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１ 訪問日 平成 28年 7月 20日（水） ＜アーバイン＞ 

２ 訪問先 Mazda North American Operations（MNAO） 

３ 対応者 マツダ株式会社 専務執行役員 毛籠（もろ）勝弘 氏 

MNAO Vice President 東野 信之 氏  他 

４ 調査概要 

本県経済の牽引車として欠かすこ 

とのできない存在であり、また県民の 

誇りの一端でもあるマツダ株式会社 

の米国法人 Mazda North American  

Operations本社を訪問し、主に、 

１．米国におけるマツダの活動体制 

２．米国自動車市場の概況 

３．マツダの米国における販売状況と 

今後の見通し 

について調査を行った。 

対応者の毛籠氏は、長くフォードと 

 の業務提携が続いていた MNAO において、約 20 年ぶりの日本人 CEO であり、冒頭の挨拶

からは、毛籠氏の気迫と覚悟が伝わってきた。 

 

１．米国におけるマツダの活動体制について 

 

1971年の現地法人設立以来、幾度かの組織改編を経て 1994年に現在の体制を確立。現在

は、米国を 5つの販売地域（Western、 Midwest、 Gulf, Northeast、 Northwest）に分割

している。 

このたび我々が訪問した MNAO 本社のほかに、R&D センターや地域統括拠点を展開してお

り、合計 7つの米国内拠点では、邦人駐在員 72名を含む約 800 名が働いている。 

全米で約 630のディーラーと契約しており、5つのそれぞれの販売地域でやや偏りはある

ものの、約 100～150のディーラーを有し、販売網を全米に確立している。 

ディーラーとはフランチャイズ契約を結んでおり、全体の約 54%がマツダの専売店である。 

現在取り組んでいるのは、ブランドイメージの刷新であり、従来の「緑、メタリック」を

基調として「若々しさ」を押し出した店舗イメージと、現行車種のイメージにズレが生じ

ているため、より「シックで上質」な店舗イメージを演出する「黒、グレー、木目調」を

使った店舗への改装を進めている。 

ディーラーと協力しながら、店舗改装等ブランドイメージ作りへの投資を、今後１～２

年の内に終える予定である。 

 

毛籠氏の冒頭挨拶 
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２．米国自動車市場の概況 

 

米国の市場規模は、日本の３倍強

になる年間約 1,700 万台である。

2008 年に発生したリーマンショッ

クで需要が落ち込んだものの、その

後は堅調に増加しており、昨年が約

1,750万台である。 

一般小売り販売と官公庁・法人な

どの大口販売の比率は、約４：１と

なっている。 

 

車種別では、近年 CUV、SUVと呼ば

れる米国ではトラックに分類される多目的車の人気が上昇中であり、マツダも国内未販売

の CX-9をはじめ CX-5、CX-3といった CUVが人気を集めている。 

しかしながら、米国市場におけるマツダのシェアは 2016年３月期で 1.7%にとどまってい

る。その大きな要因の一つが現地生産体制の未整備であったが、メキシコ・グアナファト

工場の稼働により、NAFTA域内での生産を向上することで今後のシェア拡大が期待される。 

（参考：NAFTA域内生産比率 マツダ 18%、ホンダ 98％、トヨタ 80％、日産 86％） 

 

３．マツダの米国における販売状況と今後の見通し 

 

米国におけるマツダのシェアは、過去 10年間 1.5～2.0％の幅で推移しており、平均する

と約 1.8％となる。2016 年の販売台数は約 306,000 台である。一般販売と大口販売の比率

は約 15：1 となっているが、MNAO はブランドイメージを維持するため、戦略的に官公庁、

レンタカー会社などの大口顧客ではなく一般客をターゲットにしている。 

前述のとおり、米国での CUV、SUV 人気を反映して、マツダの販売車種もここ 10 年でト

ラック分類車の比率が 22％から 45％へと２倍以上の伸びを見せている。 

今後のブランドイメージ刷新に向け、全米 35都市に重点投資を実施していく予定である。 

毛籠氏は「マツダの目指すべき姿は『小さいが存在感のある自動車メーカー』である」

と言われたが、その為にも、モノづくりに対する真摯な姿勢そしてモノの価値だけでなく

チーム・マツダの精神性を伝えるブランドコミュニケーション力の向上に注力されていく

ことが明確に示されていた。 

あわせてマツダの「顔」であるディーラーとの意識の共有や連携強化も欠かせない。 

メディアを通じてのＰＲやディーラーを通じてのブランド体験を通じて、いかにして 

顧客との間に絆を築いていくかが今後の MNAOの発展の鍵になってくる。 

東野氏よりご説明 
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４．質疑など 

 

Q. 人材確保などで苦労する点はあるか。 

A. キャリアに対する考え方が違うので、優秀な 

 社員を雇用し続けることは日本に比べると難 

 しい。そのため、雇用契約における守秘義務 

や競業避止義務の設定には十分に注意をして 

いるが、何事も 100%ということはないので、 

ある程度の情報漏洩等を見越した上でのガバ 

ナンスが求められている。 

 

Q. 部品調達についての見通しは。 

A. 現在、約 80％の部品を日本から調達しており、 

現地調達へのシフトは解決すべき課題の一つ。 

将来的にメキシコ工場は年産 25万台を予定し 

ているが、今後３年ほどの間に現地での部品調 

達体制を確立していきたい。また、広島、防府、タイ、メキシコの生産拠点で、世界の 

需要にどう対応していくかということも課題である。 

 

Q. レースへの参加の予定はないか。 

A. 日本での知名度は低く、PR不足は否めないが、米国においてはトップカテゴリーのレー 

スに参入している。また、スカイアクティブエンジン改良車で競うローカルレースのス 

ポンサーもしており、概ね 58％のシェアを確保している。その他、スポーツカー（Mazda  

miata: ロードスター）レースへのパーツ支援、ドライバー育成事業への協力も行ってお 

り、今後は ASEAN や欧州へも同様の活動を広げていく予定である。 

レース参入も夢ではあるが、現時点のマツダはそのような経営状況にはないと判断し 

ている。 

 

Q. フォードから学んだことは。 

A. コミュニケーションや生産現場   

の在り方など、学ぶことは多くあ 

った。現行のスカイアクティブテ 

クノロジーにはフォードからの学 

びが反映されており、１プラット 

フォームの実現により、高効率化 

を実現している。 

MNAO 本社 

本社１階ロビーの展示 
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小さい会社の利点を活かし、研究開発、生産から販売まで「一気通貫」でのコミュニケ

ーション作りに取り組んでいる。 

 

Q. LGBTなど人権対策は。 

A. 法令を遵守することはもちろんだが、社員教育の機会を積極的に設けている。 

企業風土として、「マツダは従業員の権利を正当に保護する」という方針を内外ともに 

明確に押し出していくことは、今後も、そしてこれからも非常に重要であると考えている。 

 

 

 

  

MNAO本社１階ロビーにて 
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１ 訪問日 平成 28年 7月 21日（木） ＜ティファナ＞ 

２ 訪問先 O&S CALIFORNIA,INC. メキシコ工場（ARCOSA） 

３ 対応者 President 中村 孝一 氏（日系マキラドーラ協会（JMA）会長） 

      Assistant Manager 上岡 淳 氏 

      Japanese Maquiladora Association（JMA） Director 平岩 譲次 氏 

４ 調査概要  

冒頭、中村会長よりご挨拶を頂き、その後、下記調査を実施。 

○日系マキラドーラ企業である O&S CALIFORNIA,INC.の工場視察 

○日系マキラドーラ協会（JMA）事務局長平岩氏より、協会の現況等について聴取。 

 

１．日系マキラドーラ企業である O&S CALIFORNIA, INC.の工場見学 

 

O&S CALIFORNIA,INC.は、大阪

に本社があるオーナンバ（株）

と住友電気工業（株）の共同出

資による現地法人である。米国

カリフォルニア州サンディエゴ

に所在し、メキシコ国内におい

て我々が訪問したマキラドーラ

地区であるティファナの工場と、

昨年に操業を開始したばかりの

バヒオ工場（メキシコ・グアナ 

ファト）の二つの工場が稼働している。 

主に、車載用ワイヤーハーネスを製造しており、あわせて太陽光設備、家電製品用の

ワイヤーハーネスも製造している。ティファナ工場では車載用と家電用を製造している。 

 

O&S CALIFORNIA,INC.は自動車産業

におけるティア２もしくはティア３

にカテゴライズされる。 

多くのティア１、ティア２企業に製

品を供給しており、供給先ごとに違う

仕様にミスなく対応するために、作業

内容をできる限り可視化するなどの

工夫をしていた。 

また、特に近年では、製品の品質や

仕様に加えてトレーサビリティ（追跡
製造しているワイヤハーネス 

JMA会長の中村孝一氏と中本団長 
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管理）が非常に重要視されているため、O&S CALIFORNIA,INC.も今後１年ほどの間にいわゆ

るＩＴ化を完了し、全製品をＱＲコードで管理し、万が一不具合が発生した際には、該当

の不良備品がいつ、どこで、どのように製造されたかをメーカーの指定時間以内（例えば

24時間）に追跡できる体制を整備していく。 

 

そのためにも、従業員の教育と賃金

以外の面でのモチベーションアップ

も重要となる。例えば、各ラインには、

従業員が「自分がどんな車のどんな部

品を作っていてそれがどんな機能と

関係があるのか」ということが分かる

ようにパネルを掲示している。 

パネルの掲示前は、従業員は自分が

何を作っているのかさえ分からない

状況だったが、パネルを設置すること

によって、例えば「自分が作っているこの部品は、搭乗者の安全を守るために欠かせない

シートベルトの動作に関わっている」ということを認識することで、仕事に対する責任感

や、「この車のこの備品は自分が作ったんだ」という誇りにつながっている。 

 

 

 

 

←パネルには、作っているパーツが  

どの車のどの部分に使われている 

のかが示されている。 

 

 

 

 

 

 

シートベルトに使われる部品を作って→ 

   いる。 

 

 

ラインの様子 
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また、自分のラインだけでなく、工

場のライン全体の様子や、それぞれの

製品の納期などを大きなパネルに貼り

出して、いつでも誰でも確認できるよ

うにしている。 

毎朝の朝礼は、このパネルの前で行

い、全員で仕事内容や進捗状況などの

確認をしている。これも従業員のモチ

ベーションを上げるための一つの方策

とのこと。 

 

従業員は約 800 人で、多くがメキシコ南部から仕事を求めて北部に移ってきた人だとい

う。平均賃金は時給３～５ドルで、中国沿岸部よりも安い水準となっている。 

 

マキラドーラに工場を設置する最大の理由は、豊富な労働力と低賃金であるが、近年は

賃金の上昇と労働力の確保が課題になってきている。 

その理由としては、中国における賃金上昇を逃れてマキラドーラに進出または戻ってく

る企業が増加していることや、医療・製薬関係、航空宇宙産業関連の工場の進出が活発に

なってきていることがあげられる。 

 

２．日系マキラドーラ協会（JMA）平岩事務局長による協会についての説明 

 

マキラドーラの歴史について 

マキラドーラとは、1965 年に制定さ

れたメキシコ～アメリカ間に設けられ

た、原材料、製品などを無関税で輸入

できる保税加工制度。 

その目的は、メキシコの安い労働力

を活用して米国市場へ進出する企業を

誘致し、雇用を創出することにある。 

 

日系マキラドーラ協会（JMA）の歴史に

ついて 

1986 年、「ティファナ・マキラドー

ラ・クラブ」として発足。日系企業同士の情報交換や交流の機会を提供している。 

1997年に、米国カリフォルニア州でＮＰＯ登録をした。 

パネル説明の様子 

平岩事務局長の説明 
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日系企業の進出第一号はパナソニックだった。当時はＴＶメーカーが多くティファナに

進出しており、パナソニックをはじめ、サンヨー、ソニー、日立、シャープなどの企業が

初期の JMAを盛り上げていた。 

当時のＴＶ製造は非常に労働集約型で、１社で 3,000～5,000 人を雇用していたが、ブラ

ウン管から液晶へとＴＶの仕組みが変わり、労働集約型産業ではなくなったため、マキラ

ドーラから撤退した。それに伴い、日系企業における雇用数も、2007年の約 40,000人から、

2014年には約 15,000 人にまで減少している。 

会員企業数も、2013年には 70社あったが、現在では 49社に減少している。 

 

メキシコ生産のメリットについて 

・機械、設備、部材のメキシコへの持ち込みが無税 

・販売先が米国の場合、地理的に一番近い。 

・豊富な労働力 

・マキラドーラ制度には約 50年の歴史があり、生産現場の経験者が豊富なこと。 

・低賃金（米国の約５分の１） ※現在は、中国沿岸部よりも安い。 

・長い労働時間（単純計算すると、年間で 416時間長い） 

 例：米国 ８時間／日×５日＝40時間 

   墨国 ８時間／日×６日＝48時間 ※週８時間多い 

・労働法上の祭日が少ない（墨：７日、米：10日、日：17日）。 

・安定した政府 

・安定した物価 

・低い賃金上昇率 

・安定したペソレート 

・国境地区のマキラドーラでは、労働争議が皆無（内陸では多少あるらしい） 

・駐在員が米国に居住できる（ティファナ進出企業であればサンディエゴに居住）。 

 

メキシコ生産のデメリットについて 

・治安 

・備品調達は現地での調達が難しいものもあり、東南アジアに比べるとコスト高 

・インフラが整備されていない（道路が悪い、電気代が高い、鉄道輸送がない）。 

・国境の混雑 

・頻繁な税制改正 

・役職者の人件費（管理職給与は米国並み） 

 

これからの JMA活動 

・ＴＶ部品の生産を行ってきた企業へのサポート 
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・ＴＶ以外の産業への展開のサポート（自動車、医療機器、航空宇宙産業など） 

・会員企業に有益なセミナーの開催 

・会員企業へのタイムリーな情報提供 

・メキシコ政府との交渉 

 

３．質疑など 

Q. マツダとの取り引きはないのか。 

A. 弊社はティア２企業なので、メーカーとの直接取り引きはない。 

現在の弊社のシェアは、ホンダ、GM、フォード、BMW、KIA、スバル・・・という感じ。 

ただ、どこのメーカーにどこのティア１がどこのティア２の作ったものを納入している

かということはほぼ全て把握している。過去にはマツダ用の製品を作っていたこともあ

ったので、また今後、マツダ向けの製品製造のお話があれば精一杯努力する。 

 

Q. 今後の事業の見通しについて 

A. 自動車産業に限って言えば、今後２～３年は堅調に推移すると見ている。グアナファト

に進出している企業は、現在は北米をメインターゲットにしている。いずれ北米地区の

景気が減退するが、その時に南米市場が盛り上がってくると一番良いが、こればかりは

どうなるかわからない。 

太陽光については、現在はアメリカ国内で一般家庭へのソーラーパネル設置に対する補

助金制度があり、その制度がある間は好調が続くと考える。 

  メキシコにおいては、自動車が最大の輸入産業であり、政府もバックアップをしている。

残念ながら内需の伸びは見えていないが、将来需要には期待をしている。 

現在、アメリカは大統領選挙の真っ最中で、毎回選挙までは景気を落とすような政策は

取られないので、今回も少なくとも選挙までは景気は悪くはならないと考えている。 

 

 
O&S CALIFORNIA,INC.メキシコ工場前にて 
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１ 訪問日 平成 28年７月 22日（金） ＜ラスベガス＞ 

２ 対応者 在ラスベガス日本国名誉総領事 キャスリーン・ブレークリー 氏 

３ 調査概要 

キャスリーン名誉総領事より、視察団の宿泊先にて、ご自分の使命についての説明を

受けた。概要は以下のとおり。 

「名誉総領事としての職務には、通常の領事業務であるパスポートの発行やビザの発

行は含まれない。私の使命は、ネバダ州在住の日本人の皆さんや日本企業のためにネバ

ダ州における日本の知名度を高めること。また、企業活動を円滑に行えるように、在サ

ンフランシスコ日本国総領事館とのパイプ役を務めることも常に心掛けている。ネバダ

日米協会、ネバダ日本商工会での活動もその一助となればと願っている。」 

 

その後、ラスベガスの特徴について説明を受けた。 

ラスベガスは砂漠の中に建てられた街であり、1840 年代にゴールドラッシュで栄えた

カリフォルニアに向かう中継地点として、町の歴史が始まったとのこと。 

1929年の世界恐慌がきっかけになり、ネバダ州では賭博を合法化した。 

1931 年にフーバーダムの建設が始まり、建設業関係者が多く移住してきたことで町が

発展した。安価な電力が使えることも非常に良かった。 

現在、ラスベガスの主要産業はカジノで、毎年多くの観光客を呼び込んでいる。 

ラスベガス中心部のほとんどのホテルにはカジノが設置されている。カジノには時計

が設置されておらず、滞在者が時間を忘れて楽しめるように、すなわち時間を忘れてし

っかりとお金を落としてくれるようにしている。 

カジノ以外にも、グランドキャニオン国立公園、ザイオン国立公園、ヨセミテ国立公

園等多くの国立公園ツアーの出発地としても数多くの観光客を惹き付けている。 

日本人観光客は年間約 24万人で、外国人観光客数の第３位に位置している。 

非常に重要なターゲットだが、現在、日本とラスベガスを結ぶ直行便はない。 

ネバダ州では無人飛行機、いわゆるドローン産業に積極的に取り組んでおり、世界中

の企業に対して、ネバダ州を研究開発拠点として活用してもらえるよう様々な施設や 

サービスを準備している。 

 

軍事施設も活用しての実験なども行われているそうだが、ドローンによる宅配サービ

スなどは、今後我が国においても実現していくサービスの一つだと考える。 

その他にも、様々な分野での活動が期待されているドローンだが、本県においても関

係ベンチャーの育成や、関連サービスの開発支援などに取り組む価値があると考える。 

  

http://www.veltra.com/jp/north_america/las_vegas/ctg/1701:1701/
http://www.veltra.com/jp/north_america/las_vegas/ctg/168372:Yosemite_National_Park/
http://www.veltra.com/jp/north_america/las_vegas/ctg/168372:Yosemite_National_Park/
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１ 訪問日 平成 28年 7月 22日（金） ＜ラスベガス＞ 

２ 訪問先 Sun City Anthem 

３ 対応者 The Foundation President, Favil West 氏 

Henderson City Councilwoman, Gerri Schroder 氏 

４ 調査概要 

原則 55 歳以上の高齢者しか入居することのできない街である「Sun City Anthem」に

ついて、Sun City Anthem 内のゴルフ場のクラブハウスにて、元住民組合代表の West 氏

からお話を伺うとともに、West氏の友人であり、Sun City Anthemの所在する Henderson

市の市議会議員である Schroder氏より、同市について簡単な説明を受けた。 

その後、Sun City Anthemで最大のレクリエーションセンターを視察した。 

 

１．Sun City Anthemについて 

 

Sun Cityは、民間会社（Del Webb社）によって開発された高齢者専用の街である。 

子供が親の面倒をみるという文化に変化が現れたことを受け、1960 年代から同様の施設

の開発が行われてきた。開発当初はブルーカラーをターゲットにした小規模な住居が主流

だった。 

Sun City Anthemには現在、約 13,000人が居住している。住宅は 300～1,000㎡ほどの幅

の中で色々なタイプが用意されている。 

街の中には３つのレクリエーションセンターがあり、各レクリエーションセンターでは

次に掲げるような実に様々な地域クラブ活動が活発に行われており、その数は約 60を数え、

また、ゴルフ場も２つあるとのことである。 

 ・アマチュア無線     ・美術、工芸 

 ・ダンス         ・ビリヤード 

 ・ボウリング       ・陶芸 

 ・コンピューター     ・テニス 

 ・卓球          ・麻雀 

 ・ゴルフ         ・園芸 

 ・演劇          ・手芸 

 ・防災          ・地域パトロール 

 

レクリエーションセンターやゴルフ場の運営などは、住民で組織する住民組合が担って

おり、住民は年会費として 1,100ドルを組合に支払っている。 

急速な高齢化に対応する一つのモデルとしての Sun Cityへの関心は非常に高く、日本か

らも過去に何度も視察団が訪れている。 
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２．Henderson市について 

 

当市の始まりは 60年以上前のことであり、当時建設中だったフーバーダムの建設工事に

関連して移住した人も多い。マグネシウム採掘やニール湖の水産資源などで発展してきた

街である。 

1953年当時には、７平方マイル（約 18 平方キロ）に約 7,400人が暮らす小さな街だった

が、現在では 110 平方マイル（約 281 平方キロ）の市域に約 300,000 人の住む街へと発展

を遂げている。 

2015年には、雑誌 Forbesで「全米で最も安全な街」の第６位に選ばれるなど、安全で快

適な街という評価は自他共に認めるところである。 

現在、都市開発で注目すべきは Union Village であり、病院、介護施設、住宅地、アス

レチック、高齢者福祉センターなどの建設を予定している。 

 

 

  

West 氏、Schroder 氏とともに 
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３．レクリエーションセンター視察 

 

Sun City Anthem内に３つあるレクリエーションセンターの内、一番規模の大きいものを

視察した。前述の通り、数多くのクラブ活動が行われているが、そのための専用の部屋が

設けられていたり、広々とした共有スペースが設けられていたりと、住民同士が交流し、

楽しく快適な生活を送ることができるよう様々な設備が整えられていた。 

 

 

 

 

←ダンスホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退役軍人の名誉を称えるプレート→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←クラブ活動に応じて専用の 

部屋が用意されている 
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手前には「コンピューター」、 

奥には「裁縫」の表示   → 

 

 

 

 

 

 

 

←奥には麻雀を楽しむ住民の姿。 

手前はビリヤード台 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外プールも完備→ 

 

 

 

 

 

Sun City Anthem が高齢化社会のリタイアメント・シティとして成功している大きな理

由の一つは、今回視察したレクリエーションセンターが象徴する「住民の活発な交流」の

ようである。昨今、本県に限らず全国的に「地域のつながりの希薄化」が言われることが

多いが、裏を返せば以前はしっかりと地域のつながりがあった、即ち地域住民間のコミュ

ニケーションがしっかりと図られていたということではないだろうか。 

米国でリタイアメント・コミュニティが盛んになったのは、従来の「親の面倒は子供が

見る」という文化が変化してきたからであった。この変化の風潮は、我が国においても見

られている。日本におけるリタイアメント・コミュニティは、高齢者専用賃貸住宅や介護

付き老人ホームなどの施設だと考えられるが、これらの施設は主に民間により運営されて
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おり、無論、施設のレベルに応じてではあるが、入居者の利便性や快適性を向上するため

の環境づくりには一定の配慮がなされているものと考えられる。 

むしろ今後懸念すべきは、専用施設に入ることが出来ず、地域との交流も活発でないよ

うな高齢者をどのように把握し、どのように見守っていくかということではないだろうか。

今後、高齢者人口が増加することは自明である以上、限られた資源をいかに効率よく投入

していくかは喫緊かつ重要な課題である。また、基礎自治体との連携は不可欠だが、行政

で全てを解決できる問題でもなく、民生委員をはじめとした地域住民の協力を得るための

方法も考えていかなければならないだろう。 

 近い将来直面する課題にどのように対処すべきか、多くのヒントを得ることが出来た。 
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１ 訪問日 平成 28年 7月 22日（金） ＜ラスベガス＞ 

２ 訪問先 National Atomic Testing Museum（国立核実験博物館） 

３ 対応者 Executive Director, Michael Hall 氏 

      Assistant Curator, Natalie Luvera 氏 

４ 調査概要 

この博物館では、米国における核開 

発・核実験の歴史を、年表、写真、 

映像、当時の建物の再現、新聞や雑誌、 

実物大模型などの展示を通じて概観 

できるようになっている。 

 

入口に象徴的な「きのこ雲」のオブ 

ジェが飾ってあり、我々広島県人にと 

ってはいきなり複雑な思いを感じざ 

るを得ない。 

 

我々は、原子力爆弾や水素爆弾に対しては、開発にしろ実験にしろ概ね否定的なイメ

ージを持っているが、本博物館の展示には（我々が期待するような）否定的なイメージ

はなく、むしろ世界に先駆けて原子力をコントロールするに至った米国の強さや素晴ら

しさというポジティブなイメージを伝える意図が感じられた。 

展示の中に原爆投下に的を絞った展示はなく、

開発、実験、使用に関する展示の中で少し触れら

れている程度である。 

13 の区画に分けられた館内のうち、「Entry 

Gallery 入場ギャラリー」と呼ばれる最初の区

画では、繰り返し旭日旗、B29、相生橋、焼け野

原の広島などの映像が流されており、入口のきの

こ雲とあわせて非常に複雑な思いにならざるを

得ない。 

 

原爆投下に関する展示は限られていたが、 

当事者である米国の国立博物館で原爆投下の理

由や効果についてどのような記述がなされてい

るかは非常に重要である。 

以下、該当箇所を記す。 

 

入口の「きのこ雲」 

焼け野原の広島 

旭日旗 
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To end WW2, after Japan refused to surrender, 

he ordered atomic bombs dropped on two 

cities devoted to their war effort.  

日本が降伏を拒否した後、第二次世界大戦を

終わらせるため、彼（トルーマン大統領）は軍

事的に重要な二つの都市への原爆投下を命令

した。 

（展示パネル「President Truman」より抜粋） 

 

In an effort to end the war with Japan, 

quickly and with the fewest casualties, an 

untested uranium bomb, named Little Boy, was 

detonated over Hiroshima, Japan, on August 

6, 1945.  

日本との戦争を、早期にかつ最小の負傷者で終結しようという努力の中、1945 年８

月６日、リトルボーイと名付けられた実験前のウラン型爆弾が日本の広島上空で爆発

した。 

 

When Japan did not surrender, a second bomb of the same design as the Trinity 

device, named Fat Man, was detonated over Nagasaki, Japan, on August 9, 1945, 

with devastating results. 

Japan surrendered five days later. 

日本が降伏せず、ファットマンと命名されたトリニティ爆弾と同型の二つ目の爆弾

が 1945年８月９日、日本の長崎に投下され、破壊的な結果をもたらした。 

５日後、日本は降伏した。 

（展示パネル「Little Boy and Fat Man」より抜粋） 

 

Policy makers unanimously concluded the atomic bomb would end the war with the 

least bloodshed and should be used without warning against military targets.  

政策担当者は満場一致で原爆投下が最小の流血で戦争を終わらせるものであり、標

的への警告なしに使われるべきだと結論付けた。 

 

Accordingly, two atomic bombs were detonated over industrial military targets 

in early August 1945.  

決定に従い、1945年８月初旬、工業的軍事目標へ、二発の原子爆弾が投下された。 

パネル「President Truman」 
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Japan surrendered shortly afterwards ending WW2, avoiding massive allied invasion 

and post-war division among the victors. 

日本は間もなく降伏し、第二次世界大戦は終結を迎えた。連合軍による大規模な  

侵略ならびに戦勝国間での戦後分割を免れた。 

（展示パネル「Ending World War II」より抜粋） 

 

下線部をまとまめると概ね以下のようになる。 

「降伏しない日本に対して原爆を使用することで、戦争を早期に、しかもより少ない 

犠牲で終結させた。」 

 

「戦争の早期終結」と「米軍の犠牲を減らすこと」を理由に原爆投下を実施し、結果と

してその通りになったという主張がなされているが、それが事実ではないことを私たちは

知っている。 

本博物館において、米国が原爆使用について、いかに独善的な持論を展開しているかが

明白である。原爆投下と戦争の早期終結には因果関係はなく、また、原爆投下と米軍の犠

牲を減らすことの間にも因果関係はないのである。 

また、広島と長崎で原爆を爆発させたことは記述されていても、犠牲者の数には一切触

れられていない。原爆が「民間人の大量虐殺」であったという事実には一切触れられてい

ない。 

米国には米国の大義があり、理屈がある以上、彼らがそのように主張する他ないことは

理解できなくもない。オバマ大統領が決して謝罪の言葉を発することができないのも同じ

理由による。 

しかし、我々は世界で唯一の戦争被爆国の人間として、その中でも特に広島との縁を深

く持つ者として、米国の理屈に理解を示しつつも、正々堂々と我々の大義と理屈を米国に

対しても、またその他の国々に対しても発信していくべきだと考える。 

 

米国の力と栄光を誇示するかのような博物館だが、ご案内頂いた Exective Director の

Hall 氏が最後に語った「原爆も水爆も失く

せるのなら失くすに越したことはない。そ

れが人類の願いだ。」という言葉には誰もが

頷くに違いない。 

世界中に今なお存在する数多くの核兵器

と今後どのように付き合っていくべきなの

か。人類に課せられた大きな課題について

改めて考えさせられた。 

 展示物の説明をする Hall 氏 
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１ 訪問日 平成 28年７月 23日（土） ＜デンバー＞ 

２ 訪問先 The ACADEMY (Boulder’s Boutique Retirement Community） 

３ 対応者 Chief Executive Officer,Sherry Bergh  氏 

Administrative Assistant,Carrie Orbino 氏 

４ 調査概要 

 まず驚いたのが、リタイアメント・コミュニティとしては、外観、内装ともに美しく、 

豪華な造りであった。 

  説明によると、「リタイアメント・コミュニティ」とは、主にアメリカ、カナダ、オー 

ストラリアなどに特有の、大規模な老人ホームの形態であり、なかには１箇所に 3,000 

人も居住している例もある。 

 

  リタイアメント・コミュニティには大きく分けて、CCRC（継続介護付きリタイアメン 

ト・コミュニティ）と AARC（元気高齢者向けリタイアメント・コミュニティ）があり、 

アメリカに圧倒的に多いのは CCRCである。 

  CCRCには、通常アシステッド・リビングと呼ばれる介助サービス付きの居住棟と、重 

度の要介護者が介護サービスを受けられるスキルド・ナーシング・ファシリティ（日本 

の介護施設に相当）が同一施設内にある。 

  また、シェリー・バーグ最高経営責任者の話では、リタイアメント・コミュニティは 

日本に馴染みにくいと思われており、最大の理由は、日米で市場構造と文化が違うから 

であり、アメリカのリタイアメント・コミュニティでの居住地域は次の３つに分かれる 

そうである。 

① 自立して元気な人が住むインディペンデント・リビング 

② 介助が必要な人が住むアシステッド・リビング 

③ 介護が必要で寝たきりの人が住むスキルド・ナーシング・ファシリティ 

この３つに、レストラン、フィットネスジム、プール、病院などの施設がセットで構 

成されている。 

ザ・アカデミー外観 

展示物の説明をする

Hall 氏 
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  ザ・アカデミーでは、アパートメントタイプとバンガロータイプがあり、施設利用者

の予算や年齢によって居住タイプを決めている。 

日本に比べて共同スペースが

多くて広い 印象を受けたので、

シェリー・バーグ最高経営責任者

に聞いてみた。 

一見すると、日本の高級老人ホ

ームを思わせる造りであるが、ア

メリカでは馴染め、日本では馴染

めないスペースがある。それは共

同スペースで、その要因として、

日本では入居者同士が互いに感

情的にぶつからないよう自己主

張しないようにしている人が多い。 

  老人ホームは共同住宅なので、入居者同士で一旦感情的な対立が起こると、互いに居

づらくなるため、公共スペースがアメリカに比べるとかなり少なくなっている現実があ

るとのことであった。 

日本とアメリカで住環境の違いこそあれ、今後、高齢者社会を迎える両国にとって、

また、自身の老後についても再認識させていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日の視察先である Sun City Anthem とは全くコンセプトの違う高齢者用施設だが、 

どちらも利用者のニーズを上手く取り入れている点が印象的であった。福祉介護分野は規

制が多いだけに、本県においても、潜在ニーズを掘り起こす多様なサービスが生み出され

るよう、現行ルールの見直しをするなど改めて環境整備をすべきではないだろうか。 

民間活力が最大限発揮されるよう努めつつ、民間と補い合う形で、今後の高齢化社会に

対応していくことが必要と考える。 

ザ・アカデミー正面入口にて 

展示物の説明をする Hall 氏 

ザ・アカデミー共同スペース 

展示物の説明をする Hall 氏 
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１ 訪問日 平成 28年 7月 24日（日） ＜デンバー＞ 

２ 訪問先 在デンバー日本国総領事館（総領事公邸） 

３ 対応者 在デンバー日本国総領事館総領事 伊藤 眞 氏 

      在デンバー日本国総領事館領事 泉 彰浩 氏 

４ 調査概要 

  在デンバー日本国総領事館において、伊藤眞総領事及び泉領事より、コロラド州の 

概要について説明いただいた。 

 

 総領事館は、1999 年に開館された建物で、コロラド、ユタ、ワイオミング、ニューメキ 

シコの４つの州を管轄している。 

 ロッキー山脈は、北米大陸を南北約 5,000ｋmにもわたって連なる複数山系であり、その 

長大な山脈の最高峰エルバート山（4,401ｍ）は、コロラド州のほぼ中央にあり、州全体で 

富士山（3,776ｍ）より高い峰が 700以上もある。手つかずの大自然が広がっており、大自 

然（観光資源）を活用した地域活性化も図られている。 

 デンバーのあるコロラド州は、面積 26 万 9,618平方キロメートル（全米第８位）、人口 

545万 7,432人（全米 22位）であり、州都はデンバー市である。 

 日本との交流も盛んで、10都市で姉妹都市交流がはかられ、近々山形県と長野県の知事 

の訪問を受けられる予定である（山形県とコロラド州は、姉妹県州盟約締結 30 周年）。 

 2015年 10月現在の在留邦人は 4,186名である。 

 次に、政治に目を向けると、コロラド州は自由、保守の傾向が強いとされるが、実際に

は、民主、共和両党で有権者をほぼ二分する状況が続いてきた。更に、1990年代以降は、

他州からの流入人口が増大したこともあって無党派層が増大し、2000年以降の選挙では、

無党派、民主、共和がほぼ有権者を三分するようになっている。2012年の選挙でも、無党

派層がキャステイング・ボードを握ったとのことである。 

 現在の知事は、民主党のジョン・ヒッケンルーパー氏であり、現在２期目（2015年～2019

年 1月）である。 

伊藤眞総領事ご夫妻と中本団長 

 

展示物の説明をする Hall 氏 
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 州議会上院議席数は 35議席であり、民主党 17議席、共和党 18議席、無所属 0議席、州

議会下院議席数は 65議席であり、民主党 33議席、共和党 32議席、無所属 0議席の構図で

ある。 

 

次に経済に目を向けると、伝統的な

主要産業である農業・畜産業、鉱業等

に加え、州政府は 1980年代以降、産

業の多様化に取り組み、情報通信、航

空宇宙、ハイテク、観光業等の誘致振

興を進め、特に、ハイテク関係では、

シリコンバレーからの人の移動もあ

り、研究開発が盛んで「シリコン・マ

ウンテン」と呼ばれることもある。 

また、1995年に開港したデンバー国

際空港は、人的往来や物流の拠点として急成長し、現在では同空港利用客数は全米第５位

（世界第８位）にランクされており、規模にも圧倒されるが、ボルダー市にグーグルの事

務所が開設されたりとますますの発展が期待されるものと思われる。 

次に、コロラド州の指標についてみると、 

① GDPは、2015 年現在で 3,153億ドル 

② 年間個人所得は、2015年現在で 50,410ドル 

③ 失業率は、2015年現在で 3.1％ 

④ 輸出額は、2015年現在で 79億 8,000万ドル 

⑤ 主な輸出品は、食料品、コンピュータ・電子機器、機械類 

⑥ 主な輸出先は、カナダ、メキシコ、中国、日本など 

⑦ エネルギー部門生産量の全米 50 週内順位 

   天然ガス６位、太陽光発電６位、原油７位、風力発電 10位、石炭 11位 

         最後に、日本との関係を見てみると、 

① 対日輸出額は、2015年現在４億 6,700万ドル 

② 主要輸出品目は食料品、コンピュータ・電子機器、機械類 

③ 日本からの輸入額は、2015年現在で１億 5,500万ドル 

④ 主要輸入品目は、コンピューター電子機器、機械類 

⑤ 日系企業の進出数は、2015年 10 月現在で 73社 

 

このように、コロラド州は日本との姉妹都市や進出企業の数を見ても中枢をなす州であ

り、ハイテク関係の産業が活発であることからも、今後ますます発展するものと思われる。 

  

総領事公邸にて 

 

展示物の説明を

する Hall 氏 
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１ 訪問日 平成 28年７月 25日（月） ＜ナッシュビル＞ 

２ 訪問先 YOROZU AMERICA CORPORATION（ヨロズ アメリカ社） 

３ 対応者 President Jack K.Phillips  氏 

      YOROZU AMERICA CORPORATION 小沢 学 氏 

      株式会社ヨロズ 常務執行役員 春田 力 氏 

４ 調査概要 

 ヨロズアメリカ社において、ジャック・フィリップス社長、小沢様より説明を頂いた。 

社名「ヨロズ」の由来であるが、「萬」という字は、本来「多数・永遠」などの意味が

ある非常に良い言葉だといわれている。 

1990年代に入り、採用活動を行う中で、求人活動を行う学生が「ヨロズ」と読めない

ことが多くあった。 

ヨロズアメリカ社は、1997年７月 18日に資本金 122 万ドルで設立された会社であり、  

事業所をテネシー州と来年開業予定のアラバマ州に構えており、2015年現在で、従業員

は約 2000名、売り上げが約 470万ドルの企業である。 

ヨロズは、車の足回りの中枢であるサスペンションを中心に製造する会社であり、企

業ビジョンを「サスペンションシステムを通じて新たな価値を生み出し、《ヨロズブラン

ドを世界に》」を掲げ、日本（７拠点）、米州（６拠点）、アジア（７拠点）、欧州（１拠

点）にて展開している、自動車足回りのトップブランドメーカーである。 

サスペンションを提供している主要メーカー、車種及び売り上げ構成比は、日産（ア

ルティマ、ローグ）65.1％、ホンダ（アコード、CR‐V）28.4％、トヨタ（カムリ、RAV

４）5.0％であり、その他の 1.5％にはスバル、マツダなどが含まれている。 

 

 

 

マツダとの取引状況を聞くと、その他の 1.5％に含まれており、マツダのアメリカやメ

キシコでの企業展開によっては状況も変わるであろう、との回答であった。 

ジャック･フィリップス社長を囲んで 

総領事公邸にて 

 

展示物の説明をする Hall 氏 
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工場内を視察させていただいたが、１日３交代で１週間（７日）フル稼働である。 

場内は、メーカー別、車種別の製造ラインで機械化されており、車の構造上、ハンドリ

ングや乗り心地に大きく左右される重要な部品であるため、人的視覚確認とコンピュー

タチェックの両方を行い万全を期している。 

 

質疑応答の中で、雇用全般について質問があり 

① 労働力の質は、北米に比べ多少低い。 

② ストライキの可能性が高いため、組合はない。 

③ テネシー州に進出した理由は、テネシー州には現在、最大の取引企業である「日産」

があったためである。 

④ 従業員の仕事への満足度は高く、「日本車の性能のいい車の重要な部品であるサスペ

ンションを作っている」と言うモチベーションの高さとプライドを持って仕事をし

ている。 

アメリカの車社会の現実を見ると、アメリカ国内でのアメリカ車の市場規模は縮小し、

日本車の市場規模が拡大（エコカー、環境問題等）する中、日本の自動車企業のアメリ

カやメキシコへの進出が進み、ヨロズ社のニーズは益々高まるものと思われる。 

是非とも、マツダとの連携強化もお願いしたい。 

 

小沢氏と中本団長 

総領事公邸にて 

 

展示物の説明をする

Hall 氏 

小沢氏による説明 

総領事公邸にて 

 

展示物の説明をす

る Hall 氏 
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１ 訪問日 平成 28年７月 26日（火） ＜ナッシュビル＞ 

２ 訪問先 TENNESSEE STATE MUSEUM（テネシー州立博物館） 

３ 対応者 Community＆Media Relations Officer（館長） Mary Skinner 氏 

Chief Curator＆Director of Collections（ディレクター）Dan E.Pomeroy 氏 

４ 調査概要 

テネシー州立博物館は、ナッシュビル市のダウンタウンのすぐそばにあり、植民地化

以前から 20世紀を通じ、南北戦争、フロンティア、アンドリュージャクソン時代を中心

にテネシー州の歴史を展示する大型の博物館である。 

館長の Mary Skinner氏、ディレクターの Dan E.Pomeroy氏の両名に同行いただき、館

内の展示物の詳細やその時代背景について詳しく説明を受けた。 

先住民の生活様式を表した絵画やレプリカ、開拓時代の農機具、ジャクソン大統領の

結婚衣装や南北戦争時代の軍服など、多くの貴重な展示物が並び、特に南北戦争にまつ

わる品々は、制服、武器、戦旗、絵画などその数も多く、アメリカ国内で最も充実して

いるとのことであった。入場料も無料となっており、国内外から多くの研究者や観光客

が訪れている。 

展示の対象は、テネシー州を中心に限定的ではあるが、アメリカの成り立ちや歴史を

実感し、今も根強く残る人種差別の背景や、政治上のイデオロギーの違いを理解する上

で大変参考となった。 

 

 

  

Mary Skinner 氏による説明 

総領事公邸にて 

 

展示物の説明をする Hall氏 
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１ 訪問日 平成 28年７月 26日（火） ＜ナッシュビル＞ 

２ 訪問先 在ナッシュビル日本国総領事館（総領事公邸） 

３ 対応者 在ナッシュビル日本国総領事 杵渕 正巳 氏 

４ 調査概要 

在ナッシュビル日本国総領事館において、杵渕総領事より、ナッシュビルにおける医

療関連産業の現状と、併せてテネシー州の概要及びオークリッジ市との「国際友好の鐘」

について説明いただき、意見交換を行った。 

 

◆ナッシュビルにおける医療関連産業について 

１ ナッシュビル首都圏の概要 

・ テネシー州は３つの特徴ある地域で構成されているが、その中で州都であるナッシ 

ュビル市は、テネシー州の中央付近に位置しており、米国を東西に横断する国道 40 

号線、南北に縦断する国道 65号線が交差する交通の要衝となっており、テネシー州 

中部における一大経済圏を形成している。 

・ ナッシュビル市は、管理業や税務会計、弁護士、コンサル等の専門業、小売業、金 

融・不動産業のほか、古くから続く音楽産業とそれに伴う観光業が盛んである。 

また、市の南部には日産自動車の北米本社及び生産工場、ＧＭの生産工場、更には 

米国ブリジストンの本社と工場が所在し、それらを取り囲むように自動車部品工場も 

多く稼動しており、製造業も重要な産業となっている。 

・ ナッシュビル首都圏では、約 94 万人の労働者が働いており、地域における雇用の 

面では、大学、医療関連産業、製造業が重要な役割を果たしている。雇用者数の多い 

企業の内訳は、ヴァンダービルト大学が約 22,000人、北米日産が 12,000人、ホスピ 

タル・コーポレーション・オブ・アメリカ（HCA）が 7,000 人、セント・トーマス・ 

ヘルスが約 7,000人、ブリジストン・アメリカが約 3,900 人と続いている。 

２ ナッシュビル首都圏への経済効果 

・ ナッシュビル首都圏において、外来医院、病院、介護施設及びこれらを経営する

組織で働く労働者は約 105,000人で、これらは 2008年から 17％増加しており、これ

は、全米及びテネシー州の増加率を上回っている。 

また、農業者を除く労働者のうち、医療施設等で働く労働者の割合についても、

1999年以降は増加傾向にあり、2013年時点で、約 12％が医療施設等に従事し、この

割合は全米における割合を上回っている。 

更に、医療施設等における賃金の総支払額は約 58億ドルとなっており、2008年と

比べ 12.4％上昇し、ナッシュビル首都圏の平均賃金 47,984ドルと比べ大きく上回っ

ている。 

・ ナッシュビル首都圏は、医療施設等の事業が盛んであるのみならず、それを取り囲 

むように、保険業やＩＴ産業などの関連産業も多く活動しており、現在、ナッシュビ 
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ル首都圏には、約 400社の医療関連企業が活動していると言われている。 

関連企業を含めた医療関連産業全体での雇用者数は、約 126,000人であり、2010年 

と比べ 10％の伸びを示している。 

また、全労働者に占める医療関連産業全体の労働者の割合は 14％となっている。 

ナッシュビル首都圏の医療関連産業全体の事業収入総額は約 228億ドルであり、州 

及び自治体に納めている税金は、約 15億ドルと見積もられている。 

これは、テネシー州の税収の約 10％、ナッシュビル首都圏の税収の約 18％を占めて 

いる。また、ナッシュビル首都圏における医療関連産業全体の個人所得は約 157億ド 

ルであり、これは、ナッシュビル首都圏の個人所得総額の約 26％に相当する。 

・ ナッシュビル首都圏には、HCAやコミュニティ・ヘルス・システムズ（年間収入約 

230億ドル：フォーチュン誌 125位）など、医療施設等の本部機能が多く所在し、関

連産業も盛んであることから、医療関連産業を取り巻くサービス産業、弁護士・税

務会計等の専門業、不動産業、建設業などナッシュビル首都圏の経済に大きな波及

効果を与えている。 

医療関連産業が創出している事業収入は、その波及効果も含めて約 388 億ドル、

個人所得については、その波及効果を含めて約 210 億ドルを創出していると計算さ

れている。 

 

◆テネシー州の概要 

１ 基本情報 

・ テネシー州の面積は、109,158 平方キロと日本の本州の約１／２ほどあり、全米

50州のうち 36番目の広さで、人口は 6,346,105人で全米第 17位にある。 

・ 歴史としては、1714 年に Charles Charleville が、後にナッシュビルと呼ばれる

地域に小さな要塞を建設したことから始まり、1760 年に英国とフランス間で北米領

有権を争ったフレンチ・インディアン戦争でフランスが降伏し、1763 年のパリ条約

で英国の領土であることが確立した。しかしその後、英国の法律に反して、植民者

がテネシー州に定住を開始し、1789 年には、テネシー地域は合衆国に返還され、16

番目の州となった。 

1861 年の南北戦争では、テネシー州は南部連合に加入し、州内は主戦場となり、

大きな打撃を受けた。その後北軍の勝利により、テネシー州は再度合衆国に再加盟

して現在に至っている。 

1933 年のルーズベルト大統領によるニューディール政策のもとで、洪水対策・電

力供給・貧困地区の雇用を創出することを目的とした国家プロジェクト「テネシー・

バレー・オーソリティー（TVA）」が設立され、最初の水力発電ダムが建設された地

でもある。 
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２ 州政治の動向 

・ テネシー州は、伝統的に民主党支持が主流であったが、近年では共和党支持に大

きく傾いている状況にある。現在の知事を初め、連邦上院議員と下院議員９議席中

７議席を共和党が占め、州議会両院も共和党が主導権を握っている。 

共和党優勢の現況はここ近年の動きで、オバマ氏が大統領選に出馬した 2008年当

時、テネシー州の知事は民主党の知事で、州議会下院は民主党が多数、上院は民主

党が２議席共和党をリードしている状況であったが、同年 11月の総選挙により、州

議会両院とも共和党が多数党となり、その後も共和党の影響力の拡大が続いている。 

・ 一方でナッシュビル市およびメンフィス市には中道～リベラル地域もあり、両市

の現職市長はともに民主党である。 

・ 敬虔なキリスト教徒が多い「バイブル・ベルト」に位置しており、信仰心が高い

住民の割合が高く、政治における宗教の影響力は強い。選挙で有権者は候補者の信

仰を重要視し、また社会問題に対して、同性婚と中絶には反対、銃を所持する権利

は賛成等、保守的な立場を取っている。 

・ 最近の主な論点の１つが社会保障改革である。 

ハズラム知事はオバマケアで定められた連邦政府の補助金により、低所得層州民

の保険適用を目的とした「インシュア・テネシー」法案を主導してきたが、上院の

反対で同法案が議会で３度にわたり否決されている。 

この制度により、約２８万の州民が受給資格者となる見込みであったが、共和党

議員はオバマケアに関連している思われる政策には断固拒否の姿勢をとっており、

膠着状態が続いている。今期、ハウエル下院議長が「インシュア・テネシー」法案

より保守的な代替案を検討するための「３スター・ヘルシー・プロジェクト」タス

クフォースを立ち上げ、2017年冬の会期に最終案を提示する予定である。 

  ・ もう１つの論点は、インフラ整備である。州内道路は整備が必要だが州には資金

がなく、ハズラム知事は 25年間値上げを行っていないガソリン税を増税することに

より、道路整備の財源を確保しようとしているが、増税に前向きでない共和党議員

の反対にあっている。 

 

３ 州経済 

・ 主要産業は、医療関連や音楽産業等のサービス業と自動車産業等の製造業であり、

名目 GDP は 2972 億ドルで、全米に締める割合 1.7％、実質成長率 1.7％、１人当た

りの個人所得は 42,069 ドルで全米第 36 位、失業率は 4.1％（ナッシュビル都市圏

3.0％）。 

・ テネシー州は米国南東部の中心に位置し、８州と隣接していることから、全米の

約２／３の州に 24時間以内にトラック輸送が可能で、自動車等の製造業が集積して

いる。 
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また、ナッシュビルやその他の地域には HCA 等のヘルスケア企業が集中し、関連

企業と大学や研究所との共同開発が行われている。同州西部にはフェデックスがあ

り、同州を物流の拠点として、東京への直行貨物便もある。 

・ テネシー州においては、日本が最大の外国直接投資国であり、日系企業が他国の

企業と比較して最大数の雇用を創出している。対日経済の内訳は、対日輸出額 18.7

億ドル、主要輸出品目は一般機械、輸送用機器、コンピューター・電子機器、化学

製品が多く、日系企業の進出は 184 社、日系企業からの総投資額 178 億ドル、雇用

数は約 4.9万人となっている。 

・ テネシー州には、労働権法（Right－to－Work Low）が制定されている。 

労働権法とは、雇用条件としての労働組合加入義務付けを禁じるとともに、全従

業員からの強制的な組合費徴収を違法と定めた法律であるが、労働組合加入義務付

けができないことから、総じて労働組合の影響力は強くない。このことは、企業統

治や企業活動を行う面からメリットがあると考えられ、日本をはじめとする外資企

業の進出がこれまで続いている理由の１つとなっている。 

・ 予算問題には保守的なアプローチをとっており、同州は賃金に個人所得税はかか

らないが、投資収益には６％の税金がかかる。税金を完全に排除する試みが続けら

れている。 

・ 企業にとって雇用者が必要とする技術を持った短大・大卒者を育成する目的のも

とで多数の教育政策が実施されており、とりわけ同知事が重視する教育政策課題の

１つに、2025 年までにテネシー州内におけるコミュニティカレッジ等短大以上の学

歴保持者を州全体の 55％までに引き上げると言う目標（ドラブ・トゥ・５５）があ

る。この達成に向けて複数のプログラムが組まれており、例えば、同計画の一環と

して、2015 年秋より、高卒者に２年制コミュニティカレッジや専門学校の授業料の

無料化が行なわれており、また、コミュニティカレッジ等での学位取得を中断した

成人に対しても再取得を促し、学費等の支援を行う政策（テネシーリコネクト）を

行っている。 

 

４ 日本との文化・広報関係 

・ 州都ナッシュビル市では、2009 年より日米協会が中心となって、ナッシュビル桜

祭りを開催するとともに、毎年 100本の桜を市内の各所に植樹している。 

 

◆ オークリッジ市と「国際友好の鐘」 

・ 1942 年に米国政府は、第二次世界大戦中、山間の麦畑しかない地域に数万人の科

学者、職員を集めて秘密裏に「マンハッタン計画」を遂行し、オークリッジでは、

原爆のウランが製造された。 

・ こうした背景のもと、1992年に、オークリッジ誕生 50周年記念事業の一環として、 
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様々な提案の中から、「国際友好の鐘」を設置するとするウプルリ夫人の提案を採用 

した。 

・ 日米の有志から献金を得て、京都で高さ２m、直径約 1.4m、重量約 3.5トンの鐘が

製作され、ウプルリ夫人の仲介のもと、本田技研などの支援によりオークリッジ市

へ輸送され、市役所内で展示されることとなった。更に日米両国の民間からの寄付

により、市役所前広場に鐘桜も建設される運びとなり、1993年に寄贈された。 

鐘の側面には、日本とテネシーの山や花、鳥、風景が描かれており、核兵器使用

禁止を誓う虹と原子力のシンボルが二つの絵を結んでいる。そして、日米開戦、広

島と長崎への原爆投下及び終戦の四つの日付が刻まれている。 

・ オークリッジ市関係者は、草の根交流として、研究者、地方自治体等、幅広いレ 

ベルにおける日本との交流を希望している。マンハッタン計画との関係もあり、同 

市関係者の間には、広島市及び原爆資料館との直接交流や資料交換に対する関心も 

高く、特に鐘桜再建諮問委員からは、平和記念資料館の資料が事実に基づく説明を 

している点が非常に印象的であり、原爆に関する理解を深めるためにも、オークリ 

ッジ市にも是非展示をしたいとの意思表示がなされている。 

・ なお、オークリッジ市は、過去にも広島市の学生コーラス隊を招き、その後オー

クリッジ市のガールスカウトが広島に行き、平和記念資料館を訪問するなど交流を

行なったこともある。 

研究者交流として、オークリッジ国立研究所と理化学研究所等の日本の機関との

間には既に、科学研究者間の交流が行われているが、更なる強化・拡大が図られる

可能性は大きい。 

 

 

  

杵渕氏と中本団長 

総領事公邸にて 

 

展示物の説明をす

る Hall 氏 
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１ 訪問日 平成 288年７月 26日（火） ＜ナッシュビル＞ 

２ 訪問先 ホスピタル・コーポレーション・オブ・アメリカ（HCA） 

３ 対応者 最高財務責任者（兼）上級副社長 William B.Rutherford 氏 

４ 調査概要 

行程の都合上、短時間ではあったが、CEOのウィリアム氏より、HCAのこれまでの歴史

や組織体制、また、ナッシュビル首都圏への医療関連産業の集積の背景等について説明

を聴取した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 現在のナッシュビル首都圏の医療関連産業の集積にあたり、重要な役割を果たして

きたのが、ホスピタル・コーポレーション・オブ・アメリカ（HCA）に代表される営利

型民間病院の存在である。 

米国も日本同様、連邦・州・地方政府や軍が運営している公立病院と民間病院の別

があり、更に、民間病院は、税法上の営利型と非営利型に分けられている。米国にお

ける登録病院数は、地域病院が 4,926件で 87.5％、そのうち、非営利型民間病院が 2,870

件で 51％、営利型民間病院が 1,053件で 18.7％、州・地方政府病院が 1,003件で 17.8％

となっており、連邦政府病院は 213件で 3.8％、精神病院・介護病院・刑務所内病院等

その他の病院が 488件で 8.7％となっている。 

・  営利型民間病院を経営する全米上位 13 社のうち７社が、その本部をナッシュビル首

都圏に置いており、米国全土や国外にまでその活動範囲を広げ、影響を与え続けている。  

 また、ナッシュビル首都圏に所在する 15 社で、全米における営利型民間病院の４割

以上の病院（約 440病院）を経営し、50万人以上の雇用を創出、730億ドル以上の売り

上げをあげている。HCAのみで、全米の病院のベット数の約５％を占めている。 

・  これらのうち、米国最大の営利型病院企業である HCAは、1968年に米国初の営利型病

院企業の一つとしてナッシュビル市内に病院を開院したことに始まる。 

翌 1969年には NY株式市場に上場し、その後、70年代から 80年代にかけて、買収や 

ウイリアム氏と中本団長 

総領事公邸にて 

 

展示物の説明をする Hall

氏 
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合併等により規模を拡大しながら、医療関連、研究開発、関連サービス分野等、様々

な医療関連企業を派生させてきた。現在は、米国内 20州及び英国に 250以上の病院と外

来外科センターを運営し、フォーチュン誌が選ぶ全米トップ 500企業で 63位にランキン

グされるまでに拡大している。 

ちなみにこれは、アメリカン航空 67 位やナイキの 91位よりも上位である。 

HCA全体での年間患者数は 2,600万人、37,000人の医師、79,000人の看護師を含め 23

万人以上の職員を雇用し、年間約 430億ドル以上の収入を上げている巨大企業である。 

・ ナッシュビル首都圏の医療関連産業でもう一つ重要な役割を果たしてきたのが、ヴァン 

ダービルト大学である。同大学には、医学部、薬学部、看護学部が設置され、多くの学 

生が学ぶとともに、ヴァンダービルト医療センターとして、大学病院のほか、子ども病 

院、がんセンター、心臓研究センター、リハビリセンター、スポーツ医療センターなど 

の数多くの医療・研究機関を組織している。 

・ これらの豊富な人材や高度な医療研究技術と、企業経営型の合理的な手法を導入した医 

療システムが連携することにより、様々なビジネスモデルを創出し、更に、米国人の特 

徴的な気質である起業家精神と相まって、ナッシュビル首都圏に医療関連産業が集積し 

ていったものと考えられる。 

 

 

 

  

ウイリアム氏の説明 

総領事公邸にて 

 

展示物の説明をする

Hall 氏 
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１ 訪問日 平成 28年 7月 27日（水） ＜サンフランシスコ＞ 

２ 訪問先 JETROサンフランシスコ事務所 

３ 対応者 次長 永松 康弘 氏 

輸出促進チーム部長 竹内 大輔 氏 

４ 調査概要 

近年のサンフランシスコ・ベイエリアにおける経済状況、ビジネス環境等について、

調査を実施した。 

 

１．カリフォルニア州経済の概況 

 

カリフォルニア州の経済規模は非常に大きく、2014 年度には、全米最大の約２兆 3,116

億ドルである。この金額を国別ＧＤＰに当てはめると、７位のブラジルを抜き、６位のイ

ギリスの次に大きいものである。 

全米中のヒト、モノ、カネ、が集まっているとも称される、この大規模経済の中心は、

ソフトウェア・アプリ開発、外食産業などのサービス業であり、2,200万人を超える労働人

口のうち、約 86％が従事している。 

また、ほとんどのサービス業はベイエリアに集中しており、州全体での失業率は約 5.7％

だが、ベイエリアに限ると３％台にとどまっている。 

ＩＴ／ＩＣＴ関係の好調の影響により、

個人所得も高く、１人当たりの個人所得は

全米平均の約 1.5 倍（約 71,500ドル）程度

となっている。 

また、ダブルインカム世帯も多く、世帯

収入では全米平均の約２倍と言われており、

非常に強い経済圏を形成している。 

 

 永松氏による説明 

中本団長より冒頭の挨拶 
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２．サンフランシスコ・ベイエリアのビジネス環境 

もともとは、サンフランシスコ南部のサンマテオ郡、サンタクララ郡を中心とする狭い

地域を指していた「シリコンバレー」だが、最近ではサンフランシスコ湾東岸地域なども

含めたサンフランシスコ・ベイエリア全体に拡大してきている。 

「人材」「資金」「産業集積」が整っており、ベンチャー企業がイノベーションを起こす

環境が整っている。 

その結果、全米のベンチャーキャピタル投資の約 67％がシリコンバレーに集中しており、

しかも近年の投資額は、かつてのＩＴバブル時と同等の高水準となっている。 

人材に関しては、文字通り世界中から優秀な人材が集まってきており、シリコンバレー

人口のうち約 37%が外国出身といわれている。アメリカはそもそも移民国家だが、シリコン

バレーのこの数字は、全米平均の約３倍である。職種においては、科学技術関係職種にお

いて外国出身者の割合が 60％を超えている。 

 好景気に沸くサンフランシスコ・ベイエリアだが、副作用として、不動産価格の高騰が

あげられる。多くの企業、人材が集まってきていることを考えれば仕方がないが、不当と

もいえる価格の吊り上げもあり、問題視されている。 

 

３．サンフランシスコ・ベイエリアの日本企業について 

現在、日系企業は 770 社であり、過去最高となっている。所在地はサンタクララ郡、サ

ンフランシスコ郡、サンマテオ郡の３郡に８割強の企業が集中している。 

職種はサービス業 43%、製造 26%、卸・小売り 10%、その他金融、輸送、建設などとなっ

ている。サービス業の内訳では、コンサルタントや弁護士などの専門職が 30%、情報システ

ムが 25%と多く、飲食やエンターテインメント（ゲーム、映像など）がその後に続く。 

JETROの調査によると、進出している日系企業の約 70%が業績は概ね順調と回答している。 

 

４．質疑など 

Q. 現在、かつてのＩＴバブル並みのＶＣ投資がされているとのことだが、いつまで続くと

見ているか。 

A. かつてのＩＴバブルの時は半導体などのハード供給のみだったが、現在はアプリなどの

ソフトウェアや関連産業がメインのため、以前のようにバブルがはじけるということは

ないと考えている。 

Q. ＶＣ投資を受けて成長したスタートアップ企業の多くは、株式公開よりもＭ＆Ａを選ぶ

ことが多いという話だがそれはなぜか。 

A. 一概には言えないが、基本的にベンチャーには、アイデアをある程度形にしたら、そこ

から後のことは大企業に任せた方がいいと考える人が多いと思う。ビジネスモデルの確

立拡大は大企業に任せて、自分達は一つのサービスをやり続けるよりも次から次へと新

しいアイデアを実現していくというスタンスである 


