


 グローバル競争が激化する中、中小ものづくり企業が競争力のある企業経営を行ってい

くには、技術のみならず第四の経済価値として期待されているデザインをビジネス展開

の手段として戦略的に活用することが重要です。中国、韓国をはじめとするアジア諸国

では、デザインを国家戦略や新資源として位置付けて、国を挙げたデザイン振興に取り

組んでおり、日本のものづくり力を急速に追い上げる勢いで成長しています。

 日本のものづくり競争力強化のためには、ものづくり企業がデザイン経営を実践すること

が重要であり、ものづくりの企画段階からデザイナーの役割が大きな鍵となります。

 デザイン経営の実践においては、“ものづくり”を熟知し、造形表現で商品の価値を高め

る表層的な能力「デザイン提案能力」に加え、経営戦略の中でデザインを活用するための

知的財産権に関する知識とそのマネジメント能力を有したデザイナーが求められます。

 そのため、近畿経済産業局では、次代を担う若手デザイナーを対象に、知的財産権につ

いての知識と、より実践的なデザインマネジメントを学べる講座「デザイン道場」を平

成２０年度・２１年度と２回開催しました。

 デザイン道場は、デザインマネジメントの体系的な知識、知的財産権の基礎から応用・

実践的な知識の習得を目指したカリキュラムで構成さ

れており、学生、社会人と計８２名の受講生が集ま

り、熱気あふれる集中講義となりました。

 各講座の講師には、デザインビジネスの最前線で活

躍されているデザイナー・弁理士等をお招きし、座学

に加えて講師と受講生との相互ディスカッションの時

間を設けました。また、ケーススタディによる教育効

果の拡充を図るため、受講生に対して課題を提

担当課室：サービス産業室

特集

～デザイン道場卒業生による国際見本市「LIVING＆DESIGN」出展企画～

昨年度のデザイン道場受講風景
（テーマ総括ディスカッション時）
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示するデザイン演習を行いました。デザイン提案能力の習得に加え、今後、メーカーと

ユーザーの間に立つデザイナーにとって必要とされる、商品開発や販売戦略における課

題解決の手法を学ぶために、マーケットでの多様な価値観・ものの見方、その本質に触
れる内容を盛り込んだカリキュラムとしました。
　そして今年度、学んだ知識や成果を発表する場として、社団法人大阪国際見本市委員会
の協力を得て、デザイン道場卒業生が企画・デザインする作品を、今年の９月２９日から
１０月２日まで開催した国際見本市LIVING＆DESIGNへ出展する機会を設けました。
　作品製作を希望するデザイン道場卒業生を募集したところ、フリーデザイナー、企業
のインハウスデザイナー、学生を合わせて９人のメンバーが集結しました。
　参加デザイナーは、企画段階から展示イメージについて何度も議論を重ね、「くらし方」
に対してのアプローチと素材・技術を活かすという発想から、テーマを「マルチユース
（multi-use）」と決定し、デザイナーそれぞれの視点から日本のくらしの本質にせまりまし
た。素材や技術を活かし、制作する“ もの ”が置かれる状況、ものづくりを続ける企業
の現場も念頭に置きながら、新たな価値を付加した商品提案を行いました。
　彼らの想いに賛同した関西各地のものづくり企業のご協力を得て、伝統産業・地場産
業の持つ技術・素材と若手デザイナーとがコラボレーションが実現し、新たな価値を付
加した製品が完成しました。
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sun glass studio kyoto（京都府八幡市）･
（株）卯山製陶　×　竹田純
　＝　器･花瓶／照明（陶器･ガラス）

丸滋製陶（株）（滋賀県信楽）
　×　小山豊
　＝　キャンドルベース花器

 

（株）いばらき（兵庫県明石市）･
丸滋製陶（株）　×　黒田久美子
　＝　茶器３点セット－信楽焼×朝宮茶

（株）いばらき･芳本製箸所･
阪口製材所（奈良県吉野）
　×　小山豊　＝　箸パッケージ

堺注染和晒興業会（大阪府堺市）
（株）協和染晒工場･（株）北山染工場
　×　斎藤朝子　＝　手ぬぐい

堺注染和晒興業会（大阪府堺市）
（株）ナカニ ･（株）西川由染晒工場
　×　前田佑子　＝　手ぬぐい

4 E ! KANSAI  2010 年 11 月号



　LIVING＆DESIGN 当日、彼らの手作りの展示ブースは、作り手の想いをしっかり

受け止め、様々なシーンで使われる使い手への想いを組み込んだ、デザイナーの想

いのつまった暖かい空間を演出していました。

 　　 

　　

　今回の展示では、連日多くの方がこの「関西ものづくり企業 ×９人の若手デザイ

ナー」ブースへ立ち寄っていただき、それぞれの作品に対し多方面からの引き合い

がありました。また、他の展示会出展が決定したり、具体的な商談が進むなど、次

のステージへ展開しつつあります。

　国際見本市「LIVING＆DESIGN」において、若手デザイナーの感性とものづくり

企業の技術の高さを世界に発信する機会を得られたことは、デザイナーと企業にと

って大変貴重な経験でした。

   
  「関西ものづくり企業×９人の若手デザイナー」ブース 

賀來寿史（大阪府岸和田市／木工家）　×　吉原哲也
　＝　木製ユニット家具
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特集

 ものづくりに対するこだわりを持ち、素材を熟知し、それを活かすための確かな技

術が、ここ関西には存在し、また、そのものづくりの価値を更に引き伸ばすデザイ

ナーの力も存在します。

 これからのデザイナーは、作り手の技術や想いを商品に込め、同時にユーザーの満

足感を両立させる商品開発における課題を解決できる能力が必要です。ものが使わ

れるシーン、それに至る流通、商品化のプロセスから事業戦略・商品戦略といった

経営の領域にいたるまで、デザイナーの役割への期待は高まっています。

　様々な場面・観点からデザインにより課題を解決できるデザイナーが、この「デ

ザイン道場」から生まれ、活躍することで、関西、そして日本の産業活性化に繋が

ることを願っています。

  
にぎわうブース内             信楽ライフ・セラミックス展での展示 
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　最後に、９人のデザイナーを代表して、今回のプロジェクトリーダー黒田久美子

さんのコメントを紹介します。

　デザイナーと名乗るなんておこがましい、まだまだ経験の浅い私たち

の提案に耳を傾け、制作を引き受けて下さった企業の方々、ほんとうに

ありがとうございました。実際に足を運び、様々な会社を訪問させてい

ただくことで、ものづくりの現場を目で見、耳で聞き、手に触れ、心で

感じる貴重な体験をさせていただきました。私たちにとってそれは、こ

れからものづくりをしていく上での大きな力となりました。

　メンバーそれぞれが、悩んだり、自分ひとりでできることは限られて

いるなと無力さや悔しい思いを感じたり…もあったと思いますが、それ

以上に嬉しいこと、感動、発見ができたと思います。

　いい刺激を与えあえる前向きなメンバーと共に、素敵な方々とめぐり

会えたことに感謝です。ほんとうにありがとうございました。そして、

これからもよろしくお願いします。

 

９人の若手デザイナーたち http://designkansai.net/9/
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　（この記事に関するお問い合わせ先）
　　近畿経済産業局　産業部　サービス産業室
　　電　話：０６－６９６６－６０２５



林地残材を温泉施設の加温用ボイラーの燃料として
活用することで、ＣＯ２排出削減に貢献

日高川町

「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。今回は日高川町、日本ポリグル株式会社をご紹介します。

担当課室：エネルギー対策課

　エネルギー対策課では、中小企業や自治体等が省エネ設備投資を行い、その結果
削減されたＣＯ２排出量を大企業等に売却できる排出量取引制度である「国内クレ
ジット制度」の普及啓発及び事業創出支援を行っています。
　今回は、町内に豊富に存在する森林資源を温泉施設の加温用ボイラーの燃料とし
て活用し、ＣＯ２削減に貢献するとともに、エネルギーの地産地消システムの構築に
取り組んでいる和歌山県の日高川町をご紹介します。

　日高川町は、平成１７年５月に川辺町、中津村、美山村が合併してできた町で、
紀伊山地を源流とする日高川流域に位置しています。町の面積の８７．５％が森林
で占められており、自然の豊かなところです。日高川町では、この豊かな自然を活
かして、水力発電（４施設）、風力発電（１，５００ｋＷ×２０基）、太陽光発電（７８ｋＷ）
などの設備を設置し、様々な再生可能エネルギーの導入に取り組んでいますが、今
回豊富な森林資源をバイオマス燃料として活用し、エネルギーの地産地消を目指す
取組に着手しました。

　バイオマス燃料は、平成２０年度に林地残材を微細な粉に加工し、パウダー化す
ることでガスのように直接燃焼させる実証試験を行い、実用性を確認しました。木
質パウダーは、乾燥工程が不要で製造施設を小型化でき、また燃料品質が均質であ
ることから燃焼制御が容易であるため、燃焼ボイラーも小型化できるという特徴が
あります。さらに、重油に比べて安定した価格で調達できるメリットがあるとともに、
地域の努力により更なる価格低下も可能です。

　この燃料は、（財）日高川町ふるさと振興公社が運営する温泉施設「きのくに中津
荘」、「美山温泉愛徳荘」に導入する木質パウダーボイラーで活用することにしました。
これにより、この２施設における年間のＣＯ２削減量は約１５０トンとなりますが、
平成２０年度から経済産業省を中心に政府全体の取組として開始している、中小企
業等と大企業等との排出量取引制度である「国内クレジット制度」に参加することで、

8 E ! KANSAI   2010 年 11 月号

<企業紹介のコーナー>



クレジット売却によるメリットも得ることにしました。今年度、「中津温泉あやめの
湯鳴滝」にも同様のボイラーを設置する予定であり、こちらも併せて国内クレジッ
ト制度の事業計画を申請することにしています。

　木質バイオマスの利活用事業は、採算性では難しい面がありますが、当事業は、
日高川流域という限られた地域で原料調達、製造、燃焼を完結させ、原材料と木質
パウダー燃料の運搬距離を極力押さえてコスト削減をする「地産地消」のシステム
として構築し、採算性の向上を図っています。さらに、林地残材の有効活用による
森林事業の活性化に加え、ＣＯ２排出量削減による地球温暖化防止への貢献やクレ
ジットの売却などのメリットが示されたことで、採算性の観点からのみで判断され
ないような状況をつくりあげることができました。

　１０月からは、「住民参加型木質資源活用モデル事業」として、林地残材の製材所
への運搬を地域住民に担ってもらい、ガソリンスタンドや商業施設で利用できる地
域通貨券を発行する新たな仕組みを構築して取組を強化していますが、この財源に
は国内クレジットの売却益をあてることにしています。今後も、本取組を地域に定
着させるため、地産地消システムの更なる発展を目指します。

自治体名：日高川町　
所 在 地：和歌山県日高郡日高川町大字土生１６０
電話番号：０７３８－２２－２０４８

きのくに中津荘 美山温泉愛徳荘
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　先進国市場が相対的に縮小する中、ハイエンドを強
みとしてきた我が国企業にとって途上国中間所得層
( ボリュームゾーン ) に加え、さらに大きなポテンシャ
ルを有する有望市場として、世界人口の７２％ ( 約４０
億人 )、市場規模 5 兆ドル規模を超える途上国低所得
階層 (BOP 層※) を「世界経済における新たな市場」と
して検討する必要性が高まっています。

　しかし、BOP ビジネスは多くの中小企業にとっては
未だ馴染みがなく、その参入には大きなチャンスがあ
る半面、様々なリスクが存在します。
　そのような中で、今年１０月６日に「中堅・中小企業のためのＢＯＰ ビ ジ
ネスＫＡＮＳＡＩセミナー」を開催し、基調講演や支援策、中小企業の 先 進
的事例発表を行いました。その先進的事例の中から、日本ポリグル株式 会 社
（大阪市）をご紹介致します。

　日本ポリグル株式会社では、水質浄化剤（原料に納豆のねばねばを利用） を 製
造しています。少し専門的にいうと、天然素材“ ポリグルタミン酸 ”を 原 料
とした「安全」で「無害」な凝集剤“ PGα21Ca ”の製造を行っています。
　PGα21Ca は、有機系凝集剤と無機系凝集剤の両方の特性を備えた凝 集 剤
です。有機物のポリグルタミン酸架橋物とカルシウム化合物などの無機 物 を
原料としています。
　他の凝集剤と違って多機能な働きをするため、様々な排水・汚水の浄 化 に
対応できます。

バングラデシュでの BOP　ビジネスの経験を語る
日本ポリグル株式会社　代表取締役会長　工学博士　小田　兼利

<企業紹介のコーナー>

担当課室：国際事業課

（※BOP（Base  of  the  Economic  Pyramid）主として途上国の低所得階
層と呼ばれ、一人当たりの年間所得が２００２年購買力平価で３，０００
ドル以下の世帯であり、世界人口の約７割の約４０億人が属する）

 原水（池の水） 凝集 沈降

10 E ! KANSAI   2010 年 11 月号



　小田会長にお話を伺ったところ、最初は会社の経営として、儲かりたいという思
いを普通に抱きながら、この製品を始めたとのことですが、海外の現地に行って、
汚い水を前にして生活している現地の人々にとって、汚い水からきれいな水へと、
自分たちの製品が、とても重要な役割を果たしていることを目の当たりにし、彼ら
のために貢献したいと思い、次第にのめりこんでいくようになり、海外でのビジネ
スでのウエイトも高くなりました。
　このような活動について、小田会長ご自身は意識をしていなかったのですが、ＢＯ
Ｐの１つのモデルとしての評価を受け始めたとのことです。

　日本ポリグル株式会社は、理念・事業を通して環境・自然の重要性やその国の人々
のためになる本当に大切なものは何か、一緒に考えていきたいとのことです。

　バングラデシュでは、「ポリグルレディ」と呼ばれるセールスレディがポリグルの
製品を小分けして対面販売をしています。そうすることで、雇用の創出にも貢献さ
れています。以下にポリグルレディのコラムをご紹介します。

会社名：株式会社日本ポリグル　
所 在 地：大阪市中央区内久宝寺町４－２－９
電話番号：０６－６７６１－５５５０

●きれいな水が飲みたい
私は、サイクロン『シドル』により被災しました。その際に、
日本ポリグルから緊急支援の形で薬剤を頂き、この 2 年間の間
浄化した水を飲んでいます。ポリグルの薬剤をもっとバングラ
デシュに広めたいと思い、ポリグルレディーになりました。

●働きたい
この地域では、女性が働き収入を得ることは難しいです。そん
な時に、ポリグルレディーの募集を知りました。今では、家計
を助けてくれるだけの収入を得ることが出来ています。それか
ら、水をきれいにする仕事なので、多くの人に喜ばれています。

ポリグルタウンレディー　バルグナ県バルグナ市

ポリグルヴィレッジレディー　バルグナ県ポリルカル村
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「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

中小企業の皆さんへ

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
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

年末に向けた資金繰り、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!

近畿地域では以下の日程・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。

近畿経済産業局 産業部 中小企業課
TEL 06-6966-6024（直）

■お問い合わせ先

■他地域の情報は モバイル中小企業庁 からも御覧になれます！
http://chusho.mjmk.jp
QRコードからもアクセスできます！→

中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/ 

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

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

26日

19日

24日

22日

30日

24日

15日

( 金 )

( 金 )

( 水 )

( 月 )

( 火 )

( 水 )

( 月 )

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 大会議室 

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 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　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

11 月

11 月

11 月

11 月

11 月

11 月

11 月
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　経済産業省では、平成１８年度から１１月の１週間を製品安全総点検週間と定め、
製品を安全に正しく使用する上で注意すべき事項等についての周知活動を集中的に
実施しています。
　今年度は１１月１５日から１週間を「製品安全総点検週間」とし、近畿経済産業
局では、大阪府消費生活センター（生活情報ぷらざ）においてパネルや事故品を展
示するとともに、再現実験映像を放映し消費者啓発を図ります。
　お近くへお越しの際は、お立ち寄りいただければ幸いです。

皆さまにおかれましても、「製品安全総点検週間」を契機として
身の回りにある製品を点検していただき、製品を安全に

使用していただくようお願いいたします。

製品安全総点検週間における取り組み

１．製品安全に関するパネル展示及び事故品の展示
　　大阪府消費生活センター（生活情報ぷらざ）において、「長期使用製品安全点検
　　・表示制度」等のパネルや事故品を展示するとともに、製品安全に係る再現実
　　験映像を放映し消費者啓発を図る。
　　【展示会場】
　　　期　間：平成２２年１１月１５日（月）～１９日（金）
　　　会　場：大阪府消費生活センター（生活情報ぷらざ）
　　　住　所：大阪市中央区大手前１－７－３１
　　　　　　大阪マーチャンダイズ・マート（ＯＭＭビル）１階
　　　　　　（地下鉄谷町線・京阪電車　天満橋駅下車１号出口すぐ）

２．大阪合同庁舎１号館１階西側ロビーの電子掲示板において、「製品安全総点検週
　　間」のお知らせを掲示。　　　　　　　　　
　　　期　間：平成２２年１１月１５日（月）～１９日（金）

３．製品安全に関する啓発
　　　近畿経済産業局ホームページ上にて、「製品安全総点検週間」に係る周知を行
　　　うとともに、製品事故に対する注意喚起や事故事例等を掲載し啓発を図る。

４．製品安全に関するセミナー開催
　　　主　催：経済産業省、地域婦人団体連絡協議会
　　　日　時：平成２２年１１月１４日（日）　１０：３０～１２：００
　　　会　場：兵庫県立ひょうご女性交流館
　　　住　所：神戸市中央区下山手通４丁目１８－１

　（お問い合わせ先）
　　近畿経済産業局　産業部　消費経済課製品安全室
　　電　話：０６－６９６６－６０９８
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　中小企業の海外展開は、我が国政府の中でも重要な政策課題であり、「新経済成長
戦略」において、中小企業の海外展開支援に積極的に取り組んでおります。

●中小企業の海外展開支援を機能的に実施するため、ワンストップ機能を果
　たす相談窓口を設置しました。

●海外展開支援のご相談は、近畿経済産業局、日本貿易振興機構（ジェトロ）、　
　中小企業基盤整備機構（中小機構）のいずれかにお問い合わせください。
　３機関が一体となって情報共有し、相談・支援を行います。

中小企業の皆様の
　　●海外事業展開について専門家に相談したい
　　●自社開発商品で海外販路を開拓したい
　　●海外で通用するブランドづくりに取り組みたい
　　●海外見本市や海外ミッションに参加したい　　　　
　　●海外展開にあたり金融支援をうけたい　　　　など

そんな声に

応えるために…

海外展開に関心のある中小企業の皆様へ海外展開に関心のある中小企業の皆様へ

【問い合わせ先】

○近畿経済産業局　　　　国際事業課　　　
○日本貿易振興機構  　　大阪本部　事業推進課
　　　　　　　　　　　　福井貿易情報センター
　　　　　　　        　　神戸貿易情報センター
○中小企業基盤整備機構  近畿支部  経営支援課　
　　　　　　　　　　　　北陸支部  経営支援課   
　  

ＴＥＬ：０６－６９６６－６０３２
ＴＥＬ：０６－６４４７－２３１５
ＴＥＬ：０７７６－３３－１６６１
ＴＥＬ：０７８－２３１－３０８１
ＴＥＬ：０６－６９１０－３８６６
ＴＥＬ：０７６－２２３－５５４６
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支援施策例の紹介

※　予算や政府決定によって制度の変更がある場合がございます

・海外事業展開について
   専門家に相談したい
・小グループでセミナー
   を開催し勉強したい

国際化アドバイス（中小機構）
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/advice/000219.html

貿易投資相談（ジェトロ）
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/advice/

国際展開ワークショップ（中小機構）
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/seminar/000222.html

自社開発商品で海外販路
を開拓したい

輸出有望案件発掘支援事業（ジェトロ）
http://www.jetro.go.jp/services/export/

海外展示会出展サポート（中小機構）
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/syuttensupoort/054035.html

海外で通用するブランド
づくりに取り組みたい

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業（経済産業局）
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/index.htm

海外見本市や海外ミッ
ションに参加したい

中小企業海外展示会事業（ジェトロ）
http://www.jetro.go.jp/services/tradefair/

ミッション派遣事業（ジェトロ）
http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/overseas/

海外展開にあたり金融支
援をうけたい

企業活力強化貸付（海外展開資金）（日本政策金融公庫）
（※日本政策金融公庫  大阪支店　TEL:06-6314-7627）
http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/07.html

貿易保険（日本貿易保険）
（※日本貿易保険 大阪支店 営業グループ TEL：06-6233-4018）
http://nexi.go.jp/insurance/ins/index_boueki_frame.html

※上記以外にも様々な施策を用意しております。
　詳しくは近畿経済産業局ＨＰをご覧ください

近畿経済産業局ＨＰトップからバナーをクリック！

（URL） http://www.kansai.meti.go.jp/

http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/glocalPTtop.html


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 

今月の表紙は国際見本市「LIVING＆DESIGN」での
デザイン道場卒業生と関西ものづくり企業とのコラボ作品展示風景

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