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理学と工学の違いは何ですかと聞かれたとき、
「理学は『真理』と語らい、工学は『社会』と語ら
う」と答えている。前者は「基礎」で後者は「応用」
と捉えるのでは十分でなく、何れも学術の根幹を手
繰る営みを含んでいる。では何が違うのか。「マイ
ンド」である。工学屋は、その研究成果が暮しの中
で役に立つことを、常に意識している。
大学では、学生も、研究員も、教員も、「勉学」と

「研究」とを日々の業としている。一方で、斬新な発
想に至り独創性に富んだ研究成果を生み出す為には、
豊富な知識を体系的に体得していることが必須であ
る。「下手の考え休むに似たり」であって、論語に於
いては「学びて思わざれば則ち罔く、思いて学ばざ
れば則ち殆し」となる。「学ぶ」ことと「思う」こと
を業としている者の集合としての大学からは、独創
性豊かな研究成果が生まれ続けなければならない。
大学では、したがって、歩幅の大きなイノベーシ
ョンへと繋がる可能性を秘めた「素材」が生まれて
いる。現場の一教員としては、この「素材」創成に
貢献したいと思っている。一方で、産学連携本部長
としては、仲間の創る「素材」を産業・社会と結び
付けて、暮らしの中で役に立つための最初の一歩を
踏み出すお手伝いをしたいと思っている。

東京大学大学院　工学系研究科教授

保立和夫さん

理学は「真理」と語らい、
工学は「社会」と語らう

ほたてかずお／1974年東京大
学 工 学 部 電 子 工 学 科 卒 業、
1979年同大学院博士課程修了

（工学博士）。同大先端科学技術
研究センター教授等を経て、
1997年から同大大学院工学系
研究科電気系工学専攻教授。
2008/2009年度工学部長・工
学系研究科長、2011年度から
は東京大学産学連携本部長。

「痛みの分る材料・構造の為の光
ファイバ神経網」等の研究に従
事。IEEE/Photonics Society、
電子情報通信学会、応用物理学
会、計測自動制御学会の理事を
歴任、同学会のフェロー。日本
学術会議会員。
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あ、今
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の独特なフォルムから“恐竜橋”とも呼ばれ
ている「東京ゲートブリッジ」。眺めてみる
と、確かに2頭の恐竜が向かい合っているよ

うな形をしています。
ユニークなのは外観ばかりではありません。その巨大

な身体の中に、“微細な神経”が張り巡らされているのを
ご存じでしょうか？　しかもこの神経網、実は今の日本
が抱えるさまざまな社会課題の解決へとつながるステッ
プとして、注目されているのです──。

その神経とは、「センサーによるモニタリングシステ
ム」のこと。橋脚中央部の路面下などに、さまざまな種
類のセンサーを装着。各センサーがひずみや振動、傾斜
などのわずかな変化も見逃さず測定することで、橋梁全
体の健全度を常時チェックする仕組みです。

経済産業省では、今年度から「社会課題対応センサー

システム開発プロジェクト」をスタートさせました。そ
の目的は「省エネ型の超小型センサーおよび制御システ
ムの研究開発」。また事業目標は、①社会インフラ②農
業③健康医療などが抱える社会課題の解決です。

具体的には、センサーシステムの応用で、①橋梁や道
路、建物などの異常・損傷を把握し「インフラを維持管
理する」、②温度や湿度などの栽培環境をモニタリング
し「農作物を適正管理する」、③血圧や血糖値などの生体
情報を計測し「三大疾病などの早期発見・重篤化を防止
する」こと。東京ゲートブリッジのモニタリングシステ
ムは、その活用イメージの一つです。

でも「どうしてセンサー」なのでしょう？　そして、
そこでは「どんなセンサー」求められ、現状はどうなの
か──。さまざまな角度から、施策の全体像を探ってみ
ました。

そがんばる、 
センサー

今日は
いつもより
通行量が
多いなあ
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「橋に“神経と脳”をつける」──。東京都市大学の三木千壽教授は、「橋梁モニタリングシステム」の開発を、
こう表現します。長年にわたりインフラの構造設計やメンテナンス研究に携わってきた三木先生に、
センサーシステムの現状と方向性、さらに課題について伺いました。

社会インフラのメンテナンス
「見える化」で変わる

民社会を支える橋梁やトンネル、道路などの
劣化が、近年問題となっています。これは社
会インフラの整備が、1960〜70年代にかけ

ての高度成長期に集中して行われたため。三木先生によ
ると「これだけ特定の期間に集中しているのは世界でも
特異な現象」。国土交通省の統計資料によると、今後10
年で建設後50年以上経過する道路橋やトンネルの割合
は、約4割にも達すると見られています。

動態観測から「予防保全」へシフト
 「いま世界的に見て橋梁の設計供用期間は、おおむね
100年。きちんとメンテナンスしていけば、それくらい
持ちます。しかし1960年代に建設された構造物は、そ
の後の交通量の飛躍的な増大などもあり、少しずつ不具
合が出始めている。また地震への対応も大きなテーマで
す。すべての社会インフラに対し、いかに同一レベルの

『安全性』と『安心感』を付与していくか。それが今、
我々が直面している問題といえます」

三木先生は、80年代から橋梁の疲労問題に着目。それ

以降、新幹線や首都高速道路、主要国道の高架橋など、
メンテンスの研究に数多く携わってきました。そして、
10年ほど前からはセンサー技術を使った構造物チェッ
クの研究に着手。横浜ベイブリッジ下路（国道357号
線）の開通の際には、光ファイバーセンサーによるモニ
タリングシステムの開発も行なっています。
 「センサーによる構造物チェックは、実は早くから試み
られていましたが、橋が設計どおりに動いているかどう
かという動態観測が主でした。私たちはそこに光ファイ
バーセンサーという新技術と、橋梁の健全度を確認する

『予防保全』という新たな概念を持ち込んだのです」
東京ゲートブリッジでは、その建設と平行して、ひず

み計や加速度計、変位計など、さまざまな種類のセンサ
ーを開発。“橋の劣化進行シナリオ”に従い配置しました。

シナリオというのは、最新の解析技術を駆使した疲労
度合いの見立てや強い地震をうけたときの損傷の進行な
どのこと。予防保全で重要なのは、構造設計や維持・保
全に対する幅広いスキルとノウハウ。その知見のもとに

「どんなセンサーを、どこにどれだけつけ、どんなデータ
をとるか」を決めていくのです。

リアルタイムで送受信されるひずみ・振動・傾斜など
の膨大なデータ。それを収集・解析するのが情報センタ
ーの役割です。「センサーが神経なら、コンピュータは脳。
それをつなげるのが、最新のICT（情報通信技術）。この
3つが進化したことで、現在のモニタリングシステムが
できました。しかし今後へ向け、未だ複数の課題があり
ます」と三木先生は指摘します。

「コストベネフィット」の議論が不可欠
三木先生が指摘する課題の一つは、センサー自体の性

能です。例えばセンサー用の電池の寿命。「いま電池寿
命が1年程度といわれています。しかし現在行われてい
る点検員による橋の目視点検は5年に1回。せめてこの
期間は持たせる必要があるでしょう」。

経産省のプロジェクトでは「省エネ型（自立電源・無線

国

三木千壽（みき・ちとし） ●東京都市大学 副学長／総合研究所教授
1947年徳島県生まれ。72年東京工業大学大学院修了。東京工業大学助手、
東京大学助教授、東京工業大学教授、東京工業大学副学長などを経て、2012
年から現職。現在は国土交通省の社会資本整備審議会「道路メンテナンス技
術小委員会」の委員長も務める。
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あるという現実──。橋梁や道路の老朽化で被る社会的
ロスは、私たちの想像をはるかに超えるものがあります。
 「さらにあわせて考えるべきは、新たなビジネスモデル
の構築です。これまではインフラの新設に比べ、維持管
理分野は後回しにされがちでした。しかし今後は産業界
を巻き込んだ形で、維持管理の投資に対するリターンが
きっちりとれる仕組みにしていかなければ、民間企業も
ビジネスとして参入しづらいに違いありません」

新たなセンサーシステムを確立するためには、まだま
だ多くの課題が残されています。今回のプロジェクト事
業では、そうした「課題」や「現場ニーズ」を把握する
ことから着手し、ユーザーととともに実証研究を進めて
いく計画です。
 「日本のインフラが見事に生き返った。それは、センサ
ーを活用したことが要因である──。いつか、そんなふ
うに言われる日がくるといいですね」

センサーのポテンシャルに集まる期待感は、今後、ま
すます高まっていきそうです。

通信・メンテナンスフリー）」の超小型センサーの開発を
目指しています。人による点検実施が困難な場所へのセ
ンサー設置を想定するとき、熱や光を電気に変える「自
立電源」は必須の性能といえるかもしれません。

またセンサーの価格もポイントです。「いまの光ファ
イバー系のセンサーでモニタリングシステムを構築する
と1000万円オーダーもかかる。これでは全国の橋梁メ
ンテナンスに使うのは現実的ではありません。現在
MEMS（微小電気機械素子）技術でセンサーも安価にな
りつつあります。今後は性能とコストを考慮しながら、
この分野での研究が重要となるでしょう」。

それにもう一つ、何よりも大きな課題は「コストベネ
フィット（費用対効果）の視点」です。
 「社会インフラの維持管理へ、どのくらいコストをかけ
るのか。それを誰が負担するのか。そのコストベネフィ
ットや、メンテナンスへの研究開発投資を含め、全員で
議論し共有することが重要です」と三木先生。「例えば首
都高の道路橋一つを取り替える場合、通行止めなどの影
響で、その社会的損失は1000億円を大きく超える可能
性があります」。こうした社会インフラが、全国各地に ● 東京ゲートブリッジ   ● 東京都市大学CLICK!

東京ゲートブリッジ
橋梁モニタリングシステム
東京ゲートブリッジの「橋梁モニタリングシステム」では、光ファ
イバー系のセンサーを採用。入射光に対する反射光の変化からひず
みや振動などを計測する。地震などの「災害時」はもとより「平常
時」も長期間モニタリングすることで、継続的な劣化・損傷の早期
検知に貢献。光ファイバーは有線のため、敷設工事の手間やコスト
が課題となることから、「無線化」への取り組みが進められている。

▶変位計測 ▶加速度計測

光ファイバーで
計測データを転送

▶重量車両計測による
   モニタリング

▶橋梁の異常検知システム ▶車両検知システム

OK!

OK!
OK! ???

OK!OK!

情報センター

▶ひずみ計測

http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/kanko/gatebridge/
http://www.tcu.ac.jp/
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いつもそこにいる存在 センサーに守られる社会へ

エンジンの回転数を確認する、車間距離を
計測する、ブレーキを自動制御する……。
随所に配されたセンサーが、安全なカーラ
イフを支えています。

温度センサーはもちろん、近年は「人がい
る・いない」を判別できる赤外線センサー
を搭載した機種も登場。部屋の状況に応じ
て冷暖房をコントロールします。

自分が歩いている方角を正確に示したり、
本体を傾けて遊ぶゲームがあったり。加速
度センサーなどを搭載することで、多彩な
機能を可能にしています。

▶ エアコン ▶ 自動車 ▶ スマホ

探検隊員１号

探検隊員２号

センサー探検隊
素朴なギモンを徹底調査！

人間には見えないものを
見せてくれる存在です

れませんが、こうしたものも立派な
センサーの一種なんです。簡単に言
うと「人の代わりに何かを感じと
る」、そして「人に知らせたり、人の
代わりに何かをさせるための指示を
出す」。これがセンサーなんです。

1号　なるほど〜！　人間の
感覚の延長線上にあるイメー

ジですね。
藤巻　そう。ズバリ、ネーミン
グの由来は「センシング＝感じ 

る」。人間には見えないものを見える
ように、そしてより正確に察知して
くれる機器などがそうですね。みな
さんの周りには、いつも何かのセン
サーがあるはず。広く浸透している
からこそ、社会のいろんな課題の解決
に貢献できる可能性もあるわけです。

2号　将来、どん
な便利なセンサー

の登場が期待できます
か？

藤巻　私が研究しているの
は、体内のタンパク質などを

検知するためのバイオ・センサーで
す。生活習慣病が大きな問題となっ
ていることはご存じでしょう。疾患
は気づかないうちに進行しますが、
初期には小さな変化があることが分
かっています。そこで、より高感度
なセンサーがあれば、いち早く発見
して予防につなげることができます。
現在は採血で数値を計っていますが、
いずれ、血を抜かなくても診断でき
るようなセンサーも完成するかも
しれませんね。

2号　みんなの健やかな暮ら
しにも役立つんですね！
藤巻　さり気なく、自然にセ
ンサーが人を守っている。そ

んな世界に、少しずつ向かっている
んですよ。

1号　自動車、エアコン、デジ 
カメ、スマホ……。センサー

って、本当にあちこちにあるんだね。
2号　でも、いったいどんな
働きをするものをセンサーと

いうのかな？
藤巻　やかんでお湯を沸かす
と、ピーっと鳴って知らせて

くれるでしょう。また、ドアベルは
人が来たことを教えてくれますよね。
センサーというと電波信号を発信す
る機器というイメージがあるかもし

 ←産業技術総合研究所情
報通信・エレクトロニクス
分野研究企画室企画主幹。
工学博士。2004年よりセ
ンサー開発に従事。

● 産業技術総合研究所CLICK!

藤巻 真先生

http://www.aist.go.jp/
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センサー同士がおしゃべりする !?

なかなか意識することはないけれど、実は暮らしのさまざまなシーンで活躍中──。
そんな頼れる「センサー」って、そもそも何者？　どんな場所で、どういう働きをしているの？　
基本の「キ」から今後の可能性まで、2人の専門家に聞きました！

▶ 照明 ▶ 交通系 IC ▶ デジタルカメラ
電車やバスの利用時に、乗客のスムーズな
移動をサポートする各種ICカード。読み
取り機でカード内の情報を送受信する際に
もセンサー技術が活躍しています。

明るさの認識など、デジタルカメラの機能
には、センサーは不可欠です。また、オー
トフォーカス機能なども一種のセンサーと
言うことができます。

赤外線センサーが人の動きを感知して、自
動的に点灯する照明。省エネのほか、防犯
にも役立ちます。ちなみに、自動ドアも同
様の原理で動いています。

●  技術研究組合
 ＮＭＥＭＳ技術研究機構

CLICK!

1号　これからのセンサー開発
のキーワードって何だと思う？
2号　確か、「小型化」だと聞
いたことがあるような気がす

るよ。
今仲　はい、それも重要な要
素の一つですね。では、まず

はセンサーがどこまで進化している
のかをおさらいしましょう。「これは
いる、いらない」など、情報を識別
して処理できるようなセンサーを

「スマートセンサー」といいます。こ
の性能がさらに高まって「超スマー
ト」になると、センサー同士が「お
しゃべり」するようになるんですよ。

1号　えっ、どういうことで
すか？
今仲　例を挙げますと、小さ
な部屋であれば、お掃除ロボ

ット1台で十分。しかし広い場所な
ら、何台かで手分けしたほうが効率
的でしょう。その際、センサーを活

んです。
1号　たくさん導入するために 
低価格の必要があるんですね。
今仲　そうです。1日でも早
く実用化を成し遂げたいで

すね。もっと安心・安全な、そして
効率的な社会への後押しとなる。セ
ンサーには、そんな力があると確信
しています。

用して「ここは終わったから大丈夫」
という具合に情報をやり取りする。
これがセンサーのおしゃべりです。

2号　上手に連携するんです
ね！　先生が研究されている

「センサー・ネットワークシステム」
とも関係があるんですか？

今仲　小型で自立電源と無
線機能を搭載し、かつ低価格。

私たちNMEMS技術研究機構では、
このようなセンサーを駆使した低消
費電力システムの開発に取り組んで
います。この技術の活用領域は公共
インフラ、工場、オフィスビルなど、
幅広い場所が想定されています。た
だし、たった1個のセンサーだと故
障したり、電池が切れたりしてしま
う心配がありますよね。ですから自
立電源式のセンサーをいくつも設置
して、常にモニタリ
ングできる環境を構
築することが大切な

→NMEMS技術研究機構理事長。工学博
士。オムロン（株）でセンシングデバイス等
の開発に従事。退社後、2011年より現職。

センサーには、
社会を変える可能性

があります！

今仲行一先生

http://www.nmems.or.jp/
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もう、始まっています。

センサーで節電！

ン-イレブン」。そんなコンビニエ
ンスストア最大手にとって、CO2排
出量の削減や節電は、社会的な責任
であり、重大な経営課題です。現実
にCO2排出量は年間100万トン程
度、チェーン全店の電気料金総額は
2010年で約344億円。早急な対
策が求められていました。

そこでセブン-イレブンが実施し
たことの一つが、市販の電流計によ
る店舗の電気使用量の把握です。し
かし、機器が約40万円と高価なこ
とから、より経済的な方法を検討。
そうしたなかで2010年に出会った
のが産業技術総合研究所やNECが
共同で研究開発していた「小型無線
式電力センサー」でした。

実証実験の結果が 
大幅な節電につながった

実際、親指ほどの大きさで、取り
付けも簡単なセンサーを店舗の分電
盤に設置し、店内照明やエアコン、
揚げ物を作るフライヤーなどの電気
使用量を測ってみると、さまざまな
ことが判明しました。

例えば、フライヤーのセーブ（節
電）モードを使っていないことや、
エアコンのフィルター清掃をしてい
ないことが予想以上に電力使用量に

国各地に1万5000店舗
以上を展開し、年々その
数を伸ばしている「セブ全

センサーが作業状況も見える化！
株式会社セブン-イレブン・ジャパン

影響している。また、エアコンの使
用量が多い店舗を訪れてみると、来
店頻度が高いという理由で入り口の
ドアをずっと開放していた。そんな
ことも分かりました。つまり、セン
サーは、単に電気の使用量だけでは
なく、各店舗の作業状況まで「見え
る化」してくれたのです。

産業技術総合研究所、NECととも
に行った実証実験の結果を受け、セ
ブン-イレブンでは、「フライヤーの
セーブモード活用の徹底」「照明オフ
の徹底」「冷蔵庫に関する作業手順の

見直し」などを実施。電力消費量の
大幅な削減に成功しました。そして、
その成果は全国の店舗に発信され、
節電活動の啓発に役立てられている
といいます。

さらに現在は、電流センサーに加
え、温度や湿度、気圧を計測する環
境センサーを設置し、さらなるエネ
ルギー利用の効率化を推進中。小さ
なセンサーが、コンビニエンススト
アの変革を後押ししています。

●  株式会社
 セブン-イレブン・ジャパン

CLICK!

7ELEVEn

セブン-
イレブン
店舗

店員

セブン-
イレブン
本社

NRI、NECほか

フライヤーやエアコンなど
の配線にセンサーを設置

sensor 分電盤

 フィードバック

データ受信・解析2

   解析 データ送信

 データ送信

http://www.sej.co.jp/
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「省エネ」や「コスト削減」は、企業が常に向き合わなければならないテーマ。
そこにセンサーが登場することによって、新たな解決のヒントが浮かび上がってきます。
積極的な取り組みを進める、2つの事業者をご紹介します。

くの中小規模のビルでは、
なかなか省エネ化が進ん
でいないという現状があ

ります。その要因の一つは、厳しい
法規制がある大規模ビルとは異なり、

「専門的な知識をもつ管理者が不在で 
ある」ということ。エネルギーロス
が発生している場所を見つけ、速や
かにその改善策を組み立てる。そん
なアクションが生まれにくいのです。

このような中小規模ビルの弱点を
補うことのできるツールやサービス
を提供したい──。空調機器の開発
をメインに手がけるダイキン工業株
式会社が目指しているのは、使い勝
手がよく、しかも低コストで容易に
導入できる省エネシステムの確立で
す。そうしていま、同社がセンサー
メーカーら（オムロン、ローム、日立
製作所、NTTデータ）と共に挑んで
いるのが、次のようなコンセプトを
もつプロジェクト。それは、「天井
面にセンサー端末を貼り付けるだけ
で、エネルギーロスをリアルタイム
に“見える化”」し、さらに「その対
応策を提案し、省エネを促進する」
というものです。

部屋を「俯瞰」することで 
さらに10％の省エネも

実証試験を進めるにあたり、温度
分布のみならず人分布も分析できる

「赤外線アレイセンサー」を新開発。

太陽電池と無線通信機能を一体化す
ることによって、電源と通信の配線
工事は不要です。また、サイズを
2cm×5cm程度に小型化して簡単
に設置できるようにするなど、さま
ざまな特長を有しています。

このセンサーを複数使用すれば、
まさに部屋全体を「俯瞰」できます。
例えば何人が在席し、無駄な冷暖房
や換気を行っている場所はどこなの
か。それが一目で分かるようにモニ
ターに表示されるため、最適な空調
の調節が可能となるのです。実際の

オフィスビルで計測したデータをも
とに、このシステムを導入した場合
の省エネ効果を試算した結果、すで
に節電に力を入れているオフィスで
も、さらに10％程度の省エネ効果
が見込めるデータも得られました。

単に計測するだけではなく、「意
味のあるデータとして加工できる機
能」をもつセンサーシステム。その
実用化に向けて、さらなる飛躍が期
待されています。

多

中小ビルの省エネ化を促進！
ダイキン工業株式会社

●  ダイキン工業株式会社CLICK!

中小規模のビル
ビル利用者

クラウドサーバ

データ受信・解析2

データ収集・送信

sensor

1
フロアの天
井に貼り付
けて設置

 フィードバック

   解析 データ送信

ロス発生場所とそ
の対策をメールや
twitterで通知

ロスの発生場所を
リアルタイム表示

 データ送信

http://www.daikin.co.jp/index.html
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インフラの
“健康”を

管理！

エネルギー
使用を

もっと賢く

農業・畜産
分野でも
大活躍！

小さな変調も
見逃しません

温度や水位などの自然情報、電力使用量、化学物質─
─。センサーが活用されているシーンは多岐にわたり、
その領域はさらに広がり続けています。現在、さまざま
な企業や機関が取り組んでいる研究が実を結び、感度の
向上や小型化などが進めば、これまで困難だと思われて
いた課題の解決もグッと現実味を帯びてきます。

上に示したように、将来的には、例えば人々の健康増
進をサポートする新たな機器が製造されたり、より質の
高い農産物を効率的に生産できるようになったり──。
さらにセンサー技術は暮らしを豊かにするだけではなく、

「ものづくり」と結びつくことで、より大きな効果をもた
らします。いわば、日本の「国際競争力の向上」につな
がる可能性も秘めているのです。

その動きを加速させるべく、経済産業省では「社会課
題対応センサーシステム開発プロジェクト」を進めてい
ます。交付金による補助のほか、研究成果は関連する制
度や規制の改革につながるようフィードバックを検討。
民間企業のバックアップ体制を整えていく予定です。

センサーの進化にともなって、私たちの暮らしは
どう変わるのでしょうか？ その一端を、ご覧いただきましょう！

センサーで収集したデータを活用す
れば、植物工場での栽培や、家畜の
飼育などが効率的になります。

クリーンルームや店舗、
オフィスなどの電力使
用量や塵埃量を把握。
最適なエネルギー管理
などを実現します。

体に装着したセンサー
によって、日々の状態
をモニタリング。小さ
な変異の予兆も見逃さ
ずにキャッチします。

橋や道路に設置されたセンサーが損
傷や災害による異常をいち早く察知。
事故防止に貢献します。

● 社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト
   事業概要（NEDO公募情報より）

CLICK!

センサーが導く新しい未来の姿

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100037.html


13METI Journal

「東京ゲートブリッジでは橋げたに
ある点検通路にも入りました」と言
うのは産業技術環境局研究開発課の
瀬戸幸さん。学生時代は土木工学を
専攻しており「げた下にあるセンサ
ーと橋梁構造との関係など非常に興
味深かった」と話します。道路や橋
梁などの「社会インフラ」のほか、
「農業」「健康医療」分野の課題解決
へ向け、先導的な調査・研究が進む
「社会課題対応センサーシステム開
発プロジェクト」。その狙いや特徴、
今後の方向性などを聞きました。

――このプロジェクトの特徴や注目
ポイントはどこでしょうか。
瀬戸　特徴は、2つあると思います。
1つは「社会課題」というニーズを
起点に実用化を進めている点。もう
1つは「小さな投資で大きな課題に
挑む」という、本事業の基本姿勢で
す。これまでの研究開発は“技術シ
ーズ主導”が多かった。しかし今回
はまず“課題をどうするか？ ”とい
うニーズがあり、そこから必要な仕
様を整えていく、というやり方をと
っています。

そのなかで、関係省庁や機関・団
体との連携をさらに強化。限られた
予算を有効活用するべく、民間企業
にも広く事業参加を呼びかけていま
す。すでに産業技術全体の育成につ
いては、数年前から基礎研究を所管
する文部科学省と融合的に政策が進
行中で、今回のプロジェクトでも今
後、国土交通省や厚生労働省などと

の連携・協調が増えてくるはずです。
――超小型センサーの開発自体は早
くから進められていましたね。
瀬戸　2008年度に「BEANS（異分
野融合型次世代デバイス）プロジェ
クト」（08年〜12年度）で革新的デ
バイスの研究に着手。これはMEMS 

（微小電気機械システム）技術の活用
に主眼がありました。そこで確立し
たプロセス技術などの要素技術を引
き継ぐ形で、11年度から「グリーン
センサー統合制御システム実証プロ
ジェクト」（11〜16年度）がスター
ト。「グリーンセンサー」の主な狙い
は、「省エネ」とCO2排出量の「見
える化」です。ビルや店舗など、実
際にセンサーが活用されている事例
を見るとき、やはりMEMS技術に
よる超小型化がポイントだと思いま
す。小さいと量産化しやすく、低コ
スト化や省電力化にもつながる。セ
ンサーシステムの実用化には必須の
条件ですね。

安心・安全を見守る 
 “縁の下の力持ち” 
――対象として3分野が取り上げら
れています。
瀬戸　今回の事業では「グリーンセ
ンサー」の技術成果を受けつつ、フ
ィジビリティスタディ(実行可能性
調査)から着実に進めていく方針で
す。「社会インフラ」「農業」「健康医
療」分野が抱える課題とマッチング
させた方向で、まずは“どんなセン
サーが有効なのか”を探ります。従

来から目指している「自立電源」「無
線通信」「メンテナンスフリー」とい
うセンサーの基本要件を含め、改め
てニーズを中心に検証していく計画
です。
──センサーとは社会のなかでどん
な存在なのでしょう？
瀬戸　社会の安心・安全を見守る上
での“縁の下の力持ち”的なイメー
ジでしょうか。例えば道路や橋梁を
クルマで走るとき、誰も見守られて
いるとは気づかないけど、さまざま
なセンサー群が、ひずみなどの変化
を常時センシングし、社会インフラ
の維持管理、長寿命化に役立ってい
る。センサーは情報入力系であり、
その検出データを蓄積し解析・評価
するシステムと、一体不可分で働く
もの。その力をより発揮できる技術
の開発に向けて、実証実験を進めて
いきたいと思います。

当課は、我が国がエネルギーや健康
などの課題を克服しつつ、将来の産
業や雇用を生み出していくため、大
学・研究機関などの新しい技術を民
間企業に繋いで実用化を進める「未
来開拓研究」などのプロジェクトを
推進しています。

「シーズ」主導の開発から
「ニーズ」起点の課題解決へ

瀬戸 幸　産業技術環境局　研究開発課　係員

│担当者の声
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高 付 加 価 値 化 、差 別 化 のカギ！

おもてなし経営“ ”
とは何か？

顧客や地域と密着した経営を実践し、サービスの高付加価値化や差別化を実現する──。
今、経済産業省では、そうした 「おもてなし経営」に注目し、その情報発信を行っています。今年3月には、

「おもてなし経営企業選」として、全国から50の事業者を選出しました。
時代が求めるこのビジネスモデルのポイントはどこにあるのか。ぜひ、ご覧ください！

地域・社会との
関わりを

大切にしながら、

社員の意欲と
能力を最大限に

引き出し

サービスの
高付加価値化や
差別化を実現

経済産業省が提唱する「おもてなし経営」の基本原則は上のとおり。
価格競争の激化など厳しい事業環境が続くなか、それは多くのサー
ビス事業者が目指すべきビジネスモデルの一つと考えています。

“おもてなし経営”の基本原則
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自分の仕事への誇りこそが
“おもてなし”の大前提です。

「それに対して、おもてなし経営企業に共通し
ていたのは、経営トップから現場の社員まで、
全員が“誇り”をもって仕事と向き合っている
ということ。自らの仕事の意義や使命といった、
数値化するのが難しいものこそを大切にしてい
ます。加えて、そうした自分たちの役割を社員
はもちろん、顧客、地域社会ともきちんと共有
している。コミュニケーションの場をつくるこ
とに優れているのも、おもてなし経営企業の特

信頼関係を生み出し、事業の高付加価値化や差
別化を後押ししているのです。
「それは、日本の産業全体を活性化する重要な
カギの一つ」と力石さんも言う「おもてなし経
営」。次ページからは、社員、顧客、地域との関
係を徹底的に強化する事業者の具体的な取り組
みをお伝えします。自社の潜在力を引き出して、
経営の質を高めたい──。そうした会社には、
きっと参考になるはずです。

徴ですね」
実際、「おもてなし経営

企業選」に選出された50
の事業者のほとんどは、明
確な経営理念をもっていま
した。立ち返るべき指針が
あるから、どんなときも経
営がブレないし、顧客や地
域社会のニーズにどのよう
な形で応えるかもはっきり
している──。そうした姿
勢が、市場や社会との間に

ものを届けるのがサービス業の本来の役割。い
わば『おもてなし経営』の本質です。右肩上が
りの成長の時代が終わって久しい今、単にサー
ビスや商品を提供しているだけの企業はなかな
か社会から支持を得られません。また同時に、
働く社員の意欲も高まらないでしょう」

そう語るのは、「おもてなし経営企業選」選考

の選考でも、まず重視したのが社員の満足度。
サービスを提供する人の気持ち、心が充実して
いなければ、決して質の高いホスピタリティを
実現することができないからです」

もちろん多くの経営者は、事業活動における
“人”の重要性をしっかりと理解しているには
違いありません。「しかし一方で、現実の場面に
なると売り上げや利益率など数字で表現できる
ものに目が行きがち」と力石さんは指摘します。

委員会の委員長を務めた力
石寛夫さん。40年以上にわ
たり、企業活動におけるホ
スピタリティの重要性を説
いてきたこの分野の第一人
者です。
「では、『おもてなし経営』
を実践するには何が必要か。
やはり第一には、現場で働
く人たちの人間力だと私は
考えています。その意味で、
今回のおもてなし経営企業

かさや喜び、感動、安らぎ──。お客様
と心を通わせるなかで、例えばそうした豊

仕事の

意義や使命を

見つめよ

CLICK! ●日本ホスピタリティ推進協会

NPO法人 日本ホスピタリティ推進協会 理事長、トーマス ア
ンド チカライシ 株式会社 代表取締役。早稲田大学を卒業後、
米国のポール・スミス大学へ留学。ホテル・レストラン経営学
部を卒業する。その後、米国企業にてマネジメントトレーニン
グを受け、1972年、ホテル・外食・レジャー産業のコンサル
ティング会社 、トーマス アンド チカライシ（株）を設立。

ちからいし・ひろお力石寛夫

http://www.hospitality-jhma.org/index.php
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「届けたいのは家ではなく、その
先にある“幸せの実感”」──そん
な理念をもつ静岡県浜松市の都田
建設。注文住宅事業が売り上げの
9割を占める同社が、ある面では
売上高や利益以上に大切にしてい
るのが「お客様のうれし涙の数」
です。実際、施主のご夫婦が手紙
を読み合う機会をつくるなど、さ
まざまな取り組みによって年間
100回の涙という目標をここ数
年は継続して達成しています。

一方で、「119対応」と呼ばれ
るルールも都田建設ならでは。こ
れは、自分たちが設計した家から
SOSがあれば1時間19分以内に

必ず社員が駆けつけるというアフ
ターサービスで、たとえ新規の見
込み客と交渉中であっても、この
ルールが優先されます。

そしてもう一つ、社員、顧客、
地域の人が集まって、毎週木曜日、
昼休みの1時間を使って行うバー
ベキューも都田建設の象徴的な取
り組み。参加者のコミュニケーシ
ョンが活性化するのはもちろん、
リーダーシップや気遣い、創造力
など、社員の隠れた才能や資質を
発掘するのにも大いに役立ってい
るといいます。

1年間に100回以上
感動の涙をいただく

都田建設
株式会社

建築・
建設

家を評価される以上に
人を褒められた方がうれしい

President ’s  Vo i c e

1対1で真摯に相手と向き合い、その人だけ
の“特別なもの”をお届けする──。これが
本物のおもてなしで、いわゆるサービスとの
違いだと思っています。
そして、それができる
のは強い思いをもった
人間だけ。だから私た
ちは、建てた家をご評
価いただくより、社員
の行動や対応を褒めて
いただく方がずっとう
れしいんです。

株式会社都田建設　
代表取締役社長
蓬台浩明さん

「こうすればよかった」が
一つもない家が完成！

Customer’s  Vo i c e

蓬台社長の家づくりへの考え方が、社員の方、
現場の方、すべてに浸透していました。こち
らのこだわりについて、言葉にしづらい部分
まで汲み取ってくれて、「こうすればよかっ
た」という所が一つもない家が完成しました。
打ち合わせが終わって帰る際、いつも見えな
くなるまで手を振ってくれたことも印象に残
っています。

浜松市
加茂周平様
ご家族

「家族の絆が強まった」
と言ってくださったお客様

Staff ’s  Vo i c e

お客様から、こんな声をいただいたことがあ
ります。「家づくりを始めてから、夫婦で、ま
た子どもたちとも本当にいろんなことを話す

かげで家族の絆がいっ
ようになりました。お

そう強まりました」。
担当者冥利に尽きる言
葉です。これからも、
お客様の喜び、感動を
最優先に、日々の仕事
と向き合っていきたい
と思います！

株式会社都田建設
スタイリングマネージャー 

後藤直城さん

社長

社員

お客様

●都田建設CLICK!

お客様が涙するほどの感動的な
“家づくり”を提供する。そうした
思いを、社員はもとより、実際に家
を建てる大工さん、内装業者、電気
工事業者など、すべての関係者が共
有しています。都田建設の家づくり

は、壮大なストーリーの映画づくり
にも似ています。もちろん主人公は
お客様。実際に家が完成したとき、
お客様が喜びと同時に映画のエンデ
ィングのような一抹の寂しさを感じ
るというのも納得です。

選出のポイント！おもてなし経営企業選 50 社

“おもてなし経 営 ” の現 場から 1

http://www.miyakoda.co.jp/
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焼き肉店やラーメン店の直営、
またフランチャイズ展開を行う物
語コーポレーション。一般に離職
率が30％を超えることが珍しく
ない外食業界において、同社では
離職率10％未満を達成していま
す。その背景にあるのが、何より
社員一人ひとりを大切にする経営。
若いうちから意思決定を任される
ことが、個々人の働きがいや成長
につながっています。

では、一人ひとりの“個”を育
むためにどうするか。物語コーポ
レーションでは、個人の率直な

「発信・反応」を重視し、それを促
す仕組みを整備しています。例え

ば、毎週行われる朝礼での役員講
話はその日にウェブにアップ。そ
れに対して、誰でも感想を書き込
めるようになっています。

また一方で、人間味あふれるフ
ードビジネスのプロを養成するた
め、社内教育機関「物語アカデミ
ー」も設立。社員だけでなく、フ
ランチャイズ店のスタッフにも無
料で研修を行っています。

“自分物語”を描ける自立した
個人の集まりこそが、素敵な“会
社物語”を生む。一貫した思いが、
同社の魅力につながっています。

自立した個人の集まりが
素敵な“会社物語”を生む

物語コーポレーション
株式会社

飲食

思ったことを何でも言える
「リラックス」を提供！

おもてなしとは、「心から
リラックスできる場」を提
供すること。お客様に対し
ては当然ですし、社員に対
しても同様です。誰もが自
由に思ったことを言える環
境があれば、組織は活性化
します。“思っているのに
言葉にしない”ではダメ。
だから、当社では「発信・
反応」を重視し、その考え
を全社で共有しています。

President ’s  Vo i c e

株式会社物語コーポレーション
代表取締役会長・CEO
小林佳雄さん

基本にある利他の精神。
それが信頼関係を強化する

Partner’s  Vo i c e

問題点や反省点も含めて、
あらゆる情報を加盟店にオ
ープンにしてくれる。それ
にこちら側の意見を否定せ
ず聞いてくれる。だから、
信頼ができるんです。そう
した利他の精神は、私たち
もお店で大切にしています。

「これで午後も頑張れるよ」。
例えばお客様からそんな声
をいただいたときが一番嬉
しいですね。

株式会社デイリーC&F
代表取締役社長
平尾仁志さん

“個”を大事にしてくれるから
自分で考え、行動できる
会社が私を“個”として見
てくれている。内定通知に
私宛てのメッセージが書か
れているのを読んで以来、
それを実感しています。だ
から、お店でも「あのお客
様が求めていることは何
か」を考え、自分の感覚を
活かして接客することがで
きました。型にはめられた
ら、型どおりの対応しかで
きない。そう思います。

Staff ’s  Vo i c e

株式会社物語コーポレーション
営業本部 物語アカデミー マネジャー
蓼沼広実さん

会長

社員

パート
ナー●物語コーポレーションCLICK!

経営理念は ｢Smile & Sexy」。
店舗を訪れると、「こんなに笑顔あ
ふれる職場がほかにあるだろうか」
と思うほどです。一方の「Sexy」
は「心身ともに素敵で、自分を率直
に表現できる人」を意味しており、

“個”の重視を徹底しています。加
えて物語コーポレーションでは、社
員を“家族”ととらえており、だか
らこそ「厳しくしつける」ことも明
言。こうした経営姿勢も、「おもて
なし経営」を支えています。

選出のポイント！おもてなし経営企業選 50 社

“おもてなし経 営 ” の現 場から 2

http://www.monogatari.co.jp/
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店舗で働く社員・スタッフのきめ細
やかな顧客対応は容易に真似をする
ことができません。皆さんが、行き
つけの美容院やカフェに行くのは、

「顧客対応が他店と比べて良いから」
という要素もあるのではないでしょ
うか。つまり、「社員・スタッフの顧
客対応力」は、企業にとって、競争
力となりうるのです。「おもてなし

業種・業態の店が乱立し、価格競争
を繰り広げていることなどからも、
お分かりいただけるのではないかと
思います。しかし、内装や商材は同
じようなものを作ることができても、

サービス産業は市場への参入障壁
が低いものが多く、新規的・革新的
と思われるビジネスモデルであって
もすぐにそれを真似されてしまいが
ちです。街を見渡すと、同じような

│担当者の声

“おもてなし経営”の底力

アルバイトも含めて
全員が売り場の責任者

プレ社員（アルバイト）を含めた全
スタッフが売り場の責任者。商品の
仕入れから陳列まで行います。これ
は、集中仕入れをせず、地域ごとに
店の魅力を引き出すため。そして、
権限委譲によってスタッフのやりが
いを後押しするためです。

株式会社イノブン

接客マニュアルはなく
 「友達なら…」と考える

接客マニュアルはなく、「友達だ
ったらどうするか？」という観点で
考えるようにしています。また、社
員教育にも力を入れており、社員一
人ひとりの個性に合わせたキャリア
プランを作成。それに沿って、研修 
や技術の勉強会を行っています。

株式会社九州壹組

CLICK!

これが、わが社の

“おもてなし
経営”

おもてなし経営企業が実践する個性
的な取り組みには、経営力アップの
ヒントがたくさん！ここに、全国か
ら選ばれた50事業者による具体的
な活動のほんの一部をご紹介します。

ま だ ま だ ありま す！

美容院

雑貨
販売

CLICK!

ナンバー2の役割を
明確にして“仕組み化”

業績の良い店には“優秀なナンバ
ー2”がいることに気づき、これを
“仕組み化”。数値管理、調理指導、
接客指導など、店長との役割分担を
徹底しています。また海外出店も加
速させるなか、「自分の頭で判断で
きる」人づくりにも注力しています。

株式会社みたのクリエイト

飲食

CLICK!

店長以上は全社員から、それ以外
の社員は所属する店舗の全員から点
数を付けてもらう「360度評価」を
導入。お客様との「感動」の共有を
目指した経営理念に沿った行動がで
きているか、立場を問わずチェック
し合える仕組みを整えています。

 「360度評価」を導入し
 「感動」の共有を推進！
株式会社ファースト・コラボレーション

不動産
仲介

CLICK!

http://ameblo.jp/mitano-aki/
http://www.bagzy.net/
http://www.first-1.jp/
http://www.inobun.co.jp/
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見「おもてなし」とはかけ離れてい
ると思われる業種において、「おも
てなし経営」を実践されている事例
が多いことです。市場環境や採用環
境が厳しいなか、「おもてなし経営」
により、高付加価値化や差別化を実
現している企業の取り組みを参考に
していただき、自社の取り組みに繋
げていただけたらと願っています。

経営」では、この要素を大事にして
お り、 一 般 的 にCS（Customer 
Satisfaction）と言われる顧客満
足度の前に、「社員・スタッフの顧客
対応力」を引き出す、社員・スタッ
フの満足度（ES：Employee Satis 
faction）に力点を置いています。

企業選を通じて感じたことは、既
に市場として飽和している業界や一

●おもてなし経営企業選 
　50社紹介

● おもてなし経営企業選

この他にもたくさんのおもてなし経営企
業を紹介中！ 詳しくは以下をクリック！

CLICK!

CLICK!

当課は、サービス産業の
業種横断的な活性化をミ
ッションとしており、具
体的には、サービス産業
の高付加価値化支援や国
際展開支援を実施してい
ます。

山鹿允寛

商務情報政策局 
サービス政策課 総括係長

 “聞き上手”を心掛け
 「NO」と言わない

葬儀の依頼主に対して、「絶対に
NOと言わない」ことを徹底。例え
ばニューヨークでも花を届けます。
一方、社員の夢の実現も会社として
サポートしており、毎週始業前の時
間に、目標の立て方や問題解決の方
法を学ぶ「ゆめ塾」を開催！

株式会社清月記

葬祭

CLICK!

仕事の中での気づきを
スタッフ全員で共有！

独自の「おもてなしハートアップ
シート」に、スタッフが仕事の中で
の気づきを毎日記入。院長が目を通
した後、バックヤードに掲示し、情
報共有を図っています。また、全ス
タッフが勤務中にインカムを着用し、
緊急時の連絡等に活用しています。

医療法人社団北星会

医療

CLICK!

 「親孝行」を大切にして
社員の人間力を高める

「親孝行ができずして、どうしてお
客様に感謝できようか」との考えか
ら、毎年12月の「親孝行月間」に
は、全員の「親孝行レポート」の提
出が義務付けられています。業務で
は、ビルメンテナンスの枠を超えた
接遇サービスなども行っています。

サマンサジャパン株式会社

ビル
メンテ
ナンス

CLICK!

あなたの会社の
おもてなし度をチェック！
「ぜひ、うちも『おもてなし経営』を！」。そ
うした会社のために、下のチェックポイント
を用意しました。これは、「おもてなし経営
企業選」の選考基準を要約したもの。あなた
の会社の“おもてなし度”はいかに？

経営理念が明文化され、
それを社員に浸透させる
取り組みを行っているか？

Check!

社員のやりがいや満足度を
向上させる仕組みがあるか？

Check!

「おもてなし経営」を実践する
社員の人材像や能力が
明確化されているか？

Check!

偶発的・想定外の状況で
最高の顧客満足を実現するため
の教育手法を有しているか？

Check!

お客様の声・情報・ニーズを
収集・蓄積し、サービス向上に
活用しているか？

Check!

発生したクレームに組織的に
対応して解決できる
仕組みがあるか？

Check!

業務効率・業務改善に向けた
取り組みを継続的に行う
仕組みがあるか？

Check!

お客様にサービスを提供する
過程の中で、体験、共感、
学習の場を提供しているか？

Check!

地域・社会との関わりあいの
場に積極的に参加しているか？

Check!

http://www.hokusei.info/
http://www.seigetsuki.co.jp/
http://www.samansa.co.jp/
http://omotenashi-keiei.go.jp/kigyousen/50.html
http://omotenashi-keiei.go.jp/
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「ダイバーシティ経営」という言葉をご存じでしょうか。「ダイバーシティ経営」とは、
「多様な人材の能力を最大限発揮させることで、企業のパフォーマンスにつなげる経営」を意味し、

今やグローバル企業にとっては、競争優位を確立するために不可欠な「経営戦略」であると考えられています。

「ダイバーシティ経営企業100選」と
「なでしこ銘柄」

～企業競争力を強化するためのダイバーシティ経営とは～

「ダイバーシティ経営」に 
取り組む意義と効用

企業が「ダイバーシティ経営」に
取り組む意義と効用は大きく次の4
つに分けられます。（→1）

一つ目は、グローバル化により多
様化する市場ニーズへの対応です。
多様化する市場ニーズに応じた商品
開発、販売戦略を展開するためには、
供給側の人的構成にも市場と同様の

欧米の機関投資家（年金基金等）は、
SRIといわれる社会的責任投資

（Social Responsible Investment：
環境・社会・ガバナンス等の非財務
情報を考慮した投資）に積極的でそ
のシェアを伸ばしており、この中で
は、「ダイバーシティ」に関する取組
が評価の対象となっています。

四つ目は、より広い母集団からの
「優秀な人材」の確保です。教育水
準も高く、能力分布も男性と同様と
考えられる女性を活用できないこと
は、国内の半分の人的資本を活用す
るチャンスを失うということでもあ
ります。

ダイバーシティ経営企業
100選

経済産業省では、2012年度から
ダイバーシティ経営に優れた企業を

「多様性」が求められます。
二つ目は、企業のガバナンスの向

上です。特に欧州では、「取締役会
のダイバーシティ（性別・国籍・専門
性）」はガバナンス機能を発揮させ
るための重要な要素であると考えら
れており、集団としての視野や知見
が広がり、経営判断能力、リスク管
理能力、変化への適応力（柔軟性）が
高まると考えられています。

三つ目は、安定的な資金調達です。

1企業経営に女性活躍推進が求められる背景と意義

リスク管理能力や
変化に対する
適応能力の向上

多様な
市場ニーズへの

対応

安定的な
資金調達

優秀な人材の
確保

ダイバーシティ
・マネジメント
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● ダイバーシティ経営企業100選CLICK!

表彰する「ダイバーシティ経営企業
100選」（→2,8）を開始しました。
業種・規模・地域において様々なベ
ストプラクティスを集め、それを広
く発信していくことで、「ダイバー
シティは競争力の源泉である」こと
について、気づきの機会としていた
だき、取組の道筋をご紹介して、ダ
イバーシティ経営への取組を後押し
していくことが狙いです。

表彰対象は、女性、高齢者、外国
人、障がい者など多様な人材の能力
を最大限発揮させることにより、イ
ノベーションの創出や生産性向上等
の成果をあげている企業（100選）
と、他社のダイバーシティ推進をサ
ポートする企業（促進事業表彰）があ
り、有識者から成る運営委員会にお
いて選考されました。多様なロール
モデルを選定するため、女性管理職

比率などの数値指標ではなく、取組
の内容（実践性、革新性・先進性、ト
ップのリーダーシップ）と、その取
組が経営上の成果につながっている
かを軸に評価しました。

本事業は数年かけて累積100社
程度の表彰を目指していますが、初
年度（2012年度）から、160を超え
る応募があり、その中から「100
選」43社（大企業21社、中小企業
22社）、「促進事業表彰」6社を選定
し、本年3月22日に表彰式を行い
ました。（→3）また、表彰式の開催
にあたり、IMFのラガルド事務理事
から応援メッセージをいただきまし
た。（→4）

今回受賞した企業での取組とその
成果として、以下のような事例があ
りました。
・車の購買決定権の6割を占める女

性ニーズを設計に反映させるため、
女性の魅力創出グループが開発工程
に参画し、継続的プロダクトイノベ
ーションを実現
・補助的業務を担当していた女性社
員の語学力を活かし、海外向けウェ
ブ販売事業を立ち上げ、海外売上高
の増加に貢献
・海外からの訪日旅行マーケットの
新規開拓を行うため、外国人社員の
ホスピタリティを活かして、ムスリ
ムマーケットの新規開拓に成功
・提灯の伝統的な製造方法を障がい
者が作業しやすく分割することで、
生産性の向上を図りビニール提灯の
生産量日本一を達成
・中高齢の専門家集団が、品質管理
ノウハウを活かして、異業種の現場
プロセスを劇的に改善

また、「100選」受賞企業43社に

4 ●  ラガルド国際通貨基金（IMF）事務理事からの
応援メッセージ

CLICK!

ダイバーシティ経営企業100選表彰式ダイバーシティ経営企業100選

ダイバーシティ経営企業100選のロ
ゴマークはp.24でご紹介しています。

ダイバーシティKEY WORD

今年度の
ダイバーシティ
経営企業100選は

7月頃に
公募開始
予定！

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen.html
http://www.youtube.com/watch?v=DoODMlIbkcw
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おける取組（ベストプラクティス）か
ら共通的な要素を抜き出し、ダイバ
ーシティ経営を成果につなげるため
の基本的な考え方を整理した「価値
創造のためのダイバーシティ経営に
向けて」とベストプラクティス集

（→5）をとりまとめ、公表していま
す。

今年度は、7月頃から公募を開始
する予定です。詳しくは、経済産業
省「ダイバーシティ経営企業100
選」ホームページを是非ご覧下さい。

「なでしこ銘柄」の選定
「ダイバーシティ経営企業100選」
と相乗効果を狙い、女性活躍に優れ
た上場企業を選定する「なでしこ銘
柄」（→6,8）の選定を東京証券取引

所と共同で行っています。
日本における女性の管理職比率は、

国際的に見ても極めて低い水準にあ
ります。こうした中、欧州の一部の
国のように役員クォータ制をとると
いう選択肢もあります。こうした規
制的な措置は即効性がある反面、抵
抗感も強くなるため、まずは、企業
における女性活躍状況の「見える
化」を進め、市場における評価を通
じて企業にとって取組へのインセン
ティブを強めることが重要です。

そのため、「女性活躍状況の資本
市場における見える化」のための取
組として、経済産業省と東京証券取
引所と共同で、「女性の活躍推進」に
優れた上場企業を選定・公表する

「なでしこ銘柄」の取組を開始しま
した。選定の方法は、各企業が出し
ているCSR報告書などの公開情報
を元に、女性活躍推進の観点から、

「女性のキャリア支援」と「仕事と家
庭の両立支援」の二つの側面からス
コアリングを行い、東証一部上場企
業から72社を選び、その中から財
務面でのパフォーマンスもよい

（ROEが業種平均以上）各業種代表
の17社を本年2月26日に発表し
ました。女性活躍に関するスコアが
高い72社について、「なでしこ指
数」として試算し、TOPIXと比較し
たところ、ほぼ一貫して「なでしこ

5 ●  ダイバーシティ経営企業 
100選ベストプラクティス集

CLICK!

6

●なでしこ銘柄CLICK!

ロゴマークは、100選のロゴマークと
色違いのデザインです。姉妹ブランドと
して相乗効果を高めています。

なでしこ銘柄

なでしこ指数とTOPIXの比較7

※�超過収益率は、2009年4月1日を基準とした72銘柄の指数の収益率から、同期間の
TOPIXの収益率を差し引いて計算。また、通常の株価指数と異なり、スコアの変更等の状
況を考慮していないため、通常の指数の推移と異なる可能性あり。
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http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/pdf/0510_bestpractice.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html
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指数」がTOPIXのパフォーマンスを
上回り、超過収益率の幅が拡大する
傾向（→7）にありました。

この試算結果は、女性活躍推進に
優れた企業は「中長期の企業価値向
上」を重視する投資家にとって魅力

ある銘柄として紹介することの裏付
けにもなっており、東京証券取引所
と連携し、最新の「なでしこ銘柄」
を一から選定し直す形で、今年度以
降も継続的に行っていきたいと考え
ています。

また、「なでしこ銘柄」の選定企業
が使用できる「なでしこ銘柄」ロゴ
マークを作成しました。広報活動や
販売促進活動の一環として、各社の
ホームページや広報資料、名刺など
に用いられています。

● マイスター
＜山形県＞

● ファーストリテイリング
＜山口県＞

● 宇佐ランタン
＜大分県＞

● 沖縄ツーリスト
＜沖縄県＞

● 重松建設
＜愛媛県＞

● ウィンナック
＜和歌山県＞

● 大同特殊鋼
● 豊田通商

● OJTソリューションズ
● 木村メタル産業

＜愛知県＞
● ● 日産自動車
＜神奈川県＞

● 積水ハウス
● ダイキン工業

● コクヨ
● サラヤ
● 天彦産業
● りそな銀行

＜大阪府＞

● 24-7
● 六花亭製菓
● らむれす

＜北海道＞

＜新潟県＞
● 大谷
● きものブレイン

＜長野県＞
● 小川の庄● 住友ゴム工業

＜兵庫県＞
● エス・アイ

＜島根県＞
● エヌ・イー・ワークス

＜福岡県＞
● グリーンライフ産業
● TOTO

「ダイバーシティ経営企業100選」・
「ダイバーシティ促進事業表彰」受賞企業と
「なでしこ銘柄」選定企業の所在地

8

● スタートトゥデイ
＜千葉県＞

● 栗田アルミ工業
● モーハウス

＜茨城県＞

● 金子製作所
● 三州製菓

＜埼玉県＞

＜東京都＞
●  アイエスエフネットG ● NECソフト
● NTTデータ ● ● 花王
● キリンHD ● 高齢社
● サトーHD ● サポート行政書士法人
● サントリーHD ● 資生堂
● 第一生命保険 ● 東芝
● 日本レーザー ● ハイソル
● 日立製作所 ● 富士電機
● リコー ● 赤ちゃんとママ社
● wiwiw ● ハーモニーレジデンス
● 夢道s ● ワークライフバランス
● 旭硝子 ● アサヒグループHD
● KDDI ● 住友金属鉱山
● 東京急行電鉄 ● 東レ
● ニコン ● マルハニチロHD
●  三井住友フィナンシャルG

※企業名順不同

● 「ダイバーシティ経営企業100選」受賞企業（43社）

● 「なでしこ銘柄」選定企業（17社）
● 「ダイバーシティ促進事業表彰」受賞企業（6社）
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ダイバーシティ経営企業
100選ロゴマーク

CLICK!

「新しい価値を生み出し、創造する企業」
のシンボルとして、一つ一つの丸を人材に
見立て、多様な人材の活用によって、右肩
上がりに成長していくイメージで、吹き出
しにより新たなオピニオンが生まれること
を表しています。100選受賞企業において、
広報活動や販売促進活動の一環としてホー
ムページ、広報資料や名刺等に用いられて
います。また、100選の姉妹ブランドと
して、経済産業省と東京証券取引所が共同
で選定した「なでしこ銘柄」企業に、色違
いのロゴマークを用いています。●  ダイバーシティ経営企業100選

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen.html



