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MOTの設計思想と具体的展開
1

MOTとは何か

MOT

(ManagementofTechnology)とは,

｢技術を経営の立場からマネージする｣ことであ

るといわれている｡企業が競争優位を獲得･保持し続けるために,新たな製品･サービス･製

造方法を生み出す能力(すなわちイノベーション能力)がますます重要となっている｡その一
方,我が国の製造業は技術レベルは高いが,それが収益に結びついてないのではないかと懸念

されている｡その中で技術と経営の本質を理解してマネージできる人材(MOT人材)に大い
に注目が集まっている｡また,そういうMOT人材が存分に活躍できる機会が増えることで,
我が国の産業競争力が向上し,経済の活性化にもつながると考えられている｡基本的には,一
見関係ないと思われる科目をFusion

(融熔･融合)しながらDesign

(創発)を追求するものだと言えます｡コラボレーションからは,
ジー効果しか出ないのだが,

(設計)し,

Emergence

｢1+1‑3｣のようなシナ

｢1+1‑犬｣のように見たこともない創発的なものをデザインし

て作り上げていくこともMOT教育であると考えている｡
図l‑1

｢コラボレーション｣から｢フュージョン｣‑

20世紀型の企業経営の発想:

シナジー効果

コラボレーション

シナジー効果からは新しい発想は生まれない

フュージョン

21世紀型の企業経営の発想‥

2

Pod

⇒創発

MOTの設計思想と大学の差別化

現在展開しているMOTのコンセプトは,
てる｣

⇒設計

｢20世紀の延長線上にない,

｢20世紀の延長線上にない,

21世紀型の若者を育

21世紀型の産業構造を考える｣と言うところに求めている｡

Castingによる動画配信やSNSの代表的存在であるmixiを利用して非公開のコミュニ

ティを開設し,個々の講座の内容を議論する場所をインターネット上に設定する｡そうするこ
とにより,本講座修了後も参加企業と三重大学の研究･教育上の連携を維持する努力を続けて
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いきます｡こうすることで｢創発｣を引き出そうとしている｡
三重県を含む中部地域を発信源とする技術と他地域の先進事例を融合させることで産業創成
とその国際競争力の向上を担える人材育成を目的とし,地域発展のみならず,日本における
MOT教育に積極的に貢献しうる専門職大学院として設置するものである｡昨年の実験事業か

ら得た成果を精査･検討してMOT設立に向けた実験事業を提案している｡具体的には,ネッ
トワーク理論を多用した三重大学の差別化の一環としての文理融合型ケース･スタディになる｡

3

MOTの具体的展開

2008年度のMOTは,生産管理論時論Ⅰ‑Ⅲ,プロジェクトマネジメント特論,原価計算論
特論,開発論特論の6講座が動いている｡来年度は,これにバーチャル･マーケテイング特論
が加わる｡
生産管理論時論I

(後期)は,少品種大量生産,多品種少量生産,変種変量生産,モジュー

ル生産の理論的枠組みを押さえることに主眼が置かれる｡
生産管理論特論Ⅱ

(後期)では,私がヒアリングしたことのある企業で,ビジネスモデルに

特徴のある中小企業の社長を招樗して経営の勘所を講義してもらっている｡

CAD/CAMの専

門家(特にCATIA),工作機械メーカー,切削加工メーカーの経営者の講義を設定している｡
これとプロジェクト･マネジメントを結びつけて受講生に考えさせることも私の役割である｡
生産管理論特論Ⅲ

(前期)では,政府系金融機関の支店長に融資したことのある企業の事例

研究をお願いしている｡

プロジェクトマネジメント特論(前期)は,トヨタのレクサスのデザイナーから車のデザイ
ンのポイントやエンジニアとのコンフリクト解消の議論の方法等々を講義していただいてい
る｡講師のお話と私が企業のヒアリングから仕入れたプロジェクト･マネジメントの技法を
ジョイントさせることがSNS上で今後おこなわれていくことになる｡

原価計算論(後期)は,高校の簿記の先生に原価計算の実務を講義してもらっている｡これ
は商業高校との高大連携の試みとしては全国初だと思っている｡

開発論特論(後期)は,政策投資銀行の行員を講師として招僻して,公的な開発のマネジメ
ントについてお話しいただくことになる｡

バーチャル･マーケテイング特論(2009年度)は,最近新しい形で展開しているマーケテイ
ング技術について私が講義をおこないます｡
三重大学MOTでは,

『フューチャー･オブ･ワーク』

(ランダムハウス講談社)においてT.

マローン教授が展開する企業の競争力の見方のように,様々なビジネス活動や個人間の｢関係
性｣の構造とその変化プロセスの中にあるということの目を向けることになります｡言うなれ
ば｢リレーション･ベースド･ビュー(Relation‑basedView)｣という戦略論の可能性が見え隠
れしていることに注目していきます｡戦略的部分最適の発想から,製品一市場戦略は｢知識の
束｣の管理というところに三重大学MOTは,鋭く切り込んでいきたいと考えている｡
(88)
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図1‑2

MOTの概念図と創発

MOT実証実験の概念図
昨年度のMOT実証

本年度のMOT実証事業が追求するもの

事業が追求したもの
｣=｣
①伝統的MOT

②先進的MOT

③インターネットの新しい展開

Pod

Casting

You

Tube

SNSを利用したフォーラ
ムで全ての科目を統合
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MOTと企業及び地域との繋がりをデザインする

‑リレーション･ベースド･ビューに向けた取細‑
三重県の展開しているM‑EMSの取得と関連させてMOTを運営する方法を図1‑3のように
提案している｡それは｢新しい時代の『公』｣という知事の政策に沿うものを三重大学MOTで
実践しようとすることでもある｡

(企業の社会的責任)を戦略論から焼き直して企業価値

CSR

の向上を目指そうとするものです｡大学の地域貢献には,

｢大学と地域産業の連携｣と｢大学と

地域社会の連携｣をデザインするという2つの側面があります｡しかし,この2つは整理され

図1‑3

q

M‑1iNS取得に関連づけた施策

M‑EMSとMOT

CSRを企業の戦略として使うo
基本は､生産性向上｡
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ずに社会連携という言葉が使われている｡三重大学MOTでは,受講生と議論しながら.これ
らを整理していきます｡正式な受講生でない社会人の方にもMOTのレベルを上げるためにお
手伝いいただきたいと考えている｡創発的な新しい学問体系は現場の活動の中から生まれてく
ると考えているからでもある｡

受講者と講師との議論

5

‑インターセクター･ディスカッションの必要性‑

2007年度の講義受講者から,以下のような感想が寄せられている｡これらの感想について
は,クローズドなSNSの中で色々な側面から議論をおこなっている｡
｢最初に驚いたのが,職人はいらない,全てデジタルに置き換える,という点です｡確かに規
格化,標準化したものをデジタル化することの関しては,納得しますが,職人レスについては
疑問もあります｡既存つまり過去の技術については情報･データがありデジタル化が可能です
が,これからの新しい,これから発生する新しい技術については情報･データは存在しません｡
やはり,初めは人間である職人が情報･データの基を作ることが必要なのではないかと思って
いる｡その職人の代わりがシステムエンジニア‑であり,プログラマーなのかもしれませんが,
それなりの知識が必要になってきます｡全てをコンピュータで賄うことが出来るかは疑問で
す｡山本精工の場合は職人さんがいて,その職人さんからのデジタルデータ作りでしたが,ク
ロスエフェクトの場合は,最初から職人レスなので,全く新しいことについては苦労が多いの
ではないでしょうか｡｣
｢私は,大企業の関連会社の経営に携わっていましたが,その当時は,経験とガムシヤラな気

拝ちで,全てに前向きに取り組んできました｡失敗したことが多いのですが,今回の講義を受
講して,理論的にこれらの課題が解明されたように思います｡渡連先生の企業の見方｢アサヒ
ビール｣:この講義もとても興味を持てましたし,面白いものでした｡ここで,感じたことは,

社長交代というのは,その会社の運命を左右する一大事であるという事です｡アサヒビールの
マーケッティング戦略と社長交代の関連を歴史的の見ると如何にそのことが如実に証明されて
おり,とても興味がありました｡｣
｢この教育プログラムを受講して,全過程を通して感じることは,我々が現在行っている業

務･企業間取引の方法は近い将来大きく様変わりしていくだろうということだ｡全てがネット
間での取引となり,全ての情報がネット上で飛び交い,全ての業務がネット内で完結してしま

う時代がくるだろう｡その時に重要になってくるのが情報の流出等の問題である｡｣

MOTの事例研究で使う資料

Ⅱ

Fusionの発想のもとに4年間,三重大学MOTを動かしてきた｡興味のあるビジネス･モデ

ルを展開している企業の経営者から多くの事例をうかがった｡この貴重な資料を『紀要』にと
(90)
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どめて,

MOT講座のなかで事例研究の資料として利用しようと考えた｡以下の論文の編集は,

全て渡達に責任がある｡

1

(*対森精機製作所:平元‑之副社長

森精機製作所には,
平元副社長は,
｢50年前,

MOTの講義の前後に工場見学を含めてご協力をお願いしている｡

2006年度の講義で工作機械の歴史に関して次のように述べている｡

NCとボールねじの開発が今日の工作機械の基礎を作りました｡ボールねじは,工

作機械のガタをなくしました｡このレベルが高いことが日本の工作機械の質の良さを作り上げ
ています｡これが日本の産業にとっては非常に役に立ちました｡国別の工作機械の消費推移を
見ると,その国の経済力の強さが分かります｡｣

｢20年前(1980年代初め)に高速加工が始まりました｡工作機械を遮蔽するようになります
と削るスピードを上げるようになりました｡この10年間は,加工スピードが毎年倍々に上がっ
てきました｡スピードを上げますと熱が出ます｡電気が熟に変わったわけです｡鉄は1度上昇
しますと,

0.5ミクロンも長さが伸びるわけです｡工作機械には,温度のふらつきは大敵です｡

工作機械は熱との戦いでした｡｣

｢10年前(1990年代)に,技術の停滞が始まりました｡
も加工時間が縮まらない｡

①いくら大きなモーターで駆動して

(多重い鋳物の構造物が高速で動いてミクロンの精度をあげるために

は,動きの解析なしにはできないと言うことでした｡｣

｢5年前(2000年)に,重心を駆動する機械が現れました｡垂心を挟んで2つのボールねじで
駆動することを考えたわけです｡これで振動が小さくなり加工面がきれいになり,工具の摩耗
が少なくなりました｡当然,加工時間が短くなったわけです｡｣
｢以前は,精密に工具や雛ものの姿勢を変える良い機構がなかったのですが,回転運動なしに
工具の方向を変えられるパラレルリンクという方法が考案されました｡しかし,実用化されて
いません｡角度の割り出しにはギアが使われていました,ギアにはガタがあります｡そこで
2000年頃から,減速機を使わずテーブルの向きを直接モーターで変えるDDモーターが開発
されました｡

0.1秒の角度をコントロールできるようになりました｡｣

｢刃物は,鉄の融点に近いところで動いている｡加工熱が加工条件を決めるわけです刃物の
熱を上げないようにする工夫がなされています｡｣
｢森精機製作所では,最初は織物の機械を作っていましたが,産業構造の変化とともに売れな
くなってきたので旋盤を作り始めました｡これが,現在の発展のもとになりました｡三重県の
伊賀工場が,主力工場です｡｣

｢4年前に,技術の進歩を入れ込んで全機種のモデルチェンジを始めました｡これが森精機
製作所の方向性を決めました｡｣
｢企業は営利を追求しますので,プロジェクト･マネジメントの基本は,売れない機械を作っ
てはならないということを全員が認識することです｡新機種ひとつの開発費は10億円くらい
(91)
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かかるのです｡

2年間ぐらいこの機械の売りは何かを徹底して議論していきます｡これが決ま

るまで設計図は書かないのです｡僕にもできましたという商品は,いらないのです｡当社では,
参加者にプレッシャーをかけるため最高の旅館で議論します｡議論の場では,常識が可能性を

狭めることを認識しなければなりません｡芯高(しんだか)が高いと売れないと先輩から言わ
れてきました｡ブレーン･ストーミングを2年かけて,既成概念を打ち破ったときに新しい発
展が起こりました｡まあまあ良い物を安く作れてもだれも欲しくないのです｡商品開発では,
価値を上げて,コストを抑えることが重要です｡｣
｢どの技術を買ってもらえるのかといった基準は,社内にはないのです｡何百回もお客様に
足を運ばなければならないのです｡お客様の要求を聞いて作った製品は,売れた試しがないの
です｡製品計画には,お客様の要求を阻噂して新技術と結びつけることが必要です｡｣
｢全部のプロジェクトを成功させる必要があります｡企業は,ひとつふたつの商品のヒット
では生きていけないのです｡しかし,沢山の製品にそれぞれの『売り』を作ることは不可能で
す｡そのため基軸になる『売り』を決めて,それで全ての商品を染め上げることになります｡

これを行うのがプロジェクト･マネジメントを行う幹部の役割です｡｣
2007年度の講義の中で平元氏は,最近の工作機械業界の動向を次のように述べていた｡
｢柔らかな部材を削ることから,硬い部材を削る方向に工作機械が動いてきた｡トルクが強
いモーターが必要になる｡｣
その後,後述する旭電気をヒアリングすると,森精機製作所向けのトルクの強いモーターが
工場内にあった｡

【問題】
1)ネットワークが業界に与えているインパクトとは何か考えて下さい｡
2)

RS232C時代でも工作機械は,情報ネットワークを構築して使われていました｡この時代
の特徴を議論して下さい｡

3)リーン･プロダクションの危険性と我が社の工作機械の対応方法を考えて下さい｡
4)名古屋に本社を決めたロジスティックのポイントは何か考えて下さい｡
5) DDモーターについて調べて,工作機械の発展にどのように寄与したか論じて下さい｡
6)リニアモーターと工作機械の発展について論じて下さい｡
7) 2006年度, 2008年度の講義をPod

CastingまたはDVDで見て感想を述べて下さい｡

**********************************

2

㈱キャムブレーン:太田

実社長

‑インターネット上で展開されている中小企業の連携‑
㈱キヤムブレーンに注目したのは,工場の稼働状況を携帯で見ることができるのを目の当た

りにしたときである｡また,私がこの企業に興味を持ったのは5軸の切削機械を十数台も導入
(92)

三重大学MOTの設計思想とMOT用教科書●

していると聞いたことにもよる｡しかも,私が2003年当時に注目していた㈱NCネットワー
クの中心企業であったからでもあるo

また,森精機製作所の5軸の工作機械を大量に購入して

いる企業でもある｡太田社長との最初の出会いの時に,営業に行ったとき工場に落ちている部
材は拾ってきて,闘ってみてよりよく削れるように提案するとお話になっていたo
図2‑211遠隔操作

周2‑212

(槻キヤムプレーンのHP

｢(槻キヤムプレーンが(棉NCネットワークとお付き合いを始めて.仕事での大きな変化とは
何でしようか?｣という私の間に以下のように答えているo
｢ちょうど仕事が減ってきた時でしたのでNCネットワークの力を借りて,図2‑2‑2のよう

にHPを整備しました,仕事が全国から来るようになりまLたo工場内の進捗状況をwebの
動画システムでお客さんが見ることができるようにしましたo動画はもちろん.ライブで工場

や機械の様子を見られたり.全社でプログに取り組んでいたり.まさに出来ることはなんでも
やろうという進取の精神に富んでいますo

オンT)‑ワン技術と.表現技術の相乗効果で受注の

効率化をはかっています｡｣

固2‑2‑3と図2‑2‑4にあるように高効率で高品質な生産体制を強化するためにPDM･
SCM

･

ERPに注E]しているo

PDM

(ProductDataManagement)は,

｢工業製品の開発工程に

おいて,設計･開発に関わるすべての情報を一元化して管理し,工程の効率化や期間の短縮を
はかる情報システム｡ CADデータなどの図面データや,仕様書などの文書データからなる設
計に関するデータの管理や,製品を構成する部品の構成データの管理と購買･資材システムと
の連携.設計･生産のスケジュールの把握と効率化をはかるワークフロー管理などの機能が中
心となって構成される｣ものであるo

ここに図21215のWebカメラが利用されるD携帯とPC

から国内のどこからでも品質管理を追求できるシステムを構築しているo大口ツト･中ロツト
の生産を主力としている工場に,リードタイムを短くした小口ットの変種変量の工程を断続的
に観み込むシステムと言うことになるo
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図2‑2‑3

3次元CAD/CAM

図2‑2‑4

キャムプレーンのものづくり

工作機械の稼働率の管理は,森精機製作所の提供する稼働率監視システムに依存しているo

図2‑2‑5

Webカメラと工程管理

工場の内部及び工作機械
の内部の動きがWeもカメ
ラで見ることができる｡

㈱キヤムプレーンでは,

基本的に.中ロ･7ト生産を
行っている｡ここに′トロ･7
ro‑ド‑

ト生産が入ってくるcクラ
イアントの要求にアジヤイ
ルに合わせるためには,段
取り替えのスピ‑ドを上げ
る必要が出てくる｡しか
ち,あまり使われない5軸
の機械を2軸や3軸の機械
として用いることカ首謀題と
なる[.社長がどこにいても
会社の作業内容をネット
ワーク上で確認する必要が
あったD

また.クライアン

ト企菜の営業秘密を護るた
めには.情報の秘匿を可能
にするような仕組みが必要
J済■ilJSj‑1

(94)
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このように情報ネットワーク化を推し進めることで以下のようなことが可能になっただけで
なく.私との議論で度々話題になっていたISMSの必要性を認識するようになったD
｢当社は.自動車部品加工.半導体関係の部品加工航空機部品の加工を行っています｡親会
社の工場で素材の切れ端をもらってきて加工の実験を常にやっていますo材料の研究所のない
中小企業は.このくらいやらないとだめです｡
なぜ当社に

当社のHPを見てお客さんが仕事を持ってきたoいとも簡単な仕事であったo
持ってくるか解らなかった[.同席した部下が『何に使うのか』と聞くと,
てもらえないのか』と言われた｡また.

『それを言わないと作っ

『この話は役員以外は知らない』とも言われたo

同席し

た部下はお断りコストの500円と見積もったo
社長の私は120円と見積もったD原価は50円であるo

連結された部品がこの背後にあると

考えた｡連結された部品のジョイント部分をなくす技術は当社にはあった｡交渉過程で秘密保

持契約.基本取引契約を行った｡量産に入る場合,アワーレートは3000円,管理費10%と言う
ことを当社は主張したo
提案をやることも提案したo
る｡

アワーレートも管理費も説明できるが説明はしないと主張したo
lセット2万円で月600偶作ることになったo

VA

20%が材料費であ

1セット当たり4‑5千円程度の利益であるo当社は,大手企業のプラントを利用させて

もらえればよいとい発想が必要だ｡重要部品を作っているのであるから大手のアキレス随を

握ったことになる｡従業員には供給責任が発生したと言っているo供給責任を追及するために
は.ディベートが必要になる｡相手に惚れ込まれて断るのは良いが.相手に嫌われて断られた
らダメだと思っている｡｣
図2‑2‑7で示したように5軸の機械の稼働率は高いものではない｡
げるために3動的に使うのも可能であるが,

5軸の機械の稼働率を上

5軸の更なる稼働率を追求するためには,園

2‑2‑6のような新連携も射程の中に入っている｡

園2‑2‑6

新連携と㈱キャムプレーン

固2‑2‑7

5軸加=横の問題点
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【問題】
1)キヤムブレーンのHPを見て,企業経営の特徴を述べなさい｡

2)キヤムブレーンのISMS取得の狙いを論じなさい｡
3)キヤムブレーンの情報戦略の特徴を述べなさい｡
4)キヤムブレーンのキャッシュフローの特徴を論じなさい｡
5)将来展開しようとしているJ‑BRAINの課題を述べなさい｡
6)

podCastingまたはDVDを見て,感想を述べなさい｡

***********************************

3

関西大学

元教授:野口

宏氏

‑ユビキタス社会に向けて‑

機械は,自然力的生産力であり導入すれば労働生産性の効果がすぐ現れるものである｡これ
に対して,

ICTは社会的生産力であり,組織改革が伴わないと機能しないものである｡

世界経済の変化に伴い,市場環境･経営環境の変化が起こってくる｡歪みがたまり始めると,
その歪みを解決しようとして,企業経営者は色々な戦略を考え始める｡問題解決のためにICT

を導入してくる｡
図2‑3‑1に示した内容は,産業の情報化の歴史的展開をまとめたものである｡我々が時代区

分を性格に行いたいと思うのは,変化の引き金を引いたものは何かと言うことを確かめたいこ
と,及び区分されたそれぞれの時代に一番適したビジネス･モデルとは何かと言うことを分析
したいからにほかならない｡
図2‑3‑2に示した代表システムは,企業の抱えるいかなる問題を解決してきたのかをチェッ
クするために作ったものである｡規模の経済性,範囲の経済性,ネットワークの経済性をどの

ような形で追求してきたのか,また,それらのミックスをデザインしてきたのかと言うことを
確かめることでもある｡
図2‑3‑3のように経済成長の推移と重ね合わせてみると,経済成長の鈍化している時期でも

ICTを利用し,徹底した合理化を追求してきた多くの企業の存在を分析できるのではないかと
考えた｡重ね合わせたものが市場の性格の変遷を示す図2‑3‑4である｡市場は,マス市場,セ
グメント市場,ワンツーワン市場,リレーショナル市場へと変化してきた｡

野口氏は,これらの市場の性格に関して,次のように述べている｡
｢マス市場では,スケールメリットを生かすことだけを考え,

ICTは特に必要がない｡｣

｢セグメント市場では,ライフステージに応じて区分された市場が前提になるので,量産効果
が低下してコストアップになる｡

ICTは,業務プロセスの自動化･集中化･即時化,及びフレ

キシブル生産方式による製品多様化のために利用される｡｣
｢ワンツーワン市場では,顧客満足の向上を目指すために注文生産に近いシステムが要求さ
れる｡そこでは,競争優位を目指すSIS
(96)
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られてくる｡｣
｢リレーショナル市場では,

(SoftwareasaService)が重要な課題となって

Web2.0やSaaS

くる｡エビキタスはSaaSフうミ主流になるそのためのプラットフォームが重要な研究課題とな
CGM

る｡その場合,知識労働に固有の問題群をどう把握するか,メディア融合をどう見るか,
やYou

TubeやSecondlife等をどうとらえるのかがポイントになる｡｣

｢経済産業省『情報経済･産業ビジョン概論』

(2005年4月)は,サブタイトルに『IT化の第

2ステージ:プラットフォームビジネスの形成と5つの戦略』を掲げています｡そこではプラッ
トフォームビジネスの構築例として,デジタルホーム,モバイルマルチユース,デジタルモー
ビル,医療情報共有,デジタルコミュニティ,

e‑1earningを挙げています｡このような領域が研

究対象となります｡｣
｢物事を21世紀の限で見直し,新世紀の中心テーマをえぐり出すことです｡｣

ネットワーク研究会で野口氏は,表2‑3‑1ように最近のICTの動きを総括している｡
表2‑3‑1
年月日
20ー1/7/24
Ma｢08

事項

アナログテレビ放送終了
NTT̲NGNサービス開始̲SaaS提供も

ICT年表

分類
制度/政策
ネットワーク

マイクロソフトがオープン政策に転換(技 制度/政策
術情報無償開示)
2008/2/19
東芝̲HDDVD方式撤退
製品/サービス
2007/1/15
二コ二コ動画ベータ版開始(二ワンゴ)
ネットワーク
アルカテル(仏)とルーセント(含BTL)が
2006/ー2/ー
企業/団体
合併(本社パリ)
シリコングラフィックス(SGⅠ)社破たん､再
2006/5/8
企業/団体
逮
2008/2/21

2006/4/27
2006/4/1

ボーダフォン日本法人､ソフトバンク傘下
企業/団体
に(1.75兆円で宇収)
ワンセグ開始
ネットワーク

Jan‑06

汀新改主戦略(汀戦略本部)

制度/政策

Dec‑05

YouTube開始(05/02/15会社設立

ネットワーク

NoV‑05

SOD‑05
2005/6/8
2005/4/1
2005/2/ー8

06/10/067収bvGoogle)

sBCコミュニケーションズ､AT&T買収完
了̲社名をAT&Tに変事
Web2.0(T.0'ReiIIv)

GoogleEarth開始
GVao(∪SEN)
Aiax(J.Garett)
○､{o､

′ヽノヽノ

2004/7/30
Feb‑0
2004

2003/12/1
Juト03
2003/6/23
2003/4/28
2003
2003
2003

企業/団体
技術/コンセプト
製品/サービス
製品/サービス
技術/コンセプト

Googleマップ開始
地上波デジタル放送開始
MvSDaCe肘始

SecondL∬e開始(リンデンラボ社)
iTunesStore

ⅠP電話(日本)

･ツトワーク

缶tlLf/政篭

fこTJITき九る)
2002//

企業/団体

Wlnn>ヘ一子

/:コノ

2002/ー/28

グロー′ヾノL,.クロ､ソミ′ンJ7石度たん

1乍.暮/E∃】仕

2001/ー0/I

書3世十モ手■幕F○MA(Docomo)

ネ､ソトワーク

lPod(ABE)le)
PK[X鮮(t子i名言空言7F…圭)

艶晶/サーヒス

rjイ与ペデイア肘始

赴晶/‑サー‑ビス

Oct‑‑{)1
2001/4/1
200ー/I/ー5
200ー/1/ーー
Ja∩‑‑‑0ー
200ー
200ー

告llJf/政事

AOLタイムワ‑ナ‑(現タイムワ‑ナ‑)
紫fF(合併)

企業/団体
焦llJ‡/政専

8‑JananJB一再(lTJL&D&太音B)

シックスアパート社設立(Ben/Mi∩a
Trott)MoVableT>t)e

企♯/団体

ⅠTコ一子イネ‑与働lJf(i点産4i)

焦1lJf/政隻

2000/12/1

BSデミメタJレ放i美W始

製E.E]E./サービス

2000/10/1

KDD[(KDDとDDt合併)発足

命圭/EZl体

Ja∩‑00
2000
2000
D○c‑99

百度公司設立(幸彦宏/徐勇)
2001/10/22サービスW始
一指力成熟.度モデJL'毒充含cMrVl((カーネ
ギ‑メ⊂コン大)
ギJL,ダーの法E)ll(G̲Gilder)

IV[a>‑99
F○b‑99
1998/9/23
1998/9/7
Fらb‑98
No>‑97
1997/2/7
Jan‑96
J8n‑96

AuJr‑95

ar

■■■■

Jan‑95
1995
1995
Jaロ‑94
ー994
l[994
Mar‑93

/

持前/コン‑ヒブト

iモード(NTTドコモ)

封E,E=E,/サ‑ビス

蕃BBC̲地上三度丁ソ々)レ放i芙W始

求.tJトワ‑ク

GooE[e王○寸(LPaJre/S.Brin)

1乍.暮/団仕

×ML1.0(Wac)

持析/コンセプト

∪ML1̲1(OMG)

持術/コンセト

MDM社(王胃炎天)I%寸(=大会浩史)

一【F*/Fql仕

ヤフー社設立(Yahooとソフト′くンクの合
#)

USB1̲0(コン′くツク/マイクrコソフト/インテ

企兼/団体
技術/コンセプト
持衝/コンセプト

Windows95̲[nternetEXnlorer(MS)

1や.士/EiEl怯
製品/サービス

Ja>alt‡(w̲J○>:サンマイク口)

持術/=コンセプト

ao○.tーanF/̲lO
旺
AT&T̲Lucent(含BTL)とNCR参与}ZL#

ド/
命圭/E∃】体

>8riSign社投立(J,BidzoS:RSA社力､ら分
JNt)

企♯/匡l体

メト力‑フの法臥l(RMetcalfe)

持術/コンセプト

W3CI官立(T̲Bernerds‑Lee)

イ巨暮/Fql仕

NetscaptさNavigator(M‑A∩dre8SSen:
NetscaE)eネ十)

技術/コンセプト

Amazon.corn(J.Bezos)

一【中暮/E司休

第2世代携帯デジタJレ.ムー′く(ドコモ)
pDC方∃￡

Fob‑93

ド

ナツブスタ‑ネ土I官命(s.FanninJZ:)

イ‑へイ(eBa>)社‡官立(P.Omld>ar:イ‑‑フ

ー995/5/23

技術/コンセプト
池島/サービス

::コ

′レ/NEC)
JavascriDt(サン)

Dec‑95

企♯/団体

持析/コンセプト

ADSL
NTT(..西.

1995/9/3

Skype社(N.Zennstrm/J.Friis:ルクセンブ ネットワーク
ルグ)
ウイキメデイア財団(J.Wales/LSanger)
企業/団体

ⅠTスノレ
キ一■連(糸羊済彦暮弓r)

ワ‑ノレドコム破たん(2006年にべライゾン

Ff=

ネットワーク
製品/サービス
ネットワーク
ネットワーク
ネットワーク
製品/サービス

Ji+

I;r;‑

Dec‑‑‑02

17999//1

日本テレコム､ソフトバンク傘下に(リップ企業/団体
ルウッドより買収)
Mixi(ミクシ‑)

年月El

2002/7/2ー

rvlosaic(NCSA)

ネットワーク
持術/コンセプト
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図2‑3‑2

園213‑1時代区分の重要性

各時代の代表的システム

塵兼併想化の発BLモT‑ル
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図2‑3‑3

経済成長の推移

垂琴阜賢妻室室垂琴革撃琴賢表書官員賢妻岳

図2‑3‑4

市場の性格の変遷

経済環境の
変化が市場の
性格を変化さ
せてきた｡市場
変化に対応す
るためにICT

が利用されて
きたo

ICTは,守
りの経常の
ための｢省力
化｣に使うよ
り,攻めの経
営のための
｢増力化｣に
使われなけ
れば意味が
ないr,
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【間藤】
1)日本電信電話㈱のHPを見て会社の沿革を見て議論して下さいQ
2)エビキタス時代とは何か議論して下さい｡
3)

Web2.0に関して議論して下さい｡

4)増力化のための経営戦略とは何か論じて下さい｡
5)時代区分の重要性について議論Lて下さいc
6)

SoftwareasaServiceについて論じなさいD

また. ASPとの差を論じて下さいo

7) ICT年表を更に詳しく作って下さいG
Pod

8)

Cas血gまたはDVDを見て感想を述べて下さいo

*********************************

4

中部電力㈱

立地部長

執行役貞:山埼宏美

MOTの講義の打ち合わせで中部電力の山崎執行役員は.中部電力のCSRを述べた後｡現状

分析.閣議決定されている｢低炭素社会に向けたシナリオ｣.

｢電力会社としての課題｣をお話

しになった｡講義の狙いは,工学研究科の院生が横磯を設計するときに環境問題l[こ配慮すると
言うスタンスを作るというものである｡

囲2‑4‑1中部電力の環境に関するEP
フγ川旺) dE&†D

泉示甘

偲a)ブッケマ

師c完,jd
適3i且5^‑9

L3

kvLdtl桝･jJn'､

(

Dqz)

.y‑ルg

へ1W(W
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二̲ー｢二

A
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I‑
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環境へのJ5(り納み
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R椎堅
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経済産業省の示す｢長期エネルギー需給見通｣は.図2‑4‑2に示されるものであり.国家の
エネルギー政策として解決しなければならない課題である.〕
固2‑4‑2

長期エネルギー需給見通

山埼氏が依拠する経済産業省の出展を見ると以下のような問題点が列挙されているo

q)エネルギー需要は2020年付近で頭打ちになる見通し
人目.経済.社会構造の変化に加え,継続的なエネルギー効率改善努力により,
近で頭打ちとなり,

2020年付

2030年に向け減少に転ずるD

②エネルギー供給構成は2030年時点で一層の多様化の見通し
･石油(含LPG)は.消費量は減少するが.国内供給の4割程度を占める重要なエネルギー
源｡
･天然ガス及び石炭は消費量が横ばいo
･原子力は新規増設分として約9基程度が見込まれ,シェアは増加の見通し｡
･また,新エネルギーはシェアの増加が見込まれるo

③･エネルギ‑起源CO2排出量は,
2020年時点で.
5%

05年以降減少の一途

05年槍排出量比▲4

0/. (1990年槍排出量比+

7 %),

2030年時点で同比▲

(同比+6%)の見通し｡

山崎氏は,最大導入ケースの達成のためには.国民全体で26.7兆円.企業全体で25.6兆円
必要になると言う試算をあげられたD
ということが大きな問題点となるo

(100)
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削減シナリオ3
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低炭素社会の実現に向かっては,供給面と需要面からの産業政策が必要であると述べられ,
園2‑4‑3が示されたo
えているが,

CO2の推移をみると火力発電所の依存度が強くなった年には排出量は増

CO2排出原単位を減らす努力をしている｡各国の排出原単位を比蚊した囲2‑4‑4

でもそれほどひどい値ではない｡
固214‑3

COl,排出量の推移
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三重大学渡過研究室と中部電力は,以下のスキームのもとに委託研究を行っているo
地域資源を利用した三重県南部地域の活性化の検討に関する研究計画香(日次)
1

目的

近畿自動車道紀勢線の延伸に伴う,三重県南部地域(特に紀北町)の地域振興策の検討を行
う.〕
研究にあたっては.三重県の政嵐

国の政策(農商工連携.地域資汲活性化)等を勘案し.

地域の活性化を考慮するo
2

対象地域
紀北町

3

実施項目
(1)紀北町の現状認識と現実に即した可能性の整理
1 )現状の問題点の亜理

紀北町商工会の2006年,

2007年の調査報告書の論点整理

2)地域資源の確認
紀北町商工会･中部経済産業局･三重県農水商工部の議論を踏まえて検討する
3)将来の可能性
紀北町商工会及び中部経済産業局･中小機構の地域資源統括pMと議論して検討する

(2)地域近故自動車道紀勢線の延伸に伴う振興策の検討
1)ハイウェイオアシスの検討
町の政策担当者.町会議員.県会議員.国会議員との意見交換

∋取り付け道路の検討.町の回遊性の検討･研究
現在存在する道の駅(まんほう)との｢すみわけ｣の検討･研究
2008年度の紀北町商工会の調査との整合性の検討･研究
(102)
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2)限界集落の研究
可能なら高島平団地との比較研究
3)地域コミュニティとの検討会
コミュニティビジネス(三重県の政策)の立ち上げを含めて人的資源があるか否かを
検討する｡.
4)紀北町活性化の政策捷案
上記1),

2).

3)の結果から,来年度の研究に向けて若干の広域的な桂案の検討

5)中部電力の戦略的CSRの検討
以下の国ような観点からCSRを戦略的なものとして捉え検討する｡

･

(:sRに.r王企賀外と/)コミュニケ‑‑ションに留去らず､企業Fk】における組織体倒d)構築なIIL7も含まれる,

I

(二SRに止.最低β艮u)法令遵｢:]÷【まhとよL.).事態と家伝な鋼係を有十る製品･廿‑ビスの安全確保.塵昧喝擬･
dlf=環舜保乱'jf働環市政弄.労旬韮'4W)遵守.人材市l,k
弧

フィランノElピー

(;sRLtL

人権専gL.頼政i〔小L.公正な奴争Ju'拭貢献′LL

[薙薬物'I‑rLイケ′レ対帝を貧
±'.更に壇域攻F声'Pメセナ括

り上皇貢献)など煽七な括弧こ及ぶとめ.飽い倫相性/I:)】とめられる∩

B=̲lや地域r))価値笹.丈化.迩析.

f･L全車偶によ/'て多伎であるfJ;.共jgL項は倫理で.与'る二

l̲lSR亡/〃f勺啓･取組にr現Lては､企実のt=l手性.多様性と戦略的取組が電]要であろ7
(二SR亡rJILT中El性を支える岨組で最も聖一望!亡tJ川ま.肺糾問示上ま那司

責イ壬.スチークホ,t･4一による言平価とrAテー//ホん'f‑とJ

J吋三喜で#‑ち

【問題】
1)中部電力のCSR活動を調べて論じなさい｡
2)私が示している報告書目次に沿って報告書を作って下さいD
3)中部電力のCSRについてEPで調べて論じてくださいo
4■) ｢議論の柱｣についてのメモ(東京電力株式会社環境部影】11)と言う.以下の論文の問題綻

起を読んで.感想を述べてください｡
http://www.kikonet.org/theme/archive/mokutastu/070922‑3.pdf

5)京都議定書について以下を参考に議論して下さい.
http://www.keieiken.co.j p/mo皿tbly/repoO312/0312
6 ) Pod

1

‑1.btm1

CastingまたはDVDを見て山埼執行役員の講義の感想を述べて下さいo

**************************************
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(*弟古久根:古久根

靖社長

(蹄古久根は.中′ト企業地域活性化プログラムで認定された企業であるo古久根社長は以下の
ように述べているc
｢自動車鋳物以外の部分が.中小の鋳物屋の旗う部分です｡公共関係の鋳物と非量産鋳物を
やっています三多品種少量で部品が流れますので樺権化がなかなかできない部分ですo我が社
のHPには.

㈱古久仮の歴史をわかりやすく図解しておりますo｣

園21511

(槻古久根の歴史

7:iiii.kki=･‥二塁二ニーニr･‑･
‑‑‑T
･･

̲アT

注: (鞄古久根のHPの国に一部渡遭が加筆した

SONYとの取引は､

(槻古久根の方向性を大きく変化させたc古久根社長は次のように述べて

いる｡

｢我妻動や腰音を頗収することができるという鋳物の特性に着目して.チップマウンターの本
体フレームを制震･消音化するため製缶品フレームに替わる鋳物製実装機フレームの開発依頼

があったD振動係数の異なる複数の鉄の部品を溶接･組み立てて製作したものでは実装スピー
(104)
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ドの高速化を果たしても振動のため,実装精度が低下するという課題があった｡｣
｢実装フレームは構造が複雑で,しかも肉厚を薄くする必要がった｡鋳造技術の随所に高度
なノウハウが必要になるだけでなく,鋳造後の加工工程も重要になる｡｣
｢実装機の市場規模は,デジタル家電だけでなく,

ITSを射程に入れれば自動車産業にも伸び

ていくものである｡｣
図2‑5‑2

㈱古久根及びコクネ製作㈱の関係

荏:古久根社長のお話を図のようにおこして,一部渡連が加筆した

｢製缶フレームの実装機と比較すると,

①チップ実装精度は17%程度向上,

②チップ実装速

度は19%程度向上している｡｣
古久根社長は,向こう5年の経営計画に関して,クライアントとのコラボレーションを前提
にして,次のように述べている｡

｢①

機械設備の導入による生産体制の強化
加工工程の標準化･自動化の追求

②

人材確保と教育
高精度一貫体制の追求

③

新技術･新製品の開発
ハイエンド機だけでなく量産機のための技術の開発｣

【問題】
1)

㈱古久根の歴史を見て,変曲点はどこか,またそのポイントでの対応に関する評価を述べ
てください｡

2) ㈱古久根の工程管理の特徴を述べなさい｡
3) ㈱古久根のチップマウンタ‑の特徴を述べなさい｡
4)鋳物メーカーの㈱古久根と金属加工メーカーのコクネ製作㈱の関係を議論して下さい｡
5)中小企業地域資源活性化プログラムで申請した内容に関して㈱古久根の戦略を評価して下
さい｡

(105)

●論

説

6)聴)古久根のPod

castまたはDVDを見て感想を述べなさいo

********************************

井村屋製菓㈱:井村正勝

6

前社長

井村前社長は.三重大学の講義で次のように述べているIJ
｢昭和30年代までは.常温英子問屋から小売店に流れていました｡まだCVSやSPはありま

せんでした｡昔は弱小のメーカーが多かったので.淀通のことは何も考えなかったのですo｣
｢科学技術の進歩を応用して,製造業が大きくなるに連れ.

SCMを考えざるをえなくなりま

した｡｣

国6‑2

図611井村屋製菓(槻の商品とサービス

楽しい商品すぐれたサービス

1.

おけるr食Jを遠L̲ての手危な粂しいひとときを旗供してましヽ

CSRの意味
企実は.単に利潤を追求し株主に対して配当を行なうに留

某は､ r母と子JO)r楽しい味づくリJをテーマに､素材を蔽
3XL､卓絶と先端の技術を烏合させることによL),牽虐に

井村屋製菓のCSR

まらず法律を守り､提供する商品やサービスに良任を持ち.
従業員オi働きやすい環境をつくり､地域社会に貢献L.企業
活動に関係を持つ人々すべて(ステークホルダ‑)に対して､

i)ます=
井村屋魁葦のコーポLrトマークlま. r母と子の発しいひ
とときJをE:ユ‑マン･タッチに表していますG

社会u)一員としてふさわLい責任を果さなけわばならない=
2.

村屋戯糞0)企朱塗幹杏憂現｡

(I,SRに取り組む上での4つの側面
(1)満場(2)人間(3)社会(4)】策境

そしてコーポレ‑トマークを彩るコ‑ボレートカラーには､井

をフィ‑ルドとLて捉

え.法令,ルーJL,を守ることはもちろん､

r赤｣は母と手0)資をr書lはすぐれたサービスを堤gtする
折美さを.

献｣に向けた企業活動を行ない去すユ

▲ん

L.記の4つのLFu面

に対する企業活動を通じて｢社会的責任｣そして｢社会的貢
しかし､基本的にt

ス

テー//ホルダーに約束した利益の確保､納税､さらに層用を

｢★｣は果しい商品を生み出す勾達hn･f‑

守り､ f足涯すること等が､このCSR活動のべ‑スであること
Ej

は言うまでもありませんo

輿㌧

3.

4つの側面における基本事項

∴̲1t

井村屋グループは.社会全体とjt一存､共栄､

i&･≠卜感準
一.

■

,ft‑創の関尉乍
りに努めステークホルダーの皆様から永く愛され､支持され

.､

る魅力のある企業を創り上げます.そのために,
の社会的責任)Jを経常の中核に据え,法令､ル‑′レの遵守は
もちろん,以下の考え方に基づき､高い倫理感､道徳観.そ

固6‑3
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井村さんは,井村屋製菓のSCMに関して以下のように述べています｡
｢商品が日持ちしないと全国に流通させるのはできなかったのです｡ポリエチレンとセロ
ファンをラミネートする技術が開発されました｡これを羊嚢の容器に応用しました｡更に,袷
凍技術ができてきたので,

『肉まん』や『あんまん』のような新商品を作れるようになってきま

した｡井村屋が使っているチャネルには,菓子ルート,食品ルート,冷菓ルート,冷食ルート,
冷凍ルートがあります｡

/ト豆,あんこを核にして色々な温度帯の商品を開発します｡温度帯を

上手く管理することで新商品ができあがってきます｡新商品開発のポイントは,既知のノウハ
ウと未知のノウハウを組み合わせることで,できるだけリスクを分散させることです｡例えば,
ホンダのS600と言う4輪車は,

2輪車の既知のノウハウのチェーンドライブで作りました｡｣

工業化の道筋はあらゆる産業で同じものです｡井村さんは以下のように述べている｡
｢手作りで美味しい食品を作っていても,工業化すると機械化せざるをえない｡そうすると

(Simpli丘cation,Standardization,

3S

Specialization)を追求せざるをえないのです｡マクドナ

ルドのハンバーガーがこの例です｡これはカフェテリアからの進化です｡ハンバーガー部分を
とりだして専門化したものです｡｣
レストラン･ビジネスを立ち上げるためにアメリカに留学して学んだ経験を話した後で以下
のように述べています｡
｢レストラン･ビジネスを昭和44年から始めました｡

『LikeNew』の精神が儲けるコツであ

ります｡店を繁盛させるためのポイントは,レストランを少しずつリニューアルすることで
す｡｣
井村さんはCSRにも言及して次のように述べている｡
｢井村屋グループでは,

｢BealwaysforCustomers!｣

(社員一人ひとりが,いつもお客様の立

場に立って,お客様のことを意識しましょう)のポリシーのもと,社員一人ひとりが当社商品･
サービスについてメーカー側からお客様側に立場を替えて,疑問に思うこと･質問したいこと･
提案したいこと等を自らが出し合い,これら意見を商品･サービスの改善につなげる活動を始
めました｡私たち井村屋グループは,常にお客様に安心の提供と信頼の確保に努め,持続的発
展を成し遂げ,

CSR

(社会的責任)を実現していく活動に取り組んでまいります｡｣

【問題】
1)レストラン

アンナミラーズとパティスリー

ジュヴオーの運営をおこなうフードサービ

ス事業部が,井村屋製菓の企業経営の中で持つ意味を考えて下さい｡
2)

HPから井村屋製菓のSCMについて論じて下さい｡

3) HPフう､ら井村屋製菓のCSRについて論じて下さい｡
4)

HPフう､ら井村屋製菓の経営理念について論じて下さい｡特に前号の『紀要』で戦略的CSR
について私が言及したものと比較して論じてください｡
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5)新商品として展開していた｢ジアイ｣に関して議論して下さい｡
pod

6)

CastingまたはDVDで井村さんの講義を聞いて感想を書いて下さい｡

****************************************

7

(*対デリカスイト:堀

富士夫前社長(岐阜経済大学副理事長を兼務)

㈱デリカスイトは,経済産業省のITIOO選に選ばれた企業である｡図2‑7‑1と図2‑7‑2は,
堀社長が大学院で研究しているとき自社の時代区分を研究するために作られたものである｡
図2‑7‑3は,

㈱デリカスイトの顧客第1の経営理念である｡堀社長は,三重大学の講義で以

下のように述べて,地域に根ざした商品設計を提案している｡
｢商工会議所の活動を通じて,水都と言われる大垣の水を利用した『お豆腐』の開発⇒この『お
豆腐』を使った『夕銅御膳』の開発⇒お豆腐に薬草の産地の伊吹山のヨモギを入れた『お豆腐』
の開発⇒

『ヨモギの入った油揚』の開発⇒

『いなり寿司』の開発⇒大垣を『いなり寿司のまち』

にするという活動を行ってきた｡｣
堀社長を中心とした活動は｢まちづくり｣を企業の社会的責任の観点から追及していこうと

する発想にたったものである｡商工会議所が地域の大学や自治体(大垣市)を巻き込みながら
美術館を作り上げ,

60歳からの大学院を設計してCSRを展開している｡

堀社長は｡デリカスイトを取り巻く歴史を図2‑7‑lのようにまとめて,次のように述べてい
る｡

｢まず地域ありきです｡ローカルを追求することで,地域文化を語る総菜産業を目指してい
ます｡ローカルを追求することで究極の差別化が生まれると考えています｡｣
｢高速道路の速弁や料亭のお弁当を作っています｡

JRや近鉄の駅で店舗展開を行っていま

す｡ Web上で好みのお弁当が届くようなe健康膳を作っています｡これがITIOO選に選ばれ
たものになります｡｣

｢第3セクターのような岐阜経済大学で副理事長をやっています｡地域活性化は,大学を有
効に参加させながら市民協同を進めていくことが重要だと考えています｡生きる意味を知る市
民を育てることだと思っています｡｣
堀社長は,大垣市の産業政策を｢芭蕉元禄｣としてデザインすることで,徹底して戦略的
CSRの追求を提案していると考えられる｡
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アリhスイト

デリカスイトの経営理念

ありが起うござ♭もます経営
仕事とは､社会に役立ち人々に喜ばれる行動を通じていか
なる時代の推移､いかなる情勢の変化にも対応できる能力
を自分自身の真の力として､ #得する為のゲームであるc
社是

まごころを礎に食生活の充実と向上に努め
地域社会みんなの溝足とやすらぎを得よう｡

みんなの信掛=応える'5つの誓い
安心･ ‑それは手洗いの牡鹿とまわりの整理整頓から｡
おいしさ･ ･それは心を込めて作ることから｡
値打ち‑ ･それは*駄を無くすことから｡
楽しさ‑それは感謝の心と私自身の笑顔から｡
新鮮さ=.それは今日の研究と努力から｡

【問題】
1)デ)カスイトの歴史から,この会社の時代区分を行い,なぜそこがデ)カスイトの変曲点
なのかを論じなさい｡
2)

HPから,この会社のCSRを論じなさい｡また,

『紀要』前号の｢CSR報告書(拙稿)｣に

デリカスイトをとりあげている｡これらを参考にして戦略的CSRの本質を考えて下さい｡

3)この会社の出店戦略に関して論じなさい｡
4) ITIOO選の企業を経済産業省のHPから探して,それぞれの企業のビジネス･モデルの特
徴を論じなさい｡特にデ)カスイトのビジネスモデルには,どこに特徴があるか述べなさ
い｡

5) ｢芭蕉元禄｣と言う政策のポイントは何か議論して下さい｡
6)堀さんの講義をPod

CastingまたはDVDで見て,感想を述べなさい｡

*************************************

8

休対NCネットワ‑ク:三木康司専務

私どものホームページは,商売に役立つ強力な検索機能を持たせています｡と言いますのは,
(109)
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ポータルサイトのYahooの検索では製造業の私どもから見ると使い物にならないのです｡近
午,ポータルサイトに関しては数社が俄烈な闘いをしてきまして,

Yabooが勝ったと思うので

すが,それでも業界としては使い物になりません｡例えば,金属製造加工業と入力して検索を
しますと400件ほど出てきてしまいます｡これでは,どこを見たら良くわからないのです｡絞
り込み検索も不充分です｡そこで,私どもはビジネスに役立つ分類項目を作って検索が自由に
できるような仕組みを作っています｡例えば,私の業界のプレス金型で,設計･製作ができて
関西地区と言うことで検索しますと出てきます｡現在1080社が登録されていて,その内プレ
ス金型で,設計･製作できる企業は197件登録されていることがわかります｡ここから商売に

役立たせようと思いますと更に絞込み検索ができないとうまくありませんのでこの機能を強化
しました｡当社は,関西地区には強くありません｡特に三重県は強くありませんので登録にご
協力をお願いしたいと思います｡絞込み検索ができたら,その会社のホームページとリンクし

ていますのでクリックすれば飛んでいくことが可能です｡こうすることで受発注が活性化する
と思っております｡

NCネットワークのデータベースへの登録は無料です｡それは,

｢インター

ネットは,みずものであるという意識が強い｣という見解‑の回答でもあります｡内原製作所

でもインターネットを利用して仕事ができたのは昨年の10月くらいでした｡そのような状態
でお金が取れるかと言うことを考えますととても取れないわけです｡取引もNCネットワーク
は介入しません｡

【収入源】
私どもの収入源はバナー広告です｡

NCネットワークのホームページには,月間8,000

ビューのアクセスがあります｡これらは中小製造業の方やCAD/CAMの業界の人であった
り,メーカーの購買の人であったりします｡アクセスの殆どが,製造業に何らかの形で関係す
る人々です｡

8,000ビューのそういった方々に広告したいと言う会社がバナー広告をしていま

す｡データベース検索以外には,メーカーも資材発注情報をネット上で流していますが,これ
らをNCネットワークのホームページにリンクしています｡また,組合や政府機関のホーム
ページもリンクしています｡

【双方向性の利用】
インターネットの双方向機能を使って,金型の掲示板,CAD/CAMの掲示板を作っています｡
こちらは,全国の金型関係者が問題を提起して,また誰かが解決策を書いたりしています｡こ
こで問題解決ができるようになってきています｡毎日の書きこみやビューアーのアクセスが非

常に多く活性化しています｡

【CAD/CAM】
現在, CAD/CAMで問題になっていますのはデータの互換です｡トヨタや日産で高いレベ
(110)
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ルのCADを使っていても.中′ト企業では高価なものは買えませんので安いものを買うことに
なりますo

そうしますとデータの互換性がとれませんG

200種類のCADのフォーマットが異

なるところに原因があります｡かつてのワープロの世界と同じことが起こっていますo
CAD/CAMの掲示板では,データの互換性の問題と,どんなCADを買ったらいいのかという
ことが話題の中心になっていますo

【cAD/CAMの掲示板】
CAD/CAMの掲示板の内容から.私どもは今後製造業からのCAD/CAMのニーズがあるだ
ろうと言うことから.

NCネットワークのホームページ上にCAD/CAMショウルームという

ものを5月20日にオープンさせました｡これは日本産業新開に掲載されましたので.ご覧に
なった方もいらっしゃるかもしれません｡ソフトメーカーからは出展料をいただいています｡
ここでも検索機能を強化していますo二次元のCAD/CAMで出力はワイヤーカットという項
目をチェックして検索しますと,一番合っているCAD/CAMを探してきます｡この詳細を知
りたければ.見ることもできます｡
きますので.

CAI)/CAMショウルームでは.同一フォーマットで検索で

CAD/CAMを同時に此較検討することも可能になりますD休験版のC工)の篇求

もできます｡来社してデモしてほしいということも可能になりますo
すると簡単にコンタクトできるようになりますo
ありません｡

NCネットワークを利用

この場合も.私どもは取引に介入することは

CAD/CAMを買うときに近所の商社に頼んでしまうことがよくあったわけです

が.入れてみたが使えなかったことがよくありました｡こういった経験からショウルームを
作ったわけですD

図2‑8‑2
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NCネットワークの仕事
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【問題】
1)NCネットワークのビジネス.モデルの変遷をHPの中の沿革を見て,議論して下さい.時
にWeb2.0に対応できているのかについても考えて下さい｡
2)

NCネットワーク･チャイナの問題点を論じて下さい｡

3)

NCネットワークの弱点はどこにあるか讃給して下さい｡

4)内原社長の2回の講義のDVDをみてNCネットワークの戦略変化を分析して下さい｡ま
た,その戦略変化のSWOT分析を議論して下さいo
5)内原社長と三木専務の講義をpod

Castlngで見て.感想を述べて下さいG

*******************************

京都試作ネット:

9

(㈱最上インクス:鈴木社長.

㈱山本精エ:山本iE)社長㈱クEjスニフェ

クト:竹田社長,体錦秋田製作所:秋田社長)
1 )最上インクス鈴木社長(京番試作ネットの立ち上げ)

京都試作ネットのホームページは,以下のように述べているo
｢京都の機械金屑産業10社から成る企業間電子商取引(BtoB)の企業連合ですD

2001年7月

11日に｢摩営革新支積法･京都府知事計画承認事業｣の承認を受けて発足し,京都府が推進す
る｢京都ITバザール構想｣にも呼応した事業ですc

京都試作ネットは.部品の単品試作加工か

らシステム,装置の開発まで.ネットワークを活かした幅広いソリューションを提供すること
を目指し.

ITによる経営革新モデルとして各方面の注目を集めていますD｣

鈴木社長は,ヒアリングで次のように述べているD
｢(導入背景と狙い)
海外の量産品製造に対抗する生き残り策として.試作品製造に免点を当てたBtoBの企業連
合を発足した｡
京都は.伝統的な和装産業からハイテク,精密横器まで.さまざまな最先端技術を有する工
(112)
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莱都市という一面を持っていますo

そして京都のものづくりは専門分野に特化した高い技術力

を持つ.中/ト企業によって支えられています巴

ところが昨今.海外生産の量産品の台頭により,

ものづくりのやり方そのものを変えていく必要が生じてきました｡平成に入って間もない頃.
金属加工業の行き詰まりを予滅した若手経営者数名が勉強会を開き,従来のやり方を打破する
新しいビジネスモデルを模索していましたo

その中で,あるひとつの結論に至りましたD量産

品の製造拠点が海外へ移行するのはやむを得ないものとして.今後も日本国内に残るものづく
りとしての『商品開発』に焦点を当てようと考えたのです｡その商品開発型の産業で欠かせな
いのは『商品試作』という工程であり,金属加工業の活路をそこに見いだしました｡しかL従

来からの単独受注型の受注方式でほ.それぞれが専門に特化した高い技術力を有する企業とは
そうした議論をいくどとなく繰り返し.

いえ.顧客の幅広い要望に応えることは不可能でしたD

勉強会はいつしか企業の垣根を乗り越え.それぞれの専門分野をつなげた企業間のネットワー
クへと変わっていきましたo

また,このネットワークを租織する上でひとつの大きな要因に

なったのがインターネットの普及でしたo

インターネットは今や物品販売や趣味の領域を越え

て完全に社会に定着しており.金属産業もインターネットを活用しないと時代に乗り遅れると
いう危機感がありました｡そこで.ビジネスチャンスを活かすためにBtoBの企染連合という
ビジネスモデルが考案され.機械金属産業10社から成る京都試作ネットが紅織されました｡

時代への適応という意味でも.京都試作ネットの発足には大きな期待が寄せられましたo｣
｢薄板金属加工のコンビニ｣を標博

中心になる最上インクスは.国2‑9‑1に示されるように,

している｡鈴木社長によれば｢金型を"作るq技術は社内外の研修などで身につき.心配して
いない｡問題は"創る"力｣であるということになる,受注案件の金型製作は1通りでなく,
幾通りもの作り方が考えられる｡その中からベストなものを選ぶわけだが.これは実際に経験
しなければできない｡

｢製品からどんな金型が必要かが発想でき.さまざまな設計図をひける

力が必要｣であり.蔑合に打ち勝ち.生き残るには創造力がさらに重要になると考えている｡

園2‑9‑2

囲2‑9‑1点上インクスの仕事

京都試作ネットのプラツトフォーム

‥遍.･増
痩
■l.
■ト

亡=ユ
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鈴木社長は, ｢捨てる経営｣に関して,次のように主張している｡
｢企業とは限られた資本を最も有効な分野に集中的に投資して最大限の収益を得ることが求

められているわけです｡また,経済環境の変化のもとでこの命題を遂行していくためには,餐
本を投下する分野･方法･期間など様々な点で取捨選択をする必要に迫られることになります｡
わが社における最大のターニングポイントは創業40周年を超えた時点でやってきました｡内

容は量産から試作への事業ウエイトの転換で,試作用の設備を導入するための設備投資を行い,
人材も試作の分野へ移動させるといった事業構造の転換を行いました｡その際に,今後はプレ
スだけではなく新しい分野の事業に幅を広げていこうという決意から,それまでの最上プレス
から最上インクスヘと社名変更をいたしました｡同時にそれまで中心であった"量産''からは
徐々に手を引き,少量の大物品についても止めていく方針としました｡また,わが社は社員採
用については新卒採用のみとしていましたが外部から新たな考え方を取り入れることも必要で

あると考え,中途採用も行うことにしました｡量産から試作への事業転換は,低位安定性から
成長可能性への転換であったと言えます｡量産品はある程度の変動はあっても受注の維持が図
れますが,試作の請負いは,メーカーの開発の有無に受注量を大きく左右される可能性もあり,
そういう意味では安定を捨てて不安定に突入したとも言えるでしょう｡｣

｢放っておけば,事業は『陳腐化』する｡これは事業の神様で有名なドラッカーの言葉ですが,
我々も世の中の流れに沿って毎年事業を見直し,絶えず自分たちの事業を再定義していく必要
があります｡現時点の好不調にとらわれず,今の事業の内容が本当に社会に認められて今後も
ビジネスとして成り立っていくのかというところを,毎年見直して再定義していかかナればな
りません｡過去こういう事をしてこういう結果になってきたという事実を知り,そこから我々
を取り巻く経営環境がどうなるのかという事をある程度類推することは可能であると考えま
す｡こうして立てた仮説を基に経営資源をどこに集中させるかを絞り込み,事業の再定義と取
捨選択を経営者として決断していかねばなりません｡｣

2) ㈱山本精工:山本昌作副社長
山本副社長は,以下のように企業の沿革を話され,ロングテールの尾の部分に選択と集中を
していった経緯を述べている｡
｢アルミ素材の加工及び表面処理をやっている一般的な鉄工所です｡最近の鉄工所は,だい
ぶ様変わりしまして数値制御がついてNC旋盤だとかマシニングセンターなどの機械を使いな
がら加工します｡半導体製造装置,医療機器部品,分析機器などを手がけています｡このよう

なところに使われるものは精密で軽くて手に持てるもの,付加価値が非常に高いということで,
素材によく使われるアルミに事業を絞りました｡ただ,この業界は利益が3%,

5%,

8%く

らいしか上がりません｡昨今では利益どころか赤字で苦しんでいるのが大半の製造業だろうと
思います｡山本精工も10数年前までは大変な収益の悪化に苦しんでいました｡毎月,月を越
すのが大変な時期がずっとあり,社長は月末になると朝から集金に走り,手形を割って午後か
(114)
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ら支払いに回るような忙しさで,辛い思いをしながら会社を維持していました,.7｣
山本副社長は.ロングテールの尾の部分の横であるルーティン･ワークのデジタル化に関し
て以下のように述べているD

｢[基I2‑9‑4のルーティン･ワークの部分をデジタル情報化しで情報共有できれば.デスクワ‑
クは未来の仕事だけになる｡過去の仕事は.コンピュータの出力機械がやればいいD
昨年度の関西IT活用企業百撰の最優秀企業に選ばれた山本精工株式会社は.

1980年代.

3K

+泊まみれで暗い金属加工をする街の鉄工所でしたが.強力なリーダーシップのもと,人材青
嵐

PCのハー

スキルの滴養.自由な職場づくりを行い,マシニングセンターとCAD/CAM.

ドウェア.ソフトウェアヘの重点投資によF),利益の出る企莱への転換,工員の知識労働者へ
の進化に成功したD

山本精工の取り組みは.製造企業の浅模に関係なく,貴重な示唆を与える

ことになると思います｡職人芸といわれるものは.じつは単純反復作業であって.そこに新し
いアイデアや工夫は見られないことが多いo

人がすべきことは知的作業,つまり創造ですo精

密で確実な職人技は制御プログラムと機械が担当してくれれば問題のないこと｣と山本氏は言
い切る｡山本精工では.社員のほとんどがパソコンワークに精通し.もっぱらプログラミング
などの創造的作業に従事しているoJ
その集大成が,過7

E] 24時間フル稼働を追求している囲2‑9‑6のHIIJL

TOPシステムであ

る｡

知的労働と7t,‑ティン労働を分けた山本精工では.量産品は壊わないことを決めたc

Ll｣本副

社長は,次のように述べている｡

｢試作品の金型饗作と量産品の金型製作では.管理の方法が異なりますD

ルーティン･ワーク

のデジタル化でこの鮮分のプラクティスは完成していますDJ
｢昼間の作業は./りコンと向き合っているのが大半ですc夜は.横根が自動で動いていますo
変種変量生産へ上手く対応することが課題ですD｣

(115)

●論.=3a

図2‑9‑5

標準化

固2‑9‑6

HILLTOPシステム

HL1仰SYSTEM導入の成果

悌租化への挑戦tR

過7 E)

徹底的な楳草地‑･手間を省くことの追求
一本のボルトから刃物に至るまで.あらゆるツールr=r名

前｣･T任所(草地)｣･r趣味(機能)｣を定める｡
技術者(職人)によって異なるセッティング.加=プログラ
ミングのやり方を統一化する｡

､

24時間フル操業の無人町工場

雀Aは昼間にN⊂(載嬢制軌加工機のプE)ケラミンク等l=時間
を*やL､コンピュータルームで作業をする｡
夜rqと土Br=無人化した工場で.マシンがフル様勤し切m作兼
を自動で行い虫品をつくる.

j■L
pt‑糞の71J‑夕べース化
警官J) a)bエノウ/
3.trPt4LbI■■

:''"I‑‥.㌔

1ウを^石化し.能I=いるLLもが
J二▲ 1▲̲こ▲̲ JJL

図2‑9‑7

3)

之し‑〈′｣ぺ=

BIzのマイクスタンドは,

多品脚ット悪戯
短時間内での納品とコスト2分の1を実現

LLr本橋工が作っている

(槻クロスエフェクト･竹田正俊社長
クロスエフェクトのHPと竹田社長とのヒアリングからは.次のような事柄がコアコンビタ

ンスとして浮かび上がってくるo

【複雑な形状の立体モデルに対応l
光造形法による立体モデル製作は.

3次元CADデータから直接立体樹脂デザインモデルを

作る為,図面やCADでデザインした物を短時間で確認する辛が山東

開発時間の短縮やコス

トの低減が可能となりますo更に,従来の手法に比べ.よりデザインの自由度が拡大され.中
空形状や鋭角部分作成が可能な他.モデルの拡大縮小.デザイン変更.異形状の同時複数個作
成.複数異形状の同時作成等にも対応が可能です｡

【他用途.他分野からも注目される】
作成したモデルは形状確乱
(116)

機械部品,営業用サンプル.加工用マスター.などとして利用
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出来,航空,自動車,建築,家電,玩具,用祈祷の分野や,更にはCTスキャナー,

3次

MRI,

元測定器の断層データを基に,骨や患部の立体樹脂モデルを製作するなど医療分野でも応用さ
れています｡

【真空注型の受託(硬度･耐熱温度がアップ)】
光造形で利用される材料はエポキシ樹脂です｡この材質以上の硬度,強度等をモデルに要求
される場合は,真空注型により他のプラスチック材料でモデルを作成します｡光造形モデルを
マスターとして作成しこれをシリコンゴムで型取りします｡
型の中にプラスチック材料を真空注型します｡これによって作成されたモデルは硬度,耐熱
温度等が上がり,モデルの利用度が広がります｡

【一体成型のモデルの作成が可能】
デザイン形状よりも機能形状を優先するような製品,例えはエンジンのマニホールドのよう
な製品をモデリングする場合にも光造形の一体加工が威力を発揮します｡マニホールドのよう
な形状を一般工法でモデリングするには製品を複数のパーツに分割し,加工後に張り合わせる
事になりますが,光造形ではこの組立工程を省ける上に内側にも段差の無い滑らかな面を得ら
れます｡一見単純な事ですが,製品によっては大きなメリットとなります｡

【エッジを鋭角に加工可能】
加工方向,道具による制約が無いため,鋭い角度と複雑な曲面を同時に加工可能です｡
わが社には職人はいません｡これが売りになっています｡

20‑30年間で蓄積してきた技で

もすぐできるようになることを証明したい｡特に原価管理システムは紙ベースですが,

10分毎

に記号で何をしているか書き込んでいます｡これを集計します｡またクライアントからは不定

期にアンケートをとっています｡設計の上流工程を扱うのでFAXや電話ではうまい仕事がで
きません｡そこで近隣の企業が取引先になります｡京都試作ネットに参加してからは,仕事が
全国に広がっています｡これはわが社のドメインをどうするかと言うこととからみ今後の検討
課題です｡
時間を意識したもの作り,

1週間かからないもの作りがポイントになります｡大手の開発試

作を如何に短くするのかと言うことがドメインになります｡社員の技術は,全員で共有化する
ことで社内陳腐化を狙っています｡

大手企業が試作段階で問題点を出し尽くすように,上流工程で確実に作りこみをすることに
なります｡企画･デザインが重要になります｡そのためには情報の共有化をし,テンプレート
を作ること,条件をつけてマニュアル化することを目指しています｡誰がやっても同じように

できると言うことが狙いです｡わが社のシステムは,山本精工のHILLTOPSYSTEMに大き
く影響されています｡
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クロスエフェクトで特筆すべきは3次元デジタイザーの存在であるL,竹田社長は.以下のよ
うに述べているo
｢クレイモデル等の手作りモデルから立体形状データを取得できる3次元デジタイザーの導

入により図面レスのモノづくりという新しい生産システムの構築に取り組んでいる｡
データ.図面がない状態でも,デザイナーの手作りモデルがあれば.この3次元デジタイザー
を使って直接.

3次元ソリッドデータを作成することで.手作りモデルの作図という手作業に

よる工程をなしに,立体モデルの製作,試作品の製作が迅速にできますc

このように作図の知

識を持たない人でもモノづくりが可能になることで.よりデザインを重視したモノづくりを推
し進め.将来的にはデザイナーの思いを企画提案できるようにしたい｡｣

図219‑7

京都試作ネットの活動マッピング

(柵秋田製作所:秋田公司社長

4)

‑｢町家プレス｣リリース!京都試作ネット

新連携事業‑

半導体産業を支える最先端の製造技術と装置.材料が一同に会する世界最大の展示会として
知られる｢セミコン･ジャパン2004｣が昨年12月1日から三日間.幕張メッセで開催されまし
た.｡出展者数26カ同,

1.610をL

来場者数108千人を越える同展示会において,京都試作ネッ

トが開発した｢町家プレス｣等の卓上設置型試作品製造装置3磯種がお披露目されました｡今

回.開発した｢町家プレス｣等は.経済産業省の｢新連携対策委託事業(パイロット事業)｣と
して昨年夏に採択された.京都試作ネットの｢MMF
のプロトタイプ第一号確ですo
(118)
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都市型の試作工場に不可欠なインフラ
京都における新たな産業活力の源泉として試作産業を育成し.
京都につくる｣ことを京都試作ネットでは目標にされています｡

｢世界一の試作産業集積地を
｢MMFプロジェクト｣はその

為の｢インフラ｣と位置づけられていますD
大学や研究開発型企業が市街地に混在する京都のまちでは.クライアントとの近凍性を確保
するために.試作工場が市街地に立地することが求められますc

しかし.既存の工作根械では

大型･大騒音なため,操業に大きな制約が生まれますo
今回開発の｢町家プレス｣等の小型マシンは,コンパクト(小型･軽量)で低公害.家庭用
電源でも動くため,密凝市街地での操業も可能にするものですo職住一体型の居住様式であり,
伝統産業など京都の盛業のインフラとしての,役割を担ってきた町家も.この機械を持ち込めば
試作工場として生まれ変わりますQ
まちなかに試作工場を立地させることで,研究開発型企業や大学との近接性を担保し.新た
なべンチャ‑の苗床づくりにも責献できますo

また.寸法や価格も従来品より格段に抑えられ,

中小企業が研究開発に取り組む際の負担軽減効果も期待できます｡

｢セミコン･ジャパン2004｣では.半導体関連の名だたる大企業が所決しと華やかな展示ブー
｢ふろしき｣

スを連ねる中.京都試作ネットの出展ブースは｢のれん｣

｢掛け軸｣で彩る｢′ト物

星風｣の装いで存在感を示しましたo注Elを集めたのはブースだけではありません｡

MMFプ

ロジェクトの3台の試作マシンを活用して｢幸せを呼ぶコガネムシ｣の製造の実演もおひろめ
をしました｡予め用意したコガネムシの手足を模った薄板を/ト型成形機にセットして型締めを
し.インサート成形によりコガネムシの胴体を形作ります｡出来上がった部品を次に町家プレ
スにセットLて薄板の砕からコガネムシの手足を型抜きしますo

出来上がったコガネムシは京

都試作ネットの連絡先等を記した専用ポチ袋に入れて来店者にお分けしました｡

固21918

小型成形機に薄板をセットし
て樹脂を注入

固2‑9‑9

町家プレスで薄板を型抜き

説
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固2‑9‑10

完成品をポチ袋に人れてプレゼント

図2‑9‑11幸福を呼ぷコガネムシ

先駆けの風を京都から

｢町家プレス｣は早ければ2005年中にも販売される見通しですし,今後も｢MMFプロジェ
クト｣のマシン･ラインナップは徐々に拡充の予定ですD
には｢試作品開発ネット受注

京都府が予算計上｣と報道され話題を呼んでいます｡京都試作

ネットが目宿してきた｢京都の試作産地化｣に向けて.
びてきましたo

2005年2月16日付の京都新聞朝刊

｢試作プラグトフォ‑ム｣■が親実味を帯

‑方,経済産業省も｢中小企業新事業活動促進法｣を制定し.中小企業の｢新

連携｣促進のための事業費として数十億円を予算計上するなど,日本経済全体の活力を下支え

する中小企業の積極的な経営革新に向けた手立てを拡充しています｡

【問題】
1)京都試作ネットに参加している企業をHPでチェックしてそれぞれの特徴を議論して下さ
い｡

2)最上インクスの薄板加工のコンビニと言う発想が.範囲の経済性に果たした役割を議論し
で

Fさい｡

3)クロスエフェクトの3次元デジタイザーの効果を議論しで下さい｡

4)規模の経済性に対応しようとしたNCネットワークと.変種変量生産に対応しようとして
いる京都試作ネットのR:綬研究を行って下さい｡
5)ルーティン･ワークのデジタル化と技術の社内陳腐化に関して論じて下さい｡
pod

6)

CastingやDVDを見て意見を述べて下さいo

***********************************

10

㈱レスター:清水康次社長

清水社長は,三重大学のMOTで以下のようにお話になった｡

｢父親が他界して仕事を受け継いでから.科学的管理法のように作業の標準化をしたが,うま
くはいかなかった｡それから何とかやってきたが1995年までは10O%下請けの中小企業だっ
(120)
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た｡親企業が下請けの整理を始めたこの時点で下請け体質から脱却化する絵を描いた｡ブラン
ドカとデザインカがなければダメだと言うことを思い知らされた｡弱みをカバーしようとして
ITを利用することを考えた｡そこでお客様のデザインを実現するというビジネス･モデルを
考えたわけです｡伊勢丹が興味を持ってくれたが,店内でデザイン･シミュレーションをやっ

てもらうのは時間的に無理だと言うことが分かった｡そこでインターネット上にHPを作って
注文を受けようとしたわけです｡そうなるとパンフレット以上のHPを作らかナれば,売れな
いわけです｡

Ⅲp上で洋服やTシャツを売るのは,クオリティが保証されている書籍の販売と

は異なるわけです｡材料品質,設計品質,製造品質の3つが全て最高でなければならないので
す｡
ソーシャル･ブックマークの『はてなブックマーク』を使うことが可能になってきました｡
情報を共有できるプラットフォームが増えてきました｡これを使わない手はないと考えまし
た｡情報は出せば出すほど,市場調査が終わった状態で我が社への商品提案が増えてきます｡
商社をかませていたときと比べると大きな違いがあります｡
私が利用している無料のサイトには,はてなブックマーク以外には,以下のようなものがあ
ります｡

①キーワード･アドバイス･ツール:これで競争の激しさが分かるのです｡
(参Alexa :自分の会社のポジションを調べる
③YahooSerch

清水社長は,

:リンクされているページ数｣

HPの露出度を上げ,

ONEto

ONEの市場を狙っている｡清水社長は次のよう

に述べている｡
｢株式会社レスタ‑のビジネス･モデルは,インターネットによるオリジナルTシャツやト
レーナーなどの受注である｡完成品のTシャツやトレーナーにプリントするのではなく,
シャツやトレーナーそのものを生地から縫製できるのがレスタ‑の最大の強みだ｡

T

1着からで

も生地やサイズのリクエストに応じることができることがレスタ‑の独自能力(コアコンビタ
ンス)である｡しかし,いくら高い能力を有していても,大消費地である関東や関西から遠い
北陸において自社の存在をしてもらい聞合せや注文にむすびつけることは容易ではない｡そこ

で取り組んだのが独自の受注サイト(オリジナルTシャツ作成のMyfactory)の立ち上げと運
営である｡オリジナルのユニフォームを作りたい個人や団体客などを中心に数多くの問合せを
受けている｡そしてその成功要因は検索エンジンマーケテイングの成功にある｡
｢Tシャツ｣

｢トレーナー｣

｢オリジナル｣

｢縫製｣などの複数キーワードで検索すると上位表示されることに

より新規アクセス増加を図った｡これが功を奏し,安定的な受注を実現している｡｣
｢検索エンジンマーケテイングを展開した能力にある｡自社の強みを的確に分析し,市場に
通用する商品やサービスとして目に見える『カタチ』にしてホームページで表現し,具体的な
『キーワード』で検索されることにより消費者の顕在的な需要に対応することができた｡｣
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｢Tシャツとかトレーナーというのは.本当にシンプルな商品だから.襟というのは商品の
顔ですo

『襟が傾いた状態でアイロンがけされて店頭に置いてあるものは絶対買ってはいけま

せんよ』ということも載せました｡｣
｢管理サイクル(PDCA)が困らないようなEI標は,数字の轟列でしかない｡数字を羅列して
El標を決めたら.実行し,途中で計画との誤差を測り.

いて生き残れるほど世の中は甘くない｡

誤差が生じる原因を見つけ.誤差を埋める対策を決め.実行する｡あたりまえのようなことな
のですが.実際に管理サイクルを回し続けるのは難しいD
難しいo

強い企業風土を作ることは.非常に

これは.経営者の執念がどれだけ強いかo この一点に尽きるのではないかと思いますo

自分自身マスコミでも注目されるようなビジネスをするi.うになって,一方で浮かれていて.
執念が薄らいだのではないかと反省しています｡｣

図2‑10‑1

レスターのtrP

清水社長は,以下の記事に注目していたo
アカマイ･テクノロジーズ･ジャパンは,

2002年4月17日.アカマイのCDN(コンテンツ･

デリバリー.ネットワーク)に対応したサイトアクセス解析ソリューション｢SiteWise｣
トワイズ)サービスを,

(122)

5月1日より開始することを発表したo

(サイ
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siteWiseの能合情報分析画面
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siteWiseは,

1)モート環境に相応したWebサイトアクセス解析ツールであるo■webサイト

訪問者のあらゆる利用状況を分析し.レポートを生成することができるD複数の管理者が,リ
モート環境からWebブラウザを経由して.直哉指定することで.レポートを自由にカスタマ
イズすることも可能である̲,

e‑ビジネスに必要なWebサイトアクセス分析機能に加え,マー

ケテイングキャンペーン分析ヤショッビングカート分析など.高度なレポート機能を提供する｡
siteⅥ｢iseサービスにより.投資利益率の高い戦略的なWebサイト運営が可能になる｡利用
料金は.月額26万円より｡.

2002年12月までに100社への導入を見込んでいるD米国では,既

にネットワーク.アソシエーツ.ロジテック.ピーポッドなど.

50社以上に導入されているo

【問題】
1)プラットフォームとは何か議論して下さいo
2)情報の共有の具体例を調べて,議論して下さい｡
3)

Web2.0と言われる技術を議論して下さい｡

4)無料のサイトを探して.議論して下さいo

ll

㈱恵那川上屋:鎌田真情社長

恵那川上屋は.地域資源活性化プログラムで認定された企業であり,

CAS冷凍を商品計画の

中に上手く利用しているので注目されている企業である｡
蒲田社長は.以下のように述べています｡
｢商売は.どうやって売っていこうと考えることが必要ですo
例えば,瑞浪の陶器屋さんの大量生産するところはどんどん潰れていきましたo元の少量生
(123)
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産に戻せる能力が必要だと思っています｡農家から仕入れるときに歩留まりが悪いのです｡農
家と直接話をして,もう少し良いものができませんか｡良いものができたら値段を上げますよ
と話したのです｡問屋を通していたらこんな話し合いはできなかったわけです｡農家が勢走や
肥料を研究するようになったのです｡仕入れ部分の歩留まりがあがると工場の歩留まりもあげ

ざるをえません｡工場でも工程改善が必要になります｡付加価値の連鎖で物事を考えていかな
ければならないのです｡経費と利益をこのサプライチェーンの参加者で平等に分けたらどうな
るのだろうと考えました｡これがブランド化の基礎だと考えたのです｡素材のブランド化を考
えたのです｡

｢栗きんとん｣のブランド化を考えていきました｡

｢栗きんとん｣をなるべく作らないように作らないようにしてきました｡そうすると,よそか
ら売って欲しいという要求が増えてきました｡デパートからの引き合いも全てことわって断っ
てきました｡しかし,売り上げは伸びてきました｡これもブランド化のひとつです｡農家も加

工者も営業マンという発想です｡

瑞浪市神原地区のカボチャの例
農家のおじさまたちがここのカボチャは美味しいけどもう食べたくないと言っていました｡

1個100円(3000個)で仕入れて,パイに加工して1000円で売りました｡このパイが評判に
なってきてカボチャの注文が来るようになりました｡そうするとカボチャの値上げ要求が来ま
した,

5年ほど続けていますが,カボチャ農家が増えているのです｡

東急デパートの例
会長の前で,マーチャンダイジングの方に対して,農家の研究をやっていない,有名だから

入れているだけだと言いました｡バイヤーを集めて考え方を農家の方の顔を見るようなものに
変えると言ってくれました｡全てを知らないと物語はでてこないのです｡これも｢最初に戻る

努力｣が必要だと言う例です｡

千曲川のリンゴの話

リンゴが水に浸かって全滅したとき,復旧の手伝いに行った｡使えそうなやつは残して,他
は捨てる選別の仕事です｡その時も農協の役員は誰も来ていませんでした｡そんな役員はだめ
だと農協の役員会で話たことがあります｡リンゴを選別しながら新商品づくりを考えていまし
た｡そこでできあがったのが｢密をたくさん入れたリンゴ｣のお菓子でした｡

5切れ300円で

売れたのです｡現場に行って初めて新商品はできるのだと思っています｡

松代の杏のシロップ漬けの話
桧代に行ったときに,おばあさんの作ったシロップ漬けの凄さを感じました｡こういったも
のを農家でみつけるのがお菓子屋の経営者の仕事です｡
(124)
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特選恵那栗のトレーサピT)ティは.勢定士(栗部会が認定します)の資格を持っている人が
栗の木を奔走していることから始まります｡農薬の使い方も管理します.目揃いをまず決めま
す｡どこの誰が何時に納めたかは,

JAの伝票に基づいて管理されますo

｢栗きんとん｣で一番

重要なのは鮮度ですL,ここにCAS冷凍を利用する意味があります｡特選恵那栗は｢栗きんと

ん｣の原料だと言うことがポイントです｡市場から地元の乗だけを大量に集めると無理なので
すっ そこでワセの栗を集荷するようにしました｡こうして農家をコントロールしましたD

これ

を実現するためというのがCAS冷凍の導入のキッカケでした｡特選恵那粟の安定的な仕入れ
のためですo

この装置で農家は,どnだけ作っても恵那川上屋が鰐人するわけですから収入は,

安定しましたoそのかわり当方は,在庫が大量に増えていきますc.ここの管理が非常に難しい
のです｡付加価値を付けて高く市場に商品を出さなければなりません｡
恵那川上長の各種の商品(262アイテム)の材料としては.恵那乗と他産地の栗を分けて利用
していますD栗きんとんが1年中,食べられるわけですから四季ごとに食感の異なる商品を捷
供しています｡単純な｢粟きんとん｣だけでは,飽きられてしまいますo

CASを使った新しい商品の実験をやる気はあるのですが.今の体制ではできませんo
CAS導入の資金的裏付けは,補助金を上手く使いました｡

【注:ここに関しては.ヒアリングしましたがマル秘ですo

MOTの講義ではお話ししま

互三】｣
国2‑1l‑1のような美術館を持っています｡戦略的CSRの一環だと思っていますo

また,こ

の美術館のテーマである横井照子さんの絵を包み紙にしています｡

図2‑1卜1ひなげし美術館

囲2‑1l‑2

横井照子さんの包装妖

問題
1)恵那川上屋の考える｢まちづくり｣の課題とは何か論じて下さいo

2)恵那Jrr上屋の導入したCAS冷凍の他産業への応用について述べなさいo
3)恵那川上屋の消費アイテムを見て.マーケテイング計画について論じてLf'きい｡
4)恵那川上屋の考えるSCMとは何か論じて下さい
5)恵那川上屋が考えるCSRとは何か論じて下さい｡
(125)
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6)

pod

CastingまたはDVDを見て感想を述べて下さい｡
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㈱旭電気:前田光久社長

宮崎酒造の社長のような成功している経営者には,共通項があります｡人間学です｡
のため｣というのは,利用者が喜んでくれて成立します｡先代の時代から,

｢人間
｢うそはいわぬ｣と

言う言葉を名刺に刷り込んでいます｡人間は弱いもので言ったことを守れないので公言してい
ます｡従業員には嘘をつかないと言うことです｡

｢ぬ｣は決意を表しています｡潰されない会

社にしたいために,戦略･戦術をたてました｡宮崎本店の社長との議論は非常に役立っていま

す｡宮崎さんはペースメーカーという位置づけです｡自社ブランドのない当社が｢潰されない
会社になる｣戦略を考えたわけです｡
戟略を考える第一歩は,親会社や取引先の大手が,何で当社を使うのかと言うことを注目し
て吟味することです｡一般的に言われる｢安い労働力や無理な納期を何とかできる｣と言うこ
とは有効なものではありません｡当社の戦略は,

｢ミニ東芝｣になることでした｡大手総合電器

メーカーは死語になっています｡大手のように巨大化するのがデメリットになる時代が来ると
思っていました｡変化が早くなっていますので分社化やカンパニーで対応しようとしていま
す｡ ｢ミニ東芝｣というのは,東芝と同じグレードの品質･技術を持つことです｡原価1/3でで
きるような体質を創り上げることです｡当社には検証力がないので大手のブランドを使わせて

もらうのです｡現在では,お客さんから東芝に引き合いが来ますと当社(朝日電気)に丸投げ
で来ます｡価格設定権は当社が持っています｡東芝の必要条件を整えれば潰されないのです｡

大手の工場は男性が多いのですが,このレベルの男性を中小企業は集めることはできない｡
企業はアウトプットが絶対条件なので工場を女性でもできるように肉体的ハンデを排除するよ
うに設計すればよい｡ここなら働けると女性の方たちに感じてもらうことが寛容です｡当社で
は制御盤の設計は女がオートCADを使ってやっています｡挑戦してできるようになっていま
す｡

前田さんのところは,以下のような業務構成になっている｡

(126)
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図2‑12‑1事業構成
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口ツト

アンセオリーの追求

コピー機

当社は,アンセオリーのものを追求しています｡存続することは勝ち続けることです｡その
ためには同じことをやっていたらダメなのです｡当社は,経験がないからやらせて下さいと言
い続けます｡また,工業の世界ではセオリーが変わるのです｡長い間長いベルトコンベアは,
今は一人生産になっています｡
オンリーワンになった企業には,供給責任が発生する｡しかも,高品質なものを供給する責
任です｡これもCSRのひとつです｡自分のミスを認められる人を企業は求めています｡人の
真似をしない,人にこびない,人とつるまない,と言うことが重要です｡企業の活動の中で自
分が自分であると言うことを見つけることがCSRを追求する企業のポイントです｡マニュア
ルを作るのは簡単ですが,ソフトである企業風土が重要です｡

講演に同席した㈱南産業の南川社長も以下のような発言をした｡

｢前田社長の言葉にあったように,謙虚に人の話を聞くことが大事です｡｣

同席した中部電力の大学連携を担当している児玉氏も以下のような発言をした｡
｢前田社長がお話になったように挨拶ができる人間は重要です｡また,現状を正確に分析で
きる能力が必要です｡そのためには文理融合のMOTは,うまいシステムだと思います｡｣

【問題】
1)ネットワーク社会の中の供給責任とは何か論じてください｡

SCMとは何かも論じて下さ

い｡

2)旭電気のCSRについて論じて下さい｡
(127)
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3)潰されない会社とは何か議論して下さい｡

4)企業風土について論じて下さい｡渡連が言った｢ロイズ｣の例も考えて下さい｡
5)アンセオリーの追求を中心にリーダーシップとは何か議論して下さい｡
6)

Pod

CastingまたはDVDを見て感想を述べて下さい｡

**********************************
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(*菊三和メッキ:清水栄次社長
Google

三和メッキの清水社長は,佐々木俊尚『グーグル

既存のビジネスを破壊する』文

芸新書, 2006年にも事例研究でとりあげられている｡そこでは,キーワード広告を行った三和
メッキは｢ニッチな市場が存在することに気づく｣
和メッキのHPの｢メッキに関するQ&A｣

(147ページ)と分析されている｡また,三
(148ページ)を高く評価している｡

我々のMOTでの講演でも興味ある事例を沢山お話になった｡清水社長は,次のように述べ
ている｡

｢今年度(2005年9月期)の売り上げのうち,ウェブが窓口となって受注した比率は10‑12%
に達する見込みで,このうち個人顧客から受注した比率は半分弱の4‑5%を占める見通しだ｡
メッキ加工事業者が個人顧客から小口の注文を直接受けるケースは少ないこともあり,個人顧
客向けのウェブ『必殺!めっき職人』を04年2月に開設してからは,全国から注文が増え続
け,売り上げ全体を押し上げるまでになった｡｣

｢個人顧客が持ち込むモノは多種多様で,これまで経験したことのない素材にメッキ加工を
施すことも少なくない｡このため,顧客の思い描いていた仕上がりと異なることもまれに起

こってしまう｡そうならないために,電話で顧客と何回も綿密に打ち合わせたり,電子メール
を何十通もやり取りするなど,業務効率の観点から見ればマイナスが発生し経営面のリスクに
なる可能性もある｡しかし,あえて個人からの小口の注文を取ることは,三和メッキ工業の全
国的な知名度や技術力を高めていくためには必要だと考えている｡｣
｢三和メッキ工業の法人顧客向けのビジネスでは『試作品からの共同開発』を重視している｡

メッキ加工は,中国など海外企業との激しい国際競争にさらされており,価格だけで海外勢に
対抗するのは難しい｡顧客企業と試作品の段階から研究を重ねることで技術水準を高め,他社
では真似のできないオリジナルの加工技術の確立に努める｡｣

｢三和メッキ工業のEC(電子商取引)サイトを成功に導いたシステム開発のサーフボード(福
井市,田嶋節和社長)は,顧客企業への直接営業,直接受注を貫いている｡ウェブ制作会社の
多くが元請けからの受託業務に甘んじているなか,サーフボードは『下請け体質にはならない』
(田嶋社長)ことで,これまで多くのEC事業を成功に結びつけてきた｡｣
｢サーフボードでは,

ECサイトを受注する時,まず顧客企業の経営者と直接会って,

ECを成

功させるためのビジネス･モデルの変革や業務フローを見直す心構えがあるかを見極める｡自
社の売り上げを優先して受注をむやみに増やすことはしない｡
(128)

『顧客企業のEC事業の成功を
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より確実なものにするには.まず顧客自身が変わらなければならないJと,顧客の成功を最優
先に位置づける｡｣
｢3つの在をコンセプトにメッキを避案しているo

①色をメッキ.

(参堅さをメッキ.(亘ノ滑りを

メッキするoJ
図2‑†3‑†三和メッキのFP

【聞箇】
1) (柵NCネットワークの中での三和メッキの位置づけを論じて下さいo
2)メッキの差別化について論じで下さいo
3)
4

fIPの特徴,特に｢メッキ辞典｣について論じて下さい｡
)三和メッキ清水社長の講演をpod

Castingで見て感想を述べて下さいo

**********************************
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初代レクサスデザイナー:内田邦博氏

‑デザインとエンジニアリング‑

｢モジュール化｣は.次第に複雑化する技術を企業が取り扱うことを可能にしてきたo製品を
サブシステムである｢モジュール｣に分解することで,設計者,製造者とユーザーは高い柔軟
性を獲得したのであるo

IBMによって1964年に発表された最初のモジュー)I,型コンピュータ

であるシステム/360の設計者は.

｢モジュール化｣の原則を採用した｡すなわち,彼らはプロ

セッサと周辺機器の設計を｢見える｣情報と｢隠された｣情熱こ分けたのであるo

IBMは,中

央プロセッサ管理部を設置し.装置の異なるモジュールが相互に正しく機能するための明示
的･包括的なデザインー/レールを構築させ.実施させた｡

IBMのデザイン.ルールに従いなが

らも,特定領域に専門特化することで.新興企業でも.工BMの内製製品に比べ.より良いもの
を作ることもできた｡
モジュールの設計者たちは.モジュール相互間の動作を確保するデザイン･ルールを遵守し
(129)
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さえすれば,広範なアプローチを自由に試みることができた｡材料科学をはじめとするブレー
クスルーによって,デザイン･ルールを特定するための深い製品知識を得ることが容易になっ
てきた｡
自動車業界では,大手メーカーは,今世紀のほとんどの間,非常に中央集権化された設計シ
ステムに依存してきたが,今やしだいにこれから離れつつある｡コスト削減,技術革新の加速
化,品質改善などの厳しい圧力の下で,自動車の設計者とエンジニアは,現在,複雑な電気的･
機械的システムの設計を小さな単位に分割する方法を模索している｡
自動車産業の複数のサプライヤーは,すでに事業を特定のモジュールの周辺に統合･強化し

ている｡このような状況を踏まえて,デザインとエンジニアリングの関係を内田氏は,次のよ
うに述べている｡
先

｢1985年,世界Nolを目指す高級車の開発の指示があった｡何をどうデザインするか?
ずは各部メンバーによるワーキンググループを編成した｡箱根に合宿してその可能性と目標設
定についてブレストを繰り返して討議した｡国内にはクラウン,センチュリーという高級車あ

中でも重

るが国内専用車でもあり,世界市場を狙った車ではないことを確認した｡世界市場t
要な米国市場で認知される高級車造りをおこなうというものであった｡｣

｢デザイン･コンセプトとしては,機能優先,余り必要のない装備(GADJETS)のない本物
の高級車を作るというものであった｡アウトバーンでストレスなくベンツを抜ける性能の車を

作る｡しかも,それが可能な機能的スタイルを追求し,空力的ボデー(低CD),風切り音の出
ない面をデザインする｡アメリカ車はデザインの陳腐化が早いのだが,それがメーカーのポリ
シーでもある｡そこで,陳腐化しないデザイン一本質を買いた合理的で長持ちするデザインを
追求する｡それは,アンチトヨタ的デザインを追求することでもあった｡｣
｢造形の新しさと共に空気抵抗の低減との両立に努め,空カエンジニアとの共同作業を行っ
た｡｣

｢高機能でありながら人に優しいデザインと言う観点から考えた｡そこで,全ての席がファー

ストクラスと言う設計思想を追求した｡今までにない新機構を入れるように考えた｡｣
｢レクサス･ブランドとは‑歴史,一貫,一徹,非妥協であると考えていた｡これからのレク
サス課題は,

(丑世界のレクサス‑日本のレクサス, ②平等化志向の中でのエクスクルーシブ,

③非差別化社会の中での差別化の追求であった｡｣
図2‑14‑1のような開発期間の短縮と品質向上改革を追求するときデザイナーとエンジニア
のコンフリクトが発生する｡それを解決するために設計･開発プロセスの改革を目指すプロ
ジェクト･マネジメントが必要になる｡

(130)
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図2114‑1開発期間短縮と品質
開発期間短編&品質向上改革のイ

図2‑14‑2

設計プロセス

設計I BI発プロセスの改革‑

7B示書から合音■へ

デザイナーとエンジニアのコンフリクト
｢=r

プロジェクトマネジメントのポイント

これを解決しなければならない

最近まで続けていたヒアリングからは.多くの企業では品質マネジメント･システムとして
計画すべきことが2つあるという認識であった｡
1)品質EI標を決める
L'品質マネジメント･システム自体の目標.例えば,顧客満足度など
ii製品に対する要求事項に関する目標

2■)品質マネジメントシステムの戦略･方策を立案し現状を評価し対応を計画する
i品質マネジメント･システム全体構成の適切性
ii品質マネジメン

トシステムのプロセスの適切性

iil管理手段(測定･分析,継続的改善方法.変更方法プロセス運用管理基準)の
適切性
iv必要な資源(装置,環境,人/技敵

情#)の適切性

(131)

●論

説

図2‑14‑3

トヨタのデザイン業務

固21J卜4

デザイン決定プロセス

品質目標が決まるとデザイナーとエンジニアは,囲2‑1413.囲2‑14‑4の品質マネジメント
のプロセスで大きなコンフリクトを抱えることになる｡
デザイナーの仕事とエンジニアの仕事のコンフリクトの解決は.以下の図2‑14‑5のような
活動の中でなされている｡
図214‑5

品質マネジメント･システムの改善

プロセスアプローチ

顧客満足度の向上は､

市場がセグメント市場､
One

to

One市場‑と変化

するに連れて非常に難し
くなってくるD

品質マネ

ジメントは､シーケンシ

ャルな改革が求められ
る｡

【問題7
1)品質マネジメントの本質について議論して下さい｡
2)プロジェクト･マネジメントについて議論して下さいo
3)レクサスのブランドに関して議論して下さい｡
**********************************
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㈱lBSC.'束

正則氏

21世紀の企業経営では.顧客企業とのパートナーシップが重要になるとして以下のように述
べているc
(132)
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｢ドラッカーの言うFコミットメント契約』のようなものが脚光をあびてくるo
視化をrrを使って進めることが重要になる｡

ビジネスの可

e‑調達の視点から自社の競争力に貢献できるサ

プライヤ‑を掌握する必要がある.｡その場合.投資リスクを回避するためコラボレーションに
よるQCDE

コラボレー

(品質･価格･デ1)バリー能力･環境配慮)の作りこみが重要になるo

ションするサプライヤーは,コア･コンビテンシーを持っていなければならない｡このコラボ
レーションのための組織はサービス･オリエンテッド･アーキテクチャーのもとで｢関係を疎
にした新しい粧織化(†主:莱.渡蓮はマローンのネットワーク型組織と言う｡)｣
相手(サプライヤーに)に自社を評価してもらうことを含むSRM

75言必要であるo
(Supplier Relationship

Management)の発想が必要になる.,皿Mの場合は1995年にこれをやった｡業界との整合性

は.開発段階のコンセプトの共有,開発設計でのデザインイン.生産段階でのスペックインが
ある｡その場合,情報インフラの整備が必要になり情報の鮮度管理のためEAIが必要になる.,
製造BOMと連携した生産実行システムのスケジューリングと1)スケジューリングがオンデマ
ンド型もの作りの基本であるo｣

園2‑15‑1戦略助パートナーシップ

大きく環境が変化してきている現在｢変化に対応できる企業･人だけが生き残り繁栄する｣
と言うことになるo

そのためにはモツト(MOT)人間が必要になるD

結論的に言うと.特化型企業が凝も成功した企業と言うことになる｡モジュール化されたe‑
(133)
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ビジネス･コンポーネントが凄く結びつきネットワーク型組織を構成してトランジットするた
めには.以下のようなSOAとBTOが必要である｡

図2‑15‑2

図2‑15‑3

SOAとは

戦略的ソーシング

東氏は｢BTOの決定は戦略的アウトソーシングからスタートしますo革党略的パートナーを

構築することが重要になる｣と述べています｡その場合.図2115‑4のように顧客企業の調達.
購買に関する戦略志向を理解することが重要になるQ

(134)
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図2‑15‑4

顧客企業の戦略思想

戦略的パートナーを構築させるためには,

｢ビジネスプロセスの再設計による簡素化と可視

化｣ ｢源流でのQCDEのつくりこみ｣と言う問題点を解決しなければならない.

図2‑15‑5

革党略的アウトソーシング

(135)
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開発.構買･製造のコラボレーションでは,
購買検討.

3)サプライヤー選別と統合,

製品諸元のDB整備.

6) PLM･SCMと連携,

｢1)情報畔買充実と部品標準化.
4)アライアンス戦略,

2)分散集中

5)部材,サプライヤー,

7)サプライヤ‑と自社評価｣が特に重要にな

る｡

図2‑15‑6

東氏は.

開発･購買･製造のコラボレーション

BTOとサプライヤーの関係に関しては,以下のようにまとめているo

(三.)BTOは.サプライヤーにとっては脅威であり好機
･耳･メーカーの調達.購買戦略が重要
魯 サプライヤーは,中核的企業能力をつけ.変化対応
④

今後ほ｡有力サプライヤーは協働型生産実行管理に発展

⑤

CSMはoサプライヤー側もメーカー側もグロー′()レ対応で重要であり効果大である｡

･⑥

サプライヤーは今後コミュニティ形成が重要になるo

【問題J
1)

SOAについて論じて下さいo

2)

BTOについて論じて下さいG

3)モジュール生産とBOT.

SOAの関係を論じなさい｡

4)モジュール生産とASP.

SaaSの関係を論じて下さい｡

(136)
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5)

CastingまたはDVDを見て感想を述べて下さい｡

*********************************

16

西光エンジニアリング(#対:岡村邦康社長

‑新連携･地域資源活性化･農商工連携の結節点としての企業‑
地域資源活性化プログラムの審査会場で配付された資料に西光エンジニアリングの資料が
あった｡気になったのでヒアリングすると新連携･地域資源活性化･農商工連携に関する非常

に興味がある事実が明らかになった｡核になる会社(この場合は乾燥機製造の会社)と人的ネッ
トワークが必要であると言うことであった｡岡村社長は,次のように述べている｡
｢お茶の乾燥機を作っていた会社に勤めていましたが独立しました｡そのためお業界の中で
は茶の機械を作ることができませんでした｡高周波乾燥機を開発してニッチな新しい市場を開
発しようと考えています｡当初は3,000万円の機械でした｡研究開発の成果で1,000万円のも
のができるようになりました｡地域資源プログラムに応募した『お茶のスナック菓子』を作る
ためには300万円の機械を開発しました｡｣
｢安価な乾燥機械は,日立がマイクロトロンの安価なものを作ってくれたことが大きいので
す｡｣
｢途中茶ブームが去った後で番茶のように飲める商品に加工できないかという相談があった｡
ハイテクでなくても乾燥機をうまく使えれば商品開発はできるのです｡干物は,付加価値がつ
きにくいのです｡そのため当社の乾燥機は,ホタテのヒモとかの乾燥に利用しています｡ト
レーサビリティがはっきりしていて添加物がないことを好む市場で流します｡｣
｢伊藤園の『麦茶』の培煎の機械,アサヒ飲料の『十六茶』の機械も当社のものです｡｣
｢新型の乾燥機を使うためにはSCM,

ERM,戦略的提携を駆使するためには,人的ネットワー

クが必要になります｡｣
｢当社の社員は,全員がエンジニアです｡モチベーションは,高いと思います｡｣
｢今回の農商工連携では,最終製品は出しません｡中間製品として出していきます｡この方
が市場戟略としてもやり易いと思っています｡｣

(137)
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図2‑16‑1新連携･地域資源活性化･農商工連携

(地域資源)
紙管の会社

【問題】
1)西光エンジニアリングのHPを見て,この企業の特徴を議論して下さい｡
2)人的ネットワークを結合する方法とは何か論じなさい｡
3)新連携,地域資源活性化

農商工連携の政策を調べて,活用方法を議論して下さい｡

4)戦略的提携について論じて下さい｡
5) PodCastingまたはDVDを見て,この会社の感想を述べて下さい｡
*************************************
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㈱東海テクノ:市田興惣次会長

‑環境問題を戦略に‑
東海テクノは,創立35周年記念の温暖化防止イベントで｢不都合な真実｣を上演したユニー
クな会社である｡

1997年に品質マネジメント･システム規格ISO9001を取得,分析者ごとの分

析プロセスの偏差を回避すべくSOPの完備や,分析環境や機器管理の厳格化,トレーサブルな
野帳の編成など分析値に対して責任ある説明のできうる体制を構築している｡顧客満足度を追
求する組織である｡

(138)
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園2‑17‑1東海テクノの組織図

会社組デ献は他
人の集団です､
そのため組織
を統‑させて
機能させるこ
とが必要です｡

｣=L
コ

ミュニケ‑

ションが重要
になる

東海テクノの市田会長は.三重大学での講演で企業経営の問題点を以下のように述べているo

｢経営者の能力は,ビジネスチャンスを生かすことです｡また.市場のニーズは大きく変化し
ていきますD市場への対応は.気を抜くと悪い方へと動いていきますo

そのため,経営者は.

変化に的確に対応することが要求されるのですo｣
｢当社は.顧客満足度の向上に努めてきましたD分析精度の向上分析の自動化とコスト低鼠
ラボのクリーン化等をやってきました｡｣

｢当社もcsRは常に追求しています｡環境技術移転センターに来る留学生の研修を受け入れ
ています.地域だけでなく国際的にも貢献すべきと考えていますc｣
市田会長は.会社の社会的義務と責任について以下のように述べ,戦略的CSRの必要性に言
及しています｡
｢会社は.基本的に営利を目的に事業を営む組織でありますが.何を目的に利益を出すのかが

重要だと思います｡会社には様々な役割遂行の義務と責任があります｡従って.会社ほ,その
義務と責任を果たすために利益を求めて活動しているのですo内容としては,
りに満足できる職場環境であること,

:3)社員がそれな

②受注した仕事を通し顧客に貢献し満足を撞俵できる.

･3)投資した株主に対し適正な配当による還元ができる.

④納税が継続的にできる. ⑤可能な限

り地域社会に貢献できる. ･⑥法令順守の責任を持つことです｡｣
マネジメントに関しては.管理で会社は変わるという立場から市田会長は以下のように述べ
ておられるLl

｢行動の結果.うまく計画どおりにいかないとき.行くようにするのがマネジメントです｡そ

のためには.経営のバランスを崩さないことです｡また.管理とは会社が負の財産をつかまな
(139)
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いようにすることです.｡｣
東海テクノのHPは.以下のように述べています｡これらは付加価値のある情報提供に徹し
ようとしている動きのひとつでもあるc
｢電気電子製品の中に含まれる使用化学物質に対し.欧州連合(EU)は今年の7月1日より
環境保護の視点からRoHS

(有害物質使用制限)指令を施行o

その基準に満たない製品は販売

できず,すでに台湾の電子メーカーではRoHS指令のガイドラインに適合していなかったた
め.取引を停止されるなど.世界のエレクトロニクス業界では対策を迫られています0

日本の

｢資源有効利用促進法改正政省令｣.中国の｢電子情報製品汚

I‑MOSSと呼ばれる日本版RoHS

染防止管理弁法｣をはじめ.韓国でも｢電子電気及び自動再製品の資源l)サイクル法｣など各
国版RoHSが公布され.製品中の物質データの管理の重要性が増大していますo

また,日本国

内やアジア間でJGPフォーマットが使用されているものの.今までに国際規格の無かった化

学物質の報告フォーマットに.米国ではIPC‑1752と呼ばれる｢有害物質宣告管理規格(Material
Declaration

Management

Standard)｣

75ミ発行され,

Texas

hstrumentsやSun

Microsystems

など多くのエレクトロニクス企業が規格の通用を表明し七います｡電子機器の販売企業は欧州
RoHS指令に対応している旨を報告するため.米国市場ではこの新規格に合わせた使用化学物
質の報告や回答を行うフォーマットの準備が必要になります｡｣
｢IPC‑1752は.製品中に使用されている材料及び物質の申告データにおけるデータ交換の規
格です｡本規格は.

OEM.

EMSプロバイダー.コンポーネントメーカー,

B]鞄基板メーカー,

部材サプライヤー,情報才支術ソl)ユーションプロバイダー.および米国商務省標準技術局によ
り開発されましたo｣
図2‑17‑2

図2‑17‑1ビジネスチャンス

ニーズの変化

/il
1.ビジネスチャンスを活かす
■昭和47年(1972年)

｢東海ボイラ管理センター｣設立

ニーズの変化への対応

L主な環姫ま脚l亀遜
●大気汚染防止法.水更芳洩防止法
｡唇音規制法̲振動規制法
●悪臭防止法
●ダイオキシン特別措置5圭
●土壌汚染対策法
●石綿障害予防規則
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図2‑17‑3

顧客満足覆の向上

図2‑17‑4

社会的義務と責任

【問題】
1) ISO14000シリーズについて論じて下さい｡
) ISO22000について論じて下さいo

2

3)東海テクノの経営理念について論じて下さい｡
4)日本版RoliSについて論じて下さいD
5)

pod

CastlngまたはDVDを見て感想を述べて下さいD

***********************************

総括と最近の私

Ⅲ

三重大学での最後の論文の副題を敢えて｢文理融合に向けて｣と言うものにしてみたD私が
｢融

埼玉大学から赴任した11年前に｢文理顧合｣と言うキ‑ワードが教授会で飛び交っていたo
令(Fusion)｣が創発(Emergence)と一対になる概念であることを知らない論客が駿屈してい
たので非常に不毛な議論の連続であった｡現実に立脚しない議論は.ロカンタンの印匡吐』の
ようなものであったGそこで徹底して現場の経営者の声を学生に伝えようとした｡折しもネッ
トワークの経済性やネットワークの外部性の追求が緊要の課題となっていた｡

2004年度から

｢創発の経済性｣を提案できるためのMOT構築に向けたノウハウを蓄積しようと考えてきたo
構造を変えることなく機能を変化させることを追求している経常経済学の学徒としては.大学

の学部の枠組み(構造)は,そのままにしておいて機能を変化させ,創発が可能な道を探って
行った｡このペーパーは.境界領域がハツキリしない性格を持つネットワーク論を中心に
MOTをデザインすることを志向する私の一定の到達点を示すものである｡

最近の企業経営の動きは,品質保証から品質マネジメント･システムヘ重点が移っているこ
とを多くの企業のヒアリングで思い知らされた｡この点への研究と教育が我々のMOTへと爽
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瓢

き進む原動力であった｡
一般的には.

｢規格の立脚点が変わった｣とか｢単なる品質保証から顧客満足へ｣とかいった

表現がなされているものの追求であるo
招梢した多くの企業の経営者の意見は.品質マネジメン

トシステムの基本とは,以下のよ

うなことがらを追求しなければならないと言うものであった｡この点をMOTのインターセク
ター.ディスカッションで徹底附こ研究しようと思ったのであるo
･顧客や関係者の期待とニーズを把握する
･

それに対する白組織の方針や目標を設定する

･設定した日原を達成するために必要なプロセスを,すづて洗い出す

･それらのプロセスをどういう順序で組み合わせれば最も有効で効率が良いかを考える
･

･

それらのプロセスに必要な資凍を洗い出し.内部,外部手配を決めて確保する
各プロセスの組織的な責任分担を決める
･各プロセスの詳細なやり方や基準を決める

･実際の有効性や効率を判断するための運用時のチェック方法や基準を決める
･

問題が発生しないようにするための方策をあらかじめ決めておく

･上記で決めたことの実施とその有効性や効率をチェックする
･

チェックした結果と目標の達成状況に応じて.やり方を改善する
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三重大学MOTでは,上記の図のように｢規模の経済性｣

｢範囲の経済性｣

｢ネットワークの経

済性｣の最適ミックスを追求するビジネス･モデルを模索している｡よりきめ細かい品質マネ

ジメント･システムを提案していかなければ21世紀の競争には勝てないという認識があった｡
最近では,中部経済産業局で地域資源活性プログラム認定委員会委員長や農商工連携選定委

員会委員の立場から,中小企業の活性化を研究している｡また,農林水産省のフード･コミュ
ニケーション･プロジェクトの中の｢地域食品産業活性化研究会｣での激しい議論もある｡こ
こ5年ほど関わってきた三重ブランド選定委員会委員長の立場からのブランド研究もある｡こ
れらからもたらされる膨大な研究資料も三重大学MOTの教育実践の中に吸収したいと考えて
いる｡文理融合の発想からのデザインがなければ,これらの資料を産業政策に反映できないか
らである｡この部分の持続的展開は,経営経済学を志向する若い研究者諸氏の努力に期待した
い｡

今回の『紀要』では,紙数の都合で収録していない多くの強烈なリーダーシップをお持ちの
管理者や企業理念に特徴のある経営者のお話がある｡

100人余の経営者や管理者を講義に無償

で招聴した｡私の無理難題を聞き入れていただいた経営者や管理者の皆様に,記して感謝した
い｡今回,収録させていただいた諸氏には,今から考えると非常識きわまりないお願いをして
きた｡赤面の至りであるが,袖摺り会うも多生の縁と言うことでお許しを請うしかない｡
最後に,ブラウン運動を繰り返す私の我が健を長年にわたり許していただいた同僚諸氏に感
謝しつつこの稿を終わり,三重大学の研究室に別れを告げたい｡
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