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１、巻頭言

「技術開発と事業化戦略との二頭の馬車」
クライン・モデルを超える－株式会社 本田技研工業
特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会
理事長 許斐 義信

１、はじめに：研究開発部門の独立性
研究開発投資の成果は定量化でき難い。が故に、特に大企
業では、社内で事業化戦略を先導する事業部門と研究開発部
門の当該事業部門との連携を密にする動きが常識化している。
その動きは既にバブル崩壊の 1990 年代より継続しているが、最
後の残された大企業でも漸く技術部門の反発を抑えて、事業部
門との統合化してきている。
一般論だが、技術が自主的に新製品を生み出し機会も少な
いし、よしんば新製品を開発出来たとしても、事業化の側面で海
外勢に市場を奪われ、事業成果を享受できない事例が多すぎ
る。最も技術部門の心理的関心が技術領域での稀有な先進性
の先取りに依存している傾向が強く、強ちそのような経営判断に
到達するのは、株主資本主義の呪縛から脱しきれない我が国経
済下では、ある種必然性がある。問題は研究開発投資の対象が
現下の事業部門の意向に左右されることに対する評価である。

第1方式はリニアモデルの後に研究者クラインのより提起され
た経緯から「クライン・モデル」(Stephen J. Kline, 1990, Innovation
Styles: in Japan and the United States, Stanford University（鴫原文
七訳『イノベーション・ スタイル』アグネ承風社，1992 年）（チェ
ーン・リンクト・モデルとも言う)と呼ばれている。同氏の研究成果
は 1985 年から 1990 年に亘り、主として日本企業が国際的に主
導権を握っていた時代、その研究マネジメント過程を調査した
結果を理論化したと言われている。
特に第 2 の方式は敢えて類似の図式で例示しておこう。

２、技術先行か事業先行か
経営学的研究も、その種の経営判断を後付していると見做し
て間違いない。既存製品の改善や改革を行う場合でも、また新
たな新製品を排出する場合でも、共に何らかの技術を付加或は
置換するには、それなりの技術が必要である。が故に、次期の
製品仕様に関する”コンセプト・デザイン“の良し悪しが、事業化
の成否を左右する。従って、如何に市場に受け入れられ、競争
優位な製品コンセプトを形成するのかが経営的には重要である。
それが経営学的には新製品成功の処方箋ともなっている。

方式１： 新規事業のコンセプト→必要技術資源の
投入・開発

図：イノベーションの展開モデル
（参照：原陽一郎著、第 2 章、イノベーションのプロセス、「イノ
ベーション経営」、古川公成、許斐義信編、放送大学教育振興
会、2008 年）
つまりいずれもの提言は、投資と回収という財政的バランスを
如何に健在に保持し、効果的な投資行動が完結できるのか否
か、その方程式で解釈できる。従って、方程式２であっても、研
究開発投資は将来の事業化を意識して効果を生む領域と内容
を具備しておくことが条件となる。

方式２： 技術独自の開発→新製品や新事業への
参入と事業化

３、技術と戦略の相互関係に於ける課題と特徴
前記した経営プロセスを是認した場合、いずれの方程式でも、
事業コンセプトを如何に固めるのか。それに関心が寄せられる。
慣例的には長期事業計画に乗って、それを開発部門の立場か
ら翻訳できるのか。それは問われているともいえよう。
しかし長期の事業計画を決める立場の経営トップが常に正し

経営学的知見の第 2 の方程式は、「研究→開発→事業化→
マーケティング」という各段階での連動性を意識したもので、通
称「リニアモデル」と呼ばれている。それは各段階での相互関係
の接続度に問題を生じるということから、死の谷、ダーウインの
海などというプロセス上の連動性の希薄化が、事業の成否を左
右する壁になっているという指摘である。
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い判断ができるか否か。それには、長期の事業構造など企業活
動を越える広範囲な事業環境の影響を受けるのだから、経営ト
ップの意思決定が常に正解ということは無理であり、常識的に、
その種の経営方針には限度もあると言える。判りやすい幾つか
の事例を挙げて、その根拠を確認しておこう。
例 1：事業ドメイン“C&C”を掲げていた時代の NEC
電子計算機でバイト・マシーン化に後れを取り、通信機では先
行したデジタル化に顧客が追従せず、1 世代前の通信機が主
軸となって、経営危機に陥った。その時期に、キャラクター・マシ
ーンを放棄して後れを取ったバイト・マシーンへの劇的技術基
盤の改革と、逆に先行し過ぎた通信機の海外へ向けた事業推
進とで、この危機を切り抜け抜けた。そこで技術と市場ニードと
の連携の重要性に着目した当時の小林氏は、その連携強化の
目的で発想した経営理念が、有名な、企業ドメイン“C&C”の声
明であったと評価している。
同社の基盤を再構築する為に、植を AT&T のベル研究所より
招聘したが、同氏が希求した技術経営は、筆者にとって、非常
に刺激的であった。
例示すると以下の如くであった。事業戦略の経営的討議の際
に「C&C に適合しているか」という経営判断の際の評価基準の
検討を強いた。両事業におけるテクノロジー・ツリーの作成を提
案し、関係部署のメンバーと 1 年掛りで見直し作業を敢行した。
そこでは将来必要と見做される基盤技術が合意されれば、新た
な要素技術をそのツリーに付加し、開発体制を構築した。また通
常の業務を遂行している中でも、市場と研究との両者の視点か
ら、開発活動を常に見直すため、事業部・開発部・研究所の
面々に統合した人事領域群を付与した。
聞くところではテクノロージ―・ツリーを残して植原の資産は継
承してはいない。
C&C コンセプトの今日的重要性は、コンピュータと通信機の
技術基盤が統合されていることと、そこにルーティングという通
信技術が米国の軍事技術の民需転換の影響で起き、Router を
はじめとする多くの通信機器群を統合した情報通信ネットワーク
へ変革を遂げたことであろう。残念ながら、NEC の C&C のコン
セプトは、抽象的には今日的通信ネットワーク基盤を志向するも
のであったが、同社では、正にその種の将来像を具体的に描く
ことはできなかった。

であったと想定すると、事業や新製品のコンセプト形成競争に
だけ限定することの問題を提示しているとも言えなくもない。
４、技術開発と事業創造の協調関係
新製品事業のコンセプト・デザインを精緻に描き、新規事業の
成功に結び付けることは一つの経営スタイルである。
その技術経営論で著名な CANON のレーザープリンター開
発の事例を改めて例示し、その事業と技術との連携機能の課題
を検討しておきたい。

例 2：AI を止めた日立の研究所
今日、IoT とか Industrie4.0 という情報化とハードとの癒合が、
新たな産業を生み出し、第４次産業革命が起きるという仮説で世
界中の産業がその可能性を深耕して必死なっている。
さて、そこでは同時に提起されたビッグ・データとこれらの産
業の統合、或は産業要素の組み換えを成功させる鍵となる技術
は、AI（Artificial Intelligence：人口知能）であると言われている。
しかし科学先行で 40 年前から開始されていた研究は、当時
事業化の目途を発掘できず、技術主導で著名な日立製作所で
すら、研究領域から外した。その一群は当時から独立している
のだが、この産業革命を前にして勿体ないことをしているという
事も出来なくはない。
同社の研究所から離脱し独立したアドイン研究所は、今日迄、
経営的に苦労して来たと想定されるが、今日の技術基盤の要求
に呼応して新たな開発テーマに果敢に取り組んでいると見做さ
れる。AI という技術者の夢は不要だったのであろうか。
要素技術を若し維持し継続できていたら、新たな展開が可能
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例 3：CANON 成長のコンセプト・デザイン先行型技術戦略
伝統的なキヤノンは所謂カメラメーカであった。複写機への
参入を試みたのは、同業者のリコーの存在であり、またハロイド
社によるゼログラフィー技術を取得しての普通紙複写機への事
業参入であった。 引き続き、同社は IBM によるコンピュータ出
力機器への仕様高度化へも挑戦していた。
特に,後者で利用された主要技術が“fθレンズ”であったこと
もカメラメーカの開発意欲を刺激するに充分であった。
問題は事業ビジョンを描くことはできても新製品を実現化する
には多大な努力が必要であった。第一はゼロックス社の他社へ
技術を譲渡しないという IPR 戦略で世界の市場独占を達成して
もいた。それを越える為には技術仕様を更に高度化することが
王道であった。
先ずは先行したゼロックスの数多くの要素技術開発に関する
法的自由度を確保する必要がある。さらに、ゼロックスの特許を
回避するための開発領域を特定させる必要がある。勿論、同社
の特許で無効なものは効力の無効を求めさせる必要もある。開
発を開始する段階で不可欠な課題は、開発を行う以上に、IPR
面で起きるであろう侵害訴訟の領域を確定させることであった。
JCTM でも講義を賜っている丸島儀一の活躍を成果は、まずも
って新製品を CANON が売り出して以降まで当初の段階から、
ビジョンと開発との接点を繋ぐ技術経営的要点であり続けた。
さて、開発に挑戦した要素技術を筆者なりに列記してみた
い。
・画像形成の為のレーザー技術を気体レーザー（gas laser）から
半導体レーザー（LED）への変革すること
・描画形成の媒体をセレン・テルルの薄膜から有機半導体
（Organic Photo Conductor）へ置換すること
・描画材料の転写構造を 2 成分系から直接利用し現像機を排除
した 1 成分系(One Phase)へ革新すること
・転写し終えた媒体に残る炭素粒子を除去すること(Cleaner)
・普通紙へ転写した炭素粒子を固定化（熱転写）すること
・炭素を紙へ固定化する為の炭素粒子とプラスティックとの微細
な融合粒子を完成すること
・湿度に敏感な普通紙の送り機構などなどの主要要素技術開発
に成功すること
が目標であった。
勿論、機械メーカーの CANON ではコンピュータのデータを
プリンターへ移動させることも、そのデータの記述様式が新機種
毎に進歩していくのだから、それへの追従や適合化のソフト的
技術を保持することは並大抵のことではなかった。
要するにレーザープリンターへの参入期待だけではなく、そ
の市場に先行している企業群との差別化もまた同時に避けられ
ない製品仕様の決定課題であった。つまり大型の機械は既に
IBM で開発が進んでいたことも噂では判っていたと創造される
から、CANON は小型のパソコンを対象にしたプリンターの開発

に的を絞った。市場戦略企画の段階で企画書を作成することは
容易でも、その企画書の目標に到達する為の要素技術を開発
することは相当に高い山であった。
技術・開発技術・などの仕様の実現性を検討しながら、市場差
別化が可能なセグメント特性と価格・サービスなど、所謂、新製
品のビジョンを描くことは並大抵な努力ではなかったと創造する。
開発の動機は多様であった。材料メーカーの新技術の提案もあ
っただろうし、新たな開発要請をCANONが第3 者へ依頼したこ
ともあったと創造する。特に多くの材料での開発が盛んで、既存
部品との技術間競争を斟酌しながら個々の設計仕様を決めるに
は、他の要素技術との相互関係の調整も欠かせなかったと思
う。
技術経営で著名で CANON へ移籍して技術経営の語り部で
もある山之内昭夫の技術戦略論が盛んに世の中に持て囃され
たのには、このような CANON の総力を挙げた技術戦略の努力
とその成功があった。

育成することを前提に、図示した技術育成に努めながら、個々
に積み上げた要素技術をベースに図に右記した事業展開を戦
略的に繰り広げ、製品としては金属膜を融合したメタライジング
活用の半導体の基板事業を、そして酸化セラミックから炭化・窒
化セラミックへと材料革新を順次遂げ、高成長企業に育て上げ
た。
図は、当時の稲盛経営を研究していた筆者が作成したもので
あり、稲盛に技術戦略と事業戦略の同期化への経営を問うたの
であった。
事業ビジョンが優先でもなく、技術育成が優先でもない。事業
と事業を支える技術戦略とを同時並行的に実施してきた同社の
経営は、技術と事業との関わりを再考させるに足る好事例でもあ
る。

図：京セラの技術シナリオと事業展開
（参照：許斐義信著、第 10 章、技術開発投資とリターン、古
川公成、許斐義信編、「イノベーション経営」、放送大学教
育振興会、2008 年）
例 5：３M のテクノロジー・プラットフォーム
事業ビジョンや技術をベースとしたイノベーションプロセスを
頭書で紹介したが、京セラのように技術と事業とを同期化させる
経営も存在しているし、また基盤技術を先に定義し、そこに科学
者や開発者を位置づけ、その創造性に期待して事業を成長さ
せるというケースも現実に存在している。
ここでは先ず３M の例を紹介するが、最近の筆者の研究では、
花王も３M と類似のイノベーションプロセスを採用していると評
価している。３M がコーティング技術を基盤にしての新規事業成
長を遂げてきたのだが、花王は石鹸のベースとなる親油基と親
水基の統合技術に固執してきた。その上で飲料や化粧品ソフィ
ーナを開発・事業化に成功している。
この図は３M の伝統的基盤技術であるコーティングを基礎にし
て多くの新製品を生み出してきた、その様子を示している。今日
では３Mは約30 もの基盤技術に拡張させ、更なる事業成長を成
し遂げているが、先ずは基盤技術を埋め込み、それを育成しな
がら、後追い的に新製品の開発に努めていると観察できる。

図：イノベーション戦略のタイプ
（参照：原陽一郎著、前掲書）
図で、例示した CANON の例を位置付ければ、第 1 世代開
発ターゲットに普通紙複写機を、そして第 2 世代開発ターゲット
に、上記したレーザープリンターを位置付けることができよう。
５、技術基盤を梃子にしての事業創造
技術開発機能と事業開発機能とは、どう関係付けるべきであ
ろうか。
過去 10 年間の失われた期間に、多くの企業では将来が見え
ない研究所の活動を変更し、開発投資の成果を全社の財務資
源配分の効率化へ向け、舵を切ってきた。確かに、見える当座
の問題に対処するための資源が不足している中では、長期の
成果しか期待できない研究開発に資源を割く余裕は乏しい。
しかし将来への布石として価値が出る要素技術への挑戦を放
棄したので、将来への技術基盤を捨て去ることに繋がらないと
言えなくもない。
技術を如何に定義するか、にも関わる経営課題の問題でもあ
るが、多くの企業で重用されてきた事業主体型の組織構造とは
異質な企業群を例示しながら、単独に技術開発をする行為の特
徴を改めて評価してみたい。
例 4：京セラの技術シナリオと事業展開
現在の京セラは多くの事業に多角化を成し遂げている企業で
著名だが、稲盛が創業後に事業化に挑戦していたセラミックで
は、技術経営者の稲盛は、初来のセラミックの要素技術を取得・
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図：３Ｍの基盤技術 精密コーティングによる製品拡大の例
（参照：許斐義信著、前掲書）

さて MOT 研究会で提起したものは、ホンダを例にしている

６、技術と事業の設計関係に関する提案
本号では 2015 年春に開催した MOT 研究会に於いて、課題
を披歴頂いた本田術研究所の事例を紹介し、皆様の討議に付
したい。
2015 年 4 月、米国で生産を開始したホンダ・ジェットが羽田空
港に飛来し、そのデザインと赤を基軸に日の丸を想起させる機
体には多くの関心を寄せたのだが、その事業的判断つまり二輪
車や四輪車そして産業用エンジンメーカーのホンダが、航空機
を開発、生産、発売に参入するという想像もできないエポックは、
本田技術研究所で長年開発に挑戦してきた事業であったのだ
が、近年その親会社でもある本田技研工業の経営判断の下、事
業化に踏み切った。
この種の事例は、過去に東レの炭素繊維の開発やシャープ
の液晶開発の事例を紹介したが、同研究所の社友である野口
満氏による講義を以下に紹介するので、この種の活動の意義と
条件とを検討してみたい。
敢えて参考までにクライン・モデルを発想した原点でもある、
イノベーションプロセスに関する仮説を紹介して、以下の課題提
起を検討して頂きたい。
【課題提起】
① イノベーションの出発点は多様だが、「市場の
発見」がもっとも重要である。
② 研究と知識は、異なる性格のものである。イノベ
ーションを目指す開発は、知識のストックを活用
して進められる。
③ 研究は、知識のストックを増進し、更新するもの
である。既存の知識では解決できない問題に対
して、研究が必要となる。研究はイノベーション
の進む方向を予測し、先回りしなければならない。
④ イノベーションにはフィードバック回路が存在し、
イノベーションの連鎖が起こる。
上記のモデルの概略の説明に加えて、クラインの強調する視
点を紹介しておきたい。つまり「イノベーションには情報の共有
化、技術知識の蓄積そしてコンセンサスの形成が、経営的には
重要だ」と課題を提起している。
さて本巻頭言で例示した技術と事業との関わりをベースとして
筆者が比較した研究によると、実際には数多くの多様なイノベ
ーションプロセスが観察されるので、それら諸モデルを整理して
おこう。
方式１； ビジョン創造を引き金にしたイノベーション
創造する。
方式２： 研究から開発そして事業化へのプロセス別
のイノベーションを展開する。
方式３： 技術と事業化を統合してイノベーションの連
鎖を進める。
方式４： 技術基盤を構築して、その基盤の上で多様
なイノベーションを進める。
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が、上記の 4 モデルにも分類できない新たなイノベーションモ
デルでもある。
技術を基盤に開発を進める開発会社と事業化を基礎にする
ホンダ技研工業とは、方式 3 に一見類似しているように見えるが、
技術と事業との進行は並行しており、事業化の好機を認識した
段階で事業化に舵を取っているというのであって、その相互関
係は必ずしも密に連携してはいない。
このような技術開発戦略と事業開発戦略とを並行して押し進
めてきた同社の新たな経営構造の意義を、以下の講演録を見
ながら、技術経営的視点で再評価してみる価値がある。
（JCTM 理事長 許斐義信）

MOT 研究会 講演録
「ホンダの研究開発」
－独創主義と共創システム－
株式会社 本田技術研究所 社友
野口 満

ホンダの特徴的なことは、技術に独自のシナリオがあり事業戦略と融合させて成長シナリオをもって創造し経営を続
けていることです。創業時の二輪単気筒エンジン開発に始まり、自動車エンジン、汎用エンジンをコア技術として、
航空機エンジンにまで発展させてきました。その道のりは、技術を他から取りこむのではなく、独自の技術開発を志
向し、技術そのものが事業を支えるという経営の基本的な考え方と永続性ある取組みであります。単にパワートレイ
ンの進化・成長の課題ではなく、ホンダの事業と経営の本質であると考えます。

１、はじめに
今回、MOT 研究会で講演を承けたまりました野口です。
ホンダでは職場を転々と異動して成長していくという人事の基
本の慣習がありますが、私は本田技研工業に入社して 3 ヶ月間
の実習の後に技術研究所に配属になり、それからずっと埼玉県
和光市にある本田技術研究所のヘッドオフィスから離れずに定
年を迎えました。ホンダの中では異質な経歴であり、振り返れば
反省もし、もったいないことをしたとも思いますが、定年になる
1.5 年前に本田技研工業創立５０周年を迎えました。
その1年半前から５０周年記念誌を作ることに携わりました。社
史というと総務部に社史編纂室をつくって社の歴史書を編集す
るのが一般的ですが、ホンダは少し違って「誰も読まない社史
はつくらない。おカネはいくらでも出すからみんなに読んでもら
う社史をつくる」ことでスタートしました。「読者はホンダの社員」
という考えであった。私はまずはホンダの正史を知って、働いて
いる従業員に継承するための物語を語ろうと考え「ドリーム」とい
うタイトルをつけて 2 分冊を発行しました。
その10年後、60周年の時期に、かつての部下が「社史のつく
り方を教えて欲しい」とやってきました。そこで５０年プラス １０
年の歴史を知ることができたのです。今年は間もなく戦後 70 年、
ホンダにとっては創業 67 年を迎えることになりますが、10 年弱
の期間は直接ホンダとは関りがなく、本日の話は歴史が途切れ
ることもあるかもしれません。
ホンダも今年の年末にはトヨタに追いついて、燃料電池の量
産車を発売すると言っていますし、ホンダ製のガスタービンエン
ジンを搭載したホンダジェットの 1 号機が米国でお客さまに手渡
されるといういいタイミングでもあります。皆さんの参考になれば
と思いお手元の資料に沿ってホンダの技術史を話したいと思い
ます。
２、ホンダのルーツ
タイトルは「ホンダの研究開発」としました。一言で整理すれ
ば、まずは「独創主義」、すなわちタイマツは自分の手で持て。
自分でやるであります。
次は「共創システム」であり内部・外部との共同作業にあって
もホンダらしく、いっしょに創造するしくみをつくるものです。
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この 2 つの考え方は、ホンダの歴史に継続しているし、今もホン
ダに根付いている特徴であると思います。
ホンダの創業は、創業者本田宗一郎が戦後まもない１９４７年
に創業した本田技術研究所に始まります。静岡県浜松市野口町
で誕生しました。
最初に手がけた作品は二輪車で、戦後の何もない中で構想
を導き出したものであります。その後、四輪車に参入するのです
が、自分達の手でゼロから設計・制作したことから始まります。
社長も陣頭指揮で関わっていた元気な頃は「神様」でもあり、
「親父さん」と言われて畏れ多い存在でした。新しい時代になれ
ば後継者を選ぶことになりますが、「3 人寄れば文殊の知恵」に
倣い、あとは残る従業員がみんなでやるようにしようということか
ら「共創システム」のスタートになったわけです。その仕組みを
創ったのは三代目社長の久米是志氏です。昭和２８年、現在の
静岡大学の前身からの新卒入社組の一人です。彼はその後に
本田技研の社長に就任してホンダのグローバル化の進展を担う
ことになるわけです。

本田技術研究所を創設したものの、研究所ではビジネスをし
にくいことから、本田技研工業（株）を浜松で立ち上げます。そし
て 1950 年最初に発売したオートバイが「ドリーム D 型」、名前に
‘ホンダの夢’を託した商品でありました。当時は鉄のパイプとス
ポークを溶接してつくるシンプルなものでしたが、戦後間もない
時期の開発を考えると、苦労が解ります。

カブＦ型

ドリームＤ型

ベンリイＪ型
出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

ご覧のように、フレームとガソリンタンクの接合にプレス加工が
必要ですが、製鉄産業も成長していない時代に材料もなければ
プロセスもないので、非常に限られた技術であったプレス機械
を輸入して、オートバイのメインフレームを構成し製作したもの
です。台数としては多くは売れなかったものの、社運を賭して製
作した最初の作品であることから「ドリーム」と命名され、この言
葉は常にホンダの中で語られ、今もってよく使われます。その原
点は、この最初の商品名に由来します。
この頃、宗一郎は人の紹介で経営の補佐役を担うことになる
藤沢武夫氏と出会います。元々経理や財務の仕事をしており企
業経営の理念と才を有する逸材であったようです。宗一郎は藤
沢に会って最初に「この人ならばいっしょにやれる」と思いその
場でパートナーとなることを懇願したと言います。
一方、儲かるオートバイとしてビジネスになった最初の商品は、
白いタンクに赤いエンジン、自転車にエンジンを取り付けた製
品「カブ F 型」であります。戦後まもなくは、奥方が食糧を農家や
闇市に買い出しに行き懸命に生活する時代であり、買い出しに
行くにしても、坂道や砂利道で一所懸命自転車を漕いでいる姿
を見て「やはり、最初に手がける商品は自転車にエンジンを装
着して自転車を乗りやすくしよう」という顧客を想定しての考えか
ら出来上がった製品です。これには驚くほどの技術が入ってい
るわけではなく「白いタンクと赤いエンジン」の広告を打って、大
ヒット商品になり、生産が間に合わないくらいに全国に販売し、
どうにか二輪車の商売がスタートしました。
次に、儲かるオートバイを意図して開発製作したのが「ベンリ
イ J 型」です。比べれば、構造も格段に洗練され、プレス加工技
術もさまざまな部位に使われています。創業製品三代目「ベンリ
イ」は予想通りに売れて商売のめどが立った傑作でもあります。
宗一郎は自らのアイデアで商品を売り出すと同時に、若い頃自
動車の修理屋として仕事をした経験から「ものづくり」に対し「腕
を使ってものをつくることに大変なセンス」を発揮しました。他社
に先駆けてプレス技術を積極的に導入したのもその一環です。
さらに、将来展望には本格的に技術を集積して新商品を開発
し売り出していくという考えもありました。実はこうした本格的な製
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品をつくるまでに表に出ていない当時の野心的なひとつの製品
があります。当時、自動車に装着されるタイヤのホイールは馬車
の荷車と同様に木製でしたが、これをアルミの鋳物でつくり燃え
ないホイールとして収入を得たと言われています。こうしたこと
からも、宗一郎の考えはものづくりへの取り組みが原点になって
います。
技術者にはもっとよいものを創りたいという欲がありますが、
当時の米国ではクルマがどんどん大きくなり、４リッターや５リッ
ターのエンジンを搭載して、空を飛ぶような流線型のデザイン
の大型スポーツカーが出ていた時代です。そうした情報に触れ
てオートバイで事業をするならば最高峰の製品をつくろうと考え
て商品開発に取り組んだのが「ジュノウ」です。世界一のスクー
ターを創りたいという想いからスタートしました。当時富士重工で
はスクーターをビジネスにしていて、オートバイと異なり車体を
跨ぐのではなく膝を揃えて乗れる方式のためにすでにビジネス
の乗物として市場に出ていましたが、つくるのならば米国の自
動車のような流線型のボディをつけてクルマのような乗り物をつ
くろうと考えたわけです。
１９５４年、当時オートバイのエンジンは空冷２サイクルがメイ
ンでしたが、ホンダはいち早く４サイクルエンジンを開発して、
構造は複雑にはなるが安定した出力を出そうとしていました。ジ
ュノウのエンジンも強制空冷の４サイクル、かつセルモーター付、
イタリアの発明家バタリーニが開発した新しい自動変速機を開
発し製作したわけです。外装カウリングにはガラス繊維強化した
SMC 製でした。今では家庭のバスルーム等でなじみがあります
が当時からそうした新たな材料を使い、加工技術に取組み、そ
のための工場も建てたわけです。スクーターの仕様としてフロン
ト風防はアクリル樹脂を使いドライバーが雨に濡れないようにし
た傑作でした。

・重量オーバーと取り廻し性
で改良、また改良
・発売して１年余で華やかな
がら短い生産寿命の（6,000
台）ジュノオＫ型

出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

実は、でき上がった製品はさまざまな新機構を取り込んだた
めに車体重量が重く、その分走らないし、取り回しもよくない製
品になってしまいました。新しく取組んだ SMC 製かウイングは、
工場まで立ち上げたものの不良率が高くどうしようもなかったよ
うです。そして１年半の間に 6,000 台を生産し、経営を司る女房
役の意見もあって、これ以上つくると採算に合わないので工場
を閉じたと言われています。この製品は現在、栃木県茂木にあ
るホンダミュージアム記念館に展示してありますが、失敗の代
表作と言われながら、今でも格好よさが評判です。結果は大赤
字でしたが、工場を立ち上げて製品をつくろうとして全国の有
名大学の学生を募集したのが昭和２８年です。商品としては大
失敗でしたが、人材の育成という視点では、新しい仕事をする
ために新しい技術を実践する貴重な体験をしているのです。
事業に失敗すると企業は大方シュリンクするものですが、社
長は社員全員を集めて「マン島TTレース（＊） 挑戦宣言」を行い

ます。
『この世界中の知能の競争の真唯中にホンダがひとつの集
団となって入り込むことが、崇高なことだと確信している』
（1955 年（昭和３０年） ホンダ技研広報より 講義資料）
自らミカン箱を踏み台にして立ち、‘ここに技術で生きようとす
る会社の試練がある’と宣言し、社員を鼓舞しました。宗一郎が
創業者として社長として、こうした希望あるメセージで全社員を
引っ張っていきます。1955 年には、このレースに向けて新入社
員を集めます。事業は儲かってはいない中で、資金を投入して、
技術者を集め二輪のレーシングマシンを開発するのです。

１９５９年マン島レース
ＲＣ１４１

世界的視野と顧客主義を唱えているホンダの基本理念は、現
在も踏襲されています。社長宗一郎の想いを藤沢専務の経営
力で表現したものと思います。創業 7 年目にして世界トップをめ
ざすとか、生産台数や利益に触れずに理念をつくりあげたこと
に、感銘を受けたことを記憶しています。この時に初めて、技術
開発とはなにか、経営とはなにか、いくつかの対談集の文言や
箇条書きの文章で整理されています。
『技術と経営は両立 して進化する』
技術経営といいますが、やはり技術と経営の両立を常に社員
にも示し、世の中に役立たない技術はあってもしようがないとま
で言っているのです。
そして、全従業員の共通的行動指針として、次の言葉は今でも
社員の間でよく語られます。
.
『三つの喜び
創って喜び、売って喜び、買って喜ぶ』
これがホンダで働く社員が考え実行することの規範です。
「創って」というのは、研究開発や、工場で製品をつくるということ
です。営業が「売って」、「買ってくれたお客さまが喜ぶ」ことに真
の価値があるとしています。お客さまに良い商品を買ったと思っ
ていただけることが最も大事であり、ものづくり企業の全体のあり
方を行動指針・価値観にまとめあげているわけです。創業 7 年
で全ホンダの価値を共有して組織構築が始まって、それはさら
に進化していきます。

出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載
――――――――――――-----------------------（＊）マン島TT レース The Isle of Man Tourist Trophy Race
1907 年からイギリスのマン島(Isle of man)で開催されているオートバイ
国際競技大会。ホンダチームは 1958 年 6 月 初参戦した。

モータースポーツの世界は非常に厳しいものです。社外から
ライダーたちも集め、マシン開発に着手しチームを立ち上げま
す。開発するマシンンの形状は、レースで長時間走れるように
大きな燃料タンクを備え、ドライバーは身体をほぼ水平に倒して
走る仕様です。この形状は今でも多くのレーシングマシンに引
き継がれています。このマシンを開発してマン島レースに出場
して、2 年目に９５ｃｃクラスで初の勝利をして、翌年にはカテゴリ
ーでシリーズ優勝するまでに強化されました。
当時、勝つか負けるかのレースの世界でリーダーとして活躍
した人たちが、後の経営を担うことになります。近時でもＦ１に参
戦しているのは、レース活動は人を育てる大変重要な活動であ
ると考えている所以であり、創成期のマン島 TT レース参戦を機
会にしてこの考えはホンダの中に浸透し根付いていったと思っ
ています。

3－2 運営方針 行動指針
さらに詳しく「行動指針」が示されていて、社員の一人ひとりが
どのような立場にあっても、要請される事項です。
・常に夢と若さを保つこと
・理論とアイデアと時間を尊重すること
・仕事を愛し職場を明るくすること
・調和のとれた仕事の流れを作り上げること
・不断の研究と努力を忘れないこと
・仕事を愛しとは、仕事を好きになれ。よく言われますが自分の
好き（得意）な仕事をせよということが裏側にあります。
・調和のとれたとは、この文言は社是にもあり、創って・売って
買ってという、商品のライフサイクル全体を指して創り上げる
ことを通してすべての従業員の価値を意味しています。
・不断のとは、これは社員に対する厳しい努力・要求です。全社
員、当時は1,000名くらいでしょうか、皆さんが悩んだ時には、
この行動指針を自分自身で考えなさいということを徹底しまし
た。

３、ホンダの経営
3－１ 経営理念・社是
５０周年記念誌を編纂して分ったことですが、創業 7 年目に、
従業員に経営姿勢の理解を求めて、「ホンダとはこういう会社で
ある」という理念を編集した冊子があることを知りました。小さな
B5 版の経営理念集です。今でも愛読していますが、従業員に
会社の理念を共有するために、経営の想いを語ったホンダ流社
誌です。そして企業理念として次のような社是が掲げられていま
す。

3－3 明確な方針
創業8年目、1960年に新制本田技術研究所を発足させます。

『わが社は、世界的視野に立ち、

「ホンダの将来と、国際競争を約束するために」
「明日のメシをいち早く創造するため」
「独立した組織で思い切ったデザイン、誰も真似のできない
1960商品を開発する」
年といえば、労働争議のあった時代です。我が国に戦

顧客の要請に応えて、性能の優れた、
廉価な製品を生産する』

-8-

後の産業が芽生えて成長し、そこに働いた人たちの組合ができ
て労働争議が頻発しました。その時代に技術研究所をつくりま
す。宗一郎は研究所の組織の中で陣頭指揮を執っていました
が、同じ場所にある工場の社員がオルグで、給料を上ろ、労働
を楽にせよ、と活動をするわけです。ホンダの組合が、活動を立
ち上げる時には、会社側はそれを是として発足しました。そのオ
ルグの様子を見て、経営を担う副社長が「このままやっていたら、
今日の製品は工場でつくることができるが、明日のメシは仕込
むことができない」と考え、その危機感から思い切って研究所を
つくることを決めたと言われています。
併せて、技術と経営の 2 本立てにして技術研究所は宗一郎に
任せ、経営は副社長の藤沢が責任をもって運営することにしま
した。世の中で頻発する労働争議を念頭においた経営の考え
方であったと思います。
当時、研究所は埼玉県和光市の駅の近くに和光工場があり、
その一角に開発部隊がいました。その開発部隊を現理化学研
究所の向い側にあった国有地を譲りうけて技術研究所を設立し
異動しました。
「独立した組織で思い切ったデザイン、誰も真似のできない
商品を開発」といっているのは、労働組合の中にも労使協定
で研究所は特別な扱いにしたいという動きがありました。昨今、
各企業で研究所をつくると、フレックス制とか、フリーな勤務条件
で働ける環境を整備していますが、ホンダに於いては 1960 年
に、技術重視の観点から研究所を独立させて、工場や販売とは
一線を画した環境で働ける条件を整備して、本田技研工業（株）
の 100％子会社として、（株）本田技術研究所が発足しました。そ
して本田技研の社是「世界的な視野に立ち・・・」を受けて本田技
術研究所の社是もつくられました。
『我々は、本田技研と不可分の関係に立ち、多分野に
わたる高度な研究に即応する独自の組織を活用し、個
性と能力の自由な発揚を計りその成果である商品図面
を発売する」 （独創主義）
独自の組織を活用して、個性と能力の自由な発揚、つまり研
』
究開発のマインドを期待しました。そして、その成果である商品
図面を発売します。この本田技術研究所の社是が、ホンダの
「独創主義」の基本のエッセンスであると思っています。いって
みれば、どこかから図面をもってきて物をつくるのではなく、分
身である本田技術研究所がすべてを提供することになります。
こうして機能もロケーションも独立したので、宗一郎は自宅から
本田技術研究所に常に直行して指揮を執ることになりました。

販売機や発電機等の開発も手掛けていて、そのメンバーが一
堂に設計室に入っています。
なぜそのようなレイアウトにしたかといえば、当時、設計者はド
ラフターで図面を描いていました。おやじさん（宗一郎氏）がそ
のメイン通路を歩けば、設計者集団の中を通ることができますの
で、通路に近いところで図面を製作している人たちは、怖いお
やじさんがいつ来るか分らない緊張感な中で仕事をします。そ
うした環境を醸成することがひとつあります。さらに試作室には
世界最先端の加工機械があり、機械加工の設備以外にも鋳造・
鍛造・熱処理等、ものづくりに関わるあらゆる機械設備がありまし
た。そして、そのすべてに技能者を配置していました。
宗一郎は「頭はひとつ」ですから、その指示命令は絶対的
な力をもっていました。試作現場で宗一郎は設計者に注文をつ
けます。「ここはこうしろよ」と指示をします。すると設計者は宗一
郎の指示を受けて図面を描きます。その図面はすぐに試作室に
流れ、試作室では翌朝までにものをつくります。今では考えられ
ない仕掛けです。宗一郎がアイデアを描くと、設計者が図面し
て、技能者が「腕でものをつくる」という仕組みが、ひとつの研究
所内でワンパッケージになっていて研究開発のエンジン役を果
たしていました。研究所の本館と呼ばれた社屋です。
その本館から出れば、周辺には砂を使う、あるいは熱を使う
加工に必要な鋳造・熱処理・板金等の設備があり、作業をする熟
練技能者とワンセットになって揃っていました。
設計者の描いた図面が、すぐに形にできる始点として木型室
が充実していました。私が入社した頃、社長は玄関に入ってくる
と総務課の女性たちに「おはよう」と明るく声を掛け、試作室に入
って行きます。試作室の通路に沿って、「技術の銀座」である部
品棚が並んでいます。試作品は部品棚に置かれ、次工程に流
れる「ものの流れ」ができています。そこを宗一郎が通れば、昨
日オーダーしたものができ上がっていました。試作の技能者た
ちもその場で働いていましたから、社長と近しい環境の中で熱
心に腕を振るいました。これが組織としてでき上がった研究所の
姿でした。研究所をマネジメントする立場の人たちは「明日まで
の勝負である」と常に考えて、宗一郎からの指示を周知徹底しま
した。
「三現主義」 これもよくいわれますが、ホンダイズムとも言わ
れる指針です。
①現場主義 事実は現場にある
現場で何か問題があるかないかです。現場とは、開発は研究
所、製造は工場、販売は市場（お客様のいるところ）を意味しま
す。開発は研究所を観ればよく分ります。商品の価値が最も評
価される場所は顧客のいるところです。お客さまが喜んでくれる
ことが、その商品の良し悪しです。
②現物主義 真実はモノにある
ものも技術もしかりですが、設計の図面、研究の成果レポート、
ものを製作した技能というものが、「本当のもの」になります。そう
した設計図面・研究データ・試作品のあり様が、すべての「もの」
の結果を語っていますので「もの」が悪ければダメです。アイデ
ア・設計・試作を、いかにスピードをあげてつくっていくかです。
その意味で試作室の通路が製作した新たな部品の展示棚とな
っているのです。
例えば、木型の製作です。現在３D デザインが進化して木型
製作は減ってきています、設計図面をもとにものをつくるには、
図面に基づいて木型を掘ります。平面図を読んで立体物を彫刻
するわけです。この人たちの仕事が図面からものをつくる最初

３－４ 本田技術研究所の実像 文鎮システム
研究所組織は、聞きなれない言葉かもしれませんが「文鎮組
織」と言われます。ホンダではよく使う言葉で、書道で使う文鎮を
イメージしていただければよいと思います。指でつまむ部分は
「頭はひとつ」です。つまり。組織は、頭はひとつ、他は平等の
立場で仕事を進めていくということです。
当時は、研究所の建屋には大きな本館があって総務・調達な
どお客さまを相手にする事務部門、その奥に本館の半分を占め
る試作工場の機械設備が配置されていました。そこに隣接して
本館面積の半分を占める大部屋の設計室があり、入れば設計
室の全貌を見ることができました。。戦後１０年を経て、扱ってい
た商品は、オートバイだけではなく汎用機（二輪でも四輪でもな
い分野の商品の総称）も手掛けていました。汎用エンジン、自動
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になります。その職種の人たちはホンダ社内で育ったわけでは
なく、さまざまな分野の人材を集めて木型技能者の採用試験を
行います。技能職人を採用する時には、一般的には今までの経
験や・製作品の実績を聞いて判断するのでしょうが、ホンダでは
採用試験では実務を重視しました。
柾目で彫刻しやすい朴ノ木の板材（版木の材料である）を 2
枚渡し「桜の五弁の花びらを雄・雌双方を掘って合わせて下さ
い」。これが丸１日間にわたる採用試験問題でした。
分度器とスケールと彫刻刀を渡します。そして朴ノ木の板材 2
枚。計算をすることなく、問題を木型に置換えて雌・雄の 2 型を
つくるという試験です。五弁は 5 角形ですから角度を感覚で割り
出して削ることができません。これが木型技能者に求められるス
キルでした。それをクリアして入社した人たちは、一流の腕・力
量をもっているわけです。実質的に職人であれば実技を尊重し、
研究者であれば自分で行った研究成果を実際のデータを衝に
して、採用することを重視しました。これを創業 10 年に満たない
企業で徹底したわけです。
③現実主義
品質・市場（顧客）・社会（環境）等に対する現実を直視するこ
とを常日頃から厳しく要求されました。ご存知とはとは思います
が、自動車業界では早くからリコール法が制定されました。米国
ではリコールのタイミングが重要で、クルマの欠陥情報の報告
が遅れることが致命的な信用失墜になってしまいます。ホンダ
は創業以来、こうした点を重要視してきました。企業としていち
早く海外でも研究所や品質保証部隊の組織を設けたのは、その
ためでもあります。
４、世界のホンダたらしめた独創商品 「スーパーカブ」
創業からの努力、その間にも経営陣は仕組みや組織を進化
させながら、ホンダが確固たるオートバイメーカーになったとい
われる商品「スーパーカブ」を開発しました。
それまで、開発・販売したオートバイが思うように事業になら
ず、社長の宗一郎と専務藤沢の二人は、事業のあり様を話し合
い「オートバイも、このままでは商売になりそうもないから畳もう
か」と議論したそうです。その結果、「そう言わないで２人で欧
州をぐるりと回ってこよう」と専務が提案して１ヶ月間にわたり欧
州を行脚しました。
お互いに、社長はジュノオのようなカッコいいスクーターをつ
くりたいと想い、一方専務藤沢はやはり商売になるオートバイを
つくらなければという想いをもっていました。そして先進国欧州
で、自動車やオートバイが走りまわっている市場をずっと眺めて
１ヶ月後に帰国しました。帰国するまでに２人の商品アイデアで
一致したものは見つからなかったようです。
藤沢は、イタリアで走っているオートバイ風で市民が手軽に
乗っているモペット、あれを手がけるべきと考えていました。結
局、帰国するまで二人の意志は固まりませんでした。共通したこ
とは「世界中でオートバイがこんなに走っているならば、商売と
して地球上からなくなることはないだろう」ということです。やはり
我々の準備や段取りが足りないのではないかということを認識し
たわけです。宗一郎は、帰ってきた翌日から研究所のデザイン
室で、欧州を一周してきた時の想いを形にすることを手がけ始
めました。
当時はクレイモデルで粘土を盛って形をつくるのですが、自
ら粘土をいじりまわして創り上げたスクーター的な造形に対して、
宗一郎自身は「彼はこう言っていた。ああ言っていたな」といっし
ょに旅したパートナーの意向を頭に浮かべながらスクーターと

モペットの間を狙ってフレームの基本デザインを生み出しました。
今でこそあたり前の形に見えますが、当時は奇抜なスタイルで
したし、このバイクの特徴は「片手運転可能な乗り物」でした。バ
イクはご存知の通り両手両足を使って操作、ブレーキとクラッチ、
足を使ってキックします。それを片手で運転できるバイクにしよう
ということです。「出前の人は片手で荷物を運んでいるではない
か。乗りやすいバイクであれば片手でも乗れるはずだ。自転車
に換るのであれば片手で運転だ」との信念がありました。そのた
めに簡易的な遠心自動クラッチを考案します。そしてミッションと
連動した変速機をつくります。フロントのフェンダー・カバーは道
路事情の悪さも考慮して、雨上がりの泥道でも体が汚れないよう
にフルカバー仕様にすべく、米国から輸入した３０００トンクラス
の射出成型機とポリエチレン材を使ってつくり上げました。鈴鹿
にスーパーカブの新工場を建設して大成功することになりまし
た。それもエンジンはアルミダイキャスト部品を使い、非常にシ
ンプルかつ軽量にできており、乗りやすいバイクとなりました。

出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

実は、開発して発売以降、他のバイクメーカーが矢継ぎ早に
同様のデザインバイクを出すのですが、ホンダではこのデザイ
ンの意匠権を取得していました。当時、日本の機械関係の会社
が、特許や意匠の権利を取得して商売をする風習はありません
でした。その点、宗一郎は他人の真似をすることが嫌いであり、
「真似を嫌うということは開発した技術は権利になるはずだ」と考
え、自社の知的財産を重視していました。ホンダでは、この時期
から知財管理に関する組織をつくり、技術経営の強化に向けた
知財経営をスタートします。
これが効を奏して、国内でホンダを追いかけてバイクを製造
したメーカーには、意匠権侵害で控訴し勝訴しました。海外で
は、ホンダのスーパーカブは台湾で先鞭を切って、台湾経由に
して中国で生産をしました。台湾では問題なかったのですが、
中国に行った途端にコピー商品が大量に出回りました。それも
国際的意匠権で対応し抑制することができました。こうしたことは
もはや定説ですが、さまざまなバリエーションの機種がアジア各
国で愛用されています。３年前のベトナムホーチミン市のメイン
ストリートの通勤時間帯の光景はバイク一色になります。少し形
は異なりますが、基本構造はスーパーカブの考え方と技術が進
化して使われています。

ホーチミン市街
夕刻ラッシュアワー

タイ・インドネシア・発展途上国にあっては、成人になって働き
出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載
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はじめ、最初に買おうとするものはバイクです。日本円にして１０
万円位ですから数ヶ月分の給与に相当します。２人乗り・３人乗
りは平気で、夕刻の市街はラッシュでバイクが溢れ、分け入るこ
ともままならない状態になります。生活の必需品にまでなってい
るのです。
ホンダはアジアを端緒にして、ブラジル・メキシコ、あらゆる地
域において、モータリゼーションが進行する２０～３０年前から海
外への進出を上手に拡大してきたといわれます。今やインドに
も普及し、アフリカにもバイク工場をつくる時代を迎えています。
考えてみれば、会社を畳もうかと考えた時に、創業者二人が欧
州を行脚して、熟慮を重ねて編み出された商品であるがゆえに、
モーターサイクルのイノベーションを創出し、６０年間も世界で
生産・販売を継続できているのだろうと思います。
５、四輪 自動車への挑戦
飽くなき挑戦が続く
スーパーカブの大成功を経て四輪自動車への参入を夢見ま
す。１９５５年、当時の通産省から国民車構想が出されました。終
戦を迎えて、航空機産業が我が国から消滅し技術者が職を失っ
ていく中で、関東エリアには大学の航空学科を卒業したエンジ
ニアも多数いました。ホンダが航空機を手掛けるならば入社しよ
うという人も多くいました。国民車構想が出て、航空機をできな
いのならば、その前に四輪自動車もやりたい、スポーツカーを
つくりたいという意向が、航空機エンジニアからもありました。社
内にも四輪自動車の実務を希望する者もいました。
そうした状況の中、１９６１年通産省が特振法で自動車産業へ
の参入制限を打ち出しました。（往時の自動車メーカーは トヨ
タ・日産・いすゞ等数社）、自動車メーカーはこれだけあればい
いとして新規参入を抑制したのです。これを聞きつけた宗一郎
は、通産省に出向き役所と大喧嘩をして社に戻ります。そして、
約一年余りで「四輪車を開発しなさい」という指令が研究所に出
されました。ゼロから出発して２車種を新開発するのです。なぜ
２車種かといえば、創業者両人の想いをかなえるためです。
社長はスポーツカーをつくりたい、一方専務は、これから商売
も大きくなっていくし、産業も伸びるのだから小さくてもいいから
軽トラックもつくろうということになりました。１９６２年、開発に着手
したのですが、１年余りでクルマ２機種を開発するのは想像を絶
した挑戦でした。そして１年後に完成したものが排気量３６０ｃｃ
のエンジンを搭載したトラック（ホンダ AK）と、同５００ｃｃにボアア
ップしたスポーツカー（ホンダ S500）の発売になるわけです。

品のブラッシュアップをすることは他社も同様でした。
社長は、市場で苦労をしていることを知りながらも、挑戦をや
めません。トラックのボディ全体をプラスティックにしてインジェ
ンクションで成形できないか？ と研究所や工場の生産技術部
隊にも指令をだすのです。この２つの部門は一方は研究所、他
方は工場の別部隊であるため、対抗意識もあって「工場ではそ
の仕事が始まっているようだ」、では「研究所もやれ」となり、私
自身が初めて携わった業務がこの成型でした。
トラックのボディをつくるとなると、先ず、材料は何にするか決
めることです。その材料を調査・研究して成形して実証すること
が当面の命題です。一方、スポーツカーは、運転席のメーター
や操作系の部品を全て部品メーカーから集め、ラインでダッシ
ュパネルに組付けるため、生産性はすこぶる悪いわけです。社
長からは、ダッシュパネルをプラスティックで一体成型にするイ
ンスト^―メントパネル構造が提案され、大型樹脂部品の開発が
始まりました。
命を受ければ研究所も工場も組織は力の限り取り組みました。
三重県鈴鹿工場の大型射出成型機を使い、米国からの輸入材
（ABS 樹脂）を使ってボンネットカバーの開発もスタートして、研
究所では樹脂材料のクルマへの適用可能性の研究開発が実施
されました。ホンダが四輪車で ABS 樹脂を使って大型一体部品
を製作した最初のエポックです。そのために研究所と工場が競
い合い、後には相互連携してでき上がりました。スポーツカーの
インストールメントパネルも一体樹脂成型になり生産性も向上ま
た。排気量も６００ｃｃにボアアップして量産体制が整備されまし
た。
この時代には、発売して 2～3 年で市場の状況をフィードバッ
クしながら新しい手を打って、商品の熟成をさせて四輪車をつく
ったのです。四輪車の世界でこれから商売をして行くのであれ
ば、二輪車で行ったように、四輪車のレースの最高峰であるフォ
ーミュラーワンに挑戦しようとします。宗一郎は再び夢へのスタ
ートを切ることになるわけです。１９６５年に四輪車を生産して間
もない企業に、F1 のレーシングエンジンやシャシーをつくる技
術があるわけでもなく、自力でゼロから開発し、年間に８～１０戦
世界を転戦して行う F1 に参戦して２年目、メキシコグランプリで
初優勝したのです。
まさに快挙でした。そのマシンは茂木の展示館に保存されて
いますが、誰が考えても不可能であると思うことを、トップのミッ
ションに基づいて冒険しながらやってきたのがホンダの実態で
す。

ホンダAK（360ccDOHCエンジン）
ホンダ S500
出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

軽トラックホンダ AK と S500 スポーツともに DOHC 水冷４気筒
の本格的なエンジンを搭載し、小排気量ながら高出力エンジン
を搭載して発売しました。本格的な水冷 DOHC エンジンでかつ
車体も２機種同時開発のため、量産になると不具合も発生しまし
た。油、水、エアの三漏れ対策として対応が取られました。当時
モータリゼーションの先駆け時に、市場を実験場にしながら製

ＧＰ優勝 RA272
1965 年 参戦２年目にメキシコＧＰ優勝
出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

◆共創のはじまり
このころから経営方針も変わり、事業展開に共創の考え方が
生まれます。「共創 」即ち、ともに創り出そうの意識改革です。
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やはりホンダだけではものを創れないし、研究所だけでも開
発はできません。今様の連携対応をどううまくつくるかということ
です。その連携モデルを構築する必要がら、最初はクルマの専
用工場建設に取り組みました。浜松でエンジンやミッションをつ
くり埼玉の工場で組み立てを行っていましたが、狭山市に四輪
自動車の専用工場をつくり完成車の生産をすることになります。
取引先との連携をどう構築したらよいか、四輪自動車のために
研究と開発技術を一体化するための連携をどのようにするか、
埼玉県が準備した工業団地を調達して四輪自動車の工場を、用
地の整地から工場建屋の建設までを６ヶ月で行うという冒険もし
ています。そして S600 スポーツカーがラインオフして工場が立
ち上がります。１９６４年東京オリンピックの開催を控えて、産業
界は数年前から急速に動き出しました。東名高速道路も開通、
一気にモータリゼーションの時代に入ります。
先ほどの軽トラックとは全く異なる、新しい国民車をゼロから
つくる、それが１９６６年発売されたホンダ N360 です。モーター
サイクル用エンジンをモディファイした空冷４サイクルエンジン
を搭載した軽乗用車で、当時は富士重工やマツダが軽自動車
を発売していました。軽といえば名車スバルの定評がありました
が、ホンダ N360 はそれよりも安く、馬力もあったため一気に自
動車好きの若者に受けて爆発的な販売量となり、ホンダ四輪自
動車が国内市場で本格的デビューを果たしました。

た。研究開発・生産技術等の技術系と事務系は、エキスパートと
しての進むべき方向が違うはずであると考えました。
職能ごとにキャリアのプログラムが再整理され、人事面、特に
人事考課の評価の方針を明らかにしました。
ホンダでは、今風の研究ノートに相当する「私の記録」と呼ぶ、
A４版のグリーンのノートが支給され、なんでもそこに書き残しな
さいという習慣が導入され現在も続いているようです。加えて研
究所では研究報告書の重要性も唱えられ、マネジメントとの情
報交換の重要な要素となりました。そして社内の書類について
も管理を徹底するためにファイリングシステムもでき、スーパー
カブ以来、知的財産を大事にする動きから組織的に特許室が強
化され、研究環境も一気に整備されました。
「文鎮システム」から「文殊の知恵」に変えるわけです。文鎮の
頭を、社長に限らず、組織内チームを率いる素質とやる気のあ
るメンバーにその機会を与えるものでした。その時定められたこ
とが「研究開発基本要件５ヵ条」としてまとめています。
－研究開発基本要件 ５ヵ条－
・一件一人主義
・併行、異質、自由競争主義
・自己申告主義
・行動／現物／事実主義
・収斂主義

・一件一人主義
あるひとつの開発行為に対して、頭が一人決まればその人
が全責任を持ちなさい。予算管理・人選・仕事の進め方を全
部頭になった人がやりなさい。一人一件主義ではない。スキ
ルがありやる気のある人は頭になってやりなさい。ということ
ホ ン ダ N360 大 ヒ ッ ト
です。
出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載
・併行、異質、自由競争主義
この時期になると大学を卒業してデザインや機械工学・内燃
仕事の進め方に関しては、同じ目的に対して違うチームを複
機関を研究した新人が加わって、さまざまなコンセプトをつくり
数編成し、異質なチームで構成して並行して展開します。自
その中からマンマキシマム／メカミニマム（MM 理想コンセプト）
由競争主義を組織の中にしっかり落とし込むことになりまし
とい考えが生まれました。これは、自動車は人を運ぶ道具であ
た。
ると考え、人が乗る室内をどれだけ広くとれるのか、機械はどれ
・自己申告主義
だけ小さくできるのかという考え方です。ホンダでは「イワシの頭」
研究や開発に対するボトムアップ策の導入です。
という表現があります。商品を開発する時に「このコンセプトは何
・行動／現物／事実主義
か」と言って、先ず「頭」をはっきり何にするか決めなさいというこ
空理、空論を唱えるよりも、まず行動することが重視され、現
とです。以降は、これを基本概念にしてクルマづくりの思想とす
物、事実を尊重する研究姿勢が求められました。
るのです。
・収斂主義
Ｎ３６０は発売後急速に売れました。当時、開通間もない東名
とは言ってもホンダはお客様あっての会社ですから、最後は
高速道路で普通車に混じってよく走りました。その時代には米
商品にまとめます。まとめるためには「業務を収斂させる」こと
国での欠陥車問題のあおりを受けて、日本でも同様の動きが生
が必要であります。これがマネジメントの姿勢です。
じて巻き込まれることになりました。乗ってみてお客様が「馬力
こうして研究開発基本要件５カ条が研究所の中に拡がり浸透し
があって走る」という評判と、今までにない画期的な商品であっ
ていきます。
たために、厳しい視点で社会の評価を受けました。
この時期、大きな意味で指針を示したのが、「HONDA Ｒ&Ｄ」
◆共創のための改革
の R と D を明確に定義づけをしました。
N360 が大ヒットして暫くし、「１人の天才に代わる知恵集団」を
「未知への挑戦は R」
つくらなければならない時期を迎えます。研究所である以上、
R は「１％の成功のために９９％の失敗も許される」とする研究
神様のような天才に頼らないエキスパートの集団であるべきで
分野です。失敗を恐れないでやりなさい。それにあたってはベ
あるとの考えが生まれ、その集団をどのように創り上げるのがよ
ースに「自己申告・提案制度」があり、評価制度を導入します。
いのか検討に入りました。
さらに R システムも細分化されて、基礎研究・研究開発・応用研
働く従業員の処遇面では職能給の考え方を入れることにしまし
究段階に３分化されて、それぞれ企画から完了までのマイルス
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トーンが定義づけされました。
基礎的な研究、開発に直結する研究、ある商品で成功してい
るものの技術を別の商品に応用するような研究、こうしたレベル
や内容によってきめ細かく研究管理の制度が整理されました。
特にＲでは自己申告がベースにあり、どんどん手をあげてやり
なさいということがスタートしました。
「商品開発は D」
D は 企画・開発・完了で、１００％の成功が目標です。
本田技研工業から、何年頃にこのような車を出してしてほしい
という要請がくると、それに向かって研究所が組織づくりをして
人材を決め、企画・開発・実証を始めることになります。商品開発
では失敗をしてはいけないということになるわけです。研究所の
中でも、各々を実践する部隊で仕事へのアプローチが相違して
きますので、同じ屋根の下でやっていても仕事の厳しさや特性
も変わってきます。
こうした動きは更に進化し、全ホンダの商品開発における
SEDP システムがあります。R と D は研究所の内部運用ですが、
SED や SEDP とは、工場や本社機能までも取り込んだオールホ
ンダの開発システムであり、短期で開発を成功させるための野
心的なシステムです。（＊SED は後述）
◆LPL（Ｌａｒｇｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｌｅａｄｅｒ）制プロジェクト
研究開発の仕組みで注目されるのは、開発責任者ＬＰＬの役
割です。LPL の役割は、「プロジェクトの目標を定めること、チー
ムの人選をし日程を管理すること、必要な予算を確保すること」
です。
プロジェクトチームは各々専門の組織と人で構成されるので
LPL は専門技術者を任命できます。R プロジェクトは提案して一
人から数十人というレベルであり、D プロジェクトチームになれ
ば多いもので数百人にも及ぶことがあります。
◆評価会
経営陣やマネジメントが技術や商品の進行評価を行います。
プロジェクトチームの報告を聞き、物を確認して、実際に車に乗
ってみて良し悪しを評価します。その結果、このテーマは提案
通り進めるのか（GO）、あるいは再度前ステップに戻ってやり直
すか（RETURN）、あるいは経営ニーズにそぐわない（STOP）、
の判断をプロジェクトチームが同席する場で決めるのです。
評価会が終わると管理部門のスタッフは、評価責任者が読み
上げる評価結果とコメント内容を記述します。すると評価者側の
見解に対して、プロジェクトチーム側から質問や反論が出て「そ
こは違うはずだ」「それは３ヵ月後ではなく、半年後にしてほしい」
等々の議論がなされ、その議論を通じて決まった評価結果が、
そのプロジェクトチームに課せられた次のステップへの指示事
項になっていくのです。したがって、経営陣とプロジェクトチー
ムが一体になって開発展開する仕掛けになっているわけです。
R 研究の事例を挙げれば、私は R システムがスタートした時
期にプラスティック材料の研究に携わっていました。時、まさに
米国でボーイング７４７ジャンボジェットが飛んだ年です。この時
から航空機の機体のつくり方が大きく変わり、リベット締結構造
がなくなり接着技術が機体の接合技術として入ったのです。こ
のような進化を観て、今まで自動車はボルトや溶接をいっぱい
使っているが、これからは自動車も接着技術でつくれるようにな
るのではと想像し、思い切って独りで R 研究の手をあげました。
R 研究の完了評価会では、ホンダのクルマに接着技術を導入す
べきと提案をしました。当時の研究所の社長（河島喜好）を評価

委員長とした評価会でした。
さまざまなデータを基に研究成果を発表すると「これだ」という
ことになり、材料技術者のテリトリーを超えて「すぐに今つくって
いる四輪の車体を接着に変えてみろ」との指示が出ました。設
計者も入った新たな R プロジェクトチームが発足し、応用研究が
展開されました。改めて、四輪車の全面的な軽量化を進めるた
めに、接着の研究成果は車体軽量化プロジェクットに発展し、溶
接技術、構造設計、鋼板材料の技術まで巻き込んだ R の大プロ
ジェクトとして、改めてスタートすることとなりました。
この後開発する三代目ホンダシビックは、軽くてエンジンが小
さくてよく走ると、米国で好評価を得ました。材料技術者の若手
が発想した提案が車体の軽量化技術までつながっていくので
す。さらに、鋼板のハイテン化や板厚の違う鉄板を接合するテイ
ラードブランク工法に発展し、ボデイ鋼板は板厚０．６ｍｍにま
で薄肉化されました。鉄板は強度が増しても剛性は変わらない
ので、鉄板を薄くし軽量すると、補強材が必要になります。それ
は「ノグチパッチ」の愛称をうけ実用化されました。新しい車体の
開発も始まり、１９８０年本格的にアコードで軽量化技術として導
入されました。
◆企業内の共創による開発
商品開発にＳＥＤシステムを導入したクルマが、シビックとアコ
ードです。この仕組みは、研究所と本田技研工業の連携を強化
構築するための狙いでもありました。Ｓは販売・サービス（本社
機能）、Ｅは生産技術（エンジニアリング・製作所） Ｄは独創的
商品開発（研究所）を表しています。新しい商品を開発する時に、
ホンダの中で関係する組織が連携しながらひとつの商品をつく
りはじめることになります。

1972 年発売
1973 年ＣＩＶＩＣ ＣＶＣＣ
ＣＶＣＣエンジンとホンダ 2 速ＡＴ

Ａｃｃｏｒｄ Ｈａｃｈｂａｃ ７６
車速応動型パワーステア
出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

ＣＩＶＩＣのＳＥＤ開発
ホンダにとってＣＩＶＩＣを開発したのはセンセーショナルな出
来事でした。この時期に米国カリフォルニア州が政府に働きか
けて、米国の大気を清浄化するためにエミッション規制を強化
する動きが始まりました。そして、世界の自動車メーカーに一気
に投げかけたのです。
その頃ホンダはシティビークルを開発中であり、車体は異質
並行開発がすすめられ二つのチームが編成されました。ベテラ
ン組はトランクのついたセダンを、若者組はハッチバックスタイ
ルを提案し、その中から文殊の知恵・若き開発者組のハッチバ
ックスタイルが承認されました。発売間もなくエミッション規制か
始まり、社長宗一郎は「世界の自動車メーカーが同時スタートで
始めるならば、ホンダが先がけて参入しよう」と指令を発します。
1973 年４ドアシビックに新開発ＣＶＣＣエンジンを搭載するので
す。燃焼室の燃料に点火する時に、先ず副燃焼室の濃い混合
気に転火し、希薄なガスを入れて燃焼させるという 2 段階燃焼方
式で空燃比の理想状態をつくり、それによってエミッション特性
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が向上することを発見しました。
このエンジンをホンダが手掛けていた時に世界中の自動車メ
ーカーは触媒方式を研究していました。ホンダらしく独創主義を
貫い た Ｃ Ｖ Ｃ Ｃ エ ン ジ ン は 、 世界で 初め て 米国Ｅ Ｐ Ａ
（Environmental Protection Agency／米国 環境保護庁）の規制
をクリアし認可されました。これをきっかけにして、ホンダの環境
対応イメージが上がり、ＣＶＣＣエンジンを搭載したＣＩＩＶＩＣに搭
載して米国に輸出します。エンジン重量は多少重くなることはあ
りましたが、先鞭を切ったことが評価されて米国での地位を確立
できました。ホンダの四輪事業のひとつの大きなターニングポイ
ントであったと思います。
Ａｃｃｏｒｄ 米国で最初の四輪自動車生産
ＣＩＶＩＣが好評を博したことに続き、次に D 開発をしたのがアコ
ードです。「乗って気持ちの良いクルマ」を狙いとして、使い勝
手がよく、スタイリッシュでスポーティな小型車として最初にクー
ペタイプのモデルを出し、R 研究成果を生かしたホンダで初の
油圧式の車速応動型パワーステアリングが搭載されました。
１９８２年、米国で最初の現地生産車であるアコードセダンが
ラインオフし、中型車のジャンルで基盤を確保することができま
した。
そしてオハイオ工場製１号車は日本車として初めてＦｏｒｄ Ｍ
ｕｓeｕｍに米国製アジアンカーとして展示されました。
汎用エンジン戦略 -ＭＥエンジンホンダ製品の3本柱のひとつに汎用エンジンがあります。汎用
エンジンは二輪や四輪自動車とは違う市場の製品であり、芝刈
機や耕運機等に搭載されます。米国には芝刈機メーカーが多
数あり、使っているエンジは大変安価なものです。二輪や四輪
のエンジンの体質で生産したらコストで太刀打ちできないため
に参入できません。思い切って汎用機部門を分離して汎用研究
所として独立しました。１９７３年一気に「１００万台売れるエンジ
ンを開発せよ」の指示が本田技研工業より発せられ、ミリオンセ
ラーエンジン（略してＭＥエンジン）と名付けプロジェクトがスタ
ートしました。イワシの頭を「丈夫で長持ち、コスト ２分の１」と定
め、二輪や四輪の部隊でコストダウンの技術やＶＡ（Ｖａｌｕｅ Ａｎ
ａｌｙｓｉｓ）の技術経験をもっている多彩なメンバーがこのプロジェ
クトに投入されて、汎用エンジンをさらに安くするにはどうしたら
よいか開発を始めました。発売３年後には、年間 100 万台の販
売目標を達成しました。世界的視点で、その地域で調達できる
材料や部品をうまく使わないと競争力がでないため、いち早く海
外での開発・生産に着手したものです。今、汎用エンジンは世
界で年間１５００万台程つくられていますが、日本にあるのは企
画部門だけであり、開発もほとんどが海外展開されています。

「1973 年百万台売れるエンジンを開発せよ」
ミ リ オ ン セ ラ ー エ ン ジ ン （ ME エ ン ジ ン ）
出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

６、新生ホンダに向けて

世界共創体制

◆コア事業と基礎研究所
１９８６年、二輪・四輪・汎用の３本柱のビジネスが確立した段
階で、「新生ホンダ」をつくろうと、研究所の中に基礎研究センタ
ーが発足しました。「モビリティの進化とはなんだろう」と議論を
行っていくと、やはり「効率化」と「知能化」が進化の DNA である
ということに行きつきました。そこで思い切って二輪・四輪・汎用
から３次元・４次元のモビリティを考えることになります。３次元で
は航空機、４次元では人間即ち商品とすればロボットです。生
物から脳型人口知能の研究まで幅広くやってみよう、何かヒント
はあるはずだと考えました。「モビリティのリーディングカンパニ
ー」をめざして、自らの手と知恵で研究してみようと、まさに櫂よ
り始めの原点に立ったのです。
１９９６年、本田技研工業はビジネスをする上で、「事業の自立
と地域強化」を図ることを掲げ、事業の世界自立化をめざしま
す。
①二輪・四輪・汎用のビジネスを自立させること。
②米州・欧州・アジア・大洋州・日本の５極で事業が成立すること。
③地域と事業・機能によるマトリックス組織をつくりオペレーショ
ンすること。この３点を決めました。その意味からも、１９８０年代
後半は新生ホンダにとってエポックメイキングな年代となります。
グローバル企業としてさまざま議論して、事業戦略や研究開発
戦略、知的財産戦略をシステムとしてつくりあげるわけです。ホ
ンダには何か成功すると、そこで制度をつくる慣習があります。
その時に独創と共創はフィロソフィーとして常に取り入れられて
きました。
◆エネルギーとエコロジー
二輪・四輪・汎用というコア事業に対して、新しい事業を進め
るにはどう進めたらよいか、それが基礎研究所の恒久的な課題
となりました。社会の変化、地球規模の環境変化、モビリティの
要素技術として電子・情報・材料の基盤の強化、を掲げています。
これからは自ら研究しようということになり、新しい基礎研究分野
として投資し取り組むこととなりました。
モビリティビジョンとして、ロボット、航空機、ガスタービンエン
ジン等のシステム研究が始まり、ホンダで他の仕事をしてきた人
に加えて、外部からのメンバーを招聘して組織を立ち上げまし
た。ゼロからスタートして研究テーマが提案されるまでには時間
もかかります。とはいえ企業内研究所には事業への貢献が要求
されますので、提案したのがハイブリッドエンジンや燃料電池等
のクリーンエネルギーの要素研究提案です。当時はまだハイブ
リッドの概念はクルマの世界にはなく、燃料電池技術は定置型
高温型燃料電池の研究者が高分子燃料電池の自動車用装置と
して研究提案をして基礎研究を始めました。
◆航空機研究の萌芽
航空機研究は、研究所のトップから「要素技術の研究だけで
は、収斂せずに発散してしまいそうだ。そろそろ皆さんの考える
商品のイメージとしての航空機を考えてみたらどうか」と提案が
出されました。経営として、二輪・四輪・汎用のビジネスから一歩
踏み出した分野のビジネスをするという意味で、航空機やガスタ
ービンをやろういという決断をしたのです。こうして数名のメンバ
ーでチームをつくり独力の取組みが始まりました。
その中でホンダが航空機エンジンを研究するのは大冒険です。
世界中の業界調査を行い、国内航空機工業会の研究会を傍聴
しましたが何も得ることができず、結局、情報は情報でしかない
との結論に達し、独自で取り組むことを決意しました。
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７、航空機エンジンへの挑戦 －１０年の苦節－
◆ガスタービンエンジンの研究と収斂
こうして１９８６年からガスタービンエンジンの基礎研究を少し
ずつ手がけてきました。「１０年の苦節」の間に、３種のエンジン
と全く新しい推進機構を独自に試作・評価することにしました。
航空機ガスタービンエンジンはレシプロエンジンとは違い、
その要求される信頼性のレベルは格段に厳しいものがあります。
最初に製作したエンジンは燃焼効率を高めるべくセラミックスガ
スタービンエンジンの挑戦から始まりました。次には推進機構と
して二重反転方式を採用したＡＴＰシステム開発でした。この推
進エンジンは、１９８０年代に米国のＧＥをはじめとして積極的に
研究されたものでした。こうして次々に当時の最先端のエンジン
を追いかけ、１０年間試行錯誤してできたのが現在もホンダの基
本になっているターボファンエンジンです。
ガスタービンの研究は、燃焼効率を上げるためには、燃焼温
度を上げることであり、温度を上げるためにはタービンの材料の
研究が最重要であるとして今でも行われています。ホンダは思
い切って最初からセラミックタービンに挑戦したわけですが、あ
る事故で内部のコンプレッサー等、微塵もなく全損破壊されてし
まいました。
大失敗も経験しながら、１０年にして現在の航空機エンジンの
最終型の原型になっているものを完成しました。
１０年の苦節
航空機エンジンへの挑戦

ガスタービンエンジン燃焼を制御するための中心の装置。
技術的に進んでいる自動車の制御技術をベースに、そのソフ
トウエアを上手に使って航空機用にした燃料噴射装置を研究
開発し米国に持ち込んだものです。この装置は米国の航空
業界からも太鼓判を押されたものです。これら要素部品の研
究で個々のパーツの先進技術に挑戦した成果は、ホンダの
航空機部隊に航空機エキスパートが育ってきた原動力でし
た。
（＊）Full Authority Digital Electronic Control 全電子エンジン制御装置）

１０年の苦節、さらに５～６年かかり、辿り着いたホンダの航空
機エンジンに関するシステムは、高効率小型ターボフアンエン
ジンです。推進力はガスタービンエンジン最後部から発生しま
すが、出力の回転と外気を取り込むファンの回転は２軸になっ
ていて、入口から入った空気を最後方の燃焼器で燃焼させた力
を使って、入口のファンを回転させています。つまりタービン中
の同軸に２本の長軸を装備して逆回転させ推進力を発生してい
るのです。この高精度長軸シャフトは高度な加工技術により完
成しました。
◆小型ターボファンエンジン提案
このターボファンエンジンを開発・完成した後に、航空機エン
ジンのパワープラント事業を立ち上げるステップに入る段階で
米国 GE 社と組むことになります。それに対して研究所から提案
したホンダジェット製品コンセプトは次の通りです。
・高速性と、環境への優しさ
・圧縮機やタービンの要素効率を徹底的に追及
・コアビジネス領域の基盤技術を取り入れ、電子エンジン制御
システムＦＡＤＥC の開発
・要素技術開発は材料、設計、予測解析、加工や溶接技術の
チーム体制とエクスパート育成
この４点を軸にしてガスタービンエンジンとして競争力がある
ことを実証して提案した。
そして目標は「小型軽量、クラスＮｏ.１の低燃費、低エミッション」
としました。
エンジンシステム開発
FTB 試験 HF118-2 エンジン
Cessna Citation Ｊet 搭載

出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

超小型化を狙ったＡＴＰシステムは、基本に立ち返ってファン
の部位はチタン材を削り出した一体型ファンと、低高圧同軸ター
ビンエンジンの組み合わせで実現しました。こうして基本の構造
が決定してから、個々の部品について徹底的に要素研究をす
る段階に入ります。ガスタービンエンジンがレシプロエンジンと
相違するのは、高い精度でシミュレーションをして成立を証明し
ないと、ものをつくることが始まらないということです。
◆ガスタービンエンジンの要素技術と自前開発
ガスタービンエンジンの研究にあたって構成する個々の機
能・部品に挑戦した内容です。
・炭素繊維を使った複合材ファン。
推進翼のプロペラを通して外気が入って圧縮して送り込みま
す。比較的温度は上がらない部品への先端複合材の応用で
す。
・超小型ＦＡＤＥＣ（＊）。

出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

ホンダ開発のエンジンが機体に取り付けられていますが、こ
れは Cessna Citation と同等のパワーのエンジンを開発したの
で機体を購入し、数万時間の高空飛行をしてエンジンの性能評
価を行いました。この時に研究者は機内にいて、飛行中のエン
ジンの状態を計測して性能を証明しています。
◆航空機エンジンのビジネス
航空機ガスタービンエンジンの認可は、米国の認証を受けな
ければ生産もできません。そのため米国ＧＥ社と５０対５０で共同
出資して小型ビジネスジェットエンジンをつくることでした。ＧＥ
はその種のエンジンを扱っていないこともあり、２００４年合弁会
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社ＧＥ Ｈｏｎｄａ Ａｅｒｏ Ｅｎｇｉｎｅｓ を設立しました。商品化開発
はホンダＨＦ１１８ターボファンエンジンをベースに開発したＨＦ
１２０エンジンをモデルにして、ＧＥの技術と組み合わせ、ホンダ
ＧＥのジェットエンジン開発がスタートしました。
◆ホンダとＧＥ 共創エンジン開発
さらに高性能化をめざして、得意領域の各コンポーネントで
の技術の融合を行い、２００７年設計検証用のデモエンジンを製
作して、ホンダで開発・製作した機体に搭載して飛行しました。
米国の航空機事業には、車の世界では想像できないほどさまざ
まな認証作業のステップと手続きがあり、大変な苦労をしまし
た。
エンジン開発にあたって、ホンダとＧＥが各々の得意とする技
術を投入して共創開発した最新のＨＦ１２０エンジンは、タービ
ンを１段から２段装着に改良したために全長が多少長くなって
います。新たにビジネスジェットの世界に参入するにしても、新
しい要素技術を織り込み改良して進化型の商品開発をしました。
これは、同等推力エンジンの中で、推力で２０％、燃費で５～１
０％の向上を実証でき、さらに大型エンジン並みのエミッション
規制値を満たしています。こうして認証を取得したホンダ・ＧＥの
共創開発エンジンを搭載することがビジネスにつながっていま
す。
航空機エンジンビジネスを行うに当たり、ＦＡＡ（連邦航空局
Federal Aviation Administration）の認可を取得すべく、更なる軽
量化・低コスト・信頼性向上の設計改良等々を行い、２００９年高
空模擬ベンチ試験の結果、２０１３年１２月にＧＥとの連携で認可
を取得できました。航空機の世界ではエンジンメーカーは、どこ
の機体メーカーにも売れるものでなければなりません。つまり顧
客はホンダジェットに限らないということになります。
商品化開発（HF120 エンジン）

出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載
出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

ジェクトができてすぐに、米国南部のミシシッピー州立大学（ＭＳ
Ｕ）の航空研究所にチームメンバー（材料技術者・プロセス技術
者・設計者をワンパック）が送り込まれ、小型航空機ボナンザの
機体をコンポジットに置換することから研究が始まりました。
米国で航空学会活動に参加し、発表活動をどんどん進めま
す。米国で学会活動の中で人的なネットトワークもできて、最初
のホンダ製の実験機をつくるまでに至りました。既に販売されて
いる航空機のエンジンを、主翼の上に搭載させて機体の試験・
研究をしました。研究段階ではオールコンポジットで機体をつく
り、試験の実体験をし、何十時間か飛行もしました。本格的にビ
ジネスジェット機をつくる段階に入ってきてからホンダオリジナ
ル機体の研究が始まりました。
８、航空機産業への参入
◆ホンダジェット開発 - こだわりのエンジンニア
ホンダジェット会社の社長藤野道格氏、彼は大学航空学科を
卒業しホンダに入社して数年後に、航空機体研究チームに参加
しました。最後まで機体の主翼上にエンジンを搭載するアイデ
アに思い入れを持ち続け、それを実現させて２０１５年ＳＡＥイン
ターナショナルのケリー・ジョンソン賞を受賞、世界の航空設計
者で３人目となる栄誉を受けました。
実にスタートから３０年です。その栄誉は彼のこだわりの歴史
であり、それを認めたホンダの歴史でもあります。仲間から見れ
ば、特異な個性の強い人物との評です。しかし、単に一人の研
究者の思い入れだけでできるということではありません。チーム
による共創の風土と、若き研究者の意志と情熱を理解して英断
した経営者の姿勢が基盤にあると思います。
◆チームと経営
１９９７年～２００３年、航空機産業に参入するか否かについて、
本田技研工業の経営陣の中で議論がなされました。チームは
悪戦苦闘の体験を集大成して、航空機としてのビジネスコンセ
プトを明確に打ち出しています。「小型軽量化による効率のアッ
プとワンクラス上のキャビンスペースと荷物室が顧客価値」で
す。
乗員のスペースを広くすること。これは自動車でのホンダの
考え方（ＭＭ理想コンセプト）を踏襲しています。荷物室で乗員
スペースが犠牲にならないように、目標として以下の４点を掲げ
て企画して現地の調査に入りました。
・燃費と運行コスト
・ゆとりのキャビンスペース
・ニューヨーク ～ マイアミ間（約 1,900ｋｍ）ノンストップ
・魅力のあるスタイリンやインテリア
このコンセプトが承認されて、商品開発段階に入るのです。

◆航空機 機体の研究
機体とガスタービンエンジンは、研究する内容も全く異なるこ
とから、研究スタート時点から別部隊のチームでスタートしまし
◆エンジンの主翼上面配置
た。さらにビジネス分野までも分かれていることを知ったのは２０
設計では機体として独創性があり、かつ顧客の付加価値が
００年代に入ってからです。それまで研究者はそのことを知らず
向上するように、エンジンを主翼上面に配置するという独創的な
に、ホンダエンジンを積んで商売すればいいと思っていました。 アイデアを打ち出して取り組みが始まりました。
これも航空機１０年の苦節ですが、世界で民間航空機メーカー
最初のコンセプトを創り上げたモデルをロッキード社に
はボーイングとエアバスに二分化していますが、その合間を縫
持ち込み、空力弾性エキスパートであるトルベ氏（Mr.Leoa
って小型航空機メーカーが数社あり、その中で勝つために、い
Tolve）の指導のもと、その機体をつくりながら実験を重ねま
ろいろな研究に取り組みました。
す。地上の振動試験（ＧＶＴ）では垂直尾翼の流体力学の剛
機体研究のスタートでは多様なコンセプトをつくり、最初は奇
性を徹底的に研究して、最終的にホンダオリジナルといわれ
抜な機体のデザインやコンフィギュレーションを考えて、研究開
るエンジンの主翼上面配置の機体をボーイング社に持ち込み
発を企画したのですが、誰ひとりとしてこの研究開発を評価でき
遷音速風洞実験を始めることになります。時の開発責任者は「ボ
る人はいませんでした。特に機体の研究に関しては、研究プロ
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ーイング社にお願いして風洞実験をするのは通例だけど、航空
機を知らないホンダの人が何でこんなバカなことをやるのだ、と
罵倒されながら一所懸命実験をした」と言います。しかし、いろ
いろ解析をしていくと意外な事実が分ってきます。この結果、
「主翼とエンジンナセルの空力干渉やフラッター特性」が成
立することが実証されたのです。
この結果をもって、ホンダ本社の経営会議に臨むことになりま
す。プロジェクトリーダーとして思い切って航空機ビジネスへの
参入可能性について言いたいことを言いました。その結果「だ
ったら君が自分がやるか」という一言であった。米国でのホンダ
ジェット事業化にトップのディシジョンが下りました。１９８６年から
始まりやっとビジネスとして決断された瞬間です。
それからプロジェクトが活気づいたことは言うまでもありませ
ん。この間、ビジネスとしてやるかやらないか分らないプロジェ
クトを、きちんと実行してきたチームの勝利です。２００５年には
オシュコシュエアショー（Ｏｓｈｋｏｓｈ Ｗｉｓｃｏｎｃｉｎ）で、ホンダジェ
ットを初公開し注目を集めました。観客は唖然としたが、高い評
価を得ることができました。
やはり米国に会社をつくろうということになり、ホンダ独自の
Ｈｏｎｄａ Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｉｎｃ．（ＨＡＣＩ）を立ち上げまし
た。法人がないと認定作業ができませんし、生産にあたって機
械、生産体制、サービス体制の準備も必要になります。こうして
ひとりの研究開発者に航空機ビジネスの事業の計画まで任され
るのです。そして、両主翼の上にホンダのガスタービンエンジン
を搭載した航空機が初飛行を行うに至りました。受注活動を始
めたＮＡＢＢのエアショーでは、ターンテーブル上にホンダジェ
ットが展示されてデモンストレーションし、その周りに参加したバ
イヤーの厚い驚きと感心を集めたのです。
ラリといるバイヤーとその場で受注交渉をするのである。
HondaJet 初飛行の瞬間

出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

◆ホンダジェット 生産に向けて
昨年のホンダのリリースで、オシコッシュ飛行場の近くにある
ホンダジェットの工場風景が報じられました。ホンダジェットを４
～５台をいっしょに組み立てるようにレイアウトし、現在は量産を
前提にした量産試作段階に入っています。コックピットは操縦者
が操作しやすいようにコクピットがデザインされており、乗員にし
ても快適なインテリアデザインが具現化されています。

◆独創と共創の評価
ホンダエアクラフトカンパニー社長はホンダジェットプロジェク
トでリーダーを務めた人物です。この研究開発が評価されてそ
の後も各種の受賞をしています。ホンダにはいろいろ独創的技
術を開発した人材がいますが、ＣＶＣＣもしかり一世を風靡した
技術を創り上げた人でも個人が表彰されることは少ないと思い
ます。クルマの事業の先鞭をつけたＣＩＶＩＣはだれが開発した
かといえば、大勢の人たちが手を挙げます。それはチームでも
のをつくることを徹底したためです。しかし、新しい航空機の世
界になってくるとチームの合意で事業化することは難しく、強烈
な個性のリーダーが先導して可能となったことは、ホンダを超え
た我が国の新しい経営像とでもいえるだろうと考えます。
藤野氏は、現在までに
・ケリー・ジョンソン賞
２０１５年
航空機設計者の表彰 世界で３人目
・航空工学革新賞
２０１４年９月 航空機学会全体での表彰 日本人初
・国際航空科学会議（ＩＣＡＳ）
全世界の航空・宇宙の世界で功績のあった人の表彰
日本人初
の三賞を受け、米国の航空機業界もホンダは素晴らしい、主翼
上面エンジンのレイアウトを成立させたことで、やっと学会や専
門協会からも評価を得られてビジネスがスタートしています。
９、技術経営所感
◆イノベ―ション
技術イノベーションはハイリスク・ハイリターンです。人と組織と
いう視点で考えると、組織ではオペレーションでありイノベーショ
ンは人に帰するところ大であります。ホンダでは組織やチーム
が行うのが D 開発であり、個人が想いを提案、実行するのが R
研究となります。ホンダでは早くから R と D を分けて展開してき
ましたが、航空機開発おいて双方を継続的に進めたことが異例
の成果として結実しました。
そして、イノベーションでは
・「本質の追求」： 技術や商品開発の向かう人間の情熱や哲学
・「コンセプトの誘導」：技術や商品への想い・狙いと目標
・「絶対価値の共有」：商品を使う側において世の中にそれが定
着して貢献できるものであるかどうかを見定めることができるかと
いうことです。
絶対価値はホンダでは最重要視されています。
◆理解とコミュニケーション
ホンダの中で特徴があるとすれば、イノベーションを生み出
すための「ワイガヤ」といわれるものがあります。会議をするにし
ても、同じ機能の中であっても、意見の違いがあれば徹底的に
議論をする文化があるのです。役員室でも「ワイガヤ」が話題に
なります。役員室は大部屋で社長以下、自分たちの机をもって
いて社長室はありません。ホンダで仕事をする人は、「一言で言
えば、俺はこう想う」といえる自己主張能力が必要で、個性豊か
です。
「想いと熟慮」 徹底的に悩み抜く習慣があります。
これは先に日本のスパコン「京」を開発した時の話も同様であ
ると思いますが、想いある人が引っ張ってきたことで世界一を成
し遂げています。
「自律と平等」 自分で律すること。
創業者が「自分の好きな仕事をしなさい」と言ったのはこのこ
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とです。それは組織や上司が守るのではありません。
そして「技術平等主義」もよく言われています。
即ち技術を軸として企業が活性化しているうちは、会社の組
織も沈滞はなく健全です。
「信頼」は、自律との関係でどのように信頼を築くかです。
こうしたことがイノベーションの源泉になっていると思います。
◆新事業開発の系譜
先ほどの航空機の話と重複しますが、航空機産業参入挑戦
年表を描いてみると、航空機産業に参入するについては、機体
とエンジンがしっかり分離され、相互に特徴を出して最後に組
み合わせることの相乗効果で、ビジネスジェットの分野で特徴あ
る商品が生まれたという歴史であります。

わしくなく、ビジネスにはならず先も見通せませんでした。両社
に比べて遅れて電気自動車の開発を始めた日産は、環境対応
商品として資源を集中して EV の開発と販売を開始しています。
驚いたのは米国のテスラ社です。自動車への新規参入の企
業が米国内特に西海岸の都市では多く走っています。こうした
ことを考えると、自動車産業も一気に変わるのではないかいう気
もしてきます。
申し上げたいのは、大きなシステムを変えるには３０年の年月
がかかるということです。商品や事業の寿命３０年とよく言います
が、研究開発に３０年かけて、そしてビジネスでは３０年しか持続
しないということでは、おそらく新しい事業には成長しないでしょ
う。これから事業を継続するためには、産業界はさらに「競争力」
をつけて競争と共創を進めていかなければなりません。
現実には、商品や技術はサイエンスではない世界があって、
明らかに技術には主観が左右する世界が多いわけです。サイ
エンスとテクノロジーをどう議論するかは面白い視点であると思
います。その意味からも、産業の競争に勝っていくことは非常に
厳しいグローバルコンペティションになります。
◆ものづくりと技術経営
ものづくりと技術経営の視点では、最終的には「技術への挑戦
と事業の継続」そして、今は明らかに「情報の活用」であり、今、
世の中は変わろうとしています。米国の３Ｄでものづくりを本格
的にやろうといっている実態とか、ドイツのインダストリー４．０
のように日本も国家レベルの戦略が待望されます。

出典 ２０１５０２２８ 講義ｐｐｔより掲載

１９８６年に航空機の要素技術の研究がスタートしています。
その開始と同時に、これからは環境の時代が来ると予測して、電
気自動車（ＥＶ）、ハイブリッド車（ＨＥＶ）、燃料電池車（ＦＣＶ）等
を手掛けています。３０年にしてやっと量産になったものが航空
機とＦＣＶです。自動車の歴史２００年と言いますが、それはエン
ジンがディーゼルであれガソリンであれ、ずっと化石燃料で継
続してきたのに対して、燃料電池では自動車の最も重要なパワ
ープラントのシステムが基本的に変わってしまいます。これも３０
年かかっているのです。
ホンダは１９８６年基礎研究センターが発足した時に、別の
部隊で電気自動車の開発を始めました。米国カリフォルニア州
でゼロエミッション規制が打ち出されるので、ホンダとトヨタは電
気自動車をカリフォルニアに持ち込んでリース販売を実施しまし
た。EV 車を売らないとカリフォルニアのエミッション規制をクリア
できないからです。両社は、リース販売したが、顧客の評価は思

◆世界を敷衍した産業遷移
最後に産業を世界的、歴史的に振返り日本に期待するイノベ
ーションを考えます。
第一次産業革命は、英国を発端にした石油・蒸気機関、第二
次産業革命は米国における石油・電力、エネルギー。 そして
第三次産業革命は米国西海岸での情報革命、ＩＴ革命、それが
日本やアジアにものづくりという軸で根付いて競争力をもってい
るのです。そのものづくりはプロセスインベ―ションで培ってい
ますので、これを忘れるとアジアの強さはなくなっていくと感じ
ています。
一時、プロダクトイノベーションがないと日本を評価した時代
もありますが、もう一度そのプロセスイノベーションの世界の中
でどう勝っていくかということが重要であると思います。それが軸
になり、インドやアフリカ等々への産業革新が進展していける可
能性があると考えています。
私自身の想いで話を進めてきたが、参考にして議論をいただ
ければと思います。

ワールドツアー飛行に先立ち、日本に姿を
現し成田空港にランディングして、格納庫
に入るホンダジェット
2015 年 5 月 1 日成田にて
提供・撮影 野口 満
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質 疑 応 答
Q) 話で関心を持ったのは二輪にオーバースペックのような四
輪の技術を使っています。例えばクラッチ連動ミッションとか先
行開発した技術を導入しているのは、要素技術として四輪で実
行する時期は未定でも研究所では継続していて、以降の四輪
の開発に寄与していると思います。このあたりは技術シナリオが
先行していたのか、パラレルに独自に行っていたのか、通常は
二輪で使わなければやめてしまうように思います。
野口) 一番象徴的な事例では、可変バルブタイミング技術（V－
Tec）で、油圧を使い On-Off の機構をつけてバルブタイミングを
制御する技術がああります。それが誕生したのは二輪のレース
が発端です。二輪のレースエンジンは四輪のそれに比べ同じレ
シプロエンジンでも非常に高回転でありバルブタイミング機構は
二輪のレースで効を奏しました。一方、四輪エンジンでは、高速
回転化よりもエミッション制御のための燃焼技術が必要になって
きます。四輪のエンジニアから見れば、そのバルブタイミング機
構をエミッション制御に使えないかということになるわけです。技
術者同士の交流もあるし、その時々の研究所のトップが技術誘
導する例が多いと思います。
Q)それは四輪をやる企図がない時点でもありうるのでしょうか。
野口)そのとおりで、四輪の厳しいエミッション規制をクリアする
ためにエンジン制御をするには何ができるだろうか、ということ
を議論するとバルブ系の制御が必要になってきます。ならば二
輪にV-Tecシステムがある。それを巧く導入してやってみたらど
うだろうということになります。
研究所は今、二輪・四輪・汎用の３つの研究所があってその
マネジメントはそこの長の役責です。そして全貌が見えるのは、
研究所社長ですから二輪でうまく進んでいる事例があればヒント
を得られます。お互いに技術者もローテーション、仕事を移しな
がら人的な交流もできる仕掛けもありますので、二輪エンジンで
よい性能のものができると四輪で使ってみたいと思えば、技術と
人を二輪の研究所から四輪の研究所に異動します。ただ技術
だけのトランスファーはしません。必然的に二輪出身の技術者と
四輪の技術者との連携もできるし、人脈をつくることができます。
組織の中でローテーションを図りながら技術の交流もできるの
で技術を相互に使い合うことは大いにありうることです。
Q） 先ほどの接着材の話も同様ですが、将来に起こりうる技術
の変化に対応する備えをせざるを得ないようにして、そして四輪
に適用できないか発想しているように思います。外部の変化を
取り込み、かつ自社事業の領域にどうやって織り込んでいける
か、自社の事業領域を超えて情報を取り込んでいるように見え
ます。
野口) それができたのは R&D の中の R の制度に力点を置くと
いうマネジメントがスタートしてからです。Rのレベルで自分が手
をあげてやるからには相当真剣になって調査研究しますので、
その時に航空業界ではこうなっているということも情報として大
変意義を持つことになります。だから触手を伸ばします。
Q) 一般論として、効率化するとなると、不必要な技術を切って
いってテクノロジーと事業効率を上げようとします。その方向で
ずっと進んで、結果 R&D 投資も絞り込んでしまいがちです。そ
れとは逆に、将来のことも考えながら R の規模を膨らませたとい
ってもいいのでしょうか。
野口) R 研究の一番の狙いは、勝つための先行投資ですから

その意味では自由度もありますが、かなり尖鋭的なテーマで取
り組んでいます。一方、商品開発の D になると Unknown な部分
は極力避けて、そのかわり生産効率やプロセス等の効率につい
て熟成していくわけで、明確にその２つに分かれます。
Ｑ）「モノからモノごと」の記述があるがどのようなことを意味する
のか説明いただけたらと思います。
野口）この言葉はＩＴがものづくりのツールとなってきた結果出て
きています。ものづくりの世界の中で IＴは設計から生産まで共
通したツールがあります。一方、技能の分野までＩＴが入ってい
くと、やはり技能から技術の方に進化していくだろうと思います。
そして、単なるモノから、使い方とかリサーチの仕方とかコトの世
界までＩＴ化することになるのだろうと考えます。
Ｑ）ホンダのものづくりにおいて、自動車を考えれば、使う方に
楽しんでもらうという発想があります。オートバイを生産する前に
すでに鈴鹿サーキットをつくっています。試験場ということもあっ
たでしょうが、最初には物流・実用の考えもあったのでしょうか。、
またオートバイユーザーを増やそうという考えもあったのでしょう
か。
野口）私なりの解釈ですが、サーキットをつくるというのは、レー
スの世界に入ろうと思うと、走らせる場所をつくることが一番根底
にあると思います。鈴鹿サーキットは、走る場所をつくることが一
番根底にあったと思う。鈴鹿の膨大な土地を開拓してレース場と
してのサーキットがビジネスになったのはつい最近のことです。
ビジネスとして運営することにはあまり価値を見いだしていない
のではないでしょうか。むしろ、つくる側からすれば、創り上げ
た商品を試す場所がほしいことがあります。商品に乗って楽し
んでもらうことも、使っていただく方へのサービスであるという考
え方が強いと思います。栃木県の茂木にサーキットをつくった
時にも、そうした議論がありました。鈴鹿サーキットがビジネスに
なっていないが、今度は茂木か、ということもありました。それを
決めたのは、ホンダのレース活動で主役をなしてきた時の社長
です。自分自身レースが好きでレーシングマシンから仕事を始
めた人ですから、鈴鹿が皆さんに愛されるようになったと同様に
関東地域にもと考えたのでしょう。あまり商売としては考えては
いないようです。その時の想いで経営者が決めたことであるに
違いないと思います。
Ｑ）アシモは自動制御・マクロ制御に役立てて、次の設計をする
意味があると思います。ＴＶのＣＭで出ているロボットとは違い、
基本的に制御を「遊び心」でやっていくという意味では、サーキ
ットの話と共通するのではないかと思います。
野口）創業者が研究所を立ち上げたのは、労働争議の際、技術
と経営の分離、もうひとつ「自動車を開発する前に人間を研究す
るんだ。研究所は人間を研究するのだ」という一言があります。
歴代その薫陶を受けた世代は、研究所は商品を考える時には、
お客様が何を考え、今の問題に何を期待しているか考えて、人
の気持ちを予測するわけです。１９６８年に基礎研究センターで
ロボットチームの企画評価会が開催され、当時早稲田大学で手
がけられていたヒューマイドという考えがあったがホンダとして
は人間型ロボットの研究が提案されました。そうした中でチーム
が人間型ロボットの研究を提案した。ヒューマノイドといいながら
足は２本で補助輪２個を備えていた。社長から、「なぜヒューマノ
イドというのに足が４本あるんだ」と指摘され、「人間というのは２
本足だ。これが人間の証だ。ロボット研究をやるなら２本でやれ」
と指示が下されました。
それでチームは構想を再検討して、２足で歩かせるためにつ
くったのは、バッテリーとコンピュータの胴体に足が２本付いた
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火星人様の試作品ができました。最初のアシモの原型です。
研究していくと２足歩行は非常に難しいのです。おそらく、２
足ロボットを研究しだして最初の数年間は、人間が歩く挙動の研
究で終わっています。動歩行なる考え方を打ち出し、歩くという
ことは体重の移動に伴って身体を安定させるために足が出ると
いうことです。そうした議論が交わされ現在に至っています。
ロボットを２足歩行で歩かせるというのは、制御の中に人の頭
脳の部分をどう補うかであり、脳型コンピュータの研究にも着手
しています。
Ｑ）楽しい自動車というものの、若い人、社内や周囲を見ても、
乗るならばファミリーカー。購入の動機として、楽しむためにとい
うとこは減ってきているように思います。オートバイも同様で、拘
って大型バイクは嗜好で購入するけれど、これから手に入れよう
とする人たちにサーキット以外の魅力はあるのでしょうか。
野口）モーターサイクルの世界は、それが進化しても古くから使
われている自転車の世界があるように、人が移動する便利な道
具としては残るであろうと考えます。
モーターサイクルは好きな人が、楽しむ遊びの車としては残
る。その意味では常に研究開発を継続しなければならないこと
ですし、原点でもある。車離れを何とかしようとして自ら頑張って
いる経営者もいます。私は年に一回は米国に遊びに行きます
が、若い人が高級車スポーツカーや電気自動車に乗っていま
す。今、クルマ離れと言われ一次的に落ち込んではいますが、
少なくとも日本では固有な軽自動車が発展したように、国状に沿
って車は発展し続けると思います。
Ｑ）１９９０年バブルの崩壊の後、日本全体にリスクを取らない経
営、チャレンジすることが減少している経営を危惧しています。
そのつけはしばらくたって出てくるのですがホンダのケースで
はいかがでしょうか。そして、話を聞きながら、自動車の場合に
は政治力があってー社単独では完結しないことがありそうです。
業界とか大きなシステムで考えて、多くの人の知恵を要素研究
の段階から入れることが大事であるということを認識しました。そ
うした動きを伺いたいと思います。
野口）基礎研究センターは１９８６年にスタートして、３０年経って
デビューした２つの新事業商品があると紹介しました。それに派
生して二輪や四輪の世界に適用している細かい要素技術があり
ます。さらにこれらの商品がデビューした時点で、ホンダの研究
開発、それも開発システムのひとつのターニングポイントにきて
いると感じています。
当初から携わりずっと見てくる中で、競争に勝っていくために
はどうしたらよいかということです。途中、５０周年を迎えた時期
に、世界研究所の仕組みができています。それはあまりオープ
ンにはなっていませんが、ロボットの脳型の研究を行っているの
です。米国のカリフォルニア、オハイオ、ドイツ・オッフェンバッ
ハと日本の４ヵ所です。常に研究開発をリンクする仕掛けが動い
ています。例えば、モビリティの知能進化、全く新しい交通シス
テム、昨年の夏頃に話題となったグーグルの完全自動運転車
（無人車）、等々の研究をしています。今、ホンダがそこにあるだ
けではなく、その出先を軸にしてホンダの世界中の研究所のネ
ットワークの中で共通のテーマを２４時間研究していると聞いて
います。
情報によれば、グーグルの自動化運転車は国家プロジェクト
になったようです。シリコンバレーのクパチーノのグーグル研究
所が仕掛けて始めていたらしいが、あるタイミングで完全に情報
がクローズになりました。おそらく米国の国家プロジェクトにどん
な形かで絡んでいるのであろうと推測します。

大学の研究レベルであればオープンにしますが、産業が絡
み出すと一気にクローズになり始めます。これから世界の中で
日本の産業がどのように活路を見いだしていくのか重要な課題
になるでしょう。
Ｑ）技術平等主義の件で評価会についてですが、提案に対して、
経営陣の決断で中止になることもままあと思いますが、チーム内
で論議した結果、結論を覆すケースがあるのでしょうか。
野口）評価会でやめるという結論になった時に、経営かチーム
かは分りませんが、どうしてもやりたいということになれば、アン
グラでチームメンバーが対抗案をつくるということはあります。経
営側も評価会そのものにはポジティブであって、経営としてや
めさせるための評価会をするわけではありません。むしろチー
ムに対して尻を叩くのが狙いです。経営側も特に研究所の経営
ということになれば、ある技術分野には長けていますし、長けて
いないと評価会委員としての立場もありません。委員は自ら勉強
して研鑽も常に行っています。
やはり、これはだめだと判断するのは「もののでき映えが悪い
時」です。書類の審査があって、議論をして、では試作品を見よ
う、乗ってみよう、といった時にもののできの悪さが指摘されま
す。
Ｑ）当事者のチームも納得せざるを得ないということになります。
ひとつ、ジェットビジネスへの進出を決断する際に、長年二輪・
四輪をやっていた会社が、かけ離れた無茶な世界に進出すると
いうことで大変大きな経営判断をしていると思います。普通の会
社であれば、やめる判断・決断をするのではないでしょうか。そ
の決断はどういう仕組みでしょうか。社長がいいと言ったとしても、
他の役員の方々、特に財務担当役員からは異論が出るのでは
と思いますが。
野口）ホンダは、そこは「頭はひとつ」ということがあって、本田技
研工業の頭が決定権をもって決めることがあります。おそらくは、
２００６年には、米国でのホンダジェットの評判が上がっていまし
た。試作機を飛ばし、最初はぼろくそにいっていたボーイング
の技術者も出来栄えを認めるようになってきていました。あるい
は、米国のビジネスジェットの市場で、量産したら私が買うよとい
う売れ筋を感じたのではと思います。下準備はあったにせよ一
番の決め手はホンダのイノベーティブ重視の哲学にあったのだ
と思います。
Ｑ）感触があった。
野口）それしか判断材料がなかったかもしれません。このプロジ
ェクトチームにとっては、１９８６年から携わり１９９５年までは悪戦
苦闘して研究を行い、それから飛行できるようになって紆余曲折
あってさらに１０年間の歳月です。これでもかというくらい技術を
蓄積してきていますので、ある種、世の中の評価にビジネスの
可能性を感じ、経営の判断につながったと思います。
Ｑ）現在、ＪＣＴＭの第 2 研究会で本田宗一郎氏の研究をしてい
ます。その中からの情報で、創業者としてやりたかったのは、自
動車と飛行機でした。彼といっしょに１0 年ほど仕事をした方の
話ですが、宗一郎といっしょに仕事をした人は、その人間性に
心酔していると言います。「彼の夢をかなえたい」という熱い想い
が、ホンダ社員にあると思います。彼の没後にも、彼の想いであ
れば飛行機をやりたいという、創業者の想いがホンダの中に沁
みついているように思います。オートバイで有名になりましたが。
奥さんが自転車で買い出しに行くのは大変なのを見てオートバ
イをつくりました。職としてはオートバイの修理工場に入って、そ
この社長がオートレースが大好きで、修理業の傍らオートバイを
チューニングして多摩川河川敷のレースに出ていました。その
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チューニングは宗一郎に任されていたし、１０代の頃から外車の
修理や新しいチューンアップの技術の経験があって、修理工場
の社長の許可を得て弟といっしょにレースにも出場しています。
『夢を力に』というのはホンダのキャッチフレーズで、それを皆さ
んがやっているのだと思います。
最後に質問は、本田宗一郎の夢が実現された後、その次の夢
はなにになるのでしょうか。
野口）ホンダジェットの開発リーダーは創業者を知らないが、そ
れまで創業から直接薫陶を受けた世代を介して、ものの見方や
考え方は伝承されています。これが企業の資産であり、強みに
なっています。
彼は 1998 年に主翼上にエンジンを搭載するプランを国内の
学会で発表しています。その時、日本の航空の学会は見向きも
しませんでした。その後、ある人からウチに来ないかとの誘いが
あったと言います。たまたま５０周年社史を整理している折に、
その開発リーダーが来て「ある方から誘われた」という。聞けば
日本の航空機業界の第一任者である。
私はホンダを退く時期であり、力にはならないが仲間を加え
彼と酒を飲みました。ホンダ創業期のリーダーたちの葛藤話を
しました。すると彼は耳を澄ませ「では、もう一回挑戦してみたい」
と言うのです。当時は、米国ミシシッピーで仕事をこなし、米国と
日本を行ったり来たりして日本にいる時間は少なかったのです。
ただ、彼自身が米国で頑張っていること、米国の方が技術者・研
究者を大事にする風土ははるかに合っていることを彼は感じて
いましたしし、私もそう思っていました。「ホンダが航空機ビジネ
スをするならば米国で行うのだから、あなたの道もそこにあるは
ずだ」。「経営トップには私自らから直訴したい」と言ったのであ
る。
我々の時代にはそうしたことは多々あり、創業者が現場に来
て「ものを観て、この野郎！」といってゲンコツをくれた時代です
から、経営者との距離感はずいぶん近いものでした。ところが彼
等の世代・時代はその距離感が遠くなって、その間に多くの中
間層が入ってしまった。そうした中で、彼が直接、元の研究所ト
ップであった本社の役員が研究所を訪ねる機会を捉まえて直訴
したことが、主翼上面にエンジンを搭載する機体の商品開発ス
タートのきっかけのようである。若くしてホンダのマインドが沁み
こんで頑張っているのはそういう実体験をもっていたからだろう
と思います。
司会）お話を伺うと、技術研究所は独自に研究開発シナリオをも
って事業戦略と一体となって融合して決めています。予算とかリ
ソースの余裕の中、複線型で事業を行い、事業と開発モチベー
ションを保っていて羨ましい姿です。
Ｑ）私は研究所の出身で２０年ほど勤務しました。株式会社とし
て独立していることはホンダと同じで似ていると思いましたが、
聞いているうちにずいぶん違うなと感じました。「イワシの頭」と
いう言葉が気になっていて、技術からその展開シナリオまで全
責任をもって描ける方がリーダーになるとのことですが、研究所
の中でそのような人を育成していく仕組みは自社の仕組みと異
なっています。組織のつくり方や工夫をしていることがあれば伺
いたいと思います。
野口）現在は分らないが、ホンダには特別な育成プログラムは
ないと思います。多くは、OJTによる思考や価値観の伝承です。
Ｑ）在籍時に私のいた研究所の組織は事業部の組織と似たよう
な組織でした。ＲとＤを分けた時に、Research は９９％の失敗は
許される。Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔは１００％の成功。組織もずいぶん違う
だろうと思って聞いていました。

野口）ホンダでは組織をまたいだ人事移動が多い企業です。そ
のため、個人には多様性が必要であるが、業種や職種を超えた
「自分のために働く」とした価値観は共有されています。管理者
になると階層別のプログラムはあります。
藤野氏曰く「今、米国でホンダエアクラフト社の社長をやって
いるが、何が自分にとって一番大事であったかというと、ミシシッ
ピー大の航空研究所（ＭSU）に送り込まれた時、米国では、日
本ではやらなかったものづくりの現場で材料の CＦＲＰを削った
り、手を汚して手づくりでボナンザの改修作業をしたことが、そ
れを通じてものづくりはこれだと実感する。これが原点になった」
と言います。
ホンダでは「2 階に上げて梯子を外す」とよく言います。海外
に送り出す時、英語が喋れないことはあまり気にしていません。
TOEIC が何点なんて問いません。経験としては、最初に米国行
ったのは米国の自動車全盛時代 1976 年にデトロイトでＳＡＥ
（Society of Automotive Engineering）の年次大会があり正月の休
み明けに行って来いといわれました。１月下旬日刊工業新聞に
ＳＡＥ見学ツアーの案内があることを発見して、「これに便乗し
て・・・」と上司に相談すると「それで行くなら、行かなくてよい」と
いう返事でした。ホンダにはそういい風潮があって、苦しくても
自分で努力して行くところに価値があるとするのです。それがす
べてです。部門長を決める時にも、詳しい評価データーツール
を使って決めるのではなく、時のトップが任命しています。
司会）今の話の意味合いは「戦略的統合性はリスクが高い。多元
的な次元で好き勝手やってどこかで統合する重要性」を語って
いると思います。
Q)自動車産業の中で今回、特許の無償公開等が話題になって
います。知財で戦略を決めたような事例はあるのでしょうか。
野口）それはないと思います。１９８６年に研究所を立ち上げて
ガスタービンやロボットの研究を始めると世の中の特許や論文
にない現象が多々起こることがあります。その時に特許をどうす
るか議論になります。
特許は寿命が 20 年、しかし、例えば航空機で 20 年後にその
特許に基づいて事業を行っている確証はありません。長期かつ
詳細なビジネスプランがあって研究しているわけでもありません。
自分たちが特許をどう扱ったらよいかということはオペレーショ
ンの場面では議論になりましたが、日常の研究場面ではありま
せんでした。航空機分野では、米国の学会等で技術情報を研
究し、自分たちが体験しながら自分たちなりに提案してきている
と思います。今、海外でビジネスをするという意味では、特許は
非常に大事で自社の持っている技術、信頼しているルールに
対しては、各出先に特許の調査組織があり、本社の知財本部が
マネジメントをしています。ホンダは宗一郎がものまねは嫌い、
即ちオリジナルにこだわることもあって研究者には常日ごろから
特許に関するマインドは備わっています。
先ほどの評価会でも、例えば他のメーカーがやっているよう
なことを、あたかも自分のアイデアのごとく提案すると、評価会で
は徹底的に攻められます。ある意味、情報を掴むことは研究者・
設計者のツールにはなっていますが、それをもって判断する様
なことはなかったと思います。
Ｑ）ホンダは独創を非常に重要視していることを感ました。一方、
共創もあります。それは社内で共に創造するのかと思いました
が、航空機ではＧＥとの共創、つまり他社との共創も行っていま
す。他社との関わりついて経緯を知りたいと思います。
野口）ホンダの研究陣が創り上げたエンジン技術を基本にして
ＧＥの経験が織り込まれています。研究者自身はオリジナルで
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やりたいのですが、防衛の意味もあってエンジン回転装置には
最も厳しい条件があり、材料の入手から始まって米国でなけれ
ば手に入らないものがあります。そこまでクルマとは違うならば
ＧＥと手を組んでやろうということが共創的判断であったのだろ
う。
「共創」あえてこの文字を使ったのは、ある時のホンダのトップ
が発想をしたものです。「場の理論」が好きで何をするにしても、
場の形成を大事にしろと言いました。米国に初めて進出し工場
をつくる時も、オハイオを選択しました。米国で自動車を生産す
るということはどういうことなのか、徹底的に米国社会を調べ抜き、
そして、デトロイトや西海岸ではなく中央部のオハイオに単独で
工場を建設します。
自動車生産で米国進出する意味は何か、米国とどう連携か、
その折に最も重要なものは質の良い労働力である。それは西海
岸やデトロイトよりもオハイオの牧草地域で働いいている農家の
次男や三男の人材の誠実さがよいと決めて工場をつくるのです。
自動車の日米摩擦の時期に単に地域や土地買収の有利さでは
なく、労働の質を重視し、かつ米国でも特に工場の環境基準の
厳しいオハイオ州メアリスビルに進出するのです。ホンダの意
志を入れた形で、自分たちのおおもとの部分をどう生かすか、
そしてその時に何が最適なのか、考え抜いた関係づくりをする
のです。そこにホンダの特異性があると感じています。
ビジネスを行う上で何が一番大事かという目的の共有に結構
エネルギーを使います。
Ｑ）先ほどＧｏｏｇｌｅの自動運転の情報がいきなりクローズされた
との話がありました。国家戦略に取りこまれて、システムは米国
に握られてしまって、日本がよいものをつくっても規格に合わな
いとリジェクトされることになりがちです。実際ホンダでも研究し
ていると思いますが、通信と同しように自動車でも参入できなく
なることも考えられるでしょうか。
野口）トヨタはハイブリッドのブレーキシステムの問題で公聴会
で尋問されました。それに社長は堂々と対応して一気に回復を
しました。しかし、米国の議会に入り込めているかとは言えばそ
うでもありません。今回のエアバッグの件も議会や公聴会で、少
し反応がよくないと叩かれて厳しい試練になっています。それと
将来の自動車と情報のつながりに関しては、民間同士で連携し
て研究を行い今でも継続しています。米国はガバナメントの大
きな規制が出てきた時には、日本もそれに対抗できるだけの準
備をするのは、日本国家の戦略であってほしいと思います。ドイ
ツのインダストリー４．０ も国を挙げた仕組みです。
日本・米国・中国はＧＤＰが高いわけですから、産業戦略をし
っかり持って仕掛けることができるようにしたいものです。今回
の情報技術の問題は、トヨタが中心になって違う軸で音頭をとり
始め、日本の自動車メーカーが連携を組み始めています。こう
したことを押し進めて国家がどう援助するかということになるだろ
うと思います。我が国の国力は産業力先導であると、想っていま
す。
日本の技術者・研究者、そして企業が再びプロセスイノベー
ションに注力し、知力と現場力によって努力するならば、産業活
動の効率が向上して世界的競争をリードできるに違いないと考
えています。
（了）
（文責： 特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会）
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