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〔要 約〕  

第一部 基調講演 

Ⅰ．ものづく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 

日本は着実に景気回復に向かっていますが、地域によってあるいは大企業か中小企業か、

また、業種によって景気の格差があるのが現状です。そんな中でこの景気回復の基調になっ

たのが、モノ作りの復活によるものであると思っています。 

 モノ作りの中でも特に、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く､例え

ば、鉄鋼業では、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、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

な金額になるというわけです。 

「経済産業省の３つの戦略」として、「新経済成長戦略」・「国家エネルギー戦略」・「グローバ

ル戦略」この３つの戦略を今取りまとめようということで準備中です。この中で｢新経済成長

戦略」の成長を引っ張るのは日本のモノ作り産業であると思っています。ではどういう成長

を目指すのかというと、これからのモノ作りにおいて３つの制約─少子・高齢化、環境制

約、資源制約があるとかアジア諸国の追い上げがあるとかということに対し、「地球との共生」

「人間との共生」「近隣の国々との共生」を目指していくことが必要じゃないか。また、「科

学と産業の接近」も必要ではないかと思います。 

 それではどうやってそういう成長を実現するかというと、ポイントになるのはやっぱり強

力なエンジンが必要、そのエンジンこそイノベーションです。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でしょうか。

失われた 10 年といわれる過去 10 年間でしたが、その間経済的には苦しかったのですが、モ

ノ作りとイノベーションに関しては、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ます。 

モノ作りとイノベーションの源泉は二つあり、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す。日本は現在ＧＮＰに対して研究開発の比率が諸外国に比

してトップになっており、特許の数についてもアメリカと一緒に非常に高い位置にあります。

我々は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ません。 

そういう技術開発とか研究開発に加えて、いく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、例えば情報家電の製品のシェアで最終製品の部分では日

本企業のウエートというのは大体４分の１ぐらいにおりますが、部品の段階では５割、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
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一つであるといえます。他にも産業機械、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ます。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のではないかというふうに思われます。 

 モノ作りとイノベーションの課題としてあがってくるのが、研究開発比率と収益率の反比

例の状態です。研究開発費は増加しているのに対し収益に関する効率というのは必ずしも上

がってない、むしろ下がっているという状況であります。そのためか、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は 90 年代中盤以降、非常に多い

割合を占めています。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。  

次の課題として、東アジアの追い上げというものがあります。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ますが、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いるのが現状です。 

 ではこれからのモノ作り、イノベーションはどうするのかということですが、長期的な研

究開発投資が必要だということ、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、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て新しいイノ

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こ

とです。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。また、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モノ作

りの発展は期待できないでしょう。そこで「人づくりとはモノ作り」として、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人づくりになっていくのでは

ないかと思われます。 

 最後に経済産業省は一体何をするのか、国は何をするのかというと、国内投資の活性化と、

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した。そ

のほか次世代を担うモノ作り産業を育成する。模倣品、海賊版対策。それから日本の企業が、

いろんな国で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。 

日本はモノ作りで成長・発展をしていく、今後も難しい問題はりますが、日本の企業、産

業が勝ち残っていけるように、最大限努力をするのが経済産業省の役割だと思っております。 
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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 

 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経済効果の大きい産業だとご理解いただきたい。 

 まず、産業観光とは何かというと、歴史的・文化的価値のある産業文化財と今使っている

現場、そういった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・二次産業も入っており、農業・漁業等も観光資源のひとつです。また、産業のない

ところには人間は生きていけないのですから、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、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。そのためにはまさにうって

つけなのが産業観光だと思います。 

 今国内観光が低迷をいたしております。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来ない。まず国内観光を活性化しなきゃいけない。ではなぜ低迷し

ているんだろうか、この問題のひとつは、国際競争力を失っている状況。これは航空機の価

格破壊が起こっており、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

いうのです。そしたら長崎県にあるオランダのまねをしたテーマパークを見に行くのでなく

オランダへ行き本物を見るわけです。そこから競争関係になるわけです。 

 もう一つは、観光のやり方が変わってきました。団体が減って小人数になりました。それ

から、単に観光だけでなく、観光地で何か体験を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。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。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、大きな理由ではな

いかなと思われます。 

 それでは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観光

を日本でもやらなければならないということ。地域の特色というのは同じ画一的な観光では

ない。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。また、団体でなく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変わってきます。 

 そこで、何かテーマで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、都市・町をテーマに町そのものが観光資源になる。あるいは街道というテーマでと、
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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いう一

つに、産業観光があるわけです。 

 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

てくるのか、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し、そこに大勢の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。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

ークを組む方式。名古屋の例で、名古屋は市内に約 30 位の多くの産業資料館、博物館がば

らばらにあります。それをまとめてみようということで、商工会議所が中心になりまして産

業観光懇談会をつくり、協同して情報発信をしています。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な情報センターにして、ばらばらのいろんな博物館を１館にまと

めるというようなやり方もあります。それからまた、愛知県の瀬戸市とかは市内に何百とい

う窯元がばらばらにあります。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も

あります。それらを今度は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。そのように考えると、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思います。 

 産業観光では、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。また、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。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。 

 それからもう一つ、産業観光によってまちづくりができるということ。まちづくりという

のは産業のまた原動力になる。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。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と考えます。

大事なことは、多くの市民の皆様方が観光する心とモノ作りの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です。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ないのです。
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Ⅲ．あすのモノ作りを考える 

東京工業大学 名誉教授 吉川 昌徳氏 

「我が国のモノ作り産業はこれからますます発展する」。時々景気が悪くなって落ち込ん

だりするが、産業とは波があって、そのファクターさえ除けばいつも上昇的にカーブが上

がってると思う。そんな中、国としてモノ作りをどうしても育てていかなければと思って

います。日本には１億 2,600 万の人間がいる。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。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

い環境であるといえる。 

 モノ作りというのは、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、

できたものを運ぶ人、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、例え

ばＩＴ産業など人は要らない、キーパンチャーさえいればいい。アイデアを出す人が要る、

それは必要でしょうけど。モノ作りという産業にはいろんな人が必要だ。 

 次に、新しいものが常に出てくるということ。よく我々は今あるもので満足する。だけ

どまた新しいものがすぐ出てくる。白黒テレビもない時代からカラーテレビなんて当然。

１年に一度は確実に新しいものが出てくる。そう考えていくと、中国に生産が行ったって、

そんなの日本で新しいことやったらいいと私は思っております。 

 モノ作り産業を発展させるにはどうしたらいいか。ほっといて何でも発展するわけがな

い。物というのには３種類ある。「今までと同じ物」昔からの伝統を同じようにつくる。た

だ、ほとんどの場合次の「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から

静かにするなど。常につくられたものはよくなっていく。同じ物をつくっていたって進歩

がなくて、だれも買わなくなる。だからよりよいものへと日本も進んできた。ただ、次の

３番目、「今までにないものをつくる」。これが日本はなかなかだと思う。今までは欧米の

物まねでだったが、今度はもう中国、韓国に教えて、そのかわりないものをやるしかあり

ません。これをどんどん育てどこにもないものをやる。そこしかできないものをやってい

る企業は高いものでも売れてる。そういうオンリーワンの企業になればいいと思う。 

 次に、モノ作りには科学と技術と技能の融合が必要である。新しいものは科学的なセン

スがなかったら当然だめだと思います。ただそれを形にするのには図面にしてつくる。だ

から、科学と技術と技能が必要。しかし、新しいこれまでにないものは知識からは出てこ

ない。文献を見て文献以上の研究ができるか。とにかくやってみるのが先だと。本を読ん

だら行間を読め。これは書いた人以上のものはできないということです。 

 そして、デジタル的思考。今、何でもデジタル化する。しかし、アナログ的なセンスか

ら新しいものが生まれると思っている。ノーベル賞をもらった田中先生もそう。高分子の
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粉と金属の粉をまぜるのに。何か間違えちゃって、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。 

 それから、いろんなものの知識がモノ作りには必要だ。一つは地域、地域に密着したい

ろんな業種があると思います。自分の能力だけじゃ無理だろうだから、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と思う。 

 次に、むだをなくしたモノ作り、これも日本はトヨタさんのジャスト・イン・タイムが

世界的にも有名。私に言わせると、まだまだ日本はむだがある。昔は売れようが売れまい

がベルトにのせて大量につくって、売れないときには雨ざらしにしていた。今はトヨタさ

んがベルトを切って、間にストックヤードつくったのがジャスト・イン・タイムですね。 

 次にＱＣＤからＣＦＭへの変化について、今までは品質、価格のＱＣＤで、評価判断し

ていたが、私はＣＦＭだと思う。価格はやっぱり安く。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機能がなくちゃだめ。我々中年だったら何も機能のないというのが

一時的には売れてますが、今の若者が大人になると買わないと思う。 

 次にメディア。カタログをつくっている時代じゃない。インターネットで宣伝すればい

い。ノウハウのぎりぎりまで書いてあるところが伸びています。今、商品の主導権は売り

手からじゃなくて買い手。我々の研究もこういう研究をやってくれとニーズ志向になって

きています。こんなのがいいと技術屋さんが考えたら、そういうのは広がっていきません。 

 あとやっぱりモノ作りは意欲ある人材。意欲がなくちゃだめ、そうでなければ何も新し

いものは出てこない。やらされていて新しいものができるとは思えない。ですから、人間

の地位向上、モノ作りをしている人たちに給料払ってください。それがあれば世の中もっ

とモノ作りにいくのじゃないのかと思う。あと、理論や実践に重点を置く人材の確保。理

論・法則から新しいものは出てこない。それより実践に重点を置く人材、が重要。 

 あともう一つ、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います。こういうのは経営工学科が多いんですが、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いわれる。また、最

近いろんな事故があるため、安全工学もやんなくちゃだめ。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、やはり昔

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けない。執念ある人がいな

い限りはものなんてできっこない。安全、経営的にもどうだとか、危ないからとかそれは

それでいいこと。だけど何でも考えながらつくるやつって新しいものはできない。とにか

くモノ作りというのは楽しい。楽しくやってれば新しいものは出てくると思います。 

 結論的に言いますと、我が国のモノ作りの未来はバラ色だということです。 
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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 

 読売テレビの鳥人間コンテストの審判長をしています。実は５年前までは選手として出

ており、きょうは審判長というよりは選手側のお話です。 

子供のころから模型飛行機が好きで。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た。 

 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 メーターぐらいの高さ飛び込んで何メーター飛べるかと、

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組んできたものです。 

 この鳥人間コンテストの、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。

模型飛行機は落ちても何も死にませんからいいんです。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ので、落ちても水がクッシ

ョンになる。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。テレビで 30 年続くというのも珍しいんですけど、

パイロットは一人ですがチームでつくった自作飛行機で出るというところがやっぱりおも

しろくて、次から次から選手の応募がどんどん続いております。 

 私は５回大会から 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

メーターでどぼーんと頭から落ちました。３年目でやっと飛んだんです。 

 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た。私はハンググラ

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、違和感があり、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

方式をつくりました。鳥人間は軽く大きくつくる、これが特徴なんですが、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ので、

軽い飛行機をつく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、

チョウセン、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、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。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。誘導抗力は形状抗力と１対１の
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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。

高度を低くしたら距離が伸びるということがあって、それをねらって低翼にした。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。 

 鳥人間は、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。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。真っすぐすー

っと高いまま飛ぶんではなく、いったんヒューっと落下して、速度がふえたところで空気

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。 

 しかし、大会は１日１回しか飛べません。一生懸命つくった飛行機、最初に飛ばした一

発目で何メーター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。 

 マネジメントもありますが、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。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、色を塗

るぐらい余裕があるということは、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。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、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。 

 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。それから別のところで学んだ技術、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、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、小さい子供に模型飛行機教室というのを各地で開いております。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。 
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第２部 パネルディスカッション 

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 

  今モノ作り政策の現状と言えば、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。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、

現場のメダリストがいっぱいいる。こういうところにこのモノ作り政策を翻訳し直して

いくということ。霞が関のビルに来て、モノ作りなんか語れない。まず工場に行って、

現場歩いて。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。そんな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。 

企業でモノ作りに取り組んでいる 

  技術の論理と金の論理は絶対合わない。これどうするかということで、苦労する。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。 

  設備費を３分の１に減らさないといけない。そこで苦労するのがエンジニアです。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ことだろうと思う。 

モノ作りの未来、歴史的な流れ 

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が、共生型社会の場合はオンリーワンです。日本はそんな文化を

持っている。身近にあることをよくしていこう、これまでにないものそれは全部足元に

あるんです。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。 

産業観光の視点から 

物を使う側の人が疎い部分を、物をつく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。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、感動させるものかということに気がついた。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がある。 

四国にあるモノ作りの基盤 

  四国の企業で日本一とか世界一の生産をしている企業というのは、99 社もある。思い

のほかモノ作りの基盤がある。そんな中で心配しているのは、モノ作りを支える人材の

問題です。その中で本当にモノ作りの現場で本格的にやっていかれる方から、モノ作り

の中核を担う人材を育てるという人材教育をやっている。 
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新居浜の抱える課題 

  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。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

うな問題が出ている。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。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問題に直面している。これが日本のモノ作

りにとって大きな課題ではないか。 

（新居浜商工会議所での取り組み） 

企業とＯＢ人材マッチング事業・技術伝承の大切さキャンペーン・ビジネス支援図書館

事業も展開予定・新しい観光の形態として注目されている産業観光の展開を検討中 

高付加価値のモノ作りに物語を 

  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、どのようにつくられたかということも大事ですが、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

この物ができたのかという物語が必要では。いい物をつくってもそれをちゃんと認識さ

せてもらうような工夫というかストーリー、それが大事だということなんでしょう。 

背後にある物語を伝承  

産業遺産というのがあり、それから伝統工芸の世界があり、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り、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、最後に最先端の科学技術と出会う。 

  それぞれの町に資産があるから、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。その中で自分たちの町は何が核にな

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。

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が、そこにやっぱり臨場

感というのが欲しい。臨場感とか、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、そういうことをきちんとして物語を語る。 

モノ作りの基本  日本の場合は、相手を考えるというのがモノ作りの基本。  

ものづくり日本大賞の申請と技術基準について 

素材の分野がオンリーワン 

製品よりも部品、部品よりも素材。そこに日本産業の強みがある。素材の強さ、部品

の強さをもっとわかりやすい形で外に伝えていく。そういう意味でコミュニケーション

が大事。モノ作りはアイデアもさることながらオンリーワンでなければいけない。 

 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 


