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27胆粗モノづ＜リを取リ讐く傲
20世紀末に見えてきた地球の危機と文1r芦1の森劉、よ．

あることを示している。モノづくりの企業亡。、

害FiO紀士1㌔人幼にと■〕てキー」ソイE打亡で

㌢；1

．てきて

いる。これらを受けて、当初の特集企画は「新世紀のモノつくり伺一㌧1巻く1蓑1葦を大子・11膏11す

る」というものであった。さまざまな視点から、2r世紀を予測して二こ、らうということた＝■

た。しかし、実際に寄稿された原稿は、20世紀に見えてきた課題を真夷1」に受け止め．

もとれもが簡単に解決できないことを示唆するものぱかりであった、，

そこ

〔

しか

斗」1緊o二1タイ

トルをr21世紀モノづくリを取り巻く視点群」とした。
21世紀は、課題を覚悟し責任を圭寺って解決していく世紀だ。本特藁では、その；昇≡匙の中
からと＜にモノづくりに関係が深いさまざまなテーマを、それぞれのオーソリテー・f

、勺憎潔

に解説し、慧見を述ぺている。これらの別々に出されている視点は、実は互いに関1弄引寺

1」

た認識の仕方である。もはや、エンジニアが技術のことだけを視野に入れている世キ；l1lは午三

焉した。テーマはとれも奥深く、短いぺ一シで表しきれるものではないが、そこにrユめら
れたエッセンスは、覚悟を決め、淡々と実行していこうとする認識に役立つものである回
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欧州の環境規制は、明確に欧州企業の強化戦略として
とらえられている。これに対し、日本は環境要素技術と
いう点では欧米に引けをとっていないが、日本のアジア
を含めた環境戦略が明確でないという指摘がある。循環
型社会に向けて何が本当に必要であろうか。

循環型産業への構造転換が必要であること

水準を40％．卜回っているといわれる、、しかもそ

れは、世界入□約6（〕億人の20％に過ぎない先進

国の人間が、資源の80％を消費している結果で

ある。1人当たりの資源消費水準は、先進国と
途上因の問の格差は16倍ともいわれている。

は、誰もが認めている共通認識である。しか

ここに避けがたい甫一ヒヰ各一差の問題がある。開

し、その実現への道は決して容易ではない。本

発途上国の人口は、今後50年の問に現在の48億

稿では、あえてバラ色の夢を描くのではなく、

人から78億人にまで土曽加すると予測されてい

むしろその厳しい現実を整理することで、その

る。このような危機的状況を回避し、持続可能
な水準にまで資源消費を 下げるためには、現在

実現の手がかりとしたい。

の経済活動によって消費される資源を極力減ら

7

していくしかない。すなわち、資源生産性を極

循眉璽社会への露題

限まで低下させる必要がある。

地球が破減に向かうのではなく、持続的発展
を続けていくためには、「消費者の環境に対す

一一方、0A化による紙の使用量の爆発的な増

大に見られるように、ここ数年の急速な情撒

る高い意識」「地球規模でのグローバルな環境保

化、知識集約型への産業構造の転換も、短期的

全」「地域規模でのローカルな環境保全」「脱物質

視点ではむしろ資源消費の絶対量の増力1］に結び

化による資源生産性の向上」「循環型産業への投

付いている。資源生産性・環境効率のみの向上で

資の集中」が不可欠である。

は、リバウンド効果を避けることができない。

が見え始めているとともに、避けがたい矛盾が

製造拠点を海外にシフトしつつある口本の製
造業が、サプライチニ・一ンのグローバル化を進

ある。たとえば、「消費者の意識の世代間の

めるにつれ、環境マネジメント白体のグローバ

ギャップ」「先進国と途上国との確執（南北間題〕」

ル化が必要となっている。ここに南北問題につ

「環境効率の上昇によるリバウンド効果」「循環型

いての大きな摩擦の原因がある。先進国でのさ

産柴ビジネスモデルの未成熟」などである。

まざまな基準が途上国では通用しないため、た

しかし、・いずれにしても、いくつかの解決策

人類の資源消費は、すでに地球の環境保全の
10
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とえば白付基準での廃棄の管理が、一歩工場を
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出た途端に意味をなさなくなるといった問題で

図表一12つの持禰可能な発展の経路

ある。

10・16パプル（棚艘かさ）

消費水準を適正な水準にもっていくためのモ

一部の先進国

デルとして、最近、東京大学の山本良一は途上
国の消費水準の増加を許容したうえで、2050年

20革紀型

に地球全体として持続可能な水準に収束させる

経済成長

10

ための試算を発表している。これによると、先

霧酸、鰯錯隠吋

進国でファクター8、途上国で約1．9倍の経済成
長を許容する繕果となっている（図表一1）1〕。

これは、どこまで資源滑費水準を変えていく

必要があるかを示したモデルの1例である。先
進国と途上国では資源消費水準に、16対1の格

脱物質化．
持繍可能発展

轟

スピリチユアルな回心

1

繍可鱗農
貧乏

多くの発展途上国

溝賛な生渚

生活の質、福祉水準

差が存在する。先進国は16からファクター8（資

共有化が必須であり、これなくして日本の動脈
産業と静脈産業のリンクもあり得ない。
新しい動きとして、「制定が相次いでいるグ

源生産性を8倍にする）で水準を下げ、途上国は
1から1．9への成長を許容して、2050年に持続可

能な水準に収束するというシナリオ芯

リーン調達法などの環環関連法とエコプロダク

2

胴竃賞のビジネスモテル

トのランク付け」「環境配慮度を考慮しっっ原
価・原材料を管理するマテリアルフローコスト
会計」「製品のライフサイクル全体においてコス

これまでの製造業においては、製造プロセス
の効率向上とコスト削減（リーン化）は極限まで

突き詰められている一方で、使用過程、メンテ

トを計算していこうとするライフサイクルコス

テイングなどの環境会計の手法」「投資面からこ

ナンス、リサイクルなどのリーン化は、ほとん

ど行われていない。

れらを評価するエコファンドの動き」などがあ

る。これらの特徴は、利益を追求する経済活動

ライフサイクルデザインとは、製品（人工物）

に関わるモノ、エネルギー、価値、情報のライ

と環境保全活動を矛盾することなく活性化し、

情報を定量化して公開することである。従来、

フサイクルにわたる循環を設計・管理すること

日本では不得意であった部分に新しい光を差し

と定義されている。これを製造業の基盤技術と
して、サービスを含めた製品製造とライフサイ

ている。
ローカルな技術分野・事業分野・産業分野か

クル管理を取り込むのが、資源生産性を極限ま

らのボトムアップの活動は、グローバルな視点

で高める新しい製造業の可能性と考えられる。

からは矛麿することも多いが、循環型産業の成

これを実現するために、さまざまな基盤技術

立のためには南北問題などの矛盾点を解消する

が必要とされるが、それは必ずしも物理現象を

のに必要な第一段階（個人的には2010年頃まで

極める製造技術とは限らない。むしろ寿命予
測、劣化診断、品質保証といったメンテナンス

と予想する）では、まずは加速する必要があろ
う。その聞に受け入れやすい体質になった土壌

工学の範ちゅうに入る技術は、情報の流通と共
有を可能にする社会システムやユーザーの意識

においてはじめて、社会エコデザインによる経
済活動とでもいうべき、ライフサイクルデザイ

とも関係が大きい。すなわち、製造業の枠だけ

ンを中心とした産業が育つことになろう。

で閉じない企業間の達携や、ユーザー、自治
体、販売・流通、リサイクル業者といった各層
のステークホルダー（利害関係者）の間の情報の
P・anl
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持竈可帽な纏済清oへの慎索②

1■一｛

［i．二

新エネルギーの醐発と実用r化
●北村敦司氏プロフイル

北村敦司・凶蜘s〃焔ねmu胞
邸帥緯爾属葦・

→十

＝＝．・

、

ルキー庁長宮冒房省コ〔辛ルキー員油倫替耳、ネ・ルキニ対藁．．
、 ．撃ド霜辱壬箪7隼から莱国韮イ沙シイ夫挙へめ留掌を纏る・

1∵麟鰯総j鰯繊働

歯調整紅ネル牛企圃室

・1…・

寸991葺 駒釈大学・文学部．璽更学科肇業o92箏 糧
産省に入省直申小企業行指導馴こ砺属。9 峰 資源エネ

．．

化石燃料に変わって、新エネルギーへの期待が日に日
に高まっている。しかし、その普及拡大はなかなかむず
かしい状況だ。本稿では、新コニネルギーへの取組み状況
と現在見えている課題が簡潔に説明されている。本誌読
者のエンジニアはそこに何を読みとるであろうか。

そのため、1998年10月に改訂された政府の
1■長期エネルギー需給見逓し」においては、」次
エネルギー供給に占める割合が1．1％（96年度実

績）であった新エネルギーの割合を、2010年度
に約3倍の3．1％（1910万原汕換算kL）まで拡大す
ることをH標としている（図表一1〕．

7新エネルギーの重要牲
近年、太陽光発電などをはじめとする新エネ

2

普及拡大への露題

ルギーが注目を集めている。新エネルギーとは、

①太陽エネルギー、風カエネルギーなどの再
牛可能エネルギー
②廃棄物発電などのリサイクル型エネルギー

③クリーンエネルギー白動車や燃料電池など
の従来型エネルギーの新利用形態

新エネルギーの普及拡大に向けては、克服し
なければならない多くの課題がある。

①重点的な導入促進策・技術閉発の展閉によ
り、新エネルギーの設備コスト・発電コスト

は低下してきている。しかし、現時点では既
存の電源と比較すると依然として高コストに

などの総称である。

政策的に見れば、新エネルギーは日本のエネ

あること

境保

（21太陽光・風力などの白然エネルギーについ

全、エネルギーセキュリテイ、経済成長）の同

ては、物理的限界が存在するとともに、適切

時達成に資するものである。のみならず、夏

な白然条作などを備えた立地地点の確保に限

季・昼間における電力需要ピークの低減など、

界があること

ルギー政策の基本である3つのE（地球環

③白然エネルギーは日照や風況などの白然条

いっそうの負荷平準化が可能となる。

また、既存の系統電力に依存しない自立型の
電源として、さらには災害時におけるライフラ

件に発電能力が左右されるたダ）、安定的な電

力供給の確保が困難であること

イン施設・設備などの緊急用電源としても活躍

といった諜題が存在する、、

が期待される、、そして、その導入の意義はきわ

こうした課題に村し、

めて高いことは議論を待たないであろう。
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①初期需要の創出による市場の白立化を目指
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図表一r

新エネルギー導入実績と目標およびその達成に向けた考え方

1999年6月に改正されたr長期エネルキー需給見通し．1における新
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どを図り．犬o理λを目指す

都市閨発、工鵜などにおけ巷大型プロシュウトを推進す
畳とともに 小型の民生用コーシtネレーションの甚及
を固る

技術開晃を促進丁るとともに標準化 安全などの基壁を
塾備」、定口型峨料電池の実用化、普屈を促進す者
出與1総含エネ」」ギー調査全新工一早．lL・土一部芸賓料

r996年副刀新エネルキー導入賜旧85万kL1に占他る雪≡」盆
1注2，

20「O年窟O新エネルキー・導入目轄1「910万一L〕＝占める盲「」台

20rO年冨の目揖傭か1996年度末至続値の1司倍に冊当する汀を表1．、た七■刀
！一圭4

199ア生害山康霊物尭霜の≡量備容蜴が前年冨比丁一展一；

二、■いるのは

賞定力式を見直した■二となとによる

ウ㌧■一二■エネ■Lキー自勘車とは．電気自動壷1ハイプ！」1Iト聖看童む．

天然力、足目動車．メタノール自軸壼を帽L． ……た上記てはナ■一セル代習LPG車1刎踵も含的τ［．・る

した導人促進施策の実施

こうして、新エネルギーを巡る動きは急激に

②低コスト化・発電効卒の［｛1」トのための技術
開発の推進

人きな流れになりつつあるといえる。
それでは、新エネルギーの斗1で注Hを集めて

③安定的な電力供給確保のための蓄電池など
の技術開発への収組み

いる太陽光発電と風力発電を例にとって、現状
と今後の見通しを見てみたい。

など、行政サイドからさまざまな施策の展開が
あった、，

これに力1

1えて、電力会千

1＝による余剰電力の買

3太陽光勇昏

収り制度の実施、さらに環境問題の高まりを背

3−1太陽光発電の特徴と現状

景とした民問企業や個人消費者レベルでの積極

・人陽光発電は太陽光を直接電気エネルギーに

的な導人が進んだことにより、ここ数年で新エ
ネルギーの普及は急速に拡人した、、

変換する発電方式であり、

二iクリーンで偏在性がなく、地球上のどこの
Plan1EngineerJan．2001
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地域でも利川が可能であり、騒音もなく特段

の保守を必要としない

日本における導入量は、96年度実績が1．4万
kWであったが、99年度には8．3万kW（暫定伯）と

②発電効率が規模と関係しないため個人住宅
用の小規模なものでも一定の電力が得られる
③電力需要がピークとなる昼問に発電最が増
加するという、ピークの低減効果を有する

なっている。

政府の風力発電の導入目標は2010年度で30万
kWであるが、その導入目標の上方修工1三を求め

る声も大きい。また、発電コストも水力発電と

などの特徴を持つ重要な新エネルギーである。

ほぼ同じである1トi6円／kWhまで低下してき

政府は2010年度で太陽光発電の導入量を500
万kWとする目標を掲げており、99年度の導人

ている。

量（暫定値）は20．5万kWで世界一の導入規模を

らの余剰電力買取りを行っている。98年から導

誇っている。

入された長期契約電力購人メニューにより、約

93年から電力会社が白主的に風力発電などか

また、わが国の太陽電池の生産量は99年度で

15年問もの長期間にわたり、一定の価格での買

80MWと世界の約4割を占め、アメリカをしのぐ

収りが保証されるようになった。このため、同
の設置助成制度と相まって、風力発電の導入に

世界一の規模となった。

弾みをつけている。

3−2

太陽光発電の課題

現在、過去25年以上にわたる技術開発により

コストは大幅に低下した。しかし経済性につい

4−2風カ発電の課題
最近の傾向としては、事業用風力発電を中心

ては、98年度の発電コストが71円／kWhと家庭
用電力料金の3倍弱程度と試算されており、
いっそうの普及拡大のためにはコストダウンが

つある。しかし、今後の普及拡大に向けては引

課題となっている。

き統き製造・設置にかかるコストの低減を進め

に大規模集約化や風車全体の大型化が進み、そ

のスケールメリットによるコスト低減が進みつ

また、太陽光発電の「屋根葺き材」としての建

るとともに、自然条件による出力の不安定性を

築基準法に基づく認定は、太陽光発電メーカー

克服するため、系統連係時の系統安定化や、太

と住宅メーカーとの連係の強化を促し、ますま

陽光発電と同様にバックアップ用の蓄電池の開

す普及拡大に向けた弾みがついている。しか

発を進める必要があるといえる。

し、今後コストダウンに資する量産化技術や変

換効率の向上を目指した技術をはじめ、建材一

以上、新エネルギー全体を取り巻く環境と、

体型モジュールの高機能化や電力の安定供給を

主要な新エネルギーについて現状および今後の

可能とする蓄電池などの技術開発の推進が求め

課題を述べてきたが、新エネルギー全体が脚光
を浴びて普及が進んできているものの、経済性

られている。

や個別の技術的課題など克服すべきハードルは
まだまだ存在する。

4風カ発雪

しかし、21世紀を迎えた現在、地球環境間題

4−1風力発電の特徴と現状

は人類が永続的にその活動を続けるためにクリ

風力発電は無尽蔵な風カエネルギーを活用す

アしなければならない最重要課題である。その

るクリーンな発電形態である。とくに大規模化
によるスケールメリットがあることから、新エ
ネルギーの弓111では地方公共団体や民問事業者に

解決の1つの手段である新エネルギーの導入
は、まさに人類に対する時代の要請である。
よって、引き続き官民が協調して技術開発の推

よる事業化・商業化が近年もっとも進んでいる

進と普及促進に当たり、新エネルギーをより身

ものである。

近な存在としていくことが重要なのである。
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先行投資としてのメンテナンス
大島榮次

印0洲脇

○犬島榮次氏プロフィル
■：∴ 」≒≡1≡、、 「
1962年鯨夫学一工靭応鰍翻卒業右7蹄、：1…
鯨工業樽・鰯鱒有脚麟鰍躰学・工≡学擁
≡

鯨工数掌磯教授

∴、≡．

，當工靹繊・蜂伺稽嫡醜証カス保妻

■；．≡■；三・．．．・．

．．．．

＿■二三

．

．三

持続可能な経済活動に対するキーワードに、メンテナ
ンスをあげる声が大きい．、しかし、「安けれぱ

よい」とい

う認識では、メンテナンスを使って文明の持続に貢献す
ることはできない。のみならず、企業の全体最適に貢献
することもできないのだ。

現在の祉会構造が持続不1rl

蛾禽・＝参与も事散謂賛■のエキ刃＝零一

．誰奨書とレて知られるd

能になるのではな

トでもある口RCMの

．

が成、シ1するためには、エネルギーの消費速度と
内1生速度とが見合っていることが前提になる．

次の問題としては、なぜ供給速度が問一題にな

るほどエネルギーが必要なのかということがあ

る。省エネルギーが叫ばれながら、なかなか実

いかと懸念される大きな原因として、エネル

効が．．1二がらないのは、利便性を犠牲にしてまで

ギーの枯渇があげられる．化石燃料は何億年と

エネルギー亨尚費を抑制するだけの価格．ヒのイン

いう年」1をかけて地球上に蓄積されたエネル

センティブが存在しないことによる。炭素税や

ギー源であるため、消費速度が生成速度を．L1巨1

エネルギー価格の．ト昇によるインセンティブ
は、維済活動の停滞を招く懸念があるからだ。

ると、やがて枯渇し持続不能となる、、

を消費せずに、外部からのエネルギー源である

また、持続的経済沽動を阻害するもう1つの
問題は廃棄物処理である。産業廃棄物の処理場

太陽エネルギーを直接利川することによって、

は、あと数年しか余裕がないといわれており、

持統的な発展が可能になるという考えノゴが提案

焼却処理では二酸化炭素やダイオキシンなどの

されている。多少間接的ではあるが、風力発電

排ガスが閉題となっている＝、

そこで、地球に蓄積された有限なエネルギー

なども地球に蓄積されない太陽エネルギーの利
用形態の・種である．

しかし、再牛可能なエネルギーも、どのよう

な時問のスパンで考えるかによって内容は変

7製遣業の傭遣と躁思
製造業の構造は、地球から犬然資源を採取

わってくる、．比較的成長の速い柚物を使ってバ

し、力／1

イオマスとしてエネルギーを収り出せぱ、数H
問あるいは数週問の時問的ズレで、太陽エネル
ギーを利用することができる。さらに、苗木を
植えると約20年で成木となり、その間に炭酸同

値を生産し、最終的には＝製品の寿命が尽きると

llして製品をつくることによって付加価

化作片1で固定した炭素源を、薪や炭として使用

廃棄して地球に戻すというサイクルが基本と
なっている．その構造を石油化学製品について
図示したのが図表一1である。ここで、白抜き
の部分は原料費、斜線部は加工費、その上の部

することができる。当然のことだが、この循環

分はその工程での付加価値である。

Plant

E［gineerJan．200「

15

図表一1

石油化学製品の負荷価値生産とリサイクル

2

消費

製品

闘第按貿型戦略への転換
こうした一条f牛のll−1で、できるだけ安定的に生

産活動を維持することが可能な条件を兇出して

成形品

いくことが、製造業に求められているこれから

の課題ということができる。高度経済度成長則

ポリマー

に諏歌した人最生産・大量消費

モノマー

は、1・月らかに遁川しない。品質とコストを武器

エチレン
Zii

ナフサ

I

型の企■薬戦略

として市場・に進出するというこれまでの作戦

■

は、需要が飽和しているだけではなく、廃棄物

Zo

閉題が行き詰まっている市場においては、すで

精製分解合成蚤合成形加工流遅

に機能しなくなっている口製造業としても、設

備投資型戦略から開発投資型戦略に方向砿換が

廃棄物による環境負荷を低減するための直按
的な

辿られている。

方法・として、リサイクルが提案されている

ll∫場の不透閉さと製品・寿命の灯命化から、新

が、図の例では製品をいったん地j求に廃棄一して

たな言生備投資が行いにくい状況■卜

それを回収、処理してモノマーとしてリサイク

既存の設備をできるだけ有効に沽川することが

ルする場今が描いてある工、煕、い郁分は廃棄する

必喫になってくる。既存の設備であっても、技

コスト、z．1は1呵収のコスト、またzl、はモノマー

術の進歩に追随しながら、設備の生産性を維持

に分解する処理コスト、そしてy□がリサイクル

する技術を構築することができれば、むしろ胴

による付加．1仙値生産分である。

定費の削減効果にもつながり、競争力を確保す

このリサイクルによる問・趣一1÷，一としては、従来

にあっては、

る結果になることも考えられる、二そのために

のルートによる付加仙fi11苛生産分よりyl。が小さい

は、設備管理の1考え方の再検討が求められると

と、それだけ経済が縮小することになり、また

ころである、、

需要が1司じであれば、リサイクル分だけ従来の
生産活重カは，駆逐されることになる．一般には、

3

倣かる保全賃ソから肋一ける保全費1へ

廃棄のコストも含めて総コストだけでも従來の
仙i格に競合できないという場合が多く、」ll∫場メ

TPM活動を導入している事一業所にとっては、

カニ．ズムだけではリサイクルが成．ヴ、しないとい

設備管理の合理化はすでに取り糾んでいるとい

う厳しい状況を現実的に解決する必要がある、．、

う受収り

このことは、地球の資源を利j・一Hして付加伽仙

万が・一般白く］であろう、、しかし、TPMが

．当岨i対象としている問・越は、いわゆる口．スの撲

を．．ヒげ、製品の廃棄によってふたたび地球にル〜

滅であ｝．1、本来あってはならないムダをいかに

すというサイクルによって経済沽動を持続する

排除するかということである，二．もちろん、TPM

ためには、1製1Illを資源の原点に戻す白然の浄化

沽動によって

イ乍用が

数多く紹介されているが、結・果として保令費の

I前提となっていることを一意味している。

人帖なコスト削享成に成功した例は

とくに問題となるのは汚染の局地性であり、向

削滅にも

然現

．内二発防．止対

象に対する集巾的な負荷は〕然の対応能ノJ

貞献してはいても、佃別改善あるいは
策のような個別的な問・題の解決で

を凌駕するために、生態系の均衡を破壊する紬

あって、必ずしもマネジメントシステムの構1築

果となってしまう、．

につながっていない例が少なくない。
最適保
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＝哨の追求あるいは適正な保全費管理

という言棄はしばしば耳にするが、現実にはい

来あるべき「マネジメントの意恩決定」が可能に

くらが最適保全費で・あるかを把握している例

なるところに、その特徴がある。業者からの請

は、ほとんど見当たらない。保全費はできるだ

求書を単に経費として支払っている隈り、そこ

け少ない方が好ましいが、保全費を削減して故

にはマネジメントの余地が存在しない点が間題

障が多くなり、機会損失が増えることはかえっ

なのである。

て得策ではないという定性的な感覚は、誰もが
持ってはいる。しかし、それ以上に話を進める
ことには成功していない。

これまでの考え方の背景には、保全費は経費

4蜘醐な倶合の撒件
さて、先行投資的な考え方を採用するために

であり「かかる費用」（受動的な費用）なので、削

は、基本的であるが実はむずかしい前提が必要

減するにはとにかく故障を減らす方法しかない
という認識がある。しかし、保全費管理を指向

である。それは、寿命予測が可能であるという

するのであれば、自分の意志によってある程度

条件である。従来から、たとえ飢CCのような
合理化の考え方が提案されていても、なかなか

制御できる、すなわち「かける費用」（能動的な

普及しなかった最大の理由は、寿命予測ができ

費用）として扱うことができなくてはならな

ないところにあったということができる。

い。保全費は経費ではなく、先行投資であると

保全費が過大であるかどうかの判断として、

いう考えに立つことが必要であ乱
会計処理上あるいは税法上、保全費は経費と

設備の評価額あるいは簿価の何％であるかとい

して落とせるから同じことだという議論がある

が、これは毎年ほとんど同額の保全費が発生す
るという、暗黙の前提がその背景にある。

たとえば15年使用したタンクに、錆が発生し
てきたので塗装する必要がある場合を考える。

過去の劣化を補修すると考えれば経費である
が、もしそう考えるとすれば、過去の顧客から
その分だけ追加徴収すべきコストということに
なる。それは実際には不可能であるから、来年
のコストに繰り越すことになる。去年の顧客は
その前の年の経費を負担しているので、実質的

う指標が用いられることがあ乱しかし、使用
年数が経てば設備の劣化が進み、それだけ設備
の価値が下がり、あるいは償却が進んで簿価が
下がると、かけられる保全費もそれに応じて減
少することになる。古くなるほど保全費がかか
るという常識と反する。税法上の議論として割
り切れば別であるが、保全費は先行投資である
と理解すれば、老朽化が進むほど、設備の性能維

持に合理的な投資を行う必要があるといえる。

老朽化した大型の設備の更新に当たっては、

当然もっとも有利な対策についての検討が行わ
れてはいるが、極端にいえばベアリングやガス

ケットといった部品についても同様な考えを適

には変わらないという論理である。

しかし、そのタンクをそのまま使用すればあ

用することが、日常の保全費を適正に管理する

と2年しかもたないものを、塗装を施せばさら
に15年使えると考えると、その塗装代は向こう

ことの基本であると考えられる。寿命予測技術

の現状では、設備全体の寿命を予測することは

15年間の先行投資ということにな乱
計算上の違いだけで実質は変わらないようで

困難であるが、部品レベルの寿命はデータも多

はあるが、もしタンクを2年で更新する方が経
済的であれば塗装を行わないし、多少高価な塗
料でさらに寿命を延ばすことができればそれを
選ぶかもしれない。つまり、「先行投資的な保

つある。その意味でも、部品レベルの寿命予測

全費管理」は、いくつかの選択肢の中からもっ
とも好ましい保全方式を選ぶことができる。本
PIant

Engine6r

く、ある程度の精度で推定できるようになりつ

技術を整備することによって、合理的な設備管

理の方法論を確立することが、これからの課題
といえよう。それは取りも直さず、生産コスト
の削減と設備長寿命化に資することになるはず
である。
Jan・2001

17

■一竜■っ静されない安金後進固・一日本
二b

技術とマネジメント

○向殿政男氏プロフィル

．

1970年 己月治大学大学腸・‡学騎聚科電気亙学専取榑
士課鰻修了。1978年 属大箏 工学部電子運信工学料教

二．

．．姦1三二＝＝．．≡：．

．1≡ll…1・…∵＝＝＝

簡鰯醸霧脇鋤腕㎏麺擁」■
．二二1㌃ 三＝∵
L■；＝＝

＝■竪．欝．二琳学

調1セ牛強憶騨讐、

夕一臨89隼駄学襲工学鍛鰯鞘鰯庸
．二唾室…室る；自本信頼性学会の繕籔システ阜二芦牽陸魏窪癖≡二

＝．、．．．＝．．、、．．二．麟養臨や二野輝械工挙遵増鱗O汀q1坤鯛宍
．
． ＝
■■
鍵コニ事雛擁輔教授■・

■
三■上．：．≡、…蓬晒肉窪義萎員会猶麦ぴ機械・竃鍾窒圏際鰯構遼正化
≡≡ …＝…三…彗＝一■「
■
」 ■」 ユ＝＝

さまざまな面で、日本の認識はグローバルスタンダー
ドと不整合を起こしいるという。20世紀末の日本では事
故や災害が相次ぎ、晶質や信頼性以上に安全に対する認
識の欠如が箸しい。安全に対しどのようにアプローチす
る必要があるのか。技術とマネジメントがカギである。

に収まった〕という前提で、最後は人問の注意
に頼る安全に任されるのがユ廿ら本であろう。

この人問の注意に任される部分は、設計やソ
フトウェアの開発などの本来的に人間の能力に

「品質の良い、信頼性の高い機械や装置をつ

依存する部分とともに、安全省理

すなわち

くり、作業者が不注意を起こさないように教育

マネジメントの制度に委ねられ、それは機械の

と訓練を通して安全を確保する」 これが日
本の安全確保の一般的な考え方であろう。しか
し、いかに信頼性が高くても機械はいつかは故

設計から廃棄のすべてのライフサイクルにわ

障するものである。そして、人問はいかに注意

ように考えるのが、これからの基本ではないだ

をしてもいつかはミスを犯すものである。

ろうか。この

前者を安全性と信頼性の関係、後者を安全性

たって確立しておかなければならない。安全に

関する技術とマネジメントに関しては、上記の
観点から、日本の現状を振り返

り、今後のあり方を考えてみたい。

と人問一性の関係と呼ぶことにしよう。

安全性と信頼性の関係でいえば、信頼性と安

7技術とクローノールスタンダード

全性は根本思想が異なっていて、技術としても
信頼性技術と安全性技術とは異なっていること

（1）

日本の品質と信頼性の危うさ

を認識する必要がある。たしかに、信頼性技術

日本は、技術の血で世界を凌駕したことが

だけで安全性を確保しなければならないことは

あった。いや、今でも技術的に世界をリードし

あっても、そこには安全性を高めるための構造

ている分野は数多く存在する。ところがここへ

を、設計段階から組み込んでおかなければなら

来て、大きなシステムに対する品質と信頼性に

危うさが見えてきているようだ。たとえば、新

ない。

・一方、安全性と人問性の関係についていえ

幹線のトンネルのセメントはく離事一故、JC0の

ば、まず機械の故障はもちろんのこと、人間の

核燃料の臨界事故、営団地下鉄の脱線事故、雪

ミスも含めて機械側で、すなわち披術的に確保

印の食中毒事故など、これまででは考えられな

できるところから優先して安全を実現し、ある

かったような事故が後を絶たない。

程度の安全が確保された（リスクが許容範囲内
18
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たりしてきたためだと指摘する識者もいる。た

さて、翻って安全の面を見てみよう。グロー

しかに、人の問題は大きいだろう。若年労働者

バルスタンダードとの関係は、品質や信概性と

の減少、技術者の高齢化、外国人労働者の導入

同じ状況にあるが、安全に関しては、それより

など、これまでのように一様に平均的技術力が
高く、かつ若い技術者集団を安く雇うことはほ

はるかに深刻な状態にある。品質と信頼性に関
しては、日本では誰でも、どの企業でも最重要

とんど不可能になりつつある。これは避けがた 視しなければなら牟いことは認めている。
い現実であって、すでに織込み済みであろう。
ところが安全に関しては、安全を重視すると

それを大前提と考えなければならない時代に
入ったことがわかっているのであるから、真の
問題は、マネジメントすなわち管理面での認識

いう根本的な精神が日本には欠けている。どこ
の会社も「安全第一」という。ただし、これはス
ローガンであって、一種の建前のような位置付

不足が本質的であるように思える。

けにあるのではないか。安全「文化」が未成熟な

（2）グル＿パルスタンダ＿ドとの不整合が悶題

のである。安全と水は

品質管理では世界一流であると自負している

タダ

であると、日本人

は永らく考えてきたといわれているが、それが

企業はたしかに多い。しかし、品質管理に関す

影響しているのかもしれない。

る国際規格であるIS09000では、日本は主導権

（2）機械メーヵ一の認識が聞題

を取ることができず、欧州の思惑どおりの展開

これまでの日本の機械メーカーは、機械その

になっているとしかいいようがない。

ものを安全につくるというよりは、機能とコス

現場での品質管理の意識と技術は、たしかに

トを重視して、機能の高い機械を安くつくるこ

今でも日本は世界に誇れるだろう。しかし、品

とに重点を置いてきた。実際の現場の安全確保

質管理をシステムとしてとらえて、管理の合理

は、これまでの現場の作業者・技術者が優秀で

性、透明性、公開性、そして文書化と説明責

あったためか、主として作業者の注意で実現さ

任、さらには人間性の重視と監査の独立性など

れてきたといってよい。

の面で、日本はこれまで不明確で不徹底だった

すなわち安全は、技術で確保するよりは、ど

のである。現在のグローバルスタンダードと整

ちらかというと教育・訓練で実現することに重

合していない面が多いのだ。

点が置かれてきた。たとえ事故が発生しても、

製品が世界に出回り、世界中で勝負する時代

責任は現場の作業者の不注意に帰される場合が

になると、グローバルスタンダードに従わざる
を得ない。そして、IS0や肥αま世界標準なので

多く、真の原因を追求して、機械の設計にまで
フイードバックすることが少なかった。事業者

ある。そこには、従わざるを得ない面と、学ぶ

や管理者は、高価で安全な機械を購入するより

べき多くの点を有していることに気が付かなけ

は、少しでも安価な機械を導入して、現場の作

ればならない。

業者の管理と教育に基づいた安全の確保を重視

品質と信頼性に関しては、日本は技術そのも
のが遅れたのではない。いや、技術的には相変

してきたといえよう。日本の製造業の技術力は
高いにもかかわらず、機械の設計にまで事故の

わらず進んでいるにもかかわらず、マネジメン

責任が求められることが少なかったために、安

トに関してグローバルスタンダードを重要視せ

全に関する技術を開発する必要に迫られなかっ

ず、そしてそれから学ぶことをしないで時代に

たし、安全技術が十分に育たなかった。

遅れつつあるというのが私の認識である。

さらに、日本が各種の機械を欧州に輸出する

場合、現在は欧州の安全規格を満たすようにす

2

目本の曳全とその眉鵬

るために・安全装置を付け加えない隈り受け入
れてもらえない。しかも、その安全装置のほと
んどは欧州製のものであり、安全の認証も外国

（1）安全r文化」の欠落
PIantEngine6fJaI1．2001
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安全の階口的糞現と設計者一ユーザー聞の義務関係

とにある。制度、組織、意識など、すべての点

で日本では安全文化が未発達で、安全に関して
の倫理観が欠如しているのだ。

3芭界の曳全，）
一方、世界の安全を見てみると、機械安全の
国際標準のうち、もっとも基本的な規格である

ISO12100（機械類の安全性一基本概念、設計
のための一般原則）2〕が定まろうとしている。

に依頼しなければならない現状である。

IS0およびIECなどで検討、実施されている現

それに対して日本国内においては、ほとんど

在の安全に関する国際標準規格は、きわめて高

の機械は厳密な安金装置や認定もなしで、大手

い理念に基づき、広い範囲を対象として体系化

を振って自由に販売、流通、利用できる。21世

されつつある。

紀の日本は、この安全に関する人種差別的な現
実を放置しておくわけにはいかないだろう。ア

その特徴の第1は、安全規格の階層化であ
る。規格を3段階に階層化して、「基本安全規

ジアを含めて、世界は国際安全標準を採用し始

格」「グループ安全規格」「製品安全規格」に分

めているので、産業界は輸出の点からも近々大
きな衝撃を受けることになるだろう。

け、下位規格は上位規格に準拠するという統一
的な規格体系になっている。

日本産業界の一般的反応は、安全規格につい

第2の特徴は、基本的にはリスクに基づく安

ては国が強制規格にしてくれれば一斉にそれに

全評価であって、いくつかのランク付けされた

従うし、その技術的能力は持ち合わせている。

安全の水準と、それに見合ったランク付けされ

しかし、任意規格では誰かが抜駆けをして、安

た安全対策を採用することを要請していること

全規格を守ったメーカーが結局は損をするから

である。

やらない。こう主張する現在のわが国の製造

第3の特徴は、IS09000に基づいて、製品およ

メーカーには、たしかに問題がある。

びサービスについて設計から最後の廃棄までの

また、コストと効率を重視して安全な機械よ

全ライフサイクルの安全を対象にすることを要

りは安い機械を購入し、安全確保は技術よりも

請していることである。

注意を重視する経営者管理側にも問題がある。

第4の特徴は、もっとも重要な考え方であ

そして、厳しい安全規格の強制は中小企業を圧

る。安全を実現するには順番があり、設計で安

迫し、産業の発展を止めると主張する、規格を

全を確保する（本質安全設計）ことが第一であっ

つくり・守らせる側にも問題がある。さらに、

て、次に安全防護、それでも残ったリスクに対

安全教育や安金工学のカリキュラムを持ってい

して情報を提供し、最後にこの情報に基づいて

ない大学や、安全工学の研究者があまり日の目

管理者や作業者は、作業者の訓練で安全を確保

を見ない学会にも問題がある。現状に甘んじ、

するという、安全の階層的実現方法を主張して

それでもやってこれたという日本の現実を厳し

いる。そして、製造者、管理者、使用者の責任

く見つめ直す必要がある。

の範囲を明確化して（図表一1）、PL（製造物責

ここで欠けているのは、ユーザーの立場とい

任）の概念も包含した壮大な安全規格の集合に

う見方と安全技術の未発達である。この根本原

なりつつある。さらに、人間工学を順守するこ

因は、前述したように人間尊重という真の意味
で安全を大事にする文化が形成されていないこ

と、および規格というものは常に見直しの対象

20
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としなければならないと明記していることも大
Jan．2001

きな特徴であ私人閥の不注意を最初から意識
した設計をする必要があるし、新しい安全の技

ころである。

しかし、21世紀の安全としてもっとも望まし

術が開発されるかもしれないし、今までは予想

い形は、産業界が自主的に安全基準を設定し、

もしなかったような危険の原因が発見されるか

衿持と倫理観と使命感を持って製品に安全をつ

もしれないからである。

くり込んでいき、第三者機関を通じて認証を行

い、政府はこれらの制度を支援するというもの

であろう。認証を受けていない機械や装置に対

4目本賊全立圓を目舵
このような世界的な流れの申、経済産業省

しては、ユーザーや作業者は異議申立てを行
い、保険会社も高額な保険を要求すれば、実質

（前通産省）ではISO，IECの国際安全規格の皿S

的にそのようなものは流通することが困難にな

化を急いでいるし、厚生労働省（前労働省）は

る。このためには、国民全員が安全の重要性を

ISO12100に従い機械安全の包括基準の省令化に

認識し、大事にする文化が必要であるととも
に、独立した機関による公乎で客観的な認証を

努めている。しかし、これまで「作業者の安全を

守る労働安全は労働省」「安全な機械の製造に関

する機械安全は通産省」という区別が歴然と
あって、総合的な安全の実現に関して両者の協

行うという習憤と制度を持たなければならな
い。前者が安全文化の醸成であり、後者は現在
のグローバルスタンダードになりつつあるマネ
ジメント制度の確立なのである。

調が十分とはいえない。

欧州ではIS0，IECの国際安全規格に準拠し

21世紀は日本を安金技術情報の発信国、安全

て、これを満たしていないと欧州域内では機械

文化の豊かな国にしたいものであ乱そのため

の流通を認めないという強制法規方式を採用し

には、人間尊重、人命重視を第一にするという

ている。そのため、労働災害は劇的に減った。

風土、つまり安全のためには何でもするという

たとえば英国のプレス機械による災害の件数
は、わが国の発生件数より1ケタ以上も少ない

意識を日本に根付かせたい。そして、生活して
いる限り絶対安全はあり得ないのであるから、

リスクをもってお互いに冷静に、合理的に安全

のが現状である。

製造メーカーに対して、安全な機械や装置を

を語り合える社会を構成したい。この実現に向

かって、産業界、政界、学会がお互いに協力し

つくらせ、安全な機械を流通させるためには、

インセンティブが必要である。強制法規で罰則

ながら、それぞれが継続すべき努力目標を持っ

を与えるか、PL訴訟などで法外な賠償金を払わ

て努力すべきである。

されるという金の面から攻めるか、すなわち
ヨーロッパタイプかアメリカタイプかのいずれ

「安全技術を確立することでコストは下が
り、使い勝手がよくなり、効率が良くなり、ひ

かだろうといわれている。

いては環境にも貢献することを身をもって実証

たしかに、現在の日本の状況を考えると、
ヨーロッパタイプすなわち国が安全要求事項を

することが重要である」ことを提唱したい。

明確にして、それを満たさない限り流通を認め

献し、『安全立国』を掲げ、『安全』の理念をもっ

ないとし、具体的な基準は孤S規格を準用すると

て日本の国是としたい」3〕と思い続けている。

「安全の技術と思想の確立をもって世界に貢

いう形から入るのが、もっともムリがないかも
しれない。これは近々、厚生労働省から省令と
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．二環でほとんど蹄鰯牟なし帖rネットワークと企業構報シス
テム」㈹w出鰯一苓ξ警奮多数。

米国のlT産業を中心に、EMSをはじめとした生産委託
が増加してきている。それは、資産を持たずキャッシュ
フローを短期的に向上させるためだけではない。企業の
コアコンピタンスに関わる問題である。アウトソーシン
グも、そうした変化に組み込まれていくのだ。

をはるかにトll］1る成長率で事莱規模を拡大して

いる、．同祉の買収工場は廿界中にあり、冊Mや

NCR、東芝、ソニーなど大手製造メーカーの

1二

場を買収し、現在従業員は65（〕OO人を超え、売

トは2000年5月期で1兆4000億円である。

ソレクトロン社は大手製造メーカーが千放し

7新しい専門製造黛后〃S

た工場を買収するといっても、資産とするわけ

1−1製造工場資源を再生させるEMS

ではない。大手製造メーカーが手放した工場を

製造業の世界で新しい動きが本格化してい

買収するのは米国の投資銀行であり、同社は米

る。EMS（E1ectronic

Manufacturing

SeI〜ice〕と口乎ば

れる製造請負企業の登場が、世界的にも大きな
注目を浴びている。

国投資銀行から工場をリースして、投資銀行に
リース料を支払うのである（図表一1〕。

貰収された工場の従業員は、1企業の工場か

ソレクトロン千111は世界11ヵ所の開発・試作拠

ら世界的なネットワークによる製造分業体制に

点と57ヵ所の．丁場を持つ、EMSの中でも最大の

組み込まれ、徹底的な世界標準化が行われる。

企業として、また口系二世のニシムラ氏が経営

世界11カ所の開発・試作拠点で、量産品の開発

する企業として有名である。同社は過去5年間
の年平均成長率が45％と、他のEMS企業の15％

が阯界的な製造工場とリンクされている、試作

図表一1

EMSの仕組み

した標準化と量産スピード化によって、ソレク
トロン杜はこれまでの大手製造メーカーの

製造業
NCR・HP・lBM・三菱
製
品
を
供
給

世界申の
製造メー力一
工場をリース

ユニ場

とは、規模も効率の異なる工場へと変身させる

工場を売却

米国投資銀行

品ができ上がれば、1ヵ月以内に海外工場での
量産が可能となる。このような世界規模の徹底

カ

のだ。

ら受注

1−2

圏定資産を持たない
製造専門企業

EMS登場の背景

EMSは製・造業の機能分化の過程で生まれてき

（EMS〕

た。大手製造メーカーは、これまで設計、製
22
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図表一2

造、流適、販売とすべての製■1■㌔過程を杣｝I1して

製造業の機能分化

きた。しかし、〃1界的な企薬競争・においては、

もっとも強いヒジネス・プロセスに特化した企業の出現

すべてを｝・1lで行うことのデメリットが生じ始

これまての製造業

めた一二すべての過稚を1■ヒ界

の水準に維持する
製造部F『

ことが、むずかしくなったのである．

商品企画
開発部門

流通チャネル
部門

したがって、企業のどこがコアの競争力の源

泉であるかと企業が考えたとき、たとえばlBM
の紬論は設計や製造過程ではなく、融客との
ネットワーク関係がもっとも強い企業であると
の．忍識から、製造を白ヰ

ilで行うことの非効率さ

を認識した。強くない部分の組織と資産の処理
を、専門に製造茱に尊念できる相手に工場をf千

チャルな企榮形態は、すでに十1」：界的な規模で

せ、そこから製11＾を購人するイー1．：方に転換した。

ネットワーク化され、現実に考家動している、、

その榊手が1BMの場合は、元1BMにいたニシム

閉題なのは］本のアウトソーシング企業に、

ラ氏のソレクトロン刊＝であったということであ

lH二界的な視野での効率化、資源の最適化が可能

る（図表一2〕二．＝

であるかという点だけである．口木同内の市場

これまで1］本の製造メーカーに独占されてい
たヒ1本市場は、

市場開放とともに海外企業にも

参入のチャンスが巡ってきた口H

本の製造メー

カーは、世界的な査源の最適化をH標とする海

胤模でアウトソーシングを考えていては、世界
的競争力があるとはいえない。これからは、あ
らゆる莱界で世界的な沽動ができるか否かが．亜
要な課題となってくる一二1111界的なコストで経営

外の製造専門メーカーに、スピードもコストも

をする企業と日本市場だけのコストで経営する

対抗できない。最近、ソニーの1；后1内工場2カ所

のでは競争力は

人きく違う．、、

をソレクトロン付にfrせるという報道があり、

たとえば』ALは、グループ企業の情報通信企

あのソニーがと話題になった。つまりソニーで

業JALインフォテックに世界拠点までの情報通

さえ、世界的な規模での資源最適化の対応はむ

信機器保守・メンテナンスを行わせている＝、故

障から修理まで3分というメンテナンスを世界

ずかしい時代なのである。

口本の製造メーカーに必要なことは、nらの

拠一1、、1で行える部隊を背景に、数年前からサード

企業のコアとなる事茱の選択と特化である。し

パーテイ・メンテナンス事業を始めている。ス

かし、特化しても世界競争に生き残れる保証の
ない時代に、競争力のない細．織や資産を抱えて

ターアライアンスという航空機業界のサード
パーテイ・メンテナンスの 阯界企業も存在す

いては倒産を余儀なくされるのだ．

る．アウトソーシングの業界も製造メーカーと
1司様に、アウトソーシングをする薬務を選択し

2

て特化しなけれぱ生き残れず、世界標準として

アウトソーシンクの芭界酌潮流

の業務プロセスを確立できなければ存続は危う
いのだ、、＝

2−1世界的な規模での資源の最適化
製造メーカーも白らの企業のもっとも強い部
分に経営資源を集中させて、此界的な企業競争

2−2

日本におけるメンテナンス市場の変貌
と海外展開

力を得ようと企業組織の焦・1・化を進めている。

資源の非効率はもはや企業の弱、点となり、企茱

製造業が口本で存続できるのかという問題を

を倒産へ追い込む時代となった．特化した専門

抜きにしては、製造業のメンテナンス桁場は語

企業に必要な企業プロセスを任せるというバー

れない、、
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今後、］本の製造業が海外に移転していく度
合いが多くなれば、設備ユーザーの移転ととも

ためのメンテナンス1市場は限られてくるかもし

に、メンテナンス企業も海外展開をする以外に

れないが、エンドユーザーのメンテナンス市場
は大きくなると考えられる。

ない。そして海外展開をするだけでなく、独白

しかし、メーカーに代わるサードパーティ・

の世界的なネットワークの業務標準化ができな

メンテナンスの需要は十分に認識されていな

けれぱ、効率としても世界的な企業競走には勝

い。また日本の顧客相千のサービスでもあり、

ち残れない。

日本的な文化に根付いたサービスが付加価他と

して要求されるため、外資系の標準化手法は逓

2−3

GTM

川しない。

今後、世界中のプラントをメンテナンスする
世界的なメンテナンス専門企業が登場するかも

オフイスやl1三1宅にある設備や機器のメンテナン

スは、メーカー企業も十分に付応できてはいな

しれない。おそらく、その企業はニシムラ氏の

い。製造物責任や今後の高齢化社会を考えると、

EMSと1司様に、GTM（Global

Party

企業設備向けのメンテナンス・アウトソーシング

Maintenance）企業と呼ばれる企業となるはずで

には隈界があるが、よりサービスとしての付カl1伽

ある。GTMが近い将来登場するとしても、日本
からではないだろう。社内言語として英語が前
提でなければ海外展開はできないし、世界的な

値を高めたメンテナンス・アウトソーシングであ

業務標準化を実践するには、日本企業はあまり

4個人の昆麗とj剴旨カi必蔓

Third

にもローカルな特殊環境にある。

れぱ、これから市場が拡

人する分野であろう，

ニシムラ氏の成功の要因は、ニシムラ氏が米

企菜の生き桟りのためには、業種や業態を選ん

国人であり、米国でEMSを始めたことである。
日本の人材では、とうてい不可能であった。日

でいる場合ではない。もっとも競争力のある郁分

本では東京という大都市でも、英語のエキス

ければ生き残りはむずかしい。環境の変化に適応

パート1OO人を午止員とすることは不可能に近い。

することが、企業にも望まれるのである。

残念ながら、1ヨ本杜会の全員が豊かさに満足

に資源を集中し、時代に合わせて変化していかな

「アウトソーシング」も時代に応じて市場や内

している間に、□本企業も官庁も学生もすべて

容が変化するはずである。「メンテナンス」の概

の日本人が、世界中から追い抜かれてしまった

念も、もっとサービスよりの概念に変わるかも

のである。日本の再生は口本人1人ひとりがも
う1度学び直し、個人の世界的競争力を身につ
けることから始まる。もはや、お金や制度や組
織や企業ということでは解決はつかない。個人

しれない。こういった企業を取り巻く環境の変

が強くなければ組織や企業が強いはずはない。

化に対応するのは、組織である前に個人である
と肝に銘じてほしい、、

電気製品は1・仲国が世界のT1場と変貌しつつあ
り、台湾は電子機器の肚界工場の体桁■」を確立

現代は、もっとも弱いボトルネックの部分のパ

し、韓国は米国以上のインターネット先進国と

フォーマンスでしか、組織も企業もその能力を発

なり、インドは此界のソフトウェア⊥場へと発

揮できない。組織や企業を議論する前に、個人の

展した。日本はインターネットでは韓圃に追い

能力がボトルネックになってしまったのである。

つけないばかりか、中国にも負けそうな状況で
ある。いま置かれている現状を冷静に分析し、

3

メンテナンス市場は蛎大するか？

20世紀末のlO年問に失われたものは経済禎失で
はなく、1ヨ本人の知識と技能であったことを認

今後、製造拠点が海外に移転しても、国内で

識する時期にきたのだ、、2肚紀、日本人の再生

消費きれる製品は輸人される。つまり、企業の
24
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はこの認識と覚悟から始まるといってよい。
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21世紀の経営管理を予測する
ビジネスモデルの行方

■吉原賢治氏プロフィル

■

＝

r954隼 成蟹大学・欧治経涛拳譲卒拳壇59隼 貝本
能率協会入職、コンピュータ・システム⑳コンサルティ
ンクを専門とレコンピュータ事叢撃棄・を務める曲β9隼
」MAクルーブのシェーエムェ干システムズの設立に伴
い同社専務。74年 日苓シスデミック創＝設。産業構違審．
講会憶報雇業部会委員。87年 Nixシステム擁究所穀立。
蓄書に、旧本型サプライチュ：一ン緩営への挑戦」（目本プ
ラントメンテナンス協象共劃、．長ピジネスモデル入門」

吉原賢治．焔功yoS舳a帽
Nixシステム砺・究所

プリンシバルコンサルタント

て工業調竃会）など多数う

20世紀のモノづくりに影響を与えてきたシステムは数
多い。しかし、それらはいったい、誰の何のためのシス
テムなのか亡、それらは、どこに向かっているのか＝ビジ
ネスモデルを視点として、21世紀の経営マネジメントを
予測する。

ら革新のスピードを上暫すことになるだろう。本
来のCALSやMRO（Mainl㎝乱nce，Repail，Opemtion〕

によって文閉資産の経済効率が1fl」1二しつつある

のに、1耐川年数を無悦した新製品の供給を制御

20世紀の科学技術は、人類の夢を1つずつ実
現した時代であった．しかし、その光は環境破

できないまま211廿紀を迎えることになる。

壊という影をつくり、膨

727芭紀ビジネステクノロジーの露題

入な人類の負債を21r吐

ネ己に残した。

」方、ロシア革命によるコミュニズム1玉1家の

1990・乍代に人ってビジネス・マネジメント革

80年に及ぶ壮大な実験は、問題だらけの白トH競

新の羊流は1T主導であり、ERPシステムの推進

争ヰ十会の優位を実討1する結果となった。

であった。しかし、1］木におけるERPパッケー

とくに2（1世紀後半、米国は科学技術と箪箏力

ジの導人は決してうまくいっていない．それは

と経済力において世界を支配し、そのまま21阯

H本固有の

紀に突入することになるコその根底にある蜘各

米型ビジネス・コモンプラクティスと根本的に

は、覇権を維持するために、すべての分野にお

異なるためである、、たしかにグローバリゼー

けるIT活川とデジタル化の先導にあるといって

ションといわれても、ドメスティックシステム

いい。このような此界の構1×1は、21世紀に向
かって、20世紀の技術がもたらした景多の閉題解

がついていけないのでは、和洋折衷パッケージ

決を迫っていると見ることができる。これが、

ころ、それは月｛意されていない＝、

1に産管理方式や流通システムが、欧

がどうしても必要になる．．しかし、今までのと

よく言われる持続循環型杜会への転換技術であ

こうした基幹情報システムの統合の遅れは、

り、21山二紀の経済千土会や企業経営の根幹技術に

SCMパッケージ導入の遅れにつながり、eビジ

なると思われる。

ネスパッケージの導入についても影を落として

これらを背景として新製品競争と技術革新も

いる．、ネットビジネス化を中心としたビジネス

また、lT化を軸に製品の本来の耐用年数の数分

の1、数10分の1の速さで陳腐化してしまう耐久

モデル特許時代への対応にも遅れをとることに
なり、欧米との差は1O年という人も多い。

消費財を牛み山し、それを消費者に抱かせなが

ここで、ビジネスモデルという呼び名は、
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図表一1

ビジネスモデルの構図

トータル・ビジネ

■

消費財のように取り替えられるビジネスの方式
であり、できるだけスピーディに衣替え（リプ

ル

レース）するものとの認識に立っている。
ビジネス・プロセス

eビシネスプ

『ル

たとえば、今日のビジネスモデリングめ環境

がeビジネス（サイバービジネス化）を軸に、

スモテル

SCMとeマーケットプレースの共存という垂直
統合と水平分散市場の2軸の展開が進んでい
る。そこに、サイバービジネスとリアルビジネ
スの融合が迫られている現実からも、納得でき
図表一2

ることであろう。

産業・製品の2重らせん構造

とはいえ、ビジネステクノロジーの最大の課
題が、新しいビジネステクノロジーそのものだ
けではなく、その進化スピードを克服する技術

にあると考えられ始めたのは、せいぜいこの数
年であり、まだ解決している段階にはない。

圃

榊

ところで、この衣替えは店鋪の模様替えのよ

船11匿劃

うには行えない。それは、そのほとんどが従業

「儲かるビジネスの仕組み」の意味で用いられて

員1人ひとりの行動を白己変換するスキルに依
存しているためである。日本企業のネックは終

いる。決してビジネス全体のモデルでもなけれ

身雇用制のために生じる。「新しい酒は新しい

ば、ビジネスプロセスモデル全体を指している

皮袋に」という諺があるが、米国流の適材リク

わけでもない（図表一1）。このように、IT化を

ルート方式とこれに慣れた人材でなければ、ス

主流としたビジネステクノロジーの課題は、ま

ピーディなビジネスの衣替えにはついていけな

すます部分プロセステクノロジーにフォーカス

い。トレーニングだけでは、適材の人替えや再

していく傾向にある。この部分変革によるアン

編に勝つことはむずかしいのである。

バランスの発生を監視し、そのときそのときの
トータルビジネスモデルの現状（aS

iS）と仮説的

その意味でしだいに終身雇用制は衰退し、中
途採用型人材補給方式に転換していくことは、

な最適ビジョン（tobe）のマッピングが、不可欠

21世紀雇用方式の必然的方向であり、21世紀の

な技術課題として浮上してくるであろう。

ビジネステクノロジーの第3の諜題といえる。

それに加えて、このlO年のビジネステクノロ
ジーの変遷に見られるように、次から次へと出

ここまでのビジネステクノロジーの3つの課
題を、21世紀のビジネステクノロジーの基本課

現するIT化による経営機能やプロセス変革のス

題として提起しておきたい。

ピードは、年を経るごとに速くなっている。少

①トータルビジネスプロセスマッピング

なくともlggO年ころまでは、会社の伝統的な仕

（亘〕ビジネスモデルの急速転換

組みやビジネスカルチャーは、時間をかけて淘

③ニューモデル適材編成

汰され磨かれて、優れた企業運営の仕組みとし
て温存された無形不動産と考えられていた。し

かし、ビジネスそのもののIT化の進行ととも
に、経営スタイルを表現するためにビジネスモ
デルという言葉が使われるようになった。それ
は、伝統や遺産文化を指すものではなく、耐久
26
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ビジネスモテルの運命
ビジネスモデルにライフサイクルが存在する

と考えるとき、ビジネスモデルの陳腐化の引き

金となっているビジネス挙動の力学について理
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PDRビジネスプロセスモデルとマクロ簑務体系

図表一3

解する必要がある。それは3つの
バランス撹乱要因の存在である。
その第1は、「2重らせんの法則」
（図表一2）と呼ばれる。産業構造

が、社内一貫調達・供給型のいわ
ゆる垂直・統合構造になっていれ
ば、らせんがほぐれる作用は、製
品・部品モジュール企業型へ、い

わゆる産業構造の水平分散・モ
握s塞

ジュール化を進める方向に働く。

鮒棚

その一方で、産業構造が水平型に

C01・舳腕噸耐C舳1Cソd目｛PSCサイクル〕
縄茜蟹理

一CoP町1回h…1M其S、唱把m1n；軸ut畠〕

なると、垂直・統合型へ押し戻そ

うとする方向に働く。これが、2重らせん構造

ステクノロジーの進化のスピードを克服し、常

の力学である。

にバランス性能のいいビジネスモデルをメンテ

かつて、フォードは鉄鋼業まで自社のプロセ

ナンスし改造するには、ビジネスモデリングの

スに統合していた。今日、ダイムラー．・クライ

下敷きとなる、ビジネスモデルフレームワーク

スラーに端を発した、モジューラ組立型の水平

の存在が必要不可欠となるのだ。

分散・モジュール化が、ビッグ3やトヨタにも

波及している。また、かつてのIBMなどの垂直

3

統合型の汎用コンピュータメーカーは、パソコ

ピジネスモデルフレームワーク

ンの出現によって水平分散・モジュール型の経

ビジネスモデルの枠組みの一例として、日本

営モデルに変わった。しかし、マイクロソフト

で開発されたPDR（h㏄essDesignRepositoW：ビ

社は、水平分散によって勝ち得た地位を独占化

ジネスプロセス設計データベース）が提唱する

することで、垂直統合を果たした。次に水平分

ビジネスモデルの構造を見る（図表一・3）。同図

散の時代が来るのは明らかである。
第2は、「クロックスピード加速の法則」であ

は、PDRのマクロ業務機能体系を表したもので
ある。マクロ・ブロック24個が第4階層のプロ

る。具体的には、工作機械などの源流工程にあ

セス・エレメントに分解されると、その数は

る製造業の製品やビジネスモデルの寿命は長

1o000個を超える。

く、耐久消費財や生活消費財などの下流工程の

ビジネス活動のサイクルは、大別して4種類
が存在する。第1は伝統的な経営管理サイクル

製品寿命やビジネスモデルの寿命は短い。

第3は、r変動拡大の法則」である。たとえ

（PSCサイクル＝タテの管理サイクル）、第2はプ

ば、源流工程の需要変動は下流工程の需要変動
に比べて、きわめて大きい。

ル＝ヨコの管理サイクル）、第3はリソース・サ

すなわち、生活消費財はトータル需要は安定

プライチェーンサイクル（Aサイクル＝ヨコの管

ロダクト・サプライチェーンサイクル（Dサイク

しているが、製品個別の寿命やビジネスモデル

理サイクル）、そして第4はリソース支援機能の

の寿命は短い。源流工程の企業は、ビジネスモ
デルは安定していても「2重らせんの法則」にさ

PSCサイクルである。これら4つのサイクル活動

らされ、需給変動のダプルパンチを受けるた
め、ビジネスモデル運用のスイッチを切り替え

BPE（ビジネスプロセスエンジニアリング）とい

機能と性能の競争優位を企画設計することを、」

る必要が出てくるといえる。

う。

現時点では、プロダクトサプライチェーンモ

これらのビジネスモデルの撹乱要因とビジネ
Plant

Engir■θer

デルの競争時代であ乱そのための縁の下の力
Jan．2001
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持ちがBPEである。その意味で、BPEのみなら
ず、今後リソース・サプライチェーンモデルの
競争時代に人り、そのアウトソーシングビジネ

いえる。しかし、最後まで残るのは、新ビジネ

スモデルヘの転換に必要な人材の適応や人材編
成の問題であることを忘れてはいけない。

スの成長が促進きれていくことになろう。

PDRモデルは、白己改造機能を内包する自己
完結・再生型のビジネスモデルである。その基

5業界の再編シナリオ

本構造が図表一3のA04に位置するビジネスプロ

20世紀の最後を飾ったERPパッケージのベン
ダーや導人コンサルティングサービスを請け
負ったS1社は、その垂直統合型ビジネスモデル
から水平分散・共通モジュール構造のパッケー

セスエンジニアリング機能とそのプロセス群と
して組み込まれている。

現在、PDRモデルはlO業種について開発され
ている。今後のビジネスモデルの心臓部には、

自己改造機能を持ったBPEプロセスの組込みが
必要不可欠となり、その運用こそ21世紀ビジネ
ステクノロジーのソリューション課題であると

予測して、PDRモデルは設計されている。

ジ転換が進み、その多くは淘汰されるであろ
う。そこにビジネスコンポーネントパッケージ
ベンダーへの転換が進み、新たなコンポーネン
トベンダーも登場することになろう。

」方、lBMやプライスウォーターハウスやア
ンダーセンのように、ビジネスモデルの企固設

4

計からモデルの構築・運川までを一貫してアウ

8ρ后の進化シナリオ

トソーシングするスーパービルダーが登場する

現在、ビジネスモデルエンジニアリングのリ
ポジトリ（入れ物・データベース）としてもっと

ことになろう。こうした企業は、ビジネスモデ

も進んでいるのは、ドイツIDSシャー杜のARJS
である。このリポジトリに日本のPDRのデータ
ベースを移植し、SCC（サプライチェーン・カ

われる。その印で、SAPやオラクルなどの巨大
なE㎜ベンダーの棲み分けが注目される。

ウンシル）が提唱するSCORメソドロジー（米国）

グファームが、今日の建築設計事務所のように

に従って、ビジネスプロセスエレメントレベル
まで分解し、そのプロセスエレメントのI／0とプ

業種や業界や複合モデルなどの得意分野に

リング大学や研究所を経営することになると思

また、優れたビジネスモデルコンサルティン

フォーカスして登場する日も近いと思われる。

ロセスロジックを設計する。そして、ARlSの

」般企業のビジネスプロセスエンジニアリン

EPC（EventDrivenProcessChain）チャートによっ

グスタッフは、これらとどう付き合い、何をア

てワークフロー化し、実装モデルを設計する。

ウトソーシングし、何を内製するかが課題とな

る。つまり、企業トップのビジネスモデリング

こうした試みがすでに始められている。

すなわち、21世紀に入るやいなや日米欧のビ
ジネスモデリング手法のインテグレーションに

戦略が、きわめて重要になってくるのだ。これ
はC1o（Chief1nfo㎜ationO肺cer：最高情報システ

よって、すみやかにビジネスプロセスモデルを

ム執行役員）の仕事ではない。やはりCEO（Chief

設計し、マッピングすることが可能になる。そ

ExecutionOfficer：最高執行役員、経営トップ）

して、設計実装されたtobeモデルは、その構築

のミッションと考えるべきである。これをミッ

完了時にtobeモデルからasisモデルにステイタ

ションと考えたとき、21世紀のCE0資質はビジ
ネスとITと人心統率力の三拍子揃った指導者で
あることが必須条件となり、今日の日本企莱の

スポジションを変えることになる。

これらのモデルが蓄積されて、ビジネスモデ
ルマネジメントが可能となる日も、そう遠くは

トップの大半は脱落せざるを得ないであろう。

あるまい。また、新しいビジネスモデルMR0の

まさに21世紀は新しい人材の時代となる。

アウトソーシングビジネスが花開く日も近いと
28
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、モ1．一

モノづくりを業として考えるとき、市場とその動向こ
そが最夫の課題となる。21世紀には、どういうモノが亮
れるのだろうか。そして、これを支える「技術」とは何な
のであろうか。ナノテクノロジーは、その中核に位置す
ると考えられる。

㌧、炉苓擢

≡篤澱蟹蜜糠鍵
∵鼠

融鋤圭任触鼠

鰯縫譲1衛鏑鋸脅

蝿麟歎匁㌶灘奮鱒戸変え

だ仁また地球環境問題への関心もより高まるよ
うになるだろう、、

具体的に二一ズや市場という視点でみると、
自己実現を目指す人びとの

いよいよ21世紀がスタートした。新たな世紀

茎．

←活は個性化・多様

化し、新奇性や非日常性に強い関心を抱くよう

は、モノづくりという視点から見て、どのよう

になり、1人ひとりの欲求を個別に満たすモノ

な世紀になるのだろうか。モノづくりに関する

が求められる。感性、知性、健康などの豊かさ

需要と供給の2つの醐から見てみたい。

が市場で価値を持つようになるが、マスとして

7

過性を増す、、このため市場変化のスピードは速

の市場二一ズはフ7ツション的で、」時性・」

亮れるモノの変化

く、何が売れるのか予測しにくくなる。
（1）

（2〕

二一ズが変わる

サービスと一体となったモノが売れる

まず需要サイドを見る。すなわち社会の二一

また、．単なるモノそのものだけでなく、付随

ズの変化からはどうか。人びとは21世紀に何を

するメンテナンスが重視され、長く使えて環境

望むようになるのか。

に適今し、さらにサービスと」体になったモノ

心理学者のマズローは、人びとは欲求が満た

を求めるようになる。新たな機能をふんだんに

されると、さらにより高度の欲求を持つように

取り人れたモノを買い換えるより、使い慣れた

なり、そのもっとも高度な欲求は白己実現であ

モノを長く使いたがる高齢者層の増加が、その

ると規定した。また、丁業化杜会の過程を考察

傾向を後抑しする。

したロストウは、丁業化社会の最終段階、高度

大量消費時代の後に、所得の限界効用が低減す
る時代、つまり消費のために働くよりも、余暇

2

を楽しむような時代が来ると予測した。

このような先人の考えから維し量れば、物的

では供給側の状況はどうか。つまり白己実現
や健康志向など、いっそう多様化する入びとの

な豊かさをある程度実現し得る21世紀には、人

二一ズを、どのような手段で満たすのか。地球

びとはより精神的な欲求を持つようになりそう

温暖化ガスや汚染物質の増加といった地球環境

モノづ＜リの変化
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図表一1
1

ナノテクノロジーの分野

受注生産や、ユーザーが参加した

1

■

超微粒子、超彌膜、力一ホン・ナ

ノチュープなと十ノ欄造で特異な性質を示す材料

高

」生能触螺、竈界鯛欄子麗源、超軽圓超…鍍構遣材、マルチセンサー

ナノマテリアル

ナノテパイス

才ノシステム

単電子メモリ、堕竃子トランジスタ、分子素子、慶子ドット

ナノ橘遣を墓本とするテバイス

超局密睡メモリ、電兄・光・磁気の福含システム、畳子コンレユータ

ナノデパイスを墓本とするシステム
董子効累が朋確に観測されるよっな計測技術、単原子碑分子の同定

STM、炸M、ホ□クラフィ識．スピン…千剤な

11よ練子・掃レペルの…十沸

ナノ計測
ナノ診断

ナノ纏合材料

人工歯牙、人工脅格
皿着丙診酋なと生体情霜の取入れ麿棲．寮患部へのト；

⊥1クテリパリ

ナノメカニックス

フオトニック繕晶、近援蟻走蜜顕徴鏡
0NA解析、廼微量分祈、鰻コンピナトリアル含成

ナノケミストリー
分子同士が相手を認認して受け入れたり．捷絶したりするメカニズム

分子認魏

免疫反応、生体形成
DNAの割分識変、試揖表面における原子ノ分子切時云・移動・埋込み

ソトによる原子∫分子擦作

原子・分子認識によってマクロな一定の構造を自動的1■つくり出すメカニズム

を構築できるようになる。

そのような製造技術、新製品開

光通信デバイス，筒分解能光学顕微鏡

STM、＾FM、光ピンセ

ユニットとなる。各ホロンユニッ
に組合わせを変え、全体システム

分子レペルで複合しているために有概・無機・生体の区別がつきにくい材料

分子制御・原子制御

ため生産機械は小型化し、知的レ

ベルの高い頭脳を内蔵したホロン
トは市場の要求に応じて変幻白在

分子認灘によって病凪を≡多漸したり、DNA辛■」疋によって遺伝病の可能性を診断する

ナノオプティクス

モノづくりも主流になろう。この

初料舎成、遺伝子増幅、自己修復材料

発の仕方、生産手法においては、
当然ながら競争力も重視される。

日本にとって産業の圃際競争力を

保つことの重要性は、21世紀に

自己寵織化
出所1丸山硬一氏資料

なっても変らないからである。

面での制約を、どう乗り超えるのか．これらの
課題の解決なくしては、持続的な発展を前提と

3新1妓術のここ仁；青目

する21阯紀の展望は決して閉けない、＝、

では21世紀杜会において日本が〔指すべき地

（1）科学技術と製造技術の開発

解決の決め手は、まず科学技術に求められる

球環境制約の解決、白己実現に向けた二一ズヘ

だろう。次いで、それをべ一スとし、これまでの

の対応、さらに競争力のある精度の高い製造技

日本の強みをいっそう強化した、高精度な製造披

術、素早い新製品開発や完全受注生産を実現す

術の開拓にも求められよう。

るためのべ一スとなる具体的な科学技術分野は

それは、産業革命以来、科学技術の進歩こそが
社会を変える大きなエンジンとなってきたこと、
同時に科学技術は牛111会と分離したものではなく、

どのようなものか。

その候補としては、情報や生命・生体に関す
る1Tや、バイオ分野への期待が大きい。科学技

社会が向かう方向に沿って進歩し、サポートして

術庁が5年に1度、有識者を対象に行う披術予測

きたという歴史が示している。このメカニズムは

調査があるが、それにもこのことがポされてい

21世紀になっても変わらないだろう。

る。2025年までの30年間を展望した第6回調査
が1996年に行われたが、その調査において、重

（2）製品開発の変化

新たな製造技術と同時に、新製1＝吊開発の仕方

要度という視点から上位100に選ばれた課題を

も重要となる。移ろいやすく、とらえ切れない

技術ごとに見ると、広い意味でのIT・エレクト

人びとの二一ズのために、新製品開発では従来

ロニクスに関するものが43課題、生命・化体に

のような市場の洞察から新製品を提案するとい

関するものが26課題と、この2分野で約7割を占

う手法は、あまり役立たなくなる。感性を信

めているのである（図表一1）、．

じ、良いと思われる新製品を市場にまず出し、

注目すべきは、これらの1Tやバイオ技術を支

受けないとわかったら素早く撤退する戦術が求

える要素技術を見ると、いわゆるナノテクノロ

められる。

ジーといわれる手支術との関わりが多いことであ

新製品のコンセプト化では、製品利用環境や

る。惰報化を支える電子デバイスのいっそうの

ライフサイクルに関するデータベースがつくら

微細化や、ガン細胞のみをターゲットにした薬

れ、感性CADが活用される。生産千法として
は、1人ひとりの個別の要求に応えられる完全

のデリバリー手法の開発などでは、ナノテクノ

30

ロジーの利用が欠かせない。98年に米国大統領
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図表一2

科学顧問が議会の公聴会で「明口のブレークス
ルーを生み出すもっとも有望な科学技術はナノ

「Om

テクノロジー」と述べたように、これこそが
21世紀前半をリードする最重要べ一スとなる科

「m
「Ocm
1cm

学技術であろう。今後の製造技術や牛活を大き

1mm

く変える可能性が高い技術なのだ。

4

l00μm

ナノテクノロジーが注目されるわけ
では、ナノテクノロジーとはどのような技術

10μm
1μm

ナノという単位

クシラの大きさ
人の身長
鳥類の卵
ホタル
アリの身長
砂の粒
紙の厚さ、シャープペンシルの芯
卵細胞、大型アメーバ
ー般的な細胞
人の髪の毛
赤血球
ぶとう球菌、大腸菌

●●

なのか。ナノとは10億分の1の単位で、1ナノ
メートルは原子数個分の大きさに相当する（図
表一2）。数ナノから数10ナノメートルのナノ構

造体をつくって組み合わせ、材料やデバイスと
して物理的、化学的、生体的にまったく新たな

機械など、広範な分野の産業競争力強化に不可

機能を生み出そうとする技術である。また原子

欠であり、大きな影響を与える技術とみなされ

や分子レベルで物質を制御する技術である。

ている。このため関連プロジェクトが世界各国

（1）

で開始されたり、新たに組織されつつある。

注目される背景

ナノテクノロジーが注目されるようになった
のは、半導体技術など従来のアプローチの延長
では隈界が見え、新たなブレークスルーが必要

な技術が多くなったこと。カーボン・ナノ
チューブなどナノ構造体で特異な物性を持つ物
質が発見され、新たな分子工学を構築する必要

5米厘1の動向と目本の椛
とくに米国が2000年1月にハイテク分野での
研究開発を強化するため、2001年会計年度の予
算案で「ナノテクノロジー」を最優先事項の1つ

が生じたこと。さらにDNAを直接観察したり操

に位置づけ、前年度比84％増の約5億ドルを投

作したりする要求も高まったためである。

入する方針を打ち出したことが大きなきっかけ

このような二一ズ側の要求の高まりと同時

になっている。米国でこれはNH（National

に、ナノ構造体を白在につくったり、その構造

Nanotechnologyπnitiativc）と呼ばれている。N1Iに

を原子・分子の精度で測定できる技術が準備さ

関する提言書で示された今後のlO年、20年以上

れつつある。走査型トンネル顕微鏡（STM）、原

の長期を見据えた研究目標としては以下のよう

子問力顕微鏡（AFM）、走査型近接場光学顕微鏡

な項目があり、非常に具体的なイメージが示さ

（SNOM）、S閉㎎一8といったX線解析装置など極

れ、その影響が幅広いことがわかる。

限の測定器が開発されている。
（2）将来への期待

より重要なのは、ナノテクノロジーが将来の
主要産業の幅広い基礎を担うことが認識され、

今後の各国のモノづくり技術など産業競争力を

左右する戦略分野として位置づけられてきたこ
とだ。ナノテクノロジーは皿分野をはじめ情報通

信、医療、化学、環境、エネルギーの高効率生
成、高強度の材料、高寿命の電池、低公害車、
P18nt
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①角砂糖サイズで、米国国会図書館の情報が
すべて入るメモリ記憶装置を実現する、単位
面積当たりの記憶量を1OOO倍に高めるマルチ
テラビットメモリ
②原子や分子レベルから、さまざまな材料や
原料を製造する技術
③鉄の1α音の強度を持つとともに、より軽量で

高エネルギー効率の乗り物を実現する材料

④コンピュータの計算の速度や効率をこれま
Jan．2001
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図表一3

未来技術の重要な100課題の整理
』＝」

三三」≡＝よ

1

一

■気象、海洋、地殼、地震齢則網構築と災善予知（lT〕

■簾境景…響モニタリンク、…平価の確立11T，BlO」

■緊急情報提供、セキュリティシステム（lTj
■水資源の広域総合管王里11T〕

■社会的認知、環墳税

■地震対応、安全解体、廃桑物処王里

■排カス抑制、フロン代替、低公奮自動車
■エコファクトリー

■がんの解日月と治療（BlO〕

■LCA…曼計概念、分別技術（lT〕

リサイクルシステムの濃立
■遼伝形式を示す成人病の解目月と予防（BiO）

■アレルキー疾患、アルツハイマー型痴呆の
治療（BlO）
■人■腎臓の開発｛BlO〕

◎革図は、第6回科学技術庁、擬術予測調
査で社会的璽要窟が高いと評価された
上位rOO課題を主要テーマ別に整理し
たものである
体図中では分類可能な94課題を整理1

■自動牽、プラスチック、重要金屡、リサイクル

■RDF発電
■CO宣の回収固定化

◎重要100潔題を圭要簑素技術別にみると
lT・エレクト□ニクス：43課題

F

ぷ麟．

皇一■≡

生命・生体
126課題
にのほり、この2つの技術領域で約7割

．葭蟻蟻造コ蓬、

≡

．

を占めることになる

■高速、高密度、微綱化、低消費エネルキーの
追求（lT〕

⑪表記上の区分
い内の：TはlT・エレクト□ニクスが要素

技術となるもの。目10は生命・生体が察
素技術となるものを示す

■自動言曼言十、量産イヒ（lT〕

■バイオ素子旧10〕

峨報違債シ桑チム確摩化
■高逮大容憂伝送小型携帯マルチメティア情報インフラ0〕
整備OT〕
■電子マネー、情報セキュリティの普及11T〕

■太陽電池の高効率化11丁〕
■非化石エネルキー（風・地熱・太陽光・熱・廃熱〕

の替及
■太陽光での水分解
■微生物によるアルコール燃料生産1BlO〕

■大容量・小型2）欠電池の普及
■常温超伝導、フライ亦イール、コンテンサーの
実用化

奏鐘をネ矛ムの整殖
■都市内交通流を最適化するシステムl1丁〕

■遺伝子操作による品種改良旧10〕
■光合成機能の向上による食糧増産／BlO〕

■宇蘭用輸送費用を1／lOに低減
日本機械工業遵舎会、東京創研11

■漁業資1j原の管王里〔BlO）

技術革新の進廣が我が国の未来社会、経済、雇業に与える影響に関する調査研究」l11999年〕

での数百万倍に向．トさせる極小のトランジス

がより重要になるのかはわかりにくい。このよ

タやメモリチップ

うな技術は、当耐は絞込み重点化するよりは、

（亘1！がん細胞を見つけるための遺f云子や薬剤の

幅広く墓礎研究を行うことが望ましい。

f云達に資するナノテクノロジー

しかし、いずれ何を．重」、≒一的に攻めるべきかを

⑥水や空気から環境汚染物質を取り除くよう
な物質やプロセス

決める時期が来る。産業側の研究者が積極的に

発言し、部品・デバイス、マイクロマシン技術

⑦エネルギー変換効率がこれまでの2倍の太

などのH本が強みを持つモノづくりでの強化に

陽電池
」方、H本のこれまでの対応はどうであった

が重要だ。そのためにも現段階から産官学の協

か。日本は80年代から、産学官が協力してナノ

調はいっそう強化する必要がある。また米国の

テクノロジーに積極的に取り組み、幅広く基礎

ように、専門家による厳しいモニタリング、評

技術を積み上げてきた。この結果、r1本はナノ

価システムが不可欠になるであろう。

テクノロジーで、とくに量産化技術面などでは
世界のトップレベルにあるといってもよい。し

ナノテクノロジーこそ日本の優位性を発挿で
きる戦略的な科学技術であり、モノづくりの

かし米国のNI1などの動きに対して、これまで

べ一スとして大事に育てるべきものである。

の日本の優位性が炎われるのではないかという
不安が生じている。

■参考資料
1

ナノテクノロジーは図表一3に示したように
幅広い分野から構成されており、現時点ではま

だ基礎段階にあるものがほとんどで、どの分野
32

なるように、実際的なターゲットを決めること
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1］本機械．r菜連」今会、束京舳i月＝1「技術1
ヰ

1＝会、経済、」潅業に与える影響に関

｛

■

三新の進展が我が1．距1の末来

る調俺研究．」、1リリ9

2．1丸山瑛一1「ナノテクノロジー」第15［ll1刊f究・技術言

1

ヨ1可1i学会年次学

術大会講演要旨集、2000
311−1・1■ll」竹1「ナノテクノロジーの1■1二界鋤向とll
団体連今会資1≡「・、2000

J≡■［．200「

木の件h方」、維沽

■rT．

障警者が当たり揃に働く生産理彫≡一
モノづくりで、人は何を活かせるのか
●村岡正次氏プロフィル

村岡正次

＝＝

＝．＝．

、一。j…：…

1963年松下電輝業1こ入社ポ箪噌、嘩轡梅滋≡
向、同社工場長に就任。95年 冒律騨馨畿鯵

脇S創釧gu吻旧o畑

書者雇踊闘題の第一人老であ」、全国1蟹痩障警養慶鶏募

桑醜鋤爽髄鋤る。警細睡釦鵜人擁南㍉≡
1、礎と鱗磐麟騨蝉に■鰯醸關㈱」（中央

交野松†
代表取締役常務

＝≡1法撮出蔽、」・榮著｝な・ξがある

高齢者は弱者だから保護すべきという、一方的な考え
方が見直されはじめている。障害者もまた、同様に弱者
として扱われてきた。しかし、交野松下は重度障害者を
「モノづくり人」として活かし、株式会社として成立して
いる。高齢化社会にとって、ここから学ぶことは多い。

障害のある人の雇川の場が

1

分に確保されて

ll；1障害者の雇川を経済的な側而から支える、

障害

者雇川納付金制度

また、この法律の第2条の4には、事業主の責
務として、□寧害者の雇用に関し、杜会連帯の

理念に基づき、障害者である労働者が有為な職

いなかったことから、1960年に「身体障害者雇

柴人として白立しようとする努力に対して、協

川促進法」が制定された。そして76年には、こ

力する實務を有する」と定めた。その第10条で

の法律を抜本1釣に改正し、一一定割合以」Lの身体

は、「すべての事莱上は身体障害者または知的

障害者の雇川を義務付けた。また、積梅的な企

障害者の雇舳二関して、社会連帯の堆念に基づ

業とそうでない企業とでは、雇用に伴う経済的

き、適当な雇川の場を字える共同の責務を有す

な負担にアンバランスが化じるため、これを調

るものであって、進んでその雇い人れに努めな

整する納付金制度を設けるとともに、各種の助

ければならない」と定めている。

成金を支給して障害者雇用を促進することとし
た。さらに97年には、知的障害者を雇刷者制度

7民聞企鄭二

対する蕩的義務

の対象とするなど法律の村象を拡大し、職業リ

ハビリテーションの促進を図ることを内容とし

障害者雇用促進法により、従薬員が56人以上

て、法律の払称も「障害者の雇用の促進等に関

の事業主は公共職業安定部長に対して、毎年6
月1日現在における障害者の雇用状況を報告す

する法律：」に改められた。

この法律では、以下の項目を巾心とする施策
が規定されている。

①障害者に対しての職莱指導・職業訓練一職
業紹介などの措置を講じ、その職業生活にお
ける白立を図る職茉リハビリテーションの推

ることとされている。

民閉企業に課せられた法定雇川率は、設定当
初の76年に1．5％、88年に1．6％、そして98年か
ら1．8％になっている。この雇川率に対して末達

成の企業は、月当たり50000円の納付金を納め
る必要があるが、納付金を納めたからといって

②身体障害者および知的障害者の雇用を法的
義務とした障害者雇用率制度

障害者に対する法的義務を果たしていることに
はならない．二
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87年の障害者雇用促進法の改正により、事業

経験であうた。工場の稼動率向上のために、出

主が障害者雇用に特別な配慮をした子会社を設
立した場合は、一定の要件のもとに子会社の労

向者が上位者として走り回っていた。障害者
は、国の保護もあり、就業の機会を与えられた

働者を親会社の法定雇用率に含めて計算できる
「特例子会社制度」が整備された。これは全国的

など育つ環境にはなかった。

ことに満足する程度で、経営に対する参画意識

に普及し、2000年3月現在、全国に設立されて

プラザ合意以降の急激な円高に対応して、多

いる特例子会社は104社あり、約2800人の障害

くのエレクトロニクス産業が生存を賭けて海外

者が雇用されている。第3セクター方式や親会

に生産拠点を求めていった。交野松下もオー

社が100％出資する形態が増えている。

ディオ関連の製品を生産しているので、海外移

しかしながら、2㎜年6月1日現在の民間企業
の実雇用率は1〃％と、法定雇用率にはほど遠

転もやむなしという経営判断のギリギリのとこ
ろまで来ていた。しかし、障害者にとっては、

い状態にある。しかも、未達成の企業は55．7％

「日本にあって通える会社」ということが必要条

である。法的に義務化されている障害者の雇用

件である。日本の地にしっかりと腰を据え、雇

率を高める努力が求められている。

用を維持し、収益を上げなければならない。
こうした経営環境の下にあって経営者の役割

2

燭似下閑生

は・第1に日本の地に会社を存続させること・
第2に障害者の自立、そして第3に障害者自身に
よる生きがいの創造であった。そして、従業員

松下電器産業は、82年に重度障害者を多数雇

用する第3セクター方式の事業所の第3号とし

に対して、以下の「4つの誓い」を提案した。

て、大阪府の交野市に「交野松下株式会社」を設

①製品を通じて社会に貢献する

立した。資本金は5㎜万円で、出資割合は大阪
府44％、交野市5％、松下電器51％であった。

②良品生産・品質第一主義を貫く
③残存能力を1OO％発揮し、健常者に負けな

主な製品はマイクロカセットテープであった

が、その後拡大を図り、AVアクセサリー、テ

い力を付ける

④心の通う明るい職場を共につくる

ストテープ、浄水器組立、DVDプレーヤーの部

この提案は上からの押付けではなく、障害者

品などに事業が広がった。2000年の売上高は9

とのコミュニケーションの中から出てきたもの

億5000万円、経常利益5㎝万円、経常利益率5
％の企業になっている。設立当初の人員は障害
者15人、出向者7人、その他2人の計24人であっ

をスローガンとしてまとめたものである。そし
て、毎朝の朝会で社員が交代で読みあげるよう
にし、積極的な風土づくりに役立てている。

たが、2000隼は障書者34人、出向者3人、その

他12人の計49人となった。
交野松下は必ずしも順調な船出ではなかっ

3

便う立幻から生まれた生竃艘

た。イニシャルコストを抑えるため、全面的な
投資は控え、親会社が使用していた機械設備を

松下電器のテープエ場の設備をそのまま持っ
て来た生産設備であったが、使う人は車イスの

そのまま投入してのスタートであった。した
がって、それらは健常者向けの設計であり、箪
イスの障害者には手が届かず、常に健常者の助

障害者である。高さを低くするために、「足切
り」のような形で低くはしたが、基本的に健常
者の論理に基づいて設計されているので、使い

けを借りなければならない状況であった。
この状態にとくに疑問を感じることなく、企
業運営をしていた。松下電器にとって初めての
試みは、雇用される障害者にとっても初めての

勝手が非常に悪かった。
この現状を打破するために、当時の売上げが
1o億円のときに2億円の投資を決断し、障害者
に優しい設備を導入することにした。

34
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小集団活動を推進することによって、障害者

図表一1車イス用の設備

からアイデアを出してもらったところ、40数項
目も出てきた。そのアイデアを設備メーカーに

発注し、設計者に車イスに乗って車イスの目線
で設計してもらった。

生産設備は車イスのままで操作が可能とし、

メンテナンスもできるという思想を基本とし
た。設備の高さも75〜140cmくらいが最適とい

かった」といった話を聞いて驚いた。健常者に

設備の表側だけだが、車イスによるメンテナン

は思いも付かないことだ。とくにサラリーマン
は給与から天引きされているので、税金を「取

ス作業を想定し、裏側も同じ広さの通路にし

られた」という思いがある。故マザー・テレサ

た。トラブルを知らせる警告ランブの位置も、

が、「人問にとって最大の不幸は、社会から必

車イスからでも見やすく手が届く位置に設置す

要とされなくなったときだ。社会から必要とさ

ることにした。

れなくなったときに、人間はいちばん不幸であ

うこともわかった。ライン設備の通路は通常は

こうして、車イス専用のオーダーメイドの設

る」という言葉を残している。交野松下の障害

備が完成した（図表一1、写真一1）。障害者のモ

者は、障害者年金を受給していたり、作業所や

ラールも高まり、生産性は飛躍的に向上した。

授産所と呼ばれる社会福祉施設にいた人が多

おそらく、生産性の面では他メーカーに負けな

い。国や自治体の税金で運営されているところ

いものになっているはずである。

で世話になり、極端にいえば税金の消費者だっ
た人が多いのだ。

4膚旨吝のハンディキ中ヅブほ欄える

企業は、企業活動を通じて税金を納めてい
る。個人も所得税や住民税を納めている。税金

現在、健常者の男子マラソンの世界記録は、

を払うことによって、社会に役立っている。社

2時間5分台である。40年前の1960年の世界記録

会に存在する意味がそこにある。自分が仕事を

は、2時聞15分台であった。人類は1960年から
2000年まで、40年間もかかって記録を約10分縮
めることができたのである。車イスフルマラソ

通じて社会に貢献できていることを実感できる

ンの世界最高は、今から4年前に別府・大分の
国際車イスマラソンで記録された、1時間22分
台である。83年の世界記録が2時間14分台で
あったから、13年問で52分も縮めることができ

従来の障害者対策は、障害者を単に保護の対

者はたしかにハンディキャップを持っているけ

た。これはなぜなのか。

れども、その人の特性に合わせた仕事を配分

のは、税金を払うことができるときなのだ。

象として、社会的な弱者だから保護しなければ
ならないという考え方であった。しかし、障害

その最大の決め手は、車イスそのものの技術

し、ハンディキャップを補えれば、障害者も社

革新である。つまり障害者のハンデイキャップ
も、機械化や治具などの自動化によって必ず補

会的に白立する力を付けることができる。そし

うことができる。このことを、交野松下の長年

て、企業も成り立つことができる。このこと
は、21世紀を見つめたときに、大きな意義を持

の取組みで実証することができたと考える。

つと思っている。

5

税金を払えi＝

■参考文献
1）「障客のある人の雇用促進と就労の安定を図るために

しカ、つた1

実践と展
開・Q＆A」、大阪障害者雇用支援ネットワーク遵含大阪、中央法規

交野松下の障害者が、「税金を払えて嬉し
Plant
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P互霧上弱窟」1MAC主屋革新シンポジウム2・O；00 唐津一氏基調講濁録

データが示す

『曜進するための
製遣莱の条僻』
●唐津一氏プロフィル
1942年

東東大字・工学部電気工字．モl！卒美．．δ1ヨ三

・企

78年
一
⊥
、82年
賞。84耳≡r・1下電器産業・
＝．1言」坪
夷海大学・
秦≡■毎大…圭・

ユ90茸
｛

L＝．94年

86年

同福同違貫月大学・学集

・雇菖悶、＝．95年

92一不
98隼

琴

唐津一

μ功meκaraf舳

2000年10月19目、虎ノ門パストラルで開催された
『JMAC生産革新シンポジウム「時代を超えて〜躍進する
製造業の条件〜」」では、唐津氏の熱意あふれる基調講演
が行われた。「データをよく見よ！」とのメッセージを受
け止め、重要なデータを中心に講演内容をまとめた。

1ヨ本には世界一のシェアを誇る産業がいっぱ

いある。図表一1のリストをまず見てほしい。
こういう会社の経営は、やはり世界一なのであ

テータから目本経済を正働こ矧る
（1）

日本を支えるモノづくり

まず、日本の経済の状況を正確に知っていな

る。よくいうグローバルスタンダードなどの言

ければいけない。そのべ一スになるのは、やは
り基本的な数字である、二．97年に1二1本はGDPが

葉に惑わされてはいけない。

507兆円になった。私はこれにびっくりした．

先日、久しぶりに東北の白河に行った。かつ

て私が所属していた松ド通信丁莱のマイクロ

なぜなら、イギリスとドイツ、フランスのGDP
を全部足してもこれと1司じだからだ、二

フォンの工場がある。ここでは、月産5〔㎜ノゴ本

そのGDPを生み出しているのは言徒か。モノづ

程度だが、フイリピンの工場と白河の両方を合

くりなのである．たとえぱ鉄の場合、1トン
2000Hの鉄鉱石を使って鉄板をつくる。すると

わせるとJjに約1億本、世界のシェアの50％で
ある。でき上がったマイクをいくらで売ってい

約1トン5α刀O円になる．その板でに1動車をつく

るかというと、1本17円である。つまり、こう

る、，すると1トンloo万1二Tlになる。1r本という因

したことが日本が廿界…ということなのだ．

は世界中から原料を買ってきて加工する。する

図表一1

と付力L1価他がどんどん上がる。この付加価値が

日本がトップシェアを持つ製品

u木の経済をつくっているのだ．

割昴。

乗用車

カラーテレヒ

辛導体用シ■」コン

羊導体用エホキシ封止材

二輪吏

ヒテオテーウレコーター

造船

⊂Dプレーヤー

工作機械

MDプレーヤー

金型

DVDプレーヤー

リ子ウムイオン竈池

ヒテオカメラ

CD−ROM駆動装置

産業用□ボ

二」卜

槽写機

テシタルカメラ

フアクシ三リ

力一ナヒケーシrンシステ

三ニラボ用DP装置 テレヒケーム懐
ノート型バ

ソコン

そして、モノをつくるということは手支術がな

⊂用セラミー二一クハーソケ■，

液晶表示装租

ハートテ

ム

いとできない口だからlr本の経済をつくり出し
たのは技術力である。

イスク駆動装置

」哩セラ三

1・ク部品

非気カス用セラ三

（2）

■ク触嫁

カメラ

腕碕計
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日本は輸出で成り立ってはいない！

図表一2で、r1本の経済がどう変わってきた
かがわかる。1」本のGDPは、バブル崩壊で91年
Jan．200「
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図表一2

GDP成長率と内需・外需寄与度の推移

に1度落ちたが、96年の日本の経済成長率は3．6

1％〕

5

4．5・3｛

％だ。アメリカの2．5％より上だった。さらに重

4

匝蚕轟園3；・・画璽

要なことは、これを牽引したのが内需であった

3．6

！

25

2

ことだ。外需はマイナスO．9％なのだ。日本の経

「

済は、輸出で成り立っているのではない。

「．4

r．5

o．9

「

i．o

14

o．9

■ガ4■皿r

O．5

lll．圧・

o．9・

O・・

O．6

一〇．5

0．2

一「

匝蚕璽■

一1．5

一2…

ポ・W■

−o．3
、8

（3）技術はどんどん変化している

日本の経済は技術によって支えられてきた
が、技術はどんどん変化している。図表一3で

一r．9

一2−5・

一2．6

1991年

92

9ヨ

94

95

96

97

98

資料1羅溝企画庁

図表一3

わかることは、だいたいlO年したら技術が変
わっているということだ。lO一年で人れ替わって

家電業界の技術の推移

いる。だからこそ、日

1％〕呂0

70
60
貞0
30

＼

、

、

、へ

o

o

1！

・

20
r

自黒テレピ
、・，・

レビの生産は、空洞化したという指摘は、マト

オーテイオ

（・

外れなのである。

六マ7タ：1＼lll

50

！

次の1（〕年のために、現在〔本の会千

・、

）

、ビデ万カメラ

ブで、

60

1：は死にも

の狂いで研究開発をしており、99年は16兆円、

＼〆

〆、㌔

1953

本のカラーテレビの小産

はほとんど海外に行ったのだ。F1本のカラーテ

、ラシオ
、
、
、 ！

GDPの3．1％であった。その成果が続々と出てき
ている⊃

70

日0

90

94＝年1

資料1電子槻樹工業套

（4）

図表一4
傭円〕80001：：1．

麗劃／／㎜

駆劃／1一柵oo

ρく二

㎜イ少4

、、、！寸㌃・・。．ノー

〆／

技術貿易の推移
⊥、㎜、■一

図㌧

o

FJo

r9畠687

呂8

89

1990

9r

92

93

日本は技術の輸出国になった

日本の技術の輸出額は約9000億円、輸入は
94

95

96

冒7

9呂1年」

資料」総務斤

4000億円である。つまり日本は技術の輸出国に
なっている。しかも、この中で重要なことは、

アメリカが日本の技術をいちばん多く買ってい
るのだ。これはITのおかげである。たとえば、
よく売れている液晶パネルなどの技術は、1］本

が押さえている。だからアメリカはH本から披
術を一生懸命買っているのだ。

図表一4に技術貿易の推移を示す。93年を契
機として日本の技術輸出がすごい勢いで伸び
図表一5

て、いま技術の輸出は輸人の2．2倍なのだ。日本

資本財と耐久消費財の輸出推移

は5年で変わるのである。

r60

資本貝オ輸出
（部晶

アメリカで成立したパテントリストの、トッ

材料、生産設備なと〕

！
／＾！㌧ノ

140

プlO社中の7社が日本の企業なのである。

■

耐久消琶財輸出
120■

（家電や目動車なとの製品〕

r・・！

！｛、一

11990年＝100〕

（5〕

日本の輸出品の変化を見る（図表一5）。lO年

：1「二∴、、
1985

86

87

88

89

90

以上前は、家電や白動車などの耐久消費貝オが七
rT＋Hて丁十r□トー［［←［［十rH
91
92
93
94 95 96：年j

であったが、このカーブがどんどん落ちて、い

資料1国税協套
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日本の輸出構造は変わった

Plant

まは輸出全体の20％である。これに対して、資
Engineer
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図表一6

本財のカーブが非常に伸びている。モノをつく

海外生産と輸出

る部品や材料が輸出されているのだ．わずか5

■

−6年前にこの変化が起きている、二

！▲

■

■

■

！

一

（6）世界中に出ている日本の「出前生産」

・．一■．．

図表一6に日本の海外生産の動向を示す。1］

本の輸出が約45兆円に対し、H本の海外牛産は
52兆円になった．ニ
95

ファスナーで世界一のYKKは、世界の43カ国

96

97

981年1

賛料1通産省

に工場を持っている。ファスナーの注文は顧客
図表一7

によって長さや色が違う。顧客に近い地域でつ
くらなけれぱ問に合わないのだ。つまり、そぱ

屋の出前と同じである。YKKは阯界中で出前を
やっている。これが日本の海外生産であり、決
して空洞化ではない、、

GDPに対する個人消費の比率

li畦1165r

60−

55一

松下の例では、ほとんどの国に乾電池の工場
を持っている。最初にポータブルラジオなど、

50

・

さまざまなモノを売った。売れば必ず電池が要
る。だからそこへ行って出前をやればいい。

驚くべきことがある。アメリカでつくった車
の輸出のトップは日本企業なのである。世界に
は日本車の輸人を禁．止している国が多々ある。

たとえばフランスでは、日本車のシェアを3％
に抑えるという法律まである。ところがパリヘ
行くと、日本車がたくさん走っている。それら
は、メイド・イン・アメリカなのだ。つまり日
本企業は、世界中に出前に行っているのだ。

r

r9昌990

r

目i

92

93

すぐに「あなたのいう

94

冒5

96

97

gε．年1

・級品とは何か」と聞いて

くる。「それは簡単だ。故障しない機械のこと
を一級品という」。そこで質問は終わった。

日本は、壊れない一級品をつくったからここ
まで来た。世界は広いから二級品や三級品でい

いと言う顧客もいる。だから、そういう棲み分
けが非常にうまくできている。

口本の白動車メーカーにもいたことがある韓
国の白動車工場の人が、「韓国がいくら頑張っ

ワシントンの商務省からのデータによると、

ても口本のクルマにはかなわない」といった。

アメリカで動いている日本メーカーの工場は
1760あり、工場の製品はアメリカから輸出をし

何が違うかというと、日本のクルマには手抜き

ている。それが、アメリカの輸出の9．6％を占め

また、シカゴにある松下のロボットの工場長

る。アメリカに行って日本の会社が一生懸命ア

から聞いた話も興味深い。アメリカでは手抜き
が多くて困るから、それをつきとめるソフト

メリカの貿易赤字を減らしている。こういうこ
とは、もっと報道されるべきだ。

がないというのである。

ウェアをつくった。大阪の松下本祉へ持って
行って「これを買わないか」といったら、「そん

（7〕一級晶をつくる技術が生命線

昨年、私はパリの国際会議に行った。フラン
ス人というのは思い切ったことを聞く。「日本
の製品は、普は安かったが今は高い。これがな

ぜ世界で売れるのか」ときた。困った質間であ
る。「日本の製品が一級品だから」と答えると、
Plan−Engineer

なのは要らない」と断られた。これが一級品と
二級品の違いである。
（8）日本の経済をにぎっている個人消費

図表一7は、たいへん重要なデータである。

500兆円のGDPの中で個人消費が占める割合を
Jan．2001
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消費全体に対する節約が容易な支出項目の比率

図表一8

な

支出の次に、健康医療、交際費、使途不明金

がある。この「必要な支出以外の支出」が、個人

支出の約35％でllO兆円もある。だから、この
l1O兆1■1が消えると不況になるのだ。
30一一

消竃動向が変わつτきτいる

25一

1O

r■■■■■■■丁■■■

「990年

19量r

r992

i99三

1年1

（1）個人消費のゆくえ

図表一9

図表一9は、総務庁と相談して、「あなたは今

生活感覚の移り変わり

度どういうものが欲しいですか」という調査を

（％j400・
一一

ヨ5．o一

、

i

20年間続けている結果である．何を買ったかで

』■

圃

30．o・

2E．O

一

はなく、何を買うつもりかを聞いている。

グラフのいちぱん下は、衣料である。H本人

．一・．
、．

、

、．．＾、

・■㍉

、・．

、．

、

20．O
、，ノ㌧へ．．、・一・・…、

一山一

、．、

・＾・・一・

・・
團

．．一・・

は洋服、着るものはいくらでもあるので、衣料

■

15．O
・㌔．、…一

は減る・方なのだ．その次が耐久消費財であ

1O．O
一

一㌔．一．一．．．

5．o

・

、

一。一．

〕堕

一・一㌃二＝二一一一・一・一・一・一㌔

り、これも一巡した感がある、．住居について

o．o

1■■「■「

「

庁、■■i

．曲宝．．、ε＝，T1−1隻1鐵，；呈；目日口「！、1舳二三三鷲．！榊■．1「l1鷲．！！」ll1l、鶉目
両

・1一。用．；

1

は、20年前からいままで25％で変わっていな
い。つまり日本人は食べることも着ることも満

図表一10

業種別の事業収入額および増加率

足してしまったから、住まいを快適にするため
にお金を使いたいと考えているのだ。

1433

1148

ところがもっと重要なのは、レジャー・余
暇・サービスのカーブだ。左側の端では15％

3005

2988

だったものが、いまは35％に達している。たと

1187

807

1注〕小売業の販莞額は通商産業省「商業統計調査」、製；告業の出荷額は同省
「工業統計調査」による

図表一11

サービス業の事業収入額および増加率

えばいま、白動車であればRVがよく売れてい
る。RV車はレジャー用途だからである。乗用
車というのは家具の一種だから、ピカピカに磨

いて走っているが、RV車は泥んこで走らない
とバカにされるコ

（2）
資料：総務庁統計局「サーヒ

ス産業基磯調査」

どのサービス業が伸びているか

図表一10を見ると、製造業の成長率は0．5％で
ある。これに対し、サービス業は46．9％の成長

率だ。サービス業には不況がなかった。

示している。驚くべきことに景気動向とは関係
なく、個人消費のパーセントが増え、とうとう

サービス業には、対個人サービス業、対事業
所サービス業、対個人・事業所サービス業の3

3（〕2兆円になった。つまりF1本の経済を握って

つがある。ここで図表一11を見る。対個人サー

いるのは個人消費なのだ．＝、

ビス業は64．7％も仲びている。1叉1表一10での製

図表一8は、消費全体に占める節約が容易な

造業の仲び率は0．5％だった。対個人サービス業

支出項〕の比率を示した、経済企画庁のデータ

は、不況どころか絶好調だったのである。

である。家計調査を行うと、食料、衣類、住
居、医療、保険、交通、通信など、生活に必要

に何か仕事をすることをいう。つまり、代行業

40

英語でいうサービスは、誰かのために代わり

Plan1Engin8erJan．2001

である．、，これが日木で仰びている．たとえば

次に、「暗黙知を形式虹1へ」である、、わかりに

引っ越し産業が仲びている、また、ダスキンは

くいが、1．1本のモノづくりの現場が強い1つの

もともと掃除の道具を売っていたが、いまや掃

‡！川．1は熟練工である．、ところが熟練⊥の披能は

除代行業の代表11勺な作在になっている一．、口本人

［」では・表せない、、1暗黙のうえでわかってしま

は豊かになって、而倒くさいことは外に抑し付

う．、．しかし、■これではコンピニ・一タ化できない

けはじ．めたのだ．．、

ので汎川化もできない．一一，そこで暗黙知を形式の

コンピュータサービスその他もあるが、口本
で仰びているのは対個人サービス業だ、、．コンビ

ニに行けぱ食べ物が売ってあり、料理をしない
で沽む二、つまり、コンビニもサービス産

業とい

整った矢口忠に変えるということが川てきた．、、こ
こに1Tが1洲系してくる、、

そして、新しい1■1■本型経営．、一H木刷経営とい
うのに実際は標準はない・．．各キ土がどうやるか・・，

変化に1一しじて、どんどん柔軟性を持ってやって

えるのだ．、．

いかなけれぱいけない、、オリンパスでは、99午
（3）新しい産業の開拓分野とは

の売トげの15％を研究費に使った二．アメリカ式

こういうものの見．〃をすると、新しい産・業を

ROEからし・ったら、とんでもない落第

どのように閉拓していけばいいのか見

■｛が付

．」だ．、、し

かし、だからこそオリンパスはデジタルカメラ

く．．、．丁二問カ書かかること・1帥倒くさいこと・汚れ

で、いまトップなのた

仕事など、みんなの嫌がることを引き受けると

つ、H

、、それが長則的戦阯1各を持

木的な絆営である、．

さらに、モノづくり企一業も白分白身を止せと

必ずビジネスになる．．．．

いうこと．二H本の会祉というのは、少しうまく
（4〕

いくと一・斉にやるものだから、・1■亡しいだけで儲

サービス業の問題点

サービス・莱1は付加イil．颪仙戸1

三雌性が・低いために、

からない．二．それから過当競争はやめた力

がいい

売上金額が非常に小さいことが1一用題である一、こ

だろう．．」舳11■」緩和や魅力のある事業環境も。必要

れはアメリカでも1向」じであり、大閉題になって

になる、」

いる。失業率は低いがサービス莱が上曽えてい

最後に、竹会全体の気惟えを川うている．、モ

る、、ところが1人当たりどれぐ

）い稼いでいる

．ノづくりをしてし・る」人たちが、社会の1斗一で1「当

かというと、アメi．」カの場合、1

『動車は約36万

に扱われているかという1川・越だ、＝．」たとえば賃金

ドル、コンピュータのハードが約32万ドルに貞・」

べ一スでは、金1融の方が高い。これはいかがな

し、サービス1装1係二は約6㌔8万ドルなのだ＝一、失業

ものか．、また、たとえは

技能オリンピックで金

率は少ないが、あまり姓かにはなれないのだ。
図表一12

≡…．姜

これからの指針
一

（1）

モノづくり懇談会の指摘

モノづくり懇談会での指摘

。・．r

工11モノづくりは日本の屋台骨

二套11モノづくりは人づくリ

私は、故小渕元総理が考えられたモノづくり
懇談会の座・長をしていた、、、そこで1−Hた指摘を、

日本の進むべき道として紹介したい（図表一

1

④

育

」暗黙知を形式知へ・一・lT化

新しい日本型経営

1．51一機関投資家は長期的視点で

12）、。

！1」61モノづくり企業も自身を正せ1

まず、モノづくりはL1本の屋台骨というこ

繁忙貧乏、過当競争はやめよ

と．、そして「モノづくりは人づくり」というこ

．と。これはトヨタの奥田会長からの熱心な発案
であった、、

1．1？lr規制緩和、魅力ある事業環境

rlε」社会全体の気構え
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図表一r3

モノづ＜り懇談会の政策提言
■

lTは、ri・本の一製造茱では｛』1たり前のことであ
る．．．それをやらなけれぱ会千」1はつぶれてしま

■

う、二，しかし、lTを理解するには、やはり基

①人材膏成

な原理を矢11る必要があるだろう一．、

（εi内閣総理大臣の顕彰制度

③

礎的

lTとは、コンビュータをどう使うかである。

情報技術の最大限の活用

それは図表一14の4つ州支術だ二．
（至

日本型ビシネスニEテ

ルの活用

情搬0）伝達、地信とは、距離がゼロになる披

⑤

巨大プロシェクト管理能力の膏成

⑤

モノづくり産業の事業環境の整備
図表一14
＝■＝

■

術だ一一．これを使うと新しい産業が｛Lまオ

信n線というのは距離をゼロにするだけではダ
．メで、これをどう使いこなすかが兎要なのだ．二、．

1Tの4機能
■

しる，．、迦

情徹の処理とは、情報を1」1

t二＝

1工することだ、、人

「矢11能では、1」本は・l1上・粋のトップにいる．二11本

①情報の伝達（通信1距離をゼロにする〕

の郵便需弓1を読み収る技術は

②情報の処理（数字、文字、画像の加工〕

に指紋の言売収り壮刊㍉＝を1湘狢した．二、最

③

装慌は電1−1

情報の蓄積（記録、探索、照合などll

1［■二界・一一だ、一．その次

新の読取り

一ぐらいの入ききで、ClAが最初に買

いに来たという、．i一沽認識でも、不特定話

④制御（組織、設備、資金運用など〕

考に

対一1一じする披術がとうとうできた．二、ここまで来る

メダルを獲っても、H本の新閉は舎かない、二」1干・1：

会全体のモノづくりに対する

気構えが間違って

いるといえる．二．

と、ねらいはキーボードをなくそうということ
になる．二

悩撒の整理について、たとえぱH■本では7000
万人が運転免詐証を持っている、＝．その免許証

（2）政策提言の内容

を、3−5年に1ll」l1諮一＝き換えている．コンピュー

モノづくり懇談会は、結論として図表一13の
政策提言を出した。

．人材育成は文郁省に倣い働きかけをしてい
る。また、内閤総理大臣賞の創設や、情榊支術
の最大限の活川、1］本型ビジネスモデルの閉発
があがつている．二、

次の、』1（人プロジュクト管理能

力の育成とい

うのが重．大な閉・題である口］本で巨人プロジェ
クトとして成功したのは

束海：道新幹線ぐらいな

のだ、、その原因は、トップがダメなことにあ
る、、1ヨ本の1■i1人プロジェクトのトップが理場へ

行って説得した、などという話は1瑚いたことが
ない．．ここがアメリカと違うのだ、、＝

タがなかった時代には、人掃除の意味があっ
た．二しかし、いまはコンピュータで全郁わかる

のだから、膨大なコストをかけてこれを行うべ
きではない＝、舳変が遅れているのだ。＝、デンマー
クでは一度免許証を収ると7（〕歳まで有効だ。二．こ

ういう役．ltて方が本当のlTである。これは、制
御についても変オ）らない．ニ
コンピ

ない一二道具をどう使いこなすというアイデアが
1勝負なのだ、＝．道具というのは慣れるのがもっと

も人事だから、これだけf史うようになったので
1．1

これがモノづくり懇談会が出した解答であ
り、すべての項1ヨに来年度の予算が付いた。ま

た、文学者の梅原猛氏を総一長としたモノづくり
大学が、いよいよ開校される．＝、

ユータというのは．単なる道ユl1しだ、．ココン

ピュータが何かイ寸加仙i他をイ寸けることはあり得一

本のlTは大丈・大だともいえる．、．しかも、ソフ

トの披術が．どんどん進歩しているが、ハードの
披術では1二1・本は依然として1．吐界のトップであ
る、、、iモードが、そのよい例であろう一二

1．1木には阯界一の産業と、それを生み出す技
術がたくさんある宇二それを一告1れず頑張っていけ

（3〕

42

lTについて

ば、1−1木の粁沽は何も心配ないのだ、、
P1宮nt
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