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地域経済活性化シンポジウム 
～ 株式会社堀場製作所 高顧問 堀場雅夫氏 講演会 ～ 

 

日時：平成２１年３月２４日(火)１５：００～１７：０1 

場所：西条市総合文化会館 小ホール 

主催：西条市、株式会社西条産業情報支援センター 

後援：西条商工会議所、周桑商工会 

概要：○堀場製作所 高顧問の堀場雅夫氏による「クオリア時代」と題した講演。 

・日本のパワーは地方のパワー無くしてはあり得ない。そのためには「地場産業」が大事。 

・地場産業を育成することは、地方の活力、日本の活力となる。 

・クオリアとは「グッとくる」こと、ワクワクすること。 

・グッとこない人は、単なる「炭酸ガス発生器」。 

・人間には３種類のタイプがあり、それは遺伝子で決まっている。でも、高等動物の人間

は後天的なことで変えられる、変われる。「五感」、「五欲」をフルに働かせて。 

・「仕事は疲れるもの、苦労するもの」と昔からインプット、教育されている。面白い仕事

は疲れない。クオリアを高めましょ。いつもワクワクしてましょう。 

・未来は予言するものではない、未来は自分が創り上げていくもの。 

・西条市の２０年後、５０年後なんて、市長だって分からん。市民がこんな街にしましょ

うと、みんなで頑張っていくこと。 

○堀場雅夫（株式会社堀場製作所 高顧問）、徳増有治（四国経済産業局 局長）、丹治芳

樹（日本銀行松山支店 支店長）、谷口裕久（株式会社谷口金属熱処理工業所 代表取締役）、

伊藤宏太郎（西条市長）による車座座談会 

 

 15：00～15：57 講演会 「クオリア時代」 堀場雅夫氏（株式会社堀場製作所 高顧問）  

○日本のパワーは地方から 地方が、地場産業が大事 

 人間も頭だけではダメでしょ。指の先が痛いだけでもフルパワーは出ない。地方、地域の活性

化無くして、日本のパワーは出ない。道州制にしたからといって、「活力」は出ない。東京や大阪

だけで日本のパワーが生まれるのではない。 

 「１円株式会社」 会社が出来たって（会社の数が増えたって）活力は出来ない。電話かける

のに１０円かかる、もうすでに９円の赤字ですわ。電車に乗るのに電車代が数百円、登記に数十

万円かかる。１円の資本金で何が出来ますか。「社長」になったからといって能力が上がりますか。

「株式」になったら能力が上がりますか。有限会社と１円株式会社と、どっちを信用しますか。 

 実質的なもの、「地場産業」、土地に足のついたものでなければいけません。大阪ガス、近鉄、

西日本 NTT、テリトリーがそこにしか出来ないものが、大阪に残っている。全国区の会社は、全

て東京に行く。京都の会社は、１社たりとも東京に本社を移していない。京都から出て行くこと

を「都落ち
みやこおち

」という。地場に根を下ろし、地場で還元できる社（地場産業）でないといけない。 
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 大手会社を地方に誘致するのは危ない。地方に根を下ろさない「浮き草」である。「人件費が安

い、労働力が確保できる」と大手を地方に誘致しても、中国で人件費が安いとなればすぐにそち

らに鞍替えする。地場産業なら逃げない。地場産業が逃げるのは「死ぬ（倒産）」時だけ。 

 西条市の市長も、地場産業を育てることを言っている。 

 地場産業を育成することは、地方の活力、日本の活力のためのことをしていることになる。 

 

○クオリアとは「グッとくる」こと、ワクワクすること 

 「クオリア」について知っている人は？ 知っている方、お手を挙げてください。・・・誰もい

ない。クオリア、「質感」と訳されていますが、何かわからんでしょ。私は「グッとくる」ことと

言っています。 

 皆さんにお聞きしますが、この１週間で「グッときた」人は手を挙げて下さい。・・・数名。で

はこの１ヶ月ではどうですか、１週間で手を挙げた人はもう結構です。・・・数名。１年ではどう

ですか。・・・やはり数名。合わせて２０名といったところでしょうか。そのほかの人は１年間グ

ッとくることが無くても生きていける。辛抱強い人だ。 

 人は、何かグッとなるもの、なにくそと思うことがないとやっていられない。朝起きて、トイ

レに行って、顔を洗って、朝御飯を食べて、会社に行って、昼飯を食べて、家へ帰って、晩御飯

を食べて、風呂に入って、寝て、また朝起きて・・・。これやったら毎日の習慣なのでやってら

れるか。でも、何も生まれてこない。もったいないと思いませんか。そんな生き方は「炭酸ガス

発生器」ですよ。この炭酸ガス発生器が、昼ご飯でハンバーグを食べたら、そこでも炭酸ガスを

発生させている。牛を育てるのに炭酸ガスが、それを育てている人も、運んで、焼いて、・・・と、

炭酸ガスが出されている。 

 同じ事をしているだけだったらロボットで出来る。生きている「証拠」、それがクオリアですよ。

それを積極的に感じる人は、「これをもっと工夫できんか、マーケットにどう繋ぐか、自分の技術

をどう活かし、繋ぎ込むか」と、常に考えている。 

 ニュートンは「リンゴが落ちるのを見て引力を発見した」言うのは嘘ですわ。人間は常にウォ

ッチング、常にチャレンジし、新しい発見を、また喜びを感じ、また力が出てくる。「ウォッチン

グ」無しには、猫に小判ですよ。 

 

○３種類の人間 

 中小企業に対して国も色々のことをやって来た。金、労力を投入したわりに、日本はもう一つ

ですわ。どうして、これだけやっているのに能率が悪い、頑張ってくれないのか。 

 人間は神経伝達物質、ドーパミンが頭から出る。それを受容体が受け取る。ピッチャーがボー

ルを投げても、キャッチャーがおらんと受けられん。 

 キャッチャーには３種類ある。どんなボールを投げても飛びついて受けるタイプ。ストライク

ゾーン内のボールなら受けるタイプ。ミットを動かすことなく、そこにボールが入ったら受ける

タイプ。これらのことは遺伝子、ＤＮＡに埋め込まれているそうだ。 
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 アングロサクソンと日本人を比較し、アングロサクソンの５０％は飛びついて取るタイプ、日

本人はなんと２％、２５分の１ですわ。ミットを動かさないタイプは日本人の２０％、アングロ

サクソンでは２％、１０倍ですわ。１００人の中に２人しかいない。ミットを動かさない人では、

新しい仕事なんて生まれませんわ。日本人は本能的に飛びついてボールを取らない。 

 飛びつくのは危険も多い。今回のサブプライムでも日本人はひっかかっていない。何も、ミッ

トを動かす、飛び上がるから良いとは言わんが・・・。西条市の１１万５千人の人口の２％なら、

２，２００人は飛びつく人がいる。その中には子供や老人もいるし、会社と関わっていない人も

いるので、その１０％なら、２２０人はやれる人がいる。「２％」を少ないと思うか、立派なもの

と思うか。その２２０人は、飛びつくので、怪我をするかもしれん。 

 

○人間は後天的に変われる高等動物、五感、五欲をフルに働かせて 

 人間は「五感」がある。もうひとつ「第六感」というのもある。常に五感をビンビンに働かし

ている人がいる。その反面、素晴らしい音楽も、美味しいものも、芸術も感じない人がいる。 

 飛び上がるかどうかは遺伝子で決まっている。しかし、高等動物ほど後天的なもので変わる。

競走馬や犬は両親がしっかりしていたら、血統書付で子は必ず優れている。しかし、人はどうで

すか、ノーベル賞受賞者の子、ミスユニバースの子、素晴らしいですか。人間は高度な動物だか

ら馬や犬とは違う。親を見て、「わしも、いくら頑張っても親と同じ、酒飲み、不細工だ」と思っ

たら世の中グチャグチャになる。「自分が頑張れば変えられる」と思うから頑張れる。顔や身長は

親に似てるかもしれんが、能力は違う。有名な音楽家の子は、素晴らしい音楽家が多い。ゴルフ

も同じ。これは親から受けた遺伝子も立派だが、家庭環境といった後天的な影響が大きいでしょ。 

 親の反面教師で、子が頑張り、しっかりすることもあるし、その逆もある。これが人間社会の

素晴らしいところ。 

 この馬は必ず素晴らしい子を産むということが証明されているので、種付けに１，３００万円

を払う。人間はあなたの子が欲しいと、「お金を払うので子供を産ませて下さい」とはならない。

確率が低いから。これを見ても、人間は先天的と後天的なことが揃うことが必要。教育によって

飛び上がるようになるし、教育によって飛び上がらなくなる。「教育」とは大切ですね。 

 人間には「五欲」があります。一番大きい欲は「食欲」。次に「性欲」。次に「物欲」それから

「名誉欲」、いろんな肩書きがほしいとかありますね。それから「征服欲」です。五欲の無い人は

人間能力が低い。五欲を満足するために、人を陥れたり、人を困らせてはいけない。堂々とお客

さんを喜ばせて、儲けること。それには、物欲、食欲は大切ですよ。会社が儲かれば、税となり、

行政へとつながる。人間は五感、五欲をフルに働かせないと、人生はむなしいものとなる。 

 

○「仕事は、疲れるもの、苦労するもの」とインプット、教育されている 

 「仕事観」 皆さん、いろんな仕事をだれかに頼んでやってもらうとき、「ご苦労さん」て言う

でしょ。こんなワクワクする仕事をさせてもらって、喜んで帰って来ているのに、「ご苦労さん」

「お疲れさん」と言われる。「お疲れになりましたか？」と言われれば、「いやいや、疲れていな
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い」と会話になる。「ご苦労さんでした」、「お疲れ様でした」と断定するんですよ。それで否定し

てたら、「うちの顧問は昼間に仕事に行くって言うて、遊んどるんちゃうか」って言われるんです。 

 日本では、「仕事は苦労せないかん、疲れないかん」と、考えている。何十年、「仕事は楽しく

ワクワクせぇ」と言ってきているのに、「お疲れ様、ご苦労さん」ですよ。 

 昔から、「仕事は疲れること、苦労すること」と教育される。 

 

○面白かったら疲れない、クオリアを高めましょう、いつもワクワクしてましょう 

 こんな講演会があると、会社から出席者の割り当てが来るんですよ。顧問は暇やろうから出て

下さい。早く終わらんかなぁと時計を見る、さらには時計を見ながら時計を指でトントンする。

これやられたら 後ですわ。面白かったら時間が早く、面白かったら疲れない。面白いことは１

／２、１／３しか疲れない。いわれて、命令されるのに比べ、能率は２～３倍上がる。これは、

その人にとっても、会社にとってもメリットでしょ。 

 しかし、仕事は疲れるもの、苦労するものと、日本ではインプットされている。「これ、こんな

にしたらもっと早く、もっとエネルギーが少なく、もっと・・・になる」と、ワクワクする。こ

れがクオリアです。クオリアがあったら、人間は、日本は、２倍も３倍も成果が出せる。 

 クオリアを高めましょう。いつも、ワクワクしてましょう。 

 

○未来は予言するものではない、未来は自分が創り上げていくもの 

 ビルゲイツの先生、アラン・ケー。１９７０年代に、今のコンピュータのコンセプトを出した

人。アラン・ケーが、「２０世紀の街には、ハンディーで持てるコンピュータが出る」と言うたが、

当時はバカにされた。それが実現しましたよね。 

 「２５年後に出来ることを予言した」と、一躍、有名になった。「では、２０２０年にどうなっ

ていますか？」と聞かれ、「そんなものは分からない！」との回答。「じゃあ、なぜ、前回は未来

を予言出来たのか」と聞かれ、「未来とは予言するものではない、分からないもの。未来は自分が

創り上げていくもの」と回答。 

 西条市の２０年後、５０年後なんて、市長だって分からん。市民がこんな街にしましょうと、

みんなで頑張っていくこと。素晴らしい西条市にならんことを！ 

 

 

 15：58～17：01 くるま座座談会  

・堀場雅夫 株式会社堀場製作所 高顧問 

・徳増有治 四国経済産業局 局長 

・丹治芳樹 日本銀行松山支店 支店長 

・谷口裕久 株式会社谷口金属熱処理工業所 代表取締役 

・伊藤宏太郎 西条市長 
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徳増：四国が日本を変える！ 四国から日本を元気にしたいと考えている。常に右肩が上がってい

る時代から変わっている。混沌とした今、新しいボールがどこにあるか模索する時代、これは

四国にもチャンスがある。地域から、新しい提案が出来る時代。 

 地域にある資源を 大限動かしていく。三つある「人財・知恵・技術」、「コミュニティ」、「企

業・産業」、リソースをどう活かしていくかを四国から発信していく。 

 四国の地位、地域別の鉱工業生産指数は2009年7～9月期の全国３位から、10～12月期には

全国1位に上がった。有効求人倍率は、愛媛は27位から16位、香川は12位から２位など、四

国はまんざらでもない。四国のポテンシャル、粘り腰の産業、新エネルギーやバイオマスを考

える必要がある今、日照率や森林率の高さなど、様々なポテンシャルを四国は持っている。 

 四国が四国のためでなく、四国が日本の、世界のために・・・。 

 

伊藤：やんちゃのことを言う奴、おもろい奴やなぁと堀場さん、付き合ってくれていると思う。し

っかり情報発信していく。 

 市の職員に「３倍、５倍働け。死にゃあせん！」と厳しいことを言うとる。その中から次の

世代に活きることが出てくる。きわめて嫌われている市長。 

 普段からほっといたら１時間でも２時間でも話よるから、２、３に絞れと・・・。ものづく

りに特化してきた。それがＳＩＣＳの存在なんです。２～７倍に売り上げを上げた企業もある。

行政には財源がいる。儲けていただいて、税を納めていただく。産学官、企画力の集積、良い

モノを持ち寄って合併した。内発型の産業を育成しよう。役所の中、トータルで消化能力が無

い、他に比べて少ない。ならば人に動いてもらえばいい、Ｏターン、Ｑターン、よくぞ中央か

ら来ていただいて、情報を提供いただき、それを私達がどうキャッチするか、それが情報発信。 

 大手さんから独立していこうよ。大手にきっぱりと物申せる市長でなければならない。大手

にも良いところはある。平成９年、10年に大手企業は西条の地を離れ、求人倍率０．５７、高

校生が就職できなかった。そんな経験があるので、内発型産業を育成する。 

 「３極連携」 西条と新居浜市と四国中央市、３３万人、２兆５千億の製造品出荷額、どこ

にも負けない体力と技術力がある。３極連携することで、国、いつまでやるの。産業界で連携

すれば、世界、アジアは良いお客様に見えてくる。 

 「攻め」で取り組む。財力を考えた時、水、土地を活かしていく。 

 

丹治：松山へ来て２年。愛媛はクオリアを大切にする地である。 

 「俳句」とは、まさにクオリアである。五・七・五のなかに、グッとくることを表現してい

る。正岡子規など、俳句大国愛媛。もともと愛媛はグッとくることを大切にする土地。 

 産業面でも感じている。特許の登録件数、年間２千件。全国１４位、東京など大都市を除い

た地方都市県の中では第６位。技術力は何がポイントか、クオリアである。何かグッときた、

それを形にするのが技術力。愛媛はそんな土地だと思う。 

 地場産業が多い地。大手が撤退した経験もあり、地場企業が独自の販売ルートの開拓などに
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取り組んでいる。特許件数は地場企業がないと（本社がその県にないと）その県にカウントさ

れないので、そんな裏付けでもある。 

 グッとくるクオリアを使って、将来へ向け、リスク管理もしっかり出来ている地。 

 

谷口：２年前に大阪から本社を西条に移した。その理由は、①感謝と感激、人の優しさと自然、②

市長や県の人が熱心にお誘い、③縛りがない、④ＳＩＣＳがある、西日本一のセンターであり、

情報や様々な企業と結びつけていただいた。 

 「アドベンチャー事業」の２千万円補助への申請。前日までは落ちるはずだったのが、当日

には通っていた。リレー競技のアメリカチームがバトンを落としたようなもの。 後まであき

らめたらいかんわ。 

 中小企業・・・、４３２万社のうち、東予地域で初の認定。そしたら、銀行がどっと来た。

１５社来た。財産（不動産など）でなく、会社の将来性に融資をするように変わってきていた。

知的財産を担保に、２億５千万円の融資を若手でもいただけるようになってきた。 

 西条に本社を移し、戦略的に基盤投資し、大手自動車メーカーが引き合いに来た。１５年か

かったが門下が開かれそう。 

 西条はとにかく豊かなところ、頑張っていきますのでよろしくお願いします。 

 

堀場：「百年来の不況」と言うけど、だれも百年前を知らんのに言っている。 

 私が物心ついたとき、１ドルは２円やった。次に知った時には固定相場で３６０円。アメリ

カに行きたいと思っても、「中小企業のおやじがアメリカに行ってなにすんや」と、ビザがお

りない。それで資本金の１４円にゼロをようけ付けたり、書類の偽造ですわ、もう時効ですけ

ど。そしたらビザがおりた。それでアメリカへ行った。でも、1 日１２ドルしか割り当てがな

いんです。交通費やホテル代、食事もせにゃあいかん。とてもじゃないんで、闇ドル。闇ドル

は５００円ですよ。私の人生は、１ドル２円が５００円になっても生きていける。 

 ３６０円が３００円になったら会社がつぶれる、それが２４０円になったらもう 後や、さ

らに２００円になったら首を吊らないかんと言うとった。でも、誰も死んどらん。 

 人間はフレキシビリティです。下がったら下がったように生きていくんです。「為替」なん

てそんなもんです。 

 食べ物も１，０００キロカロリーでも、５，０００キロカロリーでも人は生きていく。犬や

猫は５倍食わされたら死にますよ。人間は強い。 

 今の暮らしなんて、天国ですよ。昔は、「白米、腹一杯食わしてくれるんなら、何でもする」

言いよったのに、今は「ダイエットなので白米は食べない、塩分が多いのでタクアンは食べな

い」。何を言いよるんか、ですわ。今、一番高い食品産業はダイエット・ドッグフードですよ。

昔は紅犬を、人が食うとったですよ。「洗濯機があったら、車を自分のものに出来たら」と思

っとったのに、今はどうですか。１０畳の広さのベッドでは、夜トイレ行く時に大変ですわ。

５着も１０着も服があっても着られません。 
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 生きている意味は、クオリアですよ。私は生きている限り、こういう事をしてやるというの

がいる。 

 「頑張れ！」と言う、元気な市長がいる町は幸福ですよ。市民税倍にして、そのかわり他の

町に比べて５倍幸せに、夢、ワクワクさせてあげればいい。 

 

伊藤：西条市は市民税が延びているんです。やれば出来るのでは、やろうやと、堀場さんの言葉を

受けとめて欲しい。財源の稼げない町では、教育も福祉も老人保険も出来ません。財源を稼い

でくれるのは皆さんですよ。反応しなかったらいけない。 

 

徳増：１億円が２億円になる。「国全体が夢を持つようになる、一人ひとりが夢を持つ事が大事」

と思うようになることが必要。 

 気持ちの切り替え。どうせやらなければいけないのなら、楽しく、ワクワクやろう。 

 伊藤市長のいるこの地から、四国を、日本を変えていって。 

 

堀場：日銀の役割は大事。ホロホロしとらんと！ 

 

丹治：経済が変動しても、後に禍根を残さないよう、日銀は色々な対策を行っている。日銀は、（一

般の銀行と違って）裏方である。お金を使って何をしていくかという、皆さん、プロセスが大

事。「しわい企業が多いなあ」が愛媛県の印象。 

 

堀場：お金は血ですわ。どんなオリンピック選手でも、血が出たら死による。その大本
おおもと

を握ってい

る日銀は、しっかりやってもらわないかん。 

 谷口さんはすごい。たいていの企業は、ちょっと儲かり始めたら大阪に出て行こうというと

ころ、「逆」というのは、西条へワクワク、クオリアですわ。あなたが一般論として、ガーン

とあがっていこうというノウハウは何ですか。 

 

谷口：福岡で驚いた。調達は韓国です、大阪に行くのと同じですわ。 

 昨年、発表させてもらった時、ホームページの充実は大切。１１社からの引き合い。 後の

４社に残っている。 

 機械を出す時に、新しい機能を入れて出す。大きなメーカーと一緒にやる。人に無いことを

しないと勝ち残れない。「人が入れたので入れる」では、メーカーは興味を示さん。施設整備

はシークレットを持ってないかん。マネされたら優位でなくなる。人と違うことをやる。一社

では無理なので、異分野連携する。 

 兵庫県の工場を造り、４０億円、３０～４０トンの大型船のクランク軸の熱処理、新幹線、

新東京タワーの鋼材の熱処理もやっている。 
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堀場：人のマネをしとったのでは、二流。イノベーション、新しい発想で。そこで大事なのは、今

までやとったことをベースにして、どう技術を活かしていくか。市場にニーズを見つけてこん

と、仕事にならん。「これは面白い。でも要らん」と言われたら、商売にならん。マーケットが

無いと、論文にはなっても、商売にはならん。 

 市場マーケットについて、経産省、ＰＲして。 

 

徳増：イノベーションはあってもコア・コンピタンスが無いと物まねとなる。 

 情報、断片の情報で動かず、社会全体の効用が増すような取り組み。経産省にはいろんな施

策があるので、ＳＩＣＳの意味は大きい。制度をシャブリ尽くして、コンピタンス（能力）を

増して、社会の効用を高めて。 

注）コア・コンピタンスとは、企業が抱える複数事業のうち、 も他社との競争力を持つ中核事業のこと。 

 

堀場：農業を２次産業化したい。農水省は保護政策。経産省は世界へ出て行くまで支援するが、出

て行ったら突き放す。１次産業を２次化すること、時間があれば（高齢なので余命が無いの意

味？）是非やりたい。この分野は、手つかずですから。 

 

伊藤：農工商連携をやっている。今、タイ国の富裕層にビジネスとして、入口として生産、食わせ

るところまで、一気通関でやることで農業の意味がある。西条だけでは（種類が、商品の幅が）

足りないので、四国じゅうに呼びかけ、四国じゅうで地産地消をやる。連携、人と人を繋ぐ、

これが首長の役目。 

 １次産業、木製都市構想、国を非難しているところ、雇用、１次産業にチャレンジして跳ね

返された方。グリーン○○と、商品が売れると何円かを山を守ることに使うとか。国土も日本

国民が守りませんか。水も国土も日本国民が守りませんか。 

 海と山、こんなにコンパクトにまとまった地はない。百年後どうなるかは分かりませんが、

どんなになるかぐらいは分かる。ジャッジし、自信を持っていこうぜ。 

 

堀場：未来は予測出来ないが、未来はどんな町にしていこうかと・・・。ビジョン（未来像）の無

い人は糸の切れた凧です。糸（ビジョン）が無くてはコントロール出来ない。 

 日銀は、直接は金を貸さない。知的所有権や社長の将来性を担保とする、将来の知的能力、

その経営者と銀行が共に経営していくようなことを、大所高所から指導いただきたい。 

 

丹治：企業と金融はリードし合い、サポートすることが大切。リスク管理、全体として企業が大丈

夫かと銀行は見ていかないかん。 

 

堀場：もう残り時間２分となりました。 後に各人２０秒ずつコメントを。 
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谷口：ＳＩＣＳ、月曜夕方の「うちぬきサロン」に２年通っている。すごい人脈に出会う。それが

企業（起業？）につながる。 

 

徳増：各人がクオリアを持つ事が大事。多様性と多様な機能を共有することが大切。 

 

伊藤：ＭＨ冷凍技術がイチゴにつながり、これをどう売っていくか興味を持って下さい。知的所有

権に１０万円、３０万円の補助を西条市が出すことを知っている人居ますか？ （手を挙げる

人無し） これほどに、情報発信の不十分さです。 

 

丹治：クオリアにはパワーが必要。パワーがあってのクオリア。よく事態を見て、取り組んでいた

だきたい。 

― 以上 ― 

 

 


