特集

近畿地域中小企業海外展開支援事業について
〜中小企業の海外展開を積極的に支援します！〜
担当課室：国際事業課
リーマン・ショックを契機に世界経済は急速に悪化し、我が国経済も大きな打撃
を受けました。景気が回復しきらない中で、急激に円高が進行し、我が国経済は更
なる打撃を受けています。そのような状況の中、人口減少下の我が国市場は、中長
期的な拡大が見込めない状況にあります。
一方、アジアをはじめとする新興市場は、中間所得者層の拡大によって著しい成
長を遂げており、その成長を取り込むことは、中小企業にとっても重要です。しか
しながら、現状では、大企業と比べて輸出を行っている中小企業の割合は低く、中
小企業は、今後、積極的に海外展開を進めていくことが必要となっています。
こうした背景の中で、６月３日に取りまとめた「産業構造ビジョン２０１０」に
おいては、「アジアをはじめとする海外の新興国は市場規模が拡大し、購買力が伸
びていくことが見込まれる。そうした中で、中小企業も大企業からの受注生産に依
存するのではなく、自社ブランドでの取引を行い、自ら成長する海外の市場と繋
がっていくことが重要となっている。こうしたことから、中小企業の国際展開の課
題を克服するために、海外展開の準備段階から、契約段階までを、国内外で一貫し
て支援することが重要となる」としています。
また、６月１８日に閣議決定された新成長戦略「成長戦略実行計画」では、早
期実施事項として「中小企業の海外展開支援パッケージの創設」を挙げており、
２０２０年までに「中小企業の海外事業の拡大」を実現することを目標としていま
す。
さらに、円高、デフレへの緊急対応として９月１０日に閣議決定された「新成長
戦略実現に向けた３段構えの経済対策」では、
「中小企業の海外展開を支援するため、
体制を整備し、海外バイヤーの招へいや、海外展示会への出展支援の拡充等を実施
する」ことが盛り込まれました。
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このような状況の中、経済産業省では、中小企業の海外展開への積極的な支援を
行うため、１０月５日に経済産業大臣を長とする「中小企業海外展開支援会議」が
設置されました。これを受け、近畿地域においても１０月６日に近畿経済産業局長
を長とする「近畿地域中小企業海外展開支援会議」を開催したところです。
本会議は、近畿経済産業局が、日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、中小企
業基盤整備機構（中小機構）近畿支部と協力しつつ、近畿農政局、府県、政令市、
支援機関及び金融機関の協力を得て、各機関の持つ施策や機能を横断的かつ一体的
に活用することにより、近畿地域の中小企業の海外展開を、より強力に支援してい
くこととしています。
当局は、これまでもジェトロ大阪本部、中小機構近畿支部とスクラムを組み、中
小企業応援センター等の他機関とも連携しながら、海外販路開拓に関する各種支援
を行ってきましたが、今後は、新たな支援体制の下、より充実した海外展開支援を
行ってまいります。

近畿地域における支援体制について
中小企業海外展開支援会議 （議長：経済産業大臣）

・海外見本市への出展
・海外でのテストマーケティングに参加
・ミッションに参加
・海外商談への対応 など
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主な関係機関
海外のビジネス
情報を広く収集
したい

近
畿
地
域
の
中
小
企
業

第１回会議：平成２２年１０月６日開催

地方自治体

支援方
法等に
ついて
相談

■支援メニューの共有 ■情報共有 ■最適な支援策の選択

府県・政令市

近畿経済
産業局

ジェトロ
大阪本部

金融機関

商工会議所
商工会
海外見本市や
海外ミッションに
参加したい

近畿地域中小企業海外展開支援会議
（総合的コーディネート）

中小企業
応援センター
海外展開につい
てアドバイス・支
援が欲しい

成功
事例
の
共有

成果
の
報告

情報
共有

近畿農政局

中小機構
近畿支部

支援機関

金融機関

・ 近畿商工会議所連合会
・ 近畿府県商工会連合会
連絡協議会
・ 関西経済連合会 など
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・ 日本政策金融公庫
など
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近畿地域中小企業海外展開支援実務者会議

また、海外展開を図るにあたっては、海外、特に中国における模倣品対策など知
財の活用・保護対策が重要なことから、中国における知財の保護・活用、具体的に
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は模倣品対策とライセンス契約（中国知財ビジネス）をテーマとし、中小企業等の
支援及び知財戦略に対する取り組みの定着促進を目的に「中国ビジネス知財戦略基
盤定着支援」を行っています。
具体的には、中小企業向け訪問指導、弁理士・弁護士等の支援人材向け専門家研
修、中国知財事務専門職の育成・確保に向けた中国人留学生向け知財啓発セミナー
の実施、訪問支援実施企業等が継続的に知的財産を活用し知的財産経営を実現・定
着するためのフォローアップ、支援人材のコミュニティ形成等、各種支援を行って
います。

中国ビジネス知財戦略基盤定着支援事業
～中小企業等の中国ビジネスにおける知財戦略を支援～
支援企業（中小企業・団体）の募集・選定
（６社・団体程度）

【目的①】
中小企業等の知財戦略支援！
（中国ビジネス分野に特化した専門的アドバイス）

中国ビジネスにおいて知財の保護・活用に
具体的な課題を有する中小企業・団体

【目的②】 専門家支援人材のスキルアップ！
座学研修
・専門知識の習得（中国の法 支援チーム
令、契約、権利行使等）
（複数）を組成
・グループディスカッション等

受講者の募集・選定
（弁護士弁理士等13名）

今後、中小企業等の中国
知財ビジネスの支援を希
望する専門家

支援チーム受入れ
（２回程度）

実地研修
（訪問指導）
チームリーダーの指導
の下、中小企業等を２
回程度訪問し、具体的
な指導・アドバイス、企
業からのフィードバック
を実施。

【目的③】支援人材の裾野拡大！
中国人留学生への知財普及啓発、支援人材のコミュニティ形成
啓発セミナー
中国人留学生の募集
（各会場20～60名程度）
日本語が堪能で、知
財実務に関心を有す
る中国人留学生

・中国人留学生であるメリットを
生かせる中国ビジネスの知財
を知り、知財専門職や知財に
関わる仕事の魅力を実感させ
るセミナーを開催。
・京都、大阪、神戸各1回開催

意見交換会
日中の架け橋となる
留学生と、中国ビジネ
スに取り組む企業及
び士業事務所等との
意見交換の場を設定。

コミュニティ
会合
・委員、20～22年度専
門家受講者、中国人
留学生の議論の場を
設定し、支援人材のコ
ミュニティネットワーク
づくりのための会合を
開催、また活躍の場を
設定。
・スキルアップした支
援人材のリストを作成
し、ＨＰにて公開。

また、先進国市場が相対的に縮小する中、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５兆ドルを超える途上国低所得者層（Base of the Economic
Pyramid（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堅・中小企業にとっては未だなじみがなく、そ
の参入には大きなチャンスがある反面、様々なリスクが存在します。
そのため当局では、BOP ビジネスに関するセミナーや研究会の開催、次世代有望
市場開拓に取り組む先進企業の事例発掘調査等により、中堅・中小企業の BOP ビジ
4

E ! KANSAI 2010 年 12 月号

特集
ネス参入支援にも取り組んでいます。
このほか、メールマガジンの配信や講演会・セミナー、中小機構及びジェトロと
の連携による専門家相談や出前セミナー等の実施により、幅広く国際化に関する情
報を提供しているほか、ホームページでは、新たに海外展開を目指す中小企業や、
さらなる海外販路の拡大を目指す中小企業等に向け、海外展開にかかる様々な支援
施策・イベントの紹介、海外展開のヒントとなる先進的事例等を掲載しています。
また、中小企業の海外展開支援の一環として、海外の優秀な人材の獲得により、
海外展開事業の円滑化・拡大、海外販路の拡大、海外ニーズを踏まえた商品開発等
につながっている先進事例、海外人材活用のポイントも紹介しています。
このように、当局では、様々な形で中小企業の海外展開支援を行ってきましたが、
１０月８日に閣議決定された「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」にお
いては、
「海外展示会への出展支援の拡充、海外特許出願支援の強化等を実施し、中
小企業海外展開支援会議の下で、地域での中小企業の海外展開を促進する」ことが
盛り込まれるなど、まさに、中小企業の海外展開支援は我が国政府のなかでも重要
な政策課題となっています。
当局では、従来から実施してきた海外展開支援のノウハウを活用しつつ、新たに設置
した「近畿地域中小企業海外展開支援会議」において関係機関等とも緊密に連携を図り
ながら、今後も中小企業の海外展開を積極的に支援してまいります。
なお、海外展開についての御相談は、以下の窓口までお気軽に御連絡ください。３機
関が一体となって情報共有し、相談・支援を行います。

【海外展開に関するお問い合わせ先】
・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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< 企業紹介のコーナー >
「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。今回はバイオベース株式会社、丸滋製陶株式会社をご紹介します。

植物からつくるプラスチックの製造で
地球温暖化防止に貢献！
バイオベース株式会社

代表取締役社長

寺田

貴彦さん

担当課室：バイオ・医療機器技術振興課
バイオ・医療機器技術振興課では、
各 種 施 策 に よ り、バ イ オ 関 連 ベ ン
チャー企業のビジネス展開を支援し
ています。
今回は、耐熱性及び耐衝撃性に優
れた１００％植物由来プラスチック
（バイオプラスチック）の研究開発に
成功されたバイオベース株式会社（本
社：大阪市）をご紹介させていただ
きます。
植物を原料とするバイオプラスチックの主な素材のポリ乳酸は、再生可能な植物
資源を原料とし石油消費の抑制に貢献するとともに、一定条件下で生分解すること
で、廃棄物削減にも貢献する地球環境保全に適した材料として注目されています。
しかし、ポリ乳酸は他のプラスチック原料と比較した場合、その耐熱性と耐衝撃
性が著しく低く、それを用いた製品化への大きな障壁でした。
そこで大阪大学、大阪市立工業研究所を拠点とする研究開発型ベンチャー企業と
して、平成１８年１０月にバイオベース株式会社が設立され、問題点解決のため、
研究開発活動を開始します。中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
に基づき、その研究計画の認定をうけた後、平成２０年度より経済産業省近畿経済
産業局の委託事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」の採択をうけ、研究開発を加
速していき、一定の成果を得ることに成功します。
具体的には、独自の添加剤を開発し、ポリ乳酸の結晶化速度を高めると共に、柔
軟性を付与させることにより、耐熱性や耐衝撃性を著しく向上させることができま
した。また結晶化速度が高まったことにより、生産性も飛躍的に向上し、コスト削
減にも繋がりました。
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これにより、従来、ポリ袋等に使用が限られたポリ乳酸の用途が、各種雑貨や家
電製品等幅広く広がるものと期待されています。
これら研究開発の成果は高く評価され、大阪府等が主催する「第 8 回バイオビジ
ネスコンペ JAPAN」において最優秀賞を受賞しました。
また、同社は、同じく近畿経済産業局が支援しているバイオベンチャーの起業支
援を目的とした、弁護士・弁理士・公認会計士によるチーム「関西バイオビジネス
研究会」の支援を受け、ビジネスプランを作成しました。これにより、開発された
研究成果を特許として有効に取得し、効果的に活用するとともに、多岐にわたるユー
ザーに対して、個々のユーザーニーズを見据えたマーケティング戦略を立ててビジ
ネス展開をされており、これまで数多くの提携機関及び取引先を発掘するに至って
います。
今後の目標としては「製造規模のスケールアップによる商品毎のコストダウン。
そのためには、研究開発をさら促進する一方、注文のあった商品の製造を一つ一つ
丁寧にこなし、ビジネスとして成立する部分は確実にこなしてそれを広げていける
よう努力し続けること。」
地球環境にやさしい製品材料の研究開発に引き続き取り組む同社の飛躍に期待が
かかります。

自治体名：バイオベース株式会社
所 在 地：大阪市淀川区西中島六丁目２−３−３２８
電話番号：０６−６９６３−８１２１
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< 企業紹介のコーナー >

信楽焼を取り入れた生活スタイルを消費者へ
丸滋製陶株式会社 代表取締役 今井智一
担当課室：サービス産業室
滋賀県甲賀市信楽地域は、奈良時代中期に聖武天
皇により紫香楽宮が開かれ、また平安時代には、近
江と伊勢を結ぶ伊勢参宮街道として栄えました。近
世に入って東海道が整備されると、水口や土山に宿
場が置かれ、これらを中心に街道の産業や文化が栄
えました。信楽は、付近の丘陵から良質の陶土がで
る土地柄であり、奈良時代中期、紫香楽宮造営に始
まる１２６０年の歴史と文化に支えられ、伝統的な
技術によって今日に伝えられて、日本六古窯のひと
つに数えられています。
信楽陶器工業協同組合が実施した組合員対象の調査によると、生産額は１９９２
年に前年の世界陶芸祭や土物ブームが追い風となり、１６７億９２００万円のピー
クに達しましたが、２００９年の生産額は４６億７千万円と、ピークの３割までに
落ち込んでいます。 信楽陶器工業協同組合の組合員数は現在、１４３社と９２年
の約１割減にとどまっていますが、各社の規模縮小が進んでいます。特に、廉価な
海外製品におされて、食卓用品、花器、植木鉢など一般製品の落ち込みが著しくなっ
ています。このような厳しい状況が続く中、若手窯元たちによるプロジェクト
「SHIN-RA」が２００３年４月に発足しました。
「信楽焼の新たな魅力を探り、うま
く消費者に伝えることで、売れる商品を生み出せるはず」と考え、日常生活の様々
な場面を " やきもの " というマテリアルでトータルに提案する信楽の新しい展開を創
り出す活動です。
今回ご紹介する、丸滋製陶株式会社の今井智一氏は、そのメンバーのひとりで、日々
変化する現代のライフスタイルに似合う信楽焼を目指し、傘立て、ガーデンテーブル、
水鉢、手洗鉢、照明具、花器、水琴等の作品を製作しています。信楽焼の伝統を受
け継ぎながら、現代のライフスタイルに似合う「住まいのやきもの」の製作、提案
を行っています。過度に装飾せず、シンプルな形状をベースとして、家族や友人と
付き合うように長く日常の生活の中に、陶器が自然と溶け込む作品づくりを目指し
ています。
当局では、昨年より関西のデザイン性の高い製品を発掘・紹介した「関西デザイン・
ポテンシャルマップ」及び「関西デザイン撰」を作成しており、今年のマップには
同社の製品「近江蒔絵手水鉢」を掲載しています。この製品は、伝統的工芸品であ
る彦根仏壇の金継ぎの技法を活かした蒔絵と、信楽焼のコラボレーションによる手
8

E ! KANSAI 2010 年 12 月号

洗い鉢です。信楽焼の素朴な焼き肌は、漆が食いつきやす
いように仕上げてあり、蒔絵は、緻密に調合され色出した
漆を使い、陶器の絵付けでは出来ない繊細な筆のタッチで、
ときには大胆に漆と金を使って描いています。信楽焼の焼
き手と彦根仏壇の蒔絵の描き手との伝統の技術が高いレベ
ルで一体となった作品に仕上がっています。
「問屋・流通から仕事を割り当てられてばかりだと、職人の手が使われなくなり、
地元の伝統の技術が廃れていく状況にある。手を抜かず、最高の技術を製品にだし
ていくことを目指した。また、日常風景に目をとめて、感動やわくわく感を商品の
デザインに取り入れることを考えながら製作することで、改めてデザインの楽しさ
を確認することができた。」と、今井社長は本製品に込めた思いを語られます。他にも、
岐阜の和紙メーカーとの照明器具開発など、全国の伝統工芸や異素材と融合した作
品づくりへの挑戦を続けています。
さらに、１０月−１１月に開催した
「信楽まちなか芸術祭（ライフセラミッ
ク展 / 写真右）」では、現在活躍中のデ
ザイナーや若手デザイナーとのコラボ
レーションにより開発したデザイン製
品の展示を行うなど、積極的な情報発
信も行っています。
「展示会にて消費者・
マーケット（使い手）と直に接する機
会を持つことは、とても重要。」と考え
ている今井社長は、製品展示だけでな
く、その製品が生まれた土地、空気を感じ、それらがどのように作られたかを知っ
てもらうため、製作過程や信楽の風景等をスライドで映し、製品と一緒に見てもら
うことを心掛けています。信楽の新たな可能性を探りつつ、日常生活の中に " やきも
の " を取り入れた心地よい暮らしづくりのために、消費者とつくり手の心のキャッチ
ボールから生まれる商品づくりを目指しています。

会社名：丸滋製陶株式会社
所 在 地：滋賀県甲賀市信楽町長野９５３
電話番号：０７４８−８２−００３３
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http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
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。
今月の表紙はニューヨーク国際ギフトフェア（2009 年 8 月）ジャパン・パビリオン

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

