
 

 1

15 先端－14 

調査研究報告書の要約 
 

分類・テーマ別 Ｉ・１ 分類・業種別 ８・１ 

書 名 平成 15 年度 21 世紀の科学と技術のパラダイムシフトの本質構造と 

機械工業に求められる対応に関する調査研究報告書 

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会 ・ 三菱重工業株式会社 

発行年 H16(2004) 頁 数 394 頁 識別 15 先端‐14 

 

[目次] 

本編 

第１章 パラダイムシフトの本質構造 

第２章 グローバルな技術進化における「テクノゲノム仮説」の検証 

第３章 わが国の産業力強化政策と効果の観点からの検証 

第４章 代表的機械製造業における仮説の検証 

４.１ 自動車産業 

４.２ 重機械産業 

第５章 デミングの世界からの検証 

第６章 まとめ 

第７章 討議録 

参考資料 わが国産業の強化策と効果の観点からの検証 

―米国における代表的論文の紹介― 

 

[要約] 

第１章 パラダイム・シフトの本質構造 

技術文明史から２１世紀の特徴を見ると、物体の運動についてニュートン力学が天体ま

で含めた体系化に成功し，すべては，決定論的に予測（prediction）できる筈であった。 

しかし２０世紀後半には，非決定論的な量子力学にもとづく宇宙観，いわゆる量子宇宙観

（クァンタム・パラレリズム）が完全に主流になってきた。 

１９世紀から２０世紀の前半の成果が，２０世紀後半には新技術の創出に反映し，産業
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活動を介してライフスタイルにまでその影響を波及させ，その結果人々の意識変革を誘起

し，２１世紀のパラダイムへのシフトを促がすに至ったと考えられる。 

２０世紀後半，機械工業に関連してパラダイム・シフトの名に値する科学技術の本質的

構造変化の事例としてメカトロニクスが注目される。本質的にアナログ制御の機電一体化

のレベルを脱却し，「アナログからデジタルへ」の転換に成功している。 

メカトロニクスを例にとって，新しい２１世紀型のパラダイム・シフトの本質を考えて

みると，メカトロニクスのメカにあたる部分はナノテクノロジーになり，トロニクスに相

当する部分は量子コンピュータを中心にした技術になるであろう。その結果，デジタルか

らキュービタル＊なシステムに変わることになる。 

機械工業が２０世紀に生まれたメカトロニクスを梃子として２１世紀の量子的な新し

いメカトロニクスの登場を迎えようとしている。それによって，どのような発展が始まる

のか，まさに「量子効果」を積極的に取り込んだ「量子型機械工業」の創造が期待される。 

＊：はキュービットをベースにした言葉で，新しい方法論の表現として提唱。  

次にテクノゲノムということを考えてみる。ヒトゲノムと他の生物のゲノムを比較する

と，僅かな種間の違いが，人間らしさを生み出し，モノ作りするヒト（ホモ・ファーベル）

の誕生にまでつながる。ホモ・ファーベルの場合，道具の使用，道具を作る道具（工作機

械）から最新のコンピュータ制御の生産システムに至るまで，上記の遺伝子の差が極端に

増幅され，膨大な遺伝外情報の蓄積をもたらした。 

この研究では，遺伝外情報まで含めてこれらを「テクノゲノム」というキーワードによ

って一括し，作業仮説として有効利用したい。 

従来からのパラダイムのままで，分岐が起こらないロードマップを仮にＡとし，分岐し

た方をＢと考えると，Ａは交信をするキュービタル・チャンネル（キュービットのように

Ａと B の状態を重ね合せる）さえあればＢのことがわかる。ツールとしては，紙は勿論，

インターネットも使えるわけで多様な可能性がある。 

ここでパラレル・リアリティの問題として，単に理論上の存在だけでなくリアリティと

して実在することが物理学や宇宙論でわかってきた。 

２０世紀最後の四半世紀に起こったメカトロニクス革命の成果をふまえながら，２１世紀

はメカトロニクス革命で何が起こっていたのかを本質的にパラレル・リアリティの宇宙観

から捉え直した上で，新しい量子的なメカトロニクスを構想すべきではあるまいか。 
テクノゲノムは天然自然のゲノタイプではなくて，拡張された定義にもとづくものであ

り，「ゲノからフェノヘ」の不可逆的方向性（非対称性）という自然界に実在する真実が

あるが，量子宇宙観ではある条件下で「フェノからゲノヘ」という逆方向の実在が妥当性
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をもつ。 

 

第２章 グローバルな技術進化における「テクノゲノム仮説」の検証 

ここでは、まずテクノゲノムの概念について考察を行っている。 

社会の中で成長するものには、知識と資本および人口があり、これらが成長し、世代を

超えて再生産されるという過程では、まさしく、ゲノム的機能が働いていると考えられる。

決定的な因子は、知識に基づく技術であり、これが資本と人口の成長を決めている。だか

ら、その伝播の構造をテクノゲノム（石井）と仮定することができる。 

次に、「資本主義 5 百年」におけるテクノゲノム進化と変異についての検証を行っている。 

つまり、グローバル化を推進した強力なテクノロジーが四つある。16 世紀の帆船、19 世

紀の蒸気機関、20 世紀の自動車、20 世紀後半のコンピュータである。これらの技術は、

独自のテクノゲノム、つまり一定の法則性をもち、時間の経過に従って発現していった。 

まず、知識の増加にともなって、新しい技術、それもグローバル化テクノロジーの実用

化が始まる。この技術革新は、新しい経験の刺激、生産性の向上を社会にもたらし、やが

て資本蓄積、所得の増加がおこる。すなわち、世界の中心部で、人口は増加し、さらに知

識層の増加、という好循環が起こる。ところが、世界の周辺部は、依然として、低い生産

性のままであるので、資本と技術の移転が始まる。これはしばしば殖民を伴った。こうし

て、7、80 年もすると、周辺部分でも、生産性が向上し、資本の蓄積が起こる。そうなる

と、世界全体では、貯蓄過剰、過少な消費となり、総供給力が増加しすぎて、デフレ経済

となる。つまり、楽観的な膨張から、悲観的な縮小過程が始まり、生産の減少、さらには

人口の減少が始まるのである。 

こうした連続的な過程の繰り返し、螺旋的な発展は、まず、帆船とそのグローバルネッ

トで起こり、ついでテクノゲノムは独自の変異を遂げ、蒸気機関に転化し、新たに陸上のネッ

トワークを作り出した。資本の収益性は飛躍的に増加し、所得の増加に伴い人口は増加し始

め、人口増加がさらに経済を成長させた。世界を制覇した蒸気機関テクノゲノムは、20 世紀に

は、自動車・航空機テクノゲノムへと変異し、グローバル化の更なる徹底を推し進めることとなる。

その終焉は、かつてないデフレスパイラルであったが、その解決にアメリカ政府は国家の力を総

動員したので、20 世紀後半のテクノロジーは、アメリカの「政府の技術」となった。 

さて、19 世紀中ごろから日本は、外国からのテクノゲノムの伝播によって、新たな成長

が始まった。しかし、20 世紀の後半になって、成長鈍化、利潤率の低下、人口減少に悩む

ようになっている。ところが、これらは単に政策の失敗ではなく、資本主義 5 百年の間に

たえず繰り返されたテクノゲノム現象なのである。それはデフレや社会不安を伴うが、こ
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のような不安の中でこそ、真に創造的な才能が発芽し、これまでの惰性的な考えを打破し、

新しいテクノロジーを開発するようになる、としている。 

第３章 わが国の産業力強化政策と効果の観点からの検証  

一般に、日本は「創意工夫により技術を発展させることに長けている」と考えられて

いる。本章では、このような考えを再検証する一つの材料として、日本の歴史上におけ

る海外からの技術導入事例を紹介しており、下記のような技術を取り上げている。 

・ 東大寺の大仏建立に用いられた技術（鋳造及びメッキ関連技術） 

・ 日本刀と和鋼（製鉄技術の発展） 

・ 機械式時計の導入・応用技術（西洋式機会時計技術の和時計への対応） 

・ 鉄砲の伝来と技術の発展（火縄銃の技術） 

・ 明治期における近代造船技術（西洋の造船技術の導入） 

・ 戦前・戦中におけるレーダー開発（技術開発・技術導入の失敗事例として） 

・ 戦前における自動車技術の発展（ガソリン自動車製造技術の導入） 

これらの事例において共通して見られる要素、また、特に注目すべき点について、以

下のようにまとめている。 

第一に日本が海外の技術や技術者に対し、一貫して示している「学び」の姿勢である。

東大寺の大仏建立に用いられた鋳造技術は、大陸からの渡来人が日本に持ち込み、発展

させており、大和朝廷は朝鮮半島より優れた鍛冶を招聘することにより、製鉄技術の向

上を促した。近代の造船技術の導入においては、江戸時代末期より、フランスやイギリ

スの技師を招き入れ、その造船技術の習得に乗り出している。日本は新たな技術を持つ

諸外国の人材を内に取り込むことで、その技術を学び取ってきた。 

第二に、導入技術を日本の国情に適合させる巧みな「改良」である。西洋の機械式時

計の事例、中国より渡ってきた鏡が、後に「和鏡」へと発展していった事例、日本初の

国産ガソリン自動車製造技術の導入事例からは、「必要な技術を学ぶことにより、自分

たちで必要とする製品を作ることのできる環境を築くこと」に対する極めて強い意志が

感じられ、このことは日本の強みとも、弱みともなっていると考えている。 

レーダー開発の事例では、当時の日本軍で陸軍と海軍が別々に軍事技術の開発を進め

ていたために、非常に非効率な状況が生じていたことから、日本における自前主義と縄

張り意識について触れている。 

第三に挙げられるのが、国内で生まれた独自技術に対する否定的な姿勢である。日本

では昭和初期に電波関連の有力な独自技術が数多く生まれていたにも関わらず、現場の

軍中央は英・米が現実にレーダーを利用し始めるまで、その必要性を認識し得なかった。
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日本人の示してきた海外の技術導入の巧みさと、このような旧日本軍の判断ミスには、

なんらかの関係性があるものと考えている。 

第４章 代表的機械製造業における仮説の検証 

４.１ 自動車産業 

ここでは、テクノゲノムという概念を、組織進化を分析する進化論的な枠組の中でとら

え直し、自動車産業の歴史的発展においてどのように応用されるかについて考察している。 

組織能力とアーキテクチャをベースにした産業論を展開する場合、その結節点にあるキ

ー概念は、「設計情報」であり、その総体がテクノゲノムだと言えそうで、設計情報の体系

を「テクノゲノム」と関連づけることが可能と考えられる。 

製品の設計情報を創造する際の基本的なものの考え方を「アーキテクチャ」と言う。ア

ーキテクチャ（基本設計思想）は、製品によって異なり、自動車は比較的「クローズ」型、

かつ「インテグラル」（擦り合わせ）型のアーキテクチャを持つ。 

ハーバード大学のアバナシー教授らが提唱した「製品・工程ライフサイクル」によれば、

ある製品とその生産工程の技術発展史は、大きな製品イノベーションが頻繁に起こる「製

品革新期」、「ドミナント・デザイン」（いわば本命となる製品モデル）をきっかけに「工程

革新期」へ移行、製品・工程共に標準化・効率化が進む反面、技術革新が減少しシステム

が硬直化、という非可逆的なライフサイクルをたどる。 

トヨタにおけるもの造りシステムを見てみると、生産性と生産期間では、生産資源間の

情報転写密度を転写速度よりも重視し、情報受発信密度を高めるためのシステム改善を行

い、情報転写を規則的なリズムで行う、などの特徴がある。製造品質では、発信側での情

報転写精度の向上（品質作り込み）優先、不良に関する情報を発信源に迅速かつ確実にフ

ィードバックする、などの優れた特徴を持っている。 

生産現場の改善能力では、問題発見を強制する仕掛け、現場への問題解決権限の委譲、

問題解決ツールの標準化、改善案の迅速な実験・実施、標準の累積的改訂などの仕組みが

しっかりしている。 

上記のように、何があってもそこから学び、競争力に結び付けてしまう力、すなわち「進

化能力」こそが、トヨタの持つ競争力の真の源泉である。 

自動車のアーキテクチャの将来は安定的に推移し、進化モードは続くとしており、下記

の項目について検討を加えている。 

（１）「脱成熟化」仮説：燃料電池自動車へ主役交代があれば、大きな産業変化をもたらす。 

（２）駆動系技術の進化：より多様なエンジン・ミックス、エネルギー・ミックスが要求

される。 
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（３）ソフトの統合化とハードのモジュラー化：ソフトの発達次第では、標準化の可能性

を残している。 

（４）自動車の情報オープン化：車を含むネットワーク・サービスが構築される可能性。 

（５）中国発の疑似オープン・アーキテクチャ：世界市場の中核を占める小型乗用車の主

流では、当分この種の問題は考えにくい。 

（６）鋼鉄製自動車の時代は続く：生産・製造技術で企業の差が出るという状況は２１世

紀に入っても根本的には変らないだろう。 

（７）生産技術・組立自動化の限界：自動車の生産工程が全面的に自動化することは、少

なくとも２０世紀初めの２０年は考えられない。 

 

４.２ 重機械産業 

ここでは三菱重工業㈱の原子力のケースを取り上げている。 

三菱重工の原子力は基本的には豊富な基礎技術をベースに新製品に必要な技術を素早く

修得し，大規模な製品，システムを実現させている。社全体の主管事業所となった神戸造

船所にはその下地というべき基礎技術の蓄積があった。すなわち，造船など独自技術とし

て発展させてきたものや，ボイラなど欧米先進諸国の技術を導入し発展させてきたものが

あり，それらの蓄積によって豊富な製品製造技術を有するようになっており，原子力機器

の製造に対し社内保有技術の中から必要とする技術を選択し，発展させ活用できる状態に

あった。そこで神戸造船所における製品製造の歴史を振り返り，なぜ神戸で総合的な技術

の結集が必要な製品，言い換えると「すり合わせ型」製品の典型と言える原子力製品を作

る技術が根付いたかを考察している。 

まず，神戸造船所における製品（造船，鉄構，ボイラ，化学機器，宇宙機器など）と製

品を支えるキー技術（鋳造技術，板金技術，接合技術，機械加工技術など）を分析し，そ

れらの技術が製品群と相互に影響しあいながら発展，進展していったかを述べている。 

さらに，材料，化学，流体、伝熱などの幅広い基礎技術，高度な制御技術や情報伝達技

術などの新しい技術の開発が蓄積、伝承されていたため原子力プラントに必要な総合技術

力が完成出来たと位置付けている。 

次に，原子力技術の習得と独自技術への進展について解析している。三菱重工では，原

子力発電所の早期実現のため，昭和 36 年米国ウエスティングハウス（WH）社との技術援

助契約を締結したが，契約内容は将来の国産化への自由度の大きなもので，その後の技術

の習得と定着，独自技術化，改良開発へと大きな制約なく進化していくことができた。 

その後，原子力発電設備の国産化を進め，関西電力高浜２号機から大飯２号機では国産
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化率 95％と大きく進展した。一方，導入技術で建設された第１世代のプラントが増加する

とともにトラブルも経験しており，これらトラブルの経験と対策，改良を経験することに

よって，導入技術を自主技術へと発展させていった。 

最後に，今後の展開について考察している。次世代の技術革新を考えると，従来蓄積さ

れてきた技術基盤に立ち，現在あるいは近未来の製品に対する技術の開発と革新が次の新

たな製品の下地となるという連鎖が想定される。また、この連鎖を支援すべく日本の各企

業が持つテクノゲノムを組み合わせ，新たな技術力として育成，進化させるための仕組み

作りについて，国と企業の役割分担などについて言及している。 

 

第５章 デミングの世界からの検証 

現下の日本でも現下のパラダイムシフトの重要性が指摘されだした。その一方、パラダ

イムシフトとはどのようなものであるか、またどのようにしておき、科学、技術、ひいて

は個人、企業、社会にどのような影響をおよぼすのか、これをもたらす為の政策・施策、

あるいは社会資本とは、といったことについては全く検証されてない。為、偶然や経験で

パラダイムシフトに直面していかざるを得ないという事態に陥っているのである。ここで

は戦後の日本、そして 1980 年後の米国を例にとりパラダイムシフトの検証を行った。 

結果は、まず、戦後の日本、そして 1980 年以降の米国で発展した技術（ものづくり、

製造）、企業経営、社会規範は、ニュートンにルーツをもつ近代というパラダイムとは異質

なそれこそ現代と呼べるパラダイムであった。何れもその入り口にはデミングが提唱した

‘質(クォリス)’の管理があり、欧米の一部ではデミングの世界と呼ばれている。 

ではこのパラダイムシフトをおこすものは何か。全てのパラダイムには基調となる知(思

考)がある。例えば、近代パラダイムの基調は分離、還元、孤立、分業(何れも分野を特定

し、壁をもうけ窮める)という近代思考であった。パラダイムシフトとはこの知の切り替え

で、新たなものは 20 世紀に発展した(ばらつきの)統計学、あるいは量子力学で示された、

ウェッブ、(関係の)システム、(結果でなく)プロセス重視の思考である。知は学問上の価値

があるということだけではなく、日々の私たちの技術、組織、そして社会生活で価値を持

つ。先のデミングは‘質’の管理の理論を作るにあたり、その基調を統計学、ばらつきの

学にもとめていた。そして、戦後の日本ではこの理論が質の管理、新技術、製造企業で、

また 1980 年以降の米ではより広く企業、社会・行政管理一般に効用があることが示され

た。 

パラダイムシフトがもたらす影響は予想外に大きい。例えば、アダム・スミスは分業に

よる近代的職場の工員は伝統の職人に比べ生産性が 3000 倍上がることを示したが、これ
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は近代と現代の間でもそうで、生産性、競争力で著しい差異がでる。戦後の日本、1990

年以降の米国が示した圧倒的強さは主としてこのパラダイムシフトに帰することができる。 

ではパラダイムシフトを引起こすメカニズムは何か。これは近代で信じられたリボリュ

ーション(革命)ではなくイノベーション(革新)にある。ドラッカーが確かめた通り、排除で

はなく、付け加えることで所期の目的が達成される。古いものも残る。が、ステッキの持

ち直しというか、全てのルールは変わり、それまでの科学、技術、組織、リーダーシップ

のスキームは一変する。その為、すべて、一から調べなおす(クリティカル・シンキング)

ことが必要になる。日本は、その長い歴史で、コメから宗教まで全て優れているものは外

から来た。その為、戦後という時期は検証の対象とならず、結果、彼らは自分たちの繁栄

の真の理由を認識できなかった。この為、さまざまな錯覚と迷信が生じ、あれほど、競争

力を誇った日本は大幅な停滞をもたらした。一方、1980 年以降の米国はパラダイムシフト

を遂げつつある日本を徹底的に検証し、それをもとにパラダイムシフトに踏み切っている。

この時にも先のデミングがチェンジ・エージェントとなった(彼の米国における主張は、日

本でおきたパラダイムシフトをできなければ、米国は衰退するであった)。 

現下の日本での技術（組織、企業）の競争力を復活させる為には、これさえすればとい

う即効薬はない。パラダイムシフトの要はその基調にある知の切り替えにあり、それこそ、

新たな知をもつ人づくりという課題を抱えているからである。決して、最先端のナノテク、

バイオの研究をしているからといってこれら技術者たちが新たな知に切り替えができたと

いうことではない。人づくりを的確に、また迅速に行うには裏づけとなる認識科学が必要

である。認識とは知識をさすのではなくそれをもたらす‘知るプロセス’をさす。認識科

学は人を変え、また組織を変える学といえる。少なくともこれを定着させることにより、

新たな社会資本とは何か、それをもたらす政策・施策は何かといった議論ができる。 

 

第６章 まとめ 

デミング理論を，本格的に工場現場で実現普及させたのが，デミングの母国アメリカで

はなく占領下の日本，いわゆる“戦後という国”であったことは注目に値する。これは，

デミング理論自体がもつ極めて優れた特質によるところが少なくない。第１章でも強調し

た，テクノゲノムの“ミ卜コンドリア的共生”の劇的効果（フェノタイプとしての発現）

の好例であろう。 

第５章のとおり，現下の日本における閉塞観の遠因は，デミング・テクノゲノムを発現

させる“質のマネージメント”の実践に励んだ自らの歴史を日本人が忘れたからではない

かとの見解が示されている。第１章で述べた２１世紀の実質的な出発を，２０世紀後半以
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後と捉える立場からすれば，当然今日の知識化社会やグローバリゼーションはデミングの

あたらしい産業時代に含まれるわけで，当然デミング宣言の継続性は十分保持されている

筈である。 

標本（サンプル）についてデミングによって提案された「全体を意味する何らかの部分」

という概念は，１９７０年代中葉になって「フラクタル幾何学」という厳密に数学的な体

系として原理的に確立されたばかりでなく，今日ではコンピュータ・グラフィックスやア

ニメーションに応用されている。 

さらに，情報通信の領域においても，標本化定理によるデジタル表現の定式化が固めら

れて、１９４６年にはアナログコンピュータの牙城であったＭＩＴに「アナログからデジ

タルへ」の“文化革命”が起った。 

ここで，「デジタル（Ｄ）からアナログ（Ａ）へ」の “Ｄ－Ａ”変換について触れてお

きたい。Ａ－ＤとＤ－Ａ両方を同時に考えてみるとＡ－Ｄ－Ａ－・・という“循環”構造

を形成している。第５章で述べられているデミングのＰＤＳＡサイクルと相似的である。

このようにクローズド・ループ化という決定的な相変化が起こった結果，ＰＤＳＡサイク

ルが今や常識になったことは，このサイクルがいたるところで絶間なく回り続けているこ

とを意味している。 

第４章４.1.自動車産業において，社会システム進化論で「創発」の担う役割の特徴的な

点が指摘されている。自動車のような製品の設計進化（テクノゲノムと密接につながる）

に対する「製品・工程ライフサイクル」において，「ドミナント・デザイン」の出現後に

工程革新の加速が起こり，やがて「プロダクティビティ・ジレンマ」によってフレキシビ

リティ低下を招来し，末期を迎えるという一連のシナリオは，テクノゲノムでの創発の有

無と，そのフェノタイプでの盛衰について研究する好事例になっている。 

回転運動において複数の回転を対象とする場合には，回転数ないし周波数の他に，それ

ぞれの「位相」が問題になる。さらに，複数のサイクル（周期現象）あるいは波動現象が，

すべて同位相に揃っている特別な場合を「コヒーレント」という。 

日本の自動車産業の特徴として「圧縮された技術ライフサイクル」の存在が挙げられて

いるが，これは複数のテクノゲノムの関係がコヒーレントな特性をもっていなければ，成

功したフェノタイプとしての発現がなかったのではあるまいか。 

テクノゲノムは一方で「粒子性」のイメージをもつが，他方で「波動性」由来の位相に

よってもたらされるコヒーレンスを糸口として，複数のゲノム間の関係（同調あるいは同

期化）をつくり出し），一種の“巨大ゲノム”ヘと増殖・拡大のプロセスを辿り，ゲノタ

イプにおける進化（分子進化）に相当する循環連鎖が始まる。 
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さらに“4.2.重機産業における技術の変遷に関する検証”も，コヒーレンスの観点から

すれば極めて適切な実証となっている。下地技術としての三菱重工神戸造船所における鋳

造や板金の技術が原子力へ発展・進化していく過程，進化のきっかけ（第１章の分岐に相

当）や周辺関連技術を含めた蓄積と伝承，導入技術の習得（テクノゲノムの水平伝達）と

更なる増殖と次世代技術創造など，テクノゲノムの具体例を多彩にしている。 

第２章において，テクノヘゲモニー国家（開発主導）と模倣・追従国の関係が，入れ替

りながらサイクルを描いていくというシナリオは，位相とコヒーレンスの概念の具体化例

として，テクノゲノムの有効性を如実に示している。 

最後に，現代日本のテクノゲノム状況が多角的に論述されている第３章において，東大

寺や日本刀や和時計に始まる日本のテクノゲノムのルーツが詳述され，鉄砲や明治期さら

に戦前戦中の現代日本への接続過程も網羅され，グローバルな史的展開の中における日本

のテクノゲノム・アイデンティティが示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


