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西洋の科学を導入しようとしてきました。その

日本の大学は明治期に生まれ、とにかく

出すにはどんな仕組みや場が必要

を輩出しています。しかし、遅れてきた国とし

て科学をがむしゃらに輸入してきたため、それ

まで培われてきた日本の思想とのつながりがも
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的にとらえ、考えることのできるグローバルリ

いうことです。私自身、それを実践してきました。
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く、もっと日本全体を俯瞰することができるグ

はある一つの分野を修めていく人材だけではな

のを目の当たりにしました。そのときに、これ
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員として５年間滞在し、１９９８年に帰国して
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身者が半数ずつで構成されています。

年もたないなと
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世紀政策研究所の理事長をされてい

という観念があります。それ

定の研究に一生を捧げるんだ

博士号をとるということが、特

ルリーダーになる。日本では

にとって、社会科学は研究の宝庫だということ

めて、知の越境の仕方を習いました。物理学者

ミストで、理系の物理学者は私一人。ここで初

くれといわれました。行ってみると全員エコノ

て、所長が豊田章一郎さんでした。そこに来て
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さらに院生は、もちろん博士号をとって研究
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日本の競争力低下を目の当たりにして︑
ベンチャー企業を創る

人材を育てることです。ですから、学生は理系
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者を志望してもいいが、研究者のようにある特
定の分野を深めるのではなく、広く学問を俯瞰

思修館第二研修施設「船哲房」
（ 上）
と京都大学構内の橘会館（旧帝
国大学総長官舎）内の講義室（下）。思修館の学生は、第一研修施設
「廣志房」
と
「船哲房」
で、異文化・異分野出身の仲間と起居を共にし、
学生同士や教員との議論を通じて、多様な思考と実践力を培っていく

がわかりましたね。

世紀政策研究所では日本

経済の定量分析から政策の提言をしたり、イノ
ベーションの源泉を復活するための政策研究を
始めました。具体的には閉鎖されようとしてい
る大企業の中央研究所を回って、優秀な研究者
に「会社を起こして、アントレプレナーになれ！」
と説得にあたりました。その結果、私自身が、
研究者に独立を促すだけでなく、ご自分

ベンチャー企業を創ることになりました。
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でもベンチャー企業を立ち上げられたのですね。

同志社大学がビジネススクールを創設す

ン理論と技術経営を教えていらしたそうですね。

その後、同 志 社 大 学から請われて、イノベーショ
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るにあたり、京都はハイテクベンチャーの地で
あり技術経営を柱にしたいと考えた。そこで、

て、いまの世の中の

コンピュータを含め

は 大 変 驚 き ま し た。

意見がでました。私

係がない」といった

実社会の技術とは関

から「量子力学は現

ると、経済学者の方

いい」と話した。す

思想を教えたほうが

することはまったく別のことなんです。

究です」と。知を創造することと、価値を創造

せんが、人類の知の地平線を拡大するような研

ていました。「すぐに役に立つものではありま

」と呼んでいます。今回ノーベル賞
Abduction
を受賞した梶田隆章さんがそれを上手に表現し

り 進 め て、 新 し い 知 を 求 め る こ と を「 創 発 ＝
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という行為が重要だと発言されていますね。

ョンに必要な考え方、発想法として、「創発」

ょうし。ところで、先生はこうしたイノベーシ

既存の知からモグラのように土壌を堀

技術はすべて量子力

もうひとつ驚いたのは、当時、関西の若者に

した言い方をしますが、知を創るのが「研究」

で表します。よく「研究開発」とひとまとめに

だから、図のように、まだ誰も知らないこと

元気がなかったことでした。首都圏に比べれば

であり、価値を創るのが「開発」です。「開発」

を知る行為である「知の創造」とそこで生まれ

就職口も少ないし、終身雇用や年功序列制度が

は社会の役に立つ、価値のある自動車などの製

学から生まれていることをわかっていないと。

壊れて、将来不安が広がっていた。そこで私は、

品を創る。経済的価値とは何かといえば、売り

だから知の越境をして、学問を俯瞰的に見るこ

若者たちを元気づけるために、無償で参加でき

買いができることです。図で見ると土壌の上に

た「知」を具現化する「価値の創造」を直交軸

るビジネス講座を開きました。そこでビジネス

ある世界は空気でできているから、透視できる。

ーションができなくなったので、若者が起業に

と、行き先は毎回変えました。大企業でイノベ

教育を受けさせる。バークレー、ケンブリッジ

ＣＬＡに連れて行ってアントレプレナーシップ

経済的・社会的価値を創造することはできませ

抜群の競争力をもつような新しいパラダイムの

が、価値創造をゴールとした「開発」では結局、

つまり、市場が見えるということです。ところ

です。こうしたＳ→
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を既存のパラダイム

るので長期的に儲けることは不可能ということ

製品・サービスを開発しても、容易に模倣でき

ん。つまり、儲けることを直接的に目標として

イノベーションに必要な「創発」とは

しいということですね。

挑戦してもらい、イノベーションに挑戦してほ

プランを出させて、参加者から

人を選んでＵ

とが大事だと、あらためて認識しました。

山口 栄一（やまぐち えいいち）
は、大変貴重な体験ですね。夢もふくらむでし
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見えない土壌を一生懸命に掘っていき新しい何

ン」 と呼びま す。一方、「 研 究 」 は前がぜんぜん

Ｓに立脚した「パラダイム持続型イノベーショ
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まだ頭のやわらかい学生さんにとって
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に白羽の矢が立ったようです。
同志社大学に来て、技術がいかにイノベーシ
ョンにつながるかという理論を教えたかったの
で、
「経営で技術を教えるなら科学を教えなけ
ればいけないし、科学を教えるなら量子力学の
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かを創り出すということです。わたしはこのよ
ブレークスルーがまったくできない国になって

持続型イノベーション」はできますが、いずれ

の難関・障壁）を越えるために必要なぎりぎり

からニュービジネスあるいは、製品化までの間

いう金額が絶妙で、いわゆる死の谷（応用研究

介 し た り、 政 府 が 強 制 調 達 し た り す る。 ＂
超高

を出すのではなく、ベンチャーキャピタルを紹

の金額なのです。さらにフェーズ３では助成金

しまいます。

と、上に行こうとする。し

我々は社長に付加価値をつくれといわれる
から

ったん土壌の中に戻って、教科書も何もない真
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つまり、ＳＢＩＲは無名の若き科学者たちを

強制的に市場を創りましょうというわけです。

ものがないものを創り出したのだから、政府が

温マイクロプロセッサー＂などという市場その
ると、その「創発」を生み出してきた企業の中

イノベーターにするプログラムなのです。アメ

っ暗な中を這って行って、最終的にＰという知

央研究所の多くが閉鎖されたり、大幅に縮小さ

リカは彼らに投資するという度量をもっている

ところが、先ほどからの先生のお話によ

い価値を生み出す。ＳからＰへの知的営み「創

れたりしてしまった。それでは、日本でイノベ

のです。ここから４万人を超える科学者が起業

というまったく新し

発」をしないことにはブレークスルーは生まれ

ーションを起こすにはどのような手立てがある

を見つけ出し、そこから

ないのです。このことがイノベーションにとっ
のでしょうか。
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P（創造された知）

知の創造（研究）

じめＩＢＭ、ヒューレット・パッカードなど中

ェーズ２として、その中から筋がいいものを、

渡して半年〜１年間、研究をさせる。そしてフ

５〜６倍で、そこで選ばれた若者に１千万円を

うことが大事です。このフェーズ１の競争率は

ー候補者を選ぶ。具体的にテーマを与えるとい

者の中から、良いタネをもっているイノベータ

体的な研究開発テーマを掲げ、若く無名の応募

で動くマイクロプロセッサー」というように具

いう政策です。具体的には、たとえば「超高温

にイノベーターになって産業を起こしてくれと

号取得後、任期付きで研究に従事する研究者）

とは簡単にいえば大学院生とかポスドク（博士

）がイノベーシ
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ョンを起こすカギだということです。ＳＢＩＲ

です。担当しているのは科学行政官で、ＳＢＩ

が目 利 きをして、「これは面 白い」 と投 資 するの

国が科学者をベンチャー起業家に仕立てる。国
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知恵でイノベーターになれ」と言う。

無名の若き研究者に、「リスクを取って自分の
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ったのです。

るが、日本はそういう環境を与えられていなか

だってチャレンジしたいと思っている若者もい

ますが、こうした制度があってのこと。日本に

ムを目指して若者は起業するなんて思われてい

来のチャレンジ精神があり、アメリカンドリー

に政府がバックアップした。アメリカは建国以

央研究所が基礎研究を縮小しましたが、代わり

２倍程度の競争率で選び、２年間で１億円もあ

です。選ぶ基準を聞くと、マーケティング能力

Ｒのプログラムディレクターと呼ばれる人たち

はい、ベンチャーキャピタルよりも前に

まるで「ス ター誕生」システム ですね。

げ ち ゃ う ん で す。 ア ウ ォ ー ド（ Award
）と言
っているので、賞金なんですね。この１億円と

た の で す が、 ア メ リ カ で は Ｓ Ｂ Ｉ Ｒ（ Small

家に転じました。アメリカでもベル研究所をは

て、とても重要で、これを「パラダイム破壊型

A（出発点としての
既存技術）

価値の創造︵開発︶

Aʼ（パラダイム
持続型技術）

土壌
創発
Abduction
S（既存の知）

Aʼʼ（パラダイム
破壊型技術）

シリコンバレーで定点観測してわかっ

イノベーション」と呼んでいます。このことを
には一足飛びに移ることはで

山口

から

江崎玲於奈さんは「夜のサイエンス」と呼んで
います。
きません。必ずいったん土壌に降りていかなけ

A”

A”

＂
無名の若き科学者 ＂
にも投資する
アメリカ政府のＳＢＩＲ

うな「研究」を「創発」と呼ぶことにしています。
と、とかく
A’

かし、上に行くと必ず行き詰まる。そこで、い

A

A’

ればならない。もちろん、既存の「パラダイム

イノベーション・ダイヤグラム

や経営能力はまったく問わずに、技術だけ、つ
そこで思ったのは、日本でもそういうシステ

まりそのパラダイム破壊性だけで選ぶそうです。
ムを創らなければいけない。国ができないなら、

を育てようと思っています。

注目される
「京都イノベーションベルト構想」

ーターが集まるような環境を作れば、かってに

ベンチャーが自生します。しかも広さを調べた

ら、シリコンバレーとぴったり一致するんです。

それからこの地域には研究者だけでなくまこと

は、科学行政官になると雇用が保証される。日

ースができるからということでした。もう一つ

コラボさせたり、エキサイティングなプロデュ

野横断的に技術や製品を発掘したり、研究者を

しかできないが、プログラムディレクターは分

聞きましたら、研究者になると狭い範囲の研究

人たちです。なぜ研究者にならなかったのかと

ィレクターはみんな大学院生やポスドクだった

リカでは科学行政官制度があり、プログラムデ

番大事なことは目利きを育てることです。アメ

ターパートとして育ってきた。石油の採掘から

ー現象に牽引されて、西海岸が東海岸のカウン

が集積されていましたが、戦後、シリコンバレ
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に育つ可能性はあるでしょうか。

められています。日本版シリコンバレーのよう

都イノベーションベルト」構想の取り組みが進

南部を結ぶ地域で次世代産業の創出を図る「京

京都市から関西文化学術研究都市がある京都府

ことが、期待されますね。ところで、京都では
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海外での研究生活も送られていますが、未来産

知が生まれ、知の越境も起こりますね。先生は

楢舘

ターが集まってくることでしょう。

設すれば新たに資本市場が生まれて、イノベー

えて、京都の企業が共同で京都版ＳＢＩＲを創

大学、リサーチユニバーシティもあります。加

広さがあります。この地域には人材を輩出する

に多様な人が住んでいて、しかも工場を作れる

本でも、こうした目利きである ＂
イノベーショ

資本家が生まれ、労働力も十分あり、あとは場

業を生み出すことに成功した先例やヒントがあ

民間でやらなくてはいけない。そのときに、一

ンソムリエ＂が必要です。すぐにＳＢＩＲを創

が生まれて会社群が集積されればよかった。そ

りましたら、教えてください。

思修館からそうした人材がたくさん育つ

るのは難しいが、イノベーションソムリエを育

こにウィリアム・ショックレー、ロバート・ノ

山口

たちが育った。日本でも東京に

ゲイツやスティーブ・ジョブズ

し、その第二世代としてビル・

てシリコンバレー革命を起こ

ホールカレッジに客員フェローとして行く機会

です。私はたまたま、ケンブリッジ大学クレア

は英国の ＂
ケンブリッジ現象＂とよばれるもの

つ目はシリコンバレー、二つ目は台湾、三つ目

産業が生み出された成功例が三つあります。一

世界でクラスターからとんでもない未来

そうした人が集まる場があれば、新たな

＂
ケンブリッジ現象 ＂
の秘密は
カレッジにあり

てることはできる。私は、既存のパラダイムを

イス、ゴードン・ムーアといった人たちが現れ

対抗するカウンターパートが必

が与えられたので、ケンブリッジ現象がどのよ

うに生まれたのか、探りました。まず、発端は

年にノーベル賞を
育ててきた伝統があります。ベ

京都にはハイテクベンチャーを

レポート＂を出した。そこでバークレィズ銀行

に舵を切らなければいけない」という ＂
モット

が「ケンブリッジはもっと産業を生み出す方向

受賞したサー・ネヴィル・フランシス・モット

１９６９年に、物理学者で

ンチャー育成のＤＮＡ、場があ

ば、 京 都 し か な い と 考 え ま す。

り、資本家もいる。後はイノベ

77

そのカウンターパートといえ

要なんです。

もともとアメリカは東海岸で文化や産業

破壊してブレークスルーできるプロデューサー

「京都イノベーションベルト」
（構想）
（上）
と、
シリコンバレー。
ほぼ等しい面積をもつ

う男です。

イコーン社を創業したハーマン・ハウザーとい

ディッシュ研究所（物理学科）の大学院生でエ

ケンブリッジ現象を伝説にしたのがキャヴェン

み出すシステムが構築された。そしてついに、

など資本市場が目を向け、ベンチャー企業を生

マイクロプロセッサのデファクト・スタンダー

社というベンチャー企業を創って、携帯電話の

万の富を築いた。さらに彼はアーム（ＡＲＭ）

ーストラリア、カナダなど英連邦で売れて、巨

社を創業しました。そのコンピュータが特にオ

った道を捨ててコンピュータを作りエイコーン

理学研究者になる。ところが彼はその決まりき

に相当勉強しました。この経験が知の越境を提

になるので、日本のことをきちんと話せるよう

なりません。私もそこでは日本を代表すること

ッシュで哲学やヨーロッパ史の話をしなければ

む時間を含めると３時間、クイーンズイングリ

でした。食事の後、サロンでコーヒーや酒を飲

隣の座席に文系の人が座るので、はじめは恐怖

ご存知でしょうか。スティーブ・ジョブズ、

案するための大きな足がかりになりました。

ところが日本にはこうした ＂
共鳴場＂である

ドとなった。

ビル・ゲイツ、みんな１９５５年生まれです。

このエイコーン、アームの源は何かいうと、

カレッジというものがありません。共鳴場とは

年生ま

ケンブリッジ大学のカレッジなんです。カレッ

年齢も性別も国籍や知の分野もバラバラな人た

年生まれです。この

れというのはとても重要で、インテルが世界初

ジというと単科大学と思うでしょうが、ケンブ

ちが集い、お互いの価値感や学問を認め合い共

そして実は私も
の８ビットマイクロプロセッサを発表したのが

鳴する場です。カレッジで一緒に食事したノー

どこかのカレッジを受ける。たとえば、ニュー

ジのようなところがあるか」と聞かれたことも

ベル賞受賞者から、「京都に行きたいがカレッ

は

のカレッジがあり、高校を卒業するとこの

くびき

ったばかりの齢。そこでビル・ゲイツもスティ

トンが出たトリニティカレッジに入ると、その

てきてくれ」と依頼されていたのです。それに

ーブ・ジョブズも、憧れのコンピュータを作っ

対する私の答えが ＂
カレッジ＂でした。堀場さ

ありました。

これに最もよく似た日本の組織は、相撲部屋

んはさっそく、京都市に高度人材交流拠点を創

瞬間、ケンブリッジ大学の学生と呼ばれる。カ

の世界でしょう。あるいは「入門は各道場、昇

ろうと提案された。さらに松本前総長にもカレ

た。我々同年輩の日本人も、もちろん作り始め

段審査は各武道団体」と、武道の世界もおなじ

ッジの話をされた。私は、それを松本さんなり

そこで私は帰国して、堀場製作所の創業者で

仕組みを持っています。エイコーンやアームは

に咀嚼し、創設されたのが思修館だと思ってい

レッジは学寮ですから、宿舎であり、昼と晩に

このカレッジで同じ釜の飯を食べた仲間たちが

ます。

ました。何が日米の分かれ目になったかという

一緒にチャレンジし起業した会社です。私がい

楢舘

ある堀場雅夫さんに「カレッジを創りましょう」

たクレアホールカレッジでも、私のような客員

ためにも、カレッジのように内外の人材を集め

食事が出る。さらにケンブリッジ大学の先生か

フェローも学生も一緒に１時間半かけてイギリ

る共鳴場を充実させることが必要になります

と、我々日本人は「お前たち、そんな訳のわか

ス飯を食べる。そこでは、来た順番に席に着く

ね。本日は大変貴重なお話をうかがうことがで

と進言しました。じつは堀場さんからはイギリ

というルールがある。だから、仲間や気の合っ

き、ありがとうございました。

ら個人授業が受けられます。入学はカレッジが

歳。通常、物

た者どうしで座ることはできない。ネットワー

今後、京都をベンチャーの集積地にする

クが硬直化するからです、半分の確率で前や両

らないもので遊んでいないで、勉強しろ」と大
じつはハウザーはこのとき、

カレッジで週に1回催されるフォーマルディナーにて

スに行く前に「ケンブリッジ現象の秘密を探っ

歳だった。高校の軛を解かれて、大学に入

18

理学科を卒業すると、博士号をとって大学の物

25

責任を持ち、卒業は大学が責任を持つ。

31

１９７４年４月で、そのとき、我々は

リッジでは寮のことなのです。ケンブリッジで

55
歳ない

55

学の先生に言われて、止めてしまったことです。

し
19

