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Point
❶	 	近年のロボット技術開発では IoT ネットワーク構築やビッグデータ利活用、学習型人工知能開発

等々、IT 分野寄りの技術が極めて重要になっており、ドイツや米国はそういった点で日本の先を行っ
ている。

❷	 	こういった分野で日本がドイツや米国に勝つのは容易ではない。標準規格や基幹システム、データ
等々の部分で日本優位の仕組みを作れれば理想的であるが、“得意のものづくり路線をロボットで
も究める” 方が現実的といえるのではないか。

❸	 	身近を見れば、日本にはすでにさまざまな、しかも切実なロボットニーズが存在している。課題先
進国といわれる日本は、労働人口減少・人手不足などの問題を抱える「ロボットニーズ先進国」で
もある。「ニーズに応えたものづくり」というわが国の得意路線を進んでいけば、それがロボット
技術の進化やロボットの普及をもたらすだけではなく、社会的課題そのものの改善につながり得る。

はじめに
昨年終わり頃から「ロボットによる産業革命＝

ロボット革命」という言葉がわが国で頻繁に聞か
れるようになってきた。わが国は以前から産業用
ロボットの生産台数や導入状況では世界トップレ
ベルであるし、災害救助やホビー用といった新し
い用途でのロボット開発も活発である。すでにロ
ボット技術では十分世界をリードしている「ロボッ
ト大国・日本」が今あらためてロボット革命を打
ち出す理由はどこにあるのか？

わが国がロボット革命を急ぐ背景には、機械工
学分野よりむしろ IT 分野が重要になりつつある
近年のロボット開発トレンドが影響しており、こ

ういった環境変化の中でわが国としての技術的対
抗軸を早急に打ち出す必要性があったといえる。
本稿では海外のロボット技術開発動向も踏まえな
がら、日本が目指すべきロボット開発の在り方に
ついて考察してみたい。

ロボット革命を打ち出す裏にあるもの
まず安倍政権が昨年から推し進めているロボッ

ト革命の施策の流れを振り返ってみよう。昨年 5
月の OECD 閣僚理事会で安倍首相が「ロボットに
よる産業革命」を最初に打ち出し、9 月にはロボッ
ト革命実現会議を立ち上げ、そこで 6 回の会議を
経て今年 1 月にはロボット新戦略を取りまとめ、

課題先進国・日本のロボット開発を考える
—求められているのはドイツや米国との技術開発競争に勝つことか？—

産業技術



経営センサー　2015.9
2828

2 月の日本経済再生本部でその新戦略を決定、そ
して 5 月には産官学でロボット革命を推進するた
めのロボット革命イニシアチブ協議会設立という
流れであるから、これはかなりスピード感のある
展開と言ってよいであろう。

ロボット大国・日本がさらに力強く押し進める
ロボット開発と普及…と言いたいところだが、取
りまとめられたロボット革命の目標達成イメージ
には逆にわが国としての危機感が読み取れるので
ある。

すでにロボット大国であるはずのわが国が抱く
危機感とは、海外で急速に進む新しい技術開発ト
レンドに対する危機感に他ならない。「三本柱」で
も言及されている IoT（Internet of Things）や
MtoM（Machine to Machine）、ネットワーク、人
工知能、ビッグデータ等々…新しい IT テクノロ
ジーを中核として「自分で考え、自律的に作動す
るシステム」とでもいうべき技術開発の大きな波
がいま海外では高まっているのである。

わが国が異例の速さでロボット革命という目標
を掲げた背景にはこういった海外技術潮流に対し
てわが国として早急に対抗軸を打ち出す必要が
あったといえるのである。

ドイツ、米国で進む新しい技術潮流
われわれ日本人が「ロボット」と聞いて思い浮

かべるイメージの多くは工場で作業する産業用ロ
ボットか、あるいはかつての AIBO や最近の

「ペッパー」のようにイヌや人間の形を模したホ
ビー用ロボットではないだろうか。あるいは子供
の頃に見た鉄腕アトムやマジンガー Z などのロ
ボットヒーローを思い出す人もいるかもしれない。

こういったイメージを抱く人に対して「では金
属プレス機はロボットか？」「冷蔵庫はロボット
か？」と質問すれば、おそらく「プレス機や冷蔵
庫はただの機械であってロボットではない」と答
えるであろうし、現在のところはその回答で間違
いはない。

だが、現在進められているドイツの「インダス
トリー 4.0」や米国の「ビッグデータ・イニシア
チブ」などの新しい技術開発の波は「プレス機も
冷蔵庫もロボットになり得る」という発想の転換、
古典的なロボットイメージの拡張をわれわれに求
めているのである。以下にドイツと米国の取り組
みの概要をまとめてみよう。

ドイツが進める「第四の産業革命：インダスト
リー 4.0」はものづくりにおけるあらゆる製造プ
ロセスをサプライチェーンごとネットワーク化し、
高度なセンシング機能や監視機能と組み合わせて
高い自律性を持たせるというもので、一口で言え
ば「ものづくり工場のスマート化」「自分で考える
工場」を目指す動きといえる。ここでは製造装置
はもとより個々の製品単位にまで IP アドレスが
割り振られ、スマート化されたものづくりがネッ
トワーク上でリアルタイム管理されることにな
る。これはまさに前述の IoT が具現化した次世代

ロボット革命とは
①ロボットが劇的に変化（「自律化」
　「情報端末化」「ネットワーク化」）
　自動車、家電、携帯電話や住居までもが
　ロボット化
②製造現場から日常生活まで、様々な場面で
　ロボットを活用
③社会課題の解決や国際競争力の強化を
　通じてロボットが新たな付加価値を
　生み出す社会を実現 

革命実現のための三本柱
①世界のロボットイノベーション拠点に
②世界一のロボット利活用社会
　（中小企業、農業、介護・医療、インフラ等）
③IoT（Internet of Things）時代のロボットで
　世界をリード（ITと融合し、ビッグデータ、
　ネットワーク、人工知能を使いこなせる
　ロボットへ） 

ロボット革命の
実現に向けて  

図表 1　ロボット革命の理念

出所：首相官邸・ロボット革命実現会議資料「ロボット新戦略のポイント」より転載
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製造システムといえ、インダストリー 4.0 が「第
四の産業革命」といわれる理由もここにある。ド
イツは現在官民一体となってこのインダストリー
4.0 の開発に注力しているが、こうした取り組み
によって次世代の「スマート製造技術」の国際標
準化がドイツ主導で進む可能性は十分ある。

一方米国はどうか？　米国はドイツ以上に「IT
特化の研究開発」という方向性がうかがえる。連
邦政府が注力している分野の一つがビッグデータ
の収集・解析・利用技術開発であり、2012 年に発
表された「ビッグデータ・イニシアチブ」プロジェ
クトでは 2 億ドルを超える研究開発費をつぎ込む
方針が打ち出されている。
「ビッグデータとロボットが関係あるの？」と思

いたくなるところだが、実はデータこそロボット
開発における最重要ファクターの一つなのであ
る。これについては無人運転を例にとって考える
と分かりやすい。

無人運転車あるいはロボットカーの開発におい
ては高度なセンシング技術や車体制御技術などが
求められるのは当然であるが、それらと同じくら
い重要なのが膨大な道路地図データに他ならな
い。世界中の道路状況をストリートビューという
形で蓄積している Google などはロボットカーの実
用化に欠かせないビッグデータをすでに握ってい
ることになる。

あるいは人間の口頭質問に直接応答してくれる
人工知能を考えてみてもいい。不定形で曖昧な人
間の質問に直接、しかも適格に応答するには、い
わば “予習” として当該言語による膨大な質問事
例データを人工知能に学習させる必要がある。ど
んなに優秀な人工知能でも学習すべきデータなし
では正確な応答などできないのである。

米国では無人運転システムの開発で Google と
Apple が覇を競っており、人工知能システムの商
用化では音声認識型応答システム Watson で有名
な IBM が先行している。このように、米国のロ
ボット開発では名だたる IT 企業の名が並んでい
るが、そこにはロボットを一つのデータ端末とし
て捉え、ビッグデータの収集と活用を組み込んだ
システム開発の方を重視していることがうかがえ
る。

こういった考え方は「OS や基本ソフトを押さ
えることこそが重要で、メモリやモニターなどの
部品はよその国で安く作らせればいい」という米
国型コンピュータビジネスと似た思想といえる。
実際、上述のロボットカー開発のテストにトヨタ
などの市販車を使っていることからも分かるよう
に、米国には「ロボットカーそのもの」を作ろう
というものづくり的発想は希薄で、同じロボット
開発でもハードそのものよりモノを動かすシステ
ムやデータの研究が重視されているといえる。

図表 2　インダストリー 4.0 のイメージ

出所：第7回「日本の稼ぐ力」創出研究会　資料（経済産業省　経済産業政策局作成）より転載

課題先進国・日本のロボット開発を考える
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こういう発想は製造技術の高度化を狙うドイツ
にもない部分であり、IT ビジネス分野のビッグプ
レーヤーが多数ひしめく米国らしい戦略といえよ
う。

自分が得意なことをやればいい？
こうしてドイツと米国の技術開発動向を概観し

てみると、彼らが目指しているものが先に触れた
「日本人の多くが思い描くロボット」とはだいぶ
違っていることが分かる。そこには「まるで人間
のような精巧なロボット」といった具体的ロボッ
ト像は存在していない。開発の到達点は「人間の
ニーズに合わせて自律的に考え、作動するマシン
ネットワークシステム」であり、それをロボット
と言うならさまざまな製造機械も車も家電も、ス
マホですらロボットになり得るのである。いわば
ロボット概念の拡張、あるいは抽象化と言っても
よい。

重要なのは、そういった “抽象化” されたロボッ
トシステム開発においては高度な機械工学と並ん
でネットワーク構築やデータ処理、人工知能開発
といった IT 技術が重要になるという点である。
米国は明らかにその点において先行しており、一
方ドイツは先述のインダストリー 4.0 で製造シス
テム分野の制覇を狙っているといえる。

わが国は高質なものづくりという点において世

界の最上位グループの一角を占めていると言って
良いかもしれない。しかしネットワークシステム
や人工知能の開発といった分野では強力なプレー
ヤーは見当たらないし、ISO などの国際標準規格
整備も全体的には欧州主導という傾向が依然とし
て強い。言い方を変えれば基幹的なシステムやソ
フトは米国製、規格は欧州製という枠組みの中で
日本は「良質な製品・部品を作る国」としての地
位にとどまっているという側面もないとは言えな
いのである。

これと同じ構図がロボット市場においても繰り
返される可能性はすでにあり、わが国のロボット
振興政策の背景に危機感が感じられるといった理
由もここにある。ロボット大国を自負するわが国
がスマート製造システムの標準化でドイツに、
ビッグデータや人工知能開発で米国に後れをとり
そうとなれば政府は危機感を抱くであろうし、対
抗してわが国が打ち出すべき技術戦略が “大急ぎ
で” 必要だったのも無理からぬ話といえる。

だが、ものづくり技術では世界をリードし得る
わが国も「自律的製造システムの開発とその国際
標準規格づくりでドイツに対抗」し、さらに「IT
ネットワーク技術やビッグデータ利活用分野で米
国と競争」となると、技術開発の幅は極めて広く
なるし、有り体に言って「相手の方が強い土俵」

データサイエンティストを養成するための大学院
プログラムを開設
カリフォルニア大学を拠点とし、機械学習・クラウド
コンピューティング・クラウドソーシングに関わる研究
開発を実施（1,000万ドル）

アメリカ政府は、ビッグデータ利活用に向けて、２億ドル以上の 
研究開発投資を実施（2012年発表）

軍隊の意思決定を支援するため、防衛システム上
で得られる膨大かつ複雑なデータを整理・分析・可視
化するソフトウエアを開発（１億ドル）

国防高等研究計画局（DARPA）

遺伝子変異と疾患の相関調査などのため、多数の
個人の遺伝子情報を収集し、データを公開
（イギリス・中国と共同研究）

国立衛生研究所（NIH）

国立科学技術財団（NSF）

スーパーコンピュータを活用したシミュレーション
（気候モデリングや物質探求等）によって生成される
データを効率的に利用するためのツールを開
発するため、新たに研究所を設立（2,500万ドル）

エネルギー省（DOE）

図表 3　ビッグデータ・イニシアチブの概要

出所：第7回「日本の稼ぐ力」創出研究会　資料（経済産業省　経済産業政策局作成）より転載
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で戦う状態に近いと言ってよい。そんな状況でわ
が国に勝機があるのであろうか？

そう考えた時、筆者にはある種の「開き直り」
に近い考えが湧いた。他国が得意とする分野で戦
いを挑んで「勝つ」、少なくとも「負けない」こと
がそれほど必要だろうか？

確かにものづくりだけに固執することなく、標
準規格や基幹システム、ソフトやデータといった

「大元」を押さえることが重要だという考え方は間
違いではないし、このままでは日本はドイツや米
国の「下請け」になりかねないという危機感も心
情的には理解できる。

しかし見方を変えれば、ドイツにしても米国に
しても「自分たちの得意なことをやっているだけ」
とは言えないだろうか？　自分たちに有利なレ
ギュレーションを作ってそれを産業競争力に反映
させようとするのはドイツに限らず欧州によくみ
られる方法論であるし、IT テクノロジーを駆使し
たシステムやビジネスモデル構築が米国の得意分
野であることも疑問の余地はない。ドイツや米国
の取り組みが結局「自分たちが得意なことをロボッ
ト分野でもやっている」ものであるならば、日本
は日本で得意のものづくり路線を邁進すればよい
のではないか？

確かにものづくりには危険もつきまとう。かつ
てわが国のお家芸ともいえた半導体や液晶、太陽
電池といった分野も、当初は「マネのできない先
端技術」であったものが徐々にコモディティ化し、
後発国に追いつかれるという展開が繰り返されて
いる。これと同じことがロボット分野では起きて
ほしくないという思いは誰もが感じるところであ
ろうが、そんなことは可能なのか？　「ロボットづ
くりの技術」という点で世界トップレベルにある
わが国の技術的優位性をこのまま保ち続けられれ
ば良いが、そんな手段はあるのであろうか？

そんな思いを抱きつつ、今回、筆者は東京理科
大学の小林宏教授にお話を聞く機会を得た。小林

教授は人体装着型のヒューマンアシストツール
「マッスルスーツ」の開発に取り組み、マッスル
スーツ製品・販売のための会社「INNOPHIS（イ
ノフィス）」を立ち上げるなど、すでにこの分野で
は第一人者といえる研究者である。次項以下では
小林教授の見解も織り交ぜながら日本のロボット
技術における優位性確保の方法論について考察し
てみたい（なお、以下本稿では小林教授が開発し
たマッスルスーツを製品名として、ヒューマンア
シストツールを一般的名称として使用する）。

　
ものづくりの歴史は繰り返す

ヒューマンアシストツールは、それを装着した
人間の作業や行動を補助強化するサポート型装置
といえる。鉄腕アトムのような「人型ロボット」
ではないが、前述のように今や大きく “拡張” し
ているロボット概念の中ではヒューマンアシスト
ツールもまたロボット技術の一つの領域と捉えら
れており、普及・実用化という点ではむしろ先行
している分野といってよい。

こういった精密なものづくりはまさに日本の得
意分野のはずであり、実際、ヒューマンアシスト
ツール開発でも日本は世界の最先端にいることは
間違いない。しかし問題はヒューマンアシスト
ツールが普及し、大きな市場を形成した段階でも
日本がそのリードを保ち続けていられるか？であ
る。これまでわが国の製造業につきものだった「後
続国による技術コピー」や「量産競争、コスト競
争での敗北」といった危険はロボット分野におい
てもあるのではないだろうか？　特に標準規格と
特許という二つの視点から考えてみたい。

【標準規格】
ものづくり技術での優位性を保つ方策の一つ

に、日本の先行技術に沿った形で品質規格や安全
基準を先に作ってしまうという方法が考えられる
が、実はこれはすでに存在している。

2014 年 2 月に発行された「ロボット及びロボ
ティックデバイス─生活支援ロボットの安全要求

課題先進国・日本のロボット開発を考える
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事項：ISO13482」という国際規格がそれで、移
動作業型、装着型、搭乗型などのロボットに適用
される。これは完全に日本主導で作られた安全規
格であり、すでにこの認証を獲得した国内メー
カーも存在している。日本が主導した国際安全規
格が成立済みというのは今後のロボット開発競争
において日本にとって重要なアドバンテージにな
り得るはずである。

ただ、この「日本主導の規格」には疑問符も残
る。この規格の認証機関は現在のところ日本のつ
くばに一カ所あるだけであり、世界的に広く認知
された規格とは到底言えないのである。

小林教授のマッスルスーツの場合はまず CE
マーキングを先に取得している。CE マーキング
は広く普及している EU の基準認証適合マークで
あり、国際的認知度も ISO13482 とは比較になら
ないくらい高い。

欧州製の認証規格と聞くと先のドイツの例など
で触れたように「やはり規格は EU に抑えられて
いる」といった捉え方にもつながりかねないが、
上に述べたように「日本にしか認証機関がない」
ISO13482 の普及が世界的にはまったく不十分で
あることを考えれば、CE マーキング先行取得は世

界的普及に向けて現実的な方法を選んだというこ
とができよう。

【特許】
ロボット技術でわが国企業が優位性を保ち続け

る方法として、特許で重要な開発技術をプロテク
トするというのも重要であり、国内のヒューマン
アシストツール開発企業では実際にキーとなる技
術の特許をとった例もある。

マッスルスーツの場合、その動作原理には人工
筋肉（圧縮空気によるゴムチューブ膨張を引っ張
り力に変換）を使っており、これはモーターに比
べて装置重量が軽い上に力が強い（質量出力比で
はモーターの約 400 倍）というメリットがある。
ただ、この人工筋肉の技術原理自体は 1961 年に
McKibben という研究者によって考案されたもの
で、すでに 50 年以上も経過しているため特許も
とっくに切れている。人工筋肉を使ってマッスル
スーツと “似たようなもの” を作ることは今や誰
でも可能なのであるが、これは人工筋肉だけに
限った話ではない。

特許が 20 年で切れると考えた場合、技術開発
に成功して特許出願、それが実用化され、やっと

図表 4　マッスルスーツ（腰補助用）

画像提供：東京理科大学発ベンチャー　（株）イノフィス
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普及期に至った頃に特許が切れてしまうといった
ことはロボット分野でも起こり得る。特許という
優位性確保手段も無期限有効ではあり得ないので
ある。そうなると半導体や太陽電池や液晶などの
ように「当初は強かった日本が、やがて安い海外
勢に負ける」というパターンがロボット市場にお
いても繰り返されはしないか？という心配が出て
くる。

小林教授はこの点に関して「半導体や太陽電池
のようなデバイスに比べるとロボットのような
ハードウエアで追いつくのは簡単ではない」とし
ながらも、将来的には他国が日本製を事実上コ
ピーして量産するといった可能性は否定しない。
“歴史は繰り返す” かもしれないのである。だが小
林教授はこともなげにこうも言っている。「そうな
れば自分たちはもっといいものを作るだけのこと
で、むしろ次々と他の国でも作られるぐらいにロ
ボットが普及してもらいたい」

　
「競争が激化すれば自分たちはもっといいもの

を作るだけ」という考え方は「優位性維持・確保
のための仕組み」を作ろうとする考え方とは異な
る。新しい技術が普及して巨大マーケットが形成
されればそれを狙って参入が活発化し、激しい競
争になる。激しい競争の中ではより良いものを作
り続けなければ負ける。だからもっと良いものを
作る。ある意味最も自然体に近い「ものづくりス
タンス」といえるのではないか。

確かに、先に名前の出た Apple や Google など
のように IT ビジネスの分野では米国製優位の状
態が続いている例はある。だが純粋なものづくり
の分野で特定国の技術的優位がいつまでも続くと
いう例は少ない。自動車であれ家電であれ、当初
は特定国のメーカーが圧倒的競争力を持ち得ても、
それが巨大市場を形成する頃になれば後続国メー
カーが出現し、いずれはグローバルレベルでの競
争になる。特許や標準規格等は技術優位性をプロ
テクトする手段としてある程度は有効かもしれな
いが、それによってロボット分野における日本の

天下がいつまでも続くと期待するのは無理があろ
う。

だからこそ日本は IoT やビッグデータ分野など
にも注力し、「全方位的開発」を目指すべきだとい
うのは一つの考え方である。パソコンにおける
Windows のように世界中のロボットが「日本製の
基幹システム」で動くようになれば理想的であろ
う。しかし限られたリソースの中、ロボットづく
り技術はもちろん、システムでもビッグデータで
も標準規格でも勝つ “全勝優勝” を目指すという
のは、理想的ではあっても現実性が高いとは筆者
には思えない。

課題先進国の日本だからこそ
ここで先に触れた「開き直り」に戻るわけであ

る。日本の得意分野がものづくりであるならば、
あえて “全勝優勝” は狙わずに、得意のものづく
りに集中して国内のロボットニーズに合った製品
開発を進め、まず国内市場から普及させるという、
いわば “勝ち越し” 狙いでもよいのではないか？

「国内のロボットニーズ」については詳しく説明
する必要はないかもしれない。例えばソフトバン
クが一般販売に踏み切った「ペッパー」。初回販売
の 1,000 台が 1 分で完売したと話題になったが、
これも一つのロボットニーズである。しかしこう
いったホビー用途以外に生活や産業と密接に関
わったところで切実なロボットニーズ、すなわち

「人の代わりに機械にやってもらいたい」という
ニーズが日本ほど高い国はないと言っていいかも
しれない。

高齢化と人口減少が同時進行しているわが国で
は、今後労働力人口もどんどん減っていくことは
もはや「約束された将来」と言ってよい。今でさ
え人手不足が指摘されている日本で、将来は確実
にもっと不足するわけである。

人間が行っている作業をロボットにサポートし
てもらいたい、ロボットに代わってもらいたいと
いうニーズは現在でもさまざまな分野で高まって

課題先進国・日本のロボット開発を考える
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いるが、この需要は今後さらに強まることがあっ
ても弱まることはあり得ないと言っていい。「ロ
ボットが増えると人間の雇用が失われる」などと
いうのは人口増加国の心配であって、日本ではさ
まざまな分野で切実なロボット需要が高まるのは
確実といえる。まさに社会的課題と言ってもいい。

前出のヒューマンアシストツールもそういった
社会的課題への貢献が期待されているロボット技
術の一つといえよう。製造業や建設業、さらに農
林水産業などの現場は重量物を持ち運びする機会
が多い。しかも近年は人手不足や働き手の高齢化
が進んでおり、人間に代わってロボットを導入で
きるものなら導入したいというニーズは強い。介
護サービスなども移乗動作などでかなり力仕事を
必要とする仕事であり、こういった分野でヒュー
マンアシストツールが貢献し得る可能性は極めて
高いのである。

小林教授のマッスルスーツの販売台数は現在ま
でに約 800 台。当初は製造業、つまり工場で使用
したいというユーザーが多かったが、その後ある
介護専門企業が約 600 台という大量導入に踏み
切ったことで現在は「介護用」のウエートが高く
なっている。小林教授としては今後さらに農業用
などへの展開も考えておられる。

このように日本のロボットニーズは高齢化や労
働者人口の減少、後継者不足といったさまざまな
現実的課題に結びついている。高齢化や人口減少
といった問題そのものは技術で解決できるもので
はないかもしれないが、人手不足という現場レベ
ルでの問題改善にロボットが寄与できる余地は広
いのである。

もともと高度なロボットづくりの技術基盤を持
ち、さらにロボットに対する社会的ニーズも強い
のであれば、あとはそのニーズに応えて「人に優
しく、人に役立つロボット」の開発努力と製品提
供がなされ、さらに購入助成などの適切な施策サ
ポートが加われば課題先進国・日本がロボットの
普及において世界の先頭を走ることはほとんど必
然的な成り行きといえるのではないだろうか。

そうなった時こそ、本稿の最初に示した（図表
1 参照）「ロボット革命とは」に書かれた「社会課
題の解決や国際競争力の強化を通じてロボットが
新たな付加価値を生み出す社会」に近づいた状態
といえるはずである。

ロボットが現実の社会問題改善に貢献する社
会。そんな社会が実現したときに、仮にそのロ
ボットが「欧州製の規格に準拠し、米国製の人工
知能で動く」ものであったとしても、それによっ
て日本が「ドイツや米国の下請け」に成り下がっ
たことになるだろうか？　例の「開き直り」がこ
こでもまた顔を出す。

課題先進国・日本で、例えば介護サービス分野
の人手不足という課題をロボットで改善できたと
すれば、いずれ多くの “課題後続国” が日本をモ
デルにして、日本と同じような介護サポートロ
ボットを自国で普及させようとするはずである。

その時に「日本製をコピーしたもっと安いロ
ボット」と競合して負けることもあるかもしれな
い。しかしそうなれば小林教授の言葉と同じよう
に、日本は「もっと良いものを作る」だけのことで、
それを続けてきたからこそ今日の「ものづくり日
本」がある、と筆者は思うのである。
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