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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力す

ることから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科

学分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めと

するアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、

インドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は

生産拠点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜

する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきてお

ります。  
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社

会対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向け

て、従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業

界をあげて取り組む必要に迫られております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくた

めにはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスル

ーにつながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆ

く必要があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にか

ける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、

今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事

業のテーマの一つとして特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センター

に「「ものづくり日本」国民運動の総合的展開に関する調査研究」を調査委

託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄

与すれば幸甚です。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 

 
 
 
 
 
 



はしがき  
 
 特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センターは、平成１５年６月に東

京都の認証を得て発足した非営利団体で、産学連携など産業活力向上のため

の事業に積極的に取り組んでおります。  
 当センターの平成１７年度事業の一環として、社団法人日本機械工業連合

会から「ものづくり日本」国民運動の総合的展開に関する調査研究事業を受

託いたしました。  
 「ものづくり日本」国民運動の総合的展開に関する調査研究事業の一つと

して、平成１８年３月２日、愛媛県新居浜市において、「モノ作りフォーラ

ム・イン四国」を開催いたしました。  
 このシンポジウムの開催の趣旨は、日本を支える「モノ作り」は経済的意

味のみならず、人作り、文化作り､社会作り等多面的な価値を有しており、

我が国の歴史文化を背景として現在の姿が形成されている。今後の我が国の

モノ作りの展開方策を考えるに当てっては、狭義のモノ作り関係者だけでは

なく、教育、文化社会等の幅広い関係者の参加を得て、多面的に検討するこ

とが求められております。  
 このような趣旨のもと、第１回目である今回は、モノ作りをより広い層に

訴えるために、近代産業の原点である鉱業発祥の地である愛媛県新居浜市にお

いて積極的に取り組んでいる産業観光とモノ作りの融合をテーマにして、もの

づくりの国家戦略ビジョン､産業観光とモノ作り等の基調講演のほか、モノ作り

とイベントを取り上げ、四国各県の関係者２２０名を超える参加者とのパネル

ディスカッションを行ないました。  
 今回のシンポジウム開催のため、経済産業省、愛媛県､新居浜市、新居浜商工

会議所､全国地方新聞社連合会の後援をいただきました。  
 また、今回のシンポジウム開催に多大なご尽力を賜りました、経済産業省、

四国経済産業局、新居浜市役所、新居浜商工会議所の関係各位に厚く御礼申し

上げます。  
 最後に、シンポジウムの報告書を取りまとめましたので、皆様のご参考にな

れば幸甚です。  
 
平成１８年３月  

 
特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センター  

理事長 小島 彰  
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趣  旨 

 
特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センターは、平成１５年６月に東

京都の認証を得て発足した非営利団体で、産学連携など産業活力向上のため

の事業に積極的に取り組んでおります。  
 当センターの平成１７年度事業の一環として、社団法人日本機械工業連合

会から「ものづくり日本」国民運動の総合的展開に関する調査研究事業を受

託いたしました。  
 「ものづくり日本」国民運動の総合的展開に関する調査研究事業の一つと

して、平成１８年３月２日、愛媛県新居浜市において、「モノ作りフォーラ

ム・イン四国」を開催いたしました。  
 このシンポジウムの開催の趣旨は、日本を支える「モノ作り」は経済的意

味のみならず、人作り、文化作り､社会作り等多面的な価値を有しており、

我が国の歴史文化を背景として現在の姿が形成されている。今後の我が国の

モノ作りの展開方策を考えるに当てっては、狭義のモノ作り関係者だけでは

なく、教育、文化社会等の幅広い関係者の参加を得て、多面的に検討するこ

とが求められております。  
 このような趣旨のもと、第１回目である今回は、モノ作りをより広い層に

訴えるために、近代産業の原点である鉱業発祥の地である愛媛県新居浜市にお

いて積極的に取り組んでいる産業観光とモノ作りの融合をテーマにして、もの

づくりの国家戦略ビジョン､産業観光とモノ作り等の基調講演のほか、モノ作り

とイベントを取り上げ、四国各県の関係者２２０名を超える参加者とのパネル

ディスカッションを行ないました。  
 今回のシンポジウム開催のため、経済産業省、愛媛県､新居浜市、新居浜商工

会議所､全国地方新聞社連合会の後援をいただき下記のとおり開催しました。  
  

記  

・開催日時 平成１８年３月２日（木）１３：００～１７：００             

・開催場所 リーガロイヤルホテル新居浜  

      （住所：〒792-0007 新居浜市前田町６－９、電話：0897-37-1121） 

・テーマ  「モノ作りの未来」  

・主  催 特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センター  

・後  援 経済産業省、愛媛県、新居浜市、新居浜商工会議所、  

全国地方新聞社連合会  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１部  開 会 ～ 基 調 講 演 
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開   会 

 

司会： 定刻になりましたので、これからモノ作りフォーラム・イン四国を開

催させていただきたいと思います。私、特定非営利活動法人のＪＲＣＭ

産学金連携センターの小島と申します。ひとつよろしくお願いいたしま

す。  
    それでは、最初に歓迎のあいさつということで、新居浜市の鈴木助役

にお願いいたします。佐々木市長が会議出席のため、鈴木助役代読。  
 
 

  【開会あいさつ】  

        新居浜市長 佐々木 龍  氏  

  モノ作りフォーラム・イン四国の開催に当たりまし

て、開催地であります新居浜市を代表して一言、歓迎

と開催御礼のごあいさつをさせていただきます。  
            経済産業省におかれましては、平成 17 年１月に「も  

のづくり政策懇談会」を設置されまして、我が国経済  
の強みが凝縮されているものづくりについてその強み  

を見きわめ、官民が認識と行動を摺り合わせて、ものづくりを求心力の核とし

た産業社会のあるべき姿を追求されてまいりました。平成 17 年 11 月にはもの

づくり国家戦略ビジョンがまとめられ「ローカルな特性、強み」の強化、「現場

主義の徹底」などを含めたものづくり産業政策の展開に邁進されておられます。 
 長年モノ作りをベースとして栄え、今後においても、ものづくりを核として

生きていかなければならない産業都市・新居浜市といたしましては、まさに心

強く大いなる励ましの政策展開であると、心から御礼と深甚なる敬意を表する

いだくものでございます。  
 本市は、四国の近代産業というものづくりの発祥の地、さらには「ものづく

り大賞」を受賞された住友化学工業株式会社がございますように、未来に向け

たものづくりのまちづくりでもあります。この新居浜市で全国に先駆けて「モ

ノ作りフォーラム」を開催いただきましたこと、主催者であるＪＲＣＭ産学金

連携センターの小島理事長さん、経済産業省石毛製造産業局長さんをはじめ、

関係者の皆様に厚く御礼を申し上げる次第でございます。  
 本日は、産業観光で長年、新居浜市に産業観光のご指導をいただいておりま

す東海旅客鉄道株式会社の須田相談役、産業遺産の発掘・活用で長年ご指導を

いただいている国立科学博物館の鈴木主任研究官を初め、全国のものづくり運

動を指導されておられる講師の皆様方をお迎えし、また四国各地から、新居浜

市内から、多くの皆様のご参加を得てフォーラムが開催されること、まことに
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感謝にたえない次第でございます。  
 本日のフォーラム、また明日の別子銅山産業遺産体験ツアーが皆様方に大い

なる成果と今後の展開の糧となりますことを切に願いまして、新居浜市を代表

して歓迎と御礼の言葉とさせていただきます。  
本日はまことにありがとうございました。  

  
 
 

 
 
第１部  基  調  講  演 

 

司会：  それでは、これから基調講演に入らせていただきたいと思います。  
   本日の基調講演は、４人の方々にお願いをしてございます。  
    最初に、「ものづくり国家戦略ビジョン」と題しまして、経済産業省製

造産業局長の石毛様にお願いをいたします。石毛様、よろしくお願いい

たします。  
 
 

【Ⅰ. モノ作り国家戦略ビジョン】   

経済産業省 製造産業局  

 局長 石毛博行氏 

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介を受けました

経済産業省製造産業局長の石毛でございます。  
           国家戦略ビジョンという題名とちょっと違う題名にな

っておりますけども、ものづくりは日々進化をしてお

るものですから題名の方もその後の検討を踏まえて変  
えて、今日はプレゼンテーションをさせていただきます。 こういう機会を今

日いただきまして、まことにありがとうございます。先ほど助役さんからお話

がありましたように、新居浜市は私の理解するところでも日本の中でも非常に

有数の産業都市であって、とりわけ別子銅山、日本の銅山の中では２番目に開

設された銅山だと聞いております。より私印象が深く思っておりますのは、そ

の別子銅山の関係で住友林業だとか住友化学だとか、そういうところが生まれ

ていると。これ両方とも、最近の価値観とか理念とかというのを全く先取りを

した形の、環境とともに生きる企業というのにふさわしいような形で発展され

てると。これ説明するまでもないだろうと思いますが、別子銅山の関係で木を

幾つか切ったのを、それを植林をして植林業を起こしている。そういう、銅山

の精錬の中で出てくる廃棄物というんでしょうか、そういうものを利用して化
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学工業を起こしていったと。そういうふうなすばらしい歴史を持っている市で

ございますので、そういう中でこういうお話をさせていただくのは非常に光栄

に思っております。  
 たまたま来るときの飛行機の中で「高松、雪」とかいう話を聞いて、これあ

んまり歓迎されてないのかなと思いながら空港に着いたわけですけども、徐々

に新居浜市が近くになるにつれて天候も徐々によくなって、これはやはり少し

は歓迎されてるのかなというふうに思いながらここに至ったということでござ

います。きょうは、実は私のものづくりの先生がたくさんこの左の方にいらっ

しゃるものですから、何か緊張しながら、ちゃんとものづくりの１年間勉強し

てきた学生がちゃんとしたプレゼンテーションができるのかどうかというのを

チェックされてるような気分でございますけれども、30 分ぐらい、余り時間オ

ーバーしないように注意しながらやっていきたいと思います。  
 最初に、ようやく回復した─すみません、私の資料が配られたと思います

が、前の、これＯＨＰというんですか、そういうものの中でも示していきたい

と思います。ようやく回復した景気ということで示しておりますが、最初の２

ページ （資料編スライド 2）を見ていただきますと「踊り場を抜け着実な回復へ」とい

う表題をあれしてますが、ちょうど１年ぐらい前ですね、景気はデジタル家電

と中国特需、これで引っ張られてる、この二本柱で大丈夫なのかなというのが

ちょうど１年ぐらい前の印象だったわけですけども、その後非常に景気回復の

範囲が広がってきてまいりまして、踊り場を抜けて着実な回復に向かっている

というのは皆さんご案内のとおりでございます。  
 その次のページ （資料編スライド 3）ですけれども、いろんなシンクタンクが経済見

通し、予測を出しておりますけれども、この辺のところにもこれからしばらく

は、この景気回復基調でいくんだということが示されております。  
 次のページ （資料編スライド 4）でございますけれども、そういう景気回復の中でご

ざいますが、地域によって、あるいは大企業か中小企業かによって、あるいは

製造業はいいけれども商業、建設業がいま一つだというような状況になってお

ります。これ見ていただきますと、ちょっと図が小さくて見にくいんですけど

も、愛媛県は 0.85 の有効求人倍率で全国より多少低いところに位置してござい

ます。次のページ （資料編スライド 5）を見ていただきますと、ただこの新居浜市につ

きましては、きょうはモノ作りフォーラム・イン四国ですから四国全体を話さ

ないけないわけですけれども、新居浜市を見てみますと 1.6 ということで非常

に高い有効求人倍率になってるということであります。  
 次のページ （資料編スライド 6）でございますが、そういう中で、本日のモノ作りに

ついての本題に入っていきたいというふうに思っております。  
 ７ページ目 （資料編スライド 7）に「日本経済の復権」ということで、ビル・エモッ

トさんというイギリスのエコノミスト誌の編集長がいらっしゃるわけですけれ

ども、その本が出ておりますけれども、これは昨年の 10 月に、ロンドンエコ

ノミストが「Ｔｈｅ Ｓｕｎ Ａｌｓｏ Ｒｉｓｅｓ」ということで日本特集をまと
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めました。その中で、この 10 年間日本は大いに変革をしてきたんだと。それ

で、その構造転換を遂げて、日本の未来は再び明るくなってきたというような

ことを強調をしております。  
 次のページ、８ページ （資料編スライド 8）ですけれども、そういうビル・エモット

さんにさかのぼること約 10 年前、日本の復活、そういうものをおっしゃって

る方がいらっしゃったわけです。東海大学の唐津一さんですけれども、唐津さ

んは一貫してこういうことを予言というよりも信念としておっしゃったんじゃ

ないかという感じでございます。確かに日本のものづくりの復活によって景気

が回復基調になったことは間違いないというふうに思っております。  
 次のページ、９ページ （資料編スライド 9）を見ていただきますと、ものづくりの中

でも特に、今回の景気回復では素材産業の回復というのが非常に著しいものが

ございます。鉄鋼業を見てみますと、ちょうど 2002 年度のときには経常利益

が 1,000 億にも満たない状態だったものが、この 04 年度に 4,500 億、そうい

うような水準の、これは四半期でこういうレベルですから年間を通して見ると

大変な金額になるわけですけど、そういう状態になってると。化学産業も同様

である。そういうふうな力強さがあらわれているということであります。  
 10 ページ （資料編スライド 10）に「経済産業省の３つの戦略」と書いてありますが、

こういうような景気回復を確実にしていって、中長期的に安定した成長を実現

するにはどうしたらいいのかというのを私ども今検討している最中でございま

す。  
 11 ページ （資料編スライド 11）をごらんいただきたいんですが、現在私どもの省では

二階大臣のもとで「新経済成長戦略」、それから「国家エネルギー戦略」「グロ

ーバル戦略」、そういうもの、３つの戦略を今取りまとめようということで準備

中でございます。３月中に中間報告を出して５月には最終報告を出して、政府

全体の「骨太の方針」に反映をしていこうという考えでございます。  
 政府全体での大きな課題はご案内のとおり財政再建というのがあるわけです

けれども、私たち、歳出カットと増税だけをしていくということでは経済は死

んでしまう、将来に明るさが見えないということじゃないかと思っております。

小泉改革の先に見える姿をそこに示していって、経済が活性化していくよとい

う姿を示していきたいというふうに思っております。  
 12 ページ （資料編スライド 12）に、これ図が小さいんですけれども、新経済成長戦略

のエッセンスを示しておりますけれども、この中でやはり私たち、この成長を

引っ張るのは日本のモノ作り産業であると。もちろんサービス産業というのは

生産性が低いものですから、そこの部分が改善すればということを期待される

わけですけれども、そういうサービス産業の改善も期待しつつも中心になるの

はモノ作り産業であるというふうに思っております。  
 13 ページ （資料編スライド 13）に、じゃあどういう成長を目指すのかと。どのように

そういう成長を果たしていくのかというのをこの戦略の中で考えているわけで

すけれども、まだレポートはこれからでございますので多少私の独断的な内容
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になるわけですけれども、少しお話をさせていただきたいというふうに思いま

す。  
 14 ページ （資料編スライド 14）に「どのような成長を目指すのか」という題で、まず

意識をしなきゃいけないのはこれからのモノ作りにおいて３つの制約─少

子・高齢化、環境整備、資源制約、そういうものがあると。それからまた、変

化としてアジア諸国が追い上げてくる。あるいは「科学と産業の接近」と書い

ておりますが、これは、最近のモノ作りというのは、単なる技術開発といって

も現場での勘だとかコツだとかそういうことで成り立っている部分と、それか

らサイエンスまでさかのぼってそれに裏づけられた技術開発力とかそういうも

のが必要になってきていると。その度合いが非常に大きくなってきているんじ

ゃないかということをちょっと言ってございます。  
 15 ページ （資料編スライド 15）でございますけれども、そういう中でどんな成長を目

指すのかということでちょっと書いてございますが、要するに、重要なことは

成長の質を上げていくことだろうということでございます。  
 16 ページ （資料編スライド 16）に、そういう中でどんな内容の成長なのかということ

で追求するべきモノ作り……モノ作りの価値というものはどういうものなのか

ということで標語的に３つ書いてありますが、「地球」との共生、要するに資源

と環境とかそういう制約を乗り越えて、それをばねにして成長していくという

ようなことが重要だろうと。それから、２つ目は「人間」との共生と書いてあ

りますが、勤めて働いている時間、その中で非常に自分がいいことをやってる、

働きがいがあると、そういうものが実現されなければいけないんだろうと。そ

ういう意味で「人間」との共生。それから、３つ目は「近隣の国々」、中国、韓

国それからＡＳＥＡＮの国々、インドあるいはオーストラリア、そういったよ

うな国々と一緒に成長していくということが重要だと。そういうような成長を

目指していくことが必要なんじゃないかと。  
 17 ページ （資料編スライド 17）でございますけれども、それじゃどうやってそういう

成長を実現するんですかということですけれども、ポイントになるのはやっぱ

り強力なエンジンが必要だと。上昇をしているわけですからエンジンが必要な

わけです。そのエンジンこそイノベーションだと。ごらんのとおりそのイノベ

ーション、ずっといわれてきているわけですけれども、そのイノベーションを

具体化して国民・社会にこういうものだということを届ける、それがモノ作り

じゃないかということをここで言っております。  
 もうちょっと具体的に言いますと、昭和 30 年代に三種の神器というのがご

ざいました。白黒テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機ということですけども、そ

の後も三種の神器というのは続々とあって、ある時代にはカラーテレビ、クー

ラー、カーというか自動車ですね、これが三種の神器。その次にはパソコン、

カーナビ、携帯電話というのが三種の神器だったということなんですけどね。

ごくごく最近ではデジタルカメラとＤＶＤレコーダーと薄型テレビというふう

になってますけど、私自身はこのうちの一つしか持ってないんで三種の神器を
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全然クリアしてない人間なんですけれども、そういうふうなことでイノベーシ

ョン、それをモノ作りが具体化して皆さんのところにお届けをしているという

ことであります。  
 18 ページ （資料編スライド 18）に、それではモノ作りとイノベーションというのはこ

れまでどう進んできたのかと。それはどういうものを源泉にして成り立ってき

たのかと。そしてその課題はどういうことになっているのかというのを整理を

してございます。  
 19 ページ （資料編スライド 19）ごらんをいただきたいと思いますけれども、「モノ作

りとイノベーションのこれまで」ということで、過去 10 年ぐらいは失われた

10 年間だとかあるいは 15 年間だとかそういうふうにいわれてきているわけで

すけれども、実はその中で日本の企業は非常に地道にいろんな開発に取り組ん

でいい成果を上げてきているわけです。そこにも示しておりますけども、例え

ば薄型テレビの中で液晶、プラズマディスプレー、有機ＥＬ、それからＳＥＤ、

４種類もの薄型テレビという、これ日本企業が先導をしているという状況であ

りますし、デジカメ、デジタルビデオ、そういうものは日本企業がリードして

ますし、ハイブリッド車、燃料電池車、さらにはロボットの世界ではこれ日本

企業の独壇場というふうになっております。  
 先ほど紹介しましたビル・エモット氏も、失われた 10 年で確かに経済的に

は日本は苦しかったけども、この間よく日本企業は頑張っていたよなと、この

部分が今花開いているんだというようなことを彼は言っております。  
 それから 20 ページ （資料編スライド 20）に、モノ作りとイノベーションの源泉はと

いうことで、一体何がそういうものの、イノベーションの源なのかというのを

ちょっと示してございます。２つあります。一つは旺盛な研究開発投資とそれ

からもう一つは豊富な特許ということで２つ示しておりますが、特に左の方を

見ていただきますとＧＮＰに対して研究開発の比率が書いてございます。日本

は現在、諸外国に比してトップになっております。それから右の方の特許の数

についても、断トツで、断トツというかアメリカと一緒に非常に高い位置にご

ざいます。  
 そういうことでございますので、我々こういう旺盛な研究開発投資というの

をずっと維持していかなくてはいけないということで、政府の中でも大いに旗

を振ってます。この間第３次科学技術基本計画の案が出たわけですけれども、

その中で政府のそういう支出をどれぐらいにするかという大論争がございまし

た。ごらんのとおり今、政府の課題は小さな政府、財政赤字を減らすというこ

とですから、そういう支出をふやすなんていうことは財政当局からいえば考え

られないことなわけですけども、大論争の結果、前の計画よりはちょっとふや

すと。金額的には１兆円なんですけれども、25 兆円の第３次基本計画の中でそ

れぐらい科学技術予算は確保するんだということをそこで実現をしているわけ

でございます。  
 その次のページをお願いします。21 ページ （資料編スライド 21）ですが、そういう技
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術開発とか研究開発に加えて、いつかさらに日本のモノ作り、イノベーション

の持続を示しているものとしてございます。21 ページをごらんいただきますと、

川上から川中、川下ということで、情報家電の製品のシェアが円グラフで示さ

れております。一番右側の川下のところ、いわゆる最終製品のところですね、

そういうところでは日本企業のウエートというのは大体４分の１ぐらいになっ

ておりますけれども、川中、部品の段階では５割、川上、部材といいますか素

材の段階では３分の２ということで、この部分こそが日本の競争力の源泉の一

つであると。  
 それから、ちょっと少し上にありますが産業機械。半導体装置だとかいろん

な装置類がありますが、この分野で日本は半分以上のシェアを占めていると。

こういう部分が今の時点ではアジアのほかの国にはない、日本の非常に強みに

なっているんではないかというふうに思われるわけであります。  
 それから 22 ページ （資料編スライド 22）でございますけれども、もうちょっとそう

いう強みのところを探ってみますと、そこにメッシュ構造とかいろいろ書いて

ございますが、要するに金型とか鋳造とか鍛造とかメッキだとか、そういう分

野での各企業の技術を物すごく磨いている、そういう努力がまさに日本のモノ

作りを、それを下から支えているんだということだと私は思っております。  
 次のページ、23 ページ （資料編スライド 23）ですが、それではこういうものづくりの

強み、そういうものをほっておきゃいいのかなというふうに思いがちなわけで

すけれども、そうではないんだろうというふうに私どもは思っております。  
 第１点は、新製品は出したけども余り稼いでないよなというのが一つござい

ます。そこにありますけども研究開発比率はどんどん上がってきてると。しか

しながら収益率は必ずしも上がってないと。そういうことで、研究開発費の実

は収益に関する効率というのは必ずしも上がってない、むしろ下がってるとい

う状況であります。一例を挙げれば、例えば先ほどちょっと紹介しました薄型

テレビですけれども、技術では日本がリードしたわけですけれども、マーケッ

トシェアは残念ながら大きな範囲で見ますと韓国、台湾製の方がとってる。だ

から、経営的には必ずしもその技術開発の成果が生きてないということかなと

思っております。  
 それから 24 ページ （資料編スライド 24）、次のページですけれども、課題はそうい

うものに限らずもっとあります。一つはそこの、小さい字で書いてありますが、

基礎研究や応用研究に対して投入する資金や人材の資源を縮小した企業の割合。

こう見てみますと 80 年代中盤まで縮小した企業は少ない。80 年代後半から 90
年代の半ばまで、それも少ない。90 年代中盤以降、そういう活動を縮小した企

業は非常に多い割合を占めてます。これは私、非常にゆゆしきことだと思って

おります。そういう基礎研究の分野というのはやはり企業の中でも一定程度担

っていかなければいけない、そういうものだと思っております。最近は大学で

も、何か日本の中でも一番有名な大学が大学のセンターの中で焼酎にブランド

の名前をくっつけて売ってるところがありますが、これは研究開発がどれぐら
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い難しい研究開発をしたのかわかりませんけれども、大学がまさにそういうふ

うに余り流れ過ぎるのも問題ではないのかなという感じを持っております。  

 それから 25 ページ （資料編スライド 25）でございますけれども、次の課題として、

東アジアの追い上げというものがございます。ここの 25 ページで示している

のは、よく東アジアから追い上げというと新しい設備を入れて労賃が安いんだ

から日本の企業が負けて当然だよなということのみが着目されるわけですけれ

ども、実はもっと深刻な要素として、研究開発のところでもかなり中国、韓国、

台湾といったようなところがひたひたと私たち日本の後を追ってきて、実はこ

れはある電子デバイスメディアの論文のある一定のクオリティーを持ってるも

のの数でございますけども、日本を 2005 年には越えてしまったと、その数に

おいて超えてしまったと、そういうようなことが起こっているわけでございま

す。  
 それから 26 ページ （資料編スライド 26）にもう一つ、そういう中で韓国とか中国と

いったような国は日本をある種のターゲット、日本をベンチマークにして、政

府がこの段階でもう１回相当大きな研究開発資源を投入しようとしているとい

うことを示してございます。一つは最近韓国政府が出したものでございますけ

ども、高度部材産業を振興するということで、2015 年に部品素材の貿易の黒字

を 1,000 億ドルにするんだということで政府はこれから支援をしていくぞとい

うことを意思表示をしてます。ご案内のとおり、現時点では韓国のデジタル家

電がいろいろ売ってますけども、素材・部材はかなり日本から輸入されてるも

のをベースにしているわけであります。  
 それから中国ですけれども、外資の技術導入ばかりに頼っているという現状

ではぐあい悪いんだということで、中国語では「ソウシン」と言っているよう

ですけど、まあイノベーションということだと思いますけれども、それを合い

言葉に技術開発の重視を打ち出しているということであります。  
 中国は今 500 万台近い車を生産をしているわけですね。その中で、乗用車で

は一番のトップ企業はフォルクスワーゲンとのジョイントベンチャーだったわ

けですけども、「だった」と申しますのはつい最近、去年ぐらいまではその企業

がトップでマーケットの４割あるいは５割を占めていたわけです。それが最近

になってどっと下がってきまして、シェアが 15％ぐらいにまで下がっておりま

す。これはフォルクスワーゲンの中国でつくられている車が、やはり日系のメ

ーカーあるいはＧＭ、そういったようなところでつくっている車に比べて新し

い技術がその車の中に入ってないと。それを中国の人たちもこれはこういう車

はもう買いたくないということでシェアが下がってきたわけですけれども、そ

れは一つの例ですが、中国の中でもっと新しい技術を入れていこうというよう

な動きはどんどん出てきているわけでございます。  
 27 ページ （資料編スライド 27）ですが、ではこれからのものづくり、イノベーション

はどうするのかということでございます。これについては、ちょっと繰り返し

的なことになりますけど、まず 28 ページ （資料編スライド 28）をごらんいただきたい
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わけですが、先ほど長期的な研究開発投資が必要だということを申し上げたわ

けですけれども、そこのまさに例にございますように例えば液晶、現在は 4.5
兆円産業になっておりますけれども、これが発見されたのは 1888 年でござい

ます。これを事業化したのはシャープですけれども、1973 年。85 年間かかっ

ているわけですね。それから、現在 2006 年です。それから約 30 数年かかって

この段階まで広がっていったと。それから、その下に垂直磁気記憶についての

ケースが書いてありますが、これもやっぱり 30 年ぐらいかかって事業化され

たと。そういうことで、時間がかかるものであるだけにかなり前から手をつけ

ていってやっていかなきゃいけないと。  
 それから 29 ページ （資料編スライド 29）に、もう一つは各分野ごとに掘り下げをす

ることは当然必要なわけですけれども、これから一つ重要になってくるのは、

いろんな分野の方が融合をしながら、いろんな知識を集めながら新しいまさに

イノベーションをつくり上げていくということが非常に重要になってくるので

はないかというのをこの絵で示してございます。  
 今私は分野ごとの融合と申し上げましたけれども、これは分野だけではなく

て国と国との間の融合ということも当然重要になってまいります。最近ＯＥＣ

Ｄでいろんなレポート、この分野のレポートを出してるわけですけども、日本

はどうも将来不安があるとすれば、外国の研究者が日本へ来て日本人と一緒に

活動をすると、そういう部分が非常に少ないんじゃないのかと。日本において

もっとそういうことを進めるようなことをしないと、将来のこういうイノベー

ションをつくり上げていくという上では限界があるんじゃないかということが

指摘をされております。  
 先日ある食品会社の研究者の方にそういうお話をしましたら「いや、わかっ

てるんです」と。「しかしながら、外国の研究者が来ると大変なんです。私が英

訳をしなくてはいけないんです」─この人ノーベル賞候補の方なんですけど

ね。そういうようなことで、やっぱり言葉の壁をもうちょっと取っ払うような、

学生のときからそういうレベルも一緒に上げてもらうような、そういうことが

必要なんですということをおっしゃっていました。  
 それで 30 ページ （資料編スライド 30）、そういうことで人材が重要だということが

書いてございます。研究開発人材、それから現場の人材。現場は特に国立高専、

あるいは工業高校、そういったところの現場での人づくり、そういうものがき

ちっとなされてなければ日本のものづくりの発展は期待できないだろうという

ことであります。  
 それから、その下にちょっと書いてありますのは、「ヒト作りにはモノ作り」

と書いてありますが、そのモノ作りのプロセスにおいて、本人の達成感だとか

やり遂げたという実感だとか、そういうやり遂げることによる自信だとか、そ

ういうものが逆にモノ作りの過程からヒト作りになっていくんではないかとい

うことを示してございます。  
 31 ページ、32 ページちょっと飛ばしていただいて、時間の関係ありますの



 11

で、33 ページ （資料編スライド 33）、最後に経済産業省は一体何をするのかというのを、

国は何をするのかというのを次から示しております。  
 34 ページ （資料編スライド 34）でございますけれども、第１に国内投資の活性化とい

うこと。これ非常に重要で私たち取り組んでおります。試験研究税制、投資減

税の措置を３年前ですか、導入したわけですが、これは企業から大変大きな評

価を得ております。現在もう一つ取り組もうとしておりますのは、減価償却制

度という、これが日本の場合は非常に複雑になっております。外国と比べても

100％償却はできないだとか、そういうような競争上不利な条件がございます

んで、そういうものを手直しをしていきたいというふうに思っております。  
 それからもう一つその下に、モノ作り現場の若手育成ということで、昨年も

のづくり日本大賞というのを創設をいたしました。現場の、モノ作りの現場の

若手の方にもっと張り切ってもらおうということでこういう賞をつくりました。

きょうこの基調講演の後パネリストの方々による討論会があるわけですけども、

その中に私どもの前田ものづくり政策室長が出席するはずですけども、彼がこ

のものづくり日本大賞の仕掛け人でございまして、黒子でございました。その

辺の話を後でしてくれるんじゃないかと思います。彼がプロデューサー、ディ

レクターで私ども動いてきたんですけども、一大モノ作り運動が日本の中で起

こりつつあるのかなとちょっと私も実感をしております。  
 次のページ、35 ページ （資料編スライド 35）でございますが、その第１回ものづくり

日本大賞の受賞例ということで、四国にちなむ２つの企業を書いております。

一つは内閣総理大臣賞をいただいた日プラ株式会社、もう一つは住友化学、経

済産業大臣賞ということで賞を受賞しているわけでございます。ちなみにこれ

は全国から約 700 件の応募がございました。非常に激戦でございまして、700
件を１回に中央で審査をするわけにいかないものですから、各経済産業局ブロ

ックごとに審査をしていただきまして、そのブロック予選を勝ち抜いて中央で

約 100 件ほど審査をいたしまして、その中から内閣総理大臣賞は６件、金メダ

ルを６個出したということであります。その審査の過程、私は 100 件の審査を

する過程でオブザーバーとしてその審査を横から見ていたわけですけども、つ

くづく思うのは日本の中には本当に技術力の高い企業がたくさんあるなと。特

に中小企業の技術力は高いなというのを私ども痛感をいたしました。これはや

っぱり日本の産業の宝だなという思いをしたわけであります。  
 36 ページ （資料編スライド 36）にそのものづくり日本大賞の授賞式の絵が出ており

ます。総理から総理大臣賞の方は金メダルをもらうと。中川経済産業大臣から

銀メダルをもらうと。そういうような趣向でやったわけですが、官邸でこうい

う授与式やったわけですが、それに加えて受賞された方は料理の名人から超一

流の料理をいただくと、そういう趣向でしたわけでありまして、受賞された方

は二重の喜びを得たわけですが、中には若い方でこの際官邸の小石をポケット

にこそっと入れてお帰りになる方もいらっしゃって、これは見てますとモノ作

り甲子園というような感じでやっておられるのかなという感じでございました。
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第２回は今年ではなく、来年やることになりますので、また全国にこういうも

のにどんどん応募していただくように私どもチアアップをしていきたいという

ふうに思っております。  
 それから次のページ、37 ページ （資料編スライド 37）に、そのほか経済産業省ものづ

くりの関係で何をするのかということをちょっと書いてございます。次世代を

担うモノ作り産業を育成するんだということで、そこに書いてあるような産業

を振興すると。  
 それからもう一つ重要なことは、実は模倣品、海賊版対策という部分でござ

います。これは特に隣の中国で起こってるものでございます。いろんな対策を

してると書いてありますが、実は被害はこれすごく甚大でございます。私ども

の特許庁が試算したところでは、年間で９兆円の被害が出てると。９兆円とい

うのは日本のＧＤＰの大体 50 分の１、２％ぐらいのウエートになるわけです

けどそれぐらい被害が出てると。ある社長に「これはどういうふうにするのが

一番いいですかね」ということをお話しましたところ、その社長は「日本も昔

は物まねからスタートしたんですよ」と、「そういうことから、ある時期まで待

たざるを得ないのかもしれませんね」と。「ですけど日本もある時期にこれでは

いかんということで方針を変えて、国際ルールに従って、そういう物まねでな

くて自前の技術でやるんだということでどんどん進んでいったものです」と。

そういうことから、しばらくはモグラたたきといいますか、そういうものをや

っていかざるを得ないんだろうというふうにも思います。  
 ただ、モグラたたきだけをやっているんでは、これはもう本当にたたいてい

るしりからもうどんどん生まれる方が多いんじゃないかというような感じで模

倣品がふえてきているものですから、私どもは中国に対してアメリカ、ＥＵと

協力をして、こういう制度にしたらどうでしょうかと。中国の中ではこういう

模倣品について国際ルール、特許の侵害だとか著作権の侵害だとかそういうふ

うなことをした場合の刑事罰があるんですけども、すそ切りがあるんですね。

たしか年間 10 万円とかのすそ切りがあって、それぐらいの違反であれば全部

見逃しちゃうんだと、そういうような制度だったんですね。こういうようなこ

とはやっぱり直してもらわないかんのかなという感じを持って、これから私ど

も取り組んでいきたいというふうに思っております。  
 それから 38 ページ （資料編スライド 38）に、そのほか経済産業省は今日本の企業、

いろんな国で事業活動をしています。そういうところでの事業活動をやりやす

い事業環境を整えていくというのも大きな仕事です。例えば自動車産業の例を

とってみますと、国内で 1,000 万台つくってますけれども海外でも 1,000 万台

以上、これからはむしろ海外の方がその台数はふえていくんだろうというぐら

いでございます。その海外でつくっているものも日本のプロフィットとして還

流をしてくるわけです。だから、それも非常に大事な私どもの仕事であるとい

うふうに思っております。  
 もう時間の関係ありますのでもう終わりにいたしますけれども、今いろいろ



申し上げましたけれども言いたいことは、日本はモノ作りで成長・発展をして

いくということは今後とも中心であろうということで、いろんな難しい問題は

ありますけれども、アジアの国の追い上げだとかいろんな問題ありますが、最

後にやっぱり日本の企業、産業が勝ち残っていけるように、そういうことにな

るようにするのが我々経済産業省の役割だと思っておりますし、最大限そうい

う努力をしていきたいというふうに思っております。  
 皆様の中でも何かこういうことで疑問な点、相談したいことございましたら、

私ども四国経済産業局にはとりわけ優秀なスタッフを配置をしておりますので、

塚本局長以下対応してできるような体制を組んでおりますので、どうぞご遠慮

なくご相談いただければというふうに思っております。  
 きょうの基調講演にふさわしかったかどうかはわかりませんが、まず余興、

導入ということで私やらせていただきましたので、あとの御三名の方に基調講

演らしい講演をいただくということで、私のプレゼンテーションはこれで終わ

らせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手）  
 

 

司会： どうも石毛局長、大変ありがとうございました。  
    それでは、２番目の講演に入りたいと思います。東海旅客鉄道相談役

の須田寛様から、「産業観光とモノ作り」と題しまして講演をいただきま

す。  
    それから、須田様からはこの「産業観光読本」という資料を預かって

ございます。いただいたものすべて机の上にございますけれども、ない

方は事務局の方に申し出ていただければまた後ほど対応させていただき

たいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは須田様、よろしくお願いいたします。  
 
 

【Ⅱ．産業観光とモノ作り】 

                 東海旅客鉄道株式会社  

相談役 須田 寛氏 

ただいまご紹介をいただきました須田でございます。

２時５分まで時間をいただいておりますので、モノ作

りと観光について、ちょっと着眼点が変わっておりま

すけれどもお話をしたいと思います。  
            実はご当地ご招待いただいて大変光栄だと思って伺

ったわけでございますが、今からもう五、六年前にな  
りますが、平成 12 年にこの地域で「近代化産業遺産活用全国フォーラム」と
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いうのがございました。これは新居浜市と愛媛県が主催でおやりになって、非

常に盛会なものでございまして、当時の観光課長さんでいらっしゃいましたモ

リカワさんがいろいろ幹事役をなさった会合でございますが、そのときに私発

表させていただきました。伺っておりますと、モノ作り、近代化産業遺産の活

用についてというフォーラムなんでありますけれども、ほとんど今お話を申し

上げる産業観光のことでございました。そこでお許しをいただきまして翌年の

平成 13 年から、これ名古屋でやったわけでございますが、毎年「全国産業観

光フォーラム」ということを引き継いでやらせていただくことにお許しをいた

だきまして、私が今度は幹事役をいたしまして、その後名古屋、浜松、鹿児島、

それから札幌、八戸と続けて５回やってまいりました。その産業観光フォーラ

ムも少しずつ大勢の方においでをいただいて盛んになってきたわけでございま

すが、そのまさに発祥の地が当新居浜でございました。したがって、大変そん

なような意味で、私といたしましてはご指導いただいた地域ということで喜ん

で参上した次第でございます。  
 もう一つまた個人的なことを申し上げますならば、私は国鉄の出身でござい

ますが、昭和 34 年に当時の四国鉄道局に勤務をいたしておりまして、この地

域へも何度もお伺いしたことがございます。まだほとんど全部がＳＬの列車で

ございまして、タキヤマからイヨトイまでのあの峠越えをＳＬが 10 連で２台

重ねて貨物列車なんかを押し上げておったことを今でも思い出しますが、いろ

んな意味合いで懐かしい地域でございますので喜んで参上した次第でございま

す。  
 今ご紹介をいただきましたように、お手元に「産業観光読本」という拙著が

お配りしてございますが、これはもう皆様に、一人でも多くの方に産業観光の

ご理解をいただきたいと思って謹呈を申し上げるものでございます。ただちょ

っと手違いがございまして部数が少し足りませんので、お申し出いただきます

れば後ほど無料で皆様に差し上げるように事務局にお願いをしてございますの

で、お申し出をいただければというふうに思っております。  
 この点につきまして何か特にご説明が必要であれば、私はその産業観光を一

人でも多くの方に知っていただく努力をするためにどこへでも手弁当で参上い

たしますから、ご遠慮なくお申しつけをいただきたいと思います。外国に参る

意思はございません。国内ならばどこへでも参るということでございます。  
 そこで本日の、本題のお話に入りますが、ちょっと観点が違います。産業観

光ということで、モノ作りと観光というのは少し観点が違うとお考えかもしれ

ませんが、実はそうではございません。観光というのは非常に大きなまず産業

だということをまずご理解をいただいておきたいと思います。年間生産高約 23
兆円、雇用人員の数が約 235 万人という産業でございます。年間間接効果まで

入れますと約 50 兆円が産業観光の生産効果になっておりますので、自動車会

社を全部合わせたぐらいの実は大きな基幹産業と言ってもいいぐらいの経済効

果を持っております。  
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 ただ非常に違っておりますのは、自動車メーカーは日本に十数社しかござい

ませんけれども、こちらの方は何十万という実は企業があります。土産物販売

店まで入れれば文字どおり数十万の企業があります。旅行会社だけとりまして

も、１兆円の売り上げのありますＪＴＢから始まりまして、中小旅行会社まで

入れますと約２万社あるわけであります。非常にすそ野が広うございますので、

なかなか一つのまとまった産業としてのご理解がいただきにくい。  
 しかし、そういったような大きな生産効果を持っておりますので、これから

第一次産業、第二次産業、特に第二次産業が大分成熟期に入っておりますので、

これからも頑張っていただかなきゃいけませんが、これから三次産業というも

のがやはり一つの大きな出番があるだろうと思っております。情報産業と観光

がこれからの一つの大きなかぎになると思いますので、そのような意味合いで

非常に経済効果の大きい産業だというふうにも観光をご理解いただきたい。し

かも、それをモノ作りを材料にしてやるわけでございますから、まさにこれは

本日の会合にふさわしいんじゃないかと自分で思いながらきょうは参上した次

第でございます。  
 まず、産業観光とは何かということについて定義を明らかにしておきたいと

思いますが、お手元に私の講演の要約の一枚物が入っておりますのでそれをご

らんいただきたいと存じますけれども、産業観光とは歴史的・文化的価値のあ

る産業文化財─これは昔から伝わっております古い機械・器具のたぐいです

ね、それから工場の遺構、つまり工場の跡です。この付近たくさんございます

が、鉱山の跡等も当然そうでございますが、そういった昔の遺構。それから今

使っている現場、つまり今物をつくっている場所ですね。現在稼働しておりま

す工場とか鉱山とか、あるいは焼き物の窯元とかそういったところでございま

すが、それ。それから産業製品。産業の結果でき上がった例えば陶磁器であり

ますとか織物でありますとか、こういうものは立派な鑑賞の対象で観光資源で

ございますが、そういったようなものを観光資源にする観光のことを広く申し

ております。  
 したがって、一次産業のほか二次産業も全部入るわけでございますので、農

業・漁業等も観光資源であるということを申し上げておきたいと思います。例

えば瀬戸内海に参りますとあちらこちらでタイ網というのもございますが、鞆

のタイ網は特に有名でございますけれども、ちょうどこの対岸になるんであり

ましょうが、あれは漁業観光であります。それから、ミカン狩り、リンゴ狩り

というのがたくさんありますけれども、これは農業観光であります。そう考え

ますと、至るところに観光の種がある。産業のないところには人間は生きてい

けないわけでございますから、どこにでも観光ができるのが産業観光だと思っ

ておりますし、また、これから、後で申し上げますようにこれからモノ作りの

発展のためにはどうしても産業の原点に立ってもう一遍モノ作りというものを

基本から見直す必要があると思いますけれども、そのためにはまさにうってつ

けの観光だと申し上げてよろしいかと思います。それが産業観光の定義であり
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ます。  
 次に、今なぜそのようなことを私どもが主張するのかということを次に申し

上げますと、今国内観光が低迷をいたしておりまして、これは恐らくこの地域

の主要観光地についてもどうもお客様の伸びがよくない、あるいはむしろ減り

ぎみだというふうなところがたくさんあるだろうと思います。なぜなんだろう

かということをいろいろ考えてみたいと思うわけでありますが、その割に日本

人はどんどん外国に行くわけであります。昨年は 1,700 万人の人が外国に行っ

ております。そのうちの８割が観光目的だといわれております。ところが、外

国から日本に来る観光客は伸びたと申しましても、昨年万博があったのにかか

わらずまだ 670 万であります。半分以下でございます。しかも外国人はそのう

ちの７割近くがビジネス客、観光はやらない。観光客同士で見たらもっともっ

と差が大きい。つまりアンバランスがそこにあるわけです。  
 観光の国際収支が３兆 6,000 億円赤字だと言っておりますけれども、これ大

変なことでございまして、ある産業で国際赤字が３兆円だといったらその産業

の経営者が多分責任を負わなきゃいけないぐらいの大赤字であります。観光は

そのような状況になっております。何とかこれを活性化しにゃいけない。しか

も観光資源がいっぱいあるではないかと。それが今小泉総理大臣が国会で演説

をしたりするために話題になりますが、産業立国、観光立国、つまり観光で国

を立てる、つまり観光を国策にしようということが叫ばれるようになりました

のは、そういう内外のアンバランスを直すことによって国際交流も促進できる

し、外貨の赤字も防げる、そういうふうなことが一つあったと思います。  
 そのためには、今のような国内観光に人々が来ないような状態では外人を呼

ぼうとしてもそれは来ないわけであります。まず国内観光を活性化しなきゃい

けない、そこに結論が出てまいります。  
 なぜ低迷してるんだろうかということをいろいろ考えました場合に、一つは、

まず国際競争力を失っているんじゃないかということが一つあるわけですね。

日本人がどんどん外国に行くということはそういうことでございます。これは

いいことかどうかはわかりませんが航空機の価格破壊、運賃の破壊、つまり極

端な割引が起こっておりまして、東京から九州に行く航空運賃とオランダに行

く航空運賃が同じだというんです。こんなことはあり得ないことなんですけれ

ども、あるんですね、現実には。ある種の飛行機会社に乗ると。そしたらだれ

も長崎県にあるテーマパーク、オランダのまねをしたテーマパークを見に行く

のじゃなしにオランダのアムステルダムへ行くわけであります。本物を見るわ

けです。既に長崎県のオランダ村のテーマパークとアムステルダムとが競争し

ているわけですね。鎌倉や逗子や大磯の海水浴客が激減したといっております。

どこへ行ったのか。ハワイやグアムやサイパンに行ってるわけであります。そ

ういうところが競争関係になるわけであります。  
 それから、いろんなそういう海外の観光地と日本の観光地が競争関係にある。

もちろん外国人が日本へ来ようとしても、いや、中国のどこかの方がいいとか
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台湾のどこかがいいということになればそこと競争関係になると。国際競争力

がどうも弱いんじゃないかということを最近日本の観光は気がつきました。景

色がいいところがたくさんあると。瀬戸内海みたいなところはどこにでもない

と。こんなすばらしいところはないと今まで思ってたわけであります。確かに

すばらしいんでありますけれども、今のような飛行機の運賃でそういうふうな

問題が出てきたり、あるいは日本の旅館とかそういうものに対する外国人の理

解が少ないということ、つまり非常に使いにくいと思われているような面もあ

って、競争力を失った。国内の人々も外国と日本の観光地を見た場合に外国に

行く。あるいはテレビゲームの方が楽しいとかスポーツが楽しいとかというこ

とになってくるもんですから、観光がそういう内外の競争にさらされて、今非

常に悩んでいるということがあります。そういうことが一つ。  
 もう一つは、観光のやり方が変わってまいりました。団体が減って小人数に

なりました。これは情報が得られやすくなったからです。それから、単に観光

だけでなしに、ものを見るだけではなしに、体験をしたい。焼き物を焼いてみ

たいとか魚を釣ってみたいとかスポーツをしたいとか、観光地で何かしたいと

いう方がふえてまいりました。体験観光であります。それから、勉強をしよう

という方がふえてまいりました。特に今定年後の、あるいは子育てを終わられ

た後のご婦人等のいわゆる元気なお年寄りが非常にふえてきてる。この方々が

重要な観光市場であります。マーケットであります。その方々は既に観光には

日本の国内行っておりますから、何か違った角度で行かなければそれは観光と

しておもしろくない。勉強していこうじゃないか、予備知識を持って行ったら

楽しいじゃないかとか、あるいは観光地で今までできなかった何かをやってみ

たいということで、体験観光、学習観光への希望が非常に高まっている。  
 そういうニーズを今までの日本の国内観光地がどうも生かしていない。大勢

の人を画一的に大ビルディングの旅館やホテルに入れて処理するのは非常にう

まいわけでありますけれども、そういう小人数の、それぞれ趣味趣向の違う方々

をきめ細かくいろんなメニューをつくって対応するというのはどうも日本の観

光地は弱い。それが日本の観光地が飽きられてきた、多くの人が来ない、国際

競争力が弱い大きな理由ではないかなというふうに思うわけであります。  
 それじゃどうしたらいいのか。そこで出てくる答えが、地域の特色を生かし

た新しい切り口の観光を日本でもやらなければならない、こういうふうなこと

ではなかったかと私は思います。地域の特色というのは同じ画一的な観光では

ない。愛媛県の観光と香川県の観光は違います。高知県も違います。そういう

特色をもっと際立たせようじゃないかと。そしたらどこへ行っても違った楽し

みができるわけですね。地域の数だけ観光があると言ってもいいわけですから。

そういうふうな地域の特色をまず生かす。  
 新しい切り口というのは、団体でなしに個人が行っても楽しいような観光。

体験ができる観光、学習ができる観光。そういうふうなことを考えていけば切

り口が変わってまいります。同じ観光でも違った切り口から見ればものが違っ
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て見えるわけであります。海でも「きれいですね」という今までの景色を見る

観光であれば、「あれはきれいですね」で終わりなんです。ところがあれを別な

観点から見れば、海は大きな意味での交通路です。道路と同じようなものです

ね。輸送は産業観光ですから、そういうふうな交通路としての海。それから今

度は漁場、魚をとる場所としての海。産業観光であります。そういうふうにな

ると海の見方が変わってまいります。あれは我々に塩を提供してくれる重大な

資源です。そうすると、そういうものに対する関心から海を見るとまた違った

見方ができると思います。  
 そんなようなことで、ひとつ切り口を変えてみようではないか、それが私ど

もの提案になったわけでありまして、テーマ別の観光と申します。今までは自

然の観光、自然景観、つまり景色とか温泉とか自然を楽しむ観光、これが一つ

のジャンルですね。もう一つは歴史・文化観光。昔から歴史のある、由緒のあ

るお寺や神社や仏閣や史跡を訪ねる。これも非常に一般的なオーソドックスな

観光ですね。その２種類とその両方のミックスの形が日本の観光であったと私

は思います。  
 ところが最近変わってまいりましたのは、そういうふうなものをミックスし

たもののほかに何かテーマで横に割ってみたらどうかという提案が出てまいり

ました。産業というテーマで今のように横に割ってみる。今度は街道、道です

ね。そして横に割ってみる。それから都市、町。新居浜とか伊予西条とかいう

町によって横に割ってみる。町そのものが観光資源になる。あるいは街道でも

四国のお遍路さん八十八カ所、これはまれに見る観光モデルコースであります。

そういう見方であれを見てまいりますと、お遍路さんも非常にあれ重大な街道

観光をやっているんですね。四国の道というものを売り出しているわけであり

ます。司馬遼太郎の随筆を見てもその点は明らかであります。そういうふうな

道というものに着目した観光をしてみれば、お遍路さんはまた違った意味で大

きな観光資源になってまいります。そういうふうなテーマ別に今までと違った

切り口で観光を割ってみようじゃないかと。その一つに産業観光があるわけで

あります。  
 そういうふうな位置づけで産業観光をやり出しました。つまり、従来のマン

ネリになりました観光、国際競争力を失った観光、そういうふうなものを反省

をいたしまして、何か新しい地域の特色を生かした切り口の観光を考える中か

ら、テーマ別の観光ということで産業観光が出てきた、こういうふうにお考え

いただければと思います。これが今なぜ産業観光かという理由でございます。  
 それでは、産業観光の展開の中でどのようなものがモノ作りと関係して大き

な意味を持ってくるかということについてのお話に移ります。  
 さっき申し上げたような、産業観光というのはどういうものかということは

申し上げましたが、この地域はその一つの代表例でございます。３つぐらい代

表例があります。一つは産業博物館、資料館。そういう昔からの産業遺産をた

くさん集積した資料館、博物館というものを着目いたしまして、そこに大勢の
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人に来てもらってそこから地域の産業観光を起こしていこうという一つの動き

です。これの典型的なものはこの新居浜市。住友鉱山とかあるいは県とかいろ

んなものがあそこに産業博物館、資料館をつくっておられます。そういうもの

を大勢の人に見てもらうと同時に、既にもう博物館になっているような昔の坑

道の跡、そういうものを見てもらうというのはこのマイントピア別子で代表さ

れるようなこの付近の産業観光でありまして、これは日本で有数の産業観光拠

点だと言っても過言ではありません。  
 日本三大銅山というのがあったそうでありますが、この新居浜とそれから栃

木県の足尾、それから秋田県の小坂、この３つが三大銅山で世界的な銅の生産

を誇っておった時期があるそうでありますが、それぞれ同じようなことをおや

りでありまして、足尾も足尾銅山観光というのがございます。今度日光市に合

併になるそうなので、日光の観光と一緒に足尾銅山観光で売り出そうとしてい

ます。小坂も今小坂鉱山の跡を使って小坂の産業観光をやろうと。何か一緒に

やったらどうかという話があるそうでございますけれども、例えばそういう拠

点を開発しながら、その産業博物館や資料館を中心にして回っている観光が一

つあると思います。  
 名古屋の例でございますが、名古屋は市内に約 30 ぐらいの大変多くの産業

資料館、博物館があります。ばらばらにあります、これはしかし。ここのよう

に例えば鉱山というものに絞られておりません。焼き物のものもあればお酢の

醸造をやるだけの専門の博物館があれば、屋根がわらの博物館があったり飛行

機の博物館があったり自動車の博物館があったり、織物の機械、織機の博物館

があったりして、各業種のものが約二十数軒、30 軒近くあります。  
 それはしかしばらばらでございまして、それをまとめてみようじゃないかと

いうことで、商工会議所が中心になりまして産業観光懇談会というのをつくっ

て、そういう博物館長さんに全部来ていただいて、そして国の地方通産局、今

経済産業局と言いますが、そこの幹部の方々、運営局の人々、それから県・市、

コンベンションビューロー等の人々に来てもらって年に４回会合をやって、団

結してやりましょうということで一つのグループをつくって協同して情報発信

をしております。はっきり申し上げますとその館長さんには徳川さんという人

がおるわけでありまして、徳川慶喜の子孫でありますね。最近亡くなりました

けど、これは徳川美術館という館長さんなんです。そうかと思いますと市の若

い課長さんが博物館長をやってるかかみがはら航空宇宙館という飛行機の博物

館があります。いろんな人がおります。そういう、お殿様と言っちゃいかんの

でしょうけどそういう方々から市の若い課長さんまでが一堂に会して、産業観

光という一つの目的の中で一緒にやろうということでやってまいりますといろ

んな知恵が沸いてまいります。  
 その本の後ろにございますので後ほどごらんいただければいいと思いますけ

ど、モデルコースをつくったり情報を交換したり、その博物館のどこか１カ所

に行けばあとの自分の建物を除いた二十幾つかの資料は全部そこにある総合的
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な情報センターにして、いろんなモデルコースをつくってやっておりますが、

こういういろんなものを、ばらばらのいろんな博物館を１館にまとめてネット

ワーク方式というのがそこに一つあるわけですね。そんなようなやり方もあり

ます。  
 それからまた、町そのものの中にいろんな昔の職場、例えば焼き物をつくる

窯元が点在をしておる。瀬戸物の名前で知られておりますが愛知県の瀬戸市と

か常滑市というのは市内に何百という窯元があります。ほとんどが今稼働して

おります。それがばらばらにあるわけ、市の中に。そこを回るだけでも結構楽

しい。町ぐるみのそういう観光、窯業都市ですね。そういうものもあります。  
 拠点の博物館、一業種の博物館を中心にしてそこから大きく広げるこの新居

浜のような方式。いろんな各業種の博物館がたくさんある、それらを集めてネ

ットワークを組む名古屋の方式。それから、市内にあるいろんな今物をつくっ

ている現在の工房を中心にやっていくやり方、これが瀬戸・常滑の方式。そう

いうふうなものを私今まで大別して３つぐらいのグループがあると思います。

それらを今度はネットワークを組んで回ると余計楽しいことと、他の観光資源

とあわせることによってより楽しみが沸いてくる、そこが大事なところではな

いかと思います。産業観光だけではなしに。例えばここでも瀬戸内海のこの物

すごい美しい景色を見る、今治から本四架橋を通って広島県に抜ける、そうい

う観光をやりながらこの別子のいろんな資料を見る。これは一つの大きな私は

楽しみではないかなと思います。  
 そんなようなことを考えてまいりますと、産業観光というのはいろんな観光

を結びつける一つの接着剤のような役割をしているのではないかなと、そんな

ふうにも私思いますが、そんなようなこれまでの実践例がございます。  
 そこで、それのモノ作りとの関係を最後に整理しておきたいと思います。産

業観光というのは、今申し上げましたようにモノ作りの歴史を見ることができ

ます。昔からの資料館を見ればそういうことが当然出てくるわけであります。

現在、物をつくっているところを見ることによって、現在のモノ作りがどうい

うふうにして行われているかということを見ることができます。それをたどれ

ば歴史的なモノ作りについてモノ作りの原点、モノ作りというのは一体どこか

ら始まったかというところまでさかのぼって理解ができる。ここの銅山のマイ

ントピアに行けばまさに銅山の始まりから、特に江戸時代にここは非常に発達

したのでありますけれども現代までの間、その間非常に苦労された公害対策、

いろんな問題を我々は知ることができますが、まさにモノ作りというのは一朝

一夕で成るのでなしに多くの方々が大変な努力をして成るという、そういう原

点に立ちのぼってものを見ることができるのではないか。そんな原点を探るこ

とが産業観光ではできると思います。それがこれからのモノ作りに非常に大き

な影響を与えると私は思います。  
 例えば、これまでモノ作りの原点から、昔の人が始めた手づくりのモノ作り

から現在の新しい近代的な工業体制までのモノ作りの歴史をずっと見ますと、
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過去の歴史をずっと我々はたどることができます。そうすれば、過去の歴史の

延長線を私どもは見ることができるだろうと思うんであります。数学でもそう

でございますが、いろいろ点がありまして、その点をプロットして線を引きま

すとすっと先の方が出てくるわけであります。サイジヨウジ予報なんて予測が

ありますね。そういうふうに過去のデータを分析することによって将来の予測

ができ、将来の方向づけを私どもは得ることができる。常識でございます。  
 したがって、産業というものは一体これからどういう発展方向に向かうだろ

うかということの一つの方向づけ、ベクトル、そういうものを我々は理解する

ことができる。これはやっぱりこれからのモノ作りに非常に大きな影響を与え

ると思いますし、またこれからの技術革新というものを考えてまいります場合

に、受け入れ態勢のある人がものを見る必要があると思いますけれども、そう

いうモノ作りの原点に立って振り返ってみるときにこれからの方向というのは

そこで示唆される。これからのモノ作りの一つの技術の発展に大きな影響を与

えることができるのではないかというふうに考えております。それがモノ作り

に対する産業観光の効用の第一であります。  
 次に、その次に人材の育成がございます。これは非常に私大きい効果がある

ということを現実の問題として悟ったわけでございますけれども、今のような

産業博物館、産業資料館を見ます。それから産業の現場を見ます。モノ作り、

焼き物を焼いているところを見ます。場合によっては自分でやってみる。そこ

で、今まで外から見ておったのと全く違う感激、新しい新鮮なイメージという

のがそこに出てきます。普通の人間はほとんどそれが出てくるだろうと思いま

す。私でも出てきますが。  
 そうすると、私はもう年寄りですから今から焼き物やろうとは思いませんが、

若い人がそれを見ると「これはおれ、焼き物やってみようじゃないか」と、一

生の仕事にしてもいいんじゃないかというふうに思う子がいるそうであります。

あるいは自動織機という世界的な発明がある。日本の有名な織物の機械。これ

はトヨタさんの先祖が、トヨタ自動車の先祖が発明したものが名古屋にずっと

きれいに展示された博物館ありますが、それを見ると自分はエンジニアになろ

うかという気がするそうであります。また、したそうであって、現にそれでエ

ンジニアになった人間がいるそうであります。私はまだ直接ちょっとインタビ

ューができないんですが、産業技術記念館という博物館でそれを見たのがきっ

かけでしたという子がいるそうです。それから、今の陶磁資料館。焼き物の職

人さんが一生懸命ろくろを回しよるのを見て、自分でもやってみて、うまくい

かなかったけれども、これは大変だなと、じゃあおれこれひとつ一生の仕事に

しようということで今陶工になって励んでいる人がいるそうであります。  
 そういう人がどんどん出てまいります。そうすると、理工離れで後の後継者

がいないとか何とかそんなことを言っている場面ではなくて、そういうものを

産業観光に多くの人をお誘いすることによって、そこで後継者が自然に生まれ

てくる。自然にというか、そういう受け入れ態勢のある人でなきゃいけないん
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でしょうけれども、そういう可能性が非常に強くなってきたということでござ

いますので、後継者の育成というものに非常に、私大きくこれで効いてくるん

じゃないかなという感じがいたしますので、名古屋当たりではそういうふうな

ことを既に考えて小・中・高校生にそういう産業観光の博物館等を見せて、教

育、校外教育の一環として、今の総合学習の一環として産業観光をやろうとい

う動きが出てきておりますけれども、これはまことに私も大事なことではない

かというふうに思います。そんなことがございます。それが２番目の効果であ

ります。  
 それからもう一つは、産業観光によってまちづくりができる。つまり、今の

瀬戸の町とか常滑の町というのは市内の至るところに窯元がございますから、

そういうものを多くの人に見てもらうためには町のつくり方をそういうふうに

していかなきゃいけない。また、そういうまちづくりの中でそういうものが保

存できるわけであります。道路をつくるとか、例えば常滑に焼き物の道という

のがございまして、道路の舗装から周りの擁壁から全部焼き物でやっているの

があります。はっきり言うとかわらの上を歩いているようなところですね。そ

して、四つ角に行くと鬼がわらが全部埋めてあるとか、そういうふうな徹底的

な焼き物オンリーの道づくり、市道をそういうふうにしているわけです、町の

道をですね。それはやっぱりまちづくりでなきゃできません。産業観光をやる

ためにまちづくりをしようということが産業観光都市では起こってくるわけで

あります。  
 恐らくこの新居浜市でも相当程度新居浜の産業観光、鉱山観光からまちづく

りに大きな影響を受けておられると思います。そうするとまちづくりができて

くる。まちづくりというのは産業のまた原動力になりますから、それが今度は

この新居浜市の今行われている近代産業の将来にもプラスになってくる。まち

づくり効果とそれが今の産業にもたらす効果、あるいは将来の産業にもたらす

効果、これも産業観光のモノ作りへの一つの効果ではないかと思います。産業

観光で人を呼ばなければそういうまちづくりは成りません。工場だけつくって

おってたまに見学者が来る程度ではそうはならないのでありまして、多くの

人々がその町の産業観光に来ることによってまちづくりのインパクトになる、

そういうことがあると思います。  
 それから、もちろん言うまでもございませんが、新居浜市もそうであろうか

と思いますけれども、またそのことがあるからやっておられるんだろうと思う

んでありますが、大勢の観光客が来られます。その方々は当然この町に何かを

落とすわけであります。お食事をしたり土産を買ったり入場料を払ったり、い

ろんなことがあると思います。この地域の地域経済を潤しているわけでありま

す。それがまたモノ作りへ還元をしてまいります。土産物が売れれば当然土産

物はつくらなければいけません。そういうふうなことでございますから、人々

が集まる、交流するということがモノ作りそのものにつながっていく。  
 以上のような私はモノ作りと観光について考えた場合に、産業観光はその両



者を結ぶ非常に大きな意味合いを持つものだと思います。モノ作りを原点にし

て、それを見ることによって今の効果をもたらして、それがモノ作りにフィー

ドバックをする。戻っていく。そういうふうなことを私はできるのは産業観光

ではないかと思うんであります。  
 どうかひとつ、これからモノ作りとして生きておられるこの新居浜市その他

の多くの産業都市の皆様方には、ぜひその今の産業を多くの人に見せる、過去

のものを見せる、そして今のような副次効果、総合効果が出てくるように多く

の人々を誘導していただくことによって、まちづくりあるいは町おこしに私は

つながるだろうと思います。  
 大事なことはしかしその場合、多くの市民の皆様方が観光する心を持つとい

うことだと思います。我々の身の回りには観光資源がいっぱいございます。モ

ノ作りはどこにでもあるわけでありますから、観光資源のないところは本当は

ないんです。埋もれているものはたくさんあると思います。それをモノ作りと

いう発想になって、あるいは観光というものから見たらこれはよその人にどう

いうふうに見えるだろうかなという発想に立ってものを見れば、あらゆるとこ

ろから観光資源が浮かび上がってくると思います。  
 どうかひとつ皆様方も、この産業都市におられる皆様方も、産業観光都市と

して新居浜を発展させるために観光する心とモノ作りの心を両方持っていただ

いて、これからの地域の発展のためにお努めいただければ大変ありがたいと思

います。私も産業観光をそのような意味でお役に立てるべく、これからも全力

を挙げて進めてまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
 

 

司会：  大変ありがとうございました。モノ作りと産業観光の接点について、

非常に理解を深めることができたと思います。  
    それでは、続きまして３人目の基調講演ということで、東京工業大学

名誉教授の吉川昌範先生からお願いいたします。「あすのモノ作りを考え

る」ということでございます。よろしくお願いいたします。  

 

 

  【Ⅲ．あすのモノ作りを考える】 

                     東京工業大学  

名誉教授 吉川 昌範氏 

ただいま紹介にあずかりました吉川でございます。

この銅精錬の発祥の地の新居浜でこういう話題提供

させていただく機会をつくっていただいて、大変光

栄に存じております。  
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 新居浜という町は私にとって初めてなんですが、ここは住友系の企業さんが

いっぱいあって、それは承知しておりまして、私の教え子もかなり来ておりま

す。彼らからいろいろと聞いておりまして、すばらしい工業の都市だなという

ことは承知しております。  
 そういうところで、私の話をこれから 40 分ほどさせていただくわけですが、

私に与えられた演題は「あすのモノ作りを考える」ということで、いろんな資

料を用意しようかなと思ったんですが、このレジュメに従いましてこれから 40
分ほど話をさせていただきたいと思います。  
 まず、私言いたいのは、あすのモノ作りを考える。どういうことかといいま

すと、まずここに書いてあります「我が国のモノ作り産業はこれからますます

発展する」と、これは私、間違いないなと。時々景気悪くなって落ち込んだり

いろいろとするんですが、産業というものは波があって当然であって、そのフ

ァクターさえ除けばいつも上昇的にカーブが上がってるな、波を受けながら上

がってるなと私いつも思ってます。どうしてかというと、先ほど局長さんの最

初のお話にもありましたように、いろいろと景気が悪くなると国がバックして

くれるとかいろんなことがあって、日本の国としてはモノ作りはどうしても育

てていかなきゃいけないな、そう思ってます。  
 その一つに、最初に書いてあります「雇用の拡大でもっとも広い」と私いつ

も思っておりまして、日本には１億 2,600 万ですか、そういう人間がいると。

それにふさわしい仕事をつくるためにはモノ作りが一番いいなと。ちょうどこ

れが、最近あまり言わないんですが人口が減るとはこれからそのうち出てくる

と思いますが、どうも１億人ぐらいがモノ作り産業、すべての産業に手を出せ

られる人口だなということが 10 年、20 年前によく議論されました。ちょうど

最近元気出してる韓国がちょうど 5,000 万、半分。5,000 万ではいろんな産業

が育たないなと我々思ってまして、よく見ると、出てきてる企業はエレクトロ

ニクスとか何か 5,000 万の国でもすばらしいのがありますが、やっぱり虫食い

状態でして、すべての産業が育っているとはちょっと見えない。育っていると

ころだけを我々外国人として見ているわけなんで、いろんな見方あると思いま

すがやっぱり１億人ぐらいがいるところがちょうどいい適正な、それも狭いと

ころ、アメリカみたいに広い─中国はもっと 10 億人いて広い、今度は物を運

ぶのに大変なことですから、我が国は狭いところで１億人だからちょうどモノ

作り産業には一番いいなと。  
 雇用といいますのは、例えばよくＩＴで比較して私言うんですが、ＩＴ産業

というのはこれから広がるよ、広がるよといろんなところで話をされますが、

アメリカ見ていただいても、アメリカというのはＩＴですごく広がってもこの

10 年給料上がっておりませんよね。貿易摩擦、赤字ですよね。これはどういう

ことかというと、極端に言いますとビル・ゲイツさん一人が稼いであとの人た

ちは給料抑えられてるわけですね、極端な話ですが。モノ作りというのはその

点、アイデアを出す人、それを図面に書く人、それを今度はつくる人、あとで
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きたものは固まりですから運ぶ人、運転手さんですね、いろんな人たちがいる。

これがモノ作り。ほかの産業ですと、情報ですとピッとやるとつーっといっち

ゃうよと、人要らない、介さないわけですね。キーパンチャーさえいればいい

よと。その前にアイデアを出す人が要る、それは必要でしょうけど。そう考え

ていただくと、モノ作りという産業にはいろんな人が必要だなということがご

理解いただけるんじゃないのかな。いろんな町がだから、モノ作り産業をやっ

てる町ですといろんな人がいるなというのはよく感ずるんじゃないかなと思い

ます。  
 次には、ですからいろんな人たちが必要だということで、それぞれの分野に

たけた人材の融合が必要であると。やはり運転手さんもいなくちゃいかん、ト

ラックもいる。それが鉄道になるか、それはいろいろと時代とともに運搬の方

法は変わるでしょうけども、とにかく運ばなくちゃいかんよと。埼玉の方で元

気な企業さんがあって、最近もう営業マンなんていないよと。もう自分のカタ

ログ、パンフレットはみんなインターネットで入れてる。そうすると、日本中

から注文を受けると。そうすると一番困るのは、建設設備で今相当トーンダウ

ンしてるんですが、鹿児島から注文を受けると。それはいいんだけども、うち

の製品はガンガラなんで鹿児島まで持っていくのにはちょっとということでお

断りしているとか。いろんな形は変わってくるんですが、やはり近いというこ

とがどうしても重要ですね。これがモノ作りの一つの、ほかの産業とはちょっ

と違うあれだなということで。ただ、いろんな人が必要だということが先ほど

の１億 2,000 万の国民にちょうど適しているんじゃないかなと思っております。 
 あと、やはり日本は資源がない。銅は日本が世界でトップの時代もあったん

ですけども、当然なくなっちゃった。この間も先月オーストラリアに行ったん

ですけど、石炭なんて表面で掘っているんですね。日本はもうトンネル掘って、

それで競争できるわけがないですよね。そういうことを考えていただくと、や

っぱり日本は資源がない。亜鉛だって掘れば世界トップになれるんじゃないん

ですかね。それは日本の土地を分析すれば、地球物理学者から聞けば幾らでも

あるよとなるんですが、とるのに相当お金がかかると。そう考えていくと資源

がないよと。  
 そうすると、付加価値を高めたものをつくってその差でもうける。例えば、

私よく言うんですが、昔は鉄鉱石トン当たり 2,000 円のものを鉄板にしてトン

当たり２万円にして、その差で鉄鋼メーカーさんが日本の国を守った。次に今

度は２万円の鉄板を使って、トン当たり 100 万円ぐらいの自動車をつくっても

うけた。今は自動車屋さんが破竹の勢いですね。私どこが一番いいって学生に

はっきり言うときには、もうその産業界のトップの経団連の会長さんにどの業

種がなったと見ていけばわかるぞって。その次に今度は、名前言うとまずいん

でしょうけど電機メーカーさんですか、キャノンのプリンターだとか。あれは

どう見たってトン当たりで計算すると 1,000 万とか 5,000 万ですよね。もうこ

んな手の上にパソコンだ何だって、いろいろとそれは格差はありますけども、
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値段の差はありますけども、それがどんどん……。  
 それで、皆さん方、一番物が高いのは金と思うかもわからん。今はいろんな

どこか、世界でどこかで戦争してると金が上がって、今ちょっとグラム当たり

1,300 円とか 400 円とかなってますけども、そんなの安いもんですよね。半導

体で金属化合物の特殊のやつだってグラム当たり１万円するのありますよね。

化学系の企業さんも多いでしょうからご存知だと思いますけど。そんなの売っ

てればどんどんもうかりますね。そう考えていくと、いろいろな付加価値を高

めたもの、これはこれからも日本やっていかなくちゃいかんと。そういうふう

に考えていただければと思います。  
 あと、次に、新しいものが常に出てくるよと。よく我々学生相手に教育して

ると、物というのは今あるもので満足しちゃう。だけどおまえな、おまえらが

大人になったときまた新しいものすぐ出てくるよと。私大学出てもう 40 年以

上たってるんですけども、私があれだと何があるって、白黒テレビもない時代。

カラーテレビ、冷蔵庫、洗濯機、携帯電話、ウオークマン、もうパソコンなん

て当然。そんなの挙げていくと 40 ぐらい挙がるんですよね。ということは、

１年に一度確実、１年に２個ぐらいかな、そのぐらいは出てくる。これからも

間違いないと思います。  
 それでまた、じゃあ、と言ったってテレビは昔は白黒テレビ、今はフラット

パネル。それも液晶になるのか電子放射になるのかいろいろと２つが今争って

ますけど、まだプラズマの方は加熱して電子を出す。最近─これは蛍光灯じ

ゃないですね。これだと電気代高いからって蛍光灯にして、あれはもう、これ

は発熱灯を加熱して、一番加熱して明るく照明出すから電気代相当かかってま

すよね。次に蛍光灯。蛍光灯はプラズマ化して光りさすから電気が少ないよと

はいいますが、まだ 20 ワットとか 30 ワット。今我々研究者がやっているのは

カーボンナノチューブにするとかダイヤにすると。あれは電圧かければ電流流

さなくて加熱しなくたって電子が出てくる。そうすると、そのうちの１ワット

以下の電灯ができ上がるかもわからん。今そうやってやってる企業さんがあり

ます。国の経産省さんのお金でいただいて研究開発もやっております。すると

一瞬のうちに変わるかもわからん。それが将来テレビになりますね。テレビと

いうのはもうみんな電子を出ていけば、あと色はどうでもコントロールできま

すから。  
 そう考えていくと、新しいものは常に出てくるよと。そうしますと、いろん

な物というのは─だから私は中国に行ったってどうだっていいじゃないの。

私の後輩も工作機械やっていて、韓国に行って戻ってきて、中国に今いて教え

ていて、それをいけないいけないという人いらっしゃるかもしれませんけど、

そんなの日本で新しいことやったらいいじゃないのと。それで、どんどんまた

そんなの無尽に出てくると、私はそう思っております。100 近くの元素を組み

合わせたって幾らでも、将来はもう幾らでも広がっていくというのはもう間違

いない事実だと。過去がそうでしたしこれからもそうだと思います。  
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 そういうふうに考えていただきますと、将来のテレビ、今まだやっと液晶テ

レビ、うちにはありませんがフラットパネルのテレビなんて、そのうち一瞬で

なくなるかもわかりません。そういう時代。それは何かというと、テレビや白

物がみんな中国、韓国でつくるようになって、日本の電機メーカー何やってる

って 10 年ほど前たたかれましてね。評論家さんはそれをたたく。だけど我々

技術屋さんはもうそんな、ブラウン管はもうなくなる、次のテレビだと。今も

また次のテレビやってますから。電気代のかからないやつ。今のプラズマディ

スプレーが我々家庭に全部入ったら、どこかで原子炉つくらないと電気足りな

いなというのは計算すればすぐわかりますので。そういうところまで考えてい

くと、これからも新しいものが出てくると考えていただければよろしいんじゃ

ないかなと思います。  
 先ほどの局長さんの話でもＧＤＰの話がありましたんで、私の古いかもわか

らないけど 531 兆、数年前。そのうちの製造業が 23％、断トツだと。だから、

これを国としても減らすわけにいかん。すると国民が給料もらえなくなっちゃ

うと。そういうことを考えていただければ、これはこれからも維持されていく

だろうと。これも昔はもっと 40％、50％あって、だんだん減ってきたことは時

代の流れでいろんな産業が、特に情報とか先ほどのお話にもありました観光と

か、そういうことでもあるとは思います。  
 ただ、今の若者はどうしても、楽と言ったら怒られるかもわかりませんがサ

ービス業とかいろんなところに行くと。工科系の大学出てもサービス業に行く

のがかなりおります。モノ作り離れ。一時は銀行マン─サービス業とは違い

ますが、工学部出た銀行マン、私の教え子にもおります。テレビのあれも、   

解説者もいるんですよね。そういうふうな、いつの時代でもあって、それは大

学に来ていろいろと経験して自分の新しい人生を見つけるということでもあり

ますが、そういうふうに考えていっても私よく言うのは、製造業は 1,400 万人、

サービス業は 1,700 万人いてＧＤＰが 18％。簡単に計算すればサービスの方が

給料安いぞとよく言うんです。確かにサービス業さんの経営者もうかるかもわ

からないけど、下の方はそうでもない。  
 いつも私よく言うんです。新橋にオフィスがあったときによく見てて、あそ

こレストランいつも新しいのいっぱいあるんですけど、よく見るとよくつぶれ

るんですよね。つぶれてはできて、つぶれてはできて。皆さん方のこっちのコ

ンビニもそうでしょう。退職金はたいてコンビニつくってつぶれて。そのトッ

プはつぶれませんからいいんですが、末端のコンビニはどんどん新しいのが出

てくる、あれつぶれてるわけですよね。そういうふうなことを若者はちょっと

見れない、いつもコンビニあったら便利だと。いや、そうじゃないぞ、あれは

つぶれてるんだぞと。だから新しい店ができるんだぞとよく言うんですが、そ

う考えていただくとやっぱりトータル的にはもう製造業の方が給料いいんだぞ

とよく言うんですが。最近フリーターだとかいろんな安く給料働かせる。それ

は経営的な問題、そっちにいくのかわかりませんが、やはりそれは別な観点で
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いけばやっぱりモノ作りというのはバラ色だな、ますます発展するのは間違い

ないと思っております。  
 次に、今度はじゃあモノ作り産業を発展させるにはどうしたらいいか。ほっ

ぽっといて何でも発展するわけがない。次の２番目の項目に書いてあります。

私、モノ作りというのは、よく私ものづくり大学をつくるときからずっとやっ

てたんですけど、「モノ作りって何ですか」。すぐ「では、おたくでは日本刀を

つくるんですか」。先ほどもいろいろと話あった「焼き物をつくるんですか」。

すぐ物をつくるということをほとんどの人がそれをイメージ持っとるんですね。

日本刀だ、いや、テレビとか考えてくれないんですよね。そういう話。前に東

京工大にいたときも「おたくでは自動車をつくるんですか」とかね。工学部が

あるんですか、自動車をつくるんですか、運転免許を取れるんですかと本当に

電話かかってくるんですよね。交換手はわからないから私なんかのところ、教

員のところにかかってきて。おもしろい発想があるんですね。「えっ」と思うん

です。もうだんだんなれて、年とともになれてきますと、物をつくるという…

…そこで私なりに、いつも物というのには３種類あるよと。「今までと同じ物」。

これが日本刀にしろ焼き物にしろ、これはこれですばらしいと思います。昔か

らの伝統を同じようにつくる、これ大変ですよね。歌舞伎の社会、いろんなと

ころはそうかもわかりませんけども、同じ物をつくってずっと一生やっている

と人間国宝になれる。この人生もいいぞと私よく言うんですが、いろんな同じ

物をつくる、これはこれでいいと思います。一つの物にタッチする一つの生き

方だと思います。  
 ただやっぱりほとんど、やはりほとんどの国民がやるのは次の、「今までより、

よりよい物をつくる」。例えば自動車がうるさい、静かにすると。ご存知だと思

いますけど、自動車部品でも何でも寸法どんぴしゃりのものができっこありま

せん。機械でやれば同じもの、とんでもない。100 個つくったら 100 個、１個

１個違いますよね。だから全部はかって大きいのと、穴の大きいのと直径の大

きいのと合わせてるわけですよね、今だってね。それで合ったやつだと音が静

かで。だからセルシオが静かだというのはもうどんぴしゃりのものをつくって

やっていると。適当でいいよというやつだとがたがた……最近は何でも、カロ

ーラでも静かになりまして、昔の私なんか最初に買ったころ「わあ、うるせえ

な」とか技術屋としては思ってたんですが、これは１個１個同じ物はできない。

これはもう技術屋として当たり前のことで、普通皆さんが持っている物差しに

センチメートル、ミリメートルなど書いてないですよね。こんなのセルロイド

でつくっちゃ、プラスチックでつくっちゃいけませんから。そんなのに入れた

らどこかのおまわりさんにとっつかまるわけですよね。目盛りだけ入ってて、

これは１ミリです、１センチですなんて書いてないですよね。それはそういう

ふうなものなんです、長さ一つを見たって。これは重さを見たってすべてのも

のが同じこと言えますので、そういうふうに考えていただけると物というのは

１個１個違う。ということは、常につくられたものはよくなっていく。これも
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言えるんじゃないかなと。同じ物をつくっていたって絶対にこれはもう進歩が

なくて、だれも買わなくなると思います。  
 ただ、だからこれ、よりよいものというのはどんどん日本も進んできたなと。

ただ、次の３番目、「今までにないものをつくる」、これがやはり日本はなかな

か─これからの時代は違うと思います。今までやっぱり欧米に追いつけ追い

越せですから向こうの物まねやってたんですが、今度はもう私なんかに言わせ

ると中国、韓国にどんどん教えてやれよと、そのかわり次のものやれと。今度

はないものをやるしかありませんよね。これをどんどん育てるような。これで

いつもなんで。  
 小さい企業さんでも、中小企業さんでも、どこでもないものをやるとかなり

もうかってますよね。中小企業というのは私もう嫌いな言葉で、大企業の部品、

いわゆる賃加工をやってると、安く、早くというイメージなんです。自分で考

えたものをやってりゃ何も早くつくる必要はないです。安くする……高くやり

ゃいいですよね。そこしかできないものをやっている企業さんは高いもんです

から売れてる。こんなのはいつの時代でもある。最近でもテレビで取り上げら

れたのは、浦和あたりですか、ただの平らなレンズ。私なんかまだ言うんです

けど、めがねなんて私度が強いのでだんだん厚さが違うわけですよね、真ん中

薄くて。それで、だんだんプラスチック化して屈折率も高くなって薄くはなっ

てきたんですが、フラットじゃないんです。だけど皆さん方の家にも台所とか

何かにフラットなレンズでありますよね、真っ平らな。あんなレンズがここに

できねえかといってよく言うんですが、まだできてないですね。あの溝をどう

する、あれはダイヤモンドでやるんですがなかなか私、ちょっとダイヤモンド

でずっと研究やってましたんで。だけど、あれを今度はどうってことないスー

パーの角にフラットのやつ置いてそこの会社しかできない、それですごくもう

かっているのがありますよね。そのうちに今度は飛行機の荷台、見えませんよ

ね。あそこにちょっと……だから今ボーイングだろうが何だろうがみんな置い

ているのはそこの会社でつくったやつでしょう。ちょこっと置いてあって、幾

らでも、そこしかできないというかそういうことですよね。  
 だから、いろんな新しいものというのは、何もあるものを用途を新しくした

っていいし、いろんな考え方でやればそういうところの企業さんもどんどん伸

びている。そういう企業さんは幾らでも、私もものづくり大学行ったときいろ

んな企業さん見させていただいて、今のは一つの例ですけども、そういうない

ものをやるとオンリーワンの企業になってかなりいいんじゃないのかなと。  
 いろんなのがあります。そんな新しいものできないよと。私の同期で学生時

代一緒に遊んでた仲間で、勉強はしなかったんですけど、電線メーカーに行っ

て、雪国の電線は雪が積もってそのうち重くなって切れるんですよね。それで、

彼氏何やったといったら、私も「え、何でだよ」と言ったら、今の電線、こち

らは暖かいところでしょうけど、送電線におもりをぶら下げてるんですよね。

ご存じですかね、東北の方の。あれは何かというと、いつも電線におもりをつ



 30 

けてると同じ向きなんです。雪が積もっていったって、そうするとある雪が積

もって倒れる。それで、あれ普通のそれをしてないとちょっと重くなると傾く。

傾くから周りじゅうに雪が積もっても切れると。何だよ、そんなくだらねえの

かなんて言ったんですけどそれで社長賞もらったり。どうってことないんです

よね。いろんなそういう発想、こういうないもの。  
 ＪＲの偉い方もいらっしゃったんであれですけど、私きょうの新幹線、きの

う来させていただいて、300 キロ出た、すげえなと言って、こっちに来ると岡

山の方に行くと 300 キロ出すんですね。これはご存じですかね、ＪＲの技術屋

さんのトップから聞いたんですけども、ＪＲに行くと技術屋さんは最大 360 キ

ロが限界であると。昔の汽車はそうだったんですね。それは何かというと、エ

ネルギーの問題じゃありません。電気だろうが何だろうが、車・オートバイに

乗られている方はわかると思います。線路の上をすべらせて回転してるんです

から 360 キロ以上になるとこっちがすべっちゃうよと。だから空気抵抗と車輪

との摩擦で最高速度が決まると。そういう理論を勉強したんだそうです。そう

すれば新幹線できなかったんですよね。  
 そのうちにＴＧＶが、フランスがすごいの出しちゃって、もう鉄道技術は日

本が最高だと、とんでもなかったんですよね。それに気がつくと、何をまねし

たかというと飛行機をまねしたんですね。空気抵抗を減らすようにとんがらか

せた。ずっととんがったのが新幹線ですよね、空気抵抗を減らしているわけ。

今度はどんなお面になったか。そこでおさまれば私も話題出しませんが、最近

四、五年、また変わりましたよね。もう四、五年になってきたんですけども。

それは何かというと、飛行機というのはおもしろいことに行ったらＵターンし

てまた帰ってきますよね。東京・大阪をＵターンします。新幹線は行ったらそ

のまま戻ってきますから、前がとんがってる、後ろもとんがる。今度はこうな

ったんですよね、空気の流れで。それは機械屋さんや技術屋さんだったらすぐ

わかると思います。脱線寸前までおしり振った。で、どうなりました。オース

トラリアしか住んでないカモノハシ、私も夜見に行ったんでとうとう見れなか

ったんですけど、ご存じですか、こんなふうになって、左右のぶれをなくして、

今、だから前は犠牲にしたけど後ろの振動なくなったというのでおさまってま

すよね。  
 そういうように、これは一種のないものだと私は思うんですが、勉強ばかり

している人の発想じゃないと思います。いろんな、特に変化がひゅっと出てく

るときの発想というのは、こっちからカモノハシをまねたとかね、飛行機をま

ねたとかね、そういうカンニングのうまいやつが絶対いるんですよね。そうい

うところからの発想で、また今度は理論屋さんがずっといくと。勉強のできる

頭のいい人たちがずっとまたよりよくすると。ですので、ないものをつくると

いうことは、ちょっときのうもこちらの方で話をさせていただいていろんな議

論になったんですが、そういうことを考えていただければと思います。  
 今度は、モノ作りには科学と技術と技能の融合が必要であると。これから新
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しいものというのは科学的なセンスがなかったら当然だめだと私は思います。

１個のことだけでやれっこない。そうすると、一人の人間でやれるかどうかと

いうことがあると思います。ただこのときのちょっと定義をしておきます。こ

れも人それぞれの「科学って何だよ」という、私は科学というのは法則づくり、

いろんな先ほどもグラフがあったらそれを結んでこれを関数に置く、そういう

人を科学者と。いろんな法則を見つけるんですね。それで、技術者というのは

それの設計のコンセプトづくり。いわゆる図面化する人ですね。技能というの

は製造のコンセプトづくり。私はそういうふうに定義しております。勝手にで

すけども。人それぞれのあれがあると思います。  
 最近いろんな新しいものが出てくるのは、教え子によく言うんですが、何と

かの法則から新しいものは出てこねえだろう。例えばニュートンの法則、万有

引力の法則、何とかの法則というとこれはだれだって知ってて当たり前になっ

ていますから、そこから新しいものは出てこない。今新しいものは、半導体関

係特にそうです。何とかの効果─ご存じですかね、一番皆さんのあれだとス

ピード違反でドップラー効果。私も 50 キロ以上出てとっつかまった人間です。

あんなのはドップラー効果、法則じゃないんですよね。条件つきなんですよね。

条件を提示してくれなくちゃ私も認めねえってだだこねたことあるんですけど

も。ドップラー効果というのは、ドップラー法則にはならないんです。これも

若い人だったら高校の先生に聞いていただければいいんですが。それで、今度

は皆さん方が風邪引いて体温はかる。我々の時代はみんな体積膨張、水銀にし

ろアルコールにしろ。今違うでしょう、入れて１分ではかれるでしょう。あれ

はゼーベック効果ですよね。いろんな何とかの効果が─あと半導体はトンネ

ル効果。そういう何とか効果ということで新しい商品ができて、世の中が、あ

る企業が伸びる。何とか効果、もう私もセンサージツヨウビンなんてのを一部

書いてこんなような本があるんですけども、もう 500 個とか 600 個とか実用化

になっていないのがいっぱいありますが、そこからヒントを得てぷーっとやっ

ていけば新しい商品が見つかるぞとよく学生には言ってるんですけども。  
 そういうふうに科学的なセンスも必要だよと。ただそれを形にするのには図

面にして、先ほど言ったようにつくる。だから、科学と技術と技能。これは個

人で能力をつけるのかグループで、これはそれぞれの場合があると思います。

きのうも言って笑われたんですけども、学校での成績トップの人は社会で大抵

成功しねえぞと。お役所に行けばまた違うかもわかりませんけど、それは、学

校の成績は、何かを勉強して教科書丸暗記して頭に持ってそれを答案同じよう

に書けばいいわけですよね。だけど一人の頭なんてどうってことないですよね。

社会に出るとどうなるかというと、おれ知らねえよって、私も何も知らねえよ

って、学生にやらせたりいろんな学生にやらせてそこでコンセプトつくって「は

い」ってやると、もういいのはできませんね。だからカンニングのうまいやつ

が世の中で成功するというのは当然なことであって、もう一人の頭でできるも

のはこれからは出てこないんじゃないんですかね。昔はそうでもなかったかも
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わからない、進歩のレベルの低いときはね。そう考えていただきたいというこ

とがここに書いてあります。それが将来の発展させるためにぜひ必要だなと。  
 次には、もう今の世の中に逆らってるんですけども、だから新しいこれまで

ないものは知識、知識からは出てこないよと。私よく、私もそうやって育てら

れまして、恩師に育てられて、図書館に行くとか机に座って勉強してると怒ら

れましたよ、おまえ何やってんだと。文献を見ると怒られた。おまえ、文献以

上の研究できるかと。おまえの頭じゃとにかくやってみるのが先だとよく怒ら

れましたよ、大学出て助手のときに。そういうことは事実だと思います。今に

なってよく思うんですが、知識、本を読んだら、教科書を読んだら行間を読め

と。もうこれは私も高校の教科書書いてありますけども、書いた人以上のもの

はできっこないですよね。その間を読めと。絶対にごまかしの文章なんだから

間があるぞと。そういうテーマでずっと私やってきまして、それで世の中で役

立っているものも何個かあります。とにかく教科書を読んだら行間を読めと。  
 あとデジタル的思考。今パソコンの時代で何でもデジタル化する。なかなか

これが、今、私極端な話なんですけど、事故に結びついてるなと。何でも、我々

も構造解析でも何でも厳密化でコンピューターでできちゃいますから、もうメ

ッシュに小さくしてやって。昔はそんなことはできなかったですから、何だか

わかんねえ、アバウトな、応力集中とかいろんな問題をアバウトでやって、経

験則が、何とか係数というのがありまして、安全率 3.4 とかね。今そんなのな

いですよね、完全にやっちゃうから、だから計算できましたってやってどーん

と壊れる、ハウジンが壊れたとかね。昔は歴史のある経験で、それはなぜかと

いうと、私の教え子で関東の方ですけどもクレーンの設計やってて、うちの会

社は 3.5─もうちょっと細かい値は忘れました。3.5 で設計してて、壊れたこ

とねえし 3.4 に直しちゃったらすごく上司に怒られたと。もううちの会社は 3.5
でそういう設計をするに決まってるんだということで、壊れたことねえから

3.4 ぐらいのものをやったら大目玉くらったという話。最近はそんな話ないで

すよね。今はそれは何かというと、経験則は生きてこないんですね。デジタル

的にどんどん設計しちゃうと。先ほど言った技術屋さんのやる仕事の技術の話

ですけども。  
 やはり感覚的なアナログ的なセンスから新しいものが生まれるなと。よく私

も言ってる、ノーベル賞もらった白川先生、私と同年代で同じ学校で、彼氏、

こんなオフィシャルな席で言っちゃまずいですけども頭いいとも思わないし出

世したとも思わないんですけども、学生さんに、中国からの留学生さんにやら

せてたらグラムとミリグラムを間違え─これは彼氏が話してますから間違え

ちゃって、高分子の中にだーっと１ミリグラム入れるのを１グラム入れちゃっ

たから 1000 倍ですよね。そしたら高分子に電流流れちゃったんですよね。そ

ういうような発表してたってだれも見向きもしない。そんなのうそだぐらいで

ね。それで 20 年、30 年たってそれが世の中に広がっちゃって、もうノーベル

賞ですよね。  
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 あと田中先生もそうですよね。東北の電気出て島津に行くのはおかしい。ど

う考えたって、私も就職やってましたから。やっぱりあるところ、電機の本命

のところに行って落っこっちゃってあっちに行って。それで、今度は何ですか、

わかりますよね。今度はやっぱり高分子の分子量をはかる。これは大変ですよ。

レーザーでやったら燃えちゃいますから。だから熱吸収に金属の粉を入れる。

そういうのは私もよくわかるんです。そこで金属の粉入れてまぜるのに、普通

は皆さんアルコール使ってた。わかりますよね、高分子の粉と金属の粉をまぜ

るのに。それを彼氏は何か間違えちゃって、やっぱり電気屋さんだからでしょ

う、グリセリンを入れちゃってブーッとやったらおもしろいピークが出てきた。

これでノーベル賞ですよね。  
 いや、これどういうことかというと、やっぱり何も教科書に書いてない。教

科書だったらアルコール。アルコールとグリセリン、ご存じですよね、化学式

は同系統ですよね。だからそうとんでもないものを入れてるわけじゃないんで

すよね。そういうふうに考えていただいて、もう少し時間この話でもいいんで

すけども、大抵新しい発見とか新しい商品って大抵そういうことだと思います。

理屈でどんどんやったって、先ほどの歯車がうるさい、で静かに、そっちには

いくと思いますが、とんでもない。温度計がゼーベック効果ではかる温度計に

なっちゃうよとかいうのは、それが新しい商品になっていきますから。そこい

らぜひ考えていただければ、まだまだ日本からも新しいものが出てくるんじゃ

ないかなと。  
 次に書いてあるのが、やっぱりいろんなものの知識がモノ作りには必要だよ

ということで、一つは地域、やっぱりこちらに来て新居浜で話すのは地域に密

着した─私は大学で機械屋のくせにダイヤモンドをつくったというのは、遊

び仲間でプラズマ屋さんの化学の先生がいていつも碁をやってたんですけど、

時々「プラズマって何だ」って聞いてそれを盗んで、それでダイヤモンドがで

きちゃったんですよね。いろんなことをやってて、大学というのはそういう専

門の人がいっぱいいますから、遊んでる先生の方がいろんな知識を仲間で聞い

てきて自分でやっちゃいますから。こちらの地域でもいろんな業種があると思

います。一人の自分の能力じゃ無理だろうと思うとこっちからカンニングして

新しいものをつくればいいと。それが新しいものの誕生、まだまだ幾らでもあ

ると思います。一つの地域も一つのそうである。それが一つは学会とよく言う

んですけど、研究者は学会を期待するんですけど、考えてみますと学会という

のは同業者の集まりですよね。それは学会では必要なんですけども、同じグル

ープの新しいとんでもない学会には学会費払らわなくちゃいけないから行かな

いとかね。そういうことがありますので、やっぱりとんでもない専門外の人と

の交流というのはぜひ必要だ。これが一つの地域にいいなと。大学なんかはそ

ういう意味でいろんな人の集まりだからいいと私は思っております。  
 むだをなくしたモノ作り、これも日本はジャスト・イン・タイム、トヨタさ

んのジャスト・イン・タイムは世界的にも有名になってむだづくりはないよと。
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私に言わせると、私ＰＰＭ賞の審査員もやってましていろいろと見てると、む

だだらけだなと。まだまだ日本はむだ。ご存じのように、昔は自動車でもつく

るのにフォード生産システム、売れようが売れまいがベルトにどんどん大量に

つくって、売れないときには自動車をどこかに雨ざらしにしまっといて。あっ

ちには、横浜には日産がありますからね。横浜とかいろんなところに昔は……

今はそんなことないんですよね。今はトヨタさんがベルト切っちゃって、間に

ストックヤードつくってやったのがジャスト・イン・タイムですね。  
 それで、次に今は、もう次にいっちゃってセル生産方式。ご存じだと思いま

すが。これを言い出したのが、今研究者がやってますからセル生産って学問的

にもやってるんですけど、最初に言い出したのは「ベルトなんてとめちゃえ」。

ＰＥＣの山田さん。息子を１年間ほど預かったんですけどね。この間の集まり

も、ああ、あそこはもういろんな企業さんがどんどんやっていますよね。だか

らまねしてやってますよね。この間このグループで九州のデジカメをつくって

いる企業さん見学させていただいたんですけど、そこはもうセル生産。そのメ

ーカーさんのアイデアが工場長さんのアイデアかって質問したら、やっぱり違

うんです。山田さんの指導です。もうそういう人がいる。彼氏は技術屋じゃな

くて南山大学の哲学科出ですよね。おもしろいですよ。ベルトとめちゃう、私

もそういう発想ないですね。それよく後ろについてて、今セル生産方式なんて。

今度は息子に言ってるんですが、１年間預かって「おまえな、次の時代はセル

生産方式の次を考えろよ」といつも言っているんですが、とどまったら終わり

だよという頭を持ってれば次に彼氏が何を考えるか。セル生産方式までいって

ない企業さんももちろんあると思いますが、ある一部の人間はその先を考えて

ますよということを言いたいので、まだまだむだなのがあるよということです。 
 一つはＱＣＤで、今まではご存じだと思いますが品質、価格のＱＣＤで、い

ろいろなところで評価はこれで判断すると。私はＣＦＭだよと。私いつもやっ

て何かの雑誌に書いたんですけども、価格はやっぱり安くなくちゃ我々庶民は

買いませんから。あと使おうが使うまいが今の若者に買ってもらうためにファ

ンクション、機能がなくちゃだめだよと。我々中年だったらもう簡単なんです。

今携帯電話、何も機能のないというのが一時的には売れてますけど、今の若者

が大人になったときは買わねえんじゃねえのかなと私は思いますね。今まで携

帯なんて知らないよ、これすら知らないよという人たちにはいいかもわからな

いですけど。  
 それで、次のメディア。もう今になって営業マンにカタログをつくって、印

刷屋さんにもうけさせてつくっている時代じゃないよと。インターネット、先

ほどもありました。もっといろいろとある。インターネットで宣伝すればカタ

ログをやればいいよ。ただインターネット、カタログそっくり載っける企業さ

ん、余り元気ないですよね。やっぱりインターネットのよさを知らねえなと。

まだインターネットを把握してないなと。カタログと同じだったら何もインタ

ーネットでつくること、カタログあるんですからね。もっとノウハウのぎりぎ
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りまで書いてあるところがどうもよくあって、そこが伸びてますね。我々ちょ

っと 700 社ぐらい、手分けして関東の周辺の中小企業について分析するとそう

いう話。ピーター・ドラッカー、ご存じだと思いますが、経営者の方だとご存

じのように、あの本をやっている上田先生のリーダーになってやった結果なん

ですけども、同じインターネットをどう使うかということ、そこが本当は問題

なんですが、こういうメディアを利用しなくちゃいけない。  
 だから、商品の主導権はシーズからじゃなくて、売り手からじゃなくて買い

手だよと。我々研究も、普通今まで大学の先生はシーズだシーズだといってや

ってたんですが、最近経産省さんもこういうお金を出すからこういう研究をや

ってくれとニーズ志向になってきてますよね。これはバランスが重要だと私思

うんですが、今の新しいものといったってやっぱりニーズ、買い手の方から新

しいのが出てくるんじゃないのかな。こんなのいいよ、いいよと技術屋さんが

考えたら、大抵そういうのは広がっていきませんよね。そういうふうに考えて

いただければと思います。  
 あと最後になりますが、モノ作り、やっぱりモノ作りの人材、やっぱり先ほ

どもありましたけどもモノ作りは人づくりだと。これはもう今になっては当た

り前なキーワードになってますので、これは人づくりが大切だよということで

最後にモノ作りの人材育成。やっぱりモノ作り、意欲ある人材。意欲なくちゃ、

ものというのは意欲なくちゃ私はだめ、何も新しいものは出てきっこないよと。

やらされててものができる、新しいものができるというのはちょっとおこがま

しいなと。  
 ですから、最初の人間の地位向上、これはもうモノ作りやってる人たちに給

料払ってくださいよと。私経営者じゃありませんので。そういうのがあれば世

の中もっともっとモノ作りにいくんじゃないのかなと思います。  
 あと、理論や実践に重点を置く人材の確保。私こういう今までのお話聞いて

いただければわかると思いますが、やっぱり今まで若者、日本は特に理論ばか

り、法則を覚えてて、法則から新しいものは出てこないんですよね。それより

ももっと何かわからない何とか効果、幾らでもあります。もう 500 や 1000 は

出てくると思います。そういうところに重点を置く、実践に重点を置く人材、

これが重要じゃないのかなと思います。これは今までの話で。  
 あともう一つ、これも世の中に対して逆らっているんですが、やっぱり経営

する方からすると管理工学とか経営工学、安全工学、こういうのがどんどん盛

んになって工学部の中にもどんどんふえています。私が前にいた東京工大もど

んどん学生の数はふえてるんですが、半分以上はこういうところですね。経営

工学科が、こういうのが多いんですよね。そこではものをつくってない。だか

ら経営工学の学生にモノ作りを教えてやってくれと私ずっと 20 年ぐらい授業

をやってましたから。モノ作りなんて知らないんですよね。それで世の中に出

てお金の勘定でいくわけです。工学部の中のかなりの、そっちがふえているん

ですね。  
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 やっぱり、最近いろんな事故がある。安全工学やんなくちゃだめ。私に言わ

せると先ほど言いました、昔からの機械には安全率というのがあってそれをや

っていた、今それがなくなっちゃったんですよね。あと、昔はパソコンじゃな

くて年配の方だったらご存じのように計算尺。絶対にけた数頭に持っているわ

けですよね。今ないですから。10 けた、20 けた、どんどん出ちゃうから。パ

イが 3.14 が何けたまで覚えたとかいって、すごいんだって、そういう時代です

から、そういったものとは全然相反するものだなと。だから、そういう、これ

は私は非モノ作りと言っているんですけど、やっぱり昔からの狭いモノ作りに

たけた人、こういう人を育てなくちゃいかんなと私思っております。  
 やはり、先ほどもありました、こちらで住化さんで大臣賞もらった、きょう

は後ほど出てこられるかと思うんですけども私もお会いしたことなくて、あれ

見てて、相当執念を持って、会社でもつんぼ桟敷ぐらいになってるんじゃない

かなと思う人が多分いたと思います。そのぐらいの執念ある人がいない限りは

ものなんてできっこないです。それはもう光ファイバーのファイバー、私の友

達もある電線メーカーにいて、ずっとやっててものにならなくて、20 年同じテ

ーマでやっててものにならなくて、会社でも課長にもなれなくてといったら、

一瞬のうちに光ファイバーというのが出てきたらその会社はどーんとなっちゃ

うんですよね。そういう、周りの人から見たら気違い的な執念を持ってモノ作

りをやってる人が多分いたんじゃないか、そういう観点でお話聞きたいと思う

んですが、そういうぐらいにならないと、安全、経営的にもどうだとか、それ

は一般的に経営者は当然考えなくちゃいけない。だけど新しいものをつくる人

はこれは安全だ、それはできてから別の人が考えればいいことで、これはだめ、

危ないからやめよう、これはこれでいいこと。だけど何でも考えながらつくる

やつって、そんなんで新しいものはできない。そんな甘いもんじゃ私はないと

思っておりますので、最後にそういうふうに考えて、言わせていただきます。  
 とにかくモノ作りというのは楽しいって、私もいろんな研究をやってきて楽

しくてしようがなくて、寝る時間なんて二、三時間あればおれは十分だよと若

いときやってて、ただお酒を飲まなくちゃだめだよといっていい気になって飲

んでたんですけども、そういう楽しくやってれば新しいものは出てくるなと思

います。  
 結論的に言いますと、私に与えられた演題で、我が国のモノ作りの未来はバ

ラ色だということを私言いたくて今までああだ、くだくだと述べてきました。

私の話はこれで終わらせていただきますが、勝手な話でいろいろと固有名詞も

出てきたときは消していただければありがたいと思います。ご清聴ありがとう

ございました。（拍手）  
 

 

司会：  吉川先生、どうもありがとうございました。  
    それでは、この次、最後の基調講演ということで「モノ作りのイベン



ト」、読売テレビの「鳥人間コンテスト」、ご案内の方おられると思いま

すけれども、この審判長を務めていただいております佐々木正司様から

お話をお伺いしたいと思います。それでは佐々木様、よろしくお願いい

たします。  
 
 
 

【Ⅳ．モノ作りとイベント】 

              読売テレビ「鳥人間コンテスト」  

審判長  佐々木 正司氏 

紹介いただきました佐々木です。  
            読売テレビの鳥人間の番組ですけど、私、審判長と

いうことですけど、実は５年前までは選手として出て

おりまして、きょうの話は審判長というよりは選手側

のお話です。審判長はどんな役割をしているかという

と、台の上に上がってきた最後の飛行機持ってきた人  
を、パイロットと話をして、ものすごい緊張してもう上のそらの人もいるしも

うベテランですべてわかっている人もいますし、一言二言会話して、飛ぶ前の

アドバイスを一言すると。それと、それまでの風の状況ですね。向かい風、ハ

イフウ、待っているとか、風を読んで一言アドバイスをさせてもらうと。危険

な飛行機は最後出発するのはやっぱり飛んじゃだめだよととめる場合があると。 
 そういう役割をさせていただいておりますが、やっぱり選手として出ている

ときの方が当然おもしろいわけでございまして、ちょっと選手をやってたとは

いうんですけど、自己紹介なんですけど、子供のころから模型飛行機が好きで

してね。小さなゴム動力の飛行機からラジコンのグライダーとか、Ｕコン、エ

ンジンのついたＵコン、自分の周りをワイヤーでぐるぐる円周上を飛ばす飛行

機の曲技飛行、これの方にずっとのめり込んでおりまして、全国大会出たり世

界選手権に行ったり本を書いたり、これが私のベースになっております。大学

時代は航空部でグライダーに乗っておりまして、今は教官で後席に乗って学生

を、東海・関西の地区の学生を指導をしております。こういう飛行機・グライ

ダーに乗っているということと模型飛行機をつくってきたと、この２つがベー

スになってて、ちょっとこの鳥人間というのに取り組んだということになりま

す。  
 鳥人間コンテストというのは今から 30 年前に始まりまして、イギリスのセ

ルシーという漁港で、みんなが橋の上から 10 メートルぐらいの高さ飛び込ん

で何メートル飛べるかと、これを競ってた。そういうものに読売テレビが目を

つけまして、「びっくり日本新記録」という番組であれやろうということで取り
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組んできたものです。第１回大会が 30 年前に行われまして、イギリスの世界

記録は 42 メートルだったんですが、第１回大会で 82 メートル飛びまして「お

お」ということで、ここの優勝者はそのイギリスの大会に連れて行ってくれる

というのが商品だったんですけど行く価値ないなということで、２年、３年後

にはイギリスの選手をこっちに呼んだりして回が続いていきました。  
 私はそれをテレビで見てまして、「おお、こんなもんが始まった」と。模型飛

行機やってるしグライダーも乗れると。これはもう自分が出ないとと思いまし

てね。でもつくるの大変そうだな。そのときに会社の中のチームが、何か 10
人集まっていろいろ話してたんですけど、何かみんな目立つことやろう、ああ、

あのテレビのあの番組おもしろいなと。佐々木、おまえ飛行機趣味らしい、ち

ょっと設計しろということで始まったのが会社のチームを結成したいきさつで

す。私ＴＯＡ株式会社ということで、放送設備とかこういうアンプやマイクを

つくっている会社なんですけど、宝塚の電機会社で 30 年勤めて電算室と生産

技術をやっていたんですが、ちょっと早期退社に手を挙げて、今やめて飛行機

の方に没頭しております。その中の会社の中のチームで出たということであり

ます。  
 この鳥人間コンテスト、ちょっとレジュメで書かせてもらってますけど、自

作航空機、手づくり飛行機というのは、おもしろいんですけど、模型飛行機は

いいんですけど、落ちても何も死にませんから。本物はそういうわけにいかな

いので、航空法とかいろんな壁があります。やっぱり自分でつくった飛行機に

乗るというのは夢ですけどできません。ところが、この鳥人間は水面上でやる

んで、落ちても水がクッションになると。高さ 10 メートルに制限してると。

そういうことで、過去大きなけがはないということで、比較的安全にとっつき

やすい、敷居の低い自作航空機であるということですね。それから、テレビで

30 年番組続くというのも珍しいんですけど、やっぱり自分でつくった飛行機に

乗ると、パイロットは一人ですけどチームでつくった飛行機でチームで出ると、

つくってそれで出るというところがやっぱりおもしろくて、次から次から選手

が、応募がどんどん続いております。  
 どんどん続くんですけど、同じ人が何年も何年もやっているというのもあり

ます。私も５回大会に出てから 25 回大会まで 20 年ちょっと選手で出続けまし

た。その間、初めは 18 メートルでドボーンと頭から落ちました。飛行機、模

型も本物も知ってる自分がなぜ飛ばないということがあるんですけどね。後で

ちょっとビデオを見ていただきますけど、飛ばなかった理由ははっきりしてお

ります。翼面積が小さかったんですね。形は飛行機としていいんですが、飛行

機は小さいものは早く飛べば揚力出るんですけど、鳥人間の最大の特徴は台の

上を自分が走ってそれから飛び出すと。人間の走る速さは有限でございまして、

ある速さ以上は出ません。私のつくった飛行機、翼長 11 メートルだったんで

すが、翼面加重という、１平方メートル当たり何キログラム支えているかとい

うそういう数値なんですけど、これが大きかって、失速速度CL(1/2)ρv 2 

 S 、
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計算式があるんですけど、やってみますと 11ｍ／秒、その速さより遅ければ浮

かないという飛行機だったんですね。11ｍ／秒、数字だけ聞いたら、ははーん、

世界一速い人、100 メートル 10 秒で走るんですね。これ秒速 10 メートルです。

それを私があの飛行機かついで台から 11 メートルの速さ出るわけがございま

せんね。計算すればわかるんですけど、そこは模型飛行機やってたとかそうい

う経験で形がこうだ、角度がどうだ、こうあればいいよと形でつくって出てき

たというのが本音でして、向かい風がビュービュー吹いてたら、ひょっとした

ら浮いたかもしれないけど当日無風でして飛ばなかったと。頭からズーンと落

ちますんで、後でビデオ見ていただきますね。  
 次の年は翼面積を大きくしまして、飛行機は細く長く作るほど抵抗が少なく

なります。翼端の誘導抗力という渦が少なくなるんで。ですから、細く長くつ

くるのが格好いいんですが、もうできている飛行機を改良するには、翼長伸ば

すには強度の問題があるんで翼弦を伸ばすと。羽の後ろに棒をつけ足して、面

積を広く不細工な飛行機にしましてね。それがやっと失速速度をクリアできま

して飛びました。３年目でやっと飛んだんですね。１回目のビデオと３年目の

ビデオをちょっと見ていただきますので。やっと飛んだと。  
 それから、そのときぶら下がり形式で、ハンググライダー形式でやっていま

して、私ハンググライダーの経験はございません。でも見よう見まねで飛んで

いて、やっぱり操縦していて違和感があって、やっぱり自分は操縦桿を使わな

いといけないということで、当時鳥人間はほとんどがハンググライダー出身者

で出てたんですが、私は低翼、主翼を下にして操縦桿をつけて乗り込むという

方式をつくりまして、オール木製で 15 メートルの羽の飛行機を後につくりま

した。鳥人間は張線ということで、ワイヤーで下へ引っ張って強度を持たせる

と。軽量に大きく、軽く大きくつくる、これが特徴なんですが、低翼、羽を下

にすると張線が引けませんので、カンチレバーというんですけど、桁だけで強

度を持たないといけないということで、実は当時としても難しかったんです。

飛行機は軽くないと、かついで出発するから、かつげない飛行機ではだめで、

ということでちょっと難しかったんですけど、そこは私も軽飛行機、Ｕコンと

いう曲技飛行機をやってまして、また室内機ということでゆっくり、プロペラ

が見えるか、ゆっくり回って飛ぶ飛行機でそういう軽量飛行機もやってました

んで、軽い飛行機を作るにはちょっと人より心得があるということで、いち早

く低翼にして、張線、ワイヤーのない抵抗の少ない機体をつくりました。  
 低翼というのは、先ほど効果、効果と、私は地面効果をねらいまして、水面

ぎりぎりにおりますと誘導抗力というのが減ってくるんですね。翼長の 10 分

の１の高さまでおろすと誘導抗力が半分に減るんですね。誘導抗力は形状抗力

と１対１の大きさで、その誘導抗力が半分ということは全体の 25％抵抗が減る

ようなものでしょうかね。高度を低くしたら距離が伸びると。そういうことが

あって、それをねらって低翼にしたということです。模型飛行機とか、ほかで

知ってた知識を転用してきたというのが実情です。そんな形で飛行機を作るよ
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うにしてきました。  
 そうですね、ビデオを見ていただく前に……ビデオはテレビの放送から編集

したんでちょっと応援団とか出て結構わあわあいうたビデオですけど、私パイ

ロットは真剣にやっておったんですけど。あと間３分間製作場面を、ちょっと

汚い映像いうか作業場ばかり映ってますけども、している作業をちょっと注目

していただいて、延べ 1502 時間かけてつくった飛行機を３分で製作できるよ

うにビデオちょっと用意しましたんでそれも見ていただいて、そしてその後に

その飛行機で再度大会に挑むという、そういうことになっております。  
 そこを見ていただきたいと思いますが、鳥人間コンテストは失速回復大会で

あると。10 メートルの高さの台から何メートル飛べるか。人力プロペラ部門と

滑空部門がありますが、私は滑空部門で、飛び出したときのエネルギーだけを

利用するその部門ですが、距離を伸ばすには誘導抗力を減らすということで細

長い羽にしたら一番いいと。みんなそういうところに着眼点がいきますが、実

は最初に話しました失速回復大会である。もう失速速度ぎりぎりでふわふわで

飛び出した機体を、ぱっと機首を下げて落下する速度を利用して失速速度を超

えてから空気をつかんで、それからそれを引き起こして飛んでいると。距離を

出す機体は必ずＳ字カーブの非行コースを描きますね。真っすぐスーっと高い

まま飛ぶんではなく、いったんヒューっと落下するようにして、飛び出すとき

のＧを１Ｇじゃなしに 0.7Ｇぐらいにすると失速速度も下がりますし、そうい

うことを利用して、いわゆる最良滑空速度の状態をキープしながら、落下しな

がら速度が増えたところで空気つかんで引き起こして、あとは地面にへばりつ

いて水面効果、地面効果で伸ばすというのが一番距離が伸びるという、理論は

わかってたんですがなかなか実現できなかったというのが本音です。失速回復

大会、まず飛ばなかったら話にならないというところです。  
 それから、あと一発勝負ですね。大会は１日１回しか飛べませんので、一生

懸命つくった飛行機、何でもプログラム組んでもデバグとかやりますよね。最

初に飛ばした一発目で何メートル飛べるかを競う大会であるということで、過

去の情報分析力とかシミュレーターの活用とかいろいろあるんですけど、そう

いうところが重要です。  
 マネジメントもあるんですけど、納期管理ですね。大体最後ぎりぎりになっ

て間に合わないで半完成で出てる機体が多いです。やっぱり１カ月前にはテス

ト飛行をしようと。私は会場へ行って今でも言うんですけど、色を塗ってある

飛行機、これは飛びそうやなと。「ええ、色、それ飛ぶのに関係しないでしょう」

と。「いやいや、あの素材の木の飛行機な、あれはちょっと飛ぶかどうかわから

ん」と。色を塗ってある飛行機、これは飛ぶと。「何でですか」と。「いや、色

を塗るぐらい余裕がある」と。既にテスト飛行して時間がちゃんと余裕がある

チームだと、そういうことなんですけど、そこまで最後仕上げて挑めば成果も

出るかなと。  
 あとはバランス勝負ですね。機体の性能が何ぼよくても、幾らよくてもパイ



ロットが操縦できなければ落ちるし、どんなにうまいパイロットを持ってきて

も羽の折れる飛行機ではすぐゼロになりますし、飛行機・パイロットそろって

も台風の日はやっぱり飛べないと。気象条件とかこのすべてがバランスよく働

くように、これが飛距離を伸ばす秘訣かと思います。  
 すみません、じゃあビデオの方を流していただけますでしょうか。３機私は

合計つくりまして、その３機種が大会でどんなふうに出たかが……  
 
（ビデオ上映）  
 

これは第５回、25 年前です。四

半世紀前になりますね。この中か

ら書類選考で……。今でも合格数

が 50 から 80 ぐらいですね。会社

でこの場所を確保するのが一番苦

労でした。  
 初めはハンググライダー、ぶら

下がる形式で、主翼は矩形翼です

ね。四角い、テーパーしてない矩

形翼です。雨が降っておりまして、 
風は無風でした。本人は絶対飛ぶと思って台の上に立っております。１年かけ

てつくった飛行機ですけど、2.4 秒の飛行でした。18 メートル。かろうじて 45
度よりは前へ進んでおりますね。  
 それで、３年目です。翼面積を増やしました。一応空気はつかみましたです

ね。ただ人間が立ってますんで、空気抵抗が大きいですね。93 メートル。この

とき優勝は 100 メートルちょっとぐらいかな。140 メートルですかね。  
 これで低翼式に変えてオール木製の 15 メートルの翼長。操縦桿で操縦して

おりますね。この操縦桿で操縦したのは多分私が初めてじゃないかなと思うん

です。一応地面効果で伸ばしたんですが、137 メートル。今の飛行機は……ウ

イングレット、翼端に空気抵抗を減らすウイングレットをつけまして、操縦も

大分うまくなりました。高度検出棒ですね。地面についたらアップ、自動的に

引くようになってまして、水面に機体がつかないように。一応このとき初めて

優勝しまして、賞金 100 万円いただきまして、次の年から飛行機をつくる資金

が……。  
 この飛行機に翼長ぎりぎりまで伸ばしまして、18 メートルの翼長にして。今

テレビにカメラ積んでますけど、カメラを最初に積んだのは私だと思います。

これは 270 メートルだったですけど２位だったですね。  
 これは３機目の今度は軽い飛行機、さっきの飛行機は 37 キロの重さでした

けど、今度つくる飛行機は完成で最初は 31 キロで完成しました。桁は細い木

にカーボンの木を張りまして、これが主桁になります。折れないように強度を。
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真ん中に穴あいているところに人間が乗ります。主翼の中に乗り込む形式で、

発泡スチロールでつくったリブを通しまして、これ胴体に尾翼の部品を取り付

けてますかね。エポキシ接着剤で張りながら、張った後はまたカーボンのロー

ビングで補強してと。軽く強く作るために接着剤もいろいろ使い分けます。こ

れはリブをニクロム線でカットしているところです。根本と翼端に翼型を、ベ

ニヤ板でつくった翼型を張りまして、間をこうヒレでテーパー翼をつくる。一

気に大きさの違うリブをたくさんつくると。  
 今度は主翼を羽通しているんですが、この段階では弱いんですね。こんなふ

にゃふにゃです。こんにゃくみたいなもんですね。これにウエーブ材とかちょ

っと補強のものを張ることでがしっと軽く強いものに変わります。これ肉抜き

ですね。こうやって抜いて、さぞ軽くなるか、うそです。抜いたもの全部集め

て 200 グラムでしたから。これどっちかがデザインですね。肉抜きは余り効果

ありません。それで、フイルムですね。22 ミクロンのフイルムを張りまして、

あとは５％収縮するフイルムですんでドライヤーで穴をあけないようにぴんと

張ると。操縦系とエリンケイジョウ。模型飛行機の部品、これは風防を炭で、

コンロでビニールをあぶりまして、ああやって巻きつけて、張り合わせて風防

に仕上げます。人間むき出しですと抵抗が多いので、キャノピーをつけて抵抗

を減らすと。  
 現地で機体を組み立てます。主翼は７分割、尾翼とか全部部品ばらばらにな

りまして、組み立ては 30 分で飛べる状態まで組めるように。会場で組み立て

て待っているところですね。もう台の上に上がりました。これは完成した初め

ての年ではないんですけど、一応手直ししてある程度よくなってからの話です

から。軽い飛行機でこんなんもうとまっているような速度で浮いてられるんで

すね。でも浮いているのはいいんですが、前に進む速度が遅いので、数字があ

まりいい記録が出ません。飛行時間は 40 秒あったんですが、距離はまあまあ

で２位だったかと思いますね。218 メートル。それで、次の年はもっと飛んだ

ときに頭をぐっと落として、落下して速度を出すと。地面に早く張りつくと。  
 汚い工作室ですね。模型飛行機の記事をずっと書いておりまして。これはテ

スト飛行です。滑空はもう人間で走って、向かい風の日に。これは羽が折れな

いかどうかの確認が一番の目的です。一応浮いてもあの細い長い羽で折れなか

ったと。  
 水面に張りついて……。一応この年優勝したんですが、やっぱり目標が 300
メートルというのをちょっと持っておりまして、これ最後のビデオなんですが、

この後も出たんですがこれが一番いい成績が出たときです。ちょっと桁があい

たりしましてもたもたしておりますけど。おろし過ぎてちょっと水面にすれか

かるんです。  
  
 はい、ありがとうございました。  
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（ビデオ終了）  
 まだこの後もあと３回出たんですけど、今度は風にあおられてまた数字はち

ょっと落ちました。実は 400 メーターをねらった、さらにもうちょっと細く長

くとやったんですけど、今度は待機している間に風で機体がもう、みしっと…

…ねらい過ぎた機体は今度は弱かったということで、あとは成績、数字がちょ

っと下がっております。  
 こんなふうにしながら、実は会社、女の子も交えてみんなで寄ってたかって

作ると。その中を進めるわけですけど、完全に設計図があるわけではなくて、

一応私設計図はあるんですが、こういう外観の設計図があるだけで、外観の設

計図だけで細かい工作の仕方は何もありません。現物を目の前にして「これは

これで接着しようか」と、手で考えながらつくっている飛行機という感じなん

ですね。メンバーにしては、やりにくかったかと思いますが、ここどうしまし

ょうという話で、「いや、こういう趣旨でちょっとやっといて」と。自分はまた

違うところやるという、そういうやり方でやって、結構苦しかったんですが、

会社では納期と予算と目標レベルがしっかり最初に決められるというか自分で

決めるわけですが、やっぱり成功しないといけないのでちょっと安全めに設定

する部分がやっぱりありましたけども、この鳥人間はもうやれるところいっぱ

いまでやれると。だめだ、失敗しても自分に返るだけということで、いっぱい

までできるということで私としてはちょっと別のおもしろさがあったかと思い

ます。  
 自分の土俵で戦うというか、ハンググライダーの人が多く出てたときに模型

飛行機の技術と操縦桿で低翼式で出るという、やっぱり自分はそっちの方が得

意だということでその世界に持ち込んできたということと、それから別のとこ

ろで学んだ技術を、模型でつくった技術をそのまま、接着剤とか木の組み方と

か応用できたというのがちょっとラッキーだったかなと思います。  
 今では、今もうちょっと時間がないので流しませんけども、スチレンペーパ

ーグライダー、ゴムで飛ばしてヒューっと 30 秒ぐら飛ぶんですけど、そのビ

デオもあるんですけども、小さい子供に模型飛行機教室というのを各地で開い

て私よくしに行っております。そういうことだとか、あと大学生にはグライダ

ーはこっちは操縦の方を教えているんですが、私はやっぱり作る飛行機の方が

好きでして、ラジコングライダーとかあと電動、ここにちょっと載せてるんで

すが、今電動パワーが非常に進歩しておりまして、リチウムポリマーの電池で

すね。携帯も非常に小型になったのは電池が小型になったのも一つ効果がある

と思うんですけど、携帯の電池を２個直列につなぎまして、モーターでラジコ

ンの飛行機飛ぶように 60 センチの飛行機、ここにＣＣＴＶのカメラ乗せまし

て電波で飛ばして空中撮影というのもやって遊んでまして、でもこれは本当は

その後はＧＰＳを積んで 300 メーター先まで行って自分で帰ってくるという、

そういう研究テーマがあって、そこの実験にちょっと呼ばれて一緒にやってた

んですが、その話途中でもっとすごいチームにとられたんで中座してしまった
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んですけど。運動会とか上空から撮影したい。ほんまの飛行機は非常に高いで

すし、エンジンの飛行機飛ばすとやっぱり、山では飛ばせますけど町中では危

険だということで、その点このプッシャー、後ろにプロペラついてるタイプで、

それで軽い飛行機で、ぶつかっても野球のボールが当たったのと同じ程度とい

う、そういう安全な小型の飛行機でちょっと上空から撮影とか、そのほかにも

いろいろ用途があるんですけど、ちょっと実用に使うということを今考えてお

ります。  
 もう一つ、トイプレーン。おもちゃ屋さんに今ラジコンの電気の飛行機いっ

ぱい出てるんですね。もうちょっと飛ぶようにうまくしたいところもあるんで

すが、でも 20 グラムで 15 分ぐらい電池で充電してヒューっと飛ぶ飛行機売っ

てまして、それが売値で 3,000 円なんですね。その値段の安さとそういうこと

も含めて、これは模型のマニアからすると普通廃除したくなるんですが、逆に

私は歓迎で、この辺を後押ししてもっと室内で飛ばせる飛行機とか、今飛ばす

場所なくなってきましたんで、そういうところで模型飛行機を一つのテーマに

しながら、いろいろそういう工作をやってくれる少年が育たないかなという気

持ちを残しておりまして、これからそういうところを後押ししていきたいなと

思っております。  
 ちょっと時間来ましたんで、以上で終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）  
 

 

司会：  どうも佐々木さん、貴重なお話ありがとうございました。  
 これで第１部のシンポジウムの基調講演が終了いたしました。この後

パネルディスカッションということで、３時半から開始したいと思いま

す。15 分間の休憩ということでございます。  
    別室の左手の菊の間にコーヒーなどを用意しておりますので、どうぞ

ご自由にお飲みいただきたいと思います。第２部３時半からということ

でございますので、その時間までにお戻りいただきますようよろしくお

願いいたします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２部  パネルディスカッション 
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第２部  パネルディスカッション 

コーディネーター 小島 彰氏  

            （ＮＰＯ法人ＪＲＣＭ産学金連携センター理事長） 

よろしくお願いいたします。  

それでは、パネルディスカッションということで、

１時間 20 分ほどでございますけれども進めさせて

いただきたいと思います。きょうは少し型破りでや

らせてもらった方がいいんじゃないかと、本音がど

んどん出てくると、そんな進行を心がけたいと思い

ます。また、そういう意味でいろんな発言、それか

ら会場からも適宜発言いただければ大変ありがたい

なというふうに思っております。  
この新居浜市ですけれども、近代産業発祥、近代産業の母であります鉱業、

マイニングの発祥の地ということでございまして、この新居浜でモノ作りフォ

ーラム、これが開催できると、大変光栄なことだというふうに思っております。  
私事で恐縮ですけれども、６年ほど前四国におりまして、そのときに新居浜市

の方にも何回も来させていただきました。こういう形でまた新居浜、愛媛県の

方々と話ができると、大変うれしく思っております。  
それでは、これからディスカッションに入りたいと思いますけれども、１時間

20 分ということでございますんで、 初に各パネリストから５分ないし７分ぐ

らいでお願いをして、その後提起された問題につきまして掘り下げたディスカ

ッションに移りたいと、こんなふうに思います。  
初に経済産業省の前田室長から、日本のモノ作りの現状並びにモノ作り政

策の展開についてお願いいたします。  
 
 

パネリスト 前田 泰宏氏 

          （経済産業省 製造産業局ものづくり政策審議室室長） 

 経済産業省でモノ作りを担当しております前田と

申します。出身は兵庫県の姫路市です。関西弁しか

しゃべれません。標準語でしゃべれないものですか

ら、東京では肩身の狭い思いをしています。西に行

きますとちょっと気が楽になります。  
 近、今小島理事長の方からモノ作りの政策の現  
状をというお話でしたけれども、ちょっといきなり

型破りで申しわけありませんが、トリノオリンピッ

クから始めます。トリノオリンピック見てましてメ  
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ダルがないので心配しておりましたけれども、荒川静香さんもう見事な金メダ

ルなんですが、モノ作りをある程度担当するに当たりまして、あのスケート靴

だれがつくったんだろうなというような物の見方になってます。あのスケート

靴が、何かテレビではいろんな解説ありましたね。去年と違ってルールが変わ

っていったとか、それから前と後ろのところの圧力のかけ方が違うとか、いろ

んな複雑なルールの中であれだけきれいに安定的に氷の上を滑れる靴というの

はだれがつくったんだろうかなというふうに思いました。  
 逆に言いますと、その靴をつくった人は初めから荒川静香さんが履くという

ことが多分わかっていたんだろうとは思いますけども、そのスケート靴をつく

るモノ作り名人は、この靴はだれが履くんやろなというふうに思ってつくった

んじゃないかと。イチローのバットだってそうみたいですね。それから室伏さ

んが回したハンマーかてそうみたいですね。  
 そういうふうにきたときに、今モノ作り政策の現状という話でありましたが、

今一番我々がやろうとしている国民運動的なことを言えば、モノ作りに携わっ

ている従来の関係の方々の殻を破るということです。一言で申し上げれば、こ

の現時点で言えば、荒川静香さんをモノ作り関係者にすると。これができるか

どうかがモノ作り国民運動の突破点の１点だというふうに思っています。  
 いろんな金メダルがあります。今はパラリンピックが始まりました、トリノ

のところで。まだ火は消えていない。しかし、このオリンピックの裏には、そ

のメダルをとらせた、あるいはその感動のストーリーをつくらせたアスリート

を支える物が存在しています。こういうふうな物をどのようにつくられていく

のか。それは何万人に１人しかないです、メダリストなんかなかなかなれない。

けどもそのメダルとるにあたって、例えば物だとかあるいはルールだとか、い

ろんな関係の方々が、今さっきの東工大の吉川先生久しぶりに聞きましてめち

ゃくちゃおもろかったですけども、いろんな人が携わっているこのモノ作りの

すそ野の広いところに、小さな現場のメダリストがいっぱいいると。こういう

ところにこのモノ作り政策を翻訳をし直していくということが現在モノ作り政

策の一応担当をする者として一番考えていることです。  
 そのためには、私ども経済産業省あるいは四国経済産業局ですけれども、仕

事の仕方は変えようじゃないかと。経済産業省は霞が関 1－３－１というとこ

ろにありますけれども、モノ作りに関係する人は出勤するのはやめろと。大体

そういう霞が関のビルに来て、物をつくっているのは見たことないぞと。売っ

ているのは弁当ぐらいのものだと。 近スターバックスコーヒーがいっぱい出

てきたと。そういうところに来てモノ作りなんか語れないと。まず工場に行っ

て、そこで安全靴はいて、ヘルメットかぶって、何かこんな大きいめがねあれ

して軍手はめて、１個か２個回ってから出勤してこいと。私有給休暇ゼロにな

りましたけども、週に３日ぐらい現場歩いてこいよと。ほんでガチャガチャ理

屈言う前に─もう日がな一日若い人はメール書いてるんですよ。もう来たら

メール、帰ってもメールですよ。隣のやつともメールで話してる。「しゃべれ、



おまえ」という話があるんで、こういうふうなメール文化はある面効率的です

けれども、ある面隣が何しゃべってるかわからんと。大きな声で電話するから

その課ではどんなことが話題になっているかということが課の人たちみんなわ

かるわけで、メールばかりしてたら非効率の固まりなんです。だから、そうい

うこと。大きな声でしゃべると。けども、そのほとんどが出勤していないと。  
 こういう状況の中で、荒川静香だとかあるいはイチローであるとかそういう

ふうな一見物をつくらない、物を使う人たちをモノ作りの現場に引き込んで、

我々その政策をつくる人たちが霞が関を捨ててその工場の方に行くと。こうい

うふうな新しいパラダイムといいますか、仕事のくせだとか政策の発想とか、

実体感覚と皮膚感覚というようなものをやろうとしているのがモノ作り政策の

出発点です。  
 詳しい話で統計がどうなったとかいろんな話は後ほど、ぐるぐるっと検索エ

ンジンすればどこでもわかる話なもんですからそれは検索していただくとして、

そういう思いで現在政策をし、そういうふうな政策の広がりを持っているとい

うことを一番初めにご紹介したいと思います。  
 

 

コーディネーター 小島 彰氏  

   では続きまして、企業でモノ作りに取り組んでいるということで、

住友化学の和泉さんからご紹介お願いいたします。ちなみに住友化

学は昨年度の第１回ものづくり日本大賞の経済大臣賞の受賞企業と

いうことでございます。その中核を担われたのが和泉さんというこ

とで、企業におけるモノ作り、お願いいたします。  
 

 

 

パネリスト 和泉 好高氏     

（住友化学株式会社 理事） 

住友化学の和泉でございます。  
 ちょっと 初に物の方からちょっと説明したいと

思いますけども、ラクタムといっても何のことだと。

ご存じない方が多いと思いますんでそこの方若干説

明いたしますと、ポリエステルはご存じだと思いま

すけども世界で 4,000 万トンとか 6,000 万トンつく

られてまして、これは綿のかわりですね。それで、

カプロラクタムというのはナイロンの原料です。ナ

イロンといいますと絹のかわりなんですけども、だ  
からこれが 400 万トンぐらい作られています。もう一つ、三大繊維でアクリル

というのがありますけども、これは羊毛ですね。だから、人工繊維と天然繊維、
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綿、羊毛、それから絹ですね。それに代替するものとしてポリエステル、アク

リル、ナイロンがあるわけです。  
 私、ラクタムにタッチしまして 10 年近くになる─1993 年から実際はタッ

チしてるんですが、実際この研究をやり始めたのが、企業化したのが 2003 年

です。研究を始めたのが 1983 年ですから、だから 20 年かかってます。先ほど

どなたかがおっしゃってましたけど、もう少しおもしろおかしくいろんなこと

あっただろうということで、その話もしなくちゃいけないんですが、実際は今

現在もこのラクタムというかナイロンは非常に厳しい状況にあって、今現在も

私たちは今戦っているわけですけども、実際は日本でラクタムプラントを企業

化できるなんていうことはだれも思ってなかったと思います。今も思ってない

と思います。  
 といいますのは、ナイロン１万トンつくるのに大体 40 億から 50 億の設備投

資がかかるわけです。実際数年前に、東南アジアである会社がラクタム７万ト

ンをつくるのに 460 億かけてるわけです。台湾で 10 万トンつくるのに 590 億

かけているわけです。当社の場合この奇想天外でラクタム 初６万トンでやっ

たんですけども、６万トンやろうとしますと、まともな方法でやりますと 400
億から 350 億かかるわけですね。そんなことを金勘定しますと絶対やれるわけ

ないんですね。だから、技術者は 20 年前からいろんなことをやってますけど

も、技術の論理と金の論理は絶対合わないわけです。これどうするかというこ

とで、10 年ほど苦労してたんです。実際、技術者も物すごい、科学者も苦労し

ているというふうにいわれてますけれども、実際これタッチしている触媒技術

者ですね、一番キーポイントは触媒だと思うんですけども、実際は皆楽しんで

やってたと思います。ベーシックケミストというのはどちらかというとみんな

明るいんです。そう悲壮感ないと言ったら悪いんですけども、だからできるん

ですが、実際は金の論理とのせめぎ合いがありまして、いかにしてこれをやる

かと。じゃあ、いい技術はわかってるんだけども 300 億も 400 億もかけるわけ

に絶対いかないんですね。あと 10 年間ぐらいはその苦しみです。  
 実際は 100 何ぼでつくらなくちゃいけないというのがターゲットですから、

設備費を３分の１に減らさないといけない。そこでかなり苦労がありました。

そこで苦労したのが要するにエンジニアですね。だから、ケミストとエンジニ

アとのコラボレーションというか、やっぱり楽しみながらやったということだ

ろうと思う。もちろん、マネジメントとしてはいろんなことをやれるはずはな

いということを実際思っておられる方……失言したらちょっとまずいんですけ

ども、かなりいらっしゃったんじゃないかと思います。実際、といいましても

やはりトップ、マネジメントのトップ自身がこの技術そのものに対してサポー

トしていただいたのが 20 年間やれた理由であることには、もうこれ間違いあ

りません。  
 以上でございます。  
 



コーディネーター 小島 彰氏  

ありがとうございました。  
   今回「モノ作りの未来」というのがこのフォーラムのテーマなん

ですけれども、未来は過去の流れの上にあるということで、歴史的

な流れというものについても考える必要があるわけですけれども、

これらの第一人者であります国立科学博物館の鈴木さんにその辺お

願いいたします。  
 

 

パネリスト 鈴木 一義氏   

（国立科学博物館） 

鈴木です。私に振られるとちょっと今思ってなか

ったんで別のこと考えてたんですが、すみません。  
             私はこちらの新居浜にはもう何度か来ておりまし

て、こういうシンポジウムで何度か話したりしてお

りますので、私の言いたいのは大体いつも一つなん

ですが、 近、先ほど前田さんの方からも室長さん

の方からも話がありましたが、私は日本ものづくり

大賞の委員をやっておりまして、私と吉川先生が委

員で、前田さんの迫力に押されて委員をやってたん  
ですが、全国から 700 件ぐらい上がりまして、100 件がセレクトされて出てま

いりまして、こんな膨大な分厚い資料を私と吉川先生だけが全部読ませていた

だいて、私３日ぐらい徹夜をしまして、昨年万博の仕事もやってたもんですか

ら、それでもすごく楽しかったです。  
 やはり日本は……今回の日本ものづくり大賞がすばらしかったのは、先端だ

けではなくて伝統の人も、しかも個人に焦点を当てて、企業ではなくて個人に

焦点を当てようということでやっていただいたものですから、いろんな伝統産

業からも製造の場からも開発の場からも出てきまして、そのピラミッドの日本

の産業のすそ野のすべてのところから出てきたと。その中で、出してくるとい

うのはそれだけ意識があって、日本を変えよう、もしくは世界に出ていこうと

するその意識のある人たちが全部出てきたもんですから、その 100 件がすばら

しいんですね。  
 いろいろ企業、博物館におりますと回る立場にもあるわけですけれども、や

はりそういう意識のある人たちの上げてきた資料というのは非常にすばらしく

て、日本のモノ作りというのが先ほど吉川先生の話にもあったように自信を持

てると、間違いなくすたれることはないというあれにもなって、３日間徹夜し

ながらも非常に楽しい選考だったんですけれども、そういうのを見ますと、先

ほど一番 初の基調講演のときに石毛局長の方からもあったように、共生とい
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う言葉が出ておりました。私何人かの大学の今学長さんなんかでもこういうモ

ノ作りのシンポジウムやるんですけども、そうしますと、ヨーロッパなんかで

会議をやっているとすべて中国に主要が、アメリカ、特にアジアの方がそうい

うことを極度に言うらしいんですけども、競争型の中でナンバーワンになりた

いと言うらしいんですね。どうしてもそれに対応した形になっていくんですけ

ども、日本だけが今共生という言葉を言っている。つまり、競争型社会の中で

はナンバーワンを目指すことになるんですね。ところが共生型社会の場合は先

ほど来出ているようにオンリーワンなんですね。日本はそういう文化を持って

いる、きた国、いる国ということで、これは私たちにとっては共生型というの

は当たり前の概念なんですね。  
 競争型社会であった社会から共生型社会。それを実現できて実行している国

は日本という言い方もできるかと思いますが、どういうことかと言いますと、

自動車メーカー、今完成車メーカー８社あります。世界でこんなに─かつて

完成車メーカー10 社、12 社、細かくやればあったわけですけれども、何で世

界の─バブルのころはトップサーティーにほとんど入ってましたけれども

─この小さな国に、１億 2,000 万の国にこれだけ大きなメーカーがあるか。

電機メーカーも同じですね。みんな共存しているんですね。ナンバーワンにな

ろうとしていないんです。オンリーワンで自分のところ、トヨタ、ホンダ、あ

と電機会社で言えばソニーでも東芝でもこちらの住友さんでも結構なんですけ

ども、いろんな企業が共存して生きていける。その切磋琢磨の中でモノ作りが

行える国というのはそうそうないはずなんですね。大体みんな１社に集約して

くる。統合というか、今銀行さんなんかがそのあれになって統合しているわけ

ですけども、３つぐらいがちょうどいいんじゃないかと何か言ってますけれど

も。そういう日本型の社会というのは、私たちが当たり前のように思っている

ことが欧米では「共生、相手を認める、それはあり得ないだろう」と。ところ

が日本の場合はそれは当たり前の概念なんですね。  
 もう一つ言いたいのは、明治以来私たちは情報を求めてやってきた。情報と

いうのは内にないもので外から持ってくるものなんですね、概念としては。内

にない、だから外から持ってくる。ですから、発信するのは外が求めているも

の。ここに、もしこの新居浜にあるとすれば、外から求められるものを情報と

して発信する。それで、導入するのはここにないものという形です。ところが

今、先ほど須田相談役の方から言われたように、今私たちが情報として扱って

きたものの重要性が出てきていると。言っている意味わかりますでしょうか。

情報ではないもの、つまり内に必要で外の人たちには関係ないようなもの、外

が求めないもの。実はその中にこそ求めるものがあるんではないかと。そうい

う時代に今なってきたんじゃないかなと。これまではないものねだりだった。

そうではなくて、これからあるものでどういうふうにやっていくか。それは地

域の中でのモノ作りであって、これまで欧米に追いつけ追い越せでやってきた

わけですから、そうではない何かが必要なんじゃないかと。  



 先ほど佐々木さんのお話を大変私興味深く聞いておりまして、私も学生時代

気球やったり、私気球連盟の安全委員長なんかやってて今でも航空協会の評議

員をやってまして、彼の横に並んで審査委員長とかみんな私の知り合いで仲間

なんですけども、きょう実は先ほどの話を聞いて、たまたまきょう何てことは

ない、持ってきているんですよ。  
これ竹トンボなんですよ。これは国際竹トンボ

協会というのがありまして、これ職人さんたち

の集まりです。理屈で計算したら、横浜国大の

ある先生が理屈で計算したら人間の手で飛ばせ

る竹トンボは 10 メートルしか飛ばない、高さ。

ところが、今世界記録 100 メートルちょっとま

でいきますかね。都庁を越えようというんで鈴

木さんという私と同じ名前のタクシーの運転手

さんが一生懸命やってますけれども、これ私の  
手の大きさに合わせて経験則でつくってもらって、これ飛ばしてみる。これ本

当は高く上げるんで前にはいかないんですけども……それ返していただければ

と。後ろに私の名前が書いてあって、カタザワさんという竹トンボ協会の会長

さんにつくってもらったんですが。すみません、ありがとうございます。これ

30 メートルぐらい飛ぶんです。ですから、テレビで、ＮＨＫでこれやって、先

生は理屈で 10 メートルだけど実際につくってみたらほら、飛ぶじゃない、30
メートルと。それで、ぎゃふんと言っていろいろこねくり回したら理屈が後か

らついてくる。現場の作業というのはこういうことが多いんですね。  
 日プラさんにしても先ほどの今のお話にしても、やっぱり身近にあることを

よりよくしていこうと、先ほど吉川先生が言った、それをどうやっていくか。

これまでにないもの、それは全部足元にあるんですね。ですから、外から持っ

てくるものはそれをどうしようかという知恵でいいわけであって、やはりこれ

まで情報として持ってきて発信したもの以外の、自分たちの足元にある本当の

宝物にやっぱり今気づく時代になってきた。追いつけ追い越せの中で、今その

自分たちが世界をリードしていかなきゃいけない時代の中では、やはりそうい

うものが必要なんじゃないかと。人柄も大切で明るい人たちであるべきで、そ

れはやっぱりこういう楽しいモノ作りがあればいいんだと思います。  
 まとめみたいな話になりますけど、もう一つ持

ってきてましてね……四国ですからたまたまこれ、

文楽の手です。これ、こうやってやるとちゃんと

こう……きれいですよね。これ２本のひもでやっ

てるんです、ここの。それで、３関節です。自由

度は２しかない。ここ入れて関節でいえばもうち

ょっと自由度はあるわけですけど。これもしモー

ターでやったらどのぐらいのモーター使うと思い  
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ます。これ皆さん手使ってみてください、これ。反りを出してみてください、

これで。ちょっと時間超過し始めましたけど。出ないでしょう、こんなきれい

な手。これ踊りをやっている人の手なんですよ。ちょっと日本人の手ですから

太い、短いですけども、この反り。これはですからだれが作ったわけじゃない、

これ名のある職人じゃなくて親子何代もかかって人形浄瑠璃の手をつくってい

るから人形浄瑠璃は色っぽいんです。これでこう肩なんかたたかれたらついて

いきますよね。  
 モノ作りの強みというのはこういう親子代々つくってきて当たり前になって、

その美しさの中がこういう……言われてみないと皆さん気づかないでしょう、

人形浄瑠璃は顔だけ見てますから。でもそのしぐさ、手１個１個にこの伝統の

いわゆる自然につくられたものが込められているからこそ技術は技術で、独創

性でオリジナルでだれもが認めるものになる。こういうことに私たちは今気づ

く時代になってるんじゃないかなと。ものづくり日本大賞をやって、今まで私

たちがあまり気づいてなかった中に実はこんなにたくさん日本のすぐれている

ものがあるというのに気づかせていただいて、私経産省一気にファンになった

んですけども、これからもあれは続けていきたいと思っています。どうもあり

がとうございます。（拍手）  
 
 

コーディネーター 小島 彰氏  

どうも、事例を見ながらありがとうございました。  
  それでは次に、先ほど須田さんから産業観光の話もありましたけれ

ども、一緒に産業観光、新居浜市とも協力して取り組んでおられる

赤崎さんにお願いいたします。  
 
 
パネリスト 赤崎 まき子氏   

（株式会社エイ・ワークス 代表取締役社長） 

名古屋から来ました赤崎です。前田室長に一つ。さ

っきのバットなんですけれど、イチローや松井のバ

ットって富山県でつくってるんですね。名古屋、愛

知はこれは産業観光発祥の地でもありまして、提唱

者がきょう基調講演されました須田相談役でいらっ

しゃるので、産業観光については比較的いろんな動

きが進んでいるというふうに思います。  
 つい先々週なんですけれどもモデルツアーがあり  
まして、富山県に行って産業観光をいろいろ体験をするという中に、私は行か

なかったんですけれどもうちのスタッフが行ってまいりまして、バットをつく

っている工場にも行ってきたようなんですね。  
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 やっぱりイチローのバットはイチローとそのつくっている工場との間にいろ

んなやっぱりコミュニケーションがあるんだと思うんですけれども、さっきお

っしゃっていた使う人とそれからそれを作る人との緊密なコミュニケーション、

関係というのがすごく大事だと。これは私も本当にそういうふうに思います。

経産省のお役人の方がそういうふうに作ることばかりではなくて、プロダクト

側のことばかりではなくて使う側のことを考えてくださっているというご発言

に私は先ほど大変感激をしまして、いや、すばらしいなというふうに思いまし

た。  
 ただ、思うんですけれども、さっき基調講演の中で佐々木さんの鳥人間、あ

れ私も実は亡くなった父がやはり大学のときにグライダー部で、部屋に模型と

かいっぱいあったんですね。いいなと思ってあれを先ほど見せていただいてた

んですけれども、実は、父はそういうことが大好きなんですけれども、私は女

の子で育つとそういうモノ作りにかかわるというふうなことが全然なくて育っ

てるんですよね。いいよいいよ、女の子だからそんな電気だって直さなくても

いいし、みたいな。それがすごく残念だったなというふうに思います。吉川先

生のお話を聞いていても、理系に弱いので数式とか出てくるとわからなくなっ

ちゃうんですね。すごく残念だなというふうに思います。そういう物を使う側

の人が疎い部分を、物を作る側ときちんとつなげていくところにある比較的入

りやすい易しい扉、それが産業観光なんだなというふうに私は思っているんで

すね。  
 私も佐々木さんと同郷の兵庫県の宝塚市の出身なんですけれども、名古屋に

行ったからモノ作りの価値に気づくことができたと思います。これは何かとい

うと、私はコンテンツ事業者で情報を発信する側なんですけれども、名古屋と

いう町の地域のアイデンティティーって何なんだろうというふうにいろいろ考

えていたら、一つは尾張徳川の大名文化というのがあるんですけど、もう一つ

がモノ作りの集積地としてすごい文化があるということに気がついたんですね。

これは現代で見ると、さすがに私も兵庫県にいたときからトヨタさんが愛知県

だというのは知っていましたが、でもイナックスさんもそう、ブラザーさんも

そう、ミツカン酢もそうだしカゴメさんもみんな愛知県にあるんだというふう

なことを名古屋に行ってから知ったんですね。これはすごい。過去もすごい。  
 でも、これは名古屋に限らないんですよね。私は名古屋に行ってモノ作り文

化というものに触れて、産業遺産というものとの出会いもありましたのでそこ

で、これも経産省さんに─当時まだ通産ですけれども─平成９年に日本の

産業資産データベースというのを作らせていただいて、そこで過去の集積があ

るから今のモノ作りがあり、その文化がいかに人を引きつけるものか、感動さ

せるものかということに気がついたんですね。これが私自身は名古屋に行かな

いと気がつかなかったんですけれども、実はどこの町でもモノ作りのない町は

ないわけですから、そういうもともとある歴史とか風土とかの中に位置づけら

れているモノ作りの文化、それがたくさんの人に来てもらうに足るそういうふ



うな新しい観光資源になる、そんな考え方で今産業観光の振興に携わっていま

す。（拍手）  
 

 

コーディネーター 小島 彰氏  

   じゃあ塚本局長、よろしくお願いします。  
 
 
パネリスト 塚本 芳昭氏   

（経済産業省 四国経済産業局 局長） 

塚本でございます。ちょっと私の立場は、ちょう

ど昨年の９月にちょうどこの四国に来て、ちょっと

よくわからないんですけど私や何か出身地の話が出

てるんであれですけど、たまたま赤崎さんのおられ

る私愛知県、大学も名古屋にずっといまして、それ

でまさにその工学系でずっとやってきたんですけど。

実は私こちらに、四国に来て非常に驚いたんですけ

ど、地方勤務をずっとしたくてそれを要望してたん

ですけど、そしたらたまたまちょっと四国へ行けと  
いうことで非常にありがたかったんですけど。それで、やっぱりこちらに来て

みてちょっと驚いたのは、もちろん今の愛知とかそういうところほど派手では

ないんですけど、この四国に非常にやっぱりモノ作りの基盤というのがすごく

ある。まさにその一番 たるものがこの新居浜なんかの、先ほどもちょうど製

造産業局長が述べてましたけど、別子山から来てそれの派生でいわゆる住友金

属鉱山とか、そしてその肥料をつくったりした住友化学とか、それらも昔のが

あって、そしてそれを源流にして今まさに大々的に発展して、今恐らく売り上

げとか収益とか過去 高みたいな、そんな状況をいわゆるつくっていると。こ

ういうなのがまさにここの新居浜で見られる。  
 それと同時に、ちょうど四国経済産業局はずっと四国の実際の底力ってどの

ぐらいあるかとずっと見てまして、それで、多分皆様方でも知っておられる方

おられるかもしれませんけど、いわゆる四国の企業で何か日本一の生産をして

いるとか世界一の生産をしている企業というのは、ずっと四国経済産業局で調

べていると 99 社もやっぱりこの四国の中にあるわけですよ。それだけすごい

ものが、例えば 近だったら半導体の日亜化学なんていうのも世界一の生産し

たりして、そんなのが四国の中にあるわけなんですね。ですから、外ではよく

わからないんだけどここに入って実際見てみると、思いのほかそういうような

モノ作りの基盤があって、それが世界一なんだ、日本一なんだというのがやっ

ぱりこれだけ多くあると。ですからこの四国において、これからいろんな、ど

ういうふうに行政体系とかいろんなことが、道州制とかいろいろ議論されてま
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すが変わっていくかわからないんですけど、やっぱりそのすごい大きな基盤は

あると。今後は四国の活性化にこういうような基盤をどうやって生かしていく

かということが非常に大きな四国の課題であるかなと。  
 そうしたときに、ものづくり日本大賞の関係で４ついただいた、きょうは審

査員が来られてますから、今年は多分倍ぐらいいただけるんじゃないかと期待

しておりますけど、そういうことを陳情しながらですね、それでまた活性化し

ていくというのも大切ですけど、あとちょっと心配してますのは、いわゆるモ

ノ作りを支える人材の問題ですね。ですから、今ちょうど私ども注目してます

と、もちろん大学にも注目してますけど、やっぱり高専でありますとか工業高

校でありますとかそういうところから出られて本当にモノ作りの現場で本格的

にやっていかれる方、そういう方を、もちろんそういうような高専とか高校さ

んがやっていただくということも新卒者はやっていただくと同時に、いわゆる

社会に出ていた人をまたモノ作りの中核を担う人材を育てるということを実際

のところ各地で今プログラム化して、特に今は高専さんと組みながら人材教育

をやっています。  
 代表的なやつは、東予産業創造センターでも少しやっていただいてますし、

あと徳島の方でもやっています。そして高知高専でもやりかけてます。これは

もう昨年ぐらいからやりかけたことでございまして、特に今重点事項がそうい

うようなテーマで、モノ作りのベースをきちっと再興させようということを思

っています。  
 それとあと、割と先ほど須田さんがお話があったんですけど、産業観光の話。

これ先ほどわかったんですけど、須田さんどうも昔四国におられたということ

で、それで須田さんのいろいろご指導もあったりして、そしてコーディネータ

ーをやっている今の小島さんが私の何代前でしょうか、５代前、５代前をやっ

ておられて、そのときにこれ「来て見て四国ものづくり」、これは四国における

産業観光施設 88 カ所、ちょうど 88 カ所にちなんでそういうのをつくって５年

前ぐらいに編集してるんですね。今まさにその産業観光が、５年前にもちょう

ど小島さんとそして須田さんなんかの指導を受けながらやってきたわけですけ

ど、今また再度、今になって再度こういうようなことをもう１回大きく勃興し

ようじゃないかと、そんな動きも経済産業省にもあって、ですから、きょうは

たまたま配られていたんですが私もいつもこれを持って宣伝しながらやってい

まして、こういうのが産業観光ということを本格的にやってきた。  
 それとあと、先ほど荒川静香さんのお話が出たんで一つだけ言っておきたい

と思いますけど、実はスキーのブーツ。この間実は、先週ですかね、リュウシ

ョウ産業という高松にある企業に行ってまして、そこが実はスキーのブーツを

つくってるらしいんですよ。それで、確認はしてないですけど、トリノでは、

ちゃんとスキーのブーツはいわゆる銅メダルをとりましたと言ってましたんで、

そんなのはまさにこの四国の中にある。だから、皆さん気づかないですけどそ

ういうのがやっぱりあって、そういうのが本当にいろいろなのがあって四国の



活力を支えている。それで、今後も私は将来非常に期待しています。そういう

ことだけ述べて、すみません、若干長くなりましたが私のコメントとさせてい

ただきます。  
 
 

コーディネーター 小島 彰氏  

まあ確かに四国はモノ作り、それから経営者の方で非常に立派な

方がおられますんで、ただなかなか東京から見てると四国のパワー

が十分見えてないというような、そんな感じがしてるんですけれど

も。そういうことで、ぜひ地元の経済界にもっともっと頑張ってい

ただきたいと思うんですけれども、畑田さん、一言お願いします。  
 
 
パネリスト 畑田 達志氏  

 （株式会社ハタダ 代表取締役会長） 

ただいま紹介をいただきました株式会社ハタダの

会長をしております。  
 私は本来お菓子屋のおやじでございまして、新居

浜商工会議所副会頭という役柄でこちらの方へ出て

おるんでございまして、本日のフォーラムはどう言

いましょうか、一つ科学的な、あるいはかたい方の

フォーラムが多いのと、もう一つは観光開発という

ようなことが切り口になっておりまして、どうも私

の本来の職業であります食べ物、食の方はちょっと  
薄らぎがちでありますけれども。そういうことで、新居浜の現況報告をさせて

いただきまして、今後の問題というようなことに触れさせていただいたらとい

うふうに思います。  
 私、今までの皆様のご発言にも出てきましたように、新居浜というところは

近代産業の原点であるこの鉱工業の発祥の代表的な地域の一つではないかとい

うふうにいわれております。大きな地域特性としては、住友各社を初めとする

高い技術力を持った世界的な製造業、そして別子銅山の歴史を伝えてここかし

こに点在する近代産業の遺産のすばらしさで全国から高い評価を得ているんで

はないかというふうに考えております。  
 近の状況を少しご紹介させていただきますと、地元鉄鋼業の状況も非常に

好調下にありまして、２月 23 日に愛媛労働局から発表されました今年１月の

県内雇用失業情勢によりますと、東予地方の製造業は求人が大幅に伸びており

まして、県内の有効求人倍率は 0.92 倍で、８年２カ月ぶりに 0.9 倍台に回復を

しております。また、有効求人数は過去 高になったと発表されております。
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ちなみに地域別の有効求人倍率は東予地方全体では 1.41 倍、新居浜単独では先

ほどもお話がありましたように 1.63 倍という高さになっております。  
 しかしながら、そのような中で団塊の世代の大量退職が始まる 2007 年問題、

この問題が地方の産業、企業に対してもたらす影響は一様ではないんではない

かということでございます。私の個人的な話になりますけれども、その 2007
年問題で団塊の世代の大量的な退職ということになりますと、非常に技術を、

現場の技術を継承するということが非常に難しいというような問題が出ており

まして、これも大きな課題の一つでございます。また、地方の既存産業・企業

は新商品開発や販路開拓のできる人材の不足について、従来からの問題に加え

てこれまでの産業・企業を支えてきた高齢者の技能を的確に若年世代に伝達す

るためのノウハウ、また経験を有する人材の不足という新たな問題に直面して

おりまして、これらの問題は従来よりの今まで以上に深刻化していくんではな

いかというふうに考えております。  
 先日お聞きしたあるメーカーの話では、工場などで設備の操作や維持管理を

する技能的な社員が約１万人ぐらいいるそうでございますが、そのうち半分が

50 歳以上でありまして、あと 10 年すれば定年退職をしてしまうということで

ございました。いずれの現場も製造業の共通した問題として、現場の技術やノ

ウハウを次の世代にどう伝えるかと、これが大きな、日本のモノ作りにとって

大きな課題と言えるのではないでしょうか。  
 一方、団塊の世代は多数が高度成長期に地方から都市圏に転入をいたしまし

て、我が国の経済成長を支えてきた中心世代として高い技術力、幅広い経験、

人脈等を有しておりますけれども、都市部の団塊の世代は今後地方の産業・企

業を活性化させる有為の人材となり得る可能性が十分にあると。このようなこ

とで、地方の産業・企業にとっては危機と好機の両面に遭遇しておると。  
 このような状態から考えますと、地方の産業・企業としてはＵ・Ⅰターンを

通じて都市部の人材を地方に招致する積極的な活動を行うことによって、モノ

作りのみならず地方の文化、社会、まちづくりなどを活性化を図る大きな可能

性を含んでいるんではないかということでございます。  
 以上のような状況を踏まえて、私たち新居浜商工会議所では現在そして 18
年度以降にかけて次のような取り組みを考えております。  
 まず、2007 年問題のモノ作り技術の伝承という問題点ですが、現在は企業等

ＯＢ、非常に技術力の高いＯＢがたくさん出てまいりますので、それの企業と

ＯＢ人材マッチング事業の取り組みの中で企業等のＯＢの方々にご登録をいた

だきまして、人材を必要とする中小企業とのマッチングによりＯＢ人材からア

ドバイスを受ける事業を進めております。  
 また、18 年度からは技術の伝承という観点から、企業の技術、人という面に

焦点を当てて、広報誌やホームページを紹介し、技術伝承の大切さをキャンペ

ーンしていく企画を予定しております。  
 さらに、モノ作りの町新居浜としての経営支援の意味から、別子銅山記念図
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書館と連携をいたしまして、ビジネス関連情報に焦点を当てて情報発信をして

いくビジネス支援図書館事業も展開していく予定でございます。  
 商工会議所としては、中小企業支援関係の図書館への情報提供、また図書館

来訪者からのビジネス関係の相談に対してのサポート等。一方、2007 年問題の

もう一つのポイントである団塊の世代の都市部人材を地方に招致する点も含め

まして、新居浜の魅力を外部へ発信していかなくてはならないということでご

ざいます。  
 新居浜市の行政といたしましては、約 20 年前から産業遺産活用運動を展開

されており、先ほど須田様からもお話がありましたように、2000 年の夏に当ホ

テルにおいて近代化産業遺産全国フォーラムを開催されておりまして、それを

契機として毎年全国持ち回りで全国フォーラムが開催されており、受け入れ型

の産業観光というものが定着しております。  
 商工会議所といたしましても、皆様のお手元にお配りしております「みなと・

まち みつけて みつめて」というマップにありますように、2001 年に口屋新

居浜分店開設 300 年を記念したマップを作成しまして、「300 年の時を超えて

旬な都市新浜の魅力に出会いたい」とのキャッチフレーズで、脈々と受け継が

れている産業遺産と別子銅山から派生した化学、重機械、電力、林業、建設な

ど、新居浜の持つ先端産業を生かしたまちづくりのＰＲに努めておる次第でご

ざいます。  
 新しい観光の形態として注目されている産業観光につきましても、新居浜市

の観光協会を初めといたしまして積極的な展開を検討中でございます。ちょう

どあすは別子銅山産業遺産体験ツアーとして山岳コースと平地コースの２コー

スが準備されているようでございますが、どうかこの機会に新居浜のすばらし

い魅力に触れていただければというふうに思います。またいろいろお知恵をご

拝借いたしまして、大いに活動をしていきたいと考えております。  
 以上でございます。  
 
 
 

コーディネーター 小島 彰氏  

どうもありがとうございました。  
   ちょっと 後に話が出ましたけれども、あした別子銅山産業遺産

体験ツアーということで、山岳コースと平地コースと両方予定して

おりますけれども、まだ若干席に余裕がありますんで参加ご希望の

方は事務局の方にお申し出いただければ、ぜひこの機会に新居浜の

産業遺産を体験していただければと、こんなふうに思います。  
   ひとわたりお話を伺ったんですけれども、それでは前田室長にひ

とわたり聞いた感想というようなことで、いかがでしょう。赤崎先

生からは使う人とつくる人のコミュニケーションと、そんなところ
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が大事だというような話があったんですけれども。荒川静香さんに

しても何にしても、やはりその辺のコミュニケーションというのが

一つキーワードなのかなと、そんな感じがいたします。  
 
 
パネリスト 前田 泰宏氏 

そうですね。それで、使う人とつくる人とのコミュニケーションだと、まさ

しくそうだと思いました。それで、僕が一番びっくりしたのは鈴木先生の竹ト

ンボですけどね。まさかこの小道具が出ると思いませんでしたんで、よくいろ

んなところに行っているんですけれども、きょうもやられたなという感じでご

ざいます。  
 使う人とつくる人とのコミュニケーションで、若干違う話をします。ばーっ

と日がな一日中、年中地域回ってますと、役所に行かないわけですね。役所に

行かなかったら庶務のおばさんに怒られたらそれで済むんですけれども、家に

帰らなくなってきますと家庭不和になりまして、家庭不和になったときのポイ

ントは土産で勝負するというところになります。土産で勝負する際に初めは、

畑田さんおられますけれどもお酒買うていったり何かおいしいもん買うていっ

たりしたわけですけれども、これはモノ作りの出張のものではだめだなという

んで、この前は鋳物の急須買うていって、「あんたほんまはどこに行ってんの」

みたいなことを言われながら「この急須のわかるか、ここのところの、このボ

ディーは鎧やで」と、「これは刀らしいよ」と、「それ私が聞いて何すんの」と

こうなるわけですが、「君が今から入れる茶はここに入るんやが、昔はこれは武

士は酒飲んだんや。これは一滴も落ちひんがな。一滴落ちたら縁起が悪いんで

つくった人が首切られて死んだんやで」と。「ほな私がお茶入れるとき一滴こぼ

したらあんたは私を殺すの」と言うて、これなかなかコミュニケーション難し

いなという話でございますが。  
 こういうふうにやっていったときに、 近「どうかな」と思って買っていっ

たんが１万円のつめ切りですわ。あるとき行ったときに、私のところのつめ切

りは、 後の職人が４人ぐらい並んでいるわけですね。それで、職人が 後に

このやすりでシャシャッと３回やるとめちゃくちゃ切れるというわけです。プ

ロ野球の選手で投手というのは手が命なんで、つめ切らへんらしいですね。全

部やすりでやって、つめ切り使ったらあかんという話です。日本はネイリスト

がいろいろあるもんですからつめ切り技術どんどん出てくると。高いものでは

17 万から 18 万のあれがあると。それで、１万円ぐらいの一番安い、その中の

一番安いやつくださいって買いまして、買うていって夜中帰っていって嫁さん

に「おい、買うてきたで、きょうも物を」と。「今度は何」「つめ切り」「幾ら」

「１万円」「あんたあほちゃうの」と。100 円ショップで売ってたがなという話

で。ところが、次の日それを使わせたら全然切れ味が違うんですよ。これで「お

お、ここや」と。  
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 これでまさか私の家庭からつめ切り職人が生まれると思いませんけれども、

ただ 100 円ショップで買えるものは 100 円ショップで買うたらええけども、100
円ショップで買うたらあかんもんも世の中にはあるやないかと。ここがわかっ

たときに、日本のモノ作りのきょうの石毛局長の話だとかいうことに、高付加

価値というところが具体的に見えてくるなと。高いけど欲しい物を作ろうよと

いうところが非常にあれなんかなと。その高いけど欲しい物という、高いけど

価値があるという価値はどこからくるかというと、その物がどういうものから

できているかとかどのように作られたかということも大事ですけども、例えば

観光という切り口でいくと、どういう歴史を背負ってるんだとか、どういうふ

うなモノ作りの失敗と経験を積み重ねた結晶としてこの物ができたんだろうか

という物語を消費者は、例えば私の妻もそうですし周りの人たちもこの物語を

待っているのなかというふうな気がしまして、ちょっと感想にかえて、そうい

うふうな気がしました。  
 
 

コーディネーター 小島 彰氏  

いい物をつくってもそれをやはりちゃんと認識させてもらうよう

な工夫というかストーリー、そういうのが大事だということなんで

しょうかね。  
   赤崎先生、いかがでしょう。この産業観光がそういうモノ作りを

認識をしてもらうきっかけになっているんだというような話もあっ

たかと思うんですけれども、その物の価値をしっかり認識してもら

うと。そのために一体どういうことを考えたらいいのか。  
 
 
パネリスト 赤崎 まき子氏   

そうですね。先ほどの背後にある物語というのがきちんと伝わっているとい

うことが非常に大事だと思うんですけれども、私は産業観光をかなりいろいろ

分類をしていまして、時系列で言うと産業遺産というのがあって、それから伝

統工芸の世界があって、それから農業とか漁業とか林業とかという第一次産業

があって、それから町並み、町並みが保存されている。それから企業ミュージ

アムがあって工場の見学があって、特化したプロジェクト、これは名古屋だと

例えばＩＴＳとか環境とかというのがあるんですけれども、そういう特化型の

プロジェクトは人を呼ぶことができる。それから、集客のためのイベントです

ね。昨年愛知では「愛・地球博」という本当に大きなイベントがあって 2,200
万人もの人がやってきましたけれども、そういうふうなイベント。そして、

後に 先端の科学技術と出会うという、こういうふうに今９分類をしているん

です。  
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 それで、それぞれの町にそれぞれの資産があるわけですから、人に来てもら

うためにはまずは地元の人たちがその価値に気づいてそれを愛している、誇り

を持っているということが大事だと思うんですけれども、その中で自分たちの

町は何がアイデンティティーの核になっているのかというのをやっぱりちゃん

と見て、資源を発掘して、磨き込んで提示する。それで、提示するときには情

報が必要というふうに思っているんですね。  
 ですから、新居浜の場合は例えば銅というテーマがありますし、それから先

ほどのお話にもありましたけれどもこの東予地区の産業観光マップを先ほど拝

見してましたら、日本で一番というのが結構たくさんあるんですよね。タオル

とかそれからタレで日本一とか。大体日本人って日本一とか世界一とかギネス

とか大好きですし、これはどこの国民もそうだと思うんですけれども、こうい

うことはやっぱりどんどん露出していかなきゃいけないと思うんですね。  
 そういう意味では、今この２つの冊子を拝見していてちょっと残念かなと思

いました。これは多分健康のために歩こうというふうなことがテーマになって

いるんだと思うんですけれども、よそから来た人間にとっては、じゃあこれを

私が名古屋で拝見させていただいて、じゃあどの道を歩きに行こうかなとなか

なか思えないと思うんです。これはやっぱり情報の質と量が物すごく大事だと

いうところだと思います。  
 もう一つ言うと、外から行く人にとってはそこで滞在する価値がまず目的と

してあって、モノ作りと出会うってすごくわくわくするような体験だと思うん

ですけれども、そこにやっぱり臨場感というのが欲しいですよね。何にじかに

出会えるか。今まで行った中では、例えば北九州に行くと新日鉄の高炉が置い

てあって、そこで鋼が圧延されている工場を見せていただいたりするんですけ

れども、千何百度かに熱した鋼が上がってきてそれをずっと圧延していく。か

なり離れたところから見ているんですけれども、熱が伝わってくるんですね。

すごい臨場感があるわけです。そういう臨場感にまさるものはない。  
 というのが、例えば今名古屋ではセントレアという中部国際空港、もう既に

オープンしてなかなか集客を誇っていますけれども、つくる段階から見学会、

建築途中の空港の見学会をやっていました。これがまたすごい人気で何万人も

の人を集めたんですね。今まさにつくっているというふうな臨場感、これもす

ごく価値があると思います。  
 そういうふうな臨場感とか、あるいは実際に自分の手で物をつくるというこ

とはなかなか今の生活の中では体験できないので、そういうことをいかにプロ

グラムとして上手につくっていただくか。そのあたりのことをきちんとしてい

ただいた上での情報というのがやっぱりすごく大事だと思いますので、その情

報媒体をつくっていただくときにやっぱり生き生きした画像だとか映像だとか

あるいは物語をきちんと語ることとか、それからついでに、やって来たらそこ

で何が食べれるのかなとかってどうしても思いますので、これ見てると食べる

情報とか全然ないんですよ。それがすごく残念です。多分おいしいものがたく
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さんあると思うんですけれども、どんなところに泊まれるのか、何が食べれる

のか、それから先ほど室長がおっしゃったみたいにお土産に何買って帰れるの

かなとか、そういうことがちゃんとわかるようなものをぜひつくっていただき

たいと思います。  
 

 

コーディネーター 小島 彰氏  

ぜひこれ、畑田さんのお菓子なんかもうまく入れてやっていた

だいて…。  
 
 
パネリスト 畑田 達志氏   

 なかなか厳しいご指摘をいただきまして、いろいろ……。本当に新居浜とい

うところは非常に産業遺産のすばらしいものがございますんで、これはまだ今

のところイメージ、そのイメージがよくなくて、それを見ることによって四国

の新居浜まで足を運んでみたいと言われるようなやっぱりイメージをつくって、

そして体験できるコースをつくることが必要かなというふうに感じましたです

ね。  
 
 
パネリスト 赤崎 まき子氏   

そうですね。もう一つだけいいですか。  
 新居浜をスポットで名古屋から来るというのはなかなか大変なことなんです

ね。以外に近いんだなと今日思ったんですけど、新幹線で岡山まで行って岡山

から、で途中の景色が海を渡るとか、それから本当にきょうきれいな海だった

のでそれを見ながら走ってくるのはすごく楽しかったんですけれども、でも新

居浜にたどりつく前にどこかでおりておいしいものを食べるとか、あるいは新

居浜で一泊した後じゃあ翌日はどこに行くとか、そのあたりのやっぱりコース

設定もきちんとしていただくと、広域連携といわれているところかもしれませ

んけれどももっと行こうかなという意欲をかき立ててもらえると思います。  
 
 

コーディネーター 小島 彰氏  

私ども 88 カ所をつくったというのはそういう面として売り出せ

ないかなと、そんな思いもあって、ちょうど四国霊場の 88 に引っ

かけてつくったということなんですけれども。ぜひ新居浜発の産業

観光ということでもっともっとやっていただければなと今思ってお

ります。  
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   ちょっと話が変わるんですけれども、鈴木先生から共生か競争か

という話があったんですけれども、どうも今日本は何か統合化とか

そういう方向ばかり新聞記事なんかで出てくるんですけれども、今

の日本の動きというのは鈴木先生が言われる共生とはちょっと違っ

た動きになっているということなんでしょうか。  
 

 

パネリスト 鈴木 一義氏  （国立科学博物館） 

昨年、前田さんの製造産業局でものづくり政策懇談会というのをやりまして、

そのときに経産省の方自身がもう既に自覚していらっしゃる、もう大企業はメ

リットではなくなってきていると。重厚長大も含めてですけれども、やはりモ

ノ作りの現場においては─銀行とかその辺はもう世界的な規模でやらなきゃ

いけないんで仕方がないにしても、モノ作りの現場における大企業のメリット

は何なんだろうかというような議論がもう既に始まっておりますし、先ほど石

毛局長の方からも説明があったように、川上産業と川下産業、いわゆる川下の

方がでかい企業が多いんですよね。当然ですけど、組み立ての。いわゆる家電

メーカーにしろ自動車メーカーにしろ、それは全部川下の産業ですから。  
 それに対して川上産業がじゃあどれだけの規模を持っているかというと、先

ほどこちらの塚本局長さんの方からも話があったように世界一が 99 社ですか、

それを私も幾つか回っているんですけど、例えば高知にあるニッポン高度紙工

業株式会社さんだとか、紙の技術を応用してコンデンサーの中のセパレーター

みたいなのをつくっている会社ですね。これ世界一ですね。国内で 90 近くで

海外でも 70 近く。あそこが地震とか火事になると、世界じゅうの大きなセラ

ミックコンデンサー系のものですから、電池なんかにも使ってますけれどもテ

レビとか何とか全部業種が下手すればとまると。上場してますから先ほどのプ

ラントと同じように 400 億かかる、何トンの紙をつくるのに何百億の投資をし

ないとその紙がつくれない。だったらもう会社を乗っ取ってしまった方が、そ

の金あるんだったら乗っ取ってしまった方が早いぐらいで、株価防衛が一番の

問題だというようなことをおっしゃってましたけども、そういう大企業だとか

中小だとかってもう関係ない時代に、モノ作りの現場に、さっきの金融なんか

は別としてもうなっていると。だからこそこういうモノ作りのあれがあって、

どういう価値観の中で、さっき言った競争型ではなくて共生型というのもオン

リーワンをどうやって目指していくかという、そういう時代になったと。それ

には大企業も中小の企業もないと。  
 現場を回ってみると、ものづくり日本大賞のときも見たりいろんな話を聞い

たりしましたけど、皆さん言いますけど中小だからだめだということはないと

中小の頑張っている企業は言いますね。かえって大企業がおれたちに困って相

談に来るんだよと。その大企業でできないものだけ持ってこいと私たちは言っ

てるんだと。だから、大企業に仕事をくれと頼みに行くんじゃなくて、大企業
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が持ってきてくれるんだと。そこで食ってると。だから中小が今困ってるなん

て言わないでくれと、中小のある─そういう人たちの何人かは言ってますけ

れども。  
 そういう時代にある中で、じゃあどういうふうにその社会体制をもう一度構

築し直すのかと。競争型社会を目指してきて、重厚長大の中でやってきて。例

えば住友さんなんかは 300 年続いているわけですよね、こちらで。300 年、こ

れ考えてみれば世界一のトップの企業なんですよね、ずっと。それで、先ほど

吉川先生と「住友さんてありとあらゆることをやってるよね」と。一つの企業

でこんなにありとあらゆることやって 300 年世界のトップでやってる企業なん

て、世界を探してないはずですよ。  
 私知り合いのあれにキタシラカワさんという方がいて、これ伊勢の大宮司な

んですけども、20 年ごとにモノ作りを更新して続けている。下諏訪の御柱なん

かでもそうですね、７年ごとに柱を建て直す。こういうモノ作りを伝承しなが

ら、それをきっちり守りながら、かつ住友さんのようにその基本的な方針は変

わりながら、理念は押さえながらモノ作りをどんどん広げていって、企業 30
年説、40 年説ありますけども続いている。欧米の常識は通用してないわけです

ね、日本では。ですから、そういうモノ作りをどういうふうにするか。  
 その一つが前田さんが言われたようなモノ作りの基本というのが、日本の場

合はですよ、相手を考えていることだと。万博のときにからくりコンテストと

いうのを万博の会場でやりまして、世界からくりコンテストで世界じゅうが思

うからくりを出してくれと言ったんですけども、欧米から出てきたやつという

のはおもしろくないんですよ。それで、聞くんですよ、「それはどういうからく

りなんですか」と。そうすると、どんどん主張するんですよ。「これはおれがこ

ういうふうにやってこういうふうなことがあるんだ」。例えば遭難しているから

くりがあったんですけどね、足のところにはカニがついていて、これは環境で

何とかを主張してるんだとかいろいろへ理屈つけるわけですよ。それで見ると

何とかわかるかなと。日本のからくりというのは見た目、瞬間でおもしろいん

ですよ。つまり、彼らは自分の主張したい内面に対して、神様がいるぐらいで

すからあとは相手というのは創造しないんですね。ところが日本の場合はもう

初から、これをつくってるときに相手はどうやったら喜んでくれるのかと

初から考えているんですね。この辺の考え方の違いがやっぱり日本のモノ作り

の中にあるんじゃないかなと。やっぱり相手を考えるというのはモノ作りの基

本だと思います。  
 私も帰ったら妻につめ切りを持っていきたいなと。前田さん、教えてくださ

い。しばらく私のパートナーを考えるのを忘れてましたんで、よろしくお願い

します。  
 
 
 



コーディネーター 小島 彰氏  

いろいろ白熱してきましたけれども、この辺でちょっと会場の方

から、もしこの人にちょっとお伺いしたいというようなご意見があ

りましたらお伺いしたいと思うんですけれども。いかがでしょうか。 
 
 
質問者 生島氏  

失礼します。地元の技術者の生島でございます。前田室長さんにお願いしま

す。  
 このものづくり大賞の審査委員長

をやっておられるそうなんですが、

今年の確かものづくり大賞ですか、

受賞者になっとんのはこれはもう大

企業さんだけなんですね。次のとき

からは中小企業で、例えばその成果

は 100 万円か 200 万円しか上がって

ないと。しかし将来これは伸びる可

能性のあるというところは、ひとつ  
中小企業を支援するという意味から、激励するという意味から、大賞の中へひ

とつ入れていただきたいんですが。  
 例えば室長さん、愛媛新聞の─後でまた読んでいただいたらと思うんです

が、27 日の、隣においでます畑田さんのところでは、社長さんが世界一の菓子

を目指すというようなことで非常に張り切って、地元の銘菓をつくるというこ

とを発表されておりますんですが、こういうやつも受賞の大賞にひとつしてい

ただきたいと思います。それから……続けていいですか。  
 塚本局長さん、お願いいたします。国の規制緩和、あるいは構造改革が非常

に進んで、例えば技術改革なんていうのはこの四、五年の間に急速に改正が進

みまして、私のように長年現場の技術者としてはついていけないと。こんな改

正された法案、むしろ不具合だと、不便だという点がございますので、例えば

今いろいろ起きております事件とかこういうような事故とかいうのは、私はそ

ういうところに大きな原因があるんじゃないかと思います。ですから、こうい

う改正とか改革とか、特に技術基準なんかの改正をやる場合には、民間の日本

電気協会とかあるいはボイラー協会とか省エネルギー協会とかいうて私らの何

か構成しとる協会ですね、そういうところの意見を聞いていただいて改正に取

り組んでいただきたいと思います。  
 中央の官庁で私はどうもアメリカ式の生産競争を上げるために改正を進めて

いる点が余りにも多過ぎるんじゃないかと。現場の技術者としてはそれは、技

術者並びに工場としてはそれはついていけないと。むしろそれやった方が事故

とか事件とか起きるんじゃないかと思いますので、今後は地元の我々技術者の
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意見も十分聞いていただきたいなと思います。  
 それから第２点は、支援ですね。今、局の方でもいろいろ中小企業の新しい

発明とか研究とか費用は支援していただくことになっておりますんですが、こ

れ申請する場合に申請なかなか難しくて、支援する許可がおりてくるのは何年

も先というような場合がございますので、できましたらこの内容については申

請の部分まで逆に支援していただきたいと。といいますのは、とても今研究さ

れとる、開発されとるやつを局の方に申請書はなかなか難しいので、なかなか

通らんです。特に難しいどうしても技術的なことになったら、かなりの難しい

高等数学を使わないけない。あるいはコンピューターを使わなんだらとても局

の方が納得できるような申請書はなかなかつくれんので、そういうところは逆

に現場の考えた考案というやつはこういうぐあいに考えというふうなことを逆

に考えていただきたいと思いますんですが。  
 
 

コーディネーター 小島 彰氏  

それではお二人……まず 初に前田室長からどうぞ。  
 
 
パネリスト 前田 泰宏氏 

モノ作りに対する表彰っていっぱいあるんですよね。それで、ものづくり日

本大賞は去年創設をしまして担当させてもらって２年に１回なんですけど、大

企業ばかりじゃなくて逆なんですよ。６割中小企業なんです。それで、ふたあ

けたときにびっくりしたんです。大企業ばかりやと思ったんですよ。何でかと

言うたら、言うたら悪いけど日経がやってるものづくり大賞って大企業多いん

ですよ。日経もものづくり大賞ってやってるんですよ。政府もものづくり大賞

ってやってるんですよ。今鈴木先生のお話がありましたけど、企業をというこ

とになると大きい、小さいちょっと関係してくるんですな。個人をとかチーム

をという話になると、企業の大きさは余り決定的な要因にならないんです。影

響は出ますよ。  
 そのときこんな議論があったんです。大企業と中小企業を同じ土俵で相撲と

らせたって見えてるやないかと。大企業はこんだけと、中小企業はこんだけで

枠つくろうじゃないかという議論が実は一番初めにあったんです。これは中小

企業の枠つくった方がよかったですかね。受賞された人何人かに聞いた。もし

中小企業枠で受賞してたら喜びは半分やと言いました。大企業と一緒の土俵で

勝ってこそ。ともすれば中小企業という言葉は保護の対象になるから私も言葉

としてははっきり嫌いです。だけど、同じ土俵でやってそれでも金とったで、

住友さんみたいにそれでも銀とったでと、特別賞とったでと、そやから喜びも

ひとしおなんですよ。げたはかしたらあかん部分もあると。  
 それで、ふたあけてみたときに、堂々たるものです。６割が中小企業です。
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ある大企業は、とられへんかったら格好悪いというので応募を取り下げてきた

大企業いっぱいあります。どことは言いません。新居浜の企業ではありません。

車つくってるところと……いや、言ってしまいましたけどね。そういうふうな

こともありますもんですから、やっぱりおれがモノ作りだと、ザ・モノ作りだ

という現場の迫力というのはやっぱりそこにあるんだな、それが選考するプロ

セスに携わった例えば四国局の職員の若いやつらとかあるいは局長とか、私ど

も本省選考来たときに吉川先生も鈴木先生ももうめちゃめちゃ見ていただいて、

そういう中で本当にこのものづくり日本大賞はよかったやないかというところ

につながっていったんですね。  
 こういうふうな基本設計を私は正しいと思いますんで、次回 2007 年ですけ

ども、大企業だからどうだ、中小企業だからどうだじゃなくて、本当にその物

の真髄というものに対して受賞させる制度はこれは継続をさせたいと思ってい

ます。  
 質問にはちょっと関係ないことをちょっとだけ言っていいでしょうか。やっ

ぱり私ちょっとだけ、何で今モノ作りやということになると、金づくりがこけ

たからですわ。ホリエモンが出てきたときに、ホリエモンが豚箱に入って、ど

うなんかそれは知りません、何やったか。難しい話で、八百長したかとかそれ

は知らんけれども、仮にしてなかったとしてもですよ、私あの人に聞きたいの

は、「あんたそれやって何楽しいの」と。みんなあの人が成功モデルやと思った

んじゃないですか。特に若い人は。世界一の企業をつくりますと何かやってま

したね。つくって何すんねん、おまえ、と。だから何やねんという話。これを

周りの大人たちがいったん黙った瞬間がありましたね。これ日本のモノ作りが

負ける瞬間だったんですよ。自分でこけたからまあどうしようもないねんけど

も。この金づくり、金づくりというものが自己目的化したところが実体が暴か

れた瞬間に、本当の若者は物つくることによって自分の自己実現したいという

ふうに切りかえつつあるんです。それに今こたえなあかんからモノ作りが、モ

ノ作りの関係者の議論じゃなくて国づくりの基本として言うタイミングは今し

かないと言っているわけです。  
そこに私はモノ作りのあれがあって、ものづくり日本大賞がばっちりそれにタ

イミング的に合うたなという気がしてます。  
 ちょっと質問にも関係ないことがありますけれども、すみません。  
 
 
 
パネリスト 塚本 芳昭氏   

では引き続いて。多分いろんな技術開発の申請の問題が大分大きかったと思

うんですけど、審査自身はもちろん公正明大にやられたんですけど、その前の

いわゆる申請に当たっての事前のここからアドバイス受けたらいいよとか、あ

とここの大学の先生と組んだらいいよとかここの高専の先生とやったらいいよ
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とか、そういうことも含めて今どんどん四国経済局の若手とか課長、あと補佐

ほか含めてどんどんやるようにしていますので、もしそれが不十分ならどんど

ん言っていただければ、まさにそういうような一番初めのところからハンズオ

ンでいろいろ支援しかけてます。  
 もちろん、いろんな専門的なところは難しい部分はいろんなほかの先生に話

を聞いてもらったりとかそういうこともあると思いますけど、それはできるだ

けやらせていただきますので、どんどん局を活用していただければと。不十分

ならもうどんどん言っていただいて、そういうことでやっていただければと思

います。  
 あともう一つ技術基準の話、これ具体的なことがちょっとよくわからないの

であれですけど、本当にそういう現場でいろんなギャップということがあると

いうことでありましたら、個別的にまたいろいろ教えていただければ。それは

もう恐らく本省レベルでいろいろ決めていくとほとんど現場感覚が合わないと

ころが恐らくいっぱいあると思うんですね。ですから、そういうことで 近は

何か電気用品の安全問題でちょっと何かいろいろトラブルがあるようです。あ

れなんかも恐らく周知の問題とかいろんな問題できちっと、５年前にもうやっ

ちゃったからいいと行政が割と思ってた面があって、そこが現場で混乱を生じ

ている、そういう例もやっぱり多々ありますので、そういうのはまた個別に教

えていただければすぐ私ども本省といろいろやりますので、よろしくお願いし

たいと思います。  
 
 

コーディネーター 小島 彰氏  

 よろしいでしょうか。  
   先ほど鈴木さんから住友 300 年の話が出たんですけれども、何か

そういうものが脈々と受け継がれている部分というのが何かモノ作

りとの関係であるんでしょうか。ちょっと……  
 
 
パネリスト 和泉 好高氏 （住友化学株式会社 理事）   

その前に一つ、ものづくり大賞のお願い事項なんですけど、審査で。実は本

件、素材産業のわけわからないものが選ばれると思ってなかったんです。ぜひ、

実際は物をつくるとかお酒をつくるとか車をつくるとか物がある、ロボットを

つくるとかいうものは多分非常に選ばれやすいんじゃないかと。むしろ素材で

すね、新居浜で言いますと銅箔をつくりますとかあと金をつくるとか、いろん

な素材をつくるものをぜひ大賞に入れていただけたらな。  
 そういう面で今言いますと、ここに本当に鉱山の方がおいでになってるんで

説明していただければいいと思うんですけども、実際ここではもう銅は掘って

いませんけども脈々とその技術が生きていて、今ニッケルから、ニッケルをと
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った後からまた金出てますし、今住友金属鉱山さんは世界一の金鉱山持ってや

ってますし、重機さんは株価一時 50 円まで下がったこともあるんですけど今

はもう 1,000 円超えてるんですね。あの 50 円のときに買ってたら物すごいリ

ッチになれたと……。今重機５社さん、いろんな方、そうそうたる重機メンバ

ーの中で今一番業績いいのは住友重機さんですね。だから、そういう面でこの

新居浜ではいろんな明るい産業たくさんおいでになります。  
 私たちの住友化学でも、もう 100％住友化学だけしかやってないものがある

んです。例えば高純度アルミナとかいいますと本当のハイテクなんですね。こ

れがとまればもう全部とまるというような、もう住友化学 100％供給している

わけです。磁気テープ用の高純度アルミナなんていうのはもう住友が 100％で

すし、人工サファイアの原料も住友化学です。それから、この新居浜でつくっ

ています、昔銅から掘り出しました、そのとき出てきた硫黄から硫酸をつくっ

ているわけですね。その硫酸をつくって、その硫酸を高純度しましてＰＰＴま

で不純物を減らしまして、半導体ウエハーのエンキャクシュレーション、レジ

ストを剥離するための高純度硫酸というのがありますけども、その 80％はこの

新居浜でつくってるんです。だから新居浜工場でその高純度硫酸がとまります

と、半導体工場動かせないというようなことにもなるんで、非常にいろんなも

のを、価値あるものをつくってます。  
 ただし、そう大きな評価はまだ……表舞台には出てないんです。だから、素

材産業としていろんな歴史、300 年の歴史の中で培ったものをたくさんやって

ます。常に変わってますんで、そういう面でみんなまた一緒にやっていきたい

と思いますんで、よろしくお願いします。  
 

 

コーディネーター 小島 彰氏  

今非常に素材の分野がオンリーワンというような話されたんです

けれども、先ほどの石毛局長の話にもありましたけれども、製品よ

りも部品、部品よりも素材ですか、というところで日本の産業の強

みみたいなものがあるというお話だったんですけれども、なかなか

この辺のところは競争力があって、日本がオンリーワンの企業であ

りながらなかなか外からは見えないと。そのため、例えば人材の話

なんかにしても大学で材料系には人が来ないとか、そんな話も時々

聞いて、今素材もいいんだけどここから先 10 年、20 年たったとき

に本当に学生がいるんだろうかと、そんな心配をしているところも

あるんですけれども、そういう意味ではやはり今みたいな素材の強

さ、部品の強さというものをもっとわかりやすい形で外に伝えてい

くと。そういう意味でのコミュニケーションが大事なのかなと。そ

ういうふうに思いますけれども。そういった意味でも先ほどの通産

局の 99 社ですか、そういうのをもっとわかりやすくやっていただ
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けるといいんじゃないかなというふうに思いますけれども。  
   また逆に、本省サイドでそういうものを全国レベルで取り上げて

いくとか、そのような施策も考えられるものなのでしょうか。  
 
 
パネリスト 前田 泰宏氏 

考えてます。できたら学校の─私、兄貴がおりまして、兵庫県の姫路市で

高校の教師で社会を教えてます。生活指導部長をやってますんで不良対策をや

ってまして、夜になりますとトラックを運転して高校生の不良を 20 人ぐらい

家に連れて帰ると。連れて帰った後どうしてるのかよくわかりませんけれども、

そういうことになっているときに、彼が言うにはですよ、「もうネタがない」と。

「何かおもしろいのは泰宏、ないんか」と。「おまえ何のために役人やっとんや」

と。よくわからない論理ですけれども。そんなときに、今おっしゃったところ

でやろうとしているのは、動画ですね。文章ってなかなかきついんですね。コ

ミュニケーション速度が落ちるんですね。動画でいくんですよ。長い動画は飽

きるんですよ。だから 10 分ぐらいのところの、動画を 10 分ぐらいバリエーシ

ョン変えましてね。テーマは共通なんだけども見せ方を変えて、10 の色で同じ

ようなモノ作りやっていくような極めて短編のＤＶＤなんかを製作して、ネッ

ト上配信していくとかあるいはブログ形式にしていくとか、いろんな形の露出

のさせ方というのをしていきたいと思っています。  
 
 
コーディネーター 小島 彰氏  

どうもありがとうございました。  
   時間もそろそろなんですけども、いかがでしょう。畑田さん、 後地元

ということで何か一言……。  
 
 
パネリスト 畑田 達志氏 

きょうは皆さんいろんなアドバイスやらご指摘をいただきまして、本当に頑

張っていかんといかんなというふうに思っている次第でございますが、私はき

ょう本日おいでの方とはちょっと違う、お菓子という分野でございますけれど

も、これをやっぱりつくっておりまして私どもも今から 50 年前に産業遺産と

申しましょうか、そのころの新居浜と言いますと住友一色でございましてね、

そして非常に景気もよくて、住友がもう経済を全部引っ張っておるというよう

な、今もやや似たようなところがございますけれども、そういうところでござ

いまして、住友へ行っておる方をヨウコウロイキさんとか、皆さんご存じでし

ょうかね、ヨウコウロイキさんとか。あるいは 近でも、まだこの間までござ
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いましたが大箔祭というのがございまして、１年に１回大きい鉱山からとれま

した鉱石をかついで、大きいのをかついでお祭りをするとか、そしてその鉱山

から出ました鉱石を溶鉱炉へ入れまして、その溶鉱炉がありますんでヨウコウ

ロイキさんということがございましてね。そして、その鉱石を溶鉱炉に入れて

銅をとった後をからみと言いまして、カラミレンガというのがございました。

そのカラミレンガを切断してその溶鉱炉の四阪島の護岸を、カラミレンガでず

っとついておるんですね。その赤い色をした大きい、ブロックぐらいの大きさ

のれんがなんですが、それがカラミレンガ。  
 そういうところから私とこのお菓子の方も産業のそういうなんを取り入れま

して、その当時、50 年ほど前に「かなみ」というお菓子をつくりました。これ

はカラミレンガという、からみというんではどうも中がないようだということ

でもじりまして「かなみ」というお菓子を 50 年前につくりまして、その当時

は住友さんの方も比較的緩やかだったといいましょうか、私とこもお菓子屋で

住友の井げたのマークを入れさせていただきまして、その中へそのかなみとい

う字を書いて、それでさせていただいておって、きょうも鉱山の方がいらして

おりますけれども、そういうお菓子を発売をして 50 年になりますが、去年は

四国の淡交会のお茶会でそのお菓子が使われまして、非常に人気がよかったと

いうようなことでございますけど、私もつくづくこう考えてみますと、きょう

モノ作りというのはアイデアもさることながらオンリーワン、なかなかナンバ

ーワンは非常に難しゅうございまして、ナンバーワン、まあナンバーワンもい

いんですけれども、オンリーワンでなけりゃいかんというようなことでいろい

ろ……。  
 私どもの方としては、皆さんご存じの、四国に来れば「タルト」というお菓

子が有名なんですが、そのタルトというのも私とこがそのタルトのお菓子の中

に、300 年ほど続いておったんですが初めて栗を入れまして、栗の入ったタル

トをつくったんですが、これはモノ作りの中で先ほどのご講演を聞いておって、

よりよいものかなと。今までよりもよりよいものかな、今までにないものとい

うのとよりよいものというこの２つがありましたけれども、それを私どもが初

めて 300 年の歴史の中でつくり上げたんですけれども。やはりそれも考えてみ

ますと、やはりつくるのも大事だけども、やっぱり 近はそれを育てるという

ことが非常に大事になるなと。こつこつと育てるということが大事じゃないか

なというふうに思います。  
 おかげで、それを育ててきたおかげで何とか今かなりの生産量を誇るように

なってまいりましたんですけれども、きょうはいろんなモノ作りを教えていた

だきまして、私も観光協会の方で副会長をやらせてもらっておりますし、また

商工会議所の副会頭もさせていただいておりますんでそちらの方でも大いに参

考にさせていただきまして、頑張っていかねばならんなというようなことでご

ざいます。  
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コーディネーター 小島 彰氏  

どうも締めの言葉をありがとうございました。  
   それでは時間もまいりましたので、このパネルディスカッション

はここで閉会というふうにさせていただきます。  
 
 
【閉会あいさつ】 新居浜市長 佐々木 龍氏  

 きょうはこの「モノ作りフォーラム・イン四国」ということで新居浜で開催

いただきまして、大変ありがとうございました。  
 お話をお伺いしたときには既に私の方が松山の方でちょっと代理のきかない

会がございましたので、冒頭からといいますか、正直 後の 30 分だけ聞かせ

ていただいたということでございます。  
 しかし、ここ 近の我々の、私自身の動きというか経験の中でも、新居浜南

高の生徒が産業遺産のガイドブックというのを 88 カ所ということで何年もか

けてつくってくれたり、きのうはちょうど新居浜工業の定時制の卒業式でした

けど、４年間頑張った子がまた新居浜で仕事をしてくれるというような場面も

あったり、そして新居浜高専ではアイデアロボットコンテストという小学生か

ら大人の方までがモノ作りのアイデアを出すというコンテストを開いていただ

いたり、昨日は機械産業協同組合の方から後継者、モノ作りの後継者をどうや

って育成していくか、訓練していくか、育てていくかというようなお話をお聞

きをしたり、本当にモノ作りに関することがあちこちで話題になり、また形に

なってきているというふうに感じております。  
 もちろん 300 年の住友の歴史もございますし、本当に新居浜市は必要なもの

をつくってきた町、社会のために役に立つ─ちょっと地味ですけど─とい

う町だというふうに思っております。そういうものをこれからも生かしながら、

何もないと言う人がいるんですが、何もないというところから始まっても山が

あり海があり自然があり、タイコダイがあり、物をつくっている新居浜でしか

つくってない物があり、人がいて、フグもおいしいし、タルトもおいしいんで

すが、そういう何もないところから考えてみたらいっぱいある町だと思います

ので、これから市民や企業の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。  
 きょうは大変ありがとうございました。（拍手）  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資  料  編 
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  講演者  石 毛 博 行 氏（経済産業省 製造産業局長） 資 料  
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