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アジアに向けた環境ビジネスの展開をサポート！
〜 Team E-Kansai の取り組み〜

担当課室：国際課

はじめに
近畿経済産業局では、 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 （以下 “Team E-Kansai”）」 を設立し、 タイ ・ 中国等を中心と
するアジア地域へのビジネス展開を目指す関西地域の環境 ・ 省エネ企業を支援す
る取り組みを行っています。
昨今、 地球温暖化や環境汚染問題が世界的に深刻化する中、 とりわけアジア地
域では、 人口増加や急激な経済発展に伴い環境負荷が増大し、 まさに日本が過
去経験してきた環境 ・ 公害問題などに直面しようとしています。
対して関西地域には、 環境 ・ 省エネ関連技術 ・ 製品を持つ企業が多く、 また同
分野の大学 ・ 研究機関なども多数存在するという特色があり、 この集積のメリットを
活かしたビジネス展開が可能な素地を有しています。
Team E-Kansai は、 少子高齢化や景気低迷などにより国内市場が縮小する中、
関西に優位性のある環境 ・ 省エネ技術を官民が一体となってアジア地域へビジネ
ス展開を行うことにより、 同地域における環境問題 ・ 課題解決へ貢献するという、
まさに関西とアジアにおける Win-Win の関係構築を目指した取り組みを行っていま
す。
１． Team E-Kansai の枠組みと主な取り組み
現在、 Team E-Kansai には１９０社の環境 ・ 省エネビジネス関連企業が参画、 ま
た特に世界の市場拡大が見込まれる水 ・ 環境分野のアジア展開を目指し、 大阪
商工会議所と当局が共同で２０１１年４月に設立した 「水分科会」 には、 １４１社が
会員企業として参加しています （２０１２年９月現在）。
また、 独立行政法人日本貿易振興機構 （JETRO） や財団法人海外産業人材育
成協会 （HIDA） 等の海外展開支援機関、 関西経済連合会等の地域経済団体、
各種自治体等の２４の 「支援・協力機関」 に参画いただき、 各機関が有する事業 ・
プログラムとの連携により様々なメニューを通じた支援を行っています。
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支援・協力機関（24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
（Team E-Kansai）

海外展開支援機関
（JETRO、NEDO、HIDA、JICA、中小機構、
JBIC、NEXI、PREX、日中経済貿易ｾﾝﾀｰ）

設立： 2008年11月
会長：古川 実（日立造船(株)代表取締役会長兼社長）
副会長会社：(株)クボタ、(株)神鋼環境ソリューション、リマテック(株)
参加メンバー企業・団体数：１９０社（2012年9月現在）
事務局： 近畿経済産業局

地域の経済団体や関連機関
（関西経済連合会、大阪商工会議所、地球環境関西
ﾌｫｰﾗﾑ、GEC、日本産業機械工業会、省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、
堺国際ビジネス推進協議会、わかやま産業振興財団、
ＡＰＥＣﾊﾞｰﾁｬﾙｾﾝﾀｰ、）

自治体等

分科会：水分科会
（2011年４月設置。大阪商工会議所と共同事務局）

当面の
重点地域

タイ

遼寧省

広東省

（大阪府、大阪市、和歌山県、滋賀県、
京都ｴｺ産業推進機構）

ベトナム

主な取組内容
ミッション派遣・受入れによる
展示会出展・商談会等の
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
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）

現地政府機関

近畿経済産業局

連携

Team E-Kansai

連携

（例：広東省佛山市
南海区政府）

現地の関係機関
（例：タイ工業連盟）

持続的・自律的ビジネス連携のための
ネットワーク構築

先行成功モデルの形成
現地のビジネス環境の改善

当面の重点地域としては、 タイ、 中国 （遼寧省 ・ 広東省）、 さらに 2011 年から
はベトナムをターゲットとし、 各種ミッション派遣 ・ 受入によるビジネスマッチングの
実施、 展示会出展や商談会の開催、 また海外企業とのマッチングのみならず、
関西企業同士の技術やノウハウを組み合わせることにより、 現地のニーズによりマッ
チした提案を行うことを目指した企業間連携によるシステム提案型プロジェクト化支
援など、 様々な活動を行っています。
＜重点地域における最近の主な取り組み＞
【中国・広東省】
（2011/12/13 〜 15）
水ビジネス・シンポジウム in 関西

【中国・遼寧省】（2012/07/4 〜 7）
遼寧省ミッション

広州市・佛山市南海区から官民関係者
総勢２４名を招聘して「水ビジネス・
シンポジウム in 関西」を開催（１２０
名参加）
。また、政府間での意見交換や
ビジネスマッチング商談会（計３６件）
、
関西の先進施設・企業視察を実施。

瀋陽市にて、日中双方主催の「水循環
トータルシステム技術シンポジウム」
及 び ビ ジ ネ ス 交 流 会 を 開 催、
「関 西
HANDs」各社の技術 PR を行うとと
もに、遼寧省副省長ほか、政府関係機
関幹部を訪問し、意見交換を実施。
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【ベトナム】
（2012/02/15 〜 19）
ベトナム水ビジネスミッション

【タイ】（2012/06/5-8）
タイ環境ビジネスミッション

水関連企業によるミッションをハノイ
へ派遣し、現地企業グループとの意見
交換、水処理技術のマッチングセミ
ナー、商談会などを実施（商談件数：
６４件）
。また現地工業団地を視察し、
排水処理施設の問題点や日本企業から
の技術提案など、意見交換を実施。

タイ最大級の環境展示会「ENTECH
POLLUTEC ASIA 2012」で の
ETRO ブースへの出展（商談件数：
４８２件）、同展示会においてタイ工
業連盟（FTI) との MOU に基づいた
共催セミナーを開催。

さらに、 環境 ・ 省エネ分野の市場においては、 現地における規制や政府の方針
などが深く影響を及ぼすことから、 当局が現地政府機関との協議を行い、 またネッ
トワーク構築を図ることも重要な取り組みの一つです。 政府間での働きかけや連携
に基づき、 双方の民間団体 ・ 機関がさらにネットワーク構築を行い、 そこから個別
企業同士のビジネスに繋げていくという複層的な連携の推進が Team E-Kansai の
特徴でもあります。
また、 このような取り組みの一環として、 相手国との間でのビジネス交流 ・ 連携
促進に向けた双方の認識や方向性を目に見える形での枠組とするため、 適切な相
手方との協力文書や MOU （覚書） の締結なども積極的に行っています。
（参考）これまでの主な協力枠組みの構築
＜近畿経済産業局との協力文書＞
○近畿経済産業局と遼寧省環境保護庁とのビジネス交流促進のための協力に
関する文書の締結（２０１２年７月５日）
○近畿経済産業局、Team E-Kansai、タイ工業省工場局（DIW）
、タイ工業
団地公社（IEAT）
、アマタ社による One Stop Service 整備に向けた協力の
ための文書の締結（２０１２年６月７日）
○近畿経済産業局と広東省佛山市南海区政府との協力に関する文書の締結
（２０１１年１２月８日）
＜Team E-Kansai との MOU＞
○Team E-Kansai と遼寧省環境保護産業協会とのビジネス連携促進のための
MOU 締結（２０１２年７月５日）
○Team E-Kansai とタイ工業連盟（FTI）との MOU 締結（２０１０年９月１４日）
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２． タイにおけるシステム提案型プロジェクトの推進
先に述べたとおり、 Team E-Kansai ではシステム提案型プロジェクト化支援を行ってい
ます。 この先進的事例として、 タイにおけるエコタウン協力をご紹介したいと思います。
タ イ に つ い て は、 ２ ０ ０ ９ 年 か ら、 タ イ 最 大 級 の 環 境 展 示 会 「ENTECH
POLLUTEC ASIA」 へ出展及びビジネスマッチングを行ってきましたが、 日本の環
境機器 ・ 技術は非常に性能が良いが高価格であるとの声が多く聞かれました。 こ
のような中で、 機器単体での売り込みのみならず、 複数の技術やノウハウを組み
合わせることで 「システム提案型プロジェクト」 を組成し、 より現地ニーズに対応し
た高付加価値化の取り組みを拡大することを目指しました。 その第一弾として、 現
在タイにおける大規模工業団地の廃棄物を対象に、 複数のリサイクル技術やノウハ
ウを組み合わせたビジネス展開を模索しているところです。
この取り組みの舞台となっているのは、 当局が行った２００９年度のエコタウン整備
協力調査において選定された、 タイ最大級の 「アマタナコーン工業団地」 です。
約５００社の入居企業のうち、 約６割を日系企業が占めるこの工業団地で、 ２０１０
年度には、 「エコタウン整備可能性調査」 を実施しました。
この調査の結果、 資源循環の促進や低炭素化を目指した 「環境配慮型工業団
地モデル」 の構築を目指して、 タイ工業省工場局や、 タイ工業団地公社などタイ
の関係政府機関や関係民間セクターの協力のもと、
（１） 埋立処分等が行われている廃棄物のセメント工場での有効活用の促進
（※セメント１t 当たりの生産について、 日本では廃棄物を燃料又は原料として
４５１kg を活用する一方、タイの大手セメント会社での廃棄物利用は 10％程度）
（２） 工業団地内での廃棄物の管理強化やリサイクル等による有効活用のためのア
ドバイス等のサービス提供
を行う 「One Stop Service」 の整備により工業団地内でのゼロ埋立 （※工業団地内で
排出される廃棄物の埋め立て処分をゼロにすること） を目指すことが提案されました。
この提案を受け、 海外技術者研修協会 （AOTS ： 現 HIDA） と連携し、 ２０１２年
２～３月には、 タイ政府関係者やセメント企業、 リサイクル業者等を招聘し、 日本
のセメント産業における廃棄物利用の取り組みについての研修を実施すると共に、
２０１２年４～５月には、 リサイクルやセメントの再利用技術に強みを持つ Team
E-Kansai メンバー企業数社の協力を得て、 「One Stop Service」 整備に向けた人材
育成のための専門家派遣事業 （入居企業へのプレ 「One Stop Service」 事業の提
供や工業団地管理会社 （アマタ社） の廃棄物担当スタッフへの現場研修等） を実
施し、現地に対する普及啓発とともに現地ニーズや実態等の情報収集を行いました。
このような取り組みの中で、 自社の廃棄物が不法投棄等の不適切な処理を行わ
れているのではないかとの不安を持つ日系入居企業等から、 「One Stop Service」
の 早 期 整 備 に 向 け 大 き な 期 待 が 寄 せ ら れ る と 共 に、 ア マ タ 社 か ら は Team
E-Kansai 企業の有する廃棄物管理のノウハウやリサイクル技術等に高い関心が示
されるようになりました。
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これらの動きを受け、 ２０１２年６月７日、 「One Stop Service」 整備に向け、 近畿
経済産業局、 Team E-Kansai、 タイ工業省工場局、 タイ工業団地公社、 アマタ
社の間で、 タイ工業大臣臨席のもと、 協力文書への署名 ・ 締結が行われ、 本取
り組みがタイにおける環境配慮型工業団地モデルを目指す日タイ経済協力プロジェ
クトとして、 タイ国内でも広く認識されるに至っています。

＜One Stop Service 整備に向けた協力文書 署名式の様子（2012 年 6 月）＞
（※右から、古川 Team E-Kansai 会長（日立造船 ( 株 ) 会長兼社長）、
長尾近畿経済産業局長（当時）、ポンサワット工業大臣、プラパット工業省工場局長、
ウィラポンタイ工業団地公社総裁、ビブーン・アマタ社 Chief Operating Oﬃcer）

この文書に基づき、 ９月１９日には、 日タイ官民合同委員会を開催、 「One Stop
Service」 の商業ベースでの実現可能性やタイ政府によるインセンティブ付与などが
議論されたところですが、 その中で、 タイ政府からは本事業がタイにおける廃棄物
の適正管理やリサイクルを通じたゼロ埋立に貢献するモデルとしての期待が高いた
め、 各種支援策について前向きに検討したいとの意向が示されています。 このよう
な政府間での前向きな議論のもとで、 本事業に関わるコアメンバー企業で Team
E-Kansai の中に 「One Stop Service Working Group」 を設置し、タイ側 （アマタ社等）
と工業団地内での廃棄物管理の強化やリサイクル等を通じたゼロ埋立を促進するた
めの 「One Stop Service」 整備について、 具体的なビジネスベースの議論を進め
ているところです。
この取り組みは、 様々な技術 ・ ノウハウを持つ関西企業がまさに 「チーム」 を組
むことにより、 現地のニーズや実情に沿ったソリューション ・ システム提案を具現化
する新たな試みであり、 同時にタイの工業団地における廃棄物処理 ・ リサイクル管
理改善への日本企業の貢献を実現しうる有効なモデルケースとして、 様々なステッ
プを踏んで展開してきました。 今後他の工業団地への波及効果も含め、 実現に向
けより一層の取り組みを進めていきたいと考えています。
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One Stop Service整備に向けたタイと関西との官民連携
廃棄物処
理事業者

入居企業
地域
コミュニティ

①One Stop Serviceの商業ベー
スでの具体化の検討
②One Stop Serviceに対する理解
向上、活用促進策等の検討

One Stop Service
Amata
Corporation

ノウハウ
資金
技術

本プロジェクトは今後の工
業団地等への展開モデル

支援／監督
工業省工場局

Team E-Kansai
メンバー企業等
日本企業

対話

タイ
業団地公社
タイ工業団地公社

経済産業省/
近畿経済
産業局

③他地域への展開モデルとして
の検討
④省エネ分野等への拡大の検討

One Stop Service整備方法
等について検討を行うた
めのタイ及び日本の官民
関係者による合同委員会
の設置

３． 遼寧省での新たな展開
これまで遼寧省においては、 ２００９年に 「経済と情報化委員会」 と当局とが締
結した協力文書に基づき、 省エネ分野を中心とするビジネス交流やミッション派遣 ・
受入等を行ってきましたが、 本年７月、 新たに環境産業 ・ 規制等を所管する環
境保護庁との関係を強化し、 「関西ＨＡＮＤs （※）」 を中心とした Team E-Kansai
メ ン バー企 業 のビ ジネ ス展開を 支援する 取り組みを進め てい ま す。

本年７月、 関西ＨＡＮＤs を中心とするミッションを瀋陽市に派遣し、 HIDA の研
修事業を活用した 「水循環トータルシステム技術シンポジウム」 を開催、 関西各社
が中国における水供給 ・ 排水処理課題に対応しうる先進的な水処理技術を提案し、
中国関係者から多くの質問が寄せられるとともに、 活発な意見交換が行われました。
また、 同シンポジウムにおいて、 中国では特に本分野における政府の影響力が大
きく、 官民一体となった取り組みが必要との観点から、 当局と遼寧省環境保護庁と
が今後の両地域における環境分野のビジネス交流促進 ・ 連携深化を確認した協力
文書を締結すると同時に、 これをベースにした民間セクターでのビジネス展開促進
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を目指し、 Team E-Kansai と環境保護産業協会とが MOU を締結しています。 さら
にミッション期間中には、 遼寧省副省長をはじめ、 省政府 ・ 瀋陽市政府等の関係
省庁幹部を訪問し、 関西での取り組みを紹介するとともに意見交換を行ったところ、
先方からは関西ＨＡＮＤs 等の技術に高い関心が示されました。
なお、 Team E-Kansai の支援 ・ 協力機関でもある関西経済連合会も、 同時期に
遼寧省へ訪中団を派遣し、 省政府との間で、 両地域における経済 ・ 貿易協力や
人的交流促進を目指した MOU を締結されており、 今後、 当局 ・ Team E-Kansai
と関経連でもより一層の連携を図り、 遼寧省におけるビジネス展開を支援していく
予定です。

左：Team E-Kansai と環境保護産業協会との MOU 署名（２０１２年７月）
右：近畿経済産業局と環境保護庁との協力文書署名（２０１２年７月）

４． ベトナムでの水ビジネス展開支援
ベトナムにおいては、 急速な産業発展に伴い、 現在、 全国で数多くの工業団
地の建設 ・ 整備が進められています。 今後は稼働する全ての工業団地において、
環境基準に適した排水処理設備を整備することを目指しているとのことであり、 日
本の水関連の高い技術、 信頼性の高い機器やシステムの導入を期待されていま
す。
そのため、 Team E-Kansai では、 ベトナムの工業団地に関する中央行政機関で
ある計画投資省や天然資源環境省、 建設省、 商工省等から、 工業団地の整備
状況や排水処理の規制動向、 排水処理システム導入に向けた奨励施策等の情報
を入手しながら、 チームづくりに取り組みつつ、 特に排水処理分野でのビジネス交
流を進めています。
本年１１月には、 大阪商工会議所との共催により、 ベトナムの政府機関や業界団
体等との協力関係の下、 ホーチミン及びハノイにおいて、 排水処理関連の装置や
部材、 システム等を取り扱われている Team E-Kansai のメンバー企業とそれらの導
入を検討されているベトナムの企業との間で商談会等を行う 「ベトナム水ビジネスミッ
ション」 を実施する予定です。
8
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特集
＜ベトナム水ビジネスミッションの予定（2012 年 11 月 1 〜 9 日）＞
【ホーチミン】
２日（金） 「技術プレゼン会＆個別商談会」（午前・午後）
●水に関する課題を持つユーザー企業や、水関連のエンジニアを招き、日本企業から技術プレゼン。
●事前に、日本側企業の技術・製品の特徴や導入時のメリット等を記載したシートをベトナム企業等に提供。
関心を持つ企業との間で個別商談会を開催。

３日（土）午前 現地業界団体からのニーズ(課題）発表会
●ホーチミンに本拠を置く業界団体の会員企業（メーカー）４社～５社から排水処理面の課題を発表。
●発表のあった製造現場での排水課題について、日本側から対応できる技術を紹介し、個別に商談

（ ）午後 ユーザー候補の工業団地の排水処理施設視察
業団
排水処 施設視察
３日（土）午後
候補
・近年急速に開発が進むベトナム南部の工業団地を訪問し、整備予定の工業団地の概要や排水処理システムとして、
どのような技術の導入を期待するかについての説明を聞き、日本の企業との間で意見交換

【ハノイ】

【現地業界団体・企業グループ
との意見交換】

５日（月） 現地企業グループからのニーズ発表＆意見交換会

ベトナム規制当局から、
排水処理の改善・施設の導入が
特に求められている業種を中心に、
その業種の協会や企業グループと
その業種の協会や企業グル
プと
課題に基づく意見交換を実施

●ハノイに本拠を置く企業グループ内のメーカー企業４社～５社から排水処理面での課題を発表。
●発表のあった製造現場での排水課題について、日本から対応できる技術を紹介し、個別に商談
●午後は、主要企業の製造現場での排水処理の状況を視察

昨年度の展示会の様子

６日（火）～８日（金） 「ＶＩＥＴ ＷＡＴＥＲ ２０１２」への共同出展
＜開催地＞ベトナム ・ハノイ ＶＥＡＦＣ

（Vietnam Exhibition And Fair Centre ）

●ベトナム最大の水・排水関連展示会
●世界２０カ国から２５０社・団体が出展
●来場者数は約８，０００名

(2011年実績）

⇒今年度は、ジャパンブース内に“Team E-Kansaiブース”を設置！
＊事前に出展企業の情報を政府機関等を通じて広報し、有望なパートナーやバイヤーを招聘

1

＊専用の商談スペースを設け、事務局が商談をサポート

おわりに
Team E-Kansai では、 アジアでの環境 ・ 省エネ関連のビジネス展開をサポートす
るため、 今後も引き続き、 現地へのビジネスミッションの派遣やセミナーの開催、
会員間のグループ作り、 会員への情報提供、 海外への情報発信等の活動を展開
していきます。
これらの活動は、 会員企業のご意向やご要望に応じて企画 ・ 実施しており、 広
くご参加いただくことができるものです。 ご関心をお持ちの企業や機関の方がいらっ
しゃいましたら、 ぜひ近畿経済産業局の担当部署までご連絡をお待ちしています。
「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）」に関するお問い合わせ先
事 務 局：近畿経済産業局 通商部 国際課
電話番号：０６−６９６６−６０５１ E - m a i l ：kin-teamekansai@meti.go.jp
U R L ： http://www.kansai.meti.go.jp/team̲e̲kansai/index.html
E ! KANSAI 2012 年 10 月号

9

< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
「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
設けています。今回は株式会社アオヤマエコシステム、関西ティー・エル・オー株
式会社、株式会社オーティス、大阪錫器株式会社をご紹介します。

ファクトリーソリューションで
国内外のビジネスチャンスを掴む！
〜独自のリサイクル事業で成長を続ける（株）アオヤマエコシステム〜
担当課室：環境・リサイクル課

今回は、 工場のプラント ・ 配管の洗浄事業に加え、 廃パレット炭化リサイクル事
業や水処理事業を展開し、 ファクトリーソリューション （顧客が抱える課題に対して
最適な解決策を提案） に取り組むとともに海外展開を目指す株式会社アオヤマエコ
システムをご紹介します。
■「まずは行動」をモットーに起業
「まずは行動」 というスタンスのもと、 大学時代に
現金１５万円だけを持って海外へ飛び立った青山
社長。 絶体絶命の危機にさらされるも１年８ヶ月後
無事に帰国。 旅の中で得た経験から 「常に挑戦
し続けること」 「助け合うこと」 の重要性を再認識し、
これらは後の同社の事業展開を支える理念となりま
す。 卒業後、 放送局に就職するも単調な取材業
務に満足できず３年で離職。 喫茶店で偶然配管
洗浄装置を販売するフランチャイズチェーン (FC)
の募集を知り、 これまで交換後廃棄していた配管
を洗浄して再利用するという仕組みに共感し加盟
を決め、 １９７６年に起業しました。

代表取締役 青山章氏 ( 左）と
海外事業部長 石田英夫氏（右）

■独自のノウハウを駆使した配管洗浄事業
かくして、 当時アメリカから入ってきたばかりの 「ピグ洗浄」 という装置を販売する
FC 加盟企業として事業を開始します。 ピグ洗浄とは、 工場などの配管に樹脂製の
ボールを高圧の水や空気とともに送り込んで汚れを取る洗浄法の一種です。 当初
はノウハウやネットワークも無く売上が伸び悩みましたが、 同じ FC に参加していた
他業者と協力しながら、 徐々に自治体や大手フィルム製造業者等からの受注を増
やし、 実績を積み上げてきました。 この配管洗浄事業はノウハウに基づく 「精度と
スピード」 が決め手となるので新規参入が難しく、 現在では約３０年間の実績と豊
富な洗浄ノウハウを持つ同社の主要事業となっています。
10
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■顧客の課題解決のために〜ファクトリーソリューション〜
同社では、 配管洗浄の顧客が抱える課題に対して最適な解決策を提案する、 ファ
クトリーソリューションに取り組んでいます。 運搬用木質パレットの処分に困っている
と顧客から相談を受けた際、 廃パレットを有料で買
い取り、 通常の１０倍という脱臭機能を持たせた炭
にリサイクルし、 再び買い取ってもらうビジネスモ
デルを構築しました。 木材の廃棄物ゼロ達成 ・ 脱
臭に係るコスト削減という２つの大きなメリットが出
て、 顧客からは大変な好評を得ています。
また装置冷却用に使用する井戸水に含まれるシリ
廃パレットをリサイクル
カを除去したいというさらなる顧客の要望に応える
して作られた炭商品
ため、 リサイクル炭を利用して処理ができないか研
究開発を行いました。 その結果、 炭とアルミの電
触作用 （水中に異種金属を浸けると電流が流れる
作用） を発見し、 シリカの他に重金属も凝集沈殿
させ回収することに成功。 専門家の常識では不可
能とされていた、 アルミの溶脱を利用した無機処
理剤「テラスト」の開発を実現させ、事業化しました。
このように、 顧客の課題解決を助けるために挑戦
アルミの溶脱を利用した
し続ける姿勢が、 同社の技術革新の原動力となっ
無機処理剤「テラスト」
ています。
■さらなる事業拡大を見据えた海外進出
厳しい環境基準を導入し始めている中国では、 排水を工場内で循環させて注水
に利用する水循環処理システムに注目が集まっています。 そこにビジネスチャンス
を見出し、 自社のリサイクル炭による排水処理技術を海外に売り出す第一歩として、
現在、 現地の環境規制当局との商談を進めているとのことです。 また、 今後ベト
ナムやタイへの事業展開を見据えているとも。
■「水・エネルギー・食料」の地産地消で世界平和を目指す！
今後は、 自社技術により、 水不足や水資源の取り合いといった社会問題の解決
に貢献し、 さらに食料やエネルギー分野でも地産地消を可能とする世界を構築し
てゆくことを目指しています。 「水 ・ エネルギー ・ 食料の地産地消により争いのな
い平和な世界をつくる」 という壮大な夢を持った青山社長の飽くなき挑戦は、 これ
からも続きます。
企 業 名：株式会社アオヤマエコシステム
U R L ：http://www.aoyamaeco.co.jp/
所 在 地：滋賀県大津市瀬田神領町４０−３
電話番号：０７７−５４７−０８０２
E ! KANSAI 2012 年 10 月号
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >

大学発の技術でイノベーションの創出を目指す！
〜我が国初の承認 TLO「関西ティー・エル・オー株式会社」の挑戦〜
担当課室：産学官連携推進室
産学官連携推進室では、 「創造的産学連携体制整備事業費補助金 （TLO 補助金）」
により、 大学の研究シーズの企業への移転促進を支援してきました。 今回は、 本補助金
を１９９８年の創設時から活用し、 様々な苦難を乗り越えて世界を舞台に活躍されている関
西ティー ・ エル ・ オー株式会社をご紹介します。
■TLO とは？
TLO （Technology Licensing Organization） と は 「技 術 移
転機関」 と呼ばれ、 大学の研究成果を特許化して企業へ技
術移転し、 そこで得る収益の一部を大学等に還元することで
研究活動を更に活性化する 「知的創造サイクル」 の創出を
主な目的とした、 「産と学の仲介役」 の役割を果たす組織で
す。 １９９８年に成立した 「大学等における技術に関する研究
成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」 に基づき、
経済産業省及び文部科学省の承認を受けた 「承認 TLO」 と
呼ばれる組織は２０１２年４月現在で全国に３９機関存在し、
『熱血集団』
それぞれが産学連携の推進のために活動しています。
関西ティー・エル・オー株式会社
１９９８年１０月に設立した関西ティー ・ エル ・ オー株式会社
は、 我が国最初の承認 TLO の一つとして出発しました。 その出資金は、 立命館大学、
京都リサーチパーク ( 株 )、 大阪中小企業投資育成 ( 株 )、 その他大学教授個人によって
まかなわれ、 まさに産学官の期待を一身に背負ってのスタートでした。
■
『会社再生』か『事業撤退』か
設立当初はまだ TLO 組織の数も少なく、 同社が出願人となって数多くの特許を出願し、
国からの支援もあって順調な滑り出しでした。 しかし設立５年後の２００３年頃から、 各大学
において知的財産の管理 ・ 活用を図る 「大学知的財産本部」 が整備され始めたことで、
同社は大きな転換期を迎えます。
それまで同社へ業務依頼をしていた大学も知的財産本部を次々と設置し、 これらの知的
財産本部と役割が重複する同社への業務依頼は激減しました。 その他にも、 自社で出願
した数多くの特許権の維持に巨額の費用を要していたことや、不十分な営業等も要因となっ
て、 ２００５年頃には同社の経営状況はどん底となり、 企業として生きるか死ぬかの瀬戸際
に追い込まれる事態となります。
■再生を信じた『魂の営業』
２００６年、これらの悪環境から抜け出すために、同社は思い切った経営刷新に向けて動き出しました。
まずは社内人材の刷新として、 営業部隊であるアソシエイトを、 新たに雇用した若手人
材に入れ換えることから始めました。 周囲からは 「アソシエイトは人脈や経験が必要だから
若手には出来るはずがない」 との声も多くありましたが、 同社は逆に 「伸びる可能性を持っ
12
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た若手でないと、 技術移転業務など出来るはずがない」 と考えたのです。
次に手がけたのが、経営を大きく圧迫し、不良資産と化していた特許権の整理でした。 「売
れないから」 「経営改革のため」 と一件一件発明者に理解を求めて返却していく作業は、
非常に困難を極めました。 「二度と来るな！」 と怒鳴られても、 社員は毎日研究室に通い
続けて研究室の扉の下から自身の名刺を忍び込ませ、 或いは、 毎日研究室の扉の前に
立って 「今日も来ましたので」 と少しずつ状況を説明するなど、 社員それぞれが会社の再
生を信じて、 来る日も来る日も臨みました。
こうした 『魂の営業』 を続けるうちに、 一人、 また一人
と同社の状況とその思いに理解を示してくれる人が増え、
やがて全ての特許権の整理に成功することとなります。
経営刷新を決心してから、 既に６年が経過していました。
特許権の整理と同時に図ったのが、 各大学との業 幾何学立体構造（フラクタル構造）
務提携でした。 大学からの僅かな依頼案件を一生懸
命にこなし、 実績を上げることで段々と大学からの信
頼を獲得していき、 ２００７年に業務提携の第一号とし
て和歌山大学と契約に至りました。 これに勢いを得て、
２００８年には京都大学、 ２００９年に京都府立医科大
学、 ２０１０年に奈良県立医科大学、 ２０１１年に九州
大学と次々と契約に成功し、 ようやく僅かながら黒字
経営に転じることとなりました。 社員の地道な営業活 「フラクタル日よけ」の実用化例
動が実を結び始めた瞬間でした。
日本科学未来館
ヴィラ・ファニー

（東京都お台場）（奄美大島リゾート地）

■努力が実を結んだ『フラクタル日よけ』
そんな中で、 技術移転に成功する案件も少しずつ出てきました。 京都大学大学院人間 ・
環境学研究科の酒井敏教授が企画提案したアイデアを元に製品化された 「フラクタル日よ
け」 は、 樹木の幾何学的構造にならって葉っぱのような小片をフラクタル的に配置したもの
で、 低コストである上、 完全な人工物であるにも拘わらず自然な木陰の涼しさを再現するこ
とが出来るエコ商品です。 本技術に関しては多くの企業から問い合わせもあり、 今後様々
な展開が期待される技術の一つとなっています。
■関西ティー・エル・オー株式会社が目指す『大きな夢』とは
技術移転という業務は、 国内市場だけでは限界があるのが現状です。 また、 次年度以
降は TLO 補助金も活用せず、 技術移転ビジネスで勝負する一民間企業として、 本格的
な自立化を目指しています。
そこで同社は、 昨年度より、 海外市場に対しても積極的に技術移転活動を始めました。 地道
な営業により現地提携先も増え、少しずつ海外への技術移転に向けた環境も整いつつあります。
同社には大きな夢があります。 それは、
『いつか、 大学発の技術で世界中にイノベーションを起こすような産業を当社の力で創り出したい』
ということ。
その夢の実現に向けて、 関西ティー ・ エル ・ オー株式会社は、 今日も社員全員がチー
ム一丸となって常に高い目標に挑戦し続けています。
会 社 名：関西ティー・エル・オー株式会社
U R L ：http://www.kansai-tlo.co.jp/
所 在 地：京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町９３９番地
キャンパスプラザ京都６F
電話番号：０７５-３５３-５８９０
E ! KANSAI 2012 年 10 月号
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >

知的財産戦略で商品を守る！
〜知財の囲い込みで前進する 株式会社オーティス〜
担当課室：特許室

特許室では、 特許や商標などの知的財産を積極的に活用する企業を支援していま
す。 今回は、 知的財産戦略を軸に、 雨樋吊 ・ 受金具や屋根材、 ファスナー製品
などの建材製品の製造 ・ 販売を行っている株式会社オーティスをご紹介いたします。
■株式会社オーティスのあゆみ
オーティスは、 戦後、 雨樋の製造販売を行ったことから始まりました。 当初はメー
カーからの製造委託を受け、 製造を行っていましたが、 「自社独自の商品を製造
できないか」 と総合的な建材メーカーを目指し、 金属屋根や屋根を固定するファス
ナーを製造しはじめました。 現在では、 国内外に複数の工場をもち、 住宅建材メー
カーとして業界でも高いシェアを誇っています。
■知財で囲い込んだ主力商品
オーティスの主力商品は 「オート S
ヨコロック」。 この商品は、 軒先での
雨樋の位置を金具スライド部で調整し
ワンタッチ固定できるという優れもの
で、 従来のネジを閉めて固定する手
間が省けることから、 沢山の建築業者
の方に支持されています。 その他、
オート S ヨコロック
最近は省エネルギーの需要が高まっ
ていることから、遮熱シート・太陽光パネル等を固定するための 「屋根上取付具」 や、
軒先に取り付けられる横板 「鼻隠し」 を取り付けるための 「鼻隠し取付金具」 も人
気があります。 どの製品も、 複数の特許 ・ 意匠 ・ 商標を取得することにより、 商
品の囲い込みを行っています。

屋根上取付具
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ZAM コンパクト鼻隠し取付金具

■強固な知財戦略
オーティスの強みは、「知的財産戦略」を経営軸としている点です。 １０年前より「知
的財産権管理方針」 を定め、 知財担当者や開発担当者だけでなく、 全社員に知
財意識の高揚やベクトル合わせをはかっています。
技術競争の激しい住宅建材メーカーでは、 製品情報の流出や模倣は大問題。
製品構造に関わる特許取得は欠かせません。 そのためオーティスでは商品を開発
した際、 ブレインストーミングを行い、 知財の囲い込みのための意見交換を行いま
す。 このブレインストーミングを、 開発や知財担当者だけで行うのではなく、 営業、
製造、 開発といった３部門の担当者で行い、 さまざまな方向から守りを固める、 と
いうのがオーティスの行う知財戦略の大きな特徴です。 そして、 ブレインストーミン
グで出た模倣の可能性の高い技術については必ず特許を取得して囲い込み、 他
社に真似されないようにします。
また、 取得した特許情報については、 図を交えたパテントマップを作成し、 営業
担当者へ説明を行います。 営業担当者は、 社内でも競合他社商品を目にする機
会が多く、 これを徹底することで、 知的財産権に基づく販売の促進のみならず、
自社知的財産権に対する侵害商品の迅速な発見につながるのです。
さらに、 オーティスでは、 自社商品の総売上に対する知的財産権で保護された
商品の売上比率のことを 「特許武装率」 として独自の基準を設定し、 その割合を
高める取り組みも推進しています。
■今後の活動方針
オーティスの今後の目標は、 全社員が知恵を出し 「考動」 して、 知財を軸にし
た事業活動をさらに強化し、 創造型企業 ・ 筋肉体質型企業を目指すとのことで、
知財とともに益々の発展が期待されます。

企 業 名：株式会社オーティス
U R L ：http://www.otis-web.co.jp/
所 在 地：東大阪市横枕南５−３
電話番号：０７２−９６６−１９０８
E ! KANSAI 2012 年 10 月号
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
関西が誇る「老舗企業」（第４回）大阪錫器株式会社

伝統工芸を現代の生活に・・・
〜新商品開発と後継者育成に見た老舗企業の秘訣〜
担当課室：製造産業課
すずき

錫器の歴史は遣隋使、 遣唐使を派遣していた公家社会に始まります。 中国より茶
壺が伝わり、 京都を中心に宮中での神仏具などが作られました。 錫器の代表的なも
のは古くから神酒徳利等の酒器や茶器です。 錫器の酒器や茶器は仏具や神具とし
て使用され、 奈良県の正倉院にも納められています。 江戸時代になると、 生産の中
心を大阪に移し、 一般市民にも普及します。 近年では、 その多くがお酒を美味しく
飲む道具として人々に親しまれています。
昭和初期の全盛期には大阪に５０余りあったと言われている事業者は、 戦時中、 錫
が軍事物資として使われることにより生産量が激減し、
現在では５社にまで減りました。
なにわすずき
そんな中でも錫器は｢大阪浪華錫器｣として、 昭和５８年、 通商産業大臣より伝統的
工芸品の指定を受けました。
ライフスタイルの変化や後継者の確保等、 現代でも様々な課題を抱える伝統産業
分野において、 今なお錫器の国内シェアとして２／３を占め、 続々と新商品を生み出
す大阪錫器株式会社今井達昌代表取締役社長に｢老舗企業の秘訣｣を伺いました。
■時代の流れに対応する商品開発と重んじる伝統
同社が生み出す製品は｢現代の生活の中で使える道具｣です。 例えば、 杯の高さ。
昔の畳と御膳の文化では低いものが作られていましたが、 現代のテーブルと椅子の
社会では杯を高くすると手に取りやすくなります。 使い手の立場に立った絶妙な心遣
いが、 同社の製品が現代でも支持される理由です。 必要とされる形は日々変わるが、
作り方は昔と同じということで、 新商品開発にかける時間や労力は惜しみません。
新しい製品作りに取り組む一方で、 昔の
商品も継続して作っています。 新しい物、
売れる物だけを作るのではなく、 需要があ
る限り作り続ける。 それが会社の信用、 伝
統工芸の信用につながる、とのことです。 「う
ちの会社の鋳型は増え続ける。 廃盤という
概念がないから。」 今井社長は笑ってそう
話されます。 鋳型を廃盤しないため、 お
客様にとって思い入れある昔の商品を今で
も作ることができ、 また、 今なお昔の商品
主力製品タンブラー
模様は繊細優美な大阪城
の修理にも対応することが出来るのです。
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■若者、後継者への思い
会社で目を引くのは伝統工芸の現場では珍しく、 若者が多く活躍しているところ
です。 今春も新卒の学生を２名採用しました。 採用後は原則、 商品が完成するま
での工程を一通り経験した後、 ２～３工程に携わることにしています。 自分の仕事
が商品にどうつながっていくかを知るためです。
今井社長は｢基本｣と｢考えること｣を大事にするよう社員に徹底しています。｢基本
ができて考える力のある人は失敗しても元に戻れる。 ものづくりに携わる人が 『出
来ない』 と言ってはいけない｣今井社長の強い思いです。 それは社長自身の生き
方でもあります。 神戸芸術工科大学で教鞭をとり、 自身も勉強し、 基本に帰る。
そのことが自身の技術の幅を広げる機会にもなっているのです。 若い女性の職人
曰く、｢ものづくりが好き。 自分の作った商品を買ってくれた人が使うところを想像す
ると嬉しくなる。｣この一言で社長の思いが社員に響いていることが伝わってきます。

大阪錫器 ( 株 ) 今井達昌社長

ろくろ削りにも若い職人が

■老舗企業の秘訣
｢伝統工芸は止まったら終わり。｣今井社長のモットーです。 江戸後期に創業され
てから約２００年、 同社設立から６４年、 時代の流れとともに、 伝統を重んじながら
も新しいことに日々取り組んでこられました。
｢一番思い入れのある商品は？｣こんな質問にも社長は、｢特別思い入れのある商
品はない。 入れすぎると新しい物が作れないから。｣
後継者となる若者に技術や思いを伝承し、 伝統ある大阪浪華錫器を現代の生活
に美しく、 実用的に取り入れる。 伝統産業では課題とされる新商品開発や後継者
育成に力を入れるその姿勢こそが、 老舗企業が持つ、 事業継続と革新の秘訣で
あると、 強く感じました。
会 社 名：大阪錫器株式会社
U R L ：http://www.osakasuzuki.co.jp/
所 在 地：大阪府大阪市東住吉区田辺６−６−１５
電話番号：０６−６６２８−６７３１
E ! KANSAI 2012 年 10 月号
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< 関係機関情報 >

『省エネ』のお手伝いをします！
◇一般財団法人省エネルギーセンターの取組◇
担当課室：広報・情報システム室

昨年の東日本大震災以降、 電力不足が懸念される
ようになり、 「省エネ ・ 節電」 の重要性が以前にも増し
て高まっています。 特に今夏、 関西では、 厳しい電
力需給状況を反映して、 節電意識が強まりました。
このような中、 経済産業省では、 様々なエネルギー
政策を推進していますが、 以下で紹介する、 省エネ ・
節電診断、 省エネ ・ 節電説明会への講師派遣等の
取組を専門的に行っているのが省エネルギーセン
ターです。

近畿支部事務局長 松本順一氏

■工場・ビル等への省エネ推進活動
省エネルギーセンターの活動としてまず取り上げるのは、
工場、 ビル、 店舗等の省エネ ・ 節電の推進活動です。 「省
エネ診断」 では、工場やビルへ専門家を派遣してエネルギー
効率を改善する具体的手法をアドバイスします。 加えて、 東
日本大震災以降、 電力のピークカットに繋がる 「節電診断」
も始めています。 皆様も、 これら無料のサービスを活用し、
自社設備を点検してみられては如何でしょうか。 是非、 下
記のリンクをご覧下さい。
（無料診断 ・ 講師派遣サービス）
http://www.eccj.or.jp/shindan/index.html
■家庭や地域の省エネ活動も支援
省エネを国全体として進めていくためには、 事業
者だけでなく、 家庭や地域で考え、 実践してもらう
ことが大切です。 このため、 省エネルギーセンター
では省エネ ・ 節電説明会に無料で講師を派遣した
り、 小学校で出前授業を行ったりしています。
（省エネ出前授業）
http://www.shouenekaden.com/demaejyugyo2012.html
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省エネ・節電説明会の様子

また、 「家庭の省エネ大事典」 を発行し、 家庭内ででき
る省エネ ・ 節電行動について、 幅広い情報提供を行って
います。
左図は、 省エネ性能ラベルです。 みなさんも、 家電量
販店等で見かけることが多いのではないでしょうか。 このラ
ベルの普及活動も省エネルギーセンターが担っています。
統一省エネラベル

■省エネ事例の普及活動
省エネルギーセンターでは独自事業として、 企業、 工
場などの省エネ ・ 節電推進活動や省エネに優れた新しい
製品 ・ ビジネスモデルのうち特に優れたものを 「省エネ大
賞」 として表彰しています。 他の方の参考となるように、
事例や製品について、 発表大会や事例集の配布を行うこ
とで、 実践的な省エネのヒントを紹介しています。
（省エネ大賞）
http://www.eccj.or.jp/bigaward/result1210/index.html

省エネ大賞受賞マーク

■人材の育成、国際展開
省エネを国民的な拡がりで進めて行くためには、 エネルギー管理に知見のある専
門家を育成していくことが求められます。 省エネルギーセンターでは 「エネルギー
管理士」 等の国家試験、 講習に加え、 独自の研修事業も実施しています。 また、
省エネを通じた国際協力を推進するため、 展示会、 ミッション派遣等の活動も行っ
ています。
以上のような活動を通じて、 省エネルギーセンターは我が国の省エネルギー化の
推進に大きな役割を果たしています。

機 関 名：一般財団法人省エネルギーセンター近畿支部
U R L ：htt p: / /www.eccj .or .j p /i ndex .h t m l
所 在 地：大阪市北区曽根崎１丁目２−６新宇治電ビル５階
電話番号：０６−６３６４−８９６５
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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：タイでの環境展示会「ENTECH POLLUTEC ASIA 2012」開催風景

〜 近畿経済産業局からの各種ご案内〜
今夏の節電へのご協力、ありがとうございました。
■ 近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■ 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

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

