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技術革新と社会変革, 第 7巻, 第 1号, p.1, 2014                             巻 頭 言 

 

事故再発防止に関する現場視点での一考察 

 

筆者は 50年近く中小化学企業の中で、研究・技術・工場管理・経営等の現場に身を置き『ものづくり』

に関わりながら過ごしてきた。 

『ものづくり』の現場では、毎日のように多種多様な問題が発生しており、企業内では管理者がその

後始末に追われているというのが実態のように感じている。どこの工場敷地内にも「安全第一」や「品

質第一」といった横断幕や看板が掲げられているにも関わらず、安全や品質に絡んだ問題発生が後を絶

たないのはなぜであろうか・・・という疑問をずっと持ち続けてきている。その疑問解消のヒントを得

たいがために本学会内で活動している『事故事例研究会』にて参加者と意見交換を試みている。 

 企業内の各現場では、発生してしまった問題について、当然再発防止を目指して対応したはずである

にも関わらず、多くの場合再発しているというのが現実の姿ではなかろうか。これは発生した問題の種

類・その問題への取り組み方・各現場が持っている力等々が複雑に絡み合っていることによるものと思

われるが、若干気になる部分がある。各現場責任者の大部分は事故が発生した場合の取り組み方につい

て“頭”のレベルでは分かっているつもりになっているが、ここに一つの落とし穴があるように感ぜら

れる。職責上、発生した問題を忙しい日常業務の合間を見ながら、早急に処理する必要にも迫られ、社

内ルールに則り問題を処理していると思われるが、大事なことは問題を処理することと問題を解決する

ことは必ずしもイコールではないということに気付いている責任者がどれほどいるのであろうか。また、

どれほどの本気度で取り組んでいるのであろうか。問題を処理して“おしまい”という取り組み方につ

いて誰が指導しているのであろうか。 

真の問題解決には程遠い問題処理でコトが済まされ、仕事が続行されている理由は何であろうか。多

忙だからであろうか。会社側が正しい仕事のやり方を明確にしていないからであろうか。問題解決のや

り方が分からないからなのであろうか。適当な仕事のやり方でも誰も文句を言わないからであろうか・・・。 

 問題解決に当たる責任者は取り組む姿勢・本気度・広い視野・問題解決力等々、幅広い力量が要求さ

れるように感ずる。しからば、要求される力量をどのようにして身につけたらよいのであろうか。言い

古されていることではあるが、各現場責任者の力量向上に奇手・奇策はあり得ず、時間がかかっても発

生した問題(貴重な教材)にしっかりと向き合いそこから学び取るということを粘り強く地道に積み重ね

る以外にはないように感じている。 

このようなことをつらつらと考えゆくと、トップ(企業経営者や管理者)の器量が現状を決めているよう

にも思われ、トップの意識・経験・思い・力量がどれほど現場に届いているのかも問われるように思わ

れる。組織のトップから末端までそれぞれの立場・役割について見直しを実施し、本気で事故の再発防

止に取り組もうと心を新たにする今日この頃であるが、会員諸兄のご意見はいかがでありましょうか。 

 

 

                                      監事  野田 剛 
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技術革新と社会変革 , 第 7巻 , 第 1号 , pp.2-13, 2014                          報 文 

 

事業継続計画策定を目的としたサプライチェーン構築への挑戦 

The challenges to the organization of Supply Chain 

for the decision of Business Continuity Plan 

 

坂下 雅代 

Masayo SAKASHITA 

 

要 旨：国際エネルギー情勢の変化及び新興国の台頭による原料メーカーの統廃合や事業撤退を見

越し、Ｓ社では 2009 年以降原料の複数購買化に取り組んできた。その後東日本大震災や震災以降頻

発する化学工場の事故を経験し、事業継続計画には原料供給停止リスクへの対応が必須であるとの

認識に至り、複数購買化に加えてサプライチェーンの再構築に取り組んできた。 

本稿では東日本大震災以前から現在に至る社内外環境の変化やそれに伴うサプライチェーンの変

化を述べるとともに、サプライチェーン再構築への具体的な取り組み及び今後の課題について論じ

る。 

 

Abstract：Company-S has conducted the multiple purchases of raw materials since 2009, expecting the 

reorganization and the withdrawal of the raw material suppliers due to the change of the energy situation 

of the world and the economic growth of the developing countries. Company-S experienced the Great 

East Japan Earthquake and accidents in chemical plants that significantly increased after the earthquake 

and recognized that the risk management for the suspension of raw material supply was necessary on 

business continuity plan. Consequently, Company-S conducted the reorganization of the SC (Supply 

Chain) in addition to the multiple purchases. 

In this paper, the author mentions the changes in internal and external environments of 

Company-S and the changes in SC of it. Furthermore, the author introduces specific examples of 

the reorganization of SC and the challenges for the future in Company-S. 

 

キーワード：購買、事業継続計画、サプライチェーン、東日本大震災、リスクマネジメント 

Keywords：Purchase, Business Continuity Plan, Supply Chain, the Great East Japan Earthquake,  

Risk Management

                                                 
坂下 雅代  綜研化学株式会社 購買部 

〒350-1320 埼玉県狭山市広瀬東 1-13-1 m.sakashita@soken-ce.co.jp 

2013.12.9 受付，2014.5.30 受理 

社会技術革新学会第 7回学術総会（2013.9.24）にて発表 
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1. 緒言 

 

筆者の所属する企業（綜研化学株式会社；以下

Ｓ社と記載）は資本金 33.6 億円、ＪＡＳＤＡＱに上場

する従業員 956 名（連結）（2013 年 4 月現在）の

化学系中堅企業である。中国を中心に海外展開も

積極的に行っており、関連子会社が国内に 3社、

海外に 5社ある。コア事業はアクリル系粘着剤や

アクリル微粉体の製造販売で、小回りの利く研究

開発力を武器に最近は、電子ペーパー、太陽電池

の原料開発、ナノインプリントといった次世代事

業への展開を積極的に行っている。アクリル系粘

着剤は、液晶テレビ、モニター等のＦＰＤ (Flat 

Panel Display)分野の顧客を持ち、重い供給責任

を担っている。 

これまでは、粉飾決算、情報漏洩、コンプライ

アンス違反についてのリスク対応を主眼に置き、

一定の成果を上げてきた。また、東日本大震災以

降は災害リスクへの対応に力を入れてきた 1）。 

その一方で、国際エネルギー情勢の変化や新興

国の台頭による原料メーカーの統廃合や事業撤退

を見越し、2009年以降原料の複数購買化に取り組

んできた。その後東日本大震災や震災以降頻発す

る化学工場の事故を経験し、事業継続計画には原

料供給停止リスクへの対応が必須であるとの認識

に至り、複数購買化だけでなくサプライチェーン

の再構築に取り組んできた。本稿では 2009年以降

取り組んできた複数購買化が、東日本大震災やＮ

社事故の経験を経て事業継続計画策定へと進化し

ていった過程を紹介する。 

 

2. 目的と背景 

 

2.1 本取り組みの目的 

従来、購買部の主要ミッションであるコスト低

減に関する戦略として、集中購買あるいは一社購

買は一般的であった。しかし原料メーカーの統廃

合や事業売却が頻繁に起こる現在では、一社購買

は極めてリスクが高い調達方法と化している。ま

た、企業の社会的責任への要求は厳しさを増し、

調達領域において果たすべきＣＳＲ (Corporate 

Social Responsibility)関連事項は多く、コスト低

減のみを追求した調達方法は通用しなくなってい

る。その一方で、液晶テレビの価格破壊に現れる

ように商品の末端価格は下がる一方である。この

ため部材メーカーに対する製品へのコスト低減圧

力は増し、対応するためにその矛先は原料へ向け

られる。 

このように、企業を取り巻く環境変化は非常に

大きく、従来の調達方法が通用しなくなっている。

本取り組みでは環境変化に柔軟に対応できる原料

調達のあり方を見出し、原料における事業継続計

画策定につながるサプライチェーンの構築を目的

としている。 

 

2.2 本取り組みの背景 

不安定な中東情勢の影響を受け原料価格は上

がり続けている。その一方で末端商品の価格競争

は激化し、原料価格の上昇分を販売価格に転嫁す

ることは困難となり利益を圧迫している。また国

内製造業の空洞化や原料メーカーの統廃合、さら

には新興国の台頭や国際エネルギー情勢の変化な

どにより安定した原料調達が困難となって来た。

その上、コンプライアンス、環境対応、ＣＳＲなど

企業の社会的責任を問われる場面が増え、グリー

ン調達や変更管理への監視は厳しさを増している。

こうした課題に適切かつ迅速に対応できるかが企

業競争力の差として表れるようになり、価格のみ

にこだわった原料調達は通用しなくなっている。 

こうした背景を踏まえ、安くかつ安定的な原料

調達のためには既存のサプライチェーンにこだわ

らず新たなサプライチェーンを開拓することが必

要だと購買部では考えていたが、安定した品質の

実現を重視する品質管理部や変更管理の窓口とな

る営業部は実績のないメーカーの原料を使用する

ことには抵抗を示した。このように部署ごとに直

面する環境は異なり、新たなメーカーの開拓には、

購買部のみならず、開発部、営業部、品質管理部、

製造技術部、生産計画部と言った複数部署の協力

が必要である。しかし、購買部において感じる危
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機感を他部署と共有することは難しく、新たなサ

プライチェーンを構築する以前に社内を説得し理

解を得た上で協力体制を構築することが必要であ

った。 

 

2.3 本稿の構成 

まず「3.従来のサプライチェーンとその問題点」

ではＳ社の従来のサプライチェーンの特徴を紹介

し、その問題点を指摘する。次に、「4.新しいサプ

ライチェーン構築の試み」では目指す新たなサプ

ライチェーンを明らかにし、その実現に取り組む

過程を紹介する。さらに「5.取り組みの結果」で

は実際に原料供給が途絶えた経験と、構築しつつ

ある新たなサプライチェーンがその事態にどのよ

うに有効であったか検証する。最後に「7.結論お

よび今後の課題」では新たなサプライチェーンの

妥当性と見出された課題について指摘する。 

 

3. 従来のサプライチェーンとその問題点 

 

3.1 本稿でのサプライチェーンの定義 

ここでサプライチェーンの定義について確認

しておく。サプライチェーンとは「資材の調達か

ら最終消費者に届けるまでの資材や部品の購買・

生産・販売・物流といった業務の流れを、一つの

大きな『供給のチェーン(鎖)』としてとらえたも

のである。つまり『顧客―小売－卸－製造業－部

品や資材サプライヤーなどを結ぶ供給活動の連鎖

構造』のことを指す。」2）とあるように、本来は原

料調達だけでなく、製品を顧客に届けるまでの全

工程を含めた概念である。しかし本稿では原料供

給停止リスクに焦点を当てたサプライチェーンの

再構築活動を紹介することを目的としているので、

原料調達部分を対象とする（図 1）。 

 

図 1 本稿のサプライチェーン 

 

3.2 Ｓ社の従来のサプライチェーン 

Ｓ社の原料調達の基本方針は長い間、ボリュー

ムディスカウントの受けやすさや品質の安定性重

視の観点から、使用量の非常に多い原料を除いて

一社購買を主体としてきた。また、原料の不良在

庫発生リスクを最小化するため、原料在庫は基本

的に持たない方針であった。さらに性能実現重視

の観点から、Ｓ社専用の特殊規格を持つ原料や、

世界中でその一社しか製造していないモノポリ原

料が多かった。また付き合いの古い商社重視とい

う文化もあり、その原料には弱い商社からのルー

トや商流が回りくどいルートからの調達あるいは

複数購買のつもりの一社購買といった原料がいく

つか見受けられた。 

 一社購買とは調達先を一社のみに絞った調達方

法のことである。複数購買化が可能なものもあれ

ば、モノポリ原料も含まれる（図 2）。 

 特殊規格品とは、原料規格値のうち特定の項目

の規格値範囲を狭めたり上下にずらしたりした原

料、あるいは一般規格にはない項目を追加して調

達条件としている原料のことである（表 1）。隘路

原料とは、その原料を扱う業界中では弱い商社か

らの調達や商流が複雑なルートでの調達などの安

定供給が危ぶまれるルートからの調達原料を指す

（図 3）。リセール原料は有事の際、真っ先に供給

を断たれるリスクが高いという意味で隘路原料に

含まれる（図 4）。 

 

 

図 2 一社購買 
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表 1 特殊規格品の例 

  一般規格 特殊規格 

規格Ａ 99%以上 98.5%以上 

規格Ｂ 20～50 24～25 

規格Ｃ 0.1%以下 0.055以下 

規格Ｄ － 0.2～0.8 

 

 

図 3 隘路原料① 

 

 
     図 4 隘路原料②（リセール）  

                            

3.3 従来のサプライチェーンの問題点 

事業継続あるいは安価かつ安定調達という観

点から問題点を考えると次の 4項目が挙げられる。 

①一社購買 

メーカーで何らかのトラブルがあった時、原料

が途絶えるリスクが極めて高い。また、価格を競

わせないため、知らず知らずのうちに高コストと

なる懸念がある。 

②原料在庫「ゼロ」 

財務観点からは滞留在庫は少ないほど良いた

め安価という観点からは有利だが、メーカーが供

給できなくなった時すぐに原料が途絶えるという

リスクをはらんでいる。 

③特殊規格品・モノポリ原料 

多くは在庫の引き取り義務が生ずるため、製品

の販売量が減ると不良原料在庫となるリスクが高

い。また一般規格品が使えないため、欠品リスク

が増えることにもつながる。 

④隘路原料（リセール原料） 

 供給元の在庫場所分散という観点では効果が無

いわけではないが、メーカーから供給制限がかか

った場合、実績を踏まえて供給することが一般的

であるため、メーカーからの直接ルートを太くす

ることが重要である。またリセール先は、メーカ

ーから真っ先に供給を断たれる場合が多くリスク

は高い。 

 

3.4 新規サプライチェーンの提案 

3.3で明らかとなった問題点を解決するため、以

下に示す方針を立て社内に提案した。なお、次の

うち②、④は購買部のみで実現可能であるが、①、

③は社内や顧客の理解を得ることが必要である。 

①重要原料の複数購買化  

一社購買から複数購買へと複数購買化する目

的はリスク回避とメーカー間の競争関係の構築で

ある。調達量の少ない原料をさらに分散化するこ

とは調達側の優位性を失うことにもつながる。こ

のあたりのバランスを勘案しながら、使用量の多

い重要原料を中心に数種の原料について新規供給

先原料の採用を提案した。  

②原料の最適在庫量の見直し 

複数購買化しない原料についての対策は在庫

数量の積み増しが基本方針となる。全て自社内で

在庫することが可能であれば安心ではあるが、財

務的には許容できるものではない。また、品質保

証期限を考慮する必要もある。メーカーや商社と

も協同して最適在庫量を見極めていく必要がある。 

③特殊規格品・モノポリ原料の汎用化 

 特殊規格品の洗い出しやメーカー側にとっての

規格実現の困難さを精査する必要がある。一方で

特殊規格の必要性を開発部や製造技術部に確認の

上汎用化の検討を行い、可能なものから特殊規格

の廃止を行っていくという方針を立て、社内に協
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力を求めた。 

④ルートの精査と再構築 

 供給力の弱いルート及びリセール品の精査を行

い、供給力の強いルートからの調達量を少しずつ

増やす方針を立てた。また、供給力の強いルート

の探索も合わせて行うこととした。 

  

4. 新しいサプライチェーン構築の試み 

 

4.1 東日本大震災以前 

（2009年 5月～2011年 3月） 

原料の安定かつ安価な調達を目指して、「①重

要原料の複数購買化」や「③特殊規格品の汎用化」

を提案し始めたが、提案当時は、「とても容認でき

ない。」との拒絶が大半であった。拒絶する理由を

分析したところ、次の 3つの項目にまとめられる

ことが判明した。 

ⅰ．検討コストがかかりすぎ、結局コストメリッ

トが出ないのではないか。 

ⅱ．品質が変化し、クレームになるのではないか。 

ⅲ．顧客に値下げなどのメリットを示せない場合、 

顧客承認が下りない。 

というものである。 

まず社内の賛同者を増やすことが必要であっ

たため、購買部員全員で機会をとらえては複数購

買化の必要性を説明し続けた。例えば購買部長は

部長会で、購買Ｇ長は部署長会議で、担当者は参

加している他部署との会議や小集団活動で、情報

発信を行うといった具合である。また、効果的に

伝えるための戦略として、実現したときいくら儲

かるかの試算額、原料が欠品することが想定され

るのはどのような条件がそろった時か、その場合

製品として欠品する数量はどのくらいか、といっ

た数値を具体的に用いた説明資料を準備した。 

 具体的数値を挙げてのプレゼンテーションを

様々な機会をとらえて行った結果、原料が実際に

足りなくなると想定するほどの条件は揃っていな

い、また複数購買化にかかるコストと安価調達に

よる原料費削減の費用対効果が明確でないという

指摘は残ったが、供給不安が近い将来の現実問題

であることは他部署にも認知されていった。新規

メーカー品の評価を主として行うことになる品質

管理部は、検討にかかる時間を考慮し、今すぐに

でも検討に着手すべきであると判断した。また、

営業部は、販売増が欠品リスクに直結するという

現実に気付き、品質変化リスクと欠品リスクをど

う捉えるか、また顧客への対応をどうするかを具

体的に考えると回答するまでになった。 

品質管理部では、通常業務として行っている原

料管理の中に新規調達先原料の検討を追加するこ

とを決め、今後こうした新規調達先原料の評価は、

さらに増えていくであろうとの予測のもとに、効

率的な評価方法の確立を行っていくという方針を

立てた。評価方法の確立を効率よく行うためには

新規調達先からの情報が重要であることが判明し、

購買部と品質管理部との共同作業による新規調達

先原料の評価が始まった。今までは、新規原料の

検討は品質管理部あるいは開発部のみで行い、購

買部はそのきっかけを作るにすぎなかったが、こ

うした働きかけが実り、本取り組みを具体的に実

現させていく方法について意見交換を行うことで

具体的な動きにつながっていった。そうした中起

こったのが東日本大震災であった。震災時の対応

事例の詳細は、「5.取り組みの結果」で述べる。 

 

4.2 震災後からＮ社事故以前 

（2011年 3月～2012年 9月）  

東日本大震災が原料供給に与えた影響は決し

て小さくなかったが、社内の協力体制ができつつ

あり乗り切ることができた。新規のサプライチェ

ーン構築が進んでいたことが被害を最小に防ぐこ

とに寄与したことも認知され、社内的にはこうし

た取り組みの有効性が実証できた。しかし、「こん

な大地震はめったに起こらないだろう」という認

識は相変わらずであった。震災以降、社会環境は

事業継続計画策定が流行となり原料の複数購買化

の実施有無を問われるケースが多くなったが、そ

の一方で変更管理は一切認めないという主張は強

く、顧客要求は矛盾したものだった。こうした中、

品質管理部は優先順位に従い新規メーカー品の評
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価データを積み上げ、営業部は顧客の理解を求め

るため交渉し、購買部はルートの精査と情報収集

を実施し、各部署がそれぞれに地道な作業を継続

して行った。 

 

4.3 Ｎ社事故以降（2012年 10月～2013年 3月） 

震災以降、化学プラントの事故が相次いだ。全

く影響のない事故もあったが、2013年 9月末にお

こったＮ社の爆発事故は，Ｓ社の主要原料を直撃

する事態となった。しかし、それまで地道に取り

組んできたサプライチェーン再構築の試みが実り、

競合他社の中には稼働が 40%まで落ち込んだとこ

ろが出る中でＳ社の稼働は 100%を超えるほどの原

料調達が実現できた。具体的にはルートの再構築

により太いパイプのできたメーカーが全面的にバ

ックアップしてくれたことと、品質管理部が作り

上げた評価方法の確立により新規メーカー原料の

迅速な評価に結び付いたことが大きかった。こう

した経験によりＳ社規模の企業にとってサプライ

チェーンの寸断は事業継続を脅かす事態となり得

ることが再認識された。このリスクに対応するた

めに、2012年 12月から 2013年 3月まで、原料供

給に特化した「原料の事業継続計画にかかわるワ

ーキンググループ」を発足させ活動することとな

った。なお、Ｎ社事故時の対応事例も、「5.取り組

みの結果」で詳細に述べる。 

ワーキンググループの発足はトップダウンに

よるものであったが、キックオフを兼ねた初回の

打ち合わせでは、4.1で示したⅰ、ⅱ、ⅲを理由に、

購買努力と在庫対応のみにできないかという意見

が相次いだ。そのため各部署が抱えている現状や

リスクを共有化した上で、具体的な進め方を模索

することとした。 

 

1）現状とリスクの共有化 

まず、購買部及び各事業の営業部それぞれの立

場から現状やリスクを持ち寄り共有化した。以下

に持ち寄った現状とリスクを示す。 

①一社購買比率 90%以上：有事の際には原料供給

が途絶えるリスクがある。 

②モノポリ原料・特殊規格原料が多い：複数 

購買化ができないリスクがある。 

③顧客要求の矛盾：変更管理を厳しく縛る一 

方で、事業継続計画を要求という両立が困難 

な顧客要求に応えなければならない。 

④複数購買化原料の評価部署：評価費用・時 

間が膨大となり、通常業務に差し支える。 

⑤原料在庫増によるコスト増：滞留原料費と 

外部倉庫へ預ける保管費用の負担が大きい。 

上記現状やリスクを踏まえた上で、なすべきこ

ととできることを明確にするためにさらに掘り下

げた情報が必要との認識に至り、各部署で情報収

集を行うこととした。 

 

2）情報収集 

必要情報として収集したものは以下の通りで

ある。 

①顧客ごと、品番ごとの納入仕様書や契約書 

の内容 

②原料の使用数量ランキング 

③製品販売量実績から各原料供給停止時の損 

害額ランキング 

④各原料の調達背景リスト 

 ①により変更管理についてどのような契約を

結んでいるかを確認し複数購買化の可否を判断

した。②、③により優先順位を決定した。④によ

りメーカーの対応力や供給可否を判断した。以上

の情報を基に原料個々の対応策を決定すべく、さ

らに議論を重ねた。なお、原料個々の対応策とし

ては今まで購買部が推進してきた「複数購買化の

推進」、「強い商流への移行」という方針はそのま

ま継続することとして「メーカーや商社との協

同」という方針を新たに加えた。 

 

3）方針決定 

まず事業継続という観点から供給停止時の損

害額の大きい原料を主眼におき優先順位を付ける

とともに、対策を行わない原料を明確にした。対

策を行わないとした根拠としては、調達量が少な

いため実績が無くても調達できる確率が高いこと
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や製品品質への影響が少ないため供給不能の事態

になってから検討しても間に合うもの、あるいは

試薬原料などは別メーカーの試薬でも品質は同じ

とみなせることなどがあげられる。対策を行うと

した原料の対策内容は、次のとおりである。 

①複数購買：複数社から調達を行う原料。 

②バックアップ：別メーカーの同一化学物質を使

用した時の製品物性の確認を行い有事の際には即

対応できる体制とするが、複数購買化までは行わ

ない原料。 

③代替：同一化学物質ではないものの、同等の物

性を出せる原料で製品設計を行い有事の際に

は代替製品をすぐに供給できる体制とする原

料。 

④在庫：自社あるいはメーカーや商社で必要数量

の在庫を持つ原料。 

⑤内産：代替原料を内産する原料。 

⑥代替／在庫：製品の要求品質によって扱いを分

ける原料。すなわち代替原料で対策できる製品

は代替原料で対策を行い、代替原料では対策で

きない製品は在庫で対応する原料。 

⑦在庫／バックアップ：使用数量が少ないためバ

ックアップ原料とするが、重要な原料であるた

め数ヵ月分の在庫も持つ原料。 

⑧在庫／内産：モノポリ原料であるため在庫対応

とするが、内産化できる可能性があるため、内

産化の検討も行う原料。 

以上の対策内容の内訳を図 5 に示す。 

こうして図 6 に示すように原料の事業継続計画

が定まり、2013年度から具体的に実行することに

なった。 

 

4.4 2013年度上期の成果 

原料の事業継続計画実行部署を専属に立ちあ

げられれば理想であったが、すでに 2013年度の組

織は決定しており、新たな組織発足は現実には難

しく、各事業の品質管理部への振り分けとなった。

実践初年度は、重点原料を集中的に行うとして 28

品目を厳選しワーキンググループで決まった方針 

 

図 5 対策内容の内訳 

 

 
図 6 事業継続計画の策定を目的としたサプライチェ

ーンの再構築のための流れ 

 

に従い検討を開始した。 

実際に取り組み始めると、想定より複数購買化

が可能と考えられる原料が増えた。また、メーカ

ーと協同してこの事業継続計画を進めることが可

能となり、メーカーの事業継続計画に任せること

が可能であると判断できる原料がいくつか出てき

た。開始当初は在庫対応とせざるを得ない原料が

思いのほか多く、費用対効果を考慮した場合、倉

庫の増設や財務関係での調整なども予想されたが、

他社との連携がうまくいき社内での原料在庫の増

加はなくなった。事業継続計画の進捗状況を図 7

に、原料の対策内容の推移を表 2 に示す。 

 

 
図 7 事業継続計画の進捗状況 
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表２．原料の対策内容の推移 

  期首 現在 

複数購買 7 11 

複数購買/バックアップ 4 0 

バックアップ 4 3 

代替/在庫 9 5 

在庫 4 1 

メーカーで対策（念のため評価も行う） 0 2 

メーカーで対策  - 6 

       

5. 取り組みの結果 

 

5.1 東日本大震災での事例 

1）原料Ａ 

原料Ａの生産工場は震災により被災し、直後か

ら供給できない事態となった。原料ＡはＳ社主要製

品Ｘの原料であり、一社購買原料であったため製

品Ｘの供給責任が果たせなくなる危機であった。

複数購買化推進過程において、物性面及び価格面

から原料Ａの代替原料として使用可能な原料候補

の選定が完了していたことと使用可否の評価手法

をほぼ確立していたことにより、製品Ｘとほぼ同

等の物性を有する製品Ｘ’を 1ヵ月かからずに作り

上げることに成功した。 

図 8に 2011年度の製品Ｘと代替品Ｘ’の販売量比

率を示す。原料Ａの供給が安定的に再開されるま

での 3 ヶ月間の代替品Ｘ’のＸとの販売合計数量に

対する販売数量比率は約 55%を占めた。また、図

9にＸ’を含む製品Ｘの 2009～2011年の年間販売数

量の比較を示す。震災直後の 2011年 4月こそ販売

量は減ったものの、5月は例年並み、6月は例年を

超える販売実績を上げることができた。これは供

給できなかった競合他社の分をカバーしたためと

考えられる。こうして原料Ａの供給が停止した期

間の損失を防ぐのみならず、顧客離れを食い止め

ることにも一役買うことができた。 

 

2）原料Ｂ 

原料Ｂの生産工場は、震災により大きな被害を 

 

図 8 製品Ｘと代替品Ｘ’の販売量比 

 

 

図 9 製品Ｘ（Ｘ’含む）の販売数量 

 

受けたコンビナートの一角にあった。原料Ｂにつ

いては複数購買していたが、国内最大の能力(17

万ｔ／26万 t：年間)3）を持つ工場の被災により、原

料Ｂの輸入が急増するとともに価格が通常の倍以

上に跳ね上がった。再開には長時間を要すること

が予想されたため、原料Ｂを多量に使用する製品

を使用しない設計へと組み換えることにした。こ

うして原料高騰の影響を受けずに供給責任を果た

すことができた。 

原料Ｂの事情は周知のことであり、この設計変

更は顧客には概ね好意的に受け入れられた。図 10

に原料Ｂの年間使用量の推移を示す。図 10からわ

かるように、原料Ｂの 2012 年の使用量は 2010 年

の使用量の半分近くに減っている。原料Ｂからの

置き換えが完了した製品については原料Ｂを再開
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する見込みは無く、一旦原料の代替が進み購入先

の変更が生じると、それを戻すのは難しく、供給

責任を果たし続けることの重要さが示された。 

 

 

 

図 10 原料Ｂの年間使用量の推移 

 

5.2 Ｎ社事故での事例 

 2012年 9月末に起こった化学工場の事故により

絶たれた原料のいくつかは、Ｓ社の製品には欠か

すことのできない原料であった。当時の原料調達

実績を図 11～14 に示す。原料Ｃの 2012 年度上期

平均調達量（以下平均調達量と記載）のうちＮ社

からの調達比率は約 29%であり、この分がそのま

ま供給不能となったが、事故直後の 10 月、11 月

においても平均調達量と同等量の確保に成功した。

原料Ｄは平均調達量に対して約 23%の供給不能と

なったが、10月は約 140%、11月は約 160%の調達

に成功したことで、調達不能となった競合他社か

ら流れてきた注文も取り込むことができた。原料

Ｅは平均調達量の約 58%の供給不能に対し 10月は

約 130%、11月は約 140%の確保に成功した。原料Ｃ、

Ｄ、Ｅはかねてから取り組んでいた複数購買化が

功を奏して実績以上の供給量を確保することがで

きた。原料Ｆは 9月時点では一社購買であったが、

供給力のあるメーカーへの変更を含む複数購買化

を推進している矢先の事故であったため、新規メ

ーカーから優先的に供給してもらえることとなっ

た。10月の調達量は先取りの分も含めて平均調達

量の約 300%となった。稼働率が 40%を切る状況に

陥った企業も出た中で、製品の供給責任を確実に 

 

図 11 原料Ｃの調達実績 

 

 

図 12 原料Ｄの調達実績 

 

 

図 13 原料Ｅの調達実績 

 

 

図 14 原料Ｆの調達実績 

 

調達量平均 調達不能量  10 月   11 月 

調達量平均 調達不能量  10 月    11 月 

調達量平均 調達不能量  10月   11 月 

調達量平均 調達不能量    10月    11月 
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果たすことができた。この事実が新しく構築した

サプライチェーンの有効性を示している。 

この時期原料調達数量が増えたのは、いずれも

パニックに陥った顧客からの先取り注文に答えた

分と供給責任を果たせなくなった競合他社から流

れてきた注文要求に答えた分が含まれていたから

である。 

 

5.3 コストメリット 

 複数購買化を果たした原料Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆについて

原料価格として、どの程度の効果が出たか試算を

行った。原料Ｃ、Ｄは新規参入メーカーが戦略価格

を打ち出し、現行メーカーは競合品が出たことで

値下げ対応に応じたため全般的なコスト低減につ

ながった。原料Ｅ、Ｆは新規参入メーカーの戦略価

格分の値下げを実現した。金額は調達量によりま

ちまちだが、数十万円～数百万円／1 ヵ月の実績

である。 

それぞれの原料の 2013年 10月の調達金額に対

するコスト低減率（%）を表 3 に示す。また、評

価に要した人件費を表 4 に示す。人件費の一つの

算出根拠はＳ社の小集団活動で用いる算出方法で、

人件費を 5000円／1時間で算出した。もう一つは、

一般的な算出方法として以下に示す経済産業省 4)

や農林水産省 5)の業務委託にかかわる人件費の算

出式に従った。ここで定義される時間単価はＳ社

での直接労務費に相当する。 

 

人件費＝時間単価×直接作業時間数 4) 5) 

 

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆを複数購買化することで実現できた

コスト低減額の総計（2013 年 10 月）は約 380 万

円である。年間約 4600万円のコスト低減となる。

これをＳ社算出法で 43万円、一般の算出法で 425

万円の人件費で実現できた。このように複数購買

課は費用対効果の点からも有効であった。 

以上により、新たな構築したサプライチェーン

は事業継続とコスト低減の両方を実現したことが

示された。 

 

表 3 コスト低減率 
  

コスト低減実績 2013年 10月（%）   

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 
合計 

（千円） 

2 2 4 12 3,834 

 

表 4 評価に要した人件費 

評価に要した人件費（千円）  合計 

  Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ （千円） 

延べ人数 2 2 1 1   

延べ日数 20 20 15 10   

人件費(Ｓ社） 150 150 75 50 425 

人件費(一般） 1,500 1,500 750 500 4,250 

 

6. 考察 

 

6.1 新規サプライチェーン構築の成功要因 

新規サプライチェーンの構築といった複数部

署あるいは原料メーカーや顧客をも巻き込んだ業

務を成功させるためには、ビジョンの共有化と時

宜を得た行動が重要である。 

2.2で述べた通り、部署ごとに直面する環境は異

なり、実績のない原料を使用することへの抵抗感

は根強いものがあった。こうした逆風の中、複数

の部署の協力体制を築けたことが新規サプライチ

ェーン構築の成功要因であるが、それを実現でき

た主因としてビジョンを共有化できたことが大き

い。特に物性評価を主担当で行う品質管理部や顧

客との調整を行う営業部は、通常業務以外の業務

負担が大きい。こうした部署の協力を得るために

は当事者としての自覚を持ってもらうことが必要

と考え、実現した時いくら儲かるかの試算額、原

料が欠品することが想定されるのはどのような条

件がそろった時か、その場合製品として欠品する

数量はどのくらいか、といった数値を具体的に用

いた説明資料をもとに機会をとらえて情報発信し

続けた。事実に基づいた冷静な現状分析を発信し

続けることで、原料コストが低減できることや供

給責任を果たすためには複数購買化が必須である
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ことが理解され、「品質異常が起こるのではない

か。」「顧客離れが起こるのではないか。」といった

根拠のない感覚的な反対意見は次第に薄れていっ

た。実際動き出すまでには時間がかかったが、こ

の過程を丁寧に行ったことが各部署の納得感につ

ながり動き出してからの進捗は早かった。 

また、時代の後押しがあったことも成功の要因

であった。東日本大震災とそのあとに続く化学プ

ラントの事故は、「原料の供給が途絶えることなど

まず起こり得ない。」という神話が事実無根である

ことを示した。「原料供給が途絶える事態」を実際

に経験した結果、「事業継続計画の一環として変更

管理を検討いただきたい。」という依頼が顧客の理

解を得やすくなった。時宜を得た顧客通知ができ

たのも、やるべきことを地道に行い準備できてい

たからである。 

 

6.2 新規構築サプライチェーンの妥当性 

2012 年度までに完了した新規サプライチェー

ンは主に複数購買化と強い商流への移行であった。

これは 5.2 に示すように有事の際には威力を発揮

した。特に強い商流を得たことは非常に重要であ

った。ここで言う強い商流とは原料供給能力があ

るだけでなく、Ｓ社に対して好意的な会社を意味

し、有事の際優先的に供給してくれるという意味

を含む。というのも原料供給力があってもＳ社に

対して一律に扱うメーカーや商社からは、実績以

上の数量を引き出すことはできなかったからであ

る。今後構築したサプライチェーンを更に洗練さ

せる過程では購買先を単に増やすのではなく、少

数精鋭の強い商流の確保を確実にすることが重要

と考える。 

 

7. 結論及び今後の課題 

 

7.1 結論 

本取り組みの目標は、環境変化に柔軟に対応で

きる原料調達のあり方を見出し、原料における事

業継続計画策定につながるサプライチェーンを構

築することである。この目的に対する活動は現在

も進行中であり、現時点で結論を述べることはで

きないが、少なくとも複数購買化の推進や強い商

流への移行という大方針は東日本大震災やＮ社の

事故のような原料供給に世界的に影響を与える事

態において有効に機能した。またメーカー同士を

競わせることが可能となり、コスト低減としても

有効であることが示された。さらに、メーカーや

商社との協同は当初想定していたよりも実現可能

であることが判明し、28品目中 6品目はメーカー

の対策で十分であることが確認されたことは有意

義であった。 

 

7.2 今後の課題 

来期以降に回した原料は、複数購買化しにくい

原料が多い。そのためメーカーや商社との連携が

より重要となる。今後はメーカーに数ヵ月分の在

庫確保を依頼して供給責任を負ってもらうと同時

に、Ｓ社ではその引き取り責任を負うといった契

約結ぶことも検討していく。 

また、製品の入れ替わりに伴い対策すべき原料

品目も入れ替わる。2～3年に一度、対策内容及び

対象品目を更新できるようなシステムの構築が課

題である。 

 

8. 結言 

 

東日本大震災やＮ社の爆発事故において、Ｓ社

の供給責任遂行能力の高さが証明できたと購買部

や生産計画部では自負していた。そして、こうし

た顧客対応は確実に新たな顧客獲得につながると

期待したが実際はそれほどの顧客獲得にはつなが

らなかった。つまり、原料調達に特化したサプラ

イチェーン強化は事業継続には有効であったが、

短期の顧客獲得にはつながらなかったということ

である。今後さらに発展した取り組みとしていく

ためには、Ｓ社のみの最適化に満足することなく

ステークスホルダーを含めたビジネスプロセスを

抜本的に見直し、サプライチェーン全体のキャッ

シュフロー効率を最大化しようとする試みが必要

であろう。また近年注目を浴びているＣＳＲという
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視点を導入することも必要である。   

ＣＳＲとはステークスホルダーとの関係におい

て、企業が果たしていかなければならない様々な

社会的責任のことで、「社会のよき一員として、公

害などのマイナス影響を極力小さくし、地域支援

活動などのプラスの影響をなるべく大きくし、社

会の持続的成長に寄与する行動」6)と定義される概

念である。ＣＳＲを対応すべき制約ではなく、企業

価値を高めるための機会としてとらえるという動

きが活発になってきている。購買部の果たすべき

ＣＳＲ関連事項は多い。今回の供給責任の履行もも

ちろんそのひとつであるが、メーカーや商社へ影

響力を行使できる立場にあることから、環境、安

全・衛生、倫理、人権といった観点からサプライ

ヤーの評価を行い、改善を求めることも必要であ

ろうし、こうした情報をサプライチェーン構築に

生かすこともできる。 

今後も、顧客に信頼されるような原料調達のあ

り方を探っていきたい。 
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小売業界におけるコンビニエンスストアの進化 

―主要事業者としての課題と責任― 

A convenience store's evolution in the retail business  and its new challenge as the core 

business player in the society 
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要 旨：日本社会の変化に伴い、小売業界も大きく変化した。その中で、1974 年に１号店が開店し

たコンビニエンスストアは、小売店舗総数が大きく減少する中で、その数は大きく増加した。コン

ビニの伸長は、ＰＯＳシステムに基づく単品管理による絶え間ない「売れ筋商品」と｢死に筋商品｣

の選別、物流の効率化、顧客のニーズに応じた商品開発などの要因に求められる。 

1974 年の１号店の開設から暫くは、コンビニは社会的に認知されるための期間だった。この時期、

コンビニは社会的には一般小売店の開店時間以外の時間帯に、「あいててよかった」といわれるサー

ビスを提供する店舗とみなされ、一般小売店を補完する隙間責任を果たすに過ぎなかった。その後、

店舗数の増加に伴い社会的認知も高まり、今日その利便性は広く社会に浸透して、「近くて便利」な

存在になり、広範な供給責任を果たすようになった。コンビニチェーンの伸長の裏には、フランチ

ャイズチェーン契約の不備に起因する問題もあった。その結果、2009 年 6 月に公正取引委員会は、

大手コンビニチェーンの本部に対して、弁当など日販品の見切り販売の禁止と廃棄費用の加盟店へ

の付加は不公正な取引に当たるとして、排除措置命令を下した。 

売上高が 16 兆円に拡大すると予想される 2010 年代後半にはコンビニは消費者にとって「なくて

は困る」存在になると予想される。そうした段階では、コンビニ業界は「供給責任を果たせばこと

足りる」段階から、さらに一歩進み、「存在責任を負う」存在になる。コンビニ業界が今日、社会イ

ンフラの一環を担い、存在責任を背負う存在になりつつある以上、正すべきは正す経営理念の透明

性の確保が期待される。 

 

キーワード：コンビニエンスストア、ＰＯＳシステム、単品管理、物流の効率化、フランチャイズ

チェーン契約、隙間責任、供給責任、存在責任 
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Abstract: The retail industry is changing a lot together with the change of Japanese society.  While the 

number of retail stores has been decreasing largely, the first convenience store opened in 1974 and its 

number has been increasing greatly.  The success of convenience store business depends on the 

introduction of POS system which can sort a "good selling items" and "bad selling items" by single item 

management, efficient physical distribution system and the new product development system.  

The initial stage in 1970s was a period for the convenience store as being recognized socially.  At the 

time, it was considered as providing service in time zones other than a general retail store opening hours 

socially and the phrase of “good for it to be open” was flowing through in TV. They only had niche 

responsibility. Then, social responsibility has been also increasing with the increase in number of stores, 

and it permeated in society widely.  The convenience store has become a "near and convenient 

existence with supply responsibility” today. The chain of convenience stores increased the number by 

introducing a Franchise Chain (FC) contract.  There was also a problem resulting from the defect of FC 

contract in the extension of a chain of convenience stores.   

It may become an existence "being troubled if there is no convenience store" in late of 2010s when its 

sales is expected to expand to 16 trillion yen.  In such a stage, the industry concerns to take a step more 

forward and become a social life partner in each community.  A chain of convenience stores composes a 

part of a social infrastructure, and is becoming something charged with existence responsibility itself 

today.  

 

 

Keywords： Convenience Store, POS System, Single item management, Efficient physical distribution 

system, Franchise Chain (FC) contract, Niche responsibility, Supply responsibility, Existence responsibility  
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1. はじめに 

 

小売業界の動向は、国民の消費生活と密接に関

係しており、同業界の動向・業態別消長はそれ自

体として、国民の消費生活の変遷を示している。

本稿では、そうした問題意識の下に、小売業界の

変化を一般小売店舗とコンビニエンスストア（以

下、コンビニという）の展開を対比する中で、日

本社会がどのように変化したかを考察する。 

日本社会の変化に伴い、小売業界も大きく変化

したが、その中で、1974 年に 1 号店が開店したコ

ンビニの数は、小売店舗総数が大きく減少する中

で、逆に大きく増加した。日本社会でコンビニが

増える一方で、一般小売店舗が大きく減少したこ

との社会技術革新上の要因は何か。以下に、日本

社会と小売業界の変化、コンビニの伸長の背景、

フランチャイズチェーン（ＦＣ）契約関連問題、

コンビニの役割の変化と進化、及びコンビニの将

来像と課題についてまとめる。 

 

2. 日本社会と小売業界の変化 

 

2.1 概況 

 経済産業省の商業統計によれば、日本全国で小

売店舗が最も多かったのは1982年の172万店であ

った。小売店舗数は、最新データである 2007 年に

は 114 万店に減少した。この四半世紀において、

全国から合計で 58 万店、三店に一店の割合で、小

売店が閉店した。 

 一方コンビニは、1974 年に東京都江東区で１号

店が開店した。以後、コンビニチェーンは順調に

店舗数を増やし、2012 年 10 月に日本全体で 5 万

店を超えたと報じられた。 

1960 年代の重厚長大な産業構造は、高度経済成

長の終焉、石油危機を契機とする省エネルギー推

進、知識集約産業へ転換等により、1980 年代に軽

薄短小な産業構造に転換した。表 1 は、日本社会

の変化を産業構造と小売業界の変化に関し、主な

出来事を折り込んだ年表である。 

 今日、小売業界は、百貨店の地位が低下し、ス

ーパーマーケット（以下、スーパーという）、コン

ビニを中心に展開されている。小売業界の中心は、

1970 年代までは百貨店であり、1980 年代はスーパ

ーであった。1990 年代に入るとコンビニは、小売

業界で徐々に発言力を増して行く。2012 年の売上

高は、スーパー12 兆 7 千億円、コンビニ 8 兆 2 千

億円、百貨店 6 兆 2 千億円という規模になった。

コンビニは今日国民生活に一層密着したサービス

の提供者になりつつある。 

図 1 は、経済産業省の商業統計からみた業態別

の店舗数の推移である。これによれば、小売店の

年間販売総額は、1997 年度の 148 兆円をピークに

以後減少し、2007 年度 134 兆円になった。また、

図 2 は商業統計各年版に基づき販売額の業態別構

成比を示した。これによれば、総販売額に占める

コンビニの比率は、データの入手可能な 1985 年の

0.9％より、2007 年 5.5％に伸びた。 

次に、図 3 はコンビニに特化した年間販売高と

店舗数の推移である。客単価3はほぼ一定であるの

で、販売高の推移は主に店舗数の増加によること

は明らかであろう。 

図 3 は、日本フランチャイズチェーン協会資料

を基礎にしているが、これに対比させて平成 19 

年商業統計（経済産業省）より、フランチャイズ

チェーン契約関連部分の評価をみると、表 2 のと

おり、114 万店舗中、77,110 店がフランチャイズ

チェーンに加盟している。また、同統計では、平

成 18 年度におけるフランチャイズチェーン全体

の売上高は 10 兆 9,281 億円である。その内訳を

業態別にみると、加盟店の数・売上高ともコンビ

ニの占める割合が最も多く、加盟店の数は、38,175

店（49.5％）、売上高は 6 兆 2,977 億円（57.6％）

であった4 。 

なお、基本的な点として、経済産業省の商業統

計における小売店の業態分類の定義は、表 3 備考

                                                 
3 （社）日本フランチャイズチェーン協会資料によれば、

客単価は、2005 年 577 円、2010 年 576.5 円、2012 年 608.8

円と大きくは変動していない。 
4 公正取引委員会は「フランチャイズ・チェーン本部

との取引に関する調査報告書―加盟店に対する実態調

査」（2011 年 7 月）の中で、これらの分析を行っている。 
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欄のとおりである。図 1、図 2 の分類は、同定義

に基づいている。また、経済産業省の商業統計で

の業態分類としての「コンビニエンスストア」の

定義は、「飲食料品を扱い、売り場面積 30 平方メ

ートル以上 250 平方メートル未満、営業時間が 1

日で 14 時間以上のセルフサービス販売店」を指す。 

一般にコンビニとは、年中無休で長時間の営業

を行い、小規模な店舗において主に食料品、日用

雑貨など多数の品種を扱う形態の小売店である。

略称は「コンビニ」、「ＣＶＳ」などで、これらの略

称が定着する前の 1980 年代以前には「コンビ」「深

夜スーパー」などとも呼ばれた。 

小売業の展開に影響を与えた主な法規制には

大規模小売店立地法（大店法）が挙げられる。同

法は、それまで大型店の事業活動を規制する法律

であった百貨店法ではスーパーなどの大型店には

対応できなくなったために、1973 年新たに制定さ

れたものである。大店法は一定面積以上の大型店

舗の出店を届出によって調整しようとするもので、

商店街の保護を目的の一つとし、市街地における

大型店舗の立地を審査対象とする形で規制した。

これにより、スーパーは郊外立地に向かい、市街

地にはコンビニが伸長するとの棲み分けが現出し

た。

表 1：日本社会と小売業界の変化 

1950年代
戦後復興期

1960年代
高度経済成長期

1970年代
1990年代
デフレ期

2000年代
デフレ期

1950年　朝鮮戦争
1958年　東京タワー竣工

1960年　高度経済成長始まる
1962年「もはや戦後ではない」
1964年　東京オリンピック

1971年　ドルショック
金とドルの交換停止
1973年　第４次中東戦争

1993年　55年体制崩壊
1995年　阪神淡路大震災
1997年　消費税5％へ
1997年　アジア通貨危機
1999年　欧州ユーロ導入

2000年　介護保険制度開始
2001年　同時多発テロ
2007年　サブプライム問題
2008年　リーマンショック
2011年　東日本大震災

三種の神器
（白黒TV・洗濯機・

冷蔵庫）

所得倍増計画
新三種の神器：３C

（カラーTV ・クーラー・自動車）

石油危機
スタグフレーション

1990年　株価下落始まる
1991年　地価下落始まる
1997年　山一証券経営破綻
1998年　金融危機始まる

製造業 重厚長大

流通 川中（問屋）

モノ不足の時代
（輸送力確保/造船・

鉄道整備）

大量生産・輸送・消費時代
大型定型物流

一般店舗中心
1956年　百貨店法制定

百貨店中心
2008年まちづくり三法制定
プライベートブランド普及

2012年　コンビニ5万店突破

小売業界の動向
（関連法規）

年代

主な出来事

経済・社会の動向

産業構造

物流の考え方
各輸送モード別基盤整備
内航海運船腹調整制度

宅急便開始

統合型物流システム／多品種・少量・高頻度
規制緩和（国鉄分割民営化、トラック運送事業：運賃規制・参入規制緩和)

サプライチェーンマネジメント
環境負荷の低減

スーパーマーケット中心
コンビニ1号店開店

1973年　大規模小売店舗法制定

価格破壊
IT革命：POS／EOS／EDI

1980年代
安定成長期

1985年　G5プラザ合意
1989年　バブル経済ピーク
1989年　消費税導入　5％

円高進む

軽薄短小

（川上）メーカー主導、物流子会社　（川下）スーパーの台頭
（川下）物流子会社自立／問屋の物流進出／小売業発言力の増大

デマンドサイドの重視
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図 1：小売業の年間商品販売額と小売店舗数の推移 

出所：「平成 19 年商業統計」経済産業省調査統計部 
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図 2a：小売業界の年間販売の推移 業態別売上高 

出所：経済産業省 商業統計各年版より作成 
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図 2b：小売業界の年間販売の推移 業態別売上高構成比 

出所：「平成 19 年商業統計」経済産業省調査統計部 
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図 3：コンビニエンスストアの年間販売高と店舗数の推移  

出所：（社）日本フランチャイズチェーン協会資料より作成 

 

表 2：小売業を営むフランチャイズチェーン加盟店数と売上高 

業態 
加盟店の数 

（2007年 6月 1日） 
売上高 

（2006 年度） 

小売店業を営む加盟店（全体） 77,110 店 10 兆 9,281 億円 

 

コンビニエンスストア 38,175 店 6 兆 2,977 億円 

ドラッグストア 470 店 641 億円 

スーパーマーケット（総合スーパー、 
専門スーパー、その他スーパー、中心店） 

14,139 店 2 兆 3,657 億円 

その他（百貨店、専門店、セルフサービ
ス方式を採用していない小売店） 

24,326 店 2 兆 2,006 億円 

出所：平成 19 年度商業統計（経済産業省） 

 

2.2 スーパーマーケットの伸長（1960～80 年代） 

戦後の日本経済は、1950 年代半ば（昭和 30 年

代）から所得倍増の時代に入り、生活の質は一変

した。日本経済の成長とともに、スーパーの売上

げも伸びた5。スーパーの登場は、日本の小売業の

形態を変えた。それまで各町内で見られたタバコ

屋、小間物屋、荒物屋等は、徐々に姿を消した。

スーパーの登場による大型店舗の展開は成功し、

店舗は大都市部から地方都市に展開して行った6。 

                                                 
5 ダイエーを例にとると、同社の売上高は、1972 年 2

月期の 1,150 億円から 1976 年 2 月期 7,060 億円に増加、

1980 年には１兆円の大台に乗せた。 
6 ダイエーの設立は 1957 年 4 月（当初名：大栄薬品工

モータリゼーションの進展もスーパーチェー

ンの展開を加速したと考えられる。大型スーパー

は広大な駐車場を完備し、郊外に立地した。若年

層を中心に、車を利用してスーパーで 1 週間分の

必要な商品を購入し、冷蔵庫に保管するライフス

タイルが生まれた。各家庭には大型冷蔵庫が普及

し、まとめ買いの習慣が一般化した。1950 年代後

半には白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫が家

電製品の三種の神器であったが、1960 年代半ばに

はカラーテレビ、クーラー、自動車が新三種の神

器と言われた。消費が美徳といわれる時代になっ

                                                                           
業株式会社）で、その後、1959 年に株式会社主婦の店、

1969 年 11 月に株式会社ダイエーと社名変更。 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

0  

10,000  

20,000  

30,000  

40,000  

50,000  

60,000  

70,000  

80,000  

90,000  

売上高（億円） 

店舗数（ヶ所） 

億円（売上高） ヶ所（店舗数） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%8F%97%E5%83%8F%E6%A9%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E6%BF%AF%E6%A9%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E8%94%B5%E5%BA%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1960%E5%B9%B4%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%BC
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表 3：経済産業省商業統計における業態分類の定義 

ｾﾙﾌ方式 取扱商品 売場面積 備考

１．大型百貨店 3000m2以上

２．その他の百貨店 3000m2未満

１．大型総合スーパー 3000m2以上

２．中型総合スーパー 3000m2未満

１．衣料品スーパー 衣が70％以上

２．食料品スーパー 食が70％以上

３．住関連スーパー 住が70％以上 ホームセンターを含む

14時間営業店

終日営業店

○
産業分類で「601」に格付けされ
た事業所であって6011を扱って
いること

○ ２、３、４、５以外のセルフ店

①衣料品専門店 衣が90％以上

②食料品専門店 食が90％以上

③住関連専門店 住が90％以上

１．衣料品中心店 衣が50％以上

２．食料品中心店 食が50％以上

３．住関連中心店 住が50％以上

× １、７、８以外の非セルフ店

　区分

×
「百貨店、総合スーパー」と
は、衣、食、住にわたる各種
製品を小売し、そのいずれも
小売販売額の10以上70％未
満の範囲内にある事業所で、
従業員が50名以上の事業所
をいう。

○

○ 250m２以上

○ 飲食料品を扱っていること
30m2以上

250m2未満

１．百貨店

２．総合スーパー

３．専門スーパー

４．コンビニエンスストア

７．専門店

×

　　９．その他の小売店

８．中心店

×

　

５．ドラッグストア

６．その他スーパー

 

出所：「平成 19 年商業統計 業態別統計編（小売業）」経済産業省 

 

たのである。 

1980 年代に入ると、流通業の中心は集客能力の

発揮と大店法の浸透により百貨店からスーパーに

置き換わる。スーパーが百貨店を凌駕したのは

1995 年である7。1998 年以後、スーパーの売上げ

はほぼ横ばいで推移したが、百貨店の販売額は

1990 年以後減少の一途を辿った。 

 

2.3 コンビニの伸長（1990 年代） 

1990 年以後、コンビニの店舗数が増加して行く

8。家庭の主婦や若者にとってコンビニは便利な存

在であり、歓迎された。コンビニの年間販売総額

は、1990 年 2 兆 7 千億円から 2000 年には 7 兆円

に増加した後、2007 年までは微増、2011 年に 8

兆円を超えた（図 2、図 3 参照）。 

                                                 
7 ダイエーの売上高は、1980 年 1 兆円を超え、三越を

抜き、流通業界第一位になった。 
8 イトーヨーカ堂がセブンイレブンの 1 号店を開店し

たのは 1974 年である。二番手にはローソンが参入し、

順次各社が参入した。 

スーパーとコンビニのビジネスモデルの違い

に関して、まず指摘されるのは立地場所の選定に

加え、店舗の所有形態である。店舗展開に際して

は、まず店舗を自前で建築するか、賃貸で行くか

が経営上の大きな判断になる。自前で不動産を取

得して店舗展開を図るには資金調達が必要になる

が、経済が成長しているときには投資した有形固

定資産（土地、建物）が値上がりするので、含み

益が発生する。こうした追い風を受けて、1970 年

代においてスーパーは、金融機関からの借り入れ

を進め、自前の出店を基本戦略とした。 

しかしながら、高度経済成長期には、資産価値

が上がり続けるので問題にはならないものの、低

成長期、資産デフレ期には、固定比率は急速に悪

化する。固定資産への過剰な投資は、固定比率が

悪化する結果を招いた。 

固定比率とは、固定資産を自己資本で割ったも

のである。一般に長期間資金が拘束されてしまう

固定資産に対して、返済期限がない自己資本がど

の程度あるかが、資金の安定性を判断する指標と
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なる9。固定比率に関しては、財務の健全性の点か

らは 100％以下が望ましい。 

スーパーの代表をダイエーに求めて分析する

ことは、同社が 1980 年代に破産したため必ずしも

適確でないかも知れないが、コンビニの伸長を考

える上では、多くの示唆に富んでいる。コンビニ

チェーンが、土地・建物を自己所有するのではな

く、既存の小売店の資産を利用するという戦略を

とったことは、大手スーパーマーケット業者のビ

ジネスモデルの行き詰りを反面教師としていると

考えられなくもない。具体的には、本部と加盟店

との間でフランチャイズチェーン契約を結ぶこと

により、土地と建物を自己所有せずチェーン展開

を図る戦略の採用を基本モデルとした。概してコ

ンビニチェーンは、資産の所有よりも利用という

戦略を導入した。 

表 4 は、ダイエーとイトーヨーカ堂の固定比率

と自己資本比率の推移である。ダイエーの固定比

率は、1975 年の 140％から、1980 年には 335％、

1995 年には 357％に悪化した。それに対し、イト

ーヨーカ堂の固定費の比率は、1996 年 101％、2000

年 108％、2007 年 109％と安定している10。 

また、会社の財務の安全性の指標の一つに自己

資本比率があるが、自己資本比率は会社の自己資

本を会社の総資本で割り、これを 100 倍した値で

ある。ダイエーとイトーヨーカ堂の自己資本比率

の推移をみると、ダイエーの自己資本率が 1990

年代以後概して 20％前後で推移したのに対し、イ

トーヨーカ堂の自己資本比率は 60～90％と安定

                                                 
9 固定資産は、長期に渡って使用される資産であるた

め、返済義務のある負債でなく、返済の必要のない自

己資本での調達が望ましい。固定比率が低い程、資金

調達が安定しているが、逆に固定比率が高いと他人資

本に依存していることを意味し、安定性が低いと考え

られる。一般的には、土地、建物、機械などを所有す

る製造業では固定比率は高いが、IT 業界といった固定

資産をあまり持たない業界は固定比率が小さくなる傾

向がある。 
10 セブンイレブンは、2005 年 6 月のセブン&アイ・ホ

ールディングスの設立まで、イトーヨーカ堂の子会社

であったこと、および、比較対象としての業態を揃え

るため、本項では、ダイエーとイトーヨーカ堂を比較

している。 

的に推移している。 

 

表 4：ダイエーとイトーヨーカ堂の固定比率と 

自己資本比率の推移 

ダイエー ｲﾄｰﾖｰｶ堂 ダイエー ｲﾄｰﾖｰｶ堂
1975年 140% ー
1980年 335% ー
1985年 330% ー
1990年 268% ー
1995年 357% ー
1996年 361% 101% 21.79% 74.54%
1998年 381% 99% 19.15% 73.65%
2000年 353% 108% 20.98% 71.75%
2002年 ー 109% ー 67.75%
2004年 649% 107% 7.48% 69.38%
2006年 378% 81% 13.43% 90.50%
2007年 246% 109% 27.08% 90.25%

固定比率（％） 自己資本比率（％）

出所：アニュアルレポート各年版 

 

3. コンビニの伸長の背景 

 

日本社会の変化に伴い、小売業界も大きく変化

したが、中でもコンビニの変遷は、一般小売店の

数が大きく減少する中で、その数は大きく増加し

たという点で、注目される。コンビニの成功要因

には、ＰＯＳシステムの導入による単品管理、物流

の効率化、商品開発が挙げられる。 

これらの成功要因は、社会経済的観点からの成 

功要因であるが、その中でコンビニの進化を支え

た技術的要素を抽出すると、ＰＯＳシステムに関し

てはバーコード関連技術とＰＣのダウンサイジン

グ、通信機能の強化が挙げられる。 

 

3.1 ＰＯＳシステムの導入 

 コンビニの成功要因の第一は、いち早く導入し

たＰＯＳ（Point of Sales：「販売時点情報管理」）シ

ステムの効用が挙げられる。図 4 は POS システム

の構成を示した図である。ＰＯＳシステムは、商品

代金の精算機能とデータ集積機能を併せ持ち、結

果として、個々の商品がいくらで何個売れたかな

どの販売データが販売時点をベースにコンピュー

タに集積される。ＰＯＳシステムによる販売データ
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は、サイズや品質等が異なる商品を単品毎に管理

するため、適切な在庫管理、発注業務、経理処理

などを可能とした。 

ここで、ＰＯＳターミナルは、セルフサービス方

式の店舗では主に店頭の出入口近くに設置される。

ＰＯＳターミナルはレジ作業の主要業務として、顧

客が購入した商品のチェックと代金の授受を行う。

従業員は、商品に貼付されたバーコードをスキャ

ナーに読み取らせ、表示された金額を顧客に伝え

て、代金の支払いを受ける。ＰＯＳターミナルは、

レジスター（精算業務）機能とＰＯＳ（販売時点の

売上情報処理）機能を有する。 

次にＰＯＳターミナルとストアコントローラー

を連携させて高度な販売データを処理する。ＰＯＳ

ターミナルにつながるスキャナーは、商品のバー

コードを読み取り、ストアコントローラーの中の

商品マスターファイルからバーコードに該当する

商品の価格をＰＯＳターミナルに呼び出し、売上計

算を行うと同時に、売上データをストアコントロ

ーラーの中の売上明細ファイルに書き込む。 

ストアコントローラーとは、ＰＯＳデータを利用

して商品在庫管理や発注管理などの各種の情報管

理と分析を行うパソコンのことをいう。通常、店

舗内の事務部門や後方(バックルーム）に設置され

ている。 

ＰＯＳシステムの特徴は、以下のとおり要約され

る。 

i)自動読み取りが可能であること 

従来のレジスター（キーイン方式）では、売上

登録の際に商品の単価をレジ担当者が手打ち入力

していたが、ＰＯＳシステムでは商品名や単価を事

前にコンピュータのマスターファイルに登録して

おき、個々の商品に印刷あるいは貼付された JAN

コード（バーコード）を光学的スキャナーで読み

取るだけで精算業務が遂行可能である。 

ii)リアルタイムで情報収集であること 

どの商品が、いくらで、何個売れたかなどの販

売データが、販売した時点毎にリアルタイムでコ

ンピュータに登録・蓄積される。 

iii)単品管理が可能なこと 

ＰＯＳシステムによる販売データは、一つの品目

におけるサイズや容量等が異なる単品レベルの売

れ行き動向を詳細に管理することができるので、

適切な在庫管理・商品管理が可能となった。 

iv)情報の集中管理が可能なこと 

小売業の商品化サイクル（商品計画・仕入計画・

発注・荷受け・販売・商品管理）の各種データと

結びつけることにより、情報の集中管理が可能と

なる。 

ＰＯＳシステムの導入により、コンビニは商品の

単品管理が可能となり、単品管理は売れ筋商品、

死筋商品の選別を可能とした。 

また物流システムの効率化に関しては、ＥＯＳと

ＥＤＩの導入も一定の役割を果たした。ＥＯＳは、

Electric Ordering System の略であり、小売業と仕

入先との企業間オンライン受発注システムである。

店舗で携帯端末装置に入力された発注情報は、本

部や受発注センターを経由して各取引先に受信さ

れる。本部は、各店舗の仕入れ情報の一元管理、

在庫管理、発注管理の自動化を可能とした。 

次にＥＤＩは、決済システムのＩＴ化を可能とした。

ＥＤＩは Electric Data Exchange の略である。ＥＤＩは

企業間が、オンラインで情報をやり取りするため

の通信基盤であり、標準化されたルールに基づい

てデータ交換を行う。 

 

3.2 物流システムの改善 

 表 5 は、今日の業態別物流システムの概要であ

る。百貨店は、配送センターと集配拠点（デポ）

を設置し、ギフト商品など季節性の高い商品の共

同配送を行う。販売物流（共同配送）と商品供給

（納品代行）の統合が主要素である。 

また、総合品揃えスーパーは、低コスト操業が

前提であり、一括納品システムを基本とする。 

それに対し、コンビニ業界は物流システムに関し

ては、多品種・高頻度・少量対応の計画配送を特

徴とする物流システムを確立した。具体的には供

給者が地域毎に共同出資の配送センターを設置し、

高効率の配送ルートの確立により、配送コストを

大幅に削減した。 
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図 4：ＰＯＳシステムの構成 

表 5：物流システムの変化と今日の小売業の業態別物流システム 

小売店の業態 特徴 

百貨店業界 

 

配送センターと集配拠点（デポ）を設置し、ギフト商品など季節性の高い商品

を共同配送する。要素としては、販売物流（共同配送）と商品供給（納品代行）

の統合。 

総合品揃えスーパー 

 

低コスト操業が前提であり、一括納品システムが物流システムの基本をなす。

物流センターの形態には、①在庫を持たない通過型センター、②在庫を持つ在

庫型センター、③生鮮食品の食材を加工、調理しプリ・パッケージ化を行うセ

ンター（プロセスセンター）の 3 つがある。 

コンビニエンスストア 

 

多品種商品の高頻度少量対応の調達物流と時間帯指定の計画配送を特徴とす

るジャストインタム物流を導入した。また、納入商品毎に複数のサプライヤー

が共同出資して配送センター（第三者物流）を設置し、この配送センターに店

舗に納入する商品を持ち込み、店別仕分けして、一括して店舗納入を行う。 

一般小売店 小規模店舗が多いため、少数の地域問屋から店舗への納品を基本とする。 

 

コンビニチェーンのビジネスモデルの今一つ

の特徴は、ベンダーとの協業関係の実現である。

ベンダーとは、日配品の弁当や総菜などを作るメ

ーカーであり、基本的にはコンビニチェーンとは

独立した別会社であるが、一部のコンビニチェー

ンは、ベンダーとの関係を密にし11、日配品の品

質向上と品質保持、品質・味覚の維持に関し、協

業関係を確立している。 

                                                 
11 セブン＆アイ・ホールディングスは、わらべや日洋

の 12.46％の株式を持つ筆頭株主として資本関係を結ん

でいる。 
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3.3 商品開発 

コンビニ店舗数の増加は、チェーン全体の商品

の取扱数量を増加させた結果、仕入れ価格の低下

をもたらし、結果としてメーカーへの発言力を増

大させた。チェーン本部は、世界各地から商品を

安く大量に調達し、国内的には物流システムを駆

使して配送する体制を構築した。商品の大量発注

は、自社開発商品（プライベートブランド：ＰＢ）

の導入をもたらした。 

セブンイレブンを例にとれば、同社はナショナ

ルブランドと同等かそれ以上の品質で、2 ～3 割

安い製品を目指したセブンプレミアムの取り扱い

を始めた。関係者によれば、セブンプレミアムの

導入により、これまで来店頻度の少なかった主婦

や中高年層などの取り込みにも成功している。さ

らに、より高級な顧客をターゲットにした高価格

ＰＢ（セブンゴールド)の販売を始めた。他社もロ

ーソンは、ローソンセレクト、ファミリーマート

は、ファミリーマートコレクションを展開した。

こうした動きはスーパーにも浸透しており、イオ

ングループ、マルエツはトップバリュを展開して

いる。 

オリジナル商品の強化は、顧客層の差別化を図

り、集客につなげることが目的で、数々のヒット

商品が生まれた。2007 年秋からは、ほとんどのコ

ンビニチェーンで、から揚げやフライドチキンな

どの店内調理を始めた。 

コンビニの商品は 1 年に 7 割程が入れ替わると

いわれる。そこで、コンビニ各社は各社各様のそ

れぞれ情報システムを構築し、商品を単品管理す

ることによって恒常的に「売れ筋」と「死に筋」

を選別、商品開発につなげて来た。 

コンビニ各社が、特に開発に注力しているのが、

売上に占める比率が高く利幅も大きい弁当、おに

ぎり、パスタ、デザート等の食品分野である。そ

れらの食品分野では地域によって食材や味付けが

異なる。今日、地域別の盛り付けなどの差別化は

すべてのコンビニチェーンで実施されている。 

 

 

4. フランチャイズチェーン（ＦＣ） 

契約関連問題 

 

 コンビニの数は、フランチャイズチェーン契約

の採用に基づき大きく増加したが、ＦＣ契約には

多くのトラブルが発生したことは押さえておく必

要がある。今なお、結審していない案件もあるの

で、本項では問題点及び関連事項の整理に止める。 

 

4.1 優越的地位の濫用 

優越的地位の濫用とは、「自己の取引上の地位

が相手方に優越していることを利用して行う行為」

である。「優越的地位の濫用」は、公正取引委員会

がまとめたガイドライン12によれば、「Ｂにとって

Ａとの取引の継続が困難になることが事業経営上、

大きな支障をきたすため、ＡがＢにとって著しく不

利益な要請等を行っても、Ｂが受け入れざるを得

ない場合、ＡはＢに対して、優越的地位にある」と

いう。 

 

4.2 ＦＣ契約 

コンビニの問題に関連して優越的地位の濫用

問題を考えるには、コンビニ業界が広く採用して

いるＦＣ契約の内容を理解しておく必要がある。 

一方が自己の商号・商標などを使用する権利、

自己の開発商品、営業上のノウハウなどを提供し、

これにより自己と同一のイメージ（ブランド）で

営業を行わせ、他方が、これに対して対価（ロイ

ヤルティー）を支払う事業契約形態がＦＣ契約であ

る。一般に、商標、ノウハウなどを提供する側を

フランチャイザー（本部）といい、受ける側をフ

ランチャイジー（加盟者・加盟店）という（図 6

参照）。 

ＦＣはコンビニなどで急速に採用された契約形

態であり、同契約は本部と加盟店の間で結ばれる。

法的には中小小売商業振興法などにより規制され

る。適用される業態は、コンビニなどの小売業の

ほか、外食産業、不動産販売、自動車の整備など、

                                                 
12 「セブン・イレブン敗訴 東京高裁（加盟店の値下

げ妨害）」朝日新聞 2013 年 8 月 31 日報道） 
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多岐にわたっている13。 

既述のとおり、本部は、看板（ブランド）、一

連のノウハウ及び商品供給システムを提供、これ

に対し加盟店は月々の手数料（ロイヤルティー）

を支払うが、重要なことは本部と加盟店の間には

資本関係はないことであり、加盟店は基本的に独

立した経営者である。従って、本来的には、何を

いくらで売るかを決めることができる立場にある

という点は重要である。 

 しかしながら、チェーンの規模が拡大して本部

機能が強化される過程で、本部と加盟店の関係は

一部に齟齬をきたした。一例としては、本部は弁

当などの日販品（デイリー商品）の値引きを認め

ないという立場をとり、同慣行は損金を加盟店に

負担させたことから、優越的地位の濫用に該当す

るとされた。 

独占禁止法は、「相手方に不利益となるように

取引条件を設定し、または変更すること」を優越

的地位の濫用の一類型とする。2009 年 6 月 22 日

に行われた「セブン・イレブン・ジャパンに対す

る排除命令」では、同社本部側が加盟店に対し加

盟店側の自由裁量を制限した上で、売れ残り品の

全額負担を求めたことが問題となった。 

優越的地位の濫用は、公正な取引を阻害するも

のでありあってはならないが、その点に関してコ

ンビニは日本で初めての業態であり、当初はルー

ル化が十分でなく、採用されたＦＣ契約内容の詳

細は後追いで固められる面があったのではないか

と想像される。 

導入当初に原型が定められたＦＣ契約が、コン

ビニ事業のフェーズが進化し多様性を増した段階

で実勢にそぐわなくなったという事情は十分想像

できる。上記公正取引委員会の排除命令は、その

行き着いたところと考えてよいのだろう。 

コンビニの数が増えて社会的に大きな存在に

                                                 
13 世界で最初のフランチャイズは、ケンタッキーフラ

イドチキンである。日本では 1960 年代に不二家やダス

キン、1970 年代ではセブンイレブン、モスバーガーな

どの外食産業がフランチャイズ型の事業展開を導入し

ている。 

なれば周囲の見方が変わり、当初は容認された慣

行が許容されなくなることはあり得る。供給者と

して中核的役割を担うようになった以上、社会か

ら注がれる目が変わるのは当然のことであろう。

関係者の内部に自浄作用が生まれるのか、大きな

存在になったという自覚のないまま、旧態依然た

る取引慣行を踏襲するのか、コンビニ業界の対応

が注目されるのみならず、中核的存在あるいは日

本を代表する企業が、いつまでも旧態依然たる取

引慣行を踏襲していていいのかどうか、広く社会

で議論されるべき問題であろう。 

本件に関しては、裁判事例が発生していること

を踏まえ、フランチャイズチェーン契約の不備を

補う作業を進めるべきである。関連業界の努力に

より改正の方向が示されることが望まれるが、所

期の成果の達成が困難な場合には、行政の介入が

求められることもあろう。 

 

 
図 6：ＦＣ契約の構造 

 

4.3 公正取引委員会報告書 

コンビニの本部と加盟店との間のトラブル事

例が増えたことから、2011 年 7 月公正取引委員会

は、「フランチャイズ・チェーン本部との取引に関

する調査報告書」をまとめた。同報告書は、その

冒頭に調査の趣旨を、「公正取引委員会は、1983

年に、『フランチャイズ・システムに関する独占禁

止法上の考え方について（フランチャイズ・ガイ

ドライン）』を策定し、本部のどのような行為が独
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占禁止法上問題となるかを明らかにするとともに，

違反行為の未然防止の観点から、その普及啓発を

行うなどの取組を行って来た。今般、公正取引委

員会は、この間、本部による加盟者に対する独占

禁止法違反行為（優越的地位の濫用）が発生して

いる事情などを踏まえ、フランチャイズ・ガイド

ラインに記載されている事項を中心に、本部と加

盟者との取引実態を把握するため調査を行った」

と明記している。 

同報告書は、「商品の廃棄」に関しては、①「加

盟店で販売する商品について、本部から消費期限

に達していない商品の廃棄を求められたことがあ

ると回答した加盟店の割合は 40.4％に上っている

こと、②求められたとおりに廃棄を行わなかった

ときの本部の対応に関しては、コンビニエンスス

トアでは「より積極的に廃棄を行うよう指導され

た」との回答が 58.8％に上っていることに留意し

ている。 

また、③「同質問に対し、本部からどのような

不利益な取扱いがあったか又は示唆されたか」の

質問に関しては、過半が「契約の解消」と「契約

更新の拒絶」を挙げていること、さらに、④「廃

棄商品に係る原価の負担状況」に関しては、「加盟

店で販売する商品を廃棄した場合における当該商

品に係る仕入原価の負担者は、加盟店の全額負担

となっている」との回答がコンビニエンスストア

では 60.0％に上っていることにも留意している。 

 それらの指摘を待つまでもなく、同報告書の内

容に沿って、2009 年 6 月 22 日の排除措置命令が

行われたことは明らかである。 

また、ＦＣ契約における本部と加盟店の関係に止

まらず、日本社会は今日、優越的地位にある者の

行為が問題視される事例が増加している。表 6 は、

2011 年度と 2012 年度における独禁法違反事件の

処理状況である。2011 年度において法的措置がと

られた案件は優越的地位の濫用が 3 件、再販売価

格の拘束、取引妨害が各 1 件該当している。警告、

注意まで含めると、129 件もの事案が処理されて

いる。一般に公正取引委員会は、違反行為をした

企業や店舗に対して当該措置の排除を求める措置

（法的措置）を取る。また、法的措置を採るに足

る証拠は得られないが、違反の疑いがある場合は

警告を行う。あるいは、違反行為の存在を疑うに

足る証拠は得られないが将来違反につながるおそ

れがある場合は、注意を行う権限を有している。 

2012 年度は、「優越的地位の濫用」に関して法的

措置がとられた事案はなかったが、61 件のケース

に関し、注意が行われている。 

 

表 6：独禁法違反事件の処理状況（2011 年度、2012 年度）

 

出所：平成 23 年度における独占禁止法違反事件の処理状況について（平成 24 年 6 月 6 日、公正取引委員会） 

   平成 24 年度における独占禁止法違反事件の処理状況について（平成 25 年 5 月 29 日、公正取引委員会） 
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5. コンビニの役割の変化と進化 

 

5.1 コンビニ業界の変遷 

1974 年、セブンイレブンの第 1 号店開業で始

まったコンビニ業界は、長時間営業、ワン・スト

ップ・ショッピング14という高い利便性、消費者

のニーズに合わせた商品開発、品揃えの良さ、フ

ランチャイズチェーンシステムによる大量出店で

成長してきた。 

また、1990 年代半ば以後、景気低迷で小売業

全体の年間販売額が減少したときも、数々の試み

により売上を伸ばし、スーパーマーケット、百貨

店と並ぶ小売業の主要業態となった。 

しかしながら、コンビニ業界は常に順調であっ

た訳ではない。2000 年前後には業績が前年比マイ

ナスとなる時期が多くなり、全店ベースの売上高

も頭打ち傾向を示した。これには大量出店により

コンビニ同士の競争が激化したことも一因である

が、24 時間営業のスーパーマーケット、ディスカ

ウントストア等新たな競争相手の出現も売上減少

の要因となった。コンビニの年間販売額は、2000 

年から 2007 年まで 8 年連続前年比マイナスを記

録した。 

コンビニ業界が、再び成長軌道に乗ったのは

2008 年 5 月である。その第一の要因に挙げられ

るのが、タスポ効果15である。2008 年 3 月に導入

された制度で、未成年者の喫煙防止を目的とする

ものであったが、IC カード作成を面倒と考える人

などがコンビニでたばこを購入するようになり、

コンビニの販売額を押し上げた。しかしながらよ

り重要な点は、タスポ問題をきっかけに、これま

であまりコンビニに来店しなかった 40～50 歳代

の客層の来店が増えたことである。タスポ導入以

                                                 
14 一つの店ですべての買い物を済ませてしまう購入

形態。ワン・ストップ・ショッピングを支える店をワ

ン・ストップ・ショップ、また、そのような店のサー

ビスをワン・ストップ・サービスという。 
15 タスポ（TASPO）カードは、未成年者の喫煙防止に

向けた取り組み強化の一環として開発された成人識別

IC カードである。2008 年 3 月から順次日本全国に導入

された。 

前はコンビニは若い人が利用する店舗と考えてい

た年代層がコンビニの利便性に気が付いたのが、

2000 年代後半である。 

2012年 7月に、セブンアンドアイが公表した「コ

ーポレートアウトライン 2012」によれば、最近の

傾向として、若年層のコンビニ離れが顕著である

こと、30、40 代の顧客はやや増加していること、

40 歳以上の顧客は着実に増加しているとの傾向

が読み取れる。 

若年層のコンビニ離れに関して、年齢階層別構

成比で見ると、若年層のコンビニ利用はこの 20

年でほぼ半減している。30～40 代顧客の微増に関

しては 1980～90 年代にコンビニを利用した若年

層が今日 30～40 代になって引き続きコンビニを

利用しているとも考えられる。 

 しかしながら、長期的な趨勢は、コンビニ支持

が継続的に高まっていることを示している。 

一方、家族構成の変容等、人口動態的な要素も

コンビニ業界にとってプラス要因を形成した。少

子化基調の中で日本では 1 世帯当たり人数が減少

している。家族の構成員が多ければ、大量に買い

置きして消費することに合理性があるが、少人数

世帯や構成家族が別々に食事を取る世帯では、コ

ンビニで必要な分だけ小分けして購入することに

合理性がある場合が多い。また、一般就労女性の

増加も、調理済み食品への需要増加という点でコ

ンビニ業界にとっては追い風として働いている。 

コンビニで扱っているのは、基本的には最寄品

16である。最寄品は需要の価格弾力性が小さい点

に特色がある。その点からはコンビニは他の小売

業態に比べて、不況には相対的に強い。 

コンビニは売上の 6 割強が食品であり、単価も

安い。また、食品といっても高級品ではなく、日

常食べるものが中心である。協会によれば、客単

価は 570～600 円で推移している。 

コンビニでの取扱い商品が最寄品であるとい

                                                 
16 消費者の購買行動により、一般に商品は最寄品、買

回品、専門品に分けられる。最寄品は、使用頻度、消

耗頻度、購買頻度が高く、価格がどこでも大差がない

商品である。住居に比較的近いところで時間や労力を

かけずに購入される。 
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うことは、お弁当がおにぎりに変わることはあっ

ても、衣料品や宝飾品のように購入そのものを断

念するということは少ないのである。2000 年以後

の小売業界の動向に関しては景気の悪化を背景に

百貨店、スーパーマーケットの売上不振が続いた

が、その中でコンビニは販売額を伸ばしてきた。

コンビニは、既にみたとおり、単品管理により絶

えず「売れ筋商品」と｢死に筋商品｣を選別して、

物流の効率化を進めるとともに、顧客のニーズに

応じた商品を開発している。こうした不断の販売

促進、商品開発努力もさることながら、人口動態

的に少子化、世帯人数の減少を受け、小分け・適

量販売のコンビニ商品への需要増加を適格に把握

していることが販売額を伸ばした最大の要因であ

る。 

 

5.2 営業時間の変化 

コンビニ 1 号店は、既述のとおり、東京都江東

区豊洲の酒店であった。コンビニの伸長には一般

店舗の閉鎖を促進した面と一般小売店の形態を変

え、小売業を継続させた要素がある。 

当初は朝 7 時から夜 11 時までの 16 時間営業で

開業したが、順次 24 時間営業の店舗が現れた。社

会の進展、人々の生活パターンの変化、商品配送

の点から、原則として年中無休 24 時間営業がチェ

ーン本部から事実上義務付けられたチェーンが多

い。 

一方、都市工学的な面からはコンビニは既に都

市機能の一要素を形成しており地域社会へのサー

ビスや利便性の提供拠点としてのみならず、24 時

間営業とコンビニの照明による周辺地域の治安・

防災維持の効果、避難場所としての役割を担って

いる。 

その後、郊外地域など一部の店舗では深夜開店

の利点の低下、店舗経営者の高齢化、人件費抑制

などから、24 時間営業を見直す動きが現れた。 

24 時間営業は当初は国民のライフスタイルの

変化という社会のニーズに答えるものであったが、

その後、店舗経営者の超過労働の問題などの労務

上の問題に加えて、地域によっては社会風紀上の

問題が惹起された。しかしながら、これらは基本

的には地域社会のトータルな課題として対処すべ

き問題である。 

 

5.3 コンビニ業界の課題 

コンビニ店舗数の増加は、機能の充実を一因と

している。コンビニが取り込んだ機能には、ＡＴＭ

の導入、写真現像、公共料金の支払い、宅配便の

取り継ぎ、切手・はがき販売、商品宅配サービス、

チケット購入、住民票の交付、薬剤師の相談など

が挙げられる。コンビニは、もはやこれまでの小

売店とは異なる地域住民のワン・ストップ・サー

ビス機関の機能を果たすに至っている（表 7 参照）。 

しかしながら、コンビニ業界も業者間競争、少

子高齢化への対応といった課題を抱えている。業

者間競争は、近年、オリジナル商品・ＰＢ商品の

強化、店舗業態の多角化、中高年層の取り込み、

海外進出、低価格商品の導入などの戦略に現れて

いる。 

24 時間営業スーパー、長時間営業のディスカ

ウントストア等、新たな競争相手も出現している。

また、少子高齢化への対応も課題であり、厳しい

競争を勝ち抜くためには一層の差別化を図る必要

がある。 

 

表 7：主な新サービスの導入時点 

サービスの導入 備考
1974年 1号店開設
1982年 コピー機導入
1987年 電力料金の代行サービス
1988年 宅配便の取り次ぎ 1万店突破
1996年 チケット発券サービス開始
1999年
2000年 食品宅配開始
2001年 ATM設置
2009年 売上高が百貨店を抜く
2011年 無料持ち届けサービス
2012年 　
2013年 住民票発行 高級品導入、二極化進行

 

5.4 ネット販売との競合と協働 

コンビニと並んで業績を伸ばしているのが、電

子商取引である。2013 年 9 月 27 日、経済産業省
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は、「平成 24 年度我が国情報経済社会における基

盤整備(電子商取引に関する市場調査)」の結果を

公表した。これによると、同年度における国内の

ＢtoＣ電子取引17市場規模は 9 兆 5,130 億円、前年

比 12.5％増を記録した。全業種が前年を上回って

おり、特に小売分野では衣料・アクセサリー小売

事業が 20％超の高い伸びを示した。ＢtoＣ電子取

引は、小売やメーカーなど有力事業者の参入が続

き、取り組みも強化の方向にあり、市場の成長は

当面続くとみられる。 

小売業の販売総額が 100 兆円であることに対し

て、ネット通販は 8 兆円規模であり、コンビニが

現実店舗とネット販売の融合を志向し始めたこと

は 2013 年における大きな動きであった。現実店舗

とネット販売が融合した新たなショッピングの実

現には、現実の店舗チェーンの共同販促、ネット

事業の一本化、及び両者の融合が求められる18。 

 

5.5 震災対応にみられるコンビニの進化 

（１）災害時支援協定 

災害対策という点では、コンビニチェーンの多

くは、店舗を出店している地域の自治体と「災害

時における帰宅困難者支援に関する協定」を締結

している。協定の具体的内容は、災害時に帰宅途

中の人が立ち寄ったとき、トイレを貸与すること、

水道水を提供すること、地図やラジオによる道路

情報を提供することなどである。 

近年締結されている協定は内容が包括的であ

ることが特徴である。2003 年 8 月にローソンが和

歌山県と締結した協定（地域協働事業の実施に関

する協定）では、災害対策または治安対策等地域

に貢献すると認められる事業、県産品の活用促進

                                                 
17 B to C は電子商取引の形態の一つで、企業（business）

と一般消費者（consumer）の取引を指す。また、企業

間の取引は B to B、一般消費者同士の取引を C to C と

いう。 

 
18 コンビニとネット販売は、業界が異なるので、売上

は別に計上される。コンビニの売上に関しては、将来

的には売上総額と店舗における売上額、ネットによる

売上額の内訳が公表されることになろうが、重複の排

除は今後の課題である。 

に寄与すると認められる事業、その他県政の推進

に寄与すると認められる事業の 3 分野が地域協働

事業に挙げられた。 

また、コンビニ各チェーンが出店地域の自治体

と締結している協定は、帰宅困難者支援だけに止

まらない。1996 年 4 月にファミリーマートが静岡

県と締結した「災害救助に必要な物資の調達に関

する協定」や 1998 年 3 月にローソンが奈良市と締

結した「災害時における物資の調達に関する協定」

が初期の事例であるが、その後、災害時の物資の

調達や確保を目的とする様々な協定が締結されて

いる。表 8 にその一例を示す。 

こうした一連の協定内容からは、1995 年の阪

神・淡路大震災の経験を教訓にしていることが浮

かび上がってくる。コンビニは阪神・淡路大震災

を契機に、災害時対策の一環として、物資の調達

と確保を目的に協定を結んだ。そして、その協定

内容が包括化する過程で、帰宅困難者への対処の

問題も出てきたと見ることもできる。 

 

表 8：「災害時における物資の調達に関する協定」 

（愛知県とファミリーマートの事例） 

締結年月 2010年2月

協定目的
緊密な相互連携と協力による活動を推進し、地域のニーズに迅速
かつ適切に対応し、愛知県民の安心・安全の向上と地域の活性化
を図ること

①地産地消に関する商品の販売に関すること

②県産品オリジナル商品の開発・販売に関すること

③観光情報・振興に関すること

④健康増進・食育に関すること

⑤少子化対策、子育て支援に関すること

⑥高齢者・障害者支援に関すること

⑦起業・雇用機会の拡大に関すること

⑧若年層の職業意識の醸成に関すること

⑨青少年育成に関すること

⑩地域防災への協力に関すること

⑪環境対策・リサイクルに関すること

⑫防災・交通安全に関すること

⑬スポーツ振興に関すること

⑭国際的なイベントに関すること

⑮地域経済団体等への加入促進、その活動への協力

⑯その他、県民サービスの向上・地域社会の活性化

「災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定」（2005年6月）

「災害時における応急生活物資の供給に関する協定」（2009年3月）

協定内容

災害時協定

出所：「愛知県との包括的協定」より作成 
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（２）東日本大震災時の対応 

コンビニが、東日本大震災により起こった品不

足に対して取った行動は、大きくは次の 2 つであ

る。ひとつは、チェーン本部の商品調達であり、

既存のルートに拘らず新規ルートの開拓が追求さ

れた。新規開拓は国内に留まらず、海外へも広げ

られた。あるチェーンは、三陸での被災を受け、

原料食材の調達先を中国に求めた。また、他のチ

ェーンは、ミネラルウォーターの品薄発生後 1 カ

月程の内に、グループが台湾で販売しているオリ

ジナル飲料水を調達した。 

今一つの対応は、品薄状況を補うために、各店

舗段階で店内調理の商品を平素より多めに供給し

たことである。手作りおにぎりを供給したチェー

ンやカウンター上での店内調理を重視する対応が

みられた。 

 

（３）東日本大震災への対応でみられたコンビニ

対応の卓越性 

コンビニチェーンは、東日本大震災で被災者に

多くの貢献をした。そのことは単なる被災地の復

旧・復興を越えて、コンビニ業界の物流システム

が一層大きな供給力を秘めていることを示した。

デイリー商品と呼ばれるお弁当やおにぎりなどの

商品カテゴリーは、コンビニ各社が協力メーカー

に製造依頼して市場に供給するのが一般的である。 

コンビニ大手のベンダーは東北地方に多くの

工場を抱え、震災前は、ここから各地の店舗に商

品供給していた。しかしながら、震災で全工場が

被災し、一時稼動停止を余儀なくされた。被災地

周辺でも停電などの影響で、北関東でも約 4 割、

首都圏でもほぼ同じ割合で工場が震災の被害を受

けた。 

しかし、本部は支援を決めた。その結果、その

多くの被災工場の不足分をフォローするための対

応策として考えられた措置が「玉突き物流」であ

る。それは、震災の被害を受けなかった生産工場

を拠点として増産し、通常の地元納品地域に隣接

する地域の販売店や工場に納品するというもので

ある。具体的には、今回の事例で生産拠点となっ

たのは、長野・山梨地区の工場と新潟・北陸地区

の工場であった。まず長野・山梨地区で生産した

商品を福島県と北関東地域に配送し、一部商品を

新潟・北陸地区に配送した。 

一方、長野・山梨地区から商品の補充を受けて

在庫を増やした新潟・北陸地区の工場は生産した

商品の一部を被災地である東北に搬送した。 

 こうして、生産余力のある地域の工場が増産し、

そこから玉突き式に隣接する地域に商品を送り出

し、順次、被災地に向けて納品体制が敷かれ、被

災地における商品供給体制が補われた。 

「玉突き物流」を機能させるためには、チェー

ンの本部が、全協力工場の稼動状況や原材料の在

庫状況を把握していなければならない。通常、コ

ンビニなどの日販品を作る協力メーカーは、複数

のコンビニチェーンにも商品を供給している。し

かし、コンビニ大手はベンダーとの関係が強固な

ため資本関係はないが、同社の「専用工場」のよ

うなビジネス関係を確立している。こうしたベン

ダーの協力があって、初めて玉突き物流が可能と

なる。 

東日本大震災の教訓を元に、コンビニ各チェー

ンは一層の物流の効率化を進めている。こうして

コンビニ業界の物流システムは、既に社会インフ

ラの一部を形成している。 

 

6. コンビニの将来像と課題 

 

1974 年の 1 号店の開店から暫くは、コンビニが

社会的に認知を得るための期間だった。その時期、

テレビコマーシャルで流れていたのは「あいてて

よかった」の宣伝文句であり、社会的には一般小

売店の開店前、閉店後の時間帯にもサービスを提

供する店舗がコンビニとみなされた。その後、店

舗数の増加に伴い社会的責任も増加し、今日では

「近くて便利」という宣伝文句でその利便性は広

く社会に浸透した。 

 売上高が 16 兆円に拡大すると予想される 2016

年には「なくては困る」というフレーズが、社会

的に受け入れられると予想される。 
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「なくては困る」という第三段階になると、当

該業態は「供給責任を果たせばこと足りる」フェ

ーズから、さらに一歩進み、「存在責任」を負う。

「なくては困る」存在になったコンビニは、それ

自体としてより大きな責任が求められるのである。 

存在責任とは、譬えて言えば、大型船舶が果た

す小型船舶に対する義務のようなものである。大

海を航行している大型船が小型船に対して、ＳＯＳ

信号を受信する責務を含め、万一の際はこれを保

護する責任を持つことに似ている。 

コンビニは日本社会のなかで、阪神・淡路大震

災、新潟県中越地震、東日本大震災を経て、その

国民生活への密着・ライフライン性が認識される

に至ったと考えられる。コンビニが「近くて便利

なだけのもの」なら、我々はコンビニがなくても

生活に困らないが、コンビニは特に東日本大震災

以後、利便性以上の機能を提供しだしたと考えら

れる。東日本大震災に直面して、チェーン本部が

取り組んだことは、対策本部の設置を皮切りに、

様々な品不足への対応であった。これには、海外

からの調達も含めた様々な新規ルートの開拓と店

内調理商品19の増強が含まれる。一部のコンビニ

は、地域にとって、すでに「なくては困る」段階

に到達しつつある。 

コンビニ業界が今日、社会インフラの一環を担

い、存在責任を背負う存在になりつつある以上、

正すべきは正す経営理念の透明性の確保が期待さ

れる。 

コンビニは、顧客のニーズの変化に敏感で、社

会貢献に通じる新たなビジネスモデルを作ること

を得意にしている。この点から、将来のコンビニ

を展望すると、社会インフラの機能を果たすこと

を前提に、顧客との接点の一層の進化、高齢者支

援サービスとの融合の方向が考えられる。 

通信販売やネット通販の取扱いが近年大きく

伸びており、リアル（実）販売とバーチャル（ネ

                                                 
19 店内調理品は震災時に自家製おにぎりを提供したこ

となどで普及が加速したが、一般的には売り場に新味

を出し、店舗従業員に対し売り込むべき商品を明確に

する狙いがある。 

ット販売）の相互作用が小売業界の将来に大きな

影響を及ぼすとみられている。こうした潮流は、

今後さらに拡大するとみられる。その点からはコ

ンビニ業界の将来はネットとの協業をいかに図る

かという点にかかっている20。 

小売業における基本的な顧客との接点は、店舗

と顧客の単一接点であった。次いで、カタログ通

販、テレビショッピング、ネット通販等の新たな

顧客接点が形成された。いわゆるマルチチャネル

である。顧客にとって複数の購買選択肢ができた

ものの、基本的には単一の関係であった。 

今日、こうしたマルチチャネルが発展し、顧客

はネットで注文して、店舗で商品を受け取るとい

う、チャネル横断的な購買行動が可能になった。

こうした複数のチャネルを横断する購買行動をク

ロスチャネルというが、その究極的な姿は全ての

チャネルが連携することからオムニ（全ての）チ

ャネル21と呼ばれる。 

この場合、チャネルは、実店舗、テレビ、通販、

ウェブサイト、携帯電話、ダイレクトメール、Ｓ

ＮＳ22など全てのチャネルを意味する。オムニチャ

ネルでは、消費者は現実店舗（リアル）とネット

を同一空間に位置付け、購買行動を決定する。 

一方、少子高齢化進行の結果、一人暮らしの高

齢者世帯数は大きく増加する。既にそうした方向

は現れており、単独世帯主の高齢者の中には、家

庭で調理するよりは少量の惣菜や出来合いの弁当

をコンビニで調達する人も現れている。 

こうした動きは、地域社会維持の一モデルを示

しており、高齢者を地域社会が支える可能性を示

している。一部の高齢者の食事がコンビニの宅配

                                                 
20 セブン＆アイ・ホールディングスは、2013 年 12 月 2

日、通販大手のニッセンホールディングスを買収する

と発表した。同社は、店舗と通販サイト、カタログ誌

などの販路を組み合わせ、ニッセンの顧客基盤やネッ

ト通販のノウハウを生かす。 
21 オムニチャネルは、パソコンやスマートフォンを通

して、ネット通販や実店舗（リアル）などあらゆる販

路を組み合わせ、いつでもどこでも買い物ができる形

態を指す。 
22 SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

は、インターネット上の交流を通して社会的ネットワ

ークを構築するサービスをいう。 
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で賄われるとすれば、宅配サービスは地域社会の

生活支援サービスと容易に結びつく。 

コンビニと一人暮らしの高齢者が携帯電話で

つながり、食事の注文サービスに加入した高齢者

が毎回注文の有無を連絡することとすれば、その

注文がなかった場合には、宅配担当者が高齢者の

体調の確認に訪問するというサービスの展開が予

想される。 

これらの点から、コンビニを含 

む小売業界の将来は、通販との関係ではオムニ

チャネルを嚆矢とするネットと現実店舗の融合の

中に位置づけられる一方、宅配と高齢者の生活支

援を組み合わせた宅配システムの拡充に求められ

る可能性が大きい。 
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要 旨：イノベーションが社会発展に大きく貢献してきたことは歴史を垣間見ても容易に理解できる。

ところが、技術的発明が産業発展へと実を結ぶまでの長い社会的プロセスには、十分な注意が払われて

こなかった。本稿は、既存のソーシャル・イノベーション研究においてイノベーション後のビジネスプ

ロセスや社会的評価の影響などが分析されていないことを考慮しながら、企業の研究開発に関するイノ

ベーション戦略の論理を構築する手掛かりを得ることを目的とする。 

 

Abstract：It is easily understood by catching a glimpse of our history that innovation has contributed greatly to 

the development of society. However, it may be said that enough attention has not been paid to a long social 

process until technical invention is realized to industrial development. The goal of this paper is to give an insight 
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1. 問題認識と研究目的 

 

18 世紀にイギリスから始まった産業革命に

伴う社会の発展をとらえる時、イノベーション

がその起爆剤となっていることには疑う余地

はない。そして、持続可能な社会の実現に寄与

するイノベーションの重要性が益々拡大して

いる 1)。技術の社会的影響は、人間の物質的生

活のみならず、精神的・文化的側面にまで深く

及びつつあり、技術体系はますます社会的性格

を強めている。このため、企業の目先の利益に

とらわれない深い考察が必要であることを、多

くの人々が感じ始めている 2)。 

イノベーションの今後の方向とあり方を模

索するにあたっては、イノベーションを生み出

す一つの場となる企業と企業が生み出したイ

ノベーションを受け入れながら次の革新を育

む社会との関係を深く洞察することが求めら

れる。そして社会の中での企業の存在の大きさ

を考えるとき、企業の能力構築のあり方が極め

て重要である。大規模化した企業内での研究開

発活動の成否がその企業の競争力を左右し、さ

らには一国の経済の栄枯盛衰にさえ大きく影

響を及ぼす。こうした状況は、企業における研

究開発であっても社会的な戦略が必要である

ことを示している。 

ところが、イノベーションの生成プロセスに

関するわれわれの理解は不十分な状況にある。

技術開発の領域でイノベーションが扱われる

ことはあっても、技術的発明が社会発展へと実

を結ぶまでの長いプロセスには十分な注意が

払われてこなかった 3)。 

イノベーションという言葉は、オーストリア

の経済学者シュンペーターによって初めて定

義された。シュンペーターはその著書「経済発

展の理論」の中で、イノベーションとは新しい

ものを生産する、あるいは既存のものを新しい

方法で生産することであり、生産とはものや力

を結合することであると述べている 4)。そして、

イノベーションにおける新結合として、①創造

的活動による新製品開発、②新生産方法の導入、

③新マーケットの開拓、④新たな資源（の供給

源）の獲得、⑤組織の改革などを挙げている。 

これらの新結合は企業を通じて実現し、社会

経済にインパクトをもたらす。端的に言えば、

占部（1984:p.205）が「新しいアイデアの企業化

に成功することによって、その企業に新たな利

益源泉をもたらす」と述べているとおりである

5)。いわば、イノベーションとは「新しい製品や

生産方法、その他を成功裏に導入すること」6)

によって、新たな利益が創出されることを意味

している。イノベーションこそが長期的に生産

性を上昇させ、持続的成長を可能にする唯一の

方法である。かくしてシュンペーターも経済発

展の原動力としての企業家のイノベーション

における役割を強調している 7)。 

ところで、かつて大きな競争力を発揮した大

企業が世界的な経済低迷の影響と新興国市場

の急拡大を背景とした価格志向の強まりの中

で、苦戦を強いられており、その競争力のあり

方、イノベーションのあり方が問われている 8)。 

1980年代初期に、マイケル・ポーター（1980,

邦訳 p.241）は「企業戦略におけるイノベーショ

ンの分析で、市場における最先端のイノベーシ

ョンの成果が強力な競争力の源泉である」と述

べている 9)。榊原（2005）は内外の様々な事例

から、イノベーションを収益に結び付ける営み

を鮮やかに描き出している 10)。しかしこれらの

イノベーションについての研究は、市場での競

争との関係で論じられている。 

クリステンセン(1997)が「イノベーションは

本来社会変革を意味するものである」としてい

るように 11)、イノベーションの最終的な価値に

焦点を当てるならば、イノベーションを社会変

革として捉えて考察する必要がある 12)。 

社会変革としてのイノベーションに対する

研究は、楠木（2001）によれば、社会・経済シ

ステムに影響を与える「『新しいもの』が生み

出されるプロセス」の研究である 13)。ソーシャ 
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図1 企業システム革新とソーシャル・イノベーションとの相互作用的生成 

（出所：廣田俊郎(2004)「ソーシャル・イノベーションと企業システム革新の相互作用的生成」より作成） 

 

ル・イノベーション論もこれに該当し、如何に

ソーシャル・イノベーションを生み出すかとい

うところに関心がある。 

ソーシャル・イノベーションの概念を日本で

初期に提示した研究の一つは広田（1988：p.4）

の研究である 14)。廣田（2004：p.133）1は、現

代社会・経済システムの持つ諸問題が企業家の

活動そして消費者の活動を通じて徐々に解決

されていくイノベーションを特に「ソーシャ

ル・イノベーション」（図 1）と呼んでいる。な

お、その進化的プロセスで生じる企業システム

の革新は、情報化、グローバル化、規制緩和な

どのソーシャル・トレンドを適切に組み入れて

いるとともに、それらのソーシャル・トレンド

に実体を与え、人々の生活に目に見える変化を

もたらしていく媒体となっている 15)。いわば、

イノベーションは価値観の革新を伴う情報や

モノの流れにより社会・経済システムを再編し、

新しい社会・経済システムを生成する営みであ

る。 

また、ソーシャル・イノベーションの既存の

研究では、イノベーションを促進させる社会・

経済システムの変革、イノベーション後の社

会・経済システムの変革、社会問題を解決する

新たな仕組みとしてのソーシャル・イノベーシ

                                                   
1 広田(1988)と廣田(2004)は同一人物であるが、掲

載論文の表記では異なっている。 

ョンという三つの潮流が認識されている 16)。 

しかし本研究では、自社のビジネスプロセス

や社会・経済システムを変革する可能性のある

イノベーションが企業の活動へどう影響する

かを扱う。そのため、広田の図 1を参考にした

図 2のモデルを想定した。本稿は、この変革が

どのように企業活動を動かし、その変革に対し

て企業が如何に能動的・受動的に対応し得るの

かという問題を、企業におけるイノベーション

戦略としてとらえようとするものである。 

本研究の目的は、既存のソーシャル・イノベ

ーション研究においてイノベーション後のビ

ジネスプロセスや社会的評価の影響などが分

析されていないことを考慮しながら、企業の研

究開発に関するイノベーション戦略の論理を

構築する手掛かりを得ることである。 

これによって、市場での競争優位性との関係

で分析されてきたイノベーションを社会的評

価からの働き掛けとしても同時に捉え、企業と

社会的評価の相互作用の中で捉えることが可

能になる。そして、この相互作用に立脚した戦

略構築の可能性を論ずる道が拓かれるものと

考える。本研究では、社会・経済の変革に大き

な影響を及ぼした事例を検討し、事例分析から

導かれる研究モデルを提示して仮説を定立す

る。 
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図 2 ソーシャル・イノベーションのプロセス 

 

2. 事例検討（Internet Explorer） 

 

ここでは社会・経済の変革に大きな影響を及

ぼしたインターネットの普及に関して、マイク

ロソフト社の事例を用いて分析する。マイクロ

ソフト社のイノベーションのうちインターネ

ット普及に関する一つの代表例として、Internet 

Explorerを考える。Internet Explorerとはマイク

ロソフト社のWebページを閲覧するためのアプ

リケーションソフトである。 

Internet Explorer 1.0は 1995年 8月 24日に公

開され、Windows95用の機能拡張パッケージ「マ

イクロソフトプラスフォーWindows 95」に収録

されていた。また、マイクロソフト社は 1995

年 11 月 Internet Explorer の新バージョン 2.0 及

び 1996年 8月のバージョン 3.0の公開により主

要なウェブサイトから無料の Internet Explorer

を提供した。しかしこの時点では、 Internet 

Explorer という技術そのものには大きな変化が

なかった。1995年に発売されたマイクロソフト

Windows 95がそれまでのWindowsとの大きく異

なる点の一つは、ネットワークオペレーティン

グシステム機能を実装したことである。そして

1996 年の無償化という新供給方法についての

イノベーションが Internet Explorer ユーザーを

増大させた。 

当時はハイパーテキストマークアップラン

ゲージの手書きにより制作されたサイトが多

かったが、そのようなハイパーテキストマーク

アップランゲージの中には正しく記述されて

いないものも少なくなかった。後述の訴訟に関

わる重要な相手である Netscape Navigator はイ

ンターネットが普及し始めた 1990 年代前半、

もっとも幅広く使われる主要なブラウザであ

ったが、そのようなハイパーテキストマークア

ップランゲージの表示の補正を積極的に行わ

なかった。それに対して Internet Explorer は積

極的に補正を行った。結果として、 Internet 

Explorer では機能が向上したことにより、顧客

の Netscape Navigator 離れが加速する一因とな

った。 

これらの点は Internet Explorer の技術そのも

のについての革新であった。しかし、1996年の

無償化という新供給方法は、技術を超越した

Internet Explorer の新たなイノベーションであ

る。 
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Netscape Navigator は当時シェアウェアとし

て有料であったが Internet Explorer は無償で公

開された。しかし Internet Explorer では基本的

に売り上げが無い以上、Windows など他のマイ

クロソフト製品の売り上げから開発費が出て

いると考えられ、マイクロソフト製品が不当価

格であるとの批判が社会的評価として生じた。

そして、1998年の Windows98との抱き合わせ販

売により、Internet Explorer を巡るステークホル

ダーが変化した。すなわち、司法省がマイクロ

ソフト社の Internet Explorer の提供はパソコン

用基本ソフト(OS)「Windows」との違法な抱き合

わせであると考えられることを指摘した。 

1998年 10月 19日にマイクロソフト社は、「ブ

ラウザ市場での競争相手である Netscape コミ

ュニケーションズから顧客を奪うためにオペ

レーティングシステム市場での独占力を利用

した」として、独占禁止法違反で司法省と米 18

州から提訴された。これに対するマイクロソフ

ト社側の主張は「コンピュータをウォルマート

で購入するようなことには興味がない。消費者

が望むのは箱から出してそのまま使えること

である。マイクロソフトは、このような消費者

に対して彼らが望むものを提供するすべての

条件を備えている。」や「マイクロソフトは消

費者の選択の自由を否定していない。消費者が

マイクロソフトを選択したのである。」という

ものであった 17)。実際提訴される前にマイクロ

ソフト社は、1997年の Internet Explorer4.0から

Windowsの一機能として Internet Explorerを搭載

するようになった。このことが Webブラウザ市

場シェアをほぼ独占するきっかけとなった。 

一方で、1998 年に司法省と米 18 州がマイク

ロソフト社を提訴したことに始まって以来、不

当に高い値段で製品を販売しているとして、米

国の 12,500以上の公立小学校、中学校、高等学

校を対象とした消費者団体など、多くの消費者

団体も訴訟を起こした。また 2001年 12月 6日、

米国消費者連盟など米国の消費者団体 14 団体

が、訴訟を継続している 9州の検事総長に要望

書を提出した 18)。 

そして 2002年 10月まで 4年の歳月が経過し

た頃、多くの消費者団体がマイクロソフト社と

の和解に応じた。和解の内容は、学校を対象と

した消費者団体には 10億米ドルを超える PCの

ハードウェア、ソフトウェア、トレーニングプ

ログラムなどを提供することであった。加えて、

マイクロソフト社が和解金を支払うことと、一

定期間にマイクロソフト社製品を購入したユ

ーザーに対して同社以外のメーカー製品も購

入可能なクーポン券を配布することであった 17)。 

このように、企業自らがイノベーション戦略

の一環として社会的イノベーションを意識的

に仕掛けることによって、マイクロソフト社は

大きな市場を確保することができたのである 19)。

当初マイクロソフト社の競争相手とされてい

た企業は Netscape コミュニケーションズであ

ったが、すでに同社のブラウザである Netscape 

Navigator はマイクロソフト社の Internet 

Explorer に事実上敗れ、Netscape コミュニケー

ションズ社はアメリカオンライン社の一部門

として存続しているにすぎなくなっていた。 

そして 2004 年度にマイクロソフト社はステ

ークホルダーとの関係構築について、企業の社

会的責任と持続可能な発展を専門領域とする

コンサルティング会社である サステナビリテ

ィ社に協力を依頼して、NPOとの協業や欧州・

中東・アフリカ地域、具体的には英国、フラン

ス、イタリア、ドイツ、ポーランド、南アフリ

カにおける取り組みの見直しによって新たな

戦略の策定を行った。特にステークホルダーと

の積極的な関係構築の試みとして、英国のすべ

てのステークホルダーを対象とした調査を実

施した。 

このようにしてステークホルダーとの前向

きな関係を構築することで、ビジネスにおける

意思決定プロセスを改善し、社会の要請に適切

に対応していくことができる企業に変身する

ことをマイクロソフト社は考えた 20)。 

企業における社会的イノベーションの戦略



 

38 

 

は、ステークホルダーの価値観に左右される 19)。

ソーシャル・イノベーション論では、前述した

図 1と図 2のように現在の社会・経済システム

のもつ諸問題は進化的プロセスに基づいて企

業家の活動と消費者の活動を通じて、徐々に解

消されていくものと解釈されている。 

ただし、従来の研究は、図 2の太線の矢印が 

示すような新しい社会・経済システムの生成が

企業システムの革新にもとづく新製品及び新

サービスの提供に与える影響、特にマイナスの

影響については意識されていない。3 章以降で

はこのマイナスの影響を中心にして検討する。 

 

3. 研究モデル 

 

ここで問題になるのは、どのような時に企業

が生み出した社会・経済システムの変革が企業

にマイナスの影響をもたらし、どのような時に

プラス影響をもたらすのかということである。

イノベーションに対する社会の評価がこれに

関係しているものと思われる。企業の行動とそ

の結果に対する社会的な評価の基準として、企

業の倫理基準や社会的責任基準がある。これら

が充足されれば企業の生み出した社会・経済の

変革が企業にプラスの影響をもたらすものと

考えられる。あるいは、少なくとも非マイナス

となるだろう。その一方、未充足ならば恐らく

マイナスの影響が出ると考えられる。 

マイクロソフト社の Internet Explorer という

イノベーションの事例が示しているとおり、

Internet Explorer というイノベーションの創出

は司法省、消費者団体、他メーカーなどの新た

なステークホルダーの関与をもたらした。しか

し、これらのステークホルダーの価値観と相容

れないことが種々の訴訟を発生させた。最終的

な和解はマイクロソフト社が新たなステーク

ホルダーとの融和という企業行動をとること

によって達成された。したがって、企業が実践

し得るイノベーション戦略には一定の枠が存

在し、その枠からはみ出した時、社会・経済シ

ステムによるマイナスの影響が生ずる。つまり、

企業の倫理基準は企業が超えてはならない一

線を示し、社会的責任基準は果たさなければな

らない義務を表している。マイクロソフト社は、

越えてはならない一線を踏み出したために訴

追を受け、義務を果たすことでそれとの和解を

得たのである。このように社会的イノベーショ

ンは社会・経済システムを変革し、人々の価値

観に作用する。 

また、この事例が示唆することは、イノベー

ションの創出後、社会から得た評価や経済シス

テムの変化を認識し、それに基づく自社のイノ

ベーションのビジョンを有しておくことの重

要性である。そして、社会的イノベーション戦

略を構築し、イノベーションの実行に活かさな

ければならない。こうしたビジョンは過去のイ

ノベーションの経験から得られると思われる。 

ここまでで述べてきた検討に基づき、本研究

では次の三つの研究課題を研究モデルとして

提示する。一つは、どういうイノベーションが

どのようなステークホルダーの変化をもたら

すかということである。二つ目はどのようなス

テークホルダーの変化がどのような社会的評

価の変化をもたらすかということである。三つ

目には、どういう社会的評価がどのようなイノ

ベーションをもたらすか、評価のプラス影響と

マイナス影響との対応関係である。 

 

4. 仮説の提示 

 

これら三つの研究課題に取り組むための前

提として、本研究では、以下の三つの仮説を提

示する。 

【仮説 1】イノベーションの創出をもたらし

た新結合が新たなステークホルダーとの関係

を導く。本仮説は社会的責任を考慮したステー

クホルダーとの関係の変化に関する仮説であ

る。 

【仮説 2】新たなステークホルダーとの関係

により、企業に対する従来にはない社会的評価
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が発生する。この仮説では企業に対する社会的

評価は、新たなステークホルダーの評価に依存

すると想定する。 

【仮説 3】社会的評価の変化がイノベーショ

ンの創出に影響を及ぼす。この仮説では、新た

なステークホルダーの評価が肯定的ならば同

じドメインでのイノベーションの創出が促進

され、新たなステークホルダーの評価が否定的

ならばその否定的な影響を肯定化するイノベ

ーションが促進されると想定する。 

 

5. 仮説の確認 

 

ここでは、遠くない記憶の中に残っているイ

ノベーションの事例として、携帯電話の普及を

推し進める有力なコンテンツサービスの典型

であって、1999 年 2 月にサービスを開始した

NTT ドコモのモバイルウェブの形態である i モ

ードについて検討する。 

iモードサービスとは、携帯電話を利用した電

子メールやインターネット上のウェブページ

の閲覧を可能にするサービスで、NTTドコモの

法人営業部のゲートウェイビジネス担当に集

まったメンバーによって開発された 21)。 

「i モード」の『i』は、インタラクティブ・イ

ンフォメーション・インターネットの頭文字の

『i』、そして英語で「私」の意味の『i』である。

iモードについての説明は NTTドコモのホーム 

ページでは「ケータイでインターネットを楽し

める。メニューサイトや i モード対応ホームペ

ージを閲覧したり、メールをしたり、ニュース

などの情報を得たり、音楽やゲームなどのコン 

テンツをダウンロードすることができる。」と 

紹介されている 22)。 

i モードはネットワークキャリアが主導した

代表的なサービスイノベーションである。iモー

ドはモバイルネットワーク上のインターネッ

トサービスで、市場の成長速度、関連市場への

波及効果、産業構造や一般ユーザーの生活スタ

イルに与えた影響など、あらゆる側面で社会に

対して大きなインパクトを持ったソーシャ

ル・イノベーションの事例である 23)。i モード

の契約者数の推移(表 1)からみるとそのインパ

クトは明らかである。 

その一方、iモードによるサービスイノベーシ

ョンが未成年者の有害情報へのアクセスを可

能にするという新たな社会問題を起こし、有害

情報からこどもを守る有害サイトアクセス制

限サービスというさらなるイノベーションが

社会から求められた。この社会からの要望に応

えるため、社会的責任戦略が NTTドコモにおい

て創発された。 

iモードは携帯電話を利用して、インターネッ

トと結合した新たなビジネスモデルである。通

表 1 iモード契約者数の推移 

年月 サービス 顧客数(万人) 

1999年 3月 1999年 2月 iモードサービス開始 500 

1999年 8月 iアプリサービス開始 1000 

1999年 11月 企業との積極連携 1500 

2001年 3月 iエリアサービス開始 2000 

2001年 7月 フォーマ iモーションサービス開始 2500 

2001年 12月 iショットサービス開始 3000 

2002年 10月   3500 

2004年 10月   4000 

（出所：NTTドコモレポート「iモードが変えたもの」（2004.2）より作成）24) 
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信はパケット方式で行われ、通信料金は通信時

間単位ではなく通信データ量（パケット量）に

応じて課金するシステムとなっている。メール

機能のｉモードメールはショートメールや 10

円メールよりも通信料が廉価でインターネッ

トメールとして使えることから、開始当初から

爆発的に社会に普及した。また i モードという

イノベーションは、当初予想した顧客以外に未

成年者や未成年者の保護者という新たな利用

者をステークホルダーとしてもたらした。これ

は仮説 1を証する現象である。 

i モードが生み出した社会に対するイノベー

ションは、未成年者が安易に有害情報サイトに

アクセスすることに関して未成年者の保護者

に心配や不安を与え、iモードに対して否定的な

評価をもたらした。これは仮説 2を証する事象

である。 

そこで未成年者の保護者の評価に対して、

NTTドコモはフィルタリングサービスというさ

らなるイノベーションを提供することになっ

た。フィルタリングサービスは、未成年者が i

モードを利用する際には、原則として「アクセ

ス制限サービス」が適用されるというイノベー

ションである。これは仮説 3を証する事象であ

る。 

このフィルタリングサービスは NTT ドコモ

の企業の社会的責任（CSR）を果たすためのイ

ノベーションとして考えられる。事業活動を通

じてすべての人々が豊かで暮らしやすい安

心・安全な社会の実現と持続可能な社会の実現

に貢献することで、事業の更なる発展を実現し

ていくことは NTT ドコモの CSR メッセージで

ある。そして、「アクセス制限サービス」は新

たなステークホルダーや社会の声に耳を傾け

ながら、社会的課題の解決に取り組んだ結果で

ある。 

i モードのフィルタリングサービスの提供に

より 18 歳未満の子供のために機能限定携帯を

申し込む親権者数が以前より大きく増加した。

i モードのフィルタリングサービスの実現によ

り社会の否定的評価を肯定的なものに転換で

きた。フィルタリングサービスは倫理・社会的

責任基準を充足している。フィルタリングサー

ビスの提供という行動は申込者数を増加させ、

企業にプラスの影響をもたらした。 

こうした対応は遅れれば遅れるほど、顧客離

れが止まらなくなる。さらにはイノベーション

の社会的価値を減ずることになる。したがって、

新たなステークホルダーの否定的な評価を事

前に予期し、対応を計画しておくことが重要に

なる。 

そしてこの事例は、社会・経済システムへの

予防的で適切な対応が、企業と社会・経済シス

テムとの相互作用に立脚したイノベーション

戦略を構築する基盤であることを示している。 

 

6. まとめと考察 

 

本稿では三つの研究課題を提示した。一つ目

の課題は、どのようなイノベーションがどのよ

うなステークホルダーの変化をもたらすかと

いうことである。二つ目の課題はどのようなス

テークホルダーの変化がどのような社会的評

価の変化をもたらすかということである。三つ

目の課題は、どのような社会的評価がどのよう

なイノベーションをもたらすか、評価のプラス

効果とマイナス効果との対応関係である。これ

らの研究課題に基づいて、三つの仮説を立てた。

そして、社会に大きな変化をもたらした典型的

なイノベーションの事例として i モードを用い

て分析した。 

分析の結果、「イノベーションの創出をもた

らした新結合が新たなステークホルダーとの

関係を導く」という仮説 1については、携帯電

話とインターネットを新結合させた i モードが

当初予想した顧客以外に、未成年者と未成年者

の保護者という新たな利用者をステークホル

ダーとしてもたらしたという事実によって立

証した。 

また、「新たなステークホルダーとの関係に
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より、企業に対する従来にはない社会的評価が

発生する」という仮説 2については、新たなス

テークホルダーである未成年者と未成年者の

保護者のうち、一方のステークホルダーである

未成年者が安易に有害情報サイトにアクセス

することに関して、別のステークホルダーであ

る保護者が i モードに対して心配や不安など否

定的な評価をもたらしたという事実によって

立証した。 

さらに、「社会的評価の変化がイノベーショ

ンの創出に影響を及ぼす」という仮説 3につい

ては、未成年者の保護者の評価に対して NTTド

コモが「アクセス制限サービス」の原則適用と

いう新たなイノベーションを提供した事実に

よって立証した。 

仮説を一般化するために、今後は構成概念と

観測変数も確認し、より詳細な情報に基づく実

証が必要である。そして、研究モデルの構成要

素の個々の内容を把握するために、今後フィー

ルドサーベイとアンケート調査を行い、その実

証分析を通じて持論を発展させていきたいと

考えている。 
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技術革新と社会変革, 第 7巻, 第 1号, pp.43-54, 2014                            報 告 

 

二次電池の技術革新と評価計測技術 

―グローバルスタンダード化を支えるビジネスモデルと企業理念― 

The technical innovation for the rechargeable battery and the measurement technologies 
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テムの歴史と強みを分析した。 

 

Abstract：The secondary batteries are heart of all equipment, such as the mobile devices, the green vehicles, 

and the devices for the sustainability of the earth in energy industry and aerospace industry.  Through the 

review of the technological innovation, we will see the future of the secondary ｂａｔｔｅｒｉｅｓ. Also we analyze the 

essential strength of TOYO SYSTEM Co, Ltd., who has contributed to the industry through the battery 

measurement system and the safety evaluation technologies since early stage of Lithium Ion Battery 

development. 

 

キーワード：二次電池、評価計測、リチウムイオン電池、エネルギー、人財 

Keywords：Secondary Battery, Measurement system, Lithium Ion Battery (LIB), Energy, Human treasure 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
庄司 秀樹  東洋システム株式会社 

        〒972-8316 福島県いわき市常盤西郷町銭田 106-1  h_shoji@toyo-system.co.jp 

2014.1.10 受付，2014.5.30 受理 

社会技術革新学会第 7回学術（2013.9.24）にて発表 



44 

 

1. 二次電池の技術革新 

 

電池には、2 種類ある。一つは電池を使い容量

が無くなると使えなくなる、一次電池である。も

う一つは電池を使い容量が無くなっても充電する

ことにより繰り返し使える、二次電池である。1964

年に三洋電機が初めて電動髭剃りに二次電池（ニ

カド電池）を搭載し、携帯機器の使用における二

次電池の省エネルギー性と利便性を市場に問うた。

その後 1985 年に NTT がショルダー電話に二次電

池（ニカド電池）を搭載し販売したが、重量は約

3,000gと重く、連続通話時間約 40分、連続待受時

間約 8時間であった（図 1参照）。 

現在のスマートフォン（iPhone5）は重量が 112g、

連続通話時間 8時間、連続待受時間 225時間であ

る。28年間の技術革新で、重量は約 1/30、連続通

話時間は約 8倍、連続待受時間は 30倍以上と劇的

な性能向上が見られた。これは、二次電池技術だ

けではなく、液晶表示装置や半導体等の電子部品

の省電力化も大きく寄与しているが、何よりも二

次電池の高エネルギー化という技術革新が大きな

影響を与えている（図 2参照）。 

ハイブリッド自動車や電気自動車などの低公害

車の分野でも、二次電池とエンジンのエネルギー

を効率良く活用する技術が生まれた。それが 1997

年にトヨタ自動車から誕生したハイブリッド自動

車プリウスである（写真 1参照）。 

自動車は走る、曲がる、止まるが基本性能だが、

図 3 に示すように、トヨタのハイブリッドシステ

ム（THS）は、減速時（ブレーキ時）のエネルギ

ーを二次電池に蓄え、走る時のエネルギーとして

使うことにより燃費効率を大幅に改善し、地球環

境保持に大きく貢献している。しかし、ブレーキ

時にエネルギーを回収する「回生ブレーキ」は、

今までのガソリン車と違い、ブレーキをかけると

急停止する感覚になる。そこに違和感があり、問

題点とされた。 

その後 2003 年に性能改善された二代目プリウ

スが生まれ、ガソリン車と同じ感覚で走れること

に加えて燃費が非常に良いため、爆発的に販売台

数を増やした。リーマンショック後の 2009年に発

売された第三世代プリウスは、図 4に示すように、

更なる性能向上で燃費も改善され、「ハイブリッド

自動車＝プリウス」のブランドを確立した。 

 

 

図 1 携帯機器の心臓 

出所：NTTドコモ歴史展示スクエア HP、appleHPより編集 
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図 2 リチウムイオン電池の体積エネルギー密度推移 

出所：リチウムイオン電池総論 吉野彰 

 

 

写真 1 初代プリウス 

   出所：東洋システム株式会社 

 

 

図 3 トヨタのハイブリッドシステム（THS） 

出所：wikipedia（ハイブリッドカー） 

 

 

図 4 プリウス燃費比較 

出所：wikipedia（トヨタ・プリウス）  

 

本田技研工業も独自のハイブリッドシステム

IMA（Integrated Motor Assist）方式のインサイトを

発売した。IMA 方式とは、エンジンを主要動力源

として使用し、停止時や発進時などエンジン駆動

時に比較的小型の電池とモーターで動力を補助す

るものである。つまり、モーター単体では走行で

きないのである（図 5 参照）。しかし、2013 年に

は新型のハイブリッドシステムを搭載したアコー

ドやフィットを投入し、トヨタ自動車を猛追した。 

電気自動車の分野では 2009年に、三菱自動車が

電気自動車 i-MiEV を市販し（写真 2 参照）、日産

自動車が電気自動車リーフで世界戦略を立ち上げ

た。しかし、売上げ目標を大幅に割り込む状態で

ある。原因は充電の煩わしさと航続距離の短さで

ある。 

各車の満充電での航続距離は、i-MiEV（JC08モ

ード/ Xグレード)が 180km、リーフは 228km（JC08

モード）である。 

 ここで電池の性能が重要になってくる。ハイブ

リッド自動車も電気自動車も心臓部分は二次電池

である。この二次電池が「蓄電容量が大きく、容

積が小さい、そして安全な性能である」という条

件を実現しないとハイブリッド自動車や電気自動

車などの低公害車の普及は難しい。二次電池の技 
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図 5 ホンダのハイブリッドシステム （IMA） 

出所：wikipedia（ハイブリッドカー） 

 

 

写真 2 i-MiEV  

出所：東洋システム株式会社 

 

術革新と共に上述した新しい携帯機器、ハイブリ

ッド自動車や電気自動車などの低公害車に加えて、

宇宙航空産業等の省エネルギー化が進んできた。

二次電池の性能向上に対する社会の要請はさらに

高まっている。 

動力源としての二次電池は、当初、ニッケル・

カドミウム電池が主流であったが、有害性を有す

ると指摘されるカドミウムを使用していることか

ら、多くの国で輸出入が禁止とされた。そして、

それに代わるものとして、1990年に松下電池工業

や三洋電機が、環境に優しいニッケル水素電池を

開発量産し、携帯機器の利便性向上に貢献した。

原価が安く、高性能で安全なニッケル水素電池は

現在、ハイブリッド自動車でも使用されている（表

1参照）。  

昨今ではニッケル水素電池の 3倍の電圧を持ち、

重量が軽いリチウムイオン電池が携帯機器に搭載

され、飛躍的に使用時間を延ばし、人々の生活環 

境を変えている。高容量で容積の小さいリチウム

イオン電池は、ハイブリッド自動車や電気自動車

にも搭載され、航空機や宇宙開発にも採用されて

いる。 

この様に二次電池の技術革新は人間の生活環境

に劇的な変革をもたらした。そしてそれは、素晴

らしいメイドインジャパンの技術であり商品なの

である。 

二次電池を利用した様々な商品や構想が世界中

で進んでいる。現在では、豊田市、横浜市などで、

最新の電力技術と IT技術を駆使して効率良く電気

を供給するスマートグリット構想の実証実験が行

われている。これにより電力の有効活用ができ、

また停電対策にもなる。こういった再生可能エネ

ルギーの有効活用には蓄電技術が必須条件である。

そのため、多くの研究者によって更に高性能、高

効率、省スペースで安全な二次電池開発が進めら

れている。 

二次電池は今後も携帯機器、ハイブリッド自動

車や電気自動車などの低公害車、宇宙航空産業、

再生可能エネルギー産業、ロボット産業など多く

の分野において、未来の快適な人間生活と地球環

境保護にとって最重要なキーデバイスとして位置

づけられている。図 6 に示す通り、二次電池産業

の世界市場は 2020年に 6.5兆円が見込まれている。 

そして、電池産業は今でも世界各国の中で日本が

先行している分野である。今後とも電池産業を日

本全体で推進していくことが、国益としても、雇

用の維持発展のためにも必要である。 

 

2. 二次電池の評価計測技術 

 

二次電池への要求には多くの要素がある。端的

にいうと、誰が何処で使っても使用時間が長く軽

く小さいことである。寿命が長く何年も使えて、

なおかつ安全で充電時間が短いというのが使う人

の希望である。 

携帯電話は沖縄のような暑い所でも使うし、真 

冬の北海道など極寒の地域でも使う。毎日メール
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表１ 電池の種類 

出所：電池工業会 HP、図解 電池のはなしを参考に東洋システム株式会社作成 

 

 

図 6 蓄電池産業の世界市場見通し 

出所：日本政策投資銀行 

 

や通話を沢山する人もいれば、使用頻度が少ない

人もいる。１億人いれば１億通りの使い方がある。

その全ての使用者が満足するような性能を確立さ 

せるために、新しい電池を開発するとともに評価

しなければならない。 

これがハイブリッド自動車や電気自動車の電池

となれば、評価項目も更に増え、振動、衝撃、保

存（一定期間放置すること）などに関する大量の

データを計測、分析して性能を改善しなければ、

社会の要求に応えることが出来ない。大変な労力

を要する仕事だが、正しい評価分析をして製品に

反映することの繰り返しが商品力を増大させる。 

二次電池の利便性を社会が要求した結果、多く

のリチウムイオン電池が携帯機器や環境自動車、

宇宙航空産業に採用され、市場で活躍している。

しかし写真 3のように、安全性に疑問を持たれて

も仕方のない事故が発生し始めている。記憶に新

しいのはボーイング 787型機のバッテリー事故だ

ろう。これは、搭載されているバッテリーが何ら

かの原因で加熱したための事故である。 

安全性を無視すればもっと高性能（高容量・長寿

命など）の電池を作ることが可能であるかもしれ

ないが、このように電池が高発熱や発火、爆発な

どの危険性を持っていることを無視することはで

きない（図 7参照）。 

この問題に経済産業省や電池工業会も対策を進 

電池の種類 特徴 使用製品 

ニカド電池 

（ニッケル・カドミウム） 

・充電回数 500回前後 

・優れた大電流特性（負荷特性） 

・頑丈（過放電、長期間放置しても性能低下が少ない） 

・電圧は乾電池とほぼ同じ約 1.2Ｖ 

電気シェーバー 

コードレス電話 

電動工具 

非常照明 

など 

ニッケル水素電池 ・電圧は約 1.2V 

・充電回数 500回前後 

・満充電から空になるまで高出力をキープ 

・自己放電が大きい 

・継ぎ足し充電による放電容量の低下 

ハイブリッド自動車 

デジタルカメラ 

電動工具 

など 

リチウムイオン電池 ・電圧は約 3.7Vという高い放電電圧 

・充電回数 500回以上 

・軽量 

・自己放電による容量低下が少ない 

・継ぎ足し充電による 

放電容量の低下（メモリー効果）が無い 

・過充電、過放電による発火、爆発の危険性 

携帯電話 

ノートパソコン 

航空機 

ロボット 

電気自動車 

ハイブリッド自動車  

など 
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写真 3 リチウムイオン電池の事故例 

出所：米国エネルギー省 HP 

 

 

図 7 安全性能の重要性 

        出所：東洋システム株式会社 

め始めている。携帯機器では、日本の安全規格を

取得したリチウムイオン電池の事故は皆無だが、 

海外のコスト優先のリチウムイオン電池では相変

わらず事故が多発している。日本の安全規格の国

際標準化こそが、使用者の安全確保と利益につな

がると考えられるが、国ごとの利害が分かれてい

るために国際標準化が大幅に遅れているのが現状

である。 

ハイブリッド自動車や電気自動車などの低公害

車等でも日本規格の試験に合格したリチウムイオ

ン電池は安全だが、海外では発火による火災事故

も発生しているとの記事を見かける。大きなエネ

ルギーを持つリチウムイオン電池は、熱暴走によ

る発火や爆発の恐れがあるため、安全性の評価が

今後ますます重要となる。 

昨今、二次電池の必要性が高まり急速に生産数

が増加しているが、地球環境保護を考えると今後

はリユースとリサイクルが必須条件となってくる。

ニッケル水素電池はリサイクルが確立され環境負

荷が低く素晴らしい二次電池だが、さらに環境負

荷を下げるために各社がリユース市場を模索して

いる。 

リチウムイオン電池も今後市場規模が拡大し、

リユース、リサイクルの必要性が高まる。このた

め多くの研究開発が進んでいる。そしてリユース

で特に必要とされるのが、リチウムイオン電池の

劣化診断技術で、現在その確立が急務とされてお

り、多くの研究ある。で劣化診断技術の開発を加

速している。 

電池においては寿命劣化により変化するパラメ

ータが存在する。そのパラメータの変化量を測定

することにより、電池の劣化状態を判断する。た

だし、パラメータは、環境温度、SOC（State Of 

Charge）などの使用環境によっても変化する。東

洋システムの技術では、各条件でのパラメータを

データベース技術でマトリックス化することによ

り精度の向上をはかっている。 

こうした蓄積をもとに東洋システムでは日本と米

国で特許を取得している（日本：特開 2004-361253 

米国：YS 10/721464）。今後、欧米、中国、韓国
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などの市場性を考慮し、さらに展開する予定であ

る。そして、蓄積した技術を組み込んだ計測器を

世界に提供することによって、評価技術の世界標

準化を進めている。また、蓄積したノウハウを各

種機器に幅広く組み込んで世界に提供することに

よって、診断技術の世界標準化を目指している（図

8参照）。 

 

 

図 8 劣化診断技術の展開 

  出所：東洋システム株式会社 

 

3. 東洋システムの強み 

 

 東洋システムは 1989年 11月に設立され、まも

なく創立 25周年を迎える。起業の動機は、筆者が

小学 5年生の時に父親にねだり、学習研究社の組

み立て式ラジオを買って貰ったことから始まる。 

一石ダイオードラジオの電源を入れると北京放

送が、そしてモスクワ放送が日本語で話しかけて

いた。九州朝日放送が聞こえた。筆者は、この電

子技術に感激して電気技術者を目指し始めた。直

ぐにアマチュア無線技士の免許を取得し、トラン

シーバーを購入した。手のひらに入る無線機で遠

方の地域と無線交信出来たのに驚いた。 

電子技術者になってからは暫くアマチュア無線

も忘れて仕事に没頭していた。そうした 1985年、

NTTからショルダー電話が発売されたが、この時、 

“これはおかしい、変だ”と直感的に感じ、NTT

境界領域研究所の研究員に聞いた。半導体と電池

の性能が問題で、それが解決できれば大幅に小型

化できるとの回答だった。直ぐに古河電池の研究

員を訪問して聞いたところ、二次電池は生もの、

生き物だから24時間365日休むこと無く自動で評

価データを取得できる計測器が出来れば、開発時

間が短縮され、飛躍的に性能が上がるとの回答で

あった。 

当時在籍していた会社の上司にこの計測器の開

発を嘆願したが許可が出ず、それならば自分で起

業するしかないと考えた。起業した当初から電池

の性能向上こそが社会を豊かにすると確信し、電

池評価計測装置を次々に開発製造して 24 年が経

過した。 

東洋システムは、電池評価装置を主力製品とし

ているが、実験用電池の試作装置も販売している。

これは、良い電池をつくるためにはより良い材料

が必要であり、二次電池の材料開発のために使用

される。 

ある時、電池メーカーに材料を供給する材料メ

ーカーの技術者が、電池メーカーに材料を販売す

るための電池試作装置の開発に苦労していると聞

いた。本来は、電池メーカーが電池を試作して材

料を評価するのだが、それが出来ないために材料

メーカーが電池を試作しようとしたのである。 

そこで、彼らの要望に応えて電池試作装置を開

発した。これにより材料メーカーの開発技術も向

上し、材料メーカーの東洋システムへの発注が増

えた。そして、この技術は電池メーカーの開発技

術者の要望に答えた装置の提供にも有効に機能し、

電池メーカーからの受注も増え、電池を使う機器

メーカーからの受注も同時に増えていった。 

この様に電池に関連する川上から川下までの顧

客の要望に応えた装置を提供することにより、今

や東洋システムは電池に関連するあらゆる分野の

顧客を網羅している。これは、東洋システムが常

に顧客の要望に応えることを最大の責務とし、図

9 に示す 4 項目を基本コンセプトとして歩んでき

た結果である。  

東洋システムの社是は「エネルギー産業におけ

る技術開発で世界に貢献する」である。そして、

常に顧客の要望、要求に如何に応えるかを考え、

提案して実現している。この様な考えから電池に

関連する全ての企業や研究者の要求を実現してき
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たが、二次電池に求められる性能や商品が時代と

ともに小型携帯機器から環境自動車メーカー、産

業機器メーカー、住宅メーカーが必要とするもの

へと変化し始めている。   

その結果、必要とされる商品や性能が各業界で

当然異なるがゆえに試験項目が増大して多岐にわ

たることとなり、評価技術及び評価装置の開発も

困難を極めた。しかし、着実に一つ一つ要求事項

を実現し、世界で唯一の事業体系、すなわち図 10

に示すようなバッテリーマトリックスを 20 年か

けて構築した。解り易いイ例えで言うと子供用の

三輪車から大型トレーラーに使用される部品や商

品を全て自社技術で生産できる会社であることと

同じである。 

電池業界が急激に発展すると当然、大手計測器

メーカーも参入して人、物、金をふんだんに投入

して業界シェアを取りにくる。しかしバッテリー

マトリックスの壁は簡単に破ることは出来ない。 

大手企業を早期退職した優秀な技術者を雇い、図

11 に示すような特許の取得や知財戦略も既に確

立しており、簡単には倒すことが出来ない中小企

業が東洋システムである。 

高性能な二次電池の開発は、携帯機器の技術革

新やハイブリッド自動車等の低公害車の普及拡大

を起こし、人々の生活の利便性の向上と地球環境

の保護に大きく寄与した。しかし高性能二次電池

は電気の分野と化学の分野が多岐にわたって複合

した分野である。そして何よりも、大きなエネル

ギーを小さな容器に詰め込み、充放電を多くの回

数繰り返す過酷な条件を満たさなければならない

分野である。それでいて、長寿命を達成しなけれ

ば商品として利用出来ないため、研究開発から実

用化に膨大な時間と技術者が必要とされる。 

1970 年代は電動髭剃りやラジカセ等が商品化

されているとはいえ、携帯機器の種類が少なかっ

た。いずれにおいてもマンガン一次電池が主流で、

電池の電力を使い果たすと廃棄して新品を購入し

ていた。高級品には充電可能なニカド電池が搭載

されていたが、極少数であった。1980年代中盤か

らショルダーフォン等の大型携帯電話が登場した。 

 

図 9 東洋システムの強み  

  出所：東洋システム株式会社 

 

 

図 10 バッテリーマトリックス 

出所：東洋システム株式会社 

 

 

図 11 特許の取得  

出所：東洋システム株式会社 

 

二カド電池を使用していたが、使用時間が限られ

ていた。そこで、通信機器メーカーは社会のニー

ズからより軽く、小さく、長持ちする電池を切望

していた。 
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しかし、当時の電池業界では、一定電流での放

電限界時間を容量として評価をしており、通信機

器の使用条件での評価は行われていなかった。そ

のため、図 12と図 13に示すように、カタログ値

の持続時間と実際にユーザーが使用している端末

での持続時間に大きなズレが生じ、ユーザーから

クレームが相次いだ。 

このズレを解決したのが、東洋システムが通信

機器メーカーからの要望に対応して開発した写真

4の TOSCAT-5200である。従来の一定電流での放

電限界時間を容量とする計測方法を変更すること

とし、通信機器に実際に流れるパルス電流値を基

本にシミュレーションして二次電池を評価するこ

とに世界で初めて成功した。 

TOSCAT-5200による二次電池評価で、実使用に

近い状況での二次電池の性能が明白となり、各通

信機に適合した電池開発の指針が明確になった。

しかし TOSCAT-5200は高価で電池メーカーが大

量に購入するには問題があり、TOSCAT-5200で評

価したデータを元に安価で評価出来る評価装置が

切望された。 

東洋システムは電池メーカーと情報機器メーカー

の両社との取引があったため、この強みを生かし

てこの問題の解決に取り組んだ。すなわちパルス

放電で近似値を出せる評価法として、通信機器の

内部電子部品である DC/DCコンバーターの入力

が常に電圧と電流が一定になる定電力動作である

ことに着目し、リチウム二次電池評価試験装置

TOSCAT-3000に定電力放電機能を世界で初めて

搭載し、安価な価格で電池メーカーに供給した。

ハイブリッド自動車や電気自動車などの低公害車

も、道路状態や気象変化、運転者の違いによって

全く違うパルス負荷が二次電池にかかる。燃費性

能向上などのためにも、より高性能な二次電池が

必要である。したがって二次電池に流す電流を実

際の走行シミュレーション状態で評価することが

今後ますます必須となる。東洋システムは 1995

年に自動車メーカーに、ニッケル水素電池充放電

シミュレーターの TOSCAT-4000を開発し、供給

した（写真 5参照）。 

 

図 12 TOSCAT-5200での試験結果 

出所：東洋システム株式会社 

 

 

図 13 パルス放電試験値 

（電話機通話中の電池の放電パターン） 

出所：リチウムイオン二次電池-材料と応用- 

 

 

写真 4 TOSCAT-5200 

TOYO SYSTEM CO.,LTD 
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その後、一般社団法人次世代自動車振興センタ

ーHPによれば、ニッケル水素電池搭載のハイブリ

ッド自動車は 2011年には 2,029,009台が販売され

ている。また、トヨタ自動車 HPによればプリウ

スだけでも 2013年までの総生産台数は 3,228,000

台の大ヒットとなった。東洋システムは 2000年に

はリチウムイオン電池搭載の電気自動車やハイブ

リッド自動車向けにTOSCAT-3200を市場投入し、

自動車搭載用リチウムイオン電池の性能向上に寄

与している。 

2013 年現在でハイブリッド自動車用の二次電

池開発用シミュレーターに関する東洋システムの

市場シェアは 65％程度（当社予測）、安全性試験

装置は 85％程度（当社予測）、電池材料開発用充

放電試験装置は 60％程度（当社予測）となってお

り、強いビジネスモデルの構築に成功している。 

何故成功したかだが、逆境を乗り越えつつ、時

代と共に二次電池に求められる性能や商品を小型

携帯機器メーカーが必要とするものから自動車メ

ーカー、産業機器メーカー、住宅メーカーが必要

とするものへと変化させてきたことが大きな成功

要因であった。 

ただ、ここにたどり着くまでの間、常に右肩上

がりであったわけではない。大手ライバル会社と

の厳しい競争があった。その厳しい状況の中で電

池市場の急速な変化に追従しつつ、24年間で製品

価格は約 1/5、製品性能は約 10倍（自社製品比較）

にするとともに（図 14参照）、電池関連業界の上

流から下流までの全ての顧客に対応するバッテリ

ーマトリックスを構築してきた。これこそが東洋

システムの大きな強みだと確信している。 

 

 

写真 5 TOSCAT-4000  

          出所：東洋システム株式会社 

  

 

図 14 弊社製品の性能と価格の推移 

出所：東洋システム株式会社 

 

4. 経営理念の特徴と具体的展開 

 

企業の存続と発展にはブレない経営理念が必要

不可欠である。東洋システムの社是には「エネル

ギー産業における技術開発で世界に貢献する」を

経営理念として掲げている。この理念を継続的に

守り、発展するために 4つの経営方針がある。 

第一に「和進」である。この言葉は創業当時に

私が作った造語である。聖徳太子の言葉で「和を

以て貴しとなす」と言う言葉があるが、日本人の

文化風土を大切にし、和の精神で皆と前進するこ

とを意味している。 

第二に「ハイブリッド経営」である。この意義

は、日本人は元来村社会で構成され群れる文化を

持っている。しかし、誤ったグローバル思考によ

り、1990年代には企業経営が実力主義一辺倒に傾

き、弱者を切り捨てて来た。 

しかし、この考えは有能な若者達の企業への帰

属意識を損なう結果を招いた。この帰属意識を損

なうことで、企業内で習得した技術や知財が簡単

に他国に流出した事象は数多くある。ハイブリッ

ド経営は評価基準を日本型の終身雇用制度 50％

と欧米型実力主義 50％として新しい雇用体系を

経営に盛り込む考え方である。 

第三に「三分の一利益還元の原則」である。利

益の三分の一は従業員に還元するとの約束で、給

与や福利厚生など様々な形で還元している。その
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一つが全額会社負担での従業員家族旅行である。

総勢 300名以上の社員と社員家族が旅行をし、親

睦を図っている。三分の一は顧客が欲しい時に欲

しい商品を即座に供給できるように研究開発費に

充当し、常に他社に先駆けて新しい商品を供給し

ている。残り三分の一は会社経営が危機に落ちた

時に社員の雇用を守る為の預金である。 

第四に「人財」である。社員は人材（材料）で

は無く人財（財産）である。各社員が社会人とし

て企業人として責任と義務を果たしつつ希望と自

由を望む考え方を持つことによって、社会から必

要とされる人財に成長することを意味する。東洋

システムでは、人財を育成し保有するために、「企

業は人成り」、「ものづくりは人作り」の考えを基

に、それらをさらに具体化した 4項目を掲げてい

る。 

1）情報収集発信能力を向上させ、顧客と市場の真

実の情報を収集し、開発に発信する能力の育成。 

2）電池業界の幅広い能力を保有しながら専門的ノ

ウハウを深く保有するＴ字形能力の育成。 

3）ハイブリッド経営、和進、三分の一利益還元の

原則、人財の考えを堅持した強い愛社精神の育

成。 

4）「給与は顧客から頂く」との考えを徹底させ電

池業界の発展を常に考え業界に帰属する意識の育

成。 

このように社是と 4つの経営方針をもとに 4つ

の項目を共通認識とする人財を育成し技術の高度

化を図ることにより 2014年に創立 25年を迎えた

（図 15参照）。 

また、東洋システムの社会的な責任を明らかに

した 3つのキーワードがある。これにより、2011

年3月11日の東日本大震災時でも責任をしっかり

果たすことができた。 

第一は「社員と社員家族を守る」である。東洋

システムでは、社員と社員家族を守る「日本型の

家族経営」を大事にしている。社員や社員の家族

は自分の家族と同じである。 

そのため、強毒性インフルエンザ対策として各

家庭の家族分の医療用マスク、非常用食品、非常 

 

図 15 人財の保有  

出所：東洋システム株式会社 

 

用水などを支給している。2011 年 3 月 11 日に発

災した東日本大震災では、3月 12日深夜に福島第

一原子力発電所から 250km圏外に退避指示を出し、

避難時の生活費等を全額支給した。この時にすで

に支給していた強毒性インフルエンザ対策用の医

療用マスクや非常用食品、非常用水などが大変役

に立ち、社員と社員家族、協力会社を被爆から守

ることができた。 

日本型家族経営は海外でも見直されている。そ

の例として、「ミネベアの奇跡」と言われている以

下の出来事が語られている。世界的なベアリング

メーカー「ミネベア」（本社：長野県）のタイ事業

所は、2011 年 11 月タイの大洪水で被災した。そ

の時、率先して作業を志望したのはタイ人の若い

女性である。そして「ここは自分たちの会社だ」

と感じていた全従業員が「工場防衛戦」に参加し

工場を救った。これは、ミネベアの社長が常日頃

から社員に対し、家族のように大事に接してきた

証拠である。現在、欧米化している日本企業は、

もう一度 「日本型家族経営」 の美点を見直す時

である。 

第二に「顧客への供給責任」である。東洋シス

テムはハイブリッド自動車や電気自動車などの低

公害車や IT機器のキーデバイスである二次電池の

開発用試験装置や品質管理用試験装置を供給して

いる。震災時の 2011年 3月は顧客の年度末締めで

あり、供給が遅れると多大な迷惑をかけることに

なりかねない。供給責任を果たすため、トヨタ自
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動車向けの工場で他社向け商品の生産が出来ない

か、トヨタ自動車に確認した。トヨタ自動車から

快諾を得て、発災後、社員の努力で 2011年 3月末

に約 85％の出荷を完了した。4 月末で 100％の出

荷を完了できた。その後も危機管理として本社工

場と同等の生産規模を有する工場を、神奈川県相

模原市に準備し現在も保有している。 

本来であれば、別会社向けの製品の製造などは

拒否されるはずであるが、危機的状況下において

東洋システム始めとする関わりのある全ての企業

を守るべく、寛大な決断と配慮をしてくれたトヨ

タ自動車に感謝するとともに、避難しているにも

拘わらず自ら進んで作業に駆けつけてくれた多く

の社員の行動に、改めて日本型家族経営の素晴ら

しさを身に染みて感じた。 

第三に「社会貢献」である。「企業は社会の公器」

との考えから、東日本大震災以降、社会が必要と

している貢献を社員の同意の上、継続的に進めて

いる。 

地域社会の為に、震災で車両が不足しているこ

とから消防署へポンプ車を寄贈、各地区の交通安

全協会と防犯協会へハイブリッドカーを寄贈した。

東京大学先端科学技術研究センター教授である

児玉龍彦教授を講師に招き、放射能についての講

演も開催した。 

また、日本の将来を担う子供たちに夢や希望を

与えるため、県内の工業系に進む学生らを招待し、 

世界最高峰の技術によって創られたスーパースポ

ーツカーLEXUS LFAの技術を体験するLFA試乗体

験イベントや社員の家族向けに両親の仕事をする

姿を見てもらう家族参観日を毎年開催している。

いわき復興祭へ参加した際には、子どもたちに喜

んでもらうため HONDA の二足歩行ロボット

ASIMOを用意した。 

これからの子どもたちがどう育っていくかは、

我々大人たちがどう伝えて、何を後世に繋げてい

こうとするのかが重要ではないかと思う。東洋シ

ステムは今後も単に利益を生むだけでなく、未来

を担う子供達に夢を与えられるような会社であり

続けたいと考えている。 

5. おわりに 

 

1989 年バブル崩壊の時期に会社を設立して以

降、いわゆる失われた 20年の間に東洋システムは

資本金 1000万円から 1億円へ、売上 8000万円か

ら 46億円へと成長してきた。 

これは、社会環境や技術環境に素早く適合しな

がら、経営理念や経営方針をブレずに守り通した

結果である。これから先 10年後も 100年後も、東

洋システムは経営理念や経営方針をブレずに守り

ながら、社会環境や技術環境の変化を俊敏に感じ

とり、常に変化しながら成長して行くことを目指

している。 
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技術革新と社会変革をつなぐ基準認証制度 

-米国の公共安全に対する第三者認証制度と理念- 

Standards and Conformity Assessment System 

to Innovate Technology and to Transform Society 
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要 旨：製品安全規格および安全認証制度は、安全な社会を実現するために重要な役割を果たす。

新しい技術を搭載した製品は、潜在的な危険性を含む可能性がある。米国の安全規格開発機関およ

び第三者認証制度と認証機関は、米国の技術革新と社会変革を安全面で支えている。米国は、民間

の規格開発機関に安全規格の作成を委ねており、作成された民間規格を国家規格として採用する。

この仕組みに基づき、新しい技術および製品が世に出る前に最適な安全規格を迅速に作成すること

ができる。第三者安全認証機関は、新しい技術を搭載した製品をこの規格にもとづき認証し、新製

品の市場への普及促進を安全面から支援する。この米国の仕組みは、今後の基準認証制度を考える

上での一つの指針となる。  

 

Abstract：Safety standards and conformity assessment system in the USA contributes to realize a  safer 

society. New products with new technologies are continuously introduced and may have potential risks. 

The roles and responsibilities of safety standard development organizations and third party safety 

certification organizations serve for an innovation in technology and a transformation of society. Due to 

unique process to develop safety standards in the private sector, the safety certifications with new 

standards become available before new products are developed. This unique system is the keys to discuss 

the outlook and future directions of global safety certification systems.    
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1. はじめに 

 

北米の第三者安全認証機関であるアンダーライ

ターズ・ラボラトリー（以下UL）によると、第三

者安全認証制度とは、作成された安全規格に基づ

き、第三者認証機関が製品を試験、評価、認証す

ることと定義されている。 

一方技術革新の速度は早く、その影響で社会も

変化する。安全な世の中を構築するためには、技

術の進化に対応した新しい安全規格の作成および

認証体制を構築することも重要である。  

本文では安全規格と安全認証制度の重要性につ

いて考察し、技術革新と社会変革との関わりにつ

いて米国の電気安全の第三者認証制度を例に考察

を行う。その中で第2章では、安全規格と安全認証

制度の重要性を説明する。第3章では、米国の安全

認証制度と関連機関の役割を説明する。加えて安

全認証機関の公共安全に対する活動を概観し、安

全を確かにする仕組みを説明する。第4章では技術

革新と社会変革をつなぐ基準認証制度を、自然エ

ネルギー分野を例に説明する。 

 

2. 安全規格と認証制度の重要性 

 

 製品安全を実現し製品事故を回避して行くた

めには、誰が責任を持って対応して行くべきか。

政府は、国民を粗悪製品から守る責任を実現する

制度を確立する必要がある。しかし、処理能力の

限界と法律の制改廃に要する時間の制約から、製

品の対象と範囲を絞る必要がある。製造業者およ

び輸入業者は、粗悪品を世に出さない責任がある。

しかしながら、全世界の安全に関する情報をタイ

ムリーに製品に反映し安全性を確認するには限界

がある。また、安全への取り組みが最優先である

のは言うまでもないが、ビジネスを優先しなけれ

ばいけない判断に迫られるケースもある。ユーザ

ーは、粗悪品は買わない・使わない権利がある。

しかしながら、安全に関する知識には限界がある

ため、粗悪品を購入するリスクは避けられない。

消費者が量販品の安全性を評価することは困難で

ある。雑誌等の評価を参考にしても、全ての人が

同じ基準で安全性の確認をすることは事実上不可

能である。 

 こうした状況の中で役割を担う、安全規格と安

全認証の重要性を理解するために以下の例で説明

する。 

1) 扇風機事故の事例 

 2013年の夏に朝日新聞が、扇風機の火災事故を

報じた。10年以上経過した古い扇風機は、発火の

可能性がある。就寝時に発火すると、最悪の場合

は布団に引火し家の火災に発展する恐れがある。

この扇風機は当時の法律および安全基準に基づい

て設計されていたはずである。古い製品が故障す

るのは想定できることではあるが、故障から発火

につながることは想定されていなかった。もし製

造業者が当時の安全基準を超えて筐体に難燃性の

素材を採用するか異常状態に対応する安全機能を

搭載していたならば、火災事故は回避できたはず

である。 

 製品事故による製造者の法的な責任は、日本の

PL法によると消費者が購入してから10年経て時

効となる。しかしながら火災事故が発生した際の

メーカーの社会的な責任は、10年以降の製品にお

いても回避出来ない。 

2) 火災実験の事例 

アメリカの第三者安全認証機関であるULは、火

災実験の結果をインターネット上で公開している。

現代の家はプラスチックや化学繊維を使った建材

の比率が高い。そのため電気製品等を原因とした

火災が発生した場合、天然素材の建材が中心の過

去の家と比較して延焼速度が速い。この調査結果

によると、現代の家では部屋全体に火災が広がる

までの時間は5分以下とのことである。 

  

以上の例より電気製品の事故は、一歩間違うと

財産および人命にかかわる大惨事につながる可能

性がある。製品事故が発生した場合は、製造業者

および流通業者にどの様な影響があるのか見てみ

る。被害が製品の故障にとどまる場合は、製品の

修理・交換で対応することとなる。しかしながら、
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製品に対する顧客の信頼が失われブランドが傷つ

き売り上げに影響が出ることが懸念される。火災

事故が発生した場合は、企業としての評判の低下

を招きビジネスの喪失にもつながる。更に訴訟が

発生した場合は、金銭的な損失にもつながる。一

方被害に会った消費者は財産の喪失に加えて怪我、

および最悪の場合は人命への影響を受けることと

なる。 

製造業者および輸入業者は、こうした製品事故

を回避するために市場に製品を導入する前に製品

の安全に最大の配慮をする必要がある。有効な対

策として、安全認証が法律・規制で強制とされて

いなくとも、最新の安全基準を守り安全認証を実

施し安全性を確認する方法がある。可能な限りそ

の時点で存在する最新の安全規格に適合している

ことを確認することで、より安全な製品を市場に

導入することができる。製造業者および輸入業者

は、自主的に安全への責任を果たすことにより製

品事故の可能性を最小にして、消費者を受け入れ

不可能なリスクから解放することができる。 

  

3. 米国の安全認証制度と関連機関の役割 

 

安全認証制度の仕組みは、国や地域によって異

なる。安全規格の順守が、国の法律・規制により

強制である国もあれば任意の国もある。また認証

制度についても第三者認証・自己認証・自己宣言

と異なる運用方法がある。国の法律に基づく代表

的な制度として、日本の電気用品安全法（以下電

安法）がある。電安法は、製造業者・輸入事業者

を届出事業者として自主検査を実施し検査記録を

作成し保存することを求めている。加えて経済産

業省が定めた特定電気用品については、自己認証

に加えて登録検査機関の適合検査を求めている。

類似の制度としては、自己宣言方式を採用してい

る欧州指令がある。 

一方、米国の安全認証制度は日欧とは異なる独

自の特徴がある。米国の安全に関する重要な法律

は、消費者製品安全法（CPSA）と消費者製品安

全改善法（CPSIA）である。加えて米国の特徴と

して、州法・地方自治体法などが存在する。これ

らの法律は消費者の安全を守ることを主眼として

いるものの、具体的な安全基準については必ずし

も言及していない。あくまで関連する規制などの

採択について触れているのみである。電気製品に

関する規制として、民間団体である米国防火協会

（以下NFPA）により定められた米国電気工事規定

（以下NEC）が存在する。しかしながら、NECは

電気安全の基準を示しているものの電気製品の安

全規格では無い。電気製品の安全規格としてはUL

規格が存在し、約半数が米国国家規格協会 (以下

ANSI)による国家規格（以下ANSI規格）に採用さ

れている。  

ほとんどの州では電気安全の規制としてNECを

採択している。NECは、特定の製品については第

三者による安全認証の取得を求めているが、UL規

格の取得を義務付けているわけではない。また国

家規格として採用されているUL規格であっても

安全認証が任意のものもあり、必ずしも安全認証

を取得することが義務付けられているわけではな

い。しかしながらUL/ANSI等の安全規格を遵守す

ることは、製品事故から消費者および製造業者を

守るために重要な意味を持っている。  

 米国の安全規格は、民間の規格作成機関が主体

となって作成している。米国にはそれぞれの分野

に民間の規格開発機関が存在する。民間の規格開

発機関は、技術の進化に合せて新しい技術・製品

の開発者である企業と協力し、新しい技術が世に

出る前に安全規格とその試験方法を開発する。加

えて、開発した規格の普及活動を行うことにより

多くの製造業者の安全な製品導入を支援する。結

果安全認証機関は、これらの規格に基づき試験・

認証を行うことにより、安全な製品の普及に貢献

することができる。こうした制度により米国は、

新しい技術を搭載した製品が世の中に出る場合に

法律や規制を改定する必要がなく、迅速により安

全な製品を市場に導入することができる。 

安全規格を作成するには、安全に関する高度な

調査能力を保有する必要がある。調査の目的は、

グローバルな規格開発活動および安全認証制度を
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支える安全科学に基づく調査を推進することであ

る。規格開発機関は、この調査に基づき規格の草

案を作成し、規格作成技術組織（以下STP）の運

営を行い国家規格の作成に貢献する。現在、電気

関連分野においては約300のSTPが運営され、全世

界の政府・工業会・規制団体・メーカー・流通・

消費者グループから約2,600人を超えるメンバー

が参加して、約1,200の安全規格の作成・改定を担

っている。加えてANSIは、民間の規格作成機関に

より作成され国家規格として採用された米ANSI

規格をもとに国際電気標準会議（以下IEC）および

国際標準化機構（以下ISO）の規格の作成に向け

て提案を行う。  

次に安全認証機関の仕組みについて説明する。

安全認証機関は、下記の ISO/IECの規格に基づく

適合性評価に関連する機能を保有することが求め

られており、米国労働安全局（以下OSHA）によ

り米国国家認証試験機関（以下NRTL）として認定

される。 

1) ISO/IEC17025：試験所および校正機関の能力

に関する一般要求事項  

2) ISO/IEC17065：製品認証機関に対する一般要

求事項 

3) ISO/IEC17030：適合性評価−第三者適合マー

クに対する一般要求事項 

4) ISO/IEC 17020：工場検査を実施する各種機関

の運営に関する一般要求事項 

5) ISO/IECガイド27：適合性マーク誤用に対す

る認証機関による是正処置の指針 

これらのISO/IEC規格を順守することは必須で

あるが、安全認証制度の仕組みを確かなものとし

て行くには十分であるとは言えない。さらに安全

を確かにする代表的な機能を果たすプロセスとし

て下記の三つがある。 

1) 税関と連携した偽造品防止活動 

2) 販売されている製品の買い上げ検査 

3) 安全教育やPR活動を通じて安全の重要性を

浸透させる 

これらに係る政府機関・規制団体との連携につい

て以下の図1に示す。 

 これらの活動の中で、特に安全と密接に結びつ

いている偽造品防止活動について説明する。偽造

品は、安全基準の適否が確認できていない素材・

部品・設計により製造されている可能性が高い。

偽造品は最悪の場合、火災の発生を引き起こす可

能性がある。米国の税関および国境警備隊は偽造

品の問題に対応するために、1995年以降1,500件、

推定額1.5億米ドルを超える偽造品を押収した。 

こうした取り締まり活動を支援するために安全

認証機関は、米国・カナダ・香港・中国等の主要

港の税関に対して毎年勉強会を実施し、偽造品の

情報提供を行っている。また連邦政府・州政府・

地方自治体と協力して、偽造品に対処する専従ス

タッフを配置し、危険な偽造品の撲滅に勤めてい

る。加えて認証マークを偽造されないように、ホ

ログラフィックのラベルによる安全認証マークの

管理も行っている。こうした活動を継続すること

により安全な世の中を作るために貢献している。  

 

 

図1 規格開発機関・安全認証機関と政府機関・規制団

体との連携 

 

4. 技術革新と社会変革をつなぐ基準認証 

～エネルギー分野を例題に～ 

 

自然エネルギー分野では、技術革新が進み社会

の変革に影響を与えている。技術の進歩の後押し

もあり、各国のエネルギー政策も転換期を迎え、

産業構造も変化しつつある。各国の製造業者は、

自然エネルギーの分野で新しい技術を生み出し、

関連した素材・製品も進化している。家庭の電気

製品も大きく変化している。太陽光発電により家
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庭で発電を行い、大型蓄電池に電気を貯めて非常

時や電力の消費の大きな時間に使用するなど、自

然エネルギーの有効利用が進んでいる。太陽光発

電に加えて風力発電等の自然エネルギー発電所も、

電力の全量買い取り制度により全世界で普及しつ

つある。 

しかし前述の通り、新しい技術・製品は潜在的

な危険を含んでいる。米国の電気安全の規格開発

機関は、長きにわたってこの自然エネルギー関連

分野で新しい規格開発活動を行ってきた。2009年

に自動車産業では、EVの導入およびプラグイン・

ハイブリッド方式の自動車の導入が始まり、家庭

内で自動車の充電を行う時代を迎えた。 この電気

自動車と風力発電所を例として、技術革新と社会

変革における安全認証機関の役割について説明す

る。 

1）電気自動車 

 電気自動車は、家庭の専用コンセントに接続さ

れる普通充電器および屋外に設置された急速充電

器から充電される。これらの充電関連設備は、欧

米において安全規格への適合が求められている。

特に、感電事故防止のためには安全認証の取得ま

たは欧州規格への適合宣言が必須である。   

 米国では電気自動車の市場導入に先立ち電気自

動車の安全規格が作成され、関連製品が製造され

る前に第三者による試験・認証体制が構築された。

加えて、2015年以降に非接触型 (ワイヤレス）充

電器の市場導入も予定され、これに対応した安全

規格も整えられている。また電気自動車の充電だ

けではなく、車に蓄電された電気および車で発電

した電気を家庭および系統電源に供給するための

安全規格の作成も完了している。この分野におい

ても、米国では既に安全規格と第三者認証制度に

基づく体制が構築され、世界に先がけて第三者に

よる試験・認証サービスの提供が開始されている。 

規格開発機関は電気自動車関連の最新の技術に

対応した最新の安全規格を作成した。安全認証機

関は認証活動を通じて自動車関連業界への普及を

行うことにより、安全面から革新的な製品の普及

と社会の変革に貢献している。   

2）風力発電 

2013年初頭に、京都府伊根町の太鼓山風力発電

所と三重県伊賀市のウインドパーク笠取風力発電

所の発電施設の事故が相次いで起こった。どちら

の事故も支柱が倒壊し風力発電機本体が崩落した。

一歩間違うと人命を失う大惨事につながりかねな

い事故であった。風力発電所は、自然エネルギー

を利用するため比較的安全であると考えられてい

るが、こうした事故例から発電所にも固有の危険

が存在することが判る。発電所の事故が発生する

と、原因を究明して対策が施されるまで稼働を停

止する必要がある。その結果、発電所の操業にも

多大な影響を与えることになる。 

こうした事故を未然に防ぐためには、風力発電

機本体の安全性を確認する安全規格及び認証制度

の整備が不可欠である。加えて風力発電所は、不

安定な気象条件が安全性および発電能力に大きく

影響を与える。そのため、事前の風況調査が安全

ならびに発電量に基づく事業採算性の予測を行う

ために重要である。設備が稼働を始めた以降も、

定期的なメインテナンスとその確認が長期的な安

全に影響を与える。事故および故障の発生時には、

原因解析も再発防止のためには重要な要素である。

風力発電所には、多くの利害関係者が関与してい

る。認証機関の風力発電に係る機能と関係者を以

下の図2に示す。 

 

 
図2 認証機関の風力発電に係る機能 

出所：UL『風力発電 カタログ』2014年版 

 

 以上の例にみられるように、安全認証機関に期

待される役割は製造業者に対する製品認証だけで
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なく、多くの関係者に対するライフサイクルにわ

たるサービスの提供も望まれている。この結果、

安全認証機関の責任領域も安全から安心および信

頼の領域まで拡大し、技術の革新と社会の変革に

安全面から貢献している。 

 

 5. おわりに 

 

米国では安全規格開発機関は技術の進化に対応

し新しい製品が導入される前に、技術および製品

に適した規格を作成する。安全認証機関は、この

安全規格に基づき最新の製品に対し第三者認証活

動を実施する。この活動を通じ、製造業者が革新

的な技術を持った製品を速やかに世の中に導入し

普及させることを安全面から支援する。また社会

の要請にあわせて、様々な関係者に対し事業検討

から継続的な事業運営に至るまでのライフサイク

ルにわたるサービスを提供し、製品の安全に加え

発電所の安心および信頼を実現するための支援も

行う。   

 安全な社会を築くためには、政府・規制団体・ 

安全規格開発機関・第三者安全認証機関は妥協せ

ず厳格な基準にもとづいた活動を推進しそれぞれ

の責任を果たすことが極めて重要である。基準認

証活動の直接の関係者である安全規格開発機関お

よび安全認証機関は、安全規格の開発・試験・認

証に関する規則を遵守（Compliance)することによ

り高潔性（Integrity）を保つことよって、はじめて

命に対する責任（commitment to life）を果たすこ

とができる。 

こうした一連の活動が一体となることにより、 

「技術革新と社会変革をつなぐ基準認証制度」 

が実現する。 
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編 集 後 記 

 

 

社会技術革新学会学会誌第 7 巻第 1 号をお届けします。本号には 5 稿が掲載される運びとなりま

した。いずれの投稿も、大変興味深く充実した内容となっており、この学会誌において掲載できる

ことを喜ばしく感じております。また、この学会誌が多くの方の目に留まり、技術革新と社会変革

について考える機会が増えていくことを祈っております。 

私にとりましては本号が初めて編集に携わらせて頂いた学会誌であり、不慣れなことばかりでは

ありましたが、編集過程での多くの方との関わり合いを通して、論文を世に出すとはどういうこと

かを学ばせて頂きました。編集中は査読者、編集委員、投稿者、学会事務局の皆様の真摯な対応に

幾度も助けられ、深く感謝しております。 

 今後もこの学会誌から多くの論文が発信されるよう、編集に取り組んでまいりますので、皆様の

ご指導とご協力をお願いいたします。 

 

編集委員会 事務担当 

 川内美佳 
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