
 

ⅠⅠⅠⅠ    新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業のののの育成育成育成育成 
 １１１１        次世代産業次世代産業次世代産業次世代産業のののの育成育成育成育成    （（（（1111））））    医療医療医療医療・・・・健康健康健康健康関連関連関連関連分野分野分野分野        ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 医療機器等分野の世界市場は，毎年約５～８％の成長率を維持しており，また，品目数も１３万品目と多岐にわたり，産業としての広がりが期待できるとともに，景気動向に左右されにくく，付加価値の高い安定的な市場として有望視されている。 ○ 医療機器等の開発・改良に応用，展開が可能な精密加工等の技術が県内に蓄積しており，また，進出に意欲的な企業も多数存在している。   ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組１】ものづくり技術の応用・活用 ・自動車製造業等「ものづくり」で培った精密加工，電気・電子，機械，材料，制御，システムなどの優れた技術を医療関連分野へ応用・活用 【取組２】オンリーワン・ナンバーワン企業のコア技術による新分野展開 ・世界屈指の独自技術を持つオンリーワン企業や，特定の分野で全国的・世界的な高いシェアを持つナンバーワン企業のコア技術を活用して医療関連分野へ参入 【取組３】 人間医工学を応用した次世代型自動車技術の開発 ・人間医工学を応用した次世代型自動車技術を開発し，医療関連産業へ活用  

 

社会経済情勢や市場の動向に，柔軟かつ的確に対応できる「イノベーション立県」が実現している。 目指目指目指目指すべすべすべすべきききき姿姿姿姿    
２２２２．．．．「「「「ひろしまひろしまひろしまひろしま産業新成長産業新成長産業新成長産業新成長ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」のののの主要主要主要主要なななな施策施策施策施策のののの取組状況取組状況取組状況取組状況    

【主な支援メニュー】 
研究開発研究開発研究開発研究開発    製品化製品化製品化製品化    

企業立地促進助成制度企業立地促進助成制度企業立地促進助成制度企業立地促進助成制度    ひろしまひろしまひろしまひろしま医療関連産業創出支援事業補助金医療関連産業創出支援事業補助金医療関連産業創出支援事業補助金医療関連産業創出支援事業補助金    ・・・・医療医療医療医療・・・・福祉課題解決福祉課題解決福祉課題解決福祉課題解決にににに向向向向けたけたけたけたデバイスデバイスデバイスデバイス開発開発開発開発        パイロットパイロットパイロットパイロット事業事業事業事業    ・・・・医療医療医療医療・・・・福祉現場福祉現場福祉現場福祉現場とととと企業企業企業企業のののの連携連携連携連携モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業    ひろしまひろしまひろしまひろしまイノベーションファンドイノベーションファンドイノベーションファンドイノベーションファンド    事業化事業化事業化事業化    成熟化成熟化成熟化成熟化    〈事業ステージ〉 
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 実績１  医療関連産業クラスターアクションプランを策定（平成 24 年 7 月）し，計画的に施策を展開  １ 基本理念   
 

 

 

  ２ 基本方向          ３ クラスターの目標と基本方針 Ｈ２３～Ｈ２５ Ｈ２６～Ｈ２９ Ｈ３０～Ｈ３２ 【基盤づくり】   【成長段階】     【拡大段階】 
  ４ クラスターの基本戦略  

ひろしま未来チャレンジビジョン「新たな経済成長」への挑戦において目指す魅力のある雇用が創出され，県民が将来に向けて大きな希望を持てる『強固強固強固強固なななな経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤のののの確立確立確立確立』実現の一翼を担う ひろしま未来チャレンジビジョンの「安心な暮らしづくり」への挑戦において目指す『安心安心安心安心できるできるできるできる医医医医療療療療・・・・福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供』実現の一翼を担う ◎ 県内企業の医療関連ビジネスの拡大  ■ 既存の医療機器等製造企業のビジネス拡大  ■ 異業種からの新規参入による裾野拡大 ◎ 国内外の医療関連企業の誘致  ■ 国内外メーカーの研究・生産拠点の誘致促進  ■ 医療関連サービス産業の育成，集積促進 ひろしまのひろしまのひろしまのひろしまの技術技術技術技術をををを応用応用応用応用したしたしたした医療医療医療医療・・・・福祉機器福祉機器福祉機器福祉機器ビジビジビジビジネスネスネスネスのののの創出創出創出創出をををを目指目指目指目指すすすす    
戦略１ クラスター形成に向けた推進体制の構築 ☆ アクションプランの策定と進行管理 ☆ 企業連携プラットホーム，医療機関等のネットワークの構築 ☆ 産業人材，医療人材，研究人材の育成  

 国内外企業国内外企業国内外企業国内外企業のののの誘致誘致誘致誘致    （（（（500500500500 億円億円億円億円））））    県内企業県内企業県内企業県内企業のののの成長成長成長成長・・・・事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大    現状現状現状現状（（（（HHHH22222222））））：：：：    生産額生産額生産額生産額90909090億円億円億円億円////企業数企業数企業数企業数30303030社社社社    （（（（500500500500 億円億円億円億円））））    *１０年を３期のステージに分け計画的に推進 *ターゲットごとに目標に向け重点的な施策を実施 目標目標目標目標（（（（H32H32H32H32）：）：）：）：1,0001,0001,0001,000 億円億円億円億円////100100100100 社社社社 

戦略２ 県内企業の医療関連ビジネスの拡大 ☆ 企業の意欲的な取組への総合的な支援（研究開発・技術開発，事業化支援，販路拡大，資金支援など） ☆ 新事業創出，医療関連サービス業の育成，世界展開への支援 戦略３ 国内外の医療関連企業の誘致 ☆ 国内外メーカーの研究・生産拠点の誘致促進 戦略４ ひろしまの技術を応用した医療・福祉ビジネスの創出 ☆ 広島らしいビジネスモデルの事業化 
（（（（500500500500 億円億円億円億円））））    国内外企業国内外企業国内外企業国内外企業のののの誘致誘致誘致誘致    

27 



 

                                                 

 実績２  ひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点の整備（平成 23 年 4 月オープン） ◆広島大学霞キャンパス等の医療研究集積を生かした拠点 （※霞キャンパス：医学部，歯学部，薬学部，医歯薬学総合研究科，保健学研究科，病院，原爆放射線医科学研究所を有し，日本で最も多職種の医療人材養成拠点） ◆対象分野 医工連携によるものづくり分野（人間医工学を応用した自動車，医療系資源と融合した機能性ものづくり），細胞治療等先進医療技術分野                                    実績３  「地域イノベーション戦略支援プログラム」（文科省）に採択され，医工連携プロジェクトを推進 ※（経済産業省・文部科学省・農林水産省から H23.8.1 選定） ◆研究者を招聘し，研究開発プロジェクトを推進（人間医工学を応用した自動車共同研究ＰＪ，情報   医工学・医工連携共同研究ＰＪ，先進医療，福祉・健康機器等共同研究ＰＪ） ◆地域コーディネーターを配置し，ビジネスモデルを構築 ◆人材育成センターを設立し，戦略的に人材育成（メディカルエルゴノミティシャン，イノベものづくり士など） 

○人間医工学応用自動車関連 《研究テーマ》 ・居眠り防止等自動車運転支援システム技術，自動運転システム           ・頚部損傷を低減する自動車シート 等    ○情報医工学関連機器・機能性ものづくり関連 《研究テーマ》 ・高精細映像伝送システムによる遠隔医療支援・遠隔手術システム  ・高度医用画像処理による次世代高度医療機器  等    ○細胞治療等先進医療関連 《研究テーマ》 ・緊急被ばく対応幹細胞バンク             ・骨髄由来間葉系幹細胞の分離・培養技術の確立 等    
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                ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     アクションプランの着実な実行 ○ 意欲的な企業への継続的でシームレスな支援 ○ 医療（福祉）の現場を巻き込んだ事業展開 ○ 県の主体性を発揮した事業の組立て ○ 医療関連企業のニーズ把握，立地環境の充実強化  ロードマップロードマップロードマップロードマップ    Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 医療関連産業医療関連産業医療関連産業医療関連産業    クラスタークラスタークラスタークラスター形成形成形成形成    事業事業事業事業      ○中長期（Ｈ32） ・医療機器生産額 1,000 億円 ・医療関連企業数  100 社        
 

 実績４  ひろしま医療関連産業研究会の設立（平成 23 年 11 月）  ◆医療機器等の分野において，県内企業の新たな事業展開を目指した企業間連携・産学官連携による取組みを推進することにより，本県医療機器関連産業の活性化と発展に資するとともに，医療福祉の高度化に寄与することを目的としている。（平成 23年 11 月 4日設立）  ◆会員数（Ｈ25.3）：182 団体  ◆主な活動：セミナー，交流会，勉強会，医療現場のニーズ・課題発表会，医療現場・大学の見学会，ワークショップ，共同研究，マッチング，商談会，展示会      
県内企業の意欲的取組への支援（①重点企業支援，②企業活動支援，③医療現場ニーズ・課題発掘） 県外大手医療関連企業の立地・設備投資促進（誘致活動） クラスター形成基盤づくり （①クラスター形成方策検討，②医療関連産業研究会） ひろしまの技術を応用したビジネス創出 
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ⅠⅠⅠⅠ    新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業のののの育成育成育成育成 
 １１１１        次世代産業次世代産業次世代産業次世代産業のののの育成育成育成育成    （（（（2222））））    環境環境環境環境・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー関連分野関連分野関連分野関連分野        ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 広島県内には公害防止対策で培った技術･ノウハウ等を活用し，世界で活躍する企業や特色ある製品を有する企業が数多く存在する。環境関連装置の生産規模は国内トップクラス。 ○  国内市場は成熟化しつつあるが，急速な経済成長に伴い環境問題が深刻化する新興国や開発途上国を中心に，環境浄化に対する需要拡大が見込まれる。  ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組１】環境浄化産業クラスターの基盤・環境づくり ・海外ビジネスや水処理・廃棄物関連分野の専門家を活用し，事業展開の支援強化を図る。 【取組２】海外企業とのマッチング機会の創出 ・中国・四川省への展開に加え，ＡＳＥＡＮ諸国にも拡大する。 ・現地政府への働きかけの強化により，現地情報の獲得に努め，意欲的な企業を中心に成功事例を積上げる。                   

社会経済情勢や市場の動向に，柔軟かつ的確に対応できる「イノベーション立県」が実現している。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    

 実績１  「ひろしま環境ビジネス推進協議会」設立（平成 24 年 4 月）  ◆設立趣旨  環境浄化関連分野において，企業間連携の活発化や海外展開の促進などを通じて，課題解決型ビジネスをグローバルに展開できる企業群を育成する。  ◆活動内容 ・環境ビジネスに係る情報提供，セミナーの開催  ・国内外の環境案件に関するプロジェクトの組成（研究会活動）  ・専門家による事業展開支援  ・環境技術の海外でのプレゼンテーション，海外企業との商談会の実施及び展示会への出展 ・会員相互の交流促進  など ◆参加企業・団体：114 社（H25.1)   
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              ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ 基盤づくり・環境づくり ・海外展開に関心を持ちながらも進出リスクや海外企業への不信感，ビジネスモデルの欠如等から展開に躊躇する中小企業が多い。このため，専門家の指導・支援により海外ビジネスへの理解やノウハウの習得を図るとともに，県内企業のニーズの多い地域へ展開することが必要。 ・中国 四川省での取組では，水処理分野に加え，廃棄物処理への対応依頼がでてきており，廃棄物の種類や処理手法などの幅広いニーズの顕在化と，これに伴う県内企業の参入を進めるため，廃棄物分野での支援を強化する必要がある。 ○ 海外企業とのマッチング機会創出 ・【ＢtoＢ】中国・四川省に加え，支援地域をＡＳＥＡＮ諸国に拡大する。 ・【ＰＪ案件】中国においては，政府（省政府・市政府）との関係を強化する。また，協議会会員の技術・製品群をＰＲし，会員間連携による課題解決提案を促進する。  ロードマップロードマップロードマップロードマップ    Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 環境浄化産業環境浄化産業環境浄化産業環境浄化産業    クラスタークラスタークラスタークラスター形成形成形成形成    事業事業事業事業      ○中長期（Ｈ32） 環境関連産業売上高Ｈ 22(1,000億円)より 500 億円増加    
海外企業とのマッチング機会創出  （プロジェクト案件・中小企業案件組成） 海外ビジネス活動支援 （①企業活動への補助，②専門家によるハンズオン） クラスター形成の基盤づくり （①環境ビジネス協議会設置・運営，②四川省との関係強化， ③アジア市場調査） 
海外展開の加速化（①企業活動本格化，②プロジェクトの具体化） 

 実績２  中国・四川省で商談会を実施 ◆実施内容 ・日時：平成 24 年 7月 25～26日 ・場所：中国・四川省成都市 ・商談件数：67 件 （広島側 13社，四川側 35社参加） ・成約：1 件（昨年度継続案件） ・継続商談案件 13件の商談フォロー の実施  商談会の様子  ラボテック㈱と四川省企業との契約締結式 

企業活動による国内外への展開促進 
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ⅠⅠⅠⅠ    新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業のののの育成育成育成育成 
 ２２２２        交流交流交流交流・・・・賑賑賑賑わいわいわいわい型産業型産業型産業型産業のののの育成育成育成育成          ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 平成 24年の「平清盛」観光キャンペーン，平成 25年のデスティネーションキャンペーンと，平成 23年度から３か年の大型観光キャンペーンを実施 ○ 平成 23年 12月に，新たな観光振興コンセプト及びブランドキーワード「瀬戸内ひろしま、宝しま」を策定 ○ 「瀬戸内ひろしま、宝しま」の確立・浸透に向け，平成 24 年 3 月から「広島に注目を集める」ことを目的とした話題性のある観光プロモーション「おしい！広島県」を実施  ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組１】観光地「ひろしまブランド」の構築に向けた取組 「瀬戸内ひろしま、宝しま」をブランドキーワードとする新たな観光振興コンセプトに基づき，戦略的な取組を推進  ◆情報発信・プロモーション活動の強化 ◆地域の特色を活かした魅力ある観光地づくり ◆おもてなしの充実等による受入体制の整備 ◆国際観光の更なる推進  【取組２】広島ブランドショップ「ＴＡＵ」を活用した首都圏での情報発信 【取組３】海の道プロジェクトの推進                  

観光が，本県の成長を支える産業の新たな柱となっている。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    

 実績１  観光地「ひろしまブランド」の構築に向けた取組  ◆情報発信・プロモーション活動の強化 ・ブランド化キャンペーン  （首都圏向け情報発信，デスティネーションキャンペーン全国宣伝販売促進会議の開催） （著名人等を活用した情報発信） ・「平清盛」観光キャンペーン  （イベント等を活用したプロモーション，モニターツアー等による旅行商品の 造成，ガイド等研修の実施 等） ・アニメ映画「ももへの手紙」を活用した誘客促進 ◆地域の特色を活かした魅力ある観光地づくり ・瀬戸内女子旅・島旅等の滞在型･周遊型観光の促進 ・中山間地域の観光振興計画に基づく取組に対する支援 ・広島-島根の連携事業の実施 ・教育旅行誘致促進  ひろしま清盛 
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                           ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ Ｈ25年度は大型観光キャンペーン最終年として，また，デスティネーションキャンペーン実施年として，観光地としてのブランド化につながる取組が必要 ○ 観光プロモーション「おしい！広島県」は，「注目を集める」点では一定の成果があったが，実際の誘客に十分結び付けるためには，「広島の旅の魅力」を伝える戦略的なプロモーションにステップアップを図ることが必要 ○ 戦略的なプロモーションを実施するとともに，魅力ある観光地づくりを推進し，実際の訪問に結び付けることが必要  ロードマップロードマップロードマップロードマップ     Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 観光地観光地観光地観光地「「「「ひろしまひろしまひろしまひろしまブランドブランドブランドブランド」」」」構築推構築推構築推構築推進事業進事業進事業進事業       海海海海のののの道道道道プロジェプロジェプロジェプロジェクトクトクトクト推進事業推進事業推進事業推進事業       ““““観光地観光地観光地観光地ひろしひろしひろしひろしまままま””””おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし向向向向上推進事業上推進事業上推進事業上推進事業      ※次期「ひろしま観光  立県推進基本計画｣ において決定 

◆おもてなしの充実等による受入体制の整備 ・広島を代表する観光地である「おもてなし重点推進地区」（広島・廿日市・尾道）の活動支援 ◆国際観光の更なる推進 
 ・重点取組国（中国・台湾・フランス）の状況に応じたプロモーション活動等の実施   実績２  広島ブランドショップ「ＴＡＵ」を活用した首都圏での情報発信 ・オープン日：平成 24 年 7月 16日（月・祝） ・場所：銀座上一（うえいち）ビルディング（東京都中央区銀座一丁目）の地下 1階，1～3階  実績３  その他の観光関連施策 ・スノーフェスティバル交流イベント（平成 23 年 7月 31日） ・スノーフェスティバル in広島の開催（平成 24年 2月 11日～12日，やわたハイランド 191〈北広島町〉） ・中国上海市旅遊局との観光に関する協定の締結（平成 23 年 8月 22日） ・瀬戸内サイクリングツーリズム事業の実施（サイクルトレイン等の運行）《平成 22～24 年度》  ・ＪＲ西日本と連携した「宮島・呉キャンペーン」の実施（平成24年4～6月，夜の宮島ガイドツアー，特別講座 等） ・台湾トップセールスの実施（平成 24 年 9月 11日～13日，チャイナエアライン，ワンハイラインズ，ジャイアント社訪問） ・瀬戸内女子旅・島旅 モニターツアーの実施（平成 24 年 9 月，大都市圏に在住の 20 代～30 代女性が対象，10 コース）  実績４  瀬戸内ブランドの確立 ・瀬戸内ブランド推進協議会（兵庫県，岡山県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，広島県）におい  て，広域連携事業を実施。瀬戸内ブランドマークを発表（平成 24 年 10 月 30日） ・平成 26 年に瀬戸内しま博覧会（仮称）開催に向けて，愛媛県と共同で瀬戸内しま博覧会（仮称）実行委員会を設立（平成 24 年 10 月 29日） 

 

ひろしまブランド化キャンペーン，デスティネーションキャンペーン，観光プロモーション等 瀬戸内しま博覧会（仮称）実行委員会の設立及び博覧会開催 瀬戸内ブランド推進協議会の設置，瀬戸内ブランド化の推進 「おもてなし重点推進地区」活動支援 
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ⅡⅡⅡⅡ    基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業のののの競争力競争力競争力競争力のののの強化強化強化強化 
 １１１１        次世代自動車次世代自動車次世代自動車次世代自動車へのへのへのへの対応対応対応対応          ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 本県の自動車関連産業は輸出に大きく依存しているため，為替の影響を受けやすく，また，主要な輸出先である欧米諸国の景気動向にも影響を受けている。 ○ 世界の自動車市場はグローバル化しており，先進国市場では，環境規制の強化やユーザーニーズの多様化に伴って，車両の「電動化」や「高性能・高品質化」が進む反面，新興国市場では，経済発展に伴って増加した低所得層の自動車購買ニーズに対し，シンプルで低価格な自動車が必要とされるなど，市場のニーズが多様化している。   ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況    【取組１】カーエレクトロニクス推進センターによる支援 ・カーエレクトロニクス分野を中心とした，次世代自動車に係る技術開発を支援 【取組２】「ひろしま医工連携・先端医療イノベーション拠点」の活用による独自技術の開発 ・脳や人の五感に関する研究を従来の機械工学部品に応用することで，地域の独自技術を開発 【【【【カーエレクトロニクスカーエレクトロニクスカーエレクトロニクスカーエレクトロニクス推進推進推進推進センターセンターセンターセンター〔〔〔〔((((公財公財公財公財))))ひろしまひろしまひろしまひろしま産業振興機構産業振興機構産業振興機構産業振興機構〕〕〕〕】】】】    カーエレクトロニクスカーエレクトロニクスカーエレクトロニクスカーエレクトロニクス分野分野分野分野をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした次世代自動車技術開発次世代自動車技術開発次世代自動車技術開発次世代自動車技術開発ををををサポートサポートサポートサポート     戦略的産業活力活性化研究会 活動基盤 ・自動車関連企業 140社，県内外 10大学，行政・産業支援団体で 構成する研究会 ・ニーズ発信会や共同研究に向けたワークショップ活動を実施   ベンチマーキング活動 ・先行技術を調査し，自社の技術開発の指標とするため，他社の自動車の分解・分析を実施 研究開発コーディネート 研究開発支援 ・次世代自動車技術開発促進補助金を活用し，戦略テーマに関する研究開発の加速を支援  バリューエンジニアリング研修 ・システム化された手順により，価値向上（機能向上，コスト低減）を図る手法を普及 ソフトウエア研修  人材育成支援 ・中国経済産業局と連携し，モデルベース開発手法やＣＡＤ等に関する研修を実施  

「「「「ひろしまひろしまひろしまひろしまカーエレクトロニクスカーエレクトロニクスカーエレクトロニクスカーエレクトロニクス戦略戦略戦略戦略」」」」にににに基基基基づくづくづくづくサプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー支援支援支援支援    《連携》中国経済産業局・大学・公設試・他の産業支援機関 カーエレクトロニクスカーエレクトロニクスカーエレクトロニクスカーエレクトロニクス・・・・クラスタークラスタークラスタークラスターのののの形成形成形成形成     

 

 

社会経済情勢や市場の動向に，柔軟かつ的確に対応できる「イノベーション立県」が実現している。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    
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                                  ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ 次世代自動車（先進環境対応車）への移行が進むにつれ，従来型部品の変更や消失が不可避となっているため，更にこの取組を強化 ○ 韓国・中国の台頭や欧米の環境規制に係るロードマップ（適用時期・車種・規制値等）の明確化といったグローバル環境の変化を踏まえた対策を検討  ロードマップロードマップロードマップロードマップ    Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 自動車関連産業自動車関連産業自動車関連産業自動車関連産業クラスタークラスタークラスタークラスター支援支援支援支援事業事業事業事業        ○研究開発プロジェクトの組成とその着実な事業化 ・新規売上増加額 180 億円（H30） 

 実績１   「カーエレクトロニクス推進センター」の 設立（平成２０年７月１４日）・運営 ◆カーエレクロトニクス推進センターの運営   ・コーディネーターの配置 ・戦略的産業活力活性  化研究会の運営 ・産学官連携による人材育成 ◆次世代自動車技術開発促進補助金  ・カーエレクトロニクス推進センターがコーディネー トする県内企業を中心とした産学官連携による共同研究グループを支援。（電動化・知能化・軽量化分野での戦略的な共同研究開発テーマ） ◆ベンチマーキング事業 ・自動車分解・分析への補助，ベンチマーキングセ ンターの維持管理 
 

  実績２  「ひろしま医工連携・先端医療イノベーション拠点」活用による自動車産業の付加価値の向上 ◆ひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点の整備・共有化 （平成 23 年 4 月オープン） ・ひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点に整備された研究設備・機器について，技術支援スタッ  フを配置し，地域企業や大学での活用を促進 ◆イノベーションの中核を担う研究者の招聘  ・自動車のパワーエレクトロニクス機器等の開発に関わる研究者を招聘し，大学研究者，自動車関連企  業，カーエレクトロニクス推進センター等との連携により，自動車の電動化に伴い発生する電磁ノイズの 人体への影響を最小限に抑える高効率パワーエレクトロニクス機器の開発に取り組む 【人間医工学応用自動車研究プロジェクト】 ・電磁波による人体への影響を最小化したパワーエレクトロニクス機器の開発 ・自動車運転支援システム（居眠り防止，ハイレゾオーディオの開発等）の研究開発 ・快適覚醒向上に係る計測・評価技術（快適なドライブ状態，脳波，血流，心拍等）の研究開発 ・省エネ空調システムの開発 ◆ 地域イノベーション戦略実現のための人材育成プログラムの開発・実施 ・地域のイノベーションを加速するため，医工連携によるものづくり分野（人間医工学応用自動車等）など  における高付加価値化，高機能性，高快適性を付加した製品開発研究を推進できる人材を育成 
カーテクノロジー革新センターの運営   人間工学を応用した自動車研究開発の推進 人材育成支援 次世代自動車技術開発を対象とした補助制度 

行政・支援機関 等  

大学・公設試 等 
カーエレクトロニクス推進センター       コーディネート機能 ○企業ニースの把握 ○研究課題の抽出 ○企業連携の推進 ○競争資金獲得支援 等 カーエレクトロニクス・クラスターの形成  「環境技術分野」，「安全・情報化技術分野」，「エレキ基盤技術分野」における研究開発プロジェクトの組成・推進  モデルベース開発など，カーエレクトロニクス関連の人材育成プログラムの企画・運営 研究開発の推進 人材育成の推進 連携 連携 
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ⅡⅡⅡⅡ    基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業のののの競争力競争力競争力競争力のののの強化強化強化強化 
 ２２２２        ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業のののの高度化高度化高度化高度化・・・・低炭素化低炭素化低炭素化低炭素化          ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 地球温暖化問題やエネルギー資源の枯渇問題が深刻化し，世界各国において，低炭素社会の実現に向けた取組が求められており，ものづくり産業においても低炭素社会の実現を見据えた製品開発・技術開発などが求められている。 ○ 県内企業が地域間競争や国際競争に打ち勝つため，地域の優れた技術を生かした製品開発を促進する必要がある。 ○ 近年の円高や原材料の高騰などものづくり産業を取り巻く経営環境が悪化している。また，新興国の加速的な工業化に伴うものづくり産業での国際的な競争激化や国内産業の空洞化が懸念されている。  ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組１】ものづくり産業の高度化推進 ・本県の強みである感性工学※1・人間工学を活かし，“感性価値※2”を付加したものづくりの普及に向け，企業支援の仕組みづくりを推進する。 ※１ 感性工学：人間が持つ感性(心地良さ，操作しやすさなど)の数値化などを行う学問※２ 感性価値：生活者の感性に働きかけ，感動や共感を得ることによって顕在化する経済価値  【取組２】円高に対応した海外展開・技術力強化支援 ・県内中小企業の生産技術革新による生産性向上・コスト削減や，海外展開に向けた取組な    どを支援する。 【取組３】ＬＥＤ関連産業の創出 

  ・産学官が参画した「ひろしまＬＥＤ応用技術研究会」での活動を通じ，県内企業のＬＥＤ応用製品開発力を高める。                

社会経済情勢や市場の動向に，柔軟かつ的確に対応できる「イノベーション立県」が実現している。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    

 実績 1  感性人材ネットワーク構築支援 ・感性利用に関する啓発（講習会）や開発製品の普及（展示会）等を実施 ・企業，大学等が行う，感性を取り入れた製品開発への公設試による支援 ・人材やノウハウ等の共有化に向けた取組み  高性能・信頼性・低価格 だけでは売れない ＋  実績２  生産技術革新支援  円高の影響によりコスト削減が求められる中，生産設備の更新や新生産技術の導入などにより，コスト削減・生産性向上に取り組む企業を支援 ◆生産現場改善指導，技術経営人材の育成支援  ロボット技術活用による生産技術向上支援，専門家による生産現場改善指導 ◆革新的な生産設備または新技術導入への補助  H24 年度 （当初予算分）採択件数：11 件 （補正予算分）採択件数：11 件 ◆生産効率改善に向けた共同利用機器の整備[西部工業技術センターに測定機器等を整備]   
感性工学や人間工学に 関する多くの人材の存在 感性価値を付加したものづくりを支援 共同研究開発 普及啓発活動 人材・ﾉｳﾊｳ等の共有化 ＋ 
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                              ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ 本県経済・雇用を支える本県産業において，近時の事業環境の変化に早急に対応できる，実用化に向けた取組を加速させる必要がある。 ○ 本県の持続的な発展には，今後，本県経済の牽引役となることが期待できる成長の種（新たな成長分野，新たな技術等）を調査・発掘し，継続的に育成することが必要である。   ロードマップロードマップロードマップロードマップ     Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業高度化推高度化推高度化推高度化推進事業進事業進事業進事業       円高円高円高円高にににに対応対応対応対応したしたしたした海外展開海外展開海外展開海外展開・・・・技術力技術力技術力技術力強化支援事業強化支援事業強化支援事業強化支援事業       次世代次世代次世代次世代ものづくものづくものづくものづくりりりり技術開発促進技術開発促進技術開発促進技術開発促進事業事業事業事業     ○中長期（Ｈ27） 指導・支援先企業の付加価値額増加率平均 6％ 感性工学を応用したものづくり産業の高度化支援 海外市場獲得支援事業 （海外企画認証のための試験測定機器等整備、補助） 生産技術革新支援事業（①生産現場改善指導，②生産技術革新支援事業） 県内ものづくり企業による研究開発 ・実用化開発の促進 LED 関連産業の創出支援 

 生産技術向上支援   測定機器（西部工業技術センター）  実績３  海外市場獲得支援  円高環境の下で国際競争力を強化するため，県内企業の海外展開に向けた国際規格・海外規格（IEC，CE マーク等）の認証取得への取組を支援する。 ◆海外規格認証のための予備試験用測定機器等の整備   東部工業技術センターに，海外製品規格認証取得に利用できるＥＭＣ関連機器を整備 ◆国際規格・海外規格の認証取得経費への支援    H24 年度：6 件採択（広島県海外市場獲得支援補助金）  【海外製品認証取得に向けた EMC 関連設備（東部工業技術センター）】  伝導性妨害波測定器  伝導イミュ二ティ試験器  静電気イミュ二ティ試験器   実績４  LED 関連産業への支援 広島県立総合技術研究所東部工業技術センターに整備した LED 等計測・評価試験室を中心とした開発支援体制を充実させるとともに，産学官連携体制により，LED 関連産業の総合的な支援を行う。 ◆ひろしまＬＥＤ応用技術研究会の運営 ・開発動向などを紹介するセミナー開催 ・ワークショップ活動の実施 【LED 関連産業への支援】  LED 関連産業技術    照明器具測光装置 交流会（福山）     （東部工業技術センター）
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ⅢⅢⅢⅢ    アジアアジアアジアアジア市場市場市場市場へのへのへのへの事業展開事業展開事業展開事業展開 
 １１１１        アジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心とするとするとするとする成長市場成長市場成長市場成長市場をををを取取取取りりりり込込込込んだんだんだんだ事業展開事業展開事業展開事業展開（（（（ｱｼｱｼｱｼｱｼﾞ゙゙゙ｱｱｱｱ戦略戦略戦略戦略））））          ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ アジアを中心とした新興国では，経済成長により中間所得層が拡大し，消費市場としての魅力が高まっており，今後も高い経済成長が見込まれることから，市場獲得を目指し，企業の進出が加速している。 

 ○ 県内企業においても，今後成長を続けていくためには，付加価値の高い製品・サービスにより，これらのグローバル市場を獲得することが必要となっている。  ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組１】中国内陸部をはじめとしたアジアとの経済交流の拡大 ・アジアを中心とした新興国の成長市場を取り込むため，県内企業の販路開拓等の海外ビジネスを支援する。 【取組２】国際ビジネス支援機関との連携による支援 
 ・県内企業からの貿易・投資に関する相談に対し支援を行う。                        

アジアを中心とする成長市場を獲得している。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    

 実績 1  中国ビジネス交流拡大 中国・四川省に，県内企業のビジネス支援を行う現地事務所を開設するとともに，急速に拡大する現地の消費市場への県内企業の販路拡大を積極的に支援 ・四川省との経済交流協定の締結（平成 23 年 8 月 23 日） ・四川省での環境技術分野の企業商談会の開催 （平成 23 年 8 月 24 日）～14 件が継続協議へ  ・広島・四川経済交流事務所の開設（平成 24 年 5 月 28 日）  ・四川省訪問団の受け入れ（平成 24 年 5 月 31 日～6 月 1 日）   ～四川省人民政府副省長など総勢約 150 名  ・四川省環境保護庁幹部の招聘（平成 24 年 6 月 20日～23 日）  ・環境浄化分野における中国四川省での商談会の開催 （平成 24 年 7月 25 日～26 日）   ～日本側参加企業 13社，四川省側参加企業 35社・団体  実績２  インド広島経済交流推進   著しい経済成長を遂げるインドとの経済交流を推進し，現地に おけるビジネス機会の創出など，県内企業のビジネスを支援  ・インド・タミルナドゥ州と経済交流協定を締結 （平成 22 年 11 月 8 日）  ・インド自動車部品等マーケット調査団の派遣 （平成 24 年 11 月 18 日～25 日）   
 広島・四川経済交流事務所開所式  インド訪問時： 現地経済団体との覚書の締結   
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                            ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ 県内中小企業において，四川省での事業展開の可能性が描けない，メリットが不透明といったことから，具体的な事業活動に踏み切る企業がまだ少ない。また，中国独特の商慣習に対応するため，小売店において，販路の拡大や定番化に向けた継続的な販促活動を行う必要がある。 ○ 政治・経済情勢の変化や新たなボリュームゾーンとして見込まれる市場，海外ビジネスにかかる幅広い支援ニーズ等に対して，機動的な対応ができていない。 
 ○ 県内企業の生き残りをかけた海外展開やニーズへの的確な対応を行うため，支援する産業分野の拡大や支援対象エリアの拡大（ＡＳＥＡＮ等）が必要。   ロードマップロードマップロードマップロードマップ     Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 中国中国中国中国ビジネスビジネスビジネスビジネス交交交交流拡大事業流拡大事業流拡大事業流拡大事業       インドインドインドインド広島経済広島経済広島経済広島経済交流推進事業交流推進事業交流推進事業交流推進事業       円高円高円高円高にににに対応対応対応対応したしたしたした海外展開海外展開海外展開海外展開・・・・技術力技術力技術力技術力強化支援事業強化支援事業強化支援事業強化支援事業（（（（海海海海外市場獲得支援外市場獲得支援外市場獲得支援外市場獲得支援））））     ○事業展開件数 (H25)※ 四川省 累計17件 インド 累計18件 ※進出件数＋業務提携件数 

 実績３  海外販路拡大推進等の支援 アジア市場において，物産展やＰＲイベント等を実施することにより，県内農水産品や加工食品等の販路拡大を推進する。 ・四川省成都イトーヨーカドー双楠店で「広島 PR イベント」を開催（平成 23 年 8 月 26 日～28 日）   ～3 日間で延べ約 20 万人が来場 ・中国西部国際博覧会への出展（平成 23 年 10月 18 日～20日） [出展県内企業：永和国土環境㈱，コベルコ建機㈱，㈱CFP，水 ing㈱，富士化水工業㈱，ポエック㈱，マツダ㈱，ラボテック㈱，レニアス㈱] ・マレーシアでの広島ＰＲイベント・物産展の開催（平成 24 年 6 月 1 日～14 日） ～出展メーカー28社，出展品目 137品目（はるか（かんきつ），菓子，調味料等），売上目標 325万円に対し，売上実績 391万円，広島ＰＲイベントの来場者約１万人 ・ハワイ・ビジネスセミナーの開催（平成 24 年 5 月 30日） ・ハワイ州との経済分野等の交流強化に関する覚書の締結（平成 24 年 8 月 21 日） ・台湾トップセールスの実施 （平成 24 年 9月 12 日～ジャイアント社本社） ・香港での広島ＰＲイベント・物産展の開催 （平成 24 年 11 月 24 日～12 月 9日） ～出展メーカー26社，出展品目約 230品目， 売上目標 500 万円に対し，実績 496万円，イオン香港の新店舗で実施，12月25日～29日にはイオン香港全 15店舗で実施，売上実績 1,466万円          香港での物産展  実績４  国際ビジネス支援機関のワンストップ化 海外ビジネス展開等の相談窓口の一元化により，利便性を高めるとともに，相談内容に応じた最適な機関での支援が可能となる。［広島県情報プラザ 4階（広島市中区千田町 3-7-47）］ ・関係機関：（公財)ひろしま産業振興機構国際ビジネス支援センター， （独）日本貿易振興機構広島貿易情報センター（ジェトロ広島） 
現地事務所の設置・運営（情報収集・提供、商談先企業の発掘等） 販路拡大支援（商談会開催，物産展・イベント，現地見本市等） インド訪問団の派遣（経産省と連携），商談会等の実施 海外市場獲得支援事業（海外規格認証のための試験測定機器等整備，国際規格・海外規格認証取得経費の支援） 
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ⅢⅢⅢⅢ    アジアアジアアジアアジア市場市場市場市場へのへのへのへの事業展開事業展開事業展開事業展開 
 ２２２２        優秀優秀優秀優秀なななな海外人材海外人材海外人材海外人材のののの確保確保確保確保          ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 県内企業が海外企業との業務提携や海外での事業展開を行う際に必要な，優秀なグローバル人材の確保が重要な課題となっている。  ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組】グローバル人材の育成・確保 ・県内企業の海外拠点を将来的に担うことができる理工系留学生を，産学官で連携して確保・育成する。 ・県内企業の海外での事業展開や貿易の拡大などに際して即戦力となる人材を確保する。                              

多彩な産業人材の育成・集積が，イノベーションを生み出す源泉となっている。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    
 実績１  広島県ものづくりグローバル人材育成事業 産学官が連携して，県内企業に就職する意思を有するアジア各国の優秀な理工系留学生を受け 入れ，ものづくり企業のノウハウを活かしたカリキュラムによる人材育成を行うことにより，海外展開 に関心のある県内企業の海外高度人材確保を長期的視野から支援する。 ・受入対象 ： アジア各国の理工系大学院生 ・受入大学 ： 広島大学大学院工学研究科 ・受入実績 ： 平成 23 年度  3名（H23.10～H25.9） 平成 24 年度  4名（H24.10～H26.9) ※広島県ものづくりグローバル人財育成協議会 ①成員 ： 企業等(13 団体），広島大学，広島県 ②活動内容 ： 奨学金支給(10 万円/人・月）教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに対する協力（工場見学，ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入等）  
 広島大学対象留学生（アジア各国の理工系大学院生）教育プログラムの実施★★★★★★★★掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし 宿舎提供授業料 ★★★★各種協力各種協力各種協力各種協力★★★★各種協力各種協力各種協力各種協力（インターンシップ受入・講師派遣等）★★★★費用負担費用負担費用負担費用負担★★★★費用負担費用負担費用負担費用負担 ★：協議会による支援県 県内企業（（（（（（（（1010万円万円万円万円万円万円万円万円//月月月月））））月月月月））））★★★★奨学金奨学金奨学金奨学金★★★★奨学金奨学金奨学金奨学金 就職広島大学対象留学生（アジア各国の理工系大学院生）教育プログラムの実施★★★★★★★★掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし 宿舎提供授業料 ★★★★各種協力各種協力各種協力各種協力★★★★各種協力各種協力各種協力各種協力（インターンシップ受入・講師派遣等）★★★★費用負担費用負担費用負担費用負担★★★★費用負担費用負担費用負担費用負担 ★：協議会による支援県 県内企業（（（（（（（（1010万円万円万円万円万円万円万円万円//月月月月））））月月月月））））★★★★奨学金奨学金奨学金奨学金★★★★奨学金奨学金奨学金奨学金 就職
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                  ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ 海外拠点を担う人材として，理工系留学生の育成・採用が期待されているが，企業が求める人材が不足している。 ○ 中小企業では海外との取引や海外勤務などを担える即戦力人材が不足しているが，人材紹介会社を利用するなどの人材確保の手法が定着 していない。   ロードマップロードマップロードマップロードマップ    Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 グローバルグローバルグローバルグローバル人材人材人材人材育成確保促進事育成確保促進事育成確保促進事育成確保促進事業業業業    ○中長期（H25-26） ・当該留学生の県内企業への就職者数12名・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材確保 30 社                
ものづくりグローバル人材育成 （留学生の受入・育成，協議会運営） 中小企業等グローバル人材確保支援 （人材派遣会社の活用による即戦力人材の確保）） 

 実績２  中小企業等グローバル人材確保支援事業 県内中小企業等が，語学能力や海外勤務の経験を有する海外展開に必要な即戦力の人材を，人材紹介会社を活用して県外から確保することを支援する。 ・ 人材を採用した県内中小企業等への補助 ・ 人材紹介会社へのインセンティブ（人材紹介会社の指定［人材マッチング］）：実績５人 ①指定広島県 海外展開を図ろうとする県内中小企業等 人材紹介会社等県外の即戦力グローバル人材③掘り起こし ④リストアップ⑤⑤⑤⑤人材人材人材人材ﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙⑨マッチング実績に応じた成功報酬 （250万円×2社程度）⑥雇用契約②ニーズ確認⑦人材紹介手数料補助率1/2上限150万円/件×10件程度⑧⑧⑧⑧成功報酬成功報酬成功報酬成功報酬にににに対対対対するするするする補助補助補助補助①指定広島県 海外展開を図ろうとする県内中小企業等 人材紹介会社等県外の即戦力グローバル人材③掘り起こし ④リストアップ⑤⑤⑤⑤人材人材人材人材ﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙⑨マッチング実績に応じた成功報酬 （250万円×2社程度）⑥雇用契約②ニーズ確認⑦人材紹介手数料補助率1/2上限150万円/件×10件程度⑧⑧⑧⑧成功報酬成功報酬成功報酬成功報酬にににに対対対対するするするする補助補助補助補助広島県 海外展開を図ろうとする県内中小企業等 人材紹介会社等県外の即戦力グローバル人材③掘り起こし ④リストアップ⑤⑤⑤⑤人材人材人材人材ﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙⑨マッチング実績に応じた成功報酬 （250万円×2社程度）⑥雇用契約②ニーズ確認⑦人材紹介手数料補助率1/2上限150万円/件×10件程度⑧⑧⑧⑧成功報酬成功報酬成功報酬成功報酬にににに対対対対するするするする補助補助補助補助  
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ⅣⅣⅣⅣ    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションのののの強化強化強化強化 
 １１１１        人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・確保確保確保確保          ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 本県が持続的に発展していくためには，イノベーションの原動力となる高度で多彩な産業人材の育成・確保が必要である。 ○ 県内中小企業において，高度産業人材を育成する取組が不十分である。（イノベーション創出に向けた取組に対する意識が低い。中小企業等において，教育・訓練等に充てる費用や時間の捻出が困難。）   ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組１】企業の経営人材等の育成 ・県内中小・中堅企業が国内外の大学・企業・研修機関等で社員の育成・教育を行う費用や，個人が大学院等専門課程での修学に要する費用の一部を支援し，高度で多彩な産業人材を育成する。 【取組２】大学等の多様な人材の確保 

 ・本県出身学生に対し，県内企業情報の提供によるＵ・Ｉターン就職を促進する。                        

グローバル市場の視点を持った次のような人材が，分野ごとに存在・結集し、活躍している。 （研究者，研究プロジェクト・ディレクター，高度産業人材，その他国内外を問わず多様な人材） 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    

 実績１  イノベーション人材等の育成（企業及び個人） 県内企業が社員の人材育成を行う費用や，個人が大学院等の専門課程において，イノベーション創出に寄与する知識の習得費用を支援   《H23 年度》企業向け 15 社（20 名）        企業向け補助金 個人向け貸付金 対象 新分野・新事業展開や競争力強化に取り組む県内中小・中堅企業 県内産業の持続的発展に不可欠なイノベーションの創出に寄与する知識を習得する個人 事業 内容 国内外の研修等へ社員を派遣する費用の一部を支援（限度額：400 万円以内/年度・人） 専門職大学院の課程等において修学する費用の一部を支援（限度額：国内 10 万円/月，国外 20 万円/月）※修学後，県内企業等に 8 年以上就業した場合は全額返還免除   区分 H23 年度 H24 年度 参加学校 8 校 10 校 実施企業 12 社 15 社 企業 出前講座 参加学生 497 人 610 人 参加企業 26 社 40 社   実績２  ものづくりインターンシップ事業 県内理工系大学等で座学とインターンシップを組み合わせた企業講座を実施し，県内ものづくり企業に対する認知度や理解を高め，就職を促進。   ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 参加学生 73 社 114 社 
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                                ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ イノベーションの原動力となる人材育成 ・減少している中長期の外部研修派遣の活性化 ・経営者層におけるイノベーション必要性の認識を高める ○ イノベーションの原動力となる人材確保  ・多様な人材の確保に向けた県内企業の魅力を伝える機会・手段の強化  ロードマップロードマップロードマップロードマップ     Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション人材等育成人材等育成人材等育成人材等育成         ○中長期（H27）：企業・個人の研修等参加数 210 人 多様多様多様多様なななな人材人材人材人材のののの確確確確保保保保       〇中長期（H26)： ・県外大学新卒者等の U・I ﾀｰﾝ就職者数 2,566 人（H21 比 200 人増） ・県内理工系大学等 卒業者の県内就職率 40％ 

  実績３  大学生等の U・I ターン就職促進 （県内産業の次世代を担う新卒大学生の県内企業への人材確保及び県外大学に進学した学生の U・I ターン就職促進） 県外県外県外県外でのでのでのでの広島県企業説明会広島県企業説明会広島県企業説明会広島県企業説明会のののの開催開催開催開催    《H23 年度》大学キャンパス内（龍谷大学，立命館大学） 《H24 年度》大阪市内  ・大学キャンパス内（関西学院大学，龍谷大学， 立命館大学，近畿大学）  県外大学県外大学県外大学県外大学とととと県内企業県内企業県内企業県内企業とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会のののの開催開催開催開催    関東・関西の大学の就職担当者と広島県企業の採用担当者とが就職に関する情報を交換 《H23 年度》東京会場（26 社，12 大学）， 大阪会場（20 社，12 大学） 《H24 年度》東京会場（29 社，16 大学）， 大阪会場（29 社，22 大学）  関西関西関西関西のののの大学大学大学大学とととと UUUU・・・・IIII ターンターンターンターン就職支援協定就職支援協定就職支援協定就職支援協定のののの締結締結締結締結    大学と相互連携して学生の就職活動を支援するため，広島県出身者が多く在籍する関西の大学とＵ・Ｉターン就職支援等に関する協定を締結（H24.4.4/立命館大学，龍谷大学，関西学院大学）  県外大学生県外大学生県外大学生県外大学生とととと広島県企業広島県企業広島県企業広島県企業（（（（大学大学大学大学 OBOBOBOB・・・・OGOGOGOG））））とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会のののの開催開催開催開催    広島県で働く魅力や広島県企業の理解を 深めてもらい，広島県へのＵ・Ｉターン就職促進を図るため，就職活動開始前の県外大学の広島県出身学生等と広島県企業の若手社員（大学ＯＢ・ＯＧ）との交流会を開催  
イノベーション人材等育成補助金（企業向け補助金） 未来チャレンジ資金（個人向け貸付） ・大学生等の U・I ターン就職促進（説明会・交流会等） ・県内理工系大学等でのものづくりインターンシップ講座 
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ⅣⅣⅣⅣ    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションのののの強化強化強化強化 
 ２２２２        資金資金資金資金（（（（成長資金成長資金成長資金成長資金））））         ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 公的な金融支援として，県費預託融資制度による創業や事業拡大等に必要な資金の供給，㈱ひろしまイノベーション推進機構による成長性の高い企業への投資，各種補助金等により，試作品開発や市場化支援等を行っている。 

 ○ 創業時の最大の経営課題は，資金調達・資金繰りである。   ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組１】県費預託融資制度による資金供給 ・民間金融機関では対応が困難な長期・低利の資金を供給することにより，広島県の産業を支える中小企業の事業拡大等を支援する。 【取組２】成長性の高い企業への投資 ・平成 23 年度に設立した「ひろしまイノベーション推進機構（運営会社及び投資事業有限責任組合）」により，成長性の高い新たな事業展開等をハンズオン方式で支援する。 【取組３】試作品開発・事業化等への支援 ・（公財）ひろしま産業振興機構により，試作品開発や市場化支援を行う。                     

企業における研究から事業化までの一貫した資金調達による中長期的な支援が行われている。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    

 実績１  県費預託融資制度による資金供給 ◆成長関係資金（産業支援融資）：創業支援資金，事業活動支援資金，新成長分野支援資金 ◆新規融資実績：《平成 23 年度》221 件／1,071 百万円 資金名 対象者等 金利 限度額 融資期間 創業支援 資金  新たに事業を開始しようとされる方 
 （開業後 5 年まで利用可能）  運転：1.47～1.67％ 設備：0.47～0.67%  2,500 万 円  （分社1,500万) 設備・運転 10 年 事業活動 

 支援資金 「経営革新計画」の実施や，事業転換・多角化による新分野進出等に取り組む方  新成長分野 支援資金 成長分野（医療・健康，環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ関連産業）の事業を行う方で，事業拡大を図る方 運転：1.47～1.97％ 設備：0.47～0.97% 2 億円 （運転資金は 6,000万円） 運転７年 設備 10 年    実績２  ㈱ひろしまイノベーション推進機構による投資 ㈱ひろしまイノベーション推進機構を設立（H23.5.24）し，ファンド総額約 105 億円を数十社に投資予定 ・ファンド総額：105 億 7,500 万円 ・投資第一号の決定（H24.4.9） 〈投資先：オー・エイチ・ティー㈱／福山市神南辺町／投資総額約 10 億円〉 
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                            ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ 企業の競争力の源泉となる，技術，人材，ノウハウ，知的財産，組織力などの財務諸表に現れない資産（知的資産）が有効に活用されていない。（技術力等の定性的評価による融資の仕組みが十分でない。） ○ 地域のベンチャーキャピタル（VC)機能が充分でない。 ○ 近年の事業環境の変化に即応し，本県の基幹産業（自動車，造船，電気・電子）の緊急に取り組むべき課題を解決し，新規受注に繋がる実用化開発に対し支援する必要がある。 ○ 創業期や事業拡大期等の企業ニーズを踏まえ，成長段階に応じた必要な資金を円滑に供給する必要がある。   ロードマップロードマップロードマップロードマップ     Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 県費預託融資制県費預託融資制県費預託融資制県費預託融資制度度度度によるによるによるによる資金供資金供資金供資金供給支援給支援給支援給支援     ○中長期（H25）：経営革新等を行う企業，創業者等の増加 250 件超 ㈱㈱㈱㈱ひろしまひろしまひろしまひろしまノベノベノベノベーションーションーションーション推進機推進機推進機推進機構構構構のののの設置設置設置設置・・・・運営運営運営運営       〇中長期（H29)：イノベーション推進機構による出資企業数 10 社程度 

     実績３  試作品開発・市場化等への支援 新事業創出チャレンジ企業支援事業助成金（ひろしまチャレンジ基金） ・実施主体：（公財）ひろしま産業振興機構 ・支援対象：①事業化促進及び②市場化促進 ①企画調査，試作品製造，商品改善，ビジネスモデル構築：300 万円以内 （助成対象経費の 2/3 以内） ②販売計画，広報活動，見本市等出展）：100 万円以内（助成対象経費の 1/2 以内） ・採択実績：《平成 23 年度》事業化促進 14 件，市場化促進 8 件 《平成 24 年度》事業化促進 12 件。市場化促進 6 件  〈エイジングヘアケア商品〉 〈防犯防災カメラからの夜間映像の可視化〉  
投資の実行 成長資金の供給 ハンズオン支援の実施，海外展開の取組（マッチング等） 
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ⅣⅣⅣⅣ    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション力力力力のののの強化強化強化強化 
 ３３３３        事業化支援事業化支援事業化支援事業化支援              ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 本県のイノベーション創出環境（創業・新事業展開，産学金官連携等）の整備は，これまでも行われてきたが，イノベーションが次々と起こる環境とはなっていない。 ○ 人口減少による国内需要の減少，新興国の拡大等，内外環境の著しい変化に伴い，中小企業の経営課題は，複雑化・高度化・専門化している。 ○ 中小企業経営力強化支援法（平成 24 年 8 月施行）により，中小企業支援事業者が多様化に伴い，支援体制の再構築が必要となっている。  ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組】成長企業の新事業展開を見据えた支援の実施 ・公的産業支援機関による成長段階に合わせた支援の実施 ・グローバル市場の獲得に向けた支援体制の充実 ・知的財産の有効活用の支援体制の充実                   

 意欲ある企業等に対する事業化を見据えた支援体制が充実している。  ・公的産業支援機関による事業化を見据えた支援体制が充実  ・事業化に結びつくビジネスサポート機関が強固に連携  ・企業，大学，ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ機関等を結びつけるｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ機関・機能が存在  ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場の獲得に向けた支援体制が充実ｱｼﾞｱを中心とする成長市場を獲得している。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    

 実績 1  公的産業支援機関による各種支援の実施        ［（公財）ひろしま産業振興機構，地域中小企業支援センター］ ○創業・新事業創出の促進   ・窓口支援 ：総合相談窓口の設置  ○チーム型支援の実施   ・成長を志向する県内企業の複雑化・高度化・専門化した経営課題を，トップレベルの専門化が，   チームで支援。（平成 24 年度～） ○海外展開支援  ・（公財）ひろしま産業振興機構と（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）広島事務所の同居により， 相談窓口を一元化し，効果的な支援を実施。（H24.6～）[窓口：広島県情報プラザ４階] ○知的財産の相談窓口の設置 ・（公財）ひろしま産業振興機構と（一社）広島県発明協会でコンソーシアムを形成し 「広島県中小 企業知財支援センター」を設置。知財総合支援窓口として知的財産に関する課題解決のワンストップサービスを実施。[H23.4.1～]  
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 ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ 企業の競争力の源泉となる，人材，技術，ノウハウ，知的財産，組織力，顧客とのネットワークなど，財務諸表に現れてこない資産である「知的資産」を把握し活用する経営手法（知的資産経営）の取組みが県内中小企業では進んでいない。 ○ 技術力や経営力などの定性評価に基づく融資が十分でない。 ○ 県内中小企業の個別相談事例では，一般的な課題を除くと，ＩＴ活用とものづくり支援が多いが，これらの専門的な対応が十分でない。 ・ 新ビジネスを生み出すＩＴ融合の取り組みが十分でない。 ・ 企業の経営課題（経営，企画，生産管理等）を幅広く指導できる高度な指導人材が不足している。  ロードマップロードマップロードマップロードマップ     Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 中小企業中小企業中小企業中小企業イノベイノベイノベイノベーションーションーションーション促進支促進支促進支促進支援事業援事業援事業援事業       中長期（H28)： 支援企業の売上高   増加率 100％ ITITITIT とととと異分野異分野異分野異分野のののの融融融融合合合合によるによるによるによるイノベーイノベーイノベーイノベーションションションション促進事業促進事業促進事業促進事業       中長期（H27)：ＩＴ融合アイデアの   創出 9件 高度高度高度高度ものづくりものづくりものづくりものづくり指導者養成塾運指導者養成塾運指導者養成塾運指導者養成塾運営事業営事業営事業営事業                             

新たな事業展開に取組む企業への集中支援（企業への事業案内，支援企業の募集・受付，集中支援展開，支援の外部評価） IT 融合フォーラムの開催 等 指導者養成塾の運営 

47 



 

ⅣⅣⅣⅣ    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション力力力力のののの強化強化強化強化 
 ４４４４        危機感危機感危機感危機感・・・・マインドマインドマインドマインド        ◆◆◆◆    現状現状現状現状・・・・背景背景背景背景     ○ 少子高齢化が進行する中，県経済は大きく縮小することが危惧されている。 ○ また，グローバル化の進展の中で，世界の中での日本の地位は急速に低下してきており，世界市場で圧倒的なシェアを誇り，日本の高い技術の象徴ともなっていたハイテク製品は，次々と世界シェアを失ってきている。 ○ 日本のイノベーションマインドは，他の先進国に比べ低い状態である。  ◆◆◆◆    取組取組取組取組状況状況状況状況     【取組１】産学金官による危機意識の共有・会議の設置 ・産業界・大学・金融機関・行政が危機意識や課題意識，長期的な戦略を共有し，“オール広島”体制でイノベーションを推進する体制・仕組みを構築する。 【取組２】県民のイノベーションマインドの醸成 

 ・県民がイノベーションに対する意識を高め，変革に挑戦する機運を醸成する風土をつくる。           ◆◆◆◆    今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ○ 産学金官のトップメンバーにより会議を開催しているが，県内全域の取組として発展させる必要がある。 ○ 今後，重点的に取組む新規成長分野の発掘や研究機能強化についても検討が必要である。 ○ 県民のイノベーションマインドの醸成を図り，起業家精神あふれる風土を目指す必要がある。  ロードマップロードマップロードマップロードマップ    Ｈ24～26 年度 Ｈ27～29 年度 Ｈ30～32 年度 成果目標 地域地域地域地域イノベーシイノベーシイノベーシイノベーションョンョンョン戦略推進体戦略推進体戦略推進体戦略推進体制制制制のののの構築構築構築構築       イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションマインドマインドマインドマインドのののの醸成醸成醸成醸成       ○中長期（H26） 新たな産学金官による連携体制構築 

現状に対する強い危機意識が広く共有され，変化を創造する気風が存在している。 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿    
 実績  「地域イノベーション戦略推進会議」の開催 産学金官のトップメンバーによる会議を設置（H24.7） ・平成 24 年度：3 回開催 ・メンバー： 〈産業界〉㈱アスカネット社長，カイハラ㈱社長，コベルコ建機㈱社長，シャープ㈱事業本部長，マツダ㈱副社長・〈大学〉広島大学学長・〈金融界〉㈱広島銀行頭取・〈行政〉広島県知事・〈ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ〉広島経済大学教授  

・産学金官トップによる推進会議の開催 ・産業イノベーション加速戦略策定 地域会議の開催，部会の開催 成功事例の発信 
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要 因 事 例○○○○支援環境支援環境支援環境支援環境 ○コズメツキー教授の取組・私財で大学内に「IC2研究所」を設立・大学（IC2研究所）が主導でインキュベータ(ATI）を設置（ハンズオンで集中・重点的に支援）・エンジェルファンド（TCN：ﾃｷｻｽ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ﾈｯﾄﾜｰｸ）を設立→ベンチャー企業を輩出する一連の仕組みを構築。○○○○連携連携連携連携・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク ○MCCの誘致において，産学官連携ﾈｯﾄﾜｰｸの形成のﾀｽｸﾌｫｰｽを立ち上げ，誘致成功。（関係者の緊密な連携体制の構築）○ＡＳＣなど，業界内の横の連携の強化○○○○人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成 ○起業家養成の教育プログラムを実施○○○○企業集積企業集積企業集積企業集積 ○ＩＢＭ，モトローラ，ＴＩ，ゼロックス，３Ｍ，サムソン，デル 等○○○○知知知知のののの集積集積集積集積 ○優秀な研究型大学の存在・全米トップクラスのテキサス大学オースチン校（ＵＴＡ）からの優秀な人材を研究機関・地元企業に供給○半導体のR&Dｺﾝｿｰｼｱﾑの誘致成功による優秀人材の流入○○○○住環境等住環境等住環境等住環境等 ○ハイテクシティーのイメージの定着○生活・雇用環境の良さから，人口流入○優れた生活・居住環境，自然環境・温暖な気候，生活コストが低い，丘陵地でゆとりのある居住区・犯罪率が他の大都市と比べ低い○税制（テキサス州は個人・法人所得税が無い）○生活環境・起業環境向上のためのインフラ整備○自由で寛容な風土
要 因 事 例○○○○支援環境支援環境支援環境支援環境 ○コズメツキー教授の取組・私財で大学内に「IC2研究所」を設立・大学（IC2研究所）が主導でインキュベータ(ATI）を設置（ハンズオンで集中・重点的に支援）・エンジェルファンド（TCN：ﾃｷｻｽ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ﾈｯﾄﾜｰｸ）を設立→ベンチャー企業を輩出する一連の仕組みを構築。○○○○連携連携連携連携・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク ○MCCの誘致において，産学官連携ﾈｯﾄﾜｰｸの形成のﾀｽｸﾌｫｰｽを立ち上げ，誘致成功。（関係者の緊密な連携体制の構築）○ＡＳＣなど，業界内の横の連携の強化○○○○人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成 ○起業家養成の教育プログラムを実施○○○○企業集積企業集積企業集積企業集積 ○ＩＢＭ，モトローラ，ＴＩ，ゼロックス，３Ｍ，サムソン，デル 等○○○○知知知知のののの集積集積集積集積 ○優秀な研究型大学の存在・全米トップクラスのテキサス大学オースチン校（ＵＴＡ）からの優秀な人材を研究機関・地元企業に供給○半導体のR&Dｺﾝｿｰｼｱﾑの誘致成功による優秀人材の流入○○○○住環境等住環境等住環境等住環境等 ○ハイテクシティーのイメージの定着○生活・雇用環境の良さから，人口流入○優れた生活・居住環境，自然環境・温暖な気候，生活コストが低い，丘陵地でゆとりのある居住区・犯罪率が他の大都市と比べ低い○税制（テキサス州は個人・法人所得税が無い）○生活環境・起業環境向上のためのインフラ整備○自由で寛容な風土

地域地域地域地域のののの概況概況概況概況○テキサス州の中央部に位置し，州都であり，1980年代初めまで，地方政府機関と学校，石油・ガス関連産業が雇用の中心の地方都市であった。○面積(ｵｰｽﾁﾝ市)：669.3k㎡○気候：湿潤亜熱帯気候（平均気温：最低8.9℃，最高28.2℃）○人口(ｵｰｽﾁﾝ市)：71万人(2006年)（ｵｰｽﾁﾝ都市圏)：151万人○労働人口：(ｵｰｽﾁﾝ都市圏) ：78万人(2006年)○物価：安い（ｱﾒﾘｶ全土と比較して）○法人・個人所得税：0%（ﾃｷｻｽ州)
地域地域地域地域のののの概況概況概況概況○テキサス州の中央部に位置し，州都であり，1980年代初めまで，地方政府機関と学校，石油・ガス関連産業が雇用の中心の地方都市であった。○面積(ｵｰｽﾁﾝ市)：669.3k㎡○気候：湿潤亜熱帯気候（平均気温：最低8.9℃，最高28.2℃）○人口(ｵｰｽﾁﾝ市)：71万人(2006年)（ｵｰｽﾁﾝ都市圏)：151万人○労働人口：(ｵｰｽﾁﾝ都市圏) ：78万人(2006年)○物価：安い（ｱﾒﾘｶ全土と比較して）○法人・個人所得税：0%（ﾃｷｻｽ州)○○○○危機意識危機意識危機意識危機意識・・・・やるやるやるやる気気気気○1980年代半ばの石油価格下落により石油産業が衰退し，雇用が減少○○○○危機意識危機意識危機意識危機意識・・・・やるやるやるやる気気気気○1980年代半ばの石油価格下落により石油産業が衰退し，雇用が減少

【【【【地域地域地域地域へのへのへのへの経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果】】】】●ＭＣＣ，ＳＥＭＡＴＥＣＨ，ＩＢＭ，ＴＩ，モトローラ，デル等の大企業からのスピンオフが多い。●デルは，オースチンで2.3万人を雇用（2001年）●ＡＴＩでは，10年間で95社を支援，うち，50社が卒業。これらの企業は
1,900人の雇用創出，7億ドルの売上を上げている。

成功成功成功成功のののの鍵鍵鍵鍵 リーダーリーダーリーダーリーダーのののの存在存在存在存在とととと大学大学大学大学をををを中心中心中心中心とするとするとするとする産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる起業家支援体制起業家支援体制起業家支援体制起業家支援体制のののの構築構築構築構築リーダーリーダーリーダーリーダーのののの存在存在存在存在とととと大学大学大学大学をををを中心中心中心中心とするとするとするとする産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる起業家支援体制起業家支援体制起業家支援体制起業家支援体制のののの構築構築構築構築●コズメツキー教授の強力なリーダーシップ●ＭＣＣ，ＳＥＭＡＴＥＣＨの誘致成功●テキサス大学を中心として，ＩＣ２研究所，ハンズオンのインキュベータとしてＡＴＩを設置●地域住民等による投資家ネットワークの結成【概 要】

要 因 事 例○○○○支援環境支援環境支援環境支援環境 ○国の産業施策により，知識集約型産業の集積を推進・インキュベータによる複合的・総合的な支援を実施・国内企業の研究開発等を支援(特許，専門家招聘費用 等)○規制緩和等による外国企業，起業家，投資家を誘引・破産法の改正，外国人起業家への特別ﾋﾞｻﾞ発給，ストックオプション制度の導入，投資損失の税額控除 等○○○○連携連携連携連携・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク ○産学労のネットワークを構築し，協調を図るとともに，業界内の様々な相違を一致させる会議を設置○政府と産業界，教育機関が連携し，共同で様々な研究会や奨学金プログラムを提供○○○○人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成 ○人的資源開発の強化と高度人材の集積推進・国内の人的資源開発の強化（シンガポール国立大学，南洋工科大学による人材育成，外国大学院での研究者等の養成）・海外の優秀人材の招聘 等○○○○企業集積企業集積企業集積企業集積 ○石油化学（ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ，ｼｪﾙ等），ＩＴ（ＨＰ，ＡＭＤ等） 等○○○○知知知知のののの集積集積集積集積 ○シンガポール国立大学の隣接地区に世界トップクラスの教育機関，ハイテク企業，研究所を誘致し，サイエンス・ハブを構築○○○○住環境等住環境等住環境等住環境等 ○優れた生活・居住環境（治安が良い，物価が安い 等）○外国人が住みやすい風土
要 因 事 例○○○○支援環境支援環境支援環境支援環境 ○国の産業施策により，知識集約型産業の集積を推進・インキュベータによる複合的・総合的な支援を実施・国内企業の研究開発等を支援(特許，専門家招聘費用 等)○規制緩和等による外国企業，起業家，投資家を誘引・破産法の改正，外国人起業家への特別ﾋﾞｻﾞ発給，ストックオプション制度の導入，投資損失の税額控除 等○○○○連携連携連携連携・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク ○産学労のネットワークを構築し，協調を図るとともに，業界内の様々な相違を一致させる会議を設置○政府と産業界，教育機関が連携し，共同で様々な研究会や奨学金プログラムを提供○○○○人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成 ○人的資源開発の強化と高度人材の集積推進・国内の人的資源開発の強化（シンガポール国立大学，南洋工科大学による人材育成，外国大学院での研究者等の養成）・海外の優秀人材の招聘 等○○○○企業集積企業集積企業集積企業集積 ○石油化学（ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ，ｼｪﾙ等），ＩＴ（ＨＰ，ＡＭＤ等） 等○○○○知知知知のののの集積集積集積集積 ○シンガポール国立大学の隣接地区に世界トップクラスの教育機関，ハイテク企業，研究所を誘致し，サイエンス・ハブを構築○○○○住環境等住環境等住環境等住環境等 ○優れた生活・居住環境（治安が良い，物価が安い 等）○外国人が住みやすい風土

地域地域地域地域のののの概況概況概況概況○東南アジアのほぼ中央，赤道直下に位置し，中継貿易と近隣地域の商業の中心地として繁栄○面積：714.3k㎡○気候：熱帯モンスーン気候（平均気温：最低26.8℃，最高30.9℃）○人口：518万人(2011年)※37.2%が永住者，外国人○労働人口：215万人(2003年)○物価：安い（日本の8割程度）○法人所得税：17%（2010年～）物品・サービス税：7%(2007年～）○GDP：2,598億USﾄﾞﾙ(2011年)（一人当たり50,123USﾄﾞﾙ）
地域地域地域地域のののの概況概況概況概況○東南アジアのほぼ中央，赤道直下に位置し，中継貿易と近隣地域の商業の中心地として繁栄○面積：714.3k㎡○気候：熱帯モンスーン気候（平均気温：最低26.8℃，最高30.9℃）○人口：518万人(2011年)※37.2%が永住者，外国人○労働人口：215万人(2003年)○物価：安い（日本の8割程度）○法人所得税：17%（2010年～）物品・サービス税：7%(2007年～）○GDP：2,598億USﾄﾞﾙ(2011年)（一人当たり50,123USﾄﾞﾙ）○○○○危機意識危機意識危機意識危機意識・・・・やるやるやるやる気気気気○イギリス軍の撤退等による大量の失業者の発生○国土が狭く，外部経済の影響を受けやすい○○○○危機意識危機意識危機意識危機意識・・・・やるやるやるやる気気気気○イギリス軍の撤退等による大量の失業者の発生○国土が狭く，外部経済の影響を受けやすい

【【【【地域地域地域地域へのへのへのへの経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果】】】】●世界最高レベル研究者・労働者の集積を背景に，主要な知識集約型産業で集積が図られている・石油化学は，ジュロン島に100社がクラスター形成・ＩＴは，半導体製造メーカーが集積●大学等に在籍する工学系の学生数は，毎年順調に増加し，高度人材の育成・確保が進む。・米国，ヨーロッパﾟ，アジア太平洋地域から，世界トップクラスの研究者が集積
成功成功成功成功のののの鍵鍵鍵鍵 政府政府政府政府によるによるによるによる知識集約型産業知識集約型産業知識集約型産業知識集約型産業のののの集積集積集積集積にににに向向向向けたけたけたけた集中的集中的集中的集中的なななな施策展開施策展開施策展開施策展開政府政府政府政府によるによるによるによる知識集約型産業知識集約型産業知識集約型産業知識集約型産業のののの集積集積集積集積にににに向向向向けたけたけたけた集中的集中的集中的集中的なななな施策展開施策展開施策展開施策展開●労働集約型産業の集積から，知識集約型産業への転換し，アジアの知識のハブ化を図る●高度頭脳ネットワークの形成を図る。（海外の優秀人材の招聘，国内人材の高度化 等）●税制優遇や規制緩和，助成・奨学金等による多国籍企業の本部機能や高度産業人材を集積【概 要】◆ 海外の先進事例（シンガポール，アメリカ，フィンランド）によれば，各要因の活性化に向けた画期的な施策等により，大きな効果を挙げている。◆ 海外の先進事例（シンガポール，アメリカ，フィンランド）によれば，各要因の活性化に向けた画期的な施策等により，大きな効果を挙げている。３３３３．．．．海外先進地域海外先進地域海外先進地域海外先進地域におけるにおけるにおけるにおけるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出環境創出環境創出環境創出環境のののの検証検証検証検証３３３３．．．．海外先進地域海外先進地域海外先進地域海外先進地域におけるにおけるにおけるにおけるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出環境創出環境創出環境創出環境のののの検証検証検証検証    
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要 因 事 例○○○○支援環境支援環境支援環境支援環境 ○オクスマン教授，オタラ教授の取組・オクスマン教授が，ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ分野重視の姿勢を打ち出す。・オタラ教授がサイエンスパーク建設を提唱。○ＶＴＴエレクトロニクス研究所が，大学と企業の研究開発の橋渡し，人材流動化を促進するハブ的拠点となる○インキュベータ（ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ，ﾒﾃﾞｨﾎﾟﾘｽ）等の設置による技術・ノウハウの結合の場を創設○オウルテック社（経営支援）とテクノベンチャー社（資金投資）により，テクノポリス入居企業に対してビジネス支援を実施○○○○連携連携連携連携・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク ○産学金官の連携によるテクノポリスを設置○行政と産業界が共同して今後の経済開発戦略等を策定○行政による産業振興施策の展開（大学にリエゾン・オフィサーを設置，ソフトウェア産業の産学連携による振興ブロジェクト等）○○○○人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成 ○行政（オウル市）による学生向けの起業セミナーの開催○○○○企業集積企業集積企業集積企業集積 ○ノキア，富士通，ＨＰ，ＩＢＭ，ＴＩ，ｴﾚｸﾄﾛﾋﾞｯﾄ，ＪＯＴｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ○○○○知知知知のののの集積集積集積集積 ○優秀な研究型大学の存在・優秀な人材(研究者・技術者)を企業・研究機関に供給○ＶＴＴエレクトロニクス研究所の誘致成功○○○○住環境等住環境等住環境等住環境等 ○「ハイテク・フィンランド」のイメージが定着○優れた社会福祉サービスと教育システム○文化芸術施設の充実（博物館・美術館，観光名所等）○起業家精神が旺盛な風土
要 因 事 例○○○○支援環境支援環境支援環境支援環境 ○オクスマン教授，オタラ教授の取組・オクスマン教授が，ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ分野重視の姿勢を打ち出す。・オタラ教授がサイエンスパーク建設を提唱。○ＶＴＴエレクトロニクス研究所が，大学と企業の研究開発の橋渡し，人材流動化を促進するハブ的拠点となる○インキュベータ（ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ，ﾒﾃﾞｨﾎﾟﾘｽ）等の設置による技術・ノウハウの結合の場を創設○オウルテック社（経営支援）とテクノベンチャー社（資金投資）により，テクノポリス入居企業に対してビジネス支援を実施○○○○連携連携連携連携・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク ○産学金官の連携によるテクノポリスを設置○行政と産業界が共同して今後の経済開発戦略等を策定○行政による産業振興施策の展開（大学にリエゾン・オフィサーを設置，ソフトウェア産業の産学連携による振興ブロジェクト等）○○○○人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成 ○行政（オウル市）による学生向けの起業セミナーの開催○○○○企業集積企業集積企業集積企業集積 ○ノキア，富士通，ＨＰ，ＩＢＭ，ＴＩ，ｴﾚｸﾄﾛﾋﾞｯﾄ，ＪＯＴｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ○○○○知知知知のののの集積集積集積集積 ○優秀な研究型大学の存在・優秀な人材(研究者・技術者)を企業・研究機関に供給○ＶＴＴエレクトロニクス研究所の誘致成功○○○○住環境等住環境等住環境等住環境等 ○「ハイテク・フィンランド」のイメージが定着○優れた社会福祉サービスと教育システム○文化芸術施設の充実（博物館・美術館，観光名所等）○起業家精神が旺盛な風土

地域地域地域地域のののの概況概況概況概況○北フィンランドの中心都市で州都で，17～19世紀にかけて，豊富な木材資源を背景に，紙パルプﾟ産業等が盛んとなり，また，貿易都市としても発展。○面積：1,511.3k㎡○気候：亜寒帯湿潤夏高温気候（平均気温：最低-9.6℃，最高
17.8℃）○人口(ｵｳﾙ市) ： 14万人(2011)

(ｵｳﾙ都市圏) ： 23万人○物価：安い○法人所得税：24.5%付加価値税：23%(標準）※食糧品等は13%

地域地域地域地域のののの概況概況概況概況○北フィンランドの中心都市で州都で，17～19世紀にかけて，豊富な木材資源を背景に，紙パルプﾟ産業等が盛んとなり，また，貿易都市としても発展。○面積：1,511.3k㎡○気候：亜寒帯湿潤夏高温気候（平均気温：最低-9.6℃，最高
17.8℃）○人口(ｵｳﾙ市) ： 14万人(2011)

(ｵｳﾙ都市圏) ： 23万人○物価：安い○法人所得税：24.5%付加価値税：23%(標準）※食糧品等は13%○○○○危機意識危機意識危機意識危機意識・・・・やるやるやるやる気気気気○1970年代後半から既存産業（紙パ産業等）で雇用が減少○大学の優秀な技術者の就職先が地域には無く，フィンランド南部地域に流出○○○○危機意識危機意識危機意識危機意識・・・・やるやるやるやる気気気気○1970年代後半から既存産業（紙パ産業等）で雇用が減少○大学の優秀な技術者の就職先が地域には無く，フィンランド南部地域に流出
【【【【地域地域地域地域へのへのへのへの経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果】】】】●情報通信，特にワイヤレス技術の中心地となり，北極のシリコンバレーとも言われる。●サイエンスパークには，約700社が入居，約
9,000人が働く。●テクノポリス社の売上2,880万ﾕｰﾛ，利益760万ﾕｰﾛ，従業員95人（2004年）。1997年ヘルシンキ証券市場に上場。

成功成功成功成功のののの鍵鍵鍵鍵 公的機関公的機関公的機関公的機関がががが「「「「役所的役所的役所的役所的でないでないでないでない」」」」運営運営運営運営をををを強力強力強力強力にににに推進推進推進推進公的機関公的機関公的機関公的機関がががが「「「「役所的役所的役所的役所的でないでないでないでない」」」」運営運営運営運営をををを強力強力強力強力にににに推進推進推進推進●サイエンスパーク運営のための民間企業としてテクノポリス社が設立され，サイエンスパークでのインキュベート活動を行う●起業経験のある人材がCEOとなり，企業に役立つ業務支援を実施【概 要】

50 



 

 


