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第３回ＵＸプロジェクト計画策定会議 議事概要 

 

【日 時】令和３年（２０２１年）１２月２２日（水）１７時００分～１９時００分 

【場 所】水前寺共済会館グレーシア１階 芙蓉 

【出席者（敬称略）】 

＜委 員＞ 

池野 文昭 委員（スタンフォード大学 研究者） 

川畑 健二 委員（九州電力株式会社 執行役員熊本支店長） 

慶児 幸秀 委員（熊本県企業誘致連絡協議会 会長） 

後藤 芳一 委員（一般財団法人機械振興協会 副会長）※ 

新原 昇平 委員（熊本国際空港株式会社 代表取締役社長） 

田中 稔彦 委員（一般社団法人熊本県工業連合会 代表理事会長） 

富澤 一仁 委員（国立大学法人熊本大学 理事・副学長）※ 

吉本 陽子 委員（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主席研究員）※ 

木村  敬 委員／座長（熊本県副知事） 

※後藤委員、富澤委員、吉本委員はオンラインによるリモート参加 

＜事務局（熊本県）＞ 

内藤 美恵（商工労働部産業振興局長） 

受島 章太郎（商工労働部産業振興局産業支援課長） ほか 

 

【議事要旨】 

１. 開会 

○事務局（熊本県） 

・ただいまから、「第３回ＵＸプロジェクト計画策定会議」を開催する。ご多忙のところご出

席いただき感謝。 

・今回および来年３月頃の第４回をもってこの計画策定会議は終了させていただく予定。 

・はじめに、資料の確認をさせていただく。オンライン参加の皆様には画面共有にて進める。 

 

［ 資料確認 ］ 

 

○事務局（熊本県） 

・議事に先立ち、熊本県副知事の木村敬よりご挨拶申し上げる。 

 

○熊本県木村副知事 

・委員の皆様におかれては、ご多忙のところお集まりいただき感謝。オンラインでご参加の

委員もよろしくお願いする。 

・これまで策定会議を２回実施し、１０月に基本計画を策定したところ。今回は基本計画を

より具体化する実施計画の骨子案についてご意見を賜りたい。 
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・県内では、台湾半導体メーカー最大手のＴＳＭＣが、日本国内初の工場を建設することが

発表された。ＵＸプロジェクトにも密接に関係するものであり、海外から多くの優秀な技

術者が流入し、そうした企業に参画できる県内の人材育成も図っていく予定であり、まさ

にＵＸプロジェクトが基盤として進めていたことと合致する。双方で連携しながら、本県、

ひいては日本全国の発展につなげていきたい。 

・本日も限られた時間ではあるが、忌憚のないご意見をいただきたい。よろしくお願いする。 

 

○事務局（熊本県） 

・次に、出席委員をご紹介する。富山委員からは急遽ご欠席のご連絡をいただいている。オ

ンラインからは後藤委員、富澤委員、吉本委員にご参加いただいている。 

・これからの進行は木村座長にお願いする。 

 

２. 議題 

○木村座長 

・早速議題に入りたい。 

・皆様から忌憚のないご意見をいただくため、事務局から簡潔に説明をお願いする。 

 

（１）実施計画（骨子案）について 

（２）イノベーションハブについて 

（３）現在の取組みについて 

○事務局（熊本県） 

・資料１「ＵＸプロジェクト実施計画について」、資料２「ＵＸプロジェクト「実施計画」に

おける取組み（概要）」、資料３「ＵＸプロジェクト実施計画（骨子案）」、資料４「現在の取

組み（パイロットプロジェクト・ＵＸチャレンジ等）について」に基づき、説明。 

 

（４）意見交換 

○木村座長 

・これまでの説明に対し、皆様からご意見等をいただきたい。 

・まず池野委員から初めての会場参加でもあるので、一言お願いしたい。 

 

○池野委員 

・この２年間、アメリカに閉じ込められていたが、デジタル化が一気に進んだ印象。 

・前回は日本の緊急事態宣言下に入国したが、米国のロックダウンと比較したら、かなりフ

リーな状況で感染者数が少ないのは、世界トップクラス。ワクチン接種開始もＯＥＣＤ加

盟国の中でもかなり遅かったほうだが、結果としてＯＥＣＤ加盟国の中でも、ワクチン接

種率は高い。日本のすばらしさを感じたが、それをどう生かしていくかが課題。 

・現在、アメリカで起きている最大の懸念は半導体が手に入らないこと。医療機器が必要で

も、工作機械がつくれない。台湾にしか半導体はないため、中国もアメリカもＴＳＭＣの
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工場誘致を進めていたが、結局は日本、それも熊本になったことはセンセーショナルだと、

アメリカでも報道されていた。 

・台湾は日本人の国民性を選んだ。慎重に計画するが、一旦始まったらすごいと評価されて

いる。熊本で作られる半導体は超最先端ではないものの、だからこそ世界に与える影響は

大きい。 

・当然ブルーカラー人口が増えるが、付加価値を生む研究開発型のホワイトカラーにシフト

していく、人材育成していくためには、大学が重要になる。 

・熊本大学内部での人材育成のほか、外から人材を呼び寄せることが重要。例えば、台湾の

産総研であるＩＴＲＩ（台湾工業技術研究院）には優秀な人材が大勢おり、北米と日本の

市場をみている。台湾と国際線を結び、交流できるようになれば、世界中から人が集まっ

てくる可能性を秘めている。 

・半導体不足は世界的にピンチだが、せっかくなのでチャンスに変えるべき。熊本に期待し

ている。 

 

○木村座長 

・ＴＳＭＣはいろんなところにインパクトがあるため、それをもとにＵＸプロジェクトとし

て、何ができるかという観点も含めて、ご意見をいただきたい。 

 

○慶児委員 

・ＴＳＭＣで製造する半導体は最先端ではないが、車載向けが中心になると認識している。

世界的に電気自動車にシフトしてくるなかで、中国は動きが早い。内燃機関の弱い中国は

半導体がますます足りなくなる。 

・半導体工場ができても、そのほかに、組み立てや測定、評価も必要になってくる。熊本で作

ってただ台湾に戻すのでは意味がない。どう熊本として支えていけるかはポイント。 

・九州はもともとシリコンアイランドだったので、そういった企業の知恵を借りるのは一つ

の手。半導体設備をつくる材料が足りない状況になっていることも踏まえて、今後考えて

いかないといけない。 

 

○木村座長 

・関連産業を支える人材の確保では、熊本大学の役割は大きい。富澤委員から人材育成に対

する思いを伺いたい。 

 

○富澤委員 

・ＴＳＭＣが来ることが決まり、熊本大学ではこの１カ月で大きく変わった。これまでなか

なか改革が進まなかったが、この１カ月で半導体の学科もつくることが決定し、研究セン

ターも来年４月１日にできる。 

・半導体を教える側の教員層も薄かったため、全国だけでなく海外の半導体分野の研究をけ

ん引している大学や研究機関から研究者を集めているところ。優秀な人材を集めて、半導
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体教育のメッカになるように、お金をかけてでもやっている。変革が早く進んだのは、県

をはじめ、文科省や経産省などから支援の声をいただいた結果でもある。 

・ぜひＵＸプロジェクトでも、半導体は避けて通るわけにはいかないため、半導体関連のベ

ンチャーや若者が集まってきてもらえることを期待している。 

・本学としても人材育成の面で協力したい。 

 

○木村座長 

・実施計画の骨子案に対するご意見を賜りたい。後藤委員から足りない観点や強化すべき点、

半導体との関連から、どこにポイントを置くべきか、ご意見いただきたい。 

 

○後藤委員 

・個々の内容はすでに精緻に書き込まれているので、９０点を９５点にするという世界だが、

大事なのは運用の仕方、どう計画を使うかということ。 

・計画に書いたことは必要条件として機能して、これに適合する人を求めることになってし

まう。具体的な候補が出たとき、条件が綿密すぎると合わない点が多く出る。逆によい人

がいれば条件を合わせにいく方が実践的なこともある。具体的な候補が念頭にあって書い

ているのでないなら、精緻すぎて条件に合わない人ばかりになってしまわないか懸念する。

例えばこういう人、と大筋のイメージにしておいて、条件は柔らかく設定しておいては。 

・また、これまでも外からの人が参画できるように、と申し上げてきた。まさにＴＳＭＣの

誘致は、あの大きい案件に熊本でどう対応できるかが問われている。県内でのマッチング

に偏りがちになるが、外の人が参画しやすくする方が、大きいパイを活用できて得策では。 

・富澤委員のお話で、時間のかかる大学が１か月で、しかも国内外から人材を集めて対応し

た。これが世界レベルに対応するスピードと視野ではないか。ＵＸプロジェクトも、半導

体とつなげようとするなら、その感覚が必要では。 

・県医師会、大学に「熊本」と並ぶと、内輪でやりますとのメッセージになり、外の人間を心

理的にブロックする印象を与える。ＵＸチャレンジは、九州大学や北九州高専からも参加

するという素晴らしい取組みができており、旗をあげれば他県からもやってくる証左。 

・熊本とばかり書くのではなく、ここは全国レベルのウィンブルドンと打ち出す。受け止め

る側がこうした器量をもたないと、せっかくのＴＳＭＣの件を生かしきれないのではもっ

たいない。 

・ＵＸプロジェクトも全国目線、世界目線で進めてほしい。 

 

○木村座長 

・ＫＭＮに関する内容は富澤委員からも後ほど補足いただきたいが、県内企業としてのご意

見を田中委員にお願いしたい。 

 

○田中委員 

・最近、ＴＳＭＣに対する意見を尋ねられる取材が殺到している。非常にチャンスだと感じ
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ている一方で、スポットライトの前で何の踊りもできないようではいけない。 

・工業連合会の会員企業からも期待する声が多い。これまで熊本からどうアピールするかを

一生懸命考えていたが、いきなりスポットライトが当たった状態。工業連合会に所属する

のは中小企業がほとんどだが、総体としてみたときに黒船であるＴＳＭＣに正面から対峙

できるか不安がある。だからこそ、横の連携を図ろうという動きになっている。これまで

はすべて自社でやっていたものづくりから、ここ最近、連携の形ができつつある。研究機

関、大学、行政、地域と関わって、付加価値を生み出す発想が大事である、との声が出てく

るようになった。 

・ＵＸプロジェクトに対する期待としては、熊本にスポットライトをあててもらうことにあ

ったが、すでに成熟しつつある。もう一つは、付加価値を上げるための仕組みづくり、き

っかけづくりに取り組みたい。つながりたい、入り込みたいという思いを実現することが

必要になってきている。 

・実施計画の骨子案もディテールを練り上げてきている印象。今後、具体的な内容を検討す

る際にＴＳＭＣのインパクトと齟齬をきたさないように。概念として進めるものと具体で

進めるものの全体設計が大事。 

・例えば、イノベーションハブの場所。これまでもアクセスの問題は議論があった。これに

対するＴＳＭＣインパクトはどういう位置づけになるのか。整合性も併せて、ＵＸとＴＳ

ＭＣがどうバランスをとっていくのか、特に具体的なプランの中で気を付けるべき。 

・ネガティブではなく、世界からスポットライトを浴びるチャンスが来ているので、いい形

で計画が練り上げられることを願っている。 

 

○事務局（熊本県） 

・後藤委員から人材の件でご指摘いただいたが、具体的な人物像は模索しながらやっている

ところ。カチッと固めないように、こうあるべきとならないようにやっていきたい。 

・また、外からどう人を呼び込むかの視点は大事であると肝に銘じている。ＫＭＮの文脈で

はどうしても固有名詞が出てきてしまうが、イベントやパイロットＰＪＴ、学生向けのコ

ンテンツは県内に限らず、外から呼び込むことを意識している。クロスする場という観点

では、既存のエコシステムとつながりつつ、常に外に向けた視点、外から呼び込む視点は

書き込んでいきたい。 

・田中委員から具体化する際の注意点をいただいた。今回の取組みの主眼は、あくまでもラ

イフサイエンスではあるが、幅広に捉えており、半導体産業も垣根がないように、人材育

成などの根っこは産業全体として取り組むべきと考えており、具体的に明記していきたい。 

 

○木村座長 

・すべての産業の基盤にはデータが必要であり、半導体も関わってくる。池野委員からその

点ご意見をいただきたい。 
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○池野委員 

・第４次産業革命といわれるが、まさにデータの時代。データをとるためにはセンサー、ガ

ジェット、ハードが必要であり、それをつくるためには半導体が必要。突き詰めれば、半

導体に結びつく。 

・一番重要なのは、豊かさとは何か、と全世界が考えるようになったこと。資本主義を見直

す動きもあり、ウェルビーイング、心の豊かさとは何かを世界中が議論している。 

・コロナ禍もあり、東京一極集中から地方への動きも加速している。先日、淡路島に拠点を

移したパソナにいったが、社員が引っ越してきて、子どもが増え、外国人も入って、まっ

たく違う町になってきている。 

・これからは田舎がチャンスだと思っている。田舎から中央に対して、田舎のほうが豊かで

あることを示せば、人は寄って来る。呼び寄せるには働き口、教育、医療（予防医療や看取

りも含めて）の３点。そこにデータを用いて新たな価値を生み出すのがＵＸと考えている。 

・先日、ＮＨＫスペシャルの収録で、武田真一アナウンサーとビザスクの端羽社長と対談し

た。２人とも熊本出身で大いに盛り上がっていた。端羽社長によれば、熊本生まれ、熊本

育ちで、大学で東京に行って、イケてるインフルエンサーは多いとのこと。そういう人は

生まれ育った地を豊かにしたいという思いが人一倍強い。彼女も手伝えることがあればや

りたいとのこと。端羽社長は女性起業家からは師匠と呼ばれている。 

・まずはアイラブ熊本のインフルエンサーを集めるのも手。すべての中心は人。熊本から世

界へ、を本気で考えて、志高くやってくれる人を外から集めて、県内の人も頑張るという

仕組みを創り出していくべき。 

 

○木村座長 

・ＮＨＫを通じたご縁も早速つないでいただきたい。 

 

○吉本委員 

・熊本でシリコンアイランドが盛んだったときに過去に何度も訪問した経験がある。 

・現状、北九州でもリカレント教育も含めて、半導体教育の取組みもあるため、九州内での

連携もしていくべき。昔から九州内との連携が少なく、九州外との連携が多い印象。九州

アイランドとしてプレステージをあげていくのも一つ。 

・付加価値の向上が限界に近づいてきている中、誰もが共感するのは健康。美しく生きたい、

心の幸せをどれだけ高められるか。ＵＸプロジェクトの当初のコンセプトには、とても共

感した部分であり、最後まで継続してほしい。 

・プログラム医療機器で、患者と病院がつながることで、患者のメンタルを改善していく動

きがある。薬物やアルコール依存症、不眠症といった心理的障害から解放する治療法とし

て注目されており、そこには無限の価値があると思う。今後はメンタル治療が欧米でも日

本でも主流になってくる。 

・どれだけ払ってでも、幸せや安らぎを求めたいのは全世界共通。そういった生き方を実現

することを常に念頭に置き、実施計画に移していくことが必要。 
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・付加価値の源泉はデータにあるため、データ連携基盤の整備が実行計画どおり進むかにか

かっている。誰が主体でいつどう進めていくのか、具体的に詰めていく必要がある。国と

の連携、世界との連携も必要であり、チャレンジングなテーマ。重点的に取り組んでいた

だきたい。 

 

○事務局 

・原点の理念が出てこない点はおっしゃるとおり。 

・富澤委員からデータ連携基盤、世界とつなげていく構想についてご意見をいただきたい。 

 

○富澤委員 

・後藤委員から指摘があったが、ＫＭＮの文脈ではどうしても名前が出てしまうが、それを

利用して、世界に広げていきたい。 

・ちょうど本日、本学の小川学長と池野委員と議論したところ。学長からも研究だけではな

く、企業に使ってもらうことが必要とのこと。国にも働きかける必要がある。 

・ＫＭＮは研究利用については同意が取れているが、研究利用で企業が参画することは問題

なくできる。外部の方が利用できるよう、県、大学を中心にやっていきたい。国としても

本腰を入れていただく必要がある。 

 

○池野委員 

・デジタル庁には、若手の医師で、医療もデジタルも知っている方も入っており、いろいろ

と切り込んでいるようで、素晴らしい。そうはいっても戦艦大和であるため、時間がかか

るのは仕方がない。 

・それよりもアジャイルで行くにはモーターボートのように動く地域が重要。医師会は患者

と顔が見える。在宅の看護師も住民は１００％信頼する。グーグルが来てデータをくれと

言われたら、拒否する。 

・国を地方から変えていくのはそういうこと。熊本にデータベースがあるのであれば、国に

見本を見せてあげる必要がある。デジタル庁にこっちを見よ、と。 

・医療というデータは小さいところからやっていくのは、成功パターンとしてアリ。 

 

○木村座長 

・ＫＭＮの活用を踏まえて、国に提言していく、ドリルのようにあけていく。まずは研究目

的ではあるが、試行成果を上げて、いずれ制度改正につなげていくのを盛り込んではどう

か。 

 

○事務局（熊本県） 

・地域のプロジェクトを発展していく礎となるため、その方向で調整したい。 
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○木村座長 

・九州内での連携の視点も含めて、川畑委員からご意見いただきたい。 

 

○川畑委員 

・半導体産業は電力多消費型。契約も大きいため、まずは電力の供給希望日に合わせてしっ

かりと供給していきたい。より一層責任が重たいことを改めて認識した。 

・九州各県がバラバラの件については、例えば、九州経済連合会も九州はひとつとしながら

も、一つ一つという印象も受ける。九州一体となって外と戦う必要がある。弊社は九州各

地に事業所があるため、少しでもお役に立てればと思う。 

・骨子案の内容については、素晴らしい。第１期により多くのことに取り組む、強い思いを

感じたところ。気になったのは、実施計画と基本計画の関係。基本計画で１０年後に目指

す姿、第３の柱を生み出すことがあって、その１０年後の姿からバックキャスティングし

て、第１期の終了したときの絵姿があれば、より実施計画のイメージが具体化する。 

・運用の仕方はどうローリングしていくかについては、今から検討していくことで理解。 

・イノベーションハブは場所や機能も明確になってわかりやすくなったが、交通アクセス面

もセットで検討する必要がある。多くの人に来てもらうために、アクセスは重要。他団体

事例も岡山以外は中心市街地にあったので、そこも踏まえて検討いただきたい。 

 

○新原委員 

・ＴＳＭＣの件は、一気に目の前の世界が変わった。それくらい追い風になることを期待し

ているし、そうしなければならない。 

・県知事もおっしゃっていたが、これを機に人流・物流を盛んにすべき。台湾との行き来を

太くしていくのもあるが、物流。熊本空港は国際貨物を扱っていないため、早々に海外に

出せる、あるいは受け入れられるよう検討を始めている。 

・熊本は物流のハブになれるかもしれない。熊本から海外にもっていく、九州各地にもって

いく。ようやく九州の真ん中にある空港のメリットが見えてきたため、それを活かしたい。

地域の産業に波及していってほしい。どう結果に結び付けていくか。 

・骨子案は素晴らしくまとめていただいているが、後藤委員と同じで、影響力のある人材、

企業をどう招聘するか、それがＵＸプロジェクトを形作るため、非常に重要。 

・他方で、色がついてしまう部分でもある。ライフサイエンスという広い分野のため、創薬

か、医療機器か、ビューティか、アグリか。それぞれの分野の人材を招いて、その方が業績

を残されている領域で、プレーヤーが集まってくる。ある程度色はつけざるを得ない。 

・例えば、熊本出身で活躍されている、郷土の発展に関心の高い方は、身近にもいる。そうい

う方をある程度探していって、多少色が出てしまうが、まずは始めてみることで、派生し

ていく。とりあえず小さく始めて、伸ばしていく精神が書かれていると思うが、今回のＵ

Ｘの光る部分である。周りからみて熊本がこんなことをやっているとなる。 

・志のように、核となる人や企業を集めるために、早く旗を立てたほうがスタートは切りや

すい。その旗に集まってくることで変わってくることが自然発生的に生まれる。 
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・日本橋のＬｉｎｋ－Ｊでは、ライフサイエンスでスタートしたものの、今では宇宙ビジネ

スに代わってきており、ＪＡＸＡの事務所も入り、宇宙ベンチャーも来ている。それもラ

イフサイエンスのプレーヤーが集まるなかで、たまたま融合したもの。我々が想像してい

る以上に化学反応は起きる。ただし、動き出さなければ、化学反応は起きない。 

・志高く、影響力のある著名人を早く抑えて、とにかく一歩踏み出すところから始めるべき。 

 

○事務局 

・第１期目の終了年である２０２４年の絵姿については、第１期では、いくつか事業の芽生

えが出てくることをイメージしている。たとえば、当面の基軸となるのはパイロットプロ

ジェクト。具体的な機会を提供する中で人や企業を結び付けていくことで、参加者を集め、

事業化がいくつか見えてくるところまでは進めたい。 

・ハブの場所については、交通の利便性はポイントになってくると認識している。２０２３

年には新しい空港のターミナルも完成し、近くに大学のキャンパスもできて、人流も変わ

ってくると予想される。 

・影響力のある人材については、難しいところだが、どうしても実績がある人、目立った人

という視点に入り込んでいたが、地元愛という視点も大事であるとの視点は欠けていた。 

・企業を巻き込むことも大事だと思っている。ライフサイエンス分野で特徴的なのは、誘致

もそうだが、県内にも特徴的な企業もあるため、このプロジェクトでタッグを組めるよう

にしかけていくことが大事。人だけでなく、企業の巻き込み方も考えていきたい。 

・ピンピンコロリという当初の理念については、アントレプレナー向けのチラシにいの一番

に掲げているところ。この観点が大事であると改めて認識したため、実施計画にも改めて

盛り込むことを考えたい。 

 

○後藤委員 

・地元出身で地元愛の人という議論はそのとおり。当方からも、本プロジェクトが始まる前

にそうした人材を県庁にお伝えしているので、ご確認いただければ。 

・今日の会議は実施策の議論と理解するが、これはゴルフでは２打目。１打目で方向やビジ

ョンを示すのはよいが、細部まで決めすぎると受ける側は窮屈では。 

・仕事の内容柄、全体観を描けるプロジェクトマネジャーが必要であり、任せればどの状態

を実現するのか、という全体観を問うて握る（選ぶ）のでは。パーツをそろえる仕事では

なく。よって実施の方法は、自由度を与えて任せることも必要では。 

・例えば、ＵＸチャレンジのような事業を、あらかじめ候補者何人かに並行して任せて試し

て、結果を見て、本プロジェクトに選ぶという手もあるのではないか。 

・計画の議論は前回くらいで止めておいたほうがよいぐらい。経験上、進めるなかで状況が

変わったり判明したりして打つ策だけでなく、目指す出口も変わりうる。大筋が大丈夫な

ら、展開次第で変えることを許容するのが現実的。条件ありきだと細部の条件に合わせる

ことが目的化する。 

・医師会と大学が取り組むこと自体は、細部ができることが普遍につながるのでその通り。
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ただ、書き物は独り歩きする。計画を読んだときに得な表現を、日本中、世界中から来て

くださいとメッセージを出せる方がよいのではという意味。 

・熊本大学が１カ月で準備したのは、ＴＳＭＣとの仕事にはそれほどの対応が必要と身近で

教えてくれる好例。この委員会も同じスピード感で進めていく必要があるのではないか。 

 

○池野委員 

・皆さん気づいているかもしれないが、大企業がずっと大企業でいられるかはわからない。

世界から日本は「衰退途上国」と揶揄されている。大企業でも粉飾が出たり、買収された

り。そこで、現状を受け入れてはいけない。将来の子どもの世代から、あのときおじいち

ゃん、おばあちゃんが頑張ってくれたから、今があると言ってもらうため、我々の世代が

今動かなければならない。あのおじいちゃんがサボっていたから三等国になったとは絶対

に言わせてはいけない。 

・新しい産業をつくっていくためには、“本物の”スタートアップをいかに熊本に来ていただ

けるかが重要。下世話だが、結局はカネ。スタートアップはいつ倒れるかわからない中で、

ＶＣからファンドレイジングをして生き続けている。スタートアップを呼びこむためには

ＶＣ。 

・浜松では、ＶＣが浜松に移動してくる必要はないが、来たいというベンチャーに投資した

ら浜松市がマッチングしている。実際やってみると、本当に浜松にやってくる。ただし、

本物のスタートアップを目利きするため、かなり厳しく審査している。本社は東京でもよ

いが、支店はコワーキングの中に作れ、と。浜松いわた信用金庫にＦＵＳＥというコワー

キングスペースをつくってもらった。４年前からシリコンバレーに留学させてノウハウを

学んでもらい作らせた。 

・スタートアップを定着させるには、特にヘルスケアベンチャーがほしいのは、人を使った

実証実験がほしい。それをするために、公務員の協力があると、本当に集まってしまう。 

・実証実験できる場があり、おカネもくれる。ベンチャーにしたらこんな有難いことはない。

これは東京ではできない。田舎だからできること。若者を含め様々な方面から人が集まっ

てくる。 

・ライフサイエンス、身体的健康、精神的健康、社会的健康（絆）、３つがそろって初めて健

康になる。さらに、健康の「康」を「幸」に書き換えると、ウェルビーイングも入ってき

て、ビューティも入ってくる。吉本委員がおっしゃる通り、ビューティは非常に重要。生

きがいを与える。スタートアップが一番欲している、おカネ、実証実験、コワーキングス

ペースがあれば、おのずと集まってくる。賢い、若い活力のある人が熊本の未来を作って

くれる。我々は仕組みづくりが仕事。実際にやっていく主役は彼ら。 

 

○木村座長 

・骨子の方向性はおおむねご了解をいただいたと理解。各委員のご意見を踏まえて、理念や

具体的なところを練り直して次回に臨みたい。 

・本日も委員の皆様の活発な議論に改めて感謝する。 
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・それでは意見交換はこれまでとし、事務局にお返しする。 

 

３. 閉会 

○事務局（熊本県） 

・ＴＳＭＣの進出は熊本を大きくしようというつもりではなく、顧客の要望を満たすためと

考えられる。人材については、熊大がスピーディに始めているが、県としてもコンソを組

んで進めているところ。人材は一番目として書いているので、一つ一つ要求に答えていき

たい。 

・ピンピンコロリの理念については、キックオフイベントでブースを出展いただいた企業の

なかには、「自分らしく健康で楽しく美しく」を達成しようとする過程で、半導体技術を活

用しているところが多い。眠りやすい枕や、ＡＩをつかって手の不自由な方の手が思うよ

うに動かせるなど、どこにも半導体は入っている。ＵＸはライフサイエンスとしながらも、

半導体は欠かせない。事務局としても連携を意識して進めていきたい。 

・最終回となる第４回の開催は３月を予定している。実施計画の成案についてご議論いただ

きたい。日程については改めてご案内する。 

・これをもって、本日の策定会議を終了とする。 

 

（以上） 


