


　平成２４年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　昨年は、未曾有の複合的大災害である東日本大震災により、日
本経済全体に大きな影響がみられました。大震災及び台風１２号
で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。我が国経済は、
その後、サプライチェーンの立て直しや消費マインドの回復等に
より、持ち直しの動きもみられましたが、円高や海外経済の減速
により、持ち直しの動きも弱まっております。また、歴史的な円
高に加えて、法人税制、労働環境、環境制約、経済連携の遅れ、
電力制約のいわゆる「６重苦」にあり、我が国経済は厳しい状況
に置かれております。

　こうした空洞化の危機に、関西も例外なく直面しております。加えて、昨秋紀伊
半島を直撃した台風１２号は、地域産業にも大きな被害をもたらしました。当局では、
台風１２号に係る特別相談窓口の設置や現地相談会の実施等の措置を講じてまいり
ましたが、今後も被災された中小企業等の支援に万全を期す所存です。

　このような状況の下、政府では急激な円高や電力需給問題等による産業空洞化懸
念に対応すべく第三次補正予算等を最大限に活用し、成長産業の国内立地促進や電
力需給対策等に取り組んでいるところです。また、産業構造面からみれば、我が国
経済は、従来のいわゆる「やせ我慢の縮小均衡経済」から「価値創造による拡大均
衡経済」への転換が必要であり、国内とアジア大の二つの「イノベーションと需要
の好循環」の構築に向けた取組が重要となっております。

　近畿経済産業局では、これら施策や戦略の着実かつ迅速な実施に努めており、「国
内立地推進事業」等第三次補正予算で実施される各種支援事業の普及・広報を通じ
た関西での積極的な施策展開を行っております。昨年１１月には、こうした各種支
援策を「見える化」し、広く事業者等の皆様に理解していただくため、当局関連施
策集「JUMP UP!KANSAI」を発行しております。今後も最新情報の更新等バージョ
ンアップに努めますので、是非御一読下さい。

　また、政府では、電力需給見通しの厳しい関西において、１２月１９日から１０
％以上を目標とした節電要請を行っております。当局におきましても、「節電対策本
部」を中心に関係機関との緊密な連携の下、節電の周知徹底に努めているところで
あり、「節電エコ補助金」や「自家発電設備導入補助」等の積極的な利活用と併せて、
今後とも関西での電力需給安定化に全力で取り組んでまいります。

近畿経済産業局長　長尾　正彦

年頭所感
“ＪＵＭＰ ＵＰ！ＫＡＮＳＡＩ”
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http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/JUMPUPKANSAI/jumpupkansai.pdf


　さらに本年、当局では、相対的にバランスのとれた産業構造を形成し、豊かな成
長資源に満ちた関西経済が、危機に直面する我が国経済再生の強力な牽引力・原動
力となるべく、以下の施策に重点的に取り組んでいく所存です。

　第一に、ライフ分野・グリーン分野などイノベーションを持続的に展開する「イ
ノベーションプラットフォーム」の構築・推進です。関西には医薬品関連産業や、
医療機器開発に必要とされる高度なものづくり技術を持つ企業、世界的研究機関が、
数多く集積しています。これらの強みを活かし、産学官のオープンイノベーション
が自律的に展開される環境を創出し、世界屈指の医薬品、医療機器の発信拠点とす
ることを目指します。
　エネルギー・環境産業分野では、関西には環境産業の代表とされるリチウムイオ
ン電池等の大規模投資が集中しており、これら成長産業の立地支援やスマートグリ
ッド・スマートコミュニティの形成促進、水ビジネス等関西の優れた環境産業の海
外展開支援等を通じ、関西の国際競争力をさらに強化いたします。

　第二に、中小企業の潜在力活用・経営力強化を通じて、強靱な地域経済基盤を構
築いたします。優れたものづくり企業等が多数集積する関西において、現下の円高
や産業空洞化等に適切に対応しつつ、資金繰り支援、技術力強化、海外展開支援等
を通じて、中小企業が持つ潜在力を最大限に引き出し、経営力をさらに強化するた
めの取組を推進していきます。
　農業の産業化支援も重要な課題です。従来までの農商工連携や地域資源活用を推
進するための支援に加えて、農政局や経済界とのより一層の連携の下、農業の産業
化支援に向けた本格的な取組を強化してまいります。

　第三に、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
スの振興です。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、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組を行ってまいります。

　関西は、進取の気風に富み、これまで多数の新商品・新サービスを生み出し、日
本の発展をリードしてきた歴史と伝統を有する地域です。我が国が再び輝きを取り
戻し、世界の中で尊敬される国として再生するためには、関西の活性化が不可欠で
あり、国・自治体・経済界等の各主体がそれぞれの強みを発揮し、適切な役割分担の下、
一丸となって取り組むことが重要です。

　近畿経済産業局は、上述した各種施策の実施等を通じて、関西が持つ限りないパ
ワーとエネルギーを顕在化し、関西の飛躍“JUMP UP! KANSAI”により日本再生に
向けて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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　　　はじめに

　地球温暖化問題を始めとする環境問題への対応は、 長期的な観点から取り組む

べき重要課題です。 とりわけ人口増加や経済発展に伴い、 環境負荷が増大して

いるアジア地域においては、 その重要性が一段と高まっています。

　関西地域は、 環境 ・ 省エネ関連技術の集積が高く、 環境やエネルギー関連の

大学や研究機関も多いといった特色があり、 この幅広い集積を活かして、 アジア

の環境課題の解決に貢献していくことが期待されています。 また、関西からみれば、

拡大するアジアの環境市場は、 ビジネス拡大のチャンスとも言えます。

　しかしながら、 関西に潜在する環境 ・ 省エネ関連技術等が、 恒常的な形でアジ

アに貢献していくためには、 広くビジネスとしてアジア市場で受け入れられる仕組み

づくりを官民一体となって進めていくことが不可欠です。

　このため、 近畿経済産業局においては、 ２００８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 （Team E-Kansai）」 を設立し、 関西の環境 ・ 省

エネ分野での一大集積のメリットを活かし、 アジア地域での環境負荷低減に貢献する

とともに、 関西とアジアとの環境・省エネビジネスの連携促進を図っているところです。

　以下では、 当フォーラム及び、 ２０１１年４月に大阪商工会議所とともに設置した

水分科会の取り組みについてご紹介します。

　　　１． 「関西 ・ アジア　環境 ・ 省エネビジネス交流推進フォーラム」 の取り組み

　「関西 ・ アジア　環境 ・ 省エネビジネス交流推進フォーラム」 には、 アジアでのビ

ジネス展開を志向する関西の環境 ・ 省エネ関連企業１７１社 （２０１１年１２月現在）

が会員として参加しています。 環境 ・ 省エネ分野は現地地方政府の規制等により、

大きく影響されることから、 当局が現地政府とのネットワークを図りながら、 ミッショ

ンの派遣、受入れを通じて、展示会への共同出展やビジネスマッチング会、セミナー

等を実施しています。 また、 現地の課題に対応するソリューション提案を行うため、

関西の様々な技術 ・ ノウハウを組み合わせたシステム構築によるプロジェクト化を進

めています。 現在、 重点地域はタイと中国の遼寧省、 広東省ですが、 今年度か

らベトナムへの拡大を図っています。

特集

担当課室：資源エネルギー環境課

関西の水ビジネスをアジアに発信！
～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) の取り組み～
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　これら事業の推進にあたって、ＪＥＴＲＯ等の公的支援機関や関西経済連合会等の

経済団体、 さらには自治体等様々な組織に支援 ・ 協力機関として参画いただき、

各機関が有するプログラム等との連携等により、 様々なメニューを通じて企業の海

外展開支援を図っています。

 

　最近、 実施した主な事業は以下のとおりです。

（１） ミッション派遣 ・ 受け入れ 

（２） システム提案型プロジェクトの推進 

　アジアにおける環境 ・ 省エネ分野でのビジネス展開を促進するため、 現地の実

特集

２０１１年１月、 遼寧省へミッション （参加企業６社） を派遣し、 商談会 （商

談７２件、 継続１８件）、 セミナー及び政府との意見交換等を実施しました。 

２０１１年６月、 タイへミッション （参加企業６社） を派遣し、 “Entech Pollutec 

Asia　２０１１ ” に出展しました。 （商談件数 ： ２５６件、 うち、 成約４件、 継

続 36 件） また、 ２０１０年９月に締結したフォーラムとタイ工業連盟等とのビ

ジネス連携のための文書に基づき、 共催でワークショップを開催しました。 

２０１１年７月に広東省佛山市南海区へミッションを派遣 （参加企業６社） し、

事前に現地企業２０社の具体的課題を把握し、 マッチングを実施しました。 

２０１１年９月、遼寧省から訪日団 （１２名） を受け入れ、技術プレゼンテーショ

ン等を実施しました。

★   関西・アジア　環境・省エネビジネス交流推進フォーラム
http://www.kansai.meti.go.jp/team_e_kansai/index.html

・

・

・

・

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：平成 20 年 11 月
会長：古川実（日立造船㈱　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 170
分科会：水分科会（2011 年 4月設置）

海外展開支援機関

地域の経済団体及び関連機関

自治体等

（日本貿易振興機構、新エネルギー・産業技術総合開発
機構、海外技術研修協会、海外貿易開発協会、太平洋
人材交流センター、国際協力銀行、中小企業基盤整備
機構、日本貿易保険、日中経済貿易センター）

（関西経済連合会、大阪商工会議所、日本産業機械工業会、
地球環境関西フォーラム、地球環境センター、日本産業
機械工業会、省エネルギーセンター、APEC バーチャル
センター、環境ビジネス KANSAI プロジェクト）

（大阪府、大阪市、京都エコ産業推進機構、堺国際ビジ
ネス推進協議会）

【当面の重点地域】

支援・協力機関（21 機関）

連
携
・
支
援
・
協
力

持続的・自律的ビジネス連携の
ためのネットワーク構築

連携

連携

MOU等ビジネス連携促進のための
枠組み整備

●アジアでの展示会共同出展や商談会
●アジアからのミッション受け入れ
●システム提案型プロジェクトの推進
●セミナーやメルマガ等による情報提供
●メンバー企業技術等の情報発信

タイ

遼寧省

広東省

重点地域の
拡大

（ベトナム等）

モデル事
業実施

モデル事
業の他地
域展開

目標：環境を核とした関
西とアジアとの経済交
流関係の深化・拡大

近畿経済
産業局

現地政
府機関

関西･アジア
環境・省エネ
ビジネス交流
推進フォーラム

現地民間
団体
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情や課題、 事業可能性等を詳細に調査した後、 その課題を解決できるプロジェク

トを複数の企業で組成し、 具体的なシステム提案を行う取り組みも行っています。

　その一つとして、 平成２１年度及び２２年度、 タイの工業団地の廃棄物リサイクル

状況等について調査しましたが、 現地では廃棄物が十分資源としてリサイクルされ

ておらず、 日本の再資源化技術を導入することが有望であることが明らかとなりまし

た。

　そのため、 両国の継続的な協力関係を構築すべく、 ２０１０年９月に、 当フォー

ラムとタイ工業連盟がＭＯＵを、 当局とタイ工業省等とが協力文書をそれぞれ締結

するとともに、 これまで具体的な提案に向けてのタイの政府 ・民間機関との双方向

の情報 ・意見交換を続けています。

　タイ側でも日本の進んだシステムを導入することについて高い関心を寄せられてい

ることから、 今後は、 タイの工業団地で廃棄物リサイクルをワンストップでサービス

提供できる機能を整備するため、 当フォーラムの参加企業で構成する研究会を立

ち上げるとともに、 現地スタッフを育成するための専門家派遣研修や日本に招いて

の研修を実施する予定です。 このような取り組みを通じ、 タイを含め、 周辺アジア

諸国に日本の進んだシステムが導入されることにつながるものと期待しています。

 

　　　２． 水分科会の取り組み

　「関西 ・ アジア　環境 ・省エネビジネス交流推進フォーラム」 の会員の中には、

上下水道や産業排水等水処理技術・ノウハウを持つ企業が多くありますが、 今後、

中国、 インドをはじめとした新興国及び東南アジアの国々において、 人口の増加

や経済発展 ・工業化の進展に伴い、 水処理に対する需要が急速に高まると見込

まれています。

特集

＜南海区での技術プレゼン会＞＜当局とタイ工業省、アマタ社との文書締結＞
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　このため、 ２０１１年４月には、 近畿経済産業局と大阪商工会議所とが共同事務

局となって、 当フォーラムの中に、 「水分科会」 を設置し、 １２１社 （２０１１年１２

月現在） の企業 ・ 団体が参加しています。

　当分科会は、 水ビジネス分野への進出、 水ビジネスの海外展開を目指す企業

支援を目的とし、４月２５日の 「キックオフセミナー」 を皮切りに、年間３回程度の 「例

会」 を通じた①水ビジネスに関する各種情報の提供、②海外展開企業者間の連携

促進や、③展示会等への出展の支援 ・ 商談会の開催の促進、 という主要な 3 つ

の活動を通じて、 メンバー企業の海外展開支援を行っているところです。

　現在までに、 「中小企業総合展２０１１ in Kansai （５月）」 や 「シンガポール国際水週

間 （SIWW） ２０１１　水エキスポ （７月）」、「グリーン産業開発支援国際展２０１１ （１１月）」

等各種展示会にて出展を希望した企業とともに水分科会ブースを設置し、 国内外

の顧客へ関西の水関連技術 ・ 製品の PR を行うとともに個別商談などを行いました。

１１月にはメンバー企業の 「製品・技術パンフレット」 （日本語版・英語版） を作成し、

展示会での配布や海外からの訪日企業への PR を行っています。 　　

　さらに、 メンバー企業への情報提供のため、 国内外から講師を招いた各種海外

展開セミナーの開催に加え、 企業間連携の促進という観点からは、 メンバー企業

間の 「事業・技術マッチング」 といった活動にも力を入れ、アジア各国の水処理ニー

ズにシステム提案を行えるような事業に繋げていきたいと考えています。

特集

世界水ビジネス市場の地域別成長見通し

（出典）Global Water Market2008 及び経済産業省試算
               1 ドル＝100 円
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西欧

南アジア

北米

中東・北アフリカ

中南米

中東欧

東アジア･大洋州

サブサハラ･アフ
リカ

「今後の市場成長率」
●市場の高成長（年５％以上）が見込まれる地域

●特に市場規模が大きく、その成長が見込まれる国
（市場規模及び市場成長率が世界トップ15に入る国）

南アジア：　 　　10.6％
中東･北アフリカ：10.5％
中東欧：　　　　　6.0％
中南米：　　　　　5.9％
東アジア･大洋州：　5.6％

中国：　　　　　10.7％
サウジアラビア：15.7％
インド：　　　　11.7％
スペイン：　　　 9.5％　等
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　２０１１年１月に実施した遼寧省ミッションに

は、 現在、 水分科会に参加する、 日立造

船株式会社 （H）、アタカ大機株式会社 （A）、

株式会社ナガオカ （N）、ダイセン・メンブレン・

システムズ株式会社 （D） が参加。 本ミッショ

ンでは、 ４社によるグループ 「関西 HANDs」

を結成し、 取水から上水処理、 下水 ・排水

処理、 汚泥処理 ・資源化までそれぞれの強

みを生かし、 遼寧省の水問題に対して最適なソリューションシステムを提案

しました。

特集

関西水関連企業の先進的な取り組み　『関西HANDs』

遼寧省政府との交流会議にて
システムを提案

＜製品・技術パンフレット＞ ＜水分科会キックオフセミナー＞

＜シンガポール水エキスポ　出展＞
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特集

＜シンポジウムの様子＞

　　　３． 水ビジネス ・ シンポジウム in 関西

　「関西 ・ アジア　環境 ・省エネビジネス交流推進フォーラム」 では、 これまで重

点地域の一つとして、 中国　広東省広州市、 佛山市南海区へミッションを派遣し、

環境 ・省エネ分野でのビジネス交流を進めてきました。

　今回は両地域の政府関係者・企業に関西にお越しいただき、２０１１年１２月１３日、

１４日、 「中国 ・ 広東省における水処理ニーズを探る」 をテーマに、 「水ビジネス ・

シンポジウム in 関西」 を近畿経済産業局と大阪商工会議所及び一般財団法人貿

易研修センターとの共催により、 開催しまし

た。

　中国からは総勢２４名の両地域の政府関係

者、 企業の方々が参加し、 １３日には、 政

府代表からの水 ・環境分野での具体的な取り

組みや課題、 各企業からは課題を解決でき

る技術を持つ日本企業に対する期待につい

て発表いただきました。 当日は水分科会のメ

ンバーを中心に約１２０名の関西企業の方々

が参加されました。

　特に、 佛山市南海区については、 当フォーラムとして、 過去３回に渡りミッショ

ンを派遣しており、 また、 南海区は中国国家環境保護部から国家環境サービス

１２・５発展計画等に位置づけられている環境サービス集積区に中国初で認定され、

環境サービス業をはじめ環境保護産業全体の水準の向上とともに、 環境問題の解

決や温室効果ガス排出削減において一層の努力が求められています。

　このため、 関西地域と南海区が双方の適正なビジネス環境の下、 継続的なビジ

ネス連携を促進するため、 相互の協力について、 １２月８日に近畿経済産業局 （資

源エネルギー環境部次長） と南海区人民政府 （副区長） が協力文書を締結し、

本シンポジウムの場において、 報告を行いました。

　併せて、 これまでの南海区とのビジネス交流の成果として進展した大和化学工業

株式会社と広東長天思源環保科技有限公司による 「広東省佛山市南海区におけ

る VOC リアルモニタリングシステムネットワークの構築」 プロジェクトが 「第６回日中

省エネルギー・環境総合フォーラム」 ( 経済産業省・発展改革委員会 ) 認定プロジェ

クトになり、 調印されたことについても報告されました。
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特集

　翌１４日には、 大阪市舞洲スラッジセンターの視察と、 中国側参加企業の詳細な

水 ・環境に係る課題についての事前現地調査を踏まえ、 その課題に対応する技

術を持つ企業とのマッチング会を実施しました。 スラッジセンターにおいては両地

域とも汚泥処理が大きな課題となっていることもあり、 時間ぎりぎりまでたくさんの質

問がありました。 また、 マッチング会では中国企業８社に対して、 関西企業１５社

がマッチングを行い、 計３６件の商談が実施されました。 中国企業から関西企業の

高い技術に強い関心が寄せられましたが、 今後、 成約に結びつけるべく、 現地

のコーディネータとも連携し、 フォローアップを図っていくことにしています。

　さらに、 当局と南海区政府と意見交換を実施し、 協力文書を踏まえた今後の方

針についても、 確認を行いました。

　１５日には、 南海区が川俣水未来センターや大阪市下水道科学館、 午後からは

工業廃水処理技術をもつ会員企業の工場、 研究施設を視察され、 活発な意見交

換も行われました。

　今後、 本シンポジウムや近畿経済産業局と南海区政府とで締結された協力文書

を踏まえ、 当フォーラムにおきましては、 広東省とのビジネス交流をさらに進展させ

ていきたいと考えています。

文書締結を報告する
竹中資源エネルギー環境部次長（左）と

梁南海区環境保護局長（右）

文書締結を報告する
土井大和化学工業（株）社長（左）と
余長天思源環保科技有限公司社長（右）

　また、 両地域においては、 第１１次５カ年計画中の下水道の急速な整備から汚

泥処理が課題となっていることから、京都大学大学院工学研究科津野教授から 「日

本の下水汚泥の資源化の現状と課題」 について、 ご講演をいただきました。



11E ! KANSAI  2012 年 1月号

　　　おわりに

　当フォーラム、 水分科会の取り組みはまだまだ発展途上ですが、 これまでの活

動を通じて、 少しずつですが現地政府や企業との関係・交流を深め、 また現地ニー

ズ ・課題に応じたメンバー企業からの技術 ・製品提案、 ソリューション提案を行うこ

とでビジネス交流を進めてきました。

　今後もメンバー企業間でのマッチング事業

をより深化させることを目指すと同時に、 今

後海外展開をしていくアジア地域として、 中

国 ・ タイに加えベトナムを新たな重点地域と

位置づけ、 活動を行っていく予定です。

　ベトナムへの展開については、 既に、

２０１１年１１月に、 ベトナムからの訪日団２８

名が関西を訪問され、 水分科会会員企業７

社からの技術プレゼンテーション及び交流会を行い、 水処理分野で課題を抱える

ベトナム企業や政府関係者等から高い関心が寄せられました。 今後は、 まず本年

度中にフォーラムとして同国にミッションを派遣し、 現地企業とのマッチングセミナー

などを行うことを予定しています。

　これからも、 「関西 ・ アジア　環境 ・省エネビジネス交流推進フォーラム」 では、

素晴らしい技術 ・製品を持つ関西企業の皆様の環境 ・省エネ ・水ビジネスをアジ

アに向けて展開していくためのお手伝いをしてきたいと考えています。 既にアジア

市場でのビジネス展開を行っている、 これから初めてのアジア市場への進出を考え

ている、 もしくはまだまだ検討中で情報収集を始めたいという企業の方、 本フォー

ラム ・水分科会の活動にぜひご参加をお待ちしています。

特集

＜ベトナム企業へのプレゼン風景＞

＜スラッジセンター見学の様子＞ ＜マッチング会での商談風景＞



神戸から手作りのベビーシューズを
～阪神大震災から復興したシューズのまち長田から、
子どもに夢をとどけるものづくりを　フットドリーム～

「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。今回はフットドリーム、  株式会社ロッコンをご紹介します。

担当課室：サービス産業室

　今月は、 阪神大震災後、 ものづくり復興

工場でOEM （相手方ブランド製品の製造）

の経験を生かして、 デザインと感性を活か

したオリジナルブランドでのファーストシュー

ズ （赤ちゃんが初めて履くシューズ） づくり

に取り組むフットドリームを紹介します。 同

社のベビーファーストシューズは、 当室が

昨年９月に発表した 「関西デザイン ・ポテ

ンシャルマップ２０１１」 にも選定されていま

す。

１．阪神大震災からの復興
　代表の嶺氏は、 靴作りに携わって今年で２７年目のベテラン職人です。 １９９５年の

阪神大震災以前は、 奄美出身の兄弟とともに、 神戸で子ども靴や婦人靴の OEM

製造業を営んでいました。 震災により工場が全壊、 兄弟はばらばらになってしまいま

したが、 優れたものづくり技術の創造的復興を目指して神戸市がものづくり復興工場

をオープンしたことを機に入居し、 地元で夫婦で力を合わせてシューズ作りを続けて

います。 子ども達に夢を届けたいとの思いで、 OEM 生産のみならず、 オリジナルブ

ランドでの製品開発に取り組んできましたが、 想いを伝える、 売れるシューズづくりへ

の道は険しいものでした。

２．デザインを取り入れたシューズづくりの重要性への気づき
　嶺氏がそれまで取り組んできた OEM 生産では、 コストダウンの追求に最も重点が

置かれていたため、 最初はオリジナルシューズ開発においても、 いかに安くするか

に注力すべきだと考えていました。 そんな時、新産業創造研究機構NIROの支援で、

神戸芸術工科大学の大田尚作教授の指導を受け、 差別化や高付加価値のものづく

りを学びます。 当初、 シューズは芸術作品とは違うと考え、 シューズとデザインとの

関係性を理解することができなかった嶺氏も、 大田教授からアドバイスを受ける中で、

シューズ作りにおいても、 色や形だけではないデザインの重要性に気付きました。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

思いをこめて手づくりされるベビーシューズ

http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/design/23fymap/sakutei.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/design/23fymap/sakutei.html


３．子どもの将来の夢を託して
　開発した自社ブランドのシューズには、

スポーツ選手、お医者さん、アイドル等、

子どもの将来の夢 ・希望を形にしたデ

ザインを取り入れています。 具体的にス

ポーツ選手の夢を込めた靴には、 パン

チングをほどこし、 デザイン性とともに通

気性を確保しています。 また、 靴紐とし

て 5 色にカラーリングしたゴムを利用する

など、 柔らかい素材を作って、 未熟な

赤ちゃんの足を正しく優しく守っていま

す。 靴が目立つのではなく、 赤ちゃん

自身のかわいらしさを最大限に引き出せるようシンプルなデザインと色づかい、 そし

て靴底まで本革を用いるなど、 天然素材にこだわったシューズに仕上げています。

　

４．家族の絆を感じ、思い出づくりに役立つデザイン
　赤ちゃんが生まれて最初に履く靴は成長の思い出

とともに、 記念に残る大切な一足となるため、 家族

の絆が感じられる工夫をしています。 シューズには、

シューズと同じ素材で作ったコインケースになるキー

ホルダーを 2 つつけており、 赤ちゃんが初めて歩い

たときの感動を本人と親で、 いつまでも分かち合うこ

とができたり、 パッケージには贈り手のメッセージを

書き込むことができる工夫をするなど、 思い出作り

につなげています。

３．今後の取り組み
　OEM のみに取り組んできた嶺氏は、 初めてのオリジナル製品の完成時に、 感無

量の面持ちになったと言います。 しかし、 スタートはここから。 すでに販売を開始

していますが、 今後は、 売り方にも工夫を重ねながら、 家族が絆で結びつくような

手作りのシューズで子どもに夢を届けたいと挑戦し続けます。

会 社 名：フットドリーム
U   R   L：http://item.rakuten.co.jp/manabou/c/0000000183/
所 在 地：神戸市兵庫区和田山通１丁目２番地２５
　　　　　神戸市ものづくり復興工場Ｃ棟４０４号
TEL・FAX：０７８-６５１-８６２１

メッセージが添えられるパッケージ

完成したベビーファーストシューズ

13E ! KANSAI   2012 年 1月号

http://item.rakuten.co.jp/manabou/c/0000000183/


立体映像で関西の未来を拓く
五感を通じて心に訴える技術で進化を目指す株式会社ロッコン

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、 コンテンツ

産業の市場拡大を目指し、 各種の取組を

実施しています。

　今回は、 今年度の大阪創造取引所 （注）

アワードで、 創造性の高いコンテンツに贈

られる 「クリエイティブ ・アイデア賞」 を受

賞した株式会社ロッコンを御紹介します。

（注） 大阪創造取引所 ：近畿経済産業局が中心に取り組んでいる、 西日本最大のコ

ンテンツビジネス展示商談会 （http://osaka-torihiki.jp/）

■事業概要
　株式会社ロッコンは、 自社や受託で制作した立体映像の提供をはじめ、 立体映像

を制作するためのソフトウェアの販売、 立体映像を映すディスプレイ開発の技術支援

など、 立体映像に関係する様々な事業を展開しています。

　同社の事業で現在主力の一つとなっているのが、 「立体映像表示用ソフトウェア」

です。 このソフトウェアにより表示される立体映像は、 3D テレビのような専用機器だ

けでなく、 壁や机、 床面といった平面でも、 奥行きのある立体映像が表示できます。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

株式会社ロッコン　取締役　望月勇岐氏
（アワード受賞記念品とともに）

アワード受賞コンテンツ「Aqua Biotope」
（壁面への映写の状況です）



　今回のアワード受賞コンテンツ

は、 まるで本当の海の底を見て

いるような感覚を立体映像で疑

似体験できるもので、 自社 「立

体映像表示用ソフトウェア」 上で

動作しています。

　同社では、 受賞コンテンツを

はじめ、 教材やエンターテインメ

ントなどの様々な立体映像コンテ

ンツを国内外に配信、 展開して

いくことを検討しています。

　また、 これらのコンテンツは、 幅広い年齢や環境で視聴されることから、 視聴の際

の安全性にも配慮した立体映像制作に常に取り組んでいます。

■今後の展開
　立体映像のもつ可能性を信じ、 その

取組を進める同社では、 優れた映像

を制作するにはクリエイターの創造力

が必要であると感じています。 そのた

め、 創業地である 「メビック扇町」 を

中心に大阪で活躍するクリエイターと

の関係が、 今後も重要だと考えていま

す。

　また、 天神祭の７月２５日に創業し、

祭の中心地である天満橋に現在も居を構えており、 「愛着のある大阪、 関西を元気

にしたい」 という強い思いもあります。

　「大阪がクリエイターの無限の創造力を最大限に発揮し、 未来に前向きな夢を共有

できる場になれば、 さらなる技術の進歩と社会経済の発展の大きな推進力になると思

います。」 代表取締役の出口さんは力強く語ってくださいました。

　同社の優れた技術と大阪の高い創造力の結晶が、 これからの関西の未来を拓いて

いく。 そうした期待感あふれる同社の立体映像を是非御覧ください。

アワード受賞コンテンツの視聴イメージ

代表取締役　出口幸宏氏（左）
取締役　望月勇岐氏（右）

会 社 名：株式会社ロッコン
U   R   L：http://www.rokkon.co.jp
所 在 地：大阪府大阪市北区天満１－５－２　トリシマオフィスワン６Ｆ
E-MAIL：info@rokkon.co.jp
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http://www.rokkon.co.jp/
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　経済産業省では平成１７年度に 「知的資産経営の開示ガイドライン」 を公表し、 こ

れをうけて近畿経済産業局においても毎年セミナーやフォーラムを開催して知的資産

経営の普及 ・広報に努めているところです。

　今年度のセミナーでは、 「中小企業における資金調達手段の一つという観点から見

た知的資産の活用」 をテーマに、 １１月２４日に大阪市内において開催したところ、

企業や金融機関、 行政書士事務所などの支援機関も含め、 総勢１０３名もの参加が

ありました。 今回はその内容について簡単にご紹介します。

■講演　

　まずは、 龍谷大学政策学部の中森孝文教

授から 「知的資産レポーティングの機能と効

果」 をテーマに講演いただきました。

　知的資産経営報告書をすぐに資金調達に

つなげるというのは難しいとのお話でしたが、

金融機関に対するご自身の調査データに基

づき、 企業が知的資産経営報告書において

信頼に足る非財務情報を開示することは、 金

融機関からの長期の資金調達及びその額に

影響を与えるという分析結果についてご説明いただきました。

　また、知的資産経営報告書を資金調達につなげるためには、単にその企業のストー

リーで開示している現在の報告書の形態では不十分であり、 企業理念を具現化する

ために顧客の満足度を高めて高い利益率を達成し、 その結果として自社の資本が充

実するというその一連の関係性を明らかにしていくことが重要であることに加えて、 「ビ

ジネスストーリー」 「表現の工夫」 「正直さ」 「比較容易性」 等を工夫し、 他社と比較

できる資料を用いることで、 報告書の信頼性を高めることも重要とのご提言もいただき

ました。

■事例紹介１
　続いて、つくば未来経営コンサルティング事務所の横田透代表から 「将来キャッシュ

フローを担保する知的資産」 と題して、 事例紹介をいただきました。

　ある企業に対して金融機関が現在の担保ではなく将来の価値を担保に融資を行っ

た実例を元にお話されました。 その企業では、「その設備投資がなぜキャッシュフロー

TOPICS 

知的資産活用セミナーのご報告
企業の強みを“見える化”させて資金調達の手段として活用しましょう！

担当課室：産学官連携推進室

http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/2-guideline-jpn.pdf
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につながるのか」 「設備投資をした結果、 どれだけの

利益があがるのか」 「他社との競争優位性」 等、 こ

の企業の強みの源泉をわかりやすく説明する手段とし

て知的資産経営報告書を作成されたとのことです。

　もちろん、 報告書を作成したから融資を得られた

というわけではありませんが、「正・反・合」を例えに、

今までのように財務諸表のみで融資するのではな

く、 かといって財務諸表をないがしろにして無形資

産だけで融資することは通用せず、 財務諸表と無形資産とを本質的に統合すること

が、 知的資産を活用した融資と言えるのではないかというご意見でした。

■事例紹介２
　最後に、 二つ目の事例紹介として、 FM 放送局

として全国で初めて知的資産経営報告書の作成に

取り組まれた ( 株 ) えふえむ草津の酒井惠美子代

表取締役より、 知的資産経営報告書を作成するこ

とになったきっかけや、 そこから見えてきた自社の

強みについてお話しいただきました。

　「目に見える」 商品を売っている企業とは異なっ

て、 ラジオ放送局は人が番組の中で話す内容と

いう 「目に見えない」 商品に値段をつけて売るというその特異性のため、 金融機

関や企業に対して自社を説明しようにもなかなか理解してもらえず、「目に見えない」

ものに対して資金を引き出すということは非常に難しいとのことです。 そんな時に知

的資産経営報告書の存在を知り、 「自社を数字で説明するのではなく、 中身を説

明する」 ということから興味を持たれ、 多くの支援者のサポートを受けて作成されま

した。 結果、 報告書を作成したことで自社の強みや特異性を認識でき、 放送局同

士でも同じ土俵に上がると負けてしまうような立場の中で、 他の放送局ができないよ

うなことを見つけるきっかけになるとの経験談をお話いただきました。

　知的資産経営に関する取組は始まったばかりです。

　当局としましても、 今回のセミナーでご意見いただいた内容も踏まえて、 引き続き

その普及に努めていきたいと思っております。

【お問い合せ先】　近畿経済産業局　産学官連携推進室　電話：０６ｰ６９６６ｰ６１６４



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 

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

今月の表紙：ENTECH POLLUTECH ASIA出展（右）、Team E-Kansaiパンフレット（左上）、
                    水分科会キックオフセミナー（左下）




