Ｊ－３ 「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」にみる地域活性化―東京都大田区の産学官連携事例から―
奧山 睦（静岡大学大学院）
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【目的・背景】

頼や協力，結束を生む．ただし，内部志向的であるため，

日本の中小製造業は①経済成長の低迷，②大企業の海

この性格が強すぎると「閉鎖性」「排他性」につながる

外進出による産業の空洞化，③若年人口の減少による労

場合もあり得る．これに対し，「橋渡し型」は，異なる

働力不足，④産業のサービス化，等の影響により厳しい

組織間における異質な人や組織を結び付けるネットワー

経営環境にさらされている．しかし，日本の中小製造業

クである．より弱くより薄い靭帯であるが，より「開放

はこれらの環境変化を受け入れて，今後，産業や雇用の

的」「横断的」であると特徴づけられる．このソーシャ

創出を図らなければならない．

ル・キャピタルの概念から特に本稿では，「橋渡し型」

そこで本稿では，日本における産業集積の代表的な地

のネットワーク構築に着目する．

域のひとつである，東京都大田区の産学官連携事例・
「下

（2）下町ボブスレーネットワークプロジェクトの歴史か

町ボブスレーネットワークプロジェクト」の活動を取り

らの分析

上げ，考察する．

① プロジェクトの概要

【研究方法・研究内容】

「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」は大田

本研究は地域産業が活性化していくための重要なファク

ブランド登録企業である昭和製作所，上島熱処理工業所，

ターとして，以下の 2 つが必要であるという仮説を提示し，

マテリアルらとその主旨に賛同したF1マシンの製造を手

それを立証するものとする．

がける東レ・カーボンマジック，空力解析ソフトによる

① 地域活性には，ソーシャル・キャピタル形成が必要で

解析を行うソフトウエアクレイドル，トライポロジーの

ある．
② 地域活性には，プロジェクト・マネジメントの能力が

研究を行う東京大学大学院等が共同で，日本初の日本人
のためのボブスレーソリを開発（写真１）し，冬季五輪

必要である．

出場を目指すプロジェクトである．

はじめにソーシャル・キャピタルの先行研究を概観し，

写真 1：下町ボブスレー男子 2 人乗り用 2 号機

着目すべき点を洗い出す．その後，東京都大田区の「下
町ボブスレーネットワークプロジェクト」の事例から，
地域産業の活性化について考察する．続いて同プロジェ
クトのメンバー12 名へのインタビュー調査から，仮説の
検証を試みる．最後に本稿のまとめとして，同プロジェ
クトにおけるプロジェクト・マネジメントの役割と意義
を考察し，今後の課題を掲出する．
【研究・調査･分析結果】
(1)先行研究分析
最初に先行研究としてソーシャル・キャピタル論を概
観する．
パットナムは，ソーシャル・キャピタルを，「協調的

写真提供：下町ボブスレーネットワークプロジェクト

このプロジェクトが，ボブスレーソリを開発する理由
は 3 つある．
1 つ目は，プロジェクトを通じて日本企業が不得意とさ

な行動を容易にすることにより社会の効率を改善しうる，

れている，モノ・コトづくりの基礎を築いて，世界に日

信頼，規範，ネットワークのような社会的組織の特徴」

本のモノづくり将来性を示すことである．

とし，「社会関係資本」と定義している．人々のつなが

2 つ目は，成長性の高い環境・航空機分野へ大田区の中

りには力があり，経済価値を越えた価値創造ができる，

小企業が参入する第一歩とすることである．ランナーの

と考える概念である．

低摩擦化技術は，風力発電などの次世代エネルギー開発

また，ソーシャル・キャピタルの概念で最も基本的な
分類が，結合型と橋渡し型である．「結合型」は組織の
内部における人と人との同質的な結びつきで，内部で信

に必須の要素技術である．
3 つ目は，高い技術力とネットワークによって，大田区
町工場が世界からの受注獲得を目指すことである．

② 協力者拡大の要因
「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」の発祥

れ，「下町ボブスレー」の認知度があがったことによっ
て，協力者が拡大してきたのである．

は2011年9月5日に遡る．公益財団法人大田区産業振興協

さらに，今後はものづくりとともに人づくりにも注力

会のひとりの職員が，A42枚のボブスレーの寸法図をもっ

し，プロジェクトが母体となり，東京都ボブスレー・ス

て町工場を訪問したところから始まった．そしてひとり

ケルトン連盟を発足．2014年6月22日に平昌冬季五輪を目

またひとりと協力者が増え，2014年5月末現在で，部品加

指した選手発掘のためのトライアウトを主催する．冬季

工の協力企業は60社を越え，協力者は個人も含め，町工

五輪でメダルを獲得するためには，ソリだけではなく，

場以外の異業種へも拡大しており，110社を超える．

選手の強化も両輪であるというプロジェクトの意図から

協力者が拡大してきた要因は2つ考えられる．

である．

１つ目は，このプロジェクトにおける町工場のフレー

③ 橋渡し型ソーシャル・キャピタルの構築

ム部品製造はすべて無償で行われている，ということで
ある．

橋渡し型ソーシャル・キャピタルの特徴として，「開
放的」「横断的」という性格があるというのは（1）の先

前プロジェクト・リーダーの細貝淳一（株式会社マテ

行研究分析の通りである．「下町ボブスレー」の認知度

リアル 代表取締役 2010年12月から2014年5月まで推進

が上がるに伴い，町工場の同業種の連携を越えて「町づ

委員長，現ゼネラルマネージャー兼広報委員長）は，「製

くり」や「地域活性」の事例が出始めて来た．

作予算がない，ということがあったが，たとえば部品1点

この要因には 2 つ考えられる．

1000円でつくって欲しい，と頼むと1000円のクオリティ

1つ目は，下町ボブスレーのロゴ使用・商品化の柔軟性

に限定されてしまう．それをあえてはずすことによって，

があげられる．「下町ボブスレー」は商標登録，意匠登

価格の価値にしばられない製品が大田区ではできる，と

録を特許庁に公益財団法人大田区産業振興協会が出願済

確信していた」と語る．女子1号機製作のときは，納期は

みである．ただし，大田区のPRに繋がる場合に限って，

10日，製作費は無償という条件だった．

同協会の監修のもと，申請をして無料で利用できる．そ

その後ソチ五輪に向けた男子2号機・3号機の製作を行
ったが，2013年8月上旬が部品の納期で9月完成に至った．

の場合，プロジェクトの主旨に賛同し，収益の一部を寄
付するように呼び掛けている．

ここでも短納期・無償という条件は変わらなかった． 価

その結果，ボブスレー菓子・揚げパン・寿司・酒など

格価値から解放された，「地域で優れた製品をつくる」

様々な商品開発に繫がり，またイベント用に餃子・焼き

という目的に１点集中した結果が，地域内外で共感を広

そばパンなども試作され，商店街の活性化にも寄与して

げ，2014年6月末現在，寄付金は1200万円を越える．

いる．

2つ目は，競技スポーツとして結果を出しつつある，と
いうことである．

2 つ目は，アートとのコラボレーションである．マミフ
ラワーデザインスクール（東京都大田区山王）の川崎景

2012年11月に1号機が完成し，同年12月，長野市ボブス

太（フラワーアーティスト）は「ボブスレーも花も植物，

レー・リュージュパークスパイラルにて開催された全日

鉱物から成る生き物として，源は同じである」というコ

本選手権女子2人乗りにて，実戦デビューを飾り優勝した．

ンセプトを打ち出し，異質なコラボレーション展の実現

また，2013年3月，ノースアメリカンカップ第8戦と第9戦

につながった．2013 年 5 月に松屋銀座で開催された第 1

に男子2人乗りに出場し，両日とも7位となった．

回の展示会では，約 5 万人を動員した．続く第 2 回の大

尚，残念ながらロシアのソチ五輪（2014年2月）には，

田区山王で開催された 7 月の展示会では，来場者が 1 輪

選手の要望を叶えつつ改修を行ったものの，試験走行を

300 円の薔薇の花を購入すると，その一部が寄付金に回り，

する時間的余裕がなく，不採用になった．しかし，2018

その薔薇を展示の一部の場所に挿す．さらに大団幕に応

年に韓国で開催される平昌冬季五輪に向けて国内外の大

援メッセージを記入するという来場者参加型で作品が完

会に参加し，改修をし続けている．

成するという試みだった．

競技スポーツという性格上，人々の共感を得るには，
結果が問われるのは必至である．

(3）プロジェクトメンバー12 人へのインタビュー調査
①調査の目的

実際に，製造されたボブスレーのソリが結果を伴って

本調査は，中小製造業が連携により，地域産業が発展

きたことによって，繰り返し国内外のメディアに報道さ

するための条件は何かを探索するものであり，下町ボブ

スレーネットワークプロジェクトのメンバーを対象に修
正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（木下 2003）
を用いてインタビュー調査を行った．
② 対象者の属性
インタビューは，プロジェクトの製造メンバー60 名か
ら無作為で行い，2014 年 3 月 11 日から 4 月 21 日にかけ
て 12 人に実施した．対象者の属性は次の通りである（表
1）
．
表 1：インタビュー対象者の属性

出所：2014 筆者作成．

③ 質問項目
質問項目は調査の目的を踏まえ，表 2 のように①参加動
機，②社内変化，③雇用状況，④販路拡大，⑤将来展望
にカテゴリ化し設定した（表 2）
．
表 2：質問項目

出所：2014 筆者作成．

各概念の定義については，表 3 の通りである．分析に
より定義されたすべての概念が，各対象者に該当するわ
けではない．各対象者において，どのような概念が抽出
されたかについては，表 4 に示す．
⑤ 小括
本調査は，中小製造業が連携により，地域産業が発展
するための条件は何かを探索するものである．
その結果，Ⅰカテゴリの「参加動機」に見られるよう
に，自治体職員の声がけによりプロジェクトメンバーが
参集し，冬季五輪参加を目指すという目的意識の共有が

出所：2014 筆者作成．

④ カテゴリ化と概念の生成
本節ではプロジェクトメンバー12 人に対して，概念生
成を行った．

プロジェクト推進に寄与したと考察できる．
また，Ⅱカテゴリの「社内変化」では，従業員の士気
向上に役立ったことが理解できる．一方で加工賃無償の
プロジェクトの参加が，社内の負荷になった一面もある．

その結果，①参加動機，②社内変化，③雇用状況，④販

Ⅲカテゴリの「雇用状況」については，ほとんどの企

路拡大，⑤将来展望にカテゴリ化し，①の概念は 7 つ，

業が雇用を維持することで留まり，拡大を図った企業は 1

②の概念は 3 つ，③の概念は 5 つ，④の概念は 8 つ，⑤

社しかない．

の概念は 8 つがそれぞれ生成された．
表 3：生成された概念と定義

Ⅳカテゴリの「販路拡大」については，プロジェクト
の参加が知名度や信頼性の向上につながり，直接的・間
接的な販路拡大に寄与していると考えられる．

Ⅴカテゴリの「将来展望」については，自社製品のア

そしてプロジェクト・マネジメントに必要な能力には 3

イテムを増やすことにより，下請体質からの脱却を目指

つのユニットがある．ナレッジ，スキル，コンピテンシ

す企業が現れつつあることを示唆している．そして，中

ーである．

小企業が苦手とするコトづくりを描いてモノづくりを進

ナレッジはプロジェクト・マネジメントの手法やツー

めたいという企業もある．また，航空機や医療の分野へ

ルなどの理論や，レッスンズ・ラーンドにより蓄積され

新規参入したいという企業もある．

てきたノウハウ等の経験的知識の総体である．

表 4：抽出された概念結果

一方，スキルとは，ナレッジに基づき目的を達成する
ことのできる能力を言う．
また，コンピテンシーは，リーダーシップ，チームマ
ネジメント，コミュニケーション，知識管理など，プロ
ジェクト・マネージャーとしてベースになる行動特性で
ある．
プロジェクトの目標設定が長期になればなるほど，参
加企業のモチベーションの維持が難しい．同プロジェク
トは目標設定を次の平昌冬季五輪に設定している．よっ
て今後 4 年間でプロジェクト・マネジメントの能力をブ
ラッシュ・アップしていくことが望まれる．同プロジェ
クトを通じて，各企業が継続的なイノベーションを生み
出す学習共同体となっていくことが課題である．行政や
金融機関，大学はそのための支援をしていくことが望ま
れる．
アジア諸国の猛追により従来型工業製品のコストとパ
フォーマンスは不均衡が生じた．国産ではコストダウン
はなかなか実現できない．それならば，新たな価値を創
造してハイパフォーマンスを実現し，価格競争に巻き込
まれない力をつけることが望まれる．同プロジェクトの
メンバー有志によって，新たな製品の試作も始まった．
同プロジェクトのような創発的な事例が継続的に大田区

出所：2014 筆者作成．

から生まれていけば，産業集積全体の発展につながる．

【考察・今後の展開】
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