


 今後拡大が予想されるアジアでの環境・省エネビジネスへの展開を支援するため、

２００８年１１月に設立された「関西・アジア　環境・省エネビジネス交流推進

フォーラム　“Team E-Kansai”（事務局：近畿経済産業局）」では、昨年度、タ

イや中国（香港・広州）等へのミッション派遣や各種ミッションの受け入れ等を行

い、フォーラムメンバーの有する技術や製品等の紹介を通じたビジネスチャンスの

拡大を中心とする取り組みを展開してきました。

 しかし、我が国の環境・エネルギー関連製品は世界的に高いレベルにある一方、現

地で求められている規格以上の高規格が故に価格が高い、日本での実績が必ずしも

現地でそのまま評価されない、更には、韓国や台湾、欧米等との激しい競争等によ

り、必ずしもビジネスに繋がりにくいという実態を踏まえ、今年度のフォーラム事

業では、これまで実施してきた個々の企業のビジネスチャンスに資するミッション

派遣や受入れ等の事業に加えて、フォーラムメンバーが有する多種多様な技術を有

機的に組み合わせたシステムとして、相手方のニーズに対するソリューションを提

供することによりビジネス展開を図る「システム提案型プロジェクト」の推進をも

う一つの柱として取り組むこととしました。

 また、民間企業を中心とした取り組みをより一層強化するため、本年４月に新たに

規約を整備し、会長に、日立造船株式会社代表取締役社長の古川　実氏が就任し、

その他３名の副会長の役員が選出され、さらに、幹事会（１０社の民間幹事会社で

構成）を設置し、民間主体でフォーラム事業を進める体制強化を図りました。

関西・アジア
環境・省エネビジネス交流推進フォーラム

担当課室：環境・リサイクル課

特集

タイ・ミッション報告
～「環境配慮型工業団地」のモデル構築に向けた協力について、
地方経済産業局としては初めて官民で合意文書を締結～
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　こうした中、９月１３日から１８日まで古川　実　関西・アジア　環境・省エネ
ビジネス交流推進フォーラム (Team E-Kansai) 会長を団長とする９社２３名及び永
塚局長等近畿経済産業局で構成する官民合同のミッション団が重点国の一つである
タイを訪問しました。
　今回のミッションの目的は、①官民連携による「システム提案型プロジェクト化」
の推進及び②タイ最大の環境展の一つである ENTECH POLLUTEC ASIA(９月１５
日（水）～１８日（土）) への出展・商談会の実施であり、特に、「システム提案型
プロジェクト化」の推進を図るためには、環境分野では現地政府の影響力が大きい
ことから、官民が連携した取り組みが重要であるとの認識のもと、Team E-Kansai
と近畿経済産業局が一体となってタイ政府関係者や民間関係者と精力的に意見交換
を行いました。その結果、タイ最大級の工業団地の一つである「アマタナコーン工
業団地」において「環境配慮型工業団地」のモデル整備に向けて、その可能性調査
の実施にあたり、タイの工場や工業団地等の廃棄物管理の所管官庁であるタイ工業
省工場局及び同工業団地の開発・運営・管理を行うタイの民間工業団地整備会社の
最大手の一つであるアマタ社と近畿経済産業局との間で、協力に合意する文書
（Cooperation Program）を締結しました。

関西・アジア 環境・省エネ
ビジネス交流推進フォーラム

（TEAM E-KANSAI）
設立： 2008年11月
会長：古川 実（日立造船(株)代表取締役社長）
事務局： 近畿経済産業局
参加メンバー企業・団体数：約９０

ミッション派遣・受入れ
等個別ビジネス支援

ＭＯＵ等ビジネス連携促進のための
枠組み整備

持続的・自律的ビジネス連携のための
ネットワーク構築

関西・ｱｼﾞｱ環境・省ｴ

ﾈﾋﾞｼﾞﾈｽ交流推進
ﾌｫｰﾗﾑ
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地球環境関
西フォーラム
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業運営協議会 大阪商工会
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日本産業機
械工業会

大阪府

ＪＢＩＣ

ＪＥＴＲＯ

NEXI 連携・支援・協力

現地政府機関

現地の関係機関
（例：タイ工業連盟）

近畿経済産業局

システム提案型
プロジェクト化支援

（例：タイ エコタウン協力事業）

GEC
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 さらに、こうした環境配慮型工業団地等エコタウンの整備促進を含む民・民間での

連携を促進するため、Team E-Kansaiとタイの経団連に相当する「タイ工業連盟（Ｆ

ＴＩ）」との間でビジネス連携促進のための覚書（MOU）を締結しました。今後、

本覚書に基づき、アマタナコーン工業団地における環境配慮型工業団地のモデル整

備に向けた民間協力の促進や相互の技術に係るニーズ・シーズの情報交換や商談会

の開催、共同でのセミナーの実施や人材育成を行う予定です。また、本覚書には、

JETROバンコクセンターが両機関が行うビジネス連携促進のための取り組みを支援

すると共に、タイにおける環境や省エネルギーに配慮した国土開発を促進するため

の産業再配置施策等に関する情報交換等を行うとの立場から参加しました。

特集
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署名する永塚局長 （左から）永塚局長、プラパット局長、ビブーンＣＯＯ

署名式の様子



 

　アマタナコーン工業団地における環境配慮型工業団地のモデル整備に向けた可能

性調査は、昨年度タイで実施した基礎調査の結果を踏まえ、経済産業省が進めるア

ジア・エコタウン整備協力事業の一環として実施するものです。同工業団地には、

約５００社が入居し、うち３００社が日系企業と日本との結びつきが深く、また、

アマタ社は、環境に対する意識が高く、タイの中でも先進的に様々な取り組みを行

っており、今後、同工業団地内で発生する廃棄物や排水処理の分析を行い、同工業

団地のゼロエミッション化や資源循環、エネルギー再利用等で関西が有する様々な

技術を有機的に組み合わせたシステムの提案を行うことにしています。また、年度

内には、関西からの提案を基に、タイ関係者と合同で検討を行い、関西の技術とタ

イの地場技術を組み合わせた商業上実施可能なプランの策定を目指しています。

　こうした地域の官民が連携し、システム提案型のプロジェクト化に取り組むのは、

地方経済産業局としては初めてであり、今回のミッション期間中に、タイ工業大臣

を古川実 Team E-Kansai 会長及び永塚近畿経済産業局長を始めとする官民合同ミッ

ション団で表敬訪問し、チャイウット工業大臣から、タイと関西とのエコタウン等

環境分野での協力について歓迎の意が表されました。

覚書（ＭＯＵ）の締結 覚書（ＭＯＵ）署名人及び立会人

工業大臣表敬訪問 チョンブリ県知事表敬訪問
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 なお、当該取り組みの一環として、アマタナコーン工業団地の入居企業向けに資源

循環や低炭素化の重要性やメリット等に関する普及・啓発を行うことが重要である

ことから、今回のミッション期間中に、アマタナコーン工業団地においてワーク

ショップを開催し、約１３０名の参加のもと、藤田正憲大阪大学名誉教授により我

が国のこれまでのエコタウン整備や資源循環型経済社会／低炭素化社会構築のため

の取り組み実績等について紹介すると共に、今回のミッション参加企業による関西

の環境関連技術を紹介するセミナー等を実施しました。更に、今回のアマタナコー

ン工業団地があるチョンブリ県の県知事を表敬訪問し、これらの取り組みについて

紹介したところ、今後、チョンブリ県としても協力していくとの意向が示されまし

特集

　また、昨年度に引き続き参加した「ENTECH　POLLUTEC　ASIA」では、今年

度はドイツや韓国が出展を見合わせたこともありますが、今年度はJETROと共催で

実施した結果、「ジャパン・パビリオン」として１２ブース（１３企業・団体。

内、Team　E-Kansaiメンバー１１社・団体）を出展し、日本の存在感を大きくア

ピールできる良い機会となりました。更に、専任のコーディネーターによる事前ビ

ジネス・マッチングを展開した結果、昨年度の倍近くの３０８件の商談が行われ

（うち、成約件数１件、成約見込件数８件）、質の高い商談が実施されました。

ワークショップ 永塚局長挨拶

ワークショップ／セミナー会場の様子
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　今後、近畿経済産業局では、こうした商談を引き続きフォローアップし、成約に

向けた支援を継続すると共に、アマタナコーン工業団地での環境配慮型工業団地の

モデルプランの策定に向けて、Team E-Kansai、更には、JETRO 等 Team E-Kansai

支援・協力機関と連携しつつ、ビジネス促進を図ってまいりたいと考えています。

Ｅｎｔｅｃｈ展　商談会の様子

ブース全景
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中小企業発！世界の水環境改善への挑戦
株式会社エイトテック　代表取締役　木村　俊雄さん

「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。今回は株式会社エイトテック、菊正宗酒造株式会社をご紹介します。

担当課室：環境・リサイクル課

　環境・リサイクル課では、平成２０年１１月に「関
西・アジア　環境・省エネビジネス交流推進フォー
ラム」を立ち上げ、アジア等で拡大している環境
ビジネス市場への事業展開を支援しています。
　本フォーラムにおいては、タイ・中国（主に遼
寧省及び広東省）を重点地域とし、現地へのビジ
ネスミッション派遣や受入れ等の個別ビジネス展
開支援や、関西の強みを活かしたシステム提案型
のビジネスモデルの構築支援、またそれらを支え
るビジネス交流基盤を確立するための相手国関係
機関との協力の枠組み構築等を行っているところ
です。
　今回は、昨年本フォーラムで実施したタイへのビジネスミッションに参加された
株式会社エイトテック（本社：大阪市）の海外展開への取り組みについてご紹介し
ます。

　昨年の５月にタイのバンコクで開催された「ENTECH POLLUTEC Asia ２００９」
の展示会では、「次亜塩素酸生成装置と超音波流量計」をパネル展示していただきま
した。
　株式会社エイトテックは、もともとは精密板金・試作品製作の会社として平成元
年に創業された会社です。脱サラして始めたという精密板金・試作品製作という仕
事は、ほとんどは得意先が設計した部品を図面通りに製作する受注生産とのことで
すが、社長には物づくりの会社をやるからには自社製品を作ってみたいとの夢があ
りました。また、たまたま以前に勤めていた会社で水道用鋳鉄管の技術部や営業部
に所属していたこともあり、水道事業に関して多少の知識があったそうです。
　そこで開発されたのが、水道水に少量の食塩を添加して電気分解することにより
殺菌力のある次亜塩素酸を生成できる、持ち運びの簡単な小型の生成装置
「NatuLyzor　ET」です。次亜塩素酸はノロウィルスやＯ－１５７などほとんどの病

8 E ! KANSAI   2010 年 10 月号

<企業紹介のコーナー>



原微生物の殺菌に有効で、厨房の衛生管理や
手指の洗浄・食材や調理器具の殺菌洗浄・院
内感染予防・お風呂の殺菌などの用途があり
ますが、中小企業が自社製品販売するとなる
と流通の問題など難しいところもあります。
　「ENTECH　POLLUTEC」展 で は、水 道
水に含まれているミネラルを原料に無添加で
殺菌する上水道向けの次亜塩素酸生成装置
「ミネラリー」を展示したところ、大学時代に
日本に留学していたタイ人の財閥系の親友か
ら、１００人ぐらいを対象にした簡易浄水設備の開発が出来ないかとの相談を受け
られたそうです。
　また、大阪市工業会連合会の異業種交流開発プラザ「エックスメイト」のメンバー
の一人がフィジー諸島共和国の名誉領事に就任したのが縁で、昨年の８月には電気
も水道もないフィジー諸島のナイサウサウ村を社長が訪問した時、屋根からの雨水
をタンクに貯めて飲料水として利用している現状に直面しました。
　そこでタンクに貯めた雨水をソーラーパネルで発電した電力で電気分解し殺菌を
することを提案され、東京のフィジー大使館を通じて話を進めているそうです。飲
み水の殺菌用としての海外での実績では、他にもヤマハ発動機株式会社がインドネ
シアで設置した小規模浄水プラントや、カンボジアで東大寺の僧侶がボランティア
で掘っている井戸の水を殺菌するのにも使用されているとのことです。
　最近、環境や省エネルギー関連で、我が国では官民一体となってインフラの輸出
に力を入れていますが、ほとんどは大規模な計画のため、なかなか中小企業が参入
できる余地はありませんが、１００人から２００人を対象にし、村人だけでもメン
テ出来る程度の簡易な浄水プラントに関してはまだまだ参画できる可能性があるか
もしれない、と考えておられます。
　日本の水道の普及率は全国平均で９７％以上ありますが、中国や東南アジアの田
舎ではまだまだインフラ整備が整っていないので安全な飲料水の確保という面では
多くの需要があると思われ、こうした分野にどのように取り組んで普及させていく
かがこれからの課題という同社の今後のさらなるご活躍が期待されています。

会社名：株式会社エイトテック　
所在地：大阪市淀川区三津屋南３－７－３
電話番号：０６－６３０８－７５１７

NatuLyzor　ET
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　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。
　今回は伝統的な生酛（きもと）
造りを安定して行う科学的方法
の確立を成功させ、さらに先進
的技術で健康に関する様々な研
究を行い、乳酸菌と米だけで新
しい健康飲料を開発した菊正宗
酒造株式会社（本社：神戸市東
灘区）をご紹介させていただき
ます。

　神戸の灘といえば日本一の酒どころとして全国的に有名であり、「灘五郷」と呼ば
れるように阪神間の海岸線に沿って酒蔵が点在しています。この地域は、酒造りに
適している山田錦の産地である兵庫県三木市吉川町と、宮水の産地である西宮市と
地理的に近いことから、江戸時代から酒造りが盛んです。

　その灘に本社を置く同社は創業３５０年を超える日本酒の老舗で、１６５９年の
創業以来「辛口ひとすじ」を守り、今に伝えています。同社では日本酒の本来の旨
みを引き出すために生酛造りを行っています。生酛造りとは天然の乳酸菌を利用し
て酵母を育む、江戸時代から続く伝統的な酒造法です。生酛造りには４週間ほどか
かり、一般に普及している市販の乳酸を途中で投入する手法（速醸酛）の倍の期間
を要します。今では生酛造りを行っている酒蔵は全国に数えるほどしかありません。

　同社では「生酛造りをするとなぜお酒が美味しくなるのか」についてのメカニズ
ムを研究してきました。その過程で、生酛造りで活躍する乳酸菌「ラクトバシラス　
サケイ　ＬＫ１１７株」にアレルギー克服などの人の健康を保つための様々な機能性

清酒製造における伝統的製造技術を活かした
機能性飲料の開発

菊正宗酒造株式会社  事業開発部  商品企画課 兼 通販事業課  加藤祐樹さん

<企業紹介のコーナー>

担当課室：産業技術課
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をもつプロバイオティクス効果があることがわかりました。このプロバイオティク
ス効果に着目し、同社でしか生まれないＬＫ１１７株を利用した健康飲料を作りた
いという想いからプロジェクトが始動しました。原材料はアレルギーが比較的少な
い「米」と決め、米由来の健康飲料の開発を経済産業省の委託事業「地域資源活用
型研究開発事業（平成１９～２０年度）」を活用し、自社研究所だけでは出来ない実
験などを新産業創造研究機構、神戸大学や県の工業技術センターなどと協力して行
い、「酒蔵の乳酸菌　米のしずく」が完成しました。原料の米選びも約 1 年半かけて
厳選して行い、ＬＫ１１７株と相性がよく、一般米に比べポリフェノールが約３倍、
食物繊維が約６倍含まれているホシニシキとしました。ホシニシキは稲自体も病気
に強く、健康飲料の原材料には最適だと考えられました。同社の実験では、血圧を
下げたりアトピー症状の改善などの効果が認められ、米を原料とした全く新しい乳
酸発酵飲料として大きな反響を呼んでいます。

　同社は日本酒をつくる過程で培った技術・成果を入浴剤や鍋つゆなど日本酒以外
の分野にも応用しています。今後は日本酒が身体に良いことを消費者に見直しても
らいたいとの思いから、健康食品や化粧品にも力を入れていくとしています。日本
酒の効能を日本酒以外の分野に広げていこうとする、同社のこれからの挑戦に期待
がかかります。

会社名：菊正宗酒造株式会社　
所在地：神戸市東灘区御影本町１－７－１５
電話番号：０７８－８５１－０００１
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http://komenoshizuku.jp/
http://www.kikumasamune.co.jp/


＜海外知財戦略支援に関するこれまでの取組み＞
　中小企業の多くは、海外模倣品対策など、海外における知財の保護・活用が重要な
経営課題の一つであるとの認識はあるものの、資金・人材・ノウハウの制約等から十
分な対策を講じ切れていないのが現状です。
　近畿経済産業局では、海外、特に中国における模倣品対策など知財の保護・活用対
策は最も重要な課題の一つと考え、平成１８年度に「近畿知財戦略本部」事業の一環
として「中国で守って儲ける自社技術」（冊子）や「マンガ中国模倣品対策奮闘記」（マ
ンガ冊子）を作成・配布するなど、中小企業に対する各種の啓発事業を展開しています。

 　　　　　　　　　 　　　
 
＜「技術・ブランドを活かす中国ビジネス」冊子について＞
　近畿経済産業局では、今年度、最近の中小企業が直面する課題
を解決するポイントや、昨年１０月の中国専利法改正に伴う知財
戦略構築に向けた変更点や追加事項を解説した「技術・ブランド
を活かす中国ビジネス」を、中国ビジネスの知財戦略構築に向け
たガイドブックとして作成しました。
　これから中国ビジネスを手がけられる、または、すでに中国ビ
ジネスを展開されている中小企業のさらなる知財戦略構築に向け
た手引き書として、広く活用されることを期待しています。

【冊子の構成】
①はじめに－冊子のねらいー
②中国ビジネスで重要な知的財産とは
   　知的財産権についての基礎情報から、知的財産
　の出願・登録に関する法規制の日中比較、中国ビ
　ジネスで知財を活かすためのポイントを整理しま
　した。
 

「技術・ブランドを活かす中国ビジネス」を作成しました！ 
～中国ビジネスの知財戦略ガイドブック～

（中国で守って儲ける自社技術） （マンガ中国模倣品対策奮闘記）
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TOPICS

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/pages/201010/topics1.pdf
http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/pages/201010/topics2.pdf


③基本ビジネスモデルごとの知財の活用パターン
　　中国ビジネスにおいては、ビジネスモ
　デルに適した知財活用の戦略を構築する
　ことが経営の効率化・高度化に繋がるた
　め、その基本的なビジネスモデルと、モ
　デルごとの知財活用パターンや留意点を
　例示しました。

④中国ビジネスの知財戦略のポイント
　　中国ビジネスで最も重要な契約書につ
　いて、製造委託・共同開発・商標ライセ
　ンスのそれぞれの雛形を例示しました。併せて、契約を進める上でのポイントや
　共同開発における対策・方法も整理しています。

⑤知財関連の相談窓口の紹介
　　ビジネス展開の際に頼りになる関西を中心とした相談窓口について、相談内容
　別に取りまとめて紹介しています。

○コラム
・中国における、特許・実用新案・意匠・商標の出願状況
・中国専利法の改正について（改正ポイント）
・製品輸出の新たな形態としてのインターネットビジネス
・中国における日本企業の模倣品対策について 

本冊子は近畿経済産業局ホームページからご覧いただけます。
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/chizai-book2010/chizai-guidebook2010.html

＜本資料のお問い合わせ先＞
　近畿経済産業局　通商部　国際事業課　　電話：０６－６９６６－６０３２
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http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/pages/201010/topics3.pdf
http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/pages/201010/topics4.pdf


「ワンストップ・サービス・デイ」を開催します！

近畿経済産業局からのお知らせ
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中小企業の皆さんへ

主催：経済産業省、厚生労働省

　　　近畿経済産業局、各府県労働局、各府県、

　　　(独 ) 中小企業基盤整備機構、中小企業応援センター

参加機関：日本政策金融公庫 (国民生活事業・中小企業事業 )、
               商工組合中央金庫、信用保証協会、中小企業基盤整備機構、

               中小企業応援センター、中小企業診断協会、

　　　　　下請かけこみ寺、発明協会各支部、各府県労働局、

               日本貿易振興機構

相談内容：金融、経営相談、下請取引、知的財産、雇用調整助成金、
               海外展開ほか

資金繰り、経営相談、海外展開、雇用調整助成金の相談まで

一ヵ所で対応します !

近畿地域では右ページの日程・場所で順次開催しますので、

是非お近くの会場を御利用ください。
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■お問い合わせ先　
　近畿経済産業局　産業部　中小企業課

　TEL 06-6966-6024（直）

■他地域の情報は　　
　中小企業庁ホームページ　

　http://www.chusho.meti.go.jp/

　モバイル中小企業庁　からも御覧になれます！

　http://chusho.mjmk.jp　　

開催日及び開催場所

福 井 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和歌山県

8日

26日

8日

19日

8日

24日

12日

22日

 8日

30日

 8日

24日

 8日

15日

( 金 )

( 金 )

( 金 )

( 金 )

( 金 )

( 水 )

( 火 )

( 月 )

( 金 )

( 火 )

( 金 )

( 水 )

( 金 )

( 月 )

10:00～16:00　福井商工会議所 ２階 相談ブース

10:00～16:00　福井商工会議所 ２階 相談ブース

10:00～16:00　コラボしが２１ ３階 中会議室１ 

10:00～16:00　コラボしが２１ ３階 大会議室

10:00～16:00　京都府中小企業会館 ７階 ７１０会議室

10:00～16:00　京都商工会議所 ２階 教室

10:00～16:00　大阪商工会議所 地下１階 １号会議室

10:00～16:00　大阪商工会議所 ４階 ４０１会議室

10:00～16:00　ひょうご産業活性化センター ７階 ホール

10:00～16:00　ひょうご産業活性化センター ７階 ホール

10:00～16:00　奈良商工会議所 ４階 中ホール

10:00～16:00　奈良県文化会館 ２階 集会室Ａ・Ｂ

10:00～16:00　和歌山商工会議所 ４階 大ホール

10:00～16:00　和歌山商工会議所 ４階 大ホール

10 月

11 月

10 月 

11 月

10 月

11 月

10 月

11 月

10 月

11 月

10 月 

11 月

10 月

11 月

QRコードからもアクセスできます！

近畿経済産業局からのお知らせ

http://chusho.mjmk.jp


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 ENTECH  POLLUTEC  ASIA  2010 出展風景
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