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1．は じ め に

事例として，超音波モータ，触覚・ロボット研究，受動
意識仮説，幸せの四つの因子，システム×デザイン思考
の五つをあげる．

「専門は何ですか」と聞かれると，困る．これまで，
いつも一番やりたい研究をしてきた．気がついてみたら

思いのままに勝手なことを書くが，皆さんにとって何
かヒントになる点があれば幸いに思う．

多様な分野に広がっていた．だから一見専門は多様であ
る．あるいは，専門というものをもたないようにしてき

2．アクチュエータ研究者の時代

たというべきかもしれない．専門は何なのか聞きたいと
いう方には，相手に合わせて場当たり的に答えることに

始まりは，意外と地味だった．

している．人工知能研究者の方に対して述べるなら，
「ロ

中学，高校の頃には哲学や芸術にも興味があったが，

ボティクス・メカトロニクス，心理学，心の哲学などを

当時，数学と物理が得意だったら理工系に行くものだと

ベースに，最近は幸福学やイノベーション教育の研究に

思い込んでいた著者は，あまり迷うことなく工学部機械

注力しています」だろうか．

工学科に進んだ．いや，細かいことを言うと，
「金持ち

幸福学的に見て，多様な経験は人生を豊かにする．研

になりたいから医者になる」という高校の友人への反発

究の内容も豊かになる．だから，皆さんにも，分野にと

から医者になるのはやめ，どちらかというと人の役に立

らわれずに，いろいろな方と連携して，いろいろな分野

つことをしたいからと理学ではなく工学を志したので

の研究を行うことをお勧めしたい．コ・クリエーション

あった．今思えば，人生の選択にはささいな人間関係が

である．

影響するものである．ここからの教訓は「多様な人の話

「いやいや，私の学科では，○○学会以外の学会に投

を聞け」だろうか．芸術家や医者になっていたら人生は

稿しても評価されないから，新分野には打って出られな

今とは違っていただろう．後悔はしていないが，誰もが

いのです」という方がおられる．周知のようにイノベー

無限の選択肢の中から一つを選択していることに諸行無

ションには持続的イノベーションと破壊的イノベーショ

常を感じざるを得ない．

ンがある．既存の枠内での持続的イノベーションも重要

そうそう，大学 4 年生になったばかりの頃は，商社

だが，それだけやっているとやがてイノベーションの

に就職しようと思っていた．どうも工学の勉強が面白く

ジレンマに陥る，というのがクリステンセン [クリステ

ない．当時は文転就職への道は狭かったが，ある大手商

ンセン 01] の言葉である．8 割くらいは既存の学会で活

社が工学部にも求人を出していたので，そこに行こうと

躍しつつ，2 割くらい専門外の学会や新しい学会に首を

思っていた．しかし，4 年生になって研究をしてみたら，

突っ込んでみればよい．また，破壊的イノベーションの

面白い．3 年生までの授業はほぼ受け身だったし，さ

ためには，専門家が集まるより，素人も含めて多様な者

ぼってばかりいたので，自分に研究能力があるかどうか

が集まるほうがよいことも知られている．つまり，イノ

はわからなかった．しかし，4 月から研究を始めてみる

ベーション論からも，幸福学からも，多様な者と接する

と，結構得意だったのである．
「理系も悪くないな」と

べきという結論が導かれるのである．

そのとき初めて思って，修士課程に進むことにしたので

本稿は「つながりが創発するイノベーション」という

あった．何事もやってみなければわからない．ここから

連載「レクチャーシリーズ」の一編なので，
自分が関わっ

の教訓は，
「迷ったらやってみよ」である．私達人間は，

たイノベーションをいくつか振り返りながら，どんなつ

本当に一番やりたいことを知らない．知っている範囲で

ながりによって著者が今に至ったのかを述べてみたい．

やっているだけである．本当にワクワクすること，本当

ロボットから幸せへ

279

に一番好きなことを見つけるためには，やり得る無限の

をしたいのかと聞かれて，
「一番優秀な学生は何も聞か

可能性を試してみるしかない．

ないで研究を進める学生．そんな学生を育てたい」と

大学・大学院では振動工学を学び，博士号もほしい

言ったら，
「では，指導はしないつもりか」と驚かれたが，

とは思ったが，博士課程に行くよりも実社会を見たいと

幸い合格して教員生活に入った．以来，教訓として今も

思って 1986 年，企業に入った．ここで出合ったのが超

気を付けていることは「学生（や部下）は指導しすぎず

音波モータ [Maeno 92a, Maeno 92b] である．今もキヤ

伸び伸びやらせよ（しかし，
放任もしすぎるな）
」である．

ノン株式会社の一眼レフ EOS に搭載されている超音波
モータは，電磁モータと異なり，超音波領域で振動する

3．ロボット研究者の時代

振動子に接触するロータ（またはスライダ）が移動する
というもので，新生工業の故 指田年男氏が発明した日

企業人として一眼レフ用の超音波モータを開発するの

本発のイノベーションである．キヤノンは，今だから言

も面白かったが，大学は，好きな研究をしながら，人を

うが，えげつないほどに周辺特許を固めていた．一番大

育てるという醍醐味もある．著者の場合，企業よりも大

事な特許は指田さんの特許なのに，その周りの特許を取

学のほうが 100 倍楽しい．もちろん，企業のほうが楽し

りまくったキヤノンの製品化戦略に，ビジネスとしては

いという方もおられるだろうが．

OK だが，人としてはどうなんだろうと感じた面もあっ
た．

せっかく大学に移るのだから，すぐに役に立つ研究よ
りも，未来をつくるような研究をしたいと思った．また，

とはいえ，キヤノンには感謝している．技術者海外留

当時の機械工学科はロボットばやり．多くの学生がロ

学制度といって，2 年間，海外の大学院の修士課程学生

ボットの研究をしたいという．そこで，企業で培ったア

または研究員として，給料をもらいながら留学生活をで

クチュエータやセンサの技術を生かして，ロボットの研

きるという制度があった．これのおかげで 28 歳のとき

究をすることにした．

から 2 年間，カリフォルニア大学バークレー校に留学で

ブレークしたことの一つは，触覚研究 [前野 97, 白土

きたのは素晴らしい体験であった．留学中に知り合った

07]．最初は研究費もないから，じっと手を見る．する

友人が言っていた．
「海外に住むと，価値観が線から面

と，指には指紋がある．そこで「指紋は何のためにある

に広がる」と．同感である．それまでは日本から見た 1

のか？」の研究をしたのが触覚研究の始まりだった．単

軸の価値観で世界を見ていたのに対し，直交した 2 軸目

なる力学的研究から，脳神経科学や心理学も含んだ研究

の見方を手に入れた後は，2 軸が張る面に価値空間が広

に，自分の研究範囲を広げるきっかけとなった．しか

がるのである．豊かである．これは，明らかにお勧めで

し，当時，触覚研究は地味だった．大学に移った 1995

ある．ここでの教訓は「異文化（海外留学など）を経験

年頃，ロボット系の学会の講演会に行くと，二足歩行の

せよ」である．

セッションでは教室が人でいっぱいなのに，触覚・力覚

著者が慶應義塾大学に移ったきっかけは，海外留学で

のセッションはガラガラ．当時は触覚研究者自体が少な

あった．一つには，留学中に行った超音波モータの研究

かった．大学の教員の懇親会で，有限要素法の有名な教

で博士号を取得したことが研究者の道を開いたこと．も

授に，
「どうすれば先生みたいに分野を背負う人になれ

う一つには，大学への偏見の払拭である．それまでは，

ますかね？」と質問したら，
「好きなことをしていれば

大学教授というのは世間を知らない変人だと思っていた

時代はついて来るよ」と楽しそうに言われた．有限要素

が，アメリカの大学では違った．アメリカの工学部教授

法は流行っているけれども，触覚に飛びついてしまった

は，学生を雇うために企業から多額の資金を得て来て研

自分には春は来ない．そのときはそう思った．しかし，

究をしなければならないから，優れた研究者であると同

やり続けているとしだいに活況を帯び，10 年後くらい

時にセールスマンでもなければならない．だから，変人

には人気分野の一つに．ここからの教訓は「流行ってい

というよりもバランス感覚があって弁の立つ人格者であ

ない分野にチャレンジせよ」
．イノベーションンは鶏口

る．世界から優秀な学生が集まっていて，1990 年頃の

牛後である．こつは，まだ地味だけれど，自分はワクワ

バークレーはすでに人種のるつぼだった．教授は留学初

クする分野であること．

日に著者に言った．
「一番優秀な学生は何も聞かないで
研究を進める学生．普通の学生は，聞きに来て一度教え

4．受動意識仮説の時代

るとできる学生．ダメな学生は何度も聞きにくる学生」
．
著者は優秀な学生になろうと思ったものだが，今思えば，

興味の赴くまま，しだいにアクチュエータ・センサか

世界中から優秀な学生を集めて来て放ったらかしておけ

ら，コミュニケーションロボットや感性，心の研究に軸

ば研究が進むというのは，教員から見ても楽しいシステ

足を移している頃に転機が訪れた．それは茂木健一郎氏

ムである．

への怒りであった．当時の茂木さんは，クオリア（意識

大学教員もやりがいのある仕事だと思うようになっ

の質感）についての本を何冊か出していたのだが，読ん

て，慶應義塾大学の公募を受けた．面接で，どんな指導

でみると違和感がある．失礼ながら，
間違っていると思っ
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た．そこで，世の中が間違いだらけになるのを阻止せね

れるというラッキー．これは幸せ以外の何ものでもない．

ば，と思って書いたのが初めての縦書きの本「脳はな

もう，生きているだけで幸せなんだから，これ以上，

ぜ「心」を作ったのか─「私」の謎を解く受動意識仮説」

やるべきこともないくらいに思っている時期があった．

[前野 04] である．要するに，人間の意識に上る自由意

しかし，あるとき，気付いた．幸せの研究をやり残して

志なんてものは幻想または錯覚であって，心なんて本当

いると．

はない．茂木さんは，逆に，
「意識のクオリアの問題は
謎中の謎」と言っていたから，真逆な考えだと思ってい

5．幸 福 学 の 時 代

た．本を書くために，心の哲学や脳神経科学の本を読み
あさった．学生にはロボティクスの指導，自分では心の
勉強．
茂木さんのおかげで初めての縦書きの本を 42 歳のと

西洋哲学流にいうと，受動意識仮説が哲学，幸福学が
倫理学に対応する．哲学とは「真理は何であるか」を追
究する学問，倫理学は「どうすべきか」を追究する学問

きに書いたのは良かった．一般向けの本を書くと世界が

である．
「である」から「べきである」は導けないから，

広がる．工学系研究者以外のありとあらゆる方々と出会

哲学と倫理学は直交した別の学問体系なのである．哲学

う機会ができた．30 代か 40 代くらいのときに自分の主

の中に，心について考える「心の哲学」という分野があ

張を本にすることを強くお勧めする．それこそ，つなが

る．そして，ここでの「心とは本質的に何であるか」と

りが創発するイノベーションのために．例えば，前野さ

いう問いに対する答えの一つに受動意識仮説がある．一

んの本に書いてあることは，ブルックス，ミンスキー，

方で「心はどう生きるべきか」という倫理学的な問いに

ヒューム，スピノザ，老子，ブッダと同じではないか，

答えようとするのが幸福学である．だから，
「心とは何

のような議論が巻き上がったのが面白かった．多様な議

か」という問いに決着がついても，
「心はどうあるべきか」

論は新たなイノベーションにつながる．敵だと思ってい

という別の範疇の問いは，当然ながら決着がついていな

た茂木さんとも対談 [茂木 08] してみたら意外と考えが

い．そこで，幸福学の研究を始めることにしたのである．

近くて友達になった．科学への理解は同じで，最後の解

また，最近になって気付いたのだが，仏教流にいうと，

釈のところが違うだけだったのだ．
ここからの教訓は，
「論文もよいが，若いうちに本を
書け．できれば一般向けの本を書け」である．
さて，受動意識仮説は思想としての仏教と似ている．

受動意識仮説が智慧，幸福学が慈悲に相当する．受動意
識仮説は仏教が会得した最終真理と相似形だという話は
先ほど述べたとおりだが，これが仏教でいう智慧である．
ところが，お寺に行くと，お坊さんは説教をする．感謝

受動意識仮説では，意識だと思っているものは幻想であ

しなさいとか，人のためになることをしなさいとか．こ

り，先行する無意識的な処理に追従すると考える．仏教

れは，本質的な智慧とは関係なく，仏教が生き残ってい

の根本原理の一つは無我であるが，本当は無我（私はな

くためにつくり上げた退屈なコミュニケーション手段な

い）なのか非我（私ではない）なのかという論争がある

のではないかと，著者は長く説法を疑っていた．しかし，

[石飛 05]．無我は「意識は幻想であって本当はない」に

受動意識仮説に基づいて「私達は幻想として生まれて来

対応しているし，非我は「意思決定などを行っているの

ただけでラッキー」と説明しても，多くの人は「まあ，

は意識ではなく無意識である」に対応している．よって，

あなたの言うことは言葉としてはわかるけれども実感と

ブッダが言っていたことは著者が述べていることと同じ

してはよくわからない」と言われてしまう．智慧を伝え

だと思う．脳神経科学のなかった 2500 年前に真理に到

るためには，それを腑に落ちた形で理解するための心の

達したブッダ，あっぱれである．

準備が必要なのだということがしだいにわかってきた．

ブッダは修行の結果，菩提樹の木の下で悟りを開いた

心を整えたうえでようやく悟りを理解できるのである．

が，著者も脳神経科学や認知科学の結果を本にまとめた

だから，智慧の前に説法があるのである．そして，説法

結果，ある種の極みに達した．何しろ，意識はない．
「お

の基本は慈悲．人々に感謝し，人々の安寧を願う心であ

まえはすでに死んでいる」である．あるようであるが，

る．これが幸福学に相当する．そういうわけで，仏教と

幻想なのであるから，これは，幸せである．何しろ，す

のアナロジーで考えてみても，哲学とのアナロジーで考

でに死んでいるのである．死んでいるのだから，死ぬの

えた場合と同様，著者が幸福学の研究を行うに至った必

も怖くない．死ぬのが怖くなければ，ほかの何も怖くな

然が説明できるというわけである．

い．すべては自由自在である．何十億年の進化の結果，

著者の行ったことは，多くの心理学者が行ってきた

何の因果か人間が自己組織化され，今生きる人の心とし

幸せに関する研究（well-being study，happiness study

てこの幻想だか錯覚だかを感じているラッキー．素晴ら

and positive psychology）の結果を多変量解析し，心理

しいではないか．
「生きているだけで儲けもの」という

学的幸福の四つの因子を求めた，というものである [前野

教訓．本当はないものがあるように見えているラッキー．

13]．幸せの四つの因子を表 1 に示す．

宇宙中にある原子と分子の一部が，たまたまあなたの脳

最近，幸せの経営学を始めた．経営コンサルも．幸

と身体を形づくっていて，100 年弱の間，夢を見続けら

せの因子がわかったので，これを満たして社員や社会を
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表1

幸せの四つの因子とその主要な構成概念

幸せの心的要因に関するアンケート結果を因子分析して求めた
四つの因子と，因子負荷量が大きかった四つの項目およびその
主な質問項目を示す．
第 1 因子 「やってみよう！」因子（自己実現と成長の因子）
・ コンピテンス（私は有能である）
・ 社会の要請（私は社会の要請に応えている）
・ 個人的成長（私のこれまでの人生は，変化，学習，成長に満
ちていた）
・ 自己実現（今の自分は「本当になりたかった自分」である）
第 2 因子 「ありがとう！」因子（つながりと感謝の因子）
・ 人を喜ばせる（人の喜ぶ顔が見たい）
・ 愛情（私を大切に思ってくれる人達がいる）
・ 感謝（私は，人生において感謝することがたくさんある）
・ 親切（私は日々の生活において，他者に親切にし，手助けし
たいと思っている）
第 3 因子 「なんとかなる！」因子（前向きと楽観の因子）
・ 楽観性（私はものごとが思い通りにいくと思う）
・ 気持ちの切替え（私は学校や仕事での失敗や不安な感情をあ
まり引きずらない）
・ 積極的な他者関係（私は他者との近しい関係を維持すること
ができる）
・ 自己受容（自分は人生で多くのことを達成してきた）
第 4 因子 「あなたらしく！」因子（独立とマイペースの因子）
・ 社会的比較のなさ（私は自分のすることと他者がすることを
あまり比較しない）
・ 制約の知覚のなさ（私に何ができて何ができないかは外部の
制約のせいではない）
・ 自己概念の明確傾向（自分自身についての信念はあまり変化
しない）
・ 最大効果追求のなさ（テレビを見るときはあまり頻繁にチャ
ンネルを切り替えない）
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足かせがあった．慶應 SDM に移ってからは，いわゆる
文系といわれる分野の研究もできる．では，やりたかっ
た幸せ研究をしよう，というわけで幸福研究が花開いた
のである．著者の場合はたまたま新しい組織に移るチャ
ンスにテーマも広げられたが，普通の研究者の場合は，
それぞれの学部，学科の壁があることだろう．それぞれ
のやり方で，それぞれの壁を越えられることを心から応
援している．
さて，慶應 SDM に移ったのをきっかけに広げた分野
がもう一つある．イノベーション教育である．こちらに
ついて次章で述べよう．

6．イノベーション教育の時代
2008 年に慶應 SDM に移る少し前から，スタンフォー
ド大学発のデザイン思考が流行り始めているのを見て，
気になっていた．デザイン思考はイノベーションのため
の方法だというが，自分はこれまで，日本発の発明であ
る超音波モータの実用化や，触覚研究という分野の発展，
受動意識仮説という新しい仮説の提案など，それなりに
革新的なイノベーションを起こしてきたという自負が
あった．だから，イノベーション・創造性についての教
育をもっと日本でも行うべきだと思っていた．
ちなみに，デザイン思考 [デイヴィッド・ケリー 04,

幸せにするような経営の研究である．幸せな社員はパ

ティム・ブラウン 04] とは，型にはまった開発サイクル

フォーマンスが高い，創造性が高い，欠勤率が低い，離

ではなく，FAIL FAST（どんどん失敗しよう！）を合

職率が低い，などの研究成果が多く発表されていること

い言葉に，観察（observation）
，発想（ideation）
，試作

もあり，今後は従業員幸福度を高める経営の研究が活発

（prototyping）を繰り返すことによって，
新しくイノベー

化するのではないかと考えている．

ティブな製品やサービスを生み出していこう，という

幸せの工学研究も行っている．幸せの因子を設計変数

ムーブメントである．スタンフォード大学の学部横断型

として満たすような製品やサービスの開発研究である．

組織 d.school（正式名称は Hasso Plattner Institute of

例えば，座っていると幸せになるベンチの研究や，住ん

Design）が発祥の地といわれている．実際，d.school で

でいると幸せになる町の研究，使えば使うほど幸せにな

は，学部・研究科を超えて，さまざまな分野の学生に対し，

る機器の開発など，さまざまな研究が可能である．

イノベーティブな製品やサービスを新たにデザインする

もっというと，製品・サービスの開発も，経営も，そ

方法を伝授し，多くの起業家や新製品，新サービスを生

の他の人の営みも，すべては本来人々を幸せにすること

み出している．大規模で，刺激的である．人間中心設計，

が目的であるはずなのに，陽に幸せを設計変数として埋

アジャイル開発，インクルーシブデザイン，アイディア

め込んだ仕事はこれまでされていなかった．本当は人を

ソン，ハッカソン，ワールドカフェ，ホールシステムア

幸せにしない仕事の仕方をして，一生かけて空回りして

プローチ，要求工学など，さまざまな分野の新しい息吹

いたかもしれないのである．これはむなしい．だから，

も，同じような時代の流れに即している．

ここからの教訓は「みんなのすべての営みに幸福学を！」
である．やるべきことはたくさんある．

慶應 SDM では，スタンフォード大学発のデザイン思
考と，MIT が強いシステム思考・システムズエンジニ

著者は，あらゆる人の営みに幸福学を埋め込むことが

アリングを取り入れた教育・研究を行うことを売りにし

著者の天命だと思うに至ったので，幸福学の時代は今も

ている．このため，慶應 SDM 発足当初に両者の先生と

続いているし，今後も続くと考えている．

一緒に授業をつくるという贅沢な機会をたっぷり得るこ

幸福学を始めたきっかけは，2008 年に，文理融合の

とができたのは，著者にとっても慶應 SDM にとっても

大学院，システムデザイン・マネジメント研究科（慶應

ラッキーだった．結論からいうと，どちらも，やってい

SDM）に移動したことであった．それまでは機械工学

ること自体は著者の知っている範囲内だと思ったが，さ

科に所属していたから，学生が皆，理工系の研究をやり

すがアメリカの一流校，教え方がうまい．まとめ方もう

たがった．だから，研究分野を広げるにしてもある種の

まい．システム思考，デザイン思考というネーミングも
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うまい．これらに学びながら慶應 SDM 流のイノベーショ

めに微力ながら貢献していきたいと思っている．すべて

ン教育カリキュラムを模索した結果，システム×デザイ

の出会いに感謝している．皆さんも，お幸せに！

ン思考というオリジナルの方法論をつくることができた
[前野 14]．ここからの教訓は「コラボするなら世界最先
端と」である．ありがたいことである．おかげさまで，
文部科学省の EDGE プログラム（グローバルアント
レプレナー育成促進事業，Enhancing Development of
Global Entrepreneur Program）において，
イノベーショ
ンと起業家育成を先導している研究科と位置付けていた
だき，さまざまな大学・研究機関・企業と協力してイノ
ベーションの方法論を広めている．
破壊的イノベーション・革新的イノベーションの秘訣
は，枠をはめない，殻にこもらない，常識を疑う，評価・
判断を早まらない，賛否両論のアイディアを重視する，
多数決禁止，感性・感覚に従う，素人の声に耳を貸す，
世の中をよく見る，どんどん失敗する，コ・クリエーショ
ン，セレンディピティーと創発，大義と理想を目指す，
などであろうか．型にはまった計画的プロセスや，ロジ
カルシンキング，クリティカルシンキングのアンチであ
る．
そういうわけで，近年最も力を入れていることの一つ
はイノベーション教育である．幸せな人は創造性が高く，
部分思考ではなく全体思考をできる，ということも知ら
れているので，実はイノベータ育成は幸せな人の育成で
もある．幸せの四つの因子を満たす人はイノベータでも
あるようなのである．それはそうであろう．
（1）夢や目
標や強みが明確で，
（2）多様な知人をもち，
境遇に感謝し，
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利他的で，
（3）前向きかつ楽観的に突き進み，
（4）人の
目を気にせず自分らしく生きる人．幸せの条件を満たす
人は，ハイリスクハイリターンの破壊的イノベーション・
革新的イノベーションに突き進めそうである．本稿 10
個目にして最後の教訓は，
「イノベータは幸せな人」
．皆
様も，つながりが創発するイノベーションを起こし，幸
せになってください！

7．お わ り に
アクチュエータ研究，ロボット研究，心の哲学研究，
幸福学研究，イノベーション研究という，著者の研究分
野の変遷に合わせて，著者の興味分野・専門分野の移り
変わりについて述べてきた．読者の皆さんにとって何か
得るものがあったなら幸いに思う．著者もまだ 27 歳（か
つては人生 50 年といわれたが，もはや人生 100 年時代
が近づいているため，年齢を 2 で割るとちょうどよいの
ではないかと思うので）
．今後もイノベーティブで幸せ
な人生を歩むとともに，平和で幸せな世界を実現するた
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