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【第 2部】 

 司会 お待たせいたしました。それでは第 2 部「アジアと共に発展～環境革新企業を目

指して～」につきまして、パナソニック株式会社代表取締役会長の 様のご講演を

始めさせていただきます。中村様は昭和 37 年大阪大学経済学部をご卒業後、同年、松下電

器産業株式会社、現在のパナソニック株式会社へご入社されました。その後、同社東京商

事営業所所長、イギリス松下電器株式会社社長、アメリカ松下電器株式会社会長、AVC 社

社長をへて、平成 12 年松下電器産業株式会社社長にご就任され、平成 18 年に同社会長に

ご就任されました。 

 また、公職としまして平成 19 年日本銀行参与にご就任され、平成 19 年から今年 5月ま

で、社団法人日本経済団体連合会副会長にご就任され、難局に当たられました。お待たせ

いたしました。本日第 2部の講師であるパナソニック株式会社代表取締役会長、

様にご登壇をお願いしたいと思います。皆様、どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。

よろしくお願いいたします。（拍手） 

 中村 ただいまご紹介いただきましたパナソニックの中村でございます。今日はたまた

ま私が社長時代からずっとご指導いただいております経済産業省の岡田審議官にお目にか

かることができまして大変うれしく思っていますし、光栄でございます。また、この度、

野村理事長のご要請で、りそなアジア・オセアニア財団様のセミナーにてお話をさせてい

ただく機会をちょうだいしまして光栄に存じております。 

 本日は関西の有力な企業の経営者の方々、また経営責任者の皆様がお集まりと伺ってお

ります。関西で今まで育って参りましたパナソニックは、いろいろな分野で皆様方にお世

話になっていることと存じます。高い席ではございますが、改めて日頃のご愛顧、ご指導

に感謝申し上げますとともに、今後もぜひ、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて本日、私からはパナソニックがアジアを中心に成長を目指しているという点と、環

境事業を軸に大きく変わろうとしている取組みにつきましてご紹介をさせていただき、参

考に供したいと思います。いささかの手前勝手で、パナソニックの PR になってしまうかも

分かりませんが、環境革新企業への大変身にいま挑戦している姿をご紹介させていただく

ことでお許しいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 少し当社の概況につきまして簡単にご説明いたしますと、当社は 1918 年に松下電気器具

製作所として、今の大阪市福島区、ここから約 4km 西に行った場所で正式に創業いたしま

した。当時従業員は松下幸之助とむめのさん。そしてむめのさんの弟で後に三洋電機を創
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業する井植歳男さんのわずか 3人でありまして、今でいうところのベンチャー企業であり

ました。 

 この創業前後からの様子につきまして、物語としまして、先ごろ NHK の『神様の女房』

というドラマでも常盤貴子さん演じるむめの夫人を中心に紹介されました。ご覧いただい

た方もおられると存じますが、私も視聴しまして、まさに当社はベンチャー企業としてス

タートし、松下幸之助創業者とむめの夫人の苦労に改めて思いをいたしまして、その志、

事業にかける情熱をこれからも大切にしていかなければならないと決意した次第でござい

ます。そして、当社は今日まで何度も危機に瀕しましたが、幸い、お客様の変わらぬご支

援、ご支持をいただいて発展することができました。2010 年の売上は今年 4月に完全子会

社化いたしました三洋電機とパナソニック電工を含めて、おおよそ 8兆 7000 億円。従業員

は全世界で 36 万人となっております。事業内容はテレビやデジカメなどの AVC ネットワー

ク分野や、洗濯機やエアコンなどのアプライアンス、そしてデバイス、住宅、設備機器な

ど多くの分野にわたっております。 

 売上を地域別に見ますと、日本がおよそ半分ですが、残り半分の海外の売上の中では、

中国やインドを含むアジアが も大きく、非常に重要な市場となっております。 

 パナソニックの事業内容を少しご説明しますと、ご紹介するために同じ製造業のトヨタ

自動車様とキャノン様との比較をしてみたいと思います。ご覧のようにトヨタ自動車様は

2010年度の売上が約19兆円で全体の91％が自動車です。またキャノン様も売上が3兆7000

億円のうち、事務機器とカメラでおよそ 80％に及ぶ構成比となっております。 

 一方当社は、 も規模の大きいテレビでも全体の 11％しかありません。パナソニックは

全体の規模としては 8兆円を超えていますけれども、これは 100 を超える中小の規模の事

業が寄り集まっておりまして、私はこの状態を「パナソニックは中堅企業の集合体である」

と申しております。 

 したがって、当社ではそれぞれの企業がそれぞれの分野のトップ企業を目指し、あるい

はベンチマークしながらさらに強くなっていく。そのためには本社の持っているインフラ

を 大限活用するということを目指しております。パナソニックは中堅企業の集合体とし

て、こうした事業戦略を実行していかなければならないと考えております。 

 当社の経営の基本となる考え方、理念についても簡単にご紹介させていただきます。当

社の経営理念は松下幸之助が確立したものです。それは、会社は何のために存在している

のかということを表しております。具体的に申し上げますと、エレクトロニクスの事業を
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通じて、人々の暮らしを豊かにして、社会の発展に貢献するというものです。そしてこの

考えの中核をなす要素が 3点あります。 

 一つ目が、企業は「社会の公器」であるということです。これは、どのような企業も本

来は人々のため、社会のお役に立つために存在しておりまして、企業経営は私ごとではな

いという考え方です。2 番目が「お客様第一」を基本にするということです。会社規模が

大きくなればなるほど、社員一人ひとりがお客様の立場で仕事に取り組みを心がけること

が大切であります。そして三つ目が「日に新た」に行動するということで、これはつまり、

日々革新せよ。イノベーションを継続して起こせという意味だと思います。 

 この中で、社会の公器やお客様第一の考え方は、人々の豊かな暮らしと幸せを願い、社

会への貢献を目指すということになります。これはいつの時代にも変わらない、私たちに

とって不変の使命であります。一方、私たちは普段、さまざまな方針や計画を立て、組織

や仕組みを作り、行動を起こすのは、全てこの使命を果たすための手段であります。方針

なりやり方、方策というものは日に新たに常に見直し、その時々の環境の変化に柔軟に対

応していかなければなりません。いかに立派な経営理念がありましても、十年一日のごと

く、やり方にこだわっていては成長することはできません。 

 私は 2000 年に社長に就任した際にも、「破壊と創造」や「経営理念以外に聖域なし」「時

代遅れになったものは全て捨ててしまう」という考え方で改革に取り組みました。日に新

たに、常にイノベーションを起こし続けることが、本当の意味で経営理念を生かし実践す

ることと確信をしております。 

 さて、このような経営理念の下、事業を進めてきた当社ですが、事業の海外展開におき

まして、アジアと共に発展してきたといえます。幸之助創業者はおよそ 30 年前、すでに、

「21 世紀はアジアの繁栄の時代」と語っており、当社は以前からアジア事業に力を入れて

まいりました。 

 実際、当社が戦後初めて海外で製造会社を作ったのはタイでした。1961 年設立のナショ

ナル・タイでは乾電池や当時人気だったラジオの生産を手掛け、現地の需要に応えながら

工業化と雇用の拡大に尽力してきました。その後、テレビや扇風機、オーディオなど、タ

イ国内で需要があるさまざまな製品のみならず、日本や欧米への輸出も行う国際競争力の

ある拠点に成長しました。今ではパナソニック・タイと名前を変えておりますが、今年の

8月に創立 50 周年を祝う式典を行い、改めてタイの社会と文化の発展に貢献することを誓

ったところです。 



 5

 また、インドネシアでも技術援助から始まった現地とのつながりで、1970 年、合弁会社

ナショナル・ゴーベルを設立いたしました。インドネシアでは国土が 1万数千の島々で構

成されていることもあり、当時、国全体のコミュニケーションや教育の向上といった点か

ら、ラジオやテレビの普及が強く望まれました。しかし、電力インフラが十分でなかった

ため、例えば車のバッテリーで見ることのできるテレビを開発するなど、現地のニーズに

合わせた製品を作り、高い支持をいただいたことであります。 

 このように当社は、アジアをはじめ世界各地で地域の発展に貢献すべく事業を展開して

きました。その結果、現在では 45 の国と地域に大変多くの海外法人を持っております。も

ちろん、他にも大きな市場である欧米などに拠点はありますが、アジアには海外全体の 7

割近くがあります。もちろん、多ければいいということではありません。むしろ、マネジ

メントという点からしますと、スリム化が必要ではないかというふうに痛切に感じており

ます。 

 とはいえ、当社の海外展開はアジアを中心に進んできたことは、この画面にも歴然と表

れております。こうしたアジアにおける事業の拡大は、もともとは製造拠点としての色合

いが濃いものでした、しかし今では、アジアはエレクトロニクスの消費市場として、大き

くその存在感を増してきております。 

 中国は代表的なエレクトロニクス製品で、すでに世界 大のマーケットになっておりま

す。薄型テレビの販売台数は今年前半の半年で 1900 万台を超え、北米や西欧を大きく上回

っております。日本はアナログ放送終了で需要が盛り上がりましたが、それでも 1140 万台

程度と中国との差は大きく開いております。パソコンでも、今年上半期の販売台数は中国

がアメリカを抜き、世界 大の市場になりました。 

 インドでは携帯電話の新規加入が急増いたしまして、この 1年間だけで新規加入件数が

2億件にも上りました。これは日本の総加入者件数のおおよそ 2倍の規模に当たります。 

 このようなアジアの国々の経済の力強い成長は、豊富な人材と整備が進むインフラなど

を背景に今後も続くことは間違いありません。パナソニックもこうしたアジアの市場拡大

を取り込み、成長していかなければならないと考えております。実際、2012 年度までの 3

年間を対象とした当社の中期計画でも、アジアを中心にしたグローバル成長を計画してお

ります。 

 この中期計画では海外売上比率を 2009 年度の 48％から、この 2012 年度には 55％まで引

き上げようとしております。その 大の原動力は新興国における売上の拡大です。当社で
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は主要な新興国における売上を 3 年間で 3300 億円ほど増やす計画ですが、その 3 分の 2

が中国やインドなどのアジアです。特にインドでは当社のシェアがまだまだ低いことから、

インド大増販プロジェクトを立ち上げ、流通や生産面などあらゆる面で現地密着の事業展

開を強化していきます。 

 なかでも、特に重要なものが現地のお客様の要望に応えるものづくりだと考えておりま

す。一例だけ挙げてみますと、エアコンではインドのお客様の使い方の実態について、数

百件の家庭を当社のインドの現地社員が訪問し、分析をしました。その結果、暑さの厳し

いインドでは多くの家庭で 1日中エアコンをつけたままであることが分かりました。寝る

ときも付けておりますので、できるだけ静かなエアコンが好まれます。 

 室外機と室内機が分かれているスプリットタイプのエアコンは静かなのですが、やや高

価です。そのため、多くの家庭では、安価な窓用エアコンを音に我慢しながら使っておら

れました。静かなエアコンを安く提供するためには、機能を割り切ってしまう部分が必要

です。調査によりますと、多くの家では天井扇が、天井にファンが付いていますので、気

流の制御は重要ではありません。リモコンも 1 日中付けておるので不要であります。こう

して、市場のニーズを地道に、しかし徹底して分析して作ったエアコンは高い評価をいた

だき、売れ行きも大変好調となっております。 

 もう一つ紹介いたしますと、インドネシアでも家庭を訪問・調査した結果、井戸水や水

道水を一度沸騰させてからペットボトルに入れ、冷蔵庫でたくさん保管したいというニー

ズがありました。毎日食べる果物と野菜の収納も充実させる一方、ドアの一番下について

いたドアポケットは省きました。現地のお客様のご要望から生まれた冷蔵庫も好調な売上

を記録して、インドネシアのグッドデザイン賞をいただくことができました。 

 一方、アジア発の製品がヒットした例として、全く簡単な製品ですがアイロンを紹介し

てみたいと思います。そもそも、電気アイロンが誕生したのは 19 世紀のことでして、それ

以来アイロンというのは、その形状は基本的に変わっていませんでした。代表的な成熟製

品ですが、だからと言って革新できないわけではありません。アイロンがけは世界中の主

婦に実は嫌われている家事の一つです。 

 その理由を調べてみますと、その一つに、後ろにアイロンを引いたときにしわができて

しまうなど、使いやすさに課題があることが分かりました。そこでアイロンの形状を思い

切って左上にありますように、前後対称にしてみました。製品化に当たりましては、巨大

な市場を抱え、アイロンの製造拠点である中国のメンバーと共同で企画や設計を進めて、
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中国で好まれる色や形も研究しました。こうして完成した Wヘッドアイロンは中国を皮切

りに世界 40 か国で販売され、累計生産台数が 100 万台を突破しました。 

 かつて松下幸之助は、例え資本が少なくとも 1品に没頭して世界でいくら売れるかと考

えれば、世界に相当進出できる、1品を世界化することが可能であると申しておりました。

発展するアジアの市場やものづくりの力を生かせば、身近なヒントからでも世界に通用す

る製品を生み出すチャンスが大いにあるように思います。 

 このように、アジアは市場やものづくり拠点としてますます重要性を増しております。

今後もその勢いが続くことは間違いありません。当社の生産における調達先を地域別に見

てみますと、2009 年に 33％だったアジアからの調達は、2012 年には日本を上回り、世界

の 50％に達する見込みです。そこで当社では、調達や物流といった生産関連部門の本部機

能の一部をシンガポール等のアジアに移転をしようとしております。 

 アジアに立地することで、現地の調達先や当社製造部門と連携し、コストダウンや部材

の標準化、品質確認等を進めていきます。また物流面でも世界の貨物が集中するアジアで

交渉することにより、運賃の削減など、物流の合理化改善を進める予定であります。 

 拡大し続けるアジア事業を支えるのが人材です。当社では、ものを作る前に人を作ると

いう、幸之助創業者の考えの下、アジア各国でもものづくりを支える人材の育成に力を注

いでいます。まず、全ての活動のベースとなる経営理念の共有を図るため、中国とシンガ

ポールに設置した地域研修センターで、経営トップから担当者まで全員を対象に理念研修

を行なっております。 

 さらに、2009 年の 4月からはアジアのものづくり、人材育成をさらに強化するため、企

業内大学を二つ開校いたしました。中国では実践型のマネジメント研修を主体に、製造現

場の管理監督を担うことができるマネージャークラスの育成に取り組んでおります。また、

ベトナムでは生産販売の急拡大に伴い、現場指導や品質確保の要となる人材の育成が急務

となっており、現場改善を推進できる製造ラインリーダーの育成を行っております。 

 企業に直結した教育に加えて、当社では広く社会に貢献するための人材育成も行ってお

ります。創業者も、海外事業はその国の発展や人々の福祉増進に役立つことが重要と申し

ておりました。例えば、当社ではアジアの 8ヵ国、あるいは地域から日本の理工系大学院

修士課程へ留学する学生のためのパナソニックスカラシップという奨学金制度を運営して

おります。1998 年の創業 80 周年を機会に始めましたが、321 名の学生諸君を支援してまい

りました。このスカラシップを受けたからといって当社に入社する義務はありません。奨
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学生へのお願はただ一つ。将来、ぜひ、社会に貢献してほしいということのみです。 

 また近年、子供たちの理数離れが叫ばれておりますが、ほんの少しでも理科・数学の面

白さや楽しさを伝えたいという思いから 2006 年、東京に体験型施設であるリスーピアとい

う広場をオープンいたしました。これまで子供さんから大人の方まで多くの方々に関心を

持っていただきまして、累計入場者が 130 万人を超えました。また、ベトナム政府のたっ

てのご要請にお応えするかたちで、昨年 9月にベトナムの首都ハノイにも、このリスーピ

アを開設して 1年で 4万人以上の来場者がありました。 

 環境面でも高い省エネ性能を持つ製品の販売や CO2 削減などで、アジア地域に貢献すべ

く、ご覧のような目標値を定めて取り組んでおります。ここまでアジアと共に発展してき

た当社の海外事業展開について簡単にご紹介をしてまいりました。 

 グローバル化への対応と共に、現在、パナソニックが取り組むべき 大のテーマは何か

と言えば、地球環境問題ということになります。ここからは環境革新企業を目指した当社

の取組みについてご紹介をしたいと思います。 

 現在地球規模で環境エネルギー問題が高まっております。社会全体の CO2 排出量の推移

を見ますと、モータリゼーションの発展などにより、CO2排出量は急増いたしまして、産業

革命以前に比べて、実に約 3000 倍にも膨らんでおります。この CO2を生み出してきた主な

原因は石油や石炭の化石燃料の使用です。右の円グラフに示しましたように、中国では発

電に占める石炭火力の割合が実に 7割近くもあり、CO2を排出しやすい産業構造にあります。 

 また、棒グラフを見ていただきますと、各国の GDP とエネルギー消費量を基にエネルギ

ーの利用効率を日本を 100 として指数化したものです。ご覧のように、インドや中国のエ

ネルギーの利用効率は日本の 8分の 1程度と、極めて非効率になっております。今後、こ

ういった新興国では、経済成長に伴ってエネルギー消費が増加していくことは明らかです。

このままエネルギーの利用効率が改善されなければ、さらに CO2 の排出量が増え、地球温

暖化が進行し、ひいては生態系や地球環境に深刻なダメージを及ぼす恐れがあります。 

 そこで、人類が持続的な成長を遂げるためにも、革新的な技術転換によって私たちの生

活を大きく変化させ、地球環境との共存を目指していかなければなりません。これまでの

歴史を振り返ってみますと、欧州から世界に広まった 18 世紀の産業革命で、私たちは大量

生産の恩恵を受けてきました。次にアメリカから広がった 20 世紀後半の情報革命により、

時間と場所の制約を越えて、世界はフラットになりました。そして今、人類史上第 3の革

命ともいうべきグリーン革命が進みつつあります。 
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 いま、私たちは 20 世紀の石油社会から 21 世紀の脱石油社会へと変わる大きな節目に立

っていると言えるのではないかと思います。残念ながらこれまで当社が主力としてきた映

像音響機器は、猛烈な勢いで今日コモディティ化しております。こうした環境変化を踏ま

えて新しい事業に取り組んでいかねば、成長はとても望めないと考えております。 

 そこで、当社は世界中の次世代の人たちのために先頭に立ってグリーン革命に取り組み

たい。しかもパナソニックらしく、暮らしを出発点とした貢献をしたいと考えました。こ

うした考えの下、当社は環境革新企業を目指して大きな戦略転換をいま進めているところ

であります。それではここで環境革新企業への考え方や内容について、映像で簡単にご紹

介したいと思います。 

（映像上映） 

 ご覧いただきました通り、当社はあらゆる事業の基軸に環境を置き、人々の暮らし、そ

してビジネスに変革を起こすイノベーションを次々と生み出し、提供していきます。この

イノベーションを加速するため、今年、パナソニック電工と三洋電機を 100％子会社化い

たしました。この結果当社の分野別構成比も大きく変化をいたしました。 

 目指すべき姿として 2015 年には環境エナジーを含むソリューション分野が、これまでの

柱である AV や白物商品などのコンシューマー分野を追い抜くかたちになります。そして

2018 年度には環境エナジー分野の比率がますます高まっていくこととなるでしょう。もち

ろん、デバイスやコンシューマー分野においても、各製品の省エネ性能向上を追求してい

きます。そして、パナソニックが事業を伸ばせば伸ばすほど地球環境に貢献できる、そう

いう姿を目指しております。 

 さて、今年 3月 11 日に発生した東日本大震災によって、当社が目指す環境革新企業とい

う考え方が日本、そして世界から強く求められることになったと痛感しております。今回

の震災は東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。とりわけ、福島第一原発の事故

は過去 悪レベルの大惨事で、国民生活や企業活動に大きな影響を与えております。震災

以前には原発は発電時に CO2 を発生しないクリーンエネルギーとして注目されていました。

しかしその信頼を大きく損なわれてしまいました。 

 この事故は日本だけではなく、世界各国の原発政策や産業構造の転換に拍車をかけてお

ります。ドイツやスイスは福島の原発事故を受けて政策を 180 度転換し、原発を全廃する

方針を決定しました。また、チェルノブイリ事故以降、原発の稼働を停止していたイタリ

アでは今年6月に行われた原発再開の是非を問う国民投票で反対派が9割を超えて圧勝し、
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再稼働が否決されました。当然のことながら日本でも脱原発の声が強まっております。 

 こうした状況を踏まえ、野田総理は安全性を十分に確認できた原発の再稼働は認めるも

のの、今後新規建設は認めず、耐用年数に達した原発は順次廃炉にするという考えを表明

されております。仮に 40 年で廃炉となる場合、2050 年には現在、54 基ある原発がゼロに

なります。原発が全て無くなるということは電力量の約 30％が失われることになります。

今年の夏は 15％の電力削減要請を家庭や産業の努力で何とか達成いたしましたが、その倍

となると、もはや節電できる限界を超えております。 

 それでは原発を代替するエネルギーとしてどのようなものが考えられるでしょうか。現

在は緊急措置として火力発電が増やされています。しかし、火力発電が増えますと CO2 排

出量が増大します。さらにその燃料となる石炭・石油・天然ガスを海外から大量に輸入し

なければなりません。ある試算によりますと、この代替燃料の輸入には、年間 3 兆円を超

える追加コストが必要だそうです。もし、この増加分が電気料金に上乗せされた場合、家

庭用で 18％、産業用で 36％電気料金が上昇することになります。 

 そこで期待されるのが再生可能エネルギーです。ただし、原発停止で失われる電力を再

生可能エネルギーで賄うのは容易なことではありません。例えば太陽光発電を例にとりま

すと、原発 1基分の発電量を賄うには、東京ドーム 990 個分の面積に太陽電池パネルを敷

き詰める必要があります。メーカーの責務として、変換効率の向上やコストダウンに必死

に取り組んでまいりますが、今すぐ再生可能エネルギーが原発に代替するエネルギーには

なり得ません。 

 そこで、今すぐ実施でき、効果が大きいと考えられるのが省エネです。省エネを進める

ことでエネルギーを作り出すことと同等の効果が得られることになります。日本の電力消

費量の内訳を見ますと、家庭分が約 30％を占めております。奇しくもこれは、日本の総発

電量に占める原発の割合と同等です。日本はオイルショック以来、官民を挙げて省エネ対

策に取り組んできたことによりまして、世界 高水準の省エネ技術を保有しております。

これら省エネ技術を家庭で使いやすい製品として提供することによって暮らしの省エネを

劇的に進めることができます。 

 家の省エネを実現するキーデバイスの一つとしてご紹介いたしますと、真空断熱材とい

うものであります。当社が開発しました真空断熱材は、一般的な断熱材である硬質ウレタ

ンフォームの 20 倍の断熱性能を持っております。この真空断熱材は、これまで家電製品の

省電力化に大きく貢献してまいりましたが、今後、住宅用断熱材として広く活用すれば家
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の省エネを格段に進めることができます。 

 住宅の断熱材として適用した場合の効果を測定したところ、非断熱住宅に比べてエアコ

ンなど冷暖房の消費電力を 30％削減できることが分かりました。家庭の電力消費量の約 4

分の 1 が冷暖房ですので、この真空断熱材によって、ご家庭全体の消費電力量を約 8％削

減できるのではないかと考えております。 

 さらにインパクトが大きいのは LED 電球です。LED 電球は省エネ性能に優れた LED を光

源とすることで従来の白熱球に比べ、消費電力を 87％も削減できます。日本の総電力の

16％が照明用に使用されておりますので、LED 電球による消費電力削減のポテンシャルは

極めて大きいと言えます。もし、日本の全てのご家庭で今お使いいただいている白熱灯電

球や蛍光灯を LED 電球に取り換えていただきますと、日本の総電力消費量の約 3％を削減

できます。この削減量は原発 4基分もの発電量に相当する規模であり、今すぐ実施できる

節電対策として非常に効果が高いと言えます。 

 もちろん、省エネだけではなく、必要な電力を作る創エネや、作った電力をためる蓄エ

ネ製品の開発にも力を入れていきます。創エネの二本柱は太陽電池と燃料電池です。当社

の太陽電池は「HIT」といっておりますが、世界 高水準の発電量を実現しております。一

般的な太陽電池は表面温度があまり高くなりすぎますと、発電性能が大幅に低下しますが、

HIT は夏場の高温時でも高い出力を得ることができます。 

 加えて HIT は高い変換効率も実現しております。ご家庭の屋根は設置面積が限られるう

え、夏場は摂氏 75 度になります。効率がよく、高温に強い HIT は家庭でのご利用に大変適

しております。そしてもう一つは、水素と酸素から電気とお湯を作る燃料電池も業界 高

水準の環境性能と小型化を実現しています。燃料電池を太陽電池と併用することで天候に

左右されない安定した創エネを実現することができます。 

 蓄エネでは家庭用蓄電池の開発を進めております。当社の家庭用蓄電池はノートパソコ

ン向けなどで実績のあるリチウムイオン電池を組み合わせモジュール化したものです。容

積は小さくてもたくさんの電気を充電でき、安心してお使いいただける製品となっていま

す。さらに機器全体の環境性能を向上させることに加えて、これらをつなぎ、 適な制御

を行なうエネルギーマネジメントを導入することで、家庭単位で電力消費のさらなる効率

化を実現していきます。 

 また、太陽電池や蓄電池からの電気は直流ですので、交流に変換せずにそのまま直流で

使うことができることが も効率的です。そこで、交流・直流の変換ロスを削減するため、
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直流で動く家電の開発も進めていかなければなりません。これらの取り組みによって、3

年から 5年後には 1990 年に比べて家庭内の消費電力量を 7割程度削減できる見込みです。

そして、それでもなお必要となる電力は、太陽光発電や燃料電池、蓄電池という省エネ・

蓄エネの組み合わせで賄い、家庭内の電力消費量を実質的にゼロにすることを目指します。 

 つまり、家庭で使う電力は全て家庭で作りためるということになります。そして今後、

こうした家庭内エネルギーを自給自足できる暮らしを日本、そして世界全体へ広げていき

たいなと考えております。その考え方を具体化する場の一つが、神奈川県の藤沢市の当社

工場跡地に建設中の、Fujisawa サスティナブル・スマートタウンです。このスマートタウ

ンの特徴を一言で申しますと、安心・安全な環境住宅の集合体であります。 

 世界に先駆け約 1000 戸の住宅全てと、各施設や公共ゾーン全体に太陽光発電システムと

蓄電池を標準装備し、ご家庭、そしてまち全体でエネルギーの自給自足ができる暮らしを

実現していきます。さらに当社が持つ先進技術を生かして、町全体でさりげない防犯や見

守りサービスを提供するほか、医療・介護などのヘルスケアなどについても充実させてい

く予定です。 

 世界でも中国の天津エコシティーをはじめ、同じような持続可能なまちづくりの構想が

数多く進んでおります。今回の震災でこうしたまちづくりへの注目は一層高まっておりま

す。Fujisawa と合わせて、これらのプロジェクトにも積極的に参画していくことで、エネ

ルギーの自給自足型の暮らしを世界中に展開して、地球環境への貢献を図っていく決意で

あります。 

 ここまでお話いたしましたが、世界ではアジアをはじめとする新興国が大きく成長する

と同時に、時代が脱原発依存、再生エネルギーへの転換を強く求めております。この流れ

に乗り遅れた企業は市場から退場を迫られることになります。企業はまさに生き残りをか

けて、グローバルシフト、環境シフトを加速していかなければなりません。 

 特にアジアとの共生は環境を抜きに語ることはできません。白物家電などの省エネ、太

陽光発電や燃料電池といった創エネ、そして蓄エネは、各国のさまざまなニーズに応じた

事情があります。このニーズにしっかりとお応えするためにも、地産地消型のものづくり

ソリューションの展開が極めて大切だと考えております。 

 また、環境エナジー分野には、例えばマイクロソフトの Windows のような独占的な世界

標準、de facto standard がありません。だからこそ今、日本企業がグローバルにリーダ

ーシップを発揮するチャンスであり、また、勝負の時と言えると思います。当社は微力で
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はありますけれども、今後も自己革新を続け、ものづくりで地球環境問題の解決とグロー

バル社会の発展に貢献していく所存であります。どうか今後とも、引き続きご支援ご指導

をお願いいたしまして、私からの報告とさせていただきます。ご清聴誠にありがとうござ

いました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。本日は残念ながら中村会長は業務ご多忙につき、ここ

でご退出されます。ご質問等ございましたら、財団を通じてご連絡を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。以上をもちまして、第 2部が終了でございます。 後に中村会

長にいま一度、盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 

 ありがとうございました。これをもちまして本日のセミナー「アジア大競争時代の中で

…～アジアと共に生きる～」を終了させていただきます。長時間にわたり、お疲れ様でご

ざいました。本日のセミナーが皆様にとってお役に立ち、ご活用いただければと願ってお

ります。 後にお手もとにアンケート用紙でございますが、ご記入のご協力のほどよろし

くお願いします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。 


