
4 期待される成長産業

4-1 グリーン・イノベーション（蓄電池）

⚫ 関西はリチウムイオン電池やバナジウムを使ったレドックスフロー電池等、蓄電池関連産業の一大開発・生産拠点です。

⚫ 電池メーカーのみならず、関連部材メーカー、装置メーカーが多く集積し、次世代蓄電池の開発・生産に取り組んでいます。

独立行政法人製品評価技術基盤機構
https://www.nite.go.jp/gcet/nlab/pamphlet.html

技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター

長寿命で安全性が高い蓄電池 「レドックスフロー電池」

企業のリチウムイオン電池用新材料開発を支援するために、
電池市場の動きに合った標準電池モデルを作り、材料評価
法の作成及び評価解析を行っています。
組合員は電池メーカーの他、材料化学や自動車等 ３５社が
参画しています。

１８６５ ２１７０ ４６８０
和歌山工場で生産予定

新型車載用リチウムイオン電池（４６８０）の生産設備を
和歌山工場に設置し、23年度中に量産を開始予定。 再生可能エネルギーの導入を拡大していく上で必要となる系統の安定

化、電力ピークシフトによる負荷平準化や電力レジリエンスの強化を実
現する製品として期待が高まるレドックスフロー電池の開発・製造を
行っています。

National LABoratory for advanced energy storage 
technologies
世界最大規模の恒温型「大型蓄電池システム試験評価施設」
コンテナサイズの蓄電池システムに対応

大阪市住之江区にあるNLAB（蓄電池評価センター）では、リチウムイ
オン電池の試験時に発生する燃焼・爆発・有害ガスを安全に処理でき
るため、大型蓄電池システムの試験評価を天候に左右されず屋内で
行うことができます。その他振動、釘刺し、落下等 各種機能別試験
も実施可能です。
今年度以後に試験設備のさらなる増強も予定されています。

▲試作設備、評価設備を備える

LIBTEC理事長 吉野 彰 博士（工学）
・2019年ノーベル化学賞受賞者
・京都大学、大阪大学の工学研究科出身
・旭化成（株） 名誉フェロー

リチウムイオン電池の生産拠点が関西に集積！

材料開発を支える評価、試験施設

（出所）一般社団法人電池工業会及び経産省調べ
官民協議会資料をもとに編集

車載用(及び民生/産業等）リチウムイオン電池生産拠点
民生/産業用 リチウムイオン電池生産拠点
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「関西蓄電池人材育成等コンソーシアム」設立

関西地域には、繊維や製薬といった伝統的な産業で培われた技術を
背景に、多くの蓄電池メーカー、製造装置メーカー、部材サプライヤー
等の生産拠点等が集積しており、蓄電池製造業の製造品出荷額では
全国シェアの約36%を占めています。さらに、大学、LIBTEC、
NITE、産総研といった研究開発に向けた環境も整っています。

近畿経済産業局は、一般社団法人電池工業会（BAJ）、一般社団法人
電池サプライチェーン協議会（BASC）とともに、蓄電池産業戦略の実
現に向けて、産業界のニーズに即した人材を育成・確保することを目
的に、産学官から構成される｢関西蓄電池人材育成等コンソーシアム｣
を設立。講じるべき取組等の議論・検討を進めています。

産

官学

必要な人材像（スキル・ボ
リューム、時期等）の明確化
カリキュラムの策定への協力

カリキュラムの
策定、教育

必要な施策等を検討
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岩谷産業(株) パナソニック(株)

川崎重工業(株) 京セラ(株)

エア・ウォーター
(株)

日立造船(株)

4 期待される成長産業

4-2 グリーン・イノベーション（水素・燃料電池）

⚫ 関西には、港湾部における重厚長大企業をはじめ、ものづくり企業が集積しており、水素・燃料電池の需要・供給のポテンシャルが高い
地域です。

⚫ 関西の様々な企業が、自社のコア技術を生かして水素分野の技術開発を行い、水素関連の実証事業を全国に先駆けて数多く実施して
います。

■ 「H2One マルチステーション™」を活用した水素サプライチェーンモデルの実証

○ヤンマーパワーテクノロジー(株)
燃料電池システム搭載の実証試験艇で世界初となる70MPa高圧水素充
填を行い、大阪・関西万博会場予定地と市内沿岸部を結ぶ航路で2021年
に運航試験を実施。2023年を目途に船舶用FCシステムを販売予定。

○三菱重工業(株)
大型高効率ガスタービンにおいて、安定的に水素30％を燃焼できる燃焼
器を開発。2025年度までに、同社高砂製作所内の実証発電設備にて技
術実証を行い、商用化につなげる。既設の発電設備でガスタービンの燃焼
器を入れ換えることで水素発電が可能となり、改造コストを抑制。
大型ガスタービンの水素転換により多量の水素需要を喚起することで、ス
ケールメリットによる水素製造コストの低減が期待される。

（冊子ＰＤＦ） https://www.kansai.meti.go.jp/5-
1shiene/smart_energy_initiative/hydrogen_
data/00_zentai_japanese.pdf

■ 関西における水素関連企業データ集川崎重工業（株）、岩谷産業（株）等から構成される技術研究組合CO₂フリー水素サプライチェーン
推進機構（HySTRA）は、世界初の液化水素運搬船「すいそふろんてぃあ」を用いて、オーストラリ
アから日本へ褐炭由来を含む液化水素を輸送し、液化水素荷役ターミナル「Hy touch神戸」（神
戸市）で荷揚げする技術実証を成功させました。
この技術実証に引き続き、川崎重工業(株)が設立した日本水素エネルギー(株)を中心にした岩谷
産業（株）、ＥＮＥＯＳ（株）による企業グループは大規模な水素輸入を実現すべく、グリーンイノベー
ション基金を受け、商用化実証を遂行します。

水素需要の
ポテンシャル

人口・産業の集積

多様で豊富な文化資源と観光資源

大震災経験に伴う高い防災意識

水素供給の
ポテンシャル

再生可能エネルギーの導入促進

国際戦略港湾、国際拠点港湾の存在

関西の主な水素・燃料電池関連企業

関西の水素に関するポテンシャル 関西各地で進む水素の社会実装に向けたプロジェクト

国際液化水素サプライチェーン

（出所）近畿経済産業局「KANSAI水素の入門書」

○福井県敦賀市×東芝エネルギーシステムズ(株)
再生可能エネルギー由来のグリーン水素を利用し、燃料電池車への充填、
電気自動車への充電、更には災害時の避難所用電力・温水を供給できる、
全国初のオンサイト再エネ水素インフラシステム「H2Oneマルチステー
ション」を活用した、水素サプライチェーンモデルの実証を敦賀市で実施。
オンサイトで再エネと水からグリーン水素を製造し、地産地消型の水素サプ
ライチェーンを実現するインフラとして、カーボンニュートラル社会へ貢献。

■ 船用燃料電池システムの実証試験

■ 水素ガスタービン発電技術の開発による火力発電設備の脱炭素化
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4 期待される成長産業

4-3 ライフ・イノベーション

⚫ 関西を拠点としたバイオコミュニティ関西（BiocK）が令和４年４月、内閣府からグローバルバイオコミュニティの認定を受けました。

⚫ 古くから薬のまちであったことから、多くの製薬会社の本社、外資系企業、医療機器メーカー等が集積・連携しています。

⚫ ｉＰＳ細胞を応用した臨床研究により世界初の治療薬を生み出す等、再生医療、疾病の解明、創薬を日々研究しています。

多くの外資系企業も関西に進出

アストラゼネカ

日本イーライリリー

バイエル薬品

ICON plc

医療機器メーカー集積

ニプロ

オムロン

島津製作所

シスメックス

多くの製薬会社の本社が集積

住友ファーマ

塩野義製薬

小野薬品工業

参天製薬

研究開発拠点・中核機関の集積

医薬品医療機器総合機構（PMDA）関西支部

日本医療研究開発機構（AMED）西日本統括部

京都大学iPS細胞研究所

彩都ライフサイエンスパーク

神戸医療産業都市

理化学研究所
京都大学iPS細胞研究所

関西

25.5％

全国

74.5％

関西

28.4％

全国

71.6％

医薬部外品産業の生産額シェア

(出所）経済産業省「工業統計調査地域別統計表」（令和2年）
都道府県別産業細分類別統計表

医薬品産業の製造品出荷額等シェア

（出所）厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報統計表」（令和2年）
医薬部外品地域別生産・輸入・出荷・在庫金額

（冊子ＰＤＦ） https://www.kansai.meti.go.jp/3-
1toukou/_INVEST_support_info/lifescien
ce/2020lifescience_jpn.pdf

■ 関西のライフサイエンスクラスターＰＲ冊子

関西の各府県が持つライフサイエンスの関連情報を統合し、
関西地域を一体として紹介しています！ 関西のライフサイエンス分野の強み ～世界をリードする産学の集積～

世界をリードするライフサイエンス分野での研究機関、大学、企業が連携しながら、京都・大阪・神
戸の三都市を中心に地域毎で多様なクラスターが３０分から１時間程度で移動できる距離でコン
パクトに集積。関西全体として大規模なライフサイエンスクラスターを形成しています。

（出所） BiocK HP 「BiocK概要資料」

バイオコミュニティ関西について

ゴールゴール 関西を拠点にバイオ分野における究極のエコシステムをつくる関西を拠点にバイオ分野における究極のエコシステムをつくる

ビジョンビジョン
持続可能な社会実現のため、バイオファーストの発想を広げ、
グローバルバイオコミュニティの形成をめざす
持続可能な社会実現のため、バイオファーストの発想を広げ、
グローバルバイオコミュニティの形成をめざす

キーワードキーワード 「集積」から「連携」へ つなぐ、つなげる、つながる「集積」から「連携」へ つなぐ、つなげる、つながる

コミュニティ
のあり方

✓ 「産業界」中心のコミュニティとする
✓ バイオ界全体の連携を強化する
✓ 新たなイノベーションにつなげる

アクション
プラン

✓ イノベーションの促進
✓ ネットワーク形成促進
✓ 国内外への情報発信

「集積」 から 「連携」 へ！

「連携」が意味すること
ネットワーク機関が中心となって、コミュニティ内の人と情報の
交流を促進することにより、各機関がお互いの状況を深く理
解し、適切な情報共有が進む状態をつくり出し、必要なパー
トナーと協力し、人・モノ・金・情報の好循環が進み、経済的
な成長を達成するとともに、グローバルな存在感を増している
状態

名称
✓ バイオコミュニティ関西
✓ Biocommunity Kansai
✓ 略称 BiocK（バイオック）

設立・認定
✓ 2021年7月1日設立
✓ 2022年4月22日 内閣府より

グローバルバイオコミュニティに認定
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