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「明日のイノベーションに向けた第一歩」 

― 10年後の広島の自動車産業のあるべき姿に向けて産学官金はどう行動するべきか ― 

「尾上 正幸」 

【要約】 

世界の劇的な情勢の変化は、これまでの自動車産業の構造を根本から変革しつつある。その中

でも、「ＣＡＳＥ」と呼ばれる AI（人工知能）をはじめとした革新的な技術やサービスの潮流や、「カー

ボンニュートラル」などの地球環境を保護するための制約、そして GAFA（北米に所在する世界規

模の情報系産業企業。４社の頭文字をとった造語。）など情報系産業の世界的な市場の独占と企

業の急拡大によって、日本がこれまで築いてきた自動車産業における優位性が一夜にして崩壊す

る可能性が大きくなってきた。いや、すでに崩壊が始まっていることをいち早く我々は受け止め、明

日の行動を必死に考えねばならない状況になった。 

さらに、自動車産業だけではなく、世界中のスタートアップ企業（革新的な技術・サービスで大き

な成長を目指す創設間もない企業）が、日夜、モビリティ（自動車など人が乗って動く乗り物）の領

域において革新的な技術を生み出そうとする競争が激化しており、その速度は速くなる一方であ

る。 

そのような中、地域の産業を守るため、そして地域から世界へ飛躍できる企業を生み出すため、

産学官金を巻き込み、イノベーションを起こすための様々な取り組みが世界中で行われている。例

えばベルリンや愛知県では、一定の分野に特化した開発施設などを用意し、世界中からスタートア

ップを集めてオープンイノベーション（異分野間の連携による革新的な開発手法・経営戦略等）の

取組を行っている。 

世界の情勢を読み、他地域の取組を参考にし、広島の過去のイノベーションの経験を活かし、

いまこそ産学官金が同じテーブルについて、明日のイノベーションを起こすための開かれた話し合

いを始めるべきだ。一つの企業、一つの地域で様々な価値を提供する時代は終わった。一つの技

術で世界を相手にできる“グローバルニッチトップ”技術を深化させるとともに、10年後の広島の自

動車産業のあるべき姿を目指して、一点集中の欠点を補う“オープンイノベーションの場”を広島に

無数に作ることが、産学官金が求められていることである。 
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1. はじめに 

想像して欲しい。広島の宇品港から、大型客船が多くの人々を乗せて出航する。行先は、彼らを

受け入れてくれる“未来”がある、発展著しいどこかの成長国である。出航する彼らの胸には、これ

から待ち受けている新世界への希望と不安、そして自分たちを育ててくれた地元広島への感謝の

気持ちと郷土愛であふれている。彼らを見送る人々は別れに涙し、これからの長い航海が無事に

終わることを心から祈っている。さあ、船が出航する。 

広島県は現在、約 280万人もの人口を抱え、人口密度も高く、全国 12位の人口密集県であ

る。古くは明治・大正・昭和の時代から人口が全国平均と比較しても多い。一つの理由として、多く

の広島県民が教義で殺生を禁じていた浄土真宗を信仰していたことなど、文化的背景があげられ

る。さらに、その後の自動車産業をはじめとしたものづくり企業の成長によって、この大きな人口を

支えることができるようになったことも人口増加の大きな要因である。 

一方で、広島県は平野部の面積が狭く、海と山に挟まれた土地柄であり、大きな耕作地を展開

するにはまったく適していない。過去より、一人当たりの耕地面積は日本の中でも下位になってお

り、年々増加する人口に耐えうる農業生産、ひいては人口支持力がなかった。現在においても、産

業用地のために広い土地を造成することが難しく、今後もこの状況は変わらないだろう。 

このような文化的要因と地理的要因の結果、過去幾度にもわたり、増えすぎた人口を減らすため

に官が先導して海外への移民を推進した歴史がある。移民の行先は、ハワイやブラジルなど労働

集約型農業を行っている地域であった。広島は支えきれない人口を海外へ送り出してきた日本一

の県である。 

したがって、冒頭にご紹介したシーンは過去の広島の話だけでなく、近い未来の広島の姿となる

可能性がある。産業による人口支持力が約 280万人の広島県民を支えることをできなくなった日が

きたとき、県外や海外へ若い県民を送り出す日が来る。送り出す先は、世界的競争力を持つ企業

群がある地域か、または諸外国の新進気鋭のスタートアップ企業（革新的な技術・サービスで大き

な成長を目指す創設間もない企業。以下「スタートアップ」）が集積する地域なのかはわからない。

これまでの広島の歴史と産業構造を考えると、まったくの夢物語であると否定することは難しい。 

そして、私は同胞を県外や海外へ送りだすことを全く望んではいない。私たちを愛し、育んでく

れた広島を次の世代に豊かなまま繋いでいきたい。だから、広島の人たちが豊かに暮らすために、

世界と競争できる産業が広島に必要なのだ。現在、広島を支える自動車産業を取り巻く社会環境

について整理し、次にイノベーションに向けた国内外の取組を考察し、10年後の広島の自動車産

業のあるべき姿を定義したうえで、広島の産学官金がどう関わるのか提言を行いたい。 

 

2.  社会変化 

2.1 ＣＡＳＥ 

「ＣＡＳＥ」という言葉をご存じだろうか。これは 2016 年に行われたパリモーターショーにおいて

Daimler AG（ダイムラー）代表が発言した造語で、C は Connected（接続性）、A は Autonomous

（自動化）、S は Shared（共有）、E は Electric（電動化）の頭文字をとったものである。これまでの
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自動車の“移動価値の売り切り”モデルから、移動は一つの提供価値ととらえ、様々なサービスと

組み合わせた“複合価値の継続”モデルへの変革を目指す造語であり、現在の自動車開発に

おいて絶対に無視できない標語となっている。それはなぜか。 

「ＣＡＳＥ」は、自動車から得られる便益が移動価値だけでなくなり、様々な価値へ発展するイ

ノベーションが起きていることを示唆している。例えば「ＣＡＳＥ」によって次のような世界が実現さ

れる。 

あなたは友人と電話で、明日、ショッピングセンターへ行く約束をする。すると、その音声通話

をきいていたＡＩ（人工知能）が自動でタクシーを手配してくれる。次の日、約束の時間になれば

家の前にタクシーが手配される。タクシーは自動運転車なので運転手もいない。あなたはタクシ

ーに乗り込み、友人とショッピングセンターに到着する。降りるときは支払いなどしなくてよい。な

ぜなら自動的にカード決済が完結しているのだ。帰りの時間もＡＩがあなたのこれまでの行動履

歴から帰る時刻を予測していて、ショッピングセンターを出るころには入口前にタクシーが待って

いる。そして、実はその自動運転タクシーは、あなたの全く知らない誰かの所有している家庭用

の普通自動車で、持ち主が乗らない日は自動運転機能を使ってタクシーとして貸し出しをして

日銭を稼いでいるのだ。 

   以上のように、自動車が自律的に自動運転することをはじめ、様々な他のサービスと接続でき

ることや、複数人で１台の自動車をシェアすることができるようになる（「2018年版ものづくり白書」

経済産業省。図表１）。もちろん、技術の壁、法律の壁によって数年のうちに実現されないが、も

しも実現された場合に、一つの価値（移動）しか提供できない自動車と、複数の価値（移動、自

動、共有、多接続・・・）を同時に提供できる自動車の、どちらが社会に選ばれるかは明確だろう。 

この「ＣＡＳＥ」については 2020年にトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ」）の時価総額を越え

て自動車メーカーとしては世界トップの企業価値となった Tesla Motors,Inc（テスラモーターズ。

以下「テスラ」）が世界をリードしている。同社は世界中で「ＣＡＳＥ」を実現する自動車を販売して

いく予定であり、日夜技術開発を進めている。日本ではトヨタなども「ＣＡＳＥ」を強く意識した経営

を宣言しており、自動車産業において「ＣＡＳＥ」は“未来”であり“現実”なのだ。世界の期待は

「ＣＡＳＥ」にある。 
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図表１ 「完全自動運転カーシェア社会」のイメージ 

 

出典：経済産業省「2018年版ものづくり白書」（2018年）P155 

 

2.2 カーボンニュートラル 

2020 年に日本政府が発表した「カーボンニュートラル宣言」において、2050 年に向けて脱炭

素社会を実現していくため、あらゆる主体がその取り組みを推進し、イノベーションを促進するこ

とを国家の基本理念として宣言した。「カーボンニュートラル」とは、一つの国内において社会か

ら排出されるカーボン（炭素）と、自然などに吸収されるカーボンの総量を等しくし、空気中に固

定されるカーボンをニュートラル（０に均衡する）にすることを目指す言葉である。ということは、日

本のような重油や石炭などの化石燃料を燃やして電力の７割を作っている国においては、それ

らから発生するカーボンを吸収できるレベルの自然環境を用意するか、排出量そのものを劇的

に抑えるイノベーションが必要である。これは自動車産業だけではなく、我々の生活全てに関わ

ってくる重大な課題である（「経済産業省資源エネルギー庁 HP」経済産業省。図表２）。 

そこで、本宣言をその文字のとおり受け取ってしまうと、自動車産業は、自動車が移動時に排

出するカーボンをなくすことはもちろん、自動車の製造・販売・運搬に関わるあらゆる工程におい

て排出量を「ゼロ」にしなくてはならない。そして「ゼロ」にできない場合には排出枠を他社や他国

などから買う未来が待っている。すでに一部欧州の制度などでは排出枠の売買が制度化されて

おり、テスラなどの EV（Electric Vehicle の略。電気自動車）を販売している企業は、排出枠を他

社に売却することで大きな利益を得ている。 

そしてこの「カーボンニュートラル」に向けた動きは、世界に大きな構造変化をもたらそうとして

いる。EVの性能はガソリン車と比較して安全性や航続距離で圧倒的な差があり、EVの普及はま

だまだ先の話であると考えていた人は多いかもしれない。しかしすでにアメリカ合衆国（以下「ア
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メリカ」）、中華人民共和国（以下「中国」）、欧州では安全で航続距離が長く安価な EVが世界中

に販売されはじめている。燃費性能が世界トップレベルのガソリンエンジンや、電気とガソリンの

ハイブリッドエンジンなどにおいて技術的に優位な日本車であったとしても、環境問題を理由に

世界に向けて販売することが難しくなる。さながら ABCD 包囲網のように、「カーボンニュートラル」

を理由として世界市場から日本の自動車が締め出される日がくるのだ。 

 

図表２ 日本の温室効果ガス（GHC）排出量とニュートラルへ向けたイメージ図 

 

出典 経済産業省資源エネルギー庁 HP「「カーボンニュートラル」って何ですか？（前編）

～いつ、誰が実現するの？（経済産業省作成）」 

 

2.3 スマートフォン 

最後に、我々の生活を一変させた「スマートフォン」について整理する。 

昨今のイノベーションの事例の中でも、スマートフォンの存在は無視できない。スマートフォン

は電話やインターネットに利用できるほか、様々な機能が日々使えるようになるなど、その進化

はとどまるところを知らない。さらに、スマートフォンの世帯保有率は 86.8％（「通信利用動向調

査 2020」総務省。図表 3）となっており、2011年にはまだ 29.3%だったものが 10年の間に爆発

的に普及してしまったことがわかる。 

実はこのスマートフォンの発想については、スマートフォンが発売されるずっと前に人気漫画

「ドラえもん」において秘密道具の一つとして描かれている。その名前は「オコノミボックス」（藤

子・F・不二雄氏作 第 18巻）といい、四角い物であれば何にでも変化できる便利な秘密道具と



広島経済レポート 懸賞論文 

「１０年後の広島の自動車産業のあるべき姿（産学官金がどう関わるか）」 

7 

 

して描かれ、電話や音楽再生機能、カメラ機能などが使えるのだ。この「オコノミボックス」が収録

された単行本の発売が 1980年であり、世界初のスマートフォンと言われている「Simon」の発売

が 1994年と、実はこのスマートフォンにつながるアイデアは世界より先に日本にあった。しかし、

実際の開発や製品化、知的財産権、マーケットは先にアメリカの企業に独占されてしまった。今

日、日本人の多くがアメリカの企業が製造している iPhone を使っている（日本国内シェア：56% 

引用元：ソフトウェアテスト・第三者検証ならウェブレッジ）。 

スマートフォンの普及・発展により、様々な面で生活が便利になった。スマートフォン一つで

様々なサービスを利用することができ、情報を双方向で取得・発信することができる。自動車関

連で言えば、カーナビゲーションシステムの代わりに Google LLC（以下「Google」）が提供する

Google Mapを利用するユーザーは多い。また、世界的にスマートフォンで車を買えるようにもな

ってきている。国内では本田技研工業株式会社（ホンダ）が導入している「Honda ON」というスマ

ートフォン向けサービスにおいて、販売店に行くことなく自動車売買の契約が完結するのだ。 

 

図表 3 主な情報通信機器の保有状況（世帯） 

 

出典：総務省「令和２年通信利用動向調査」（２０２０年） 
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3. イノベーション 

それではここで県内外における自動車産業の動向と、イノベーションに向けた取組事例を紹介し

たい。 

3.1 東洋工業 

「かかる不況期においてその経営を単にコルク事業のみによって維持することは大きな困難を

伴い、ここに何らかの新しい道が求められなければならなかった。かくて、当社は機械事業兼営

を企画するに至ったが、それはまず当時の時代的要請に基づいた。」（胡子勲（編）「東洋工業

株式会社三十年史」P45）。これはマツダ株式会社（以下「マツダ」という。）の前身である東洋工

業株式会社（以下「東洋工業」）の設立 30年史巻頭の代表者の言葉である。近代の広島の発

展と繁栄の歴史はマツダなしで語ることはできない。幾度も時代の波にさらされ企業の存続を脅

かされてきたマツダは、そのたびに不死鳥のごとくよみがえり今日の広島を発展させてきた。その

ようなマツダの前身である東洋工業も、戦前・戦後の激動期において広島でイノベーションを起

こした革新的な企業である。 

さかのぼると、もともと東洋工業はコルク板や機械工具などを生産する企業であった。そこか

ら、削岩機、工作機械、小型四輪トラックの製造などを経て、自動四輪車の製造に進化してい

る。同社は時代の変化や要請に合わせて製造する製品をダイナミックに変化させてきた歴史を

持つ。そのたびに、全国から、そして世界から求められる製品を次々と生み出してきたのだ。 

また東洋工業と産学官金は密接に関わってきた。例えば、現在の広島市南区にあるマツダ宇

品工場は、広島県が公共工事として 1954年ごろに埋め立てを行い、そのほとんどの区画を東

洋工業へ払い下げている。当時としては一大埋め立て工事であり、県を挙げた公共事業であっ

た。そのおかげで東洋工業は広島の湾岸部に大きな生産拠点を立ち上げることができ、ひいて

は広島の発展に大きく寄与したのだ。そのほか、時代時代において金融機関からの支援が同社

の経営を幾度となく救ってきたことや、地元大学との共同研究による技術開発など、広島の産学

官金と東洋工業はともに歩んできた深い歴史がある。 

 

3.2 ベルリン 

ここで他国の自動車産業にかかるイノベーションに向けた取組を紹介したい。 

ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」）ベルリン市にあるイノベーション施設「The Dｒｉｖｅｒｙ」という施

設では、世界から自動車に関連したスタートアップを集め、イノベーションを創発する取り組みが

行われている。当該施設では、入居しているスタートアップへ様々な支援を行っており、同業他

社との連携や協業をお膳立てしてくれる支援のほか、大企業とのマッチング、スーパーコンピュ

ータの貸し出しなどスタートアップが喜ぶ支援が集中的に投下されている。同施設の１階には試

験場として使えるガレージも用意されており、小さな実証実験をすぐに行うことができる（図表 4）。 

施設も素晴らしいのだが、そもそもの「The Dｒｉｖｅｒｙ」を経営している団体はスタートアップが世

界企業へと成長するための総合的な支援を行う団体であり、大手企業にスタートアップが囲い込

まれることなく、オープンイノベーション（異分野間の連携による革新的な開発手法・経営戦略等）
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でスタートアップが成長できる環境を構築している。ここで特に取り上げたいのは、「The Dｒｉｖｅｒ

ｙ」はモビリティ（自動車など人が乗って動く乗り物）に特化して、関連するスタートアップを世界中

から集めていることである。同業種の企業が集まることで内部での競争が激化され、さらに深い

横の連携が期待できる。特化しているからこそ、その支援内容もモビリティ関係に特化したものと

なるし、ここの施設に関係する企業もモビリティ関係の企業が中心となる。特化することで小さな

企業群のプレゼンスを高めている。まるで海外版“スイミー”である。 

さらに、ここで成長したスタートアップはドイツの自動車メーカーと協業することや、世界の投資

家から資金を集めることもできる。スタートアップが欲しいと思う支援がここで得られる、という期待

が次の新たなスタートアップを呼び込む仕掛けとなっており、成長が次の成長を循環（エコシス

テム）させる、広義の意味での「スタートアップ・エコシステム」という状態になっているのだ。 

 

図表 4 「The Drivery」試験場のガレージに飾られているデロリアン 

 

出典 2019年 筆者が許可を得て撮影 

 

3.3 愛知県 

次に国内で行われている取組について紹介したい。 

広島県のように自動車産業が県の主な産業となっている愛知県では、いままさに産学官金が

手を取り合って未来に向けたチャレンジを始めている。総額約 150億円を投じて行われる本プロ

ジェクトは、その名も「STATION Aiプロジェクト」である。 

愛知県はその地理的な条件や産業構造の影響から、県内でのスタートアップの育成や誘致

に大きな課題を抱えている。地理的条件というのは、京浜と阪神の巨大消費地に挟まれてしまい、
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地元のスタートアップを吸われてしまうところや、自動車産業を中心とした既存の産業構造が新

しい企業の参画を阻む構造などが古くから存在している。当地は、トヨタを中心とした自動車産

業をはじめ、多くの企業がイノベーションを起こしてきた地域である。その過去の強烈な成功体

験が、次の事業転換や新たなイノベーションを生むことを阻害する状態に陥っているといっても

過言ではない。 

そのような状態を打破し、多くのスタートアップを国内外から集め成長させることを目的として

始められた本事業では、産学官金が一体となって愛知県を強くしていくという強い意志を感じ取

ることができる。行政からの公的な資金や手続き面でのサポートをはじめ、大手企業（トヨタ、ソフ

トバンク株式会社）による企業資源を活用した支援や、スタートアップが入居できるインキュベー

ション施設（図表 5）も建設予定である。ソフト支援、ハード支援を車の両輪とし、愛知経済圏が次

の成長の卵をふ化させ、育てようとしているのだ。 

 

図表 5 インキュベーション施設「ステーション Ai」 完成イメージ図 

 

出典 愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業 基本協定調印式ソフトバンク株式会社発

表資料 P14・15 

 

 以上の３事例をヒントに、我々が今なにをしないといけないのか、次の章において提言したい。 
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4. 提言 

4.1 10年後のあるべき姿 

今から 10年後、2031年の広島の自動車産業はどうあるべきだろうか。前述した「ＣＡＳＥ」に適

応し、「カーボンニュートラル」を実現できる生産方法で、スマートフォンなどの次世代ＩＴ機器と密

接に接続できる自動車又は自動車関連部品を生産できる状態を実現していること。これまでの

移動による便益や、人が運転することで得られる喜びに加え、自動運転などの利便性、カーボン

などにより地球環境を汚染しない環境性、移動以外の様々なサービスへの接続性、これらをバラ

ンスよく向上させた次世代モビリティを世界へ送り届けている、そのような姿に広島の自動車産

業はなっているだろう。しかし、それがあるべき姿だろうか・・・本当にこの状態は目指すべき10年

後のあるべき姿なのか。 

いやそうではない。前述のことを一企業・一業界・一地域で全て補う時代は終わったのだ。な

ぜなら、社会変化のスピードが加速度的に速くなっている。これまでと同じことをしていてはもう後

発の企業は追いつかない。資本と技術が特定の企業に集中し、その集中が次の集中を加速度

的に誘発している。具体的にあげれば、GAFA（北米に所在する世界規模の情報系産業企業。

４社の頭文字をとった造語。）などの情報系産業が様々な企業を吸収して急拡大し、自動車産

業の領域へ進出してきている。さらに加えて、「カーボンニュートラル」をはじめとした劇的な環境

変化はこれからもどんどん起きてくる。だから、自社や地元でできないことは、思い切って他社や

他の地域にしっかりと頼り、合従連衡してイノベーションを起こしていかなければ産業競争のレー

スから脱落してしまうだろう。 

そして、一つのインターフェース（境界。スマートフォンなど。）から複数のサービスへ接続する

ことが加速している。企業のサービスだけではなく、国や自治体、商取引から医療や介護、農業、

工業まで、ありとあらゆる分野が平等につながり始めている。サービスの提供者は受益者目線で

自社のサービスを見直し、他のサービスと対等に横でつなぐ発想がなければ、待っているのは

自社サービスのガラパゴス化なのだ。様々なものに接続できるスマートフォンが、接続できない

商品・サービスを駆逐してきたことを我々は目の当たりにしている。 

したがって、10年後の広島の自動車産業のあるべき姿、それは自動車やモビリティにおいて、

ある一分野・一技術に特化し、様々な業界・業種と連携・接続することが可能で、世界と戦えるグ

ローバルニッチトップ技術を深化させることに尽きる。それは安全品質の高い車体製造技術かも

しれないし、美しい自動車のデザイン性かもしれない。または、もう自動車とは関係ない製品の

製造技術かもしれない。その選択は慎重に考え、決断する必要があるが、ここで述べたいことは、

「全てをやる」という戦略から「集中する」という戦略への転換を広島全体の戦略とし実行すること。

そして、その実行の先に特定の技術・領域において世界から求められる自動車産業が広島に存

在している。そのような姿が 10年後のあるべき広島の自動車産業の姿である。 

 

4.2 オープンイノベーション 
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前述の１点突破型の提言は、とても大きなリスクを抱えている。基本的な企業の生存戦略とし

ては、いかにリスクを分散し、あらゆる環境変化に対応できる体制を広く構築するか、を考えるこ

とが正しい姿勢であり、それは間違っていない。しかし繰り返し述べるが、それでは世界の競争

にはとても追いつくことができない。そこでさらに提言したいのが、産学官金が協力しオール広島

で、広島の自動車産業だけでは足りない技術、サービス、資金、アイデアを補うオープンイノベ

ーションを実行することである。地域が総体となり、地域にある資源（人、モノ、金、時間）を何に

集中的に投下していくのか、地域の永続的な発展をどう促すのか、それを一人一人が自分事に

して考え、正しく知り、正しく伝え、正しく行動するべきなのだ。 

組織的失敗の本質に迫った研究史「失敗の本質」から次の一節を引用する。「およそイノベー

ション（革新）は、異質なヒト、情報、偶然を取り込むところに始まる。」「公職追放によって、突如

抜擢された若手経営者は、戦後の企業再建過程のなかで激しい労働運動に対処するために、

食わんがための、ナベ、カマ、弁当箱などの製造・販売さえもやりながら、『われわれは同じ仲間

ではないか』、『一緒にやろうじゃないか』を合言葉に平等主義を定着させていった。このような権

威の否定と仲間意識のなかから、下士官・兵の強かった日本軍は民主主義の旗の下に、その長

所を最大限に生かすような形で自己否定的に再生したとも考えられる。」（戸部良一・寺本義也・

鎌田伸一・杉之尾孝生・村井友秀・野中郁次郎「失敗の本質」P386、P397）。この著名な研究史

では、イノベーションとは様々な立場の人たちが「同じ仲間じゃないか、一緒にやろうじゃないか」

という精神を共有するオープンイノベーションから生まれることが示唆されている。従業員が 1名

のスタートアップの社員でも、従業員が３万人を超える大企業の社長でも同じ平等な仲間なの

だ。 

さらに、我々が組織的に乱れることがないからこそ、イノベーションに必要な異端、偶然の要素

を徹底的に排除してしまうことも示唆されている。産学官金ときれいに区分けすることができ、そ

してそれぞれの業界の中でヒエラルキーが保持され、安定が続く秩序だった現状がイノベーショ

ンを阻む原因なのだ。 

そこで、自動車産業をはじめ広島の産学官金の組織においては、この秩序を乱してしまう他

所者、若者、馬鹿者と呼ばれるイノベーター（イノベーションを起こすことを志す者）にチャンスと

権限を与え、他地域からの知識や経験の導入、若い人の前のめりな挑戦意欲への支援、周りの

空気を読まず独走しムーブメントを起こせる者への後押しを行っていただきたい。彼らをリーダー

として称え、しっかりとフォローしていくことで広島にイノベーションの気運を醸成することを始める

べきである。 

さらに、「The Drivery」のようなオープンイノベーションを実現できる場所の創設も必要である。

異質なものが混ざり合うことによって化学反応が起きるのは人間も化合物も一緒である。この混ざ

り合うチャンスを広島の至るところに作っていくべきだ。自動車産業の関係者だけではなく、あら

ゆる業界から志を持った人々が集い、明日の広島をどうしていくか真剣に考える場の構築・運

営・支援が、広島の産学官金がいままさにするべきことである。 



広島経済レポート 懸賞論文 

「１０年後の広島の自動車産業のあるべき姿（産学官金がどう関わるか）」 

13 

 

そして、明日、広島を支える産業は何か、現在の自動車産業と産学官金は一緒に何ができる

のか、熱をもって話し合おう。個人や一社の知では到底勝ちきれない時代になった。集中とオー

プンイノベーションで、この難局を乗り越えていこう。誰かがやってくれる、ではなく、俺が、私が

広島を変えていくのだ、という一人一人の精神こそが大きなイノベーションにつながることは間違

いない。 

 

最後に、過去、広島の人たちは何度も倒れては立ち上がってきた。幾度となく過酷な危機を乗り

越えてきた。そのスピリットは確実に我々に脈々と受け継がれている。我々は一人ではない。様々

な人と話し合ってみよう。対話と行動こそがイノベーションの最初の第一歩であると信じている。 
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