昔は、メインボディの塗装をして、その後非トリミン

グ部にマスキングをし、黒色塗料を吹付けていたが、

今はほとんどフィルムに換っている。これは日本で開

発・実用化した製品である。塗装工程が一つ減り、工程

の簡略化に貢献した例である。 

③新たな事業機会を創出する 

 「３Ｍ防塵マスク」、「ポストイットノート」 

（講義資料より掲載） 
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不織布マスクは日本のメーカーが非常に大きなマーケ

ットシェアを持っているが、元々は３Ｍが開発したもの

である。60 年以上前に不織布なるモノを造ってはみた

ものの、何に使ってよいか全くわからなかった。「役立

ちそうもないものはやめてしまえ」と経営者は言うわけ

である。しかし開発した技術者はやめたくないので死

にもの狂いで用途を考え、贈り物用リボンの裏打ち材

に使うことを考え出した。これで時間を稼いで次にひね

りだしたのが家庭用のナイロン束子。同じ技術で表面

仕上げ材を開発し産業用として膨大な量が売れている。

テクノロジープラットフォームのひとつである。その成果

の一つに衣料用断熱素材の３M シンサレートがある。

日本では最初に南極越冬隊員用の防寒服に採用され

た。その延長線上にあるのが自動車用防音材であり、

軽量であるため広く使われている。    

そして、ポストイットノート。これを初めて見た時には、

メモ用紙なら広告の裏紙で間に合っている、こんなも

のに 200 円も 300 円も払うもの好きはいないだろうと思

ったものである。今日、膨大なシリーズが市場にあるが、

年間 2,000 億円以上の規模になっているのではなかろ

うか。ニッチな会社の商品として非常に大きなインパク

トがある。 

以上のようなことを「競争の基盤を変える」と言ってい

る。 

 

◆３Ｍ テクノロジープラットフォーム 

 イノベーションを中心とした広範な製品開発を支えて

いる基盤がテクノロジープラットフォームで、現在 43 種

類ある。 

 
（講義資料より掲載） 

 

化学の周期律表のようにアフファベット順に整理して

ある。材料技術系、プロセス技術系、ソフト、分析等々

多岐にわたっている。こうした多様な技術を組み合わ

せて様々な市場に様々な製品を提供している。 

 
 

これらの技術の活用をした事業モデルの考え方は、

「イノベーティブな差別化をし」、「知財で強力に守ら

れ」、「お客様と市場の支持が得られる」、ソリューション

をニーズに応えて提供することである。 

 知財で守っても、その期間は 20 年間であり、その間

に「ブランド化（ブランドバリューを創る）」をめざし商品

寿命を伸ばす努力をしている。 

 

◆３Ｍにおけるイノベーションと持続の条件 

 ３M にとってのイノベーションとは何かを十数年前に

CTOであったDr. Coyneが以下の４点にまとめている。 

  ➢お客様の満足を得る手段 

  ➢差別化の手段 

  ➢持続的成長の手段 

  ➢社員の満足を得る手段 

今日でもこの４点が不変であるかどうかは不明である。 

「持続的」という言葉があるが、イノベーションを持続

的に行うということはただごとではない。「持続的イノベ

ーション」には何が必要かということに関して同じ人物

がまとめたのが次の文書である。 

➢ビジョン  旗印になるものである 

➢先見性  世の中にないものをひねり出すのである

から経験的に言うと半歩先の先見性がベストである。 

➢ストレッチゴール  成果を出していくいい意味の圧

力として働く達成目標である 

以上は経営がリードする領域である。 

 以下の 3 点はプロセスに携わる個々の社員の話であ

る。 

➢行動の自由 エンパワーメント 

 上司に言われてやる仕事、指示待ち型の仕事に終始

していては、イノベーションは皆無とは言わないが、

可能性はゼロに近いであろう。 

エンパワーメントとは、上司から与えられる自由では

なく、３Ｍという技術組織に所屬することで与えられ

ている自由という意味である。 

➢コミュニケーション ネットワーキング 

 一人で何かを成し遂げることは、今日、先ず不可能で

あろう。人脈をつくり協働していくことが必須である。 

➢表彰と認知 

 日本で表彰といえば、賞状とトロフィーがあって金一

封がついてくるのが一般であるが、３M では金一封

は出ない。表彰式にＣＥＯが出てきてパーティ、食事

（講義資料より掲載） 
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をする。それで終りである。法律とか社会背景の違

いということになるが、成果に対して直接的に金銭を

わたすことはない。 

  しかし、処遇ではしっかり見ている。３Ｍで最高位の

専門家は全社で 40 名くらいであるが、コーポレート・

サイエンティスト という称号を与えられて、仕事上も

非常に大きな自由度を与えられ、仲間による認知が

最高の名誉であり、喜びである。 

    

◆テクノロジープラットフォームとイノベーション 

前掲のテクノロジープラットフォームは、現在は 43 種類

である。10 年前は 35 種類程度であったのでじわじわと増

えている。こんな技術はやめた方がいいと思っていても、

人数は多くはないが、それにしぶとく取組む者がいる。そ

して何年か経つとポッと新しいものが出てくる。こうしたこと

を大事にして積み重ねて拡大していく。そしてプラットフォ

ームとして認知されると、広く知られることになり活用の機

会が増えてくる。全社的に情報を共有し、自由に使い、

様々なアイデアを出して試してみることが奨励されている

が、その一環に加わることになる。 

 考えてみれば、このような制限のない情報開示にはリス

クも付きまとう。事件がなかったかと言えば、実はあった。

無実であったが、日本に嫌疑がかかったこともあった。 

リスクの許容限界は分りにくいが、３Ｍとしてはゼロには

ならないと承知の上で、共有して使った方がよいという判

断である。 

３M の製品開発プロセスを図にすると以下のようにな

る。 

 
                    （講義資料より掲載） 

 

アイデアは個人の頭の中にある。睡眠中でも雑談し

ていても閃くことがある。それが、面白い、役立つという

ことであればやってよいとなる。当然のことながら、ほと

んどは失敗することになるが、貼って剥がせる粘着剤

を開発したコーポレ－ト・サイエンティストから直接聞い

た話だが、「新しいことにチャレンジする時にはアイデ

アだけで 10,000 くらい考える。ほとんどは何もしないで

捨ててしまう。ひょっとしたらというものを試すが、ほとん

どは失敗に終わる」。貼って剥がせる粘着剤はそうした

失敗のひとつである。めざしていたのは強粘着剤の開

発であったが、全く逆な弱粘着剤を作ってしまった。し

かし、あまりに極端に違っていて面白そうなので捨てる

のをやめて表に出した。何人もの人が触ったようである

が、面白いものができた程度の反応で終わってしまっ

た。 

 それから数年たってドクター・フライ（メモ用紙 

Post-it®のインベンター）が、自分の個人的な問題を解

決するためにこの粘着剤のことを思い出した。敬虔なク

リスチャンで教会に毎週通い讃美歌を歌う。歌う箇所に

栞を挟んでいるが開くたびにそれが落ちる。これを落

ちなくするにはどうしたらよいかと考えたのが動機で、

閃いたのがこの粘着剤を手にいれて栞の裏に塗って

みることであった。パッと開いた時にはくっついている。

剥がす時には紙が破れないできれいなままである。こ

れが開発の始まりであった。しかし、素晴らしいことだ

からどんどんやれという人はいなかった。本人は会社

で廃棄処分になった装置類を自宅に運び試作機を開

発してしまった。 

売れるか売れないかは大問題で、マーケティングは

グローバルリサーチを行い世界中でどれだけ売れるの

か調査した。うまくいっても 10 億円。「あほなことやって

る」ということである。それでも、 スポンサーである上司

の応援もあり、国内でのテスト販売にこぎつけた。結果、

さっぱり売れない。販売中止が決定されたが、くだんの

上司はなぜ売れないかよく分らないということで、自分

の上司と共に販売を頼んだ文房具屋に行き観察して

みたら、製品が山積みになっているだけで販売員もつ

いていない。見慣れないものが唯山積みになっている

だけでは価値が分らない。 

 販売中止と決めていたので、来店者に全て配ってし

まった。しばらくしてリピーターが現れ販売継続となっ

た。この出来事がなかったら、今、Post-it®は存在しな

いかもしれない。かほどさようにイノベーションが成功

することは難しいことである。一面、宝くじと同じようなも

のといってもよいかも知れない。 

 自由に探究する機会からこれはというアイデアが出て

くる。それを新製品に仕上げていく実行プロセスが重

要であるが、３Ｍではステージゲートが使われ、秩序立

てた計画立案、進捗度管理、投入資金管理を行ってい

る。 

それに対してアイデアを探究は、個人が自由に行う

ことを許容しているので、外部から見ると混沌としたカ

オスの世界である。この2つの仕組みは矛盾している。

開発では自由を放棄して一定のスケジュールに従い

仕事をしなければならなくなる。個人にもよるがフラスト

レーションがたまることもある。この相反する状況をマネ

ジメントすることは容易ではなく「矛盾のマネジメント」と

称している。 

自由に仕事を行う世界は「15％ルール」により運営さ

れている。 

◆１５％ルール 

  ➢ 探究することを奨励する 

  ➢ 人脈のネットワークづくりを奨励する 

      （同志を集めること） 

  ➢ 実験することを奨励する 

      （資金は出ないのであるものを使う・集める） 

  ➢ 不文律 

      （文章化していない） 

  ➢ 自主管理 

  ルールと書いてあるので就業規則のようにみえるが、

就業規則ではなく不文律である。３Ｍの実質的創業者

マックナイトが「就業規則に入れると、後世 15 をめぐっ
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て、10 がよいのか、20 がよいのか、本質と外れた議論

を真面目にするに違いない」と考え、そういうことが起き

ないように配慮した結果の不文律とのことである。  

アイデアの探求をサポートするために 1984 年にスタ

ートしたジェネシスプログラムがある。自主研究プログ

ラムに対して、３Ｍのコーポレート研究開発から資金供

与を行う。現在はグローバルプログラムになっている。

毎年、次年度のプログラムを公募する。ネットミーティン

グによる審査会で全応募者がプレゼンテーションを行

い、その中から面白そうなものを選んで資金を与える。

本人が 1 年間に必要な金額を計算して申請する。限度

額は 10 万＄（約 1,000 万円）と記憶しているが支出に

上司の承認は不要である。 

近年の成功事例としては多層光学フィルムがある。

LCD 用光学フィルムや窓用断熱フィルムとして広く使

用されている。 

  

４、３Ｍの研究開発体制 

◆３Ｍ研究開発組織の変遷とコーポレート機能の 

グローバル化 

 ３Ｍの研究開発体制は３層の構造になっている。 

・コーポレートリサーチ    

長期テーマ ・グローバルな運営。技術開発がミッシ 

ョンである 

・ビジネスセンター技術部門 

 中期製品開発がミッションである 

・事業部技術部門       

新製品開発がミッションとなっている 

 

この体制では事業部門が専ら新製品開発を行うので、

自分の事業のカテゴリーから外れたテーマには取り組

まなくなる。この弱点を補う手段の一つが、先に説明し

た 15％ルールである。どの事業部にも属さないテーマ

には特別のチームをつくって取り組むこともある。 

研究開発体制は 1980 年までは米国中心であったが、

以降はグローバル化を目指して変わりつつある。 

事業部研究開発部門のミッションは用途開発、新製

品開発であり一貫して変わっていない。コーポレートの

研究開発部門のミッションは事業部を支える技術開発

であるが、時代と共に変化している。1980 年と記憶して

いるがセントラルリサーチは解体して以降、大きな変革

を三度行っている。セクターラボの創設と解体、テクノ

ロジーセンターの創設と解体、および 2003 年のコーポ

レートリサーチラボとビジネスセンターラボの創設であ

る。 

これは、組織体制が将来を担保し期待される成果を

上げているか否かを評価した結果である。このように、

コーポレート機能は変遷を繰り返している。その中で従

来の米国中心にすべてをやろうという思想から転換し、

今ではグローバルな運営に変っている。 

➢コーポレートリサーチ機能のグローバル化 

コーポレートリサーチの機能はすでに数カ国（米国・

カナダ・ドイツ・イギリス・日本・韓国・中国）に及んで

いて、それらの活動をハーモナイズするためにテク

ニカルオペレ－ションコミッティをつくり運営してい

る。 

「グローバル情報データサービス」「ネットによる定期的

情報交換」「多国間共同開発プログラム」「長期海外勤

務による人材交流」等に取組んでいる。 

➢コーポレートリサーチの機能 

グローバルプランニング 米国が世界を統括する機能

を持っているが、ヨーロッパ中心、アジア中心のプラン

ニングプロセスを持っている。 

「情報共有」「ジョイントプログラム」「ＦＳＥ（Ｆｏｒeｇｉｎ Ｓｅ

ｒｖｉｃｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ）人材交流」を行っている。 

 

◆事業部の研究開発   機能と活動 

 一方、事業部の研究開発の組織・機能は変ってはい

ない。 

➢ミッションは新製品開発・用途開発・販売支援・製造

応援・販売支援。用途の開発は非常に重要である。 

➢米国事業部研究開発が全世界の技術をリード・支援 

する運営構造である。ただし、こと細かく指示して管

理をするという思想ではない。 

➢各地域顧客の新製品・改良要求へローカルベース

で対応 

➢各地域の独自ニーズへのローカルベース／グロー

バルベースによる対応 

➢各地域の独自開発品・改良品の他地域展開 

➢グローバルベースでの技術の活用 

 

◆事業展開と技術機能 

 
                  （講義資料より掲載） 

 

前掲の図は、米国が事業を他の地域に展開する時

にどのようにするかを示したものである。 

技術機能としてＴ／Ｓ（テクニカルサービス）を展開

する時には、最初に輸出をして、現地生産・製品改良・

各地域での独自の製品開発・新製品の他地域展開、と 

発展の段階に応じて機能の拡充を図っている。最近は

スピードが速くなり、日本がフル機能を持つまでには

20 年以上かかっているが、中国の場合にはその半分く

らいの期間で完了している。順次機能を拡大して技術

組織を世界各地に展開している。 

次の図は世界への技術機能の展開の現状である。

発展の段階に応じて機能は相違している・。
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 （講義資料より掲載） 

（注）カスタマーテクニカルセンターについては後述） 

 

世界的に技術を展開していく時の考え方、テクノロジ

ーの位置付けであるが、「共有財産としてボーダーレス

であり皆で使っていく」。こうして、一見関連性のない製

品が、技術の共有と共用によって結びついている。結

果、「技術の縦横な活用によるシナジー」が生まれ新し

い製品が出てくることを期待している。 

一方、裏側では技術流出のリスクを抱えていることも

事実である。 

 おおきな課題はこのグローバルなテクノロジーベー

スをいかにすれば永続的に共有でき、伝承できるかと

いうことである・ 

 

◆３Ｍの技術の共有と伝承 

 共有と伝承をいかにするかは難しいことではあるが、

その手段は次の通りである。 

➢テクニカルフォーラム 

  これは 50 年以上継続している組織活動であり、社

員のアイデアを生み出す非公式ネットワークの場で 

 ある。   

➢人脈の構築と活用 

  技術的に分らないことがあれば専門家を探すことに

なるが、自分の知己に問合わせをして知っていれば

教えてくれる。知らない場合には探して見つけてくれ

るカルチャーがある。   

➢長期海外勤務 

➢ジョイントプログラム 

  米国とのジョイントが多いが、国をまたがった開発を 

  奨励している。 

➢15％ルール 

➢メンター制度 

 共有と伝承のためにさまざまな手立てを尽くしている。

その中でコアになっているのはテクニカルフォーラム

である。この場を使って技術の共有をする。その中のさ

らにコアのイベントがＴＩＥ （Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

Ｅｘｃｈａｎｇｅ）Ｅｖｅｎｔであり、その時の最先端の技術を

一ヵ所に集めて開示する。日本では年 1 回１日かけて

行うし、米国では 2 日かけて行っている。メンバーシッ

プ保有者は参加自由、技術者は全員対象、マーケティ

ングのリーダー、役員、事業部長等である。 

これに参加すれば先端の活動を知ることができる。 
 

 
（講義資料より掲載） 

 

このような活動を通して３Ｍが行っているのは「技術

価値の事業価値への転換」、換言すれば「技術の商品

化」である。この根底には「技術は用途を見つけて初め

て事業価値を持つ」「事業価値の極大化には事業モデ

ルが必須である」「スピード感が必要」「何をつくるかと

いう見抜く選択眼とそれを製品にする実行力を持つこ

と」が重要となる。 

  

◆カスタマー テクニカルセンター 

  「技術の商品化」を進めるプロセスで、市場の、お客

様のニーズは何かを見つけるのは容易ではない。ネッ

トを見ても、それはすでに知られていることである。最

先端の情報は、Ｆａｃｅ to  Face のコミュニケーション

が重要になる。そうしたことを考えて造った施設が「カス

タマー テクニカルセンター（ＣＴＣ）」である。 

 世界で 1 号の施設は住友３Ｍの相模原事業所（1997

年11月）で、３Ｍの技術を紹介する場としてオープンさ

れた。それ以前には技術を紹介する場はなかった。 

  広さは４，０００㎡くらい、約10億円かかった。創設し

て既に 15 年強になるが毎年コンスタントに 5、000 人く

らいのお客様がお見えになる。 

 スタートする時の責任者であった私は、運営に当たる

メンバーに「この施設は八百屋と同じである」と言った。

その基本条件は「常にフレッシュであること」、次々に生

まれる新製品逐次展示することである。自動車のカット

モデルも３年くらいで新車に入れ替えている。「なるほ

ど」ということになって、世界 30 ヶ国でこの機能を持っ

た施設を設けるに至っている。３Ｍが市場とお客様との

接点を確保する非常にユニークな場となっている。 

 施設の目的は、最初は「３Ｍを知っていただく」、次に

「お客様の課題を解く」ということである。この交流を通

じてネットワークを広げていくことを企図している。 

当初は、３Ｍのテクノロジープラットフォームと派生製

品を知るための来訪が中心であったが、数年を経て

70％強の方々が問題解決のためにお見えになるように

なった。顧客の問題解決に取り組んでＷｉｎ－Ｗｉｎの関

係、緊密な関係を築くと共に交流を通して潜在ニーズ

を発見していくことに取り組んでいる。 

 

3M  

Technical Forum 

1951年創設 
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５、３Ｍ事業マネジメント 

 以上、技術に関する仕組みを話してきたが、次に技

術を事業としてどのようにマネジメントしているか話した

い。 

 

◆ポートフォーリオマネジメント 

 ３Ｍはポートフォーリオマネジメントを行っている。採

算性の悪い製品には改善策が厳しく求められ、改善で

きない場合は販売中止が求められる。これは常時行っ

ている。事業についても同様である。競争に敗れてや

めたもの、将来性がなくやめたもの、自然環境に対す

るリスクが高いと判断してやめたもの等、様々な事例が

ある。 

  幾つかの事例を紹介する。 

・感熱型コピー 

  全盛期は 1960 年代。米国の 80％以上を占めてい

たと言われる。今はゼログラフィーである。全盛期

であったがゆえに新技術の評価を軽んじ感熱型に

終始し、結果撤退になった。 

・メモリーテクノロジー 

  当時、売り上げの 15％くらいを占めていた事業で、

磁気テープや光記録媒体等の部門である。私も 14

～5 年所属したが、米国勤務時に突然一部をやめ

る、一部はイメーションとしてスピンアウトすることが

ボードにより決定された。資本関係はなく、唯一３Ｍ

から援助したのは知財マターであった。 

・メディカルイメージング ・印刷材  

この 2 事業もメモリーテクノロジーと同時に撤退を決

め、イメーションに移管した。 

イメーションはその後メディカルイメージングと印刷

材事業を売却・撤退して、残った事業はメモリー関連

だけとなりメーカーというよりは商社に近くなってい

る。 

当初、イメーションに移った社員は約 11,000 人であ

った。私のチームは、売り上げに対する適正規模は

6,000 人くらいと見積もっていた。その後、人員削減、

事業売却を行い、今は千数百人の規模になってい

る。何千人もの人が３Ｍで働き続けるつもりであった

が運命が狂ってしまいあちこちに行かざるをえなくな

った。私の同僚も一部は３Ｍに戻ったが、大部分は

他の仕事に変っていった。 

そのような局面を見ると厳しいと思うが、３Ｍは事業

ポートフォーリオを随時見直して競争力のある分野

に経営資源を集中するし、健全性を担保している。メ

モリーテコノロジーからを撤退した理由は今日を予

見したからである。米国にいた当時は、この分野が

どうなるか非常に気になるところであったので、勝手

にプロジェクトチームをつくり手間ひまかけて検討し

た。そして、出した結論はたまたま同じであった。Ｖ

ＨＳビデオテープは 2010 年にはなくなると予測した。

この出来事は 1996 年のことである。 

・医薬品 

 1970 年代に免疫を活性化させる物質を発見して医薬

品を創ろうとした。最初は簡単だと思って大チームを

つくって開発を始めたが、医薬品の開発極めて難し

いことであると分り、リーダーはやる気がなくなってチ

ームは解散となった。特殊な物質を発見したサイエ

ンティストはあきらめきれなくて上司に掛け合って、

まさに 15％ ルールの拡張版のようなもので生き残

った。 

それから 10 数年後の 1996 年に「アルダーラ」という

薬名で市場に投入し陽の目を見た。この薬は皮膚科

の医師に広く使われるようになった。さらに、一歩進ん

で抗がん剤の開発に取り組み、2000 年に CEO に就

任したＧＥ出身のマクナニーが重点プログラムの一つ

に選んで開発を推進した。しかし、３Ｍはマクマニー

退任後にこの事業を売却した。その理由は、医薬品

は単品で市場で勝負することは困難であり、開発を持

続するためには巨額の投資が必要となるのでニッチ

カンパニーの体力では無理であるということであっ

た。 

・低分子フッ素系製品 

 これは人間や動物の血液中に一部原材料の微量成

分が残留していることを発見したのがきっかけであっ

た。 

 数百億の事業規模で利益率も高かったが悩み悩ん

だ末に撤退を決めた。自然環境を尊重するということ

が基本理念のひとつであり、悩ましい話ではあるが

将来に禍根を残さないように撤退した。 

このように、様々な動機でポートフォーリオマネジメント

を行っているわけである。 

 

◆組織マネジメント  人材開発・ＨＲR・人材登用 

 ３M は事業部制をとっており 1948 年以来全く変わっ

てはいない。全体を支えるコーポレート技術の組織

体制は折々の組織課題を解決するために何度も大

きな改編が行われてきた。全世界で事業を行ってい

るが、米国が細部まで管理するのではなく各ブラン

チに自由度を与えている。これをＧｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ 

（Ｇｌｏｂａｌiｚａｔｉｏｎ と Localization の合成)と私の仲間

は称していた。 

 組織にとって重要なのは人材であり、人材に関する

マネージメントには、 

① 幹部研修 

  マクナニーが持ち込んだＧＥクロトンビルの小型版

で、経営課題に答申するという内容でグローバルに

幹部を集めて研修を行うものである。講義はほとんど

ない。現実の経営課題に対する答申書をつくり、まと

めて発表を行う。必要な情報は、その場に情報マネ

ジメント部隊がいて短時間で提供してくれる。 

② ＨＲR（Ｈｕｍａｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｒｅｖｉｅｗ） 

 ３Ｍは人材の状況を組織単位で毎年見直している。

内容は「組織課題は何か」「（自分の）後継者候補は

誰々か」それを踏まえた「来年のアクッションプラン」

である。」 

③ ＪＩＳ（Ｊｏｂ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ） 

  長年米国で行われているのは「ＪＩＳ」である。こうい

う人がほしいという求人広告が常時ネットに出ている。

これは、上司の許可もなく自分がやりたかったら手を

あげていいというシステムである。日本でも導入し田 
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が定着するまでにすごく時間がかかる。初めの頃には

やりたい仕事に手をあげて異動していく人を冷たく送り

出した事例がいくつもあった。米国は文化が全く違い

「いい機会が見つかったから頑張って」と激励して送り

出す。大きな違いである。 

ＨＲＲは全世界で行い、経営会議でレビューして部

門課題とか会社課題に整理して、一番大きな課題は経

営体としてどうしていくか検討することになっている。そ

の中から有為な人材を見いだしていくことになる。 

後継者リストは実際にやってみると候補は毎年変わる。 

このプロセスを毎年踏んでいくので、全社の人材俯瞰

図ができ、適切な人材登用が可能になる。人材登用の

考え方は「実力による登用」に尽きる。人種・宗教・個人

的嗜好は一切考慮しないということである。 

米国にいた折にダイバーシティコミッティがあった。

翻訳は分っているが意味が分からない。聞いたら能力

による人材登用をめざしており「この実現なくしては３Ｍ

の明日はない」と教わった。現在のＣＥＯはスェーデン

人（営業系）、海外事業の統括は韓国人、ヘルスケア

事業のトップはスペイン人である。日本人もひとり事業

部長に就いている。 

  

◆３Ｍ社の企業文化 

 組織に関して、あるいは人材に関して日本企業と 

違いをご理解いただけたと思う。この原点に３Ｍ社の企 

業文化がある。     

 
 

◍人間を大切にする。多様な技術に支えらえているニッ

チ企業であるゆえに非常に重要である。 

◍行動の重視。行動することで価値は生まれる。何かを

しないと始まらない。どんどんやりなさい。 

◍命令されてやるのではない。自分で自主的ににやり

なさい。失敗もするだろうが、損害があってもそれは

授業料だから次に生かしなさい。 

 

（こうした考え方を徹底したのは、実質的な創業者のマ

ックナイトである） 

◍真面目にやる。法律は必ず守る。グレーゾーンに踏

み込んだと気がついたら止めなさい。 

 

この内容はかつて企業行動規範マニュアルを全社

員に配布していたが、エンロン事件以降はネットを使っ

て教育をしている。米国で制作して各国語に翻訳し全

世界で学習する。細かいセッションに区切って問題へ

の対処を指南する方式であり、最後に問題文がでてく

る。10 問あって 80％正解しないとやり直しとなる。これ

に対応するためには、しっかり記憶するかメモを取るか

必ず学習しなければならない。そうした過程で理解が

得られるという仕掛けになっている。サボっていると「あ

なたの部下のＯＯは取り組んでいない」という報告がく

る。３Ｍの社員の行動かくあるべしということを世界共通

化していく。これに長い時間と相当な資金をかけてい

る。 

 

◍企業家精神とイノベーション 

これに関してはさまざまな仕組みがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講義資料より掲載） 

 

「ブートレッギング（Ｂｏｏｔｌｅｇｇｉｎｇ）」を紹介したい。い

わゆる「密造酒づくり」。公式のプログラムでやめてしま

ったものを持続することをブートレッギングと称してい

る。  

これから生まれたものが結構あって、自動車用の吸

音断熱材はそのひとつである。開発が上手くいかず打

ち切りが決まった。 

しかし、開発に携わったメンバーにはあと一息、是非も

のにしたいという思いがある。継続に予算を握るマネー

ジメントの支援を得てアングラの資金を確保し、15％ル

ールにより時間を確保して完成にこぎつけた。結果、

有力な商品になった。 

直接関わった事例は、コンピュータ用バックアップテ

ープの開発である。開発はＩＢＭの主導で行われてい

たが、発表してから何年たっても一向にシステムが出

てこない。マネジメントがもう見込みがないだろうと開発

中止を決めた。米国に出張した折にものすごい勢いで

実験している人たちがいる。何をしているか聞いたら中

止になったプログラムを続けていると分かった。理由を

聞けば「あのような、あほな決定に従ってはいけない」

との返事が返ってきた。しばらくして、ＩＢＭはシステム

を発表し、アングラで開発を継続したおかげで３Ｍは

商売をすることができた。 

 これは、闇でやっていることにはなっているが、よく観

れば見える。真剣に取り組んでいるのであれば見ぬふ

りをするということである。３Ｍの中で難しいのは、テー

マの完全な中止だと言われていた。最後の 1 人があき

らめるまでは、やめたことになっていても 15％ルール

の下に生きている。良し悪しは議論にはならないが、

一つだけ言えることは「やる意欲がある人が意欲を持

っている限りは続けることを認めますよ」というカルチャ

ーがあるということである。今日もそうであるかどうかは

ストレッチゴール 

プロダクトチャンピオン 

スポンサーシップ 

１５パーセント・ルール 

アイデアの尊重 - 第１１番目の戒律 

ブートレッギング(Bootlegging) 

アイデアのシーズの支援制度 

テクニカルフォーラム 

デュアルラダーシステム 

表彰制度 

情報ネットワーク 

 

 

（講義資料より掲載） 
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定かではない。 

 

「11 番目の戒律」これはモーゼの十戒にひとつを加え

た。「汝、アイデアを殺すなかれ」 

荒唐無稽に見えるアイデアであっても、前向きに真面

目の考え、真剣に言っている時は、それを批判してつ

ぶすことはしない、ということである。 

 

６、まとめ 2000 年以降の経営 

 
                （講義資料より掲載） 

 

2000 年に入って経営の重点施策が大きく変わった。

一貫しているのは「ボトムライン重視の経営」である。 

マクナニーの時代には「生産性の改善 シックスシグ

マ」となった。シックスシグマはマスターブラックベルト・

ブラックベルト・グリーンベルトの 3 段階あって専任で 2

年間の活動をアサインする。専任になった人たちはこ

とごとく昇進した。結果、何が起こったか。成否が定か

ではないイノベーションに取り組んでいた人たちが手

を挙げて専任になっていったので、イノベーションの機

会は潜在的に失われたであろう。 

シックスシグマ活動はマクナニーの退任とともに急速

にしぼんでしまった。「イノベーションに才のある連中

がシックスシグマに取りつかれてしまって、困ったこと

だ」と言っていた友人が、かつての仲間とクリスマスイブ

にランチをした折に、「シックスシグマがどうなったか」

尋ねたところ、「Ｗｈａｔ is  Six-Sigma?と聞き返された」

と言っていた。今は製造系だけがやっているようだ。わ

たしは、コミュニケーションが成り立たなくなりそうな危

惧もあって部下たちには勉強させた。個人的に米国に

行く度にシックスシグマをやっている人たちに言ったの

は「シックスシグマでインベンションができるか？」。イ

エスと言った人はいない。皆、なんとなくいやな顔をし

た。彼らは分っている。 シックスシグマは道具であっ

て、道具が発明をすることはない。発明をするのは人

である。そのための道具として使えればよいのだが、

知る限り発明に役立つことはなかった。ツールは正しく

使うことが肝要で、有用性を原点に立ち返って評価し

なければならない。 

マクナニー時代に新製品を出していく力は衰えた。

しかし、成長しなければならない。ということで「Ｍ＆Ａ

による成長」これは次のＣＥＯが行った施策である。 

 そして 2012 年ＣＥＯがスェーデン出身のインゲ・チュ

ーリンに替り、彼は「Ｒ＆Ｄ回帰 イノベーション」を宣言

した。「ＲEACTIVE からＰＲＯＡＣＴＩＶＥな世界をめざ

す」と言える。 

 

ただし、３Ｍ売上高成長率を 1992 年～2001 年のスパ

ンと 2002 年～2011 年のスパンで比較して見ると、４％

と６％（＋2％）なる。新製品が出なくなっても成長して

いるのではないか。技術にどれだけ資金をかけていく

かということに関して、この表からも議論になる。もっと

違う手段もあるということを示唆しているのかもしれな

い。 

 
（講義資料より掲載） 

 

したがって技術経営においてどれだけ技術に投資

をし続けるか、その立ち位置はどうするか、ということは

なかなか答えの出ない悩ましい問題である。皆さんが

こういうことを考えなければならない立場になったら悩

んでいただくことは非常に重要になる。 

しかし、将来投資の結果は将来にしか出ない。何も

しないで 10 年経って「あの時にあのアイデアをやって

おけばこうはなっていない」ということを他社に先を越さ

れて気付いてももはや手遅れである。 

例えば今もビジネスが伸びている i Phone がある。こ

れは技術要素から言うとハードの発明はない。システ

ムは素晴らしいイノベーションである。日本人にできな

かったのかと言えばできたと思う。でも誰もしなかった。

これは何故だろう？ こういうことを考えながら未来の開

拓を目指さないと、日本の製造業の地位を強化するこ

とにはならないのではと思う。 

 ３Ｍは技術のマネジメントをどのようにしているか話し

てきた。皆さんの今後の実務の中で参考になれば幸い

である。 
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Ｑ）３Ｍの話は何度か聞いているが、３Ｍに所属した方

の話は初めての機会であったので興味深く伺った。自

分自身が技術の所属でテクノロジーから始まることに関

してはイメージがしやすい。一方、会社としては、マー

ケットイン・市場性を見て何をやるべきか考えなさいと

いう要求も大きいが、技術サイドはシーズ寄りになって

しまう。シーズを出発点としながらも、他にもいろいろ探

して使えることを見いだしているとのはなしがあった。 

 ひとつは、技術者が用途を考えているのか、用途を

考える人が加わって、技術者といっしょに考えているの

か。 

ふたつは、個人のアイデアから始まり、組織で創り上

げていくとのことであった。組織ではマネジメントの関

与はないとのことで、技術者にとってはうらやましいか

ぎりである。スケジュール等管理しないということは自立

性を重んじていることだと思うが、万人が高い意識を持

って取り組んでいるのだろうか。自由と言うと、会社・事

業の将来はそっちのけで自分の好きな技術ばかりをや

っている例や、自分が何をやりたいかというモチベー

ションもなく、会社員として研究者をやっている人の例

もある。すると組織の中で突出できる人とそうでない人

が分れてしまうことがあって私自身も苦しんでいる。 

そうした事例が３Ｍであるのかどうか。そして、あるな

らばどのように取り組んでいるのか伺いたい。 

野津）最初のマーケットインのアプローチがどうなって

いるかである。専任を置くかどうかはケースバイケース

である。ヒントになる情報が組織の中で流れているかど

うかによる。一例をあげると、部門責任者が自ら仕切っ

て、年に２回くらい自分の配下の人たち、マーケット・製

造部門・技術の主要メンバーを集めて、何か自分たち

の事業領域で新しいことができるチャンスはないかアイ

デアを出し合うセッションを行っていた。これは長い期

間続けていて、相当ビジネスチャンスを見つけたようで

ある。 

気が付いた人が参加できる土壌を用意し、自由な発

言・交流を通して新しい機会を探求すべく知恵を結集

することである。「この仕事・役目はこの人。他の人は触

れてはいけない」という行き方もあるが、そうなるとせま

い領域からの情報だけになってしまうし、当該者には

何か出さなければならないプレッシャーになってしま

う。 

但し、新しい機会を見つけアイデアを考えるのが得

意な人と不得手な人がいる。これは仕方ない。また、価

値があると思うのはそのような意識が常に働いているか

どうかである。常に働いているのと全く働いていないの

では、時間の経過とともに、何かが見つかる確率が違

ってくる。 

先ほど話した液晶の集光フィルムの例が顕著であるが、

そのような文化がなければ実現はできなかっただろう。 

社内に情報が入ってもあちこちに情報が流れなければ、

その技術を知っている人にもヒットしないかもしれない。

常に情報の流れがきちんとしていることが、組織の競

争力の一貫として重要なことである。 

 余談ではあるが、昨日の報道で情報に関しての話が

あった。イラク戦争時にドイツから「イラクに大量破壊兵

器がある」との情報が入った。これは即大統領に上がっ

た。その後「それはガセネタである」という情報が入った。

それは大統領には伝わらなかった。 結局、情報の流

れの良し悪しは組織風土によると思う。 

 次に、自主性の質問である。15％ルールは誰がやっ

てもよいことになっている。それからイノベーションのプ

ロセスでさまざまなアイデアが集まるが誰が出してもよ

いという考え方である。ビジネスに関するアイデアでも、

全く違う社内の制度の革新に関するアイデアであって

もよい。 

そうは言っても、全員がイノベーターになりうるかとい

うと、歴史が示す通りイノベーターの要件はあるようで

それを満足する人は多くはない。実際に成功した人は

さらに少ない。それが現実である。 

自分自身が経験したことであるが、今までにない何

か新しいことをする、それを仕事にする部隊を創って動

かしていた時代がある。その折には、やりたいと手を挙

げた人をアサインした大きな方向性だけを示し、後は

自由。すると 2 通りに分かれる。 

「こうやったらどうでしょうか」というところにたどり着く人

と、関連情報を膨大に集めて手際よく整理してくる人で

ある。ここから何が出てくるか楽しみに待つわけである

がそこで終わりになってしまう。これは仕方がないこと

である。本人もショックだろうと思う。何か考えられると思

って時間を使って一所懸命努力して情報を集めるが、

シンセサイズの段階で行き詰ってしまう。向き不向きは

あるわけで、得意を生かせる仕事に取り組むことが本

人にとっても、組織にとってもよいことである。その意味

で現実を客観的に観察することも必要であるし、それ

に基づいた人の配置、アサインメントが重要になる。 

15％ルールは誰が使ってもいいというものの全員が使

っているかというとそうではない。私も日本でどのくらい

の人が使っているのか全社評価したことがある。ある時

期に使ったという人がマジョリティではあったが、知って

はいるが関心がないという人も相当いることが分かった。

しかし、そこに生きがいを感じて情熱を傾ける人もいる

わけで、その人たちは一所懸命やるわけである。自分

一人ではできないので仲間づくりをする。必要な設備

や材料を手に入れるべく仲間に引き込もうとする。その

一人が言っていたが「そうしてもほとんどダメである」と。

すると休日には設備が空いているので「貸せ」と言って

シコシコやって、考えているアイデアを雑駁な形にして

「先日言った話はこれだよ」と見せる。見た途端に反応

が変るそうだ。ということは、多くの人の頭脳は実物を見

ないと反応しないようにできているのではないか。どこ

かでだれかが何かを造った時に「あっ！」と思って興味

を持って前向きに取り組む人が出てくる。絵に描いた

だけではなかなか難しい。 

そのように理解した上でどうやっていくかということにな

る。新しいものを造った時には事業価値に転換するわ

けであるから売らなければならない。誰が売るのかで

ある。その仲間づくりには「これができたら私が売って

  質疑応答 
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やろう」という人を引き込む必要がある。 

 私が退職した後も、１５％ルールを実践しているチー

ムが活動していて、セールス＆マーケティングのメンバ

ーも入っている。新製品の完成までには時間が経過し

ているので、仲間が部長まで昇進していて完成のあか

つきには自分の権限で売ってしまうわけである。売れる

ことが分ってからは皆売るのであるが、最初は売れるか

どうかは分らない。そこに踏み出せる人は少ない。人間

の本性と絡んでいるので仕方ない。本音ではやる気は

ない。しかし給料をもらっているのでやるふりはすると

いう人にやらせてもうまくいくためしはほとんどない。私

が高い授業料を払って得た結論である。米国に面白そ

うな技術があったから、これを日本に持ってきて製品を

造り可能性を検討させた。一所懸命やっているが 2 年

経っても、これはという結果が出てこない。さすがにし

びれを切らして「やめた」と宣言して、メンバーの顔を観

察していたら何とも言えない安堵感が漂うのである。

「そうか」と分かったのは、これは仕事としてアサインさ

れたからやらなければならないという義務感である。真

面目な人たちであるから一所懸命やりました。これを担

いでなんとかモノにしてやろうというのが、イノベーター

の資質のひとつになると思うが、それだけの気概はな

かったのである。自分をかけてコミットする人に新しい

ものをやらせなければ成功の確率は限りなくゼロに近

いということがその時の結論である。 

 

Ｑ）ある意味新しいものを生み出すパワーがある人を

会社の管理・マネジメントでつぶさないようにしないと、

本当に新しいものが出なくなってしまうということであろ

うか。 

野津）その通りである。ひとつの組織ヒエラルキーの秩

序に忠実に従うパターンの人がいる。それでも新しい

ことにチャレンジする人はいる。逆に、その範疇からは

み出してしまう人たちには、持てるエネルギーを前向き

に引き出していくマネジメントが必要となる。少しはみ

出しているから、言うことを聞かないからと放逐したりす

ると、とても ‘もったいない’ことをしていることにもなり

かねない。 

 

Ｑ）技術管理と事業管理のバランスに関して伺いたい。 

技術管理では自由なプラットフォームを提供しつつ、

事業管理においては５万点以上の品目多様な製品を

扱っているにも関わらず単品管理のマネジメントをして

いることはかなり精緻なシステムをもっていると思う。 

ＧＥの対局をなす‘リソースベーストビュー’の話もあっ

たが、事業管理の側面はＧＥ並みそれ以上の厳しい仕

組みではないだろうか。43 種のプラットフォームを維持

しつつどこかで収益を生み出さなくてはならないので 

金のなる木（Ｃａｓｈ Ｃｏｗ）の部門も多々あるのではと

思う。新製品開発でイノベーション 15％ルールがある

ので、Ｃａｓｈ Ｃｏｗで何％ルールとか 5 万品目の内の

どのくらいがＣａｓｈ Ｆｌｏｗを生み出しているかという指

標はあるだろうか。15％ルールもそれとのバランスもあ

るのではないか。 

全般的に日本企業は追い込まれると変わる傾向があり、

準備をして脱皮していくことが不得意である。本業が傾

いてからイノベーションが起きることはありえないし、そ

の時にはもう手遅れである。Ｃａｓｈ Ｃｏｗの比率には非

常に興味がある。 

野津）そういう視点で数字を精査したことはないが赤字

の製品はある。２種類あって、投資モードの赤字、ハー

ベストモードの赤字である。投資モードの赤字はある期

間許容している（創業赤字）。新製品はいきなりまとめ

て造ったりはしないのでコストは高く単品決算では赤字

でも将来性があるから今は赤字でもやむを得ないとい

うカテゴリーがある。それと文字通り 競争の中で儲か

らなくなって赤字という場合もある。後者はどうやって改

善するかである。生産は日本で行っているが、同じもの

を造る能力は韓国にもある。しからばこれくらい安価に

なるので調達を韓国に変更する。韓国とて時間が経て

ば賃金が上がるのでやっていけなくなれば、さらにほ

かの手段を講ずることになる。売り続けたければ黒字を

確保すべくありとあらゆる改善努力を行っていくわけで

強烈なプレッシャーがかかる。赤字製品には目の敵に

したように追求が始まる。ない知恵を絞って最初には

考えつかなかったような方法をひねり出してマイナスか

らプラスに転換できたらエンドである。そうしたマイクロ

マネジメントを常にやっている。そして、もはや打つ手

が尽きたら止めてしまう。 

 事業全体の話になると、いい時もあれば悪い時もある

ので、レビューでは最初に悪い状況を報告する。当然、

なぜ悪いのか理由の説明をするのであるが、それで終

わりという人はそれでおしまいである。どのようにしてリ

カバリーするかアイデアや知恵がなければ、事業を任

せておくわけにはいかない。対応策がこの人にはない

ねと評価されれば選手交代である。この点はシビアで

ある。 一方、かくかくの理由で悪い。したがって、対応

策としてかようなアクションを取る、可能性がこのくらい

ある等々をまとめて発表し実行できるリーダーは、結果

としてうまくいかないこともあるが、頚がつながってい

く。 

問題を解決するのに知恵があって意欲があって実

行できるかということを観て事業運営をしている。しかし、

全体がダメである、例えば市場がなくなっていく時には

打つ手はない。残存者利益ということもあるが、それす

らかなわないこともある。その場合にはポートフォーリ

オマネジメントの一貫として事業中止を決断せざるを得

ない。これはさすがに当事者ではなく、コーポレートが

判断する仕組みになっている。 

 

Ｑ）自由なイノベーションを支えるのが、事業管理と技

術管理とをつなぐ決定的な要因は「技術の出口」「用途

の発見」がきわめて重要なコンセプトになるが、そこで 

テクニカルフォーラムやカスタマーテクニカルセンター 

を創っている。既存の顧客ニーズに対応することにつ

いては顧客イメージが湧くが、その範疇にない飛んだ

顧客を見つけることに成功しているとすれば、予想外

の用途を発見する経験則的なコツはあるのだろうか。 

野津）コツと言っても・・・。これは個人の感性の領域 

の範疇である気がする。同じことを聞いても、とらえ方
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が千差万別であることはよく経験することである。パッと

気が付くことに長けている人がいる。面白いと思うから

のめり込んで結果的に成功したケースもある。 

先ほどの話した自動車のブラックアウトフィルムのき

っかけはホンダである。塗装ラインのブラック塗装をす

る自動化設備を導入して新車を立ち上げたが、その設

備が梃子でも動かなかった。結局、塗装ブースの劣悪

な環境の中で人がマスクをして塗装作業をやらなけれ

ばならなかった。ホンダから何とか解消したいという動

機で「フィルムで何とか対応できないか」という話があっ

た。これを聞いた当時の技術担当が、直感で「できるの

では」と思った。本来の仕事に加えて一所懸命やりだし

た。直属の上司は「即やめろ」、担当役員からも「こんな

下らんことはすぐやめろ」と言われた。 

本人はお客様と「やります」と約束もしてしまった節も

あったようで、できると思っている。上司の命令は無視

して何とか製品をひねり出した。成功すればお褒めい

ただけるが、結果が出るまでの段階では、周囲の反応

は超ネガティブで「あいつは言うことを聞かないで勝手

なことをして・・・」くらい言われただろう。しかし、言うこと

を聞かない「けしからん」といってどこかに異動させてし

まうことはしなかった。飛ばしてしまったらすべてが消

えてしまう。 

 

Ｑ）現場から情報を得て、それに上司からダメ出しがあ

っても途中であきらめない根性が必要であること。 

それから、反抗的な部下を持っても飛ばさない寛容さ

も必要であるということでしょうか。 

野津）自分で考えて何かをやる意欲がどの辺まである

人かということは非常に重要なことである。採用の時の

評価の話と、入社し以降の教育の話に戻ってしまう。 

  上司もスリーシグマから外れた部下から一目置かれ

るような存在でないと言うことを聞かないであろう。 

 

Ｑ）ホンダに行ってお客様困りごとを聞いたのは技術担

当であり、その人の本業とは違う分野とのことであった。 

自動車関連に行っている人は３Ｍ社内の複数のファン

クションの人が行っているのか、それとも自動車関連の

技術営業のような人がいるのか。 

野津）歴史的に変化している。ホンダの例の時にはま

だ整理がつていない時代であった。今は自動車関連

の事業部があって自動車関連の商品はすべて扱って

いる。 

 

Ｑ）それは技術を分る人が困りごとを耳にしたので対応

できたということなのか。 

野津）できるかどうかに関しては値踏みをできる人に情

報が入らないと何も始まらない。すると社内で本人が聞

いていれば問題ないが、誰か人を介して聞くことにな

れば、その情報が伝わるプロセスがしっかりしていない

と機会を掴めない。すると、組織の中が情報分断構造

なのか、多少の壁はあっても情報が流れる構造である

かによって、時間軸から見れば競争力は変わってくる。 

Ｑ）関係する上司がノーと言っている。担当役員もノー

と言っている。当事者が「これはできる」と言った時と、

組織で製品化を決断するに至るまでには相当な時間

がかかると思う。その間に「できる」という仮説に協力す

る仲間が増えていくのだろうか。 

 

野津）共感した人たちは手伝う。営業に「これは売ろう」

という人たちもいた。私が退職する頃には、同じ組織で

新しい内装材の開発を手掛けていた。その折には「で

きた暁には絶対売ってやる」と断言する人がいた。 

 

Ｑ）ブラックアウトフィルム。その人は技術的な知見があ

る程度あって、お客様と接しているところで技術マーケ

ティングの機能を果たしている。一方で、不織布を発明

開発した人は、最初の頃はお客様との接点がないとこ

ろから始め事業にしたのだろうか。 

野津）用途が分っていないからお客様の見つけようも

ないことがある。 

 

Ｑ）ということは、お客様があってその困りごとを聞いて

始まるケース、一方用途は明解でなく始めるケース。 

３Ｍ社内には、事業に至る道筋は多重にあると理解で

きる。 

野津）どちらでもよい。テクノロジーアウトで最も有名な

例は、フッ素製品のスコッチガードで油脂と水をはじく

コーティング剤である。これは３Ｍの技術ではなくライ

センスを受けて買ってきた技術である。化合物は面白

いので技術者は楽しんでひねくり回したが、一向に何

に使えるか思いつかない。 さすがに時間が経つと困

ったなという状態であった。 

 その時に実験助手をしていた女性が偶然ズック靴の

上に液体をこぼした。それに水がかかったら「ポン」と

はじいた。「あれっ・・」と思った。それが勝負だった。 

 

Ｑ）いろいろなチャンスをとらえて製品にして事業化す

るということであろうか。 

野津）しつこく話しているが、「技術は事業価値に転換

してなんぼ」ということは、いつの時代からかは分らな

いが皆そういう眼でものを見ていることは間違いない。 

 

Ｑ）この講座に参加された皆さんは、会社に入ったら講

師のようなよいリーダーになりたいと思っている。スリー

シグマの範疇でない人たちに一目置かれるリーダーに

なれたのはどういうことを教育されたのでしょうか。 

リーダーとしてこういうことをやってきたという話を伺え

たらと思う。 

野津）私は「エコひいきは一切しないことにした」。個人

的には「かわいい奴」「かわいくない奴」がいる。 

「はいはい」と言うことを聞いてくれる人。ではその人が

私の期待するような仕事をしてくれれば、それに越した

ことはないが、なかなかそうはならない。その人の能力

によって処遇するしかない。 

逆に一言言えば三言くらい言い返してくる人もいる。こ

れはＤＮＡか教育のせいか分らないが、終生変わるも

のではない。それでも、前向きであれば、当方の言うこ

とを聞かなくても、自分の考えでやっていいよとしてき

た。 
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 匙を投げたケースもある。「まったく聞く耳を持たな

い」場合。「そうは仰いますが・・・」とのたまう。最初は 

真面目に手間ひまかけて聞いていたが、ある時に閃い

たのは「これは時間のムダだ」。そして、本人に「今まで

これだけ手間とひまをかけて、会話をして、このような

結果に終わっている。これはこれからも変わらないよう

に見えるから、部下であるがもう言うのはやめるから勝

手にやっていいよ」と伝えた。どうにもならなかった。 

「フェアにやろうということは徹底している」のがひとつ。 

そして「言いたいことがあればいくらを言ってもいい」

（但し、「変なことをやったらただではおかない・・・」あ

えて言う必要はないだろうが） 

 

Ｑ）素朴な疑問であるがこれから３Ｍはどのように進化

しようとしているだろうか。 

野津）これは本当に難しい質問である。既に従業員が

8 万数千人いて、売り上げ規模 3 兆円。現在順調に成

長しているかというとそのようにも見えない。それにして

は株が高いのはなぜだろう。訳の分らない要素がある。

これからも順調に成長しようと思うと選択肢は、資金が

潤沢であるから考えられることはいくつかある。 

①「今までとは違うＭ＆Ａ」 

フリーキャッシュフローで年間 5,000 億円くらい、コンス

タントにあるので相当のことができる。 

②「原点回帰」 

自力イノベーションを起こすことができるか。 

③「事業モデルの研究」 

これもしているのではないかと思う。研究会で水道事業

の話題があったが、その構成要素におけるイオン交換

膜のような日本が得意とする分野は 5％くらいで、その

他の要素が圧倒的である。有望なネタが出てきたらそ

れを核にして大きな絵を描くことがますます重要である

が、このような能力が十分あるのかということが気にな

る。 

これからどうなっていくかはマクロの数字をおいかけな

いと見えない。 ただ、岐路に立っているとは言えるか

もしれない。 

 

Ｑ）話を伺っていて、何がすごいことをやっているという

印象はない。そして、自らを a diversified technology 

company と定義することでかなりハードルを低くできて

いる。日本の大企業は何十億とか百億の市場がなけれ

ば新事業ができないとか縛りがある。３Ｍのハードルの

低いイメージがよいと思う。 

野津）ニッチカンパニーであるが、規模が大きくなって

スモールニッチでは成り立たなくなっていることを強烈

に意識している。1996 年だったと思うが、当時のＣＥＯ

が新製品の売り上げがどうなっているか非常に細かな

調査をした。その結果、年間売上 100 万円に満たない

製品がたくさんあった。それでＣＥＯが考えたのは、100

万円であっても 100 億円に化ける可能性はゼロではな

い。過去に遡ってどうであったか調べたところ、売り出

した年に 100 万円のものが億円の売上げになったもの

はゼロであった。従って、その類の仕事はやめるという

御触れを出した。 

その結果、３Ｍがビッグ・ニッチを狙って創りだしたプ

ログラムが「ペーシングプラス」プログラムであった。30

プログラムくらいあってリソースとエネルギーを投入して

ビッグ・ニッチを志向した。成功したものもあるが大部分

は失敗に終わった。ハードルは低いわけではなくだん

だん高くなっているのが現実である。 

 

Ｑ）テクノロジープラットフォームの共有は日本企業は

あまりうまくなくて、金融ではクロスセルは全く成功して

いない。技術系の方はどういう印象を持ったかは分ら

ないが、部門別のノウハウを他に出したがらないことが

強いのではないか。これをどう考えるか。 

 次に、日本企業がどう考えても追いつけそうにないの

が人材の多様化である。社長がスェーデン人で海外事

業のトップが韓国人、これは日本では考えられない。 

日本がいくら頑張っても３Ｍ以上にはならないであろう

というところはどんなところであるか。 

野津）イノベーションは組合せが重要であると言われて

いる。新しいものを出す場合、それを見つけるまでは

理論的には成功しない。日本の製造業が将来も発展

するにはプロダクトイノベーションがひとつのコンセン

サスである。それを成り立たせるためには、最初にやる

べきは、自分のもてる技術リソースを自由に組み合わ

せる構造を創り出すことである。俺の印がなければノウ

ハウを隣に言ってはいけないなどということは論外であ

る。住友３Ｍでもこうしたことはあった。私は、こんな技

術を使いたいと言われれば一式パッケージにして渡し

た。そうしないと競争力はつかないと思う。 

こうしたことはそれぞれの企業の幹部の皆さんは痛

いほど分って、どうしたらよいか工夫をしていると思うが、

人の行動は簡単には変わらない。これが変るインパクト

ある仕組みを見つければガラリと変わる可能性はある。 

人材の話。これは最もハードルが高い。今ここに 20

人くらいいるが全員男性である。韓国に行っても台湾・

中国・マレーシアでもそんなことはない。米国であれば

3 分の１は間違いなく女性である。世界を見渡せば女

性の社会進出・登用はどんどん進んでいる。能力と実

績に応じた処遇が行われていなければ、有能な人ほど

すばやく見抜くであろう。そして、この会社にいても望

む処遇は得られないと感じた瞬間に退社する。これは

どうしたら変えられるだろうか？その本質は、どこからそ

うしたことができ上がっているかということになる。 

人事部。この組織がどのような考え、どのような役割

を担っているかである。３Ｍ人事部は、昇進に対しては

口を挟まない。人事制度とその運用に関しては仕切っ

ているが、その中で誰を昇進するかは手続きしかしな

い。住友３Ｍでも相当違うと思ったが米国に行ったらさ

らに違い、現場で仕切っているので驚いた。その代わ

り会社の中でばらばらにならないように、モノサシは統

一して作り、それが運用されているか職責としてウォッ

チしている。日本でグローバル化して発展しようと思うと 

ダイバーシティマネジメントが重要になる。人材登用に 

組み込まれていることである。その時に最も障害になる

のが、現状の制度であり仕組みである。 

 そして、言語のバリアである。これは変えることができ



- 22 - 

 

るし楽天では相当進んでいる。とは言うもののコミュニ

ケーションは容易ではない。昔部下が、これからは英

語であると言って週に 1 日、英語でやり取りする日を設

けることにしたと報告してきた。いいアイデアだと思って

眺めていたら、やがて指定日の水曜日が静かになる。

「どうしたんだ」と聞くと「英語で正確に伝えることが大

変」とのことであった。だからややこしい話は翌日に回

すのだとのことであった。 

 

Ｑ）３Ｍのマネジメントの新しい姿は戦略性のあるマネ

ジメントに近づいているように思う。しかし、社員のイナ

ーシャーは元に戻ろうと決めて戻っている。この空気の

動きと多分バイオとか入っていくと３Ｍの面白い人たち

が集まって３Ｍ的な面白い製品や事業ができるように

思う。 

そうなると、ＧＥ的に領域を決めて資金を投下してい

く施策との間で再度掘り起こして解説いただいた。 

会社が永続延命するよりも、３Ｍのようにイノベーション

を継続するには条件がある。変えなければならない社

会的な要請はあるが、社員のメンタリティが許容しない。

おもしろい出会いがあって同じようなことができれば、

もしかしたらイノベーションにつながるかもしれない。 

こうしたことは富士通（株）の例で、ほとんどコーポレ

ートのマネジメント力を拒否して、現場のエンジニアを

尊重したことから、改めて再定義すると３Ｍに近しいの

ではと感じている。要するにイノベーションを起こすに

は誰かがイノベーションの種を持っていて、イノベータ

ーにとっては、既存の効率的に動いていた組織を破壊

しないと新しいものは出てこない。イノベーションを起こ

すには一定の条件があるのではないか。起こせないな

らば延命して合併してもいい。３Ｍから観て、一般的に

言ってイノベーションを起こしたい会社にその条件が

整っているかどうかを伺いたい。 

野津）イノベーションに対する投資は、例えて言えば一

定の支出を続けて宝くじを買うようなものである。効率

一辺倒であれば宝くじのようにあてにならないものに投

資をすることはもってのほかである。イノベーションは

やめてしまえということになる。それでも会社は成り立

つかと言えば、成り立たせる方法はある。 

 もうひとつ、イノベーションをやっていくための土壌は

やはり情報のフローが自由で知恵の集まる構造が必要

であるが、マクナニーの時代にそれはかなり壊れた。

特に事業部門では壊れた。 

もうひとつ、イノベーションをやっていくための土壌は

やはり情報のフローが自由で知恵の集まる構造が必要

であるが、マクナニーの時代にそれはかなり壊れた。

特に事業部門では壊れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーポレートは壊れなかったが、コーポレートのトップ

が「これは変えないぞ」と守ったおかげである。今でも３

Ｍのイノベーションができるかといえば、できる風土は

残っているし、その試みは行われていると思う。 

  テクノロジープラットフォームに関し拡充すべき分野

は見える。３Ｍに欠けているテクノロジーは創り出して

行こう、あるいは手に入れて行こうということは行われて

いる。ただし、一挙に大金を投じてという体質の会社で

はないので、核になる人を採用しその人を中心にジワ

ジワと時間をかけてアプローチしていると思う。 

 

Ｑ）どの会社にも要件が整えば、３Ｍのイノベーション

は導入可能であるということであろうか。 

野津）一番のキーはイノベーターとしての才能と能力・

意欲を強く持っている人がいて、活躍できる土壌があ

れば可能性は非常に高いと言える。 

 それはないという時には、3 人寄れば文殊の知恵とい

う構造が組織風土の中で成立すればやはり可能性は

ある。 

 そしてもう一つ。イノベーションが重要であるという経

営の動機づけが必須である。やらなくていいよとか、や

ったら給料を減らすとか、どこかに飛ばすよと言ったら

誰も手を染めない。したがって、経営の中でイノベーシ

ョンが重要であるということが語られるだけでなく、実感

として感じられること、トップがそう思っていると納得でき

ることが必要である。 

立派なことを言っている例はいっぱいあるだろう。し

かし、それだけでは会社は何も動かないと思う。 

 

                           (了) 

 

 

 

【後記】 

長時間にわたり、３Ｍ社のグローバルな経営、わけても

技術に関わる実際及びそのマネージメントを質疑を含

めてお話いただきました。 

 皆様の非常に関心のある企業のひとつであるである

と思いますし、今後のご参考になればうれしく思いま

す。 

 ご講義賜りました野津様に感謝申し上げます。ありが

とうございました。 
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