
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16号 
平成 23年 10・11・12月合併号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 目 次 ― 

 

1.  「さあ、新たなる戦いが始まった！」 

2. ≪展示会報告≫きらら物産・交流フェア 

3. ≪展示会報告≫イノベーション・ジャパン 2011－大学見本市 

4. ≪展示会報告≫LEDジャパン 2011 

5. ≪展示会報告≫CEATEC JAPAN 2011 

6. ≪展示会報告≫FPD International 2011 

7. ≪展示会報告≫アグリビジネス創出フェア 2011 

8. ≪会議報告≫シリーズ第 1弾！オープン・イノベーション戦略セミナー 

9. ≪会議報告≫第 55回キューブ(C-UBE)サロン 

10. ≪会議報告≫アントレプレナー・エンジニアリング研究会 第 2回研究会 

11. ≪講演会報告≫大学発ベンチャー起業セミナー ～産学連携 成功の条件～ 

12. ≪講演会報告≫山口大学 イノベーション実践教育講演会 

 

……………………………1 

……………………………1 

……………………………2 

……………………………2 

……………………………2 

……………………………3 

……………………………3 

……………………………3 

……………………………4 

……………………………4 

……………………………5 

……………………………5 



 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口県は例年、きらら元気ドーム（山口市；山口市と宇部市境界の瀬戸内に面した海岸に

位置）で秋期に、「きらら物産・交流フェア」と名付けた県内最大級のイベントを開催している。

今年は 9月 10日（土）～11日（日）同ドームで開催され、約 95,000人の県民が集った。 

同フェアでは「きらら物産フェア」、「やまぐちいきいきエコフェア」及び「やまぐち住宅フェア」

を中心に各種イベント等が合同で開催された。展示・販売等を通じて県産品への理解促進や

消費拡大を、参加・体験型のイベント等により、住みよい生活の知恵や環境対策等を訴えて

いた。 

折しも隣接する競泳プールでは山口国体の水泳競技が開催されており、同ドーム内では

大画面によるパブリックビューイングも行われていた。 

「やまぐちいきいきエコフェア」ではファミリー向けに「ぶちエコ“わが家”3つの誓い」と「7つ

の実践」をスローガンにした体験型の環境イベントが開催された。 

このイベントでは 「地球温暖化対策」、「省エネ相談」、「環境にやさしい交通づくり」、など

が紹介されるとともに｢低炭素社会｣に向けた挑戦を来場者にアピールしていた。 

これに併せて、県内企業による多彩なエコ技術の出展が行われた。 

目玉の 1つはマツダ㈱（本ニュース 23年 1月号＜第 7号＞参照）が販売開始した、超省

エネ車「SKYACTIV」。 

ガソリン車ながら、燃費がハイブリッド車を越える 30km/L（1.3L車）の出展であった。新開

発のトランスミッションやアイドリングストップシステムとあわせて、2L車でも 1.5L車並の

「20km/L」という低燃費を実現し、「環境性能」に加え「走行性能」も両立させているという。 

このほか、県内の産業用基礎素材企業、例えば宇部興産㈱（準会員）や㈱トクヤマ（正会

員）など、宇部・小野田地区や周南地区を中心とする企業が自慢の製品を出展。宇部興産㈱

はリチウムイオン電池用材料（電解液、電極間セパレータ）など、㈱トクヤマは国内トップシェ

アの高純度シリコンを適用した太陽電池モジュールなどを出展、山口県ならではのエコ素材

が PR されていた。 

 

 

「さあ、新たなる戦いが始まった！」 

研究統括 只友一行 
1 

≪展示会報告≫きらら物産・交流フェア 
「やまぐちいきいきエコフェア」       事業総括 倉重光宏 2 

マツダの次世代コンパクトカー、 

SKYACTIVEデミオ 

宇部興産が出展した、 

リチウムイオン電池用材料 

本プロジェクト『地域イノベーション戦略支援プログラム（グローバル型）』の中間評価ヒアリングが、11月 2日（現地ヒアリング）と 11

月 10日（東京ヒアリング）に行われました。この中間評価に向けた内部評価委員会による評価活動から考えると一年がかりの仕事でし

た。7月からは自己評価報告書の執筆活動、ヒアリング用のプレゼンテーション原稿の作成などに予想以上の時間を費やしました。こ

の一連の仕事に関わって頂いた皆様に、心より感謝と敬意を表したいと思います。本当に有難うございました。ヒアリングの結果はどう

なるか分かりませんが、『頑張れば結果は必ず付いて来る』と信じております。 

さて、床波駅を拠点にしているタクシードライバーに元ボクサーが居ます。たまたま、その元ボクサーの車に乗り合わせ、「ボクシング

人生」の冊子を出版していることを知り、1000円で買い求めました。その冊子を開いて最初に目に飛び込んできた文章は、『ボクサー

にとって、試合開始のゴングは己との勝負の終わりを告げている。試合終了のゴングは、新たなる己との勝負の開始を告げているの

だ』でした。 

我々の研究者人生と一緒ではないですか。日々の努力と精進こそがボクサーの言う『勝負』の時。中間ヒアリングは己との勝負の結

果を試す単なる試合。中間評価ヒアリングが終わった今、自己評価で明らかになった我々の課題を意識しながら、新たなる『勝負』を緊

張感を持って始めよう。勝負はこれからです。 
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「イノベーション・ジャパン 2011-大学見本市」が 9月 21日～22日、東京国際フォーラムで、JST及
び NEDOの主催により開催された。大学の研究シーズと産業界の技術ニーズを結びつける文部科学
省と経済産業省が共催して行う国内最大のマッチングイベントで今年は 8回目。合わせて、文科省等
主催の第 10回産学官連携推進会議分科会が 9月 22日午後併催された。 

主催者の発表では参加者は 2日間で 28,324名と、初日の台風 15号の首都圏直撃にも関わらず盛
況だった。会場は大学・企業関係者でごった返し、熱心な討論が見られた。 

山口県からは、山口大学から 3件、山口東京理科大学 1件のポスター発表が行われた。 

発表テーマは、山口大学からは①遺伝子操作への PCR増幅した直鎖 DNAの利用、②レーザーに
よる燃焼温度分布の高解像度非接触測定、③希土類と磁石を必要としない高周波デバイス用人工磁
性体。 

山口東京理科大学からは、やまぐちグリーン部材クラスターのグループリーダーである高頭教授に
よる、「超短ピッチ液晶材料の使用による TN液晶の高速化｣が発表された。 

併催された第 10回産学官連携推進会議分科会では、1つのテーマとして｢グリーンイノベーション 

～環境・エネルギー先進国を目指して～｣の討議が行われた。 

東京大学の妹尾教授が座長となり、最初に、総合科学技術会議の相澤議員（元東京工業大学学長）
より、8月 19日に閣議決定された第 4期科学技術基本計画の要点説明があった。 

その後、「21世紀の太陽光発電技術」（東工大・黒川教授）、「バイオマスエネルギー」（鳥取環境大・
横山教授）、「グリーンイノベーションに向けた都市ガス事業の取り組み」（東京ガス・渡辺常務）、「グリ
ーンイノベーションとエネルギー利用」（日本エネルギー経済研究所・山下理事）「スマートコミュニティ」
（NEDO・渡邊理事）に関しての講演の後、活発なパネル討議が行われた。 

 

 

 

 

「LED Japan / Strategic in Light」が 9月 28日～30日、パシフィコ横浜で開催された。LEDに特化
した国内唯一の LED専門の展示会で、3日間合計で 12,231名（主催者発表）が来場した。 

やまぐちグリーン部材クラスターも、専用ブースを設け、正会員等の LED製品を出展。国内外に広く
情報発信することによるやまぐち発「省エネルギー・省資源社会」を訴求するとともに、関連する内外の
絆を強めた。 

本年は下記 4社が出展： 
・宇部興機株式会社…LED防犯灯関係 

・株式会社トクヤマ…窒化アルミニウム粉末等 

・水口電装株式会社…LED水中誘魚灯、人感センサー付 LED蛍光灯 

・株式会社光半導体研究所…パネル展示 

やまぐちグリーン部材クラスターへの来場者数は、3 日間で約 400 名となり、国内の他、台湾、韓国、
中国など海外の方にも多く来訪頂いた。 

具体的な商談の持ち込みやアライアンスの打診などもあった。特に、パネルのみの展示にも関わら
ず、株式会社山口光半導体研究所（2010年 9月設立された山口大学発ベンチャー）に関する問い合
わせ等、大反響を頂き、感謝している。 

 

 

 

 

 最先端 IT・エレクトロニクスの国際総合展 CEATEC JAPAN 2011

が 10月 4日（火）から 10月 8日（土）にかけて、例年通り幕張メッセ
で開催された。586 社・団体が出展、約 17万人が来場。東日本大
震災の影響などで、昨年より出展社、来場者ともやや減少。 

展示会とあわせて、内外のVIPによる基調講演など多くのカンファ
レンスが併設された。パナソニック㈱大坪社長による「エレクトロニク
スがもたらす暮らし革命」と題した基調講演を聴講。 

2030年には 2000年比で人口の高齢化（8倍）、人類の消費急増
（1.5倍）などの社会環境の激変に対して、「新たな暮らし革命」を謳
い、創業 100周年を迎える中「エレクトロニクス No.1の環境革新企

業を目指す」と宣言。 

具体的には、「単品機能提案型」から「トータルな価値提案型」を訴求すると述べた後、具体的には、
AV機器に替えて、「創エネ、蓄エネ、エネマネ（エネルギーマネージメント）、省エネ」を中心にソリュー
ションビジネスに転換、「店舗まるごと」、「病院まるごと」、「街まるごと」など「まるごと」ビジネスの展開
を訴えた。エレクトロニクス界のリーダーの方針転換表明に、会場は 2000人を越す聴衆で溢れた。 

展示会場は、かつての薄型テレビやデジカメなど、時代の寵児的な出展が影を潜め、代わりに EV

（電気自動車）、太陽電池、家庭用の燃料電池システム、省エネの切り札スマートグリッド関連製品な
どが主役として躍り出た。これまでと比べて、これが「エレクトロニクスショー」か、と仰天するくらいに一
変した印象。 

特に目についた出展を以下に羅列する。デジタルヘルス、発電ストーブ、4kｘ2kホームシアター、8k

ｘ4k（スーパーハイビジョン仕様）85”LCD、世界最速スパコン「京」、スマートフォン・タブレット型端末、
厚さ 40μｍのガラス基板、携帯電話用ワイヤレス充電器など。 

 

≪展示会報告≫イノベーション・ジャパン 2011－大学見本市 

～環境・エネルギー先進国を目指して～  事業化コーディネータ 片桐光太郎 3 

イノベーション・ 
ジャパン 2011 

会場風景 

≪展示会報告≫LED ジャパン 2011 
～やまぐちグリーン部材クラスターが出展～ 事業化コーディネータ 片桐光太郎 4 

当出展ブース 

≪展示会報告≫CEATEC JAPAN 2011 
～従来の単品 AV機器展示から環境エネルギー一色の展示会に様変わり～ 事業総括 倉重光宏 5 

CEATEC JAPAN 2011 

展示会場（幕張メッセ） 
基調講演の 

パナソニック㈱大坪社長 

ワイヤレス充電器コーナー 
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10月 27日、パシフィコ横浜で開催された FPD International 2011へ参

加した。出展企業数 150社以上、入場者数は 3日間で約５万人を超える盛

況であった。 

出展企業では、広い出展ブースを用意した韓国（サムスン電子、LG電

子）、台湾（奇美電子、AUO）、中国（天馬）などと、日本勢の日立、東芝の 

出展が目を引いた。中でも国際エネルギースター5.3の運用開始、 

さらには 6.0（50 インチ以上では最大消費電力 85W）の提示があったことも 

あり、消費電力削減を意識したディスプレイメーカーの LG電子、奇美電子、

フィルムメーカーの 3M、帝人デュポンなどの展示と、ショーウインドーの新たな展開を想定した透明ディスプレイが、LG 電子、サムスン電子、

AUOからあり注目を浴びていた。 

当クラスター会員からは、長州産業㈱が真空設備等の部材製造機器の展示を、同時開催された LEDソリューション 2011では、宇部興機

㈱（正会員）、㈱ストロベリーメディアアーツ（準会員）の出展が行われた。 

当クラスターでは、大幅な消費電力削減が図れるナノ粒子添加フィールドシーケンシャル液晶ディスプレイ（FSC-LCD）の研究開発を行っ

ており、早急に事業化へ結び付けることが必要であると痛感した。 

 

 

 

11月 30日～12月 2日、幕張メッセにおいて農林水産省主催の「アグリビジネス創

出フェア 2011」が開催された。 

農林水産・食品産業分野において、研究成果の実用化・産業化を目指す最新で質

の高い技術シーズを有する大学・公設試験場・独立行政法人等の研究機関、技術研

究組合・研究会等の非営利団体、産学官連携促進や研究成果の普及・実用化・技術

移転等を支援する機関等、約 180機関・団体（基礎的な技術や研究成果のみを出展

する企業、研究機関発のベンチャー企業を含む）の出展があった（写真 1）。 

当クラスターからは、LED光の一次産業への応用研究の成果を山口大学および水産大学校のブースにお

いて展示し（写真 2，3）、また、山口大学農学部の荊木教授が、特設セミナールームにおいて「405nmLED補

光による病害防除技術」と題し、研究成果のプレゼンテーションを行った。全体的な印象としては、隣のホール

で同時開催されていた「アグロ・イノベーション 2011」（企業製品中心）も含め、植物工場がらみの出展が目

立った。 

 

 

 

山口大学産学公連携・イノベーション推進機構は産学公連携をテーマに公開講演会を定期的に開催して

いる。グローバル化等、企業を取り巻く環境が大きく変化するのを受けて、いわゆる「オープン・イノベーショ

ン戦略」を取り上げたセミナーが、2011年 9月 8日、山口大学で開催され、約 25名が参加。 

以下 2件の講演が行われた。 

（1）「福岡先端システム LSI開発クラスターの戦略と今後の展開」：福岡先端システム LSI開発クラスター（以 

下福岡クラスターと略称）大津留榮佐久事業統括 

（2）「大阪ガスのオープン・イノベーション戦略と技術課題」：大阪ガス㈱松本毅オープン・イノベーション室長 

福岡クラスター（第1期；H14～H18、第2期；H19～H23）の大津留事業総括は、シリコンシーベルト（SSB）

構想は、1980年代から進んだ九州のシリコン半導体製造拠点化（シリコンアイランド化）をさらに「研究開発

拠点」にグレードアップすべく、2001年福岡県が主導して提唱した構想であり、アジア地域（韓国、九州、上

海、台湾、香港、シンガポール等）を核として世界に帯状の半導体拠点を築くことを目指していると紹介。そ

の実現に際して駆使したオープン・イノベーション戦略を詳細に紹介した。 

大阪ガス㈱松本オープン・イノベーション室長は、自ら同社内に構築した MOT推進の室長を務めている。

同氏は燃料事業に加え、例えば極低温の液化天然ガスの低温を利用した新事業を他社と組んで興すなど、

自社内でのオープン・イノベーションを進める一方で、MOT（マネージメント オブ テクノロジー）を駆使したコ

ンサル事業も展開しているエネルギッシュな方。オープン・イノベーションに向けたアグレッシブな数々の活動

事例を紹介した。 

≪会議報告≫シリーズ第 1弾！オープン・イノベーション戦略セミナー 
～福岡 LSI クラスターと大阪ガスのオープン・イノベーション戦略とは～ 事業総括 倉重光宏 

8 

≪展示会報告≫FPD International 2011 

科学技術コーディネータ 徳勢允宏 6 

省エネ・ディスプレイ 透明ディスプレイ 

≪展示会報告≫アグリビジネス創出フェア 2011 
～LED応用グループ出展～     知財コーディネータ 三宅雄二 7 

写真 1 写真 2 

写真 3 

熱弁をふるう、 

大阪ガスの松本室長 
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 11月 16日、第 55回キューブ(C-UBE)サロンが宇部市の老舗ホテル「河長」で開催され、山口大学理工学研究科

の三浦房紀教授（専門；防災工学・当クラスターの企画部会委員）が「東日本大震災の教訓と事業継続計画 BCP

（business continuity plan）」と題して講演された。 

 同教授は、防災工学の専門家で、継続して東日本のみならず世界各地の防災研究に奔走しており、山口県の大規

模災害対策検討委員会の委員長も務めている。 

 講演では、東日本大震災の地震波形と阪神淡路大震災のそれとを比較したり、震災前後の被災地の景観を比較し

たりしながら、例えば防波堤や海岸の松林が忽然と消えた恐ろしい現場を紹介のあと、（1）過去の経験に頼らない、 

（2）地道な努力は効果がある、（3）「想定」を超えた場合も考える、の 3点を教訓として紹介。今後予想される、「東京

湾直下地震（M7.3）」、「東南海地震（M8.1）」、「南海地震（M8.4）」などで想定される被害の概要を紹介した後、山口

県といえども安全ではなく、今後予想される「大竹断層地震（M7.2）」や「大原湖（宇部東方）断層地震（M7.0）」の地震被害想定例を示し、防

災意識を喚起。 

 また、災害への備えとして BCP（事業継続計画）の必要性を訴え、仙台市の「皆成建設㈱」が日頃から BCPの備えが出来ていたが故に、

いち早く事業を再開し震災復興で大活躍している事例を紹介しながら、BCPの必要性を訴えた。 

 

 

 

映像情報メディア学会（ITE）の平成 23年度第 2回アントレプレナー・エンジニアリング（起業工学）研究会が 11月 24日、京都で開催され

た。 

この研究会は起業家精神に軸足を置き、イノベーションのプロセス解明に視座を置いた研究会で、設立されて 11年目になる。 

今回は大学院などに席をおく社会人を含む学生から 5件の発表があった。 

（1） 「飲食店貸しビル（いわゆるビルバーレンタル）事業の創業とその持続経営に関する一検討」と題して佐賀市中心部で飲食店貸しビル業

を成功させた創業者の発表で、「おもてなしの心」を大切にした真摯な経営に励んだ結果、今や周辺の同業他社のビルに比べて、数

10％のプレミアム家賃が取れるほどになった成功事例を紹介すると共に、それらをサービス・プロフィット・チェーンと名付けたモデル化を

示した。 

（2） 「中小書籍販売事業の経営課題～電子書籍のインパクト～」と題してマネージメント学部の現役学部生が発表。近年新聞を含めて紙媒

体メディアのじり貧が進む中、中小書籍店は電子書籍によって、存在が危なくなると指摘した上で、中小書籍店の生き残りのためには既

存書店とは異なるビジネスモデルの形成が必須、一つの方策として、知的空間の提供などサービス業的な経営への転換の必要性が提

言された。 

（3） 「秋葉原の市場戦略～転換点とイノベーション、そしてイノベータの存在～」と題して、典型的な都市型産業集積（秋葉原）の発展のドライ

バーは何かについての研究発表がなされた。 

AKB48の爆発的なヒットや駅前大型電気店の開業などで一見話題騒然としている秋葉原であるが、一方でラジオ街などいわゆる昔

ながらの秋葉原街は衰退が始まっているという。発表者は都市型産業集積の歴史を紐ときながら、これからの秋葉原に対して、イノベー

タ（いわゆるマニア）をターゲットにせよなど政策提言を示した。 

（4） 「多極化する生産立地と海外工場間の技術移転・支援～日本、タイ、チェコのケース～」と題して、地域に

おける製造業の実態をレポートすると同時に、グローバル化する製造業に対して、マザー工場と言えども

すでに一部が海外へ移転、日本は研究開発と高度な技術支援にシフトすべきと提言。あるエアコンメー

カーの事例研究を元に、日本の工場はグローバルなオペレーションの高度化と競争力強化の役割が大

きくなっていると指摘した。 

（5） 「財の種類が産学官連携研究に与える影響」と題して、特許の扱い方と連携による成果との因果関係を

研究、「学」と「産」に対するインセンティブ評価のための不等式を提案し、企業は大学の研究が少額研究

費の時は契約コストばかりが大きく商品化も進みにくいので不実施補償を払うな、創薬研究のように利

益が莫大になる可能性が大きい場合は企業は大学に不実施補償を支払え、国の助成金による研究で

は、企業は研究にただ乗りしがちになり、商業化のコストを渋りがちなので、研究成果が商業化につなが

りにくくなると指摘。また、慶応大学で 20年以上続くインターネット研究プロジェクト「WIDEプロジェクト」

を取り上げ、インターネットは公共財の要素が強かったことが成功主因と指摘した。 

 

≪会議報告≫第 55回キューブ(C-UBE)サロン 

～三浦山口大学教授が東日本大震災を教訓にした防災を訴えた～   事業総括 倉重光宏 
9 

三浦房紀 

山口大学教授 

≪会議報告≫アントレプレナー・エンジニアリング研究会 第 2回研究会 
～ビジネスの成功条件について熱い討論～      事業総括 倉重光宏 10 

立命館大学 

向渝（シャン ユイ）助教（中国） 
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山口大学産学公連携・イノベーション推進機構（機構長：三池秀敏氏）は、学内外を対象にした“機構セミナー”を継続して開催している。第

4回は「大学発ベンチャー起業セミナー」と題して、10月 7日、山口大学で開催された。 

大学を中心とした「ニーズ志向ではなく研究シーズ発の事業」を成功させる必要条件について、同大学の客員教授も務めるサムコ㈱の辻

理（つじおさむ）代表取締役社長が、90分にわたって熱く語った。 

辻氏は極真空・極高圧などの極限技術に早くから着目し、1979年世界初の薄膜太陽電池用 CVD（化学気相成長法）装置を製造販売す

る事業を京都のガレージでスタート。その後、三つの壁、すなわち新米企業に対する市場算入の壁、無名の新製品を浸透させる壁、そして

大手企業が立ちはだかる事業分野の壁をことごとく乗り越え、今日のポジションを一代で築き上げた。ちなみに、同社の最近の経常利益は 9

億円に達している。 

同社の先端製品は、やまぐちイノベーション推進拠点（JSTの平成 23年度事業で設立）の最先端機器としても多々導入されている。 

成功の軌跡をMOT（技術経営）的に分析し、米英大学等とのグローバルな産学連携実績（マイクロレンズアレー、強誘電体ナノチューブな

ど）を挙げながら、「産」と「学」がWin-Winであれと結んだ。参加者約 30名が業績に基づいた名講演に聞き惚れ、質疑が飛び交った。 

辻氏略歴 

1965年分析機器メーカー勤務などを経て、1979年㈱サムコインターナショナル研究所を設立し、2001年 5月日

本店頭市場（現 JASDAQ）に株式上場。2004年 12月に社名をサムコ㈱に変更。同社代表取締役社長を務める

傍ら、産学連携、MOT教育・研究にも貢献し、京都市ベンチャー企業目利き委員会委員、京都経済同友会常任

幹事も勤めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 冒頭、山口大学から同大が誇る「イノベーション実践教育」の紹介を受けた。山口大学は新人向け

からプロフェッショナルな人材向けに先駆的で多彩な実践教育プログラムを開発しており、そのため

に、「工学教育研究センター（理工系新入生のための導入教育）」や「ものづくり創成センター（ものづ

くりの価値が分かる人材教育）」を設立しているほか、大学院にオープン・イノベーション実践教育プ

ログラム（研究者や産業中核人材育成プログラム）を設けるなどして、「ものづくりマインド」を大切に

した教育に力を入れている。 

続く特別講演の、本田技研工業㈱近藤広一代表取締役会長は、山口大学の出身（1970年卒）。

ホンダではブラジルなど海外でのキャリアが長い方で、2007年副社長、2011年から現職を務める

大会社の現役トップ。 

最初にホンダの現況（売り上げ約 9兆円、うち海外が 7兆 8千 5百億円、国内は 1兆 8百億円、 

＜海外売り上げ比 75％＞、従業員は約 19万人）を紹介の後、（1）ホンダが大事にしてきたこと、こ

れから大事にしようと思っていること（2）世界性、（3）現場と個の尊重、（4）夢追いのホンダについて、

創業者の本田宗一郎氏の DNAを継承したホンダイズムを熱く語った。 

ホンダが大事にしてきたことについては、進展国（新興国）を重視、徹底した現地生産化など、ホンダならではの世界戦略を紹介。世界性

については創業 20年で全世界にホンダ網を張り尽くしたこと、海外生産比率が、1983年の 13％が 2010年には 87％に急拡大、二輪車に

至っては今や 99％が海外生産となっている実態を紹介。現場と個の尊重については、ホンダは個人重視の社風を大事にし、たとえば稲ゲノ

ム（風雨に強い背が低く収穫量も多いコシヒカリ）の開発など、本業とは外れたチャレンジなど個性を大事にする、「能ある鷹は爪を出せ」主

義の人材重視の経営を重視。 

「夢追い」はホンダイズムの真骨頂部分で、「The power of dreams」に象徴される「ホンダウェイ」として今もホンダを支えて支え続ける経

営理念となっている。 

二輪、四輪の本業のほかにエンジンを翼の上につけた小型飛行機、人型ロボット「ASIMO」、太陽電池など、無駄をミニマイズしてチャレ

ンジを育むことをモットーとした経営を誇っている。 

今後企業が生き残る道は「先駆けてやるしかない」と結んだ。立ち見がでるほどの 200人を越える会場は潤んだ目で溢れた。 

 

 

≪講演会報告≫大学発ベンチャー起業セミナー ～産学連携 成功の条件～ 
…サムコ㈱辻社長（山口大学客員教授）が産学連携成功の条件を熱く語る… 事業総括 倉重光宏 

11 

サムコ㈱辻理代表取締役社長 
（山口大学客員教授） 

≪講演会報告≫山口大学 イノベーション実践教育講演会 

～ホンダの近藤代表取締役会長がグローバル経営について熱演～  事業総括 倉重光宏 12 

本田技研工業㈱ 

近藤広一代表取締役会長 
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無断複製・転載は、固くお断り申し上げます。 
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