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すべてはあの一言か
ら始まった



Why do I need to make your pay 
raise based on your claim you 
published ６ papers during the 
first year of your stay in this 

institution? 

ミシガン大学工学部機械工学科長の言葉

助教授に採用された初年度、私は学者になった
うれしさの余り、「そうだ、学者なんだから論
文をたくさん書こう」、と思い渾身の一年を
送ったつもりだった。でもそれは「独りよが

り」のことだった。同僚たちは僕を除いて全員
昇給があったのに、最も多くの論文を出版した

僕だけが初任給のままだった。



You can work anything in 
your free time. What 

benefit can we get from 
your work at our 
institution or our 

society?
学科長は、にこにこしながら、この言葉につなげた

自分の好きな研究をやり論文を書くことは自分の自由時間でやれ
るくらいの給料は初任給でやっているよ。仕事時間の中でやった
からには、何か大学にとってプラスになることがあったよね？



ぐーの音も出なかった

• パノスは論文を出版するには至らなかったが、彼が博士課
程での研究テーマとは異なったテーマで委託研究費をNSF
から獲得しミシガン大学博士課程の学生をサポートしなが
ら研究を始めた

• ガーリップはGMへ出かけ、彼がバークレーで研究した博士
論文のテーマで委託研究費を獲得し、産業界への展開を
図っている

• ジョナサンはミシガン州立大学の助教授たちも巻き込んで
計算流体力学の研究会をリーダーとして組織し、大学のク
レデンシャルに大きく貢献している

• 論文も委託研究費の獲得も、博士課程の学生の指導もな
かったけど、落ちこぼれそうな学部生たちにラーニング・
センターを創って多くの学生たちを卒業させた

• 君の論文を引用した人はいるの？ 君の論文でだれか新し
い取り組みを始めたの？ 君の論文でミシガン大学は何か
得たものがあるのか？ 君の活動はアカウンタブルなの？



By the way, could you tell 
me what is “work” in 

mechanics ? Your major is 
applied mechanics, isn’t 

it?

仕事って力と変位の内積だよね

外積だとトルク、くるくるまわるから眩暈する
から周囲への「迷惑量」？



自分の努力

F

望まれた「仕事」
他からの期待

ｄ

W = F・ｄ



そうだここは
アメリカだった

日本からアメリカの大学へ行ったときの衝撃

を思い出した



東京工大の土木で学部
テキサス大学の大学院

大規模な構造物を主体とした社会インフラが日本には必要だ
と思い土木に進んだが、日々は若気の気負いと大人社会の現

実との狭間で悶々とした毎日

逃げ出すようにして始めたアルバイト (CAE) にのめり込み、
それがそのまま今の研究専門領域になる

CADやCAEの世界には大きな既存の「利権集団」が無かった

確立したものを守る人と新たなものを作り出す人がいる

その人に応じた教育（育成）がテキサス大学にはあった



日米の大学は好対照
良いことも悪いこともいろいろに反対

• 自主性について
• 学部生のとき、カリキュラムに入っていない変分法という学

科を学びたいと思い、同級生たちを募って自主的なセミナー
を開いて勉強していたが、本来の学業に差支えがあると叱ら
れた（日本）

• 博士課程在学中に非線形数学を学ぼうと勉強会を企画したら、
教授・助教授の幾人かが自分たちも参加したいと言って学生
と同等の立場で一緒に学び、後に彼らの推薦でテニアを取る
資格の無い研究主体の助教授になることが出来た（米国）

• 組織のプラグマティズム
• 助教授・教授のポジションは国からの任免（日本）
• 学科の中で新しい共同研究を進めるに当たって、必要な人材

を確保するために、テニア付きで無い助教授・教授のポジ
ションを学部長了承の下に、各学科が学科の責任で作り出す
ことが出来る（米国）



恩師：８０歳でも現役研究者
（70歳のときの講演姿）

Destiny
Happy



トヨタ

喜一郎の「自動車」

その子・章一郎の「住宅」

その孫・章男の「IT（情報技術）」

私にとってなぜトヨタなのか



ホームタウンにトヨタがある
ミシガン大学の次の一番大きい民間法人



米国トヨタで日本に出会う
トヨタの人材育成はここから始まる



愚直に、大真面目に！



１９９９年サバーティカル
を取って豊田中央研究所の
客員研究員になった

風が吹けば桶屋が儲かる

成り行きに任せ企業研究所に

毎日が？？？

研究？ Research?

9か月過ごしてまとめ報告に使ったスライドから



日本の研究所に係わって
研究員の人たちの考えがまるで違う

• 自分のやりたいことで夢を実現（日本）
• 自分のやりたいことをやらせてくれる人や組織が

素晴らしい
• 自分がやりたいことって何？
• それが他人にとってどのようなものであるか考えること

があるのだろうか？

• 研究の目的が個人の興味・考え方で決定され自己
満足や自己実現のための自己完結型

• 自分のできることで夢を実現（米国）
• 何か秀でたことが一つでも見つけ出すことが出来

る人や組織が素晴らしい
• 何でもは出来ないし、人の役に立つには何か一つでも
• 自分に、そのような一つがあればそれを使ってくれる人、

もしくは、それを自分で使って生きていける

• 研究の目的が自分を含む社会の問題解決型



競争の意味が違う
敗者は必ずしも消えないのが米国

• 競争の段階で敗者は消えていく（日本）
• 各階級・階層で、一人が残り、後の人たちには復活戦のない

競争
• 下の階層とのグループ形成も困難
• 勝者のみが栄える仕組み

• 本田宗一郎や松下幸之助には弟子や孫弟子は居ても同僚は居
なかったかも知れない

• 競争の段階で勝者の周りに敗者が集まる（米国）
• 各段階・階層で勝者が同レベルでの競争に敗れた人たちの中

で共通のゴールを持つ人たちを周囲に集め新たなグループを
形成する競争
• 強力なグループ力が競争の結果として形成される
• 敗者でも生き残ることが出来る仕組み

• ビル・ゲイツも一人のビル・ゲイツでマイクロソフトを作っ
たわけではなく、ビル･ゲイツと同等程度の能力ある人たち
が何人も彼の周りに居て、ビル･ゲイツが存在しながら、ビ
ル･ゲイツの考え方で全員が動く仕組み



DARPA的な取り組み
アメリカ的なイノベーションの仕掛け人
近い将来世界的なトップシェアを獲得する企業を興し育成
プロジェクトリーダーが構想し予算獲得

研究者
開発者
の移動

フェーズの進行



なにか違う！

本当にこれが日本を代表する
企業の中央研究所だろうか？

佐吉や喜一郎の、そして受け継いだ章一郎や章
男の想いを具現化するものからは程遠いのでは

私たちには使命（DESTINY）がある

クルマ社会の負の部分をゼロナイズし

社会を幸せ（HAPPINES)にする役割がある



どんなことを研究？
豊田章一郎の語ってくれた想い（２０００年）

自動運転 電池

触媒・酵素

すべての人へモビリティを
ロボットなどの自動機械
知能化・電動化したモビリティ
とそれを支えるインフラ

エネルギーの製造
（燃料電池）
エネルギーの貯蔵
（二次電池）
自立したエネルギー

ヒトと環境に適合した合成反応
ヒトと環境のウエルビーイング Society 5.0に近い考え



人材、人財
Human Resources

Human Capital

日本語で書くと「個の質」を問うものになりがち

英語だと明らかに「マネージメントするもの」で、
「組織なり集合体の質」として考えることが出来、
いろいろな「個の質」が存在することを前提に、集
団の中でそれぞれの個を如何に活かすかを考えるこ

とに重点が置かれる



使命を果たすための
多くのイノベーション
を人と仕組みで

Just in Time と Kaizen

ヒトもモノもムダをせず

必要なとき必要なだけ

想いを一歩いっぽ具現化



職位と役割の分離
職位は等級で

役割を室・部長など

育成プログラムも分離

日本的な年功を重く加味した職位

役割は年齢よりはインテグリティと行動力で



とは言っても
イノベーションが米国で
多く日本で少ない

なぜ？



アメリカ人って
とんでもなく不器用：字も下手、とても読めない
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書くだけではなく読むことも

• 1914年エマニュエル・ゴールドバーグは、文字列を読み取り電信符号に変換する機械を
開発
– 画像を光電管で読み取り、必要な識別パターンを含むテンプレートと比較することでマッチングを

見つけるという技法

• 同じころエドマンド・フルニエ・ダルベはオプトフォンという携帯型スキャナを開発
– これを印刷物のページ上ですべらせると、文字の形状によって異なる音を発する。

• 1949年、米国復員軍人援護局から視覚障害者支援のためという要請を受け、RCAが初期
のコンピュータを使ったOCRを研究
– 活字をコンピュータ内の文字コードに変換するだけでなく、その文字を読み上げる初期の音声合成

の研究も含まれる

• 1950年、AFSA（アメリカ国家安全保障局の前身）の暗号解読者デイヴィッド・H・シェ
パードは、局の手続きの自動化に取り組む
– 印刷された文書をコンピュータが処理できる形式に変換する機械 "Gismo" を作成。1953年、シェ

パードは特許を取得
– Gismoは英語のアルファベットのうち23文字を読み取ることができ、モールス符号を理解し、楽譜

を読みとることができ、活字のページを読み上げることができ、タイプされたページを読みとって
プリンターで複製することができた。

• シェパードはその後 Intelligent Machines Research Corporation(IMR) を設立し、世界初
のいくつかの商用OCRシステムを出荷
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少ない水で怠け者でも洗濯
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米国「できない」ことが多い

• みんなが読める字を書き、ちゃんと計算もできる
訓練を寺子屋や学校でみんなでやる仕組みがある
ならば、タイプライターや計算機などのイノベー
ションは不要

• 教えたらちゃんと製図できるならCADというイノ
ベーションも不要

• 細かい手作業が容易にできるならCAMも工程の自
動化も考えなかったかも知れない

• 流れる水があふれるほどあるのなら洗濯板で十分
で、洗濯機のイノベーションは起こらない

• 家が小さかったら箒で十分、掃除機まで作る必要
もなかった
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トマース・ジェファーソン
第三代大統領がアメリカ的なものの源
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アメリカ合衆国
憲法

構想された国
建国が理念に基づきなされた

国そのものがイノベーション
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アメリカを代表する人
アメリカを代表する人

ジェファーソン大統領が一番アメリカっぽい人かも
今アメリカがあるのは彼がいたから

筆記具と小型化した辞書
を小箱に入れ、その小箱

の上で、馬車に乗りながら
したと言われている。現代の
ノートパソコンやタブレット

端末の最初の概念
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• 建築家、シャーロッツビル近くに自家モンティチェロを設計

• バージニア大学
• アメリカ合衆国大統領が設立した唯一の大学。大学の最初の建物の構造や当初のカリキュラ

ムおよび住居様式を設計。

• 多くの小さな実用品を発明。
• 例えば回転式ブックスタンドや原稿を書いたままに写しをつくる器械であるポリグラフの改

良。

• 自動ドアや最初の回転椅子などジェファーソンが発明した便利な装置があった。

• 機械的に絵を描く装置としてフィシオグノトレースの利用があった

• 考古学があった。発掘技術の開発。

• モルタル壁面の釣り池。捕まえた魚を飼っておくためやウナギを新鮮に保つ。

• 1780年、ベンジャミン・フランクリンのアメリカ哲学会に参加

• 鳥への興味。『ヴァージニア覚書』の中には出身州で見つけた鳥のリスト

• ジェファーソンはワインの熱烈な愛好者であり収集家であり、グルメ。
• 「我々はアメリカ合衆国でヨーロッパで作られているのと同じくらい豊富な種類

のワインを、まさに同じ種ではなく疑いも無く良いものとして作ることができる
だろう」という大胆な発言。

• モンティチェロには広範なブドウ園があったが、かなりの部分はヨーロッパのワ
イン用ブドウ「ヴィティ・ヴィニフェラ」であり、アメリカ生まれのブドウの病
気に対して生き残れなかった。

• 1801年、ジェファーソンは『議会運営マニュアル 』を出版。

• アメリカ議会図書館
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イノベーションの原点？

出る釘も打たない
リーダーシップ
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イノベーションの難しさ
高いレベルを研究者個人に求められる日本
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日米の違い
日本にはイノベーションを興す理由がない
海もあり水もあり土壌も豊かでほどほどに温かく
何もしなくても生きていける
研いだり究めたりの技に生きる余裕がある
他所で生み出されたイノベーションを究めるのが日本的
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研究

研いで
究める

RESEARCH
（リサーチ）

問題解決を
何度も

道をつくり
探索



それでも私たちは
グローバル

の中で生きていく

クルマというモビリティとそのまわりを見るだ
けでもやれること、やるべきことが沢山ある

私たちは私たちの社会が抱える課題からも逃げ
ない、解決し幸せを協力してくださるみなさん

と一緒に作り出す



すでにあるものを有効に
道路はただ走るだけのものだろうか？
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太陽光パネル

風力発電機



道路インフラの有効活用化
いろいろなものを入れ込み統合システムにすると
拡張知能も使え「多能工」化できる
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環境負荷軽減へ
世界中のモビリティ社会が抱える課題を
道路インフラなども有効活用し解決
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急速充電システム
PHV EV FCV FCバス FCフォークリフト

住宅街
EVステーション

非常時電源 都心部
水素ステーション

創エネ

地熱

風力太陽光

バイオマス 副生水素
運搬 バイオマス

電気分解
CO2フリー水素

小水力

技術開発による活用領域拡大

事業活動による活用拡大

実証プロジェクトへの参画

工場地帯

バッテリー利用
定地型FC

生産工程での
水素直接利用

造り売るコストだけがコストではありません
保全・整備・廃却までのライフサイクルとしてのコストが

社会全体でのコスト
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環境ビジョン2050
トヨタのチャレンジ

政府が進める Society 5.0 と同じ方向を目指しています


