
●開会の挨拶　 ………………………………………………………………………………………… 　総合司会：山嵜　早苗
（早稲田大学総合研究機構事務局）

●開催者挨拶　 ………………………………………………………………………………………………………… 　花井　俊介
（早稲田大学総合研究機構長）

●基調講演　 ………………………………………………………………………………………………… 　登壇者：中嶋　聖雄
（早稲田大学自動車・部品産業研究所長）

●第１部　21世紀の技術革新はどこへ向かうのか　 ………………………………………　司会：小林　英夫
（早稲田大学名誉教授）

登壇者：中嶋　聖雄
（早稲田大学教授）

大聖　泰弘
（早稲田大学名誉教授）

太田　志乃
（名城大学助教）

●第２部　21世紀の企業の国際化と人材育成　 ………………………………………………　司会：二木　正明
（早稲田大学自動車・部品産業研究所）

登壇者：白木　三秀
（早稲田大学教授）

兼村　智也
（松本大学教授）

小枝　　至
（日産自動車株式会社名誉相談役）

●閉会の挨拶　 ………………………………………………………………………………………………………… 　鍋嶋　　郁
（早稲田大学准教授）※

※2020.４.１より教授
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第15回　総合研究機構研究成果報告会
「100年に一度の変革期」を迎えた自動車・部品産業の

現状と課題及びグローバル経営と人材育成
日　時：2019年10月４日（金）　11：15～16：30
会　場：早稲田大学　小野記念講堂（27号館）



第15回　総合研究機構研究成果報告会

「100年に一度の変革期」を迎えた自動車・部品産業の
現状と課題及びグローバル経営と人材育成

〔 開 会 の 挨 拶 〕

　総合司会：山嵜　早苗（早稲田大学総合研究機構事務局）

○総合司会（山嵜）：皆さんこんにちは。本日はご多用の中、会場にお運びいただき、誠にありがとうご

ざいます。これより『第15回早稲田大学総合研究機構研究成果報告会「100年に一度の変革期」を迎え

た自動車・部品産業の現状と課題及びグローバル経営と人材育成』を開催いたします。

　　私は本日の司会を務めさせていただきます早稲田大学総合研究機構事務局の山嵜早苗と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

〔 開 催 者 挨 拶 〕

　花井　俊介 （早稲田大学総合研究機構長）

○総合司会：それでは開会にあたりまして、早稲田大学総合研究機構長花井俊介よりご挨拶申し上げます。

○花井機構長：皆さん、こんにちは。今ご紹介いただきました総合研究機構の花井でございます。よろし

くお願いします。今日はお忙しい中、また朝ちょっと雨がひどく降ったりした、そういうあいにくの天

気があったにもかかわらず、この成果報告会に足を運んでいただきまして本当にありがとうございま

す。今もお話に出ましたように、本日と明日のこの会、イベントというのは、我々総合研究機構の第15

回目の研究成果報告会として開催されています。2005年からやって今年で15回ということになるわけで

すが、ずっと平成でやってきましたが、今年令和になりましたので、そういう意味では令和で最初の成

果報告会ということになります。

　　今年は、自動車・部品産業研究所と、これは中嶋先生が所長をお務めの、それからトランスナショ

ナルHRM研究所、まだお見えでないですけど、白木先生が所長を務めていらっしゃる、その研究所が
ジョイントして成果報告会を引き受けてくださいました。両先生及び両研究所の関係者の皆さんに厚く

御礼を申し上げたいと思っています。ありがとうございます。

　　今、私ども総合研究機構のもとには、この２つの研究所を含めて110というたくさんの数のプロジェ

クト研究所が所属しておりまして、それぞれのプロジェクトを一生懸命推進しております。総合研究機

構というのは、その役割としては、傘下にあるプロジェクト研究所をサポートして、そしてなるべく質

が高い研究成果を、そしてなるべく大量に、たくさん発信していただくことだと思っております。この

成果報告会というのは、今の時点で我々の機構を代表するにふさわしいような研究成果を積極的に外部
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に向けて発信する、そういう機会でして、同時にそういうことをしていただくことで総合研究機構も

ちゃんとやってるぞということをアピールしていただくと、そういうふうな目的で年に１回こういう形

で開かせていただいております。で、15回目になったということです。

　　ここ何年か、早稲田大学は2032年に創立150周年を迎えるということで、それを目指しましてビジョ

ン150というプランを掲げまして、大学のあらゆるところを全面的に改革をしてきております。その改革

の最も重要な柱の一つというのが研究でして、研究に強い、そういう早稲田を作る、研究の早稲田、そ

ういう拠点作りをするんだということが唱われています。大学のホームページで、大学自体がこういっ

てるんですけど、持続的発展が可能な世界を構築するための次の課題を指し示し、世界の平和と人類の

幸福の実現に貢献する、そういう独創的な研究を推し進めるんだと、これがビジョン150の目指すところ

ということになります。ここまで大袈裟なことができているかどうかわからないというのがありますが、

総合研究機構というのはそういう意味で研究に強い早稲田、研究の早稲田というのを作り上げていく、

それを下支えする、そういう役割を果たしているというふうにお考えいただければと思います。

　　さて、今年のテーマですが、「100年に一度の変革期を変えた自動車・部品産業の現状と課題及びグ

ローバル経営と人材育成」ということでございます。私はまったく素人ですけど、確かに素人目で見て

も自動車、あるいは部品産業というのは非常に大きくこのところ変化していると思います。例えば動力

の面でいいますと、ずっとガソリンに依存してきたわけですが、そのガソリン依存からどんどん脱却が

進んでいて、ハイブリッドがかなり見られるようになりましたし、また、日産のリーフのような電気自

動車も出てきましたし、さらにトヨタの未来のような水素でもって発電するというような、そういう新

しい自動車というのも出てくるということで大きく変わってきていると思います。

　　私自身はトヨタのアクアというハイブリッドカーに乗っていますが、それまでずっとトヨタの別のガ

ソリン車に乗っていたのですけど、それに比べて、アクアに換えた時には燃費がまったく違うというの

でかなりびっくりしたのを覚えております。そういう省エネ、あるいは省資源という面だけでなくて、

排ガスという点でも、例えば電気自動車とか水素で動かす車になると排ガスの問題はほとんどないとい

うことですので、そういう意味では車社会の発展と地球環境というものが両立できる、そういうものが

見えてくるような時代にもなりつつあると思っております。

　　また、昨今もお年寄りの運転がいろいろ問題になっておりますけれども、安全な車を目指すという面

でもずいぶん大きな変化があって、今自動ブレーキ、これは結構標準に装備されているというのが多く

なりましたし、また、自動運転についてはまだいろいろ限界はありますけど、それでもそれが可能にな

りつつあるというところまできている。こういう新しい技術というのは一体どういう方向に向かうの

か。そして、それが例えばネットワークですとかクラウドと結びついて交通全体を制御するというよう

な、新しい車社会というのがどういう形で出てくるのか、大変にある意味楽しみといいますか、わくわ

くするような大変革期になっているのではないかなと思っております。多分今日のシンポジウムではそ

ういう議論というのがいろいろ聞けるのではないかと思っております。また、これについてはもう既に

今日シンポジウムでも報告されると思うのですけど、既に本になっているということですので、これも

本でじっくり見ていただければと思っております。

　　また自動車産業というのは別の面でいいますと、最もグローバル化が進んだ産業部門だと思っており

ます。要するに世界を相手にずっと商売をしてきたので、ある意味グローバル化せざるを得なかった。

そういう意味ですごく進んでいる部門だろうと思います。

　　そのグローバル化に対応したそういう組織というのは一体どうあるべきなのか。あるいはグローバル
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化が進む中で若手の人材育成というのはどういうふうに進めていくのか。これも大変に興味ある問題

で、恐らく今日の話の中で、自動車産業ではこうやっているというお話がいろいろと聞けるのではない

か。で、これはグローバル化時代に直面して今悩んでいるような他の産業の関係者の方たちにとっても

大変興味深い、そういう話が聞けるのではないかと思っております。

　　その意味で、今年のこの研究成果報告会というのは、単に自動車関連の方のみならず、他の産業の関

係者、あるいは私のようなまったくの素人、一般人ですが、それにとっても大変に面白いといいます

か、わくわくするような興味深い内容を含んでいる企画だろうと思っております。

　　最後になりましたけれども、２日にわたるこの報告会で実りある議論が交わされて、両研究所の研究

という面でも大きな収穫が得られることを心から祈念いたしまして、簡単ですが私のご挨拶にかえさせ

ていただきたいと思っております。それでは２日間、長丁場ですけれども、どうぞよろしくお願いいた

します。どうもありがとうございました。

○総合司会：花井機構長、ありがとうございました。それでは早稲田大学自動車・部品産業研究所長の中

嶋聖雄より基調講演をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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〈〈 基　調　講　演

○中嶋：皆様こんにちは。本日は大変お忙しい中、総合研究機構の成果報告会にご参加いただきましてど

うもありがとうございます。雨も降っておりましたので少人数ですけれども、これから20分間基調講演

ということで私が話させていただきます。

　　テーマとしましては実は、もちろん今回の報告会が自動車・部品産業研究所とトランスナショナル

HRM研究所ですので、自動車・部品産業に関する基調講演、あるいはヒューマンリソースマネジメン
トに関する講演ということで、細かい議論をしようかと思ったんですけど、ちょっと全体の一番初めの

基調講演ですので、テーマとして私たちが設定しましたのが、「21世紀の技術革新はどこへ向かうのか」

という問いですので、少し抽象的な話も出るかも知れないんですけれども、これから具体的に午後の

セッションで自動車・部品産業、また人事であるとかヒューマンリソースに関する細かい議論が始まる

前に、少しステップバックして、全体のフレームワークというか、たたき台となるような視点を少しご

紹介したいと思います。時間も限られておりますので早く進めたいと思います。

　　簡単に今日の目的をお話しして、社会学なのでちょっと大学の講義みたいで申し訳ないんですけど、

21世紀の技術と社会の関係を考えるときに、技術決定論的な考え方がまずあります。その一方で、技術

というよりは社会、ロビーイングであるとか政治団体であるとか業界団体の社会的な圧力が技術の方向

性を決めるというような議論もあります。もちろん、それを融合したような技術社会相互作用論という

ものがありまして、最後に、これもこれから多分２日間かけていろいろ議論していきたいと思います。

今のAIでありますとか、自動車もAI化が進んでいったり、自動運転でありますとか。その技術と社会、
それから技術と倫理という問題が大きくなりますので、今日はその頭出しということで少し技術と倫理

に関することをお話ししたいと思います。で、まとめた結論で終えたいと思います。

　　まず今日の目的ですけれども、これもまた少し大学の講義みたいで申し訳ないですが、テーマとして

21世紀の技術革新はどこへ向かうのか。で、後半のHRM研究所の方では、21世紀の企業の国際化と人
材育成というテーマがあります。まず今回の基調講演では前半のこの技術革新というものがどういう方

向へ向かうのかということについて簡単にお話ししたいと思います。

　　本日の第２パネル、明日のまた第２パネル、白木先生がリードされるディスカッションの中では本当

に人材育成であるとか、これからのグローバル人材のための大学での教育の必要性とか、そういうこと

があると思いますので、それはそちらに待ちたいと思います。

　　自動車・部品産業に関しましても具体的に私も自動運転に関する論文を書いたこともありますし、電

気自動車に関しても今回用意しました本の中にあるんですけれども、そういう細かい議論はこれから午

後の第１パネルでもじっくり話したいと思いますし、明日はほぼ自動車産業の話になりますので、少し

そこから離れまして、講演の目的としまして、「21世紀の技術革新はどこへ向かうのか」という問いに

関する社会学的な見方とか考え方、フレームワークを簡単に紹介して、本当に本シンポジウムの議論の

たたき台にするような形の講演にしたいと思います。

　　まず技術決定論ということをお話ししたいと思います。これも全部読む必要はないと思いますが、技

術が社会や文化の変化、ないし発展を規定する決定的な要因であるとする歴史観。で、ちょっと抽象的

ですけれども、技術決定論は、例えば情報技術が進化すれば社会システムや人間存在に大きな影響を与

え、それらを否応なく変化させていくという、その変化をバラ色に語ったのが情報社会論であり、その
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論調はニューメディア論、IT革命論などにも通底しているということなので、本当に大きなイメージ
でいいますと、自動運転が出た時に、じゃあもうこれからはすべて基本的には自動化の方向に向かうん

だ、で、電気モーター、電気が自動車を駆動するといった時に、基本的には技術的にそちらに向かって

しまうという形で、何らかの技術が出た時に、その技術の本質によって社会が変わっていくというよう

な議論だと思います。

　　これもちょっと横にそれて申し訳ないのですが、私もちょうど90年代の末から2000年代の半ばまで、

アメリカのバークレーというところの博士課程で勉強しておりまして、その時ちょうどドットコムバブ

ルの最盛期というか、フェイスブックとかグーグルとかいう会社がどんどん立ち上がって、その中で勉

強してきて、私自身は理系ではないので特にそういうコンピュータ関係の研究をしていたわけではない

のですけれども、その時も同じような技術決定論みたいな話がありまして。というのは、例えば今まで

の会社は大きな会社で独占をして、基本的にはすごくピラミッド型の人事をやって、年功序列とかいう

ことではないかも知れないですけど、基本的にはアメリカでも長い間その企業にいて、で、そこの中で

巨大化していくこと、19世紀型、20世紀型の企業がある中で、新しい技術が出た時には、例えばそうい

う独占ということをしていると、結局小さな、もう少し動きの速い小さなネットワーク型の企業に追い

抜かれてしまうので、まあ昔の19世紀、20世紀型の巨大企業という時代が終わって、本当に小さな、し

かも人材としても自由に自分の能力を活かして、技術をオープンにしてという、そういう形の技術決定

論に基づいた将来社会像とか人事論とか経営論というものがすごく華やかだった時でした。これも今日

はちょっとあまりお話しできないかも知れないですけれども、皆さんもご存知のようにGAFAといわ
れる巨大企業がビッグデータを独占して、今までの19世紀、20世紀型の企業よりも巨大な力を持つん

じゃないかというのは、ある意味悲観論にふれてるところがありますが、いずれにしましても技術とい

うものを見て、それが基本的な社会の方向性を決めるというような議論が技術決定論的議論です。細か

いことはちょっとまたいろいろ学問的にはあるのですが、ここはちょっとスキップしたいと思います。

　　その一方で、社会決定論というのは、社会文化的な要因、例えば技術開発にまつわる政治的権力関

係、経済的サポートの多寡、あるいは特定の技術に対する社会の見方、新しい技術が出てきた時にそれ

を受け入れるのか、受け入れないのかというような、そういう社会的な要因が基本的に技術発展の方向

性を規定するという考え方があります。これも自動車に関してもいろいろ議論はありますので、あえて

大きな枠組みということで、自動車にすると本当に細かい、じゃあどういう企業がAIをリードしてい
るのかとか、電池がどういう電池が開発されているのかという話になってしまいますが、そうではなく

て、自転車の社会学という実は面白い論文がありまして、まあ技術の社会的構成といういわれ方もしま

すけれども、社会決定論の例としてご紹介したいと思います。

　　スライドはいろいろありますが、ちょっと時間も短いので、大きく分けて技術の単線的発展モデル、

リニアモデルという、技術決定論に近いものですけれども、自転車技術の発展には技術的、客観的に単

一の必然的経路があり、自転車技術開発者たちがその技術内在的経路に沿って問題を解決していったの

が自転車の発展の歴史であるという見方です。これだとちょっと抽象的なので、一つお見せしたいと思

うんですけれども。で、細かく言うと、実は自転車の技術の発展というのはすごく細かい議論があるの

で、よくご存知の方は今日の私がプレゼンしたことはちょっと間違いがあるという見方もあるかもしれ

ないですけど、大きな枠組みとしまして、普通の技術の発展論の、まあ単線発展の見方でいうと、一番

上は足で蹴ることなので、遅いので効率がよくない。なので悪い技術。で、次に出てきたのがこのボー

ンシェーカーというもので、基本的にはペダルがついてスピードは速くなるんですけれども、ボーン
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シェーカーというだけあって、背骨揺すりというふうに日本語では訳されてます。この、これですね、

ここのウィールのところが鉄でできているので本当に乗り心地が悪いということです。で、技術的な決

定論、あるいは技術が、正しい技術、優れた技術が古い劣った技術を置き換えて、どんどんどんどんい

い方向に発展していくという単線的な議論でいうと、このトライジーネというのがボーンシェーカーに

なって、だんだんオーディナリーというのは同じような形のものですけど、ゴムタイヤになってくるの

で乗り心地が良くなるんですけれども。で、最終的に今に近い形のセーフティバイシクル、あるいはコ

ンフォートバイクという方向に発展していったという見方です。ただ、この社会学の議論としてすごく

細かく見てみると、実は自転車というものに対する社会の観念というのは今とはまったく違っていたと

いうことを言って、たまたま今から振り返ると単線的に乗り心地の悪いものから車輪が大きくなって速

くなり、さらに改良して良いものにいったという見方というんですけれども、社会を見てみると、例え

ばこの頃の自転車って、いろいろ社会状況にもよりますが、鉄の車輪で、自転車というものが快適な移

動、遠くへなるべく楽に行くという、そういう乗り物として観念されていなくて。今でいうと、皆様も

しかしたらスケートボードであるとかサーフィンのようなエクストリームスポーツとして、すごく体

力のある、脚力のある男性が、時には落ちて本当に半身不随になったり亡くなられる方もいるんです

が、そのスリルを楽しむような物として、車輪が高くて、そういう形の必ずしも快適な移動をするとい

うわけではなくて、まあ自分の脚力をみんなに誇示して、危険も顧みず乗り物に乗るということを楽し

む物というのが自転車の観念だったのが、だんだんそれがもちろんその時代はそうだったんですけれど

も、ただ、これはちょっと。まあ、そういう見方がありますが、もう一方として技術の多方向的展開の

視点というのがありまして、これは社会決定論に近いものです。読みますと、技術の発展の可能性は多

方向に開かれており、どのような技術的問題が解決すべき問題として同定されるか、そして、それに

伴ってどのような技術的解決が模索され、技術がどのような特徴のものに発展していくかは、その時々

の社会文化的状況や人間の関与によって社会的に構成されていくという見方で、ちょっと抽象的なんで

すが、例えば単線的発展でいうと、ボーンシェーカーがあって、いろいろ他にも試みられたんだけど、

結局次に乗り心地のいいものがゴムタイヤのテニーファージングになって、で、車高を下げて安全にい

く。この失敗したものは基本的に技術的に劣っていたんだから失敗したんだという見方をするんですけ

れども、技術の多方向的展開というと、例えばここに、すごく抽象的で申し訳ない、何かの技術生産

物、自転車なり自動車なりがあって、ただ、そこにはいろいろな社会グループ、関連社会グループとい

いますが、それを利用したいと思う、自分の意図のように使いたいと思うようなグループがあって、そ

のグループにも多様な問題がありますね、やっぱり。例えば老人であれば脚力が足りないからなるべく

楽に自転車を漕ぎたい。で、跨ぐのにすごく高いとなかなか体が固いので跨ぎにくいとか、さまざまな

問題があって、問題にもさまざまな解決方法があるので、必ずしも単線的な発展ではなくて、ある自転

車があった時に、例えばすごい車高が高いものはスポーツサイクリストにすると問題はまったくないと

いうことが、その時はもう満足してこの自転車で全然高くていいんじゃないかという議論があったんで

すが、例えばエルダリーマンなので、昔はそれに乗れたけど今は乗れない人にとってはセーフティの問

題が出てきて、で、またこの時代ちょうど女性の社会進出というのがイギリスとかでもいわれていまし

て。そうすると女性も自転車に乗るべきじゃないかという議論があって、その時にはまだ、主にはコル

セット付きの大きなスカートなので、跨いで乗るということができないとなってくると、今度は、じゃ

あスカートでうまく乗れるために車高を低くするというような形のアイデアが出てくるので、多方向的

展開でいうと、必ずしも今残っていた技術がそれほど単線的に出てきて、技術を知ればその将来の方向

第15回　総合研究機構研究成果報告会

― 69 ―



性、21世紀の技術の方向性が見えるという、自分の意図を持った多様なグループがいて、どのグループ

が声を発して、どのグループの方向に技術が収斂するかってなかなかわからないというのがこの社会決

定論です。

　　これも長くは言いませんけれども、例えばQWERTYキーボードって皆さんもこれよく聞く話ですが、
ここに普通のセットアップのキーボードというのが必ずしも最良のものではなく、もっと速く打てるタ

イピングのキーボードを作ることはできても、たまたまある会社が早い時期にそれを使ってタイピング

のコンテストで優勝して、それがバーッと広がってくると、もう使ってる人が多くなってくるので、そ

こで経済学とか社会学でロックインという言い方をしますけど、ユーザーがそれを当然のことと思って

しまうので、例えば私がこのキーボードを変えるということを本当に運動として何らかの、例えば環境

問題に結びつけて宣言していけば、もしかしたら変わるかも知れないのですが、それが起こっていない

ということは必ずしもその技術というものが、優れたものが古いものを置き換えて進んでいくという見

方じゃないということです。これはベータとVHSのこととかも皆様ご存知だと思いますが、品質的に
言うと、映像業界なんかではまだベータも、普通のベータではないですけどベータマックス、私も映画

研究をやっているのでそういうことを、ベータをすごく好きな人はまだいるんですけれども、でも基本

的に、どちらかといえば技術として優れているという、映像の質であるとか音質では優れているといわ

れたベータがなぜVHSとの戦いに負けたかというと、やっぱりそれは初期の段階で多くのユーザーに
使ってもらってロックインということができなかったからだということです。これが社会決定論です。

　　で、これはちょっと時間がなかなか短いので飛ばしたいと思います。でも、せっかくなので。まあ

ちょっと20分で基調講演ってなかなか短いので、もしかしたら３分とか４分ぐらいだけ延長させていた

だきたいと思います。技術の社会的構成、社会決定論でいうと、発展プロセスを社会決定論で記述する

ことは、さまざまな種類の対立を浮き彫りにすることになる。で、異なる関連社会グループによる対立

する技術的要請、例えば自転車であればスピードを重視するのか、安全性を重視するのかというのは、

必ずしも一義的に技術的に決まるわけではなくて、人々がどう考えるかというところから出てくる問題

だと思います。で、同じ問題に関しても対立する解決、もちろん車高を低くするということもあるかも

知れないですし、普通の車高が高いままで何らかの補助を付けるような安全機能を付加したものという

こともあると思います。

　　それだけではなくて倫理的対立、例えば車高の高い自転車に女性がスカートで乗るべきか、ズボンを

履くべきなのかというような社会的な観念も実は自転車の今の形というものに影響を与えているという

ことです。なので、このような見方、社会学的な社会決定論においては対立や問題に対しては多種多様

な解決があり得る。それらは技術的な解決だけではなくて、司法的、あるいは倫理的なものまで含む。

例えば女性がズボンを履くことに対する態度の変化ということも技術の方向性には影響を与えるという

ことです。

　　で、それが技術を優位に見て技術決定論があって、その一方で社会学者は往々にしてどちらかという

と、まあ技術も大切だけど結局は社会団体、もしかしたら政治家が決めるかもしれないし、巨大な企業

がマーケティングで、悪い技術でも広めてしまうというような技術、そういう形の、逆に社会決定論側

にふれてしまうと、社会優位論みたいな形になってしまうんですけれども。ただまあ今一番議論されて

いるのは、社会と技術の関係性をどうとらえるかということで、これが技術社会相互作用論ということ

になります。

　　で、時間が限られているので飛ばしたいと思いますけど、トーマス・ヒューズという社会学者、経済
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史家の方が執筆した『電力の歴史』というすごい大きな本がありますが、これは1880年代から1930年代

のアメリカ、ドイツ、イギリスにおける電力産業の発展の歴史を比較したすごく膨大な研究なんですけ

れども、これは本当に技術と社会がいつどのように、どういう形で対立し合ったり、協調し合ったり、

関連しながら今の電力、交流の電力というものが広まっていったかということを議論してる大変面白い

本です。解説もこういう、そちらに配布してると思いますけど、解説してる本とかもありますので、ぜ

ひお時間ありましたら読んでいただければ幸いです。

　　簡単に言いますと、まあ当たり前なんですが、技術だけ見ていてもだめだし、社会の団体の動きだけ

見ていてもだめで、技術システムというものには例えば人間もあれば人工物、トランス系のような人工

的な技術もあれば、法律も関係するし、どういう論文をどういうところで発表するかというようなこと

も見なきゃいけないし、組織も大切だし、天然資源も大切、すべて見なきゃいけないということを言い

ます。ただ、すべて見なきゃいけないというと、じゃあどういう議論が、整理ができるかというんです

けど、例えば、たくさん面白い理論的な枠組みをここでは紹介されていますが、技術的モメンタムとい

う議論があります。なので、技術決定論でいうと、基本的には技術を見ていけば、電気自動車の電池の

発展を見ていけば将来がわかるという見方で、社会決定論でいうと、いや、そうじゃなくてロビー団体

の動きを見なきゃいけない、政治で決めるんだという議論です。この相互作用論でいうと、当たり前で

すが、技術発展の初期というのはある意味、どういう方向にいくかというのはまだ未決定の段階なの

で、初期にはわりと社会決定論的なメカニズムが働いて、ある程度の方向性が決まってくるともちろ

ん、じゃあその電池をどういうふうにより効率化していくのか、発火しないように安全性を高めていく

のかという形で、技術がある程度成熟してくると、技術決定論の方が優位になっていくというような面

白い議論をしています。

　　これもちょっと時間があまりないので簡単にだけご紹介したいと思います。この本自体は本当に膨大

な資料に基づいて、アメリカ、ドイツ、イギリスの電力の歴史を100年、200年にわたって見るものです

けども、一つだけ例がありまして、エジソンという有名な発明家がいまして、私も映画研究もやってい

ますので、もちろん映画の基本的なセットアップを考え出したのはエジソンですし、蓄音機であります

とか、皆さんもご存知のように白熱電球を考え出したのもエジソンで、まあすごい有名な技術者、発明

家といわれています。でも、この本でいうと、エジソンのその技術的な部分だけではなくて、すごく政

治家的な部分であるとか、あるいは経済学、経営者のような、コストをどんどんカットするという努力

とか、すごく多様な考え方をするんですね。「ハリネズミ」とギリシャ神話ではいうらしいんですけれ

ども。ハリネズミエジソンというタイトルで、ここでは電力ではなくてガス燈システムが、もちろん皆

さんご存知のようにニューヨーク、アメリカで、町でガス燈。以前はガス燈だったのが、エジソンの企

てによって電球にガッと替わっていく。その変化を歴史で読んだんですけれども、ここでも大切なの

は、もちろんエジソンはすごく有名で優れた科学者だったので、高抵抗フィラメント、普通の白熱電球

のフィラメントをいろいろ、初めのうちは竹を使ったり、そういう技術的問題の解決もエジソンはすご

く注力してやりました。でもそれだけではなくて、ただ単に電球ができてガス燈を置き換えるというん

ではなくて、経済的な部分というのは、ガス燈と同じような明るさはできても、何かコストが高かっ

た。そのコストを下げるために銅線を細くすることによってコスト削減というような、経済的な問題の

解決にもすごい能力を発揮しました。

　　それだけではなくて、実は法律的政治問題の解決ですごく偉大なロビイストだったということもわ

かっております。ニューヨーク市においてガス燈を、しかもガス燈夫の労働組合に支持された反対議員

第15回　総合研究機構研究成果報告会

― 71 ―



がたくさんいる中で、そこを何とか転回しようという努力をすごいしておりまして、たまたまその同じ

事務所に、後の JPモルガンに入る会社のラウリーというすごく有能な弁護士とたまたまうちが近かっ
たので、ネットワークを作って、その人をすごく市長、議員のロビー活動に使っていったりとか。あ

と、これがすごく面白いんですけれども、どういう形でプレゼンして、政治的に、技術だけではなく

て、政治的、社会的解決もエジソンがしていったかというと、特別列車がしつらえられて、市長と議員

をメンローパークへ運んだ。そして、黄昏時に着くと、研究所の建物の外にも中にも小さな電球が輝い

ているのが見えた。で、エジソンとスタッフが中を案内し、天井を見せた後で、誰かが大声で「喉が渇

いたぞ」と文句を言った。で、それは一堂を暗くした研究所の２階へ案内せよという合図だった。で、

２階へ上がると突然電灯がつき、有名なデルモニ湖から取り寄せた豪勢なごちそうが並んでいるのを照

らし出した。で、ディナーの後、ラウリー、たまたま同じビルにいた弁護士はエジソンを紹介して、そ

の言い分、これから電気の時代ですよ、ガス燈から電球に移るべきですよと説明し、その後間もなく、

もちろん、これで接待された議員によって特別許可が認可されて、その特別許可は商業的に成功するた

めには実用的な発電機と同じくらい必要なものだったということなので、例えば電球一つ取っても、技

術が、いい技術を作ってそれがガス燈から電球へという動きがあったというだけではなくて、経済的な

コストの問題、で、技術的な問題と政治的な解決も同時に行ったということを言っています。

　　面白いのは、これもちょっと長くなって申し訳ないのですが、電力の歴史ですので、これでエジソン

がすべて成功したかというと、エジソンは、まあご存知の方もいらっしゃるかも知れないですけど、交

流ではなくて直流の電気を推奨していて、結局最終的にはこれもすごい面白いですけれども、自動車と

も関係しますが、ニコラ・テスラという交流の基本的なシステムを開発したテスラという人がいて、そ

の人たちがやはりその技術を置き換えて、プラス政治的な動員も行いながら、テスラとあとウェスティ

ングハウスという巨大なアメリカの電力会社が直流ではなくて交流をシステムとして普及させていくと

いうことで、その部分ではエジソンは実は電気の戦いには負けたといわれています。ただ、それでもこ

の技術決定論だけではなくて社会的な動きで、それとその２つがどのような形で融合していって将来的

な技術を決めていくかというのはこれからの自動車産業、例えば自動運転といった時に、まあ技術が発

展すれば自然にレベル１からレベル５に達していって、最終目標が方向性として必ずレベル５なんだと

いうような見方ではない見方ができると思います。

　　ちょっと時間がなくなってきたので、あと３分ぐらいで終えたいと思います。それと含めて21世紀の

技術と社会、21世紀の技術の方向性ということなので、社会と技術の関係を考えるとなると、一つ避け

て通れないのが、これもすごく細かい自動車・部品産業というところではあまり具体的な有用性はない

かも知れませんが、例えば自動運転といった時に、まあよくいわれるトロッコ問題というのがありま

す。これもご存知の方いらっしゃると思いますが、自動運転でアルゴリズムを作って、例えば右に行く

か左に行くか。右に行った時には３人の人をひかなきゃいけない、もしかしたら亡くなってしまうかも

しれない。左に行くと２人かもしれない。でも、それがどちらにアルゴリズムでAI、自動運転のアル
ゴリズムでどちらに向けていくのかというところは、技術的な問題というよりは倫理、どちらの命の重

さというものを考えなきゃいけないということになります。

　　例えばMITのモラルマシンという、行って見てくださればすごく面白いんですけど、実験をやって
おりまして、６カ国語か７カ国語かで、いろいろなシナリオがあって、日本語とか英語とかありまし

て、で、行ってみると、右に３人、左に２人。で、３人は１人は老人、２人は男性。で、こちらは小さ

い子供を連れたお母さんで、どちらに行きますかと自分がチョイスをして、それを記録していって、世
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界の倫理感というか、自動運転にまつわる倫理感の特徴を描き出すための膨大なビッグデータを使った

実験をやっています。というような形で技術、これから21世紀の技術を考えるためには、自動運転は特

にそうですけれども、倫理と社会の問題を考えなきゃいけないということです。

　　もう一つだけご紹介したいと思います。これも21世紀の技術ということで、AIとかビッグデータと
いうことがすごく言われていますが、アメリカだと皆さんもご存知のように、警察の機能とか、牢屋と

いうか、監獄を経営するということが、市場にそれを任せていった方がいいんじゃないか。まあ私営の

一般企業にそれをアウトソースするということがすごく行われておりまして、私も社会学なのでこうい

う研究をしてる友人も多いんですけれども、例えば日本だとあまり考えられないかも知れないですけ

ど、あるのかも知れないですけど、監獄を、一般企業に監獄の管理を任せるとか、警察の捜査の一部を

一般企業にアウトソースするということ。

　　今すごく急速な勢いでアメリカで進展しているのが、犯罪予測システムというものです。これだけご

紹介して結論に移りたいと思います。これも一般企業のホームページなので見ていただければいいんで

すが、こういう地図があって、犯罪予測システムというのはどういうことかというと、警察が犯罪を取

り締まって良い社会にする時に、AIを使おうという考え方です。どういうAIかというと、例えば早稲
田の例でいうと、金曜日の午後９時、特に連休がある時の金曜日には早稲田通りと明治通りの角で酔っ

払いの喧嘩が起こりやすいとかいうことを、過去の犯罪データに基づいてピンポイントで、人数が今

警察が５人しか見回りできないので、早稲田だったらこの所に何時にどういう形の犯罪が起こるかとい

うのを予測してそこにディスパッチしていく、警察の人員を配置していくということですごく効率的と

いうことで、フロリダ市でも採用されているシステムです。ただ、大きな問題になっているのが、そう

いった時に、これを見ていただければわかると思いますが、AIとか、特に犯罪予測の場合に、無意識的
な差別意識、あるいは偏見を助長、現実化してしまう可能性というのが当たり前ですけどありまして。

というのは過去のビッグデータというと何となく客観的に正しいようなイメージがありますけど、結局

ビッグデータといっても実際に起こった過去の事例を大量に集めて、それをAIにフィードしていって、
ディープラーニングで予測をしていくということなので。ただ過去の警察データというと、これはもう

アメリカのことをフォローしている人はいろいろご存知でしょうけれども、警察の例えばマイノリティー

であるとか、特にアフリカ系アメリカ人たちの暴力であるとか、まあロサンゼルス暴動が起こった時に

もある映像が、無防備の黒人の少年に基本的には白人の警察官がすごい暴力を振るったということで膨

大なすごい暴動が起こったんですけれども。そのように過去のデータが例えば人種的な差別に基づいて、

例えば確かに過去、ロサンゼルスのこの街角で黒人の人たちが犯罪を犯すというデータがあったとして

も、それがもし警察のバイアスというのは、黒人街に行けば犯罪を多分取り締まれるだろう、黒人の方

が白人よりも犯罪を犯す可能性が高いだろうということによって、そういうバイアスによって集められ

たデータからすると、逆にAIを使ったことによって大量のデータが集まります。ただ、そこにはもちろ
ん差別とか偏見意識も含まれてしまう可能性と、プラスAIというのは何となく平等な感じがしますよ
ね。何か人間がやるんだったらバイアスかかるんだけど、AIコンピュータでディープラーニングで、し
かも数学的に証明されているというのは科学への過信というのが起こるのと、また、そのアルゴリズム

というのが、これもAI研究って私も最近すごく進めているんですけれども、アルゴリズムがコンピュー
タのプログラムを作った人もわからないような複雑さのプロセスになってしまうので、ある意味作った

側も、プログラムした側もわからないけれども、なぜかいい確率で何かが起こることを予測できるとい

うようなことが起こって、ブラックボックス化、理由なき正当化が起こっているということです。
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　　なので、これからの技術を考える上で、自動車産業って、また午後のセッションでは、これが技術決

定論であるとか社会決定論、また技術と倫理の問題がどういう形で自動車の中で経験してくるかという

のをお話ししたいと思いますけれども、倫理と技術の問題というのはこれから考えなきゃいけない問題

です。

　　ちょっと長くなってしまったのでまとめて結論に移らせていただきます。初めに提示した目的とし

て、21世紀の技術革新はどこへ向かうのかということに関する、少し抽象的ですが、大きなたたき台と

なるフレームワークを提示するということを目的にしました。で、まあ技術決定論もあり、社会決定論

もあるけれども、やはり技術社会決定論、相互作用論、社会と技術がどういう形に、どの時に関わっ

て、それが技術を、21世紀をどういう方向に技術革新を向かっていくのかという視点が必要だと思いま

す。特に技術社会の相互作用ということを考えると、今後、技術と倫理の問題がますます重要になると

思います。

　　３番目として、これも細かいところは割愛しますが、社会学者で特にこういう問題を研究している社

会学者が、技術研究をやってる人も社会学者にならなきゃいけない。技術社会、社会学者にならなきゃ

いけないということを言いますが、同様に言われているのが、私自身も社会学者なので、どちらかとい

うとロビー団体がどうした、政治運動はどうなんだ、偏見はどうなんだというところから技術を見がち

ですけれども、やはり技術と社会の相互作用というのをきちんとつかむためには、社会学者も技術者、

社会学者兼技術者、ソシオロジスタエンジニアにならなくてはいけないということがいわれています。

これもすごく大きな話ですが、このシンポジウムの一つの課題は100年に一度の自動車産業の変革です。

けれども、もう一つの課題として21世紀の企業の国際化と人材育成といった時に、やはり少し大きな問

題で最後はさせていただきたいと思います。文系、理系教育の問題というのがありまして、例えばエジ

ソンというと、普通でいうともしかしたら理系の技術者というイメージがあるかも知れませんが、彼は

すごく経営学とか政治の動きもわかっていたということで、それに比べてやはり日本だと、自動車研究

をやっていても、どちらかというと工学系の人はもちろん工学の技術的な話。社会学者は経営とか経済

とか、社会関連のことを話しても、技術の方は素人ですというふうな形で、逆に両方を融合するような

教育もできていない、研究もできていないところがあると思うのですが、これから21世紀の企業の国際

化と人材育成をしていく中で、理系と文系の分断の問題というのも提示したい。

　　ちょっと時間が延びてしまって申し訳ないですけど、以上で本日の講演を終えさせていただきます。

どうもありがとうございました。
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第１部 〈〈 21世紀の技術革新はどこへ向かうのか

　司　会：小林　英夫（早稲田大学名誉教授）

　登壇者：中嶋　聖雄（早稲田大学教授）

　　　　　大聖　泰弘（早稲田大学名誉教授）

　　　　　太田　志乃（名城大学助教）

○総合司会：ただいまより第１パネルを始めます。「21世紀の技術革新はどこへ向かうのか」というテー

マで、中嶋聖雄先生、大聖泰弘先生、太田志乃先生にご討論いただきます。司会の小林英夫先生、よろ

しくお願いいたします。

○司会（小林）：ご紹介いただきました早稲田大学の自動車・部品産業研究所の顧問をしております小林

英夫です。よろしくお願いします。

　　今日は第１パネルなんですが、「21世紀の技術革新はどこへ向かうのか」と、大変アンビシャスな非

常に興味深いテーマを今回設定いたしました。ただ、技術という場合、相当広い範囲の問題を議論しな

ければいけませんので、あらかじめ議論する前に一定の枠を設定させていただきます。つまり、全体の

テーマが「100年に一度の変革期を迎えた自動車・部品産業の現状と課題及びグローバル経済と人材育

成」となっておりますので、当然なのですが、技術といった場合には100年に一度の変革期を迎えてい

る自動車及び部品産業にかなりフォーカスしながら議論を展開していくと、こういう前提条件があるこ

とをあらかじめ会場の皆さんとパネリストの皆さんの間で設定させていただきたいと思います。繰り返

すまでもないのですが、「100年に一度」といわれるように、現在自動車をめぐる技術革新というのは急

速に進んできている。今回のこの短い時間でありますけれども、パネルを通じてその現状と、そして将

来展望について何らかの、結論はないまでも一定の方向性が示唆できれば私はこのシンポジウムは大変

大きな成果を挙げたことになるのではないかと、ここで密かに考えているわけです。

　　今日はお三人の先生が登壇されているわけで、今総合司会の方から紹介されていましたように、私の

左の方から、大聖先生です。その隣が中嶋先生でございます。その隣は太田先生です。それぞれ分野は

違うのですけれども、そういったことを含めて、まず各皆さん５分ぐらいを目処に自己紹介と自分の研

究の領域を含めて、そこで抱えている問題点、課題、もちろん技術ですけど、そんなことをまずお話し

していただこうと思っています。順序としては、私の子供の遊びからすると、こっちから回ると泥棒回

りといって違反になるのですけれども、しかし21世紀の今日の状況では子供のルールも変わってるのだ

ろうと思いますので泥棒回りをさせていただきますが、最初に大聖先生、次に太田先生、そして最後に

中嶋先生の順番でお願いしたいと思います。ではよろしくお願いします。

○大聖：それでは出てくる前に自己紹介を兼ねて最近私どもがやっていることをちょっとご紹介させてい

ただきたいと思います。私としてはモビリティと次世代自動車技術に関する将来展望ということでお話

を進めさせていただきたいと思っております。2030年、それから2050年というのは非常に大きな節目で

ありまして、パリ協定でも約束されている2030年、2050年、それから2100年というのがあるわけですけ

ど、そういったものを見据えて、将来我々がどういうふうにモビリティというものを確保していくか、

それが問われていると思います。技術的な問題、社会的な問題、いろいろありますけれども、私は３年
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前に大学を定年で退職いたしまして今はこういう身分でありますけれども、ざっといいまして55年近く

エンジンの研究をやってきております。それで、国の大型プロジェクトなどで熱効率50％を達成するこ

とができまして、これは非常に大きな今後の車の燃費にとっては大きな成果だというふうに思っていま

す。まあ燃料電池とか電気自動車というのもこれからどんどん増えていくと思いますけれども、まずは

エンジンの車、それからハイブリッド、プラグインハイブリッド、電気自動車、燃料電池というふうに

いくんだろうと思っています。そういうエンジンの研究からもう一つ踏み込みまして、モビリティとい

う問題を取り上げるようになりました。そこで企業60社ぐらいと一緒にモビリティ研究会というのを組

織しまして、いろんなモビリティに関わる課題を一緒に研究しております。とりわけ環境、エネルギー

のところに焦点を当ててやっております。

　　さて、モビリティ、モビリティといいますけれども、何が課題かといいますと、ご存知のように大気

汚染、それは克服されつつあると思います。そしてより大きな問題としては地球温暖化、それを助長し

ている石油の大量消費の問題、それから交通関係でいいますと渋滞の問題とか事故の問題。それから日

本はとりわけ自然災害の多い国なんですね。こういう災害に遭いますとモビリティが十分確保できなく

なる、あるいは停電とか食料の問題、水が遮断される、そんな問題を克服していかなきゃいけませんの

で、これは社会的な問題だと思いますけれども、その上で将来の社会交通システムというのはどうある

べきかということを私ども自動車技術会、５万人ぐらいの会員がいる最大の学会なんですけれども、そ

ちらで将来のこういった課題を議論してまいりました。

　　社会的に言うと日本は少子高齢化、それから人口の減少、そういったものがありますね。それから大

都市の集中とか地方の過疎化の問題、それから経済成長がもう限界に近付いています。財政難というこ

ともあるでしょう。それから資源はどんどん減っていくというふうに思いますし、環境的にいうとゼ

ロ・エミッションを目指すというような時代になってきています。そういった中でモビリティをどう

やって確保していくか。それからまた、そういった技術を使いながら新興国に対しても国際貢献でき、

しかも技術立国としてやっていくということが問われていると思います。これは先ほど申し上げたパリ

協定の約束ですけれども、運輸部門では28％、2013年度比で2030年に減らさなきゃいけないということ

であります。これは私は達成できると思っていますけれども、業務とか家庭、これは40％減らさなきゃ

いけないんですね。これは非常にハードルの高い課題だと思っております。

　　一応こんなところで終わらせていただきます。

○司会：ありがとうございます。恐らく引き続き次の話題の時にまた詳しい展開をなされると思います

が、先生の研究の進展過程、エンジン開発というところから始まってモビリティ社会の諸問題の解決の

方向に歩まれた姿というのを皆さんご確認していただいて、次に太田先生、よろしくお願いします。

○太田：名城大学の太田でございます。よろしくお願いいたします。私の研究領域からまず自己紹介を兼

ねてというお話でしたけれども、バックグラウンドがいわゆる大学の教員と若干異なっておりますの

で、そこからお話しさせていただきます。

　　私、今、経済学部産業社会学科というところに所属しておりますけれども、この３月まで一般財団法

人機械振興協会経済研究所というシンクタンクにおりました。こちらはもともとは経済産業省の管轄の

団体でして、この名前のとおり機械振興に携わる企業の方々をどう底上げしていくのかということを中

心に、経済面、あと技術的な協力の方もさせていただいていたのですけれども、そこのシンクタンクの
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研究員をしていたという経緯がございます。

　　このシンクタンクのユニークなところが、いわゆるデータ調査等もそうなのですけれども、なるだけ

企業の方の生のお声を伺いながら、どういった産業的に問題を抱えているのか、で、企業の方々は今後

ある特定の産業に関してどのようなベクトルをお持ちなのかということを、いわゆるヒヤリング調査を

中心に課題をあぶり出すということをしておりました。

　　そういったバックグラウンドがあるということを前提に、どちらかといいますと、こちらの下の方に

も書いておりますけれども、いわゆる定量調査というものではなくて定性的な調査を主に行ってきたと

いう経緯がございます。その中なのですが、研究領域といたしまして３点挙げてございます。まず１点

目に挙げました経済活動の担い手としての中小企業と書いておりますが、こちらはもともとシンクタン

ク時代から企業訪問というのをする際に、例えば大企業にはもちろん、メーカーさんも含め、訪問させ

ていただきましたけれども、大企業のお話だけを伺うのではなくて、実際に日本経済の、数だけでいう

と99％を占める中小企業の皆さんがどういった課題を抱えているのかということを中心にヒヤリングを

進めてきましたので、この中小企業ということを企業の軸としてもっております。

　　かつ機振協時代にそのテーマとしておりましたのが、自動車と自動車・部品産業、あと工作機械です

とか産業用ロボットという、いわゆる自動車産業の顧客にあたるような産業を調査していたということ

もありまして、経済活動の場としての産業の軸に自動車を置いていたという経緯がございます。

　　あと、経済活動の地理的な場所としての地域という点で、地域産業論ということを挙げておりますけ

れども、先ほどの大聖先生のお話にもございましたように、今後の、将来の社会的な交通システムのあ

り方ということを考える際には、その地域の方々の足をどのように考えるかということが主軸になって

いくかというふうに思っております。その中で地域経済とモビリティということを今回テーマとして進

めているのですが、そういったことを軸にしながら、この将来型モビリティ産業と４番目に書きました

けれども、こういったタイトルで研究の方を進めてございます。この将来型というところを鈎括弧で

括ったのにはわけがございまして、いわゆるモビリティというと自動車、いわゆる四輪車ですとか三輪

車、二輪車も内包するのですが、私の調査ではいわゆる自動車だけではなくて、例えば車椅子ですとか

自転車、あと法制度的には認められておりませんけれども、セグウェイのような乗物でどのように利便

性を高めるかということもすべて含めてモビリティ産業の方を研究しているという経緯がございます。

私からは以上です。

○司会：どうもありがとうございます。ご存知のように早稲田を卒業した後、機械振興協会で、ずっと鍛

えられて現在に至ってるのですが、その軌跡を見ると大聖先生と非常に共通してて、中小企業から始

まって、やがて、恐らく今日議論するであろうモビリティ社会への具体化と、こういった方向にお二人

の先生が行っているということは皆さんご確認していただきたいと思います。最後にその社会、モビリ

ティ社会にそのまま即焦点の中に入るのではないかと思いますが、中嶋先生お願いします。

○中嶋：まず簡単な自己紹介をさせていただきます。多分少しこれは誇張もあるのですが、今回のテーマ

が「100年に一度の変革期を迎えた自動車・部品産業」ということで、自動車産業も変わっているよう

に、多分私がもし３年前だったらこの場にいるとは絶対考えられないような研究をやってきた人が自動

車に興味を持つということなので、どれだけ新たな視点というか、新たな課題が出ているかということ

で聞いていただければ幸いです。
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　　もともとの研究は細かくは説明しないですが、まあ社会学が専門なんですけど、特にメディア研究。

ここにも挙げましたように、中国の映画産業で博士論文を書きまして、その他にも中国の小規模のイン

ディペンデント映画、アート映画の参与観察みたいなことをやったりとか、あと災害研究もやっており

まして、それもやはりメディアからの視点で、自然災害、特に東日本大震災後、それぞれのアーカイブ

が映画であるとか、記録の写真であるとか文章を通じてどのようにアーカイブしていくかというような

研究もやっております。なので、大まかに言うとすごくメディア研究ということなんですけれども、な

のでメディア文化と社会産業の関係についてずっと研究をしております。

　　ただ、これからいろいろお話も出ると思いますが、自動車産業自体も今までの製造業、もの作りとい

う、そこの部分はもちろん残ると思うんですけど。それからサービス産業、MaaSということもこれか
らお話しになるかも知れないですが、Mobility As A Service、サービスとしてのモビリティ。さらには
クリエイティブ産業とかエンターテインメント産業にモビリティ産業が変わっていくというような可能

性もありまして、細かいところは時間がないのであれですが、例えばソニーのニューコンセプトカーと

SC1というのが、まだプロトタイプモデルなんですが、基本的に自動運転になって、窓もなくなって、
カメラでそれを内部にブラビアで映してということなので、すごく内部の空間が自由になった時に、

ミックストリアリティってソニーが、もちろんソニーってコロンビア映画社を持っている、あの『スパ

イダーマン』とか作ってる会社を持っていますので、そこで開発された、実際に外の画像もあるのです

が、そこに例えば動物であるとか、まあ妖怪であるとか、そういうものが出てくる形で、その車自体を

エンターテインメント空間にするというような方向でソニーがそういう車を作っております。で、例え

ば必要な移動が楽しい移動に変わるんじゃないか。なので、移動の観念自体がすごく変わっていくとい

うことです。

　　それ以外にも本当に細かく部品産業などを見ましても、皆様これをご存知でしょうけれども、自動運

転といった時には、エヌビディアという会社はもともと、例えば10年前であればプレイステーション、

ゲーム会社としてしか認識されていなかったのが、今は自動車産業のメインプレーヤーというか、すご

く重要なキープレーヤーになっておりますし、また、私は結構ゲームが好きなんですけど、グランツー

リスモとか、グランドセフトオートとか、自動車のシミュレーションのゲームが実際に自動運転のシ

ミュレーション、外で実際の実験ができなかったり、事故が起こったり、まあ死亡者が出たりするとい

う問題がある中で、ゲーム産業と例えば自動車産業が融合というわけではないですが、すごく曖昧に

なってきているというところが現在の事情だと思います。

　　自動車関連に関しましては私自身は研究の月日は浅くて２年ぐらいですが、例えば自動運転と社会の

関係についてでありますとか、また電気自動車が人々にどういう形で受け入れられるのか受け入れられ

ないのかということで、今日も外にあります新しく出た本の中で電気自動車の社会学ということをやっ

ておりましたりとか、あと国際関係的なところもアジア太平洋の研究家ですので、米中競争による先端

技術分野の安全保障下の背景とグローバル経済への影響というのは、自動運転の会社が中国でもすごく

出てきているんですけれども、やはりその人たち、アメリカで研究をして中国に戻ってその技術を活か

してスタートアップを作っている人たちへの訴訟がアメリカで多発しておりまして、そのあたりのこと

も研究しております。

　　まとめますと、CASE、MaaS、これからの時代には自動車産業と本当に無関係と思われていた産業
が参入してくる可能性がありますので、そのあたりも含めて議論していただければと思います。
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○司会：どうもありがとうございます。お三人の研究領域の進展というのは基本的にはそれぞれ分野が違

う。つまり、工学から入り、あるいは中小企業論から入り、あるいは社会学から入っていって、とどの

つまり、その終着点として今日議論しているモビリティ社会というものをどう我々が理解すればいいか

という方向に、お三人の関心が収斂されているということをご確認いただければよろしいかと思います。

　　これを踏まえた上で、時間の関係もありますから、さらに一歩進めて、そういうモビリティ社会とい

うものをより良く実現していくために、将来それはどういう方向に進むと想定すればいいのであろうか

という一種未来学的な言い方になっちゃうんですけれども、そういうことについてどうでしょうか。こ

のお三人の先生にこの問題に限って少し絞ってみたいと思いますので、最初に、モビリティ社会を一番

最後に発言された中嶋先生の方から口火を切っていただいて、その実態というものを紹介していただ

き、次にどうでしょうか、太田先生に投げさせていただいて、最後に大聖先生に締めていただくと、そ

んな形で一巡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○中嶋：ありがとうございます。本日は大聖先生という本当に自動車産業、それから技術のご専門の方

がいらっしゃいますし、太田先生も特に中小企業論から具体的な話をしていただき、私はこの部分は

ちょっと簡単に済ませたいと思います。細かくは見ていただければいいと思うのですが、この「技術発

展はいかなる方向に進展するのか」という問いかけがあった時に、ちょっと大きな話なのであれなんで

すけど、多分、特に自動運転とかMaaSとか、そういう新しい自動車の技術と自動車のあり方自体が新
しい方向に進もうとしている時には、多分その技術発展がいかなる方向に進展するのかという問いとと

もに、これもちょっと極端ですが、本当にどのような未来を新しい自動車技術によって作り上げていき

たいのかという能動的な問いが必要になるということが大きなメッセージです。と申しますのは、ある

程度、例えば内燃機関で技術が成熟してる時であれば燃費を向上するとか、そういう形で技術内在的な

発展というのが重要になると思ます。けれども、この場合、例えば自動車産業内の人であれば、いや自

動車というのはこういうもので、やはり運転の楽しみがあってとかいろいろな思いがあると思うんです

けど、そこ以外から来た人からしますと、逆に自動車は別にハンドルがなくてもいいんじゃないか。ス

ピードなんて問題ないんじゃないか。すごく多様な自動車像というのがあるので、多分、これから先ど

うなるかといった時に、将来の方向性を決めるのは、その技術が発展するかという問いよりも、人々、

あるいは部品企業の方、自動車メーカーの方々が自動車を、まあ新しい自動運転とか電気自動車を使う

ことによってどういう社会を構想していきたいという形の問いを投げかけた方がいいんじゃないかとい

うのが一つのメッセージです。

　　例えば、自動運転となった時に、ビッグデータが必要になって、マップを作る時にある程度個人情報

とかの保護というものを犠牲にしてでも、コントロールしてでも、その交通システムを効率化するとい

う方を人間が選ぶのか。それとも多少効率という意味ではマイナス面があったとしても、やはり個人の

プライバシーであるとかデータのプライバシーというものを大切にするのかというところは、多分技術

的な問題はもちろんあるのですが、やっぱり私たちがどういう思いをもって、どういう社会を構想した

方がいいのかということになってくると思いますので、そこが一つのメッセージ。例えばですが、特に

中国だと、私も中国のことを研究してるのですが、自動運転に関しましても、いろんな事情から中国だ

といわゆるインフラ協調型といって、道路に何かを埋め込んでそれとの通信ということをやる方向で進

んでいます。けれども、それはもちろん中国の事情があって、例えばある程度の土地を政府が言えば全

部どけて道路を作り直せるとか、個人情報に関しても政府がコントロールできるという事情があるんで

第15回　総合研究機構研究成果報告会

― 79 ―



すけど、それが日本とか日米欧の場合には自立型といいますけれども。技術的に言うとどちらが正しい

とか、どちらが優位かということはすごく言い難いところでこそ、じゃあ、その自動車をもってこれか

らの社会をどう構想していきたいのかという、多分、その能動的な問いを持つということが大切だと思

います。ちょっと大きな話ですけれども。

○司会：ありがとうございます。大変重要な問題が今提起されちゃって、恐らくこれは議論せざるを得な

いと思うのですが、技術進歩というのがどうなりますかという私たちの問いに対して、技術進歩を規定

するのは技術そのものではなくて、それを社会がどう受容するか、あるいは社会がどう必要とするか。

そっちの方向に重要性があるんだという一種のそういうお考えを述べられたと思うんですけど、もちろ

んそれと関連しても結構ですし、もっと自由に、21世紀はこうなるだろうというふうに考えても結構な

んですが、その辺について太田先生、お願いします。

○太田：はい、私の方では先端技術というお話がございましたけれども、先端技術の前に今後の技術の方

向性としては、もちろん先端技術というものは拡大していくものであると思いますし、していくべきで

あるとも思うのですけれども、実際に、いわゆるローテクノロジーといいますか、従来型に用いられて

た技術というものも今後は重要視すべきではないかということを考えております。これ、例えばです

が、赤枠の方で示しましたような自動車、もしくはモビリティに関する技術ですとか、そういったこと

を大枠と考えた中で、電動化技術、電子技術というのはいわゆる自動車の電動化、電子化、いわゆる

カーエレクトロニクスがどうなっていくのか、その中での技術拡大というのはもちろんあると思いま

す。そこではもちろんデジタル技術ですとか情報通信技術といった、いわゆるCASE、MaaSをどのよ
うにこういった技術で活用していくのかという話もあると思いますけれども、さらにここにローテクと

して挙げましたのは、従来使われてきた技術だけれども、ローテクとして省かれていった技術というの

もあるのではないかという視点です。そこになぜ考えるかといいますと、例えば自動車ですとかモビリ

ティというものを生み出す技術がある中で、今後はそれだけではなく、中嶋先生のご発言にもありまし

たように、今後サービスですとか、他のインフラを含むモビリティ社会というものが拡大していく中

で、そもそもそのモビリティをどのようにして活用するかというための技術ですとか、あとはモビリ

ティの生産技術と開発技術と書いておりますけれども、そのモビリティそのものではなくて、それに関

わるいろいろな技術というものが必要になってくるというのは自明だと思います。その中で、このロー

テク技術というものもさまざまなところにかかってくるのではないか。これは一つの事例を申し上げま

すと、皆さんヤマハ発動機という会社をご存知だと思います。特にゴルフをなさる方はゴルフカートっ

て乗られたことがあると思いますけれども、今、ヤマハ発動機さんのこのゴルフカートというのが非常

に注目を集めておりまして、これは国交省もしくは経産省で推進してますグリーンスローモビリティと

いうところの場面でこのモビリティは活用されています。従来ゴルフカートといっていわゆるゴルフ場

で日本では主に活用されていた乗物が、例えば輪島ですとかの観光地ですとか、もしくは過疎地で、特

に高齢者の方の利便性をどう考えるかというところに用いられていますが、そこでヤマハさんの方が

おっしゃっているのは、こういったローテクの技術というものも用いながら、いかに人々の利便性を考

えるか。ユーザー視点に立った技術というものをどうすべきかというのがありきだというお話がござい

ました。したがいまして私がここに挙げましたこの先端技術というものは、ローテクも含め、それをど

のようにミックスし、その技術というものが特定の例えばモビリティインフラですとかにかかるもので
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はなくて、さまざまな技術要素がいろいろな場面に展開していく。こういった矢印が八方から張りめぐ

らされるというところで、従来にはないような技術の応用もしくは視点の持ち方というものが今後の自

動車産業、もしくは自動車・部品産業、ひいてはモビリティ産業に求められてくるのではというふうに

考えております。

○司会：どうも、この会場は先端技術を扱ってるんですけどローテク技術に乏しいようなところがあっ

て、最初からちょっと私はお詫びしなきゃいけないんですけど、その問題はともかくとして、今のお話

を聞く限りでもやはり21世紀のモビリティ社会の持つ多様性、そういった中で、やはり技術というもの

をどういうふうに位置付けて考えていけばいいのかという場合に、ハイテクとローテクの結合であると

か、あるいはハイテク技術そのものの倫理の問題であるとか、恐らく今まで議論しなかったようなさま

ざまな問題に当面してるんだということが会場の皆さんにもおわかりいただけたと思うので、この辺を

総合しながら、大変厳しい勝手な注文を先生につけて申し訳ないのですが、技術、あるいはそういう観

点から、大聖先生としてどういうふうにお考えになるのか、その点についてちょっと展開していただけ

るとありがたいのですが、よろしくお願いします。

○大聖：今太田先生が言われた過疎地、あるいは人口が減少していくような市町村とありますけど、どん

どん減っていくわけですけど、そのいろんなフェーズでモビリティのあり方というのは当然変わってい

くと思うんですよね。ニーズも変わってくる、使い方も変わってくる、それからエネルギーの供給のあ

り方も変わってくると思いますけれども、特に地方、地域でも過疎が進んでるような所というのは、私

は最後は電気自動車じゃないかなと思ってるんですね。この前千葉県で災害があって電気が停まりまし

たけれども、電気というのは津々浦々に一応行ってますので、充電ができれば車を動かせるという、そ

ういう地域というのはこれからどんどん増えていくわけですね。そういったところで私は中小企業の出

番じゃないかと思います、まさに。つまり、その地域に根差したモビリティの技術というのを提供でき

ると思うんですね。それの中心的な技術がやっぱり電気自動車でいいですし、電気自動車って作れるん

です、ちょっとがんばれば。

　　それで、中小企業の方々とよく話し合うんですけどね、元気のいい中小企業というのは３つの条件を

備えてるんですね。１つはやっぱり固有の技術を持っているということ、それから自分の技術、自分が

持ってない技術を持ってるところとうまく連携できる、そういう広がりを持ってる企業、それからもう

１つはスピードなんですよね。ですから、こういったものをちゃんと活用すれば、地域のモビリティ、

さっきおっしゃったヤマハなんて出る必要ないんですよね、もっと中小企業が連携すればあっという間

にできちゃうぐらいのあれで。そういったところが一つは地域の経済、それからモビリティを活性化す

る一つの方向になるのではないかなと思いますし、こういうやり方というのは実は途上国でも応用がき

くのではないかなと思っていまして、これから人口が減っていったり、これから進むような途上国、新

興国、いろいろありますよね。そういったところにもこういう技術、それからうまい使い方なんかが適

用できるのではないかなと思っていますので、これからはそういうモビリティの技術の多様化の中でそ

ういう地域の経済、技術がうまく発展できるような、そういう戦略というのがあっていいんじゃないか

なというふうに思っています。

○司会：モビリティの多様化というふうに先生最後に言われましたけれども、恐らく21世紀、新しい技術
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を開発していく過程においてはさまざまな問題が出てくると思うんですけれども、恐らく今まで着目さ

れなかったような中小企業を含めたさまざまなファクターというものを結び合わせて進めていかない

と、未来のモビリティ社会というのはできないんだなということを改めて今のお話を聞きながら考える

わけなんです。

　　こうした状況の中で、大きく言えばやっぱり21世紀の社会というのは好むと好まざるにかかわらずモ

ビリティ社会に突入していくだろうし、老齢化あるいはさまざまな社会的な問題、そういったことを含

めて解決していかなければならない一つのキーワードとして、まあモビリティ社会におけるモータリ

ゼーションという問題が出てくるのだろうというふうに、今までの議論からそういうふうに考えること

ができるわけですが、問題は、そういう一種の理想というか、迎えるであろう理想社会という方向に向

かって我々が進んでいこうとする場合に、一体どういう問題を考えなければいけないのか。あるいはど

ういう問題をより深めていかなければならないのかというようなことについて、それぞれお三人の立場

から、こんなことが一つ着目されてしかるべきなんじゃないかということをちょっと議論させていただ

きたいなと思うんです。大変司会が勝手なことを言って申し訳ないのですが、太田先生の方から最初に

口火を切っていただいて、大聖先生、最後に中嶋先生という形で議論を進めさせていただきたいと思い

ますので、ご発言のご用意よろしくお願いします。

　　では早速ですが、太田先生、よろしくお願いします。

○太田：技術実現のための今後の課題というテーマですけれども、この３点を先に挙げさせていただきた

いと思います。まず１点目ですけれども、その技術が具現化されたモビリティのためのインフラ整備と

書きました。これはややこしい書き方をしてしまってますけれども、いわゆるモビリティという製品が

自動車として、失礼しました、モビリティとして道路を走行できるためのインフラも含めた意味でのイ

ンフラ整備です。それがいわゆるインフラ整備と書いてあるところですけれども、これは昨今新聞等で

もほぼ毎日のように目にしますが、自動運転のためのインフラ整備というところは法規制もそうです

し、こういった関係省庁に跨っているという課題もございますので、そういったところをどのように整

理して、かつ社会で実装されるために課題が整理されていくのかというところはまず一つ問題にすべき

だと思います。

　　あと物作りのためのインフラ整備と挙げました。これもちょっとわかりづらいと思いますので説明い

たしますと、私もいろいろ調査をしている中で、先ほど大聖先生からお話がございました、いわゆる中

小企業さんの取り組みというところを何件かケーススタディさせていただきました。ここで従来のサプ

ライチェーンの見直しというふうに挙げましたけれども、実際に従来にはなかったようなモビリティと

して市場に売り出したい。そういった試みを持っている中小企業さん何社かおられます。ただその時

に、例えばナンバーを取るためにさまざまな試験があるのですけれども、その試験にかかるコストとい

うものを賄えない企業さんが非常に多いという課題ですとか、あとここに書きましたサプライチェーン

の問題というのは、例えば日本製のリチウムイオン電池を搭載したいのだけれども、実際に走行実績が

ないモビリティに対して大手のメーカーさんが自社に販売してくれない。要は知名度が非常に低い、ほ

とんどないような企業さんのお取り組みですと、いわゆる大手のメーカーさんはその取り引きというも

のをやはり大手の完成車メーカーさんを優先いたしますので後回しにされてしまった結果、日本製のリ

チウムイオンバッテリーというのは搭載できない。そうなると顧客からは日本製じゃないのかという視

点で却下されてしまうというような課題を含めている企業さんもおありです。こういった中小企業の物
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作り努力というところも含めたインフラの見直しというところを１点課題として挙げたいと思います。

　　そして２点目ですけれども、これも先ほど大聖先生おっしゃっていただいたように、私自身もその地

域ですとか、そういったところで、その場所、エリアによってユーザーというものは異なる。どういっ

たモビリティが必要とされるかという視点も大きく異なってくるというふうに考えております。した

がって、まず技術ありきのモビリティではなくて、そのエリアごとにどういったユーザーが多くて、ど

ういったモビリティを必要とされているのか。そういった視点を持つ必要があるとも思いますし、また

２点目に挙げている各国、各地域が抱える課題をモビリティで解決するための素地作りと書きましたけ

れども、これも非常にお話しすると長くなってしまうのですが、それをモビリティとして解決すると書

きましたけれど、まず課題として抽出するにも非常に手間暇かかる業務があるわけです。それを行うの

はほぼ地方の行政機関の方になりますけれども、それを足で見て確認をして、どういった問題があると

いうことをきちんと整理するような地方自治体の行政担当者の方のための素地作りというものから必要

ではないかというふうに考えております。

　　そしてこの３に挙げたのは、１と２を遂行し得るための人材とその育成というふうに書きました。こ

ちらは次のパネルの方で議論いただくテーマかとも思いますけれども、やはり１と２の視点をもって中

小企業と一緒になって物作りをするですとか、インフラを整備するですとか、あと課題を抽出して顕在

化させるですとか、そういったことができる人材というところで非常に重要性というものは高まってく

るのではないかというふうに考えております。私からは以上です。

○司会：大変多岐にわたるご提案に近いような内容を出していただいたのですが、ちょっと太田先生に司

会の方から遮るような形で質問させていただきますが、そうなった時、そうすると政府機構とか、ある

いは極端に言えばこういうモビリティ社会を担当する省庁みたいなものを想定して考えていかないと、

来るであろう21世紀のさまざまな行政問題を解決できないと、そんなふうに考えていらっしゃるという

ふうに理解していいんですか。

○太田：取り分け統括するような省庁が必要というところまでは私も考えには至っておりませんでしたけ

れども、やはりこれはよく言われてるところですが、縦割りの行政の中で、経産省がしている、国交省

がしているそれぞれの取り組みというのが並列的に行われて、平行的に行われてしまっていて、実際に

それが交わることもないまま実証実験で終わっているというケースというのは多くあると思います。

　　ではなくて、そこが交わるですとか、もしくは一緒にする取り組みというものが重要ではないかとい

うところを機振協時代にもテーマとして報告書を書いたのですけれども、これは報告書のテーマとは別

かも知れませんが、昨今になりましたら経産省と国交省が一緒になった社会実装実験というところにも

着手していますので、それはやはり国の方でもこの課題というのは重く受けとめて、さまざまなところ

から課題解決に向けた一つの視点として進められてるんだというふうに考えております。

○司会：いろいろな意味で国とのいろんな仕事をなさっていらっしゃる大聖先生の立場からすると、こう

いう問題についてはどんなようなご見解をお持ちだか、ちょっと簡単にはいかないですけど、簡単で結

構ですけど、サジェッションいただけないでしょうか。

○大聖：国土交通省は交通の円滑化とか、それから交通事故の防止、安全の問題をやっぱり重視してます
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し、守備範囲としてはトラック、バスにどちらかというと研究開発の焦点が当たっています。それから

経済産業省は乗用車を中心とした、日本は国際的にも非常に強い技術力をもっていますので、乗用車を

中心とした次世代車へのいろんな支援とか、それから燃費の基準は国交省と経産省が一緒にやってます

よね。

　　そういった状況がありますけれども、私ちょっとここで申し上げたいのは、はっきり言って、今日本

のバスとかトラックの技術というのは、国内の市場が小さいこともありまして、そんなに国際競争力が

あるとは言えないというふうに思っていまして、それはそれで物量を担う、あるいは公共交通機関とし

てのバス、そういったものを担うやっぱり次世代車の開発というのが非常に重要だと思っていまして、

最近も国交省はそれに対して非常に認識を新たにして、新たな研究会を立ち上げたりしていますけれど

も、そういう状況がありますので、今おっしゃったように縦割りというのはありますけど、守備範囲が

少しずつ違うということ、それが大きくあると思いますね。

　　それからもう一つ国土交通省は環境の問題、大気汚染の問題、これをかなり注目しています。これは

環境省と連携してやってる課題であります。そんなところでよろしいでしょうか。

○司会：途中で遮っちゃったような形になりましたが、引き続き先生の方からこのモビリティ社会を実現

していくために技術的観点から考えてもどういうことが条件になるだろうか、そういったことについて

ご発言をよろしくお願いします。

○大聖：はい。それではちょっとスライドをお願いしたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。今、

次世代車のことをお話ししましたけれども、ちょっと送りますね。次世代車としては、プラグインハイ

ブリッドですとか電気自動車、燃料電池自動車、それから石油以外の燃料を使った車という視点でいう

と電気と水素、天然ガス、バイオ燃料なんかがあるわけですよね。こういったものをうまく使いこなし

ていかなきゃいけないんですけれども、何か世の中の雰囲気ではもう今日明日にも全部電気自動車にし

なきゃいけないんじゃないかというような、そういう意見、論調があるんですけど、ちょっとそれは私

は拙速だなというふうに思っていまして、それにシフトしていくためのやっぱりプロセスというのは10

年、20年ぐらいかかるんですよね。プリウスが出てきて20年、リーフが出てきて８年ぐらいです。まだ

まだ時間がかかるというふうに考えています。こういった次世代自動車の普及というのは大事なんです

けれども、それだけではだめで、ここ３番目に書きましたけれども、自動車のスマートな利用にかかる

取り組み、いろんな多種多様な使い方があるわけですから、そういったものを含めたあり方というのを

やっぱり検討していかなければいけない。それから太田先生が特に指摘された地域と大都市、市町村、

そういったところでモビリティのあり方がまったく違いますので、そういった課題をうまくやっぱり解

決していかなきゃいけないのではないかと。

　　そういう中で、やっぱり車の電動化というのはもう必須だと思っていまして、まずはハイブリッド

化。このハイブリッド化によって、先ほどエンジンの効率が上がったということを言いましたけど、ハ

イブリッドの効率も二、三割上がるんですよね。ハイブリッドでやりますと従来車に対して燃費が倍な

んですよ。それに二、三割更に燃費が改善できるということなので、これは非常に大きな燃費の改善技

術だというふうに思っています。これが恐らく2030年を越えて2040年ぐらいまで主流になるんじゃない

かなと。それからもう一つは充電が可能なプラグインハイブリッドですね、こういったものが出てくる

でありましょう。それからその先に水素を使った燃料電池ということになります。
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　　そうすると、これは私がちょっと予測をしてる将来の燃費なんですけれども、2050年では50㎞/ℓぐら
い走る車が当たり前になるというふうに思っています。それは可能だと思っています。その中には電力

をうまく使ったプラグインハイブリッドとかEV、それから燃料電池自動車、そういったものが出てく
るんではないかと。ですから、ここ2030年と2050年、それから2100年の話は後でしたいと思いますけれ

ども、そういうステップで、こういうプロセスでステップ・バイ・ステップでいけるんじゃないかなと

いうふうに考えています。以上です。

○司会：大聖先生の仮説というか、御説によると、やっぱりEV車はもちろん重要だけどもハイブリッド
及びプラグインハイブリッド、あるいは燃料電池といったような方向に進む、まあ時系列が恐らくいろ

いろあるからなんでしょうけど主流というのがあって、そういう面でいうと我々も既存のいろんな技術

をEV一色によく塗りつぶすような傾向がないわけではないんですけれども、これは必ずしも現実的で
はないし、技術的に考えてもそれは相当問題が大きいというふうに考えてよろしいでしょうね。

○大聖：付け加えますと、燃料電池はちょっと水素が要りますけれども、まずはEVですけれども、EV
のバッテリーというのは結構資源を使うんですよね。リチウムを初め、コバルト、ニッケルなんか使い

ますので、これって結構従来車から転換していくとものすごい量の資源が必要になりますので、あまり

急激な転換をやることに関しては私はデメリットもあるなと思っています。まあプラグインハイブリッ

ドですと大体それの数分の１ぐらいのバッテリーの容量で済みますので、そういった方向でまずは移行

していくことが得策ではないかなと思います。

　　それからちょっと余談ですけれども、これが2030年を目指した電源構成なんですけれども、今、2016

年から2030年に向けて、原子力を20％から22％減らさなきゃいけない。それから再生可能なエネルギー

を22から24ということなんですけれども、この一番下の原発は不可能です。15％もいかないでしょう。

そうすると何で埋めるかというと、LNGを中心とした天燃ガスによる発電、それから再生可能エネル
ギーをもう30％ぐらいがんばって増やさないとだめなんですね。そうやりますと、電源の中でCO2が

減るということ、これは非常にEVにとってはメリットがあります、プラグインハイブリッドにとって
もメリットがありますので、こういったものを。ですから電力とEVとプラグインというのは実はつな
がってる話なので、それらを一体的に考えないといけない。それから我々家庭とか業務でも４割減らさ

なきゃいけないんですよね。これはもう電力の再生可能なものへの転換というのは必須です。そういう

ふうにちょっと申し上げておきたいと思います。

○司会：ありがとうございます。大変説得力のあるお話を伺いました。この話題の一番最後になります

が、中嶋先生、こういった意味でいうと21世紀、これからのモビリティ社会を作るにあたってさまざま

な条件、困難な条件もあろうかと思いますし、促進する状況もあると思うのですが、その辺の問題につ

いてよろしくお願いします。

○中嶋：課題として技術的発展をしていくためにどのような障害があって、それを克服する方向性という

ことで、まだ時間があると思いますので更に具体的な話をいろいろお話しいただきたいので、簡単に

ちょっと大雑把にまとめました。

　　まず皆様のお話にもありましたように、自動車産業という枠組みを越えて新技術を考えていく必要性
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ということで、もちろんサービス産業との融合もありますし、例えば不動産業なんかの調査を私も少し

ずつ始めていまして、ただ電気自動車になった時に、従来でのマンションって大通りに面してると、大

通りから外れた所より価格がどちらかというと低かったらしいんですけれども、例えばですけれども、

その自動車がある程度電気化することによって、そういう不動産の価格までも変わるようなこともあり

得るという形で、自動車産業研究といったときに、ゲームとかエンターテインメントもそうですけど、

自動車産業という枠組みを越えて考えていかなきゃいけないということが一つあります。

　　２つ目として私も先生方の地域別のモビリティということはすごく同意しまして、もちろん日本国内

で過疎が問題になってる小さな村とかであれば、本当にカートみたいな電導の自動車というか、そうい

う小型のロースピードビークルというものが有用になってくるというのもあるので、その地域に適した

モビリティ技術を提供しなきゃいけないということに加えて、その一方でやっぱり日本という枠組みを

超えて新技術を考えることの必要性ということで、こういうパネルなんかでお話ししても、例えばEV
に全部行くのではなくてもそちらの方向が少しずつ広がりつつあるというお話。でも日本人がいちいち

プラグインハイブリッドだとしても、電源に差すなんてことは面倒くさくてやるわけないというような

ことを時々そういう意見を聞くこともあります。例えばノルウェーですと、ここにもありますが、2019

年に充電できる自動車が新車販売台数の半分を超える見込みということですので、ちょっと調べてみま

したら、ノルウェーってもともと寒冷地なので、凍らないように、凍結を防ぐために、どの車でも、エ

ンジン車でもプラグインするというのが慣例になってるみたいなので、例えばそういうことを知ってみ

るともちろんEVの割合が日本中ですごく大きくなるということは私も考えにくいと思うんですが、も
う少し日本という枠組み、日本の自動車市場というものの枠組みを超えて広く視点を取るということが

重要だということです。

　　３番目はちょっとこれはまた大学の講義みたいで申し訳ないのですが、マックス・ウェーバーという

社会学の大家が言った言葉で、こういう時に私も何回かこういうパネルに参加させていただいて、例え

ばテスラの自動運転、こんなことをやってますということをするとちょっと怒り出す人が中にいるんで

すよ。というのは、そんなのはもう自動運転でもないし、そんな自動運転なんてできるわけもないしみ

たいな感じで。なので、特に今のEVとか将来のモビリティを考えた時に、どちらかというと自分の都
合のいいものの情報に閉じこもる傾向があって、メディア研究などではフィルターバブルとか、エコー

チェンバーといいますけど、今であれば、例えばインターネットを調べても、自動車のこれからの未来

はもうEVがすべてだということを、インターネットで検索すればそういう意見もたくさんあると思い
ますし、逆に絶対EVなんかバブルで、もうEVなんてのはなくなるという意見を探せばそれも出てくる
と思うので、特にこのインターネット時代はメディア研究で言われてるような、あえてこういう時こそ、

例えばEVが将来と思う人たちであれば、本当にEVで環境に優しいのかどうなのかという形で、あえ
て自分に不都合な現実に目を向けるということが自動車研究でこれから大切になってくると思います。

　　先ほど申し上げたように、どのような未来を新しい自動車技術によって作り上げたいのかということ

がやはり技術によって社会ができてくるというよりは、社会の意向を伝えて技術と共存していくという

視点が重要だと思いますね、これもあまり長くは話せないと思いますけれども、新しい時代における産

業政策の役割ということで、大聖先生からもすごく有益なそれぞれの、国土交通省や環境省の役割とい

うものをお話しされましたけれども、やっぱり歴史を見てみますと、自動車産業が、日本の自動車産業

が成功した時に、アメリカなんかのそれに対して、資本主義特殊論というか、日本バッシングみたいな

感じで、経産省が日本の自動車産業と組んで不当な資本主義で成功したのが日本の例だというような批
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判があって、今またそういう形の、どちらかというとずっとこの80年代と、小さい政府が大切という

か、重要で、基本的には企業にすべてを任せて政府の役割というのをなるべく小さくすることがという

方向がずっとあったと思います。ただまあ、こういう新しい時代になった時にはもしかしたらもう中央

政府が全部主導するというのはもちろん間違ってると思いますが、新しい形への産業政策とか、何が政

府にできるのかできないのかということを政府を含めて議論していく必要性というのが新たに出てきた

んじゃないかということです。

○司会：どうもありがとうございます。かなりお三人の先生から21世紀のモビリティ社会を作るにあたっ

ての障害条件と、更には克服しなければならない課題、あるいは着目しなければならない問題点といっ

たようなことが議論されてきてると思うんですけれども、一通り一応三巡させていただいたんですけれ

ども、今までの議論の中で、恐らく一つ議論しておきたいなと思う事柄は、やはりモビリティ社会とい

うものを作っていくときに、技術と社会の対話といったような問題をどういうふうにうまく接合してい

けばいいのかなということについて、恐らく今まで予想されていなかったようなさまざまなツールを導

入していかないと解決できないといったような問題がずいぶん出てきてるというような印象を相当強く

受けるわけです。

　　ここでちょっと場面を変えて、こういう今の我々パネリストたちの議論に対して、会場の皆さんの中

から何かご意見があればいただきたいなと思うのですが、たまたま私の目に入ったのは鍋嶋さんなんだ

けど、鍋嶋さん、何か、すみませんけれども、コメントいただけませんか、突然で恐縮ですけれども。

鍋嶋さんというのはアジア太平洋研究科の先生で、主に技術の問題、イノベーションの問題をやってま

すから、ちょっとご発言ください。

○鍋嶋：アジア太平洋研究科の鍋嶋です。今朝の基調講演の時から確かにそうだなと思って、これがやっ

ぱり今後の日本のどの産業でも問題になっていくというのが、やっぱりこの技術革新というのが、技術

だけではなくてやっぱり社会的選択によって方向性が決まっていくと。特に最近いろいろな分野で技術

革新というのがものすごくスピードが上がってきていると。根底には、一番大きいのは多分 ITの発達
だと思うんですけれども、それによってかなり今までいわゆるSF的だったことが現実味を帯びてくる
と。そうなった時に、それぞれの社会で問題として抱えてるものに対する回答、私、それがエンジニア

リングだとか技術だとか社会科学が出すべきものだと思うんですね。ただ、その回答というのは１つで

はなくて複数あると思うんですよ。

　　例えば、先ほども示されたように、自動運転の技術でも、中国だとインフラ型、日米欧だと自立型。

そうなってくると根本的にまったく違う自動運転をする、例えばまだ自動車の形だとして、自動車にな

るわけじゃないですか。インフラ型の、中国式インフラ型の自動運転の自動車ならある程度簡易的な技

術でも多分できると思うんですよね。ビーコンを埋め込んでそれを追っていけばいいだけというふうに

なったら今の技術でも十分できると。中国とか、あと発展途上国ではなぜそういうことができるのかと

いうと、交通インフラがまだ未熟だから。今から敷かなきゃいけないんだったらそういうものを敷いて

しまえばいいじゃないかと。

　　すでに日米欧だともう交通インフラができている。たくさんの人が運転している。その中でどうやっ

て自動運転を自立的にやらせるのか。そうすると技術的にものすごく高くなってくる。こういった違う

方向性で産業がそれぞれで発達した時に、じゃあこれが貿易に与える影響とか、産業競争力ということ
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を考えた時にどういった影響が出てくるのか。これを世界的に協調していく必要性があるのか、それと

もしない方がいいのか。そういったところの考えをちょっとお伺いしたいと思います。

○司会：大変重要な問題なので、まずこの辺は大聖先生に少しお話し願いたいと思うのですが。

○大聖：中国のような巨大市場で、しかもその中でいろんな基準を作っていくという、そういう姿勢のと

ころと、それ以外の、特に日欧は共通のやっぱり基準を作ろうとしています、自動運転でも。やっぱり

そういうものをきちんとしないと国際的に流通しないですよね、車が。その国特別のものですとものす

ごくコストが高くなりますし、安全性のやはり基準というのをちゃんと統一化する、基準調和するとい

うことは非常に重要だと思いますし、これは中国に対してもやっぱり説得していかなきゃいけない大き

な課題だと思います。

　　それから既存のインフラの中で車がなるべくちゃんと走る自動運転、あるいは高度な安全支援システ

ムを使って走れるようにするというのは非常に重要なことで、私はインフラにあんまりお金をかけると

いうのは結構大きな負担になるんじゃないかなと思います。それから安全に対して、車を買うのは個人

がペイしてるんですよね、実は、負担してるんです。ですからその辺の全体の社会的なコストなのか、

個人が車を所有することで払う対価としての安全というものなのか、その辺もちょっと国の違いがある

なと思いますけれども、基本的にはやっぱり受益者がペイするような形になるんじゃないかなと思いま

すけど。

○司会：ありがとうございます。以前議論したことがあるんですけど、つまり自動車産業というのは基本

的には内需だけで成立するものではなくて、やっぱり輸出という非常に広大なグローバル市場というも

のを前提にした上で作りをやるわけですし、まあ言うまでもなく量産が進めば進むほどコストは下がっ

ていくわけでしょうから、それをねらっていくとすれば自国市場だけを目当てにいくら中国でもやって

られないわけで、何らかの形での国際基準というものを作らなきゃだめだろうということについては、

ずいぶん我々自動車・部品産業研究所でも議論してきまして、じゃあ問題はこれどう作ればいいんだろ

うかということになってくると、これは総論はいいんですけれども各論的な政策としてはなかなか名案

が出なくてうまくいかなかったので、その辺の議論の、一緒に議論した中嶋先生と僕はそれを議論した

んですけど、その辺をちょっとご発言願って太田先生に引き継いでいただくという方向でちょっと進め

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○中嶋：鍋嶋先生のご質問はすごく重要でなかなか難しい解で、今正しく米中貿易摩擦というところで、

中国は中国で本当に大きなガラパゴスみたいな形で、まだどちらも譲る姿勢を見せていないので大きな

問題だとは思うのですが、やっぱり個人的には何らかの形の国際的なスタンダードとか、その中でもち

ろんいろいろな変型というか、スタンダーダイゼーションだけではなくて、いろいろなそれぞれの発展

の個別の努力はあっていいと思いますし、そういう対話の場を作るということはやっぱり続けなきゃい

けないんですけど、アメリカの姿勢もそうではないですし、中国の姿勢もそうではない。だからといっ

てアメリカが全部悪いというわけではなくて、中国の側にも相当、例えばデータセキュリティとかいう

問題でもかなりデータの囲い込みというのを外資系の企業に強要したりしてて、やっぱり日本の企業の

人なんかに聞くと、もうこれだとちょっと中国に行ってデータ関連の事業展開をすることはもうできな

― 88 ―



いんじゃないかみたいな感じなので、状況としては難しい。なので、基本的にはスタンダーダイズする

その場を何らかで作るということなんですけど、ただ社会学でもう一つひねりますと、スタンダーダイ

ゼーションにもやっぱり政治があるので、多分新興国とかはやはりスタンダーダイズといってもそれが

アメリカの企業に有利なスタンダーダイゼーションなんじゃないか。発展するような国々を守るような

スタンダーダイズじゃないのではないかというような懸念があるので、そのあたりは民主的にという

か、透明性を深めて、その上でやはり中国も世界的な技術の共通の基準を作るような努力を、本当に

ユーザーのために、最終的な受益者のためになるような形のスタンダーダイゼーションを作るというの

が方向としてはいいと思うのですが、なかなか難しい問題だと思います。

○司会：続けて太田先生、その辺のご意見をいただけますでしょうか。

○太田：申し訳ないですが、続けられない可能性大なんですけれども、私もすごく鍋嶋先生のご発言とい

うのは深く考えるべき課題だというふうに思っております。ただ他方で、いわゆる産業競争力というこ

とを考えると、小林先生のお話がございましたように、日本の自動車産業というものは外需で非常に拡

大してきたという背景もありますので、従来培ってきたこの技術力を経済活動に反映して、いわゆるモ

ビリティ社会が開花した中でも日本のモビリティ産業の地位といいますか、そのポジショニングが高

い、大きいというところはこれまで、従来どおりあってほしいというふうに思っております。そういう

意味で、産業競争という考え方というのはもちろん必要だと思うのですけれども、いわゆる協調という

ご発言がありましたが、例えば先ほど来お話ししておりますように、どういった地域で、どういった

ユーザー向けのモビリティが必要かということを個々の地域だけで考えるというものは非常に困難では

ないかというふうに思っておりまして、例えば同じような地理的条件ですとか人口構成ですとか、そう

いったところを層別に表わした時に、ある国のこのエリアはこういうモビリティを導入していて、それ

で利便性がすごく高まったですとか、そういったことを情報共有しながらモビリティを投入していくと

いうような場面があってもいいのではないかというふうに考えております。それは日本でも今実証実験

等行われておりますけれども、先ほどの中嶋先生のお話にもありましたような、例えばノルウェーで

なぜEVが多用されるかですとか、そういったことも、例えば日本でも寒冷地向けのEVと考えた際に、
同じようなシーンで想定されるかも知れませんし、そういった地域ごとのモビリティの考え方というも

のを、この情報として協調しながら持ち合わせていくというような場面があってもいいのではという意

見を持ちました。

○司会：そうですね。かなり地域に即応したモビリティの有り様というのは多様性をもっているので、

やっぱりその多様性に対応しなきゃいけないということと同時に、モビリティ社会全体に通底する共通

性というのもあるだろうと思うんですね。そういうものにも対応していかなきゃいけない。その後者の

方が国際標準化の問題とつながっていくんだろうと思いますけれども、そう考えていった時に、さあ、

そろそろ時間の問題もありますので結論の方向に急いで、まあ結論なんか出ないと思いますけれども、

司会としては何が何でも結論を作らなきゃなりませんので、強引にやらせていただきますが、もう一

度、再び原点に戻らせていただいて、この技術VS.社会、まあVS.という言い方がちょっと刺激的過ぎ
るかも知れませんが、技術と社会との兼ね合いといいましょうか、関連といいましょうか、こういう状

況の中で、今までの議論をずっと拝聴させていただきますと、やっぱり社会に受容できる技術というも
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のでなければ技術というものは生きてこないのだ、あるいは実現しないのだという、こういうご見解の

方がかなり多くて、で、その中でも社会という場合には更に議論が進んできてて、社会というよりは国

際社会というか、あるいはモビリティ社会というものの地域性や、あるいは国際性というものを議論し

た上で社会を今まで我々は議論してきました。そうした中で、どうでしょうかね。やや乱暴な仮説を立

てさせていただくと、いや、社会が技術を生み出すんじゃなくて、技術が社会を変えていくんだみたい

な、こういう乱暴な仮説というものを一つ立ててみて、逆に、もし議論してる仮定の中で、やっぱり社

会なんだよという方向に収斂できるとこの議論というのはかなり一旦フィルターを通じた議論になるよ

うな感じが、司会ながら勝手に思うわけなんですけれども、その辺についてどうでしょう。中嶋先生か

ら口火を切っていただいて、これが最後になりますが、太田先生、そして大聖先生、この議論の結論に

あたるようなものをご用意願えないかというような司会の勝手なあれなんですけれども、そうですね、

残りの時間、あと７分ぐらいしかありませんので、それぞれ２、３分という大変なんですけど、多少時

間をオーバーしても構わないと思いますけど、ひとつその辺をよろしくお願いします。

○中嶋：完全にそれに答えられるかわからないですけど、少し最後の提言として、多分、今まで以上に自

動車研究とか自動車産業研究って、ちょっと大雑把ですけど、理系と文系の協力というか、本当に技術

の、本当に技術の開発の最先端で活躍されてる大聖先生のような方と、例えば社会とメディアとかイ

メージとか、そういうことを考えてる社会学者の人が集まって初めて多分これからの自動車の方向性を

考えられるということですので、次のパネルのテーマになりますけど、21世紀の国際的な人材といった

時に、日本なんかでもやっぱり文系、理系ってすごく分かれますよね。でも、その大きな問題で、地球

温暖化の問題であるとか、災害の問題というのは多分理系だけの観念では解決はできないし、だからと

いって社会、政治だけを強調しても技術的な限界とか、実際の自然科学的な現象があるので、そういう

形でこのような形の場を理系、文系、学際的な知恵を集めて将来を考えていくという場をもっともっと

作っていくというのが私の今のところの回答です。

○司会：ありがとうございます。恐らくそういう点を突っ込んでいくと今言った問題に行く一つの切り口

になるんじゃないかと私も思いますが、ちょっと時間がないので、問題提起というだけにとどめさせて

いただきますけど、次に太田先生お願いします。

○太田：私も中嶋先生のお考えにもすごく賛同いたしますし、確かに私がヒヤリングですとかに行った際

にも、昨日は何々大学の工学部の先生がヒヤリングにいらしたですとかいう場面も多く目にします。そ

ういった中でもいわゆる文理融合と大学ではいいますけれども、そういった場面が増えていくんだろう

なと思いながら、小林先生の先ほどの問いですけれども、社会と技術との関連という意味では、この社

会が技術を変えるのか、いや技術が社会を変えていくのかという意味では両者あるのではないかなとい

うふうに思っております。それこそ本当に文理融合といいますが、テクノロジーが社会を変えるという

と、いわゆる技術系が文系の側面を変える、その逆もありきというところで、きちんと回答にはなって

いないと思いますけれども、モビリティの多様化イコールそういった求められる解というものも恐らく

多様化していくんだろうなというところで、逃げさせてください。
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○司会：いや恐らく逃げさせないで大聖先生につかまるんではないかと思いますけれども、先生よろしく

お願いします。

○大聖：スライドをお願いします。すみません、ちょっと。そうですね、社会と技術の関係というのは非

常に我々エンジニアリングサイドの人間にとっても非常に重要な課題であります。とかく技術先行でい

きがちで、それはやはり社会から受け容れられないということもたくさんあると思いますけれども、最

近の例でいうと、EVとかハイブリッドが誕生したのはアメリカの非常に大きな政策に後押しされて生
まれた技術なんですね。そういうこともありますので、非常にその辺は重要な視点だと思います。

　　これはちょっと飛ばします、時間がありませんので。私がちょっと問題にしたいのは、これからの社

会ってどういうふうになっていくかというと、例えば低炭素社会とか自然共生型の社会、循環型社会と

いわれていますけれども、本当に大都市から過疎地まで、いろいろな場面がありますので、それにどう

対応していくかということで、じゃあ本当に日本の社会って2050年、2100年にどういう社会であること

を我々望んでいるかということが根底になければいけないんですよね。

　　私はね、ちょっと簡単に言っちゃうと両方成立していいんじゃないか。大都市型で技術は集約されて

いて、非常にエネルギー効率の高いモビリティが担保されてるようなところもあるでしょうし、地方で

牧歌的な生活をやりたいという人もいるでしょう。そういったものが両立するのが選択という意味で豊

かな社会なんじゃないかなと思います。

　　それで移動と物流、どんな手段があるかというのは、たくさんありますよね。こういったものも私は

成功例を積み重ねて、それで、いいものであればそれをいろんな同じような条件のところへ展開してい

くという、そういう戦略がすごく重要だと思っていまして、そういう過程をやっぱり10年、20年かけて

作っていくんだろうと思います。

　　それから働き方改革もいろいろありますよね。これも多様化していくと思います。情報技術とか、

ネットを使えばいろんな新しい働き方が出てくるかも知れません。そういう中で、過疎がものすごく進

んじゃうと、私はね、社会的コストがものすごくかかっちゃうと思います。そういった所は、ある経済

学者が言っていますけど、村仕舞いをしなきゃいけないと。もう林業なんかもその間伐なんかやってら

れないところがありますよね。そういう所は自然に戻してしまうという、そういうやっぱり割り切りも

必要じゃないかなと。そういった時には移住してもらって、コンパクトな、もっと生活面で条件のいい

所へ皆さん集まった方が社会的なコストとしてはすごく助かるし、モビリティのコストも下がるんじゃ

ないかなと思います。そういうことを納得してもらわなきゃいけないんですけど。

　　あとは交通権の問題ですかね。移動、これをどういうふうに国として保障していくか。これはフラン

スなんかでは憲法で保障されているわけですけど、これはなかなか日本ではできないので、じゃあどう

したらいいのということが求められてると思います。それで、社会とか技術とかいうことを逆に言う

と、私は市場と技術と政策というのが三角関係にあって、これはどういうふうに両立していくかという

ことが問われているんだろうと思います。まあ最後は我々モビリティイノベーションといってますけれ

ども、こういったものを推進していく必要があるんじゃないか。それから産学官のやっぱり協力も必要

です。これによって日本が国際的な技術的優位を保っていながら、しかも国際貢献できると、そういう

ような道をやっぱり歩んでいかないといけないので、日本だけ閉じててそれでいいという話ではもうあ

り得ないなというふうに考えています。以上です。
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○司会：どうもありがとうございます。もう司会が結論を述べる必要はないと思います。大聖先生の最後

の言葉、モビリティイノベーションというか、つまり社会と技術を対立させるのではなくて、社会と技

術という問題をどう融合させていくかというところにやはり、その融合のさせ方その他を含めたさまざ

まな課題を、実を言うと今日議論したんだということに恐らくなるんだろうというふうに思いますの

で、新たな21世紀のモビリティ社会に向けた一つのシンポジウムとしてはそれなりの括弧付きではあり

ますが、回答を得たというふうに自負している次第です。時間がまいりました。これで残念ながら閉じ

ざるを得ません。

　　ということで最後に終わりますけれども、お三人の先生に大きな拍手をお願いします。皆さんどうも

ありがとうございました。（拍手）

○総合司会：先生方ありがとうございました。それではただいまより20分間の休憩とさせていただきま

す。２時50分より第２パネルが始まりますので、それまでにお席にお戻りください。
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第２部 〈〈 21世紀の企業の国際化と人材育成

　司　会：二木　正明（早稲田大学自動車・部品産業研究所）

　登壇者：白木　三秀（早稲田大学教授）

　　　　　兼村　智也（松本大学教授）

　　　　　小枝　　至（日産自動車株式会社名誉相談役）

○総合司会：ただいまより第２パネルを始めます。「21世紀の企業の国際化と人材育成」というテーマで、

白木三秀先生、兼村智也先生、小枝至様にご討論いただきます。司会の二木正明様、よろしくお願いい

たします。

○司会：はい、皆さんこんにちは。今日の第２パネルの司会を担当します自動車・部品産業研究所の二木

正明です。よろしくお願いいたします。

　　最初に簡単に３人の先生方のご紹介をしたいと思います。白木先生はもう皆さんご存知ですけど、早稲

田大学政治経済学部教授でございます。兼村先生は早稲田大学理工学部をご卒業後、アジア太平洋研究

科で博士号をお取りになり、現在、松本大学総合経営学部総合経営学科の教授をされております。小枝

先生は東京大学工学部機械工学科をご卒業後、日産自動車株式会社に入社されまして、その後、村山工

場工務部長を歴任、英国日産自動車製造会社に出向、更に取締役常務副社長を経て共同会長、現在は日

産自動車株式会社名誉顧問でいらっしゃいます。それから私、司会の二木正明ですけれども、早稲田大

学理工学部電気工学科を卒業後、ソニー株式会社勤務を経て、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の

博士課程を修了しまして、現在、早稲田大学総合研究機構自動車・部品産業研究所の招聘研究員で事務

局を担当しております。この４名で第２パネルを進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

　　テーマが「21世紀の企業の国際化と人材育成」ということで、恐らくこのテーマはこれから生きてい

く上で、若い人、企業の中枢にいる人、それからシニアの人、すべての人にとって重要なテーマではな

いかと思っております。企業の国際化、個人としての国際化に対して、学校としてどういう人材を育

成していくべきか、企業の中でどういう人材を育成していくかということは、簡単なようで難しい問

題。それをこの場所で皆さんと一緒に考えてみたいということでこのテーマを設定しました。進め方と

しましては、最初に白木先生から、このシンポジウムは、自動車・部品産業研究所とトランスナショナ

ルHRM研究所共催ですので、先生の研究所のご紹介も含めて、先生の研究活動の内容の中から、21世
紀の企業の国際化と人材育成についてどういう課題があるかといったことをお話しいただければと思い

ます。その後に、小枝先生には、企業経験の中から得たこと、そういったことの中から国際化と人材育

成についての課題、お考えになってることをお話しいただき、その後に兼村先生から10分程度でご自身

の専門分野の中小企業、規模の小さい企業の中での国際化の人材育成に、どういう課題があるかといっ

たことをお話しいただき、それをベースに司会の方で論点をピックアップして議論を進めていきたいと

思っております。よろしくお願いします。それでは白木先生、お願いします。

○白木：皆さんこんにちは。この報告会は自動車・部品産業研究所と我々トランスナショナルHRM研究
所の共催で行っております。我々から、私がこの報告の中の一人として参加させていただいてる状況で

して、要するに部品産業、部品研の方におんぶしてる今日の報告会になりますね。私の方からは、この
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テーマに関係いたしまして、私がこれまでやってきたことの一部をごくかいつまんでお話をさせていた

だきたいと思います。

　　21世紀を担う若手のグローバル人材、私はどちらかといいますと大企業のデータを取らせていただい

て分析してきているというのが実状でありまして、したがってちょっと片寄ったデータによるかも知れ

ません。最初のところですけど、この優秀人材の獲得というのは世界中の課題でありまして、こういう

人材がいないと日本企業の競争力のあるグローバリゼーションはあり得ない、まあ日本だけじゃないと

思うのですが。そういうことでグローバル人材というのは非常に重要だということであります。

　　更に今日のお話は、特に21世紀を担う若手のグローバル人材にはどういうコンピテンシーとか能力が

必要とされるのだろうと。また、日本でよく議論されます、海外赴任される前には必ず英語トレーニン

グをやったりしていますけど、これは非常に重要だと思いますが、その英語の能力がどれぐらいグロー

バリゼーションに役に立ったのかという点につきまして、限られたデータでありますけれども議論させ

ていただければと思っています。

　　これはお手元の早稲田大学出版部でもう既に報告しておりますけれども、本の中でですね。かなり、

比較的大きめのデータでやった結果を一部だけご紹介いたします。これは対象は大体日本の企業の海外

赴任者というのは今平均年齢46、7歳ですね。で、全体の６割はアジアに駐在しています。そういう人

たちのデータ、アジアにいる人たちのデータを集めて分析したものであります。結果だけ申し上げます

と、仕事上の成果ですね、海外で働いておられるシニアの方々中心ですけれども、平均年齢は40代後半

です。この人たちのパフォーマンスはどういう要素によって決まっているのかということを分析した結

果の一部を紹介しております。

　　まず、このサンプルは880人ですが、どういう特性を持っているか、62項目でコンピテンシーを訊い

ているのですが、ちょっと乱暴に４つの因子を見出したということですね。ここにあります経営手腕、

マネジメントスキルですね、それからリーダーシップ、それから行動の柔軟性、異文化理解力といいま

すか、そういう４つのファクターをもっていると。これらのファクターが海外で今働いている成果に影

響を与えるかどうかを見ますと、これは全部与えるというのは当たり前なんですけど、ただポジション

によって若干の違いがあるということを我々発見しています。これは当たり前といえば当たり前なんで

すよ。トップマネジメントはこの上の２つの方がより効いてくる。ミドルマネジメントはこの赤で示し

た２つが効いてくる。何でこのミドルマネージャーにとって赤いところがより重要かといいますと、こ

れは本当は考えていただくのが一番いいのですが、ミドルマネージャーというのは実際には現場で一緒

にローカルの人と働いてるということが効いてくるんじゃないかと思っています。

　　我々の発見のもう一つは、海外勤務経験年数、これまでに長く働いた、期間が長ければ長いほど非常

にきれいに統計的に有意にパフォーマンスに効いてくると。これはどういうことを表わしているかとい

いますと、恐らく日本の海外赴任の仕方というのは３年から５年で一旦帰ってきてまた行くという形で

すね。長く勤務してるということは数回海外勤務されている、平均年齢が40代後半の方ですから、恐ら

く数回経験されているということは、若い時に経験されている。20代後半か30前後で最初に経験してい

る。このインプリケーションは恐らく若い時に海外勤務経験をした人のパフォーマンスが40代後半の成

果にはね返ってくる。ですから若い時の経験が後ほどの資産になるということを表わしているのではな

いかというふうに考えています。逆に言えば若い時にやった方がいいということだと思いますね。

　　更に国別のダミー変数というのを入れてみますと、このマレーシア、インドネシア、インドというの

は若干マイナスに効いてくる。これはムスリムの国であったり、インドは日本の派遣者はまだまだ不慣
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れな地域であるということが効いてるんじゃないかと私自身は思っています。これがミドルの人たち、

あるいはシニアの人たちの研究結果であったわけです。このコンピテンスの中身にはどういう要素が

入ってるかというのはここに書いてありますので、後でごらんいただきたいと思います。

　　もう一つ、この時に行ったリサーチで2,000数百サンプル集めたのはどういうデータかといいますと、
日本人派遣者の直属の部下が日本人派遣者を評価すると、60何項目のコンピテンシーをですね。更に比

較するために、ほとんどがミドルマネージャーですが、ミドルマネージャーがローカルの自分の直属の

上司を評価する、この２つを比較することによって日本人派遣者の課題は何かというのを分析したもの

なんですね。で、非常に厳しい結果になっています。それは今日は省略します。非常に厳しくて、我々

フィードバックを東京と上海で行いましたが、参加された88社の人事担当者は泣いてましたね。本当で

すか。とは思ってたけど本当ですかという、ほとんどローカルのトップマネジメント同士を比べます

と、ほとんど、まあトップの人は優秀な人が多いんでしょうけど、そんなには。でも２、３項目で負け

てましたね。どういうところかといいますと、交渉力が弱い。人脈が狭いという点でしたね、トップ

は。ミドルは62項目のうちの比較可能な58項目のうちの45項目ぐらいが圧倒的に負けてましたね。いろ

んな課題を抱えているというのはわかってるんですが、ただいい面もありますよというのをちょっとこ

こで紹介します。あまり厳しいことばっかり言ってもね、まあお示ししませんから言葉で言っただけな

んですが。

　　直属の部下の人からどういう評価されているかというのを62項目を訊いてるんですが、トップに対す

る評価とミドルに対する評価がほとんど同じでした。ですから一枚にまとめています。実は地域別にも

やってるんですが、これはアジア全体のデータでちょっと評価してみますと、高く評価されてる項目は

３項目共通でありました。一つは責任感が強い、それからお客さんを大事にしてる、それから規則を守

る、そう、コンプライアンスを守ってると。これは海外、まあアジアの直属の部下からは非常に高く評

価されているということですね。

　　逆に厳しく評価されてる点はこの４つの項目でありまして、現地語を勉強してくれないと。中国に

行っても中国語を勉強しない、タイに行ってもタイ語をやってくれないとか、そういうことだと思うん

ですが、それは現地の商習慣をあまり理解していない、理解しようとしない。現地の文化・風俗・習慣

も理解しようと努力してくれないという、恐らく土日は日本人の同僚か、あるいは違う企業の人たちと

ゴルフに行ったり、普通の日はカラオケで日本の演歌を歌ってるんじゃないですかね。それをやってる

とやっぱりローカルの友達できませんからね、言葉を覚えないということがあるんじゃないかと思いま

す。一番下は必ずしも日本人の派遣者だけかどうかわかりませんが、上が間違っていたら、上というの

はこれは多分本社かも知れませんが、あまりはっきり指摘してくれないという悩みですね。こういうの

は我々のデータでわかってるわけですが、そこでこういうことを報告していましたところ、若い人はど

うなってるんですかと。40代後半の人たちはまあそれで、まあまあ、またがんばってもらうといっても

限度がありますが、若い人たちを知りたいというので、たまたま若い人たちのリサーチをするチャンス

がありましたので、我々行いました。結構データを集めるのに１、２年かかってますよ。

　　結果だけ申し上げますね。サンプルは302人で少なそうですが、これマッチングデータです、ご本人

のアンケートと直属の上司が回答してくれています。日本人とは限りません、今働いているところの直

属の上司です。別々にデータを集めて分析するということをやりました。対象は平均年齢33.3歳です。
赴任地域はアジア41％。中国を除く。中国を入れると大体６割であります。大体、全体のサンプルの分

布を反映してるなという感じがいたしますね。
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　　まず、海外赴任をしたいという人たちがどれぐらいいるかというのは、よく若い人たちは海外赴任を

したがらないというんですが、このサンプルは全然違いますよ。企業を通じてサンプルを集めてますか

ら多分優等生が集まってるというバイアスがかかってますね。ここにいる８割は行きたかったという人

たちですね。行きたくてここへ来たという優等生ですよ。で、じゃあ実際海外に行ってパフォーマンス

はどうなんだと。パフォーマンスをどう測るかというのは結構実は難しいんですよ。これだけで相当議

論があります。ここでは非常にシンプルに４つのアングルで我々測ったと。一つは行ってから期待した

だけの成果があがったかどうか。そして期待しただけのスキルは伸びたかどうか。それから現地での仕

事や生活環境に適応できたかどうか。４つ目はモチベーションを維持できているのかどうか。この４つ

のアングルで我々成果として評価したわけです。それで測っています。ちょっと皆さんに聞いてみます

かね、結果を見る前に。

　　ご本人の評価と直属上司の評価があります。どちらが厳しい評価であったかと。ちょっと頭の体操

で、上司の方が厳しいですよという方、手を挙げていただけますか。上司というのは厳しいもんですよ

と。お２人しか手を挙げられてません。ああ、３人。ご本人だという方、ご本人の方が厳しいですよ

と。お、圧倒的、何か自分の胸に手を当てて考えられたかどうか、ちょっとわかりません。結果は、ま

あ皆さん見られたかも知れないんですが、これはご本人の評価なんですけれども、優等生なんですが、

仕事、成果は行ったばっかりの人たちはマイナスですよ。優等生で行きたくて行った。しかし仕事は

全然成果があがらない。できない。自信もって行ってるのに全然できないという結果になってますね。

で、スキルもあまり伸びてない。こちらの適応とかモチベーションはまあまあですけれども、こういう

状態です。で、赴任年数が長い人ほど、やや高めになってるという結果になっていますね。

　　で、これは上司の評価です。上司は最初からマイナスにはいってません。ご本人はこの辺だったんで

すよ。ご本人はこの辺、上司は非常に甘いですね。こんなもんじゃないですかと、最初来たら、という

ような甘い評価をしてくれてるという。だから日本人の上司じゃないですから、まあ、こんなもんだ、

気にするなという非常に寛大な評価をしてくれてるという結果ですね。

　　さて、我々のやりたいことの一つは、こういう非説明変数はこっちだったですよね。これは本人と上

司との両方で別々にやることも可能ですし、両方合わせることも、どうやって測るか難しいんですけ

ど、我々はもう足して２で割るような評価方法をとりました。だから成果はあがったか、スキルはどう

だったか、環境に適応はどうだったか、満足度・モチベーションはどうだったか、４つの指標で訊いて

いますね。それを説明変数は、ここでも因子分析をやって４つの因子を出しています。そうしますと、

異文化適応能力、前向き行動力というのは我々が考えた用語でありまして勝手につけていますが、前向

き行動力、そう簡単にはへこたれないという要素ですね。それから３つ目が仕事能力、それから４つ目

が人間関係能力、対人関係能力です。先ほどのシニアな人たち、40代後半を中心とするサンプルの人た

ちの場合にも４つの因子を我々出しまして、このシニアの人たちとこのヤングの人たちの違いは何かと

いいますと、この変数ですね。この２番目の因子は40代後半の人たちはリーダーシップだったわけで

す。このヤングの人たちの場合は上司じゃないですから、前向きに行動するという、ここが違っている

ところですね。

　　さて、これらの結果がどうであったかというのは次。仕事成果については影響を与えるのは前向き行

動力ですね。これだけが効いてきます、４つの因子のうち。ここで我々日本の海外赴任の方はやっぱり

英語力が必要じゃないかとよく言われるんですが、サンプルになった人たちは優等生ですが、英語力は

みんないいのかというと、そんなことはないですよ。全部TOEICに換算すると400点ぐらいから900何
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十点にばらついてましたから。ですから、そういうばらついた英語力だと見ていただいて、英語力とい

うのは実は変数に入れたんですが効いてきません、英語力だけでは、プラスにもマイナスにも有意に効

いてこないという。効いてくるのはこれですね、前向き行動力。そして海外勤務年数とか、そういうの

も若干効いてくると。まあ、ここでは我々知りたいのはここと英語ですけど、英語は直接効いてこな

い、仕事成果に対して。

　　それから次のスキルに対して影響はどうだったかといいますと、これも前向き行動力だけが効いてくる

んですよ。英語もほとんど効いてきません、単独では。次に生活環境の適応はどうだったかといいます

と、この場合にも前向き行動力はプラスに効いて、異文化適応能力も実は効いてきます。それはそうです

ね、環境適応能力高い人は高くなるという相関があるのは当たり前といえば当たり前です。この場合にも

英語は直接には有意には効いてきません。じゃあ仕事のモチベーション、満足度についてはどういう要素

が効いてくるかということなんですが、この場合にも前向き行動力は全部に効いてくるんですよ。で、異

文化適応能力がある人はモチベーションも高く維持できてる。英語力は有意には効いてこない。

　　企業さんの中には、海外研修というと英語の、語学力だけやってるところもあるようですよね。そ

れから、我々のこの研究会の中にはTOEICの人たちもメンバーに入ってたんですよ。英語力が効かな
いといったら青くなってましたね。えーっと。だからこれ効かないといったらやっぱりまずいですか

ら、最後はちょっと、それは効かないわけじゃないんですよと、TOEICの人たちのために言ってるわ
けじゃないんですが。まあこれは前向き行動力にはどういう因子が、コンピテンシーが入ってるかとい

うのは後で見ていただきたいと思います。

　　英語力重要性、これはやはり海外に行って仕事をする場合には英語力はやっぱりないとだめじゃな

いのと我々も想定していました。しかし、先ほど言いましたように統計的には有意には、プラスなん

ですが有意には出てこないという変数で、実はこれは我々はこう解釈しています。英語力というのは、

ちょっと細かい点は除きまして、非説明変数に対しまして、調整変数として、つまり前向き行動力に対

して影響を与えることによって、それがより強く出るという形の、間接的に効いてくる要素であると。

ですから、あった方がいいんですよ。しかし、それだけができるから仕事ができるということは言えな

い。当たり前といえば当たり前。ただ、これが数量的データで出るというのが味噌なんですけどね、言

葉ではどっちでも言えますから。

　　もう最後なんですが、結論的には英語力はmustである。しかし、それ単独で成果につながるわけで
はありませんよと。他の要素が重要だと。取り分け、先ほどから出てまいります前向き行動力というの

が結構効いてきますよ、すべてに。では、問題は前向き行動力をどうやって身につけるんだろうという

のが課題になってきますね。まず我々のソリューションは、前向き行動力のある人を採用するのが一番

いいんですよというんですが、いなかったらどうしたらいいでしょうという次の疑問がありますね。い

ない時には育成するしかないと。How to Develop、これが問題ですよ。これは恐らく小さな成功体験を
積み重ねたり、ストレッチの効いた仕事をいろいろやらせて、徐々に上げていくということしか、ある

いはその海外赴任のトレーニング、海外トレーニーなんかもいろいろありますから、やらしてみて伸ば

していくという方法しかないのかなと思っています。

　　実際、この前の方のリサーチで、若い時の海外経験、海外勤務経験が40代のパフォーマンスにものす

ごく効いてくるという結果から、日立さんは新入社員全員海外赴任させてますよ、今。全員海外トレー

ニーで数カ月、全員ですよ。理系は半分だけに絞ってるらしいですね。語学力弱いのかな、ちょっと

はっきりしません。基本的にはほぼ全員を日立さんでは新入社員を、自社の子会社に３カ月ぐらい派遣
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してます。我々の成果を使っておられますね、メンバーでしたから。以上です。どうもありがとうござ

いました。

○司会：白木先生ありがとうございました。海外赴任は前向き行動力が一番大切であると。英語力はそれ

を補完するものだということが一つの結論だったかと思います。続きまして小枝先生、お願いします。

○小枝：小枝でございます。３枚で終わりますけど、さっき私の経歴紹介を丁寧にしていただいたんです

けど、一つ大事なのが抜けてまして、早稲田大学工学部機械工学科受験して失敗しまして、その後別の

学校に入ったわけですけど、更に早稲田は親切なところで、自動車・部品産業研究所で７年間客員教授

をやらせていただきまして、いつも生徒さんの前に一番先に受けるのはそれで、早稲田を落ちても早稲

田の教授になれるんだという話をよくしてましたんで、余計な話ですけど。

　　で、１枚目のスライドですけど、今、２つあるんですね。１と２だけで終わりますけど、１番目で、

日本の企業の国際化というのはいろんな数字があるんですが、時間がないのでこれだけにしましたけ

ど、今、現地法人の売上高というのは257.6兆円で、これ2016年が最新なので申し訳ないですけど古い
ですが、だからGDPが520～530兆円ですから、半分ぐらいは、GDPに入りませんけど、GDPの半分
相当は海外で稼いでいるということであります。これは経済産業省の資料です。それから輸出は大体こ

れ円高で、円で示してますから円高になったり安くなったりでちょっとずれますが、大体GDPの15％。
ですから16年の場合は77兆円ちょっとと。これは日本貿易会の資料であります。

　　では、製造業でどのぐらい海外で稼いでるんだといいますと、製造業全体では国内に対して海外は

23.8％です。今日は大聖先生がおられるので自動車の話はなるべく触れないようにしようと思ってたん
ですけど、まあ自動車はこの時期で50％、もう50はかなり超えてると思いますが、それだけ、どのくら

い実際の所得があるかというと、16年で12.2兆円です。ということで、国際化はある意味かなり進んで
るなということを申し上げたかったのです。

　　それから２番目、これは今回のテーマですが、人材の育成が必要だと。そのために必要なことという

ので、ちょっと人と違うような順番で書きましたけど、まず海外で活躍する人間にはまず日本の強みを

理解して、これを活用してもらいたいということであります。海外の強みをそのまま真似してたら体力

的にも絶対勝つわけないので、この辺が違うところであります。日本の強みとは何かというと、ここに

書いてありますように、完全ではありませんし、所得格差も最近拡大しているといわれていますが、階

級ってないですよね。まあ天皇陛下は偉いと思うし、皇族の方も偉いと思うけど、でも権力はないです

よね。で、皇室典範のもとで、国会が作った法律のもとで統制されている。ずっと昔から、例えば鎌倉

時代でいうと、鎌倉幕府の執権と称する北条氏が全国の利権を握っていたんですけど、彼の官位は相模

守ということですから、神奈川県知事なんですね。神奈川県知事に相当する者が天皇陛下の入れ替えな

んかやってるということで、これは違うということです。

　　それから、これのいい面だけを申し上げますと、そうすると金と名誉、それから権力と権威が別の伝

統だというのは今申し上げましたけど。それから労使関係が海外とまったく違うんですね。同じ仲間が

組合と使用者側に分かれているというのと、彼らは、やつらと我々ですから、ちょっとその認識が違う

ところです。

　　それから、事業をやる上でいいのは、下請け、下請けといいますけど、そうじゃなくて協力企業と

我々は称してますけど、例えば自動車であれば最終アッセンブリーメーカーと協力企業の位置関係とい
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うのはかなり対等に近いというようなことが言えると思います。

　　で、他に強みというのは省きますけど、規律ある社会でという話、それから不正が少ない、それから

時間、納期が正確と。まあ新幹線と書きましたけど、私、飛行機が一番嫌いなんです。でもまあ商売や

る上からよく乗りましたけど、ヨーロッパに行ったらなるべくインターシティというか高速鉄道に乗り

ましたけど、あれは５分、10分は必ず遅れるんですね。これは遅れに入らないと。それからグリーン車

相当の車に乗っても通路はゴミだらけと。これは乗客がどんどん捨てるんですね。それに対して日本の

新幹線というのは、私、東京駅で測ったんですけど、折り返しが17分から20分なんですね。で、更にお

節介なことに、掃除する部隊のお姉様に聞いたんですけど、あなた方は時間が何分あるのと言ったら、

私ら12分ですと。すると17分から12引くと５分ですよね。５分で乗り降りできるというのは驚異的なん

ですね。飛行機もそうですね。海外に行ったらまずだめですね。レディーファーストと称してみんな

待ってますけど、通路より幅の広いおばさんが一人いたら、もう何分間か遅れるというのは常識なんで

すけど。それから、掃除部隊のお姉様方に敬意を表すると、10分だけど、10分なんか使ったことありま

せん。大体７分で終わりますと。というような返事でした。これは仕事をやる上からは極めて日本の強

みなんですね。

　　それから次が、1.2億人の単一文化圏と書きましたけど、アメリカは３億人を超えてますし、中国は14
億人近くですけど、民族が違いますよね、中は。日本は、もちろん外国生まれの人もいますけど、考え

方はみんな一緒なんですね。この1.4億人が同じ文化圏に属してるという国はあまりないんですね。それ
からもう一つ言うと、日本という名前は７世紀から日本なんですね。天智天皇が決めた飛鳥浄御原令で

すかね、これで日本というのを称したんですけど、それ以降ずっと日本で、その前は「倭」といってま

したけど、こういう国は世界にないんですね。で、ヨーロッパが例えば800年頃というと、フランク王国

で、これはドイツとフランスとイタリアの北部が１つの国でしたけど、民族はぐっちゃでしたね。

　　もう１つは、ここにおられる方は知識人なので怒られそうなんですけど、知識人と大衆の知的能力差

が非常に少ないと。だから海外に行って、英語圏以外で英語で何か教えるってこれ無理なんですね。と

ころが日本の現場の人は、もちろん英語の単語はわかりますから、各企業のいわゆる最終の仕事をして

いる方も全部パソコンを持って自分で使ってコントロールしてますから、そういうところが大変強い

と。その証拠に、最近減ってますけど、新聞２紙が600万とか900万の発行部数をもってる新聞がある

と。アメリカにこんな大きいのはないんですね。フィナンシャルタイムズを読む人はフィナンシャルタ

イムズ。それから地方紙を読む人は地方紙と。だから大きな事件が起きてもなかなか伝わらないんです

よね。というようなところが違うと思います。

　　それから経済力はここに書いてあるとおりで、世界１位の対外純資産国です。それから個人の持つ金

融資産も大変なものですが、これ一人当たり1,450万になりますけど、ただ借金もあるので、300兆円か
ら400兆円の借金も、主に住宅ローンですけど、これがあると思います。ただ、もったいないことに、

この1,435億の50％以上が貯金なんですよね。それを銀行がうまく使ってくれればいいんですが、なか
なか難しいと。

　　それから次に大事なのは、日本の強いところを言いましたけど、日本の企業が人材を育成するために

必要なことは、日本の経営理念をグローバルに通用というのは、グローバルの人がわかるものに変化さ

せなきゃいけないと。私は日産自動車に勤めていますが、日産の場合は行動指針というので、NISSAN 
WAYというのをやっていますが、大したことはないんです、１枚の紙で出ますが、これをたしか10カ
国語に訳してるんですね。で、10カ国語がわかるやつは誰もいないから、全部正確かどうかよくわから
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ないんですけど、まあそれで訳しただけではだめなんですね。マネージャー以上はその行動指針に従っ

て仕事をしてるかどうかを評価の大きなポイントにしてます。ということが一つないと、別に日本の強

みがあっても使えないと。

　　それから次がリーダーの育成なんですけど、ちょっと２つに分けています。トップリーダー候補とい

うのは少し今までの日本のやり方と違いますが、早めに選抜して早めに昇格させて、PLというのは要
するに経営責任、Profit Lossですけど、PLの責任を持てる機会を与えると。例えば海外子会社の社長に
するとか、海外の社長じゃなくて次席に送ってもだめなんですね。絶対責任を持たせなきゃいけない。

国内も同じですけど、必ず社長にしてます。それで、特に海外に通用する場合には、その上司とか同僚

とか部下が日本人じゃなければ、これは理想的だというふうに考えています。さっきの英語の話があり

ました、白木先生の話がありましたけど、もしあれば後で私の考えも聞いていただけると思いますが。

　　それから次はですね、これで終わりです。次が、そうはいってもトップリーダーだけじゃなくて日本

の強みを更に強くするリーダーの育成というのはもっと大事だと。で、今、経営状況、それから政治状

況、大変変化が激しいですから、これ、本社のトップが細かいことまで決めてたら対応できないわけで

すね。だからそれぞれの部署で会社の基本方針を理解して、適切な処置をすると。具体的に言うと、軍

隊でいうと、大将が全部決めてたらだめで、それぞれの小隊の隊長が適切な処理をするということが必

要なんだというふうに思います。これは日本は得意ですから、あまり得意過ぎると、私が若い頃にやっ

てえらい失敗したのは、決めるのは役員だけど実行するのは俺だと。そうすると会社は成り立たなくな

りますからこれはいけないんですけど、そういうことが必要だと思います。そのために何と何をやるか

というと、要するに信頼性の高い開発、生産力をグローバルに展開できる人材。それからオープンイノ

ベーションを受け入れると。今流行りですけど、要するに、他人の知恵をうまく活用するためにはこの

能力が必要だという、そういう人材が今求められてると思います。

　　最後は余計ですけど、これは私の個人的なあれですが、アメリカのビジネススクールに短期留学する

と、MBAを取ってきましたというんですが、どうも習ってきたのがフリードマンやその他のシカゴ派
学者の金融論なんかもってきてるんですが、それを簡単に言うと、会社は誰のためのものかという、当

たり前じゃないですか、株主のものだろうという、これを習ってくるんですね。我々は会社は誰のため

にあるのかと、そうすると株主も大事だけどお客さん、従業員、取引先、地域社会、これは世界中にも

今環境で、細かい話は省きますが、ESD（Education for Sustainable Development）とかCSR（Corporate 
Social Responsibility）とか、それから最後は難しいんですけど、継続ある開発等々が大事だというのも
言われ出していますが、特にアメリカ、イギリスの金融資本主義というのはまだ根強いところがありま

すから、我々の会社としては海外に勉強に出した時には、これを理解するのも、理解しないと対抗でき

ませんから理解するのは大事だけど、それに染まるなよということを期待しております。以上でござい

ます。ありがとうございました。

○司会：小枝先生、どうもありがとうございました。今、小枝先生のお話を簡単に司会がまとめますと、

日本企業というのは国際化をしていると。これからの国際化人材としては、日本の強みを発信できる、

そういった人材が求められている。また、それからトップリーダーになる者に対しては早めに選択をして

それなりの教育をしていくといったことが求められているのではないかといったお話であったかと思いま

す。で、白木先生の若い人に早く経験をさせるということはトップリーダーにとっても重要ということで、

早く経験をするというのは一つのキーワードかなと思いました。続きまして兼村先生お願いいたします。
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○兼村：ご紹介にあずかりました松本大学の兼村と申します。今日はこんな高い位置からお話しさせてい

ただきましてありがとうございます。私、先ほど二木さんのご紹介にありましたとおり、中小企業を主

に研究の対象としておりますが、中でも中小企業の国際化というのを見ています。大体中小企業学会な

どでこんなような報告をさせてもらっているのですけれども、その調査で、信州を中心とした地方の中

小企業に出向く機会というのは非常に多い。その中で、経営者の方から出てくる話というのは最近はほ

とんど人材なんですね。それぐらいやっぱり地方の中小企業って人がいないんですね。で、立場上、人

材に関する調査研究というのも取り組んでいかなきゃいけないなということで、最近はちょっとそうい

うこともやらせてもらっていまして、先般、全国経営学部学部長会議というところで発表させてもらい

まして、今年から連合総研でこの長ったらしい名前がついていますけど調査を始めています、３年間か

けてやります。

　　これはどういう調査かというと、要するに中小企業の働く場としての魅力というのをもう一回見直し

てみようじゃないかと。例えば、墨田区に従業員50人ぐらいの物作りの会社があるんですけど、そこに

は東大卒とか早稲田卒とか立命館卒のトップエリートの学生が入ってくるんですね。ITじゃないんで
すね。もう本当の機械加工屋さんです。どうしてそういう普通の物作りの企業にそういったトップエ

リートの学生さんが入ってくるのか、何かを調べることによって中小企業の働く場としての魅力という

のをもう一度考えることができるのではないかというような取り組みを今やっている最中です。

　　本題に入りまして、そうした問題意識なんですけど、人手不足の中、中小企業、小規模企業ですね、

外国人労働力の活用というのが今進んでいます。データによりますと、例えば技能実習生の70％が従業

員19人以下の、中小企業基本法の定義でいうと20人以下というのは小規模企業という形で分類されるわ

けですけれども、70％の実習生が小規模企業で働いていると。留学生の60％が中小企業、小規模も含

み、60％が就職していると。日本人では手が足りない。外国人に依存せざるを得ないというのがご存知

のように進んでいると。この中には海外進出により成長が期待される知識集約的企業ですね、例えば金

型とか特殊な機械加工とか、海外市場に打って出ても需要を獲得する、マーケットを獲得することがで

きるような企業、ただ小規模企業だから海外には出られないと。

　　一方、海外に展開しなければ生き残れないような労働集約型、例えばよくあります食料品加工とか、

繊維産業とか、技能実習の問題なんていうのはこの２つ目のここのところで非常に外国人を買いたたい

て労働を搾取するようなことが行われているようですけれども、ああいう業種ですね。最近こういう業

種というのは日本ではもう成り立たなくなったと。ただ、海外に移すことができないので安い労働力を

調達して日本でやってると、そういう類の企業、業種だと思いますけど、こういう企業にとって、外国

人労働力というのを一つの海外進出の契機になるのではないかと。単に人手として、労働力として使う

のではなくて、海外進出のきっかけになるのではないかと。実際にそういうことをやってる企業さんと

いうのは何社かありまして、そういった企業さん、外国人材が主導的な役割を担って海外進出する企業

というのは、進出するにあたっての問題というのをどういう形でクリアしてるのかということについて

ちょっとここで見ていきたいというふうに思います。

　　外国人主導の海外進出にかかる問題点というのは、先行研究からいくつか抽出しました。中小企業、

小規模企業が採用に関心があっても巡り合える機会自体が非常に限定的。それから相互理解を図る機会

が欠如していると。それからこれは白木先生の先行研究にたしか2008年にあったと思うんですけれど

も、留学生の大企業、ブランド、大都市指向、それから進出、彼らにとって母国になるわけですけれど

も、その文化習慣には詳しいけれども、海外拠点というのは非常に限られた人数ですべてのオペレー
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ションをやらなきゃいけないということもありますので、非常に幅広い業務の知識、ノウハウが必要に

なると。それが乏しい。それから、これ最後のところは実際にこれが動き出した後、現地の人材、従業

員をどう確保するのか。これは確か中小基盤機構の調査の中で、現地経営の最大の問題点としてこれが

挙げられていました。これらの点について進出している企業がどういう形で対応しているのかというこ

とをちょっと次のスライドで見ていきたいと思います。

　　５社ばかりちょっと挙げさせてもらいました。一番下の黄色くなってる、これはトランスのコイルの

巻線の会社なんですけど、これは完全な労働集約です。あとはどちらかというと金型、金型部品、機械

工、知識集約型産業です。で、進出国はベトナムと中国に集中しています。まず、外国人と知り合う機

会なんですけれども、もともと従業員として入る前にアルバイトの勤務の経験があったと、そこの会社

でですね。それから経営者の家庭教師をやったことがあったと。こういうケースから見るように、意外

と身近なところ、日常の中で外国人と知り合って、そこで相互理解を促進する機会になってると。外国

人のこういう採用というのが、これ全部、ここを除くと小規模企業なんですね、20人以下ですから。特

にこういった20人以下の小規模企業では労働市場からの調達ということではなくて、日常の中での延長

線上で彼らをよく知り、彼らも経営者のことを知り、会社のことを知りという形で両者の関係が出来上

がった、人間関係ができた中でその後の展開に発展しているということがわかりました。

　　それから３番目のＣ社は現地の有力者からの紹介。で、技能実習についてはこういう上３社のような

機会はなくて面接から入るわけですけれども、Ｂ社に関して言うと、技能実習後、開始後、経営者のお

宅に同居して、寝食を共にした生活を送るというような形でお互い相互理解を図るような機会があり

ます。

　　で、２番目のブランド指向、大企業指向なんですけど、もともと彼らは、特に技能実習生もそうです

し、ここに出ている留学生というのは地方大学への留学生で、大企業というのは頭から考えていませ

ん、中小企業でいいと。ただ、中国流にいうと、みんなラオパンになりたがるわけですね、経営者にで

すね。で、ラオパンになれるのであれば規模が小さくてもいい。で、彼らはどういうことを行ったかと

いうと、その経営者に海外進出を働きかけるわけですね。海外進出を働きかけて、そこの責任者として

自分が着任するというようなスタイルですね。そうすることによって彼らがラオパンになりたいという

夢をかなえることができる。

　　で、その前提になるのが彼らの優秀な労働力、日本人以上の勤勉さ、まじめさ、こういうものをやっ

ぱり現場の社長が見るにつけ、これだったら現場で任せてもいいじゃないかというようなことになっ

て、実際彼らを中心とした海外進出が行われていくと。

　　で、３番目の問題ですね。現地での業務というのは幅広い。それに対してどう対応しているのかとい

うことです。この赤字は、日本の本社からの輸入販売、代理店のような機能。それからここは生産委託

ですね。要するに日本の本社の分工場の位置付け。ですから、それほど大きな幅広い業務を現地では手

がけていないというところですね。中小企業といってもご存知のように、１人から300人の間で、恐ら

く今まで議論されてきた中小企業というのは従業員100人以上の会社ということを指していた。となる

と生産があり、販売があり、管理があり、いろんな業務機能というのが必要になりますが、このクラス

の企業であれば、生産機能だけでも日本からの委託加工という形で十分現地の会社、工場が回せるとい

うような位置付けにある関係で、この業務機能の幅広さというのがそれほど大きなディスアドバンテー

ジになっていないということですね。

　　こんなようなことで幅広い業務機能というのも非常にシンプルな形での進出によって可能になってい
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ると。もちろん現地向けの生産とか販売、こういうものについては彼らだけの手に負えない。で、どう

するかというと、そこでは日本の経営者が現地に出向いて人材育成、教育をすると。で、こっちではそ

の現地にいる、現地に駐在してる、現地に移住している日本人技術者を雇って経営とか生産管理のサ

ポートにあたってもらうということで、不足するノウハウについてはそこでフォローすると。

　　で、最後、この特記事項、付随特記事項なんですけども、これをやることによってどういうことが実

現されているのか、可能になっているのかと。従来人手不足対策として技能実習生を日本で入れていた

わけですけれども、それを人材に育成し、なおかつ、それを現地の自社の法人に還元していくと。それ

によって経営者の方も単に安くて豊富な労働力という形で人を使うのではなくて、人材という視点で日

本国内でも研修させる。非常に理想的な技能実習の姿にしていくことが可能なのではないかということ

が１点。それから、既に国内では競争力のなくなった労働集約産業を海外に出すことによって、国内事

業の高度化。このＥ社というコイルの会社は月産10万個以上のコイルは中国で、国内では産業機械向け

とか、非常にロットの小さいコイルを手掛ける。そうするとそんなに人数が要らないわけですね。です

から人手不足の問題というのもカバーできるという形で、国際分業が自社内で図れるというメリットに

もつながる。

　　それから最後に、これは私のこれからの研究テーマにしたいと思っているんですけれども、事業承継

の問題ですね。日本の中小企業、10人クラスの企業の中には大変すばらしい技術を持っていながら、し

かも息子さんがいながら、その息子が跡を継がないという企業がいくつかあります。私もそういう会社

を知ってます。息子さんは東京とか名古屋とか大阪の大企業に勤めて、大変すばらしくて、規模は小さ

いですけれども収益もあがっている立派な会社ですけれども、もう戻ってこないんですね。経営者の方

はそうなると、もう担い手がいないと。その担い手をこういった外国人に託すと。ですから、これから

グローバルな事業承継というのが一つの事業承継のあり方として考えていかなければいけないことなん

じゃないかなというふうに思った次第です。私の発表は以上です。どうもありがとうございました。

○司会：兼村先生どうもありがとうございました。兼村先生からは、中小・小規模な企業において外国人

労働者、外国人労働力をいかに使っているか、そういった課題について詳細なご報告をいただきまし

た。これで３人の先生方のご報告をいただいたわけですけれども、司会の方で３つ論点をピックアップ

させていただきまして、まずそれらについて議論を進めていきたいと思います。

　　まず第１点ですけど、現地、国際化して海外に進出した時の現地を理解して、さらに日本の強みを発

信できる、こういった人材がこれからの国際企業には求められているのであろうということかと思いま

す。この点に対しては白木先生のご報告にありましたけれども、言葉、それから商習慣を理解していな

い、特にそういったことで上司の評価もあまりよくないというようなこともありますけど、まずやっぱ

り信頼を勝ち取った上で、その上で強みを発揮できる、発信できるような人材が必要である、これがま

ず１つの論点です。

　　それから２番目、兼村先生から外国人労働者をいかにコラボレーションして、使って企業の戦力にす

るかということですけれども、小枝先生のご報告の中で、他人の知恵を利用して一緒にやっていく、そ

ういった意味では大企業であっても、外国企業とのコラボレーション、M&Aであったりとか、そうい
う中で外国人の幹部、それからミドルマネジメントと、いかに一緒にやっていくかということ。これが

できる人材が求められてるのであろうというふうに思う、これが第２の論点。

　　それから、３番目の論点としましては、白木先生の報告にありましたが、日立の例ですと、入社する
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とまず３カ月ぐらいは海外に長期出張に出して現地理解を進める。それから小枝先生のご報告の中に、

トップリーダーは候補を早めに選択するということで、いかにスピードを上げて、戦力になる、会社の

力になる人材を育成していくか。そういった仕組みを会社の中で築き上げていくか。これが３番目の論

点かと思います。

　　それで、今の３つの論点で３つお答えいただいてもいいんですけれども、１つでも２つでも構いませ

んので、順番にその論点に対して具体的にどう考えるかといったようなことをお話しいただければなと

思います。では白木先生からお願いします。

○白木：ありがとうございました。まあ現地を理解し、日本の強さを発揮するという点でありますけれど

も、やっぱり海外で勤務している場合には、その現地に対する関心がないと、例えば日本に来ている外

国人の、外資系で勤めたと。で、外国人が本社から来て日本にまったく関心ない上司であればどう感じ

るかということですね。やっぱりそういう人たちはその会社に対する熱意も冷めてしまうとか、いろい

ろなことが起こるんじゃないかと思うんです。これは言うまでもないことで、その辺はちょっと変える

必要があるんじゃないかなと。そういう適性のある人を送ることも必要だと思います。

　　２つ目の外国人労働者のところなんですけど、先ほどの兼村先生のところでは、技能実習生からうま

くいった人とか、あるいは中小企業でうまくいってる方なんですけど、私、特殊ポンプを作ってる九州

の会社で、大学院生を採用してる会社がありますよ、博士課程を出たようなですね。そこでうまくいっ

てるんですよ。で、その社長さんはもともとはそういうポンプ業界の人じゃなくて、娘婿で入った人な

んですよ。高校生から留学して、アメリカの方の芸術系の大学を出てるんですね。で、レストランで成

功して、帰ってきて結婚して何か娘婿で入ってるんですけど、九州の特殊ポンプの会社をやってるんで

すが、この人は海外に対する理解もあると、もともと高校生から留学してますから。そういうのもあっ

て、ポンプの会社を強くするにはどうしたらいいかというので、地元の大学院生ですね、有名な大学か

らも相当技術者で入ってきてます。

　　この人たちにどういうことをやったかというと、暖簾分けをするという、まあ古い言葉を使ってるん

ですね。だから先ほどラオパンになる人が多いって、日本の若い人もそうですね、将来自分で会社やろ

うという人は大企業に行く人もいますけど、むしろ中小企業に行って将来そこで自分で会社を持ちたい

という人は多いわけで、外国人留学生も結構そういう人がいるらしいんですね、技術系の。そういう人

たちを採ってリビアの方で代理店、そして自分のビジネスをやってもいいという形で、資金も提供し

て、うまくいってるケースがありました。その場合に、よく優秀な人を採った場合に中小企業でうまく

いくのかというと、博士号を取った技術者を中小企業、たかだか100人ぐらいの会社で採って、これま

でいて、たたき上げの、もう20年、30年働いている高卒の人たちが満足するのかというのは疑問ありま

すよ。この人が大活躍して世界から営業取ってきて、技術も抜群にできる、英語もものすごくできる。

そういう人が来た時にやっかみでその人を潰すんじゃないかというのはよくある話なんですよね。とこ

ろが、そこはそうなっていない。なぜかというのは私もちょっと聞いてみますとですね、その、何人か

採ってるんですよ、大学院生をね。その人たちが海外に行って営業を、営業はできないですよ、日本

人。だって仕様書が英語でこれくらい、10㎝ぐらいのやつをやっぱり読み込まないといけない。それは

相当できないとできないですよね。その人たちはできる。そういう人を採ってるわけですね。そして、

そこで利益があがった場合に、ここからがポイントで、そのあがった利益を結構みんなで分けるシステ

ムを作ってあるんですよ。
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　　ですから、たたき上げで、こいつ新参者で仕事はできるけど、何かこいつというやっかみがなくて、

この人が稼いでくれると自分たちにもメリットがある。そういうシステムを作ってるというのが僕は味

噌かなと思いましたね。ですから、がんばって稼いできてくれよという形のいい雰囲気ができてるとい

うか。で、社長もそれに対しての理解があるとかですね。今はもう募集に行かなくても自然に口コミで

大学院生がエンジニアで入ってくるみたいですね。そういう中小企業があるというんで驚きました。

　　ですから、いろんな工夫によって、中小企業で伸びる人、それで将来ラオパンになりたい人たちに

とっても夢がある。日本の若者にそういう所にどんどん行ってもらいたいと思うんですけどね。大企業

指向が多くてそこは問題じゃないかと思いますけどね。

　　で、３番目の若手の抜擢と育成というのは、これは当然だと思いますよね、ある意味でね。特にその

適性のある人には早いうちから経験させる。小さなことでやってるところはありますよ、大企業である

化学メーカーですけれども。最初に一人でやらせる仕事ね、小っちゃいことをやらせるんですよ。どう

いうことかというと、例えばニューヨークでお客さんのところに行って注文を取ってこいと一人で行か

せる。大学を出てまだ１、２年の人に海外出張に一人で行かせる。フライトもホテルも全部自分でやら

せる。交渉も全部自分でやらせてくる。一週間ぐらいの出張ですけど、これが一番伸びますねなんて

言ってましたよ。ですから若い時の最初の、PLまでいかないんですが、責任持たせるという意味では
そういう方法も入れながら、若い時にどんどんやらせてみるのは重要じゃないかなと僕は思ってます。

以上です。

○司会：ありがとうございます。兼村先生、お願いします。

○兼村：今、二木さんの方から挙がった３つのご質問のうち、３番目のところからいきたいと思いますけ

れども、入社すると海外に送ってうんぬんという話ですけれども、対象は日本人だと思うんですけど

も、私は地方の大学に勤務してまして、卒業生は地元の中小企業に就職する学生が多いです。で、彼

らに質問するんですね。どういう会社に行きたいのというと、先生、譲れない条件が３つありますと。

で、言ってごらんというと、家から通える。転勤なし、土日休み、この３点セットなんですよ。で、地

元の企業でエクセレントカンパニーというと、皆さんご存知の、諏訪にはエプソンという会社があるん

ですけれども、もしエプソンに入れてやるよといったらどうするというと、嫌だというんですよね。だ

から要するに労働に対する価値観が、例えばトップエリートの大学とか、東京に住んでいる人たちと

ちょっと違うんですね、地方では。そういう、我々が東京とか、早稲田とか、こういったエリートの大

学の学生なり卒業生なりがもっている職業観と、地方のそういった人たちの職業観って僕は根本的に違

うと思う。そこをちゃんと区別した上で何事も議論しないと、例えば地方創生にもつながらないし、う

まくいかないと思う。ミスリードが起こっちゃうと思うんですね。

　　で、地元の中小企業から見るとそういう人たちが多いので、海外展開というのは日本人に依存すると

いうのはかなり難しい。特に規模が小さくなればなるほどですね。そこそこの100人クラスの企業であ

れば、Ｕターンの学生が戻ってきたり、それなりの学生というのは入ってくるのでいいんですけども、

そうじゃないところになると、さっき言いましたように、日本人で海外に赴任してとなると相当難し

い。となると、やっぱり人手不足もありますし、外国人をどうやって使うかということが非常に大きな

彼らの生きのびるための課題。それはグローバルな仕事の領域の拡大にもつながりますし、さっき言い

ましたように、労働集約的な、非常に国内ではもう競争力の落ちた事業を海外にシフトさせるという部
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分でのメリットにもなる。

　　で、外国人を使えば、そのラオパン、経営者は現地のことについて100％お任せということまではいか

ないまでも、その外国人を主導にうまくやっていくことは可能になる。いきなり現地化ができるわけで

すね。いつまでも日本人の駐在員が向こうに張り付いて現地の人を雇うのに何百倍もお金がかかるとい

うようなことじゃなくて、いきなり経営の現地化というのも可能になるというメリットも出てくる。逆

に言うと、そういった中小企業、特に規模が小さい会社というのは、それだけの人という零細資源は割

けるだけの余裕はない。だから外国人の意欲ある人にそういう部分を担ってもらって自社の事業拡大な

りリストラなりを進めていくことが非常に重要なポイントになるのではないかということです。

○司会：ありがとうございました。続きまして小枝さん、お願いします。

○小枝：全部お話ししてると長くなるので、ちょっと短かめに言います。後ろからいきますと、トップ

リーダーは早めにとかいいましたけど、トップリーダー以外は違う方法で育成するのが日本の強みかと

言ってるみたいなんですが、何で早めにかというと、競争相手は日本人じゃないんですよ。外国人なん

ですね。外国人の大企業のトップというのは大体50代前半から40代ですから、彼らに対して対抗するに

は早くからやらないとだめだと、そういう意味で申し上げました。

　　それから２番目の外国人労働者の利用というところで、外国人労働者というより、外国人の利用とい

うことですけど、これと並んで必要なのはあまりいい言葉じゃないけど、中途入社者の利用、この２つ

ですね。で、利用のために必要なことは、まずその外国人または中途入社者に自分の新しく入ったとこ

ろの企業の基本理念を理解してもらうと。これにかなり時間をかけるんです。で、弊社の場合は今中途

入社者が全体の会社員の25％。新卒、今度採用する人の25％じゃなくて、今働いてる人の25％が中途入

社者です。彼らはさっき言ったNISSAN WAYをちゃんと勉強、これを長い時間かけまして、しかも業
績評価に活かしてますから何とかなってますけど、外国人も同じです。で、例えば１人フランス人でア

メリカの確かマサチューセッツ工科大学だと思いますけど、出て日産に入りたいと。ルノーとまったく

関係ないんですけど入ってきて、私が面接したら、お前何をやりたいと言ったら、いや購買でもいいけ

ど、ともかくまず次長にしてくれと。課長じゃないんですね。俺の能力だったら次長だと。日産はそう

いう方式をとってないので、担当者から始める。それで嫌なら他へ行ってくれという話をして、その代

わり半年ごとに評価して、成果があがれば上に上げるよと。そうしたら彼は半年ごとに満点をとりまし

て、今役員になってますけど。そのくらいまで日産のやり方というのを理解してもらわないといけない

と思っています。

　　それから、英語の話がよく出ますけど、私も英語は、実はできない。できないのにイギリスやメキシ

コに何年かいました。というのは、英語が万能じゃなくて、メキシコ行ったらスペイン語しか通じない

んです。で、フランス行ったらフランス語しか通じない。で、ルノーは今日産と提携関係にありまし

て、それからルノーの、面白いですね、マネージャーの昇格試験は英語を入れたんですね。だからほと

んどの人が英語わかんないんですね。で、日本人の英語というのは、またこれ正確を期するところが

あって、ここは過去分詞を使うのかとか、これは主語だとか、何か余分なことを考えてるんですけど、

そんなこと考えずに単語だけ並べりゃ通じるんですね。ということで、これを最近グロービッシュとい

うんですね、グローバルイングリッシュという意味でしょうけど、グロービッシュと称してそれを推薦

してますから、中途採用する場合、外国人を採用する場合も英語力というのは一切気にしてません。そ
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れから昇格の時もしてません。その代わり海外赴任者を決める時も語学力はまったく気にしてませんの

で、スペイン語が一言もわからんやつがメキシコへ行けというとえらい目に遭うんですね。

　　私の経験でいうと、私、数カ月ですけどメキシコに赴任したことがありますけど、しようがないん

で、行きの飛行機の中で１、２、３、ウノ、ドス、トレスというのを覚えまして。何でかというと、向

こうへ行くとすぐ車を貸してくれて勝手に行けと。駐車場に行って駐車料金を払うのに、キンセといわ

れるといくつかなとわかんないんで、ウノ、ドスから始めましたけど、まあ、それでも通用するように

なって、数カ月後には日産辞めたいというやつを辞めない方がいいよという説得までしましたから。だ

からまあ、むちゃくちゃな、要するにあれでいいんですね、よく若い人に言うんだけど、「僕は昨日学

校に行く」で、日本人はNGですよね。これ通じるわけですよ、昨日というのと学校がわかったら。と
いうようなことであまり気にしなくていいんじゃないかというのは１番目の私の感じです。以上でござ

います。

○司会：ありがとうございました。これで２巡したんですけども、少し司会の方から先ほどのコメントを

含めて質問させていただきたいなと思います。小枝先生に、トップの人材を早く選別をした方がいいと

いうことですが、日本企業の場合は和を以って尊しというのが今残ってるのかどうかわかりませんけ

ど、かなりの会社では残ってると思うんですけど、それを早くやり過ぎるのも問題かと。例えば課長の

時にこの人はもうトップ人材だと、恐らく人事制度の中ではわからない形でしてるんだと思うんですけ

れども、どの辺あたりですか。課長なのか、部長なのか、どの辺あたりで選別すると小枝先生はいいと

お考えでしょうか。それをやるために会社の仕組みとして考えておくべきみたいな、ちょっとそういっ

たご示唆をお願いします。

○小枝：人事の制度で、どこでも言いますけど、high potential peopleというんですけど、これを選ぶのが
課長から部長、その辺ですね。で、さっき言いましたけど、PLの機会を与えて経営でやるんですけど、
半分ぐらい失敗するんですよ。で、失敗したやつはもう放り出すかって、そこが議論で、それは私は主

張したのは、野球は三球三振なんで、一球三振というのはねえだろうと。じゃあお前他を探せといわれ

て、他の機会を探して、で、立ち直ったのも結構いますけど。それでもだめならしようがないですね。

という、ある意味厳しいんですけど、まったく失敗したらゼロだという制度にはしていません。

○司会：それに関連してですけれども、将来こういう人材はこれからの国際企業のトップに向いてるなと

いうところを課長クラスで何名か選別するわけですけど、小枝先生から見られて、どういう人材像です

か。例えば先ほどの前向きだったりとか、何でも海外でもやってやるとか、その辺の理想的トップの人

材像は。

○小枝：白木先生のお話にあったとおりだと思います。前向きだというのと、それからもう一つは明るい

というのは大事ですね。だから精神的にタフじゃないともたないということですね。それからもう一つ

は健康ですね。これ女性をそれにしたいんだけど、今困ってるのは女性が課長になる時期というのは、

お父さん、お母さんが高齢なんですよね。で、これは日本の仕組みを変えないといけないと思ってるけ

ど、私らも年取ってきましたけど、やっぱり娘でよかったなと思いますよね。これ息子だと、いや、だ

から婿は全部息子ですけど、親のとこなんか行かないですからね。そんなところがね、少し変えなきゃ
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いけないと思ってますけど、さっきのハイポテンシャルには当然女子も入ってます。で、結婚してても

本人が納得すれば、本人アメリカで旦那は欧州赴任になって平気でやってますけど、まあ何とかなって

ます。

○司会：ありがとうございました。兼村先生に質問なんですけど、兼村先生は主に中小・小規模のご研究

をされていまして、今日、小枝先生のご講演はもう少し大きな企業のお話だったと思うんですけれど

も、一番参考になった、こういったことというのは中小の経営、国際化にも参考になるんじゃないかと

いったことについては、いかがでしょうか。

○兼村：大企業と中小企業の人づくり、人材育成というところの違いという話でちょっといいですか。

私、最近、伊奈市という所があって、そこにメッキ屋さんがあるんですね、従業員80人の会社です。

で、メッキですから典型的な３K職場なんですね。で、工場はきれいで、そういう雰囲気はあまりない、
それも社長が全部リニューアルしたということなんですけど。従業員の平均年齢が31か２ぐらいで、女

性が35％いる。で、離職率ゼロ、ここ数年。すばらしい会社なんですよ。

　　で、その社長さん曰く、社長さんは川上さんという伊奈の商工会議所の会頭もやっていらっしゃる方

なんですけれども、今、巷に労働力の、人材の流動化、だからいかに外国人も含めて労働力を流動化さ

せて必要な経営資源を外部から調達するとかいう形で、従来の日本の年功序列・終身雇用みたいな体制

を変えていかないと新しい産業、初めのセッションでやったような新しい技術に対応できないみたい

な話があるじゃないですか。でもね、その会社は、社長曰く、少なくとも中小に関しては逆なんです

よ。人材育成をやるということになると定着してもらわないと困るんですよね。で、定着するためには

特にそういう地方のそのクラスの企業になると、人がやっぱりとどまってもらえる。そのために、まあ

アカデミックに言うと、企業コミュニティ性が強いという言い方をするんですけど、つまり中小ですか

ら今までどっちかというと中途採用がメインだったのを完全に新卒採用に変えると。で、プロパーを育

成して、その中で管理職も作っていくということが１つと、それから人材採用に力を入れる、この２つ

によって会社のピラミッドを外部に出ていかないように、あるいは入っていかないようにした形で人材

の固定化を図る。それによって会社の中のコミュニティを高めて、要するに働く場としてだけではなく

て、自分がそこで生活する場の実感というのを会社の中に与える。それによって人を定着させる。それ

によって会社の雰囲気をよくして人材のスキルを上げて会社の競争力を図るというやり方をとってるん

ですね。それを考えると、よくグローバルな視点でもそうですし、国内でも人材の流動化ということが

よく言われますけど、少なくともそれは大企業とか新しい産業、AIとか ITとかいうものに当てはまる
ような話で、在来型の技術をベースとした地方の中小企業というのは果たしてそれがいいのかどうかと

いうのは私の問題意識、関心として、最近非常によく感じることです。ちょっとお答えになってるかど

うかわかりませんけど。

○司会：はい、ありがとうございます。白木先生に質問するというのはちょっと恐縮で緊張するわけなん

ですけど、まず２つ質問したいと思います。１つは、白木先生のトランスナショナルヒューマンリソー

スマネジメント研究会、私もほぼ常連で出席させていただいてるんですけど、人事関係ということで薬

の会社があったり電気の会社があったり自動車とかあるんですが、白木先生からご覧になられて、今の

自動車関連業界、自動車業界の国際化について他の業界と比べて進んでる点とか、もうちょっとこの辺
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はということについて、何かそういったことのご意見をお聞かせいただければなと思います。

　　もう１つは、兼村先生の議論にあったんですけど、中小、それから小規模、地方の企業にとっての人

材というのはやっぱりこれから我々が考えていくべきことだと思うんです。それで白木先生の報告の中

で事例として、地方の小規模な企業が博士課程の学生を採っていると、そういった企業もあるよという

お話があったんですけれど、一方、大企業指向が強い、特に早稲田はそうだと思うんですが、日本の学

生で大企業指向が強いと一般に言われている理由はどういったところにあるのかなという、その辺のご

意見を聞かせていただきたいなと思います。

○白木：まず２つ目の方から、今覚えてるもんですから。我々のゼミの学生を見ても９割は超大企業に

行ってしまうという。でも１割ぐらいはそうでもないのもいますよね、やっぱり。ええ、１割ぐらいは

ベンチャーに入りたいと。で、将来はやっぱり、先ほどのラオパンではないですけど、将来自分で会社

をやりたいんだというのはいますよね。例えば大企業でもリクルートみたいなところに行く人というの

は結構自分で会社やろうという気持ちをもともと持って行ってるのは結構いますよ。で、今の地方の学

生とか地方の人材について感じたことなんですけれども、いわゆるそれぞれの地域に合った人材の採用

とか育成の仕方はあるんじゃないかなという感じがしますね。ですからベストプラクティスという言葉

がありますよね。ベストプラクティスはどこでも通用するものじゃないんですよ。ベストプラクティス

をもってきてベストフィットにしていくというのが重要だと思うんですよね。アイデアとしてすごくい

いものが一般的な理論でもあるわけですよ。例えば皆さんコミットメントという言葉をよく使われます

ね。組織へのコミットメント、個人と会社との関係というのはコミットメントって一般的な理論ありま

すよ。その中でコミットメントにはいくつかのファクターがあって、そのうちの１つに一体化というの

があるんですよ。私がいないとこの会社は潰れるんじゃないかとか、私はこの会社を愛してるという、

そういうファクターが入ってます。これは先ほど兼村先生がおっしゃったような、その会社は何か新卒

しか採らないで、この会社でがんじがらめにしていくような日本の内部労働市場、大企業にあるような

内部労働市場を作っていくような話をされていました。これも要するにその会社の一体化を求めていく

ということであって、実はそれは一般理論の中にも入るんです。それのコンテクストに合ったような形

でベストフィットにしてる一つのパターンじゃないかと僕は聞きながら思ったのですが。

　　同時に日本の企業は海外に行って、最近若い人たちが社員旅行に行かないとかよく聞きますね。で、

コンパなんか呼んでも来ないと。飲み会行くぞーなんて上司が言っても、いやー、ちょっと何とかかん

とか、むにゃむにゃむにゃとか言って、いやいや来るか、あるいは来ないという、そういうのをよく聞

きますね。で、会社全体で忘年会をやろうたって来なかったり、社員旅行なんて若い人は嫌がると。お

じさんと雑魚寝するのは嫌だとかいろいろ意見を言って、日本では大分廃れつつあって、一部でまた復

活してるようですけども、東南アジアではものすごくこれ重要ですよ。インドなんか行ったら、もう運

動会をやるといったらもうおじいちゃん、おばあちゃんも来て、家族総出ですよ。

　　で、そういうコミュニティがいいと、本人がもうこの会社辞めたいと言っても周りが止めるらしいで

すよ、あんないいとこ辞めるなとかいって。そのぐらい今のコミットメントという言葉もその地域に合

わせてうまく使っていけば、一般理論に適用できますよね。だからフィットさせるというのが重要かと

いう感じがしました。

　　もう１つ、自動車業界はどう思うのかなんて、ちょっとおこがましくて、僕もそんなに自動車のこと

を知らないもんですから、乱暴なことを言いますと、自動車業界は少なくともこれまでは世界で断トツ
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の技術力を持っていたと思うんですよね。ですから日本から海外に持っていくというスタンスが一般的

だったと思うんですよ。わかりませんよ、勝手に言ってるだけですよ。ところがやっぱり、文化の時代

といわれているようにいろんなものが変わって、これからどうなるかわからない面がいろいろ出てきま

すよね。自動車もこれまでのエンジン中心の技術でやっていけるのかというとそうでもない。むしろ、

AIとか ITを使いこなせるかどうかの方になっていくわけですからね。日産さんも恐らく競合相手は必
ずしも日本国内の自動車メーカーではなくて、むしろ別の IT業界とか、GAFAといわれてるところが
競争相手だと考えてるんじゃないかと思われます、まあ雑誌でも新聞にも出てきますけど。

　　そういうことで、そういう変化に対する対応力がどれだけあるかというのは非常に重要なポイント

じゃないかと思うんですね。要するに成功体験があるとなかなか人間変えられないじゃないですか、人

間も。それにずーっとやっていこうとするから時代が変わった時に間に合わないということになるわけ

ですよね。ですから勝手なことを言えば、聞かれたもんですから言ってるだけですけど、これは私見で

すけれども、成功体験があると変化に弱い場合があるから、そこでうまく変えていくという柔軟な対応

力というのが重要になってくるんじゃないかという感想ですね。以上です。

○司会：ありがとうございました。ちょうど時間になりました。白木先生のコメントが締めになったかと

思うんですけれど、簡単にまとめますと３つの論点を出させていただきましたが、キーワードにする

と、現地理解、前向き、日本の強みを発信、外国人と一緒に仕事をしていく、それからリーダーシップ

を早く候補を決める、こういったことが今日のシンポジウムの結論かなというふうに思います。

　　今日のシンポジウムが皆さんの会社、個人にとっても良き示唆を与えるものであったとすれば司会と

しては非常に満足です。どうもありがとうございました。最後に３人の先生方に盛大な拍手をお願いし

たいと思います。先生方、どうもありがとうございました。（拍手）
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〔 閉 会 の 挨 拶 〕

　　鍋嶋　　郁（早稲田大学准教授）

○総合司会：先生方、ありがとうございました。それでは閉会にあたりまして、早稲田大学アジア太平洋

研究科准教授、鍋嶋郁よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。

○鍋嶋：ただいま紹介にあずかりましたアジア太平洋研究科の鍋嶋です。本日は自動車・部品産業研究所

とトランスナショナルHRM研究所合同による第15回早稲田大学総合研究機構研究成果報告会に参加し
ていただき、どうもありがとうございます。この研究成果報告会はこの２つの研究所における日頃の研

究の成果を報告するものであって、今回の報告会のテーマを「100年に一度の変革期」を迎えた自動車・

部品産業の現状と課題及びグローバル経営と人材育成、というふうに設定して行ってきました。この背

景に何があったのかというと、やはり近年技術革新のスピードが高まってきた。そのことによって社会

でのさまざまな分野で変化が起きてきた。それに対してやっぱり社会も変化していかなきゃいけない。

社会が変化するということは経済も変化する、ということは産業、企業もすべて変化していかなきゃい

けない。そういった流動的な時代において、一体どういったことを考えなきゃいけないのか、そういっ

たことが視点にあると思います。その中で今日中嶋先生が基調講演の中で述べた、技術革新は単線的に

決定されてるものでなく、社会的に構成されていくという考え方がやはり今のこの技術革新のスピード

が高い中では非常に重要な観点だと思います。

　　結局これが意味することは何なのかというと、将来の技術の傾向を見る時はやっぱりその技術だけで

はなくて、その社会的要因、社会的背景に何があるのか。そういったことも理解していかなきゃいけな

いと、これがやっぱり重要だと思うんですよね。例えば今日のパネルセッションでモビリティについて

議論されました。その時に、ではこれは一体誰のためのモビリティで、どの目的のためのモビリティな

のか、そして一体どういった制約があるのか。そういったこともすべて含めて考えないと、そういった

答えというのも出てこないと思います。

　　また、この技術革新によって今何が起きてきているのかというとやっぱりグローバライゼーションと

いうのがどんどんどんどん進んできていると。やっぱりだんだん距離が縮まってきている。そうなって

くると日本の企業もやっぱりグローバル化はどんどん進んでいくしかないと、多分後戻りはできない。

そういった時に、一体こういったグローバル化された企業の中で本当に活躍できる人材をどうやって育

成していくのか、見出していくのか、これは非常に難しい問題です。さらに日本の場合は少子高齢化が

進んでいる中で、人材のプールそのものが減っている中で、更にこういったところで活躍できる人材を

育成していかなきゃいけない。これを日本人だけでやるのか、それともやっぱり外国人の労働者も活用

していくのか、こういったものも非常に難しい問題、こういったこともいろいろ含んでると思うんです

よね。

　　今日はこの２つのパネルと基調講演によってさまざまな議論がされてきました。この報告会は実は明

日もあります。明日もこの100年に一度の変革期に沿って議論していく予定ですので、皆さんの参加を

またお待ちしております。また、これらの研究所の活動は早稲田大学内外での協力支援、特に企業から

の協力支援があってようやく成り立っているものですので、これからもまた皆様方の協力と支援をお願
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いしたいと思います。本日は参加をどうもありがとうございました。（拍手）

○総合司会：以上をもちまして、第15回早稲田大学総合研究機構研究成果報告会「100年に一度の変革期」

を迎えた自動車・部品産業の現状と課題及びグローバル経営と人材育成を終了いたします。
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