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「経済と機械」特別企画 メカライフな社長に聞く！

神鋼リサーチ（株）
代表取締役社長
1．はじめに
ふだん行っている研究が社会にどう貢献しているのか，
また企業経営とはどのようなものか，機械系のビジネスと
はどのようなものかをふだんから意識している学生はそう
多くない．本号のテーマである「経済と機械」に関連して，
今回は，神鋼リサーチ（株）で社長を務められている黒坂
俊雄氏に，
「メカライフな社長に聞く！」という趣旨で，
お話をうかがった．社長のお仕事や，経営者として重要と
感じていることなど，本誌学生委員の素朴な疑問に答えて
いただいた．

2．シンクタンクの仕事
メカライフ編集委員（以下，メカ） まず会社概要につい
てお聞かせ願えますか？

黒坂

俊雄氏

黒坂氏（以下，敬称略） 当社は鉄鋼メーカーである（株）
神戸製鋼所（以下，神戸製鋼）を親会社とするシンクタン
クです．主要な顧客としては，もちろん神戸製鋼が最も大
きい顧客ではありますが，そのほかに官公庁や NEDO（新
エネルギー・産業技術総合開発機構）などの官公庁と関わ
りのある組織，学会，自動車メーカーなどの民間企業とも
たくさん仕事をさせてもらっています．シンクタンクの仕
事って何をやっているのかよくわからないと思うのです
が，簡単に言うと，皆さんが研究で論文を書かれる前に研
究室の先輩の論文や他の分野での関連論文を調査するのと
同じです．たとえば，親会社である神戸製鋼があるビジネ
スを始めるときに他社の論文や特許からすでに同様のビジ
ネスはないのか，使えそうな技術はあるかなどについて調
べています．
メカ シンクタンクにもメーカー系や金融系などいくつか
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種類があると思うのですが，それらの違いはどのようなと
ころでしょうか？
黒坂 金融系シンクタンクというのは，世の中の経済動向
や経済政策に対する調査提言業務が主体です．対してメー
カー系シンクタンクは，文献や特許調査から研究テーマの
立案や技術のボトルネックなどを読み解いて提言する，と
いうことを得意としています．
メカ ここで働いている人はどのような人が多いのか，ま
た社長のキャリアについても教えてください．
黒坂 私自身はもともと熱・流体・伝熱に関する研究開発
を行っていました．開発現場から現在のような企画や運営
の仕事に移ったのは，もう 15 年ほど前です．私が開発に
携わっていたころの神戸製鋼は，とくに環境分野に注力し
ていました．世の中はマイクロガスタービンが流行してい
ましたが，私はマイクロスチームタービンによるエネル
ギー効率化を提案して，NEDO のプロジェクトに参加させ
てもらうなど，いろいろな経験をさせてもらいました．私
もそうであるように，この会社では研究開発の現場で経験
を積んでこられる方がかなり多いです．
メカ 具体的な調査の業務としてはどのようなものがある
のでしょうか？
黒坂 まず調査業務の方法ですが，文献調査やヒアリング，
ネット調査，アンケート調査，データベースにアクセスす
るなどです．学生さんが論文やレポートを書くときにする
下調べとかなり近いですね．また調査だけを行っているわ
けではなく，調査結果をもとに提案もします．たとえば，
国のエネルギー政策に関連した提言ですね．NEDO などの
ホームページに公募というところがあるのですが，最近で
は国の今後の原子力発電の技術開発のあり方やレアメタル
の確保に関連した調査など，さまざまな調査の公募が出て
います．これらの調査の実施では，国の機関や大学機関の
先生方と一緒になってプロジェクトを進めることもありま
す．このような技術に関わる政策提言では，経済を無視し
て技術に関する提案はできないので，専門ではない経済に
関しても頑張って調べます．ただ，提案するにも競争相手
がいます．競争相手よりよい提案をしないと採用されませ
ん．これは建築のコンペティションと同じですね．要件を
提示されてそれに対して提案書を出します．たとえば，将
来の電池材料開発をどうしたいという要件に対して調査を
行い，その結果からこういう方向性で開発すべきですとプ
レゼンするわけです．
メカ 調査の仕方としてネットで調べるとかありました
が，極秘情報はどのように調査するのですか？
黒坂 スパイのような際どい仕事をしているわけではない
ので，極秘情報というのはないですね（笑）．ないものは
ない．しかし，欲しい情報そのものはなくても，その周辺
情報を集め推測することはできます．昔ソビエトが鉄の
カーテンで覆われていたときに，内部の軍事組織図をピ
タッと読み当てた素人がいたという話を聞いたことがあり
ます．その人は冠婚葬祭などの出席者の序列を調べ，人間
関係に見当をつけたそうです．このように情報の核心がな
くても，その周辺情報を集めるための切り口を考えたり，
その計測手段の開発をしたりもします．
メカ 調査も奥が深いのですね．調査がうまくいかない場
合もあるのでしょうか？
黒坂 もちろん調査した結果，顧客の欲しい情報がない場
合もあります．そのような場合は，欲しい情報そのままで
はないけれども，この情報は相関がありますとか，この調
査方法ならばある程度は見つけられましたという話をする
わけです．その意味では，顧客とのコミュニケーションが

非常に重要となります．調査の納期の日にごめんなさい，
ご依頼の情報はありませんでした，
では話にならない（笑）．
顧客も自分たちでは調べられない難しい仕事とわかって依
頼してきているわけです．顧客と密にコミュニケーション
を図って，このやり方ではここまでの情報は見つけること
ができましたがもう限界だと思う，次のステップは別な方
法を採りたいと言えば，ではそのやり方で今後やりましょ
うという話になる．
また，
欲しいのはそんな情報じゃなかっ
たというようなこともあります．これは現代社会に共通す
るかもしれませんが，顧客自身が何を欲しいかわかってい
ない場合です．そもそも何が欲しいかわかっている場合は
自分たちで探すでしょうから，何が欲しいかわからないけ
ど，何かもやもやする．これを解決するものは何かありま
せんかという感じで，顧客が欲しいものを明らかにするプ
ロセスも重要です．
メカ 何かしっくりこないことがあるから，それを解決す
るための取っ掛かりを探して下さいということですか？
黒坂 そうですね．これを調べて下さいというのが明確な
顧客はどんどん減ってきている．顧客の言うとおり調査し
たのに，その結果を使ってもらえないこともあります．調
査にも数箇月かかるわけですが，調査している間に問題の
本質は別にあったと気づく場合もあります．
メカ 調査期間が数箇月ということですが，顧客とのコ
ミュニケーションはどれくらいの頻度ですか？
黒坂 月に 1 回くらいでしょうか．国の大規模な調査では
1 年間かかることもあります．そのような場合でも少なく
とも月に 1 回は進捗報告や進め方の議論を行います．
メカ 月に 1 回で十分なのでしょうか？
黒坂 定期的なものは月 1 で十分ですね．ただ緊急時はそ
れ以外に電話やメールなどで連絡を取り合います．打ち合
わせの頻度はプロジェクトごとにまちまちですね．
メカ 先ほど，調査結果を建築のコンペのように提案して
いくとうかがいました．コンペで勝つためには，会社ごと
によい提案にするための色づけが必要なのかと思うのです
が，その意味で貴社の強みはどこにあるとお考えですか？
黒坂 まず社員に研究開発経験のある人が多いということ
ですね．たとえば，研究機関の研究者はもちろん最先端技
術に対して調査をしておられますが，技術を製品化したと
きの損益の計算だとか，そのような実務に関わる調査には
われわれ企業のほうが強いと思っています．また，そのな
かでも調査を行う社員に，機械と材料双方の知識があると
いうのは明らかな強みです．
メカ ひとつの調査案件にはどのくらいの人数が関わって
いるのですか？
黒坂 多くの人数が議論に関わると知識が深くなる半面コ
ストもかかります．プロジェクトリーダーは案件ごとにい
ますが，基本的には 1 人か 2 人で担当し，必要なときに他
のプロジェクトからメンバーを割り当てます．
メカ 担当者の割り当てはどのように決めているのです
か？
黒坂 やりたい人が挙手してくれるのが最もよいのです
が，基本的には過去の実績をもとに専門が近い人を優先的
に割り当てます．しかし，できる人はなんでもできてしま
うので，仕事が集中してしまいます．なるべく仕事が過多
にならないようにはしますが難しいですね．プロジェクト
への人選でよい方法があったら教えてほしいくらいです
（笑）
．
メカ やはり人材配置がいちばん難しいのですね．
黒坂 そうですね．どの企業・組織でも人材に対しての悩
みはあると思いますね．
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3．社長の仕事，経営者とは
メカ 社長の仕事とはどんなものですか？
黒坂 社員が働きやすいように，会社の方向性を決めてい
くことですね．そのために，社員と懇談する時間を多く作
り，彼らが考えていることを理解する．そして，彼らの考
えや仕事に対する思いと社会の動向とを照らし合わせ，両
者に極端なずれが生じることがないように見守ることが私
の大きな役割です．社員の考えと社会の動向とにずれが生
じてしまったときには，会社の方向性をやんわりと修正し
ていきます．ただ，私の独断で会社の方向性をいきなり変
えるようなことは滅多にありません．社長が，「今はこれ
をやれ，終わったら次はあれをやれ」などといちいち指示
を出していたら，社員は混乱してしまいます．だから，あ
る程度見守ることが大切だと思っています．学生さんも，
指導教員の先生からいちいち指示を出されたら混乱するで
しょ？ それと同じで，社員に自分で考えて行動する機会
を与えることが必要だと考えています．
メカ 社長の細かな指示で社員が動いているものだと思っ
ていました．
黒坂 そうですか？ 企業経営に関してはいろいろな考え
方があるので，私の考え方は一つの例だと思って下さい．
私としては，極端な話，社長がいなくても会社の業務が円
滑に進むようになってほしいと思っています．社員一人一
人が仕事のことを考え，互いに議論しながら会社の方針を
決めていく，というのが理想です．というのも，変動が激
しい今の世の中を，社長の指示だけで乗り切ることはでき
ないと考えているからです．社長の指示に従って，全社員
が同じ方向を向いて仕事をするというのは，方向性を間違
えたときに会社の存続に関わる大きなリスクとなりかねま
せん．重要なのは，会社の構成員が異なる意見をぶつけ合
い，妥協点を見つけながら一つの方向性を見いだすことで
す．そのなかで，社長の指示が効果的に働くこともあれば，
邪魔になることもあります．
メカ 社長がいなくても業務が円滑に進んでしまうと，社
長の仕事がよくわからなくなります．
黒坂 社長がいなくても会社の業務が滞りなく進むという
のはあくまでも理想であって，実際はうまくいかないこと
が多いです．だから，そういう理想に近づけていくこと自
体が，社長の仕事だと思っています．私や社員がやりたい
こと，神戸製鋼本社や株主が求めていることを達成できる
ように，さまざまな立場にある人の意見を聞きながら，会
社の方向性をやんわりと舵取りしている．とくに，社員が
やりたいことに挑戦できる環境を作ってあげたい．そのた
めには，仕事の内容や人事を調整したり，組織の仕組みや
評価方法を変えたりすることが重要となります．会社の構
造やルールに関わることは，トップダウン的に決めていっ
たほうが効率的なので，組織改革も社長の仕事ですね．
メカ 会社を理想に近づけるためには，多様な意見を取り
入れることが重要なのですね．
黒坂 そうです．やはり，人間社会で生きている以上は，
人との関わりは切り離せません．これは，社長だけでなく，
すべての人に対して言えることです．人と人とのコミュニ
ケーションが重要です．もちろん，これは学生さんにも当
てはまることだと思います．大学やサークル，研究室といっ
た小さなコミュニティで人間関係を完結させるのではな
く，外に出て行って，多くの人と話す機会を積極的に持つ
ことが必要です．そうすることでさまざまな価値観にふれ
ることができ，深みのある人になっていけると思います．
メカ 人との繋がりを強くするために，心がけていること
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はありますか？
黒坂 日本機械学会を始めとする専門技術集団や，関連す
る企業が集まった業界団体が開催している会合がたくさん
あるので，積極的に参加するよう心がけています．そうい
う会合には，自分と似た立場の人や同じ問題意識をかかえ
ている人たちがたくさん参加しています．だから，そうい
う場で議論し合ったり，ネットワークを構築したりしてい
ます．そんなことを続けていると，会合で知り合った人か
ら，
新しく委員会を立ち上げるので委員になってくれとか，
国の機関の相談員をやってくれとか，さまざまな依頼が舞
い込んでくるようになります．人とのネットワークが，ま
た新たな人との出会いを生み出してくれる．人との繋がり
やコミュニケーションを大切にしておくと，好循環が生ま
れて，物事がうまく回りやすくなります．だから，私は頼
まれた仕事はなるべく断らないようにしています．
メカ 逆に断る仕事というのはあるのですか？
黒坂 正直に言うと，舞い込んでくる仕事のなかには，雑
用ばかりで面倒なものや会社の業務と一見すると関係のな
いものもあります．だけど，自分が納得できるような仕事
であれば断らないですね．若い頃は私自身が研究者でした
から，自分の業務と関係のない仕事はあまり引き受けたく
なかったです．研究がしたいですからね．その考え方が，
社員という立場から経営者という一段上の立場になって変
わりました．経営者の立場になってからは，「面倒な仕事
だし，自分や会社の得にはほとんどならないけど，国のた
めになりそうだったり，業界の活性化につながったりする
ならやってみよう」という気になった．自分のなかで仕事
の大義名分がはっきりしていて，仕事の目的や趣旨を自分
自身が納得できるようなら引き受ける．断る仕事というの
は，自分で納得できないものですね．
メカ 仕事を断らないでいると，ご自身の業務がおろそか
になりませんか？
黒坂 それは気をつけないといけない点ですね．当然，本
来の業務が優先ですし，本来業務での責任のある範囲は絶
対的です．その前提があるので，本来の業務以外には時間
が割けずに迷惑をかけそうな場合は，
断る場合もあります．
しかし，仮に仕事を受けすぎて，仕事の質が下がれば，私
の評判が落ちます．そうなると，仕事は舞い込んでこなく
なるというメカニズムも働きます．ですから，本来と違う
業務の量はかなり自動的に調整されます．一方で，本来以
外と思っていた業務が後々，間接的に本来業務にプラスに
なる場合も経験します．そんなことから，世の中うまくで
きているというか，断ることもあるけれど，原則断らない
ということでも，かなり自動的に調整されてある水準に収
まるように感じています．
メカ 人とのネットワークを大切にするために，若いうち
からできることはありますか？
黒坂 先ほども言いましたが，いろいろなところに出かけ
ていって，さまざまな人と話してみることです．最近の若
い人は，良くも悪くも大人しく，保守的なところがあると
感じます．若いうちは失敗してもいいから，いろんなこと
に首を突っ込んでみるのがよいと思います．学生さんも学
会で研究発表をしますよね？ ほとんどの場合，そういう
講演会では懇親会が用意されています．学生だから，知り
合いがいないから，と懇親会を敬遠するのではなく，積極
的に懇親会にも参加してさまざまな人と話して自分を売り
込んでみてください．きっと，あなたに興味を持ってくれ
る人がいます．私も懇親会で 10 分くらいしか話していな
いのだけれど，とても印象に残っている人がたくさんいま
す．そういう印象に強く残った人と後になってから連絡を
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取り合うと，やっぱり面白い話ができます．
メカ コミュニケーション以外にも経営に必要なスキルや
知識があると思います．経営のノウハウはどうやって学ん
でいるのですか？
黒坂 世の中には MBA や経営学のノウハウ本など，経営
のイロハを学ぶチャンスがたくさんありますよね．そうい
うものを活用して知識を吸収することはもちろん大事で
す．ですが，実際には本に書いてあるようにうまくはいか
ないときがあります．経営のノウハウは，人から伝え聞い
たり，座学で勉強したりしただけでは習得できるものでは
ないと考えています．実際に社長という立場になり，経営
の中心に腰を据えて問題に直面しなければわからないとこ
ろがある．経営者という立場で，いろいろな失敗を経験し
ながらノウハウを積み重ねるしかないと思います．
メカ やはり，経営者というのは責任が大きいですか？
黒坂 そうですね．社員やその家族の生活を支えているの
で，責任は重大です．社員だったら仕事がうまくいかなく
ても解雇されることはあまりないです．だけど，社長が失
敗すると会社の存続の危機に陥ることもあれば，社長が解
雇されることもある．社長は会社の最後の砦ですから，重
圧があります．そういう重圧のなかで会社を維持していく
ためには，責任感が重要になってくると思います．責任感
が原動力となっているからこそ重圧のなかでも行動が起こ
せると考えています．だから，私は偉くなって金持ちにな
りたいとか，よい暮らしをしたいとか，そんな気持ちはあ
まりないです．会社のトップを誰かがやらないといけない
から，自分がやっているだけ．責任感です．

4．工学研究と経営の関連
メカ 研究者も経験し，経営者も経験されていますが，工
学研究と経営との間に共通点はありますか？
黒坂 工学研究は，無意識のうちにゴールを定めるものだ
と思います．皆さんも，大学の学位研究を遂行するうえで，
研究目的（ゴール）を定めていますよね．経営も同じで，
ゴールを掲げて，それを達成できるように努力していく．
そのゴールが短期的であったり，長期的であったりはしま
すが，ゴールを見定めているという点は研究と同じですね．
ただ，違う点もあります．研究は一つのことを突き詰めて
いって，問題を解決しながらゴールへ突き進んでいきます
よね．一方，経営の場合は，一つのことを突き詰めるだけ
ではうまくいかない．世の中の流れや会社の方向性，社員
の特徴などいろいろなことを把握しながら，ゴールを目指
さなければならない．人間社会や会社をシステムと捉えれ
ば，経営はシステム全体の最適化というイメージですね．
たとえば，ある製品を作ろうとしたときに，生産設備を整
えたり，製品を世の中に普及させてビジネスとして成立さ
せたりすることを考えなければならない．そこには必ず人
間が介在している．経営は人間を相手にしているので，工
学研究よりも人間ファクター（感情のファクター）が強く
なると思います．人間ファクターが強い分，合理的にはい
かない．力学にエネルギー保存則というのがありますが，
経営にも，人間関係のエネルギー保存則みたいなものがあ
る．世の中の流れや会社の方向性を意識しながら，それら
をとりまとめて会社全体として丸く収まるようにしていく
ことが必要となります．どれか一つを強めれば，ほかが弱
くなってしまう．だから，すべてがほどよくなるように最
適化していくことが求められます．

5．若者に向けて
メカ 機械系の学生がこれから社会に出るうえで，学んで
おくべきことや経験すべきことなどあれば教えてください．
黒坂 今の学生は勉強していないという話をよく聞きます
が，
全くそんなことはないんですよね．
むしろ私が学生だっ
た時代よりもしっかりやっていると思うほどです．学業の
面からいうと，工学の基礎はいろいろなものを吸収するた
めにもやっておいた方がいい．基礎がしっかりわかったう
えで，自分の頭で考えて自分で責任を持ってやっていくと
いうことを繰り返していくと自分の引き出しも増えるし，
判断力もついてくると思っています．そして，必要であれ
ば何歳になっても勉強して補っていく．今から焦って，い
つか必要になるだろうと思って何か勉強しておこうとして
もきっと忘れてしまうから，必要になったときに経営のこ
となどは勉強していけばいいと思います．経営の面からで
あれば，そこまで勉強を強く推していません．機械の基礎
的な力学があるのと同じように人間関係の力学もあるか
ら，そういうものを学ぶチャンスはいろんなプロジェクト
に参加したり，チームと一緒に何かを達成したりするとい
う経験のなかで勉強になることはたくさんあります．なの
で，皆さんがそのようなチャンスがあるならばプロジェク
トのなかでアウトプットを出すにはどうすればよいか，自
分が担える役割は何かなどを考えてもらうと勉強になると
思います．

6．おわりに
エンジニアとして，そして経営者として会社全体を見渡
し，社員ひとりひとりに目を向ける黒坂氏は，経営のこと
がわからないわれわれにも温かく丁寧に，またわかりやす
く説明して下さった．この場をお借りして，黒坂氏に感謝
申し上げます．ありがとうございました．
（メカライフ編修委員 武藤恵太・酒井康徳・富山好子）

本インタビュー記事を含め，メカライフ特集号の学生
企画（メカライフな人々，訪問記，留学生通信など）
はホームページで一般公開しています．
過去のアーカイブも是非ご覧下さい．
メカライフ学生企画 Web ページ
http://www.jsme.or.jp/mechalife/jp/student/index.html
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