


　平成２３年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げ
ます。

　昨年の日本経済は、一時は海外経済の改善や企業の経営努
力による業績回復等により、リーマン・ショック後の落ち込
みから急速な回復傾向にありました。しかし、年央以降の円
高、デフレの影響等により横ばいで推移し、自律的な回復に
は至っておらず、先行き不透明な状況にあります。
　中長期的な観点では、 多数の競合企業による「国内消耗戦」
等の産業構造全体の課題、日本企業の「ビジネスモデル」の
転換の遅れ、我が国の「事業拠点としての魅力の喪失」に加え、新興国等との競争
激化により、我が国経済は「行き詰まり」の状況にあります。このため、経済を再
び成長軌道にのせていくための官民挙げての取り組みが必要となっております。

　こうした中、政府は昨年９月に「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」
を策定し、①円高・デフレ状況に対する予備費を活用した緊急的な対応、②補正予算
の編成等、景気・雇用の動向を踏まえた機動的・弾力的な対応、③平成２３年度予算
の活用等による新成長戦略の本格実施という３ステップによる対応を行っていると
ころです。
　また、円高による空洞化懸念がある中、新たな雇用につながるような内外企業に
よる思い切った国内投資を促進するため、昨年１１月には経済産業省が中心となり
「日本国内投資促進プログラム」を策定し、国内立地促進のための総合的な対策を推
進しているところです。

　このような状況の下、本年、近畿経済産業局では、これらの対策の着実な実施に
加え、「関西メガ・リージョン活性化構想」のアクションプランを推進しつつ、個性
的なものづくり中小企業の集積等、関西が持つポテンシャルを活かして、以下の施
策に重点的に取り組んでまいります。

　第一に、環境・エネルギー産業分野への支援です。国内市場でのシェアが約８割
を占めるリチウムイオン電池に代表されるように、関西は、環境関連産業の集積地
域といえるものの、グローバル競争が激化する中で、世界市場でのシェアは低下傾向
　

近畿経済産業局長 永塚 誠一
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にあります。このため、雇用の拡大や成長の原動力として「低炭素型雇用創出産業
立地推進事業」等により関連産業の立地を促進するとともに、電子・エネルギー技
術関連産業の競争力強化に向けた支援を行ってまいります。

　また、本年３月には、大阪においてＥＶや蓄電池等の新エネルギーをテーマとす
る国際フォーラムが開催されるなど、新エネルギーに関する取り組みが活発化して
おり、こうした動きを支援してまいります。

　第二に、アジア等を見据えた中小企業の海外展開支援です。人口減少下の我が国
市場に中長期的な拡大が期待できない状況にある一方で、アジアをはじめとする新
興国市場は拡大が見込まれます。このため、中小企業がその強みを活かし、海外市
場への展開を成長の機会とすることが重要となります。そこで、当局が昨年１０月
に設置した「近畿地域中小企業海外展開支援会議」等を通じて関係機関とも連携し、
海外へのミッション派遣や世界で通用するブランドづくりへの支援を行っていきま
す。また、優れた技術を有する中小企業の国際航空機市場への参入支援や、環境・
エネルギー関連企業のタイ・中国等アジアへの展開を推進するため、海外の政府機
関等との交流を通じて、関西企業のビジネスチャンスの創出に取り組んでまいりま
す。

　第三に、世界レベルの創薬・医療機器拠点の形成支援です。関西には優れたもの
づくり技術を有する企業や大手製薬メーカーに加え、多数の大学・研究機関が集積
しています。これらの技術と知識を活かして、高度な医療機器等の開発や拡大が見
込まれる創薬・医療機器市場への参入を促進すべく、自治体や経済団体等とも連携
し支援していきます。

　第四に、デザインや感性を活かしたものづくりの活性化とクリエイティブビジネ
スの支援です。伝統工芸など関西が持つ多様な文化の蓄積から生まれるデザイン製
品は、海外からも高く評価されております。国内のみならず海外でも通用するデザ
イン製品の紹介などを通じて、デザインを活かした関西ブランドの発信に努めると
ともに、クリエイティブビジネスの市場形成に向けた取り組みを行ってまいります。

　先行き不透明な経済状況にありますが、近畿経済産業局は、先進性や多様性など
の関西の強みを活かし、成長するアジア等の市場を取り込みつつ我が国の成長を牽
引する魅力ある地域にすべく邁進してまいります。

　本年も経済産業政策への御理解と御協力をお願いするとともに、皆様の御多幸と
御健勝を祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。
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　平成２２年６月１８日、新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～が閣議決定さ
れました。新戦略は７つの戦略分野で構成され、革新的な技術から新事業を生み出すイ
ノベーションについては、環境・エネルギーのグリーン分野とともに、医療・健康に関
するライフサイエンス分野が経済成長をリードする柱として位置付けられています。

　新戦略では、「ライフ・イノベーションによる健康大国戦略」として、２０２０年
までに医療・介護・健康関連産業で約５０兆円の新規市場の開拓と、２８４万人の新
規雇用の創出を目指すこととしています。これまでマイナスイメージの強かった日本
の高齢化は、ライフ・イノベーションを力強く推進することによって、新産業を育て
るチャンスでもあるのです。
　世界一の健康長寿国である我が国において、医療・介護・健康関連産業は、高い成
長と雇用創出が見込める成長牽引産業として、いま大きく期待されています。

　一方で、関西地域には、ライフサイエンス関連の最先端の研究施設が次々と整備さ
れてきました。世界的に注目される研究成果も関西から数多く輩出されてきました。
また、医療・健康関連産業で代表的な創薬や医療機器分野では、独自の技術力を持つ
企業も集積しており、企業間または産学官の連携の下、次世代に求められる製品・
サービスを開発する動きも活発化しています。関西は、優れた日本発の革新的な医薬
品や高度な医療機器、再生医療等の先端医療技術の実用化が生まれる地域として高く
期待されており、我が国で最もライフ・イノベーションが創出しやすい地域であると
言えるでしょう。

　このような状況を踏まえ、近畿経済産業局では、関西地域を創薬・医療機器分野に
おける世界の開発拠点となることを目指し、ライフ・イノベーションを推進するため
の様々な事業を実施しています。
　その中から、特に企業のオープンイノベーションを加速化するための３つの取組を
紹介させていただきます。いずれも、企業の新製品・新サービスの開発や新たなビジ
ネス展開に有益な事業になっていますので、皆様奮ってご参加いただきますようご案
内します。

担当課室：バイオ・医療機器技術振興課

特集

～世界屈指の創薬・医療機器拠点の形成を目指して～

関西におけるライフ・イノベーションの推進
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　我が国には、微細加工等優れた技術を持つものづくり中小企業が多く存在します
が、医療機器分野においてはその技術が活かしきれておらず、我が国の医療機器市
場の半数近くは輸入に依存しています。高齢化社会の進展に伴い、確かな需要の増
加が見込める医療機器分野への進出は、中小企業にとっても新たな事業展開のチャ
ンスです。一方、医療機関の現場ニーズの取り込みや承認審査の対応等、医療機器
開発においては、この分野に特有の様々なノウハウが必要であり、これらが中小企
業の参入を困難にしています。このため、中小企業が本分野に進出するには、これ
らのノウハウをもつ国内外の企業・機関とどのように連携していくかが重要な鍵と
なります。
　このような背景の下、関西におけるものづくり中小企業の集積を活かして、医療
機器開発におけるオープンイノベーションを促進し、革新的な医療機器開発や具体
的なビジネスの創出を目指して、国内外の様々な企業・機関のアライアンスを促進
する“World Forum for MEDICAL Device in KANSAI ２０１１”を開催します。
　本フォーラムでは、国内外の大手医療機器メーカーのキーパーソンによるスピー
チ、欧米先進地域を参考に医療機器産業に取り組む際の課題に関するノウハウセミ
ナー、国内の中小ものづくり企業や欧米企業からのプレゼンテーション及び個別商
談を行い、我が国の医療機器産業の発展を目指します。

“World Forum for MEDICAL Device in KANSAI ２０１１”
～医療機器分野におけるオープンイノベーションの促進～

 

World Forum for Bio/Medical Device Kansai 2010 時に

行われた大阪商工会議所とバイオビジネス・アライア

ンス・オブ・ミネソタとのＭＯＵ締結式

World Forum for Bio/Medical Device Kansai 2010 での

参加企業・機関等の交流会の様子
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“関西バイオビジネスマッチング２０１１”
～全国各地のバイオベンチャーが関西に集結！～

 ライフ・イノベーションの有力な担い手は、独創的なバイオテクノロジーを有し、
チャレンジングな研究開発が可能なバイオベンチャー企業です。これらのベン
チャーは、大きな資本力を持つ企業とのビジネス提携を強く求めています。一方
で、大手企業側でも外部の知識・技術を活用しつつ研究開発や事業化を行うオープ
ンイノベーションに積極的な姿勢を見せており、そのパートナーとなる企業を探し
ています。ライフ・イノベーションを推進するためには、こうした企業同士を組み
合わせ、オープンイノベーションを加速化する取組が必要です。
 そこで、関西では、全国各地から、創薬関連、機能性食品、化粧品などの分野で独
創的なバイオテクノロジーを用いて事業を展開している中小・バイオベンチャーを
関西に集め、大手・中堅企業とのアライアンス締結をサポートする “関西バイオビ
ジネスマッチング２０１１”を開催します。
　本イベントでは、売り手となる中小・ベンチャー企業が事業方針や研究開発動向
等を買い手となる企業にPRするショートプレゼンをはじめ、ポスター・展示等を行
います。
 個別商談会では、事前に商談のアポイントを調整し、効率的で効果的な商談をコー
ディネートします。買い手企業による、アライアンス締結に役立つ基調講演も行い
ます。

特集
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日時：２０１１年２月２２日（火）・２３日（水）
場所：ブリーゼプラザ　７階　小ホールほか（大阪市北区梅田２－４－９）
内容：基調講演、プレゼンテーションセミナー、個別商談等
問い合わせ先：大阪商工会議所経済産業部
                     ライフサイエンス振興担当（０６－６９４４－６４８４）



 

日時：２０１１年２月７日（月）・８日（火）１０：００～１８：００
　　　※７日（月）は創薬関連、診断・検査試薬など、８日（火）は機能性食    
             品、化粧品などの分野を対象とします。

場所：千里阪急ホテル「クリスタルホール」
       （豊中市新千里東町２－１　D－１）
内容：○基調講演　７日（月）
　　　「ファーマアライアンスについて」
　　　　レイライフサイエンス有限会社　代表取締役　臼井　玲
　　　（元ロッシュファーマ日本事務所ヘッド）
　　　「方向性が見え始めた日本のバイオベンチャー」
　　　　株式会社いちよし経済研究所　企業調査部　首席研究員　山崎　清一

　　　○基調講演　８日（火）
　　　「サントリーの知的財産活動 健康食品事業を例として」
　　　　サントリーホールディングス株式会社　知的財産部　課長　秋元 健吾 
　　　「皮膚機能の理解に基づくスキンケア化粧品の開発」
　　　　株式会社カネボウ化粧品 価値創成研究所　主任研究員　高橋 慶人

　　　○ショートプレゼンテーション（軽食をご用意します）
　　　○個別商談会
　　　○ポスター・展示
　　　○交流会（会費 ３，０００円）

問い合わせ先：NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議
　　　　　　（０６－６４５９－６７９５）

http://www.kinkibio-matching.biz/index.html
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 “再生医療分野モノづくりシンポジウム”
   ～モノづくり企業のイノベーションを目指して～

 再生医療分野は、関西の大学及び研究機関において先端的な研究や臨床が実施され
ており、次世代の関西の基幹産業となりうる分野として期待されています。この分
野では、より効果的・効率的に研究を実施できる装置や部材、部品の開発を活発化
することが望まれており、そのためには関西に集積するものづくり企業の基盤技術
（微細加工技術や組み立て技術等）の活用が重要です。
 そこで、本事業では、再生医療に関連する部材や装置の開発を促進するため、具体
的に再生医療分野で必要とされているような技術やノウハウ等の調査結果を発表す
ると同時に、「医学やものづくり等分野の『専門家』」による「再生医療分野の
『門外漢』のものづくり企業」のための講演・パネルディスカッションからなるシ
ンポジウムを開催いたします。
 当シンポジウムでは、当日の講演者等と個別に相談ができる場も提供することによ
り（事前登録制）、多くのものづくり企業に対し、再生医療分野への関心をもって
もらうことと同時に、有望な技術とノウハウを持つものづくり企業の当該分野への
参入が促進されることを目的としています。

特集

日時：２０１１年２月１０日（木）
場所：京都リサーチパーク　バズホール
　　 （京都市下京区中堂寺粟田町９３番地）
内容：講演、パネルディスカッション、個別相談会等
問い合わせ先：京都リサーチパーク株式会社
                     開発企画部 （０７５－３１５－８４９１）
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↑【写真１】シンポジウム　チラシ ↑【写真２】京都リサーチパーク　外観

↓【写真３】具体的製品例：細胞シート切り取りパンチ

特集
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サイエンスとアートを融合したコンテンツの可視化に挑戦！
株式会社ズームス　代表取締役　保田　充彦さん

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

けました。今回は株式会社ズームス、HBC-radiomatic Japan株式会社をご紹介します。

担当課室：コンテンツ産業支援室

　コンテンツ産業支援室では、「クリエイティ
ブ・インダストリー・ショーケース in 関西
（CrIS 関西）」の取り組みにより、コンテンツ
企業のビジネス展開を支援しています。

　今回は、このＣｒＩＳ関西の中核イベントと
して実施している西日本最大のコンテンツ・ビ
ジネス展示商談会「大阪創造取引所」で、初め
て実施したアワードにおいて、クリエイティブ・
グローバル賞を受賞した株式会社ズームス（神
戸市）をご紹介します。

　同社の保田社長は、京都大学大学院で航空工学を専攻し、スーパーコンピューター
を使った流体のシミュレーション計算やその可視化を研究し、その後大手重工メー
カーで宇宙往還機やジェットエンジンの開発に携わり、２００５年にコンテンツ制
作へ転身した異色の経歴の持ち主です。現在は、その技術者としての経歴を生かして、
科学や技術を世の中に伝える映像や、プログラミングやセンサーと映像を組み合わ
せたインタラクティブコンテンツの開発を行っています。
　保田社長の信条は、伝えるべきことをしっかり伝え、魅力的なコンテンツを創り
出すこと。　「ただしく、わかりやすく、あたらしい」をキーワードとして、サイエ
ンスとアートを融合したコンテンツ制作を手掛けています。 

　同社が目指しているのは、「ビジュアル・ソリューション」の提供。すなわち、様々
な分野の活動を、「映像や視覚化」を使って支援することです。具体的には、サイエ
ンスやテクノロジーをテーマにした映像（サイエンス・メディア）と、センサーや
表示装置も含めた総合的な情報・データの可視化（インフォグラフィクス）の２つ
の柱を軸に、研究開発やものづくりに携わるクライアントが抱える課題の解決や目
標の達成を行っています。
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<企業紹介のコーナー>



　これまでの代表的な制作物としては、（１）机の上で動く光を触っているような、
不思議な感覚が得られるインタラクティブ映像デバイスである「タッチデスク」（写
真１）、（２）透明なパネルに浮かび上がる映像を、手で自由に操作できる「タッチ
ウォール」（写真２）、（３）様々な科学の話題を、科学者とクリエイターのコラボレー
ションによるユニークな映像で伝える「サイエンスニュースネットワーク」（４）科
学者、ミュージシャン、アニメーターのコラボによる、子供から大人まで広く楽し
んでいただける映像作品「サイエンスミュージックビデオ」等があります。

　以上に加え、直近では、独立行政法人科学技術振興機構が科学技術の理解増進事
業の一環として実施している「サイエンスチャンネル」を受託し、「自然や生物をヒ
ントに生まれた科学技術」をテーマにした映像コンテンツを制作しているとのこと
です。

　この３月には、大阪創造取引所の海外展開支援事業を通じ、自社制作物の一部を「香
港フィルマート」に出品する予定とのことで、今後、国内のみならず海外での活躍
も期待されています。

　“ 日本が誇る科学・技術力とクリエイティブ力・デザイン力を統合し、世界で戦え
る新しいコンテンツを作る。”　保田社長と株式会社ズームスのスタッフは、日々、
既成の枠にとらわれない、新しいチャレンジを行っています。

会 社 名：株式会社ズームス　
所 在 地：兵庫県神戸市中央区港島南町５－５－２
               神戸国際ビジネスセンター４０２号
電話番号：０７８－３０３－９８１０

タッチデスク（写真１） タッチウォール（写真２）
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作業現場の安全性、生産性向上に貢献したい
HBC-radiomatic Japan 株式会社　代表取締役社長　近藤　達夫さん

<企業紹介のコーナー>

担当課室：投資交流促進課

　投資交流促進課では、海外から関西への投資を促進するため、海外でのプロモー
ション活動や、関西に進出した外資系企業の定着支援に取り組んでいます。今回は、
２００９年に関西に進出した外資系企業、HBC-radiomatic Japan 株式会社（本社：
大阪市）について、ご紹介します。

（会社の概要）
　HBC-radiomatic Japan 社の親会社である HBC-radiomatic
社は、ドイツ南西部のクライルスハイム市に本社を置き、
建設現場のクレーンや工場内の運搬機等の産業機械をラジ
オ無線により安全かつ効率的に制御できるコントロールシ
ステムを６０ヶ国以上に供給するグローバル企業です。
１９４７年、HBC 社はドイツ人エンジニア２人によりド
イツ初の民生用携帯電話の通信機器メーカーとしてスタートしました。その後、６０
年以上にわたるラジオコントロール技術開発で培われた高品質システムは、建設、
港湾、鉄鋼、造船、自動車、製紙、林業などの各業界で活躍する企業から大きな信
頼を得、エンジニア達の革新的なアイデアと、ドイツらしい品質重視の製品、サー
ビスが支持され、世界的ブランドとして発展してきました。

（関西進出の経緯）
　同社は、日本の顧客へのサービス強化と、日本市場での同社製品の更なる普及を
目指し、２００９年２月に日本法人を設立しました。日本進出に当たっては、将来
の顧客に繋がりそうなメーカーが西日本に多く集積していることや、近藤社長が大
阪で２０年間電機メーカー勤務の経験があり、土地勘と人脈があったことが関西進
出を決定する大きな理由であったようです。
　本格的な事業開始に向けて、ジェトロ大阪本部の IBSC（対日投資・ビジネスサポー
トセンター）が提供している５０日間入居無料のテンポラリーオフィスに入居しつ
つ、IBSC からセールスエンジニアの採用や事務所探しなどの支援を受けたそうです。
特に、立ち上げ時の最重要課題は人材確保でした。外資系企業であるため、語学力
は必須。加えて、電機メーカー勤務時代にドイツ駐在が長かった近藤社長自身の経
験から「自分とは全く文化や考え方が異なる相手を素直に理解しようと努力できる
人」を求めていたところ、幸いに IBSC スタッフの人脈で適任が見つかり、大変助かっ
たそうです。
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（今後の展開）
　「日本の作業現場の安全性や生産性の向上に貢献したい。それがひいては、日本のも
のづくりの強化に繋がるはず」と、近藤社長は抱負を語ります。日本は既存機械での
作業に慣れていることもあり、コストを伴う作業現場の改善には「海外に比べて消極的」
で、ラジオコントロールシステムは国内ではそれほど普及していません。同システム
を現場に導入することにより、「例えば高所の建設現場のクレーンや危険を伴う工場機
械を、安全な場所に離れて目視しながら遠隔操作することができるので、現場作業員
の事故防止はもちろん、負担軽減や生産効率を上げることができる」とのことです。
　大阪で事業を開始して約１年半が経過し、近藤社長の持ち前のバイタリティと優秀
なスタッフが一致団結して徐々に営業成果をあげている一方、「日本独自の電波法に
対応するなど、日本仕様のカスタマイズや技術開発が必要」など、市場開拓に向けた
課題は多いようです。それでも、「日本の新しい現場環境を生み出すことができるツー
ル」として、近藤社長は自社製品に胸を張ります。
例えば、液晶画面によるクレーンの荷重表示機能や、
革手袋をはめても動きがよく解る送信機の高い操作
性は、顧客から高い評価を得ているそうです。また、
HBC 社独自の機能である電子キー“iLOG（アイロ
グ）”は、携帯電話の SIM カードのように、スペア
送信機での操作を可能にします。「高品質を確保しな
がら、時代に合わせて革新していく、というHBC社
のものづくりへのこだわりが、自分の信条と合って
いたから」と、転身時の気持ちを振り返りながら、
自社の強みを語ってくれました。
　最後に、今後の目標として「１０年後に販売１０
億円、市場シェア１０％獲得」と掲げた近藤社長。
加えて、「実は声楽演奏活動が趣味で、ドイツでもずっ
と続けていました。ビジネスと声楽演奏活動を通し
て、日本とドイツ、そして世界各国との“ 技術と文
化の架け橋 ”になるのが、私の将来の夢です」と笑
顔で語ってくれました。

会 社 名：HBC-radiomatic Japan 株式会社　
所 在 地：大阪市北区菅原町１０－２３　ジーニス大阪ウエスト１階
電話番号：０６－６３６３－０３７３

操作性のよいジョイスティックで

作業者の負担を軽減

iLOG機能搭載、ハンディタイプの

送信機「キーノート」
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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、世界最大規模の医療機器展示会「MEDICA 2010」出展風景

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/
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