
○広域連携を通じた強者連合による産業の高度化
（例）北陸３県繊維関連産業

○幅広い関連産業（１次から３次産業）の連携による高付加価値化
（例）北海道食クラスター

○産業クラスターを通じた地域産業の海外展開
（例）九州Ｋ-ＲＩＰのアジア展開

○大学・研究機関をコアにした新産業創出
（例）信州大学・ARECによる産学官連携、三重県四日市地域

○医工連携による医療機器産業の創出
（例）医工連携の福島モデル

地域産業集積高度化モデル

○地域の強みを産学官の様々な主体が連携して最大限に活用。
○地域内のつながり力とともに、集積間のつながり力も強化し、集積機能を

高度化。新事業を創出。

１．コンセプト

２．イメージ
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３．施策の方向性

○集積を促す事業環境の整備
－ 企業立地促進法等の枠組みも活用し、地域の自発的な創意工夫の下、

産業集積の形成・活性化を促進するため、地域産業の「核」となる企業
の立地の促進等を推進。

－ 地域の産業を支える高度人材の育成、地域の企業等が新たに事業を開
始する際に活用可能な施設の整備、税制や政策金融制度も活用。

○産学官等ネットワークの域内外での深化・拡大
－ 地域に眠っている技術シーズや強みを掘り起こし、事業化ニーズと結

びつけるため、地域内に加え、県境を越えた広域連携による産学官及び
金融機関ネットワークの構築による新たなシナジー効果の発現や対外的
訴求力を強化。

－ 多様な主体のネットワーク形成とイノベーション創出につなげる上で
有効なクラスター的手法の積極活用を促進。

－ 企業、大学、金融機関等の取組及び支援機能に係るベスト・グッドプ
ラクティスの全国展開やコーディネート人材育成等のため、地域産業支
援機関等による全国的なネットワークによるイノベーション創出のため
のプラットフォームを整備。 （21）



○技術シーズの高度化・活用による新事業促進
－ 技術シーズの高度化には、産業界や市場のニーズを踏まえた研究開発

促進が重要。産学官等によるこうした研究開発の推進に向けて、省庁間
連携も強化しつつ、研究開発から事業化までの一貫した支援を推進。

－ 新事業創造のため、製品化・事業化に向けた「目利き」機能の強化や
金融機関との連携等きめ細やかな対応を推進。

（22）



石川県

福井県

富山県

石川県

福井県

富山県

北陸３県繊維関連産業の事業高度化

（23）

○北陸３県（富山、石川、福井（嶺北））がお互いの繊維産業集積の強みを結集。

○スケールメリットも発揮しつつ、「研究開発」、「国内外販路開拓」、「人材育成」等により事
業を高度化。

研究開発部会

販路開拓部会

人材育成部会

【主担当】
（財）富山県新世紀産業機構

●先端繊維技術セミナー開催
・環境・ナノ・高機能性繊維

●新商品開発に向けたF/S
・技術調査・共同開発体制の検討

●公設試験場の相互利用活性化
・研究開発機器の相互利用とDB化

【主担当】
（株）繊維リソースいしかわ

●人材育成事業の実施
・技術営業人材講座
・経営管理人材講座

 

北陸3県繊維産業クラスター

【主担当】
（財）ふくい産業支援センター

●衣料分野の海外販路開拓
・未開拓市場へのミッション派遣
・展示会開催

●非衣料分野のマッチング事業
・異業種メーカーとの展示商談会



北海道食クラスター

｢食クラスター

連携協議体｣
による地域を挙
げた連携・協力

農林水産業

食品加工
バイオ

農業機械
加工機械
ＩＴ

流通、商社
観光

研究機関
支援機関
金融機関

生産

加工

機械販路

支援

○１・２・３次産業と関係機関が「地域を挙げて連携・協力する」ことで、北海道ならではの
「食の総合産業」を確立する。

○北海道の豊富な食資源を、道内で加工し付加価値を高め、道外・海外需要を開拓する。

• プラットフォームとして、行政機関、
経済・農業団体、研究機関等が参加
する「食クラスター連携協議体」を
５月中旬めどに立ち上げ予定。

• 生産者と食品加工・機械企業、研究
機関等が連携して新技術を開発・普
及。バイオ・ＩＴ等の技術も活用し、
「売れる商品」づくりを加速。他地
域並みに付加価値を２～３割程度高
めることを目指す。

• 地域ブランドを確立し、流通・商社
との連携や観光との相乗効果により、
道外・海外需要開拓を進める。

（24）

【加工技術】
道産サケ皮から食品・
化粧品向けコラーゲン
製品を製造

【食品加工機械技術】
過熱水蒸気を利用した
蒸しタコ量産機械の開発



（25）

九州・韓国経済交流会議 九州・中国産業技術協議会環黄海経済・技術交流会議

実績16回（93年～毎年交互開催） 実績13回（91年～）実績9回（01年～毎年持回り開催）

＜方針＞①九州の公害防止技術等を活用したアジア貢献、②九州環境ビジネスのアジア展開

＜戦略＞ビジネス創出のための環境整備

採算の取れる個別ビジネス創出支援

18年環黄海経済・技術交流会議
(日(九州)中韓の３カ国会議)

九州K-RIPのアジア展開

○公害防止・リサイクル技術等が強みの環境関連産業集積をアジア展開。
○産業クラスター（Ｋ-ＲＩＰ）によるノウハウ共有やリスク軽減、官民協働のビジネス交流を通
じてアジアの内需を取り込む。

○九州経済産業局による九州とアジアの交流基盤形成（H１３年度～）

○ 『K-RIP九州アジア環境ビジネス研究会』による国際展開戦略の検討（H１８年度～）

○K-RIPによる国際展開の具体化（H１９年度～）

20年3月：大連市企業との商
談会(ＲＩＴ事業)

交流協定締結 MOU締結（韓国産業団地公団、中国大連市）

情報発信 中国語・韓国語版九州の環境産業紹介DVD作成 等

調査・環境涵養 中国の環境ビジネスニーズと九州のアジア向けビジネスシーズの調査、
「アジア環境ビジネスシンポジウム」開催

具体的交流 JETRO RIT事業「中国大連市・遼寧省へのミッション派遣」等

個別ビジネス支援 K-RIP独自予算による企業の海外進出FS調査支援



信州大学繊維学部・ＡＲＥＣによる産学官連携

（26）

ＡＲＥＣ（浅間リサーチエクステンションセンター※）事務局が中心となって、
大学の研究シーズと会員企業のニーズをマッチングに産学協同プロジェクトを組成

※長野県上田市が信州大学繊維学部内に設置したビジネスインキュベーション施設。

有限会社にゅうとん倶楽部（上田市）

○ＡＲＥＣスタッフのコーディネートにより、信州
大学（農学部・医学部）、会員企業Ａ社（乾燥
プラントの開発）等との連携により事業化

○発売開始より５年で売上高は７億円

○平成16年度 安藤百福賞(ﾍﾞﾝﾁｬｰ部門)他
多数受賞

日信工業株式会社 （上田市）

○ＡＲＥＣスタッフのコーディネートにより、信州
大学（繊維学部等）との研究開発により実
用化

○高剛性・高耐熱材料の開発成功

○採掘不可能な深度にある原油の採掘手法
に応用、実証研究中

セルレーションの概念図と
極限性能エラストマー例

○地元自治体（市）が大学内にインキュベーション施設を設置し、産学連携拠点化。
○有能なコーディネーターを配置し、域内外から入居するほどの魅力を発信。
○大学を核とした地域産業活性化の全国モデル。

香港和僑会やシンセンテクノセンターとの連携、大田区産業支援施設に「ＡＲＥＣ分室」を開設する
など、東アジア地域及び首都圏とのネットワークを構築し、両地域における販路拡大を目指す。

今後の展開

玉葱の外皮を使った高機能食品開発 ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ／ｴﾗｽﾄﾏｰ複合材料の開発



三重県四日市地域のポストコンビナート

（27）

四日市港

四日市臨海部業地帯

臨海部の素材部材
産業と内陸部の加工

組立産業が連携して、
イノベーションを創出

愛知県

中部との連携

自動車、液晶、半導体など県
内の加工組立産業との連携

県内加工組立産業との連携

高度部材イノベーションセンター

ものづくり支援体制強化 オープンラボ

研究開発の促進（研究室）

県工業研究所等と連携

中部の自動車関連産業をはじめとする
モノづくり産業との連携

○1市３町が一体となって、高度部材・環境・省エネを中心とするオープンな研究開発拠点の整備
を核に関連産業の集積を促進。

○高度部材産業等の新たな成長産業への転換を促進。

中国をはじめとする
アジアへの展開



福島県の医工連携による医療・福祉機器の創出

○地域の「ものづくり力」をベースに成長が期待される先進的医療機器産業を育成。
○県が薬事法許認可支援まで踏み込み、事業化支援。

「福島モデル」

異業種企業間等
交流促進

3rd step
（成果）

中小企業への
事業化支援

2nd step
（企業育成）

1st step
（集積のきっかけ）

産学官連携による共
同研究開発の促進

地元ものづくり企業

地元
大学 福島県

地元
医療機器製造業

医療機器
メーカー

共同
研究
成果

地元
大学

産業・雇用
創出

先進的
医療機器

部材 部品

福島県

東北６県医療機器産業支援ボード
福島県などを中心に、広域で補完関係を構築

メディカルクリエーションふくし
ま

（展示・ビジネスマッチ）
医療機器受託生産金額245億円
福島県 全国第１位
（平成19年薬事工業生産動態統
計年報厚生労働省）

工学技術を医療へ

（28）



新地域基幹産業育成モデル

○キラリと光る地域の資源、潜在力を活かし、域外所得を獲得
できる新たな「基幹産業」を育成。

１．コンセプト

○農商工連携、６次産業化による農業の成長産業化
（例）農商工連携等による先進的な技術、経営ノウハウの活用

○地域の核となるものづくり企業の強化
（例）隠れたチャンピオン（hidden champions）の育成強化

○地域産業の感性産業化
（例）関西デザイン・コンテンツ産業

○環境負荷軽減に寄与する未利用地域資源による新たな価値の創造
（例）地域の特色ある自然エネルギーの活用による付加価値創造

（北海道の雪氷利用等）

２．イメージ

（29）



３．施策の方向性

○経営資源の連携・融合の強化
－ 地域が新しい付加価値を生み出し、創意ある成長発展を遂げてい

くためには、地域内外の異業種連携等を進めていくことが必要。
－ 特に、農林水産業は多くの地域にとって重要な基幹産業。農商工

連携等により、商工業者が有する先進的な技術（ＩＴ等）、経営ノ
ウハウ（販路開拓、マーケティング等）の活用を推進していくこと
が重要。

－ 販路開拓の強化、大企業との連携等インパクトのある案件組成の
推進、技術力や経営ノウハウを有した企業等の新規参入の促進やプ
ロ農業経営法人の育成、農産物等輸出の促進の環境整備や、植物工
場の普及拡大・海外展開を推進、ＩＴ活用による農業の生産性向上
や流通構造のイノベーション等を推進。

(30）



（31）

○海外需要の開拓に向けた支援の強化
－ 地域中小企業が直接海外市場にアクセスし、市場開拓を図るためには

困難を伴う。海外展開の準備段階から契約締結段階までを、国内外で一
貫して支援することが重要。

－ ジェトロと中小機構とが連携して実施する海外展開支援パッケージを
創設。

－ 地域中小企業がそれぞれの地域ごとにまとまって海外展開を行う動き
も見られることから、中小企業が組織的に行う海外展開に対する支援に
ついても強化。

○地域産業プロデュース人材の発掘とネットワーク化
－ 地域産業を担う人材やそれを支援する人材の発掘・交流促進、コー

ディネータ人材、技術・事業化目利き人材、地域プロデュース人材等の
人材育成を行うとともに、これらのネットワーク化を推進。



農商工連携等による先進的な技術・経営ノウハウの活用(1)

（32）

○農商工連携により、商工業者が有する先進的な技術、経営ノウハウ等を農林水産業に活用。
○ＩＴを活用した新たな流通、農産物輸出、異業種からの農業参入等の取組により、地域活性化。

ＩＴなどの新技術を活用した
生産や販売の実現

地域・業種を越えた連携により
農産物輸出に挑戦

地域住民が経営に参画する直売所

・インターネットを用いて離島の漁
協から需要者（百貨店・スーパー
等）が直接に水産物を購入できる
『融通』システムを開発・構築。
・尐量の魚種も販売可能となり、
かつ、流通の簡素化・効率化によ
り漁業者の経営改善に寄与。また、
バイヤーに鮮度の良い魚を届け
ることが可能。
・市場を通さずスピーディーに取
引することで、遠隔地の水産資源
を有効活用することができる。

・11市町村にまたがる生産者ネット
ワークを組織し、香港に農産物を
輸出。
・野菜の海外向け宅配に加え、海
外向けに豆腐、牛乳などの加工食
品１００種類のインターネット販売
を開始するなど新たな流通販売体
制を確立。
・生産者主導による加工品開発へ
取組むことにより生産者が加工品
の価格を決定。また、農業観光、
輸出などの多角的に事業展開する
ことで、所得の向上を実現。

・内子町と400戸以上の農家か
らなる協議会が、農産物の生産、
加工・製造、産直・ネット販売、レ
ストラン運営というサプライチェー
ン全体で連携を図る。
・第三セクターである(株)内
子フレッシュパークからりは
農家自身が販売等の運営に参
画するほか、内子町民の半数
から一人一株の出資を募って
資本金としているなど、地域
住民が一体となって経営を支
援。㈱旬材 【大阪府】

デコポン【千葉県】

内子フレッシュパークからり
【愛媛県】



建設業からの農業参入で
地域活性化に貢献

プロ農業経営法人による

農業の成長産業化

生協と市、ＪＡの連携による

産地直送商品の開発・販売

農商工連携等による先進的な技術・経営ノウハウの活用(2)

・奥田建設が土木技術を活かして
わさび栽培施設を建設。
・地元農家は、栽培地である加美
町の協力のもと、わさび生産組
合を設立。生産ノウハウ共有化
や、湧水と休耕田の活用で生産
者意欲向上。
・水管理など栽培管理が困難なた
め東北大学と連携。
・販路開拓は奥田建設の信用力
で、「薬菜わさび」のブランド化に
成功。

奥田建設【宮城県】

・パルシステム生活協同組合連合
会とJAささかみ、笹神村（現阿賀
野市）が連携し、米を初めとする
地場産の食品の産直事業を実践。
・有機無農薬酒米の生産や酒の
委託製造、味噌加工等をＪＡが開
発、生産。さらに、豆腐工場を生
協・ＪＡ・共生食品㈱の共同出資で
2001年に建設。
・同時に生協の会員と生産者の交
流会等の食育活動を開催し、購
買層を確保するとともに、都市と
農村や地域社会への食農及び環
境教育を提供。

パルシステム生活協同組合連合会
【東京都】

・約90軒の専業農家が加盟。栽培基
準や品質基準を統一し、参加する
農家で和郷園ブランドを形成。
・植物工場等高度な生産技術により
栽培された高品質な生産物を付加
価値の高い商品として販売。
・加工工場や冷凍工場を設置して加
工事業も手がけるほか、直売事業
も実施するなど、多角化により顧客
（小売業者、消費者等）のニーズに
合わせて商品を提供。
・農産物の生産や流通に加えて、野
菜残さ等を堆肥化するリサイクル事
業、都市の人々を農村に引き込む
農村コミュニティ事業、障害者雇用
事業などで地域を活性化。

和郷園【千葉県】
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○地域に根付いたグローバル・ニッチ・トップ企業の育成・層の拡大により、良好
な雇用機会や地域貢献の担い手を確保。

（参考）
ドイツでは、「隠れたチャンピオン（hidden champions）」と呼ばれる、「中小・中堅企業で、同族

経営・非上場で、地方都市に本社が所在し、ニッチ市場で世界シェアが極めて高く、売上げの過半が輸
出」という企業が500～1000社存在し、輸出の相当部分を稼ぐ。

隠れたチャンピオン（hidden champions）の育成強化

・過疎化が進む故郷の町で１０坪
の納屋を改造して起業。
・アート的な要素を取り入れた義肢
作りで、国内外の顧客から高い評
価。
・「日本でいちばん大切にしたい会
社」で紹介される。
・地域の雇用にも積極的で、かつ、
収益を地域の町並み再生・保存、
石見銀山（世界遺産）の遺産継承、
国際交流など、地域の活性化に
も貢献。

・超小型モータ制御機器の開発を応
用し、ウェハ搬送用クリーンロボット
を開発（世界シェア第２位、国内
シェア第１位）。
・ベンチャー企業のサポート組織（び
んごIPO倶楽部）を立ち上げ地元
企業を支援。
・地域企業の若手技術者を集め勉強
会を実施するとともに、地元小中学
生を対象としたものづくり意識の拡
大に努力。

中村ブレイス（株）（島根県） ローツェ（株）（広島県）

シリコーンゴム製人工補正具人工乳房
ウェハ搬送用真空ロボット 電子工作教室の模様

・水槽用大型アクリルパネルの世界
トップ企業(シェア７０％)。

・透明度を落とさず何枚ものパネル
を貼り合わせる技術は、他社の追
随を許さず、世界約５０の国・地域
で受注実績を持つ。
・香川県の主要観光地「屋島」にあ
る水族館が閉鎖した際、水族館を

預かり、再建を果たすなど、観光
振興の面でも地域に貢献。

日プラ（株）（香川県）

沖縄美ら海水族館のアクリルパネル
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http://www.nakamura-brace.co.jp/medical/skilner.html


関西デザイン・コンテンツ産業

大阪創造取引所 関西デザイン撰 国際展開支援

・日本伝統の意匠・技法を活用した
商品等を発掘し、海外市場の開拓
を支援。
（例）

京和傘製造メーカー(日吉屋）が、和
傘の匠・構造を現代的にアレンジした
新たな照明器具、ランプシェード「ＫＯ
ＴＯＲＩ (古都里)シリーズ」等の商品開
発及び海外展開を支援。海外の国際

展示会において評価を受ける。

・国内外のクリエイターと企業バイ
ヤーによる、コンテンツ利活用のた
めのビジネスマッチングを実施。
・コンテンツ出展53社（京都精華大学、
香港貿易発展局、ズームス等）、バ
イヤー34社・団体（NHKアイテック、
松竹芸能、宝塚クリエイティブアー
ツ）から、2日間延べ約2，300名が
参加し、商談件数756件、商談継
続・成立が484件。

・関西ブランドの内外への発信とデザ
イン経営の強化、及びデザイナーの
育成とデザイン力の活用によりマー
ケットの拡大を図るため、世界に通
じる関西のデザイン107点を抽出・
選定し、関西のデザイン力の高さを
世界に発信。
・関西デザイン撰に先駆けて発表した
「関西デザイン・ポテンシャルマップ」
（49点抽出）では、掲載企業の9割が
アジアを中心とした海外からの問い
合わせ・HPアクセスの増加、
一部商談成立に繋
がる等、販路開拓
に寄与。

○アジアをリードする感性価値製品を関西から創造・発信するため、デザイン経営の
推進によるものづくり企業等の競争力強化と、企画や人材育成を図る一体的機能の
整備。

○真に世界に通用する商品・サービス等の発掘・支援により、新たな市場を創出。

（35）

http://www.wagasa.com/kotori/kotori.html
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地域の自然資源、未利用資源を生かした新事業創造

○環境負荷軽減に寄与する、豊富な地域の未利用資源（雪氷、森林等）を活
用し、付加価値を創造。

○域外からの資金も獲得し、地域に還元する循環モデルを構築。

檮原町（高知県）

・豊かな自然を有効活用し、風力発
電、太陽光発電、林地残材等を活用
したペレット製造施設など、新エネル
ギー施設を集中的に導入。
・町営の風力発電の売電収入を町土
の９１％を占める森林の間伐に対す
る助成や住宅用太陽光発電設置補
助などで、地域に還元。
・森林保全、林業振興、地域コミュニ
ティの強化など、地域が抱える課題
を新エネルギーの導入を通じて解決
目指す。

・木質バイオマスを、「集積基地」
に大規模に集め、粉砕・チップ化、
ストックし、燃料や原料として安定
供給を実現。
・農商工連携によって油吸着材等
の新商品開発にも挑戦。
・「バイオマスツアー真庭」が、平
成21年度新エネルギー大賞（経
済産業大臣賞）を受賞。
・平成２２年４月、新事業創出と人
材育成を目指し、「真庭バイオマ
スラボ」を開設。

バイオマスタウン真庭（岡山県）

集積基地 燃料貯蔵サイロ

雪氷利用の拡大（北海道）

・北海道は、雪氷施設の導入が全
国一進んでおり、雪氷冷熱に関する
多くの知見・技術を有する。

・雪氷冷熱の利用拡大を図るため、
モデル事例の紹介等の普及事業に
加え、雪氷冷熱の環境価値を証書
化する「雪氷グリーン熱証書」制度
を提案し、新たな環境市場創出を目
指す。

・雪氷冷熱は、空調用の冷熱源とし
ての利用に加え、農・水産品の品質
やブランド力強化に繋がる事例が
生まれている。

低温貯蔵に
雪の冷熱を
利用した「ぬ
また雪中米」
（北海道
沼田町）

「雪氷グリ-
ン熱証書」
デモンスト
レーション
で使用した
証書
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