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１．コスト節約型競争の限界	



従来の立地誘導策は大盤振る舞い！	

 誘致に成功しなければ、多額の先行投資が無駄	

 誘致に成功しても	

 設備系の工場では地元の雇用創出は小さい	

 事業所税は棒引きしており、入ってこない	

 公害や交通渋滞などの悪影響の恐れ	

 その企業が永遠に繁栄するわけではない	

 富士フイルムフォトニックス（1990～2008大和町800人）	

 ソニー多賀城工場	

  「外部からの誘致」という他力本願の危うさ	



コスト節約型競争政策の限界	

 輸送条件を整えても，一定の場所から一定の
ものを長期的に輸送し続けるかどうかが不明	

（取引先がアジアに移転すれば優位性は消滅）	

 国内の中で相対的に安かったとしても，アジ
ア新興国のコストに比べると，人件費をはじめ
，圧倒的に高い 

 他の地域でもできることを「安く」するのではだめ 
 「他の地域ではできないこと」を探す必要	



コストがかかることを， 
逆手に取った産業戦略が必要！	

 日本ではコストの比較優位は長続きしない	

  そもそも日本の賃金は，アジア諸国より高い	

 高賃金を払っていることを強みとする！	
  仕事の進め方の「カイゼン」を考える労働者	

  購買力を持ち，新製品に興味を持つ消費者	

•  海外旅行やメディアを通じて国際的に宣伝	

•  試作段階からクレームをつけて改善を提案	

•  商品を使いこなすためのソフトウェア，工夫	

 消費者との2人3脚で商品を鍛える	



ダイナミックな 
イノベーションの重要性	

 企業の生産活動からの利潤は永続しない	

 遅かれ早かれ、競争相手が登場	

 より効率的に生産し、より安く市場に提供	

 多くの家庭に普及し販売量が頭打ち	

 工程イノベーション：生産を安くして生き伸びる	

 源泉は生産活動の現場：改善が有効	

 プロダクトイノベーション：新しい商品をさがす	



工程イノベーションの支援	

 現在の生産現場を良く見ることが重要	
  原材料の物理化学的性質の研究	

  生産機械や作業手順の改良	

  生産環境のコントロール	

 Marshall　集積の経済性	
  新しい技術の伝播・労働者の教育	

 生産現場の知識交換を活性化させる	
  熟練技術者の定着→住宅・教育・生活環境	

  交流施設、地域内交通の改善	



プロダクト･イノベーション	

 新製品の可能性の探索	
 新製品を購入する家計の特徴、規模、動向	
 競合企業の状況、製品の普及度、不満、要望	
 新しい材料の化学的な発見や製造方法の動向	

 必要な情報は企業や工場の内部にはない	
 市場や学術の世界での調査	
 他企業との交流	

 作りたいものではなく，買いたいものを見出す	
 ユーザーの意見(新しい製品はユーザーから)	

 業種が集中する都市化の経済（Jane
　Jacobs)



２．東北は遅れた地域ではない！	

福島県　南会津　大内宿	



「量の時代」から「質の時代へ」 
東北の時代へ	

 北国性：遠い，寒い，暗い	

 北国特有の気候・風土

 北国特有の水産物，農作物

 多自然性：やさしい，古い，ゆっくり	

 じっくりと自然に向き合い，手を抜かな
い人々のまじめな気質

 「周回遅れ」が先頭ランナーに！ 
  スピード重視からスローライフへ
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消費者の考え方の大きな変化 
自然のペースに合わせた生き方	

無理をしない．急がない。	
確かに時間はかかる．	
でも，じっくりと時間をかけて取り組む	
少数を選び,手塩をかけて「はぐくむ」	
	
「量」よりも「質」	
	
スローライフ	
ロハス・エコ	



3．生物の世界に学ぶ	



環境･生物を産業に活かす	

 密度の低い広大な地域の環境管理
 従来型のセンサーでは金がかかりすぎる

 生物模倣技術(バイオミメティクス）
 引っ付き虫と面ファスナー
 ヤモリの足とのりのいらないセロテープ

 生物の能力の活用(バイオセンサー) 
 有機物や食物を獣に探させる？
 環境の変化を植物の活性化度を通じてリモ
センする？



ニッチ　と　ガウゼの定理	

 力の弱い生物は、他の生物が使わないとこ
ろに巣を作ったり、他の生物が食べないもの
を食べることで、生存することが出来る。	

 Niche：生息空間や食料の組み合わせ	
  産業論でも、他の企業と違うターゲットの客を狙
うことを｢ニッチをねらう」という	

 ガウゼの定理	
  ニッチを同じくする２種以上の生物がともに生き
残ることはない	

  柳の下の2匹目のドジョウは生き残れない	

 花形産業を追い求めても，競争に勝てない	



ハイテク産業政策への疑問	

 日本や中国での産業政策	
 新産業都市、テクノポリス、頭脳立地・・・	

 裾野が広く儲けの多そうな産業分野	
 自動車産業	

 ｢先進的｣な技術分野	
 ICT 
 ナノテクノロジー	

 バイオサイエンス	

 多くの企業がすでに参入し、競争の激し
い分野に進出することになる	
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キリンの首はなぜ長いか？	

 神による(計画的)創造論と進化論	
  神様がそのように設計したから	

  進化の結果としてそのようになったから	

 ラマルク進化論	
  キリンは努力して首を伸ばした	

  後天的な獲得形質(表現形)が遺伝する	

 ダーウィン進化論	
  突然変異でたまたま首の長い形質を獲得した	

  木の実を食べて多くの子供を残すのに役立った	

  キリンの先祖は「がんばった」わけではない！！！	

  性細胞内の遺伝子のみが遺伝，獲得形質は遺伝しない	
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進化したことはいいことか？	
 キリンの首が長いのは，	

  それが食べ物獲得（と繁殖)に有利だった	

  ライオンの標的になる逆効果を凌駕した 
  高血圧（２３０/３００ｍｇ）大心臓（5500g/1000kg)	
  たまたま「高い所にいい木の実があった」という環境条
件がよかっただけ．	

 「進化した」こと＝「良くなったこと」？	
  人間が最も進化した動物であっても，それが最も優れ
た種であることを意味しない	

  恐竜は植物が生い茂る温暖期の地球環境に合わせて
進化しすぎたため，寒冷化に対応できず絶滅した	



2つの質問をします 
考えてください	

 トヨタは何産業の会社ですか？ 

 日本で一番発送量の多い郵便局は
どこの郵便局でしょうか？ 
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トヨタは自動車産業か？	

 トヨタのプリウス(ハイブリッド車) 
  ガソリンエンジンとモーターの双方で走行	

  プラグイン(家庭用電気で充電)の使用が増加	

  もし、完全に電気だけで使うなら、ガソリンエンジンを取
り外し、代わりにバッテリーを載せるべき	

 プラグイン車を2010年に発売 



トヨタは自動車産業か？	

 トヨタ自動車の２つの選択肢	

 エンジン技術者を解雇し、プラグイン車を生産	

 自動車産業かもしれないが、中身は電気の技術	

 電気の技術者ばかりになる可能性もある	

 その会社は｢トヨタ電車！」と呼ぶべきものになる？	

 エンジン技術を生かし自動車以外のもの	

    (飛行機、船、発電機など)を生産	

 「トヨタエンジン？」は自動車産業ではないかも？	

 産業分類で誘致や政策を考えることは無意味	



岡山中央郵便局長船分室(元)	

岡山県瀬戸内市長船町福岡工業団地�

年間4000万通近い郵便を全国各地に発送	



「ベネッセ」という会社	

 もともと｢福武書店」という参考書の出版会社	
  通信教育の会社として発展　国内会員409万人(進研ゼミ)	

 岡山県瀬戸内市邑久町の印刷工場+専用郵便局	
  生徒の過去の成績情報に基づき、一人ひとりに別々の教
材を印刷・製本して発送（年間の郵送費200億円)	
  隣接の印刷工業団地(日綜印刷，DM会社ジップ）と連携	

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピューターを再起動して再度ファイルを開いてください。そ
れでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。



「ベネッセ」の産業分類は？	

 高度な情報処理技術が本質	

  高齢者の健康診断情報に基づき、介護情報を提供	

  子会社には，調理材料の宅配事業会社もある	

  これはもはや、「教育業」｢出版業」とはいえない	



「ベネッセ」の産業分類は？	

 高度な情報処理技術が本質	

  これはもはや、「教育業」｢出版業」とはいえない	

 産業分類で誘致や政策を考えることは無意味 
  「産業分類」とは最も売上高の多い製品の分類 
  新製品の売り上げが多ければ，｢その他の○○業」 

　と呼ばざるを得ない 
 儲けを生み出す｢武器｣｢源泉」は何か！ 



新潟県燕市の洋食器産業	

 和釘 
 鎚起こし銅器 
 鑢 
 キセル 
 金属洋食器 
 金属ハウスウェア	
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企業の未来： 
どこへ跳ぶか？カエル	

27
市場：ハスの葉（需要の伸びにより広がる）
企業：カエルはどこに跳ぶのか？�



企業にとって重要なこと	

 「どこへ跳ぶか？」に迷って、 
　　競争の多い葉に後から 
　　参入して沈没！ 
 跳ぶ経験を積む 
 跳び方の能力を鍛える 
 まずは誰もいない葉に跳び移って、そこがやば
くなれば、また別の葉に跳べばよい 
 どこに｢葉っぱ」があるかは，ユーザーからの　　
　「さざなみ」が教えてくれる．	

28現在の葉っぱの大きさで判断してはいけない！	



就職活動する学生へのメッセージ	

 「現在の業務内容・業績・待遇」は無意味 
  それは今後も続くかどうかわからない 

 現在の自分の興味をもとに選んではいけない 
  現在の自分にわかるのは、ほんの一部だけ 
  就職後、学生自身が成長する 

 成長した将来の自分に見合う企業か？ 
  自由度、余裕があるか？ イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能

性があります。コンピューターを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合
は、イメージを削除して挿入してください。

企業はヤドカリ貝殻 
今の体にぴったりの貝殻では 
すぐに狭苦しくなるはず	



進化の主体を問う	

 ドーキンス「利己的な遺伝子」	
  生物の個体は遺伝子の乗り物	

•  遺伝子がコピーを残すための競争をする	

•  生物個体が食べ、生き、生殖してくれなければ遺伝
子は生き残れないし、コピーも残せない	

  生物個体のデザインに関する競争をする	

 産業・技術への適用すると	

 技術は遺伝子、商品(産業)が生物個体	
  技術は経済環境の中で優れた商品を作ること
によって、利潤を生み、それが技術の継承と発
展につながる。	



商品のアイデアはユーザーから	

 過去のプロダクトイノベーションの研究	

  新しい製品開発のアイデアはユーザーが生
み出すことが多い 

 作りたいものではなく、買いたいものを作る 
  これから世界で伸びる寒冷地域の商品 
  試作品を使い、意見を出してくれる消費者 

世界の中の寒いところで、 
きちんと物を使いこなして、 
改善のアイデアを出せるのは 
日本の東北地方の消費者が一番のはず	



ホンダコンセプトカー　PUYO	

ボディ自体を柔らかい素材にすることで実質的な安
全性の向上をはかる「ジェルボディ」を採用。	

	
	
	
	

 新しい自動車の進化の方向を模索	
これまで重視してきた高速性、経済性より，安全性を追求	

  「作る側の価値観」ではなく，｢使う側｣の価値観で	

                                                        	



４．がんばれ若者！	

 がんばるな高齢者・・・・	

 高齢者に目標像や道筋を作らせてはいけない	

 これからの時代は、これまでとは異なる時代	

 量より質、物より出来事、関係性	

 これまでの常識は、成り立たない。	

 遺産が、お荷物、負の遺産になる危険性大きい	

影響力があるうちに「しっかり礎を築いて、道筋を

付けたい」高齢者には、ご引退願うべき。	
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変化している 
若者の考え方	

出典：「第四の消費」三浦展	



「団体メダル世代」	

 ロンドンオリンピックの女子,団体の活躍	

 オリンピック後，卓球や水泳教室に通う子
供が増えている。	

  通わせる母親が増えている? 
 小学生のインタビュー｢将来の夢｣ 

  「団体でメダルを取りたい」	

  個人メダルで喜ぶのは1人，団体メダルなら,
自分の活躍をみんなで共有できる	



男子競泳混継における団体効果	

順
位	

国名	 選手名	
ラ
ップ	

合計	 個人	 合計	 ％	 全体％	

1 

マシュー・グレイバーズ	 52.58  

209.35  

52.16  

210.38  

1.008  

0.995  
ブレンダン・ハンセン	 59.19  59.49  0.995  

マイケル・フェルプス	 50.73  51.21  0.991  

ネーサン・エイドリアン	 46.85  47.52  0.986  

2 

入江 陵介	 52.92  

211.26  

52.97  

213.61  

0.999  

0.989  
北島 康介	 58.64  59.79  0.981  

松田 丈志	 51.20  52.36  0.978  

藤井 拓郎	 48.50  48.49  2009年記録	 1.000  

3 

ハイデン・ストッケル	 53.71  

211.58  

53.55  212.12  1.003  

0.997  
クリスチャン・スプレンガー	 59.05  58.93  　	 1.002  

Matt Targett 51.60  52.11  Chris Wright 0.990  

ジェームズ・マグヌッセン	 47.22  47.53  　	 0.993  

米
国	

日
本	

豪
州	



女子競泳混継における団体効果	

順位	 国名	 選手名	 ラップ	 合計	 個人	 合計	 ％	
全

体
％	

1 米国	

メリッサ・フランクリン	 58.50  

232.05  

58.33  

233.50  
1.003  

0.994  
レベッカ・ソニ	 64.82  65.55  0.989  

デイナ・ボルマー	 55.48  55.98  0.991  

アリソン・シュミット	 53.25  53.64  メリッサ	 0.993  

2 豪州	

エミリー・シーボム	 59.01  

234.02  

58.68  

236.04  

1.006  

0.991  
リーゼル・ジョーンズ	 66.06  66.95  0.987  

アリシア・クーツ	 56.41  56.94  0.991  

メラニー・シュランガー	 52.54  53.47  0.983  

3 日本	

寺川 綾	 58.99  

235.73  

58.83  

238.14  

1.003  

0.990  
鈴木 聡美	 65.96  66.46  0.992  

加藤 ゆか	 57.36  58.26  0.985  

上田 春佳	 53.42  54.59  0.979  



日本人は団体戦に強い？	

 第２泳者以降は，スタート時に反動をつけ
ることができるため，リレーのほうが有利	

 男子より,女子のほうが,短縮効果は大きい	

 日本チームの短縮効果は他の２チームよ
り大きい	

	

自分のために頑張るのはカッコ悪いが、仲
間のために「がんばる」ことを楽しむという世代	

	



団塊の世代とは,1946生まれ以
降のベビーブーマー世代	団塊の世代が前提と

してきた時代は、もう
二度とこない	



国勢調査結果	
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郊外地域の乱開発と使い捨て	
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いま求められる方向性	

•  道筋を固定しない	
•  量を増やすと将来絶対余る	

– 構造物に頼らず，可能な限りソフトで対応	

•  構造物を作るなら，どちらの方向に転んでも，
必要となる機能を有するものを	
– ひとつのもので，複数の機能を同時に実現できる

可能性を持つ構造物	
– 専門性・最適性よりも，汎用性・発展性を狙うべき

では？	



大学でいま，欲しいもの	

 ｢教授｣の場から「学び｣の場への転換	
 学生からのレスポンスが欲しい	

 学生同士の意見交換を行わせたい	

 ｢おとなしい」学生は意見を口に出さない	
 スマホ・ケータイを見ているか，寝ているか	

 うなづきもしない	

 彼らの反応を引き出す,意識化させる装置	

 TVのクイズ番組のような｢反応｣集計・表示装置	

 ディベートが文字記録になる装置	

 既存のものは高価，スマホアプリの開発を	

                                                        	


