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アフターコロナ時代を生き抜く技術発想
プリンタとエンジン技術の関係とは……

技術の応用力を磨け！　
あの技術はこう生かされた！

近年はIoTやICT、AIなどと組み合わせた「○○Tech（テック）」の文字が
目につく。FinTech、Food Tech、Agri Tech、Bio Tech、Legal Tech、
Ed Tech、Fashion Techなどおよそあらゆる分野に技術が関わっている。も
はや技術抜きには、現代社会は成り立っていかない。

技術はこれまでも、人間や社会、地球全体の問題や課題の解決に役立ってきた。
しかしいかにエポックメイクな技術でも、そこにはルーツがある。綺羅星の新
技術の数々は、旧技術の礎があってこそ生まれた。それどころか新技術は単に
異分野の廃れた技術であったりすることもある。その産業では常識の技術であ
るのに、別の業界ではまったくアイデアにもなっていない……。そんな技術が
世の中にはたくさんある。世の中は技術の応用や転用によって広がり、そこから
また新しい技術が生まれているのだ。 

新型コロナで世の中のさまざまなカタチが変わろうとしている今、アフターコ
ロナ時代を見据え、これから必要な技術、ノウハウを過去の技術の転用例を見
ながら見詰め直してみたい。

鉱山から出た“クズ石”の
活用から始まった
３Mの快進撃

３Mは、アメリカ・ミネソタ州に
本社を置く、化学品のグローバル
企業だ。といってもピンと来る人は
少ないのではないだろうか。一般

の人々に馴染み深いのは、マスキ
ングテープやセロファンテープなど
だろう。あの「ポストイット」のメー
カーと言えば、頭に「！」マークが
浮かぶのではないだろうか。

３Mは粘着テープの粘着剤や接
着剤を使い、こうした文具からマス
ク、ガウン、ゴーグルをはじめとし

た医療用製品、電子製品向けのフィ
ルムをはじめとした電子部品、道
路標識などの安全用品などを事業
展開している。

この３Mの強みの源泉は非常に
幅のある粘着技術と接着技術にあ
るわけだが、実は３Mは、もとも
と接着技術も粘着技術も持ってい
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なかった。３Mという名称はそも
そも発祥の地であるミネソタを冠
したミネソタ・マイニング・マニュ
ファクチャーという頭文字をとっ
た名前で、その名の通りマイニン
グの会社である。

マイニングというと最近では
「データマイニング」など、IoTや 
ICTなどのデジタル分野で見聞す
るが、もともとは “鉱山からの採掘”
を意味している。

その３Mがなぜ接着剤開発に力
を注いだのかと言えば、所有して
いた鉱山からなかなかいい石が採
れず、硬いクズ石しか採れなかっ
たから。

３Mはなんとかこのクズ石に
付加価値をつけることができない
かと考えた。考えついたのは刃物
を研いたり削ったりするグライン
ダーに利用することである。グラ
インダーをつくるには硬いクズ石
を集めて接着する強力な接着剤が
必要だったのだ。

３Mはより強固なグラインダー
をつくるために接着剤の技術を磨
いていった。その技術はやがてさ
まざまな製品分野に広がっていっ
た。接着の対象もグラインダーだ
けでなく、木や紙、金属といった
オーソドックスな素材、さらに石
油産業から生まれた化学繊維やプ
ラスチック、ゴム、ビニールやポ

リプロピレン、炭素繊維等々、新
素材が出るたびにそれらを接着す
る接着剤が求められた。

当時、アメリカではさまざまな
産業革命が起きていた。石炭から
石油へのエネルギーシフトが起こ
り、ヘンリー・フォードがガソリ
ンを燃料としたT型フォードを世
に出して、自動車の量産化革命が
起きた。同時に道路、鉄道もアメ
リカ中に張り巡らされていき輸送
革命が起こった。

当初自動車のガソリンなど燃料
に限定されていた石油も、やがて
さまざまな化学品の原料となって
いき、化学産業が興隆する。石油
を原料とした新素材は衣料原料や
建材、食器、化粧品、自動車や列車、
船舶などの内装などの樹脂材とし
てあらゆる分野に広がっていった。

さらに時代が下るにつれ、単一
素材だけでなく、ガラス素材や樹
脂、金属などを貼り合わせた複合
素材と呼ばれるものがたくさん生
まれ、その耐久性もさまざまに設
定されていった。３Mはその数多
の複合素材とその耐久性・品質を
担保するために、さまざまな接着
剤を生み出していったのである。

３Mが秀逸だったのは、粘着剤
を開発していったことだ。接着剤
は一度接着したらまず剥がれない
ことがその目的と効能になるが、
しかし必要に応じて剥がす必要性
も出てくる。公共の掲示板などは
一旦ポスターなどが貼られても、
掲載期限が来れば剥がす必要があ
る。そこで生まれたのが何度も剥
がすことができる粘着剤だ。前出
のポストイットは、ほどよい粘着剤
から生まれた。 

いまや３Mをマイニング会社と
は言わない。３Mの “M” はかつ
ての名残りを表示しているだけと

なったのだ。

プリンタと自動車の
エンジン性能を変えた
「ピエゾ式」

３Mの場合は、本来磨くべきマ
イニング技術より、そこから生ま
れた接着技術、粘着技術に着目し、
時代のニーズに応え業容を拡大し
ていったわけだが、ポイントは１
つの技術が業界を超えて次々と転
用されたところにある。新たな市
場が生まれれば、技術も広がるの
は当然と言えば当然だ。

今は同じ基礎技術が異分野の中
心技術を担っている場合もある。

その１つが自動車業界とプリン
タ業界で使われるピエゾ式と言わ
れる液体の噴射技術。エプソンや
キヤノン、ブラザー、リコー、富
士フィルムビジネスイノベーショ
ン（旧富士ゼロックス）など大企
業がしのぎを削るインクジェット
プリンタのレベルはまさに日進月
歩の世界だが、そのプリント表現
はすでに銀塩写真を凌駕するほど
の高詳細性を誇っている。インク
ジェットはその名通り、ノズルか
ら微細なインクが用紙に放出され
てプリントされるプリント技術。し
たがってこのノズルからの噴射の
制御が精緻であればあるほど、高
詳細で素早いプリントが実現する。

自動車のガソリンエンジンも同
じで、シリンダのなかに入れる燃
料の噴射が精緻で的確であればあ
るほど、低燃費でパワフルな走り
が実現できる。

ピエゾ式は圧電素子と言われる
ピエゾ電子を使った装置で、イン
クや燃料を放出する際の噴射の開
閉をより早く精密に制御できる特
徴を持っている。インクジェット



3

のプリント方式にはピエゾ式のほ
かサーマル式、静電吸引方式、熱
変位方式などさまざまあるが、ピ
エゾ式の登場で従来の数倍のス
ピードの印刷、高詳細化、数分の
１の省電力化が可能になるなど、
大きなブレークスルーを起こした
のだ。

自動車の燃料噴射システムとイ
ンクジェットのインクノズルは原
理的に近いため、新たな技術開発
のためにたとえば自動車のエンジ
ニアがプリンターメーカーからヘッ
ドハンティングされることなども起
こっていた。 

インクジェット技術を
医薬品技術に転用したリコー

かねてより日本技術は微細分野
に優れており、たとえばプリンタ
メーカーのリコーは、そのインク
ジェット技術を応用し、微細粒造
技術として薬剤製造に展開してい
る。薬剤の微細な粒子を揃えるこ
とで、狙った部位で薬剤の効果が
得られる作用機序の適正化に大き

な役割を果たしているのだ。ほか
にも３Dプリンタの素材の開発に
も応用し、人工臓器モデルなどの
素材開発に使われている。さらに
同社のインクジェット技術は、素
材を塗布するだけで自在な形で利
用できる二次電池開発にも使われ
ている。

微細制御で
水噴射エンジン装置を
開発したボッシュ

今自動車業界はガソリンエンジ
ンから EVへのシフトが進んでいる
が、液体を微細に制御し噴射させ
る技術は、まだまだ進化の余地が
あるようだ。ドイツの自動車部品
メーカーのボッシュは 2016年に、
なんと「水噴射エンジン装置」な
るものを開発している。従来のガ
ソリンや重油などの燃料の噴射装
置のほかに水をシリンダ内に噴射
するインジェクションを開発した
のだ。

もともとガソリンエンジンでは
使われるガソリンのうちおよそ５
分の１が熱の冷却のために使われ
ていた。これを水に変えることで
ガソリンの無駄をなくし、さらな
るパワーアップを実現するという
技術で、すでにドイツの BMWは 
MT ４というクルマのエンジンに
採用している。ボッシュによれば
この水噴射インジェクションの採
用で、高速道路の走行で最大13％
の燃費向上が可能となるという。 

時計の微細加工技術を
医療針に転用した
河野製作所

微細加工技術と言えば、時計が
ある。日本の時計メーカーおよび、

その下請けとなる中小企業の微細
加工技術はスイスの高級時計を凌
ぐほどで知られる。その微細加工
技術で培った独自技術を持つ中小
企業は多い。

千葉県にある河野製作所は時計
の針の加工技術を転用し、超極細
の手術用針を開発製造している。
針の直径はわずか0.03ミリ。針の
直径が細くなるとどういったこと
ができるのかといえば、今までで
きなかった手術が可能になるのだ。
同社の手術針の登場で0.5ミリの血
管縫合が可能になり、またリンパ
管が詰まって起こるリンパ浮腫の
手術も可能となった。

時計の加工技術から
加工機そのものを開発した
シチズン

時計づくりで培った微細加工技
術は医療のほかにさまざまな分野
に転用されている。その代表は半
導体だ。前出したエプソンは時計
ブランドのセイコーの製造会社の
１つだったが、その精密加工技術
を活かし、プリンタのほか、半導
体を始めとするさまざまな電子デ
バイスを開発製造している。とくに
加速度センサや体の状態を測るバ
イタルセンサーなどセンシング機
器やソフトなどを強みとしている。

かたや時計メーカーのシチズン。
時計の加工技術を活かし、小型
LEDデバイスやセンサー、スイッ
チ、自動車部品などを製造してい
るが、1936年からは時計の部品な
どをつくる加工機械、CNC自動旋
盤機を開発製造している。2019年
度の売上比率では21％を占めるま
でになり、その存在感はじわじわ
上がっている。
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レンズ製造技術を活かし、
医療分野に参入する
カメラメーカー

微細加工技術の結晶の１つにカ
メラがある。日本のカメラメーカーの
存在感は抜群で一眼カメラの市場
はほぼ日本メーカーが占めている。
ただ市場は飽和状態にあるためカ
メラメーカーは得意技術を活かし、
別分野への展開を図る例が増えて
いる。有名なところでは、オリン
パスがあるが、主戦場を医療機器
に移し、市販カメラの製造から撤
退している。オリンパスはそのレ
ンズと微細加工技術で、内視鏡の
技術を磨き上げ、腹部内視鏡では
トップシェアを誇る。

ニコンは、キヤノンと並ぶ高級
カメラメーカーだが、半導体の露
光装置や画像処理、画像測定機器
などレンズ加工技術や写真制作プ
ロセスを生かした産業用装置など
を展開している。

一方のキヤノンは、コピー機や
スキャナー、プリンタなどの事務
機器に転用、近年は医療向け画
像記録、分析機器などを手掛け、
2016年には東芝の医療機器会社、
東芝メディカルシステムズを買収
している。

製麺機製造から
工作機械に転じたオークマ、
畳製造機から転じた
ヤマザキマザック

日本のものづくりの衰退が囁か
れて久しいが、産業の米と言われ
る半導体や産業機器、通信機器、
自動車部品などをつくる工作機械
の実力は高い。製造業の「マザー
マシン」と呼ばれ、日本の工作機
械がなければ、中国の製造力も大
きく下がる。

工作機械メーカーには、小型自
動切削加工機で世界シェアトップ
のブランド「ロボドリル」を持つ
ファナックをはじめ、DMG森精機、
オークマ、ヤマザキマザック、ジェ
イテクト、牧野フライス製作所な
どが知られているが、そのルーツ
はさまざまだ。

先のファナックは富士通から独
立したメーカーで、富士通は日本
初のコンピュータを開発したこと
から、コンピュータ制御技術を活
かした自動工作機械を開発しよう
としたのが、そのはじまりだ。

大手の一角、ヤマザキマザック
は1919年の創業。鉄工所から始
まったが畳製造機を開発し製造し
ていた。その後木工機械も製造し、
そのノウハウを活かし1931年に工
作機械に進出した。高速・高精度
の機械製造を得意としている。ま
た愛知県で1898年に創業したオー
クマはもともと製麺機の製造販売
を行っていた。その後1904年にそ
の技術を応用し工作機械製造を始
めた。

このように工作機械メーカーの
ルーツはさまざまだ。ブラザー工
業はもともとミシンの製造メーカー
だったが、1985年に自動切削機械
を開発し工作機械分野に乗り出し

ている。ブラザーのライバルであ
るJUKIも工作機械をつくっている
が、JUKIは創業時は東京重機製造
工業組合といい、旧陸軍向けの小
銃をつくるメーカーとして誕生し
ている。戦後、残っていた工作機
械を利用しミシン製造に挑んだこ
とが飛躍のきっかけであり、工作
機械に進出するハードルは低かっ
たとも言える。

自動織機技術から始まった
トヨタ、スズキ

工作機械メーカーの流れを見て
わかるように、どの技術を活かし
て業容を大きくするかは、目先で
はなく、社会環境や未来を見据え
た長期視点が大切になるのはいう
までもない。過去を振り返ってみ
ると時代の花形市場を捉えて、そ
こに現有技術の強みを活かす道を
考えることが極めて重要だ。

日本を代表するトヨタ自動車も
そうだった。もともとは豊田佐吉
氏が開発した世界初の「無停止杼
換式豊田自動織機（G型）」をはじ
めとする織機を生み出した豊田自
動織機製作所の１事業部門として
誕生したのがトヨタ自動車の起こ
り。佐吉氏が自動織機開発に力を
注いだのは、当時の繊維産業が花
形であったことに加え、海外製の
自動織機があまりにも高額だった
ことがある。

佐吉氏が開発に勤しんだ明治末
期から大正時代にかけては、繊維
産業の市場が拡大の一途をたどっ
ていたが、その生産機械である織
機は、国産の地機織が２〜３円、
高機が 10〜15円ほど。対して輸入
品は 300から400円とまさに桁違い
の高額機械だった。佐吉氏は開発
の手間と時間をかけてももとをと
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れるばかりではなく、輸出品とし
ても勝負できると踏んでいたよう
だ。実際、G型自動織機は当時世
界の最高峰と名高かったイギリス
のプラットブラザーズがその優秀
さに瞠目し、特許の譲渡を求めて
きたほどだ。

佐吉氏は亡くなる前年の 1929年
に同社に対して「日本・中国・米
国を除く国々で G型自動織機を製
作・販売する権利を与える」とい
う契約を認めている。

この高い技術をベースに佐吉の
事業を継いだ息子の豊田喜一郎氏。
喜一郎氏は、佐吉氏が亡くなる直
前まで欧米を視察し、「これから
は自動車の時代」と確信していた。
自らも東京帝国大学工学部出身の技
術者であり、父の織機開発を手伝っ
ていた喜一郎氏にとっては、自動車
開発こそ自分がなすべき道だと考
えていたのだと思われる。

ただ、いかに佐吉氏のつくった
自動織機技術が優れていたとは言
え、その技術をもって国産自動車
を開発することは高いハードルが
あった。自動織機に使われる部品
や部材の数と自動車は比較になら
なかったからだ。それでも自動車
開発を成し遂げることができたの
は、自動織機づくりを通じた技術
革新とその材料となる鋼の鍛造技

術が上がったからと考えられてい
る。鍛造技術は現在でもエンジン
には欠かせない技術で、エンジン
のほかクランクシャフトなどの開
発にも応用されている。しかしそ
れだけでは自動車の開発は不十分
だった。それゆえ鋼の鋳造技術や
プレス技術、電装部品の開発製造
などの技術については、それぞれ
の会社を設立するなどして自前化
を図っていった。それが現在に連
なるトヨタの強固なサプライチェー
ンにつがったと考えられている。

また事業化のタイミング的にも
良かったようだ。佐吉氏が得た特
許料は現在の 100億円ほどで、新
規事業への投資には十分なものが
あった。

織機メーカーの技術を活かして
自動車メーカーとなったのは、豊
田佐吉氏が生まれた現在の湖西市
に近い浜松市に本拠を置くスズキ
もそうだ。

スズキの創業者である鈴木道雄
氏は 1909年に鈴木織機製作所を興
した人物。1930年代半ばに織機の
先行きに疑問を抱き、新たな事業
分野を模索した。

その時に目をつけたのが小型自
動車である。1936年にオートバイ
エンジンの試作にこぎつけ、39年
には自動車用エンジンの試作を実
現している。周囲の環境にも恵ま
れていた。当時の浜松には国の鉄
道院の工場があり、機械加工や金
属の鋳造、塗装などの工場やその
技術者が集まっていたのだ。ある
資料によれば昭和 4年（1929年）
の浜松一帯には金属関係が４工場、
機械器具関係が33工場あったが、
昭和 10年（1935年）には金属関係
162工場、機械器具関係158工場と
急激に増加したとある。こうした
鉄道関連の技術へのアクセスが容

易だったことも、同社の自動車の
開発製造を後押ししたようだ。

コルク事業から始まった
マツダ

一方、ロータリーエンジンの実
現という自動車先進国のドイツで
も実現できなかった技術で世界の
度肝を抜いたマツダは、織機では
なく、コルクの製造機から始まっ
ている。創業者の松田重次郎氏は、
幼い頃から機械好きで、コルク事
業に関わる前、大阪の鍛冶屋で修
行を積み、自ら鉄工所を起ち上げ
ポンプの製造などを行っていた。
重次郎氏はその後業績不振のマツ
ダの前身となるコルク工場の社長
へ打診されて就任するが、生き残
りをかけてコルク生産から動力機
の製造、とりわけ自動車の製造に
力を入れた。

重次郎氏は 1927年に社名を東洋
工業に変更、鉱山用掘削機などを
開発するとトップメーカーとなり、
さらに 1930年に三輪トラック「マ
ツダ号」を開発、ヒットを飛ばす。
すべて自前技術での量産化をめざ
したマツダ号には、エンジンのほ
か、バックギア付きトランスミッ
ション、リアデファレンシャルな
どの自社開発した主要機構が使わ
れている。重次郎氏が培ってきた
金属加工技術が存分に活かされて
いたのだ。

航空機事業から始まった
スバル

ドイツの高級車ポルシェと同じ
独特の水平対向エンジンを開発し、
四輪駆動車市場を牽引するスバル
の前身は中島飛行機という航空機
製造メーカーだった。創業者の中
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島知久平氏は、もと海軍の軍人設
計者で複葉機などを手掛けていた
人物。航空機の発展は民間が引っ
張るべきとの論から、海軍を辞職
し「飛行機研究所」を興し、自ら
設計し実作したのだった（1919年
に中島飛行機製作所に名称変更）。
知久平氏はその資金集めに苦労す
るも、軍からの需要は絶えず「隼」

「疾風」などの戦闘機を生み出して
いる。また計画段階ではジェット
戦闘機も手掛けていた。しかし終
戦後、GHQの政策により航空機開
発ができなくなり、中島飛行機は
富士産業に改組させられ、さらに
解体を余儀なくされる。

しかしその後朝鮮戦争特需から、
旧中島飛行機グループ集結の動き
が起こり、旧６社が出資して新会
社富士重工業が発足。航空機の開
発製造、自動車の開発製造、電車
の開発製造などを行うようになる。
ちなみにスバルのマークに輝く「六
連星」は、この時集合した旧中島
飛行機グループ６社を意味してい
る。

スバルの自動車にはこうした航
空機などの技術やノウハウが使わ
れている。とは言え、先進する欧
米の自動車に追いつくためには、
その技術を見極め習得する必要が
あった。スバルは戦後ほかの自動
車メーカー同様、外国車を分解し、
その構造などを徹底して調べた。
有利だったのは、エンジンなどの
構造を知っていたことで、技術者
が自動車全体の構造を理解し、開

発できたことだ。
こうした技術とノウハウが “て

んとう虫” の愛称で呼ばれる「ス
バル 360」などのユニークな形状
の軽乗用車や先進的な水平対向エ
ンジンを載せたレガシィなどを生
み出す源泉となった。

スバルの前身の中島飛行機が開
発した技術は、スバルのみならず
他メーカーにも大きな影響を与え
ている。中島飛行機は第二次世界
大戦前から戦中にかけて、世界初
のアルミ合金による計量低燃費エ
ンジン「栄11型」を開発しており、
これを三菱重工業が開発した零戦
に採用している。さらにこの技術
は、戦後ホンダが開発した軽スポー
ツカー「N360」の軽量エンジンに
使われている。

日本の自動車産業は、戦後目覚
ましい発展を遂げたが、その要因
には戦前より航空機開発に関わっ
たエンジニアや研究者の多くが自
動車産業に吸収されていったこと
も大きい。日本の自動車産業には
航空機づくりのノウハウが詰め込
まれているのだ。

ボート技術から
プール事業を展開した
ヤマハ発動機

一般的傾向として自動車産業や
二輪産業など、裾野が広く市場が
大きい産業で培われた技術は、さ
まざまな分野に技術が応用される
ようだ。

たとえばヤマハ発動機は、二
輪のエンジン技術から漁船やボー
ト、クルーズ船などの事業分野に
進出しているが、ボートをつくる
際に開発した FRP（繊維強化プ
ラスチック）技術を応用して、学
校のプール内槽をFRP化した「ヤ

マハ FRPプール」を販売してい
る。学校のプールはコンクリート
やステンレスが用いられるのが一
般的だが、ヤマハは軽くて丈夫な
FRPに注目し、1978年に25m用の
FRPプールを発売。今では小中高
校の約半数がヤマハの FRPプール
となっている。さらにそのプール
事業から遊園地などのウォーター
スライダーなども手掛けるように
なった。

そのヤマハ発動機は、ヤマハが
分社してできた会社だ。もともと
楽器をつくっていた会社がなぜオー
トバイや船のエンジンなどをつく
るようになったのだろうか。

実はヤマハは第二次世界大戦時
代にその楽器製造技術を生かして
戦闘機の木製プロペラをつくって
いたのだ。戦後そのプロペラ技術
と残した工作機械を使い「技術の
平和利用」のために開発したのが
オートバイだった。以後、ヤマハ
は音楽、二輪、エンジンはヤマハ
発動機がつくることとなり、そし
てヤマハ発動機はエンジン技術を
応用しボートや漁船、プレジャー
ボート、ヘリコプター、除雪機な
どを開発していった。

一方のヤマハは楽器づくりの他、
電子音楽技術を取り入れ、独自音
声合成技術「ボーカロイド」など
の独自ソフトを開発し、今では学
校の音楽授業にも取り入れられて
いる。 

タイヤから制振ゴム、
ベルトコンベア、
ゴルフクラブなどを
展開するブリヂストン

裾野の広い自動車産業ではタイ
ヤ市場もかなり大きなものとなっ
ている。最近では雨や雪道でも安
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全に利用できるタイヤや省燃費タ
イヤ、乗用車や EVなど車種に合っ
たタイヤを製造している。

日本を代表するタイヤメーカー
のブリヂストンは、乗用車やトラッ
ク、バスなどのほか、航空機、重
機などの産業機械向けのタイヤな
どを開発提供している。そうした
幅広いニーズに対応して技術を磨
いてきたブリヂストンは、工場など
で使われるベルトコンベアのベル
ト等の産業用資材、ゴルフボール・
ゴルフクラブなどのスポーツ用品、
自転車、建築用の防振ゴムなどさ
まざまな分野の商品に結びつけて
いる。また近年はスポーツ産業の
拡大成長を受けて、シューズ用の
ソールの開発などを進めている。
もともとブリヂストン自体が足袋
事業で発展し、タイヤ事業に参入
して事業を拡大、分社化していっ
た会社だ。シューズなどのソール
事業はいわば一種の先祖返りとも
言えるだろう。

バネから自動車用座席シート、
半導体、ゴルフクラブを
展開する日本発条

一方さまざまなバネの開発製造
で知られる日本発条では、自動車
の懸架ばねの技術を磨き、座席シー
ト用のバネを開発製造してきたが、
そこから座面のウレタンの開発製
造などに展開し、座席シートその
ものの製造も行っている。

また微細なバネをつくる技術を
応用し、微細加工や高精度の金型
製造技術を獲得。これを半導体な
どのプロセス製品製造技術にも応
用して進出している。さらにバネ
の素材の鍛造などで培った技術を
基にゴルフのシャフトや金属バッ
トの製造も行っている。

このほか、最近では電子回路の
基盤技術などを活かし、セキュリ
ティ分野に進出、非接触型のリー
ダーや偽造防止システムなども手
掛けている。先の３Mと同様に、
中間部材、BtoBの市場ではコア技
術をさまざまな分野に応用してい
くと想像もできないような市場に
進出することができるという見本
でもある。

このように事業はどの技術を残
し育てていくかでその後の発展が
大きく変わってくる。時には企業
の一事業部門が大きな市場を獲得
し、もとの企業の数倍数十倍、数
百倍の差になることもある。

先に紹介したブリヂストンはそ
の例だ。源流となった日本足袋製
造は、その後アサヒシューズとい
う靴メーカーになったが、タイヤ
に活路を見出した創業者の石橋正
二郎が当時、周囲の反対を押し切
り、100万円の巨額をかけタイヤを
開発し、ブリヂストンとして独立
させたことがその後の径を分けた。
　現在アサヒシューズの年商は約 
80億円。一方ブリヂストンは、3兆 
5,000億円（グループ連結）ほど（と
もに 2019年度）。売上規模ではそ
の差は約 440倍にも開いている。 

軍事技術は民生技術の宝庫

前述した中島飛行機を例に取る
までもなく、世界的に歴史をたど
ると軍が開発した技術が民間で花
開く例はかなり多くみられる。

たとえば今では当たり前に使っ
ているコンピュータは、アメリカ
で開発された ENIACが最初とさ
れているが、これはミサイルの弾
道計算のために開発された技術だ。
また携帯電話もアメリカ陸軍の無
線通信技術をベースにモトローラ

社が開発したとされている。また
GPSもアメリカが打ち上げた人工
衛星からの信号を受け取り、位置
を特定する偵察用技術だし、スマー
トフォンの CCDカメラもスパイ用
に開発されたものだ。

さらに歴史を遡ると缶詰はナポ
レオン時代に開発された軍事用食
で、またレトルト食品もアメリカ
がベトナム戦争時代に開発した食
品技術だ。

ただ世界で初めて市販用のレト
ルト食品を生み出したのは日本の
大塚食品である。レトルト食品は
軍人用の携帯食であることから、
その技術は機密事項で、大塚は
その製法を得ることはできなかっ
たのだ。だが当時大塚には医療用
輸液（点滴）製造のノウハウがあ
り、これを応用できないかと考え
た。大塚食品は試行錯誤の末、3分
間だけお湯で温めるだけでできた
てのカレーが食べられるレトルト
カレー「ボンカレー」を開発する。
これが現在のレトルト食品の濫觴

（らんしょう）である。濫觴とは小
さな流れが多くの支流を集めてや
がて大河となる様を表現した中国
の故事。大塚食品がレトルトパウ
チを開発した際、その技術特許は
申請しなかった。このためその後
多くの食品メーカーがレトルトパ
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ウチを使ったレトルト食品を続々
投入。2020年のレトルト食品市場
が単前年比3.6％増の2,736億円ま
で拡大している。ボンカレーが未
開の地に刻んだ小さな流れは、多
くのメーカーの参入によって現在
の巨大なレトルト食品マーケット
となったのだ。まさに濫觴である。

ちなみに大塚は輸液の技術を
使ってほかにも新市場を開拓して
いる。スポーツドリンク市場だ。
その嚆矢となったのが、いまや熱
中症対策として定番アイテムと
なった「ポカリスエット」。もとも
とは大塚の社員がメキシコに出張
した際に、体調を崩し、入院した
病院で、手術後を終えた医師が輸
液をそのまま飲む姿を見て可能性
を見出したのだった。以後、弱っ
た体を回復させる “飲める汗” づ
くりに勤しみ、1980年に発売。以
後熱中症対策の定番となっている。

軍事技術の応用に戻ると、電子
レンジもその代表だ。もともとマ
イクロ波による殺人光線を研究し
ていたアメリカのレイセオン社の
研究者が、ポケットに入れていた
チョコレートがマイクロ波によっ
て溶けていたことに端を発する。
社内で検討しているうちに、食品
加熱に利用したほうが実用的であ
るという判断で民生化されたので
ある。日本では “電子レンジ” と
称されるが、アメリカではそのま
ま「マイクロウエーブ」と呼ぶの
はそのためだ。

冬の定番となっているおしゃれな
トレンチコートも実は軍事用として
開発された。第一次大戦中のイギ
リスで軍が寒冷地用の軍用コートを
求めたことが起こりで、イギリスの
バーバリとアクアスキュータムがこ
れに応じ開発したのだ。

魚群探知機もそうだ。もともと

潜水艦のソナーが民生化されたも
ので、漁業のイノベーションに大
きく貢献している。

医療分野では遠隔手術システム
が知られている。「ダ・ヴィンチ」
はその代表で、負傷した兵士を遠
隔で手術できるようにという目的
で開発された。 

1300年の時を超えて
活用される
日本の建築技術

技術は時として時代
を超えて再利用される
ことがある。

高さ634ｍを誇る世界一の高さ
を誇るスカイツリー。地震大国で
ある日本で高層建築物をつくって
いくことは、他国にない技術も求
められる。従来の高さは 333ｍの
東京タワーだ。その倍にもなる高
さのタワーを建設することは、高
度な技術を持つ日本の建設会社で
もハードルは高いものだ。しかも
スカイツリーの建設場所は下町の
極めて限られたスペースで、事故
などは絶対起こせない場所。

この難題に挑んだのが大林組。
大林組が目をつけた技術が、世界
遺産法隆寺に使われた建築技術。

法隆寺に限らず、日本の塔建築
では塔の中心に「心柱」という長
い柱を設け、地震の揺れを抑える
技術が確立していた。地震が起き
ても、中の構造物の揺れのタイミ
ングがずれるために揺れが打ち消
しあい、大きく揺れずに済むとい
うわけだ。

数々の歴史的仏閣や建築物の修
復に関わった宮大工の西岡常一氏
は、法隆寺の金堂の調査をしてい
た時に起こった地震で、その見事
な制振の様子を次のように表現し
ている。

 「塔、どないなるかとすぐ外にと
んで出て見たんですわ。そしてじっ
と見ていたら、そりゃ機械で測ったわ
けではないからはっきりといえん
けれども、初重がこう右に傾けば、
二重が左に傾く、二重が左に傾け
ば三重は右に傾く。たがいちがい、
たがいちがいに波を打つように
なった。各重がたがいに、反対に反
対に動きよる。ということは中心は
動いとらんわけでしょう。側だけが
動いている。ああいうので塔が地震
に強いのじゃないかと思います。そ
してあんまり大きなのが来たときに
は、心柱はこんどは止める役をしよ
るんです。とにかくビルでもこの頃
は軟構造ということが言われてます
けれどももう1300年前にちゃんと塔
は、いまでいう軟構造にできていると
いうことですわ」（『蘇る薬師寺西塔』
西岡常一・高田好胤・青山繁［草思
社］）

スカイツリーは建設途中であの
東日本大震災に遭うが、これにも
耐えて無事に完成している。建設
開始から一定期間は心柱のない状
態が続くが、大林組では建設用の
タワークレーンをオイルダンパー
で補強し、制振力を高めて臨んだ。
一部の人たちからは「やりすぎ、
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●『日本のものづくりを支えたファナックとイ
ンテルの戦略』柴田友厚〈光文社新書〉
●『日経業界地図 2021』〈日本経済新聞社〉
●『新・機械技術史』日本機械学会編〈丸善出版〉
● JP PRESS サイト ●エキサイトニュース
●日本経済新聞サイト
　各社公式サイトほか

参考

コストがかかる」などの声もあっ
たようだが、結果この対策が効き
現在の姿になっているというわけ
だ。 

日本の伝統
「折り紙」技術が
医療のフロンティアを拓く

こうした古来の伝統技術が新分
野を切り拓くこともある。いま世
界が宇宙開発に躍起になっていた
が、この宇宙開発技術でも日本の
古来技術が使われた。心柱よりもっ
と身近で素朴な技術……折り紙だ。

1970年、東京大学の航空宇宙研
究所の三浦公亮教授は人工衛星の
ソーラーパネルのたたみ方を研究
するなかで画期的な折り方「ミウ
ラ折り」を開発した。直角までに
いかない緩い傾斜角で山と谷を交
差させることがポイントで、端を
もって引っ張るだけで簡単に面に
展開でき、また収納も簡単にでき
る。山と谷が固定され、ずれるこ
とがないので、角が破れたり座屈
することが少なく、長く使えるこ
とが特長となっている。

ミウラ折りは人工衛星のソー

ラーのほか地図や極薄のアルミ缶
の強度補強のために、そのパター
ンが使われたりしている。

実はいま日本の折り紙は世界的
に注目を集めている。この技術を
活かす「折り紙工学」という学問
も確立されている。一枚の紙から
複雑で強度の高い構造物が手軽に
できるため、ハニカムコアやトラ
スコアなどの折り紙のパターンを
使ったパネルなども生まれている。
とくにトラスコアは２つ重ねると
平板の７〜８倍もの剛性を生み出
すと言う。ほかにも宇宙での構造
物はもとより、医療分野の人工血
管（ステント）に「なまこ折り」
などの技術が応用されているほか、
災害時の避難所やシェルターなど

の応用など、さまざまな分野に期
待がかかっている。

　
いかがだっただろう？　ポスト

コロナ時代のビジネスのヒントに
なっただろうか。

新型コロナとの戦いは長く続く
だろう。それは図らずも従来のラ
イフスタイル、ビジネススタイル
に対して問いかけがなされている
ようにも思える。先の見えにくい
混沌の時代だが、これまで以上に
必要とされる商品や技術は篩にか
けられることになってくる。本当
に必要なものは何か。そこに求め
られる技術の本質は何か。長期的
な視点に立った選択眼と構想力が
問われていることは間違いない。

自社の強みや魅力をあぶり出し、
何のために存在するのか、じっく
り問いかけるのもいいかもしれな
い。■ 
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「オープンシェア革命」

自信があるからできる？！　“あたりまえ化 ”するか

去 る4月14日の夜、NHKの「クローズアップ現代＋（プ
ラス）」（クロ現）を観た後、ネットの書き込みが一

気に増えた。聞き慣れない言葉だったが、そのキャッチー
さに納得した人が多かったからだろう。
　クロ現が取り上げたのは、MLBでサイヤング賞候補にも
挙がったダルビッシュ有投手と、箱根駅伝の常勝軍団に育
てあげた青山学院大学の陸上部の原晋監督である。
　ダルビッシュ投手は、かねてよりツイッターやYouTube
などで積極的に発信している野球選手として知られるが、
彼の武器はその多彩な変化球で、持ち球は11種もあるとさ
れる。その秘密をすべて解説入りで紹介している。

　また青山学院大学で
は、その独自トレーン
グ方法を「青トレ」と
いう本にまとめ、出版
している。こうしたト
レーニング方法やコツ
などは、通常は門外不
出か、有償で提供され
るものだった。しかし
ダルビッシュ投手も原
監督もほとんど無償で

提供している。
　原監督は「いつの間にか他のチームが強くなってる実感
がある」と話し、「しれっとやっていたほうが勝ち続けるこ
とができるかもしれない」と本音を語る。 “しれっと”せず、
メソッドやノウハウをオープンにすることで、「陸上競技全
体が底上げされているという実感がある」と述べている。
　ボールの握りや投げ方を積極的に明かすダルビッシュ投
手に影響を与えたのが、同じMLBのトレバー・バウアー投
手だ。
　バウアー投手は、ボールのデータにハイスピードカメラ
で撮影した映像を重ねる練習法、「ピッチデザイン」を編
み出し、有名選手の決め球を徹底的にコピーしてモノにし
ていったのだ。バウアー投手が画期的だったのはピッチデ
ザインという練習法を編み出したことではなく、コピーし
ものにしていくまでの映像とデータを公開したことだった。
そうすることで投手全体のレベルアップに繋がり、野球全
体の成長を促すことになるからだ。
　一方打者の打ち方も進化している。この数年野球界で起
きているのが、「フライボール革命」。
　向かって来る球に対して角度は30度で、打球速度
158km/ｈでバットを当てると、ホームランが出やすくな
る。多くのバッターがこのゾーンを狙うようになり、リー
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グ全体のホームラン数が年間で6,000本を
超えたのだった。
この画期的なフライボール革命は、実はプ
ロが生み出したものではない。リチャード・
シェンクという1人の野球マニアの情熱に
よって生まれたのだ。シェンク氏は元バー
のオーナーで、ホームランの世界記録保
持者であるバリー・ボンズのファン。その
ホームラン量産の秘密を探ろうと打法を趣味で分析し、判
明したのだった。
　マニアだからできた、というより、それだけデータ解析
が身近なことになったと言え、機器やソフトを使えば、大
概のことが分析できる時代となったということだ。つまり、
いま持っている技能やメソッドもいずれ分析され、キャッ
チアップされる運命にあるなら、早めに公開し、業界全体

の成長につなげたほうがメ
リットが大きいという考え方
だ。
先の青山学院大学の原監督
も、こうしたオープンシェア
革命によってサッカーや野球
に行くような有望選手が陸上

競技に入ってくるようになったと言っている。
　企業もスポーツも、レベルが上がれば、そこに入りたい
と思う人、ファンが増え、全体が活性化する。
　クロ現では、さらにデータ解析によって人材育成や試合
戦略など図っていくデータ解析チームを持つプロ野球の横
浜DeNAベイスターズを取り上げている。
　横浜DeNAベイスターズでは、データを分析してチーム
づくりや戦略に活かす、データサイエンスのプロやAIのプ
ロなど数十人の規模の専門チームを持っている。いずれも
元自動車メーカーや大学で研究職などについていた専門家

で、ほとんど野球経験がない。いわば素
人がプロにそのチームづくりや練習法、
試合戦略、成長戦略などをアドバイスし
ているのだ。
　こうしたオープンシェア革命は、高校
野球の世界にも取り入れられている。広
島県の私立武田高校の硬式野球部では、
部員が140km ／ hの球を投げられること

を目標に、そのための運動能力基準を設定、そこから導き
出された部員一人ひとりの練習メニューに沿って自主的に
トレーニングをこなしている。
　このやり方では、何を得るためにトレーニングをしてい
るのかという目的・目標が明確になるので、無駄な練習が
なくなり、効率よくレベルアップが図れている。部員たち
はデータを与えると自分自身で解決策を考えるようになっ
ていったという。ある部員は上半身の筋力をつけるために
食事内容を見直し、食後にサプリメントを摂取するように
なった。その部員は取り組みを開始してから2 ヵ月で条件
をクリアした。
　資本主義社会では参加プレーヤーが競争することで、市
場や社会全体が発展していくという前提があった。しかし
それは時に業界内、企業内での足の引っ張りあいなどに繋
がり、成長や発展を阻む要因にもなっていた。
　考えてみれば、個人のものだと思っているノウハウやメ
ソッドも、誰か先人が生み出し、引き継ぎ、改善し続けた
ものなのだ。

　個人が抱え込む時代は去りつつある。いかにいい情報を
共有し、実践に反映していけるか。データを共有し、その
ズレや事象の原因を探り、課題を解決し、成長に導くため
にも、オープンシェアの思考はますます求められていくに
違いない。




