


　我が国の電子・エネルギー技術産業は、製造品出荷額が全体の約13％を占める、
自動車産業と並ぶ我が国の基幹産業です。しかし、世界最先端の技術力を持つにも
関わらず同産業の経常利益率は、１９９０年以降、自動車産業をはじめとする他産
業と比較して低水準で推移しています。この背景としては、製品が市場に投入され
た当初は高いシェアを誇る日本企業が、世界市場のマーケットの拡大（製品のコモ
ディティ化）に伴って韓国・中国の追い上げをうけ、シェアを大きく落とすという
構図が続いてきたことにあります。

次世代電子・エネルギー技術産業
ナンバーワン戦略プロジェクト

担当課室：次世代産業課

特集

電子・エネルギー技術産業がおかれる状況
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　また、これまでは我が国が競争力を有していた部品・部材分野でも、このところ
は韓国・中国の追い上げを受けており、実際に東アジアに向けた我が国の中間財輸
出の割合は、近年大幅に低下している状況です。

（以上参考　「情報経済革新戦略」2010 年 5 月　経済産業省）
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　一方で、関西には薄型テレビ、太陽光パネル、蓄電池をはじめとした電子・エネ
ルギー技術産業の世界的な集積が存在しています。特に大阪湾岸には「フラットパ
ネル」「蓄電池」の工場立地が近年集中しており、それぞれ「パネルベイ」「バッ
テリーベイ」と呼ばれています。

特集

関西のポテンシャルと世界需要の増大

大型設備投資の状況 
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　そのような中、新成長戦略（２０１０年６月１８日閣議決定）で提唱される「グ
リーン・イノベーション」にもあるとおり、電子・エネルギー技術産業は低炭素社
会を実現するための課題解決型の需要を取り込むことにより、今後さらなる飛躍が
期待される分野です。

プロジェクトＮＥ3ｘＴの開始
　このような背景のもと近畿経済産業局では、関西にポテンシャルのある電子・エ
ネルギー技術産業が世界シェアを獲得し、今後も競争力を維持・強化するために「次
世代電子・エネルギー技術産業ナンバーワン戦略プロジェクト」を開始しました。
通称「プロジェクトＮＥ3ｘＴ」（Neo Exciting Electronics & Energy Technology）
と呼んでいます。
　プロジェクトＮＥ3ｘＴでは今後３年程度を目途に、電子・エネルギー技術産業が
世界シェアを維持・獲得し、時に新たな未開拓市場に進出するため、企業が垣根を
越えて連携・協同できるプラットフォームを構築します。
　なお、プロジェクトＮＥ3ｘＴは当局が取りまとめ、先頃再整理した「関西メガリ
ージョン活性化構想」の中核をなす事業となっています。
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・業界を代表する大手企業や関連機関に参加いただき、業界共通の課題を検討し、 
   当該事業全体の戦略を検討します。毎回、テーマに応じたディスカッションから、
   具体的なアクションを検討します。
・７月２１日に第１回全体会合を開催。年間３回程度の開催を予定しています。

特集

事業プログラム一例

戦略ボード

・関西では多くの電子・エネルギー技術に関する研究プロジェクトが行われていま
   すが、それらはプロジェクト内に閉じていることが多いため、本事業ではプロジェ
   クト間の交流を促進することで、新たなビジネスの創出を目指します。

インタープロジェクト

・「戦略ボード」全体会合でのディスカッションや事務局のヒアリング・情報収集
   に基づき、特定企業やテーマからなる研究会を組織し、具体的なプロジェクトの推
   進や課題解決を目指します。

戦略研究会

・当該分野の関西技術をブランドとして世界にプロモーションし、世界的オープン
   イノベーションを促進すべく、世界からの技術を収集します。
・また、優良中堅中小企業等の技術の世界への売込みを支援します。

グローバル・コネクト・プログラム（ＧＣＰ）
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　関西に本社・拠点を有する電気、電子、住
宅、通信、エネルギー等の企業２１社及び関
連機関に参加いただきました。
 会合では、経済産業省製造産業局戦略輸出室
の問題提起（「製造業のデジタル化とそれに
よる我が国エレクトロニクス産業の苦境」）
をもとに議論が行われました。

戦略ボード第１回全体会合（２０１０年７月２１日）



 

 

 

有望プロジェクト紹介
　関西で推進されている電子・エネルギー技術に関する有望プロジェクトをご紹介
します。プロジェクトＮＥ3ｘＴでは、これらプロジェクト間の交流を促進することで、
新たな技術・ビジネス創出を目指します。（インタープロジェクト）

・プリンテッド・エレクトロニクス技術（機能性インクを用いた印刷により、回路
   配線を行う技術。以下、ＰＥ）は、従来のエレクトロニクス製造に変革をもたら
   し、新産業を切り開く技術と期待されています。このＰＥに関して、統合的な情報
   交換や共同開発提案の場を、ＰＥ研究の第一人者である大阪大学 菅沼教授が中心
   となり、本年５月に立ち上げた研究会です。
・７月には大阪大学中之島センターで公開シンポジウムが開催され、１６０名を超
   す参加者が集まり、ＰＥに対する注目の高さがうかがえました。

プリンテッド・エレクトロニクス研究会
http://www.eco.sanken.osaka-u.ac.jp/pe/index.html

・枯渇・希少元素の確保、有害物質の代替材料の創成といった課題を技術的な側面
   から解決するために、「自然順応型ネオマテリアル創成研究会」として、平成１８
   年８月に設立。その後、エネルギー・環境問題を含め、平成２２年度より一般社団
　法人として活動中。２１２の企業・個人が参加しています。（２２年３月末現在）

ネオマテリアル創成研究会
http://www.neomaterial.org/

・レーザ加工技術の普及等を通じ、ものづくり中小企業の技術課題の解決を図ると
　ともに、設備・機器、人材、情報などの研究開発リソースやツールをより広域
　的・開放的に共有することで、ものづくり企業におけるイノベーションの創出等
　を促進するため、平成２０年６月に設立。平成２２年度より一般社団法人として
　活動中。１９１の企業・個人が参加しています。（２２年３月末現在）

レーザープラットフォーム協議会
http://www.laser-platform.com/
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伝統工芸品である漆器の技術を活かし、
ＩＨ加熱調理可能な超耐久性食器を開発
株式会社下村漆器店　代表取締役社長　下村昭夫さん

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動をを紹介するコーナー

を設けました。今回は株式会社下村漆器店、石山商店街振興組合をご紹介します。

担当課室：産業技術課

　産業技術課では、新産業・新事業の創出
による地域活性化のため、地域の産学官の
研究体による実用化技術の研究開発を支援
しています。
　今回は、「越前漆器」の伝統に新たな機
能をプラスした食器を開発し、産地の生き
残りと食文化の承継を目指す株式会社下村
漆器店（本社：鯖江市）をご紹介させてい
ただきます。

　福井県鯖江市といえば「眼鏡枠」で全国的に有名ですが、鯖江市を中心に作られ
ている「越前漆器」は１４００年の歴史を持ち、経済産業大臣から伝統的工芸品の
指定を受けています。多様な製品群を背景に量販体制を整備し、現在では全国の業
務用漆器の８割以上を生産する産地です。しかしながら、近年では安価な中国製品
にシェアを奪われ、産地の出荷額は急激に落ち込んでいます。

　下村漆器店は、１９００年に「下村五八郎漆器店」として創業しました。県内か
ら次第に全国展開し、１９４４年から木製堅地漆器に加えプラスチック素地漆器を
製造販売しています。１９６２年に株式会社化し、１９６８年には塗装工場を完成
させました。創業１００年の歴史の中で伝統の技法を受け継ぎながら新しい技法を
取り入れ、新素材・新商品の開発に努力しています。特に、耐熱樹脂食器の研究開
発では、病院・給食用食器としてＩＨ加熱カート用食器を開発しました。

　同社が参加する越前漆器協同組合では、越前漆器の将来を考えたときに、従来の
漆器の色を変えたり形を変えただけでは中国からの輸入品に対抗できず、早晩産地
は行き詰まるとの判断から、産地でしかできないもの、新しいものを作っていきた
いと考えました。そこで、「イノベーション創造委員会」を立ち上げ、産地の生き
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<企業紹介のコーナー>

http://www.shimomurashikki.co.jp/
http://www.shimomurashikki.co.jp/
http://www.shimomurashikki.co.jp/facility.html
http://www.echizen.or.jp/


残りを目指した研究開発の活動を始めました。

　こうした中で、同社の下村社長は、「食
器の中で料理を加熱処理までできる病院給
食用食器を作りたい」を目標にして研究開
発を積み重ね、その結果、画期的食器を開
発しました。これは、平成１８年度から平
成１９年度にかけて、経済産業省の「地域
新生コンソーシアム研究開発事業」により
実施したもので、伝統的漆塗技術を活用
し、ＩＨ加熱調理が可能な超耐久性プラス
チック食器を開発したものです。現在で
は、福井県内の病院にとどまらず、全国か
ら採用したいという話がきています。そこに至るまでには幾つものハードルがあり
ましたが、大学や研究機関の先生と研究を重ね、伝統工芸品である漆器の技術を応
用することにより完成することができました。

　また、本研究開発は、第 3 回ものづくり日本大賞優秀賞を受賞しました。これは、
受賞者８人の努力の賜ですが、「人と人とのつながりが、ものづくりには何より大切
だ」と下村社長は仰っています。

　下村漆器店の挑戦はなおも続いており、今度は化学塗料ではなく、天然の漆を塗っ
た耐熱食器や更なる高温にも耐えられる食器など、ＩＨ食器を更に進化させようとし
ています。「ハイブリッドエアロゲル技術を用いたＩＨ対応樹脂食器の開発」は、平
成２２年度の「地域イノベーション創出研究開発事業」に採択されており、最先端
技術と伝統的越前漆器の技術融合が期待されます。

会社名：株式会社下村漆器店　
所在地：福井県鯖江市片山町８－７
電話番号：０７７８－６５－００２４
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　流通・サービス産業課では、管内の商店街の情報発信に取り組んでいます。
　今回は、地域と一体となったコミュニティづくりに取り組む、石山商店街振興組
合（大津市）をご紹介します。

　石山商店街は、JR及び京阪電鉄の石山駅から、長さ約６５０ｍにわたって鍵型に
伸びる商店街で、東レ(株)、日本電気(株)、日本精工(株)などの企業の立地により、昭
和４０～５０年代にかけて企業城下町の商店街として賑わっておりました。

　しかし、郊外型大規模商業施設の立
地や、これによる相対的な商店の魅力
低下や商店街整備の遅れなどにより、
近年は商店街の衰退傾向が見られるよ
うになってきており、そのため、住民
からは商店街の整備や魅力向上に対す
る要望が大きくなってきておりまし
た。

　そこで、当商店街では、平成２０年に、今後１０年間の取組をまとめた「石山商
店街アクションプラン」を策定し、その中で、まちづくりの方針として、（１）地
域と連携し、地域に貢献する商店街、（２）地域の交流の場となる商店街、（３）
石山を発信する商店街、の３点を掲げ、地域と歩む“暮らしのひろば”の創出を図
るため、商店街の活性化に着手しました。

　このアクションプランは、従来から地元自治体や商工会議所の調査事業により指
摘されていた課題や問題点に対して、対応ができていなかったことに対して、商店
街が本気で取り組むもので、滋賀県立大学の先生や、住民代表、行政機関の参加を
得て調査研究委員会を立ち上げ、様々な意見を戦わせて作成したものです。

　また、このアクションプランのうち、地域住民のニーズをもとに作成した「商店
街活性化事業計画」が平成２２年６月に地域商店街活性化法の認定を受け、各種支
援策を活用しての事業が進められているところです。

地域に貢献する安全・安心・賑わいの
“暮らしのひろば ”となる商店街へ

<企業紹介のコーナー>

石山商店街振興組合 担当課室：流通・サービス産業課
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　その取組みの一つとして、商店街の空き店舗を活用し、地域住民の交流の場とな
る「コミュニティスペース」の開設が平成２５年に計画されています。
　このコミュニティスペースに係る経費は、固定費部分は運営による収益で賄い、
商店街からの支出はしない方針のため、それが実現可能かどうか、事前に検証（社
会実験）を行うこととしています。
　具体的には、空き店舗を活用した「コミュニティスペース」や「チャレンジショップ」
を一定期間開催し、それぞれの管理・運営などについて商店街や関係者などでノウ
ハウ等を蓄積するとともに、本格開設に向けての問題点と課題を明確にする計画と
なっています。

　また、「石山とれ取れ見本市祭」として、商
店街内の飲食店、地域の企業、農協、市民団
体などの参加を呼び掛け、「食」をテーマとし
た様々な組織による逸品、オリジナル商品な
どを展示販売するイベントの実施や、この見
本市祭の縮小版も含め、年４回のイベントを
実施することで地域への定着や石山商店街の
知名度向上を図り、「石山商店街の名物」を創
造してくこととしています。また、これらの
イベントを通じて商店街を中心に、石山で活動する企業、各種団体、学生等、様々
な組織・個人とのネットワークを形成し、「石山商店街コミュニティ応援団」の形成
へとつなげていくということも目的の一つとなっています。
　その他、ポイントカードと連携した空き缶回収機やペットボトル回収機の設置に
よる環境意識の向上や、街路灯の改修等による安全なまちづくりなど、様々な事業
を行う計画となっています。

　これらの計画により、この石山商店
街が、単に商品を売るだけの商店街で
はなく、地域住民のコミュニティ機能
を担う場としての「地域に貢献する安
全・安心・賑わいの“暮らしのひろば”」
となる取組みが進められています。
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当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。

近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

今月の表紙は『煌（きらめき）／酒宴』（飯椀の郷）
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