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Ｑ：東京一極集中が進む中で、大阪の経済が衰退
して久しいですが、どう見ておられますか。

あまり悲観ばかりしていてはダメですね。観光
という言葉を聞くと、狭いイメージで捉えがちで
す。日本の GDP 約 500 兆円のうち観光消費額は
25 兆円を占めています。日本と外国のマーケッ
トを併せると、50 兆円程にもっていけるポテン
シャルが十分にあるということから国の成長戦略
の大きな柱になっています。観光は地方創生事業
にも繋がります。観光は地域にしかない資源、ポ
テンシャルに磨きをかけ付加価値をつけてブラン
ディングし、世界からヒト、モノ、カネを引きつ
ける地域の統合的戦略産業です。

付加価値をつけることにより、第一次産業から
第三次産業までいろいろな業界に波及効果を及ぼ
します。だから、観光に力を入れることは大阪全
体の産業の活性化に繋がります。

そのためには、生産性、収益性を上げるスキル
を持つ優秀な人材を呼び込まないとダメで、その
ためには高額の給料を提示しなければなりませ
ん。頑張れば年俸 1 億円くらいまでに持っていけ
ることにならないと、世界の中の優秀な人材は集
まってこないのです。

2015 年（平成 27 年）、大阪府と大阪市、経済

界が出資して設立した大阪観光局の局長に就任し
たころ、関西はかつての輝きが色あせ、とくに経
済の停滞が印象としてありました。企業本社の東
京への移転が続きました。この流れは関西だけで
なく日本の地方都市が押しなべて東京一極集中の
波に流され力を失い、日本全体が疲弊したという
ことでしょう。

大阪の経済はリーマンショック以降低迷して、
日本全体では 2015 年以降リーマンショック前の
経済状態に戻していますが、まだ大阪は回復基調
にあるものの、リーマンショック以前の水準に
戻っていません。また一人当たりの県民所得は東
京の 3 分の 2 と東京より低いです。経済の活性
化は喫緊の課題です。

Q：大阪の新たな活力とするために何を求めますか

大阪の都市としての魅力は住んでよし、働いて
よし、そして訪れてよし。地域住民の方や観光客
をはじめ、みなさまが幸せを実感できることです。
そこに経済の活性化がリンクする、そんな大阪に
していきたいです。そのためには観光成長戦略
の起爆剤として、IR、万博、G20 を通して、生
産性の高い刺激のある産業をつくり、それによっ

特別寄稿

大阪は魅力的な街になりますか？
　～ 溝畑宏・大阪観光局局長に聞く ～

インタビューアー：小林昭雄広報委員長

大阪はようなりまっせ！！
京阪神が協力し合って関西、
そして日本を牽引していきたい。
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て経済を発展させる方向性は正しいと考えていま
す。しかし一方で住んでいる方が本当に魅力があ
るかと問うと、大阪は非常にみどりが少ないし、
まだまだ女性が活躍する場が少ない等々課題が山
積しています。

特に「みどり」については都市の魅力で、精神
的にも肉体的にも大きな影響を与えています。ち
なみに私は、子供の頃、ヨーロッパと京都で育ち
ましたが、いずれの地でも自然と共に過ごし、四
季の変化を感じてきました。動物、昆虫、植物に
触れ合うことによって、生きるということに対し
て謙虚さ、畏敬の念、おもいやりを体感いたしま
した。未来の世代にもみどりと自然に触れあう機
会をつくっていくことは一人間としても日本人と
して大きなミッションであると考えています。

Q：大阪万博に期待するもの？
その遺産、次世代への影響力？

大阪万博に期待するものは 1970 年以来、もう
一度大阪市民、大阪府民の方々が世界の高みを目
指すモチベーションをもつ意味でも意義のあるも
のであると考えます。

従来の延長という点から、大阪の強みである
「ウェルネス」「健康」「食」「ものづくり」「スポー
ツ」「医療」に磨きをかけ、さらに「みどり」ま

でをいれたものを重要なコンテンツにすることに
よって、結果として、大阪に世界でも質の高い産
業・雇用を生むこととなると思っています。

Q：IR については、どう見ておられますか。

IR 推進法はカジノ解禁などとマスコミで報道
されていますが、法律の目的は国際競争力の高い
潜在型の観光地形成と地域経済の活性化、この二
つが大きなメインテーマです。その時の留意事項
としてカジノ施設を含むことにともなう弊害を最
小限に抑制することが、IR 施設に求められるこ
とになります。

国際会議場、展示場、MICE 施設、テーマパーク、
劇場、博物館、美術館、家族連れが楽しめるよう
なエンターテイメント施設、そこにホテル、レス
トラン、ショッピングモール、宿泊・飲食商業施
設、そしてカジノ施設を含む一体となった施設を
もって IR セットといいます。カジノの面積は全
体のわずか、シンガポールの場合 2% から 4% で
す。あくまでカジノの開発面積は抑制して入場規
制もして、できる限り懸念とリスクを小さくして
います。

今後の手順は地方公共団体が整備計画をつくり
ます。IR 事業者を選定して地域の合意形成をし
て議会の議決を経ます。そして国の申請を経て国
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の認定を受けます。地方が主体となって構想を出
し、国の認定を受けるのが流れです。

また、IR と万博はお互い相乗効果を及ばすべ
きものと考えます。一つは夢洲で建設することで
開発ポテンシャルが高い地域であると思ってお
り、もう一つはコンセプトとして世界最高水準の
国際観光都市をつくっていく大きな起爆剤にしな
ければいけないと思っています。特に、IR、万
博を通して大阪が関西または西日本のハブとし
て、そして日本の観光のショーケースとして、日
本の観光の最高水準の受け入れ、ホスピタリティ
そして魅力あるコンテンツ = 食であり、スポーツ
であり、エンターテインメントであり、ウェルネ
スであり = しっかりと成長させたいです。

また、そのベースになるのが、スマートシティ
として、住んでいる人が環境、AI,IoT を駆使し
た最先端な都市をしっかりとつくって行く必要が
あると考えます。まさにその時も「みどり」が大
きなテーマになると思います。

Q：大阪は世界有数の観光都市になれますか。

関西は国の方針を先取りしながら観光を盛り上
げていきます。私は「単にインバウンドの活性化
は、観客数だけではなく、消費額の増加だ」と
考えています。2014 年（平成 26 年）時点で約
2,600 億円だった消費額が 2017 年（平成 29 年）
には約 1 兆 2,000 億円に増加しました。百貨店の
高島屋でも、大阪店の免税売上げは 17% に達し、
1951 年以来の売上げ全国 1 位を達成しました。
また、高島屋では多国語を話せるスタッフや、ア
リペイ・ウィーチャドペイのような中国で広く流
通しているキャッシュレス決済を導入し観光客を
受け入れる態勢を整えています。

観光客の受け入れを強化するために、「Osaka 
Fee WiFi」( 無料）や多言語表記など、かなりの
リソースをつぎ込んでいます。午後 11 時まで営
業している観光案内所があるのも日本では大阪だ
けです。

また民間によるホテルの建設ラッシュや違法民
泊の撲滅による合法民泊の推進など、観光客を受
け入れる態勢も急ピッチで整備中です。

大阪の魅力を磨きあげること。これを世界に発
信していくこと。そして受け入れをしっかりと
やっていくこと。また何より、住んでいる人が住
んでいて自信と元気と誇りと快適さ、幸せを実感
できる地域をつくることです。ここにかかってい
ると思います。

関西、大阪の活性化なくして、日本の再生なし！

大阪は歴史的にもポテンシャルが高く、大阪か
ら 1 時間以内に京都―奈良―滋賀―神戸―和歌山
と世界有数の観光・文化をもった地域があり、大
阪がこの主要都市のハブとなって陸海空の交通体
系をしっかり見据えながら連携を取っていけば、
世界有数の観光都市に必ずなると確信していま
す。

Ｑ：関西は広域連携こそ重要だと思いますが、全体
感がいまひとつ出ていないように思いますが？

観光客は関西というしばりでは見ず、魅力ある
ところから訪ねていくので、結果として観光客に
満足していただく広域連携は必要だと思います。
大阪をアピールするときは常におもてなしのここ
ろをもった文化圏の関西のハブを強調していま
す。今後は関西だけではなく、瀬戸内、北陸、中
国、四国、日本全体のなかで、関西は日本のショー
ケースを目指したいと考えています。

Ｑ：故堺屋太一氏は「安全な日本」から「楽しい
日本」を目指すべきだと、今度の万博が、大
阪から日本全体に火をつけ、活気や欲求や面
白みにあふれる社会を取り戻すきっかけにな
ればいい、と語っておられました。

堺屋太一氏の考えにまったく同感です。住民、
府民、国民や訪れる世界の人々にとって楽しいと
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いう空間、時間をどう与えていくかということで
す。

最近大阪のマッサージは世界からも愛されてい
ます。健康、マッサージ、エステ、ネイルサロン、
美容院もそうです。心斎橋の美容院は 40% が外
国人観光客です。

また、アニメ、コスプレ、忍者も大事です。大
阪はコスプレのイベント回数が日本で一番です。
そして恋愛×観光です。恋人の聖地ですね。やは
り恋の香りがするところには消費が生まれます。

これからの時代は恋愛とペットが重要なファク
ターになると言う人がいます。そういう意味で
恋の聖地と銘打って恋愛をかもし出せるような
パワースポットをつくっていこうとしています。
ペットとも共生していけることを真剣に考えてい
ます。

Ｑ：未来の子どもたちを育てる教育には、食べる
食育、植える植育、木育など、こどもたちの
ために、何かメッセージを頂けますか？

子どもの頃、春になれば菜の花、桜の花が咲き
だれ、蜂やモンシロ蝶・アゲハ蝶・カラスアゲハ
が飛んでいる風景をみながら、6 月の田植え時期
になると、カタツムリやナメクジがでてきて、田
んぼではドジョウやオタマジャクシ、タガメ、ゲ
ンゴロウがたくさんいて、そのうちに蛙の大合唱
が始まります。6 月の終わりになると蛍が飛び交
い、1 年かけて育って 1 週間で死んでしまうとい
うホタルを見て、命は尊いものだと感じました。
梅雨があけると、ニイニイゼミの声が聞こえ、ク

ワガタがでてきて、8 月になるとカブトムシがで
てくるし、ニイニイゼミからアブラゼミ・クマゼ
ミとかわり、8 月の終わりには赤トンボが飛び交
い、ツクツクボウシが鳴き始めました。秋になる
と、柿や栗を食べ、大きくなったトノサマバッタ
やカマキリに出くわし、冬に近づくと、稲刈りが
終わった田んぼで野球をやったり、凧揚げをやっ
たりして楽しむんです。雪が降るころには雪合戦。
2 月の終わりにはテントウ虫やカメムシが飛び出
てくるんです。「あ～、もうすぐ春がくる」と感
じるのです。1 年間の自然のサイクルを楽しんだ
んです。昆虫・動物・植物に触れながら、みんな
と仲良く、多様性を学びます。自然の変化から学
んだ感動ですね。今のお子さんはゲームばかりで
体感できないんですよ。御堂筋にも蝶々が飛び交
う、自然いっぱいの大阪にしたいですね。

新しい元号「令和」にこめられた意味は四季の
変化、美しい日本の自然を尊ぶ精神と万葉集から
出てくる日本の美徳があると思います。この言葉
の意味を考えると僕たちがこどもの頃から当たり
前と思ってきた「みどり」を再認識して、みどり
のイノベーション推進会議で議論が進んでいます
が、世界に向けて大阪が「みどり」でおもてなし
をする Green Hospitality　OSAKA を推進した
いと考えているところであります。

以上のようなことで、大阪の街の魅力を上げて
いきたいと思っていますので、皆様方のご協力を
お願いします。

＜みぞはた・ひろし＞
京都府出身。1960 年生まれ。東京大法学部卒業。85 年に旧自治省（現総務省）に入省し、90
年に大分県に出向。大分では、大分トリニータの運営会社のゼネラルマネジャー（GM）や社長
も務めた。2008 年にはチームをナビスコカップ優勝に導いたが、翌年に経営不振の責任を取っ
て辞任した。10年から観光庁長官を 2年間務め、中国人の観光ビザ要件緩和などを進めた。在
任中に東日本大震災が発生すると、いち早く国内観光の「自粛の自粛」を訴え、海外でも復興情
報を積極的に発信して訪日需要の回復を目指した。退任後は、内閣官房参与や大阪府特別顧問に
就任。15年から大阪観光局の局長兼理事長として、再び観光振興に努めている。
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先日のＮＨＫニュースで、高校生が地球温暖化
を阻止するために、敢えて、授業をボイコットし
て街頭で地球温暖化による気候変動の危機を呼び
かける活動が世界各国に広がりつつあることを
知った。これを呼びかけたのは、当時 15 歳のス
エーデンの高校生、Greta Thunberg さん。最初
はクラスメートの賛同も得られなかったのが、一
年後、彼女のツイッターには百万件のアクセスが
あり、その主張は世界各国に拡がりを見せている。
　次世代を担うティーンエイジャーは、地球の未
来を危うんでいる。

地球温暖化による気候変動は、産業革命時にエ
ネルギーを得るためパンドラの箱を開け、化石燃
料を使い始めたことに端を発している。太古の昔
に、地中に埋もれた炭素源を酸化して熱と二酸化
炭素を発生させた。熱の放出だけであれば未だし
も、二酸化炭素は太陽熱を吸収し大気の温度の

上昇をもたらしてきた。このまま、パンドラの
中身を使い続けることとなれば更なる大気温度
の上昇となる。Walkout School and Stop Climate 
Change ! なる若者の訴えに我々はどう答えるべ
きなのだろうか？

大学で植物細胞工学を担当していた当時、化石
燃料を植物資源で代替する国プロの支援を得て、
ゴムの高生産植物開発をトチュウをモデルとして
実施し、カーボンオフセット事業やカーボンクレ
ジット事業で活用する候補植物として杜仲のもつ
ポテンシャルについて国内外で語ってきた。

その流れは中国での広大な杜仲林の誕生に繋が
り、目下、一帯一路施策と合致した巨大プロジェ
クトとして進みつつある。Thunberg さんらのこ
のような地球規模での活動を経済活動とリンクさ
せ、社会共通の思い、ＳＤＧｓとなれば幸いと強
く思っている。

このような状況下、弊社団テラプロジェクト
は、各自が日々の生活の中で Plant-friendly な
るライフスタイルを進めていくことを社会実装：

会員のひろば

大阪の活力は日本発展の原動力！
　四季豊かな日本・いのち輝く社会をめざす大阪で掲げたいみどりのメッセージ

―「みどりでおもてなし：Green Hospitality OSAKA !」―
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地球温暖化阻止を訴える
高校生Greta Thunbergさん

ハンガリー、ヘレンド社製ＣＳＲ事業
最も人気のあるApony Green, Cup & Saucer 

Midori-Santa, One Green
（枚方市ふるさと納税、返礼品）
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MIDORI-SANATA One Green プロジェクトとし
て掲げてきた。幸いなことに、国際的に著名なハ
ンガリー磁器製造メーカー、国内外で人気商品開
発販売を手掛けるアウトドアーギアー専門メー
カーの賛同が得られ、みどり事業への取り組みが
加速されてきた。

♢気候変動を市民の関心事とするプロローグが必要♢
世界的動向を市民の歩調に合わせるには、生活

に密着した部分で、みどりなる語に秘められた力
を、日々の生活の中で実感してもらう工夫が必要
で、特に、子ども達が植物と接点をもつこと、す
なわち、Plant-friendly life による五感醸成（植育）
の重要性を認識してもらうことが必要だと思う。

そして、植育を通じて、地球温暖化を阻止し気
候変動を抑えるための活動が人類共通の務である
と認識してもらう機運つくりとなれば幸いである。

人類はアフリカのジャングルで生まれ、ヨー
ロッパ、アメリカ、アジアに広がったが、我々の
情緒や感性は植物との関わりの中で育ったと言え
よう。そして、人類の進化は、酸素と食糧を与え
てくれる植物を身近な存在としてとらえ、文明が
開花する中で詩や祈りに取り込まれている。

特に、湿潤な日本にあって、日本文化には、す

でに、「みどりでおもてなし」の精神が宿っている。
また、お花、盆栽、坪庭、日本庭園は、個人的に
楽しむのみならず、客人にも楽しんでもらう「お
もてなし文化」でもあり、振舞われる茶菓と共に

「おもてなし」の心は、万人が理解を示す日本の
誇れる習わしの文化である。

世界を旅して思うことは、日本ほど四季の区別
が明白な国はなく、我々は、この素晴らしい環境
に触れ、和歌や短歌、俳句などに詠まれたみどり
溢れる自然に接することができ、感性は磨かれて
きた。このような潮流を社会実装するには、都市
の風格、質の高いビジネスは、みどりの環境づく
りにより補完でき、それを経済活動といかにリン
クするかを考えることで、各自のより豊かな生活
(wellness life) つくりに結び付くのではなかろう
か。

mont・bell社製オリジナル「寄付つきＴシャツ」
2019年4月からＣＳＲ事業として全店舗で販売

客間・食膳を飾るおもてなしの美学
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♢経済活動とどう結びつけるか
（近代都市の望まれる形：

住んでみたい、住みたい都市、大阪）♢
食道楽の大阪で、近郊で育て続けられてきた、

いわゆる難波の伝統野菜は、大阪での食の展開に
影響を与えてきた。中でも難波ネギは鴨なんば料
理で愛用されてきている。

食でのおもてなしの膳に彩を添えるのは、近郊
から供給される菊やシソの花（穂紫蘇）ベニタデ
であり、また、柿やサルトリイバラ、ハランなど
である。

食道楽の大阪の料理であっても食膳を飾るここ
ろには Green-friendly で、Green Hospitality 精
神がうかがえる。

住みやすい都市として、大阪は上位にランクさ
れ、訪ねてみたい都市では世界 No. １である。日
本を訪れるインバウンドの方々を迎える、おもて
なしの精神は、市民の方々に理解を頂ける。どの
ような item を活用して「おもてなし」をしたら
良いのか？

新たなサービス業の形とそれを支えるシステ
ムとハードウエアを考えていくことで、Green 
Business は発展する。

♢新たなサービス業の進化とそれを支えるハード開発♢
ご馳走で客人をお迎えするおもてなしの精神

は、世界に誇れる、おいしさを提供できる食の
街、大阪！に存在する。（公財）大阪環境局と弊
社団テラプロジェクトとが核となり、みどりのイ
ノベーション推進会議を設立、ハイグレードのお
もてなしを志す風格ある未来都市につくり込むた
めの Flagship message として、Green Hospitality 
OSAKA を発信し、産学官民金情が協力して、み
どりでおもてなしなる事業を推進していくための
議論を深めている。

世界中の都市の評価として、住んでみたい、働
いてみたい、子どもを育ててみたい都市などの評
価基準づくりがなされ、豊かなみどりの環境は都
市の風格づけとなり得るのみならず、不動産価値
づけにも反映される。

♢みどりでおもてなし :「Green Hospitality」
から生まれるGreen Business ♢

食のデザインの中で、パセリ、ハラン、シソ、
菊等、魚や肉料理に花を添える品々は、食のおも
てなし気分を一段と高めるのに役立っている。そ
して、地元で収穫される種々の農産品の栽培に関
わる産業は、充分需要があり、農作地を使った手
作業から、ロボット化されたグリーンハウスまで
発展させることができる。その機能化には最先端
のAI技術やIoT技術も求められ裾野はひろがる。

未利用空間を「みどりでおもてなし」なるアプ
ローチにより創造することで、建築業と深く繋が
りをもつことができ、その中で、植栽を省力で持
続可能に保つためには新技術が各分野で必要とさ
れる。この流れを受け、平成 30 年 9 月、大阪大
学中之島センターで、楽しむ農業：Joyful Agri. 
シンポジウムを開催した。シンポジウムは、植物
の育種、栽培をホビービジネスにすることによっ
て、Green friendly Life がより現実味をもつとの
発想からうまれた。春、土日のホームセンターの
駐車場は満杯。皆さん、野菜や花の苗を競って
購入している情景からも「みどりでおもてなし」
分野はビジネスの新しい潮流であり、DIY（Do  大阪府松原市なんばネギ栽培
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It Yourself）アグリと連携することにより Green 
Business になると確信している。近郊での育種
事業や家庭菜園 Joyful Agri. に必要なギアーは、
年々需要が増し、ＥＵでは、関連需要は数千億円
で年々伸びている。Joyful Agri. の浸透は Green 
Business 市場拡大に通じると確信している。

♢インバウンドの方々が大阪で学ぶこと♢
海外からの客人は、着道楽、食道楽と言われる

京都、大阪で、日本文化の深奥に触れる。
大阪の食は美味しく、みどりで研がれた空気も

水も美味しい、子育て面でも、みどりの環境が補
完され、五感が磨かれ想像力の優れた子どもに育
つ大阪でありたい。

Wellness Life を考える中で、みどりなる語の
もつ言霊には、住民に受けいれやすいおもてなし
の精神が宿っている。そして、近傍には、「みど
りでおもてなし」を貫くレストランやカフェがな
らぶ。そして、身近に木漏れ日を感じられる屋上
やベランダ、公園があり、蝶やセミ、トンボが飛
び交う。人が集まり、質の高い仕事が生まれる。
住んでみたい街、再度、訪れてみたいまち。まち
の価値、風格は、Green Hospitality 精神の理解
度に比例する。

このようなまちの取り組みをインバウンドの
方々に実体験してもらうことで、Green-friendly 
life の素晴らしさを実感し、みどり豊かな地球を
つくり守っていくことは、SDGs 活動である。そ
して、みどりに価値を見いだす、Green Gold 時
代を再考する機会にもなる。

♢インバウンドで訪れる方々に、持って帰って頂くお土産♢
海外から、東京オリンピック、うめきた希望の

杜、関西万博、ＩＲ事業展開に参加するために来
日して頂く方々に、何を学び、何をお持ち帰り頂
くか、日本を知って頂き、再度、訪問して頂くこ
とは、経済の活性化の大きな要因になる。

♢ Green Hospitality OSAKA なる Flagship ♢
　　（新たなキャッチコピー展開）

前述したように、関西地域では、国家的な大事
業が目白押しであり、関西の経済を活性化する絶
好の機会でもある。
「みどりでおもてなし」なる新しいグローバル

メッセージづくりを以下の三段階で進める構想を
大阪観光局と協議しつつあり、Green Hospitality 
OSAKA が次世代に通じるメッセージとして社会
展開できる、産学官の叡智を結集する仕組みづく
りを考えている。

地球規模でのみどり化推進事業として、Green 
Hospitality OSAKA を Green Business 開拓のフ
ラッグとして住民の皆様と社会実装できるよう、
社会啓発、風格向上のための学びの機会づくりや
広報を Green Trial として進めようと意気込んで
いる。

ここ 3 年間、うめきたガーデンを中心に企画
してきた「みどりのサンタ」イベントは、諸団体
や企業の賛同を得て、ひとつの見える化活動とし
て実施してきた。今後、1970 年の万博、1990 年
の花博、大阪城等の事業を参考にすると共に、新
たに、うめきた希望の杜構想、ＩＲ事業展開、関
西万博などの場で、新たな経済・文化活動と歩調
を同じくし次世代に残る遺産作りに繋げていき
たい。これらは、Green Legacy（みどりの遺産）
として、Green Tourism と連携することで、関西
における次世代へのメッセージとなるものと期待
される。

みどりのサンタ活動＠大阪城
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♢ Green Hospitality Guide Book ♢
秀吉が大阪に城を築いた頃より、食い倒れの大

阪は、食でも独自の文化を発展させ、また、中華、
イタリア、フランス料理の長所を取り入れた新し
い食を産み出してきている。単に、食は、空腹を
満たすのみならず、楽しい、会話の進む場を併せ
て提供するサービスであり、美味しい食を引き立
たせるには、寛げる楽しい食事の場が必要である。

美味しく、見た目も良く、安全な食を提供する
サービスを、心豊かに味わえる「おもてなし」を
みどりの雰囲気・環境つくりを考慮して現存サー
ビスをさらに深堀りすることは重要である。そし

て、ある評価基準をクリアーした食の提供場所に、
5 stars….3 stars 等、ランクつけして紹介する、
ミシュランガイドの食・植版に相当するＧＨガイ
ドブックを発行し、インバウンドで来阪する方々
が訪問する目安とするなど、みどりのサービス業
の指標つくりをみどりのイノベーション推進会議
が中心となり進めつつある。

住みやすい都市として、また、訪ねてみたい都
市としての地位を固め、日本を訪れるインバウン
ドの方々に伝わるよう、「みどりでおもてなし」
の精神を認知してもらえるような Green Trial 事
業を進めていきたいと考えている。

ご馳走で客人をお迎えするおもてなしの精神
は、世界に誇れる、おいしさを提供できる食の街、
大阪！に存在する。みどりのおもてなしで提供で
きる item を吟味し、新たなサービス業の形とそ
れを支えるシステムやＡＩ（５Ｇ）活用など、基
盤となるソフト・ハードを発展させていくことで、
Green Business は社会実装の中でその地歩を固
めるものと確信している。

一般社団法人テラプロジェクト　理事長 
大阪大学　名誉教授

Green Hospitality OSAKA へのマイルストーン

うめきたガーデン植育フェスタ

Global message:　 　 Green-friendly OSAKA
Flagship:　　　　　　Green Hospitality OSAKA

Green Trial

　　  国際 Green Hospitality symposium 開催
　　　　みどりのサンタイベント＠吹田万博記念公園
　　　　　（From EXPO 70 to EXPO25)
　　　　２０２０年 東京オリンピック
　　　　２０２４年 : うめきた希望の杜完成
　　　　　　　　　　ＩＲ事業開始
　　　　２０２５年：万博　（いのち輝く）

Green Hospitality Guide Book　（みどりでおもてなし :  GH Guide ）指標つくり
Green Legacy　（譲りうけた・造り上げる、みどり事業は次世紀への遺産）
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社会現象になる程ヒットした映画「ボヘミアン・
ラプソディー」のテーマがまさに SDGs であっ
たことにお気付きでしょうか？クイーンの曲に
乗って、SDGs、Sustainable Development Goals、
世界を変革する 17 の持続可能な開発目標のいく
つかが描かれていました。ペルシャ系インド人移
民である主人公の人種・宗教・LGBT 差別によ
る疎外感、HIV 感染、アフリカの 1 億人の貧困
と飢餓を救うためのライブエイド、これらの社会
問題のために SDGs があります。因みにここに
挙げただけで SDG 1、2、3、10、16、17 に該当
しています。

SDGs は、環境問題や貧困、ジェンダー、政治
的な緊張など、それぞれに因果関係があり、個々
に取り組んでも解決しないことを認識したことか
ら発しています。例えば、貧困がなくなれば女児
の口減らしのための児童婚や早婚がなくなり、結
婚年齢が上がり、多産が緩和され途上国での人口
爆発の主原因がなくなります。世界の人口増加が
地球環境問題の主原因でもあります。サラヤが担
う衛生も、衛生向上で子供を死なせずに育てら
れることが分かれば、それはむしろ少子化につ
ながると信じています。少子化で教育や女性の
社会進出も進みます。SDGs と 169 のターゲット
の詳細は 2015 年 9 月、150 ヶ国以上の国連加盟
国首脳参加のもと採択された「2030 アジェンダ」
の外務省仮訳 （https://www.mofa.go.jp/mofaj/
fi les/000101402.pdf）」をご参照ください。

SDG3 すべての人に健康と福祉を
「ボヘミアン・ラプソディー（楽曲）」の印税は

マーキュリー故人の遺言により、イギリスのエイ
ズ基金、Terrence Higgins Trust　（https://www.

tht.org.uk/）に寄付されています。ゴール 3 の
ターゲット 3.3 は「2030 年までに、エイズ、結核、
マラリアや顧みられない熱帯病といった伝染病を
根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の
感染症に対処する。」ですが、HIV の欧米諸国で
の蔓延が、アフリカの感染症が先進国にも脅威で
あることを実感させました。最近ではエボラ出血
熱、マールブルグ熱などのアウトブレークが記憶
に新しいところです。

アルコールは、エンベロープウイルス（インフ
ルエンザ、HIV、エボラなどのウイルス）には有
効ですが、ノンエンベロープウイルス（ノロウイ
ルスなど）には効力がないとされていました。し
かし、弊社はノンエンベロープウイルスにも不活
化作用を示すアルコール手指消毒剤「ウィル・ス
テラ」の開発に成功しました。これと同処方であ
るものを弊社のウガンダ生産拠点である Saraya 
Manufacturing （U） Ltd.（以下 SMU）が現地製

特別寄稿

ボヘミアン・ラプソディーとSDGs、そしてサラヤ

サラヤ株式会社　総務人事本部　髙
たか

　橋
はし

　厚
あつ

　子
こ
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造し、商品名 “Alsoft V” としてウガンダの国立
病院や保健センターをはじめとする医療施設や母
子保健施設などに供給しています。

“Alsoft V” には、ウガンダ大手製糖会社「カキ
ラシュガー」で製糖後に残る廃棄物「廃糖蜜」を
発酵させて造られるエタノールを利用していま
す。SMU は、この製糖工場の一角を借りて、一
部の出資も受け、“Alsoft V” 他を製造しています。

エボラ出血熱の感染予防の前線では、2012 年
に SMU から JICA を通じて寄付をした「ヒビス
コール SH」と「サラヤンジェル」が、2017 年
マールブルグ熱の前線では、ウガンダ SMU 製
の “Alsoft V” が感染制御にお役立ていただいて
います。写真は 2017 年にマールブルグ熱の感染
予防の最前線になった、ウガンダの Kapchorwa 
Hospital で撮影された “Alsoft V” を手にする医
療従事者です。同病院にはウガンダでの 2017 年
のマールブルグ熱イベントの患者第 1 号が 9 月
に運び込まれましたが、感染は拡がることなく終
息し、12 月にウガンダ保健省によるアウトブレー
ク終了宣言が出されました。“Alsoft V” も感染制
御に利用され、見事にここで感染拡大が抑え込ま
れました。 

ウガンダでは、政府が運営する卸売業者
“National Medical Store”（以下 NMS）が、すべて
の国公立病院（警察、軍、刑務所を含む）に医薬
品や医療材料などの流通を一手に仕切っています。

これに採用されないことには、どんなに良くて
必要な商品であっても公立の医療施設で利用され
ることはありません。NMS はウガンダ国内製を
優先することを原則としています。2014 年から
ウガンダで Alsoft V の生産がはじまっていまし
たが、3 年後の 2017 年に NMS に採用されました。
この採用が、前述のマールブルグ熱の発生時に間
に合って良かったと実感しています。

参考資料：在ウガンダ日本国大使館、マールブル
グ病（出血熱）の発生に関する注意喚
起（続報）、外交政策ニュース

https://www.ug.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000112.html

また、社会貢献ではターゲット 3.1、「2030 年
までに世界の妊産婦の死亡率を削減する」につ
いて、Japanese Organization for International 
Cooperation in Family Planning の頭文字を続け
て、通称ジョイセフ（JOICFP）と呼ばれる公益
財団法人に「ラクトフェリンラボ」シリーズ商品
の売上から「ホワイトリボン」活動支援として寄
付をしています。2014年にはタンザニアのシニャ
ンガ県の母子保健棟を “Milky House for Mother”
として老朽化した施設をリニューアルする資金に
充てられました。

さらに、このジョイセフを通じて弊社とウガ
ンダ政府、日本政府（日本信託基金）、ウガン

ローンチ・イベント、左から2人目SMU社長の北條
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ダの NGO、Reproductive Health Uganda が参画
し、Reproductive Health Rights Project （性と
生殖に関する健康と権利）に関する官民連携に
よるプロジェクト（JTF project = Saraya Safe 
Motherhood Project）が 2018 年 6 月にスタート
しています。このプロジェクトには HIV などの
性感染の予防や患者救済も含まれています。この
一環である首都のカンパラと周辺の地方のクリ
ニックでの HAI（医療関連感染対策）のプロジェ
クトには、弊社のウガンダ拠点、SMU も参画し
ます。

ターゲット 3.2、「新生児及び 5 歳未満児の予防
可能な死亡を根絶する」については、ご家庭用の手
洗い石鹸液と手指消毒商品の出荷額の 1％をユニセ
フに寄付し、ウガンダの母子に石鹸を使った正しい
手洗いを普及するユニセフのプロジェクトを支援
し、学校などに写真のような手洗い装置の寄贈や、
手洗いの啓発活動の資金提供をしています。トイレ
の後の石鹸での手洗いをする人の比率は、スタート
の2007年時点の14%から2017年12月時点で37%
に増加し、ウガンダでの 5 歳未満の死亡率は 1000
人中 89 人から、49 人へと減少しました。（https://
www.unicef.org/publications/index_103264.html）

SDG5 ジェンダー平等を実現しよう
サラヤでは 2018 年春に企業主導型保育園、「サ

ラヤチャイルドステーション」を開設し、子育て
支援に努めている他、役員や管理職で多数の女性
が活躍しています。大阪商工会議所は 2016 年に
企業等で活躍する女性リーダーを応援する「大阪
サクヤヒメ表彰」を創設しました。これに、サラ
ヤから第 1 回大阪サクヤヒメ表彰（2016 年）を
吉田葉子（メディカル事業本部）が受賞し、第 3
回表彰（2018 年）では、同賞大賞を川向恵美子（バ
イオケミカル研究所）が受賞しました。

SDG6 安全な水とトイレを世界中に、
SDG12 つくる責任、つかう責任

そしてゴール 6 は、弊社の「パーパス」、サラ
ヤがサラヤである所以の「手肌へのやさしさ」と

「生分解性の良さ」です。手洗いを基本とする衛
生が、弊社のミッションですが、それを遂行する
ための金科玉条が手荒れしないことと高生分解度
です。ご家庭用はもとより、医療施設、商品の製
造流通、公共衛生などに向けた術前手洗いから日
常の手洗いまでの手指衛生をベースに、手肌にマ
イルドで高生分解度の様々な用途の洗浄剤、消毒
剤を製造販売しています。

弊社では、環境マネジメント システムを取り
入れています。この中で商品開発の取組として
PRTR（化学物質排出把握管理促進法）対象原料
の回避を目標に掲げ、これを実践していました。
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　しかし、再度の改正において対象物質が変更さ
れ、代替物質の方が生分解性に劣り、環境負荷が
大きくなるという事態になりました。そこで、バ
イオケミカル研究所で 2008 年に「カーボンバラ
ンス」という指標を編み出しました。これは、成
分の化学構造中の炭素に着目し、全炭素数を分母
にした時の非化石由来の炭素数の割合を示すもの
ですが、これを 60% 以上に保つことを目標とし
て設定しています。この比率が高いものほど持続
可能な原料を積極的に使用していることになり
ます。　2008 年から 2017 年まで、カーボンバ
ランスは 63.3% から 79.7% の間で推移していま
す。比較として「経済産業省化学工業統計」の
主要 11 の界面活性剤では、同期間に 55.6% から
57.8％の間で推移しています。

また、このカーボンバランス 100% で生分解性
が良く、食品並の安全性で、洗浄力にも優れる界
面活性剤を開発しました。それは、パーム油と糖
を栄養とし酵母による発酵で得られるソホロース
リピッド、「ソホロ」です。弊社はソホロースリピッ
ドを安定的に且つ大量生産する方法を開発しまし
た。「ソホロ」は食器洗浄機用、洗濯用から医療
用洗浄まで広く利用されています。「ハッピーエ
レファント」ブランドは、「ソホロ」を配合する
環境訴求型次世代洗浄剤ブランドです。また、再
生医療分野では、超低温化で氷晶による細胞の損
傷を防ぐ、糖脂質の凍結薬として「ソホロ」を利
用する共同研究を大阪大学と進めています。

SDG12 つくる責任つかう責任
2005 年にパーム油が大豆油の生産量を超え、

世界で最も生産、消費される植物油となり、その
差がさらに開きつつあるのが現状です。今世紀に
入ってから、パーム油の原料作物、アブラヤシの
農園拡大の影響でオランウータンやボルネオゾウ
が絶滅の危機に瀕していることが問題視されはじ
めました。2004 年放送の ｢素敵な宇宙船地球号｣
の中で「子ゾウの涙～地球にやさしいの落とし穴」
という番組に際し、社長の更家悠介が番組最後に、
パーム核油を利用する企業側の代表として、この

事態をどう思うかと正面から問われたのです。関
連業界のどこからも出演の承諾を得られなかった
そうでした。そんなことで、同番組に取上げられ
既に出演していた更家の友人であるグンター・パ
ウリ氏（環境活動家）が「彼なら断らない。」と
番組側に提言したことから、更家に出演の依頼が
来ました。

更家自身、JC（日本青年商工会議所）時代か
ら非営利団体と共に社会貢献活動をしてきまし
た。こうした活動の中で、1982 年にグンター・
パウリ氏との邂逅がありました。同氏は、弊社『持
続可能性レポート（2018 年版） 』への寄稿の中
で次のように書いています。「弊社は CSR が言
われるようになる以前から、この CSR を実践す
るために私が関わった最初の日本企業です。」

弊社としての社会貢献活動は 2001 年 ZERI
ジャパン設立（理事長 : 更家悠介）にはじまって
います。この番組放送がトリガーとなり、「自然
派のサラヤ」として野生生物保全に動き出しまし
た。

2004 年夏の出演直後からの更家の活動は、水
を得た魚のように、驚くほどの速さで以降の取
り組みが進みました。2005 年の年初には RSPO

（Roundtable on Sustainable Palm Oil）に入会し、
ラウンドテーブル総会で更家がキナバタンガン河
の沿岸 1km の幅を保護地にすることを提案する
スピーチをしました。このことが同番組のパート
Ⅱに取上げられたことは、思いがけない幸運でし
た。

SDG15、陸の豊かさも守ろう
2006 年にはマレーシアのサバ州に NGO ボル

ネオ保全トラスト（以下 BCT、更家が理事）や
日本での活動拠点として BCT ジャパン（弊社か
ら 3 名が理事）を 2008 年に設立し、キナバタン
ガン下流域の川沿いの土地を購入し、保護区にす
る活動やボルネオゾウなどの野生生物の保護活動
を進めています。ヤシノミ洗剤シリーズ商品の売
上 1％でのサポートは 2007 年から継続していま
す。2018 年末までに弊社の寄付で 1 ～ 7 号地の
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計約 22ha の川沿いの土地を確保しました。2010
年には RSPO 認証油の使用をはじめました。

2018 年には、エジプトで砂漠の緑化事業がは
じまりました。大阪大学で乾燥に強い産業用作物
について模索していましたが、超耐乾樹ホホバに
辿り着きました。ホホバは、カリフォルニア、ア
リゾナからメキシコ、ソノラ州に広がるソノラ砂
漠の乾燥した半砂漠地帯に自生し、塩分濃度のあ
る水環境下でも育ちます。ホホバの種子から採れ
る油には、ヒトの皮脂成分の 1 つでもあるワッ
クスエステルが 90% も含まれているだけでなく、
ビタミン A と D も含まれており、化粧品原料と
して利用されています。

大阪大学ベンチャー「株式会社シモンド」が
2017 年に 4 月に設立され、弊社も出資していま
す。同社はエジプトのカイロとアレキサンドリア
の中間にあるワディーナトルーン（炭酸ナトリウ
ムを産することに由来）に、大阪大学の遺伝子工
学を駆使したホホバの苗育種を現地に委託し、ホ
ホバを乾燥地に植樹しています。収穫した種子を
コールドプレスして得られるホホバオイルはサラ
ヤ商品開発に利用されています。大阪大学薬学部
とバイオケミカル研究所との共同研究でホホバオ
イルの利用研究を進めており、今後ますますのホ
ホバオイルの製品展開が期待されます。

ホホバオイル需要を拡大出来れば、気候変動に
よる砂漠化で農作が困難になり移動を余儀なくさ
れた農民を、ホホバの栽培で土地に留めることも
可能です。貧困や移民問題の解決にも役立つ社会
的意義ある商品開発になると期待しています。

アフリカ、ヨーロッパに拡がる生産拠点
2018 年から、地中海と紅海を結ぶ運河、サハ

ラ砂漠が分断するヨーロッパとアフリカをつな
ぐ、エジプトのスエズの河畔、Suez Industrial 
Development Company SAE の SIDC Zone（ビジ
ネスパーク）内の土地、2ha（ 6,050 坪）を購入し、
ここに生産拠点を建設中です。ホホバオイル関
連製品の製造を行いますが、カロリーゼロの自然
派甘味料ラカント S などの製造も行う予定です。
筆者は昨年ここを訪れる機会に恵まれ、その広さ
を実感しました。ビクトリア湖を擁するウガンダ
とエジプトはナイル河でつながっていますが、ナ
イルのようにアフリカを北へ、さらに世界へサラ
ヤ商品の流通をつなげたいと思います。

地中海を超えたフランスでは、2017 年 10 月に、
フランスの東部にある Avenir 社を買収し、サラ
ヤ・ヨーロッパとして、工場ラインを再編し、洗
剤、化粧品、殺菌消毒剤（手指消毒剤、アセサイ
ドなど）の製造を計画しています。さらに日本で
は、茨城県の北茨城市に関東工場を建設中です。
2020 年 3 月の稼働を目指しています。

SDGs は達成でき、世界は変革できるのか？
1986 年、第一次クイーンブームの終盤、冷戦

中の共産主義の東側、ブダペストで 8 万人を集客
したクイーン最後のコンサートツアーがありまし
た。この頃長く続いた東西冷戦の潮目が変わって
いて、1989 年にはベルリンの壁崩壊、1991 年ソ
連崩壊と、歴史が動くのをあの頃ニュースで目撃
しました。

第二次クイーンブームの今また歴史の潮目にあ
ります。2019 年 4 月時点ではまだ混迷している
英ブレグジットや来年の米大統領選の行方を日本
から見守るしかありませんが、SDGs の持続可能
な開発目標を達成することができるよう願ってい
ます。国連のアジェンダ通り、「世界を変革」で
きるよう、我々サラヤも微力ですが精いっぱい貢
献する所存です。
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講演要旨

洪
フォン

　　　詩
シ ホ ン

鴻

国際交流懇談会
中国の科学技術とイノベーション
　～日本との比較、日本への示唆～

　そこで 1960 ～ 1970 年代に科学研究機関の整
備に取り組みました。さらに 1980 年代は改革開
放、科学技術政策の改革、1990 年代には人材育成、
産学連携の整備に熱心に取り組みました。2000
年代以降はそれまでの欧米へのキャッチアップで
したが、基礎研究、独創研究の奨励に舵を切り替
えました。

改革開放までのキャッチアップ型の成果
・ 兩騨一星（軍事）中国の科学技術開発による核、
　水素爆弾の開発など国家目標を達成。
・ 合成インシュリン（血糖値の恒常性維持）、ア  
　ルテミシニン ( 衛生状態が悪く下痢（免疫）の
　改善、女性ノーベル賞研究者の誕生など医療に
　貢献 )。
・ 稲品種改良：日本のコメのようにおいしさ、栄
　養分より、3 毛作の中国では丈夫な稲を求め食
　料不足の改善に努めた。
・ 50 年代の自動車は戦争用のトラック中心。
・ 60 年代のコンピュータは市場化しなかった。
・ 70 年代の半導体も同様。
　開発成功したら、市場化、効率化せず、その時
　点で終了するというありさまでした。

1980 年代の改革
　私は次の二つの改革が大きかったと考えます。
・ 1983 年に再確認された教育部「普通高等学校
　の校営工場管理規定」の改革です。各大学に付
　属工場がありましたが、それらの工場経営を分
　離、独立採算制としました。これによって大学
　ベンチャーがスタートしました。

　本日の話の主な内容は以下のようなことです。
　今年あたりから中国の科学技術が注目されだ
し、日本でも評価され始めているように思います。

1.　中国の科学政策と構造の変遷
2.　産業技術の現状とその特徴
3.　日本との比較

科学技術政策の変遷
　79 年改革解開放までは毛沢東時代で科学技術
の研究も計画経済の一環でした。78 年に日中国
交が回復しました。それまでの中国はソビエトを
モデルしたのが特徴でした。人員、経費、計画な
どは硬直化し、人事異動、産業交流が困難であっ
たので産業化、市場化できない状態が続きました。
　要するにほとんどすべての企業、ラーメン屋ま
で含めて国営企業でした。

　1953 年～ 1957 年第一回五ケ年計画を策定、科
学技術による経済建設を目指しました。ソ連と
の関係が悪化して自動車、鉄鋼、工作機械等 156
の工業プロジェクトを建設、取り組んでいました
が、それらはストップしてしまったのです。
　このためソビエトをモデルにした大躍進の狙い
は失敗しました。それは軍需産業 ( トラック、コ
ンピュータ、核開発等が政治団体化 ) にのみ集中
し過ぎて選択による民生軽視に陥って日本、欧米
にキャッチアップできませんでした。規律もなく
大きなムダが生じました。つまり中国は自力更生
→ソビエトモデル→キャッチアップの流れでし
た。その間文化革命の失敗もありました。



－ 16 －

・ 1985 年「中共中央 于科学技術体制 ( 日本の
　科学技術基本法 ) 改革の決定」です。
　財政制度：それまで経費は丸抱えでしたから削  
　　　　　　減と市場化による成果を要求しました。
　組織改革：企業との協力関係を推進しました。
　　　　　　一部は企業化しました。
　人事改革：それによって人事の流動化を促進し
　　　　　　ました。
　これまでラーメン屋まで国営だったので全国的
に市場化改革を推し進めたのです。公定価格と市
場価格の価格二重制が格差を生み、学生の反対運
動を誘発しました。

　国務院の中に科学技術部、科学院の大学、研究
所があって日本と同じような体制、それまでは科
学院のみでした。

機構改革の結果
1999 年機構改革：10 の国家局所属の 242 研究機関
　　　　　　　　を企業法人に変換させ、中国科
　　　　　　　　学院所属の 121 の研究所のうち
　　　　　　　　応用研究を中心に13研究所を企
　　　　　　　　業法人に変換させたのです。
　その他、2004 年に全国 592 大学に開放改革時
には 4563 学校運営工場（企業）を設置してい
ました。マンモス大学には 100 社もつくられ、
小規模の大学には 1、2 社がありました。

85 年改革開放推進による
大学産学連携・起業した著名企業
1984 年：科学院の連想（LENOVO）グループの
　　　　世界一の PC、システムエンジニア
1986 年：北京大学の方正 ( 公正 ) 集団（ソリュー
　　　　ションサービス）
1992 年、1997 年：清華大学の同方集団（ソリュー
　　　　　　　　ションサービス）
　両大学のソリューションサービスは内容的には
同じで超巨大企に発展しました。
1993 年：清華大学の紫光集団（半導体メーカー）
2002 年：混合所有制 ( 国有資本と民間資本を合わ
　　　　せて競争力を強化 ) へ改革、各地の大学
　　　　にベンチャ―企業が誕生しました。
　　　　現在いずれも巨大コングロマリット企
　　　　業に成長しています。
　人材育成、文化革命の時は 10 年間大学は閉鎖、
1979 年に再開、大学の質が上がってきました。
・ 1993 年～ 2000 年「211 工程」21 世紀に 100
　校で世界レベルにする目標を掲げました。　
・ 清華大学等 15 の重点大学にサイエンスパーク
　を校内に設立しました。
・ 米国の「バイドール法案（Bayh-Dole Act：連
　邦政府の資金で研究開発された発明であって
　も、その成果に対して大学や研究者が特許権
　を取得することを認めたもの）」導入して研究
　者にインセンティブを与えました。技術出資
　を株式の 20% 相当と認定したのです。

近年の動き
・2012 年以降の「協同創新センター」の産学連携
　によってイノベーションを進めました。
・  2014 年 9 月、習 近平時代になって “ 大衆創業 ”
　“ 草の根創業 ”“ 万衆創新 ”“ 人人創新 ” 等のス
　ローガンを掲げ、各大学では企業コース、企業
　工程を必須科目としました。
・ 「双創大学」と「科研院所」にモデル基地（4 カ所）
　つくりました。
・ 清華大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、
　四川大学

改革後の科学技術体制
資料：許京文「大陸的科学技術政策」P4
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　深圳でメイカーズが続々と生まれる理由は以下
のことが考えられます。
1. サプライチェーン  深圳では経済特区時代から
　産業集積が充実したサプライチェーンがある
2. 起業家のアイデイアを実現するためのファン
　ドのおカネが流れ込んでいる
3.「大衆創業、万業創新」政策がポイント
　① 起業を通じたイノベーションを促進する
　② 税制上の優遇や投資関係の制度の整備を図る
　③ スタートアップ・エコシステムの充実を図る

三大イノベーション集積：北京、深圳、杭州
　深圳の企業環境が良くて、関連企業の集積も多
く、行政サービスがいい。しかも自由であること
です。一方、北京は深圳とは一味違う、北京のイ
ノベーションは初期開発中心です。中国のイノ
ベーション都市というと深圳が有名です。だが高
度な理系人材を輩出し手厚い起業支援体制を備え
る首都・北京の存在感が高まっています。北京で
学んで事業は深圳でというケースが多いのです。
　とにかく深圳は 400 人の漁村で他都市と比べ
て何もなかったのですが、いまでは 1000 万人の
人口を抱え、世界的にみてもユニコン企業が一番
多く集まる大都市になっています。

全国の都市が得意分野でイノベーションを競う
・ 北　京： 中国の理科系大学の最高峰。清華大学
　　　　　　のお膝元。大学が位置する「中関村」 
　　　　　　には百度（バイドウ）などネット企業
　　　　　　が集積する。基礎研究に向いている。
　　　　　　ここにはファウエイの中央研究所もある。
・ 西安市： かつては軍需産業の集積地。大学の
　　　　　　街でもあり、理科系人材の輩出地に
　　　　　　もなっている。ソフト関係や航空・
　　　　　　宇宙分野に強み。
・上海市： 自動車や鉄鋼、食品など国有企業が
　　　　　強いが、近年は金融とITを融合した
　　　　　フィンテック系やEVのスタートアッ
　　　　　プが特徴。
・成都市：西南地域の中心都市。IC やソフトウ

　　　　　エア、製造装置のほかバイオ医療や
　　　　　航空宇宙分野にも力を入れている。
・ 深　圳： 改革開放の先進地。スマートフォン
　　　　　など電子機器の「世界工場」。あらゆ
　　　　　る部品が手に入るとされモノづくり
　　　　　スタートアップが多い。
・ 武漢市： ホンダや仏ルノーの自動車工場があ    
　　　　　り、自動車産業が集積。自動運転の
　　　　　試験区を設置し、スタートアップの
　　　　　誘致を図っている。
・抗州市： EC 最大手のアリババの本拠地。デー
　　　　　タ分析に強みをもつ IT やソフト関連
　　　　　　のスタートアップが出始めている。

基礎研究の科学技術発展計画の策定
「1986 ～ 2000 年科学技術発展計画」
・マイクロ電子、バイオ技術、光通信技術、新材
　料、ソフト開発などが目標を掲げています。

「1991 ～ 2000 年科学技術発展計画」
・ 情報通信、自動化、環境保護、資源エネルギー、
　基礎研究など。
キャッチアップから技術立国
・「第九回五ケ年計画と 2010 年目標の綱要」
　通信、次世代エネルギー、原材料、機械工業、

中国工程院院士の所在地と所属学部の一覧

（単位：人）
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　電子工業、自動車製造、先進製造技術、海洋技術等
・「第十五計画回五ケ年と 2015 年目標」
　自動化技術、資源環境技術、航天航空技術、エ
　ネルギー、先進防禦技術

第十三回五カ計画：2030 年目標
科学技術イノベーション 2030- 重大プロジェクト
・重大科学技術プロジェクト
　①航空エンジン及びガスタービン
　②深海宇宙ステーション
　③量子通信及び量子コンピュータ
　④脳科学及びブレイン・インスパイヤード領域研究
　⑤国家ネットワーク空間の安全性
　⑥深空（深宇宙）探査及び宇宙飛行機の軌道サー
　　ビス及びメンテナンスシステム。
・重大プロジェクト
　①種苗業における自主イノベーション
　②石炭のクリーンかつ効率的な利用
　③スマートグリッド（情報通信技術を活用する
　　ことによって、電力の需要と供給を常時最適
　　化する、次世代の電力網）
　④宇宙・地上一体化情報ネットワーク
　⑤ビッグデータ
　⑥スマート製造（21 世紀の IoT による製造業
　　の革命）及びロボット
　⑦重点新素材の研究開発及び応用
　⑧北京・天津・華北地域における環境総合対策
　⑨健康保障

中国製造 2025 と工業 4.0
9 の重点活動
 1. イノベーション能力の向上
 2. 情報化と産業化の融合
 3. 基礎能力の向上
 4. 品質向上・ブランド構築
 5. エコ製造の推進
 6. 重点分野の推進
 7. 製造調整
 8. サービス型製造と生産型サービス業の推進
 9. 国際化水準の引き上げ

10 の重点産業
 1. 次世代情報通信技術
 2. ハイエンド工作機械とろぼっと
 3. 航空・宇宙設備
 4. 海洋工程設備・ハイテク船舶等
 5. 先進軌道交通設備（鉄道系交通）
 6. 省エネ・新エネ自動車
 7. 電力設備
 8. 農業機械設備
 9. 新素材
 10. バイオ医薬・高性能医療機器

科学技術体制の特徴
79 年以降の改革ポイント
・ 人材育成：大学入試回復、留学（ほとんど国費）  
　派遣、いま帰国して各分野のボスになっている。
・ 基礎と応用研究の分離、改革前は応用研究（市
　場化）をやっていなかった。
・ 産学連携の促進によって市場化を進めた。
・大学と研究者にインセンテイブを与える。
・2010年までにキャッチアップ型技術中心でした。

産業技術の発展と特徴
・ 中国の現状について見方がわかれています。
　日本の見方の中で伊佐進一氏、林幸秀氏の見方
　は特筆できます。
強み： 人材優位、資金、スピード早い、市場、
　　　宇宙開発、AI、バイオ、技術の特徴は「垂
　　　直分離」、すべての技術をやらず、国際
　　　分業する。

政府・企業・消費者の間で生態系を構築
資料：週刊ダイヤモンド 2018.9.1
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弱み：リバースイノベーションのみが多かった
　　　( 新興国で開発、普及した製品 )、基礎
　　　研究が不足していた。

特集： 日中製造業の 40 年
　　　中国は IT ジャイアント 3 社の開発意欲が
　　　旺盛、日本は自動
　　　車偏重の開発姿勢がくっきり
1. アリババグループ
2. テンセント
3. バイドウ

上から中国、米国、日本、ドイツ、英国、フランス
中国の研究者が急増、米国を抜く
（主要国の研究者の数の推移）
資料：週刊東洋経済 2018.12.8

中国企業のR&D支出ランキング（2017 年）
企業 R&D予算は日本が多い

資料：週刊ダイヤモンド 2018.9.1
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政府予算は中国が多い、中国は急増、日本は低迷

成長業界への研究開発に集中、国別R&D支出額トップ 10
上位をものづくり系が占める日独　中国の上位は米国型の IT 系

資料：週刊東洋経済 2017.3.10

高度人材を大量供給
中国企業が特許出願件数でトップだが、あまり使わ
れていない。
国際特許の2016年出願件数：ZIE、ファウエイ、BOE
米国で学んだハイレベル人材を確保
―米国に留学している学生の数―
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中国国内の評価
・ 工信部副部長「技術第三世界論」で中国の技術
　はまだ第三世界、過信していない。
・ リバースイノベーション成長論、モノまねだっ
　たと言われたが
・ いま中国は積み木イノベーション（モジュール
　イノベーション）理論 =「垂直分離」、特定部
　品のみに集中し、他は外部に任す
・ ただし、上記のリバースイノベーション成長も
　限界、知財制限が強まる
・ 2010 年以降、自前技術論が強まる。とくにファ
　ウエイ、ZTE などで戦略転換

「中国に欠けている核心製造技術 53 項目」
　右図でわかるように、中国はまだまだ追いつい
ていません。家電と鉄道はまずまずの水準です。

中国に欠けている核心製造技術 53項目
・ネットで大反響
　「政府の製造大国宣伝」反論が噴出しています。
　工作機械、半導体設備、医療、ロボット、光学
　設備、炭素繊維と CFRP、ベアリングタービ
ンなど 53 項目はまだまだです。

企業の開発と技術蓄積
・集積効果を生かした組み立て産業が発達して
　例：ホンハイ等

世界からの評価
先端科学技術分野の国際比較

垂直分離 :中国小型飛行機のC919の 50%以上の部品海外依存、
国際共同製造、民生機は安全性が重要だからつくれてもつくらない
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・ 第二次産業革命時代の製造業はキャッチアップ
　型が中心
・リバースと積み木（モジュール）開発、最近は
　「垂直分離方式」が多い

垂直分離：二次電池産業
　日本MRI70%海外調達も同じだろうと思います。

自前技術への道：通信産業と 5G
　稀ですが、ファウエイ、瀋陽機械等の出現

　垂直分離：二次電池産業機械は韓国製が多い

CATL
R&D73 億元

資料：週刊ダイヤモンド 2018.9.1
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自前技術への道：通信産業と 5G
　稀ですがファウエイ、瀋陽機械等が出現
・ 川下の組み立てから川上までの垂直統合
・ 豊富な人材と市場規模を背景に成長
・ ストックオプションによるインセンテイブ
・ 研究開発に熱意
・ 米国流経営
・ 180、000 人の社員
・ ドクター研究員 1 万人、研究開発 8 万人

・ 中央研究院、中央ソフト院、中央ハード工程院、
 中央メデイア技術院、海思半導体等 14. その他
 外部協力イノベーションセンター 36 カ所、日本
　 3 カ所 400 人。
・ 360 以上の標準化組織の加入、産業連盟とオー
 プンソース
・ 日本の主要サプライヤー Fjitsu、Furukawa、
　HRS、村田製作所、三菱電機、NTT、Sony、
　住友、東芝等 11 社

ファウエイの IPD（Integrated　Product　Dveropmento）

海思半導体は微細化で世界をリードする存在 以前から米国より導入
半導体各社の微細化技術の導入時期
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高速鉄道のリバースイノベーション（国内調達
70% 目標）4 大大手から技術供与を受けている
・ 川崎重工とボンバルデイア、アリストンとシー
　メンス 20 車両輸入、完全な技術供与
・ 日本の信号、インバーター、軽量化、欧州の制
　動、通信
・ ある日系サプライヤー「中国が 50%、米国が
　30%、日本が 10% に変わった」
・ 例：SKF、NSK、NTN
・ フランスのアリストン合弁 11 社

IT 活用、FINTECH
・ アリババ
・ ウエイチャット

・ モバイルペイ、キャシュレス
・ 消費者がイノベーションリード（レガシ―フ
　リー、伝統技術に縛られない）
　（大衆消費時代 = 爆買い）

日本との比較
中国：
・ 製品の必要な市場規模がすごい
・ 人海戦術で必要な製品に集中する
・ スピードが要求する製品
・ レガシ―フリー、伝統にしがみつく必要ない
日本：
・ 熟練労働技術が必要な製品に特化
・ 垂直統合型の開発と作り込み製品を並行して
　行っている

日中のイノベーションの補完
・ 日本の作り込み技術品質と中国市場との共創、
　第三国市場協力
・ アジアの共同標準づくり
・ 高齢化社会などへの共同対応

阪南大学流通学部 流通学科
大学院 企業情報研究科 教授

最終組み立て製品での工夫

日本の優位技術と製品
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講演要旨

秋
あき

山
やま

豊
とよ

和
かず

若手学識者との異分野交流会
IoTによる人流計測
　まちづくり等への応用

図解したものです。
　構築するシステムでは、スマートフォンに頼ら
ず目指す目的地のルートを見つけ易くするために
ランドマークを利用してより少ないステップでナ
ビゲーションを行います。ランドマークの抽出時
に、ツイートをはじめとする大規模匿名データの
時空間分析によって、混雑が少ない、緑が多い、
安全に街歩きできるといった特性を付与した経路
案内を実現します。以下それぞれの特性について
示します。
1 、 視覚的多様性 : 様々な店舗や建物が多い通り
　　では発見と探検の機会が増え好奇心を掻き立
　　てる旅を経験可能とします。また経路に沿っ
　　てストリートビュー画像の視覚的変化や異な
　　る視覚的変化や異なる施設のカテゴリを示す
　　ことができます。

本日の講演の主な内容は以下の二点です。
①　京都府宮津市での人の流れを計測データとし
　　て分析、IoT による現実世界把握の取り組み
②　IoT アプリケーションの導入を容易にするプ
　　ラットフォームができないかの検討

　まず、総務省 SCOPE のプロジェクトとして
取り組んだ、多種多様な歩行者の要望に応える安
全でしかも魅力があって、覚えやすいルートを推
奨するプラットフォームの構築について紹介しま
す。プロジェクトには代表のAdam Jatowt氏（京都
大学）、川崎洋氏（九州大学）、荒牧英治氏（奈良
先端科学技術大）と私が各機関を代表し 4 大学
連携で取り組みました。また宮津市、海の京都・
DMO、みなと観光バスに協力いただきました。
　次の図は我々が構築しようと考えている内容を
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山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根
町、与謝野町）であり、いわば「もうひとつの京
都」です。
　平成 27 年度までには、京都府南北をつなぐ京
都縦貫自動車道が全線開通し、大型クルーズ船等
に対応した京都舞鶴港の埠頭が整備されるなど、
陸路・海路双方からのアクセスが飛躍的に向上し
ました。こうした歴史的・地理的背景や交通基盤
の整備の進捗を活かし、魅力的な観光まちづくり
をソフト・ハード両面から進めることによって、
京都市内に比肩する国際競争力を持つ「海の京都」
観光圏を目指しています。この地域の人の流れを
把握するため JRISS 社が主要観光地にセンサ 60
台を設置し、現実世界のセンシングを行っていま
す。このセンサデータをランドマークナビゲー
ションに活用できないか検討を行いました。

　主な人流変動としてイベントを抽出し、その中
から特徴的なイベントとして和火（やわらび）を
選びました。これは宮津寺町を竹やペットボトル、
LED などの約 1 万個の手作り灯籠でライトアッ
プ。郷土芸能や演奏会などの催しを楽しみながら
散策し、市街地の歴史文化に触れていただく市民
参加型の手作りイベントです。

2、 色彩 : 緑地はストレスの軽減になるので、色
　　彩や明るさを算出して経路の心地よさスコア
　　を測定します。
3、 快適さ : 混雑した通り、狭いあるいは舗装さ
　　れていない通りは子連れや高齢者に危険なた
　　め、安全なコースを示します。

　上記の図を用いて抽出するランドマークについ
て補足します。
　ランドマークには、人気のカフェやコンビニと
いった点のランドマーク、人通りの多い通りや線
路といった線のランドマーク、さらに位置や方角
が知られているタワーとか有名な施設といった面
のランドマークからなります。これらのランド
マークを組み合わせて目的地を簡単に示すことが
できると考えています。
　これまで SNS などのサイバー空間の情報の分
析により、ランドマークの抽出を進めてきました
が、一方で現実の空間を十分反映できていないと
いう課題がありました。そのため、現実空間のセ
ンシングデータの活用について検討を行いました。
　現実空間のセンシング事例として「海の京都」
における人流分析プロジェクトがあります。「海
の京都」は日本海に面する京都府北部地域（福知
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　次の上図は昨年の和火（やわらび）のポスター
です。和火では夜に様々な通りに灯籠が配置され
るため、この灯籠を夜のランドマークとして活用
し、時間帯によって変動するランドマークの実
験ができないか期待しました。ところが台風 24、
25 号の襲来で荒天が予想され、残念ながら 3 日
間とも中止となりました。
　この和火（やわらび）のイベントは中止になり
ましたが、後日、宮津市が市民文化祭に合わせて
実証実験を行いました。Google Maps によるナビ
ゲーションとランドマークナビゲーションを比
較体験してもらい、都市部と比較すると Google 
Maps による最短経路提示の課題が顕著に現れる

ことを体感いただくことができました。
　現実空間のセンシングにおいてはデータの匿名
化が求められますが、多様な歩行者への安全で魅
力的な覚えやすいルートを推薦するためには、外
国人や高齢者など、異なる属性をもった人に変化
があるか、属性を考慮したデータを分析する必要
があります。また、属性を考慮した分析ができれ
ば、うまくいけばインバウンドの人流分析にも
役立つのではないかと考えました。まずは Wi-Fi
パケットセンサで得られる人流データについてお
さらいをしておきます。下の図は皆さんがお持ち
のスマートフォンで Wi-Fi につながるものから
データ収集を行い、タイムスタンプと紐付けをし
てデータを保存します。
　次に Wi-Fi パケットセンサを用いた分析手法
を図で示します。A 地点のセンサで受信した記録
が一定時間後の B 地点で移動したことがわかる
ということです。Wi-Fi パケットセンサの課題お
よび解決のアプローチは次のようなことが考えら
れます。課題 : 観光客の出身地や性別といった属

ライトアップ PM6:00～PM9:00頃 ※６日のみPM10:00までライトアップ PM6:00～PM9:00頃 ※６日のみPM10:00まで

20182018
開催日：10月５日（金）、６日（土）、７日（日）

ポスターデザイン：宮津高校美術部

 

世界で最も美しい湾クラブ
京都宮津湾・伊根湾
世界で最も美しい湾クラブ
京都宮津湾・伊根湾

日本遺産 JAPAN HERITAGE

300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊
荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空間
～北前船寄港地・船主集落～
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性情報を取得できないことや、特定の個人の移動
経路を辿ることは、プライバシを侵害するためで
きないのです。このため観光拠点に Free Wi-Fi
システムを構築します。Free Wi-Fi の利用者に
承諾を得る形で属性情報および行動履歴を収集し
ます。Free Wi-Fi システムについて図で示しま
すと、以下のようなものです。
　Free Wi-Fi システムの設置例をあげますと、
宮津駅、天橋立駅、道の駅のおさかなキッチン（レ

ストラン）、清輝楼（外国人に人気の宿）の 4 拠
点に、施設の光回線を借用して設置しました。
　Free Wi-Fiで収集した属性は次のようなものです。
　Portal locale: 認証を行う際に表示する同意を
求めるページで使用した言語
1. Locale:SNS で使用している言語
2. Location:SNS に登録された出身地
3. Gender: 性別
4. ge range: 年齢層
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　今回、収集しました属性情報をまとめたものが
上図です。
　残念ながら取得できた件数は少なかったです
が、様々な属性の方々に利用いただくことができ
ました。スマートフォンを使う人は若い人たちが
多いと思っていましたが、高齢者も結構利用され
ていました。
　得られたデータを用いて旅程の分析を行いまし
た。京都の北部地域は日帰り客が多いですが、外
国人の中には複数泊している観光客も見つけるこ
とができました。このような属性に応じた行動の
違いは、今回利用したデータでは天橋立周辺など
限定された地域では大きな差異はなく、広域調査
が必要なことがわかりました。広域分析において
は利用交通手段の分析が重要です。これには交通
サービスの時刻表を用いてサービスの利用を検知

することにしました。
　下図のように AMAC アドレスで A さんの宮津
駅での位置を記録します。電車が発車後にその情
報が消え、天橋立駅に到着後、A さんの AMAC
アドレスの記録が出現した場合、A さんは電車を
利用したと判断することができます。
　こうして駅の区間ごとの 1 日当たりの利用者の
分布を図式にしましたものが次ページの図です。
　多くの観光客が宮津駅～天橋立駅あるいは天橋
立駅～宮津駅を往復していることがわかります。
　網野駅、与謝野駅にも Wi-Fi パケットセンサ
を設置していますが、網野駅～与謝野駅～天橋立
駅の間はほとんど利用されていませんでした。同
一人物が 4 日以上観測されたデータを地元民と判
定することで、地元民と観光客の傾向を比較した
ところ、通勤・通学時間帯は地元民が多く、それ
以外は観光客という想定していた結果が得られた
ため、おおよそ該当方式で分類できると考えてい
ます。
　今後の課題として通過列車の乗客を誤って乗降
判定した可能性もありますので、通過列車につい
て閾値（いきち）を精査する必要があります。駅
に列車が 1 分以内なら社内の乗客が検知されてい
ると思われます。
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人流分析のまとめと今後の課題
　多様な歩行者への安全で魅力的、しかも覚えや
すいルートシステムの研究開発です。それにはラ
ンドマークナビゲーションを紹介しました。本発
表では特に loT による現実世界の把握に基づいた
分析について、Free Wi-Fi を用いた属性付き人
流データ分析の取り組みを紹介し、人流データの
活用によるパーソントリップ調査の常時、計測化
の可能性について触れました。今後引き続き、人
流データの活用方法について検討していきたいと
考えています。
　ご紹介した IoT アプリケーションに関連する
研究テーマとして、エッジコンピューティング環
境を考慮したプラットフォームの研究開発にも取
り組んでいます。IoT アプリケーションはセンサ
から絶え間なく出力されるデータを処理する必要
があり、モバイル通信やクラウドでのデータ入出
力の通信コストおよび通信遅延を考慮し、IoT ア
プリケーションのコンポーネントを適切に配置し
て処理するのは、IoT アプリケーション開発者に
とって負担となります。その負担を軽減するため、
開発した IoT アプリケーションを自動的にエッ
ジコンピューティング環境に配備し、コンポーネ

ント間を相互に接続してアプリケーションを実行
する基盤の構築を進めています。
　今後の展開として① OpenStack、Kubernetes
などを活用したコンポーネントの配置手法の実
装と課題の解決を進め、②既存の Datafl ow　
Platform との親和性を高めるための Wrapper
実装の検討、③ Device、Cloud の 2 階層モデル

（Google、Amazon、Microsoft）に対する優位性
に関する検証、④分散 Pub/Sub　Broker におけ
るモニタリング結果に基づく動的ルーティング機
構の実装と評価等を考えています。

Datafl ow　Platform のまとめと今後の課題
　既存の loT アプリケーションをターゲットと
し、その開発コストを低減できる Datafl ow　
Platform を提案しました。
　またコンポーネントの管理法、Datafl ow アプ
リケーションの配備方法、負荷状況等を考慮した
ルーティングなどが今後の課題です。

京都産業大学
情報理工学部教授
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新会員紹介
新しく入会された会員をご紹介します。　〔五十音順・敬称略〕

（1）年齢　（2）出身地　（3）所属（会社名等）部署・役職名　
（4）趣味：読書（最近読んだ本）・旅行（印象に残った土地、理由等）・その他（5）入会に際しての抱負など

岡
お か だ

田 雅
まさひこ

彦　（1）64 歳　（2）兵庫県豊岡市
(3）株式会社エネゲート　代表取締役社長

（4） 写真：主に山岳写真、風景写真
　　登山：毎年 GW に北アルプスの雪山に登るなど、年に三度程は、3 千 m 級に登っ

ています。これまでの最高峰は、スイスアルプスのブライトホルン 4164m です。
　　料理：美味しいものに出会うと自分でもその味を再現しています。

（5）当社はスマートメーター、配電盤・キュービクル等電気事業に関連した製品を製造
する小規模なメーカーです。いろんな方と知り合いになり、コラボして新たな製品・
価値を提供出来るような関係構築が出来れば良いなと思っています。

應
お う た

田 光
みつひこ

彦　（1）57 歳　（2）大阪市
（3）株式会社エネゲート　トランス事業部　事業部長
（4）ゴルフ
　　旅行（印象に残った土地、理由等）：昨年、初めて欧州に行く機会があり、ロンドン、

ウィーン、ベルリンを訪問したのですが、中世の荘厳な建物が多く残った街並みに
触れ、また、地元の美味しい名物料理を食し、大変な感動がありました。

（5）長い歴史ある本クラブで、色々な分野の方々と交流を深めさせていただき、少しで
も視野を広めたいと存じます。どうぞ宜しくお願いいたします。

西
にしむら

村 博
ひろし

　（1）59 歳　（2）広島県
(3）株式会社きんでん　取締役　電力本部長

（4）ゴルフ
　　読書（最近読んだ本）：「THE RHETORIC」
　　旅行（印象に残った土地、理由等）：沖縄南城市にあるガンガラーの谷
　　理由：鍾乳洞が崩れてできた場所　数十万年の歴史を感じる。

（5）歴史と伝統のあるサイエンスクラブに入会させていただき、異分野、異業種の皆様と
交流させていただくことを本当に楽しみにしています。

長
は せ が わ

谷川 雅
まさひろ

弘　（1）59 歳　（2）北海道
(3）株式会社エネゲート　取締役　計測システム事業部長

（4）ゴルフ
　　読書（最近読んだ本）：「羊と鋼の森」「Society5.0 人間中心の超スマート社会」
　　旅行（印象に残った土地、理由等）：若いころから下手の横好きでいろいろな趣味を

持っていました。特に体を動かすことが好きですが、山登りに熱中していたころ
訪れた北海道大雪旭岳周辺の絶景と高山植物の数々、岩手山のコマクサの群落、
秋田駒ヶ岳のチングルマのお花畑が忘れられません。

（5）大阪に来てまだ 2 年の新参者です。住めば都と馴染んだつもりですが本クラブへの
入会を機に会員の皆様との交流を楽しみにしています。また、大阪・関西万博を控え
ますます大阪が発展することを期待します。
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福
ふくざき

崎 郁
い く お

夫　（1）60 歳　（2）新潟県十日町市
(3）株式会社エネゲート　取締役　研究開発部長

（4） 寺社巡り：現在、大阪府に住んでおりますので、京都や奈良も近く、関西の歴史あ
る寺社へ短時間でアクセスできます。寺社は季節によって景観が変わりますので、
楽しく巡っております。

（5）歴史の長いサイエンスクラブに入会させていただき、有難うございます。様々な分
野の方々との交流によって、視野を広げていきたいと考えております。よろしくお
願い致します。

三
み う ら

浦 良
よしたか

隆　（1）61 歳　（2）兵庫県高砂市
(3）株式会社エネゲート　常務取締役

（4）旅行（印象に残った土地、理由等）：少し前になりますが、中国の深圳、米国西
海岸に行きました。ＩＴやベンチャー企業が集中しており、スピード感や一企
業で一つの町を形成するような規模感に圧倒されるような印象を受けました。
関西も頑張らねば。

　　食べ歩き：安くて美味しい店を探すこと。
（5）関西電力、関電システムソリューションズ、そして、今回、エネゲートに変わり、

この「新会員紹介」を書くのも三回目になります。実質、引き続き、お世話に
なることになります。皆様と、交流して、勉強していきたいと思います。よろ
しく、お願いします。

山
やました

下 光
みつあき

明　（1）62 歳　（2）大阪府
(3）株式会社エネゲート　制御機器事業部　事業部長

（4）  旅行（印象に残った土地、理由等）：一昨年の 10 月にオランダ（アムステルダム）、
スペイン（マドリッド）、マレーシア視察の機会を頂きました。欧州における各国
の電力事業のみならず、各国の歴史、文化等に触れる事が出来、印象深く思いました。

（5）色々な業種の方との交流を通じて、視野を広げていきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

横
よ こ い

井 博
ひろゆき

幸　（1）64 歳　（2）長野県上田市
(3）株式会社エネゲート　代表取締役副社長

（4）旅行（印象に残った土地、理由等）：赴任地　大阪の探訪
　　理由：真田幸村関連の史跡探訪、文学（夫婦善哉、泥の河、細雪など）探訪。

（5）大阪・関西独自の科学技術、さらには歴史、文化を継承し、日本および世界に提示
できる水準に高める活動に貢献したいと存じます。そして当社エネゲートが、その
核として成長できることが主要な経営目標です。
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編集後記

　いよいよ一時代の区切りが来ます。「象徴」としての務めを模索し続けてきた天皇陛下が、
2019 年 4月 30 日に退位され、「平成」という一つの時代が終わろうとしています。
　「昭和」の時代に戦争の悲惨さを経験された人たちにとって、日本では戦争のなかった
「平成」の時代はどう映ったのでしょうか。
　地球から宇宙へ、また肉体から細胞へと、急速に進む科学技術の革新により、人類が
到達しうるまた、コントロールできる領域の拡大は凄まじいものがあります。しかしな
がら、地震や台風・噴火など、各地で被害が出た数多くの自然災害に対しては人間の
無力感を感じざるを得ない時代でもありました。世界では紛争が起き、貧困が解消できず、
平和に程遠い地域も数多くあります。人類の成長・活躍のために努力が続いている反面、
人間の醜ささが浮き彫りになった時代でもありました。
　内外、天地とも平和・平穏が達成されるという「平成」の意味は非常に重いものがあ
りました。永遠の課題かもしれませんね。
　さて、４月 1 日、新元号「令和」が発表されました。平和のもと、心を寄せ合い、
文化を育み、次の世代に引き継ぐ。そんな願いを込めた元号のもと、「平成」を凌駕す
る良き時代となりますよう切に願っております。
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会員の皆様へ
ホームページ「会員便り」へのご投稿お願い

　ホームページをリニューアルいたしました。
会員の皆様が発信したいトピックス（新技術、イベント等）を掲載いただける「会員便り」を新設い
たしました。大いにPRにご活用下さい。
下記の内容をいただきましたら、ホームページへアップさせていただきます。

①開催日など
②トピックスの内容(タイトル)
③詳しい案内はPDFにして下さい。
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