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ＮＰＯ法人 ＩＴコンピタンス研究所 

理事長 登家 正夫 
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（本講演内容は、(社)新技術協会が(財) 新技術振興渡辺記念会の研究助成により実施した
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講師紹介：登家正夫 

元・日本電気(株)専務取締役 

 

同社在籍中、中大型汎用コンピュータＡＣＯＳ－４を開発。ソフトウェア・システム技

術及び政策担当を務め、コンピュータ事業担当時にはサーバーExpress5800、WINDOWS/NT、

HP-UX等を整備。また、加入公衆網用電話装置からＩＰ電話システムへの転換に携わる。 

現在は、ＮＰＯ法人ＩＴコンピタンス研究所の理事長として、我が国のソフトウェア競

争力の向上とソフトウェア事業の振興、ソフトウェア産業の空洞化を阻止すべく活動中。 

目次目次目次目次    
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１．はじめに 

 

大分前からこれ迄日本を支えてきた日本の製造業の力が世界の中で相対的に低下し

てきている、物作り力が弱くなっていることが指摘されています。その上 3 月 11 日、

未曾有の東日本大震災に遭遇し、その地域の復旧、復興と更には日本全体の再興にまで

影響を与える問題として考えねばならない今日となりました。 

震災に遭われた皆様のとられた様々な行為・行動が世界の人々の賞賛の的となったこ

と、この様な国民を持つ日本が再興する事は間違いないと世界の多くの新聞に報道され

たことは皆様ご承知の通りであります。この様なときであればこそ沈着冷静に日本の歩

んできた道を振り返り、これからの方向を決めていかなければならないと考えます。 

私は長い間、技術、もの作りという狭い道を歩んできた者ですが、その様な立場から

日本の進むべき物作りの道、と言ったことについてお話しさせていただきたいと思いま

す。 

 

２．日本を振り返ってみる 

 

２．１ 日本と周辺諸国の状況 

1990 年を境にして以後約 20 年間、今日まで、日本の景気が良い状態はありません

でした。20 年にわたる不況・沈滞ムード、先進国の中でダントツの 900 兆円超の債務

を持つ国、政治もフラフラして乱れが多い、リーマン・ショックからの立ち直りも先進

国、新興国の中で最も遅い。そして企業はどんどん海外へ流出していく。これは大きな

問題です。日本の国民の収入は減るし、法人税・法人事業税等の国の収入も減るし、そ

もそも若い人たちの雇用の問題にも関わってくる。それから、特に地方にある工場が影

響を受け、地方の衰退を招きます。 

 

日本の若者に対するにさまざまなアンケートを皆様もご覧になることが多いと思い

ますが、中国、韓国、米国などに比べて自分の将来、自分の国に対して希望や期待を持

たない人が多い様に見受けられます。一方、ご承知の通り、中国が大変な勢いで膨張し

てきております。経済的および軍事的な膨張であります。中国は軍事面での後ろ盾なく

して経済の発展はあり得ないと正面切って主張している国です。正面切って主張すべき
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かどうかは別として私もそれが現実だと考えています。中国は軍事力を強化し、それを

背景にして強引な外交政策をとり、経済も発展させている、その様な国と隣り合わせに

付き合っていかなければならない日本であります。 

長い歴史を持つ大国インドも復活の模様です。それから韓国には、しばらく振りで立

派な大統領だと私は思っているのですが、民間出身の李明博という方が大統領となられ

様々な手を打ち大変元気が良いように見えます。この様な状況にあって果たして日本は

立ち直るのであろうかと内外から不安がられているのが今日、現在であります。 

 

２．２ 高度で独特な文化・政治・経済国家 

 

重苦しい話ばかりしてしまいましたが、現状は現状として、皆様もご承知の我が国の

歴史をざっと振り返ってみたいと思います。一言でいえば、日本は高度な文化を持つ総

じて平和な国であったと、私は思っています。美しい山、川、水、森、海、四季等々の

自然に恵まれた穏やかな国として多くの時代を経てきたと思っています。 

政治制度としては長い間、士農工商という区分をもつ封建制度が敷かれていたわけで

すが、ヨーロッパ、あるいは中国の封建制度のような王族・貴族と農奴・農民のような

厳しい関係にはなかった。日本の施政者と被施政者の関係はヨーロッパ、中国のそれに

較べるとずっと穏やかな関係にあったと思われます。例えば税率で、年貢を決める際、

不作の年にはそれを低くして貰う手段を農民は持っていた、或いは与えられていたとい

った方がいいのかも知れません。 

また、徳川時代にかぎらず殆どの時代に鎖国政策を取ってきたのですが、先進国中国

などからは様々な教えを受け、文化・文明の発展に努めました。中国は東洋に於ける先

進国、東洋の中心『中華』として君臨し、周辺の多くの国を朝貢国としていたのですが、

日本は独立国として毅然とした態度をもって中国に接していました。朝貢を促す文書に

対し聖徳太子が随の国王に「日出ずる国の天子･･･」と返書し、これを断ったという有

名な逸話があります。また、自国が鎖国政策をとっていても他国はそんな事を構わずに

攻めてくる事もあります。二度に亘って攻めてきた元、「元寇の乱」（約９００年前）が

それであります。当時の若い日本のリーダ北条時宗がこれを迎え撃ち、きっぱりとけり

を付けました。 

話しは遡りますが、西暦７８１年から平安時代が始まります。桓武天皇が平安京をお

作りになられ 350 年に及ぶ平和な時代が続きました。『源氏物語』、『古今和歌集』が発

刊されたのもこの時代です。 

しかし、天皇が数代替わるにつれて世は次第に乱れ、平安時代は源平の乱で終りを迎

えました。源頼朝、それから北条、足利、織田信長と、450 年間戦乱の時代が続きまし

た。庶民にとって大変不幸な時代でありましたが、徳川家康により開祖された徳川幕府

により 1603 年から 250 年間の平和が保たれました。 

文化、文明も大いに発達した時代でありました。郵便の制度、米の先物取引、銀行（両

替屋）、或いは様々なリサイクルや公共物の保守に対する考え方など様々な社会システ

ムが世界に先駆けて設けられていましたし、数学、医学、絵画、工芸などにおいても世

界一流のレベルに達していたものが多くありました。 

社会制度の基本は封建制度でありましたが、百姓町人が君主の絶対的奴隷であると言

うことではなく、一般庶民のことをある程度の配慮を持って遇した緩やかな封建制度と
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言っても良いのではないかと私は思います。 

この様な自由闊達な風土が明治末期から大正時代に芽生えた民主主義に繋がってい

る、と私は考えています。 

 

 

２．３ 幕末～維新・明治・大正～昭和 

 

250 年続いた徳川幕府も 1867 年の大政奉還、薩摩・長州連合によるクーデター、明治

維新を経て政権は明治政府に移りました。スペイン、ポルトガル、オランダ、ロシア、

イギリスからアメリカ等西欧諸国からの開国要求、制度疲労により弱体化した幕府がそ

れに対し確固とした方針を打ち出せなかったこと、諸大名が幕府の衰えを感じ始めたこ

と、幕府の方針に対する武士階級の不満が高まったこと等が大政奉還、王政復古、明治

維新、明治政府の樹立に繋がったのであります。 

19 世紀後半から 20 世紀初頭迄の東アジアには先程申し上げた西欧帝国主義国家の植

民地利権争いが渦巻いていました。この帝国主義の時代、強い国が弱い国から奪うこと

は当然のこと、正義であると考えられていたと言っても良いと思います。 

日本は徳川幕府の時代から明治政府に至るまで、例えば清がイギリスに無法なアヘン

戦争を仕掛けられ、その敗戦の結果、植民地として清が如何に屈辱の時代を過ごさねば

ならなかったか等々をよく知っていました。だからこそ徳川幕府は長い間開国を拒んだ

ものの、次第に力に押され少しずつ開国をするという曖昧な態度で終始しました。 

明治政府は開国やむなし、積極的に近代西洋文明を取り入れる、しかしながら「植民

地になってはならない。殖産振興・富国強兵を計り、欧米に並ぶ強い帝国主義国家にな

る」ことを国是としました。艱難辛苦の努力の末、やっとの事で日清戦争（1894 年）

日露戦争（1905 年）に勝利し開国前後に結ばれた不平等条約を一つ一つ改正し、世界 5

大国の一員としてこれに仲間入りをしました。これが司馬遼太郎の記された明治の「坂

の上の雲」の時代です。 

しかしながら昭和に入り日本国家の方向は次第にねじ曲がってきました。中国に於け

る日本の権益拡大を恐れ、これを牽制する米・英・欧との関係は次第に悪化し、日中戦

争（1937 年）、太平洋戦争(1941 年)に突入し、1945 年に悲惨な敗戦となりました。米
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国との戦争を避けようとする日本側の努力も多くなされました。また、戦争に至らしめ

るよう米国に仕掛けられた事実が多くあることも窺い知れます。しかしながら結果とし

て悲惨な戦争に突入し敗戦を迎え、維新以来 80年、先人の努力・成果を全て失ったし

まったことは日本国始まって以来最大の過ちであったと思います。 

 

 

２．４ 昭和の『坂の上の雲』 

 

太平洋戦争敗戦で全てを失いました。何もなくなりました。ところが全てを失った灰

燼の中から立ち上がり、戦後 60 年、日本は世界第 2 位の平和な経済大国になっていま

した。アメリカのように豊かになりたいと考え日本人が一所懸命働いてきたことがその

原動力であったことは間違いありません。明治時代の人達が世界の一等国にならねば、

西欧先進国に追いつかねばと坂の上の雲に向かって必死に走り上ったのと同様に、坂の

上に浮かんだ豊かなアメリカを追いかけ、あの様になりたいと必死に駆け上ってきた、

その努力が今日の日本を作ってきたのだと思います。 

しかしながら、何かがおかしい、このままでは日本は駄目になるのではないかと今日

多くの人が感じているように思います。私もその一人です。まずその一つに道徳観の低

下ということが挙げられます。ＧＨＱの占領政策があまりにも巧くいき過ぎました。戦

時中の異常な軍国主義に痛めつけられた日本国民、「米英鬼畜」的プロパガンダに洗脳

された日本国民にとってはその反動としてアメリカ、ＧＨＱの政策が受け入れやすいも

のであったのでしょう。軍国主義の反動から左翼思想の跳梁もありました。社会主義国

家の一員を育てるのが日本の教育の目的であると言って憚らない日教組教育がありま

した。その教育の結果としてこれまでの日本の道徳、文化、政治など、行ってきたこと

は全て悪であるという自虐史観も広まりました。富国強兵・軍国主義の反動から行きす

ぎた平和主義が蔓延し、独立国としての防衛に関する考え方も今日では異常であると私

は考えています。 

これらの結果、自助の心薄く、他に頼る心が強くなった事であるとか、親を大切にし

ない、自分の親の死を隠し、弔うこともせず 30 年に亘り、親の年金を搾取していたと

言う日本人全体が恥じなければならないような事件も起こりました。また、額に汗する

事なく紙っぺらのお金だけを追求する風潮蔓延の結果としてホリエモン事件等という
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ものも起こりました。この様な日本になってしまいました。このまま凋落を続けるので

しょうか。 

そんな筈はない。優れた文化を育み、平和で穏やかな治世がしかれた平安時代、徳川

時代、グローバル化のための開国、明治政府樹立、西欧に並ぶアジアで唯一の独立国と

なった、敗戦後の灰燼から立ち上がった、数多くの天災、地災を乗り越えてきた日本で

あります。そう考えるとこのまま終わってしまう筈がない、と私は考えています。過去

を振り返りながら、世界に貢献できる新しい正常な日本に向かって進んでいく事が必ず

出来ると信じています。 

 

 

２．５ 日本を愛してくれた多くの外国人 

 

かつて日本を愛し、高く評価してくれた外国人が数多くいる事は皆様ご承知の通りで

あります。多くの外交官、日本のお抱え外国人教師は異口同音に「庶民に至るまで日本

人は勤勉で正直で清潔である、貧乏ではあるけれども高貴である」、「欧米のキリスト教

徒が一生に亘って教育を受けるべきすべての道徳を日本人は生まれながらにして持っ

ている様にさえ見える」とも言ってくれています。 

また、日本の美術工芸品を深く愛し、世界一級のレベルにあると認め、それを世界に

広めてくれた外国人も多くいました。フランス・パリを中心的活躍の場とする多くの後

期印象派の画家達は日本の浮世絵などを手に入れ、その芸術性を高く評価し、また芸術

家としての独特の感性から、この様な絵が生まれる国はきっと良い国に違いないと感じ

とり、太陽の輝く明るい日本に憧れを持つ人が多くいたとも言われています。 
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２．６ 日本が世界に与える影響 

 

 

BBC 放送が 2005 年から毎年、時には２年に１度、世界の 27 か国を対象に「貴方はど

の国が世界に対してよりよい貢献をしていると思いますか？」という調査を続けていま

す。全体で約３万人の人を対象に電話或いは直接質問をするアンケート調査であります。

この図は 2010 年版でいちばん新しいものです。左側の図を見ると、世界に対してドイ

ツがいちばん貢献していると思うという人が最も多く 59％。それから次がカナダ、EU

と続き日本は４番目です。世界の 53 パーセントの人が日本は世界に対して良い貢献を

していると評価してくれています。２年前の調査では日本は１番でした。１番も４番も

そう変わるものではないと思っていますが、有り難いことに世界の人たちは日本をこの

様に見てくれているのです。自虐史観に打ちひしがれ下を向き閉じこもることなく自信

を持って、もっと世界で活躍したいものです。 

興味あるのが EUですね。EU 内部ではさまざまな悩みを抱えている筈ですが、３番目

に位置しています。EUが世界に対していちばん役に立っていますよ、という人が 53 パ

ーセントもいるということです。これまで長い間貿易取引決済時の通貨は唯一アメリカ

ドルでしたが、4 年ぐらい前からユーロによる決済が増えてきました。この事実はユー

ロ経済の強大化を意味するものですから、その評価がこのアンケートに反映されている

のかも知れません。 

それから右側の図は、アンケート対象 27 か国の人々に対して、日本をどう思います

か、というアンケート結果です。アメリカの人たちの 65％は、日本はポジティブな影

響をもたらしていますよ、と答えています。カナダの人は 59％、ブラジルは 70％、チ

リの人は 67％です。日本はアジアの多くの人に嫌われていると言った宣伝も時に見聞

しますが、フィリピンの人の 77％が日本は良いと言ってくれています。インドネシア

は 71％、タイの人は 66％です。それからいつもと違って韓国の人の 64％が日本は良い
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と言っています。2008 年の統計では 18％しか日本を良いと認めてくれませんでした。

日本での韓流ブームのせいでしょうか。よく分かりません。中国人は相変わらず日本が

嫌いです。日本を良いと言っているのは 29％。47％の人が日本は悪いことしかしてい

ないと言っています。 

ここには図として載せてありませんが、自国を自国民がどう見ているか、どう評価し

ているかと言う統計もあります。これを併せ見ると面白いことが分かります。自国民に

よる評価が世界の人々からの評価より低いのは日本だけです。世界の他の国の人たちの

53％が日本は良いと言ってくれています。ところが日本人が日本を評価すると、43％の

人しか、自分の国は世界に良い貢献をしていると思っていない。こんな国は他にありま

せん。日本の過去の過ちは過ちとして正しく知り、その上で戦後 65 年に及ぶ現在迄の

行いを知り、不毛の自虐史観を捨て、自信を持って前向きに進みたいものです。 

ロシア、中国についても面白いことが分かります。ロシア、中国の 70％以上の人た

ちは自分の国が世界に対し良い貢献していると評価しています。ところが、世界の他国

の人たちはそうは考えていない。中国については他国の人は 41％しか中国を評価して

いない。ロシアについても 30％の人々しか貢献しているとは思っていない。両国とも

愛国心の強いモラルの高い国ではありますが、目下のところ、あなた方が考えているほ

ど世界の人々はあなた方の国を評価してはいませんよと言うことでありましょう。 

 

 

２．７ 国別ノーベル賞受賞者 

 

それから、ノーベル賞は西欧の白人社会の出来事として設けられたものでしょうが、

いつの間にか東洋の片隅の小さな国日本が世界で８番目に多いノーベル賞受賞者を輩

出しています。世界の人々が物理学、化学あるいは文学等々などの様々な領域で日本が

貢献していることを認めてくれている証しであります。 
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３．これからの日本の物作り 

 

３．１ 日本工業立国の基本 

 

敗戦により日本は全てを失った、そして 60 年後、世界第 2 位の経済大国となった、

しかし、バブル経済崩壊後の経済の低迷、政治品質の低下による国内の混乱が引き続い

ている日本、と何度も言いました。主として物作りの面からこれから日本がどの様に考

え進んで行ったらよいのか考えてみたいと思います。 

石油・石炭・鉱石などの天然資源は少ない、しかし、勤勉、誠実、優秀な人材に恵ま

れ、豊かな水資源、十分な耕作地と森林を持ち、周囲を海に囲まれ豊富な海洋資源を持

つ･･･等々を考えれば、日本の依って立つべき基盤は、やはり新しい技術開発とそれに

よる物作りにあると思います。工業、農業、水産業、林業、全ての領域で日本の優れた

物作りが世界に向けて発信される事にあると思います。工業製品に加えて今日では日本

の安全で美味な農産物、水の生産技術等も世界で注目を集めています。日本のやるべき

事はまず第一に先端技術の開発です。それから国内消費のための生産、それから今後も

海外輸出のための国内生産も暫く続くでしょうが、それは次第に少なくなる筈です。ど

の国でも消費する国が現地生産を望むからです。 

特にアジアの途上国は全て全部日本のような国になりたいと思っていると考えても

良いと思います。資源のない小さな国が戦争に負けて全てを失い、それで 60 年の努力

を経てあれだけの国になった。どの国も日本のような国になりたいと考えていると思い

ます。安い労働賃金で単純物作り作業に甘んじていようとか、日本製品の市場に甘んじ

ていようと思ってはいません。30 年前、中国に合弁会社を作って以来の付き合いから

つくづくそう思うようになりました。もし自分が相手側の立場にあれば当然そう考える

とも思いました。彼等はいつか高度な技術を持って日本のような製品を作って世界に輸

出して豊かになろうと考えています。嘗て日本がアメリカのように豊かになろうと考え

努力したことと同じです。 

 

その様な国に接するとき、その国は日本製品のマーケット即ち顧客であり、或いは製

造を委託すべき協力者であるかも知れませんが、こと新製品の研究・開発に関しては常

に競争相手だと考えなければなりません。 
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かつて日本はアメリカからいろいろなものを導入した、教えても貰ったと同様に与え

るべきは与える事は必要ですが、最先端技術は与えないということも大事です。たとえ

ば新幹線などは良い例だと思います。新幹線の車両技術そのものもさることながら運行

に関わるシステム・ソフトウェアは一朝一夕でできるものではありません。相手がどう

要求しようとも現在簡単に出すべき時期にはないと思います。もし私が当事者であれば、

技術の中味をそのまま提供することは絶対にしない、完成されたソフトウェア商品とし

て販売はするが、中身は絶対に「解読されない工夫」を施す･･･その様な判断を下した

と思います。途上国とのビジネスをすれば、しばしばこの様な事態に遭遇しますが、目

先の利益に囚われる事無く、内部技術情報を含めた販売は出来ないことを明確にした契

約を結ぶことが大切であると思います。 

 

３．２ ＧＤＰから見た日本の物作りの重要性 

 

GDP を見ると、1980 年から 2008 年までで、製造業が 28.0％から 19.9％に下がってい

ます。金融・保険業は５％程度での横ばいです。人間の生活の中で物を作ったり売った

り流通させたりする仕事が実業であり、その実業を円滑に進めるための補助的な仕事が、

本来金融業であると私は考えています。ここに止まって本業に勤しんでくれれば何も問

題はないのですが、最近の金融・証券業では金融商品なるものを開発し、その売買が本

来の金融業務より遙かに多くなってきたと聞きます。2008 年にはリーマンブラザース

社がサブプライム住宅ローンなるハイリスクハイリターンの金融商品を売り出し、それ

がもとで同社は破綻しました。これが世界の経済に大きな悪影響を与えました。リーマ

ン社が破綻するだけなら構わないのですが、その事によって世界経済が正常に運行され

ていくための諸指標のバランスが崩れ、世界経済に甚大な悪影響を与えるのは困ったこ

とです。真面目な実業からなる実体経済は必ずしも悪くなくとも、一部の虚業に携わる

人の行いによって実体経済が乱されるとは全く苦々しいことです。 
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前表の経済活動別国内生産を敢えて実業と虚業に纏めた表がこのスライドでありま

す。狭義の製造業は 30 年の間に 28％から 19．9％に減りました。農林水産・水産、鉱

業およびこれらの事業に必至な卸・小売業、運輸通信など所謂実業と目される活動は

2008 年においても 84．6％あります。金融保険業は 5．8％です。日本の経済活動が世

界で後れをとったのは物作りに固執したからである、日本のような先進国は今後金融事

業を中心に生きていかなければ発展は望めない、と言った意見もありますが、私はそう

は思いません。工業・農業・水産業・林業において世界の最先端技術を駆使した物作り

が日本の基礎であると考えます。 

 

 

３．３ 日本に残された先端技術製品 

 

では、日本はこれから何を作ればよいのか。最近の韓国、中国の電気・電子製品のデ

ザイン、品質は著しく向上し、価格は日本製より遙かに安いので苦しいという声をよく

聞きます。停まっていれば追いつかれるのは当然です。私たちの生きていく道は技術の

世界で常に半歩先を行く以外にないのです。そして先端技術・製品は常に現在の技術・

製品の先、延長線上にあります。 

例えば最近、液晶は韓国、台湾の価格に敵わないから撤退すると言った話しをしばし

ば耳にします。無条件に撤退するとしたらそれは誤りです。情報・通信あるいは他の多

くの機器にとって表示機能は欠くことの出来ない必須機能です。つい数年前までコンピ

ュータ系の表示機能はブラウン管で実現されていました。それが液晶、プラズマディス

プレーに取って代わられ、更にこれから有機ＥＬに替わっていくかもしれません。ＴＶ

も同様です。表示機能用機器が不要になると言うことは絶対にありません。需要は増え

る一方です。ただ、それが未来永劫に液晶でなければならないと言うことはないのです。

必ずもっと優れた素子が出ます。機能・性能・価格において優れた素子が必ず出ます。

それは現在の苦しい液晶事業の継続の中からでしか生まれないのです。次世代の優れた

表示素子の見通しのないまま液晶から撤退することは表示装置事業を捨てることを意

味します。液晶の事業を続けながら、次の表示素子の研究開発を続け、その実現のめど
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を付け、それから素早く撤退するのです。「勝てないから撤退する」という事を続けれ

ば 10 年後、その企業の作る製品は全て無くなり、その企業は消滅します。 

現在でも、高級な鉄鋼材料、自動車、建設機械、鉄道関連機器と運行システム、水資

源システム、高性能の半導体などは日本の持つ先端技術製品です。そして超小型の電子

部品は日本の独壇場であります。そしてそれを利用したカメラ、テレビ、通信機、コン

ピュータ、スーパーコンピュータもまだまだ日本優位の製品です。特に最近の高速μプ

ロセッサ、GPS、Bluetooth などに関わる特定機能集積回路などには注目すべきです。

新製品開発時の大きな武器となります。 

私は専門家ではありませんが農業について一言触れさせていただきたいと思います。

日本農業の技術革新・品種改良技術は素晴らしいものだと利用者の立場から常日頃感嘆

しています。米、林檎、柑橘類、梨、柿、葡萄、桜桃、苺等々の品質は 20 年前のそれ

に較べて格段に向上しているように思えます。TV でもアジアの富裕層が好んでこれら

を求めると報道されています。将来の外貨獲得産業になっていく可能性を秘めていると

感じています。それから現在の世界の人口問題から推し量ると近い将来、幾らお金を積

んでも食べ物を売って貰えない時代が来ると考えざるを得ません。品種改良技術革新と

同時に食料自給率 100％計画を講じていただきたいものです。田圃を荒れ地にしてお米

を作らなければお金を上げますとか、農家の損は戸別に保証しますとか言うのはどう考

えても変です。国家 30年の計として腰を据えしっかり農業問題に取り組んでいただき

たいものです。 

 

３．４ 技術は変化・進歩・発展の連続 

 

「技術が変化する、それに伴い事業が変化する」という例は枚挙にいとまがありませ

ん。一般的な話しでは分かり難くなりますので自分の経験してきた事例を以て話を進め

させていただきます。 

昭和 40 年代は国産汎用大型コンピュータ開発競争時代でした。半導体、自動車は既

に日本を支える重要な産業に成長していました。では次は何だ?コンピュータだと言う

ことになり、当時の通産省からも大きな支援を得て国産 6社はその開発に取り組みまし

た。私はＮ社の汎用大型コンピュータ開発・事業に技術者として加わりました。 

昭和 43 年（1968 年）にスタートし、7 年後の昭和 50 年（1975 年）に発売開始とな

りました。スタート時における開発要員約 300人、勿論売上げはゼロでした。20年後、
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1995年がほぼ最盛期で売上げ 9000億円、技術、生産関連要員約 7000人の事業に成長

していました。今後もこのまま安定成長を続けるものと考えていたのですが、事態は急

変しました。 

従来の大型汎用コンピュータはもはや不要だというのです。今日で言うパソコン、サ

ーバで遙かに低価格で従来のコンピュータシステムを置き換えることが出来るという

考えが台頭してきたのです。パソコンが個人用の小型コンピュータとして急成長し始め

た時代です。汎用大型コンピュータはそのコンピュータに合わせて LSI（大規模集積回

路）を新規設計・開発します。機種ごとの個別開発と低生産量であることから、極めて

高価なものとなります。一方、パソコンで使われている主要 LSIは汎用の既製品です。

米国 Intel社のμプロセッサが殆ど独擅場状態でした。莫大な量産効果により価格は安

く、単純に性能だけの比較をすれば同じ性能のパソコンが大型汎用コンピュータの価格

の 1/50 作れると言うことになります。1 億円の汎用大型コンピュータと同じ事が 200

万円のパソコン（サーバ）で出来ると言うことです。当時はまだパソコンの能力も低い

し、ソフトウェアの継承性の問題もあり、自動車を乗り換えるように直ちに変わること

はない、ある程度の時間は掛かると判断しましたが、技術の大きな流れの中で変えてい

かなければならないと決断しました。こう言うと簡単ですが問題は続発です。価格がほ

ぼ 1/50になるというのなら 9000億円の売上げは 180 億円になってしまうのか、雇用

を守るどころではないではないか・・・・結果は 13 年を要し売上げは 6000 億円、従

業員 5000人の事業として、当然製品内容はかなり変化しましたが、当時とほぼ同一の

目的を持つ事業として継続されています。2000 人の従業員の多くは開発技術者からシ

ステムエンジニアに転向しました。売上げが 1/50 にはならず 6000 億円で済んでいる

のは用途を拡大し販路を広げたからです。コンピュータ通信網の主要機器として、この

新しいタイプのコンピュータ／サーバを利用していただいているからです。 

この様な変化は日常の仕事を通して当然予測は出来たことでしたが、日常の仕事にか

まけ真剣にその対応を考えることを怠っていたことが反省として残っています。もし 2

年早く対応を真剣に考えていたら、この変化を積極的に捕らえ事業を更に拡大できたか

もしれないという想いが残ります。しかし、もし技術とニーズの変化を見ずに従来型汎

用コンピュータの中で努力を続けていたらこの事業は必ず消滅していたに違いありま

せん。  
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当時、自分だけが大変化に遭遇したと思っていたのですが、後になって技術の歴史の

中でこんな事は常にあることと気がつき、その不明を恥じています。 

例えば、ブラウン管（CRT・Cathode Ray Tube）のテレビは約 50 年続きました。その

後に液晶テレビ移行しています。この事業を担当していた人々はそれは大変なご苦労を

されたはずです。 

それから自動車には 110 年間、一世紀以上ガソリンエンジンが使われてきました。そ

れが現在ガソリンエンジンと電気モータの併用／ハイブリッドシステム、あるいは

100％電気自動車に変わりつつある時代を迎えています。この事業に関係している技術

者、経営者の皆さんもさぞかし大変な思いをされていることと思います。 

それからいま話題になっている新聞、雑誌、書籍も大変革の時期にさしかかっていま

す。さまざまな情報はインターネットで手早く入手できます。新聞は要らなくなると唱

える人もいます。本も本屋さんで買わずにダウンロードで買う様になるかも知れない。

グーテンベルグが印刷機を発明以来 500 年以上経っているのですが、発明時に匹敵する

程の活字文化大革命が起こりつつあります。私は紙の新聞や書籍が全部無くなるとも思

いません。それに加えて新しい利便性、サービスが生まれ、その過程で従来隆盛を誇っ

た事業が潰れ、新たな事業が生まれてくることも多くあると思います。大変期待の持て

る時代であると考えています。 

 

 

 

このようなことにつれて思い出すのは松尾芭蕉の「不易流行」と言う言葉です。「不

易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新ならず」。不変の真理を知らない

としっかりしませんよ。でも変化に敏感でないと新しい発見はありませんね、これを思

い出します。 

例を挙げてみましょう。変わっても良いもの、変わるべきものはまず技術です。技術

は当然進歩・変化します。それから会社の色々な制度。昔の年功序列という制度など今

は殆ど見られませんね。ビジネスのボーダレス化等もそうでしょう。 
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変えてはいけないもの、変わらないものを考えてみましょう。先程、技術は変わるべ

きものに挙げましたが、この技術は何のためにあるかという技術製品の目的は変わらな

いことが多い。例えばウォークマンという携帯用のオーディオ機器がありましたが、当

初はカセットテープという磁気テープが使われていました。現在はフラッシュメモリ

（USB メモリ）という電子的記憶部品に変わりました。カセットテープより遙かに小型

で軽く、消費電力は小さく、容量は大きく、信頼性の高いメモリに変わりました。 

この様に一旦ある製品が発明され事業化されると、その後、部品技術の進歩により軽

くなったり安くなったり、より便利になったりして、継続していくことが多いのです。      

ビジネスのボーダレスを変化すべきものに挙げましたが、それは国境を持つ国という概

念が無くなる事とは違います。国という概念は変わらぬものです。自国をしっかり守り

ながら他国とのビジネスを行う際のルールは共通化しようと言う今日であります。終身

雇用は日本の良い常識、変えなくても良いものと私は考えています。国際化は重要であ

るからと言って、何でも旧い日本の常識、ルールが誤りと思う必要はありません。米国

人でも素晴らしいルールだと褒めてくれた人が何人もいました。年功序列は良くないけ

れども、終身雇用は社員に安心を与え、企業に良い効果もたらします。国際化は避けら

れませんが、それに関係なく日本の良い常識、道徳、ルールは国際間ビジネスルールに

悖らない限り変えずに守っていくべきです。正直、勤勉、誠実、親切、礼儀正しい、親

孝行などなどは褒められることはあっても、国際化を阻害するものではありません。 

 

 

 

３．５ 変化への対応 

 

この製品をどの様な方向に持って行くか、次の新製品は何か･･･自分はそれをどの様

に決めてきたかを思い起こしながら話したいと思います。 

多くを常識と勘で決めてきたと感じています。長い間、ある技術、仕事に携わってい

れば殆ど自然に世界の動向、競争相手の状況等々が身体に染み着いてくる、それが専門

家としての常識であると思っています。すると選ぶべき道が幾つか浮かんでくる、暫く
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放って置いて行きつ戻りつしている、そして最後の決め手は勘です。いい加減な言い方

のようですがそうとしか言えません。そこまでの仕事は一人でやるべき事だと思います。

人に相談しても答えはくれません、予めの結論を持たず会議をしても結論は出ません。 

やるべき事を決めておいて、結論を自分で出して決めておいて、そしてどうすべきか全

く白紙の状態から会議を始めるのです。大勢の専門家の集まりです。よい意見が沢山出

ます、自分の考えの足らざるを補う意見も沢山出ます。これらを整理し、会議の結論と

し、方向を決めてきた、その様なやり方をとってきた、と自分は考えています。 

ちょっと横道にそれますが、復興会議は防衛大学長の五百旗部真さんという人を座長

にして決めるというのですが、ああいうことで決まるのだろうか？ あれはもともと菅

直人総理大臣がこういうふうにしたいと思って、それをおくびにも出さずに、検討して

くれと会議に指示をする。総理大臣の考えにも欠けているところがあるかもしれません

から、復興会議の優れた有識者からの良い考えも取り入れ結論とする、しかし骨子はあ

くまでも菅直人総理大臣主のものそのものである、と言うことでないと駄目ではないで

すか。余計なことを言いました。 

最後は楽観主がいい。これでやる、諦めない、なんとかなる、そう思わないとやって

いかれません。幸い、私が生きている間は、この楽観主義でなんとかなってきました。

この先どうなるかわかりませんが、楽観主義イコール諦めないことであり、悪くはない

と今でも思っています。 

 

 

３．６ 新しい製品の生まれ方 

 

次に新しい製品の生まれ方について、別の観点から自分のやってきた情報・通信の領

域でお話ししたいと思います。 

テクノロジーと方式（アーキテクチャ）という分け方をしてみます。テクノロジーと

いうのは部品の開発技術と考えてください。材料の物性や組成の研究、半導体の高密度

化など基礎的な研究開発です。非常に長い時間を掛けての基礎的研究であることが多く、

成果を得るまでには長い期間と多額な費用を要します。何も成果が得られずに終わるこ

とも稀ではありません。 

例を挙げますと、４年前ドイツのピーター・グリュンベルグ博士、フランスのアルベ

ルト・フェルト博士は GMR（Giant Magnetic Resistance・巨大磁気抵抗）の効果とい
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うテーマでノーベル物理学賞を受賞されました。GMR 効果とは磁界がちょっと変わると

電気抵抗がグンと変わるという効果であります。この効果を利用した磁気ディスクヘッ

ドが実用化されたおかげで、コンピュータなどで使われている HDD（Hard Disk Drive・

磁気記憶装置）の記録密度が革命的に上がり大容量のディスク装置が実現されました。

インターネットで何かを問い合わせると世界中の情報を検索し答えを返してくる、その

おおもとのデータは超大容量の HDD の中に蓄えられているのです。基礎的で難しい研究

ですが、成功の暁に得られる事業的、社会的貢献は真に大きいものがあります。 

それから 2010 年には日本人の鈴木章博士と根岸英一博士がクロスカップリング（有

機物の有機合成）でノーベル化学賞を受賞されました。これにより高血圧治療薬、有機

EL の量産化などに大きな貢献をされています。 

また、Intel のμプロセッサは小さなチップの中に何百万の回路が入っており小型で

高速なコンピュータが実現されています。高密度化という基礎的な技術開発のおかげで

す。 

基礎的な研究から始めて実用的製品を開発し、それを事業として成功させることは非

常に難しいことです。多額の費用が必要ですし、時間も掛かる、しかも成功の確率も低

いので、かなりゆとりある企業でなければ実施できません。しかし、自分の居る技術の

領域がどの様な方向に進んでいるか、どの様な研究がなされているかを知ることは企業

の規模に拘わらず必要であります。その為には情報収集用アンテナを高くすることが必

要です。日頃の事業活動から同業他社、下請け企業の場合なら元請け企業、部品・材料

の発注企業からかなりの情報が得られる筈です。 

 

次に新しいアーキテクチャ・方式による新製品開発の方法についてお話しします。 

良い例かどうか疑問ですが、例を挙げて話してみます。現在パソコンで使われるプリ

ンタはインクジェット方式によるものが主流を占めています。このインクジェットによ

るプリンタヘッドは技術的に大変難しくプリンタ装置は世界的寡占事業であります。も

しインクジェット方式に代わる更に優れたプリンタヘッドを新たに開発しようとすれ

ばそれはテクノロジ開発となり先に述べたとおり多額の費用と時間が、そしてかなりの

失敗のリスクが伴います。 

そこで永年活字によるインパクトプリンタを作り事業として来た人が次のようなこ

とを考えたとします。「プリンタはインクジェットが主流であり、活字インパクトプリ
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ンタ作っても売れない、特許を買いインクジェットプリンタを作っても競争力はない、

したがってインクジェット特許を買い、インクジェットプリンタを作り、更にコピー

機・スキャナー・ファクシミリを組み、複合機とする、一台で何でもできることを特徴

とする装置にしよう」と考えたとします。この場合、この装置を新しいアーキテクチャ・

方式により生まれた新製品と言います。基礎的な研究開発に基づく新技術はなくとも、

既存技術、部品の寄せ集め、組み合わせであってもアイデアとして狙いが良ければ新製

品と呼ばれ、ヒットすることもあります。今の例がよいかどうかは別として、この様な

考えで作られヒットしているものも多くあります。 

現在は様々な半導体製品が部品として容易に手に入ります。たとえば汎用μプロセッ

サ、画像処理、GPS、Bluetooth（短距離無線）等の機能別専用 LSI が市販製品として容

易に手に入ります。これらの部品をゼロから作ろうとすれば大変なテクノロジー研究開

発から行わなければならないので大変です。しかし、これらの部品を利用して、ある目

的を持った装置・機器を開発することは、それ程高度な技術を必要とするものではあり

ません。 

最近電気量販店に行くと『旅ナビ』と呼ばれる機器を見かけます。どこかへ出かける

とき道案内をさせるための機械でしょう。何種類もありましたが、いずれも私の知らな

いメーカ製でした。多分それ程規模の大きくないメーカが市販部品を集めて新装置とし

て開発したものと思われます。その様なことが出来る時代であるのです。 

敢えて言えば今世界中で大ヒットしている Apples 社の iPhone、iPad 等も Apple 社自

身が開発した独自部品はほとんど無いと思われます。Apple 社のスティーブ・ジョブス

という思い入れの強い優れた技術者兼社長が存在して市販のμプロセッサ、市販の液晶、

市販の画像処理 LSI 等々を利用する装置設計を行い、そしてこの装置を使って『この様

なことが出来る』様にした Apple 社独自のソフトウェアを開発した、それで iPhone、

iPad を完成させたのだと思います。 

極端な言い方ですが、こういうものを作りたいと思えば誰でも出来る、市販部品の購

入とそれを利用した装置設計とそれから独自のソフトウェアを開発すれは誰でも新し

い機器の開発が出来る時代なのです。そして日本にとって大切な常に最先端を半歩先ん

じて走る事は先程来申し上げている部品、様々な部品の領域で常にトップである事が重

要なのです。 
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４．ソフトウェアについて 

 

４．１ 三種類のソフトウェア 

 

電子機器に限らず最近の多くの工業製品にはμプロセッサーが搭載され、そしてそれ

を利用するための組込ソフトウェアが入っています。そのおかげでソフトウェアの活躍

範囲がずっと広がりましたので、ソフトウェアの目的別区分をしておきます。大雑把な

区分ですがソフトウェア目的別に３種類あります。 

１番目は企業運営の補助・効率化の為に設置されたコンピュータを使うためのソフト

ウェアです。給与計算のためのソフトウェアを思い浮かべれば簡単です。給与計算は算

盤でも出来ますが、コンピュータの方が遙かに早いと言う利点があります。そしてこれ

を更にコンピュータ無しでは実現不可能という業務の開拓へと発展していきます。生産

工場に於ける生産管理、銀行での小口料金振込業務、鉄道・航空機の座席予約などへと

進み、企業経営の合理化、顧客へのサービス向上を実現し、間接的に企業業績の向上を

導きます。 

しかし、このソフトウェアはそれを使っている企業にとってはあくまでもコストです。

開発に要した費用、あるいは購入した費用というコストでしかありません。そのソフト

ウェアを販売して幾らの利益が得られたと言う商品として扱いは受けません。ソフトウ

ェアそのものがビジネスになるということではなくて、あくまでもビジネスを間接的に

助け企業業績を向上させることがその特長です。 

次のソフトウェアはそれ自身が工業製品として販売され利益が得られるソフトウェ

アです。米国 Microsoft 社のパソンコン用 OS Windows や Oracle 社のデータベース関

連ソフトウェアが有名です。これらのソフトウェアは莫大な数が使われていますから一

件当たりの開発原価は著しく低いものとなります。狭義の製造はＣＤのコピーですから

ほんのわずかなものです。開発原価の殆どは技術者の人件費となります。通常 3～5 年

に一度の新製品出荷が行われますが、その為の開発作業は以前のソフトウェアへの追加

改良で行われますから、その開発費はそう多いものではありません。一言で言えば、売

上げに対し、極めて高い利益が得られる事業と言えます。これら企業のアニュアルレポ

ートが明らかにその事実を示しています。 

皆様が多分ソフトウェア会社と思われている Google 社という彗星の様に現れた米国

企業があります。Google 社のソフトウェアはこの企業の経営上の主役であることにお

いては Microsoft、Oracle と変わりありませんが、また違った意味を持っています。

Google 社は自分達が作ったソフトウェアを売る事はしません。無料で使わせます。

Google のあるソフトウェアを使うと結果は利用者の表示装置に出てきます。その表示

内容には利用者への『答え』の他に『広告』が出てきます。つまり Google 社は広告を

出した企業から収入を得ている「新しい広告代理店」なのです。 

それから Facebook 社、Twitter 社などが新たな旋風を巻き起こしていますがこれら

は情報通信システムの中に加入者のみに依る閉じたコミュニティーを提供するという

企業です。会員同士が通信していると勝手な広告が表示されてきます。この場合加入者

は無料であり Facebook 社、Twitter 社は広告を出した企業から収入を得ています。つ

まり Google と同様広告代理店です。Amazon、楽天、グルナビなどはソフトウェアの開

発・販売はしませんがやはりソフトウェアが主役の企業です。Amazon は通信販売、は
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じめからインターネットで書籍を販売する企業としてスタートしています。楽天は通信

販売のためのコンピュータ上の店舗の大家さんと言って良いでしょう。グルナビはパソ

コン、携帯電話での飲食店検索紹介を行い登録している飲食店から収入を得ています。 

企業経営の助けにはなるが、コストとしか見なされない時代から、ソフトウェアその

ものが売上げを産む、利益を得る時代へと変化していることが分かります。 

３番目は組込みソフトウェアです。先程も申し上げましたが、最近は電子機器に限ら

ず多くの工業製品にμプロセッサが搭載され、組込ソフトウェアが埋め込まれ、機能の

向上、設計・製造の簡易化、原価低減等々に貢献しています。信号をデジタル化して高

速処理することで、従来のハードウェアによる処理をソフトウェア化してコストダウン

を図る。 

例えば、現在のデジタルＴＶには主要な部品としてワンチップチューナと呼ばれる

LSIが使われています。現在のＴＶ受像機は昔のそれに較べて著しく部品の数が少ない、

したがって故障が少ない、製造が簡単、軽い、消費電力が少ない、価格が安い等々の利

点が出てくるのです。 

それから携帯電話も同様です。携帯電話機は重さ 500 グラム以上、携帯できないこと

は無いけれどもポケットに入れてもどうも工合が悪い、そんな時代から存在したのです

が普及はしませんでした。現在は無線のベースバンド処理に至るまでμプロセッサーで

行われ、立派なコンピュータ機能を持ち、更には GPS 機能が取り込まれたものもありま

す。高速のμプロセッサーと組込ソフトウェアが小型軽量化と多くのサービス機能の提

供を実現しています。 

電気炊飯器という極めて日常的な機器に搭載されたμプロセッサを見てみましょう。

美味しいご飯を炊くには初めチョロチョロ中パッパと表現される様な火力の調整が必

要であるというのであれば、その様にμプロセッサが温度を制御します。 

それから現在の高級乗用車には 70～80 個以上のμプロセッサが使われています。そ

して高級車ではスリップを防止する ABS（Antilock Braking System）という機能を実

現しています。スリップ検出機器が出す信号によって、いかなるハンドル・ブレーキ操

作をすればよいかをμプロセッサーが素早く計算し、ハンドル・ブレーキの自動操作を

行うアクチュエータに動作指示を出す仕掛けです。従来から自動車が備えている機器・

装置では実現できなかった新しい機能を実現し付加価値を高める手段としてμプロセ

ッサが使われています。 
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４．２ ソフトウェア企業の海外流失問題 

 

製造関連企業の海外流出が問題視されることがありますが、それはある程度やむを得

ないことです。海外へ出て行く主な理由は、安い労働賃金により製造コストを下げるた

めです。相手の国、多くの場合、発展途上国ですが、いつまでも日本から工業製品を買

いたいとは思っていません。自国の会社・工場・労働力で生産したものを内需として国

内で消費したい、他国にも輸出したい、更には自国の技術を向上させ、純国産製品を作

り国内で消費し輸出もしたい、つまり日本の様になりたいと考えているのですから輸出

をしたいのならその国で生産することはある程度やむを得ないことです。 

日本に生産工場が在る方が日本国税収の観点から良いには決まっていますが、共に栄

える為にはやむを得ないことです。ある種の企業は日本から海外へ出て行く、そして外

国企業が自然と日本に集まる、その様な環境にすることが必要です。つまり日本が高度

な先端技術開発に優れている、日本で高度な研究・開発・試作を行うことが得であると

思って貰えるように科学と技術の水準を上げること、税制面でも優遇される環境を整え

ることが必要であると思います。バランスのとれた長持ちする国際化とはその様なもの

ではないかと思います。 

ところが少々我慢のならない流出もあります。ソフトウェア、特に組込みソフトウェ

アです。ニーズが急速に増大したことやソフトウェアの開発業務そのものが高度な知的

労働力集約的性質を持っているので多くの人材を必要とすることおよび低コスト化の

必要性がその理由です。 

組込ソフトウェアの海外移転は装置設計そのもの、中核技術の流出に他なりません。

もう暫く日本に止めておくべき重要な技術であると思います。どうすればよいかを考え

てみたいと思います。 

日本には各地域に優れ人が多く散在している、あるいは知的好奇心を満足させる適切

な仕事さえあれば地方に戻りたいと考えている人も多くいます。そして都道府県には少

なくとも一つ以上の旧国立大学があります。各地方の主な産業は農業、酪農業、水産業、

林業、観光業、そして大企業の生産工場などが主なものですが、これに当てはまらない

先端技術に触れたいと考える人材もいるのです。そしてソフトウェアの開発はロケーシ

ョンフリーです。総作業量の 30％程度は場所を一つとした共同作業が必要ですが、残

り 70％はお互いに何処でやっても構わない共同作業です。例えば、自動車の組立工場

のように一ヶ所に大きな工場を造り、そこに人が集まり流れ作業的に仕事をする必要は

ありません。インターネットで情報交換できる設備さえあれば自宅にいる者同士でも共

同作業する事が出来ます。ただ目下のところ日本のソフトウェア業の70％以上が東京、

神奈川に集中しています。ここに集中するソフトウェア開発業務、その発注者と地域に

散在する人材を結びつけることが出来ればソフトウェアの海外流出は相当程度避ける

ことが出来る、その可能性がある、地域の活性化にも貢献できる、その様に思います。

そう考え実践しつつあるのが次の地域活性化ソフトウェア企業モデルです。 
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４．３ 地域活性化ソフトウェア企業モデル 

 

図の真ん中にあるのが架空の『＊＊＊ソフトウェア開発協同組合』です。その構成実

態は図の下の方にあるもともとその地域にある既存のソフトウェア企業や個人企業者

です。これを取り巻く集団、組織としてまず発注者の企業集団があり、それから NPO ソ

フトウェア開発経験者集団、私もその一員ですが、と地元大学があります。NPO の役割

は、①関東地方に集中するソフトウェア開発業務を探すこと②それを受注するためのプ

ロポーザルを作成すること③＊＊＊ソフト開発協同組合に属する人に発注する事④受

注後の作業プロジェクト管理を行うこと⑤完成されたソフトウェアの品質保証行うこ

とです。但しこれら NPO の役割は「＊＊＊ソフトウェア開発協同組合」が十分経験を積

み、これらの仕事が全て自身で遂行出来る迄のものです。現在地元の大学とは何の連携

も持っていませんが適切な学部の適切な研究テーマを通じて繋がりを持つことは有効
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であろうと考えています。 

これを長野県のある町で実験的実践を試みようとしています。その町の人口は 3 万人

弱。農業、酪農、観光、精密機器の製造業を主な産業とし、年間予算 60 億円を持つ風

光明媚な町です。 

町長の考えは補助金に頼る事なく町外からもっと『外貨』を得る必要がある、前述の

産業の枠にははまらない優れた人材が多いので、それに適した産業を起こしたいと言う

ことでした。 

現在、大企業の工場誘致は難しい状況にあります。そこでこの地域活性化ソフトウェ

ア企業化モデルを提案したのです。この町の人々の平均年収程度の収入を想定し、この

地域でソフトウェア開発の仕事が出来れば、そのコストは日本の企業が中国のソフトウ

ェア企業に支払うものと同程度となります。コスト面で中国を選ぶ理由はなくなります。  

スタート時点では関東地方にある企業からのソフトウェア開発受託から始まります。し

たがって、それ程付加価値の高いものではなく、この町で 30 人の人がこの仕事に携わ

る事になっても町の GDP は 1．2～1．5 億円程度増えるだけです。 

しかし、最終的な狙いはここにあるのではありません。ソフトウェアの事業環境は今

日画然と変わっています。インターネット、パソコン、スマートフォンなどの出現から

特にその傾向は顕著です。個人、あるいは数人が考え作った物が大量に使われ、大きな

事業となった例が数多く現れています。Microsoft 社、Google 社、Facebook 社、Twitter

社などは世界的に有名な極端な成功例ですが、身近なところでも、小振りではあります

が、沢山の成功例が現れているのです。比較的手軽に始められる受託開発業からはじめ、

技術を身につけ事業環境に慣れ、そして自前の付加価値の高い製品を生み出すことが本

当の狙いです。この実現は地域を問いませんし、それ程大勢の人間も必要としません。

技術を身につけた少数の感性の高い人達の集まりがあれば良いのです。 

小さな試みから始めますが、この様なサイトが日本全国に 1000 ヶ所出来たとしたら日

本の先端技術を担う地域、人材がそれだけ増えることになります。そして無用な技術の

海外流出を防ぎ、補助金に頼らない希望の持てる豊かな地方が増える事となります。 

 

以上で私の話を終わります。ご清聴、ありがとうございました。 

（拍手）（了） 

（文責：北野正和） 
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