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　　　はじめに　～関西経済の飛躍に向けて～

　関西は、情報家電や蓄電池・太陽電池・燃料電池など次世代の 「エレクトロニクス・

エネルギー技術関連産業」 の世界的集積を有する地域 （メガ ・ リージョン） です。

これらの成長産業は、 地球温暖化や少子高齢化といった根本的な世界的課題に

対応することで、 さらに大きな飛躍が期待できる重要な戦略分野です。

　このような戦略分野では、 世界の成長センターであるアジアの活力を取り込み、

先端的な欧米技術との協業を推進するといった国際戦略も非常に重要です。 しか

し、 これまでの関西 ・日本の先端産業は、 マーケットが小さい当初は大きくリード

していても、 次第に、 海外企業等にシェアなどで追い着き追い越されるようになる

ことが多々ありました。

　現在、 関西が世界の最先端を走る 「エレクトロニクス ・ エネルギー技術産業」 が

将来にわたっても世界のナンバーワンとして輝きつづけるために、 そのポテンシャ

ルを活かし新たな次世代基幹産業群へ成長し続ける必要があります。 そのために

は、 「これまでの仕組みを新しく変え価値を生み出す」 間断なきイノベーション創出

が不可欠です。

　このような問題意識を踏まえ、 近畿経済産業局では関西発の広域経済活性化戦

略 「関西メガ ・ リージョン活性化構想」 の実現に向けて、 「プロジェクトＮＥＸＴ」 を

推進しています。

特集

担当課室：次世代産業課

次世代のエレクトロニクスとエネルギー技術のためのプラットフォーム
～　ナンバーワンとして輝き続けるために ～
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　　　１． 人と人を繋ぐ 「プロジェクトＮＥＸＴ」

（１）プロジェクトＮＥＸＴとは

　プロジェクトＮＥＸＴは、 関西を中心とした 「次世代のエレクトロニクスやエネルギー

技術」 をテーマに、 企業や大学との新たな繋がりを提供します。

　具体的には、 有望企業の発掘、 技術動向分析やプロジェクトメイク、 国際連携

により、 研究 ・ 交流機能等を備えかつ様々なフェイスツーフェイスの摺り合わせが

可能な 「人と人を繋ぐ統合的なプラットフォーム機能」 を構築することを目的として

います。

（２）プロジェクトＮＥＸＴのターゲット

　関西にエレクトロニクス ・ エネルギー技術関連産業が集積していることから、 以下

のような産業を次世代の成長産業として注目し、 ターゲットとしています。

　　　２． プロジェクトＮＥＸＴ関連事業のご紹介

　次世代のエレクトロニクス ・ エネルギー技術の産業創出を目指す統合的プラット

フォーム構築のため、 プロジェクトＮＥＸＴでは、 戦略ボード事業、 国際連携事業

（GCP）、 イノベーション創出事業 （イノベーション ・ イニシアティブ （Ｉ  ） 事業及

び特定分野等におけるイノベーション創出） に取り組んでいます。

特集

【次世代のエレクトロニクス ・ エネルギー技術関連産業】

2
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（１）戦略ボード事業

　プロジェクトＮＥＸＴでは、 次世代のエレクトロニクス技術やエネルギーシステムに

関し、関西を中心とする代表的企業や関連機関等が参画する戦略ボードを設置し、

人脈形成・情報の共有化、 及び共通課題への取組戦略等の検討を行っています。

特集

株式会社エヌ ・ ティ ・ ティ ・ ドコモ

大阪ガス株式会社

オムロン株式会社

株式会社カネカ

関西電力株式会社

京セラ株式会社

株式会社ＧＳユアサ

株式会社島津製作所

シャープ株式会社

住友電気工業株式会社

積水ハウス株式会社

大日本スクリーン製造株式会社

大和ハウス工業株式会社

西日本電信電話株式会社

日東電工株式会社

パナソニック株式会社

日立マクセル株式会社

三菱電機株式会社

株式会社村田製作所

ローム株式会社

（ⅰ） 参画企業　（20 社　順不同）

【プロジェクトＮＥＸＴの事業体系】

【戦略ボード参画機関】
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①全体会合

　　戦略ボードメンバーを対象に、 有識者や経済産業本省による最新動向の紹介、

　各種情報分析、 戦略の検討等を行っています。 （平成２２年７月からこれまで４回

　開催）

 

②戦略研究会

　　また、 本全体会合等を通じて把握した具体的なテーマ ・ 課題については、 戦

　略研究会を設け、 前述のメンバーのほか、 様々な関係者の参加をえつつ、 検

　討を進めています。 現在、 以下のような２つの研究会を推進しています。

特集

総務省近畿総合通信局

（社） 関西経済連合会

（社） 関西経済同友会

（独） 産業技術総合研究所 関西センター

（独） 情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所

（独） 新エネルギー ・ 産業技術総合開発機構 関西支部

（社） 電子情報技術産業協会 関西支部

（株） 国際電気通信基礎技術研究所 （ＡＴＲ）

（ⅱ） 関係機関　（8 機関　順不同）

※戦略ボード全体会合の様子

　ダイヤモンドは、 その優れた特性から産業の様々な分野での活用が期待

されています。

　様々に進められているダイヤモンドの開発と併行し、 その利用方法や関

連動向について検討し、 開発フェーズに応じたダイヤモンドの産業応用に

向かう体制をいち早く確立することが重要です。

（ⅰ） ダイヤモンド ・ イノベーション ・ クラブ
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特集

※ダイヤモンドイノベーションクラブキックオフセミナーの様子

　近畿経済産業局と独立行政法人産業技術総合研究所ダイヤモンド研究ラ

ボでは、 「プロジェクトＮＥＸＴ」 事業の一環として、 夢の素材 「ダイヤモンド」

について、 その技術動向を確認しつつ、 関係企業と共にダイヤモンドを活

用した産業の可能性について検討する 「ダイヤモンド研究会 （Ｄｉａｍｏｎｄ

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｃｌｕｂ）」 を推進しております。

【（参考） ダイヤモンドの魅力と応用】
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③その他 （各種セミナー ・調査 ・分析等）

　例１ ： 有望企業集 「ＦＬＡＧＳＨＩＰＳ」 編纂による中堅 ・中小企業紹介

　　大学や支援機関等に所属する有識者からなる 「イノベーション創出環境検討委

　員会」 において、 次世代電子・エネルギー技術関連産業におけるナンバーワン・

　オンリーワン技術 ・製品を有する中堅 ・中小企業を抽出し、 材料 ・部品 ・機器

　の３つのジャンルに分類、 紹介しています。

特集

【（参考）ＮＥＸＴ７での検討テーマ例 （仮想商品）】

　本研究会は、 ７年後を見据え、 個々の要素技術はある程度確立され現

実味はあるが、 まだそれを組み合わせて具体的な実用化への動きに至って

いない有望なテーマを議論するものです。 当局とネットワークのある異業種

の企業同志の横の繋がりや新規事業担当部門の方の相互交流や学識者 ・

ベンチャー等との交流による新たな発想との出会いの場を設けています。

（ⅱ） ７年後の次世代商品研究会 （ＮＥＸＴ７）

http://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/project-next/flagships2011.html
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特集

  例２ ： ナノテクノロジーを利用した革新的材料 ・ デバイス開発セミナー

　　今日の次世代電子 ・ エネルギー分野はデバイスの小型 ・ 高機能 ・ 高性能化が

　進み、 ナノテクノロジーを活用した革新的な材料 ・ デバイスの技術開発が不可欠

　です。

　　本セミナーは近畿経済産業局と京都大学次世代低炭素ナノデバイス創製ハブが

　協力し、 ナノマイクロ関連装置でどのような材料 ・ デバイス開発が可能かをご紹

　介いたします。

　（開催概要）

　　日時 ： 平成 24 年 2 月 22 日 （水） 15:00 ～ 17:45

　　場所 ： 京都リサーチパーク　東地区 １号館 ４階 ＡＶ会議室

（２）国際連携：グローバル・コネクト・プログラム（ＧＣＰ）

　　　～　平成２３年度 大阪商工会議所への補助事業　～

　　関西のエレクトロニクス ・ エネルギー技術関連産業を世界にアピールし、 当該

　分野の中小企業の有力技術を世界に売込む支援を行うと共に、 海外から関西の

　大企業等に技術提案いただくなど、 国際的な企業連携を支援します。

 【事業実施体制】

http://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/project-next/event.html
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特集

①具体的な事業内容

（ⅰ） 関西から世界へ （オンリーワン中小企業等の海外への売込み）

　オンリーワン技術を持つ関西の中堅 ・ 中小企業などを対象に、 海外展開

の留意点やノウハウを説明すると共に、 専門家のサポートの下、 海外のグ

ローバル企業への提案会や海外での展示会の機会をご提供。 現地での効

果的な PR と商談のきっかけづくりをサポートします。

（ⅱ） 世界から関西へ （海外企業からの技術導入）

　主に関西の国内大手企業などを対象に、 海外の中小企業による技術提

案会を実施。 海外の産業支援機関への要請や WEB による提案受付など

も含め、 多方面から海外技術を導入する機会を提供します。

②これまでの実績及び今後の予定

（ⅰ） シリコンバレーへの進出支援

○ ＪＡＢＩ（日米ビジネスイニシャティブス※） と大阪商工会議所のＭＯＵ（覚

    書） の締結 （H23 年 10 月 4 日締結） 

    ※米国カリフォルニア州シリコンバレーを中心とした非営利コンソーシアム

        で、 日本企業の米国ビジネスを支援。 

○シリコンバレー進出を希望する関西の中小 ・ ベンチャー企業とＪＡＢＩによ

   るテレビ会議システムを通じた事業説明会議等を近日実施予定。

（ⅱ） 世界企業との連携支援

○シュナイダーエレクトリック社 （仏） H22 年 12 月 20 日、H23 年 3 月 4 日、

    12 月 19 日、 H24 年 2 月 （予定） 

○ＧＥ社 （米） H23 年 11 月 25 日 

○Ｐ＆Ｇ社 （米） H23 年 2 月 25 日、 12 月 6 日 

○メルク社 （独） H23 年 3 月 2 日 

（ⅲ） 世界の中小企業との連携支援

○英国ミッション （テクノセミナー） （英国貿易投資総省ＵＫＴＩ）　H22 年 10

   月 26 日、 H24 年 1 月 30 日

○カナダグリーンテックフォーラム （カナダ領事館） H23 年 6 月 29 日 

○フィンランド　エネルギー ・ イノベーションセミナー H22 年 11 月 29 日 
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特集

（３）イノベーション創出：イノベーション・イニシアティブ（Ｉ ）事業

　　　～平成２３年度京都リサーチパーク ( 株 ) （ＫＲＰ） への補助事業～

　イノベーション ・ イニシアティブ事業は、 プロジェクトＮＥＸＴ事業の一環として、

関西のエレクトロニクス ・ エネルギー技術分野の中堅 ・ 中小企業からのイノベーショ

ン創出を目指し、 関係する多くの大学や産業支援機関等の協力を得て実施するも

のです。

　具体的には、 研究会活動や企業支援といった活動を展開、 企業と企業や企業と

大学といった新たな事業活動のための関係性の構築を強力にサポートします。

※平成２３年１１月イスラエルでの海外展示会での様子

２

（ⅳ） 海外展示会での広報 

（ⅴ） 有望企業の英語によるＰＲペーパー作成

○イスラエル 「WATEC2011 （イスラエル産業技術研究開発センター

    　　　　　　　MATIMOP）」 H23 年 11 月 

○イギリス 「TechWorld （英国投資貿易総省）」 H22 年 10 月、 H23 年 11 月

○アメリカ 「InterSolar2011」 H23 年 7 月

               「Solar Power International」　H22 年 10 月
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特集

【イノベーション ・ イニシアティブ事業の体系】

①具体的な事業内容

（ⅰ） 研究会活動 

　研究会活動には次世代の産業群をイメージした同じ課題の下に異業種の

企業等が集まり、 自社にないリソースを求める場であると同時に、 マネー

ジャーが積極的にプロデュースし、 新たな事業化プロジェクトを生み出す場

でもあります。

（ⅱ） 地域企業からグローバル ・ ニッチ ・ トップ企業への成長支援

　グローバル ・ ニッチ ・ トップ （ＧＮＴ） 企業とは、 地域に根ざしながらも特

定の商品分野で世界的シェアを占めるなど、 我が国製造業の高い国際競

争力の源泉となる重要な企業です。 

　エレクトロニクスやエネルギー技術等の分野で、 オンリーワンやナンバー

ワンの技術 ・ 製品を有する企業を発掘 ・ 見える化し、 様々なリソースとの

関係性を構築し、ＧＮＴ企業への成長を支援します。

（ⅲ） 先進技術習得のための先導的な挑戦を支援

　例えば、 高性能レーザーや高度な分析機器など、 先進的な技術に先ん

じて挑戦する企業を支援します。 
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特集

②これまでの実績と今後の予定

（ⅰ） キックオフ

講演１ ： 中央大学大学院 経済学研究科 山崎 朗 教授

           「地域戦略としてのイノベーション」 

講演２ ： 京都大学大学院 工学研究科 　平尾 一之 教授

           「先端光加工によるイノベーション創出」 

 

（ⅱ） 研究会活動

■次世代機能めっき技術研究会 

   ○次世代機能 （スマート） めっきフォーラム　H23 年 10 月 28 日 

   ○テーマ別研究会１ 「高温接合に関連するめっき技術研究会」　

                                 H23 年 12 月 16 日 ・ H24 年 2 月 10 日 （予定） 

   ○テーマ別研究会２ 「ＬＥＤおよび積層構造に関連するめっき技術研究会」

                                 H24 年 1 月 20 日 ・ 2 月 24 日 （予定） 

■次世代エレクトロニクス応用製品創出研究会 

   ○次世代エレクトロニクス応用製品研究フォーラム　H23 年 11 月 22 日 

■プリンテッド ・ エレクトロニクス事業化検討会

   ○ＰＥ研究会 （大阪大学等） と連携し、 プロジェクトマネージャーが事業

      化に向けた企業グループを組成 

      事業化検討会１ ： H24 年 1 月 12 日、

      事業化検討会２ ： H24 年 2 月 24 日 （予定）

（ⅲ） 有望企業支援 （グローバル ・ ニッチ ・ トップ）

  ○有望企業の企業集を作成　H24 年 2 月頃発刊予定 

（ⅳ） 先進的技術習得のための先導的活用支援

  ○例えば、 高性能レーザーや先進計測器などの先進技術の先導的導入

     に関する支援

※平成２３年１０月１７日のイノベーション・イニシアティブ・フォーラムの様子
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（４）イノベーション創出：特定分野等におけるイノベーション創出

①産学技術人材交流

　　本事業では大阪大学が中心となり、 高度研究人材と産業界の交流やマッチング

　を進め、 産業界が求める博士人材の育成を通じたイノベーション創出を目指して

　います。

②情報家電組込み系産業分野

　　あらゆる製品に組み込まれ、 付加価値の源となっている組込みソフトウェア産業

　の振興に取組んでおり、 マッチングイベントやセミナーの開催、 企業集作成など

　を実施しています。

③電池分野

　　大手燃料電池メーカー等からのニーズに対して、 中堅 ・中小企業が技術提案

　するマッチング会を開催します （H24 年 2 月中に開催予定）。 また、 「蓄電池ビ

　ジネス創出フォーラムｉｎ関西」　（H24 年 2 月 7 日） を開催し最新技術動向、 ビ

　ジネス動向をご紹介します。

④低炭素社会システム ・ ビジネスモデル分野

　　スマートコミュニティにおいて必要とされる機能等をビジネスとして実現するため、

　低炭素社会システム ・ビジネスモデル研究会と 2つの分科会において検討を行っ

　ています。

　　　おわりに

　平成 22 年 7 月から、 約２年にわたり、 参画企業や関係機関の皆様からのご協

力を得ながら、 プロジェクトＮＥＸＴに取り組んで参りました。 これまでの活動を通じ

て、 戦略ボードや参画企業へのヒアリングで抽出された課題等が、 「ダイヤモンド ・

イノベーション ・ クラブ」 の発足や 「7 年後の次世代商品研究会 （NEXT7）」 の開

催という形で、 個別の課題に対し、 当該分野に強い関心を持つメンバーによる具

体的な検討に進捗することとなりました。 また、ＧＣＰ事業においては、 その取組が

外国政府 ・機関にも知られるようになり、 相互の協力体制の構築などが進みつつ

あります。 これにより支援体制が強化されることとなり、 今後、 ますます関西企業

の海外展開や外国から関西への進出が活発になることが期待されます。 加えて、

イノベーション ・ イニシアティブ事業においては、 第一人者の支援を得て活発でタ

イムリーな研究会を多く立ち上げており、 関係するオンリーワン企業と海外の研究

機関と交流を持つこととなるなど、 徐々に活動の成果がでてきつつあるところです。

　これからも、 プロジェクトＮＥＸＴの取組により、 次世代のエレクトロニクスやエネル

ギー技術分野での新事業 ・新産業群創出を担う企業や大学を繋ぐお手伝いをして

いきたいと考えています。

特集



「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。今回は有限会社田中印刷所、兵庫県神河町をご紹介します。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

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。

　今回は前回に引き続き、 今年度の大阪創造取

引所 （注） アワードで、 今後幅広いビジネス展開

が期待できるコンテンツに贈られる 「クリエイティ

ブ ・ ビジネス賞」 を受賞した有限会社田中印刷

所を御紹介します。

　　（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
　有限会社田中印刷所は、ＣＧによる３Ｄ動画の制作、 それを活用した各種ディスプ

レイの提供、 展示会等でそれらを使った効果的な演出を提案するコンサルティングな

どの事業を行っています。

　大量印刷による価格競争、 紙媒体から電子媒体へのシフト等、 印刷業界を取り巻

く厳しい環境変化の中で、 新たな事業展開を模索していた同社は、 展示会等に使

用されるディスプレイに着目し、 「これが動いたり、 話したりしたら面白いだろう」 とい

う発想が生まれました。

　そして、 その発想を形にするため、 ３ＤＣＧの制作技術を向上させ、 ディスプレイ

に応用し、 現在同社の主力商品になっている 「バーチャルマネキン」 を生み出しま

した。

有限会社田中印刷所
代表取締役　田中由一氏

エンターテイメントなディスプレイを目指して
新しい技術を積極的に活用し、発想を形にする有限会社田中印刷所



　「バーチャルマネキン」 は、 特殊フィルムを貼った

アクリル板に背面から映像を投影し、 その映像が動

きや音声をもって商品説明等を行う、 画期的なディ

スプレイです。

　また、３ＤＣＧを使うことで、展示内容に合わせたキャ

ラクターの変更やボタンと連動してお辞儀をするなど

の特殊効果の挿入が容易にできる、 といった特長が

あります。

　こうした特長を発揮し、 昨年大手百貨店の案内用

ディスプレイに採用されるなど、 その活躍の場を広げ

ています。

■今後の展開

　同社では、 ３ＤＣＧの制作技術の向上や映像を

投影する機材の改良を目指し、 技術力を持った企

業との連携を積極的に進めています。

　デジタル映像全般の企画 ・制作 ・プロデュース

企業であるギャラクシーオブテラーと大阪創造取引

所で知り合い、 同社のキャラクター 「ＳＵＰＩＥ＆Ｇ

ＯＯ（スーピー＆グー）」 を使ったバーチャルマネキ

ンが生まれたのも、 そうした連携による成果の一つ

です。

　アメリカンコミックから飛び出してきたような楽しい

キャラクターが、ディスプレイに求められる 「足止め効果」 を十分に生み出しています。

　「絵が動いたり、 話しかけたりしてくれる楽しいディスプレイがあれば、 足止め効果

が高まります。 そんなエンターテイメント性のあるディスプレイづくりを目指していきた

いです。」 今後皆さんの身近でも、 田中代表取締役のそんな思いの詰まったディス

プレイを数多く目にすることでしょう。

会 社 名：有限会社田中印刷所
U   R   L：http://www.tanakaprint.co.jp/
所 在 地：滋賀県彦根市小泉町１０４２－１
電話番号：０７４９－２２－０３６２

大手百貨店にも採用された
バーチャルマネキン「ハルコ」

大阪創造取引所から生まれた
バーチャルマネキン
「ＳＵＰＩＥ＆ＧＯＯ」
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http://www.tanakaprint.co.jp/


観光交流と田舎暮らしで地域活性化
兵庫県神河町の田舎暮らしの応援サポート事業

担当課室：電力事業課

【神河町の取組について】
　神河町は、 神戸 ・阪神から１時間３０分、 姫路市から４０分という都市部からの良

好なアクセス環境が整っています。 しかしながら少子高齢化の進行により人口は減

少傾向にあり、 地域の活力維持が課題となっています。 神河町では、 関西屈指の

高原地帯 「大河内高原｣に代表される雄大な自然環境と都市部からの良好なアクセ

ス環境を活かし､｢便利な田舎」 をアピールして地域の活性化に取り組んでいます。

（１）クラインガルテンカクレ畑
　「クラインガルテンカクレ畑」 は、地域住民と都市住民の交流と定住促進を目的とし、

大河内高原の麓の大川原区に整備した田舎暮らしの体験施設です。 賃貸料は１ＬＤ

Ｋロフト付きで月額３万円弱と利用しやすい費用で、 大変人気が高く、 整備した１８

戸全て入居済みとなっています。

（２）空き家バンク
　町内に存在する空き家等を利用して、 町内への移入促進を図ることを目的

として、 「空き家バンク」 事業を実施しています。 都市住民向けにホームペー

ジやメールマガジンで情報発信しています。 また、 「空き家バンク」 事業に併

せて、 登録された空き家を見て回る 「空き家見学ツアー」、 地元職人を講師と

する 「空き家再生講習会」 や野菜収穫、 星空観察等を行う 「田舎体験ふれ

あいツアー」 等の田舎暮らし応援事業を実施しています。

（３）大河内高原（砥峰高原、峰山高原）を活用した観光誘客
　大河内高原の美観維持と自然環境の保全に努めるとともに、 「とのみね自然交流

館」 や、 リゾートホテルを整備して観光振興に努めるほか、 インターネットを活用し

て大河内高原の魅力を発信しております。 また、 ライブカメラを砥峰高原に設置し

砥峰高原（大河内高原）    リラクシアの森

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=6222


て高原の現況をリアルタイムで発信しています。 その他、 大河内高原の自然と魅力

をアピールするイベントを開催して観光誘客に努めています。

（４）映画「ノルウェイの森」ロケ地を活かした観光誘客
　ベストセラー小説 「ノルウェイの森」 が映画化され、 砥峰高原と峰山高原がメイン

ロケ地となりました。 町では、 観光誘客のチャンスとして捉え、 観光協会やＪＲ西日

本等とも連携して、 観光客誘致の取り組みを行いました。

【都市住民との交流促進、定住・移住促進の成果】
　「クラインガルテンカクレ畑」

は、 野菜づくり教室やガー

デニング教室などの交流イ

ベントを通じて、 地域住民と

入居者の交流が進み、 地

域に明るさが戻ってきたとし

て入居者を歓迎しています。

町では空き家や空き土地情

報を町内外に発信し、 都市と農村の移住 ・交流をさらに推進していきます。

　最近は、 週末田舎暮らしやセカンドライフ田舎定住に関心を持つ都市住民が増

加しています。 「空き家バンク」 などは、 自治体が紹介することによる安心感という

効果が大きく、 町の積極的な田舎暮らし応援事業の効果もあって、 着々と移住実

績があがっています。 　

【今後の課題と展望】
　定住 ・移住促進事業では、 都市住民との交流が進み、 都市部を離れ神河町に

移り住む住民も現れるなど、 一定の成果があがっています。 また、 観光交流人口

も増加する一方で、 交通アクセスの改善、 散策道の充実、 植生保護等も新たな

課題として浮上しており、 自然環境保全と観光振興の調和を図っていくことが求め

られています。

　さらに観光交流人口の増加が経済効果へとつながる受け皿不足の現状もあり、

今後は空き家を地域の宝として、 外からの力も借りながら、 空き家の利活用を切り

口とした、 地域経済の活性化、 移住 ・交流を推進する取り組みなどが求められて

います。

　

クラインガルデンカクレ畑 ススキまつりの野点

お問い合わせ窓口 ：近畿経済産業局　電力事業課

電話番号 ： ０６－６９６６－６０４６

U    R     L ： http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html
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http://202.183.63.208/CgiStart?page=Single&Direction=Preset&PresetOperation=Move&Data=1&Resolution=320x240&Quality=Standard&RPeriod=3&Size=STD&Language=1
http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=18536


18 E ! KANSAI  2012 年 2月号

TOPICS 

関西バイオビジネスマッチング 2012 のご案内
～全国からバイオベンチャー８２社が参加～

担当課室：バイオ・医療機器技術振興課

　近畿経済産業局は、 NPO 法人近畿バ

イオインダストリー振興会議と協力し、 平

成２４年２月７日 （火） ～８日 （水） の２

日間、 大阪府豊中市の千里阪急ホテル

で 『関西バイオビジネスマッチング２０１２』

を開催します。

　全国各地から創薬関連、 機能性食品、

化粧品などの分野で事業を展開している

バイオベンチャー８２社、 大手・中堅メー

カー４４社が参加し、 プレゼンテーション、

ポスター ・ 商品展示、 個別商談を通じ

て両者の業務提携をサポートします。

■開催概要 

１． 日時 ： 平成２４年２月７日 （火） ～ ８日 （水） 10 ： 00 ～ 18 ： 20
２． 場所 ： 千里阪急ホテル （豊中市新千里東町２丁目１番 D-１号）
３． 対象企業 ： ２月７日 （火） 創薬関連、 診断 ・ 検査試薬等の企業
　　　　　　　　　　２月８日 （水） 機能性食品、 化粧品等の企業　
４． 参加費 ： 無料　　※交流会参加者は 2,000 円
５． プログラム
○基調講演　２月７日 （火）
　　「バイオベンチャーを取り巻く法的問題とその対処法 （資金調達、 ライセンス、
　　　M&A を中心に）」
　　　弁護士法人北浜法律事務所　井垣太介 氏
　　「海外、 国内とのアライアンスを締結して～オープンイノベーション時代の
　　　ベンチャーの一つの生き方～」
　　　株式会社ヒューマン ・ キャピタル ・ マネジメント　代表取締役社長
　　　（株式会社イーベック　代表取締役社長） 土井尚人 氏

○基調講演　２月８日 （水）
　　「味の素株式会社の研究開発戦略　～外部連携について～」
　　　味の素株式会社　研究開発企画部　専任部長　鬼頭守和 氏

基調講演の様子 (２０１１年度 )
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     「スキンケア化粧品の有用性　～潤いと美白の科学をレヴューする～」

　     株式会社コーセー研究所　開発研究室　室長　医学博士　林昭伸 氏

○ショートプレゼンテーション

○個別商談会

○ポスター ・ 展示

○交流会

６． 専用 WEB サイト ： http://www.kinkibio-matching.biz/

（お問い合わせ先）
近畿経済産業局　地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課　
電話：０６-６９６６-６１６３

ポスター・展示の様子 (２０１１年度 )個別商談会の様子 (２０１１年度 )

～近畿経済産業局からの各種ご案内～
◎引き続き、節電へのご協力をお願いします！

　この冬、 関西電力管内では、 電力不足が懸念されています。 ご迷惑をおかけ
しますが、 家庭や事業者のみなさまには、 生産活動や健康等に影響を及ぼさな
い範囲で、 昨年同月比１０％以上の節電をお願いいたします。
（３月２３日までの平日９時から２１時の間）
　家庭向け、事業者向けの節電メニューは、
＜政府の節電ポータルサイト ： 節電 .go.jp>
にてご覧いただけます。

■近畿経済産業局施策集「JUMP　UP ！ KANSAI」をご活用ください！

　「JUMP　UP ！ KANSAI」 は、 当局の主要施策を網羅
的にまとめた施策集です。 随時更新を行い、 タイムリー
な施策情報を提供しておりますので、 是非ご活用くださ
い。

■補助金等の公募のご案内はこちらです↓

    http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

http://setsuden.go.jp/
http://setsuden.go.jp/
http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html
http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html
http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.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 

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

今月の表紙：未来の世界市場を切り拓くイノベーティブな仮想商品について白熱した議
                           論を交わす参加企業の方々。
                           7年後の次世代商品研究会（ＮＥＸＴ７）にて。




