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燃費偽装から学ぶこと
挑戦的な目標は罪なのか

地域共同テクノセンター長　　丸岡邦明

　本校では、「技術と社会」という科目があり、通年全
30 週のうち約 7週を技術者の倫理にあてています。専
攻科になると、「技術倫理」という科目があり、半期全
15 週かけて技術者の倫理を学びます。私も「技術倫理」
の 1週を担当しています。
　技術者倫理の学習では、事例検討が重要です。スペー
スシャトルチャレンジャー号爆発事故やフォードピント
事件など、古典的事例は分析し尽くされているので、教
材としてはずせない定番です。しかし、古典的事例ばか
りでは、学生が技術者倫理を遠い過去の問題と誤解しな
いか心配です。できるだけ最近の事例も交えて、身近な
問題だということを感じてほしくなります。
　このため、技術者倫理がからむ不祥事があれば、授業
の事例に使えないか普段から注意を払っています。適当
な事件がなければ、技術に限らず職業上の倫理がからむ
事件でもかまいません。
　そのような意味で、昨年は「豊作」の年でした。東洋
ゴムによる試験データ改ざん、フォルクスワーゲンによ
るエンジンコンピュータの不正プログラム、旭化成建材
によるマンション基礎工事杭打ちデータ改ざんと、横綱
級の事件が 3つもあったのです。技術とは関係ありませ
んが、企業の不正という意味で東芝による永年にわたる
不正経理も横綱級です。
　今年に入っても勢いは止まりません。三菱自動車が軽
自動車 4車種の燃費データについて不正を行っていたこ
とが発覚したのです。
　特別調査委員会による「燃費不正問題に関する調査報
告書」は、不正の原因の一部に関して次のように指摘し
ています。
（1）	 14 年型 eK ワゴン・燃費訴求車について、当初の燃費目

標は JC08 モード法で 26.4km/ℓであったものが、その
後、27.0km/ ℓ、28.0km/ ℓ、28.2km/ ℓ、29.0km/ ℓ、
29.2km/ℓと順次、引き上げられた。しかし、度重なる燃
費目標の引上げは、いずれも、実際にはMMCの技術力を
超えた無理な引上げであったといわざるをえない。このこ
とは、本件問題発覚後に再測定された 14 年型 eKワゴンの
燃費が、せいぜい 27.1km/ℓ程度であり、初期の燃費目標
と同レベルであったことからも裏付けられる。( 出典　同調
査報告書 )

（2）	 	幹部は、14年型 eKワゴンの開発では、目標が達成できた
という性能実験部やMAEからの報告を鵜呑みにしていた
ばかりか、燃費目標の 28.2km/ℓへの引上げは、性能実験
部やMAEの開発担当者に知らされずになされていること、
29.0km/ℓへの引上げは、性能実験部が ｢日程的に間に合
うネタがない状況｣ と回答しているにもかかわらずなされ
ていること、29.2km/ℓへの引上げに至っては、性能実験
部が再三できないことを伝えているにもかかわらず、それ
が無視され、最後まで努力を続けさせられたことが認めら
れる。( 出典　同調査報告書 )

　これに対し、富士重工業の吉永泰之社長は「燃費に限
らず、現場が『今の実力では限界』と言ったら、認めて
あげないといけない。『（目標を）絶対に達成しろ』とは

言わないように気をつけている」と語りました ( 讀賣新
聞 2016 年 5月 21 日 )。
　三菱自動車の教訓から、企業トップは現場の実力の限
界を認めなければならないのでしょうか。ことはそれほ
ど単純ではないように思います。
　今回、三菱自動車の救済に乗り出した日産も、1998
年には約 2兆円もの有利子負債を抱え、経営危機に陥っ
ていました。倒産寸前の日産を救ったのはカルロス・ゴー
ン社長でした。もしゴーン社長が、「できません」とい
う現場の声を認めていたら、日産を再建できたでしょう
か。
　世界初の再生専用小型ヘッドホンステレオ「ウォーク
マン」は、爆発的ヒットとなっただけでなく、「音楽を
持ち歩く」という文化を創り出しました。しかし、「ウォー
クマン」の開発期間はわずか 4ヶ月しかなく ( 東洋経済
オンライン / 長老の智慧 / ｢首｣ 賭けたウォークマン開
発秘話 )、悲観論がソニーの社内外の大勢でした。当時
の井深名誉会長および盛田会長の強いリーダーシップが
なかったら、「ウォークマン」は誕生しなかったでしょう。
そうなれば、アップル社の「iPod」も誕生せず、今日の
デジタル音楽配信市場の隆盛を見ることもなかったに違
いありません。
　「できません」という現場の声を経営トップが無視す
れば、性能の偽装にまで現場を追い詰めるし、かと言っ
て、「できません」という現場の声を経営トップが「は
いそうですか」と聞いていては消極的な経営に陥る。いっ
たい経営のリーダーシップとはどうあるべきなのでしょ
うか。
　ポイントは 3つあるように思います。

目標のレベル
　私は、卒業研究の学生を指導する際、その学生が「自
分はここまでできる」と自覚している能力より少し上に
指導の目標をおきます。「褒めて育てる」と言いますが、
自分で自分を成長させることができる学生は少ないの
で、学生のやることを褒めてばかりいると、確かにやる
気にはなってくれますが、能力の限界をなかなか超える
ことができません。
　そこで、学生が自分ではそこそこ自信のある仕事を
持ってきたとき、責めないように注意しながら、納得す
るように、「ここがおかしい」「ここが足りない」と坦々
と指摘します。これを繰り返すことによって、学生が「自
分はここまでできるだろう」とぼんやり想像していた以
上の完成を体験させます。これがうまく行くと、自覚し
ていた以上の力が自分にはあるという自信が生まれ、未
知の課題に挑戦しやすくなります。
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　しかし、目標の設定レベルが高すぎると、やる気を失
い、劣等感ばかり強くなります。したがって、学生の反
応を見ながら目標レベルを調節する必要があります。
　企業における開発・営業・コスト削減などの目標につ
いても、同じようなことが言えると考えられます。つま
り、現場が「ここまでならできる」と考えているより少
し高いレベルを求めるようにするのです。ここまでは当
たり前ですが、問題はこの「少し」をどの程度にするか
でしょう。この「少し」を適切に設定するには、経営トッ
プが現場の今の実力と潜在的な力とを把握していなくて
はなりません。
　この点に関し、前掲報告書は「プロジェクトマネージャ
は、燃費目標の達成が難しい旨の相談をされても、真摯
に受け止めず、競合車に負けないように燃費目標を達成
すべきことを抽象的に指示するなど、ほぼ一方的に押し
付けるような厳しい言動を繰り返し、性能実験部の意見
を十分に聞こうとしなかったと認められる。また、開発
本部の幹部も、性能実験部の主業務の中身について十分
に理解しておらず、また、十分に理解しようとする姿勢
もうかがわれなかった」と指摘しています。
　そのため、燃費目標がたびたび引き上げられる結果と
なりました。経営トップが挑戦的な目標を掲げたとき、
現場は決死の覚悟を決めます。その目標がころころと変
わったら、現場はやる気を失います。また、競合他社の
動向を見て燃費目標を変えなければならないということ
は、最初の目標設定を経営トップが誤っていたというこ
とであり、経営トップの失態です。
　一方、「ウォークマン」開発の場合、技術的な課題は
ほとんどなく、短期間に新しいコンセプトの商品を、絶
対に故障しないという信頼性で世に出すことに全力が注
がれたようです (ソニーwebぺージ /Sony	History)。「再
生専用の携帯型ヘッドホンステレオ、発売は夏休み前」
という目標は、開発期間中、さまざまな悲観論や批判が
起こっても、一度もぶれませんでした。さらに、井深名
誉会長および盛田会長は、それまでの商品開発を通じて
開発部隊の実力を知り尽くしており、「彼らならやれる」
という見通しがあったと考えられます。

変えられることと変えられないこと
　第二に、人智で変えられることを目標にすべきであっ
て、変えられないことを目標にしてはなりません。一般
に、成功のためには「変えられることはすぐ変える。変
えられないことは受け入れる」という姿勢が大切なので
すが、目標設定において、この両者の区別は目を覆うば
かりにぞんざいです。
　たとえば、交通安全週間になると、あちこちの企業や
学校で、「無事故・無違反」という目標が恥ずかしげも
なく掲げられています。「無違反」は、その気になれば
できることなので、目標として適切です。
　しかし、「無事故」は違います。こちらがルールを完
璧に守り、細心の注意を払っていても、相手の危険行為
により事故に遭うことがあります。逆に、違反を繰り返
していても、運良く事故にならないこともよくあります。
このため「無事故」を目標にすると、目標を達成できた
かどうかという評価が、従業員の行動と無関係に決まり
ます。模範的に交通規則を守っていた従業員が信号無視
の車と衝突したら、「無事故」を達成しなかったと責め

るのでしょうか。信号無視・一旦停止無視を繰り返す従
業員が一度も事故に遭わなかったら、褒めるのでしょう
か。
　変えられないことを「結果として実現したい目標」と
して掲げ、実現したら喜び合うのはかまいませんが、達
成すべき目標にしてはなりません。
　企業にとって変えられないことの代表格が、利益で
しょう。利益は、為替相場、景気、競合他社、政策変更
などの影響を受けます。これらは一企業の力で変えるこ
とができません。この利益を、達成すべき目標として強
要したのが、不正経理を続けた東芝の歴代 3人の社長で
す。ある役員は「佐々木さんからは厳しく叱責され、“利
益を出せ ”とか抽象的な指示を受け、とても嫌な思いを
させられた」と語っています (NHKクローズアップ現代
/2015 年 7月 29 日放送 )。
　実は私も、同じように嫌な思いをしたことがあります。
若い頃勤務していたある事業所で、私は研究開発の部署
にいました。製造プロセスを改善する研究の過程で、あ
る品種のある製造条件としてはAという条件がよいとい
うことがわかりました。事業所長の次に偉いある幹部が、
それを知って「それは悩ましいんだ」と言ったのです。
当時その事業所ではある大型予算を要求しており、要求
のストーリーにとってこの研究結果は都合が悪かったの
です。私はむっとしました。都合がよかろうが悪かろう
が、事実は事実だと思いました。と同時に、予算要求の
ストーリーにとって好都合なように研究結果を改ざんし
ろと言われているような圧力を感じました。そのときの
嫌な気分は今でも忘れません。幸いそれ以上は強要され
ませんでしたが、さらに強く言われていたら、私も道を
誤ったかもしれません。そうなれば、その事業所や会社
を憎むようになったでしょう。
　東芝の 3人の社長は、赤字を解消するために、変え
られることの何をどう変えるべきかを指示しなければな
らないのに、直接は変えようのない利益を確保せよと指
示していたのですから、これはもう経営とは言えないで
しょう。

現場をやる気にさせる
　この点に関し、前掲報告書は「開発本部は、かなり
以前から、業務量過多によって疲弊していた」「上司か
ら検討を指示された事項に対し、『できない』と言うこ
とが容易ではない風土ができていた」「競合車に対抗す
る形で、十分な検討がなされないまま、燃費目標が設定
されてしまっていた」「開発プロジェクトマネージャは、
専ら開発目標を達成できたかどうかという結果のみに目
を向け、どのように開発目標を達成したのか、それがど
の程度難しく、各部署がどのような苦労をしているのか
という過程にまで、それほど大きな関心を寄せていな
かった」「問題意識を持った従業員は、問題提起をして
も効果がないものと判断し、上司に報告することを諦め
るという状況になってしまっていた」と指摘しています。
　一方、「ウォークマン」開発の場合、「開発メンバーは、
1週間に 2～ 3日の徹夜は当たり前という日々を送って
いたが、不思議なことに、彼らに追い詰められた悲壮感
はなく、至る所でジョークが連発され、作業場に笑いが
絶えなかった」といいます ( ソニー web ぺージ /Sony	
History)。
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　日産を再建したゴーン氏も、日本航空を再建した稲盛
和夫氏も、さまざまな部署を行脚して現場の声に耳を傾
け、新しい経営理念を説いて回っています。日本航空の
場合、経営破綻に至るまでの日本航空は硬直化した官僚
的な組織でしたが、稲盛和夫氏は「人間として何が正し
いかで判断しろ」と説いて回ったのです。
　ある地方都市を日本航空で定期的に訪問する知人から
こんな話を聞きました。知人のいつも利用するホテルが
日本航空の客室乗務員の定宿ともなっていて、よく見か
けるそうです。経営破綻する前は、ホテルに到着する客
室乗務員の表情がいつも非常に不機嫌で、機内での笑顔
とあまりに落差が大きいので、客室乗務員というのはよ
ほどストレスの強い仕事なのかと思っていたそうです。
ところが、経営再建後は、うって変わっていい表情でホ
テルに到着するようになったというのです。
　これは、稲盛氏の経営改革によって客室乗務員のモチ
ベーションが高まり、仕事が楽しくなったということを
示唆しています。
　現場がやる気を失っているのに結果だけを強要する三

菱自動車や東芝の経営者は、上納金を要求する暴力団と
似ているとさえ言えるかもしれません。
　前掲報告書の「再発防止策」の章には、再発防止策が
書かれていません。2000 年および 2004 年に発覚した
リコール隠し問題を契機に実施された再発防止策を従業
員が「やらされている」と受け止めており、負担増にも
なっているため、外部から再発防止策を押しつけても意
味がないというのです。その代わり、三菱自動車のすべ
ての社員に向け、諭すような言葉が綿々と綴られていて、
当事者でなくても目頭が熱くなります。
　「利益という分かりやすい目的の追求のために、目の
前にある問題やプレッシャーから目を背け、そこから解
放されようとして、自動車に対して、絶対にしてはいけ
ないことをしてしまうのである。自動車メーカーとして
目指すべき理念が存在し、その理念が経営陣や一人ひと
りの役職員に共有されてさえいれば、その理念を台無し
にするようなことは誰もしない。大好きな自動車に嘘を
つくことはないのである」( 前掲報告書 )

副テクノセンター長就任の挨拶

地域共同テクノセンター副センター長　　青木優介

　平成 28 年 4 月より、副テクノセンター長に就任いた
しました。今回は 2回目の就任でして、前回は平成 19、
20 年度の 2 年間にこの役についておりました。過日、
技術振興交流会の役員の皆様とお会いした際には、8年
前の若き日の自分に戻ったような感覚を覚えましたが、
左肩に走った四十肩の痛みが、それが錯覚であることを
やさしく伝えてまいりました。
　当時と現在とを比べてみますと、技術振興交流会のイ
ベントもずいぶん様変わりしたように思います。当時は
テクノフォーラムの他には分科会活動が主たる活動であ

りました。現在はキッズサイエンスフェスティバルや合
同就職説明会などが主たる活動となってきています。副
センター長としては、会員の皆様方をはじめ校外の方々
とのかかわりが、より多彩になってきているように感じ
ています。
　若き日の自分の愚かさを振りかえることはしばしばで
すが、一方で当時のスタミナをうらやむ場面も少なくな
いこの頃です。今回は当時よりもうまくつとまるでしょ
うか。それとも、スタミナ切れを起こしてしまうのでしょ
うか。とにかく、精一杯がんばります。	
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地域連携・産学連携の記録
公開講座
　平成 28年 8月末までは実績、以降は計画

講座名 実施時期 受講対象者

陸上競技教室－速く走るコツ①－ 	5 月	7 日 ( 土 ) 小学 4年生～中学生

陸上競技教室－速く走るコツ②－ 	5 月	8 日 ( 日 ) 小学 4年生～中学生

柔道ってどんなもの？ 	6 月 25 日 ( 土 ) 小学生

夏休みこども工作教室 	7 月 28 日 ( 木 ) 小学 4～ 6年生

LEDランタンを作ろう 	7 月 29 日 ( 金 ) 小学 4年生～中学生

君にもできるメディアデザイン−テクノマス
コット−

	8 月 20 日 ( 土 ) 中学生

簡単なラジオの製作 	8 月 23 日 ( 火 ) 小学 4年生～中学生

移動ロボット製作 	8 月 24 日 ( 水 ) ～ 25 日 ( 木 ) 小学 5年生～中学 2年生

光の残像でメッセージを伝えよう 	8 月 26 日 ( 金 ) 小学 3年生～中学生

金属探知機を作って大きな宝探し !! 	9 月 22 日 ( 木 ) 小学 3年生～中学生

作って確かめる多面体の不思議 	9 月 24 日 ( 土 ) 小中学生

自分のオリジナルイルミネーションを作ろう !! 10 月 15 日 ( 土 ) 小学 3年生～中学生

電子オルガンを作ろう ! 11 月	５日 ( 土 ) 小学 3年生～中学生

レゴロボットを作ろう ! 12 月	３日 ( 土 ) 小学生

くるくるクリスマスツリーを作ろう ! 12 月 11 日 ( 日 ) 小学 1年生～中学生

陸上競技教室−速く走るコツ−

光の残像でメッセージを伝えよう
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出前授業
　小中学校等からの依頼を受けて、以下の出前授業を行いました。（平成 28年 8月末現在）
講座名 実施担当者 出前授業依頼元

陸上競技教室基礎編～速く走るコツ～ 坂田洋満 木更津第一小学校
祇園小学校

陸上競技教室	～種目別指導（走種目、リレー、
ハードル、走幅跳など）～

坂田洋満 木更津第一小学校
祇園小学校

スクールアドベンチャーキャンプ 2016　もの
づくり体験教室

嘉数祐子 , 高谷博史 , 近藤直美 西清小学校
祇園小学校

木更津市学校体育指導研修会 坂田洋満 木更津市教育委員会

子どもサイエンス「ステンドグラス万華鏡を作
ろう！」

高谷博史 木更津市岩根公民館

桜井サイエンスらぼらとりー「自分で作れる万
華鏡＆液体窒素の不思議な世界」

嘉数祐子 木更津市桜井公民館

「鉛筆オルガンを作ろう！！」 泉　　源 木更津市鎌足公民館

みんなあつまれ！夏休み科学教室 嘉数祐子 木更津市清見台公民館

キッズパレット　わくわくサイエンス 嘉数祐子 NPO法人キッズパレット

教科農業に関する研修会「農業土木施工」 鬼塚信弘 千葉県高等学校教育研究会農
業部会

その他のイベント
技術振興交流会会員企業会社説明会
　3月 12 日、本校の技術振興交流会の会員企業が参加する「会社説明会」を開催しました。製造関連、情報関連、
土木関連など多様な業種の 50社が集った今回の説明会では、参加企業が 13の教室に分かれてブースを出展し、就職
活動を控えた本科 4年生・専攻科 1年生を中心とした学生 119 名が、各々で関心のある企業のブースをめぐり、各
企業担当者の説明に熱心に耳を傾けていました。

木更津市学校体育指導研修会

企業担当者の説明を熱心に聞く参加学生
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木更津高専キッズサイエンスフェスティバル
 　8 月 10 日（水）本校と木更津高専技術振興交流会の共催、近隣四市の教育委員会及び商工会議所等の後援のもと、

小学生を対象とした木更津高専キッズサイエンスフェスティバルを開催しました。「ものづくりの楽しさ」を体験し

てもらうため、複数のテーマを１箇所に集約した大規模なイベントで、近隣の小学生約 280 名とそのご家族が参加し

ました。

学科・学系等 テーマ名

基礎学系 おもしろサイエンス

（1）ネオジウム磁石発電機を作ろう

（2）低温の世界の体験

機械工学科 空に向かって紙飛行機を飛ばそう

電気電子工学科 金属探知機を作って宝探し !!

電子制御工学科 電子オルゴールをつくろう！

電子制御工学科 鉛筆オルガンをつくろう！

電子制御工学科 Let’s へら絞り　– アルミのロクロ加工−

情報工学科 君にもつくれる防犯センサー

教育研究支援センター 手作りスピーカーを作るぞ！

ロボット研究同好会 ロボットの展示、操作体験

4 市商工会・商工会議所 合同展示

展示会 

展示会等名称 開催日 出展者

テクノトランスファー	in	かわさき 2016
（かながわサイエンスパーク）

平成 28年 7月 6日～ 8日 機械工学科　高橋秀雄
　　　　　　板垣貴喜
教育研究支援センター　高橋美喜男

産学合同技術シーズ交流会
（三井ガーデンホテル千葉）

平成 28年 9月 27 日 機械工学科　歸山智治
電気電子工学科　大澤　寛
電気電子工学科　浅野洋介
電子制御工学科　沢口義人
環境都市工学科　青木優介

千葉エリア産学官オープンフォーラム 2016
（千葉大学）

平成 28年 11 月 25 日 機械工学科　石出忠輝
電気電子工学科　柏木康秀
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本校教員の研究紹介

VLSI の製造テストを高速化・不良見逃し率を最小化する高信頼設計手法

　半導体の高集積が進み、スマートフォンなどの小型端
末にも 20億トランジスタ規模のVLSI(Very	Large	Scale	
Integration) 化された CPUが搭載されはじめています．
このような大規模な VLSI の最小配線幅は 20nm オー
ダーにもなり、量子レベルの誤動作が問題となってきて
います．μmオーダーでの代表的な製造不良は不純物混
入による断線、トランジスタの動作不良が原因であり、
製造した LSI の論理機能が別の機能になるという障害と
して現れていました．しかし、nmオーダーでは配線抵
抗の増加などによって発生した微少遅延不良が「ゆっく
り動かすと動く」が、「所望の速度で動かすと動作しない」
という障害として現れるようになりました．
　一方で、IoT	( モノのインターネット化 ) により、あら
ゆる場所でVLSI は利用されており、動作不良が社会に
与える影響は大きくなる一方です．そのため、製造した
VLSI に対して、故障の有無を調べる「製造テスト」が

行われていますが、実速度で動かない不良品を選別する
ためには、その不良品より高速に動作するテスタを利用
する必要があり、ではそのテスタの動作保証するための
テスタは ･･･ というように、速度の動作保証は難しい問
題です．	そのための解決策の一つとして、組込み自己テ
ストがあります．テスタ機能をVLSI 内部に組み込んで
しまい、正常・不良をVLSI 自身に判断させる技術です．	
　また、VLSI テスタは数千万円以上する高額機器であ
り、減価償却するためのコストはテスタの占有時間に依
存します．そのため、IoT で普及が進む 1個 100 円程度
のマイクロコンピュータが占有できる時間は限られてい
ます．
　このような背景から、私は LSI テストの高速化（テス
トコスト削減）と、速度の動作保証が容易にでき、かつ、
不良見逃し率を 0%	に近づけるテスト手法について研究
しています．	

　高専・両技科大間人事交流制度により、奈良高専から本校情報工学科に岩田大志先生が転任されてこられました。
岩田先生は、2018 年 3月までの 2年間、本校に勤務される予定です。

情報工学科　岩田大志


