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県立中央テクノスクール
産業人材育成の中核施設として、
徳島、鳴門の両テクノスクールを統
合して本年4月に開校を予定して
おり、昨年11月には在職者訓練棟
およびろうきんホール（多目的ホー
ル）の先行供用を開始した。
【写真左】
県立中央テクノスクールの全景。
右下に見えるのは徳島経済産業
会館

【写真下】
先行共用開始記念式典の様子
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03 2013年の経済を展望する
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公益財団法人 とくしま産業振興機構
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04　　　　座談会「徳島の企業の進む方向」
新春特集
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　新年明けましておめでとうございます。
　皆様には、ご健勝のことと心からお慶び申し上げます。
　さて、昨年の日本経済は、電力不足による節電対策や、外交問題に端を発した中国での不買運動など、試練の
一年となりました。本県経済も、年前半に一部で復興需要に伴う増産など明るい兆しが見られたものの、後半
に入り輸出関連などを中心に減速傾向となりました。
　このような中、当機構においては、4月に新築オープンした徳島経済産業会館への移転を契機としてロゴ
マークを制定し、役職員一同気持ちをひとつにして業務を遂行するとともに、機構ホームページや企業情報と
くしまのリニューアル、阿波の輝く企業リストの構築など、新たな取組みにもチャレンジしてまいりました。
　さらには、徳島経済産業会館におけるワンストップサービス機能向上のため、当機構が事務局となり、入居8
団体による「総合支援連携会議」を設置し、徳島経済産業会館ポータルサイトの開設や各団体所属専門家・コー
ディネーター情報の共有などの取り組みを行って参りました。また、各団体の若手職員による研究会を立ち上
げ、職員の資質向上や団体間の交流推進にも寄与してまいりました。
　本年、当機構は、昭和58年に徳島県中小企業振興公社として発足してから30年の節目を迎えます。また、皆様
にご愛読いただいているこの「企業情報とくしま」も、本年7月号をもって、創刊30周年となる360号を発行する
予定でございます。
　人間で30歳というと、而立、独り立ちの年齢でございます。県や関係機関と密接な連携を保ちながら、当機構
の5つの支援分野である、資金調達、地域経済の活性化、創業・経営革新・経営基盤強化、情報の収集・提供およ
び情報化促進、技術開発・研究開発の各分野について、さらに充実した支援体制を構築し、がんばる中小企業
の総合的な応援拠点として、本県経済の発展に寄与していく所存でございます。
　謹んで、皆様のご健勝と今後ますますのご繁栄を祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

年頭のごあいさつ

公益財団法人とくしま産業振興機構　
理事長  福 田   哲 也

とくしま産業振興機構の
ロゴマークについて

　下から上への広がりは、「支援」という言
葉をイメージさせ、様々な企業が支援を受け
て大きくなり、それが積み重なって産業の活
性化につながっていく様子を表しています。
　また、この5つの翼は、当機構の行う5つの
支援分野を意味しています。
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新年明けましておめでとうござ
います。

旧年中は、私どもの金融政策や
業務運営について、深いご理解と
ご協力を賜り、心よりお礼申し上
げます。本年も、どうぞよろしく
お願いします。

日本経済の現状と
見通し
2012 年のわが国経済を振り返り

ますと、年の前半は復興需要など
内需に支えられ、景気は全体とし
て持ち直しに向かいました。

しかしながら、夏場以降、海外
経済は減速した状態がやや強まり、
その影響が堅調に推移してきた内
需にも一部及び始めていることか
ら、景気は弱含みとなって年を越
すこととなりました。

2013 年のわが国の景気は、当面、
横ばい圏内の動きにとどまるとみ
られますが、国内需要が全体とし
て底堅さを維持し、海外経済が減
速した状態から次第に脱していく
につれて、緩やかな回復経路に復
していくと考えています。

徳島経済の現状と
見通し
県内の景気に目を転じますと、

県内の鉱工業生産は、夏場以降の
海外経済の減速などを受け一部に
幾分弱めの動きがみられるものの、
一年を通じて高い水準で推移しま
した。もっとも、秋口以降、エコカー
補助金の終了などから乗用車販売
が減少したほか、雇用・所得環境

は足踏み状態となっています。
こうしたことから、県内景気は

全体としてみると、一部に幾分弱
めの動きがみられるものの持ち直
し基調にあるとみています。

2013 年の県内景気を展望する上
で、ポイントとなるのは、国内需要
が全体として底堅さを維持すること
ができるか、そして海外経済がいつ
改善の方向に向かうのか、と考えて
います。国内需要の底堅さが維持さ
れている間に海外経済の改善がみえ
てくれば、県内景気は、持ち直し基
調が改めて確認できるようになって
くるとみています。

もちろん、こうした景気の先行
きについては、欧州債務問題、内
外の政府債務問題、中国経済の動
向など、大きな不確実性がありま
す。こうした難しい局面において
は、生じうる様々なリスクに留意
していかなければなりません。

しかし、一方で、過度の悲観論
に陥ることなく、わが国の強みに
も目を向けながら、しっかりとし
た中長期展望を持って事業を推進
することが何よりも大切なことで
はないかと思います。

徳島経済の課題と
強さ
昨年 7 月に徳島に赴任して以来、

多くの方にお会いしてお話を伺い
ました。その中で、当地の課題と
してよく挙げられていたのは、全
国にさきがけた高齢化・人口減少
の進展への対応、市街地中心街の
再活性化、若年者雇用の創出、南
海トラフ巨大地震をはじめとする

災害への備え、などです。
一方で、海の幸・山の幸に恵ま

れた豊かな自然に惹かれ、当地に
オフィスを構えた県外企業の方の
話もうかがいました。

さらに、赴任直後に出会った「阿
波踊り」をはじめ、全国初の 2 度
目の開催となった「国民文化祭・
と く し ま 2012」、「 と く し ま マ ル
シェ」、「マチ☆アソビ」など、多
くのイベントでの活気には目を見
張るものがありました。

これから春にかけて開催される
「徳島マラソン」「徳島 LED アート
フェスティバル 2013」をこの目で
見ることができるのを楽しみにし
ています。もちろん、徳島ボルティ
ス、徳島インディゴソックスの応
援も続けます。

高齢化・人口減少をはじめとす
る当地の課題への対応は、もちろ
ん簡単なことではありません。

しかし、豊かな自然環境、住み
やすさに加え、阿波踊りなどでみ
られる地元の方々の熱気・活気は、
全国のどこにも負けない徳島の強
みだと思います。徳島のよさに誇
りと自信を持ちながら、一方でそ
れに安住せず、当地の課題克服に
取り組む一年であることを願いた
いと思います。

2013年の経済を展望する
日本銀行徳島事務所長　佐々木 雅浩
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玉有  今回の座談会のテーマは「徳
島の企業の進む方向」です。徳島の
企業のよい点、伸ばしていったらよ
い点、また、企業活動の基盤になっ
ている地域としての可能性や強み、
県外の視点からの印象などのお話を
いただけたらと思います。

それではまず、田村さんから徳島
の経済の現状についてお願いしま
す。

田村　徳島の経済は、緩やかに景気
が回復していたのが、最近はやや一
服感が見られますが、県内の個人消
費はまだ底堅いです。例えば、自動
車は、エコカー補助金が9月で終わ
り、売れゆきは前年に比べ減ってい
ますが、そのうち軽自動車は新車効

果もあって、それほど落ち込んでい
ません。旅行需要は、中国とか韓国
むけの旅行は減りましたが、トータ
ルでは円高もあり、好調に推移して
います。

設備投資は、そこそこあります
し、最近はメガソーラー関連の投資
も出てきております。輸出や部品関
連の生産は、海外需要の減少に円高
もあって落ちる傾向が少し出ていま
すが、県内の公共工事は、防災関連、
ダム関連中心に、上向きです。

有効求人倍率は、昨年の 3 月は
0.94 でしたが、最近は少し落ちてき
ています。

玉有　次に、他地域で勤務された経
験からご覧になって、徳島の企業の
優れている点や、伸ばしたり改善し
たらよい点などについてお話頂けま
すか。

岡本　まず、徳島の企業の評価すべ
き点ですが、国内でのトップシェ
ア、オンリーワン企業や徳島から発
信できる企業が多いと思います。ま
た、製造業は専業あるいは分業化が
進んでおり、各企業さんの技術力の
集積が他県と比べると相当レベルが
高い印象を受けます。

もう一つ、徳島は、女性の社長が
全国一多いというデータがあります
が、経営者はバイタリティもありま
すし、ベンチャー的観点の企業の取
組みは他県に比べても見劣りしない

と思います。
一方、財務面では、自己資本比率

が全国平均に比較すると若干低いよ
うです。また、デフレが続いていま
すので、収益力は長期的には減少傾
向です。粗利益率はほぼ全国並みで
すが、いわゆる販売費、一般管理費、
人件費は、この 10 年間くらい相当
削減されているんでしょうけど、ほ
ぼ限界に来ている状況かなと思いま
す。売上減少をコスト削減でまかな
うのは、こういった環境下では難し
いのかなと思います。

例えば、今後２～３年以内の海外
展開の意欲は全国に比べて 10 ポイ
ント低いようです。そういった観点
からも財務面の課題克服にあたって
県外あるいは海外の事業展開は今後
の一つの視点になってくると思いま
す。

土岐　阿波商人の気概はすばらしい
ものがあると思いますね。徳島は歴
史的に米という自給自足的な作物で
なく、藍、塩、和三盆とか、外に売
らなくてはいけなかった産業が中心
でした。しかも、対象となるマーケッ
トとして中心となる大阪は多分世界
でも一番厳しい市場で、そこにもの
を売っていくという姿勢は、徳島の
企業の経営者のストロングポイント
ですね。

一方、計画とか計数面の経営は、
PDCA ※ 1 サイクルの徹底など、も
う一歩進んでもらいたいと感じる企

～「徳島の企業の進む方向」～
　本県の経済情勢は電力需給の厳しさやデフレ、円高の影響、さらに欧州経済の減速や日中関係の悪
化などにより、不透明感が増しています。こうした中、県外勤務の経験のある方を中心に集まってい
ただき、本県経済の持つ可能性、徳島の企業の進む方向などについて意見交換していただきました。

～「徳島の企業の進む方向」～
　本県の経済情勢は電力需給の厳しさやデフレ、円高の影響、さらに欧州経済の減速や日中関係の悪
化などにより、不透明感が増しています。こうした中、県外勤務の経験のある方を中心に集まってい
ただき、本県経済の持つ可能性、徳島の企業の進む方向などについて意見交換していただきました。

徳島文理大学	 教授	 玉有	　繁氏

徳島経済研究所	 専務理事	 田村	耕一氏		

商工組合中央金庫	 徳島支店長	 岡本	泰一郎氏			

日本政策金融公庫	 徳島支店長	 土岐	則昭氏					

玉有氏　�徳島県出身。前職は県職員。県の
長期計画の策定やシンクタンク
など企画部門の経験豊富。

※1　PDCAサイクル　  サイクルを構成する次の4段階の頭文字をつなげたもの。1周したら最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、継続的に業務改善する。
Plan（計画）Do（実行）Check（点検）Act（改善）
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業もあり、改善してもらいたいと思
います。

田村　堅実な経営を行っている企業
は多いですね。ただ、県内は人口が
減っていくなかで、先を考えて、ど
う対応していくかが弱いのではない
でしょうか。

もっと県外へ出ていく必要があり
ますし、グローバル的には世界に出
ていくチャレンジ精神が四国の中で
も最近は弱いんじゃないかと思いま
す。

玉有　打って出るという阿波商人の
企業精神は伝えられているが、海外
ビジネスが少し積極性に欠けるとい
うご意見が多いようです。

これからの可能性とか、強みとか、
徳島に赴任して強い印象を受けられ
たようなことはいかがでしょうか。

岡本　徳島の企業は、ほんとにギリ
ギリまで考えられ、堅実で、慎重
な経営をされている方が多いんです
ね。短期的な業績を追いかけるので
はなく、長期的なスパンで安定的に
成長していきたい、そういうふうな
視点でやっていらっしゃる企業さん
が多いと感じます。

また、今ある技術、商品にアクセ
ントを付けていってニーズに対応し
ている企業さんは、いろんな業種に
かかわらず、革新的な発想をぶれな
いでやっていると感じる機会も多い
です。

先ほど田村さんもおっしゃってい
ましたが、パイが縮小していく中で
インターネットをはじめ新しいチャ
ンネルの活用や、県内だけでなく海
外に出て行くことも、積極的に考え
ていいんじゃないかと思っておりま
す。

玉有　徳島の企業の堅実な経営が多
く見られる中で、革新的な発想する
企業もある。海外、県外に出ていく
べきということですね。

経営資源、あるいは活かすべき地
域資源といったものは、徳島ではど
んなものがあるとお気づきでしょう
か。

岡本　地域資源というと、農業分野
で六次産業※2的な話も出ています
が、販売力に限界を感じていて、な
かなか県外に発信できないという状
況があります。例えば、関東でも阿
波踊りは有名ですが、まだまだ阿波
＝徳島だという認識は低いのが現実
ですね。認知度を上げる、発信力を
高める必要があるのでは。

土岐　海外への進出企業は少ないで
すね。お隣の香川県に比べて徳島は
桁が一つ少ない。徳島はもっと打っ
て出ていい。

地域資源の可能性についてです
が、今年の夏に、日本再生戦略を政
府が出しましたね。グリーン（環境）、
ライフ（健康医療）、農林漁業、中
小企業の 4 分野が最重点です。これ
が全部あるのは徳島だけです。全部
揃っている地域は全国的にあまりな
い。

時代のフォロー、つまり「天の時」
で 4 つとも徳島にはある。また、橋

の開通後、関西に近いことがありま
して、「地の利」がいいですね。

孟子は「天の時は地の利に如か
ず、地の利は人の和に如かず」と言
っています。つまり「天の時」より

「地の利」が上です。「地の利」より
「人の和」です。「人の和」はどうい
う連携をつくるのかが非常に大事で
す。人口が少ないというお話でした
が、若者はアニメ、マチアソビであ
れだけ集まってくる。

地域起こしでよく言われる県外者
に対するアプローチができつつある
のでは。

田村　人口減少のままでは経済は縮
んでいくので、対応するためには、
1つは、強みをもっと伸ばすこと。
LEDやリチウムイオン電池の世界
最先端の工場もあるし、太陽光など
自然エネルギー関連のビジネスの動
きも出始めています。それを徳島の
地域全体で活用して、日本全体のモ
デルとなるような省エネの社会を実
現するんだという目標を掲げ、それ
に向かって、行政も企業も地域の住
民も力を結集していくことが重要だ
と思います。

もう 1 つの強みは農業です。ビジ
ネスとしていかに定着させていく

岡本氏　�広島県出身。大阪、東京、島根の各
本支店で勤務。徳島には2011年
8月から勤務。

土岐氏　�東京都出身。大阪支店を振り出しに
新潟から熊本まで勤務。徳島には2
年7ヵ月前から勤務。

※2　六次産業　 農業、水産業は産業分類では第一次産業に分類されている。六次産業は農畜産物、水産物の生産だけでなく、加工（第二次産業）、流通、販
売（第三次産業）にも農業者が関わることによって農業を活性化させようというもの。
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～「徳島の企業の進む方向」～～「徳島の企業の進む方向」～

か、そのきっかけになればと、とく
しまマルシェを提案しました。マル
シェの出店者は非常に販売意欲があ
るんですね。ただし、農業をビジネ
スとして成功へ導くためには行政も
金融機関もサポートする、という全
体としての取り組みが必要です。

徳島は観光資源はいっぱいあるの
で、県外に徳島を売り込んでいっ
て徳島でお金を使ってもらう。観光
というキーワードは、サービス業と
か、いろんな産業に波及効果がある
ので、徳島にいかに観光客を呼び込
むかに力を注ぐことが必要ですね。

最後に徳島は高齢化が進んでいる
ので、シルバービジネスへの取り
組みについて、私の所ではそれを今
色んな分野で調査しています。全体
としては対応しないといけないと思
っていながら、まだ具体的に乗り出
していないところが多いのが現状で
す。

以上のことを着実にやっていけ
ば、まだまだ徳島の経済は期待でき
ます。

玉有　人のパワーを結集すること。
クリエイティブな人を地域に呼び
込むことの大切さについてお話をい
ただきました。また、個別企業は優

れた技術を持っているので、それを
相互に繋げていく。そして徳島の強
みを伸ばし、弱みを克服していくべ
き、とのお話をいただきました。

最後は、座談会のテーマでありま
す「これからの徳島の企業の進む方
向」について、それぞれで取組まれ
ている支援策も含めて、希望の見え
る、可能性の見えるお話を頂戴でき
たらと思います。

岡本　商工中金としては、政府の新
成長戦略等を踏まえて創設した「成
長戦略総合支援プログラム」が目標
の3年間5千億の融資規模達成が視野
に入ってまいりましたが、この制度
を環境・エネルギー関連、LED等
先端分野関連、医療・健康関連です
ね、こういった戦略分野における成
長に取組む企業の支援に向けて、ま
すます展開を進めていきたいと考え
ております。

また、海外展開をサポートさせて
いただく意味では、24 年 9 月には、
これまでの香港、上海に加えてバン
コクに事務所を設けまして、ジェト
ロさんや中小機構さん等と連携し海
外銀行とも業務提携していまして、
企業さんに金融面のみならず現地法
人設立に関する情報提供等のサポー
トをさせていただいています。

3 点目は企業連携支援です。販路
拡大等、県外への進出にあたっての
企業さんのご紹介等を積極的にして
いきます。

土岐　地域資源は活用しないと、産
業も儲からないし、雇用も増えず、
人も減り続けます。日本政策金融公

庫としては徳島県内の地域活性化プ
ロジェクトを「国民生活事業」「農
林水産事業」「中小企業事業」の３
事業の力を合わせて応援していきた
いと思っています。

海外展開は、空洞化じゃなくて、
打って出たからこそ、地元での雇用
を維持できたという例があります。
今後も、海外展開に対する支援もや
っていきます。

田村  徳島経済研究所としては、成
長が見込まれる分野を中心に調査研
究を進めていって、企業や団体の取
組をご紹介するとか参考にしていた
だけるような情報発信をしていきま
す。

それと同時に、とくしまマルシェ
をできるだけ深堀りしていき継続発
展できるようにしていきます。また、
全国、特に首都圏に発信していきた
いですし、マルシェ自体をブランド
化していきたいとも思っています。

それから LED アートフェスティ
バルですが、単なるイルミネーショ
ンじゃなく、現代アート作品という
のがコンセプトですので、これをき
っかけに、いろんなアーティストが
企業と組み、LED の新しい活用や
新商品ができたらいいなと思ってい
ます。

玉有  海外展開イコール空洞化では
ない。国内の雇用も守れるし、生
産も伸びていくという話でした。ま
た、徳島マルシェやLEDアートフ
ェスティバルも次のステージに取り
組まれるとのことでした。

最後に、新年にあたり、徳島の企

田村氏　�香川県出身。現職は９年目。前職
は日本銀行勤務で徳島事務所長
の経験有り。

座談会の様子。左から、土岐氏、岡本氏、玉有氏、田村氏
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業の関係者に向けて一言ずついただ
きたいと思います。

岡本　自分自身のキャッチフレーズ
としまして3つのCがあります。ま
ずは、チェンジのC。企業を取り巻
く環境が変化し、価値観も変わって
きています。そういった変化をどう
とらえるか、その時に出てくるのが
チャンスのC。リスクはあるが、3
つめのC であるチャレンジをしてほ
しい。変化が激しい時代ですが、積
極的に機会を捉えてチャレンジして
いってほしいと思います。

土岐　徳島というのは、非常にいい

玉有　みなさんに共通しているのは
変化を前向きにとらえチャレンジし
ていくということ、外に向けての挑
戦、ということですね。そのために
は、徳島のよいところをのばしてい
くということ。

また、今年は干支で言うと巳の年
ですが巳の年は、激動の年のようで
す。

大きく変化する一年になりそうで
すが変化を恐れずに、みなさんの話
にもあったようにリスクをとってチ
ャレンジをしていくのがこれからの
徳島の企業の進む方向ではないかと
いうご意見をいただきました。

ありがとうございました。

地域資源がありますので、ビジネス
チャンスに是非結び付けて頂きたい
と思います。

やはり舞台というのは大事です
ね。舞台から先に作って人は後から
ついてくる、というようなことをや
るといわゆる箱モノで終わります。
しかしよい地域資源があるところで
舞台装置を作る、人の和を作るのは
非常に重要な取組であると思いま
す。

田村  みなさん方と同じく、時代を
先取りしたチャレンジをということ
につきると思います。

藍染め、和三盆、すだちと徳島名
産は、わたしたち県外居住者にもき
わめて身近だ。けっしてお世辞では
ない。また大塚グループや日亜化学
などいくつかの超有名企業も、日本
中知らぬ者はいないだろう。

それだけでなく、その業界で著名
な企業が何社もある。私の住む集合
住宅の玄関ドアも徳島県に本社を置
く企業の製品だ。その表示はドアの
上にひっそりと、小さくある。そん
な奥ゆかしさのある優秀な製品が徳
島県には多い、と考えるのは筆者だ
けだろうか。

筆者は足かけ 20 年ほど徳島県で
何らかの関係があった。しかし、昨
年驚いたのは、中学の卒業旅行時、
夜間、大阪から四国に船で上陸した

した面があるのではないか。
現在では、海外から医療関係での

訪問受入を強化していると聞く。他
の多くの面でも、このようなアピー
ルを国内外にしたり、お客さまを招
き、製品を知らしめるように県全体
や産業界全体でする必要があるので
はないだろうか。日本国内の人口は
すでに減り始めており、国内需要だ
けを見込む業界には大きな発展は期
待できないだろう。

有名な「無名」では困る。徳島「ブ
ランド」をさらに強化して、すでに
ある、そして今後に生まれる新たな
る優秀な徳島ブランドを日本中にそ
して世界中に広めることが問われて
いるといえる。

のが小松島港であり、すぐ訪れた大
歩危・小歩危が徳島県であったのを、
当時の資料から「発見」したときだ。
つまり筆者の四国体験は徳島県に始
まり、その歴史は 40 年にもなるの
だ。ひょっとすると四国以外の居住
者にとっての「徳島」は、愉しい旅
の訪問先であるのかもしれない。か
つての四国八十八カ所めぐりのよう
な。

現実の徳島県は技術に優れ、また
優秀な人材を持ち、豊かな海産・農
産品に恵まれる場所である。このよ
うな強みを日本の他の都道府県だけ
でなく、世界に発信することにこそ、
真価が発揮されるのではないか。逆
に、確かに各種の強みに恵まれるが
ゆえに、外に打って出ることを躊躇

一般社団法人�中部産業連盟
常勤理事コンサルティング事業部長��

福山　穣「徳島は、強みを活かしきっているか」

　このたびの特集企画「徳島の企業の進む方向」編纂に際して、
当機構が実施している、とくしま経営塾「平成長久館」人財育成
事業における研修の企画をはじめ、長年ご指導をいただいている
中部産業連盟の福山穣氏から、徳島県内の企業に向けてメッセー
ジをいただきました。
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蛍光体メーカーとして創業
当社は、創業者の小川信雄氏（故

人）が設立した共同医薬研究所を母
体に、ランプ用蛍光材料であるリン
酸カルシウムの製造、販売を目的と
して 1956 年に設立された。

1960 年代には蛍光灯用蛍光体の
製造を開始、さらに 1970 年代には
テレビブラウン管用蛍光体や X 線
増感紙などに事業領域を拡大して
いった。中でも、カラーテレビ向け
のブラウン管用蛍光体は世界シェア
50％を占めるなど、主力事業として
1970 年代後半から 1980 年代におけ
る当社の原動力となってきた。

生産拠点の拡大

国内の拠点は、1979 年の東京事
業所開設を手始めに、1983 年には
大阪営業所、1997 年には名古屋営
業所と営業体制の整備を進めてき
た。また、1986 年には本社に研究
棟を設け、“Ever Researching for a 
Brighter World”（「光明一途」）を
経営方針に研究開発を進めている。
海外展開も 1987 年に台湾、1988 年
にアメリカ、1989 年にマレーシア
と相次いで子会社を設立し、1990
年以降はドイツ、オランダ、中国、
シンガポール、香港、韓国、タイ、
インド、ロシア、オーストラリアと

積極的な拠点開設を進めている。

青色・白色 LED の開発

急成長のきっかけとなったのが、
1993 年に開発された青色発光ダイ
オード（LED）である。高輝度の
青色 LED は研究者の長年の夢であ
り、窒化ガリウム（GaN）をベース
に世界で初めてその実用化に成功し
た。さらに 1996 年には、青色 LED
と長年当社が培ってきた蛍光体技術
を組み合わせ、白色 LED を開発し
た。当社にとって、この白色 LED
の開発と事業化が成長の起爆剤と
なった。

LEDの特長

LED は、電球や蛍光灯と比べ、
低消費電力・長寿命・小型という特
長を持つ。電力消費量は電球の 5 分
の 1 ～ 10 分の 1 程度である一方、
耐久時間は電球の 10 ～ 100 倍にも
なる。また、構造が簡単なため、大
量生産によって安価に作ることがで
き、小型・軽量なことから衝撃に強
く、故障の発生する頻度も低い。

LEDの利用分野の広がり

LED はこのような優れた特長か
ら、信号機、電球や蛍光灯に代わ

る次世代照明、液晶
ディスプレイのバッ
クライト、車載用の
光源などとして用途
が広がっている。

信号機としては、
1994 年 に 日 本 初 の
LED 信号機が徳島
県警本部前に設置さ
れたのを皮切りに順
次整備が進み、現在
では多くの信号機が
LED 化されている。

LED は 電 球 と は
異なり、LED から出る光そのもの
が赤、青、緑などの色になっている
ため、LED 信号機は従来の電球を
使用したもののようにカラーレンズ
を使う必要がなく、朝日や西日が当
たっても疑似点灯しないため、視認
性が高く、事故の危険性を減らすこ
とができる。また、長寿命であるこ
とから耐久性に優れており、メンテ
ナンスも容易である。

照明としては、電力不足が問題と
なって以降、低消費電力という特長
が大いに注目され、白熱電球からの
置き換えが急速に進んだ。照明が長
時間使われるスーパーやコンビニ 
エンスストアでも採用が広がり、発
熱が少ないことから冷蔵・冷凍食品
のショーケース用照明としても注目
されている。また、長寿命であるこ
とから、普段のメンテナンスが難し
い工場などの高天井の空間でも、水
銀灯などの置き換えとして採用が始
まっている。

液晶ディスプレイ用バックライ

日亜化学工業株式会社 LEDが照らし出す未来の光

豊かな自然に囲まれた本社工場

LED 信号機。電球を使用したものと比べ、
明るく鮮やかに発光する
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を光源に使ったレーザーテレビや
レーザープロジェクターなどへの
応用が期待されている。

さらなる飛躍に向けて

当社では、2015 年における LED
生産量の年間目標を 500 億個とし
ており、目標に向けて工場の増設
や人員の増強を進めている。2011
年、12 年 に 相 次 い で 本 社 工 場 の
LED チップ生産設備を増設したほ
か、2013 年には辰巳工場で新たな
LED パッケージ生産設備が稼働す
る予定だ。

研究開発体制についても、さらな
る充実を図る。LED チップ、LED
パッケージの開発や、装置開発、材
料開発などに 1,000 名を超えるス
タッフが携わっている。LED の開
発においては、発光効率の向上が大
きな課題となっており、緑色 LD や
紫外線 LED の高出力化など、より
技術的難易度の高い分野に注力して
いる。

岸明人常務は、「発光効率の高い、
環境に優しい商品を開発して世界に
広めたい、そして、徳島県の雇用を
守りたい」と力を込めた。

に使用されたのをはじめ、
室内灯やターンシグナル、
スモールランプとしても
活用されるようになり、
2007 年 に は 当 社 が 大 手
車載用照明器具メーカー
と共同開発した世界初の
LED ヘッドランプが、高
級乗用車に採用された。
LED ヘッドランプは、燃
費を重視するハイブリッ
ド車などへの採用が増え
ているほか、小型で従来
のヘッドランプよりデザ
インの自由度が増すこと
から、今後徐々に採用例
が増えていくものと思わ
れる。

レーザーダイオードの開発

当社では青色 LED で培った技
術を活かして、青紫色レーザーダ
イオード（LD）の研究開発にも注
力してきた。レーザー光とは、単
一波長の光が同一方向に集まった
もので、長距離を拡散せずに進む、
非常に小さな一点に収束させるこ
とができるといった特性を持つ。

この特性を利用して、CD は赤外
線レーザー、DVD は赤色レーザー
をディスクの表面に当て、記録面
の微細な突起（ビット）を読み取っ
ているが、記録される情報がより
高密度となる次世代光ディスクの
開発にあたっては、より波長の短
いレーザー光が必要とされていた。
それが、青紫色 LD の開発により
可能となり、ブルーレイディスク

（BD）などの開発につながった。
当社ではさらに研究開発を進め、

昨年 11 月には高出力緑色 LD の開
発に成功した。緑色は従来高出力
化が困難とされており、出力が 1W
を越える製品は今回が初となる。
光の 3 原色である赤・青・緑の LD
がそろったことから、レーザー光

トとしても、急速に LED の採用が
進んでいる。液晶は自ら発光しな
いため、テレビやパソコン、携帯
電話などで主流となっている透過
型液晶の場合、文字や画像の表示
には液晶の背面に光源（バックラ
イト）が必要となる。従来は CCFL

（冷陰極管）が光源として広く使わ
れてきたが、消費電力や発熱の問
題があり、小型機器への採用が難
しかった。それらの問題が、白色
LED によって解決し、1990 年代末
以降、デジタルカメラや携帯電話
など、液晶画面を搭載した小型機
器が一気に普及することとなった。 
　LED をバックライトに用いるこ
とで、消費電力が大幅に低くなり、
省スペースであることからノートパ
ソコンや液晶テレビの薄型化に役
立っているほか、バックライトの明
るさや明滅スピードをコントロール
することで、従来液晶の弱点とされ
ていたコントラストの低さや残像感
を払拭したものなど、LED ならで
はの特性を生かした製品も出てきて
いる。

車載用としては、テールランプ

企業DATA

常務取締役

岸 明人

会社概要
●会社名：日亜化学工業株式会社
●代表者：小川 英治
●所在地：阿南市上中町岡 491 番地
●電話番号：0884-22-2311
●ＦＡＸ：0884-21-0148
●創　業：1956 年（昭和 31 年）
●資本金：467 億 4,144 万 1 千円
●従業員：8,300 名
●ＵＲＬ：http://www.nichia.co.jp/

高級乗用車に採用された LEDヘッドランプ

まばゆい光を放つ白色 LED

徳島の 企 業
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徳島・鳴門テクノスクールを
統合
　県立テクノスクールは、学校を卒
業して就職を目指す若者や、新しい
職業に挑戦する方が技能・技術を修
得する職業訓練校であり、現在、徳
島、鳴門、阿南、西部の４つのテク
ノスクールがあります。本年 4月に
徳島と鳴門のテクノスクールを統合
し、徳島市南末広町に「中央テクノ
スクール」が開校します。
　また、阿南テクノスクールは「南
部テクノスクール」に校名を変更し
ます。これで、県中央部、県南部、
県西部のそれぞれのエリアにテクノ
スクールが配置され、地域に根ざ
した人材育成を図るとともに、中で
も、「中央テクノスクール」は人材
育成の支援拠点としての役割を担い
ます。

産業人材育成の場
としての機能の向上
　中央テクノスクールには、先行供
用した「在職者訓練棟」と「ろうきん

ホール」のほか、「本館」、「機械技
術科棟」、「金属技術科棟」、「木工技
術科棟」、「電気環境システム科」、「理
容科・美容科棟」があり、本年 4月
からの開校に向け準備を進めてい
ます。
　耐震性の確保のほか、安全面を考
慮した実習スペースの確保、新しい
技術にも対応できる機器類の設置な
どを図ることにより、訓練生の技術
力向上に取り組みます。
　これまで、ものづくり関係の中小
企業や各種業種別組合の皆さんか
ら、「従業員に実技訓練や研修を行
いたいが、会場や設備が不足してい
る」などの理由から、テクノスクー
ル施設の利用についての要望があっ
たものの、徳島・鳴門テクノスクー
ルでは、施設状況（スペースの確保、
安全面、機器等）から、お応えする
ことができない状況でした。
　今回、中央テクノスクールにおい
て「多目的ホール」や「在職者訓練棟」
を整備したことにより、「中小企業
の産業人材育成の場」として安価で
様々な教育訓練等に利用できる施設
を提供できるようになりました。

昨年11月に一部先行供用
　昨年の 11月 11日には、産業界の
皆さんに一日も早く利用いただくた
め、「在職者訓練棟」と「ろうきんホー
ル」（多目的ホール）を先行供用し、
隣接する経済・金融支援機能を持つ
徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）
と連携を密にし、職業訓練校として
だけでなく、産業人材の育成支援拠
点としての機能を発揮します。
　11月をオープニング月間と位置付
け、まずは、先行供用した「在職者
訓練棟」と「ろうきんホール」にお
いて、経済界・技能関係団体と連携
し、「とくしま技能フェア２０１２」

「農商工連携マッチングフェア」「工
業系就職ガイダンス」「テクノフロ
ンティア講座」などを開催しました。

産業界との連携

　これまで、職業訓練の充実や就職
等の分野において産業界との連携を
図ってきましたが、「中央テクノス
クールの新設」と隣接する「徳島経
済産業会館」の建設を絶好の機会と

徳島県商工労働部	産業人材育成センター

徳島県立中央テクノスクール　今春開校
～産業人材の育成に向けて～

ろうきんホール
講演形式の場合、定員は 300 人。
大型スクリーンや音響機器なども
備えている。

在職者訓練棟
ものづくりの実習が行える「実習室」と
定員約 30 人の「教室」を設けている。

座席のレイアウト
は、教室形式や講演
形式など目的に応じ
て自由に変更可能。

実習室内には訓練に
使用できるクレーンを
設置。
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今後の取り組み
教育訓練情報の集約・提供など

「徳島県経済産業会館」と有機的に
連携し、産業界のご意見をいただき
ながら今後、県内企業の皆さんが求
めるこのような「人材育成」や「職
業訓練」などのニーズをしっかりと
受け止めながら本県「ものづくり企
業」の成長・発展の「原動力」とな
る実践的な「頑張る中小企業の総合
応援拠点」として各種事業に取り組
んで参ります。

して捉え、産業人材育成の充実強化
をより具体化していくため、新たに
県と産業界が連携して取り組んでい
く「体制整備」を図りました。

●平成２４年２月２日 
「産業人材育成に関する支援協定書」
を締結（県及び徳島県商工会議所連
合会ほか計１０団体の間で締結）、
●平成２４年５月２８日 

「産業人材育成支援会議」を設置（協
定締結団体・関係行政機関ほか計
１２団体）

　この協定の締結及び先行供用後の
イベント・会議等の開催を通じて、
産業人材育成に関する各種情報の共
有化や情報収集・提供などが強化さ
れるなど、連携強化が目に見える形
で実現しました。

　また、就職に関する情報収集・交
換も容易となり、テクノスクール訓
練生への就職相談をはじめ、産業界
と共同した就職相談会の実施など、
就職率アップへの取り組みの充実が
図られました。

知事挨拶でサミットⅡ開幕

〈とくしま技能フェア２０１２〉
子どもから大人まで約1,000人の皆さまに、ものづくりを体感してもらい、興味や関心を深めていただいた。

産業界
フロンティア講座の実施
　・産業界が講師派遣
　　（産業界の最新情報の修得）

在職者訓練の実施
　・提案型訓練の計画及び提供
　・オーダーメイド型訓練のコーディネート

環境講座の実施
　・産業界が講師派遣
　　（環境問題の基礎知識の修得）

技術研修のコーディネート
　・訓練カリキュラムの相談及び計画

複合訓練の実施
　・産業界のニーズ把握
複数の訓練科のメニューを
組み合わせたより実践的な
技術の修得

教育訓練情報の提供
　（指導者、講座、検定試験、教材等）

在職者訓練棟の利用
　・在職者訓練
　・技能検定学科、実技試験
　・教育訓練（座学、実技）

合同企業説明会
　・訓練生のための企業紹介

ろうきんホール（多目的ホールの利用）
　・講演会、研修会、イベント等

テクノスクール

●時代や産業界のニーズに応じた
「職場における実践力」を身
につけた訓練生の育成

●中小企業等の中堅・若手従業
員に対する資格取得や技能力
向上に繋がる「在職者訓練」
の実施

●「多目的ホール」及び「在
職者訓練棟」を活用した企業
内における人材育成の支援
など

●産業人材育成に関する各種連
携事業の企画や実施（講演会・
研修会・技能振興イベント等
の企画・実施など）

➡

➡
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　去る 11 月 17 日（土）に、徳島県、
徳島県教育委員会及び（公財）とく
しま産業振興機構の主催により、徳
島県教育会館において「とくしま
スーパーサイエンスフォーラム」を
開催いたしました。
　県では、オンリーワン・サイエン
ステクノ立県の実現を目指す「徳島
県科学技術振興計画」を平成 20 年
12 月に策定し、産学官の様々な主
体の参画のもと、科学技術の振興を
推進しており、特に、徳島ならでは
の「強み」を伸ばし、科学技術を
育む領域として「ヘルステクノロ
ジー」、「LED テクノロジー」、「フー
ドテクノロジー」、「エネルギーテク
ノロジー」の 4 つの分野を戦略的推
進分野と位置付け、「LED バレイ構
想」や「健康・医療クラスター構想」
など産業集積を形成するための取組
を推進しています。
　このフォーラムでは、第 1 部とし
て、2000 年にノーベル化学賞を受
賞された白川英樹筑波大学名誉教授
をお招きしてのご講演と、第 2 部と
して、飯泉徳島県知事を座長として、
前述した「4 つの戦略的推進分野」
でご活躍されている方々をお招きし
てそれぞれの分野について語ってい
ただくパネルディスカッションを実
施いたしました。
　当日は、あいにくの荒天でしたが、
約 430 名の老若男女の聴講者に御来
場いただきました。
　会場には、11 月 3 日に開催され
た「科学の甲子園　徳島県大会」で

優秀な成績を収められた高校生チー
ムのみなさん約 40 名にも参加して
いただき、白川先生やパネリストの
方々と活発な意見交換も行われ、徳
島県の次代を担う若者達にとって非
常に良い刺激となったと思います。

�
◆特別講演
「私の歩んだ道 ~導電
性高分子研究の34年を
振り返って~」

　第 1 部では、特別講演として、白
川先生に「私の歩んだ道 ~ 導電性
高分子研究の 34 年を振り返って ~」
と題してお話をいただきました。

子どものころ好きだっ
たこと、学んだこと

　白川先生は、小学校の高学年から
中学生になる頃は、昆虫採集と植物
採集に夢中になっていたそうです。

「ファーブル昆虫記」を読み、自分
の身近にどのくらいの昆虫がいるか
を調べてみたくなり集め始めまし
た。
　先生にとって、昆虫採集の楽しさ
は、自然と親しみ、自然のカラクリ
を知る最初の一歩であり、子どもの
頃の「実物を見る」・「本物で学ぶ」・

「自然に学ぶ」ということが、後の

研究生活にとっての基礎となりまし
た。

導電性高分子研究
　もともとの白川先生の研究は、電
気が通るプラスチックを作るとい
うものではなく、アセチレンからポ
リアセチレンを作るというものでし
た。
　このポリアセチレンは非常に扱い
づらい物質でしたが、研究の過程で、
使用する触媒を 1000 倍の濃さのも
のを使用するという失敗をしてしま
い、さらに、偶然も重なったことか
ら、膜状の扱いやすい状態を作り出
すことに成功しました。このことに
より、研究は思いの外順調に進み、
所期の目的を短時間のうちに果たし
てしまったそうです。
　そうして、次の段階をいろいろ模
索するうち、後にノーベル賞を共同
受賞することになる学者との出会い
もあり、アメリカでの共同研究の成
果として、金属とほとんど変わらな
い電気伝導度をもつ高分子を完成す
ることとなりました。

筑波大学　白川英樹名誉教授

紹 介
主催／徳島県　徳島県教育委員会　公益財団法人とくしま産業振興機構
共催／独立行政法人科学技術振興機構
後援　徳島大学　鳴門教育大学　徳島文理大学　四国大学　阿南工業高等専門学校

とくしまスーパーサイエンスフォーラム

知事あいさつ

第　1　部
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セレンディピティー
　セレンディピティーとは、偶然や
失敗を素晴らしい発明や発見に導く
能力を意味します。白川先生の場合
も、本来はしてはならない「失敗」
から導電性高分子の発明へと繋がり
ました。 
　白川先生は、ジョセフ・ヘンリー
という物理学者の言葉を引用され
て、「偉大な発見の種はいつでも私
たちの周りを漂っている。しかしそ
れが根を下ろすのはそれを待ち構え
ている心にだけである」として、「学
んだだけではそれは知識であって知
性ではない」と述べられました。
　この「失敗」は偶然が元になりま
すが、どうすればその偶然に多く出
会えるかというと、偶然には二種類
あって、「やってくる偶然」と「迎
えに行く偶然」があるそうです。
　「やってくる偶然」というのは、
たまたま道でつまずいて転んだとい
うようなまったく予期しないことで
あり、「迎えに行く偶然」というのは、
何事にも積極的な行動に出た結果に
訪れるものだということです。でき
るだけ多くのことを学ぶ、多くの経
験をする、何にでも興味を抱く、こ

ういうことを積極的に努力し、その
努力を怠らないことによって、色々
な偶然を出迎えるきっかけになると
いうわけです。

◆高校生から白川先生
への質問タイム

　高校生から白川先生に熱心に質問
がされましたので、紹介します。

Q. 研究者に最も必要な資質とは何
ですか ?
A. 好奇心。何にでも興味を持つ、
どうしてなのかということを考える
ことが大切。

Q. 人口の少ない日本はどうすれば
世界の科学技術のイニシアチブを握
れますか ?
A. 日本は平均的な学力・知力は、
他の国、特にアジアの他の国よりは、
相当高い所にあるが、抜きん出てい
る人をさらに伸ばすという点では遅
れをとっている。
　ただ、スーパーサイエンスハイス
クールという重点的に科学技術・理
科・数学教育を行う制度が出来て、
10 年ほどになっており、これから

成果が出てくると思っている。そん
なに悲観することはない。

Q. 座右の銘は何ですか ?
A. 何でも知ろうという好奇心。

Q. 研究する上で心掛けていたこと、
行き詰まった時の解決法は何です
か ?
A. 徹底的にこだわること、簡単に
は投げてしまわないこと。順調に
行っている内は、実は得る物はあま
り無い。むしろ壁にぶつかって、乗
り越えるために考える過程でいろん
な事が生まれてくる。行き詰まった
時の解決法は、何か一つ自分の好き
なことを作っておくこと。研究ばか
りしているのではなく、別の好きな
ことをしていると気分転換になり、
違った角度からの発見がある。

Q. 学生時代にどのような勉強をど
れくらいされていましたか ?
A. 好きなこと以外、あまり勉強は
しなかった。テストも理科と数学以
外は全滅状態。

Q. 自然エネルギーではどのような
ものに注目されていますか ?
A. 小水力発電や潮流発電、地熱発
電などが、なるべく環境を損なわな
い形でできるといい。また、太陽光
発電や風力発電で間欠的発電も無視
出来ないが、これを補うバッテリー
も重要。大容量で大規模な効率の良
い電池が出来ればいいと思う。

熱心に質問を
する高校生と
それに答える
白川先生

ノーベル賞メダル　“自然 ” の女神のベールを “科学 ” の女神が捲っている
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◆パネルディスカッション
「未来に活かす徳島の科
学技術」

　第 2 部では、飯泉知事を座長とし
て、徳島県で進めている 4 つの戦略
的推進分野でご活躍されている方々
から、それぞれの分野での取組状
況、今後求められる科学技術とその
活用、科学技術を志す若者達に期待
することについて語っていただきま
した。 

それぞれの分野での
取組状況

　まず、「ヘルステクノロジー」分
野から、徳島大学の野地澄晴理事（研
究担当）副学長に、糖尿病の恐ろし
さ、世界と徳島県の現状、「世界レ
ベルの糖尿病研究開発臨床拠点」を
目指す「徳島　健康・医療クラス
ター」の取組における新しいテクノ
ロジー研究などについて説明してい
ただきました。
　次に、「LED テクノロジー」分野
から、日亜化学工業株式会社の向井
孝志取締役第二部門開発本部本部長
に、LED の仕組み、現在活用され
ている分野について、これからの可
能性、他の分野とのコラボレーショ
ンの可能性などについて説明してい
ただきました。
　「エネルギーテクノロジー」分野
からは、三洋電機株式会社エナジー
社の渡邊庄一郎セル技術総括に、エ
ネルギー分野の必需品であり世界最
大の生産工場が徳島にあるリチウム

イオン電池などについて説明してい
ただきました。
　「フードテクノロジー」分野から
は、阪東食品の阪東高英代表者に、
スダチ・ユズ・ユコウの有機栽培、
加工食品の製造、搾りかすから堆肥
を製造しての再利用、国内のみなら
ず海外に向けての販売まで実施して
いることなどについて説明していた
だきました。

今後求められる科学技
術とその活用

　野地理事（研究担当）副学長か
ら、遺伝子情報の編集に関する技術
と医療技術の組合せによる糖尿病の
治癒の研究やさらに食料問題、エネ
ルギー問題の解決などの可能性につ
いて説明がありました。

　向井取締役第二部門開発本部本部
長からは、異分野の技術との融合や
情報交換による新技術の創出が必要
であり、現在の夢としては、LED
の電気エネルギーから光エネルギー
への変換効率が 50%とまだまだ低
く、これを 60%にすることだという
説明がありました。

　渡邊セル技術総括から、リチウム
イオン電池をいかに長持ちさせてい
くのか、瞬時にもしくは知らないう
ちに充電できる電池の開発、電池の
価格を下げることについて説明があ
りました。
　阪東代表者から、ICT を活用した
農業の生産現場の状況、ユズの種か
らユズの香りと味のするモヤシを作
るといった意外性のある農業につい
て説明がありました。

日亜化学工業株式会社　向井孝志取締役
第二部門開発本部本部長

徳島大学 野地澄晴理事（研究担当）
副学長

飯泉 “座長 ”

第　2　部
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科学技術を志す若者へ
の期待

　野地理事（研究担当）副学長から
は、才能の有る無しは後から考えて、
まず壮大な夢を描いて欲しい、そ
してその夢を実現するために「科学
と技術」という魔法の杖を手に入れ
ることだというお話をいただきまし
た。
　向井取締役第二部門開発本部本部
長からは、科学において何か発見し
たりとか何かの性能を飛躍的に改善
できたりすると非常にうれしい気持
ちになる。ただ、科学では、クイズ
と違って答えや正解がないかもしれ
ないが、逆にそういう何が起こるか
分からないところで何かを達成でき
た時の気持ちは、クイズとは比べも
のにはならないというお話をいただ
きました。
　渡邊セル技術総括からは、今のリ
チウムイオン電池は 20 年前からす
るととんでもない性能を実現してい
るが、一つ一つ色んな事の積み重ね
で出来るようになっており、今現在
出来ないと思っていることでも、20
年後にはきっと出来るとチャレンジ
するパワーを持って躊躇せずぶつ
かって欲しいというお話をいただき
ました。

　次に、阪東代表者から、体験する
環境とチャンスがあれば失敗を恐れ
ずやってみる、失敗したとしてもその
経験の繰り返しで次のステップに行
けるというお話をいただきました。

◆高校生からパネリス
トへの質問タイム

　高校生からパネリストの方々に熱
心に質問されましたので、紹介しま
す。

Q. 科学を技術にして、さらに技術
を産業に繋げるための取組みやアイ
ディアはどのようなものがあります
か ?
A. 科学と技術と産業で、一番難し
いのが産業。産業というのは、売る
側も買う側も得をしたという感覚ま
で持って行かなくてはならない。物
を安く作るというのはすごく難し
い。技術を積み上げる方法と世界中
のお客さんの声を聴いて実現する方
法の両面のアプローチが必要。

Q. 原発を止めて自然エネルギーで
発電をという話があるが、そのため
に逆に大量の燃料が必要となって自
然を悪化させるのではないかという
話もあり、一つの問題を解決すると
きに、その問題の解決策がさらに悪
い問題を引き起こすという時に、ど
のようにして克服していくのか ?
A. 自然に学ぶこと。例えば、植物
は非常にクリーンで効率の良い太陽
電池と言うことができる。我々はそ
れを目指さなければならない。

Q. 科学でも物づくりでも、進歩す
るには人間の欲求を満たす方をとる
か、自然を保護する方をとるかとい

う葛藤があると思うが、どのように
考えるか ?
A. コストとそれによってどういう
課題が解決できるのかを総合的に考
えていく。例えば原発の問題で、日
本は大きな課題を解決しなければな
らない、まさに国難とも言える事態
であり、世界の科学技術を結集して
対応策を考えなければならない、逆
に、この大きなピンチを日本のテク
ノロジー発展の切っ掛けにしていく
時期とも言える。

◆最後に

　飯泉知事から、まとめとして次の
ような話がありました。
　「「科学技術」とは、夢を実現する
ためのツールであり、ニーズや課題
を解決するために、日頃からあらゆ
ることに好奇心を持って、プラス思
考であたらねばならない。こういう
ことが、今の国難の日本には求めら
れている。」
　また、白川先生の話にもありまし
たが、課題や仕事に行き詰まった時
の息抜きが重要だとの話がありまし
た。
　飯泉知事自身、これまでの様々な
業務経験の中で二進も三進も行かな
くなったとき、例えばコンサートに
行くと、良いアイデアが生まれたそ
うです。
　「仕事は遊び。そして遊びこそ仕
事である。」の言葉を会場の若者た
ちに贈り、幕を閉じました。

三洋電機株式会社エナジー社
渡邊庄一郎セル技術総括

質問に答えるパネリスト

阪東食品　阪東高英代表者

とくしまスーパーサイエンスフォーラム
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〔第2回〕
「親日国トルコのポテン
シャル」と「JICA の
民間連携」について
独立行政法人　国際協力機構（JICA）
四国支部支部長　長澤 一秀

親日国トルコ
トルコは親日国という話を聞い

たことがあるものと思います。
1890年（明治23年）、122年前

にオスマン帝国（トルコ）から明
治天皇へ謁見に来たエルトールル
号が、日本からの帰路、和歌山
県串本沖で海難事故に逢い、587
名が遭難。そのうち69名が助け
られ、当時訓練生だった秋山真之
が日本海軍の戦艦「比叡」で送り
返したというエピソードがありま
す。トルコ人はその時のことを今
でも恩に感じており、親日国と
なっています。小学校の時に教え
られているとのことです。トルコ

メルシンと串本の両方に慰霊碑が
建っています。

また、ロシアにいじめられてい
たトルコは、日露戦争に日本が
勝ったという事からも、トルコは
日本を親日的に感じています。以
上の事からも、日本とトルコは歴
史的な友好国であり、日本人がト
ルコの事を知っているより、はる
かにトルコ人は日本の事を知って
います。

ト ル コ に は 世 界 遺 産 が 9 つ あ
り、世界的にも7位に入る観光立
国で、年間2,700万人（2010年）が
訪れる国です。イスタンブール、
カッパドキアなどの観光地を訪れ
たことのある方も多いものと思い
ます。どこの観光地に行っても、
日本語を流ちょうに話し、親日的
なトルコ人に逢う事が出来ます。

また、トルコにはアジアとヨー
ロッパを結ぶボスポラス大橋が
1988年に日本の援助で完成しまし
たが、これは1985年に完成した鳴
門海峡大橋をモデルにしたと言わ

れております。その意味で、徳島
はトルコと日本の両国の絆を結ぶ
重要な役割を持っている県だと言
えると思います。

有望な海外展開候補国
トルコはヨーロッパ、アジアの

両方の大陸に跨っており、地政学
的に重要な国です。経済は近年順
調で、GDP も世界 16 位の国にな
りました。経済成長は 2000 年以
降年率 7%で伸びており、経済的
にも、また、政治的にも非常に発
言権の強い G20 の一国になってい
ます。

ト ヨ タ、 ホ ン ダ の 自 動 車 メ ー
カーもヨーロッパへの輸出基地と
して進出しており、他の日本企業
にも注目の的となっています。近
年日本企業の進出が顕著であり、
昨 年 1 年 間 で 50 社 以 上 進 出 し、
現在 200 社を超えています。

進 出 の も う 一 つ の 大 き な 要 因
は、優秀でかつ若い労働力を確保
できるという点にあります。39 歳
以下の人口が 70%を占める非常に
若者の多い国で、今後の成長が期
待でき、また、20 年後には 1 億人
を突破し、国内市場としても有望
です。

多くの日本の進出企業は、トル
コをベースとして、ヨーロッパの
みならず、中央アジア、中東、ア
フリカなどを将来のマーケットと
して狙っているようです。

ダイキン工業株式会社など関西
からもかなりの企業がトルコに進
出しておりますので、近い将来、
進出先として考えている徳島の企
業もあるものと思います。もちろ
ん、東南アジア諸国より遠い国で
すし、直ぐに進出を決めるのは難
しいものと思いますが、様々なポ
テンシャルを持った国ですので、

トルコ研修員の受け入れと JICA の民間連携の動き
　この度、独立行政法人国際協力機構（JICA）による、「トルコ東部黒海地域開発庁能力向上プロジェ
クト」が、本県において平成 24 年８月 27 日から 9 月 10 日までの 2 週間にわたり実施されました。
　今回は、親日国トルコのポテンシャルと、JICA が取り組んでいる民間企業との連携事業について、
前回（No.352 号）に引き続き連載していただきます。

和歌山県串本町慰霊碑

ボスポラス海峡大橋（1988 年完成）

鳴門海峡大橋 (1985 年完成 ) 

トルコメルシン市慰霊碑
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候補国の一つとしてご検討される
ことを推奨いたします。

JICAの民間連携の動き
近年経済のグローバル化が進み、

日本と世界各国の相互依存関係は
増々緊密になってきています。日
本国内市場の拡大があまり見込め
ない中、新興国の市場は年率数パー
セントで伸びています。そこに目
をつけて、海外展開を検討してい
る社も多いものと思います。

特に欧米、中国、韓国の企業は
開発途上国で活動を活発化させて
おり、従来は援助の対象とみなし
てきた貧困層（BOP：Base of the 
Pyramid）を、ビジネスの対象と
してみる動きが世界的に出てきて
おります。また、このビジネスを
支援するために援助機関と企業が
パートナーを組む新たなビジネス
モデルが生まれてきています。（10
年前から欧米の援助機関は始めて
います。）

我が国でも 2010 年から経済産業
省、JETRO，JICA は こ の 世 界 的
な動きを踏まえ、企業の海外展開
を支援するための仕組みをいくつ
か創設しました。この紙面を借り
て JICA の仕組みを紹介します。

BOPビジネス連携促進調
査（BOPF/S）

開発途上国の貧困層が抱える開
発課題の改善に資するビジネス

現地語、文化、商習慣、技術レベ
ル、各種ニーズなどを把握したり、
現地の人とネットワークを作った
りすることが可能です。

また、派遣する社員を企業が選
考し JICA に推薦する制度となっ
ており、さらには、中小企業から
参加される場合、企業への給与補
てんなどの経費の支給も充実して
います。ほとんど企業の持ち出し
がなく、海外要員の育成が出来る
のが特徴です。

是非、企業の皆様方の社員の育
成にご活用いただくよう提案しま
す。派遣期間は原則1～２年ですが、
3 か月以上から可能となりました。

（図：民間連携ボランティア制度）

終わりに
本稿では紙面を頂いて、トルコ

の研修、親日国トルコのポテンシャ
ル、JICA の民間連携の動きを紹介
しました。

徳島県の企業の皆様には、トル
コは遠い国ですが、とても親日国
であり、トルコボスポラス海峡大
橋の元になる橋のある県でもある
ことから、将来の発展のポテンシャ
ルを考慮して、海外展開先の一つ
としてご検討いただく事を進める
ものです。

また、JICA においても民間企業
の海外展開支援のための支援ツー
ルが最近できたという事をご理解
いただき、ご活用願いたいと願う
ものです。

（BOPビジネス）に取り組もうと
する日本企業を支援するために、
企業の準備調査の制度を創設し
ました。（BOPF/S）この調査は
BOPビジネスに取り組む企業の準
備調査として位置付けており、協
力準備調査の名称が用いられてい
ます。

第1回公募は2010年8月から開始
され、これまで3回実施されていま
す。合計251件の応募があり、52件
を採択し、調査を実施中です。次
回公募は2013年2月頃の予定です。

是非、徳島県内の企業にも、途
上国でのBOPビジネスにご関心が
あり、途上国のためになる技術を
お持ちの企業に応募していただき
たいと考えております。
（図：協力準備調査（ＢＯＰビジ
ネス連携促進））

民間連携ボランティア制度
企 業 活 動 が グ ロ ー バ ル 化 す る

中、それに対応するための人材確
保が喫緊の課題となっています。
JICA では企業の海外展開のため
の人材育成の場として、青年海外
協力隊をご活用いただく事を提案
します。

この民間連携ボランティア制度
は各企業のニーズに合わせ、受入
国や要請内容、職種、派遣期間な
どをカスタマイズするオーダーメ
イド派遣制度です。

企業が今後事業展開を検討して
いる国へ派遣し、活動を通じて、

図 : 民間連携ボランティア制度図 : 協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）

JICA

JICA

JICA

JICA

24
Base of the Pyramid BOP

F/S

BOP
5,000 2,000

2 H25 2

3 251 52 24

BOP

1.75億人

約40億人

14億人



18 企 業 情 報 とくしま No.354

1　生産関連
項目 鉱工業生産指数（平成１７年＝１００）

全　国 四　国 徳島県

年月
前年比 前年比 前年比 化学工業 電気機械 一般機械

工　　業
食料品・飲料・
飼料工業 家具工業

ウェイト ︲ ︲ ︲ 3,59１.9 2,０43.７ 5７6.７ １,０７１.７ １64.3 
% %

平成１７年 １００.０ １.3 １００.０ 2.9 １００.０ ７.4 １００.０ １００.０ １００.０ １００.０ １００.０  
平成１8年 １０4.5 4.5 １０4.１ 4.１ １０8.3 8.3 １０5.6 １25.6 １００.5 95.７ 82.2  
平成１9年 １０７.4 2.8 １０5.9 １.７ １１4.７ 5.9 １１０.6 １44.3 98.2 １０5.７ ７6.4  
平成2０年 １０3.8 ▲3.4 １０5.１ ▲０.8 １１７.１ 2.１ １０6.０ １68.9 １０2.9 １１2.5 6７.6  
平成2１年 8１.１ ▲2１.9 9０.4 ▲１4.０ １０７.2 ▲8.5 １１０.5 １49.１ 68.７ １０9.3 56.6  
平成22年 94.4 １6.4 98.3 8.７ １23.７ １5.4 １１3.3 2１8.3 83.9 96.9 5７.6  
平成23年 92.2 ▲2.3 １００.4 2.１ １3０.７ 5.７ １０6.4 266.8 83.4 98.3 5０.5  

平成23年 6 月 92.6 ▲１.７ 9７.７ ▲０.9 １32.8 4.７ １１2.6 26７.７ 93.０ 85.3 49.７  
７ 月 93.０ ▲3.０ 98.3 ▲１.5 １23.5 ▲2.4 １０１.6 249.０ 85.2 89.3 49.3  
8 月 93.6 ０.6 １０2.6 2.6 １3０.１ 2.１ １００.5 269.6 １０3.７ 9０.6 4７.2  
9 月 89.9 ▲4.０ １００.5 3.０ １38.4 １１.2 １１6.6 293.2 ７5.4 86.2 48.2  
１０月 9０.5 ▲3.3 99.4 4.１ １23.6 １2.０ 94.6 249.6 82.5 １０6.5 43.8  
１１月 9０.１ ▲4.０ 9７.０ ▲０.4 １23.０ ▲０.2 9７.１ 246.７ 82.6 8７.０ 4７.6  
１2月 93.6 ▲4.１ 99.5 ▲１.6 １32.１ ▲3.０ １１8.０ 25７.5 ７2.2 9１.１ 5１.７  

平成24年 １ 月 95.2 ▲１.3 98.4 ▲2.2 １０9.4 ▲１１.１ 68.5 242.8 ７０.3 9７.７ 5０.７  
2 月 94.１ １.5 98.０ １.9 １3０.9 6.０ 89.5 3１１.１ ７6.6 １１０.8 55.9 
3 月 95.3 １3.9 １０2.１ ▲2.７ １3０.5 ▲3.4 １１０.７ 28０.4 ７７.2 9１.9 6０.8 
4 月 95.8 １3.4 １０4.6 3.3 １4７.4 5.8 １39.2 29７.１ ７７.3 86.8 5７.9 
5 月 92.4 6.2 １００.０ １.9 １35.１ 3.2 １１9.8 286.4 68.5 88.７ 65.3 
6 月 92.6 ▲１.5 １０2.１ ０.5 １39.７ 3.8 １１9.１ 3０７.１ ７１.4 83.9 ７4.2 
７ 月 9１.5 ▲１.０ 9７.5 ▲１.１ １36 9.4 １０6.７ 3０4.１ 65.2 93.3 63.8 
8 月 9０.2 ▲4.6 99.７ ▲１.７ １43.6 １１.2 １3１.6 3０8.７ ７6.9 89.6 6０.9
9 月 86.5 ▲8.１ 95.4 ▲6.１ １3１.2 ▲4.０ 98.5 3１７ ７７.７ 9０.9 62.3
１０月 8７.9 ▲4.5 98.3 １.７

資料 経済産業省 四国経済産業局 県統計調査課
注）鉱工業生産指数は季節調整済、前年比は原指数比較 Ｐ速報値

徳 要 標島 経県 済主 指

２　住宅・公共工事・金融
項目 新設住宅着工 ※県下

建設保証取り扱高
県下

信用保証実績戸　数 床面積
全　国 徳島県 徳島県

（前年比）
件数
（件）

請負金額 件数
（件）

保証承諾額
年月 前年比 前年比 （百万円） 前年比 （百万円） 前年比

% % % %
平成１７年 １,236,１７5 4.０ 4,9７７ ▲4.2 ▲2.１ 5,１63 １53,353 ▲5.5 ７,66０ 65,2０７ ▲25.2 
平成１8年 １,29０,39１ 4.4 5,2０2 4.5 6.2 4,645 １42,85０ ▲6.8 6,925 58,385 ▲１０.5 
平成１9年 １,０6０,７4１ ▲１７.8 4,445 ▲１4.6 ▲１8.７ 4,１１2 １１2,７98 ▲2１.０ ７,０2７ 66,46１ １3.8 
平成2０年 １,０93,485 3.１ 4,０68 ▲8.5 ▲3.6 3,983 １０6,34１ ▲5.７ 8,０69 9０,65１ ▲36.4 
平成2１年 ７88,4１０ ▲2７.9 3,７７3 ▲７.3 ▲8.6 4,6７8 １１3,4０9 6.6 ７,683 86,０2７ ▲5.１ 
平成22年 8１3,１53 3.１ 3,822 １.3 4.5 4,438 １０5,539 ▲6.9 6,１98 66,3０2 ▲22.9 
平成23年 834,１１７ 2.6 3,3７5 ▲１１.７ ▲9.０ 3,７35 １０７,3１5 １.７ 5,326 58,932 ▲１１.１ 

平成23年 6 月 ７2,68７ 5.8 3１７ ▲１8.１ ▲8.5 224 8,99１ ▲１７.8 466 4,332 ▲32.8 
７ 月 83,398 2１.2 346 １.8 5.4 33０ １１,０７6 4.3 3７5 3,84０ ▲26.１ 
8 月 8１,986 １3.9 269 24.０ 23.７ 343 9,6１3 １5.5 35１ 3,596 ▲2１.１ 
9 月 64,2０6 ▲１０.8 １95 ▲5０.１ ▲43.6 362 9,599 ▲１5.6 4１5 4,７5７ ▲１9.5 
１０月 6７,2７3 ▲5.8 268 ▲2１.9 ▲26.5 393 8,498 ▲5.０ 4０5 4,７5０ 9.１ 
１１月 ７2,635 ▲０.3 23０ ▲32.4 ▲26.9 399 9,398 33.3 425 4,０89 ▲3０.１ 
１2月 69,０69 ▲７.3 325 ▲１9.4 ▲１4.2 466 ７,１７3 ▲2.2 468 5,8１７ ▲１１.9 

平成24年 １ 月 65,984 ▲１.１ 324 9.8 １.5 3１8 4,０88 ▲42.4 323 3,885 ▲１１.７
2 月 66,928 ７.5 255 ▲6.9 １.１ 384 １０,64０ 8０.2 424 4,７2７ ▲4.9
3 月 66,59７ 5.０ 28７ ▲０.3 ▲6.１ 2７７ １１,１25 １１.9 544 ７,634 ▲28.8
4 月 ７3,64７ １０.3 23１ ▲１6.9 ▲１5.１ 282 １2,483 ▲2１.4 38１ 3,5１１ ▲１5.9
5 月 69,638 9.3 263 ▲9.3 ▲０.4 2０７ 3,522 ▲１6.3 4１6 3,898 １１.9
6 月 ７2,566 ▲０.2 329 3.8 3.０ 256 １０,684 １8.8 454 4,７66 １０.０
７ 月 ７5,42１ ▲9.6 283 ▲１8.2 ▲１8.9 34０ １4,84７ 34.０ 488 5,０4０ 3１.3
8 月 ７７,5００ ▲5.5 2７5 2.2 ▲１.9 3１７ 8,89１ ▲７.5 382 4,562 26.9
9 月 ７4,１７6 １5.5 262 34.4 29.5 33１ １１,649 ▲8.6 43７ 5,１85 9.０
１０月 84,24１ 25.2 44０ 64.2 59.4 44１ １2,945 １2.2 4１9 5,4１5 １4.０

資料 国土交通省 県住宅課 西日本建設保証（株） 県信用保証協会

p=速報値
r=訂正値

p=速報値
r=訂正値
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3　倒産・労働・雇用
項目 倒　産 所定外労働時間指数

（5人以上・平成22＝100） ※有効求人倍率 消費者物価指数
平成22年=100件　数 負債額

全　国 徳島県 徳島県 全　国 徳島県 全　国 徳島県 全　国 徳島市
年月 （負債１,000万円以上） （百万円） 前年比

平成１8年 １3,245 85 2７,０83 １6.１ 94.8 １.０6 ０.93 １００.７ 99.6
平成１9年 １4,０9１ 69 2７,35７ １.０ 93.７ １.０4 ０.8７ １００.７ 99.6
平成2０年 １5,646 ７3 １4,648 ▲46.5 １０6.７ 96.2 ０.88 ０.７5 １０2.１ １０１.3
平成2１年 １5,48０ 6０ １5,242 4.１ 9０.8 ７4.9 ０.4７ ０.59 １００.７ １００.4
平成22年 １3,32１ 56 9,582 ▲3７.１ １００.０ 89.１ ０.52 ０.７4 １００.０ １００.０
平成23年 １2,７34 46 ７,8１１ ▲１8.5 １０１.０ 95.6 ０.68 ０.9１ 99.７ 99.8

平成23年 6 月 １,１65 4 8０3 ▲７１.6 9７.8 9１.2 ０.63 ０.8７ 99.７ 99.9
７ 月 １,０8１ 4 3１０ ▲39.2 １００.8 9０.０ ０.64 ０.9１ 99.７ 99.8
8 月 １,０26 4 48０ ▲１5.０ 9７.０ 8７.6 ０.66 ０.93 99.9 １００.０
9 月 １,００１ 5 １,29０ １9.１ １０１.０ 9１.2 ０.6７ ０.93 99.9 １００.3
１０月 9７6 3 １,23０ ７84.9 １０4.2 92.3 ０.6７ ０.92 １００.０ １００.3
１１月 １,０95 6 46７ 55.７ １０5.2 95.8 ０.69 ０.93 99.4 99.5
１2月 １,０32 2 24０ 3.０ １０8.3 99.3 ０.７１ ０.9１ 99.4 99.4

平成24年 １ 月 985 6 2,１１2 ７8.2 99.０ 86.０ ０.７3 ０.92 99.6 99.6
2 月 １,０38 8 3,１5１ 335.8 １０2.０ 9１.9 ０.７5 ０.93 99.8 99.７
3 月 １,１6１ 6 439 ▲43.9 １０6.9 96.5 ０.７6 ０.94 １００.3 １００.０
4 月 １,００4 4 38０ 46.2 １０5.9 １００.０ ０.７9 ０.9１ １００.4 １００.０
5 月 １,１48 １ 55０ １2７5.０ １００.０ 88.4 ０.8１ ０.9０ １００.１ 99.8 
6 月 9７5 6 １,283 59.8 99.０ 84.9 ０.82 ０.88 99.6 99.3  
７ 月 １,０26 5 38０ 22.6 １００.１ 84.9 ０.83 ０.89 99.3 99.１ 
8 月 96７ 4 28０ ▲4１.７ 9７.１ 84.9 ０.83 ０.86 99.4 99.3 
9 月 93１ 5 ７5０ ▲4１.9 99.０ 86.０ ０.83 ０.85 99.6 99.5 
１０月 １,０35 ７ 548 ▲55.4 １０１.０ ０.8０ ０.86 99.6 99.4
１１月 964 4 252 ▲46.０

資　料 東京商工リサーチ 厚生労働省 県統計調査課 厚生労働省 徳島労働局 総務省
注）※年度　P速報値

４　物価・消費
項目 国内企業物価指数 大型小売店販売額 家計消費支出 

（2人以上世帯のうち勤労者世帯） （平成22年=100）

全　国 全国
（前年比）

徳島（前年比） 全　国 徳島市
年月 合計 衣料品 身の回り品 飲食料品 前年比 前年比

％ ％ （円） ％ （円） ％
平成１７年 １００.０ ▲０.6 ▲１.5 ▲2.8 ▲０.8 ▲１.5 329,499 ▲０.6 3７8,１6１ 8.2
平成１8年 １０2.2 ▲０.9 １.１ ▲１.8 8.3 １.8 32０,23１ ▲2.8 343,339 ▲9.2
平成１9年 １０１.１ ０.2 ０.6 ▲2.０ 2.4 4.3 323,459 １.０ 33０,０5１ ▲3.9
平成2０年 １０5.７ ▲１.2 ▲2.０ ▲７.2 ▲4.７ １.6 324,929 ０.5 344,898 4.5
平成2１年 １００.１ ▲5.6 ▲8.5 ▲１4.０ ▲9.8 ▲5.０ 3１9,０6０ ▲１.8 3１4,892 ▲8.７
平成22年 １００.０ ▲2.０ ▲3.3 ▲6.6 ▲5.2 ▲０.3 3１8,3１5 ▲０.2 333,236 5.8
平成23年 １０１.5 ▲０.9 ０.6 １.5 ▲０.2 ０.１ 3０8,826 ▲3.０ 3０4,０65 ▲8.8

平成23年 6 月 １０１.9 ０.5 ▲０.2 ▲4.０ ▲4.4 ０.１ 286,０56 ▲3.9 2７１,７56 ▲１6.１
７ 月 １０2.2 １.9 １.5 ０.8 ０.2 １.１ 3０9,356 ▲2.3 3１７,2７3 4.１
8 月 １０2.１ ▲１.8 ▲6.3 ▲2.4 ▲3.2 ▲8.７ 3０9,０７8 ▲4.5 3０8,583 ▲4.8
9 月 １０１.9 ▲2.5 ▲１.6 ▲4.3 ▲5.７ 3.０ 298,93１ ▲2.8 36１,548 3.6
１０月 １０１.１ ▲０.5 ▲０.5 ▲１.5 ▲4.１ ▲０.4 3１4,2７5 ▲2.０ 3０１,2７9 ▲１０.8
１１月 １０１.０ ▲１.6 ▲０.8 ▲１.７ ▲０.７ ▲０.4 295,０66 ▲4.７ 255,685 ▲25.4
１2月 １０１.０ ０.5 6.１ １１.2 １4.７ 6.０ 35１,86１ ７.０ 3０７,694 ▲１5.4

平成24年 １ 月 １００.9 ０.１ 5.5 8.１ １０.2 5.3 3０9,483 ▲2.6 3０3,83１ 4.3
2 月 １０１.１ １.2 ７.4 9.０ １０.０ 8.７ 292,949 3.3 3０9,8０8 8.8
3 月 １０１.6 6.０ 5.3 １０.4 １１.１ 4.７ 329,6７１ 5.０ 3００,4７6 ▲１１.8
4 月 １０１.5 ０.2 6.2 １０.７ 5.１ 6.2 339,０69 4.4 464,７34 5１.6
5 月 １０１.１ ▲０.2 2.8 3.6 3.4 3.2 3０4,653 １.2 334,１７4 １０.７
6 月 １００.4 ▲2.2 3.3 ７.１ 4.4 4.5 292,93７ 2.4 5０4,32１ 85.6
７ 月 １００.０ ▲2.2 2.9 3.5 ▲2.０ 4.5 3１2,592 １.０ 3１6,4７3 ▲０.3
8 月 １００.2 ▲０.１ １０.8 ７.8 １2.3 １3.6 3１０,643 ０.5 32１,７83 4.3
9 月 １００.4 ▲０.１ 6.6 8.3 １6.8 5.8 299,82１ ０.3 33１,283 ▲8.4
１０月 １００.１ ▲2.4 4.3 3.１ １4.5 5.3 3１5,１6１ ０.3 3１4,49７ 4.4
１１月 １００.１ 

資　料 日本銀行 経済産業省 四国経済産業局 総務省
注）P速報値

p=速報値
r=訂正値

p=速報値
r=訂正値
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　高級時計・宝飾販売のジュエリーピコ（松茂町）を母体とする
ピコグループは、秋田、石川、福井の各県にブライダルリング専
門店“PIKO”を出店した。ピコグループでは東京、大阪、名古屋
などの都市部を中心に店舗展開しており、東北・北陸地方へ
の出店は初めて。

 いずれもグループのオリジナルブランド商品を中心に、国内外
のメーカーが企画製造する婚約・結婚指輪を取り扱う。

 今回の出店により、グループ全体の店舗数は29店舗になっ
た。 （徳新）

宝飾販売店		東北・北陸進出
婚約・結婚指輪専門

四国のトピックス　11月22日

11月14日

T O P I C S   N E W   P R O D U C T S & E V E N T

 吉野川高校（吉野川市）の3年生が、県産食材を使ったオリジナ
ル弁当を開発した。徳島市のエイブルフーズが商品化し、キョーエ
イ20店舗で販売する。
　販売するのは、寿司と唐揚げを組み合わせた「ちらからげっ
ちー」と、同市美郷特産の梅を具にした細巻き「うめまっきー」の2
種。経営情報科の8人が12月の高校生ビジネスアイデアコンテス
トに向けて授業の一環で考案した。
　ちらからげっちーはちらし寿司に阿波尾鶏の唐揚げをトッピン
グ。若者受けを狙い、マヨネーズを掛けた。うめまっきーは、梅肉と
阿波尾鶏のほぐし身、エビを一緒に巻き込んでいる。 （徳新）

吉野川高生が弁当2種開発
阿波尾鶏・美郷の梅使用

11月19日

　池田薬草（三好市）は、生薬のエキスを抽出・粉末化する設備
を生かした新規事業に取り組んでいる。レンコンや阿波番茶などの
特産品から有効成分を含むエキスを抽出し、加工しやすい粉末とし
て提供する「四国産エキス末シリーズ」を商品化。化粧品用の界
面活性剤や高級ペットフード原料といった高付加価値商品の製造
も始めた。
　池田薬草の主力事業は、医薬品や食品の原料となるエキスを
噴霧し、急速に乾燥させて粉末化する「スプレードライ」の受託加
工。これらを生かした自社製品の製造を、受託加工に次ぐ新たな事
業の柱に育てることにした。 （徳新）

粉末商品の製造始動
健康食材5種発売　化粧品用界面活性剤も

11月28日

　ジャストシステム（徳島市）は、小学生向け通信教育事業「スマイ
ルゼミ」を始めると発表した。独自開発した専用のタブレット端末を
使い、インターネット経由で教材や学習結果をやりとりする。全国の
公立小学校の8割で導入されている学習支援ソフト「ジャストスマイ
ル」のノウハウを生かし、新たな収益の柱に育てる。

 算数の立体図を指で動かして展開図を見るなど、図表や動画、音
声を効果的に使ったタブレット端末ならではの学習ができる。苦手分
野を抽出し、ゲームの要素を組み合わせて反復学習を促す仕組みと
なっている。 （徳新）

教材・解答ネット送信
小学生対象　専用タブレットを開発

　レーザー加工装置やLED照明の開発製造を手掛けるレーザーシ
ステム（札幌市）は、阿南市に研究施設を開設すると発表した。県内
で5人の技術者雇用を計画している。
　レーザーシステムは2004年の設立。社長の土内彰氏は美波町出
身で、半導体製造機械メーカーにレーザー分析装置などを相手先ブ
ランドによる生産（OEM）供給している。
　2009年には小松島市に徳島事務所を開設し、徳島大学大学院
との共同研究を進めてきた。事業拡大を目指して今夏、県内で研究開
発拠点の整備を検討していたところ、“LEDバレイ構想”を推進する県
などの支援を受けて立地を決めた。 （徳新）

阿南に研究開発施設
来年7月操業　LED部品加工で

11月21日

11月17日

徳島の　　　　　産業情報知って役立つ
平成24年11月11日～平成24年12月10日

　栄光酒造（松山市）は、松山産のライムを使った焼酎ベースのリ
キュール「蔵元のらいむ酒・香来夢（こらいむ）」を発売する。松山市民
の協力を得て試飲を繰り返し商品化した。アルコール度数は8％で、ラ
イムの果汁が30％入っている。ライムの酸味と適度な苦みが味わえる。

 愛媛県内の百貨店やスーパー、東京のアンテナショップなどで初年
度は2000本の販売を見込む。松山市が主催する異業種交流会「松山市
民ブランドをつくる会」に参加した飲食店経営者や会社員ら延べ600
人以上の市民の意見を聞いて商品化した。名称やラベルも市民が考案
した。 （日経）

四国のトピックス　12月1日

　道後温泉（松山市）の旅館などが共同で、2013年から観
光客向けに電気自動車（EV）のカーシェアリング事業に乗
り出す。松山市がEVなどを貸し出す社会実験を同温泉で始
めており、事業化により道後温泉の魅力を高める。来夏にも
2人乗り超小型EVによるシェアリング事業をEVメーカー
のコボット（福岡県宗像市）と組んで始める見通しだ。
　社会実験は1月28日までの予定。実験で使うEVは1人乗
りだが「2人乗りの方がニーズが高いはず」として、コボット
が開発中の2人乗りを使うことを検討している。 （日経）

EVカーシェア事業化へ
道後温泉　2人乗り、来夏にも

ライム使った酒　市民協力で開発
松山の酒造会社

デザイン会社		神山町にサテライトオフィス
企業広告など制作

11月16日

　デザイン会社ドローイングアンドマニュアル（東京）は2013年初
め、神山町にサテライトオフィス（SO）を開設する。

 ドローイング社は1997年、デザイナーのナガオカケンメイ氏と映
像作家の菱川勢一氏が設立。菱川氏が監督を務めたNTTドコ
モのCM「森の木琴」は、フランスのカンヌ国際広告際3部門で
金賞、銀賞を受賞するなど海外でも高い評価を受けている。

 ドローイング社は、「デザイン産業全体の底上げにつながるよう
な取り組みにしたい」としている。 （徳新）
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●研修日程／平成24年10月25日（木）、26日（金）、11月2日（金）
●研修会場／（公財）とくしま産業振興機構　研修室

　　   セミナー

マネジメント能力向上リーダー研修
～ 経営を ｢視る｣ 人財育成 ～

　とくしま経営塾「平成長久館」では、様々な研修プログラムを提供し、企業や組織の核とな
る「人財」の育成を支援しています。今回から随時誌上セミナーとして、｢平成長久館｣ メニュー
の中でも特に特徴的な研修等を紹介していきますので、乞うご期待ください。

企業にとって、現状を打破し、未来を切り開くための「核」とな

る次世代経営リーダーの育成は、大きな経営課題の一つです。今

回の研修では、めまぐるしく変化する経営環境に対応する疑似

経営体験（ビジネス・シミュレーション・ゲーム）等を通じて、

経営リーダーとして必要な能力、又は、経営全般を「視る」目を養

成することを目的に、3日間の実践的なカリキュラムで実施い

たしました。

初日の講義では、これから（次世代）のリーダーに求められる

資質、考え方について｢情報「編集」から課題「形成」へ｣ ｢環境変

化と企業の変革｣と言うテーマに沿って講義を展開しました。講

義の一例として｢これまでの人材｣と高齢化・多様化する現代に

おける｢これからの人材｣について説明していただきました。

初日から2日目にかけて「ビジネス・シミュレーション・ゲー

ム」を実施。受講生を4班に分け、それぞれの班を1つの企業と見

なした上で、所定の条件とルールに従い、4社が同一市場で競う

形で生産、販売、財務管理(資金繰り)といった模擬経営を実施し

ていきます。景気や市場動向などの経営環境については、講師陣

がコントロールを行い、実際の経済さながらの環境を作り出し、

また、現実の企業活動がそうであるように、意思決定には時間制

限が設けられます。こうした中、各社(各班)の取った経営行動や

市場動向を反映し、業績が刻一刻と変化する状況により、非常に

白熱した研修となりました。

研修最終日では、｢市場、顧客の動き｣ ｢競合関係と自社の位

置づけ｣と言うことをテーマにマーケティングについて、ビジネ

ス・シミュレーション・ゲームの結果・考察を元にしながら講

義をしていただきました。講義の中では（4P+MR）×Cといった

マーケティングの公式等もご説明頂きました。また、今回の研修

のまとめの中では、｢組織の動かし方｣についても触れて頂き、

研修の最後では、参加者がそれぞれ研修で得た「気付き」などを

発表し、今回の研修の締めとなりました。

講　　師

概　　要

ワンポイントレッスン

研修参加者の声

一般社団法人中部産業連盟　常勤理事コンサルティング事業部長　福山穣氏
一般社団法人中部産業連盟　　　　　　　　　　コンサルタント　橋本豊氏

経営し会社を動かしていく難しさを感じました。（40代・男性）
今回の研修のステップアップ版があれば受講したい。（30代・男性）
　※研修最終日に参加者から回収した受講者アンケートでは、満足度
　   １００％を達成し、研修内容に対しては高い評価を得る事ができました。

誌上誌上

ビジネス・シミュレーション・ゲームの様子

各班発表時の様子

・マーケティングの公式 :（4P+MR）×C
　※4P（製品・価格・流通・販促）, MR（マーケティング・リサーチ）,
　　C（管理）
・リーダーシップのプロセス: L = f（I,f,s）
　※L（リーダーシップ）, I（リーダー） , f（部下） , s（状況）



12 月 6 日に徳島経済産業会館若手職員研究会の
呼びかけで献血キャンペーンが行われました。少

しでも皆様のお役に立てればと、私も献血に参加しました。（い）

編	 集	 後	 記
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本コーナーは、徳島経済産業会館入居団体相互の絆を深めるとともに、中小企業
の皆さんに信頼され、親しみのある会館を目指して、ホットな情報をタイムリー
に発信していきます。

移転記念講演会が開かれました。

徳島

経済産業
会館

だより

●ホープ紹介 徳島県商工会連合会　地域戦略課 近藤	浩明さん

当連合会は、県内に 24 ある商工会に対して専門家
派遣事業、共済事業等、商工会運営を支援する様々な
業務を行なっています。

私が属している地域戦略課では、商工会の運営におけ
る事業・組織・財政の 3 つの要素を底上げし総合力向上
を目指すため、事業、業務の見直しや財政基盤を充実さ
せるための組織強化、収益事業に対する指導を行なって
おります。

また、40 歳以下の商工業者で組織された青年部、商
工業者の女性で組織された女性部の運営、指導も行な
っており、本年も 2 月 6 日〜 7 日にアスティとくしまで
第 14 回商工会青年部全国大会（徳島大会）が行われ
ます。本大会が四国で開催されるのは初めてのことであ
り、全国から 2,000 人の来場者を見込んでいます。

当日の会場ではとくしま広場として、県内のお土産を
集めたおみやげ広場、徳島ラーメンを集めた麺広場、ま
た徳島オンリーワンな情報を集めた発信広場の 3 つを設
け、徳島県の魅力を全国に発信していきます。

全国大会に来られた方に「徳島に来てよかった !」と思っ
ていただけるよう、着々と準備を行なっているところです。

趣味は 4 歳になった息子の子育てです。先日はどうぶ

つしょうぎという子供向けの将棋を見つけたので一緒に
作りました。上達が早く、気を抜くと負けることもあり
ます。家に居られる時間が短いので、できるだけ一緒
の時間は遊んでやりたいと思います。

徳島経済産業会館への移転記念事業として昨年 11 月 15 日、
徳島県信用保証協会の主催により、スポーツコメンテーターで
元東京ヤクルトスワローズ監督の古田敦也氏を講師に「フルタ
式人材／チームマネジメント術」と題して記念講演会が開催さ
れました。

講演では、古田氏自身の経験から、目標を達成するための行
動や戦略、チームリーダーとしての心得など、企業経営にも通
じる貴重なヒントとアドバイスをいただきました。
■古田氏のアドバイス
◦情報を集め、トライする

人から聞いた言葉は心に残りにくいが、その情報にこそ価値
があり、素直に受け入れトライすることで人として成長する。

◦チームが勝つためになすべきこと
  「ファンに喜んでもらう」には、まずチームが勝たなければ。
チームのために自分がすべきことを考え、組織の利益を優先す
るべき。
◦チャンスを与え、期待する

選手が伸びる環境をつくることが大事。若手の選手は、50％
の確率でもわざと使ってみる。使うからには「期待」する。大
きなストレスの中、選手は自立し、判断して行動するようになる。
◦変化が進化だ

過去の成功体験を忘れ、変化を恐れないこと。特にリーダーは、
変化する組織の状況に合った最適なやり方を選ぶこと。
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