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What is Innovation？

　まずイノベーションとは何か？　

この質問には、人により様々な答えが

あるでしょう。「新しいこと」「新しい

価値を生むこと」「ライバルに対して

競争力を持つこと」、中には「Steve  

Jobs」と答える人もいるかもしれま

せん。

　私は、イノベーションを次の3つを

満たすことと定義しています。「New

＝新しいこと」「Doable＝実現可能な

こと」「Controversial＝賛否両論ある

こと」です。

　ポケットから出して「はいっ！」と

見せたとき、「どこかで見たな」と思

われるのはイノベーションじゃない。

逆にいくら斬新でも実現不可能なア

イデアはファンタジーでしかない。

「これ、どう思う？」と尋ねて、全員が

拍手喝采するのは違うし、全員反対も

問題です。割合はともかくとして、賛

世界で活躍する方々へインタビュー
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成反対どちらもあることが望ましい。

　ところで「新しい」と判断するのは

誰か。人間の脳でしょう。そこで忘れ

てはならないのが、脳にはバイアスが

あるということです。

　バイアスすなわち先入観は、人が生

きていく上で欠かせないものです。バ

イアスがあるから、余計なことを考え

ずに済み、効率が高まります。一方で

バイアスに因われていると、イノベー

ションを起こすことはできません。し

かもバイアスは非常に強力で、人は自

分がバイアスに絡め取られているこ

とになかなか気づかない。イノベー

ションを起こすためには、バイアスを

壊すことがカギとなります。

How to Break the Bias？

　では、バイアスをどうやって壊せば

よいのか。壊す方法は、大きく3つあ

ります。

　まず、自分が囚われているバイアス

を視覚化すること。

　2つめは、バイアスに構造を与える

こと。

　もう一つは、アイデアに着目するの

ではなく、アイデアの背後に潜んでい

るパターンを見つけること。

　私が開発したUSBフラッシュメモ

リーを例に説明しましょう。1999年、

コンパクトフラッシュメモリのメー

カーM-Systems社は、勝負の土俵を

変えるためコンシューマープロダク

トの開発に取り組みました。ブレスト

を繰り返して、100のアイデアが出て

きました。そのアイデアを見た時、単

純なチャートに表せることに気づき

ました。

　データを扱うデバイスは、tangible

（ 感 じ る こ と が で き る も の ）か ら

intangible（感じることのできないも

の）へと移行していて、データのサイ

ズもどんどん大きくなっています。

データサイズは大きくなり、運ぶ手段

はネット、つまり触ることのできない

ものになります。けれども、どんなに

データサイズが大きくなっても、人は

自分の手に触れる形でデータを持っ

ていたくなるときがあるはず。従って

大きなデータをtangibleにすること

が、イノベーションになるのです。

　こうして生まれたUSBメモリーは、

M-Sys tems社にとって起死回生の

ヒット商品となりました。

Where to Break 
the Bias？

　次に視点を変えて考えてみましょ

う。イノベーションを、どこで起こせ

ばよいのか。Business、Technology、

Consumerを一直線に並べたフォー

マットで考えます。

　例えば、1970年代のコンピュー

タービジネスは、テクノロジーの領域

だけで競いあっていました。勝つため

にはテクノロジーに投資すればよ

かったのです。CPUのパワーアップ

や、ユーザーインタフェイスの改善な

どがイノベーションにつながりま

した。

　ところが1983年、コンピューター

業界のイノベーターDellが現れまし

た。同社はコンピューターメーカーで

ありながら、テクノロジー以外の領域

に目をつけたのです。コンシューマー

サイドで、コンピューターをオンライ

ンでカスタマイズ注文できるように

しました。
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「イノベーションを起こせ！」あるいは「イノ
ベーションが必要だ！」。いま日本企業の研
究・開発部門では、このような掛け声が飛
び交っています。けれども、そもそもイノベー
ションとは何だろうか。どうすればイノベー
ションを起こせるのだろうか。2015年10月
4日（日）一般公開特別講義　一流学に濱
口 秀司氏をお迎えしてお話を伺いました。
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濱口氏の講演に引き込まれる修士1年コース生
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　同時に、画期的なビジネスモデルも

開発しました。顧客とオンラインでの

クレジット決済を採用したことによ

り、まず顧客から代金を受け取り、そ

の金でパーツを買って製品を組み立

てられるようになりました。注文生産

で在庫を持たない直販モデルは、財務

的には運転資本率がマイナスになる

特異なモデルです。

　既存のコンピューターメーカーと

はまったく異なる領域に着目するこ

とで、イノベーションを起こしたDell

の事例は、非常に示唆に富みます。

"Innovation 2.0"

　最後に「Innovation 2.0」、これから

のイノベーションについて考えてみ

ます。ヒントはTheo Jansen（テオ・ヤ

ンセン）、オランダの現代芸術家が与

えてくれました。彼の作品に、風力で

動く砂浜の生命体「Strandbeest」が

あります。塩ビパイプとペットボト

ル、そして布とシンプルな素材ででき

たStrandbeestでTheoは、本気で生命

体を生み出そうとしています。Theo

にとって生命体の定義は「DNAがあ

ること」「神経があること」「生死があ

ること」です。

　Strandbeestが生命体だなんて、普

通に考えれば『無茶苦茶』です。どん

な学者も、これを生命体とは認めない

でしょう。けれども、Strandbeestに

は、間違いなく人を熱狂させて巻き込

む力がある。これは一体どういうこと

なのでしょう。

　実はこれこそが新しいイノベー

ションの姿なのです。一つひとつが不

正確でも、全体のつながりとして意味

や解釈をもつ発想は、個別の専門家に

は成し遂げることのできない衝撃を

生みます。正確な点の組合わせより

も、不正確でも新しく意味のある線の

ほうがインパクトがあります。「知識

の時代」から「解釈の時代」へと世の

中がシフトしているのです。

　Theo Jansenがやっていることの

本質は「単純化＋連結化＋物語化」で

あり、同じことを僕もやっています。

だからインパクトの強いイノベー

ションを生むことができるのです。

　正確な専門知識の結合によるイン

パクトの時代は終わりました。これか

らのイノベーションで使う専門知識

は不正確「が」いいのです。そして点

を結ぶ線を見つけて新しい解釈を創

り出す。S t e v e  J o b sが “Conn e c t  

Dots”と言ったように、これからは点

よりも線を意識しよう。これが今日の

結論です。

[文：竹林　篤実]
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コンセプトクリエイター、ビジネスデザイナー。京都大学卒業後、松下電工（現パナソニック） 入社。全社戦略投資案件の意思決定分析担当となる。 
93 年、日本初のイントラネットを高須賀宣（サイボウズ創業者） とともに考案・構築 。 98 年、米国のデザインコンサルティング会社ziba に参画。
世界初USB フラッシュメモリーのコンセプトをはじめとする数々のイノベーションをリード。その後パナソニック電工新事業企画部長、パナソニッ
ク電工米国研究所の上席副社長を歴任。2009 年、戦略ディレクターとしてziba にリジョイン。2013 年、米国ビジネスデザインファーム 
monogoto を創業。IDEA 金賞など受賞多数。独RedDot デザイン賞審査員。

濱口 秀司
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California is the state of sunshine. 
The unique Mediterranean climate 
makes here always warm. Not only 
the weather, science and technology 
in California are also shining in the 
world.
Why is everything so great here? I 
have been asking myself this 
question for several times these 
days. To be honest, I don’t think the 
streets are cleaner, or the scenes are 
more beautiful than those we see in 
Japan. It is something invisible that 
makes this country advanced, that is, 
the innovation, or, let’s call it the 
ideas.
The United States is an immigration 
country. The diversity of people has 
made this place the center of elites 
from all over the world. We have 
Asians, Europeans, Africans, 
Mexicans, Canadians, etc. Different 
races  have different opinions towards 

things, and that's where innovative 
ideas come from. Due to the culture 
of diversity, the country has to be 
opened, and people here are 
apparently easier to come up with 
some “crazy” thoughts.
In return, the country is also 
providing sufficient support and 
facilities for different people. 
California does quite a good job in 
this. For example, the population of 
Chinese in California is huge. 
Therefore,    when   I    first    stepped 
into  the   Ranc h  Mark e t  (a Chinese 

supermarket ) ,  I  f e l t  l i ke  I  was  
shopping in China. Such kind of 
supermarket could hardly be found 
i n  J a p a n .  F u r t h e rmo r e ,  t h e  
restaurants are also diverse. You can 
f ind gourmets from all countries 
over the world here. Wherever you 
come from, you could feel like home 
here. That's why so many people 
come to the United States and never 
want to leave.
Speaking back to Japan, it does have 
a great international communication 
system, but I think there are areas 
that still need further improvement. 
As I said before, a great diversity 
could result in innovation easier, but 
could also cause some problems. For 
instance, America is a far more 
dangerous country than Japan. 
Therefore, I think we should find a 
balance in diversity.
■研修期間：7ヶ月
　寄稿時までの滞在期間：2ヶ月

分子システムデバイスコース活動報告
博士1年コース生16名は、分子システムデバイスコースの
必修科目である、海外研修（武者修行）を世界6カ国、
14ヶ所で行っています。前号に引き続き、海外武者修行中
のコース生の異文化の中での気付きや諸外国の研究手法
からの学びを英語でお伝えいたします。

カリフォルニア大学バークレー校（通
称：UCバークレー）は、カリフォルニ
ア、バークレーにある州立大学であ
り、異なる10の大学群で構成されて
いる。世界トップレベルの大学のひ
とつであり、1868年の創立以来、カ
リフォルニア大学バークレー校出身
の72名の研究者がノーベル賞を受
賞した。特に、化学分野は長い間、世
界最高ランクと称されている。

化学研究棟

研修先の研究室の前

Yushu Jin

金　玉樹

理学府 化学専攻
博士後期課程　1年

世界で活躍する方々へインタビュー
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コース生限定ワークショップ
付箋に書いたコース生の質問に答える濱口氏

カリフォルニア大学バークレー校 【アメリカ】
University of California, Berkeley

研修先
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University of California, Berkeley
カリフォルニア大学バークレー校

2015年度海外研修先
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National Institutes of Health (NIH) (USA)
アメリカ国立衛生研究所

The University of Oxford
オックスフォード大学
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I feel a stronger companion 
consciousness from my lab mates in 
UK than those in Japan. In UK, we eat 
lunch and have tea break together. 
Every event was done together with 
all members. Since we spent more 
time together, we could have a lot of 
conversation with one another. 
Details about the conversations 
covered a wide range of areas such 
as researches, conferences, presen-
tations, and personal events. Thanks 
to having a lot of conversations, we 
could easily make friends and help 
each other out when someone has a 
problem. Moreover, due to the 
conversations, we could understand 
the progress of each research 
projects and discuss many times to 
know more deeply. And for me, this 
is a very precious time to discuss 
with my lab mates in English about 
my project.
On the other hand, for my lab in 
Japan, we did not do such things 
together. We ate lunch and  had 

break at each own timing. It means 
that we did not have enough conver-
sations with one another. We could 
understand each research progress 
only when they presented their work 
at group meetings. And during 
group meetings, we discussed 
mainly with the research supervisors. 
Actually, discussions among 
students were very rare.

This is a problem for Japanese 
students because they don’t under-
stand other people’s research very 
much even though they are in same 
lab. Furthermore, they don’t have 
any interest in other research. I 
would like to change this circum-
stance after going back to Japan.
■研修期間：10ヶ月
　寄稿時までの滞在期間：3ヶ月

研究室仲間とのランチ（筆者、右）

アメリカ国立衛生研究所研修先オックスフォード大学 【イギリス】
The University of Oxford

研修先

Takanobu Nobori

登　貴信

工学府　
材料物性工学専攻
博士後期課程　1年

【アメリカ】
National Institutes of Health (NIH)

オックスフォード 大 学
(University of Oxford)は
創立が11世紀と英語圏では
最古の大学とされている。イ
ギリス伝統のカッレジ制の
大学を採用していて、現在は
39のカレッジがある。学生
は必ずカレッジに入らなけ
ればならない。皇太子様が2
年間留学していたことでも
有名である。

NIH キャンパス内のジムにて（中央筆者）

化学科の研究棟

アメリカ国立衛生研究所（英語：National Institutes of Health、NIH）は、1887年
に設立された米国最古の医学研究拠点機関である。英語名が Institutes と複数
形であるが、これは NIH が ひとつの組織（institute）ではなく、27 の施設や所長
事務局（institutes）によって構成されていることに由来している。敷地内には自然
が溢れており、リスや鹿などの動物と遭遇することも多々ある。

NIH Gateway Center (一般の来客用の入り口)

Recently, I had an opportunity to 
discuss with Japanese NIH workers 
and JSPS staffs in DC about the 
required skills for job hunting 
abroad. In the discussion, I learned 
two key points for getting a position 
abroad, especially in academia. Here, 
I would like to briefly introduce these 
points to you.
The first point is that we should think 
about what we can do. In other 
words, we should always sort our 
skill sets. When we try to look for the 
next position, usually we have to 
search for public offering through 
website and so on. In some cases, 
our acquaintance may let us know 
public offering which is good for us, 
but we cannot have high expecta-
tion for such situation. Then, if we 
really understand our own skill sets, 

it is easy for us to find public offering 
that fits us. Generally speaking, the 
department advertising for the new 
position would have some ideas 
about what is the right person they 
are looking for. If we understand our 
set skills deeply, we can justify 
whether that new position is proper 
for us or not. We should not think “he 
who shoots often, hits at last.”
Secondly, we should practice writing 
grant applications, CV and resume in 
English. In Japan, people think 
postdocs should do experiments by 
themselves hardly to make good 
results. However, there is a different 
opinion in the US or Europe. One of 
my Japanese acquaintances told me 
his experience in the US. When he 
was a postdoc, he tried doing experi-
ments to get good data. However, 
his supervisor said, “Why are you 
doing a lot of experiments? I don’t 
want you to do experiments so 
much. Instead of doing experiments, 
you should think about new research 
ideas for getting research grant. You 
should give instructions about experi-

ments to students. And also, you 
should learn how to write good 
grant applications, CV and resume.” 
Needless to say, it is very important 
to write a good grant application to 
survive in academia. In addition, CV 
and resume are also very important 
documents to live abroad as a 
researcher. However, Japanese don’t 
have enough opportunities to learn 
and practice writing them in English, 
which results in a lot of Japanese 
researchers, who stay abroad for a 
few years and have to find their next 
position, often having difficulty 
when writing those documents in 
English. Therefore, if you want to get 
a job abroad in academia, you 
should study and practice writing 
the necessary documents as much as 
possible.
I don’t know whether I will look for a 
job in academia or not after gradua-
tion, but I believe what I learned this 
time will help me in the near future. 
■研修期間：10ヶ月
　寄稿時までの滞在期間：4ヶ月

Yutaka Hisamune久宗　穣 

工学府 物質創造工学専攻
博士後期課程　1年
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研究室の友人とランチ（筆者右端）



サンフランシスコの夕焼
けをバックに羽ばたく
コース生。

（撮影：修士1年 脇山 史彬)

Cover Photo随時更新中！
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最新情報更新しています。
いいね！をクリックしてね！！

右記QRコードを読み取る
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「分子システムデバイスコース」公式
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この号が発行されるころには、海外研修（武者修行）のコース
生が続々と帰国します。一回りも二回りも大きく成長した、彼ら
と再会するのを楽しみにしています。（支援室）
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受賞タイトル

この度は、第24回有機結晶シンポジウムにて優秀ポスター賞を受賞できたことを大
変光栄に思います。本受賞を励みに更に研究に邁進するとともに、本学会で学んだ
知識を本プログラムの活動に還元していきたいと思います。

畠中　創さん

芳香族炭化水素の高感度蛍光検出を目的とした
多孔性有機結晶材料の創製

15年11月1日（日）～3日（火） 広島大学 霞キャンパス で開催されました、第24回有機
結晶シンポジウムにおいて、修士2年 畠中 創さん（工学府 物質創造工学専攻）が優秀
ポスター賞を受賞しました。

award
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受賞タイトル

初めての受賞です。今後も研究に精進して、大きな学会でも受賞できるように頑張
ります！

金　佳怜さん

Fabrication of the Covalent Organic 
Framework with Enhanced Structural 
Properties via a Room Temperature Process

1 5 年 11月1 2日（ 木 ）～1 4 日（ 土 ） 韓 国 釜 山 で 開 催 さ れ ました 、2 0 1 5  
Pusan-Gyeongnam/ Kyushu-Seibu Joint Symposium on High Polymers and 
Fibersにおいて、修士1年 金 佳怜さん（工学府 化学システム工学専攻）がBest Poster 
Awardを受賞しました。

award
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Leading Young Researchers 
English Program 2016 （L-YREP）
　1年次の必修科目｢実践科学英語｣の一環として、アメリカ

カリフォルニア州にて4週間の研修、Lead i n g  Yo ung  

Researchers English Program（L-YREP）を16年1月25日（月）

～2月19日（金）で実施しました。L-YREPは、サンノゼ州立大学

附属 iGatewaysの英語研修のみならず、現地の大学やシリコ

ンバレーの企業を訪問しイノベーションとアントレプレナー

シップ（起業家精神）を肌で感じることも目的のひとつとして

います。サンノゼ州立大学の学生との交流やフィールドトリッ

プなど、充実した1ケ月を過ごしました。今年度は、本プログラ

ムの修士1年コース生15名に加えて、兵庫県立大学のリー

ディングプログラムより1名参加し計16名で行いました。

初日のオリエンテーションの様子

カリフォルニア大学バークレー校訪問

Informationews &N


