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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、株式会社  三菱総合研究所に「地域における「ものづくり」

の強みに関する調査研究」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 
 

わが国 のものづくり技 術 は、コスト競 争 力 が国 際 競 争 力の維 持 にとって必 要 とされた

1990 年代から 2000 年初頭にかけて、製造業のアジア進出が盛んに行われてきたことに

より海外に流出する危機にさらされてきた。しかしながら、国内経済が回復の力強い歩み

を始めたここ２、３年で、わが国における製造業の国際競争力の差別化戦略を展開する

上で重要な要素として再評価されるようになってきている。とりわけ、ロボットやナノテクノロ

ジーは、日本を代表する先端技術として世界からも一目置かれた存在となっている。 

これらの技術に特徴的なことは、実は国内の伝統産業と言われ、ある特定のものづくり

に特化した地域に根ざした技術にその源の一つを持っていることである。ロボットであれば

からくり技術に、ナノテクノロジーであれば、陶器や金箔の微粒子技術等にその源流を見

ることができる。ところが、こうした関係はこれまで歴史的な検証が成されたことも、現地調

査に基づいた検証が行われたことも皆無に等しいのが現状である。我が国が今後世界市

場に対して競争優位な「ジャパンブランド」を開発していくためには、こうした地域のものづ

くりの「強み」に学ぶことは非常に意義があると考えている。 

本調査研究では、我が国の先端産業と言われ、国際競争力の高い技術といわれるロ

ボット、ナノテクノロジーが、我が国を代表する「からくり人形」「陶器」「金箔」産業のものづ

くり技術に源流を持っており、それぞれの産業の「強み」が、世界と対等に渡り合うことが

できるものづくり技術に活かされていることを、現地調査を交えながら歴史的に検証するこ

とを目指した。 

本調査を実施するにあたり、日本自転車振興会並びに社団法人日本機械工業連合

会のご高配に深謝するとともに、調査にご協力いただいた独立行政法人、公益法人及

び企業の研究者の方々に、心より感謝申し上げる次第である。 
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総論 

 

１章 地域のものづくりの強みを支える要因仮説の設定 

   1.1 問題意識（検証すべき問題の整理） 

    近年の日本の「ものづくり」は、高度経済成長期の欧米の模倣と言わ

れ、安いが高品質の製品という「Made in Japan」から、自然環境に優

しく、社会ニーズを先取りし、そのものを持つことで 先端の技術を楽

しむことができ、環境問題に取り組んでいることのできるという新しい

「Made in Japan」のブランド(Monodzukuri)を打ち出そうとしている。

歴史的に見たとき、日本の「ものづくり」では、化石燃料の無い時代か

ら自然物を活用した自然共生型の、大衆社会ニーズに呼応した「ものづ

くり」が実現されていた。そこで、本調査では、日本の「ものづくり」

の強みが先端技術を生み出す源流となっているということを事例研究

から歴史的に検証し、日本の近年の「ものづくり」ブランドが伝統的に

存在していたことを実証する。 

本調査では、ロボット、ナノテクノロジーという２つの分野に絞り、

これらの技術を生み出してきた源流として、ロボットについては名古

屋市、犬山市、福岡市、ナノテクノロジーについては、佐賀県有田町、

京都市にその源を辿り、関係者へのヒアリングや当時からの資料など

を通じて歴史的検証を行うことにした。 

併せて、上記の検証が可能である場合、地域における「ものづくり」

のどのような強みを活かすことができれば、伝統に根ざした、世界的

に見ても競争力のある商品を開発できるようになるかについても検討

を行うことにする。 

 

   1.2 検証方法の検討 

    地域におけるものづくりの強みが現在の先端技術に結びついている

ことを歴史的に検証するにあたっては、1.1 で示したように、実際に地

域にものづくりが現在の先端産業に結びついている事例を歴史的に探

ることが重要である。本調査は、机上で論を展開するだけでは十分な論

拠が得られないため、現在の先端産業と言われる分野で活躍している現

場あるいは、そして先端産業と言われている分野の源流と目されている

地域の「ものづくり」の歴史的経緯を調査することにした。その際、江



ii 

戸時代頃からの発展の歴史としてつながっているか、またつながる要因

となっているものは何かについて特に着目をした。 

    なお、本調査における対象分野については、日本を代表する産業技術

である、ロボット、ナノテクノロジーに限定することにした。選定理由

は、下記の通りである。 

    ○ロボット関係（源流の調査地候補：名古屋市、犬山市） 

     ・選定理由：工場の機械化に貢献するロボットに留まらず、近年は

ホンダの asimo に代表されるような、人間に近いロボ

ットの研究の面でも日本は世界の 先端を行ってい

る。そうした、精密性の高い技術を生み出している源

流となる地域を調査した。 

    ○ナノテクノロジー関係（源流の調査地候補：佐賀県有田町、京都市） 

     ・選定理由：ナノテクノロジーは、情報通信、環境、ライフサイエ

ンス、材料等広範な分野にわたる融合的かつ総合的な

科学技術で、科学技術の新たな領域を切り拓くととも

に、幅広い産業の技術革新を先導する基幹技術として

注目を集めているが、そのテクノロジーに貢献する中

心的な存在がセラミックスや微粒子である。セラミッ

クスの源流は日本の伝統産業として知られる陶芸と、

微粒子の源流は、やはり日本の伝統産業として知られ

ている金箔と深い関わりがあることは知られている

ことである。このため、今回はナノテクノロジーと陶

芸や金箔などとの関連について調査を行い、歴史的な

流れが今なお未来につながっていることを検証する。 

 

   1.3 地域のものづくりの強みを支える要因仮説の設定 

    地域のものづくりの強みが、現代の先端技術であるロボット、ナノテ

クノロジーに結びついていることを証明するために、本調査では次の４

つの要因仮説を設定した。 

    要因１：現場の強み 

①  進取の気性 

②  技術の融合、知識・経験の統合 

③  多品種少量生産 
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④  現場の権限の強さ 

    要因２：商品「もの」の強み 

①  細部にまでこだわった仕様 

②  高品質の追求 

    要因３：社会的風土・土壌 

①  共生の中の競争 

②  地域資源、国内資源の活用 

③  職人芸を評価する社会 

④  地域（地元）に根ざしたリーダーシップ 

    要因４：社風・伝統・倫理観 

①  厳しい倫理観 

②  組織の維持発展に向けた経験則（家訓のような形で理念が受け継

がれる） 

 

２章 産業団体並びに現地調査の実施 

   2.1 調査対象地の選定 

要因仮説の検証を目的に、今回の調査では、ロボット、ナノテク

に関して以下の地を調査した。なお、調査地の抽出にあたっては、

鈴木一義国立科学博物館主任研究官を委員長とする「地域における

「ものづくり」の強みに関する調査研究」に係る研究会に候補地の

選定をお願いした。 

なお、今回の調査ではロボット並びにナノテクノロジーに焦点を

当てた検討を行うにあたり、産業団体と現地調査の両面から調査す

ることを予定した。しかしながら、ロボットの産業団体については、

（社）日本ロボット工業会があるが、ナノテクノロジーを横断的に

扱っている産業団体はまだ形成されていないことから、ロボットに

関しては、（社）日本ロボット工業会の現状を調査するとともに、ロ

ボット学会の重鎮である工学院大学三浦教授へのヒアリングを行い、

ロボット産業の現状把握に努めた。一方、ナノテクノロジーに関し

ては、１．で示したように、歴史的検証を行うにはふさわしい、有

田焼と金箔（京都）に焦点を当て、それぞれの産業の発展の歴史を

俯瞰することで産業団体調査に代えることとした。  
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    ①ロボット：愛知県名古屋市、愛知県犬山市、福岡県福岡市など 

          ・ロボットの起源を辿ると、江戸時代から盛んだったか

らくり人形にその源流を辿ることができる。とりわけ、

愛知県名古屋市、犬山市はからくり人形が盛んで多く

の人形師を輩出している。 

    ②ナノテク：佐賀県有田町、京都府京都市など 

          ・有田焼における赤色を出す技術や金箔を作る技術を応

用した微粒子づくりの技術には、現在のナノテクノロ

ジーの分野に通じる技術があると言われている。 

 

   2.2 現地調査手法の検討 

    今回の調査を実施するにあたっては、江戸時代からの歴史を俯瞰する

ことに力点を置いて話を聞くことにした。今回のテーマは、地域におけ

るものづくりの「強み」が現代の先端産業、先端技術に影響を与えてい

ることを検証することにあるため、できる限り江戸時代からの伝統産業

と先端産業との関わり、つながりを検証しようとするところに力点を置

いた。 

    ロボットに関しては、愛知県名古屋市、研究会の委員を務めて頂いた

からくり人形師の玉屋委員のほか、愛知県のロボットの権威でもある名

古屋大学名誉教授の末松氏へのヒアリング、さらには玉屋委員並びに玉

屋委員の先代に数多くの作品依頼をしている愛知県犬山市を訪れ、４つ

の要因仮説の検証を行った。また、今回の研究会の委員を務めて頂いた

九州大学の源田教授の研究成果を視察し、ロボット技術の 先端とから

くり技術との接点を探ってみた。 

    一方、ナノテクノロジーについては、柿右衛門に代表される有田焼の

赤色を出す技術にナノテクノロジーが用いられていることを、佐賀県窯

業技術センターの勝木副所長（研究会委員）が研究論文で明らかにして

いることから、有田焼におけるナノテクノロジーの活用を、有田焼の代

表的な窯元として知られる今右衛門窯をケーススタディとして検証を

行うことにした。さらに、京都の伝統工芸である金箔を作る技術を応用

し、金属の粉末微粒子を作ることに成功した福田金属箔粉工業株式会社

の取り組みについて本研究会の委員である林社長にヒアリングを行い、

創業から 300 年間にわたるものづくりの変遷を辿ることにした。 
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   2.3 現地調査結果 

   ①調査結果のあらまし 

    現地調査は、平成 18 年１月 27、28 日（福岡市、有田町）、並びに平

成 18 年２月 22、23 日（京都市、名古屋市、犬山市）にかけて行われた。

以下、それぞれの分野（ロボット、ナノテクノロジー）別に結果を示す

ことにする。 

    なお、ロボットについては、今回の現地調査の他に、ロボットの権威

である工学院大学学長の三浦教授にヒアリングを行い、現在のロボット

技術の進捗状況についてお話をお聞きし、現地調査への補足とした。 

 

   1)ロボット 

     本研究会の委員である、源田委員より人の動きのメカニズムの分析

とＣＧ化に関する報告があった。立体的な動きをよりリアルに見せる

ためには、全周ベースでの人の動きの把握はもちろん、それぞれの動

きをする際の筋肉内部の動きについて十分把握しなければならない

ということであった。この点は、からくり人形の手や足の基本動作を

司る仕組みに共通するところがある。現状では、３Ｄで人の動きを把

握するには、アメリカ製の機械を用いて研究しなければならならず

（国産の機械はない）、その意味では、海外からの優れた技術の取り

込みということができる。 

     また、三浦工学院大学学長によれば、「ロボットはエンドユーザー

がまだいないこともあり、開発は研究途上レベルにある。現状のロボ

ットは、２週間程度動かすのが精一杯のところであり、ほとんどの場

合は一瞬動く（研究レベル）程度である。今すぐに商用化できるとこ

ろまではいっていない」とのことである。 

     そして、玉屋委員の話では、玉屋委員の祖先は、江戸中期の 1734

年に京都にいた先代が現在の地に居を移し操業をはじめて以来、尾張

地域の山車からくりの製作に力を注いできたとのことである。尾張藩

では、からくり人形づくりを奨励し、とりわけ犬山地域では 13 町す

べてで山車に載せるからくり人形を持っているとのことである。その

意味では、後述する有田焼同様、江戸時代の藩の奨励により、伝統を

持つ「ものづくり」の下地が育ち、それを地域の人がニーズ（エンド
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ユーザー）として支えて来た（新作、先代の作の修理・リニューアル

というオーダーを出し続けて来た）ことから、からくり人形が今なお

地域の伝統的な「ものづくり」として社会的な名声を得ているという

ことができる。また、からくり人形で用いられている技術（手足を動

かす技術、力を組み合わせることでものを動かしたり、飛ばしたりす

る技術）は、現在のロボット産業や、関連するＣＧ産業につながるも

のということができる。 

 

   2)ナノテクノロジー 

     ナノテクノロジーに関しては、有田焼の代表的な窯元として知られ

る今右衛門窯の十四代今泉今右衛門氏、並びに（有）今右衛門陶舗の

代表取締役今泉善雄氏、さらには研究会の委員を務めて頂いた勝木委

員、林委員から歴史的経緯を含めてヒアリングを行った。 

     今右衛門氏の話は次のような内容であった。もともと有田焼は、有

田から伊万里港、中国を経由してヨーロッパに輸出されていたもの、

鍋島藩の殿様が使っていた色鍋島の２通りある。ヨーロッパに輸出さ

れていたものについては、ヨーロッパ側のニーズに応じて様々な用途

に応じた作品を製作していた。 

また、江戸時代における技の伝承については、あくまでも文書に

残さず口伝えにしていた。それは秘密が漏れることを防ぐと言うこ

とと、その時代の人に喜んでもらうにはその時代のニーズに合った

工夫をすることが重要であるという認識によるものである。 

また、時代のニーズに応えて、製造工程で一つ便利にする工夫を

施すと一つ何かをなくすことになる。例えば、もともと有田焼の模

様はフリーハンドだったが、1650 年頃に和紙に文様を書き、それを

なぞると均質なデザインが施された作品ができるようになったが、

それにより絵に力がなくなるという事態を招いた。均質な中に強弱

を付けることが手間暇かかることだが、こうしたところは、作品の

品格となって現れるものである。このほか、制作に必要な道具類は、

一つ便利になることで一つの道具分野の業者が無くなってしまうと

いうこともある。 

柿右衛門の赤については、若い人が作業してもなかなか希望する

色が出ず、老人がゆっくりとやるとうまくいくという話があるが、
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それは技術の差ではなく、手間暇かけてゆっくりとするか、しない

かの差である。つまり、顔料として使用されている酸化鉄の微粒子

がナノサイズになると鮮やかな赤になりやすくなる傾向が古くから

伝承されている。さらに、フリットと酸化鉄の均一混合を、時間を

かけてゆっくりとていねいに行うと、上質の赤絵具になりやすい。 

     こうした話から、柿右衛門の赤に代表される有田焼に見るナノテク

ノロジーの技術は、標準化されたところで表現できるものではなく、

手間暇をかけることで見いだされるものである。こうした技術を理論

として体系立てるのではなく、体験したことを技能として伝承してい

ったのである。そして、そうした環境は鍋島藩の方針として、品格を

重んじる作風を奨励したことに起因していると見ることができる。 

その後、有田焼は問屋や直販で全国に普及していった。陶器をさ

げて全国を回る商人は有田商人と呼ばれていた。そして、全国の時

代のニーズに応え、伝統的に継承されてきた技術を常に進化（進歩）

させながら今の時代まで到達しているということができる。その点

では、ロボットとの共通性は強いと言える。 

 

   ②調査結果の考察 

いずれの地域においても、地域におけるものづくりの強みを発揮

するにあたっては、次の流れでものづくりが進められてきたことが

わかった。これらの特徴は、日本における競争が、競争相手を徹底

的にたたくという「完全競争型」ではなく、藩という行政的な機関

の支援のもとで、地元住民の支援を受けながら、競争しながらも誰

もが生き残る、「共存競争型」故に江戸時代以降維持できたものと考

えられることがわかった。 

 

３章 要因仮説の検証 

   3.1 調査対象地における仮説の検証 

「日本のものづくり」が、欧米や諸外国に対して、過去、現在、未

来においてどこに強みがあるのかを、ロボット及びナノテクノロジー

分野を例に検証を行った。ロボット分野とナノテクノロジー分野は、

国際的に、日本がその 先端にあると自他共に認める分野である。し

かし、その優位性が、果たして一時的なものなのか、今後も持続し得
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るものなのか。借り物やただ乗りといわれてきた従来の欧米追従の延

長にあるのか。本委員会では、歴史的な視点、社会・風土の影響、研

究・開発・製造の現場の状況、そこで作られた商品・モノの特徴など

について、検討を行った。 

 

（１）ロボット分野 

からくりのような日本的な伝統芸能が、世代や国内外を問わない、

ロボット的なものを理解する社会的土壌を形作ってきた。からくりは

西洋のオートマタなどとは異質の、極めて大衆的な存在であり、作ら

れる目的も大衆のためであった。江戸時代から９代続く玉屋委員のよ

うな「からくり師」が作ってきたからくり人形は、誰でもが概念とし

てだけでなく、実体としての機械人形（からくり）の存在を実感でき

ることにより、一般の人でもロボット的なモノに興味を抱く社会を育

んできた。 

事実、からくりが盛んな中部地域では現在でも工夫や発明に対する

社会の関心が高く、企業や小中学校などを問わず、そのようなイベン

トやボランティア活動が行われている。また、からくりは、西洋のオ

ートマタのように一部の貴族や上流階級に向けられて作られたモノで

はなく、大衆芸能の一つとして当初から一般大衆を喜ばせるために作

られていた。（図参照）このような「ものづくり」は、からくりに限ら

ず、平和な江戸時代の社会にあって「技術の大衆化」が進んだ「日本

のものづくり」の特徴である。 

 

また、ロボットおよび次代のロボット概念を、日本で創作されるロ

ボットに関する漫画やア二メ、映画などが、広く社会に普及させてい

る。鉄腕アトムのような西洋型ロボットに呼応した新しいからくり～

日本型ロボットの概念が、漫画やアニメにより実体はないが、からく

りのような日本の伝統や風土と結びつき、社会的に広く受け入れ、ま

た日本におけるロボット研究の裾野を広げてきた。大学や企業でロボ

ットを研究する者のほとんどは、研究者となった理由に、こうした日

本だけの状況を指摘している。 

また、未来的なロボットのイメージを社会が理解することにより、

産業や工学的なロボット研究・開発だけでなく、医療やバイオ、デザ
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インのような欧米ではなかなか実現しない他分野との連携が行われや

すい状況が作られている。源田委員の行っている人間の所作のＣＧ化

データの蓄積は、人間の表情ロボットに移植されつつあり、将来的な

ロボット開発とクロスする。また山中委員が行ったロボットのデザイ

ンは、工学的なロボット開発技術者に、デザインからの機能イメージ

を与えるものである。 

そして、教育機関や企業が、ロボットコンテストやロボットキット、

おもちゃなどを社会に提供することにより、誰でもがロボットを見る

ことが出来、実際に手にできる。特におもちゃなどで販売されるヒュ

ーマノイド型ロボットは、日本のロボット研究・開発の特徴として、

欧米ではほとんど見られず日本の独壇場である。実際に販売されたア

イボやＣＭ等に登場する asimo に代表される日本型ヒューマノイドロ

ボットの研究・開発は、知能化機械システムとして 高度のセンサー

及び知能・制御、駆動技術の統合によって完成するものであり、その

将来的な重要性が高い。またからくりと同様、ロボットに対する社会

啓発的価値も極めて高く、良い循環を生んでいる。ロボット分野は、

将来的な日本の先端技術であるという認識が、上記のような要因によ

り醸成されており、教育もふくめ、あらゆる場で次世代の子供達や若

者達に伝えられている。ロボット分野を推進するための社会的・国民

的理解の状況が形成されているといえよう。 

産業分野においても、世界の産業ロボット設置台数約８２万台の内、

日本には４５％弱の約３６万台が設置され（０４年度）、またそのほぼ

半数は日本製の産業ロボットである。すなわち、研究開発や概念だけ

でなく、世界 大の使用国であり、生産国でもある。かつて、製造現

場に導入された産業ロボットに、アイドルの写真を貼り名前で呼び合

っていたのは有名な逸話であるが、現場において、ロボットを単に人

間と代替する「機械」として扱わず、「道具」のように現場に合わせて、

人に合わせて、使いやすく、より良く、改良する行為は、産業ロボッ

トに限らず日本の生産現場のあらゆる所に見られる。業種にもよるが、

日本の製造ラインの内製化率はほぼ 100％に近く、海外メーカーは６

～７割程度であるとのことである。内製率が 100％であるから、壊れ

てもすぐに直せる。生産性を上げるための改造がすぐに行えるのであ

る。プロダクトイノベーションが言われるが、現場に蓄積された智恵
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と技を活かした、日本のこの製造現場の持つプロセスイノベーション

こそが、日本のモノづくりの強みであろう。 

 

（２）ナノテクノロジー分野 

福田金属箔粉工業の見学と討論で明らかになったように、長い年月

で培った金・銀・銅における箔粉技術の経験の蓄積と自信が、他では

出来ない、引き受けない技術開発につながっている。またその技術開

発を持ち込まれるネットワーク・情報も、その信用と自信が培ってき

たものであり、欧米型の「サプライチェーンマネジメント」のような

ＩＴ技術を駆使して、単に商品の調達、製造、物流、販売を効率化さ

せるのではなく、さらに進んだ市場や社会ニーズまでを情報として捉

え、販売や物流、製造現場、開発まで遡らさせることのできる、日本

型デマンドチェーンマネジメントとでも言うべきものだろう。この情

報ネットワークは、勝木委員が、明治期の伊万里（有田焼を伊万里港

から輸出したことから、伊万里の名前が冠せられた）が藩御用達の高

級品から、時代に合わせた民生品としても対応できた要因の一つとし

て、富山の薬売り方式の採用をあげた。地域のニーズや好みを彼らが

生産地に知らせ、それに応じたのである。 

実は、ヨーロッパに輸出される伊万里も注文生産による多品種少量

生産であったから、それは生産方式としては難しいことではなかった。

また伊万里といえば、当時は日本で 高級の焼き物であるが、決して

他の地域の焼き物を駆逐するようなことはなかった。江戸時代の社会

体制は、幕府はあっても地域の統治は、地域に委譲されており、それ

ぞれの地域がそれぞれの繁栄を競い合い、共存できる社会が出来てい

た。焼き物でも伊万里を頂点として、今日その美を民芸と呼ぶ、各地

域の焼き物が異なる良さ、美意識で「Ｏｎｌｙ Ｏｎｅ」を競い、共

存していた。 

さて、林委員が述べたように、決して時代のニーズ、社会のニーズ

を自分たちだけで先取りしたのではなく、その長い年月の中に培って

きた「箔粉であれば福田」という信用と信頼のネットワークの中で、

他には頼めない、どこもやらない技術開発を打診され、それをプライ

ド、自信として受けたことが、世界中に箔分を扱う企業はたくさんあ

っても、福田金属だけの「Ｏｎｌｙ Ｏｎｅ」の技術につながった。
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玉屋委員の先祖も、明治期にからくりが廃れたときには、「龍吐水」と

いうポンプ製造業者としてカンバンを出していた。時代に合わせ、社

会のニーズに合わせ、持てる技術を活かして融通無碍に、臆すること

なく、新しい分野に領域を広げていけたからこそ、現代に続いてきた

と言えよう。福田金属も 新の技術分野に臆することなく、元禄から

続く伝統の産業として、福田金属が培ってきた箔粉の経験的技術の蓄

積をベースに、それを現代の科学や技術の裏付けにより、機械化でき

る技術に実用化していったのである。ロボットを使った製造現場で行

われたと同じ、経験の蓄積された現場からのプロセスイノベーション

が強みとなったといえよう。欧米型のプロダクトイノベーションによ

るベンチャーが言われるが、このような日本型のプロセスイノベーシ

ョンを生む、現場を中核にした大学等との結びつきによるベンチャー

の活性化がもっと行われるべきである。 

結論としては、日本のモノづくりが欧米や諸外国とは明確に異なる

特殊な要因があり、それが大きな強みとなっており、その要因をさら

に伸ばすことで、強みの持続性は極めて高いと結論される。 

 

  3.2 結果のとりまとめ 

    地域における「ものづくり」の強みが、現代社会における先端技術の

独創性、高い競争力に反映していることを、ロボット、ナノテクノロジ

ーをケーススタディとして歴史的に検証した結果、地域ブランドを形成

している地域のものづくりの強みは、現場の「強み」、経営、社会を要

因としていることが検証できた。 

言い換えると、４つの要因仮説は検証の結果、次のように検証・反

駁された。 

 

  ＜検証された仮説＞ 

①現場の強み 

 ・現場の強みは、今回ロボット、ナノテクノロジーのいずれにおい

ても極めて重要な要素として指摘できる。 

 ・特に、外の技術に頼るのではなく、自ら向上心を持って、着実に

進化を遂げていくというところは、まさに現場自体に力があるか

ら、言い換えると現場の職人、技術者一人一人に力があるからで
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きるものである。 

 

②経営 

 ・これについては、要因仮説４の「社風、伝統、倫理観」に組織の

長の眼力・判断力が加わって「経営」という形で再編成した。 

 ・社風、伝統、倫理観というのはいずれも組織の存立に当たる基本

的姿勢であるが、今回の調査を通じて、それは要因のごく一部で

あって、実は組織の長にあたる人物の自らの組織を見る目、ある

いは社会を見る眼力こそが も大きな要因ではないか、という結

論に達した。 

 ・このため、ここでは、要因仮説の４を一部手直しして「経営」と

いう表現を用いることとした。 

 

③社会 

    ・これについては、要因仮説３の社会的風土・土壌を言い換えたもの

である。 

    ・ここでいう「社会」とは一般大衆という意味だけでなく、江戸時代

の地域のものづくりに対して様々な形で支援し続けた藩（からくり

人形で言えば尾張徳川藩、有田焼で言えば鍋島藩）のことも含めた

総称である。 

    ・今回ヒアリングを行ったところはいずれも、社会の支援無くしては

今がないということができる。 

 

  ＜反駁された要因仮説＞ 

   ①商品「もの」の強み 

    ・商品「もの」の強みというのは、一見すると要因の一つの用に見え

る。 

    ・しかしながら、商品「もの」の強みは、結局現場の強みや経営判断、

社会の支持により強さ、弱さが決まってくるものであって、ものそ

れ自体が強い、弱いという性格を持っているものではない。それは、

歴史的な検証をした結果からも、明らかである。 
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４章 結論 

今回の調査を通じて明らかになったことは、下記の通りである。 

    地域における「ものづくり」の強みが、現代社会における先端技術の

独創性、高い競争力に反映していることを、ロボット、ナノテクノロジ

ーをケーススタディとして歴史的に検証した結果、地域ブランドを形成

している地域のものづくりの強みは、現場の「強み」、経営、社会の３

つの要因としていることが検証できた。 

研究会のスタート時点は、現場の強み、商品「もの」の強み、社会

的風土・土壌、社風・伝統・倫理観という４つの要因仮説を設定して

いたが、有田町、名古屋市、京都市をはじめとした事例調査や研究会

委員の意見、さらにはオブザーバーの意見等を総合的に分析した結果、

４つの要因仮説のうち、商品「もの」の強みは、現場の「強み」が発

揮され、社会ニーズを予知しそれに対応できる技術を蓄積する動きが

できる経営、地域ブランドに様々な形で支援し育てていこうとする社

会により、初めて持続性を持って実現するものであるという結論に達

したため、要因から除外することとなった。 

    今回の調査では、ロボットとナノテクノロジーの２つの産業分野に絞

った検討となったが、この要因は、ロボット、ナノテクノロジーだけに

限定的ではなく、上記の要因を満たしている産業分野であれば、同様の

展開が可能ではないかと考えられる。 

すなわち、日本において世界的に 先端を走っているロボットやナ

ノテクノロジーと同じロジックで地域の「ものづくり」が進んでいる

のであれば、新しい「Made in Japan」のブランド＝（Ｍｏｎｏｄｚｕ

ｋｕｒｉ）が生みされる可能性は十分あるということである。 

このため、今後はこうしたロジックでの展開が可能な地域の「もの

づくり」にスポットを当て、新しい世界的ブランド価値を持った Made in 

Japan」のブランド＝（Ｍｏｎｏｄｚｕｋｕｒｉ）へと育成していくこ

とが、欧米と一線を画す日本独自の産業戦略として望まれる。
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１章 地域のものづくりの強みを支える要因仮説の設定 

  1.1 問題意識（検証すべき問題の整理） 

    近年の日本の「ものづくり」は、高度経済成長期の欧米の模倣

と言われ、安いが高品質の製品という「Made in Japan」から、

自然環境に優しく、社会ニーズを先取りし、そのものを持つこと

で 先端の技術を楽しむことができ、環境問題に取り組んでいる

ことのできるという新しい「Made in Japan」のブランドを打ち

出そうとしている。歴史的に見たとき、日本の「ものづくり」は、

化石燃料の無い時代から自然物を活用した自然共生型の、大衆社

会ニーズに呼応した「ものづくり」が実現されていた。  
そこで、本調査では、日本の「ものづくり」の強みが先端技術

を生み出す源流となっているということを事例研究から歴史的に

検証し、日本の近年の「ものづくり」ブランドが伝統的に存在し

ていたことを実証する。  
本調査では、ロボット、ナノテクノロジーという２つの分野に

絞り、これらの技術を生み出してきた源流として、ロボットにつ

いては名古屋市、犬山市、ナノテクノロジーについては、佐賀県

有田町、京都市にその源を辿り、関係者へのヒアリングや当時か

らの資料などを通じて歴史的検証を行うことにした。また、ロボ

ットについては、わが国におけるロボット研究の 先端にいる

方々にお話を伺い、検証の補強を行った。  
併せて、上記の検証が可能である場合、地域における「ものづ

くり」のどのような強みを活かすことができれば、世界的に見て

も競争力のある商品を開発できるようになるかについても検討を

行うことにする。  
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  1.2 検証方法の検討 

  （１）ヒアリング対象  
    今回の調査では、ロボット、ナノテクノロジーを対象に、それ

ぞれの技術に関連した地域の「ものづくり」の源流を辿ることで、

地域の「ものづくり」が結果として、日本を代表するものづくり

を支えていることを検証することにした。  
なお、ロボットとナノテクノロジーに限定した理由は、次の通

りである。  
 
    ○ロボット関係（源流の調査地候補：名古屋市、犬山市）  
     ・選定理由：工場の機械化に貢献するロボットに留まらず、

近年はホンダの asimo に代表されるような、人

間に近いロボットの研究の面でも日本は世界の

先端を行っている。そうした、精密性の高い

技術を生み出している源流となる地域を調査し

た。  
    ○ナノテクノロジー関係（源流の調査地候補：佐賀県有田町、

京都市）  
     ・選定理由：ナノテクノロジーは、情報通信、環境、ライフ

サイエンス、材料等広範な分野にわたる融合的

かつ総合的な科学技術で、科学技術の新たな領

域を切り拓くとともに、幅広い産業の技術革新

を先導する基幹技術として注目を集めているが、

そのテクノロジーに貢献する中心的な存在がセ

ラミックスや微粒子である。セラミックスの源

流は日本の伝統産業として知られる陶芸と、微

粒子の源流は、やはり日本の伝統産業として知

られている金箔と深い関わりがあることは知ら

れていることである。このため、今回はナノテ

クノロジーと陶芸や金箔などとの関連について

調査を行い、歴史的な流れが今なお未来につな

がっていることを検証する。  
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  （２）検証方法の検討  
    地域におけるものづくりの強みが現在の先端技術に結びついて

いることを歴史的に検証するにあたっては、1.1 で示したように、

実際に地域にものづくりが現在の先端産業に結びついている事例

を歴史的に探ることが前提となる。  
本調査は、机上で論を展開するだけでは十分な論拠が得られな

いため、現在の先端産業と言われる分野で活躍している現場ある

いは、そして先端産業と言われている分野の源流と目されている

地域の「ものづくり」の歴史的経緯を調査することにした。  
その際、江戸時代頃からの発展の歴史としてつながっているか、

またつながる要因となっているものは何かについて特に着目をし

た。なぜ江戸時代頃からということだが、その理由は下記の通り

である。  
    ①江戸時代以降は国が安定し、「ものづくり」の伝承がしやすい

環境にあったと考えられるから  
     ・江戸時代以降においてわが国は戦乱が少なかったため、殺

傷・破壊も限定的だったことから、「ものづくり」に従事す

る人、ノウハウの維持・発展がしやすかったと推察される。

歴史的な検証をするにあたっては、こうした「社会的安定

期」以降に焦点をあて、歴史的な検証を行うことにする。  
 
    ②大衆文化が花開いたのは江戸時代以降であるから  
     ・江戸時代以前は、ブランド的な発展を遂げた「ものづくり」

は、公家や貴族など一部の人に独占された形で歩んできた。

しかしながら、江戸時代に入り、一般の人々が藩主のもと

でまとまって定住し、町ができるようになると、そこに大

衆の「ものづくり」の文化が生まれるようになってきた。  
・現在の「ものづくり」は、大衆の利用に供する部分を見過

ごすことはできないことから、歴史的検証の範囲に関して

は江戸時代以降を中心に見ていくことにする。  
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③欧米の機器・情報等が入ることが「ものづくり」にどのよう

な影響を与えてきたかの検証も必要だから  
 ・日本の「ものづくり」、とりわけ大量生産技術に関しては欧

米の技術が導入されていることが多く、そうした展開が地

域における「ものづくり」をどのように変容させてきたか

を注視する必要がある。  
 
④江戸時代以降は比較的正確に記した文献等が多く残っている

から  
     ・ケースによっては江戸時代以前からの歴史がつづられた書

籍などもあるが、まとまった形で当時の様子を正確に記し

た資料が残っているのは、江戸時代以降に多い。このため、

今回の調査は、江戸時代以降に限定することで、できる限

り正確な裏付けに基づく検証を行うことにする。  
 
    また、検証方法については、研究会での議論を通じた結果、次

の方法で実施することにした。当初は、ロボット、ナノテクノロ

ジーに関する産業団体へのヒアリングを行うことも考えたが、ナ

ノテクノロジーに関しては、学会はあるものの (社 )ロボット工業

会のような団体が無いこと、研究会の委員から下記の①～③を実

施すれば自ずと今のそれぞれの産業団体の現状が俯瞰できる、と

いう意見があり、結局①～④を通じた取りまとめを行うことにな

った。  
     ①ロボット、ナノテクノロジーの原点と考えられる場所、江

戸時代から続いている事業者へのヒアリングを行う  
     ②ロボット、ナノテクノロジーの歴史を専門的に研究してい

る研究者へのヒアリングを行う  
     ③ロボット、ナノテクノロジーの先端的研究者へのヒアリン

グを行う  
          ④ロボットに関しては産業団体の資料調査を行う。また、今

回の調査では、有田焼の歴史に関して、県全体の窯業につ

いて専門的な研究を行っている佐賀県の窯業センターの副

所長に委員になってもらっており、佐賀県の窯業産業の特
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徴について報告を頂いていることから、そうした内容を窯

業産業団体の特徴として捉えることとした。また、ナノテ

クノロジーに関しては、今回訪問する先の話をもとに、特

定産業に関する取りまとめを行うことで産業団体調査に代

えることにした。（ナノテクノロジーの産業団体に該当する

組織がないため）  
     ⑤①～④の結果をもとに、研究会メンバーの意見を聴取する  
 
    また、ヒアリングを行うにあたっては、研究会として、地域に

おける「ものづくり」の強みが、今のわが国の先端技術（ロボッ

ト、ナノテクノロジー）につながっていることの要因を仮説的に

打ち出し、それを①～④を通じて検証していく方法を採用するこ

とになった。なお、要因仮説については、第１回、第２回の研究

会での意見をもとに、構築することにした。  
 
       地域の「ものづくり」の強みの検証方法  
 
         地域の「ものづくり」の強み 要因仮説 

     （現在の先端的な「ものづくり」を生み出している要因） 

     

    江戸時代から続いている     

     事業者ヒアリング 

  

    先端的研究者ヒアリング    研究会メンバー意見聴取 

 

    産業団体調査（ロボット） 

 

     要因仮説の検証（新しい「Japan」ブランドづくりへ） 

 
 
 

専門家ヒアリング  
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  1.3 地域のものづくりの強みを支える要因仮説の設定 

   
  地域の「ものづくり」の強みが、現代の先端技術であるロボッ

ト、ナノテクノロジーに結びついていることを証明するために、

本調査では、第１回、第２回研究会での意見をもとに、次の４つ

の要因仮説を設定した。  
 

  要因１：現場の強み 

①進取の気性 

・世の中のためになるものを、自分たちで創り出していこ

うという志を有していたのではないか。 

・自らの現状の技術だけで満足せず、異なるものを取り入

れる柔軟性を現場の職人は持っていたのではないか。 

②技術の融合、知識・経験の統合 

・知識・経験は専門化していくためバラバラになってしま

いがちだが、それらを統合して、ものづくりに生かして

いこうという姿勢が現場の職人の間で非常に強かったの

ではないか。 

③多品種少量生産 

・特定の商品に依存しない、細かいニーズにも対応するの

が現場の基本とされていたのか。 

・製造技術、輸送技術が発達していない仲で、大量生産は

むしろ無理な話だったのではないか。 

④現場の権限の強さ 

・現場が自ら進化する、再現力・気づきがあり、それが製

造工程の仲で反映できていたのではないか。 

 

  要因２：商品「もの」の強み 

①細部にまでこだわった仕様 

・ものづくりへの誇りをもった職人が、「もの」を創ること

に喜びをもって、細部までこだわった「もの」をつくっ

たのではないか。 

・細部まで丁寧に作り込まれており、当時はアナログであ
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ったが、今の社会から見れば十分にデジタル化が可能な

ものだったのではないか、伝承の基盤が確立していたの

ではないか。 

    ② 高品質の追求 

      ・つねに、高品質を追求するとともに、安定した品質を実

現し、再現力に優れ、ばらつきが少ない、また少なくす

ることにこだわりを持っていたのではないか。 

      ・時代が変わっても技術とものが生き残るという意識が製

品に現れていたのではないか。 

 

  要因３：社会的風土・土壌 

①共生の中の競争 

・競争しながらも、誰もが生き残ることができる社会だっ

たのではないか。 

・負けても市場から退出せずに、なお生き残る社会環境だ

ったのではないか。 

②地域資源、国内資源の活用 

・まず原材料は身近なものを使用しようとしていたのでは

ないか。 

・地元の資源が枯渇した場合は、国内産をベースに調達し、

原材料の安定供給を重視していたのではないか。 

③職人芸を評価する社会 

・感性による評価、伝統と優れた技術を高く評価していた

のではないか。 

・定量的な評価に還元できない評価基準を持っていたので

はないか。 

・良い「ものづくり」に対する 大の理解者、 大の支援

者が存在していたのではないか。 

④地域（地元）に根ざしたリーダーシップ 

・崇高な目的を持ったグループが活躍できる環境にあった

のではないか。 

・地域を伸ばすことに精力を傾けていた人がいたのではな

いか。 
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  要因４：社風・伝統・倫理観 

①厳しい倫理観 

・組織に対して、脱倫理的な力が働いたのではないか。 

・社会の一員としての使命感を持っていたのではないか。 

②組織の維持発展に向けた経験則（家訓のような形で理念が受

け継がれる） 

・短期的な利益を追わない主義だったことが今に生きてい

るのではないか。 
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地域における「ものづくり」の強みに関する調査研究 ：地域の「ものづくり」の強みを支える要因仮説 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

研究会の狙い：日本の「ものづくり」の強み、歴史的な特殊性を明らかにする      これからの目標：２１世紀における日本の「ものづくり」の方向を明らかにする 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要因１：現場の強み 

 

○進取の気性 

 

○技術の融合、知識・経験の統合 

 

○多品種少量生産 

 

○現場の権限の強さ 

 

◆日本の「ものづくり」の（歴史的）強み 

 

 

○ニーズを先取りした技術開発力 

  

○短期的な社会・経済動向だけにとらわれない組織運営と人材育成

力 

  

○環境とものづくり技術の両立を可能にするバランス力 

  

要因２：商品「もの」の強み 

 

○細部にまでこだわった仕様 

  

○高品質の追求 

  

                                        「ものづくり」を      支える歴史的風土 

 
                                  芸術的能力と表現の豊かさ         短期的な「利」とは異なる評価基準 

                                  ・職人芸、楽しさ、色気          ・生業の継続、顧客社会との信頼関係を重視 

                                  ・感性・美学               ・長期間の投資と回収を目指す 

                                                       ・自然環境と調和した無理のないものづくり 

要因４：社風・伝統・倫理感 

 

○厳しい倫理感 

  

○組織の維持発展に向けた経験則 

  

要因３：社会的風土・土壌 

 

○共生の中の競争 

  

○職人芸を評価する社会 

  

○地域（地元）に根ざしたリーダーシップ 

  

 

優
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新しい「Made in Japan」のブランド 

①要素を継承しながらも社会ニーズにより進化するものづくり 
②社会や自然と共生するものづくり 
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２章 産業団体並びに現地調査の実施 

2.1 調査対象地の選定 

 
１章では、地域における「ものづくり」の強みが今の先端産業

に生きていることを検証するにあたり要因仮説を設定したが、本

章以降では、その検証を行うことにする。  
なお、１章で述べたように、今回の調査ではロボット並びにナ

ノテクノロジーに焦点を当てた検討を行うにあたり、産業団体と

現地調査の両面から調査することを予定した。しかしながら、ロ

ボットの産業団体については、（社）日本ロボット工業会があるが、

ナノテクノロジーに関しては、学会はあるものの、ナノテクノロ

ジーを横断的に扱っている産業団体はまだ形成されていない。  
こうしたことから、ロボットに関しては、（社）日本ロボット工

業会の現状を調査するとともに、ロボット学会の重鎮である工学

院大学三浦教授へのヒアリングを行い、ロボット産業の現状把握

に努めた。  
一方、ナノテクノロジーに関しては、１．で示したように、歴

史的検証を行うにはふさわしい、有田焼と金箔（京都）に焦点を

当て、それぞれの産業の発展の歴史を俯瞰することで産業団体調

査に代えることとした。  
こうした基本方針に基づき、本調査では、ロボット、ナノテク

に関して以下の地域の事例研究を行った。なお、調査地の抽出に

あたっては、鈴木一義国立科学博物館主任研究官を委員長とする

「地域における「ものづくり」の強みに関する調査研究」に係る

研究会のメンバーに候補地の選定をお願いした。  
 
   ①ロボット：愛知県名古屋市、愛知県犬山市、福岡県福岡市など  
        ・ロボットの起源を辿ると、江戸時代から盛んだった

からくり人形にその源流を辿ることができる。とり

わけ、愛知県名古屋市、犬山市はからくり人形が盛

んで多くの人形師を輩出している。  
 
   ②ナノテク：佐賀県有田町、京都府京都市など  
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        ・有田焼における赤色を出す技術や金箔を作る技術を

応用した微粒子づくりの技術には、現在のナノテク

ノロジーの分野に通じる技術があると言われており、

そうした研究論文も出されている。  
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  2.2 現地調査手法の検討 

    現地調査を実施するにあたっては、江戸時代からの歴史を俯瞰

することに力点を置いて話を聞くことにした。今回のテーマは、

地域におけるものづくりの「強み」が現代の先端産業、先端技術

に影響を与えていることを検証することにあるため、できる限り

江戸時代からの伝統産業と先端産業との関わり、つながりを検証

しようとするところに力点を置いた。  
    ロボットに関しては、愛知県名古屋市、研究会の委員を務めて

頂いたからくり人形師の玉屋委員のほか、愛知県のロボットの権

威でもある名古屋大学名誉教授の末松氏へのヒアリング、さらに

は玉屋委員並びに玉屋委員の先代に数多くの作品依頼をしている

愛知県犬山市を訪れ、４つの要因仮説の検証を行った。また、今

回の研究会の委員を務めて頂いた九州大学の源田教授の研究成果

を視察し、ロボット技術の 先端とからくり技術との接点を探っ

てみた。さらに、オブザーバーとして、ピアニストによる演奏と

ほぼ精緻な演奏を行う自動ピアノの開発を行った九州工業大学の

林助教授からも開発に至る過程に関する報告を頂いた。（なお、林

助教授は、第２回～第４回の研究会にオブザーバーとして出席し

て頂いた。）  
    一方、ナノテクノロジーについては、柿右衛門に代表される有

田焼の赤色を出す技術にナノテクノロジーが用いられていること

を、佐賀県窯業技術センターの勝木副所長（研究会委員）が研究

論文で明らかにしていることから、有田焼におけるナノテクノロ

ジーの活用を、有田焼の代表的な窯元として知られる今右衛門窯

をケーススタディとして検証を行うことにした。さらに、京都の

伝統工芸である金箔を作る技術を応用し、金属の粉末微粒子を作

ることに成功した福田金属箔粉工業株式会社の取り組みについて

本研究会の委員である林社長にヒアリングを行い、創業から 300
年間にわたる福田金属箔粉工業におけるものづくりの変遷を辿る

ことにした。  
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  2.3 現地調査結果 

   ①調査結果のあらまし  
    現地調査は、平成 18 年１月 27、28 日（福岡市、有田町）、並

びに平成 18 年２月 22、23 日（京都市、名古屋市、犬山市）にか

けて行われた。以下、それぞれの分野（ロボット、ナノテクノロ

ジー）別に結果を示すことにする。  
    なお、ロボットについては、今回の現地調査の他に、ロボット

の権威である工学院大学学長の三浦教授にヒアリングを行い、現

在のロボット技術の進捗状況についてお話をお聞きし、現地調査

への補足とした。また、２月に行われた名古屋市、犬山市の現地

調査で講演をされた、名古屋大学名誉教授の末松氏より、からく

り人形の歴史についても本調査結果の中に反映させた。  
 
  ①ロボット  
   1)愛知県におけるからくり人形発展の歴史  

a.京都から尾張へ（からくり人形の歴史、玉屋の歴史）  
「からくり人形」の始まりは寛文 2 年 (1562 年 )に大阪道頓堀

で公演された「竹田からくり芝居」と言われている。この「舞

台からくり」が道頓堀から出て京都、尾張、江戸と各地を回り、

人々の興味を惹き、これが契機となって「からくり人形」が広

く知られるようになった。  
年に一回のお祭りに、神の依り代として本来は松などを神社

に奉納し、そこに神を宿し、町を練り歩いて病気や災害がない

ことを祈る。 初は大八車に松を立てて回ったのが、形態が変

わって「からくり人形」を乗せた山車になっていった。尾張は

裕福だったから、そういったものにお金をかけたので、その当

時から 370 近い人形があった。  
玉屋は、元々は京都だったが、享保 19 年 (1734 年）にこの尾

張に住み着いた。それは尾張から京都の人形師に仕事が出され

たことが始まりである。「からくり人形」は、当時、メンテナン

スも全て職人がやっていた。京都から尾張に入り、お祭りが始

まる前に人形を蔵から出して封印を開け、山車に飾って祭りに

出す。終わったら箱に入れて封印して帰る。これを毎年やるの



14 

が大変だから、いっそのこと尾張に住み着こうということにな

り、住み着いた町名の玉屋町 (現在の中区錦 )ので、町名にちな

んで玉屋庄兵衛と名乗るようになった。  
     「からくり入形」が尾張地方で栄えた理由のひとつは、尾張

徳川家のとった政策である。1730 年に第七代尾張藩主になった

徳川宗春は、当時の八代将軍徳川吉宗に対抗して、吉宗の「倹

約令」とは違う動きをした｡他の地域では質素倹約を強いられて

いる時に、「民とともに世を楽しむ」政策をとり、お祭りとか芸

とかを奨励した。この頃から、尾張の山車は絢爛豪華となり、

「からくり人形」も精巧で大掛かりなものになっていった。普

段は堅実でも、1 年に 1 回のお祭りとか子供の嫁入りなど“派

手なことは派手にやる”、宗春の時代の気質を受け継いで生き続

けている人が多いのは確かである。  
         それから、尾張には「からくり人形」作りに欠かせない豊富

な木があったことも見逃せない。この地方には木曽があり、そ

の木材は、ほとんど尾張に入り、それから市に出ていた。木曽

は尾張の御領地だからそれができたのである。また、岐阜には

「かりん」などの固い木が集まっていた。江戸時代からはそう

いう流れになっていた。  
     素材が豊富な所に、宗春の政策があって尾張は豊かになり、

その結果、尾張に行けば仕事がある、ということで、職人も全

国から集まってきた。  
     このように、「からくり人形」が栄えたのは、ものつくりに不

可欠なこれらの要素がうまくかみ合ったからだと見ることがで

きる。  
 
2)時代の流れとからくりの需要（パトロンとも言える人の存在

が不可欠）  
      このように、名古屋はからくり人形づくりにとって 適と

も言える環境であったことが、伝統産業として発展を遂げた

ことの大きな要因となってきたが、第二次世界大戦後のもの

不足と、混乱の中が、からくり人形作りに大きな陰を落とす

ことになった。実際、七代目の時代は、戦後で食べられない
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くらい仕事がなく、何十年かの間は、からくりの仕事は片手

間でやるくらいだった。お金がなくなると、能面を 1 枚彫っ

て知り合いに売る、というような生活をしていた。  
           こうした、からくり人形づくりにとって不遇の時代とも言

える状況を、あるできごとが大きく変えることになった。そ

れは、昭和 45 年に大阪で開催された大阪万博である。大阪

万博で、サントリーのロボット館に「茶運人形」を復元し展

示したことでマスコミにも取り上げられ、からくり人形師が

いる、ということが再び世に知られるようになったのである。

この話を聞きつけた、高山とか京都とか色々な所から仕事が

来るようになり、からくり人形づくりは再びその勢いを取り

戻すことになったのである。  
このように、大阪万博を機にからくり人形は再び脚光を浴

びるようになったが、実は、不遇の時代にあって細々ではあ

るが犬山市から需要があり、今でもからくり人形の修繕に関

する需要がある。その理由は、犬山市では、犬山保存会とい

う組織があり、保存会 13 町内の役員がつくっている。そし

て、保存会が窓口になって、次はどこの町内を修理に出した

いという希望を聞き調整をしているとのことである。  
犬山市では、県の指定文化財の補助が出る。このため、町

内は全体総額の６分の１だけで修理ができる。例えば、6,000
万円の修理代がかかるとした場合、地元の庁内の負担はその

1/6 にあたる 1,000 万円で済むと言うことである。それゆえ、

修理の需要は今なお継続している。この点は、形は違っても、

からくり人形に対する「公」の奨励と地域住民の持続的ニー

ズ（パトロン的存在）があると見ることができる。  
しかし、名古屋市内では県の文化財になっているものは 10

分の１程度のため、犬山市のように改修をするだけのお金が

ない。補助金がないため、やるとなると全部自分でお金を出

さなければならない。江戸時代であれば町々の豪商が受け持

っていたものの、現在はそうした豪商がいるわけではないの

で、費用負担は地元住民・企業が受け持たなければならない。

このため、名古屋市内のヤマは、からくり人形がのってない
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のがものすごく多く、全体（約 400 体）の中の 100 体程度に

止まっているとのことである。  
 

修理復元中の犬山市のからくり人形  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)からくり人形と朝鮮半島の文化との接点  
からくり人形には、朝鮮半島の文化を取り入れているとこ

ろが多い。江戸時代、参勤交代とか幕府の代が替わると、朝

鮮半島から雑技団を連れてきた。この雑技団が唐の格好をし

てトンボ返りなどをしながら、江戸へ上って行った。そのた

め中国の文化がものすごく入った。江戸時代にこの動きを人

形に取り入れて実現した。「離れからくり」という、肩の上

で倒立する人形などがそれに該当する。  
ただ、こうした動きはあくまでも新しい技術を生み出すた

めの参考に使っているだけに過ぎず、朝鮮半島の技術をその

まま持ち込んだものではない。  
  

4)伝承が持続する条件（１）－「作品（もの）を残すこと」  
 からくり人形の図面はない。全て頭の中である。人形は全
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て八頭身でいくと、人間よりも形のいい人形になる。だから、

例えば顔の寸法が決まれば胴が何寸、足が何寸と決まり、そ

れから動きはこうと、頭の中に入れている。何百体という人

形を見たり、修理・復元をすれば、こうすればこんな動きを

する、手首はこうして動く、扇子を上げるにはこんな渦車が

必要、とかが分かる。そういったことは全て現物で憶え、頭

に入れていく。  
 なぜ、図面はないかというと、図面を仮に残しても、使う

のは 200 年先である。茶運人形などを解説した「機巧図彙」

が 1795 年に出版されているが、これも役立っているのは今、

つまり 200 年以上経過してからである。それも、読めないよ

うな字で、寸書き、足りない寸法がものすごくある。高さが

何寸、顔が何寸程度しか書いていない単なるスケッチで、今

の人が読むのは難しい。  
      しかも、からくり人形は、すべてオリジナルなため、何百

体という人形が一つひとつみんな違う。つまり、100 のから

くり人形に対して、100 の図面がいる。山車の形態も全部違

うし、図面を残したら大量になる。しかも、使うのは 200 年

後である。それまでは人形がもつから、その間、図面の使い

道がない。だから、からくり人形師は全て頭に図面を残すこ

とにしている。  
図面を残さない代わりといえば、試作品が図面に該当する。

試作品は、全て現物で作っている。手の大きさとか、独楽を

廻すのだったら滑車を入れたい、とかあるが、それらは全て

作りながら合わせている。  
      人形は一体一体が全て違う。こういった物語を作りたいと

言ったら、山車の形態とか入形の大きさ、それに「離れから

くり」にするか「糸からくり」にするかが決められるぐらい

で、あとは現物合わせで作っていく。だから、スケッチや図

面はなくてよい。ほとんど残ってもいない。  
 確かに、技術・技能の伝承が問題になってくるが、作品を

一つでも多く、子どものために残している。「茶運」にして

も、「弓曳」にしても、「からす天狗」にしても、全て家に残
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してある。“もの”が残っていれば、絶対、大丈夫である。

図面より“もの”である。  
 

5)伝承が持続するための条件（２）材料や道具がなくならない

こと  
 からくり人形制作にとって、鯨の「ひげ」は欠かすことが

できない。鯨は魚拓がとれないから、漁師はその代わりに、

鯨の「ひげ」を残した。3m 以上あるものは、獲った鯨の大

きさが何十メートルというような証拠として。 近これがな

くなってきた。鯨の代わりになるものは考えていない。あれ

以上のものはない。カーボンが良いとよく言われるが、あれ

は竹の繊維質をぬらして固めたものでバネにはならない。  
「鯨のひげ」は、タンパク質で虫が食うことこそ欠点だが、

自由にノコギリで切れ、カンナで削れ、薄くできる。熱をか

けて 90 度曲げ、そこで固定すると、それでバネになる。こ

うした性質を持ったものは他にはない。従って、材料が無く

なることは伝承そのものが途絶えてしまうことに直結して

しまう。  
こうしたことは、道具にも言えることである。  
 

からくり人形づくりに欠かせない道具  
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6)伝承が持続するための条件（３）からくり人形ならびに人形

作りに必要な職人が育つこと 

一番心配なところは、やはり職人が今育っていないことで

ある。現状を見てわかるとおり、ものすごくやはり職人が少

ない。からくり人形づくりで代々続いているのは玉屋だけで

ある。 

また、からくり人形の場合、人形一体に対していろいろな

部材がある。漆を塗ったりとか金箔を張ったり蒔絵をしたり

とかするが、その部分で腕のいい職人が育ってない。このた

め、専門家が多い金沢、輪島に送らなければ行けないかとい

う不安がある。 

 名古屋は、もともと仏壇が有名で、名古屋仏壇というのが

あって、漆にしても金箔にしてもすべてのことが名古屋でや

れた。しかし、今ではそうした仕事がないので、職人が少な

くなっている。材料にしてもそうだが、職人が育っていない

という現状が厳しさをもたらしている。 

江戸時代中期というのはどんどん町の中に金物屋さん、仏

壇屋、漆職人がいたりとかそういったことで生業を営んでい

る人が多かった。このため、ちょっとここ金具の部分は苦手

だからだれかに頼むと、きちんとしたものができてくること

で助け合っていた。当時のからくり人形のいいものは、そう

いったことで町衆が一緒になってつくったようなものだっ

た。しかし、今は近所にそういった人がいないので、自分で

やらざるを得ない。本当に人形だけ、顔とかそういう部分の

衣装だけつくればあと金物の部分、さしがね部分とかそうい

ったものは町中できれば、もっともっといい職人がおればい

いものを供給されてくるのだが、今はそれができない。 

このため、今後職人がいなくなるというのが一番心配であ

る。本当に漆職人がいなくなったら僕らが漆塗りをはじめ、

すべてのことを自分ですべてやらなければならなくなる。特

に、漆というのも肌がかぶれるものなので、合わない人は顔

とかひどくかぶれてしまう。 
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7)伝承が持続するための条件（４）人を育てる施策を展開する

こと（張り合うことが商品の質を高めるために必要）  
江戸時代以来、名古屋祭の一町内本町がこういった人形を

つくった、隣町同士が競いながらいいものを残そうとした。

そうした張り合いが競争を生んできた。これは今も昔も変わ

らない。ただ、それに対しては昔の職人はいないからいいも

のができてくるところに心配がある。この心配を払拭するた

めには、もっと職人をもっと大事にする必要がある。職人は、

食えないからやめてしまうものだから、芸術家ばっかりに勲

章与えるのではなく、職人にも勲章を与えるなど食えるよう

な支援が必要である。国がもっと職人を大事にして、職人は

職人でいいものをつくったら、表彰するなど励みを持ってし

ごとに当たることができるような支援が必要である。 

 

     一方、現代のロボットの 先端を見るということで、本研究

会の委員である、源田委員より人の動きのメカニズムの分析と

ＣＧ化に関する報告があった。立体的な動きをよりリアルに見

せるためには、全周ベースでの人の動きの把握はもちろん、そ

れぞれの動きをする際の筋肉内部の動きについて十分把握しな

ければならないということであった。この点は、からくり人形

の手や足の基本動作を司る仕組みに共通するところがある。現

状では、３Ｄで人の動きを把握するには、アメリカ製の機械を

用いて研究しなければならならず（国産の機械はない）、その意

味では、海外からの優れた技術の取り込みということができる。 

     また、三浦工学院大学学長によれば、「ロボットはエンドユー

ザーがまだいないこともあり、開発は研究途上レベルにある。

現状のロボットは、２週間程度動かすのが精一杯のところであ

り、ほとんどの場合は一瞬動く（研究レベル）程度である。今

すぐに商用化できるところまではいっていない」とのことであ

る。 

     データは少し古いが、社団法人日本ロボット工業会がまとめ

た「企業実態調査」2001 年版によると、日本のロボットメーカ
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ー数は 1985 年の約 280 社をピークに減少しており、生産額もバ

ブル経済崩壊の影響を受け設備投資が減少していたこともあり

なかなか 7,000 億円の壁を越えることができないが、その理由

は、こうした持続性を持ったロボットの開発が未だできていな

いにところにあるのではないかと考えられる。 

 

     さて、玉屋委員の話では、玉屋委員の祖先は、江戸中期の 1734

年に京都にいた先代が現在の地に居を移し操業をはじめて以来、

尾張地域の山車からくりの製作に力を注いできたとのことであ

る。尾張藩では、からくり人形づくりを奨励し、とりわけ犬山

地域では 13 町すべてで山車に載せるからくり人形を持ってい

るとのことである。その意味では、後述する有田焼同様、江戸

時代の藩の奨励により、伝統を持つ「ものづくり」の下地が育

ち、それを地域の人がニーズ（エンドユーザー）として支えて

来た（新作、先代の作の修理・リニューアルというオーダーを

出し続けて来た）ことから、からくり人形が今なお地域の伝統

的な「ものづくり」として社会的な名声を得ているということ

ができる。また、からくり人形で用いられている技術（手足を

動かす技術、力を組み合わせることでものを動かしたり、飛ば

したりする技術）は、現在のロボット産業や、関連するＣＧ産

業につながるものということができる。 
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   2)ナノテクノロジー 

     ナノテクノロジーに関しては、有田焼の代表的な窯元として

知られる今右衛門窯の十四代今泉今右衛門氏、並びに（有）今

右衛門陶舗の代表取締役今泉善雄氏、さらには研究会の委員を

務めて頂いた勝木委員、林委員から歴史的経緯を含めてヒアリ

ングを行った。 

     今右衛門氏の話は次のような内容であった。もともと有田焼

は、有田から伊万里港、中国を経由してヨーロッパに輸出され

ていたもの、鍋島藩の殿様が使っていた色鍋島の２通りある。

ヨーロッパに輸出されていたものについては、ヨーロッパ側の

ニーズに応じて様々な用途に応じた作品を製作していた。 

江戸時代における技の伝承については、あくまでも文書に残

さず口伝えにしていた。それは秘密が漏れることを防ぐと言う

ことと、その時代の人に喜んでもらうにはその時代のニーズに

合った工夫をすることが重要であるという認識によるもので

ある。 

また、時代のニーズに応えて、製造工程で一つ便利にする工

夫を施すと一つ何かをなくすことになる。例えば、もともと有

田焼の模様はフリーハンドだったが、1650 年頃に和紙に文様を

書き、それをなぞると均質なデザインが施された作品ができる

ようになったが、それにより絵に力がなくなるという事態を招

いた。均質な中に強弱を付けることが手間暇かかることだが、

こうしたところは、作品の品格となって現れるものである。こ

のほか、制作に必要な道具類は、一つ便利になることで一つの

道具分野の業者が無くなってしまうということもある。 

柿右衛門の赤については、若い人が作業してもなかなか希望

する色が出ず、老人がゆっくりとやるとうまくいくという話が

あるが、それは技術の差ではなく、手間暇かけてゆっくりとす

るか、しないかの差である。つまり、顔料として使用されてい

る酸化鉄の微粒子がナノサイズになると鮮やかな赤になりや

すくなる傾向が古くから伝承されている。さらに、フリットと

酸化鉄の均一混合を、時間をかけてゆっくりとていねいに行う

と、上質の赤絵具になりやすい。 
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     こうした話から、柿右衛門の赤に代表される有田焼に見るナ

ノテクノロジーの技術は、標準化されたところで表現できるも

のではなく、手間暇をかけることで見いだされるものである。

こうした技術を理論として体系立てるのではなく、体験したこ

とを技能として縦割りで伝承していったのである。そして、そ

うした環境は鍋島藩の方針として、品格を重んじる作風を奨励

したことに起因していると見ることができる。 

その後、明治時代となり有田焼は問屋や直販で全国に普及し

ていった。陶器をさげて全国を回る商人は有田商人と呼ばれて

いた。そして、全国の時代のニーズに応え、伝統的に継承され

てきた技術を常に進化（進歩）させながら今の時代まで到達し

ているということができる。その点では、ロボットとの共通性

は強いと言える。 

 

今右衛門氏による説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした今右衛門氏の話を歴史的に裏付ける話として、勝木

委員は、次のように述べている。 

 

 



24 

1)有田の焼き物の歴史を変えた２つのポイント 

有田の場合は豊臣秀吉の頃に遡る。豊臣秀吉が朝鮮出兵に

行った文禄年間には唐津焼を当時の朝鮮半島の方から渡来

した人が作っていた。茶器や茶道具は、豊臣秀吉のお茶の世

界で用いられていたことから発展を遂げた。 

また、豊臣秀吉の時代には朝鮮半島では青磁が盛んで、そ

の製造技術を豊臣秀吉や九州藩の大名が朝鮮半島から持っ

てきて日本に定着させた。有田にはもともと陶器に関する技

術がなかったので、鍋島藩は技術集団を家族単位で連れてき

て、発展させた。歴史的には有田の場合はそれが１つのポイ

ントになる。  

      有田焼が人気を博すようになったもうひとつのきっかけは、

ヨーロッパとの交易である。歴史的には、中国の明の時代

（1500年前後）、そのころ東インド貿易会社といってオランダ

の貿易会社が東洋のいろいろな着物とか漆器、漆などをヨー

ロッパに輸出していた。しかし、1600年のはじめ頃、明に内

乱が発生し、中国を代表する焼き物の窯がつぶされてしまっ

た。景徳鎮をはじめいい窯の山地がつぶされたようである。

これらの窯は、東インド貿易会社が中国に特注をさせていた

エリアとなっていたが、窯をつぶされてしまったため、中国

の焼き物がヨーロッパに輸出できないということになった。

このため、東インド貿易会社は、中国の代わりに有田の焼き

物に目をつけたというところが次のステップになっている。

その時は、日本はちょうど江戸時代の鎖国のころだった。し

かし、江戸幕府の当時の唯一の海外交易の窓口となっていた

長崎・出島に近いこともあり、有田の焼き物の輸出が急激に

始まったというところが歴史的には２つ目のポイントになる。 

 有田の場合は、特に長崎の近く、出島に近いものことから、

ほかの地域と違って、１つは鍋島藩が長崎の出島警備のため

に長崎市の出島の入り口、港のところに警備で鍋島藩の出張

所があった。このため、いつも海外の文化に技術が接するの

は結構鍋島藩は近かったようである。陶磁の方も顔料を中国

から輸入することも、陶磁器に関するいろいろな情報の入手
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も鎖国時代であっても鍋島藩は可能だったことの影響は大

きかったのではないかと考える。鎖国のときに、中国の内乱

があって窯がつぶされ、東インド貿易会社が、日本に求めて

こなかったら多分今の有田はなかったのではないかといえ

る。 

 

2)有田焼における海外との融合 

      1)で述べたように、鍋島藩は出島警備のために、出島の入

り口、港のところに警備目的の出張所が会ったことから、江

戸時代、長崎の出島を経由して、オランダ、中国などの文化

とか技術が有田に入ってきた。そうした海外の文化技術と日

本の和の技術、文化がだんだん融合して、いわゆる和洋中、

それが一体化していろいろなデザイン、形が完成してきた。 

      そして、完成の水準を上げたのは、この前から議論さてい

る、パトロン的な存在であった鍋島藩の殿様の力が大きかっ

た。献上品といって大名が使うような一級品をつくらせるよ

うな製作をさせていたことが完成品のレベルを上げていた。

おそらく技術が完成されてきたのは、そうした要因が も大

きかったのではないかと考えている。 

 有田焼の場合は、日本独自でなくて、海外の文化技術との

融合といえるであろう。豊臣秀吉ころから見れば約300年、

融合しながらやってきたというところが１つの大きな歴史

的背景といえる。 

 

3)有田焼の特徴 

      もともと有田というのは少量多品種の生産に特徴がある。

特に陶磁というのは、同じものでも、輸出品で見ると、江戸

時代は同じものは50個もつくっていなかったと考えられる。

これが、大量生産であれば、現代の科学技術のシステムを使

って製造することになるが、有田焼は多品種少量生産が基本

だったので、分業制で働く職人肌的な人たちがじっくり考え

て、品物を納める先の殿様とか海外への輸出品をつくってい

ったのではないか。そのために、技術を極めることができた
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のではないか。 

      それから、もう１つ、有田の場合、今右衛門さんのところ

などももちろんそうであるが、「一子相伝」といって大体技術

を長男が守るというのが基本である。そう意味では、有田焼

の場合は技術が閉鎖的で、今でもそうだが、あまりつくり方

は、土地柄オープンにしないところがある。それゆえ、焼き

物としては似たようなものがあるが、その途中の工程がなか

なかわからないと思いますね。こうしたことも、後に続く人

が技術の次のステップに高める力になったのではないかと考

える。 

もっとも、有田でもいまでは陶磁器に関しては、陶業と陶

芸があって、今右衛門クラスは陶芸の方になる。陶芸は、芸

術家と見なされている。しかし、陶業は数をたくさんつくる、

そういうところが陶芸と違うところである。 

 

有田焼の土の採掘現場（現在は使われていない） 
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4)有田焼の人材育成 

今でも有田には伝統工芸師がいるが、これは試験を受けて

ある程度のキャリアがないと認定しない。同じような認定制

度は、ろくろの部門でもあるし、絵つけにもある。このため、

そういう資格制度は分業された仕事それぞれについてずっ

と続いてきた。江戸、明治、昭和と長年にわたり受け継がれ

ている。こうした背景から、有田陶器市は、もともとは技能

者のレベルを評価する、あるいは技能者の技術のレベルを高

める品評会として 初始められたとされている。今はすっか

り当時の趣旨と違ってきている向きはあるが、有田陶器市は、

ちょうど100年、102回ぐらい続いている。 

 しかし、 近では、こうした分業制のところの技術を極め

るという形はあまり見られなくなってしまっている。昔であ

れば、ろくろ10年、絵つけ万年とかそういうふうな大変な修

行の末に技術を獲得するというものであったが、 近ではそ

うした修行があまり行われていない。 

有田では、陶磁器に関して有田、伊万里、唐津などの組合

が集まった組織でペーパー試験や実技試験を行っている。し

かし、昨年の伝統工芸師の試験があったが、ろくろについて

は、受験者がいなかった。過去を通じて初めてのことであっ

た。絵つけの方は何人か受験者がいたが、こうした状況を見

て、有田では、人材育成をどうするかということが問題にな

っている。昔は、昔は伝統工芸師の資格をとると結構給料が

高かったらしいが、今は陶器産業自体が落ち込んできている

ため、そうしたメリットは少なくなっている。 

 

    一方、金箔づくりから、現在のナノテク技術の先端を歩んでい

る福田金属箔粉工業の林社長（本研究会委員）は、自社の歴史を

含め、ナノテクノロジーに進むきっかけについて、次のように語

っている。 

1)福田金属の経営の基本姿勢 

 会社創業 305 年であるが、初めの 200 年は家内工業的な金

箔・金泥の製造販売で、室町松原の現在の登記上本店で職人を
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集めて製造・販売していた。初代・福田鞭石(俳諧師)が西暦 1700

年(元禄 13 年)、2 代目・福田練石（俳諧師）が、家訓「家の苗」

を作成し、これが連綿と精神的バックボーンとして経営に生か

されている。 

「忍の字は身の内の主なり 不断に七情の来客あり 

よく考えいずれも忍のあしらひ方 第一其品々 しるし

がたし」 

「いろいろな客があるがよく考えて応対し、 

気持ちよく接するためには堪忍のもてなしが第一」 

 

     誠実な商いをといている。賭けは用心しないと危ない。賭け

は増えるものである。万一、失敗したときは、思い切りが大事

という気持ちで臨まなければならない。 

     質素倹約は商人必須の条件として「倹約を第一 身をよく考

え くらし方に心を付く可し」と石田梅巌の教えを例に、無駄

な経費を省き経営に専念することを説いた。 

     物惜しみやケチとは違うことをとき、堅実経営と社会性重視

を柱としたものを制定し、21 世紀ビジョンで「身のたけにあっ

た経営」という形で投げかけている。 

また、２代目の社長が昭和の初期に言っていた。「大体意図

して商品化したものは売れてない。こんなものどうしただろう

と言っていると、ほかからこんなものできませんかとお伺いの

もとに広がっていく。」という言葉に代表されるように、ニー

ズというよりもシーズを先につくっていたがゆえに現在があ

る。 

 

2)福田金属における２つの転機と現状の業務 

第 1 の転機は、明治の末期に、京都市内から現在の京都工場

である山科工場を作り、大量生産できる体制を図るが、製造方

法は機械的粉砕のみであった。箔については圧延機を導入し拡

大を計るが、専売公社のキモ入りで別会社化している(現在の

日本製箔)。 

 第 2 の転機は、昭和 10 年前後に軍部の意向を受け、京都帝
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国大学の技術協力を得た電解銅粉の製造である。その技術を利

用しての電解銅箔の製造で電気化学的製造への展開、その他軍

需用鉄粉、アルミ粉などの製造を行っていったところにある。

当時は、電解銅箔は作ったが、銅板のかわりぐらいできるか、

というぐらいでしか見てなかったが、昭和 30 年代になると、

海外からの新用途開発により、従来の製造技術を活かして拡大

がなされた。昔の技術をある程度温存しながらいろいろと金属

粉末の製造方法をずっとトライして、何に使えるかというよう

なところがあったが、戦後だと粉末冶金という形で凹成形する

というような形ができるようになってきて、用途拡大し現在ま

でずっとやっている。 

     戦後になって、主なものとして、平版印刷用真鍮粉、プリン

ト配線板用電解銅箔、アトマイズ粉末使用により粉末冶金製造

法の拡大、家電業界活況によるブラシ用途の拡大となり、現在

に至っている。 

     これら全ての企業化するうえでの設備設計技術が自社内で製

作することにより、隙間産業において非常に安価に設計、製造

してきており、大企業が大量に生産するほど量がなく、しかも

粉末製造方法においてあらゆる製法を駆使できることで存在感

を高めてきた。 

昔の技術を残していたということは、現在の中で生かされて

いるところがあると考えている。その中では効率とかいろいろ

な議論があるだろうが、少しずつ改善させてきている、そうい

うことが大きなポイントになると考えている。 

 

3)人材育成に関して 

もう一回トライしていけるような職人わざ、からくりの歯車

のような例えば木の組み方１つでみてもいろいろな材料を合

わせてやられる、ああいうとらえ方にもっと我々執着してやら

なければいけないと考えている。 

     確かに設備は少しずつ変わっているし、職人自身も例えば測

定器より職人の腕の方がはっきりしている。粉を落としてこう

やったら、この粒子はこのぐらいの大きさだといって、それを
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今度ははかると、大体当たっていた。それほどやはり職人のわ

ざが生きていたことは事実であった。それを今一生懸命慌てて

数値化しているが、その差は確かにある。しかし、今、こうし

たことができる人がどれだけいるかといったら、わずかになっ

ている。 

例えば、新入社員にはそんなに大きな粒子をきっちり会得で

きないが、こうやって粉をおいてこうやってみろと、どっちが

粗いかわかるだろうというような話はする。そして、新入社員

も区別はできる。しかし、今の人は感性が鈍くなってきている

というところがあるので、いかにこれから教えていくかという

のは重要な話である。 

     箔の場合でも大体こうやっている、大体厚みがこれぐらいか、

というのはわかるが、もっと昔であれば、見ているだけではな

く、見ていたらわからなくても、そのものを手の感覚で厚さが

わかったものである。今おかしくなりかけているのではないか。

そのおかしくなっているものは今いろいろと光を当てて乱反射

によってその形状は追いかけている。見ているだけでなしに、

自分の感覚というものを持たせる、これが今必要だということ

だと言える。昔の人はそれを体で覚えろということで人材育成

をしてきたが、今はそこまでできていない。まずこれでいける

だろうということをいろいろとやっている。 

     また、もっと全体を理解させることをしなければいけないの

ではないかと考えている。例えば今は、いろいろと分野に分け

過ぎているきらいがあって、全体的なことを理解させることを

やらなければならないと考える。世の中忙しいからという言葉

で置き換えてしまうといけないのだろうが、そのあたりがどう

もないがしろになってきている。 

     やはり日本は、ものをつくって、そしてそれを海外に売ると

いう加工貿易の国であるということを日本の人みんな忘れてい

るのではないかと感じる。そこの原点に戻らないと、それに伴

うものづくり、人づくり、心づくりというというのは実現する

ことができないのではないか。１億3,000万の人間を食べさせる

にはやはりものをつくって、ないものをもってきて、価値を上
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げて売るということの基本的にはやはりものをつくるという部

分、その基本をやはり教育から教えていかないといけない。 

 

4)経営は家訓通りでないこともある 

結構京都の企業においては結構多いが、家訓的には賭けをし

ないということになっているのだが、現実にはやはり賭けして

いる。というのは、明治の末期から大正のはじめにかけて１年

分の売上以上の費用をかけてドイツからその機械を買ってい

ることでもわかる。それは、本当に鉄製の機械なのだが、それ

を今度日本で見たときに、それを図面化して木製だとか、それ

からその木製の先だけは鉄で変えているとかいろいろな工夫

をしている。臼の場合も石臼を使っていた。日本が持っている

技術のすごさというのは、欧米から新しい技術が入ってきても

理屈さえわかればそれを形に再現できるというところではな

いか。 

 

   ②調査結果の考察 

    1)からくり人形 

     名古屋、犬山におけるからくり人形の歴史を見ると、大きな

ターニングポイントが４ヶ所あることがわかる。江戸中期、明

治初期、第二次世界大戦後、大阪万博以降である。 

     このうち、江戸中期に関しては、２つの大きな出来事があっ

た。一つは、玉屋委員からも話があった、1730 年代の尾張徳川

家の取った「民とともに世を楽しむ」政策である。そして、玉

屋委員の話には出てきていないが、名古屋大学名誉教授の末松

氏が指摘している東西交流（日本とヨーロッパとの交流）であ

る。末松氏によると、水銀による重心の移動システムは段返り

人形が 初で、それがヨーロッパに伝わりフランスの段返り人

形を生むきっかけになっており、逆にスイスで開発されたシン

ギングバード（鳥のさえずり人形）は、その後 19 世紀半ばに田

中久重氏が和風に仕立て直している。ナノテクノロジーのとこ

ろでも説明があったように、鎖国時代にあっても、出島を通じ

て日本とヨーロッパとの交易は多少あったとされており、から
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くり人形の分野においてもそうした交易を通じた技術交流がき

っかけでからくり人形が大きな発展を遂げることになったので

はないかと考えられる。 

     そして、第二のターニングポイントは明治初期である。これ

もナノテクノロジーと同じで、藩の後ろ盾もあって栄えてきた

からくり人形づくりが藩の制度の崩壊に伴い地元住民の支えで

自らの産業の勢いを維持しようとしたのである。幸い、愛知は

原材料の産地が近いうえ、犬山市のような地域ぐるみでからく

り人形の需要を支える動きがあったことが、からくり人形の衰

退を防いだということができる。 

     次に、第三のターニングポイントは、第二次世界大戦である。

この大戦は、愛知県周辺は大きな被害を受け、人々はまず自ら

の日常生活の立て直しを重視せざるを得ない状況に追い込まれ

ていた。しかも、原材料の輸送もままならないため、からくり

人形を作ること自体無理な状況にあったといえる。このため、

からくり人形の需要も大きく低迷し、この時期に廃業を決めた

人も多く、産業として成立困難な時代を迎えたといえる。 

     そして、第四のターニングポイントが大阪万博である。大阪

万博では、地域文化の再発見、情報発信が盛んに行われており、

からくり人形をはじめ、阿波踊りのような地域の伝統芸能に光

が当てられた。これをきっかけに、からくり人形が再評価され

るようになったと言える。また、200 年前の先代が作ったから

くり人形が修理の時を迎え、地元住民からの発注が増えてきた

ことも、注目を集めた一因と言える。 

 

     以上の検討をもとに、１章で設定した要因仮説を縦軸にそれ

ぞれの仮説に該当する項目と時代との関係を図示すると、次ペ

ージの図のようにまとめることができる。これをみてわかるよ

うに、ターニングポイントに大きな影響を及ぼしているのは、

現場の強み（要因仮説１）、社会的風土・土壌（要因仮説３）で

あり、商品（もの）の強み（要因仮説２）、社風・伝統・倫理観

（要因仮説４）はあまり影響を及ぼす要因とはなっていない。 
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    2)ナノテクノロジー 

      ナノテクノロジーに関しては、有田町（有田焼）と京都（金

箔）の２件のヒアリング結果をもとに、要因仮説の検証をし

ていくことにする。 

①有田のケース 

まず、有田における有田焼の歴史を辿ると江戸初期、明治

初期、昭和以降の３つのターニングポイントがあったといえ

る。 

このうち江戸初期は、1591 年に豊臣秀吉が朝鮮出兵をした

前後に、鍋島藩が朝鮮半島の技術者を日本に連れてきて陶器

の技術を発展させた。そして、1600 年のはじめ頃に隣国の明

に内乱が発生して、当時の有力な窯がつぶされてしまい、ヨ

ーロッパ向けの陶器が東インド会社経由で輸出できなったた

め有田が注目されたことも有田の陶器が発展した大きな要因

である。さらに、有田の陶器の輸出を後押ししたのが、長崎・

出島の警備をしていた鍋島藩である。鍋島藩が出島の警備に

当たっていたのは、単なる偶然ではなく、むしろ鍋島藩の貿

易を通じた藩振興の戦略であったと推察される。 

      そして、第二のターニングポイントは明治初期である。こ

の時期は、からくり人形同様、これまでの藩の後ろ盾がなく

全国を巡って人形芝居をする

ひとつひとつオリジナル 日用品と一線画す（芸術品）

大量生産と一線を画す部分が存在

要因２：商品（もの）の強み 個々の仕事のプロが集まる

ものを残す（図面は残さない）

仏壇づくりが盛ん

要因３：社会的風土・土壌 互いに競い合う土地柄

尾張藩主奨励

材木の集積地

人形作りに関連するプロが集まる

藩の後ろ盾はなくなったが、犬山市
は地元と、行政支援が継続

要因４：社風・伝統・倫理
観

職人はしごとがないと職人を辞めてし
まう

雑伎団から離れからくりのヒントを得
る

大阪万博での紹介（一躍脚光浴び
る）

はターニングポイントとなった時期

特殊要因２：もの不足

特殊要因３：大阪万博での
紹介

第２次世界大戦によるもの不足によ
るからくり人形師廃業

調査地（愛知県名古屋市、犬山市）

大阪万博後 課題具体的要因 室町後期 江戸初期 江戸中期 江戸後期 明治初期

特殊要因１：海外文化伝
来

要因１：現場の強み

昭和以降 第二次大戦後
明治中期～

後期
大正

尾張のからくり人形づくりの
成熟期

約200年後にリニューアルなど、ニーズ顕在化

もの不足、道具
不足で廃業相次
ぐ

人材が限られていて、
基礎研究が脆弱（ロ
ボットテクノロジー未成
熟の一要因）

海外との技術交流盛ん



34 

なり、自ら販路を求めて営業活動をする必要に迫られていた。

そして、今右衛門や柿右衛門のように芸術品として珍重され

ていたものは、新たに販路を拡大することなく営みを続ける

ことができた。一方、そうしたブランドがない事業者は、見

本市や行商といった販売手法を駆使して、事業の維持・拡大

を図っていった。 

      そして、第三のターニングポイントは、昭和以降、とりわ

け戦後である。今右衛門や柿右衛門の芸術性を研究していく

中で、赤色の色づけ手法が実はナノテクノロジーの技術に結

びつくものとして評価されるようになったのである。 

 

     以上の検討をもとに、１章で設定した要因仮説を縦軸にそれ

ぞれの仮説に該当する項目と時代との関係を図示すると、以下

の図のようにまとめることができる。これをみてわかるように、

からくり人形同様、ターニングポイントに大きな影響を及ぼし

ているのは、現場の強み（要因仮説１）、社会的風土・土壌（要

因仮説３）であり、商品（もの）の強み（要因仮説２）、社風・

伝統・倫理観（要因仮説４）はあまり影響を及ぼす要因とはな

っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地（佐賀県有田町）

要因１：現場の強み 多品種少量生産 日用品と一線画す（芸術品）

大量生産と一線を画す部分が存在

赤色へのこだわり

要因２：商品（もの）の強み
朝鮮半島から家族単位で専門家を連
れてきた

要因３：社会的風土・土壌 閉鎖的土地柄

鍋島藩主有田焼奨励

藩の後ろ盾なくなり、海外のニーズも
わからなくなり、陶器市、行商で活路
を見いだす

要因４：社風・伝統・倫理 長男だけが技術受け継ぐ

明で内乱発生し、中国の有力窯元が
大きな被害にあう

鍋島藩出島警備

特殊要因２：分業体制確 長男だけが全体を理解

はターニングポイントとなった時期

昭和以降

特殊要因１：長崎、中国、
韓国に近い

室町後期具体的要因 課題江戸初期 江戸中期 江戸後期 明治初期
明治中期～

後期
大正

欧州の動向を把握し、先を見通す

販路拡大を志向（大衆化）

二極化（高級維持） ナノテクとして脚光

鍋島藩の強い後ろ
盾
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    ②京都（福田金属箔粉工業）のケース 

有田の場合と異なり、京都の場合は福田金属箔粉工業１社

の歴史から見ることになる。 

      第３回研究会、並びに林委員の寄稿からもわかるように、

福田金属箔粉工業の歴史を見ると、２つのターニングポイン

トがあった。一つは、山科工場建設であり、もう一つは電解

銅粉および電解銅箔の製造である。 

      第一のターニングポイントとなった 1895 年の山科工場の

建設は、それまで販売を家業としていたところを 1879 年に真

鍮粉の製造に取りかかり、その延長で山科工場設置に踏み切

ったものである。２代目の家訓が出されてほぼ１世紀を経た

ときに、大きな賭けに出たのである。 

      そして、第二のターニングポイントは第一次世界大戦であ

る。1910 年に当時の陸軍が京都大学との連携を通じた銅粉技

術の研究を促し、それを行った結果が、現在の成功の原点と

なっている。今では、産官学の連携による技術開発というの

はさほど珍しくないが、当時としては画期的な試みであった

ということできる。他には頼めない、どこでもやれないとい

う技術を既に持っていたからこそ成し遂げられたものであり、

昔の技術を大事にするという家訓がここで生きていると言え

る。 

 

     以上の検討をもとに、１章で設定した要因仮説を縦軸にそれ

ぞれの仮説に該当する項目と時代との関係を図示すると、次ペ

ージの図のようにまとめることができる。 

これをみてわかるように、本ケースは個別企業の歴史的な流

れなので、有田のケースと同様に見ることはやや難しいが、タ

ーニングポイントに大きな影響を及ぼしているのは、現場の強

み（要因仮説１）、社風・伝統・倫理観（要因仮説４）であり、

社会的風土・土壌（要因仮説３）であり、商品（もの）の強み

（要因仮説２）、はあまり影響を及ぼす要因とはなっていない。 
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山科工場建設、真鍮製造本格開始

金箔製造開始

電解銅粉製造

ニーズよりシーズを先に作る

要因２：商品（もの）の強み

要因３：社会的風土・土壌

要因４：社風・伝統・倫理観 誠実な商いをする、賭けはしない

昔からの技術を大事にする

京都帝国大学との連携

はターニングポイントとなった時期

調査地（京都市）

課題

要因１：現場の強み

特殊要因１：軍部からの要請

具体的要因 江戸初期 江戸中期 昭和以降 第二次大戦後江戸後期 明治初期
明治中期～

後期
大正

共同研究で電解銅粉製造成功
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３章 要因仮説の検証 

  3.1 調査対象地における仮説の検証 

「日本のものづくり」が、欧米や諸外国に対して、過去、現在、

未来においてどこに強みがあるのかを、ロボット及びナノテクノ

ロジー分野を例に検証を行った。ロボット分野とナノテクノロジ

ー分野は、国際的に、日本がその 先端にあると自他共に認める

分野である。しかし、その優位性が、果たして一時的なものなの

か、今後も持続し得るものなのか。借り物やただ乗りといわれて

きた従来の欧米追従の延長にあるのか。本委員会では、歴史的な

視点、社会・風土の影響、研究・開発・製造の現場の状況、そこ

で作られた商品・モノの特徴などについて、検討を行った。  
 

（１）ロボット分野  
からくりのような日本的な伝統芸能が、世代や国内外を問わな

い、ロボット的なものを理解する社会的土壌を形作ってきた。か

らくりは西洋のオートマタなどとは異質の、極めて大衆的な存在

であり、作られる目的も大衆のためであった。江戸時代から９代

続く玉屋委員のような「からくり師」が作ってきたからくり人形

は、誰でもが概念としてだけでなく、実体としての機械人形（か

らくり）の存在を実感できることにより、一般の人でもロボット

的なモノに興味を抱く社会を育んできた。  
事実、からくりが盛んな中部地域では現在でも工夫や発明に対

する社会の関心が高く、企業や小中学校などを問わず、そのよう

なイベントやボランティア活動が行われている。また、からくり

は、西洋のオートマタのように一部の貴族や上流階級に向けられ

て作られたモノではなく、大衆芸能の一つとして当初から一般大

衆を喜ばせるために作られていた。（図参照）このような「もの

づくり」は、からくりに限らず、平和な江戸時代の社会にあって

「技術の大衆化」が進んだ「日本のものづくり」の特徴である。 
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また、ロボットおよび次代のロボット概念を、日本で創作され

るロボットに関する漫画やア二メ、映画などが、広く社会に普及

させている。鉄腕アトムのような西洋型ロボット（注１）に呼応

した新しいからくり～日本型ロボット（注２）の概念が、漫画や

アニメにより実体はないが、からくりのような日本の伝統や風土

と結びつき、社会的に広く受け入れ、また日本におけるロボット

研究の裾野を広げてきた。大学や企業でロボットを研究する者の

ほとんどは、研究者となった理由に、こうした日本だけの状況を

指摘している。  
また、未来的なロボットのイメージを社会が理解することによ

り、産業や工学的なロボット研究・開発だけでなく、医療やバイ

オ、デザインのような欧米ではなかなか実現しない他分野との連

携が行われやすい状況が作られている。源田委員の行っている人

間の所作のＣＧ化データの蓄積は、人間の表情ロボットに移植さ

れつつあり、将来的なロボット開発とクロスする。また山中委員

が行ったロボットのデザインは、工学的なロボット開発技術者に、
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デザインからの機能イメージを与えるものである。  
そして、教育機関や企業が、ロボットコンテストやロボットキ

ット、おもちゃなどを社会に提供することにより、誰でもがロボ

ットを見ることが出来、実際に手にできる。特におもちゃなどで

販売されるヒューマノイド型ロボットは、日本のロボット研究・

開発の特徴として、欧米ではほとんど見られず日本の独壇場であ

る。実際に販売されたアイボやＣＭ等に登場する asimo に代表さ

れる日本型ヒューマノイドロボットの研究・開発は、知能化機械

システムとして 高度のセンサー及び知能・制御、駆動技術の統

合によって完成するものであり、その将来的な重要性が高い。ま

たからくりと同様、ロボットに対する社会啓発的価値も極めて高

く、良い循環を生んでいる。ロボット分野は、将来的な日本の先

端技術であるという認識が、上記のような要因により醸成されて

おり、教育もふくめ、あらゆる場で次世代の子供達や若者達に伝

えられている。ロボット分野を推進するための社会的・国民的理

解の状況が形成されているといえよう。  
産業分野においても、世界の産業ロボット（注３）設置台数約

８２万台の内、日本には４５％弱の約３６万台が設置され（０４

年度）、またそのほぼ半数は日本製の産業ロボットである。すな

わち、研究開発や概念だけでなく、世界 大の使用国であり、生

産国でもある。かつて、製造現場に導入された産業ロボットに、

アイドルの写真を貼り名前で呼び合っていたのは有名な逸話で

あるが、現場において、ロボットを単に人間と代替する「機械」

として扱わず、「道具（注４）」のように現場に合わせて、人に合

わせて、使いやすく、より良く、改良する行為は、産業ロボット

に限らず日本の生産現場のあらゆる所に見られる。業種にもよる

が、日本の製造ラインの内製化率はほぼ 100％に近く、海外メー

カーは６～７割程度であるとのことである。内製率が 100％であ

るから、壊れてもすぐに直せる。生産性を上げるための改造がす

ぐに行えるのである。プロダクトイノベーションが言われるが、

現場に蓄積された智恵と技を活かした、日本のこの製造現場の持

つプロセスイノベーションこそが、日本のモノづくりの強みであ

ろう。  
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（２）ナノテクノロジー分野  

福田金属箔粉工業の見学と討論で明らかになったように、長い

年月で培った金・銀・銅における箔粉技術の経験の蓄積と自信が、

他では出来ない、引き受けない技術開発につながっている。また

その技術開発を持ち込まれるネットワーク・情報も、その信用と

自信が培ってきたものであり、欧米型の「サプライチェーンマネ

ジメント」のようなＩＴ技術を駆使して、単に商品の調達、製造、

物流、販売を効率化させるのではなく、さらに進んだ市場や社会

ニーズまでを情報として捉え、販売や物流、製造現場、開発まで

遡らさせることのできる、日本型デマンドチェーンマネジメント

（注５）とでも言うべきものだろう。この情報ネットワークは、

勝木委員が、明治期の伊万里（有田焼を伊万里港から輸出したこ

とから、伊万里の名前が冠せられた）が藩御用達の高級品から、

時代に合わせた民生品としても対応できた要因の一つとして、富

山の薬売り方式の採用をあげた。地域のニーズや好みを彼らが生

産地に知らせ、それに応じたのである。  
実は、ヨーロッパに輸出される伊万里も注文生産による多品種

少量生産であったから、それは生産方式としては難しいことでは

なかった。また伊万里といえば、当時は日本で 高級の焼き物で

あるが、決して他の地域の焼き物を駆逐するようなことはなかっ

た。江戸時代の社会体制は、幕府はあっても地域の統治は、地域

に委譲されており、それぞれの地域がそれぞれの繁栄を競い合い、

共存できる社会が出来ていた。焼き物でも伊万里を頂点として、

今日その美を民芸と呼ぶ、各地域の焼き物が異なる良さ、美意識

で「Ｏｎｌｙ Ｏｎｅ」を競い、共存していた。  
さて、林委員が述べたように、決して時代のニーズ、社会のニ

ーズを自分たちだけで先取りしたのではなく、その長い年月の中

に培ってきた「箔粉であれば福田」という信用と信頼のネットワ

ークの中で、他には頼めない、どこもやらない技術開発を打診さ

れ、それをプライド、自信として受けたことが、世界中に箔粉を

扱う企業はたくさんあっても、福田金属だけの「Ｏｎｌｙ Ｏｎ

ｅ」の技術につながった。玉屋委員の先祖も、明治期にからくり
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が廃れたときには、「龍吐水」というポンプ製造業者としてカン

バンを出していた。時代に合わせ、社会のニーズに合わせ、持て

る技術を活かして融通無碍に、臆することなく、新しい分野に領

域を広げていけたからこそ、現代に続いてきたと言えよう。福田

金属も 新の技術分野に臆することなく、元禄から続く伝統の産

業として、福田金属が培ってきた箔粉の経験的技術の蓄積をベー

スに、それを現代の科学や技術の裏付けにより、機械化できる技

術に実用化していったのである。ロボットを使った製造現場で行

われたと同じ、経験の蓄積された現場からのプロセスイノベーシ

ョンが強みとなったといえよう。欧米型のプロダクトイノベーシ

ョンによるベンチャーが言われるが、このような日本型のプロセ

スイノベーションを生む、現場を中核にした大学等との結びつき

によるベンチャーの活性化がもっと行われるべきである。  
結論としては、日本のモノづくりが欧米や諸外国とは明確に異

なる特殊な要因があり、それが大きな強みとなっており、その要

因をさらに伸ばすことで、強みの持続性は極めて高いと結論され

る。  
 
（注１）機械文明の究極として未来社会において人間に変わるモノとし

て生み出された概念。人間とは敵対するモノである。  
（注２）日本型ロボット～泣いたり悲しんだり、失敗したりするからく

りの延長上にあるロボット。人間とは共生できる関係。  
（注３）工学的なロボットの現代的定義は、「ロボット技術を活用した実

世界に働きかける機能を持つ知能化システム（２１世紀におけ

るロボット社会創造のための技術戦略調査報告書）」であり、「セ

ンサー技術」と「知能・制御系技術」、「駆動系技術」を構成要

素として持つ「知能化した機械システム」とされる。この定義

でのロボットには、従来の産業ロボットの他に、日本が優位に

あるセンサー技術や駆動系技術による自動車や情報家電に組み

込まれた機械システムが含まれる。  
（注４）道具化～日本人はからくりを単なる機械とは見てこなかった。

和時計にしろ、からくりにしろ、機械に人間が合わせるのでは

なく、人間に機械を合わせてきた。日本人は道具を大事にする。
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道具は、一人一人の人間の体や手に合わせて作られる。手入れ

をし、なじんだ道具を使うことにより、人は個々の能力を、そ

れぞれに高めることができる。道具は、使い込まれた美しさを、

機能美を持つ。現在でもスポーツ選手の靴やウエアを見ればわ

かる。自分たち合わせた道具、使いやすいように育てていく道

具。機械でも工場でも同じではないだろうか。一人一人が使い

やすく、働きやすく、能力を高められる機械、場所に、自分た

ちで考え、育てる事の出来る国が日本であろう。  
（注５）このような社会的ニーズを取り込む情報ネットワークとして、

商社のような日本的な企業体系があげられる。富山の薬売り型

は、回遊式情報収集方式であり、営業マンは定期的に担当地域

を周り、現場の消費者らの声や状況を収集・把握する。富山の

薬売り型情報収集は、アナログ的に変化の度合いが小さい地域

において、変化を時間的に蓄積しデジタル的にできる。交番型

は、変化が大きい情報や経済の中心である長崎や江戸、大坂、

京等におかれた定置型情報収集方式で、すぐに 新の情報を仕

入れることが出来、また情報を持った人はそこへ知らせること

が出来る。また交番のお巡りさんは、地域を回遊することで、

富山の薬売り型も併用でき、大きな変化も小さな変化にも対応

できるのである。  
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  3.2 結果のとりまとめ（要因仮説の検証結果） 

今回の調査を通じて明らかになったことは、下記の通りである。 
地域における「ものづくり」の強みが、現代社会における先端

技術の独創性、高い競争力に反映していることを、ロボット、ナ

ノテクノロジーをケーススタディとして歴史的に検証した結果、

地域ブランドを形成している地域のものづくりの強みは、現場の

「強み」、経営、社会を要因としていることが検証できた。  
言い換えると、４つの要因仮説は検証の結果、次のように検証・

反駁された。  
 

  ＜検証された仮説＞ 

①現場の強み 

 ・現場の強みは、今回ロボット、ナノテクノロジーのいずれに

おいても極めて重要な要素として指摘できる。 

 ・特に、外の技術に頼るのではなく、自ら向上心を持って、着

実に進化を遂げていくというところは、まさに現場自体に力

があるから、言い換えると現場の職人、技術者一人一人に力

があるからできるものである。 

 

②経営 

 ・これについては、要因仮説４の「社風、伝統、倫理観」に組

織の長の眼力・判断力が加わって「経営」という形で再編成

した。 

 ・社風、伝統、倫理観というのはいずれも組織の存立に当たる

基本的姿勢であるが、今回の調査を通じて、それは要因のご

く一部であって、実は組織の長にあたる人物の自らの組織を

見る目、あるいは社会を見る眼力こそが も大きな要因では

ないか、という結論に達した。 

 ・このため、ここでは、要因仮説の４を一部手直しして「経営」

という表現を用いることとした。 

 

③社会 

    ・これについては、要因仮説３の社会的風土・土壌を言い換え
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たものである。 

    ・ここでいう「社会」とは一般大衆という意味だけでなく、江

戸時代の地域のものづくりに対して様々な形で支援し続けた

藩（からくり人形で言えば尾張徳川藩、有田焼で言えば鍋島

藩）のことも含めた総称である。 

    ・今回ヒアリングを行ったところはいずれも、社会の支援無く

しては今がないということができる。 

 

  ＜反駁された要因仮説＞ 

   ①商品「もの」の強み 

    ・商品「もの」の強みというのは、一見すると要因の一つの用

に見える。 

    ・しかしながら、商品「もの」の強みは、結局現場の強みや経

営判断、社会の支持により強さ、弱さが決まってくるもので

あって、ものそれ自体が強い、弱いという性格を持っている

ものではない。それは、歴史的な検証をした結果からも、明

らかである。 

    

こうした点を踏まえたうえで、それぞれの要因についてさらに

事例調査、ヒアリング調査、研究会における各委員の発言などを

もとに、詳細に示すと以下の通りである。 
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要因１：現場の「強み」  
    ①自ら進化していく  
     ・外からの刺激（例えば、競争の発生）といった形で進化す

るのではなく、自らの向上心、改善意欲、異なるものを取

り入れる柔軟性に基づき進化を遂げてきた。  
・これが、マニュアルを超えて、現場が進化する要因である。  
・現場が自ら進化するだけでなく、再現力・気づき力を持っ

ていた。  
 

    ②チームワークが機能する  
     ・一人の力ですべての仕事をこなすことにより作品を作って

いくのではなく、周りにいる組織のメンバー、あるいは別

の組織にいるメンバー（そのメンバー、その道のプロ、専

門家である）同士が力を合わせ、一つの作品を仕上げてき

た。  
・崇高な目的を持ったグループがいて、そうしたグループが

活躍でき、今につながっている。  
 

    ③高度な労働者がいる  
     ・もともと高度な技術を持った人が外から何らかの事情でや

ってきて、今の場所に定住するようになった。  
・そして、何代にわたって活動しているうちに、「ものづくり」

のブランドを獲得するようになった。  
・再現力に優れ、ばらつきが少ない、ミクロへのこだわりが

あったのではないか。  
     ・これだけは、よく知っているという「もの」への誇り、プ

ライドが強かった。  
     ・時代が変わっても技術とものが生き残るという強い意志を

持っていた。  
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要因２：経営  
    ①不易流行の峻別が可能  
     ・時代の流れというのは江戸時代にもあったであろうが、そ

うした「はやりすたり」の流れをくみとり、それに対して

適切な対策を立てることで、自らに降りかかってきたリス

クをうまく回避してきた。  
     ・ニッチといわれる分野であっても、その領域に市場可能性

があるならば、ニーズ獲得のために力を注いできた。  
 
    ②ニーズ／価値を先取り  

・特定の商品に依存しない、細かいニーズにも対応するとい

う、多品種少量生産への対応も行っていた。  
・不易流行の峻別ができ、しかも進取の気質旺盛な経営のト

ップが、社会ニーズ／新しい社会の価値のパラダイムを予

見し、対応してきた。  
 
    ③目利き、全体を見る目あり  
     ・社会の変化、予兆を感じ取って、それを現場や販売の場に

フィードバックする仕組みを持っていた。あるいはそうし

た能力がある人材が経営のトップにいた。  
 
    ④共存共栄型経営  

・競争はしながらも、破壊的な競争（価格破壊を極端にする

などして、ライバルが再び立ち上がることができないよう

な競争を仕掛けること）をするのではなく、誰もが生き残

ることを基本とした競争が行われてきたことが、地域とし

て一定のまとまり（特定の「ものづくり」で有名な地域）

となっていった。  
・負けても市場から強制的に退去させられるのではなく、再

度挑戦できる、経営陣あるいは現場のやる気があれば生き

残ることができる社会だったことが地域の「ものづくり」

の強さを生んでいった。  
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   要因３：社会  
    ①高度な大衆文化  
     ・地域の「ものづくり」に対して、その地域に住む人々が、

時にはいろいろな形で協力をし、時には厳しい目で叱咤激

励をする、高度な大衆文化が息づいていた。  
 
    ②職人芸、感性、美を評価する風土  

・職人芸を評価する社会、例えば感性による評価、伝統と優

れた技術を高く評価する地域社会が形成されていた。  
・売れ行き、収益といった定量的な評価ではなく、そうした

ものに縛られない、還元できない評価基準が地域社会にあ

った。  
・良い「ものづくり」に対して、政策的にそれを奨励する、

あるいは財政的な支援をする、国内外の情報を提供すると

いった 大の理解者、 大の支援者が存在していた。  
 
    ③人間は自然の一部という世界観  
     ・人間が自然を使うというのではなく、自然の一部である人

間が、自らが生きる糧として自然の資源の一部を使わせて

もらうという世界観を抱いていた。  
・自らの地域からすっかり離れたところの資源にはできる限

り頼ることはせずに、地域資源、国内資源の活用を第一に

考えていた。  
・地元の資源が枯渇した場合は、国内産をベースに調達し、

原材料の安定供給を重視していた。  
 
    ④利益以外の倫理性  

・会社などの組織の維持発展に向けた経験則があった。例え

ば、家訓や社訓のような形で、創始者の理念が後世に受け

継がれて来たのではないか。  
・短期的な利益を追求する経済活動ではなく、長期的な視点

に立って利益を得ることを由とした経済活動に注力してき

た。  
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そして、これらの結果をもとに、再度地域の「ものづくり」の

強みを支える要因をまとめると、次ページの図の通りである。  
現場の強み、経営、社会という要因が、優秀な現場、目が利く

経営、社会の評価を得ながら徐々に進化することで、また、そう

した進化を認めてきた、日本の歴史的風土が、新しい「Made in 

Japan」のブランド＝（Ｍｏｎｏｄｚｕｋｕｒｉ）が生みだしてい

くのである。  
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地域における「ものづくり」の強みに関する調査研究 ：地域の「ものづくり」の強みを支える要因（検証後） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域の「ものづくり」の強みを支える要因 

要因１：現場の強み 

○自ら進化していく 

  意欲、向上心、再現力 

○チームワークが機能する 

  プロの集団が力を合わせる 

○高度な労働者がいる 

  ものへの誇り、こだわり、技術に優れる 

 

要因２：経営 

○不易流行の峻別が可能 

  はやりすたりの流れのくみ取りに長けている 

○ニーズ／価値を先取り 

  特定の商品に依存しない、多品種少量でも受ける 

○目利き、全体を見る目あり 

社会の変化、予兆を感じ取る 

○共存共栄型経営 

誰もが競争はしつつも生き残ることができる経営を志向 

要因３：社会 

○高度な大衆文化 

  時には厳しく、時には優しい社会 

○職人芸、感性、美を評価する社会 

  定量的なものでは図れない評価基準 

○人間が自然の一部という世界観 

  自然を使うのではなく自然を使わせてもらう 

○利益以外の倫理性 

長期視点に立っての儲けを考える 

 

優
秀
な
現
場
、
目
が
利
く
経
営
が 

 
 

社
会
の
評
価
を
得
て
進
化 

「ものづくり」を支える歴史的風土 

 
・芸術的能力と表現の豊かさ      ・短期的な「利」とは異なる評価基準 

・職人芸、楽しさ、色気        ・生業の継続、顧客社会との信頼関係を重視 

・微妙な表現・感性          ・長期間の投資と回収を目指す 

・わからない人にもわかる社会     ・自然環境と調和した無理のないものづくり 

新しい「Made in Japan」のブランド 

（Ｍｏｎｏｄｚｕｋｕｒｉ） 

①要素を継承しながらも社会ニーズにより進化するものづくり 

②社会や自然と共生するものづくり 

 

研究会の狙い：日本の「ものづくり」の強み、歴史的な特殊性を明らかにする      これからの目標：２１世紀における日本の「ものづくり」の方向を明らかにする 
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４章 結論 

今回の調査を通じて明らかになったことは、下記の通りである。 

   地域における「ものづくり」の強みが、現代社会における先端技

術の独創性、高い競争力に反映していることを、ロボット、ナノテ

クノロジーをケーススタディとして歴史的に検証した結果、地域ブ

ランドを形成している地域のものづくりの強みは、現場の「強み」、

経営、社会の３つの要因としていることが検証できた。 

研究会のスタート時点は、現場の強み、商品「もの」の強み、社

会的風土・土壌、社風・伝統・倫理観という４つの要因仮説を設定

していたが、有田町、名古屋市、京都市をはじめとした事例調査や

研究会委員の意見、さらにはオブザーバーの意見等を総合的に分析

した結果、４つの要因仮説のうち、商品「もの」の強みは、現場の

「強み」が発揮され、社会ニーズを予知しそれに対応できる技術を

蓄積する動きができる経営、地域ブランドに様々な形で支援し育て

ていこうとする社会により、初めて持続性を持って実現するもので

あるという結論に達したため、要因から除外することとなった。 

   今回の調査では、ロボットとナノテクノロジーの２つの産業分野

に絞った検討となったが、この要因は、ロボット、ナノテクノロジ

ーだけに限定的ではなく、上記の要因を満たしている産業分野であ

れば、同様の展開が可能ではないかと考えられる。  
すなわち、日本において世界的に 先端を走っているロボットや

ナノテクノロジーと同じロジックで地域の「ものづくり」が進んで

いるのであれば、新しい「Made in Japan」のブランド＝（Ｍｏｎ

ｏｄｚｕｋｕｒｉ）が生みされる可能性は十分あるということであ

る。  
このため、今後はこうしたロジックでの展開が可能な地域の「も

のづくり」にスポットを当て、新しい世界的ブランド価値を持った

Made in Japan」のブランド＝（Ｍｏｎｏｄｚｕｋｕｒｉ）へと育

成していくことが、欧米と一線を画す日本独自の産業戦略として望

まれる。  
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参考資料（研究会議事録概要） 
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第１回「地域における「ものづくり」の強みに関する調査研究」に係る

研究会 

議 事 録 

 

◆日  時：平成１７年１２月８日（木）１５：００～１７：００ 

◆場  所：経済産業省本館７階東３製造産業局会議室 

◆出 席 者：鈴木 一義委員長、勝木 宏昭委員、源田 悦夫委員、 

玉屋 庄兵衛委員、鴇田 正俊委員、冨井 洋一委員 

◆議事内容：以下の通り 

 

１．委員自己紹介 

●鈴木委員長（趣旨説明） 

・ロボット産業は世界的にみると非常に小さく、今後伸びていくのか、

実用化され社会に普及されていくのかいわれている。 

・２０世紀は大企業による開発だったが、２１世紀はそれだけでなく、

小回りのきく、ニッチの部分の拡大まで含めて新しい視点での開発が

いわれている。 

・中国は「巧み」という表現が悪い意味で使われている。「職人気質」の

ように、技術に対して尊敬を払うような概念はない。 

・西洋人は過去を認めた上でもっとよくなろうとするが、日本人はネガ

ティブで、過去を否定しないと前に進めず、前のものを利用しない。

過去を否定し、中国、西洋の新しいものを利用していたから、日本は

成長した。 

・今の時代では過去を認めなければならず、これからどう意識して出し

ていくかが大事である。戦略を立てるためには、自分たちが何をやっ

てきたのかを理解し、検証しなければ先には進めない。日本はトップ

に立っており、西洋から政策的に得るもの、戦略的にもらうものはな

いことから、自分たちの中でどうしていくのかが研究の大きな目的に

なる。ブランドイメージなど、過去の事例を通して自分たち自身で自

分たちの足元から検証していく。 

・９月に愛知万博で「からくりロボットコンテスト」を開催したが、西

洋のロボットは見ていておもしろくない。日本のロボットは見ただけ

でおもしろい。 
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・西洋と日本ではロボットの作り方、発想が違う。西洋の技術者は何を

作りたいか、日本の技術者は何を見せるかという点で違う。西洋のロ

ボットは説明を聞いて始めておもしろさを感じるが、日本のロボット

は見ただけでおもしろい。 

・日本人の持っているものを把握することで、自信につながり、その後

の可能性につながっていく。 

・何かを伸ばすためには、伸ばせるものを伸ばすのが一番簡単なやり方

である。意識して伸ばすのは難しいので、無意識に伸ばしていけるも

のが一番いい。無意識に使っているものを確認するには、江戸時代か

ら見ないと国家的な戦略は見えてこない。 

・１年先の戦略を練る場合、１０年程度さかのぼればいい。５年先、１

０年先の戦略を練る場合、１００年、２００年とさかのぼらなければ

ならない。 

・専門家だけ集めたつもりはない。小回りのきく、俯瞰的な視点で物事

を捉えられる方に入って頂いた。 

●勝木委員： 

・現在は日本、世界ともに焼き物産業は低迷している。特に有田の生産

量は、 盛期である平成２年の５０％程度となっており、将来が危惧

されている。 

・有田焼（陶磁器）は約４００年前よりスタート。朝鮮から技術を輸入。

１６５０年前後に、長崎経由で中国の絵の具が伝わり、「柿右衛門の赤」

が完成。その後色、形の技術が発達した。 

・江戸時代の終わりに、鍋島藩からの焼き物に対する産業支援がなくな

り、自力でやらなければならなくなったことから、新しい技術も開発

された。 

・現在、江戸の初期から中期にかけて、中国からどのような技術が伝え

られたのか、有田でどのような技術がでてきたのか検証している。「柿

右衛門の赤」の完成過程も研究中で、有田にどのようなナノテクがあ

り、どのように発展したか調査している。 

●源田委員： 

・国の戦略の１つとして、デジタルコンテンツを研究している。 

・デジタルコンテンツは、映画、アニメーションの他広範囲な分野に広

がっている。 



54 

・これまで手で作れば完成した芸術を、論理的な志向で捉えていく。特

に人間、伝統的な技をどのように捉えるかが研究の軸。 

・人間の持っている生体情報や技をデータベース化し、実際の産業ロボ

ットに生かせないかを考えている。 

・福岡はゲーム産業が集中しており、ドラクエなども作成されている。 

●玉屋委員： 

・初代玉屋庄兵衛は、１７３４年に京都から名古屋に移り住んでスター

ト。現在９代目。 

・愛知県はからくり人形が乗っている山車が２７０近くあり、山車から

くりの修理、復元をしている。 

・尾張は財政豊かで芸事を奨励していたことから、高価なからくり人形

（山車の３倍の値段）の乗っている山車が発展した。 

●鴇田委員： 

・ロボット工学を専門とし、エンターテイメント型のロボット開発をし

ている。 

・ロボットコンテストに参加すべく、生徒を指導している。 

●冨井委員： 

・現代は、昔と違い真似をするものがなく、「追いつき追い越せ」型の人

間だけではなく、「おもしろい人」、「体力だけある人」など色々な人種

を集めてこなければならない。 

・技術者としてのアイデンティティーがなくてはならない。高い日本の

文化に支えられたアイデンティティーが必要である。 

 

２．意見交換 

①今後の調査について 

●鈴木委員長： 

・委員の方々はそれぞれ専門的な立場にあり、俯瞰的な視点で見ていた

だきたい。 

・アニメは「見える」ロボットの１つ、工場の中で動いているロボット

は「見えない」ロボットだが、社会の中では一致している筈である。

ところが、現実的にはものすごく開きがある。将来的には合体する可

能性もあり、そういった意見を出していただきたい。 

・シャープなどセル方式が普及し、日本でしか成しえない多品種少量型
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生産であるが、その特殊性をロボット化して普遍化させれば、海外に

移転させることができる。 

●源田委員 

・ロボットとアニメーションが、産業としても一緒になっていない。脈

絡をつぎ込んでいくことが必要。 

●鈴木委員長 

・日本の中で何が特殊なのかという要素を把握し、何と何をくっつけれ

ばいいのか、もしくはどういう部分があるのかを、意識として結び付

けていいと考えている委員が揃っている。その上で全体を俯瞰したい。 

・意識的に何かを伸ばそうとするのではなく、伸びてきている部分を抽

出すると、日本のベースの広さを見ることができるかも知れない。 

・世間は、工場の中のロボットを理解していない。からくり人形のよう

なロボット、アニメのようなロボットが工場にいると認識している。

その辺りの意識の部分を他国と比較したりしながら議論したい。 

●勝木委員 

・有田は多品種少量生産。技が分業化しており、技術が残っている。人

間国宝である井上萬次は五感で手作りをしている。自動化されたブラ

ンドより「強み」として残る可能性はある。 

・ナノについては、有田にもハイテクのセラミック系の会社があるが、

焼き物が本当に焼けているか職人が「目」でみたり叩いたりしており、

そういった技術が 先端のものづくりにも取り入れられている。 

・外国の焼き物との違いは、ブランドが先行している点。技術の差はな

い。 

●源田委員 

・人間国宝である井上萬次のノウハウ、技を記録できて、その記録を基

にロボットが作った壷を「これは私の技だ」と保証すれば壷は国宝の

アーカイブになり得るのでは。 

●鈴木委員長 

・五感を生かして作るのは、シャープのセル方式、人間に全部任せて作

っている形式の先を行ったバージョン。セル方式の 終目的であるが、

それがロボットにできるか。 

●源田委員 

・ロボットはできるが、本人の保証がとれるかどうかによって変わって
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くる。 

●冨井委員 

・人間がロボットのように使われるということは、ＤＮＡ、アイデンテ

ィティーがなく、人間性の剥奪になること。 

●鈴木委員長 

・これまで５感の伝承の仕方は、一子相伝などである。ロボットではエ

キスパートシステムがあったが、思った以上にうまくいかなかったの

は、機械がそれ以上発展しないから、ある部分で人間を超えても、応

用がきかず、次の時代では役に立たず、多品種少量生産の時代に対応

できないからである。 

・ロボットの応用範囲は決して広くないことが問題。セル方式とより人

間的なものが意識してくっついていけば、新しい流れが見えてくるの

では。 

●冨井委員 

・ナノテクが突出して立っているのではなく、それを支える関連分野、

関連産業があり、それらも助長していかなければならない。 

●鈴木委員長 

・地域におけるものづくりの強みについては、各地域をローカルに見て

行きながら、俯瞰していくことが必要ではないか。 

 

②調査対象、スケジュールについて 

・１月：２７（金）～２８日（土）福岡・佐賀方面（九州大学・有田・

佐賀大学など）。 

・２月：名古屋・京都方面、日程は林先生の状況をみて検討。 

・３月： 終委員会。 

 

以  上 
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第２回「地域における「ものづくり」の強みに関する調査研究」に係る

研究会 

議 事 録 

 
◆日  時：平成１８年１月２７日（金） １５：００～１９：００  
◆場  所：九州大学芸術工科大学院３Ｆ会議室  
◆出 席 者：鈴木 一義委員長、勝木 宏昭委員、源田 悦夫委員、  

玉屋 庄兵衛委員、鴇田 正俊委員、冨井 洋一委員、  
林 泰彦委員  

◆議事内容：以下の通り 

 
●鈴木委員長挨拶  
・ ロボットとナノが今年のテーマ  
・ 他国の例、前を向いてというのとは別に、自らの足元を見て行きたい  
 
●源田委員報告  
・ 本学部は、九州大学との合併によりできたもの（旧芸術工科大）であ

る。  
・ 九州は韓国に近い、ソウルのほうが安く行けるというメリットがある。 
・ アジアで産業圏を、という考え方は一般的だが、実現は難しい。  
・ 産業は育成するだけではなく、産業クラスターを作らないといけない。 
・ コンピュータグラフィックを中心にやっている。仮想的な人体を作ろ

うとしている。医学としても応用できる一方、エンタテイメントにも

役立てたい。  
・ お絵かきだけでなく、数学でアートを作る。こうした発想が特に日本

では弱い。  
・ パーキンソン病のデータを CG 化、ビデオでは人権上問題があるデー

タがビジュアルにできる。  
 
●鈴木委員長  
・筋肉の張り一本一本を出すことは非常に難しい。  
 
●林九工大助教授（特別オブザーバー）報告  
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・ ロボットの自動ピアノ演奏  
・ 人間の微妙なタッチを表現することの難しさ  
 
（移動１F へ）スタジオ等見学  
 
 
 
＜会議室に戻り会議再開＞  
●勝木委員報告  

・明日のスケジュール  
・古い窯跡の視察  

 
＜意見交換＞  
●鈴木委員長  
・これからは、数値化する能力と芸術的能力の二つがないとだめ。日本

にはその可能性がある。  
●林委員  
・こちらは、ほとんど家内工業。金や銀を扱うことに規制が加わったり

して、似せたイミテーションを作ったりしたという歴史的経緯がある。

有田の資料を見たが、ここに出てくるのは、酸化鉄の元素と結晶構造

などは出てこないか。  
●勝木委員  
・結晶構造までは出てこない  
●林委員  
・たとえば 100 ナノレベルで分ける技術が出てくれば、設備的について

いくことが必要になる。それで日本の優位性が保てる。作り方は海外

と差がない。日本の優位性は品質のばらつきがないこと。いかにこだ

わってばらつきをなくすか。10 ナノで捉えるか、100 ナノで捉えるか、

こだわりのレベルを考える必要がある。そこまで海外はやっていない。

客のこだわりをわれわれが反映できるか。  
・貨幣価値と別の意味で価値を評価する必要がある。その教育が必要。

その中でこだわりを持つことが必要。中国も勤勉だが雑。まだ差があ

る。楽しみな話。  
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●鈴木委員長  
・感覚的に優れた人の感性をいかに数値化するか。再現性を持たせるか。

なかなか技術的に追いつかなかったが、技術的に可能になってきた。  
●源田委員  
・科学的にこれまでは今までやってこなかった。ものづくりの強みにな

る。  
●鈴木委員長  
・なかなか認知されていない。町工場では職人技なので数値化できない、

といわれてしまう。しかしある部分を数値化すれば、強みになるはず。  
●源田委員  
・伝統芸のエキスパートにかかわってこなかった。  
●鈴木委員長  
・金型の強み。フィードバックできていない。  
●源田委員  
・バケガクのシミュレーションが仮想世界で可能になれば、道が開ける。  
●鈴木委員長  
・ 後は人間しかできないといわれてしまうが、そこをどう考えるか。  
●冨井委員  
・再現では出るはずがないことがでてしまうのが問題。コンピュータを

越える人間でしかできない部分はある。科学的な分析だけではだめで

はないか。  
・色については、焼き物などどんどん細かくしていくとそのものの持つ

色か、何なのかわからなくなる。温度とかいろいろ変数がある。職人

の勘を分析はできるが難しいのでは、そこは分けて考えたほうがいい

のでは。  
●林委員  
・日本はばらつきが少ない。いい鉄板を使って物を作ることに慣れすぎ

てしまっている。中国では粗悪な鉄板を使いこなしている。われわれ

が「ばらつきがないのがいい」と考える一方で、技術的な進歩を妨げ

ている。失敗しないことだけに注力してしまう。どこかで職人技との

兼ね合いを考える必要がある。いいものばかり使っていることの進歩

の遅れをどう考えるか。１００％同じでなくてもかなり近いものにな

る。  
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・京都の山科には刀をとぐ材料の砥の粉があった。それを加工する技術

が育った。価格と質のバランスでいくと職人技では成立しない部分が

ある。  
●経産省 (前田室長 ) 
・通説的な産業政策、それに対して通産省的でないものを出したい。こ

れからの日本のものづくりの方向性、何のためのものづくりか。先進

国へのキャッチアップは終えた。便利だけではない。若者は特にそう。

それに対してものづくりはどう答えるか。明治までの産業政策以前の

話をしなければならないのでは。人とものとの美しい関係を追及すべ

き段階にきている。楽しさを明治以降そぎ落としてきたのでは。  
・感性表現の問題だと思う。  
●鈴木委員長  
・それは勘でしかできないのか、が問題  
●源田委員  
・芸術的感性が始まったばかり。  
●鈴木委員長  
・源田先生の取り組みなど、金がかかる取り組みをどれくらい許容でき

るか。  
●源田委員  
・こだわった末に、違いがわかる人（受け取り手）がいることが重要。

それがないと育たない。  
●小川佐賀大学教授（特別オブザーバー）  
・光のデバイス、分析としてはすごい。ナノの技術に入ればすごい成果

になるはず。たとえば半導体材料を熱を使わないでできるようになる。

2 次元ではなく３次元でできるようになる。ロボットの話で、老人ホ

ームで音楽による心の癒しを考えた。リハビリ工学をやろうという人

もいる。ホスピスでものづくりの人間は何ができるか。何もできない。

ニーズ把握できない。やれるものはあるはずだが、心から喜んでもら

えるものはハード以外。それは何か、回答がない。老人ホームでは、

ロボットでやってほしいという人もいる。ものづくりの側で何ができ

ないか、と思う。  
・佐賀大学は、上海の大学と交流がある。昼からマージャンやっている

のが正しい人。二宮金次郎ではない。家業があるから実家に帰るとい



61 

う発想がない。韓国にもない。そこが日本の競争力。  
●鈴木委員長  
・プライドがあるのは日本の強み。それはどんどん拡大して細分化して

という繰り返しでやってきた。  
●源田委員  
・末期の方は何を望むか。 終的には色っぽいものとか。欲は残る。芸

術活動なら技術の力で、論理でできるようになる。自らのバーチャル

が世の中で活躍する。体はだめでも世の中に出られるチャンスはある。

寝たきりでもロボットが動かして社会参加というのもあり。  
●小川佐賀大学教授（特別オブザーバー）  
・舌しか動かない人、創作活動をやりたいという人もいる。それを活動

に結びつける人がいなかったが、 近できるようになっている。 先

端といいながら、なかなか難しい。  
●鈴木委員長  
・学校では、生徒たちはどういう感覚で授業受けているか。明治以降の

機能中心の発想から感性とか発想にシフトしている。  
●鴇田委員  
・感性といっているのは、日本だけ。英語にはない。KANSEI といって

いる。  
●林九工大助教授（特別オブザーバー）  
・演奏の話で苦労するのは、言葉。日本語ほど「やさしい」の意味が豊

かな言葉はない。この翻訳が難しい。  
・演奏のばらつきの是正、和音でそろえるはできても、わざと違うよう

にして、それを直そうとすると、ばらつきが出る。  
●源田委員  
・いまは芸術家と工学者をわけているが、これを分けなければいい。一

方では高度な科学者、一方では芸術家。そういう人を育てたい。そう

ならないとお互いを探るようになってします。江戸時代は、芸術家で

あり技術者であった人がいるのでは。  
●鴇田委員  
・感性、安心感のあるもの、数値化しようとしている。形状など。安心

という形を作ろうとしている。  
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●小川佐賀大学教授（特別オブザーバー）  
・社会をつまらなくしたものはコンピュータではないか。ゼロイチに全

部割り切れるのか。本来アナログなのに、無理にデジタル化したので

はないか。その問題が顕在化しているのではないか。日本独特の表現

の仕方に処理してきたことの問題があるのでは。  
●源田委員  
・CG の機械は全部アメリカ製。アニメももともとはアメリカ製の機械

から始まっている。アメリカの感性でできるかという思いはある。独

特の感情をコンピュータに伝える能力が必要。基本的な OS はアメリ

カのもので、これを根本的に変えないと。  
●経産省（宮内補佐）  
・ばらばらになった専門性をつなぐ、統合するということをものづくり

を通じてやろうとしていると見える。  
●冨井委員  
・音楽家でもあり、デジタルの大家でもあれば、やさしい音とか再現で

きるかもしれないが、数値しかないと伝承できない。仕方ない  
●小川佐賀大学教授（特別オブザーバー）  
・仕方ない、が現状。西洋文化から得たものをいかに超えるか、が問題  
●鈴木委員長  
・玉屋さんのような人がいるから、日本の強みが発揮できる。  
●経産省（前田室長）  
・作る側の感性、見る側の感性、これを一致させないといけない。どう

するか。  
●玉屋委員  
・感性がつながりあう、という瞬間が必要。ものすごく難しい。いいも

のが作りたい、そこから認められる。  
●経産省 (前田室長 ) 
・そのときに、作る側の感性が豊かだとして、その感性、ストーリーを

伝える努力が必要ではないか。それによって受け手も育つのでは。  
●鈴木委員長  
・まずは、受け側の感性。日本人のわがままさが作り手を育てる。お互

いの肌があうというやりとりを続けてきた。では受けての感性をどう

考えるかがこれからの問題。  
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●冨井委員  
・見るほうがわからない、という場合、教育が悪いか、育ちが悪いか、

少なくとも理解できる教養が必要。  
●鈴木委員長  
・紙コップでも使い心地が違う。究極的な感性がある。デジタルとは違

う世界。  
●経産省 (前田室長 ) 
・それを、ゼロイチにできるか。数値化する、客観化することによって

技能に進化があった。全部ではないがデジタル化をつうじて、発展す

る、伝承する部分がある。デジタルマイスターはその面で成功した。  
●鈴木委員長  
・勘でやってきたことに理屈が入ると理解が深まる。それはあり得る。

理屈が後から来ることはよくあること。  
●経産省（前田室長）  
・先にものができて、あとから理論ができる。さきに感性、それを分析

するサイエンス。  
●源田委員  
・職人の手続きと数値の両方が必要。手続きの記録も必要。  

CG:フォトリアル、写真のプロセスをとっていない。一方でバケガク

のプロセスを踏んでいる。伝承のためには両方必要。  
●鈴木委員長  
・トヨタの製品ライン。内製率１００％、現場でどんどん変えていく、

日々進化する。日本は変わる。  
●源田委員  
・それは手続きがわからないとできない。  
●鈴木委員長  
・ラインをビデオでとって、みんなで見て改善する。ラインが変わって

いく。こんなことをやっているのは、日本だけ。分析することで限界

を高める。１０を１１にするより、１を 2 にする。部分で効率を追い

かける。そういう生産ラインの考え方が強み。  
・知識の細分化をどう統合するか。  
●経産省（前田室長）  
・経産省の人事評価。やるとやる気が落ちる。数値目標、その本質は行
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動事実を語らせること。ノルマではない。再現力がある人間は進化す

る。どこで誰に何をやらせたか、これがはっきり認識しているひとは

進化させることができる。それが人事評価の本質。いまのお話、強み

は進化していること。ものづくりはそう。これは非常に重要な話。こ

ういうひとづくり、ものづくりが必要。  
●林九工大助教授（特別オブザーバー）  
・気づかせないと進化しない。見ると気づく。人の組み合わせで気づき

やすくなる。  
●経産省（宮内補佐）  
・「進化」は人間に内在する本質なのでは。漢方医学とものづくり。漢方

薬を気づきとしては人間の自然治癒力に働きかける。人間も人間の営

みも進化する。今回の話と重なる。  
●源田委員  
・体はだめでも、頭は進化できる。そのサポートが重要。  
●林九工大助教授（特別オブザーバー）  
・脳の容積は数千年間変わらない。となると知識と経験がすべて。個人

的には 近、どこかで断層がある。アナログのほうがデジタルよりい

い画像。それなのにデジタルのほうが売れる。この何十年間のうちに

退化しているかもしれない。  
●鈴木委員長  
・泥臭い、人間的な部分をこういう話にすえていくか  
●経産省 (前田室長 ) 
・自動ピアノを作って、自ら進化した部分もおありではないか。  
●林九工大助教授（特別オブザーバー）  
・かなり年長者の方との付き合い、自分自身を見直した時期もある。い

いものとは何かを考えさせられた。判断は自分の経験からしか生まれ

ない。いい悪いの判断は高まったと思うが、その差は何なのか、いろ

いろ考えさせられた。そういう引き上げてくれる人がいることが重要。 
●経産省（宮内補佐）  
・関係性の中で鍛えられる。成長の機会はかかわりの中にあるというこ

とだと思う。  
●林九工大助教授（特別オブザーバー）  
・表現が追いついてくると、あるとき「きれい過ぎる」という話がでた。
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適当な周波数制御をしたが、それをやっているとだめ。結局は演奏者

の思った音でないとだめ。  
●鈴木委員長  
・表現法は無限にある。デジタルのいやなところは、表現が限られるこ

と。品質一定というのは勘のレベルで数値化できている。これを工学

化できるかが問題。そこまで作れる技があるのは、そんなにないはず。  
●勝木委員  
・江戸時代、鎖国の時代、情報流通が少ない。技術伝承を広げない。い

い技術は小さなエリアの中で競争する。それがいいものづくりにつな

がっている。  
●鈴木委員長  
・日本は共生の中の競争。こういう競争ができるのは日本だけではない

か。競争社会と共生社会。日本は負けてもナンバーワンでも生き残れ

る。  
●冨井委員  
・トヨタと日産の社員を入れ替えるとどうなるか、アメリカはできても

日本はできない。  
●小川佐賀大学教授（特別オブザーバー）  
・現場は、「口出すな」という。上はそれで安心。それがどこかでへんな

ことになってしまった。  
●鈴木  
・そのギャップに今苦しんでいる。変化のときに、どういう策を考える

か。  
●小川佐賀大学教授（特別オブザーバー）  
・人口が減る。江戸時代も人口が増えていない。増えないのに佐賀の幕

末期どうやって進化したか。有田は切磋琢磨して技術力を高めた話に

通じるのでは。そこに本当の力があるように思えた。  
●林委員  
・鍋島藩とか、パトロンのウエイトが大きかったのではないか。今と違

って、現実にパトロンが大きな存在。今はまずない。これからのパト

ロン、どこがなりえるか。  
●経産省 (前田室長 ) 
・国しかない。小さな政府は間違い。  
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●林委員  
・国だとすれば、教育も含めてどうにかしないと。本質的なもの、価値

をわかるようにする必要がある。誰がパトロンか、どうやってやるの

か。  
●鈴木委員長  
・国は絶対やらない。鍋島家だからできた。特殊なパトロン性。国はあ

る意味「恣意的」に金を使わないと。  
●経産省 (前田室長 ) 
・科学技術創造立国でやってきた。ある意味パトロンやっている。ただ

しアングロサクソン銘柄。そこは反省がある。  
●鈴木委員長  
・5 年先を考えるなら、10 年振り返ればいいが、もっと長い国家戦略を

考えるなら、歴史的な経緯を抑える必要がある、その強みを知らしめ

ないと。  
●経産省 (宮内補佐 ) 
・国は方向性が一致していない。次世代はものより心といっておきなが

ら、文化の層を薄くするような方向に流れている。  
●鈴木委員長  
・なぜそうなるのか。  
●小川佐賀大学教授（特別オブザーバー）  
・大工は数件のお得意があるがあれば成立する。大企業が入るとだめに

なる。地についた伝承をどう残すか。  
●鈴木委員長  
・歴史的に、談合はなくならない。完全競争にならない。  
・次回：2 月 22 日（水）：京都、委員会、23 日（木）名古屋、犬山  

以上  
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第３回「地域における「ものづくり」の強みに関する調査研究」に係る

研究会 

議 事 録 

 
◆日  時：平成１８年２月２２日（水） １４：００～１８：００ 

◆場  所：福田金属箔粉工業株式会社 本社会議室 

◆出 席 者：鈴木 一義委員長、勝木 宏昭委員、玉屋 庄兵衛委員、

鴇田 正俊委員、冨井 洋一委員、林 泰彦委員、 

山中 俊治委員 

◆議事内容：以下の通り 

 

１．事務局挨拶 

 

２．会社概要の説明と見学 

①挨拶・説明等 

●林委員挨拶（福田金属社長） 

・ 当社で新たに世に出そうとして開発したものは、実はなかなか商品と

して成功しない。時代の流れが速く、このニーズにこたえるのは大変

なこと。 

●福田金属紹介ビデオ上映 

●工場見学 

②プレゼンテーション（ものづくりの考え方、工程の紹介） 

●福田金属・梶田常務取締役 

・ 伝統産業の高齢化などにより、人手を使わずに機械で金箔を作ろうと

思った。 

・ 金属箔は 10 年前に年間 600 万枚の需要があったが、今は 10 分の 1。

中国で仏壇を作るようになったりしたから。 

・ 需要を考えないと先細りになるという危機感がある。 

・ たとえば工芸品、贈答品などの新商品を開発している。 

・ 真鋳粉は、雑誌の表紙などに使われる。 

・ 粉末冶金は、新幹線の架線の部品や自動車部品などに使われる。粉末

を金型に入れて大量生産をしている。 

・ アドマイズ：溶けた金属に水、空気、ガスを吹き付ける。 
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・ 世の中のニーズは、より小さく、より丸く、より薄くなっている。 

・ 厚さは 0.05 ミクロンであり、携帯の部品など。軽量かつ導電性が得

られる。 

・ 人工関節、人工歯根の部品などより丸いものも求められている。 

・ 銅ボール、パソコンのプリント配電盤 

・ 圧延銅箔は、両面とも光沢面であり、圧延のほうがフレキシブルで折

りたたみできる。 

・ 将来は燃料電池など、水素分離幕、貴金属を使って高コスト部分を金

属に置き換えていく他、国産航空機、部品などチタンやアルミが多い

ものに対し、これからもっと軽量・コスト安なものへ変えるべく材料

面で参画していく。 

・ 内閣総理大臣賞は、伝統工芸の継承部門、銅を用いた導電性のパイオ

ニアを認められた。 

・ 今のものづくりは、既存の技術の改善であるが、これからはまったく

異なる分野・技術との融合が必要。そのためには、チームワークが重

要。原料メーカー、製品メーカーなどとの連携が必要である。 

・ 世の中の変化に早く気づく力も必要である。 

③質疑応答 

●鈴木委員長 

・ 自分たちの思いで作ったものはなかなか売れないという話だったが、

素材メーカーは技術とメーカーはマッチしやすい。伝統や経験が今後

どこまで生かされるか。伝統とニーズと開発をどのようにマッチさせ

るか。 

●林委員 

・ 時代を先取りしても、まったく取り合ってくれなかった時期がある。

意図が業績に反映されているかといえば、そうではない。ただ、ニー

ズを投げかけられたときに、多種多様な製造方法が必要となる。金属

の粉末について多様なものを扱っている、技術と設備があることが大

きな強み。機械的な粉砕は減っている。時代のはやり廃りがある。機

械粉末でもいろいろな形態がある。古い技術も何とか使えると考えて

いる。金属の形はさまざま、いかに違う製法に混ぜるかによって、新

しい用途が開けてくる。意図が明確でなくても、製法の複合化によっ

て対応ができるケースが多くなってきた。 
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●鈴木委員長 

・ 日本の材料メーカーとのコラボレーションはあるか。 

●林委員 

・ 強みとしては、すべて自社技術。伝統的に木工技術が長けていた。当

初は木工＋鉄板・鉛だったが、ほかの金属に変わっていった。他社は

アメリカ・カナダの技術の導入。技術の公開を相互にする機会がある

が、他社の技術は参考にならない。他社は重厚長大で設備が軽量。当

社の建設費などの全体コストは他社の 3 分の 1。だから競合でも生き

残れる。いかにこの技術を残せるかがポイント。 

●冨井委員 

・ 300 年の伝統をどのように守っているのか。輸入技術を入れなかった

のは伝統によるものなのか。 

●林委員 

・ 基本的には日本で一番を考えている。類似なものは海外にあって日本

流にアレンジしたものはある。粉末をつくるためにたたくだけではな

くねじるとか。 

●冨井委員 

・ 原点・オリジナルに加えて海外から導入したものを工夫していたとい

うこと。 

●山中委員 

・ 伝統的にはたたいて伸ばす技術。新しい技術との間には断層がある。

単なる継承ではなく、経営者が思い切って何かを変えた瞬間があるの

では。 

●林委員 

・ 機械的な粉砕は昭和 10 年ごろまで継承。その後ニーズの変化に伴っ

て、電解銅粉が求められるようになった。しかし社寺に売ろうと思っ

たが、まったく売れない。「海外ではこんな技法や製品がある」とい

う情報を得て、もっと薄い箔をつくり、製造法も多様化してきた。当

初は売れないが、ニーズの変化で生き残るものもできてきた。 

●山中委員 

・ 違うことに使うことを意図してきたが、ニーズが生まれて別の用途で

売れるようになった。ニーズが発生してから作るのではなく、先に技

術開発をしてきたとすると投資的なモチベーションが必要では。 
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●林委員 

・ 石橋をたたいて渡らなかったことが、生き残った原因。大きく儲けな

ければならないというマインドが薄い。 

●鴇田委員 

・ 生産物のハンドリング技術が相当大変。生産物を作る以上に大変なの

では。 

●林委員 

・ いかに飛散を抑えるかは大きなポイント。ナノの場合は溶媒の中に入

れるのが有力と思う。取り扱いは難しい。まだまだそこはうまくいっ

ていない。 

 

３．ものづくりとまちづくり 

●吉田前長浜市助役（特別オブザーバー） 

・ ものづくりとまちづくりの事例紹介をする。長浜市は豊臣秀吉の城下

町。ここ 20～30 年の衰退から第 3 セクター黒壁の成功。その成功に

は背景がある。なぜ黒壁が生まれたのか、それは生まれる土壌があっ

た。1 時間に人間 4 人と犬一匹しか通らなかった商店街が年間 200 万

人を集めている。みんなが考えているのは、デザイン力。 

・ 40 年余り市職員を務め、経済・企画畑中心だった。産業課長時に黒

壁がスタートした。黒壁は市民に行政が引っ張られた面がある。一方

で、火縄銃などの歴史と伝統を研究し先生方との出会いからものづく

りへの地元（国友村）の貢献を知った。 盛期には鉄砲鍛冶職人が

500 人いた。分業による大量生産が可能になり、産業技術史上大きな

役割を果たしてきた。 

・ 国友村は浅井長政の居城のすぐ近く。しかし古式戦法を重視する浅井

ではなく、ライバルの信長の発注した銃を作った。石田三成のお膝元

でありながら、家康の銃を作ってきた。その結果、天領となった歴史

を誇る。戦の行方がわからないときに時の覇者についてきた。リーダ

ーの時代の趨勢を見る目の鋭さがあった。プラス高い技術。一時代を

画したが、幕府からの発注が減ると各藩に職人が散っていく。 

・ しかし、ここから技術者が生まれ、反射板天体望遠鏡をつくり土星な

どを観測した。その望遠鏡は高い技術を持ち、160 年たっても錆びな

い。鋳込みの技術、銅と鈴の配分比が絶妙。法物面の研磨技術、ハイ
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テクの塊だった。技術を持ち江戸へ出て、海外の知見に触れ、交流す

ることによって、さらに技術開発が進んだ。気泡を作る、照明器具を

長持ちさせるため、燃料補給なしで燃えるものを作る。燃料を減った

分だけ自動的に給油する機会を作る。技術力に圧倒される。 

・ こうした技術は、鉄砲鍛冶職人の技術的風土があったからではないか。

好奇心の旺盛さや志の高さ、人との出会いを大切にする、そこから受

けた衝撃を自分の技術としていく、という技術者だった。地域への貢

献への志があって花開いた技術。作品を通して高い美意識が感じられ

る。 

・ これが湖北の技術的風土なのではないかと思う。江戸期にちりめんと

ビロードの生産がはじまる。滋賀県一の経済都市となり、貪欲に文明

開化を取り入れた。戦後繊維産業が盛んだったが、次第に衰退。昭和

58 年に長浜城の再建をしたが、その際市民から 4 億 8 千万円の寄付

が集まった。市民の誇りや地域愛が結実した。その後のまちづくりに

火をつけた。着物のイベントや芸術版楽市楽座を市民が仕掛けた。行

政はまちづくりの方向性を見失わないように、「博物館都市構想」を

作った。 

・ 伝統を現在に生かそう、美しい町で美しく住まおうというメッセージ。

行政と市民の合言葉。何かをやろうという機運が息づいている。わが

まち大好き人間が多い。経済的な拡大再生産が必要という認識が広ま

っている、そのおかげで今日がある。 

・ 黒壁は単にガラス細工では終わらないように、ブランドを生み出した

いという思いで努力を続けている。太閤ブランドの商品を生み出す。

これに黒壁の将来がかかっている。さらに世界のガラス職人のサロン

にしたい。 

・ 民間レベルで街づくりを考える取り組みを続けている。行政はイニシ

アチブをとるのではなく、職員が一市民として活動に取り組む。黒壁

には市は 3 分の 1 だけ出資し、口は出さないようにしている。 

 

４．意見交換 

●鈴木委員長 

・ 地域において何が必要か、という観点で市民が考えるという点は、現

場の考えを尊重するという点で目指すところは近いのでは。 
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●経産省（前田室長） 

・ 変化に対応してきたという話の一方で、何が変わらなかったのか。福

田金属のケースで具体的に教えてほしい。 

・ 長浜の話は非常に貴重。市民といってもどういう人が担い手だったの

か。広がりを持つには誰かが活躍するとか、メカニズムがあったので

は。 

●林委員 

・ 変わらなかったのは、同族で経営してきたことが大きい。私が初めて

同族以外で社長になった。ここは家訓があって、人に金を貸すなとか、

質素な生活をせよ、というもの。身の丈でやっていくということは変

わっていない。上場もしていない。この家訓は経営の中に生かされて

いる。 

●吉田前長浜市助役（特別オブザーバー） 

・ 長浜でも無関心層は多いが、小数でも気の会う仲間で活動が始めると、

力になる。町衆がいったん燃えるともう消しようがなくなる。 

・ 背景には中心商業地への危機感がある。黒壁の設立段階では１０００

万円以上出資してくれる人を 9 人以上探そうとした。もっと小規模の

出資者を募るべきでは、という意見もあったが、何とか探した。 終

的に、１０００万円出資できる人は小売商業者の中にはなかったが、

倉庫業など中心商業地のアウトサイダーが出資した。いわば「七人の

侍」が黒壁を作った。市民というより町衆の一握りの人たち。崇高な

目的があるので、非難はない。みんなが引っ張られる。そうなると、

行政もその一員という位置づけになれる。都市の DNA があるのかもし

れない。 

●経産省（宮内補佐） 

・ まちづくりとものづくりは似ている。私心と欲を去って、自らが社会

の一員という使命感を持った瞬間に力を得たのでは。ものづくりは厳

しい倫理観で利益を追求すると、脱利益的な力が働く。それは純粋に

ものづくりを楽しむことと志が重要になる。社会の機能の一部分にな

ることによって共感を得るのでは。 

●山中委員 

・ 理念の継承だけが残るというとちょっと違うのではないか。福田金属

の場合は、薄幕という形が残っている。これは非常に重要。やれるこ
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とを残すだけではだめで、ものと技術にこだわったことが生き残りの

ヒントでは。理念だけではないように思う。デザインもそう。ここは

わかっている、という自信が出発点になっているのでは。 

●林九工大助教授（特別オブザーバー） 

・ 重要なのは変化。変化して気づくという基本があって、試してみる。

チャレンジがあることが伝統文化を伸ばしている。数パーセントの変

化で大きく脱皮する。 

●吉田前長浜市助役（特別オブザーバー） 

・ 求心力のために権力が生まれてはいけない。長浜城のために兄弟で

1.5 億円出した人がいる。ふるさとに錦を飾ってもらうために、黒壁

の社長になってもらった。儲かる構図ができると権力になるが、いま

だに黒壁は無配当。儲けを忘れている。 

・ 儲けようと思ったときは儲からないが、儲けを忘れた時に利益が生ま

れる、といった哲学の勉強会を京都在住の長浜出身者（西田テンコウ

氏）が中心となって行われてきた。 

●鈴木委員長 

・ リーダーがいて理念がある。継承するために形がある。形だけではな

く理念があるが、これは理解できる人は少ない。双方をどちらから見

るか。山中さんのようにデザインの専門家はものを見て、経産省は政

策を考えなければならないから理念で見ている。双方をどのように作

っているか。片方だけが先行してはだめ。 

●大田㈱老松職員（特別参加） 

・ 本業は菓子屋、基本的には粉の配合と粒子。粒子の大きさに応じて社

寺への対応を変えている。手法論は作り手全員がおのおの持っていて、

絶えず模索している。砂糖の使い方などの工夫は、福田金属さんとま

ったく同じ考え方だと感じた。滋養という世界に還元できれば非常に

面白い。 

・ まちづくり活動は、誰がリードするのか。それは大きな問題であり、

長浜と京都の違いを感じるが非常に参考になる。 

・ 儲けたらいかんという教えはある。石橋をたたいても渡らない。それ

より人に感動を呼ぶ仕事をしようとするマインドはある。 

●村上奈良文化財研究所主任研究員（特別参加） 

・ 変わった研究会だなぁ、という印象がある。 
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・ 今日の話のキーワードはミクロとマクロ、我々は色と形しか見ていな

い。実際にはいろいろな技術と形態が会う。全体の特性を出そうとす

ると、ミクロの技術が重要で、その際終点がマクロの形。 

・ その文脈でまちづくりを考えると、人間の個性を粒子と考えると、粒

子の性格は異なる。一言でまちづくりといってしまうと、個性が薄く

なる。どのように個性を生かすか。 

●大入㈱大入社長（特別参加） 

・ 古書の複製品を作っている。粉についてはとことん追求している。う

ちに置き換えると、そんなことをしているとよそと同じになっていく、

という思いはある。もっといい商品をというマインドは似ている。 

・ 昔のちりめん本を直す仕事（ちりめんを見ていただければよかった

が）はしわを生かす。人気はあるがお金にはならない。いつかきっと

ニーズは発生するのではないかと思っている。これからもそういった

研究をしていかなければならないと思う。仕事が仕事を教えてくれる。

要望があって、それに応えると進歩する。客の要望に断ったことがな

いのが自慢。自慢としてよいのか迷いがあったが、今日の話でこれを

自慢と考えてよかったと思えた。 

●勝木委員 

・ 前回行った有田はユーザーが殿様。こちらは郷土の建築物や産物など

が大きな支えになっているのでは。金閣寺や京家具など。ユーザーと

のやり取りで進歩したところはあるか。 

●林委員 

・ あると思うが文書的には残っていない。個別のやり取りもあれば、長

い間に培われる信用もある。それなりに信用がなければ、貴重な金箔

など扱えなかった。全うな商売をしてきたことが信用につながる。 

●玉屋委員 

・ 金箔の注文をすることはあるが、実際の工程を始めてみた。だいたい

ナノテクなどよくわからなかった。 

・ 今は道具が少なくなっている。鯨のひげとか、文化財に指定されてい

て道具がないのは非常に問題。全国各地で材料不足を感じる。 

●鈴木委員長 

・ 変わらない理念があるから、変わるものがある。変わらないものがあ

るから理念が継承される。 
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５．今後の予定・その他 

●事務局 

・ 研究会はあと 1 回。3 月 10 日近辺を予定している。 

・ 各委員に報告書のとりまとめへのご協力を求めたい。 

●鈴木委員長 

・ 各委員が文章を書くというと大変だが、ものづくりに向けての提言な

ので、できれば現状と問題点を書いていただきたい。相手の無理を聞

くという国はなかなかない。それを自分たちの強みとしていくための

コメントがほしい。オブザーバーの方からもできればご意見を頂戴で

きればありがたい。 

●経産省（前田室長） 

・ 報告書は、費用との関係を考えるとアウトプットの体裁にこだわるこ

とが必要だが、がちがちの審議会よりも面白い、一般の書籍では出な

いような話を集めたい。あえて言えばきれいにまとめることにこだわ

りたくない。内容に批判があってもかまわない。そういうつもりで委

員にはお書きいただければありがたい。堅苦しく考えないでいただき

たい。 

 
以 上  
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第４回「地域における「ものづくり」の強みに関する調査研究」に係る

研究会 

議 事 録（案） 

 

◆日  時：平成１８年３月７日（火）１３：００～１５：００ 

◆場  所：国立科学博物館 新館会議室 

◆出 席 者：鈴木 一義委員長、勝木 宏昭委員、源田 悦夫委員、 

玉屋 庄兵衛委員、鴇田 正俊委員、冨井 洋一委員、 

林 泰彦委員、山中 俊治委員 

◆議事内容：以下の通り 

 

１．意見交換 

●鈴木委員長 

・目標とすべきは伸ばすべき、引き継ぐべき日本「ものづくり」を抽出

するというのが今回の目的なので、これからの社会体制の中でそうい

ったものを意識して伸ばしていきましょうということを目標には掲げ

ていただきたい。 

・日本の「ものづくり」の歴史的な強みとあるが、一番下に新しい「Made 

in Japan」、これは「ものづくり」のブランドにする。 

●林委員 

・我々はいろいろな製造方法をつくったが、ニーズを意図してつくった

ものはほとんどものになっていない。宣伝をしていくことがもっとニ

ーズをより身近なものにもっていけるだろうと考えている。 

・製法のバラエティーの中に、お客さんがその自分たちの意図されるも

のを使っていただけるような形をとりたい。ニーズを先取りした技術

と誇れるものは非常に少ない。 

・昔はもっとのんびりしていて、午前中さえきっちり仕事をしていれば

午後は好きなことをしていい、研究していいという時代だった。そこ

で好きなことをいっぱいやらせてもらえるという機会があったことは

事実である。 

・こういうつくり方がないかとか、もうちょっとできないかとかいろい

ろ考えてやったことは事実である。その中で特に危険が伴うものはも

う会社のトップからこれはやめろという指示が来るが、それ以外はほ
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とんど自由である。 

・ありあわせの道具で自分たちがこんなものつくってくれとか、ちょっ

とこんなの実際にできるようにしてくれとか、やったことも事実であ

る。今は多機能な研究機関がありますから、逆にその情報をもとにし

て我々がそれをいかに企業化するか努めた方がいい。 

●鈴木委員長 

・やはり現場の皆さんの好奇心だとか興味だとか、その中である程度や

ってこられた部分が今ものづくりの中では変質しているのではないか

と。 

●林委員 

・その通りである。 

●鈴木委員長 

・その中で変わらないものというのは何か。 

●林委員 

・一言でいえばこだわりである。 

●鈴木委員長 

・開発費がないと技術開発なんかも行われない、できないという時代も

あったが、福田さんのように大企業じゃなくても今世界のトップをつ

くれているといえるのではないか。 

●林委員 

・昔はできていたと思うが、今は非常に難しくなってきている。時代の

要求がどんどん変わってきていること、それに伴うだけの資金力と技

術力は大企業非常に強くなってきている。我々自身がこうやって300

年という形でやってこられたのは、保守的な作業であったことと、大

量生産のものは大企業に任せて、それ以外のそういう特殊な用途のす

き間産業的なもので存在感を出してきたことではないか。これからも

そういう位置でやっていかなければならないだろう。 

●鈴木委員長 

・日本は結構そのすき間が強いのではないかと思っている。 

●前田室長 

・続けるためにはニーズだけでなく、会社側の柔軟性も必要だと思う。

柔軟だからこそしなやかに生き延びていくという基礎、ベースのレー

ヤーと、社会のニーズというものが仮にきたときに柔軟に対応できる
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２層あるのではないか。 

・今までの「Made in Japan」は我々が「ものづくり」国家戦略ビジョン

を鈴木先生を中心にまとめていただいたときには品質で勝負した。今

後は価値の先取りをしてものづくりをつくろうということで勝負した

い。 

●林委員 

・確かに、我々あくまでベースは金属の箔と粉にこだわったということ

が１つのベースにありますよね。その中での金属といえどもはやりす

たりあるので、その中でいかに柔軟に対応していくか、その中でも形

状とかいう形で求められるものについてもいろいろレパートリーを持

つことによって、何とかそういう問題を提起されたら、これがありま

すよ、これであればこれがありますよと言えるような土壌は持ちたい

というのは我々の考えである。 

●源田委員 

・ニーズを集めてくる商人というのが実は中に介在しているのではない

か。僕が感じたのは、代々新しいものを求めていくという姿と、分業

がきちんとされていて、今右衛門というディレクターあるいはプロデ

ューサーとか、その中でそれぞれの分業が伝統的な産業で は行われ

てきたのではないか。 

●鈴木委員長 

・プロデュースの側になるといろいろな情報網を持っているので、分業

されていない。上にいけばいくほど分業体制がなく、下にいくともの

すごく分業体制ができている。日本はそれをまとめたのが商社である。

商社が人を結びつけたり企業を結びつけたりもしていた。 

●鈴木委員長 

・かつては、藩主というのは実学を重んじた。実学というのは科学と技

術の結びついたものなので役に立つ学問という意味だから、彼らは目

利きの能力ある、自分でも勉強して役に立つことをやらせなければい

けない。このため、君主はきちっとした勉強をやった上でそれを実学

としても技術としても取り込んだ。そういう意味では彼らはパトロン

すなわち目利きであったし、よくわかっていた。 

●勝木委員 

・金属の粉末を手でなでることによって、これがどれくらいの大きさに
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なるかというのは、昔だと作業として会得していた。 

・本来は自分たちの機能があるはずだが、今は機械に頼っていて使わな

くなってきているから逆に怖い。 

●鴇田委員 

・ほかにまねできない強みというと、かなりローテクである。わざとい

うのは実は科学じゃあらわせない、数値ではあらわせない世界である

が、それを大切にしていくことが重要である。 

●林オブザーバー 

・技術屋というのはこだわりを持ったところを探り始めるが、そこが完

全にニーズと一致するかというと、それはもう志向の世界だから、ニ

ーズが応えてくれることはごくまれである。 

・アペックスの森社長とカップ式の自動販売機の開発を 後にやった際、

彼が言ったことは、「ニーズなんていうものはつくられるものだと、こ

ちらで用意するものだ。」と言っていた。あれだけ大胆な人でも企業で

やっていくときにはコツコツでやるしかないんだよということをしき

りに言っていた。 

●鈴木委員長 

・道具というのは人間を高めてくれるもの、機械なんかツールではない。

欧米のツールは誰が握っても同じなんだけれども、日本の道具という

のは、ものづくりなので、人間を高めてくれるもの、個々の人間の能

力に合わせて進化するのが道具。この個人の持っている能力を高める。

機械というのは人間が合わせるものですから、ツール。ところが、ト

ヨタでつくっている自働化という、人偏のつく自働化というのは道具

化するという意味である。工場の中で使われている機械はそこの工場

の現場を、個々の現場を高めるために機械が道具化して使われる。だ

から、ラインは全部100％自分たちでつくる。だから、壊れたらすぐ直

せる。 

●富井委員 

・現場にある緊張感というのは工作機械に置き換えられてしまうとモダ

ンタイムズの世界になるから、機械があるからこそわざも進化し、機

械も進化してきたという、わざと機械との切磋琢磨の関係とか、それ

から現場の中におる自分の学んだことを相手に教えることが快感なの

であり、チームとしての進化ではないか。 
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●鈴木委員長 

・地域における「ものづくり」の強みは、短期的な社会・経済動向だけ

にとらわれない組織運営と人材育成という認識はどうか。 

●鈴木委員長 

・昨日ＯＥＣＤの人が来ていて発表をしていたのだが、日本は特許をこ

れだけ取っているのに、特許で日本の知財で技術開発力、いわゆる日

本のＧＮＰは増えていないそうである。 

・いわゆる特許になっていないところで実は食っている。本当はものす

ごい知財なのにもかかわらず、それを認識しないで出しているものが

実は日本のものづくりの本来の強みではないか。だから、欧米と同じ

ような特許で出せる部分ではなくて、そうじゃないところで結局食っ

ている部分があるのではないか。 

●前田室長 

・日本の特許はディフェンス特許でなかなか収益に結びつかない。特許

を出すこと自体が目的化している。 

・僕は要因１と要因２のところは切磋琢磨、ある意味競争的である。下

の３と４は社会との関係では共生である。自分だけ勝手生きていった

って長続きしない。社会とか自然とか、いわゆるソーシャルステーク

ホルダーとの調和を考えた運営をしてきたというのではないか。 

●鈴木委員長 

・ベンチャーが日本には少ない。欧米の企業は30年、40年説で大体企業

というのは入れ代わっていく、その時代その時代で。それがベンチャ

ーの役割である。 

・日本の場合、継続することを目的化している国である。だから、大企

業で100年、200年続いた企業、福田さんみたいに300年続いた企業が結

構ある。 

・だから、そこをもう少しうまく整理すれば、欧米のベンチャーに対し

て、日本はどういう企業存続の理由があるかを示すことができる。 

●林委員 

・日本は何かそういう点からいうと、答えが出たらその答えで終わって

しまって、次に思考能力を発揮するものがない。 

●鈴木委員長 

・だから、大学のベンチャーってある。生産現場持っていないから、発
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想だけで現場は外にやってくれというのだが、あんなものはうまくい

くわけがない。 

●林オブザーバー 

・ロボットもロボットを売る側とサービス、ちゃんとメンテナンスでき

る人というのがいないと発達しないだろう。機械もつくると、大体い

いものというのはかなり保守点検が長けた人が必要である。 

・ピアノにしても車にしてもアメリカで売ったときに何が一番よかった

かと言われると、何かおかしいといったらすぐメンテナンス来てくれ

たということが大きい。 

●鈴木委員長 

・この２番目のところは、現場と経営と社会というのが混在できる。そ

れぞれが有機的に  結ばれる、それが日本の全体の強みだというこ

とである。欧米は現場と経営が離れているが、日本の場合は結構一致

する。社会というのは多様だから、その多様性に合わせて現場と経営

がそれぞれの企業があるのでおもしろい、いわゆる共生型の社会がで

きている。 

・日本の人口が１億2,000万というのは、かなりいい数字じゃないか。日

本はほとんどすべての産業体系がそろえられる環境にある。その点は

もう少し自覚すべきである。一部の企業が海外から戻ってきているの

は、この情報空間は日本だけしかつくれないということがわかったの

ではないか。 

・吉川先生は、あくまでも１億2,000万いることによって産業の体系が歯

抜けになっていないが、少子化が進むと継がなくなるといっている。

この人口の維持というのが１つ日本という国のものづくりの産業のす

そ野を維持するには必要ではないか。 

●源田委員 

・ものづくり、企業が価値創造の場であるというようにとらえ直してい

るんのだが、それでいうと、日本は社会全体が価値創造の場になって

いると、非常に適切な場になっている。 

●鈴木委員長 

・昔から社会が製品を育ててくれる土壌だった。各地域もそうだった。

やはりその場というものをもう一回再認識するべきではないか。 

 



82 

●源田委員 

・１つのメッセージとして、日本今弱いから強くすべきだということも

出てくればいい。 

目利きのところをうまくやるマネジメント能力が必要である。 

●鈴木委員長 

・現場と経営と社会をつなぐから目利きが必要である。目利きをもう少

し教育したり情報交換の機会を作る必要がある。また、サロンみたい

ないわゆる情報交換の場というのが非常に少ない。情報交換が異業種

交流の場というのをもう少し広げてはどうか。 

●源田委員 

・美的な感性みたいなものを目利きの中にぜひ入れてリアルなものをつ

くるのに計測能力があればすごい人材もある程度つくれる。人間も人

の、何か特徴を頭に入れるときに、細部を覚えるんじゃなくて、特徴

のところだけどんどんと頭に入れていく。 

●林オブザーバー 

・それはさっき言われた、機械を越えるのは現場のやはり人間が○か×

ではない、１かゼロかではないもう１つ先のものに多分直結してくる

のではないか。 

●玉屋委員 

・昔のパトロンもそういう目利きのセンスは当然持っていただろうと思

う。 

●山中委員 

・日本ってすごいリアリティーがある。だけれども、一方では非常に省

略と強調がなされている。つまり、データ量が非常に少なくても、意

味能力は非常に高い。 

●源田委員 

・データ自体に意味があるのではなく、それに意味づけするところが価

値であるところである。 

●山中委員 

・15年前に、学生を使って美しい設計ができることと性能が直結してい

るといわれる業界というのが何かというので調べたところ、ものの流

れだとか、ソフトウェア業界で顕著という結果が出た。 

●富井委員 
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・民俗学みたいな調査なのでくっきりした優位は何も出てこないが、セ

ンスのいい人がつくった設計図は、ほかの人にわかりやすいというの

がかなり大きな効果である。美的感覚同士のコミュニケーションとい

うべきか。 

●前田室長 

・美というのはやはり芸術的なものを入れるということをちょっと越え

て、経営とか現場の中にもっと内製化していく意味合いというのを少

し強調したらいいと思う。それと、今のわかりやすい、美というのは

一人歩きするから、もっと広がりのもつ概念としてやらないといけな

い。専門家だけわかればいいのではない。 

●山中委員 

・コミュニケーション、要するに美的であるということは、コミュニケ

ーションが簡潔にできやすい、そこにノイズが含まれてこないから。

だから、いくらリアリティーがあるものであっても写真をとってしま

えば一体何を本質として伝えるかわからない。１個のイラストがあっ

た方がよほどいい。芸術性というのは多分余計なノイズを取り除いて

はっきりしたものを伝えていくという能力を持っているはずである。

その中でみんな美しいとかということも考えている。そういう中でコ

ミュニケーション能力を高めるとか、コミュニケーションの効率性を

高めるということがなされている。だから、図面のきれいだとかとい

うことが相手に伝えやすいものになる。 

●宮内補佐 

・でき上がったものだけじゃなくて、それを生み出すプロセスにおいて

も美というのを意識するといい。 

●鈴木委員長 

・だから、コミュニケーション能力というのはそのデザインということ。 

●林委員 

・我々のところでも機械があって、非常にいい名機だといわれるのはど

こかで芸術性があって、何か芸術作品に似ている。 

●鈴木委員長 

・トヨタの工場が汚いと言ったが、彼らにしてみればそれが一番動きや

すいという。機能的で動きやすい。それは彼らにとっては美しいこと

だそうである。むだな動きをしなくていいという、一番工場の中では
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美しいという。 

●山中委員 

・逆にでき上がったものの美しさというのは直結する。アメリカ人のデ

ザイナーが悪いんじゃない。根本的にアメリカの生活者がデザイン見

る目ないねというのは全世界で思っている。それは結構実は重要なキ

ーワードかなと思っている。 

・技術者がセンス悪いわけでも必ずしもなくて、アメリカのデザイナー

が必ずしも腕が悪いわけでもない。 

●源田委員 

・目利きがいるいないというのはやはり根本的に歴史が必要なのかなと

いうのはよくわかる事例である。 

・ 近日本のデザイン賞はすごく価値が高くて、韓国で賞欲しい人間よ

りも日本で賞欲しい人間の方が圧倒的に多い。目利きというのが日本

の中にできているという感触が今僕らデザイナーの間にはある。だか

ら、本当にいいものが売れるようになったという感じがある。バブル

のころというのはブランドだけだったが今は、金を使わない分、逆に

本当にデザインのいいもの、デザインを見直そうという感じになって

いる。 

●鈴木委員長 

・文化というのは単一であるとどうしてもそこを越えることができない

んだけれども、２つ合わせると結構新しいものが生まれてくる。日本

は日本独自のデザインは小さいころから結構学べる体制ができている。

それに対して、今デザインをやろうとしている人たちは欧米とかそう

いったところのデザインをきちっと学ぶ。そういうものが自然と混ざ

ってしまっている。 

●源田委員 

・基本的にアメリカのものを、ソフト、機器はアメリカのものがベース

になっている。いくらアニメーションをつくったりＣＡＤで製品をつ

くったりしても、ライセンスをアメリカにまた払うことになる。 

・だから、コンテンツというのは国策であるべきだ。人材育成にしろ産

業の育成も同じ。しかし、その底辺にあるのはやはりアメリカのノウ

ハウ。 
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●鈴木委員長 

・その辺を自覚する必要がある。川上と川下との関係性やどう強化して

いくか、自分たちの強みと弱みみたいなもの、お金の流れも含めて認

識する必要がある。 

●林委員 

・日本は加工貿易の国でものがないので、ものを買ってきて価値をつけ

て売るという形が基本だと思う。それが今の世の中、教育も含めて忘

れかけているところがあるのではないか。何でもあるというとらえ方

をしている、ここに非常に大きな間違いがある。 

・我々企業人からいえばそれをいかに企業の中でこだわりを続けるよう

な仕事をさせるか、していくかということになると思う。 

・知識を生かそうとするときに道具があるのかないのか、道具がなくな

りつつあるのかどうかという、もっと原点に戻ったところを重要視す

べきである。 

・前田さんがおっしゃった、パトロンは役人とおっしゃった、そういう

ものをもう一回基本的なところにおいていかんとものづくりが上っ面

だけで終わってしまう。 

・その上に皆さん方が今議論されているセンスがもともと日本人の中に

ある、これに付加価値を高めてものづくり「Made in Japan」という格

好になるのではないか。 

●鈴木委員長 

・国民運動化していく部分とこういう現場レベルにもっていく話と、教

育レベルにもっていく話と、いっぱいレイヤーつくろうかと思ってい

る。また、大企業と中小でも違うと思う。中小のヒアリングを別のグ

ループでやっているが、結構おもしろい話が出ている。そういうのも

この中に盛り込んでいくと、おもしろい。 

●前田室長 

・目利きというか、要素還元主義でまたいろいろな専門家ができるとい

う意味じゃなくて、ややこのある割と広めのところについてスパッと

ものごとを仕切れるような人材をつくるというのを出口にしたい。そ

のためには、現場と経営をつなぐという部分がこの中にはあるし、具

体的な地域と企業をつなぐという部分もあるので、そういうところに

こういうものを少しアレンジしながら個別営業しようと考えている。
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あともう１つはやはり教育である。やはり若者にバッと発信するよう

なものに。 

●鈴木委員長 

・このアウトラインを見ていただいて、ご自分のこの中のどの部分につ

いても結構ですので、全体的なことでも構いませんので、ご意見をい

ただきたい。 

以上 
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委員・オブザーバーからの寄稿 
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（１）玉屋委員 

１．京都から尾張へ（からくり人形の歴史）  
「からくり人形」の始まりは寛文 2 年 (1562 年 )に大阪道頓堀で公演

された「竹田からくり芝居」と言われている。この「舞台からくり」

が道頓堀から出て京都、尾張、江戸と各地を回り、人々の興味を惹き、

これが契機となって「からくり人形」が広く知られるようになった。 
年に一回のお祭りに、神の依り代として本来は松などを神社に奉納

し、そこに神を宿し、町を練り歩いて病気や災害がないことを祈る。

初は大八車に松を立てて回ったのが、形態が変わって「からくり人

形」を乗せた山車になっていった。尾張は裕福だったから、そういっ

たものにお金をかけたので、その当時から 370 近い人形があった。  
玉屋は、元々は京都だったが、享保 19 年 (1734 年）にこの尾張に住

み着いた。それは尾張から京都の人形師に仕事が出されたことが始ま

りである。「からくり人形」は、当時、メンテナンスも全て職人がや

っていた。京都から尾張に入り、お祭りが始まる前に人形を蔵から出

して封印を開け、山車に飾って祭りに出す。終わったら箱に入れて封

印して帰る。これを毎年やるのが大変だから、いっそのこと尾張に住

み着こうということになり、住み着いた町名の玉屋町 (現在の中区錦 )
ので、町名にちなんで玉屋庄兵衛と名乗るようになった。  

  「からくり入形」が尾張地方で栄えた理由のひとつは、尾張徳川家

のとった政策であろう。1730 年に第七代尾張藩主になった徳川宗春は、

当時の八代将軍徳川吉宗に対抗して、吉宗の「倹約令」とは違う動き

をした｡他の地域では質素倹約を強いられている時に、「民とともに世

を楽しむ」政策をとり、お祭りとか芸とかを奨励した。この頃から、

尾張の山車は絢爛豪華となり、「からくり人形」も精巧で大掛かりなも

のになっていった。普段は堅実でも、1 年に 1 回のお祭りとか子供の

嫁入りなど“派手なことは派手にやる”、宗春の時代の気質を受け継い

で生き続けている人が多いのは確かである。  
  それから、尾張には「からくり人形」作りに欠かせない豊富な木が

あったことも見逃せない。この地方には木曽があり、その木材は、ほ

とんど尾張に入り、それから市に出ていた。木曽は尾張の御領地だか

らそれができたのである。また、岐阜には「かりん」などの固い木が

集まっていた。江戸時代からはそういう流れになっている。  
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  素材が豊富な所に、宗春の政策があって尾張は豊かになり、その結

果、尾張に行けば仕事があるぞ、ということで、職人も全国から集ま

ってきた。  
  「からくり人形」が栄えたのは、ものつくりに不可欠なこれらの要

素がうまくかみ合ったからだと考えている。  
２．時代の流れとからくりの需要  

 七代目の時代は、戦後で食べられないくらい仕事がなく、何十年か

の間は、からくりの仕事は片手間でやるくらいだった。お金がなくな

ると、能面を 1 枚彫って知り合いに売る、というような生活をしてい

た。  
  それが昭和 45 年「茶運人形」を復元し、それを大阪万博でサント

リーのロボット館に展示したことでマスコミにも取り上げられ、から

くり人形師がいる、ということが知られるようになった。それで、高

山とか京都とか色々な所から仕事が来るようになった。  
なお、犬山市については、からくり人形の修繕に関する需要が継続

してある。その理由は、犬山市では、犬山保存会というのがあり、保

存会13町内の役員がつくっている。そして、保存会が窓口になって、

次はどこの町内を修理に出したいという希望を聞き調整をして頂い

ているからである。 

犬山市では、県の指定文化財の補助が出る。だから、町内は全体総

額の６分の１だけで修理ができる。それゆえ、修理の需要は継続して

いる。しかし、名古屋市内では県の文化財になっているものは10分の

１程度のため、犬山市のように改修をするだけのお金がない。補助な

しだから、やるとなると全部自分でお金を出さなければならない。江

戸時代であれば町々の豪商が受け持っていたが、現在はそうした豪商

がいるわけではないので、費用負担は地元住民・企業が受け持たなけ

ればならない。このため、名古屋市内のヤマは、からくり人形がのっ

てないのがものすごく多く、全体（約400体）の中の100体程度である。 

  
３．“こうしたい”という想いが伝統を支えている  
  これが動いたら面白いな、っていう“想い”がからくり人形の機構

を考え出す原動力である。ソニーのアイボ、その次がホンダのアシモ、

それからトヨタのパーソナルロポット、どんどんすごくなっている。
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それはやはり誰にも負けたくない、あれよりいいものを作るぞ、とい

う想い、意欲の結果だと思うし、からくりもそうだと思う。江戸時代

に町内が競ったのも同じことである。東照宮でも 9 両の山車があって、

同じものは一つもない。あそこの町内よりいいものを作ってくれ、と

作者に頼んだからである。人形が 370 あったら全部違う。人形師毎に

得意とする技・技術はあった、互いに競い合って人に負けないものを

作ってきたので、機構は全部違う。  
江戸時代でもそうだが、やはり名古屋祭の一町内本町がこういった

人形をつくった、そうしたら隣町の新町がもっとあいつより違ういい

ものを欲しいという。そうしたらそこでまた張り合いというか、そこ

の中でやはり競争が出てくる。これは今も昔も変わらない。ただ、そ

れに対しては昔の職人はいないからいいものができてくるところに

心配がある。この心配を払拭するためには、もっと職人をもっと大事

にしてほしい。 

 
４．からくり人形と朝鮮半島の文化との接点  

からくり人形には、朝鮮半島の文化を取り入れているところが多い。

江戸時代、参勤交代とか幕府の代が替わると、朝鮮半島から雑技団を

連れてきた。この雑技団が唐の格好をしてトンボ返りなどをしながら、

江戸へ上って行った。そのため中国の文化がものすごく入った。江戸

時代にこの動きを人形に取り入れて実現した。「離れからくり」とい

う、肩の上で倒立する人形などがそれに該当する。  
  
５．作品を残すことが伝承であり、それができないと伝承は途絶える  
  からくり人形の図面はない。全て頭の中である。人形は全て八頭身

でいくと、人間よりも形のいい人形になる。だから、例えば顔の寸法

が決まれば胴が何寸、足が何寸と決まり、それから動きはこうと、頭

の中に入れている。何百体という人形を見たり、修理・復元をすれば、

こうすればこんな動きをする、手首はこうして動く、扇子を上げるに

はこんな渦車が必要、とかが分かる。そういったことは全て現物で憶

え、頭に入れていく。  
  図面を仮に残しても、使うのは 200 年先である。茶運人形などを解

説した「機巧図彙」が 1795 年に出版されているが、これも役立って
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いるのは今。それも、読めないミミズのはった字で、寸書き、足りな

い寸法がものすごくある。高さが何寸、顔が何寸程度しか書いていな

い単なるスケッチで、今の人が読むのは難しい。  
 何百体という人形が一つひとつみんな違うため 100 出したら、100
の図面がいる。山車の形態も全部違うし、図面を残したら大量になる。

しかも、使うのは 200 年後。それまでは人形がもつから、その間、図

面の使い道がない。だから、私達は全て頭に残すことにしている。  
試作は、全て現物で作っていくことにしている。手の大きさとか、

独楽を廻すのだったら滑車を入れたい、とかあるが、それらは全て作

りながら合わせている。  
 人形は一体一体が全て違う。こういった物語を作りたいと言ったら、

山車の形態とか入形の大きさ、それに「離れからくり」にするか「糸

からくり」にするかが決められるぐらいで、あとは現物合わせで作っ

ていく。だから、スケッチや図面はなくてよい。ほとんど残ってもい

ない。  
  確かに、技術・技能の伝承が問題になってくるが、作品を一つでも

多く、子どものために残している。「茶運」にしても、「弓曳」にして

も、「からす天狗」にしても、全て家に残してある。“もの”が残って

いれば、絶対、大丈夫である。図面より“もの”である。  
 
６．材料がなくなることも伝統的な「ものづくり」にとっては大敵  

 からくり人形制作にとって、鯨の「ひげ」は欠かすことができない。

鯨は魚拓がとれないから、漁師はその代わりに、鯨の「ひげ」を残し

た。3m 以上あるものは、獲った鯨の大きさが何十メートルというよ

うな証拠として。これがなくなってきた。鯨の代わりになるものは考

えていない。あれ以上のものはない。カーボンが良いと、よく言われ

るが、あれは竹の繊維質をぬらして固めたものでバネにはならない。

「鯨のひげ」は、タンパク質で虫が食うことこそ欠点だが、自由にノ

コギリで切れ、カンナで削れ、薄くできる。熱をかけて 90 度きゅっ

と曲げ、そこで固定すると、それでバネになる。こうした性質を持っ

たものは他にはない。  
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７．一番心配なのは職人が育っていないこと 

一番心配なところは、やはり職人が今育っていないことである。現

状を見てわかるとおり、ものすごくやはり職人が少ない。からくり人

形が代々続いているのはうちだけである。 

また、からくり人形の場合、人形一体に対していろいろな部材があ

る。漆を塗ったりとか金箔を張ったり蒔絵をしたりとかするが、その

部分で腕のいい職人が育ってない。このため、専門家が多い金沢、輪

島に送らなければ行けないかという不安がある。 

  名古屋は、もともと仏壇が有名で、名古屋仏壇というのがあって、

漆にしても金箔にしてもすべてのことが名古屋でやれた。しかし、今

ではそうした仕事がないので、職人が少なくなっている。材料にして

もそうだが、職人が育っていないという現状が今ものすごく厳しい。 

江戸時代中期というのはどんどん町の中に金物屋さんがあったり

とか、仏壇屋さんや漆職人がいたりとかそういったことで生業を営ん

でいる人が多かった。このため、ちょっとここ金具の部分は苦手だか

らだれかに頼むと、きちんとしたものができてくることで助け合って

いた。当時のからくり人形のいいものは、そういったことで町衆が一

緒になってつくったようなものだと思う。けれども、今は近所にそう

いった人がいないので、自分でやらざるを得ない。本当に人形だけ、

顔とかそういう部分の衣装だけつくればあと金物の部分、さしがね部

分とかそういったものは町中できれば、もっともっといい職人がおれ

ばいいものを供給されてくるのだが、今はそれができない。 

だから、今後職人がいなくなるというのが一番心配である。本当に

漆職人がいなくなったら僕らが漆塗りをはじめ、すべてのことを自分

ですべてやらなきゃいけなくなる。特に、漆というのも肌がかぶれる

ものなので、合わない人は顔とかひどくかぶれてしまう。 

 
８．人を育てる施策の展開が必要（張り合うことが商品の質を高めるた

めに必要）  
トヨタはすべていいものを集めて組み立てるから世界中に売れる。

それは、昔も今も変わらない。ロボットにしてもソニーがアイボを出

した、ホンダがアシモを出した。その中にトップのトヨタが出せばパ

ーソナルロボットとかそういったものができてくるのではないか。 
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江戸時代でもそうだが、やはり名古屋祭の一町内本町がこういった

人形をつくった、そうしたら隣町の新町がもっとあいつより違ういい

ものを欲しいという。そうしたらそこでまた張り合いというか、そこ

の中でやはり競争が出てくる。これは今も昔も変わらない。ただ、そ

れに対しては昔の職人はいないからいいものができてくるところに

心配がある。この心配を払拭するためには、もっと職人をもっと大事

にしてほしい。職人は、食えないからやめてしまうものだから、芸術

家ばっかりに勲章与えるのではなく、職人にも勲章を与えるなど食え

るような支援が必要である。国がもっと職人を大事にして、職人は職

人でいいものをつくったら、この職人は腕がいいから勲一等といった

形で表彰して欲しい。 
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（２）鴇田委員 

1. 地域という共同体（コミュニティ）のありかた  
  有田の工房では、作業がかなり分業化されていた。しかし、分業化

された一つ一つの作業は、単純なものではなく、かなりの技を必要し

ており、それなりの責任を持たせている。一人一人の工夫を大切にし、

技へのこだわりを大切にしてきている。また、個人主義ではなく、他

者とのかかわりの中での個を大事しており、皆が平等である。職人が

技へのこだわりを追求し続けるには、それがきちんと評価されること、

経済的、心理的に余裕があることが重要であろう。有田には、職人の

技を正しく評価し、サポートしてきた人たちの存在が窺えた。こうし

た共同体（コミュニティ）の存在がブランドを生み、そのブランドが

働いている職人たちの誇りや満足感、自信にもつながっていったのだ

と思われる。  
  京都の「もうけんでもいい」の中にも、共同体への強い帰属意識や

安心感、余裕、自信といったものが窺える。  
  現在の日本には、企業の徹底した効率主義やリストラによって自信

を失っている人たちが多い。また、人生や仕事の意味を見出せないで

いる若者たちが増えている。このことは、今まで日本にあった共同体

や共同体意識が崩壊したことに起因している可能性がある。機能主義

だけによらない、一種の平等性をもった共同体のあり方、一つの大き

な目標なり価値観を持った意味のある共同体のあり方が今後の社会や

企業に必要なのかもしれない。  
 
2. 技術の伝承（教えないという技の伝え方）  
  今回の調査で技術の伝承における「秘密主義の大切さ」の別の側面

を考えさせられた。自分たちの技を守るための門外不出の秘密主義も

大切であるが、教えないという技の伝え方にも深い意味があるように

思われる。技を知識として教えても、同じようなものは作れるが、そ

れ以上のものはできない。技そのものよりも、その技にたどりつくま

でに、どれだけの苦労、どれだけの失敗、経験をしたかといった試行

錯誤の課程が大事である。オリジナリティ、独自性は個人の技の中に

ある。こうしたことを職人たちは十分承知していたと思われる。技を

教えず、自分の仕事姿や作品を見せ、同じものかそれ以上のものを作
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ることに挑戦させることが、モチベーションを高め、技術の確実な伝

承には良い方法なのかもしれない。これからの技術教育において考え

させられる一面である。  
 
3. ローテクの強み  
  戸田工業、福田金属などが、時代の変化にうまく対応してきている

要因の一つに、ハイテクを支えるローテクがあるように思われる。ロ

ーテク、つまり匠の技、感性、哲学、微妙なさじ加減、ノウハウなど、

科学では表現できないもの、作れないものを大切にしてきている。ま

た、先人の知恵を大切にしてきたことによって、素材を知り尽くして

いる。これらノウハウや知恵は容易には真似できないし、かなりの強

みとなる。福田金属の林社長が「すきま産業」と発言されていたが、

他には真似できぬノウハウや知恵、技を武器として時代の変化にうま

く対応されてきた結果だと考えられる。それがまた、ブランド力とな

って、さらに強みを増すことにつながっていると思われる。  
 
4. 伝統産業を支える裏方の危機  

伝統産業の危機以上に、道具や素材作りなど伝統産業を支える裏方

の仕事の危機が叫ばれている。先に述べた共同体の崩壊の現われでも

あろうが、裏方の仕事の存在を十分に認識し大切に保護する必要があ

る。弱者もそれなりに存在の意味があり、効率や成果だけに注目して

事を判断すると、大切なものを失ってしまう可能性がある。  
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（３）勝木委員 

１．有田の焼き物の歴史を変えた２つのポイント 

有田の場合は豊臣秀吉の頃に遡る。豊臣秀吉が朝鮮出兵に行った文

禄年間には唐津焼を当時の朝鮮半島の方から渡来した人が作ってい

た。茶器や茶道具は、豊臣秀吉のお茶の世界で用いられていたことか

ら発展を遂げた。 

また、豊臣秀吉の時代には朝鮮半島では青磁が盛んで、その製造技

術を豊臣秀吉や九州藩の大名が朝鮮半島から持ってきて日本に定着

させた。有田にはもともと陶器に関する技術がなかったので、鍋島藩

は技術集団を家族単位で連れてきて、発展させた。歴史的には有田の

場合はそれが１つのポイントになる。  

  有田焼が人気を博すようになったもうひとつのきっかけは、ヨーロ

ッパとの公益である。歴史的には、中国の明の時代（1500年前後）、そ

のころ東インド貿易会社といってオランダの貿易会社が東洋のいろい

ろな着物とか漆器、漆などをヨーロッパに輸出していた。しかし、1600

年の始め頃、明に内乱が発生し、中国を代表する焼き物の窯がつぶさ

れてしまった。景徳鎮をはじめいい窯の山地がつぶされているようで

ある。これらの窯は、東インド貿易会社が中国に特注をさせていたエ

リアとなっていたが、窯をつぶされてしまったため、中国の焼き物が

ヨーロッパに輸出できないということになり、東インド貿易会社は、

中国の代わりに有田の焼き物に目をつけたというところが次のステッ

プになっている。その時は、日本はちょうど江戸時代の鎖国のころだ

ったが、江戸幕府の当時の唯一の海外交易の窓口となっていた長崎・

出島に近いこともあり、有田の焼き物の輸出が急激に始まったという

ところが歴史的には２つ目のポイントになる。 

  有田の場合は、特に長崎の近く、出島に近いことから、ほかの地域

と違って、１つは鍋島藩が長崎の出島警備のために長崎市の出島の入

り口、港のところに警備で鍋島藩の出張所があった。だから、いつも

海外の文化に技術が接するのは結構鍋島藩は近かったようである。陶

磁の方も顔料を中国から輸入することも、陶磁器に関するいろいろな

情報の入手も鎖国時代であっても鍋島藩は可能だったことの影響は大

きかったのではないかと考える。鎖国のときに、中国の内乱があって

窯がつぶされ、東インド貿易会社が、日本に求めてこなかったら多分
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今の有田はなかったのではないか。 

 

２．有田焼における海外との融合 

  １．で述べたように、鍋島藩は出島警備のために、出島の入り口、

港のところに警備目的の出張所が会ったことから、江戸時代、長崎の

出島を経由して、オランダ、中国などの文化とか技術が有田に入って

きた。そうした海外の文化技術と日本の和の技術、文化がだんだん融

合して、いわゆる和洋中、それが一体化していろいろなデザイン、形

が完成してきた。 

  そして、完成の水準を上げたのは、この前から議論さている、パト

ロン的な存在であった鍋島藩の殿様の力が大きかった。献上品といっ

て大名が使うような一級品をつくらせるような製作をさせていたこと

が完成品のレベルを上げていた。おそらく技術が完成されてきたのは、

そうした要因が も大きかったのではないかと考えている。 

  有田焼の場合は、日本独自でなくて、海外の文化技術との融合とい

えるであろう。豊臣秀吉ころから見れば約300年、融合しながらやって

きたというところが１つの大きな歴史的背景といえる。 

 

３．有田焼の特徴 

  もともと有田というのは小量多品種の生産に特徴がある。特に陶磁

というのは、同じものでも、輸出品で見ると、江戸時代は同じものは

50個もつくっていなかったと考えられる。これが、大量生産であれば、

現代の科学技術のシステムを使って製造することになるが、有田焼は

多品種少量生産が基本だったので、分業制で働く職人肌的な人たちが

じっくり考えて、品物を納める先の殿様とか海外への輸出品をつくっ

ていったのではないか。そのために、技術を極めることができたので

はないか。 

  それから、もう１つ、有田の場合、今右衛門さんのところなどもも

ちろんそうであるが、「一子相伝」といって大体技術を長男が守るとい

うのが基本である。そう意味では、有田焼の場合は技術が閉鎖的で、

今でもそうだが、あまりつくり方は、土地柄オープンにしないところ

がある。それゆえ、焼き物としては似たようなものがあるが、その途

中の工程がなかなかわからないと思いますね。こうしたことも、後に
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続く人が技術の次のステップに高める力になったのではないかと考え

る。 

もっとも、有田でもいまでは陶磁器に関しては、陶業と陶芸があっ

て、今右衛門さんクラスは陶芸の方になる。陶芸は、芸術家と見なさ

れている。しかし、陶業は数をたくさんつくる、そういうところが陶

芸と違うところである。 

 

４．有田焼の人材育成 

今でも伝統工芸師がいるが、これは試験を受けてある程度のキャリ

アがないと認定しない。同じような認定制度は、ろくろの部門でもあ

るし、絵つけにもある。だから、そういう資格制度は分業された仕事

それぞれについてずっと続いてきた。江戸、明治、昭和と長年にわた

り受け継がれている。こうした背景から、有田陶器市は、もともとは

技能者のレベルを評価する、あるいは技能者の技術のレベルを高める

品評会として 初始められたとされている。今はすっかり当時の趣旨

と違ってきている向きはあるが、有田陶器市は、ちょうど100年、102

回ぐらい続いている。 

  しかし、 近では、こうした分業制のところの技術を極めるという

形はあまり見られなくなってしまっている。昔であれば、ろくろ10年、

絵つけ万年とかそういうふうな大変な修行の末に技術を獲得するとい

うものであったが、 近ではそうした修行があまり行われていない。 

有田では、陶磁器に関して有田、伊万里、唐津などの組合が集まっ

た組織でペーパー試験や実技試験を行っている。しかし、昨年の伝統

工芸師の試験があったが、ろくろについては、受験者がいなかった。

過去を通じて初めてのことであった。絵つけの方は何人か受験者がい

たが、こうした状況を見て、有田では、人材育成をどうするかという

ことが問題になっている。昔は、昔は伝統工芸師の資格をとると結構

給料が高かったらしいが、今は陶器産業自体が落ち込んできているた

め、そうしたメリットは少なくなっている。 
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（４）林委員 

１．福田金属の経営の基本姿勢  
  会社創業 305 年であるが、初めの 200 年は家内工業的な金箔・金泥

の製造販売で、室町松原の現在の登記上本店で職人を集めて製造・販

売していた。初代・福田鞭石 (俳諧師 )が西暦 1700 年 (元禄 13 年 )、2
代目・福田練石（俳諧師）が、家訓「家の苗」を作成し、これが連綿

と精神的バックボーンとして経営に生かされている。  
「忍の字は身の内の主なり 不断に七情の来客あり  

よく考えいずれも忍のあしらひ方 第一其品々 しるしがたし」  
「いろいろな客があるがよく考えて応対し、  

気持ちよく接するためには堪忍のもてなしが第一」  
  

誠実な商いをといている。掛けには用心しないと危ない。掛けは増

えるものである。万一、失敗したときは、思い切りが大事。  
  質素倹約は商人必須の条件として「倹約を第一 身をよく考え く

らし方に心を付く可し」と石田梅巌の教えを例に、無駄な経費を省き

経営に専念することを説いた。  
  物惜しみやケチとは違うことをとき、堅実経営と社会性重視を柱と

したものを制定し、21 世紀ビジョンで「身のたけにあった経営」とい

う形で投げかけている。  
また、２代目の社長が昭和の初期に言っていた「大体意図して商品

化したものは売れてない。こんなものどうしただろうと言っていると、

ほかからこんなものできませんかとお伺いのもとに広がっていく。」

という言葉に代表されるように、ニーズというよりもシーズを先につ

くっていたがゆえに現在がある。 

 
２．福田金属における２つの転機と現状の業務  
  第 1 の転機は、明治の末期に、京都市内から現在の京都工場である

山科工場を作り、大量生産できる体制を計るが、製造方法は機械的粉

砕のみであった。箔については圧延機を導入し拡大を計るが、専売公

社のキモ入りで別会社化している (現在の日本製箔 )。  
  第 2 の転機は、昭和 10 年前後に軍部の意向を受け、京都帝国大学

の技術協力を得た電解銅粉の製造である。その技術を利用しての電解
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銅箔の製造で電気化学的製造への展開、その他軍需用鉄粉、アルミ粉

などの製造を行っていったところにある。当時は、電解銅箔は作った

が、銅板のかわりぐらいできるかなというぐらいでしか見てなかった

が、昭和 30 年代になると、海外からの新用途開発により、従来の製

造技術を活かして拡大がなされた。昔の技術をある程度温存しながら

いろいろと金属粉末の製造方法をずっとトライして、何に使えるかと

いうようなところがあったが、戦後だと粉末薬品という形で凹成形す

るというような形が大分できるようになってきて、それを現在までず

っとやっている。  
  戦後になって 主なものとして、平版印刷用真鍮粉、プリント配線

板用電解銅箔、アトマイズ粉末使用により粉末冶金製造法の拡大、家

電業界活況によるブラシ用途の拡大となり、現在に至っている。  
  これら全ての企業化するうえでの設備妻計技術が自社内で製作する

ことにより、隙間産業において非常に安価に設計、製造してきており、

大企業が大量に生産するほど量がなく、しかも粉末製造方法において

あらゆる製法を駆使できることで存在感を高めてきた。  
昔の技術を残していたということは、現在の中で生かされていると

ころがあると考えている。その中では効率とかいろいろな議論がある

だろうが、少しずつ改善させてきている、そういうことが大きなポイ

ントになると考えている。 

 

３．人材育成に関して 

今回の研究会で事例をいろいろと見て、もう一回トライしていける

ような職人わざ、例えばからくりの歯車の木の組み方１つでみてもい

ろいろな材料を合わせてやられる、ああいうとらえ方にもっと我々執

着してやらなければいけないと勉強になった。 

  確かに設備は少しずつ変わっているし、職人自身も例えば測定器よ

り職人の腕の方がはっきりしている。粉をポトッと落としてこうやっ

たら、この粒子はこのぐらいの大きさだよといって、それを今度はは

かると、大体当たっていた。それほどやはり職人のわざが生きていた

ことは事実であった。それを今一生懸命慌てて数値化しているが、そ

の差は確かにある。しかし、今、こうしたことができる人がどれだけ

いるかといったら、わずかになっている。 
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例えば、新入社員にはそんなに大きな粒子をきっちり会得できない

が、こうやって粉をおいてこうやってみろと、どっちが粗いかわかる

だろうというような話はする。そして、新入社員も区別はできる。し

かし、今の人は感性が鈍くなってきているというところがあるので、

いかにこれから教えていくかというのは重要な話である。 

  箔の場合でも大体こうやっています、大体厚みがこれぐらいかなと

いうのはわかるが、もっと昔であれば、見ているだけではなく、見て

いたらわからなくても、そのものを手で感覚すると、わかったもので

ある。今、これおかしくなりかけているのではないか、そのおかしく

なっているものは今一応いろいろと光を当てて乱反射によってその形

状は追いかけている。見ているだけでなしに、自分の感覚というもの

を持たせる、これが今必要だということだと言える。昔の人はそれを

体で覚えろということで人材育成をしてきたが、今はそこまでできて

いない。まずこれでいけるだろうということをいろいろとやっている。 

  また、もっと全体を理解させることをしなければいけないのではな

いかと考えている。例えば今は、いろいろと分野に分け過ぎているき

らいがあって、全体的なことを理解させることをやらなければならな

いと考える。世の中忙しいからという言葉で置き換えてしまうといけ

ないのだろうが、そこら辺がどうもないがしろになってきている。 

  やはり日本は、ものをつくって、そしてそれを海外に売るという加

工貿易の国であるということを日本の人みんな忘れているのではない

かと感じる。そこの原点に戻らないと、それに伴うものづくり、人づ

くり、心づくりというというのは実現することができないのではない

か。１億3,000万の人間を食べさせるにはやはりものをつくって、ない

ものをもってきて、価値を上げて売るということの基本的にはやはり

ものをつくるという部分、その基本をやはり教育から教えていかない

といけない。 

 

４．経営は家訓通りでないこともある 

結構京都の企業においては結構多いが、家訓的には賭けをしないと

いうことになっているのだが、現実にはやはり賭けしている。という

のは、明治の末期から大正のはじめにかけて１年分の売上以上の費用

をかけてドイツからその機械を買っていることでもわかる。それは、
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本当に鉄製の機械なのだが、それを今度日本で見たときに、それを図

面化して木製だとか、それからその木製の先だけは鉄で変えていると

かいろいろな工夫をしている。臼の場合も石臼を使ってとかしていた。

日本が持っている技術のすごさというのは、欧米から新しい技術が入

ってきても理屈さえわかればそれを形に再現できるというところで

はないか。 

 

５．今回の調査に対する意見など  
①地域のブランド力について  

   ロボットやナノテクノロジーを表現した名称が目で見たり、時代

背景を反映したものであれば、まず成功する。  
   成立したものの評価が高ければ問題ないが、評価が低くても生活

基盤に根ざしていたり、祭りなどのイベントに欠かせないものであ

るならば、ブランドとしてうまく宣伝していけばそれで独立した評

価を得られよう。「カラクリ」は、まさにそれにあてはまろう。「ナ

ノテク」は、その点使用例が少なく実用化がほど遠く、インクジェ

ットなどが拡大されれば新しい名称で評価されよう。当面、ロボッ

ト、ナノテクにおいて国策的な立場に立って民間企業主導といえど

も、経産省が旗振り的 (タニマチ )として振舞ってブランド創成すべ

きといえる。  
   個人的意見として、ナノテクノロジーにおいて微細な粒子が大量

に世の中に存在したことのない時代で、今回が新時代ともいえる。

ゆえに金属製造メーカーとしては金、銀、銅のみの 3 元素に注力し

たナノテクノロジーに終始したい。  
   これは、労働、安全衛生面からも実績がないことにより、国家戦

略的に安全性を重視した動物実験を通じ安全性を確かめねば、製造

者責任を間われかねない。ゆえに、3 元素以外への拡大は当面しな

いこととする。  
 

②地域のものづくりが貢献している点  
地域におけるものづくりを考える場合、そのものづくりが成立す

る土壌があったことが、全てうまくさせている。技術力を貯え、発

展させる人、周辺にある材料・治具を作れる物、これらを支え消費
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し、価値を高めさせてくれる金 (タニマチ )がそろっていなければ地

域のものづくりは発展しない。  
ゆえに、地域、地域で成立してきた物品、産物が成り立ってきた

歴史を掘り下げ、その価値を見い出し、精神的柱ができている所は

強いし、その地域のすそ野は広く、ものづくりが廃れかけた現在に

おいても、すそ野が広いゆえに涸渇には至っていない。しかし現在

それを取り巻く周辺の治具を作成する職人がいなくなってきてい

る。職人も地域により微妙に材料が異なっており、これらの差が職

人の差を作り、一層厳しくしている。  
   現在、文部科学省が実施している大工養成費として一人 3 万円支

給するのでなく、できた治具を経産省が買い上げ、必要な人に安く

売るなどして治具の確保を計り、底辺の底上げをしていくことによ

って、ものづくりに対する考え方を強めることが結果として成果が

出よう。  
   もっと基本に戻れば、ものづくりの価値を上げる教育が必要とい

える。特に目本において人口密度が高く、資源のない国が永続ある

繁栄をするには、加工貿易による価値の高いものを作り続けること

の重要性を、国として位置づかせなければならない。それを小さく

すれば、地域になるともいえる。ゆえに、ものづくりは人づくりで

あり、心づくり、価値づくりであることを事あるごとに投げかけね

ば、目本国自体がなくなると理解すべきではなかろうか。  
   同時に、価値の新しい創性が必要でないか。価値＝時間×そのも

のの価格で、時の流れを重要ファクターにしなければ、現在の値う

ちでは、新しいものが全て取って代わりかねない。自分の国のルー

ツだけでなく、より良き物が長く続いていることの価値を高めない

限り、ものづくりは変質してすたれていくことになる。  
   古いものといえども、少しずつ変質していることを理解していく

ことになる。  
ゆえに、ものづくりの重要性を考える場をつくる教育の重要性、

ものづくり、人づくり、心づくりが一体化しなければ成り立たない

ように思える。  
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（３）自社の強み  
①自社技術で一貫  

設備、装置から生産技術力で対応能力あり  
②たゆまない改善活動  
③技術の融合による新商品開発  
④多方面の製造技術を持っている  
⑤金属の箔と粉による形状と大きさにこだわっている  

 
これらをふまえ、  
 粉末、箔の大きさ、厚さ、形状にこだわって進んでいることが、

ナノ粒子への展開となり、一層将来的発展が期待できる。  
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社会の主な出来事 
年 
号 

当社の歩み 

 
2005 英国合弁会社業務終了 

超高圧旋回水アトマイズ極微粒子粉の量産開始 

 
2004 レーザ光による銅ナノサイズ均一微粒子加工技術を開
発 

     英国合併会社 Cookson Fukuda Ltd 閉鎖 

 

2003 林泰彦、５代目社長に就任 
    大阪支店を閉鎖し京都に関西支店を開設 
    FPC 用銅箔の生産を増強 
    中国に蘇州福田高新粉末有限公司(SFHP）を設立 
    燃料電池用水素透過膜(金属ガラス）を開発・発表 

 2002 本社・京都工場で ISO14001 認証取得 

 2001  FUKUDA21 世紀企業ビジョン策定 

 
 

 

2000 滋賀工場で ISO14001 認証取得 
    創業 300 年 
    人工関節用・チタンビーズ(真球)粉の販売開始 

 1999 半導体パッケージ用ボールの開発 

 1998 蘇州福田金属有限公司の生産能力倍増 

     高導電性金属フレークの生産開始 

金融不安高まる 1997 1997 ニッケル水素電池用金属粉末を開発 

 1996 社内 LAN(FORWARD)スタート 

 
    リチウムイオンなど高性能電池材料用の金属箔・粉の
受注が急増 

円高騰 1 ドル＝79.75 円 
1995 

1995 ISO9001 の認証取得 

関西国際空港開港 1994 1994 中国合弁会社 蘇州福田金属有限公司 設立 

 
    プラズマ回転電極法による金属粉製造装置 
    を導入 

J リーグ開幕 1993 1993 福田 健(たけし)、4 代目社長に就任 

 1992 電解ニッケル箔の合弁会社（株）ニーフテック設立 

 1991 導電塗料用銅粉で全国発明表彰を受賞 

バブル地価下落はじまる 
1990 

  

 

平 
成 

1989 英国合弁会社 Cookson Fukuda ltd 設立 

     自家発電(コージェネレーションシステム)導入 

消費税導入 1988 1988 資本金 7 億円 

 1986 滋賀工場開設(金属粉専門工場) 

 1985 資本金 6 億円/社是を制定 

 1984 売上高 300 億円/年を突破 

     生産量・月 1000 トン、年 1 万トンを記録 

 1983 EMI 対策・電磁波シールド用銅粉を開発 

 1981 山本政男(やまもとまさお)、3 代目社長に就任 

 

昭 
和 

1980 アトマイズ銅合金粉で 
    日本粉末冶金工業会賞を受賞 
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新東京国際空港開港 1978   

     高融点アトマイズ金属粉末の量産開始 

 1975 石油ショックの影響で生産調整・一時休業 

第 1 次オイルショック 1973   

 1971 資本金 3 億 2000 万円 

大阪万国博覧会 1970   

 
1969 自溶ニッケル合金粉(FUKUDALLOY) 
    の特許 4 件取得 

 1967 資本金 2 億円 

 1965 導電塗料用銀粉(シルコート)の販売開始 

東京オリンピック開催 1964 1964 資本金 1 億 6000 万円 

 1963 ケルメット粉の販売軌道に乗る 

     技術研究所完成 

 1962 資本金 1 億 2000 万円 

     シルコート（銀粉）の生産開始 

     資本金 8000 万円 

 1960 社章を制定 

     金色水彩絵具で当社特許第 1 号を取得 

 1958 長尺ロール電解銅箔の製造開始 

     低融点アトマイズ金属粉生産開始 

 1957 資本金 5000 万円 

 1956 プリント配線基板用電解銅箔の生産開始 

 1955 電解銅粉の生産能力を月産 20t に拡充 

 1953 資本金 1000 万円 

朝鮮戦争勃発 1950 1950 名古屋支店開設 

     日本粉末合金(株)設立 

 1947 8 代・福田嘉一(かいち)、2 代目社長に就任 

     山科工場でメリケン粉とトウモロコシ粉を製造 

広島・長崎に原爆投下 1945 1945 空襲で東京支店焼失(1946 再建) 

 1944 山科工場が海軍と陸軍の共同管理工場になる 

太平洋戦争 1941 1941 蒸留法によるアルミ粉の試作に成功 

 1940 現社名：福田金属箔粉工業（株）に改称 

     電解法によるスズ粉、ニッケル粉の試作に成功 

 1938 大阪支店開設 

     アルミホイル(打箔)の製造開始 

 1937 電解銅箔の研究に着手 

ベルリンオリンピックに参加 
1936 

1936 国産初の電解銅粉の誕生 

     初代社長に 3 代目重助が就任(資本金 50 万円) 

 1935 株式会社に改組 

トヨタ、ニッサン発足   

国際連盟を脱退 1933 1933 福田重錫箔製造(株)設立 
    (同社はのち日本製箔(株)) 

 

 

1932 7 代・福田千治郎(せんじろう)、 
    家業継承(3 代目重助を襲名) 
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 1931 錫箔工場を開設 

 

 

1929 伊勢神宮の遷宮で「金箔」数 10 万枚を受注  

 1924 東京支店開設 

関東大震災 1923   

 1921 カーボンブラシ用銅粉の製造開始 

     福田重商店に貿易部新設 

 1915 海外から真鍮粉の注文殺到  

第 1 次世界大戦 1914 

大 
正 

  

 1909 伊勢神宮の遷宮で「金箔」10 万枚、金屏風を受注 

 1908 山科工場で水車による真鍮粉工場生産開始 

 1905 東宮御所造営で「金箔」を受注 

日露戦争 1904   

 1895 山科工場開設 

日清戦争 1894   

     屋号を「福田重商店」に改称 

 1881 6 代・福田専之助(せんのすけ)、家業継承 

     （2 代目重助(じゅうすけ)を襲名）  

 

明 
治 

1879 井筒屋店舗の向かいに真鍮粉工場開設 

大政奉還 1867   

ペリーの浦賀来航 1853   

 1843 5 代・福田与之助(よのすけ)、 

天保の改革 1841   

シーボルト事件 1828   

      家業継承（のち重助(じゅうすけ)と改名） 

 1790 4 代・福田伴奐(ともてる)、家業継承 

フランス革命 1789 1789 3 代・福田重之丞(じゅうのじょう)、家業継承 

アメリカ独立宣言 1776 1776 2 代・福田練石、家訓『家の苗』を自著 

 1728 2 代・福田練石(れんせき)、家業を継承 

亨保の改革 1716   

赤穂浪士の討ち入り 1702   

 

江 
戸 

1700 初代当主 福田鞭石 
    京都・室町で金銀箔粉の商いを始める 
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委員以外に対するヒアリング結果 

（工学院大学三浦学長ヒアリング） 
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工学院大学三浦学長ヒアリング結果  

 
日 時：平成 18 年２月 15 日 午前 10 時～11 時半  
場 所：工学院大学  
面談者：鈴木委員長、経済産業省宮内課長補佐、三菱総研松永  
結 果：下記の通り。  
①ロボット市場に関して  
 ・現在、ロボット市場は 5,000 億円といわれているが、これを１兆

円に持っていければ、と思っている。  
 ・ホンダが asimo の開発をした時、２本足のロボットができたとい

うことで、ペンタゴンから引き合いがあるなど、ロボットに関す

る関心は高い。  
②ロボットの現状  
 ・愛知万博でロボットに光が当たったのはいいが、商品は何もなか

った。技術には感心した。  
  ・電通大で開発した鉄犬（４本足のロボット）のように、見ていて

面白いものもあるが、使えるかとなると別の話である。鉄犬は、

つまづいても歩くし、坂でも歩くという特徴を持っている、泥棒

よけにもなるという特徴があるというが、ある人が蹴飛ばして転

がったりすると起きあがれず役に立たないという面を持っている。

その意味では実用とまではまだ言うことができない。  
・万博会場でロボットの展示をするのに、数週間動かすということ

をしたが、実はそれが大変であった。研究の段階であれば一瞬動

けばそれでＯＫだが、商品（実用化）ともなると、ずっと動き続

けることが必要となってくる。  
  ・産業は研究と実用との考えが違うことに気づく必要があるが、今

のところはそうでもないようだ。  
 ③ロボット制作の問題  
  ・エンドユーザーがいないことである。  

・人間は無意識のうちに使っている部分（コツのようなもの）があ

る。しかし、機械にはそのようなものはない。ロボットは機械と

は違うと思っていたが、実は同じではないかと考えている。  
  ・社会では介護ロボットの話が出ているが、介護は一人一人の状況
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が違うのでロボットには無理である。介護は人間でなければでき

ない。  
 ④三浦学長の実験  
  ・これまで、ゴキブリに関して研究をしてきた。ゴキブリの行動に

は何か意識がありそうということで研究を始めたが、実際には意

識はなく、単なる反射であった。尾葉といわれる部分が空気の流

れを感じると全速力で暗い方へ行くよう体が設計されている。  
  ・自然界で知的なロボットを作るとした場合には、昆虫をベースに

すればよいという結論に達した。  
 ⑤ロボットコンテストに関して  
  ・ロボコンは新しい技術、アルゴリズムの開発につながるものであ

る。  
 ⑥経済産業省のロボット政策について  
  ・経済産業省はＲＴ（ロボット・テクノロジー）という葉になって

いる。今後は、安全性に関する法制度づくりと、安全性の評価に

ついて取り組む必要がある。  
以上  
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