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[要約] 

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」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。 

 

   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 

④ 現場の権限の強さ 

    要因２：商品「もの」の強み 

① ミクロの技術（≒こだわり） 

     ②「もの」へのプライド 

    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。 

 

    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。 

 

   2.3 現地調査結果 

   ①調査結果のあらまし 

   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、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。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。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ように見える。 

    ・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。 

 

 

４章 結論 

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として

検討した結果、現場の「強み」、経営、社会が要因であることが検証できた。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＝（Ｍｏｎｏｄ

ｚｕｋｕｒｉ）へと育成することが、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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