
次世代自動車産業地域産学官フォーラム 

活動内容について 

平成２６年９月 
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１．活動の概要 
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次世代自動車産業地域産学官フォーラム 

①企業力の強化 ②集積力の強化 

③サポート力の強化 

○次世代の自動車分野において世界最強のクラスターを形成することを目的として平成２２年
１０月に「次世代自動車地域産学官フォーラム」を設立。 

○３月に取りまとめられた地方版成長戦略である「TOKAI VISION」、「北陸産業競争力強化戦
略」、今夏策定予定の「自動車産業戦略2014」（仮称）における「中部地域自動車部素材
戦略」の内容を踏まえ、今後は“自動車産業の国際競争力の維持・強化”と、“ものづく
りマザー機能の強化”の２つを柱として活動を展開する。 

ものづくりマザー 
機能の強化 

自動車産業の国際 
競争力の維持・強化 

①技術開発・
生産力の強化 

②事業領域の
拡大 

③グローバル展開
の推進 

シナジー効果 
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自動車産業の国際競争力の維持強化 

自動車産業の国際 
競争力の維持・強化 

①技術開発・生産力の強化 ②事業領域の拡大 

③グローバル展開の推進 

・自社の強み、弱みの気づきの機会提供 
・企画提案力の強化                等 

・国際連携、海外展開支援機能の強化      等 

・国際クラスター間連携の推進 
・海外展開支援機能（情報提供、支援サービス等）の
創出 

・技術開発動向セミナーの開催 
・気付き、ネットワーク形成を目的とした参加型セミ
ナーの開催 
・企画提案力の強化を目的とした商談会の開催 

・次世代の自動車関連技術の開発を目指す研
究会活動の促進 

・産学連携によるワンルーフ型研究開発拠点の
整備活用 

・革新的技術開発プロジェクトの推進（炭素繊維
複合材、次世代金型） 

・競争的資金等の活用による生産技術の高度
化支援 

・国際クラスター間連携の推進 

○世界屈指の自動車製造拠点であり続けるために、次世代の自動車を見据えた先端技術の開発
や省資源・省エネルギーでの製造を実現する生産技術の高度化、自動車関連産業の事業領
域の拡大、グローバル展開の推進等の取組を実施する。 

・研究開発プロジェクトの創出、推進 
・研究開発拠点の整備活用          等 
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ものづくりマザー機能の強化 

○企業力、集積力、サポート力の強化を通じて、あらゆるものづくり産業を支え、新たな成長
産業を生み出す成長エンジンとなる「ものづくりマザー機能」を強化し、「世界最強のも
のづくり先進地域」を目指すとともに、多様性のある産業構造への転換を目指す。 

①企業力の強化 ②集積力の強化 

ものづくりマザー 
機能の強化 

・企画提案力の強化 
・新たな販路開拓支援             等 

・産産・産学の連携促進 
・ネットワーク形成の促進            等 

・公設試の支援機能強化 
・地域の産学官金による支援機能構築      等 

③サポート力の強化 

・気づき、ネットワーク形成を目的とした参加型
セミナーの開催 

・企画提案力の強化を目的とした商談会の開催 
・新たな販路の開拓を目的とした技術展示会の
開催 

・企業間、産学連携を促進するコーディネート機
能の強化 

・気づき、ネットワーク形成を目的とした参加型
セミナーの開催 

・公設試の技術開発支援機能（ソフト、ハード）の強化 
・産学連携によるワンルーフ型研究開発拠点の整備活
用 

・地域の産学官（金）が一丸となった支援機能の構築 
・モビリティ先進地域を目指したインフラ整備等の促進 6 



目指すべき地域の将来像 

国内大手ユーザー企業を頂点と

して、地域企業はピラミッド構造

を構築。 

国内大手ユーザー企業の海外生産

比率の向上、技術革新による部品

点数の削減やモジュール化の進展

などによるピラミッド構造の変化、地

域企業との取引が減少する傾向。 

当地域が世界に類が無い、すそ野が厚く広い産業集積を維持・強化する

ことで、地域の基幹産業を支えるだけでなく、将来を担う新たな成長産業

を持続的に生み、発展させていく地域となることを目指す。さらに中長期

的には、多様性のある産業からなる産業構造への転換を目指していく。  

○世界屈指の自動車関連産業の集積により培われた技術力、人材力、集積力を活かし、あらゆ
るものづくり産業を支え、新たな成長産業を生み出す原動力となる「ものづくりマザー機
能」を強化し、「世界最強のものづくり先進地域」を目指す。 

○中長期的には、多様性のある産業構造への転換を目指していく。 
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ものづくりマザー機能とは 

○「ものづくりマザー機能」とは、社会のニーズに応えるためのものづくりに関わるあらゆる
課題を解決する、地域の企業及びその集積により地域が有する機能である。 

○東海地域は、自動車産業で培われた高い技術力や優秀な人材を有する企業が緊密に集積して
おり、さらには、大学や研究機関など高度な知的基盤が充実している。このことは、自動
車産業をはじめとするものづくり産業の競争力の源泉ともなっている。 

○あらゆるものづくり産業を支え、新たな産業を産み出す成長エンジンとなる「ものづくりマ
ザー機能」、すなわち企業力、集積力、サポート力をより一層強化することで、世界最強
のものづくり先進地域となることを目指す。 

地域が有する「ものづくりマザー機能」と             
 企業が有する「マザー機能」 

「ものづくりマザー機能」の概念図 
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自動車から異分野への展開 

○自動車関連技術の中でも、他の産業分野への展開が期待される革新構造材料、ＩＴ、次世代
モータ、熱マネジメントの４分野の研究開発を重点的に推進するとともに、全てのものづ
くり産業にとっての基盤技術である金型技術等の研究開発を推進する。 

・航空機の機体・部品 
・風力発電設備のブ

レード 
・橋梁、道路、トンネル、

高層建築物等の社会

インフラ 
・車いす、杖、人工骨、

介護機器、手術用部

品等の医療・介護関

連製品       等 

・航空機用ギアのイン

ホイールモータ、駆動

制御装置 
・風力発電や小水力発

電等の発電機の高効

率化 
・介護ロボットや産業用

ロボットの小型化・高

効率化 
             等 

・スマートコミュニティや

次世代住宅等のエネ

ルギー管理システム 
・医療機関が保有する

症例データ（ビッグ

データ）を活用した医

療サービス提供 
・モータ制御システム 
             等 

・中低温域排熱の高効

率利用設備 
・航空機や次世代住宅

における断熱・遮熱技

術 
・熱電変換素子の小型

家電、情報通信機器

等への適用 
             等 

革新構造材料 

次世代モータ 

ＩＴ 

熱マネジメント 
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フェーズに応じた事業展開 

フェーズⅠ 
・次世代自動車関連技術・新
事業展開セミナーの開催 

・ラボツアー、先進企業見学
会の開催 

フェーズⅡ 
・個別企業情報の 
  調査・整理 

フェーズⅢ 
・個別訪問活動 

・ニーズ発信会の開催   

・シーズ発信会の開催 

・戦略的研究開発プロ
ジェクト創出支援会議
の開催 

フェーズⅣ 
・研究会の実施 

フェーズⅤ 
・新技術・新工法展示
商談会の開催 

・事業化に向けたサ
ポート活動 

フェーズⅠ 
・自社のコア・コンピタン
スとそれを活かして何
ができるのかの気づき
促進 

・ネットワーク形成 
 
・意欲の高い企業の把握 
 →データベース化 

フェーズⅡ 
・フェーズⅠで把握
した企業の詳細情
報把握 

フェーズⅢ 
・川下ユーザ企業の
ニーズ把握 

・川下ニーズに対応す
るコンソーシアム形成 

・川下ユーザ企業の巻
き込み 

フェーズⅣ 
・研究開発の効果
的・効率的実施 

・サポイン等競争的
資金の獲得 

フェーズⅤ 
・製品化・事業化 
・潜在技術ニーズを捉
えた新規販路開拓 

他分野への 
ステップ 

技術開発支援機関会議 
 各フェーズの取組を実施するに当たり、真に技術力・提案力のある
コンソーシアム形成に資するような専門的助言を行うことを目的とし
て開催。 

（構成メンバー） 
ＣＭ、ＰＭ、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、豊
田工業大学、岐阜大学、中部大学、産総研中部センター、地域金融
機関、あいち産業振興機構、岐阜県産業経済振興センター、三重県
産業支援センター、あいち産業科学技術総合センター、岐阜県工業
技術研究所、三重県工業研究所、名古屋市工業研究所 

○企業のフェーズに応じて、自社の強み・弱みの気づきから事業化に至るまで、地域の産学官
金とも連携しながらシームレスな支援を展開。 
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実施体制 

推進会議 
（次世代自動車産業地域産学官フォーラムの活動に係る地域の合意形成、意見交換を実施） 

【座   長】名古屋大学 宮田隆司名誉教授 
【産業界】インターネットＩＴＳ協議会、(株)ヴィッツ、小島プレス工業(株)、コマツＮＴＣ(株)、スズキ(株)、 (社)中部経

済連合会、(株)デンソー、東レ(株) 、トヨタ自動車(株)、豊田通商(株)、光精工(株)、北陸経済連合会、

本田技研工業(株)、三菱化学(株)、三菱自動車工業(株)、ヤマハ発動機(株)  （全１６機関） 
【学   界】名古屋大学、名古屋工業大学、産業技術総合研究所中部センター 
【行   政】富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、浜松市、名古屋市、豊田市、経済産業省中部経済産業局 
 

パートナーズ 
（各種支援施策等に関する情報提供） 

フォーラムの取組に賛同する企業、自治体、大学等研究

機関約５１０社が参加（平成２６年５月末現在）。 
 

研究機関会議 
（地域の大学等研究機関の連携促進、技術シーズの共有） 

名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋科学技術大学、豊田

工業大学、産業技術総合研究所中部センター 

自治体連絡会議 
（各自治体施策の連携促進、情報共有） 

愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川

県、名古屋市 

○地域の産学官により構成される推進会議において、フォーラム活動の基本方針について合意
形成を図る。 

○併せて、産（パートナーズ）・学（研究機関会議）・官（自治体連絡会議）それぞれ連携を
強化。 

技術開発支援機関会議 
（真に競争力のあるコンソーシアム形成に向けた地域の産学官金による専門的アドバイスを実施） 

クラスターマネジャー、プロジェクトマネジャー、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、豊田工業大学、岐阜大学、中部大学、産総研中部センター、十六銀行
等東海地域の金融機関、あいち産業振興機構、岐阜県産業経済振興センター、三重県産業支援センター、あいち産業科学技術総合センター、岐阜県工業技術研究所、
三重県工業研究所、名古屋市工業研究所 
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戦略会議 
（フォーラム活動のPDCAを実施） 

地域のものづくり中小企業 



クラスターマネジャー・プロジェクトマネジャー 

革新構造材料分野 

ＩＴ分野 

熱マネジメント分野 

次世代モータ分野 

次世代金型分野 分野横断・他産業展開 
（公財）名古屋産業科学研究所 分野統括マネジャー 渡辺 祐吉 
材料評価、分析、物理解析、計測・可視化、腐食、樹脂・複合材料評価など
に関する受託評価業務、高機能薄板商品の開発（樹脂複合型制振鋼板、軽
量ﾗﾐﾈｰﾄ鋼板など）、自動車用次世代鋼材・軽量化技術・ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ技術に
関する共同研究のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ等に従事。 

（公財）名古屋産業科学研究所 分野統括マネジャー 浅野 真弘 
車載ﾏｲｺﾝの開発（ﾎﾞﾃﾞｨｰ系、ABS、ｴｱﾊﾞｯｸ、CAN、ﾓｰﾀ制御）、ｻﾎﾟｲﾝ事業
のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰなどの活動（車載通信、機能安全、ｾｷｭﾘﾃｨｰ、形式手法、ﾚｱ
ｱｰｽﾚｽﾓｰﾀ制御）名古屋大学の組込みｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰと車載ﾘｱﾙﾀｲﾑO/S
開発（OSEK,AUTOSAR）等に従事。 

       （公財）名古屋産業科学研 
       究所 プロジェクト・マネ 
       ジャー 武藤 璉記 
        自動車部品の開発、事業管理業
務（ワイヤーハーネス部品）、産業機械設計、
開発（プラント設計、水処理技術）等に従事。 

       （公財）名古屋産業科学研 
       究所 プロジェクト・マネ 
       ジャー 岡本 倫夫 
        名古屋工業大学 共同研究セン
ター 客員教授、ＮＥＤＯマッチングファンド事
業(マルチピッチねじの開発)のプロジェクト・
コーディネータ等に従事。 

       （公財）名古屋産業科学研 
       究所 プロジェクト・マネ 
       ジャー 木村 馨 
        高分子材料(アクリル、光・熱硬
化樹脂、接着剤、電子材料)の技術開発・用途
開発、多分岐型ポイミド系ハイブリット材料の
研究開発管理の支援等に従事。 

       （公財）名古屋産業科学研 
       究所 プロジェクト・マネ 
       ジャー 安田 匡一郎 
        東海ものづくり創生協議会アドバ
イザー、名古屋産業公社テクノアドバイザー、
中部科学技術センター産学官連携共同研究
形成プロモーター等に従事。 

 
岐阜大学 
 産学連携 
 コーディネーター 
  砂田 博 
 
 
財団法人岐阜県産業経済振興センター 
理事、同モノづくりセンター長を経て、岐
阜大学産学連携コーディネーターに就
任。戦略的基盤技術高度化支援事業
などの競争的資金獲得に向けたコー
ディネート支援等に従事。  
  

（公財）名古屋産業科学研究所 クラスターマネジャー 小澤 理夫 
ディーゼルエンジンの開発設計、セラミックエンジン・タービン部品の開発、
環境装置事業の電機設計、事業企画、（公財）名古屋産業科学研究所 中
部TLO 産学連携支援部長、大学発ベンチャー支援会社の代表取締役、
中部生産性本部 生産性アドバイザー、大学発新産業創出事業（START
事業）プロモーター等に従事。 

        プロジェクトリーダー 
          岐阜大学 
           副学長 
             王 志剛 
 
 
プロセストライボロジー、型工学、冷
間鍛造・板鍛造等の研究に従事。戦
略的基盤技術高度化支援事業等、数
多くの産学共同研究開発に取り組ん
でいる。平成２３年４月～２６年３月の
間、岐阜大学金型創成技術研究セン
ター長に就任。 

人 選 中 

人 選 中 
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航空機分野での新規プロジェクト組成 

参加企業（開発メーカー＋川下企業）と 
名工大とのマッチング 

平成２３年度３次補正 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）提案・採択 

「レアアースレスモータ制御のためのソフトウェア実装研究」 
 新方式のレアアースレスモータ制御用のソフトウェア高度化により、ＥＶ・ 
ＨＶ等用のモータのコスト削減・性能向上を図る。 
＜研究実施機関＞ 
(株)サニー技研、回路設計会社、名古屋工業大学 
＜アドバイザー＞ 
半導体製造会社、名古屋市工業研究所、自動車会社、部品製造会社、専門商社等 
 
 
 
 

 
次世代自動車コーディネーター 

によるブラッシュアップ 

フォーラム活動の成果事例 

○本フォーラムの活動の一環として実施したラボツアーを契機に、企業と大学がマッチング。
コーディネーターのブラッシュアップを経て、研究開発助成プロジェクトに提案・採択。 

○本プロジェクトの成果は、国内大手自動車メーカーに採用されたほか、航空機分野における
共同研究プロジェクトにも展開されるなど、自動車以外の成長産業にまで波及している。 

国内大手自動車メーカーにて採用 

モータ技術領域研究会 セミナー＆ラボツアー 
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２．事業内容 
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気付き、ネットワーク形成を目的とした参加型セミナーの開催 

■ものづくり企業のための経営力強化セミナーの開催 
 ○ものづくり中小企業を対象に、これまで培ってきた自社の強みを活かしての事業領域拡大を促進す

るため、ユーザーの潜在的ニーズの発掘等をテーマとした連続セミナーを全4回開催。セミナーは30
名程度の少人数で開催するほか、ファシリテーターを配置するなど、参加者と講師、参加企業同士
のネットワーク形成の促進を図った。 

■炭素繊維複合材ビジネス展開セミナーの開催 
 ○炭素繊維複合材分野での事業展開を検討している企業を対象と 

して、 炭素繊維複合材の用途展開や技術の現状・課題等をテー 
マとした連続セミナーを全3回開催。本セミナーをきっかけに、産学 
連携による研究開発プロジェクトが組成。 

■つながるクルマの新ビジネス創出セミナーの開催 
 ○ ITにより人とクルマと社会のつながりが進む中、これをビジネスチャ 

ンスと捉え、クルマの新しいビジネス展開の可能性を考えるきっかけ 
作りを目的としたセミナーを開催。 

【これまでの取組】 

 当地域の自動車関連中小サプライヤーの多くは、大手メーカーを頂点とした垂直統合型の取引構造
の下で生産技術を高めてきたため、自社の強みの見極めが必ずしもできておらず、市場の潜在ニーズ
を発掘し、それに応えるべく単独で新たな技術開発を行うことは容易ではない。特に先端分野や異分野
への事業領域拡大の取組を単独で行うことは困難。このため、自社の強み・弱み等の気づき、事業領
域拡大に向けての動機付けを目的とした少人数・参加型のワークショップ形式のセミナーを開催し、自
社のコア・コンピタンスを活かした研究開発の組成を促進する。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

炭素繊維複合材ビジネス展開セミナー 
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 平成26年度は、当地域のものづくり中小企業が抱えている“三重苦”を解消し、次のフェーズへのス
テップアップを促進することを目的とした気づき・動機付けのセミナーを開催するなど、事業領域の拡大
に向けた取組を推進する。 

■事業領域の拡大に向けた経営力強化セミナー 
 ○自動車関連をはじめとした中小ものづくり企業を対象として、自ら培ってきた高い生産技術力を最大

限に活かしながら、事業領域を拡大するために必要な考え方を習得すると共に、参加企業同士の
ネットワークを形成し、自社の経営力を強化することを目的としたセミナーを開催する。 

■重点技術分野をテーマとしたビジネス展開セミナー 

 ○革新構造材料、ＩＴ、次世代モータ、熱マネジメント、次世代金型といった各重点技術分野について、
自社の強みを活かした研究開発プロジェクトの創出を目的として、分野別の少人数、参加型のワー
クショップ形式のセミナーを開催する。 

【平成26年度における取組】 
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技術開発動向セミナーの開催 

■熱マネジメントセミナー 
 ○近年、自動車の動力源が化石燃料からハイブリッドや電気に置き換わ 

ってきたことに伴い、川下ユーザー企業にとって自動車の熱マネジメン 
ト技術のニーズが高まってきている。このため、自動車の熱マネジメント 
を巡る最新の適用事例や将来展望、研究開発動向等を広く発信する 
セミナーを開催し、同分野での研究開発プロジェクト組成を促進した。 

 
■アルミニウム鍛造技術シンポジウム 
 ○自動車の超軽量化のためアルミニウム材料の採用が進められている中、 

近年の技術革新により足回り部品等への用途拡大が期待されているア 
ルミニウム鍛造技術について、自動車メーカー、素材メーカー、部品メー 
カーにおける最新の取組紹介を図るセミナーを開催。 

 ○セミナー後半には、参加企業、講師等の間のネットワーク形成を目的と 
したラップアップミーティングを実施し、中堅・中小企業による当該分野 
への参入や、産学、企業間連携を促進した。 

 

【これまでの取組】 

 先進国市場を中心として環境対応車の需要が拡大する中、川下ユーザー企業の技術ニーズも多様
化してきており、これらのニーズに対応した技術提案が求められているところ。一方、地域の中小サプラ
イヤーにとっては、次世代の自動車関連技術の最新動向を把握することは容易ではないため、これを
踏まえた研究開発プロジェクトの組成が困難な状況。このため、川下ユーザー企業のニーズが高い技
術分野について、最新の技術動向を発信するセミナーを開催する。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

アルミニウム鍛造技術シンポジウム 
ラップアップミーティング 

熱マネジメントセミナー 
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 平成26年度は、次世代の自動車関連技術の中でも、近年、川下ユーザー企業において急速に技術
開発が進んでいる分野に焦点を当てるとともに、セミナーを通じて参加企業の技術ニーズ・シーズ等を
把握しデータベース化を行うなど、研究開発コンソーシアム形成を促進することを目的として開催する。 

■最新技術動向・技術開発セミナーの開催 
 ○熱マネジメント分野のように、近年川下ユーザー企業を中心に技術開発が進められていながら、そ

の動向について十分に地域の中小企業に展開されていない技術分野について、広く情報発信を行
うセミナーを開催する。 

 ○開催に当たっては、単なる情報発信で終始するのではなく、参加者、講師間のネットワーク形成を
図るほか、アンケート調査等を通じて参加企業の技術シーズ・ニーズのデータベース化を行い、コン
ソーシアム形成を推進する。 

 

【平成26年度における取組】 
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次世代の自動車関連技術の開発を目指す研究会活動の促進 

■先進企業見学会 
 ○自動車の超軽量化を実現する最も有力な材料である炭素繊維複 

合材について、産産・産学連携を促進するため、地域の先進企業 
が保有する成形加工機の見学会を実施するとともに、大学研究者 
による技術講演を実施した。 

■ニーズ・シーズプレゼン会 
 ○名古屋大学ナショナルコンポジットセンターの下に設置された次世 

代複合材研究会において、会員企業相互のニーズ・シーズを発表 
する機会を提供。先端技術領域における産産・産学のマッチングを 
促進した。 

■セミナーの開催 
 ○TECH Biz EXPOにおいて、超軽量化・モータ・ＩＴ・熱マネジメントを 

テーマとしたセミナーを開催。当該分野で先端的な研究開発を実 
施している企業等の最新の取組について情報発信を行った。 
 

【これまでの取組】 

 近年、先進国市場を中心に環境対応車が市場に投入されるとともに、新興国市場では低価格車を中
心として市場が拡大しており、市場ニーズは多様化してきている。それに伴い、開発課題が多様化する
とともに、革新的な技術開発が求められているところ。このような中、当地域の自動車産業が今後も国
際競争力を維持・強化していくためには、ユーザーニーズに即した技術開発に産学を挙げて取り組んで
いくことが必要。このため、産学連携の苗床として、先端技術分野における研究会活動を展開する。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

ニーズ・シーズプレゼン会 

先進設備見学会（大学研究者による技術講演） 
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 平成26年度は、次世代の自動車関連技術の中でもユーザー企業のニーズが高く、かつ自動車以外
の産業分野への展開が期待される革新構造材料、ＩＴ、次世代モータ、熱マネジメントの４分野を重点的
に推進するとともに、全てのものづくり産業にとっての基盤技術である金型技術について、炭素繊維複合
材やハイテン材等の難加工材の成形加工や超薄肉化、超精密化、高品質加飾などの次世代の技術に
フォーカスを当てた取組を展開する。 

■先進企業見学会・ラボツアーの開催 
 ○先端的な技術領域の研究開発プロジェクトを組成するためには、 

座学のみならず、関連する機械装置の実機や大学研究室を実 
際に見学し、その詳細を把握することが重要。 

 ○このため、上記の重点技術分野について、ポテンシャルの高い 
地域の自動車関連企業を対象として、先進的な企業あるいは 
大学研究室の見学会を開催する。 

 
■名古屋大学ＮＣＣ次世代複合材研究会（後掲） 
 ○名古屋大学ＮＣＣにおける研究開発成果を地域の中堅・中小企業に展開するとともに、複合材に関

する共同研究プロジェクト組成に向け、研究会参加企業によるニーズ・シーズ発信会の開催、国内
外の複合材関連クラスターとの相互交流等のマッチング機会を提供する。 

 
■次世代金型研究会（後掲） 
 ○岐阜大学金型創生技術研究センターを中核として、自動車の超軽量化等に必要となるハイテン材

や炭素繊維複合材の金型技術に関する研究開発プロジェクトの組成を目指した研修会、情報交換
会等を実施する。 

 

 

【平成26年度における取組】 

研究施設見学会（ラボツアー） 
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企業間、産学連携を促進するコーディネート機能の強化 

■次世代自動車コーディネーターによる研究開発プロジェクト組成支援 
 ○パワートレイン、組込ソフト等の分野を専門とする9名の次世代自動車コーディネーターが企業訪問を

行い、独自のネットワークを活用しながら、訪問先企業の技術ニーズに見合った技術シーズとのコー
ディネートや、川下ユーザー企業とのフォーメーション形成支援を実施。平成25年度は、59件の研
究開発プロジェクトを組成するなど、多くの産産・産学ネットワーク形成に寄与。 

■研究機関技術シーズマップの作成 
 ○中部地域における主要な研究機関（名大、名工大、豊橋 

技科大、豊田工大、産総研中部センター）の技術シーズ 
情報をユーザー企業目線で見える化した「研究機関技術 
シーズマップ」（平成24年度作成。）について、企業訪問時 
に要望が多かった研究者マップを追加するなどの拡充を 
行った。 

 ○作成した技術シーズマップは、WEB掲載等の情報発信の 
ほか、次世代自動車コーディネーターが企業訪問をする 
際に、産学による共同研究推進のために活用した。 

【これまでの取組】 

 当地域における自動車産業の最大の強みは、中小企業を中心とした部素材関連企業や大手川下
ユーザー企業、大学等による厚い産業集積を活かしたすり合わせ力にあるが、近年、国内生産の縮小、
生産拠点の分散化が進展する中、その優位性が失われつつある。当地域の競争力の維持・強化のた
めにはこのような集積力の強化が不可欠。このため、次世代自動車コーディネーターが主体となり産
産・産学のネットワーク形成を支援し、当地域の産業集積の強みを活かした研究開発を促進する。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

技術シーズマップと研究者マップ 23 



 本年度は、革新構造材料、ＩＴ、次世代モータ、熱マネジメント、次世代金型など重点的かつ戦略的に
取り組む技術分野について、産産・産学のネットワーク形成、研究開発プロジェクトの組成の動きをより加
速化させるため、次世代自動車コーディネーターの体制を強化するとともに、公設試との連携深化、技
術シーズマップのさらなる拡充を図る。 

■次世代自動車コーディネーターの支援体制強化 
 ○革新構造材料、ＩＴ、次世代モータ、熱マネジメント、 

次世代金型の各重点分野について、次世代自動車コ 
ーディネーターの中から分野統括マネジャーを配置 
する。研究開発プロジェクトの組成を加速化させるため、 
クラスター・マネジャーの指揮の下、分野ごとの技術トレ 
ンド、課題を踏まえたコーディネート活動を戦略的に推 
進する。 

■公設試との連携深化（後掲） 
 ○昨年度構築した公設試と次世代自動車コーディネーター 
  との連携をより深化させ、公設試の支援機能の強化を図る。 

（後掲） 

■技術シーズマップのさらなる拡充 
 ○重点技術分野のうち技術シーズの発掘が十分ではない 

熱マネジメント分野について、自動車への展開が期待され 
る技術シーズ情報を広く集め、技術シーズマップに反映さ 
せることにより、当該分野における産学連携を加速化する。 

【平成26年度における取組】 
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公設試の技術開発支援機能（ソフト、ハード）の強化 

■公設試との連携強化 
 ○中小企業の産産・産学連携をより広範に支援する体制を構築する 

ため、日頃から中小企業の技術相談を受けている公設試と次世代 
自動車コーディネーター、公設試同士のネットワークを形成する場 
として公設試研究会を開催。それぞれの研究領域について相互理 
解を深めるとともに、次世代自動車コーディネーターとの連携強化 
を図った。 

 ○また、研究施設見学や大手川下ユーザーとの意見交換等を実施 
し、公設試相互、川下ユーザー企業との連携強化を図るなど、公 
設試の支援機能の強化を促進した。 

■公設試の試験評価機能の強化 
 ○地域新産業創出基盤強化事業を活用し、管内5県１市の公設試 

に最先端の試験評価設備を導入。導入設備は自動車関連産業 
のみならず、航空機やヘルスケア等、地域の特性も踏まえ、他の 
成長産業での活用が期待されるものを選定した。 

【これまでの取組】 

 国内生産の縮小、生産拠点の分散化が進む中、これまで垂直統合型構造の下で取引を行ってきた
中小企業にとっては、自社の経営資源のみで川下ユーザー企業のニーズに対応した技術開発を行うこ
とは困難な状況。このため、日頃よりこうした中小企業から依頼試験や技術相談を受けている地域の公
設試の技術開発支援機能を強化するため、公設試研究者のコーディネート力の強化、ネットワーク強化、
先端的な試験評価設備の導入促進を行い、中小企業の産学連携による研究開発の促進を図る。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

公設試研究会 
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 本年度は、昨年度までに構築された公設試研究者間、公設試研究者と次世代自動車コーディネー
ター間のネットワークをさらに深化させるとともに、ユーザー企業や中小企業のニーズに応えた最先端の
試験評価設備を導入し、公設試の研究開発支援機能の強化を推進する。 

■公設試との連携強化 

 ○昨年度立ち上げた公設試研究会について、今年度は炭素 
繊維複合材、ＩＴ、次世代モータ、熱マネジメント、次世代金 
型といった重点技術分野をテーマとして取り上げ、機械設備 
等の実機見学、ものづくりの現場見学等も併せて開催する。 

 ○また、次世代自動車コーディネーターや地域の産学官によ 
り構成される技術開発支援機関会議（後掲）への参画を通 
じて、公設試のコーディネート機能の強化を図る。 

 

■試験評価設備の導入促進 

 ○中小企業が開発した新製品・新技術を事業化するためには、その新製品・新技術の性能等につい
て適切な試験・評価を実施することが必要。しかし、近年の多種多様、先進的な川下企業ニーズに
即した技術提案をするに当たり、それに対応した試験・評価設備を中小企業単独で保有することは
困難。 

 ○このため、平成25年度補正予算事業「地域オープンイノベーション促進事業」において、次世代自
動車コーディネーターと連携して地域の中小企業の技術ニーズを把握した上で、当地域の技術力
向上に資する先端的な試験評価設備を公設試へ導入し、利活用を促進する。 

【平成26年度における取組】 
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産学連携によるワンルーフ型研究開発拠点の整備活用 

■研究開発拠点の整備 
 ○炭素繊維複合材の製造技術の実証・評価を行う研究開発拠点と 

して、平成25年6月に名古屋大学にナショナルコンポジットセンター 
をオープン。 

 ○窒化物半導体パワーデバイスの実用化・事業化を目的として、平 
成25年9月に名古屋工業大学に窒化物半導体マルチビジネス創 
生センターをそれぞれ設立。産学連携のための研究開発環境の 
整備を行った。 

■研究開発拠点における研究開発プロジェクトの推進 
 ○名古屋大学ナショナルコンポジットセンターでは、熱可塑性CFRPの自動車への適用を目的として、

高生産性・低コスト化への期待が高いLFT-Dや大型一体成形技術の実用化に向けた研究開発 
を実施。 

 ○名古屋工業大学窒化物半導体マルチビジネス創生センターでは、同大学のSiの基板上にGaN結晶
を成長させる技術を核に、窒化物半導体パワーデバイスの実用化・事業化に向けた研究開発を実
施。 

【これまでの取組】 

 CFRP成形加工技術をはじめとした先端技術については、次世代の自動車での適用を見据えて世界
各国で実用化に向けた研究開発が行われているところであるが、このような先端的な技術分野につい
ては、企業や大学等が単独で研究開発を推進することは困難であり、産学官を挙げての研究開発が必
要不可欠。このため、地域の企業、大学、公設試等研究機関がワンルーフの下で研究開発等を実施
するための拠点を整備するとともに、拠点におけるナショナルプロジェクト、産学共同研究等を推進する。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 
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 平成26年度は、整備された研究開発拠点において、前年度までの研究成果を踏まえ、実用化に向
けた研究開発をさらに加速化させるとともに、産学連携による先端的な研究開発が必要な分野につい
て拠点整備を推進する。 

■北陸地域における炭素繊維複合材の産学連携拠点の整備活用 
 ○伝統的な織りの技術で培われた生産加工技術に強みを有する北陸地方において、炭素繊維複合

材の研究開発を産学がワンルーフの下で実施する「革新的複合材研究開発センター」を金沢工業
大学に整備する。 

 ○本拠点を中核として、ＩＣＣ、ＧＣＣとも連携しながら、地域の中小企業を含めた産産・産学連携プロ
ジェクトの組成を推進する。 

 
■COI（センター・オブ・イノベーション）拠点の整備活用 
 ○名古屋大学に、少子高齢化とモビリティをキーワードとして、理想的な将来像からバックキャスティン

グ手法により研究開発を実施するナショナル・イノベーション・コンプレックスを整備する。 
 ○本拠点を中核として、産学がアンダーワンルーフで連携しながら、普及型モビリティ先進予防安全技

術、個人に最適化された先進予防安全技術等の研究開発プロジェクトを推進する。 
 
■研究開発プロジェクトの加速化 
 ○名古屋大学NCCでは、昨年度までの研究結果から明らかになった課題に対応するため、研究開発

推進体制の強化、試験研究設備のさらなる充実を図り、事業化に向けた研究開発を加速させる。 
 ○名古屋工業大学窒化物半導体マルチビジネス創生センターでは、昨年度までの研究成果を踏ま

え、引き続き窒化物半導体パワーデバイスの実用化に向けた研究開発を実施する。 
 

 

【平成26年度における取組】 
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革新的技術開発プロジェクトの推進（炭素繊維複合材） 

■研究開発拠点の整備 
 ○産学がワンルーフの下で研究開発を実施するための拠点として、ナショナルコンポジットセンター（名

古屋大学）、革新複合材料研究開発センター（金沢工業大学）、複合材料研究センター（岐阜大
学）、ぎふ技術革新センター（岐阜県）などを整備。 

■ナショナルプロジェクトの推進 
 ○名古屋大学NCCでは、自動車メーカーや素材メーカー、成形加工メーカー、大学等研究機関等が

協調し、熱可塑性CFRPの量産自動車への適用を目的とした研究開発を実施。 
 ○金沢工業大学ICCでは、地域の中小企業と連携し、自動車のほか、住宅、道路、橋梁等のインフラ

への適用を目的とした研究開発を推進。 
■産学ネットワークの形成 
 ○NCCでは、複合材に高い関心を有する企業等により構成される次世代複合材研究会を設立。NCC

の研究開発成果の地域展開、共同研究プロジェクト組成に向けたマッチング機会の提供等を実施。 
■国際クラスター間交流の推進 
 ○先進的な加工技術を有する欧州企業等との交流を促進するため、炭素繊維複合材関連クラスター

（Fraunhofer、CFK Valley、EMC2、英国NCC）との間でMOUを締結。国際セミナー等の開催を通じて
海外企業等との連携を促進。 

【これまでの取組】 

 近年、自動車の超軽量化を実現する材料として炭素繊維複合材が注目されているが、炭素繊維複
合材の成形加工の技術開発についてはドイツ、フランス等の欧州諸国が先行している状況。我が国が
欧州に早急にキャッチアップし、川上から川下までフルセットで揃った炭素繊維複合材の一大拠点を形
成するため、地域の研究開発拠点間の連携を促進し、産学連携プロジェクトの創出を図る。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
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 平成26年度は、炭素繊維複合材の革新的技術開発プロジェクトの組成に向けて、各拠点と連携しな
がら、自社の強み・弱みの気づき・動機付けの機会提供から、研究開発プロジェクトの立ち上げ、事業化
支援、国際クラスター間との連携まで、ハンズオンでの支援を展開する。 
■自社の強み・弱みの気づき・動機付けの機会提供 
 ○炭素繊維複合材に高い関心を有するものの、自社の技術を活かした事業化戦略が見出せない企

業を対象として、自社の強み・弱みの気づき・動機付けを目的とした少人数、参加型のセミナーを開
催する。 

 ○本セミナーは、講師からの一方通行型のものではなく、ファシリテーターや技術アドバイザーを配置し、
参加者と講師、また参加者同士のネットワーク形成を促進することにより、研究開発プロジェクトの組
成を図るものである。 

■研究開発プロジェクトの組成支援 
 ○次世代自動車コーディネーターが中心となり、上記セミナーの参加企業をＮＣＣ次世代複合材研究

会のような産学ネットワークへと誘導するとともに、そこでの産産・産学連携を推進する。 
 ○また、産産・産学によるコンソーシアム形成が図られた後、技術開発支援機関会議（後掲）等で専

門的助言を得ながらサポイン事業などの競争的資金獲得に向けての支援を実施する。 
■事業化の推進 
 ○試作等のフェーズに到達したプロジェクトについて、展示商談会や技術展示会への出展支援を行う

など、事業化を加速させる取組を実施する。 
■国内外のクラスター間連携の推進 
 ○川下企業や成形加工メーカーが数多く集積している東海地方と、繊維・機械産業が集積している

北陸地方との連携を強化し、両地域の強みを活かした研究開発プロジェクトの組成を推進する。 
 ○また、海外クラスター機関との間で締結しているMOUに基づき、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ

（GNI）とも連携しながら海外企業等との交流を促進し、国際的な共同研究プロジェクト組成を図る。 

 

【平成26年度における取組】 
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革新的技術開発プロジェクトの推進（次世代金型） 

【これまでの取組】 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

 近年、先進国市場を中心とした環境対応車へのニーズの高まりに伴い、これまでに増して軽量化が一
層重要な課題となっている。軽量化には種々のアプローチがあるが、材料面では軽くて丈夫な高張力
鋼板や炭素繊維複合材などの積極的な活用が有望視されている。これらの材料の活用に必須な技術
であるとともに全てのものづくり産業にとっての基盤技術である金型技術について、地域の研究機関、事
業者間の連携を促進し、産学連携プロジェクトの創出を図る。 

■研究開発・人材育成拠点の整備 
 ○金型技術の高度化を着実に実行させるため、岐阜大学において次世代 
   金型技術に特化した研究開発を実施するとともに、創造的かつ意欲のあ 
   る若手技術者を養成する金型創成技術研究センターを整備。 
■産学ネットワークの形成・共同研究の推進 
 ○岐阜大学をはじめとする当地域の研究機関が有する金型分野の先端 
     技術と、地域の金型事業者が蓄積してきた多様なノウハウを結び付け、 
     高度な次世代金型の創出を目指す産学ネットワークの形成および共同 
     研究の推進。 
■ものづくり基盤技術の高度化支援 
 ○新たなものづくり基盤技術の確立・高度化を目指して、ものづくり現場の 
     課題、ニーズを基本原理に基づいて検討し、得られた知見を生産現場 
     で実証して研究成果の深化を図る研究開発を実施。産学連携の下に 
     行われる上記研究開発については、競争的資金等の活用支援も併せ 
     て実施。 

高度技術を持つ金型技術者の育成 

プレス成形金型 
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【平成26年度における取組】 

 平成26年度は、次世代金型の革新的技術開発プロジェクトの組成に向けて、当地域の研究開発機
関が連携して地域企業に対して最新技術に関する情報提供を行いながら、研究開発に向けた資金獲
得サポートから、研究開発プロジェクトの立ち上げ、ビジネスモデルの策定、事業化支援までハンズオン
での支援を展開する。 

■次世代金型技術に関する知識習得の機会提供 
 ○炭素繊維複合材に関する先端技術の情報提供や高張力鋼板のプレス加工技術に関するセミナー

を開催して、地域企業に対し最新の技術動向を紹介するとともに、研究開発の方向性に関する検
討の機会を提供する。 

 
■情報交換会の開催及び研究開発のための資金獲得のサポート 
 ○研究開発テーマごとに結成されたコンソーシアムを対象として、研究成果の出口を見据えた意見交

換やビジネスモデルの策定を支援する情報交換会を開催する。 
 ○本情報交換会は、講師からの一方通行型のものではなく、ファシリテーターや技術アドバイザーを配

置し、参加者と講師、また参加者同士のネットワーク形成を促進するものとする。 
 ○上記コンソーシアムに対して、公的な研究開発資金獲得のための支援を実施する。 
 
■事業化の推進 
 ○試作等のフェーズに到達したプロジェクトについて、展示商談会や技術展示会への出展支援を行い、

研究開発プロジェクトの評価及びニーズを把握して研究開発にフィードバックするとともに、事業化へ
の取組を加速させる。 
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競争的資金等の活用による生産技術の高度化支援 

■戦略的基盤技術高度化支援事業 
 ○鋳造、鍛造、切削加工、めっき等の22の技術分野の向上 

につながる研究開発からその試作までの取組を支援。平 
成25年度は、中部5県で22件のプロジェクトを採択。 

■ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発用等支援補助金 
 ○ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開 

発や設備投資等を、中小企業経営力強化支援法の認定 
経営革新等支援機関（認定支援機関）等と連携しつつ支援。 
平成25年度は、中部5県で1,612件のプロジェクトを採択。 

■研究開発プロジェクト組成支援 
 ○上記のような競争的資金獲得に当たり、次世代自動車コーディネーターがフォーメーション形成を支

援。企業訪問を行い、独自のネットワークを活用しながら、訪問先企業の技術ニーズに見合った技
術シーズとのコーディネート等を実施し、平成25年度は59件の研究開発プロジェクトを組成するなど、
多くの産産・産学ネットワーク形成に寄与。 

 

【これまでの取組】 

 東海地域が世界屈指の自動車製造拠点であり続けるためには、高度な技術力を有する中堅・中小
企業の集積を最大限に活かし、革新的な技術開発のみならず、省資源・省エネルギーでの製造を 
実現する生産技術の高度化を進めることが必要であるが、このような研究開発を中小企業単独で実施
するのは困難。そのため、競争的資金を活用して、産官学が連携して行う研究開発を推進し、生産技
術の更なる高度化を図る。 
 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
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平成２５年度戦略的基盤技術高度化支援事業採択案件 

軸方向に傾斜特性を有する超硬材料の開発と各種ギヤの複合鍛造技術の開発 

33 



 平成26年度は、当地域のものづくり企業や大学等研究機関等の集積の強みを最大限に活用し、省
資源・省エネルギーでの製造を実現する生産技術の高度化に向けて、コンソーシアム形成から競争的
資金の獲得、事業化までをハンズオンで支援する。 

■競争的資金獲得に向けたハンズオン支援 
 ○川下ユーザー企業の技術ニーズに対応可能なシーズ保有企業等の探索、コンソーシアム体制の

検討、研究開発内容のブラッシュアップ、事業化の加速化を目的として、技術開発支援機関会議
（次世代自動車コーディネーターや地域の大学等研究機関、支援機関、公設試、金融機関等によ
り構成。）による専門的アドバイスを実施。 

 ○当該アドバイスを踏まえ、戦略的基盤技術高度化支援事業やものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発用等支援補助金等の競争的資金の獲得、事業化に向けた支援等を行い、当地域のもの
づくり企業の生産技術高度化を推進する。 

 

【平成26年度における取組】 

企業の抽出 

コンソーシアム 
形成 

ブラッシュアップ 

技術開発支援機関会議 
による支援 

生産技術の向上に意欲的
な中小企業の抽出 

次世代自動車コーディネー
ターによる産産・産学の
フォーメーション形成 

競争的資金獲得のため
の提案内容のブラッシュ
アップ 

研究開発の推
進、生産技術
の高度化 

研究推進 

事業化推進 

試作品等の
製品化に向
けたサポート 

次世代自動車コーディネー
ター、大学等研究機関、支援
機関、公設試、金融機関等に
よる専門的アドバイス 

競争的資金の活用 

戦略的基盤技術高度化支援事業 
 精密加工、材料製造プロセス等の１１の技

術分野の向上につながる研究開発、試作、販

路開拓の取組を一貫して支援。 
 平成26年度 予算規模：126億円 

ものづくり中小企業・小規模事業者 
試作開発用等支援補助金 

 革新的な取組にチャレンジする中小企業・

小規模事業者に対し、地方産業競争力協議

会とも連携しつつ、試作品・新サービス開発、

設備投資等を支援。 
 平成25年度補正予算 予算規模：1400億円 34 



企画提案力の強化を目的とした商談会の開催 

■みえ・あいち・ぎふ新技術新工法展示商談会 
 ○平成25年12月5日、6日に、東海3県の中小企業60社の参加の下、 

マツダ向けの展示商談会を開催。中部地域に集積している優れた自 
動車関連技術を、東海3県のネットワークを活用しながら域外自動車 
メーカーに展開。 

  ○本展示商談会への出展に当たっては、事前にマツダによる技術ニー 
ズ説明会を実施するとともに、専門家によるプレゼンテーション研修 
会を実施。また、次世代自動車コーディネーター等による出展企業 
のブラッシュアップを実施するなど、企画提案力の向上を図る取組 
を行った。 

■取組の成果 
 ○2日間の開催期間中にマツダから約1100名の来場があった。商談会終了後に実施したアンケート

調査によると、本展示商談会を通じて約160件の引き合いがあった。うち21件は試作・見積依頼で
あり、実際の取引に向けた動きに結びついている。 

【これまでの取組】 

 国内における自動車市場縮小、技術ニーズの多様化が進む中、中小サプライヤーが今後もマーケッ
トシェアを維持・拡大していくためには、市場の潜在的ニーズを先取りした企画提案力を身につけること
が重要。このため、東海3県（愛知県、岐阜県、三重県）の支援機関と連携し、当地域の中小サプライ
ヤーが大手自動車メーカーに対して新技術・新工法を直接提案できる機会を創出するとともに、自社の
強み・弱みの再認識、企画提案力強化に向けた支援を実施する。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

展示商談会の会場の様子 
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 平成26年度は、ホンダをターゲットとした展示商談会を、東海3県の支援機関と公益財団法人名古屋
産業科学研究所との連携の下で開催する。開催に当たっては、潜在的なユーザーニーズを先取りでき
る企画提案力を強化すべく、次世代自動車コーディネーターによるブラッシュアップ支援や、プレゼン
テーション研修会を実施する。 

■平成26年度開催概要 

 開催日：平成26年11月19日 

 場  所：株式会社本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター内 グローバルプラザ 

 来場予定者：株式会社本田技術研究所の開発・設計調達等の担当者 

 出展参加企業：愛知県、岐阜県、三重県の中小企業等70社程度 

 

■平成26年度における取り組み 

 ○次世代自動車コーディネーターによるブラッシュアップ支援 

大企業技術系OBである次世代自動車コーディネーターが、各支援機関と連携しながら、出展企
業の提案内容のブラッシュアップ等を行う。 

 ○技術戦略説明会の開催 

展示商談会開催前に、自動車メーカー等の技術者を招聘し、出展企業等に対して自動車関連技
術の開発動向等を説明する「技術動向説明会（仮称）」を開催する。 

 ○プレゼンテーション研修会の実施 

出展する新技術・新工法を自動車メーカーのニーズに即した形で効果的に展示・説明を行えるよう
にするため「プレゼンテーション研修会」を開催する。 

【平成26年度における取組】 
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新たな販路の開拓を目的とした技術展示会の開催 

■中部ものづくり基盤技術展の開催 
 ○「中小ものづくり高度化法」を活用した中部地域をはじめ全国の中小企 

業の研究開発成果の発表並びに大企業とのマッチング機会の提供等 
を目的にとして開催。 

 ○今回が５回目の開催で、出展者数を昨年の８２社から１０７社に拡大し、 
東北、関東、中部、北陸、近畿、中国、四国の各地域のサポイン事業 
者を中心としたものづくり中小企業が参加。開催期間中の来場者数は 
2,452名、個別企業マッチング数は２７３件であった。 
 

■TECH Biz EXPO 2013への出展事業 
 ○戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）により、中部地域で生 

み出された新たな技術シーズや研究開発成果の事業化促進に向けて、 
TECH Biz EXPO 2013においてサポインコーナーを設け、新たな需要先 
の調査・探索、展示会での成果発表等を実施。新たな市場開拓の支援 
を行った。 

 
 

【これまでの取組】 

 新たに開発された新技術・新製品の事業化を図るためには、その優位性について特定の川下ユー
ザー企業に縛られずに広くＰＲするとともに、ユーザーとなり得る企業から客観的な評価を受けて、当該
新技術・試製品の更なるブラッシュアップを行うことが必要。このため、新技術・新製品を開発した企業
を対象として、多くのユーザー企業が一堂に集まる技術展示会への出展を支援し、新たな販路開拓に
向けて支援を行う。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

会場内の様子 
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 平成26年度は、組成された研究開発プロジェクトの事業化をよりいっそう強力に推進するため、技術
展示会への出展事業に加え、個別企業の研究開発成果の技術分野に応じた事業化支援を展開する。 

■TECH Biz EXPO 2014への出展事業 

 ○TECH Biz EXPO 2014において、戦略的基盤技術高度化支援 
事業（サポイン事業）に採択された事業の特設展示スペースを 
設置し、川下ユーザー企業等に対する研究開発成果のPRを支 
援する。 

 ○出展に当たっては、展示内容等ＰＲ方法のブラッシュアップ、展 
示会当日の個別マッチング交流商談会、マッチング後のアドバイ 
ス等のフォローアップ等を行うなど、出展企業のニーズに応じた 
きめ細やかな支援を実施する。 

■個別企業の研究開発成果の技術分野に応じた事業化支援 

 ○研究開発プロジェクト成果の事業化を推進するためには、研究開発成果の技術分野に適した技術
展示会の場においてユーザー企業にPRすることが重要。 

 ○このため、独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部では、個別企業の研究開発成果の技
術分野に適した技術展示会への出展に要する費用等を支援するとともに、ユーザーニーズを捉え
た技術提案ができるよう、専門家によるブラッシュアップ等を実施する。 

 

 

【平成26年度における取組】 

個別マッチング交流商談会（平成25度） 
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国際クラスター間連携の推進 

■国際クラスター推進機関とのMOU締結 
 ○炭素繊維複合材の成形・加工技術で我が国より先行している欧州では、 

複合材関連の研究所を中核として大規模な産業クラスターを形成して 
いる状況。 

 ○この中でも特に技術力に優れ、かつ多数の企業が参画しているフラウン 
フォーファーICT（ドイツ）、CFK Valley、EMC2、英国NCCと、我が国の炭 
素繊維複合材の中核拠点であるNCCとの間でMOUを締結し、欧州の複 
合材関連企業等との交流の基盤を構築。 

■グレーター・ナゴヤ 次世代産業高度化セミナーの開催 
 ○ドイツのフラウンフォーファーIFAM及びCFK Valleyより、最先端の複合材 

研究に取り組んでいる研究者を招聘し、欧州における複合材の成形、リ 
サイクル技術等の動向を紹介するセミナーを開催。 

 ○セミナー後には、セミナー参加者と招聘した研究者を交えた交流会を開 
催するなど、当地域の企業と海外先進企業等との交流を促進。 

 

【これまでの取組】 

 自動車の超軽量化を実現する最も有望な材料として炭素繊維複合材が注目を集めている中、当地
域においても炭素繊維複合材の一大拠点を形成するための積極的な取組がなされているところ。一方、
炭素繊維複合材の成形・加工技術においては、欧州諸国が先行している状況。このため、欧州の炭素
繊維複合材関連クラスターとの連携を推進し、先進的な加工技術を有する欧州研究機関、企業等と
のネットワーク構築を通じて、当地域の技術力の向上を図る。 
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 平成26年度は、これまでに締結した国際クラスター推進機関とのMOUに基づき、名古屋大学ナショナ
ルコンポジットセンターをはじめとした我が国の複合材研究開発拠点及び地域企業と、海外の複合材関
連企業、研究機関等との交流を促進し、当地域における複合材の技術開発力の強化を図る。 

■欧州産業クラスター企業等との交流促進 
 ○グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ（GNI）とも連携しながら平成26年9月に欧州の先進的な成形加

工メーカーを招聘し、欧州が先行する炭素繊維複合材の成形加工技術についての技術動向の発
信を行うとともに、当地域の企業とのマッチング、交流会等を実施する。 

 ○また、平成26年11月にはドイツのCFK Valleyにおける川下ユーザー企業等を招聘し、欧州における
最新の複合材の適用技術等について情報発信や交流会等を実施するなど、中部地域の複合材関
連企業等とCFK Valleyの企業、研究機関等との連携を促進し、当地域の技術開発力の強化を図る。 

 
■JEC EUROPE 2015におけるフランス商工会議所とのマッチング 
 ○毎年、欧州で開催される世界最大の複合材関連展示会である 

JEC EUROPEの場において、名古屋大学NCC次世代複合材研 
究会参加企業を中心として、フランス商工会議所との連携によ 
るEMC2クラスター等とのビジネスマッチングを実施。 

 ○本取組を通じて、ビジネスパートナーや新たなグローバル市場 
の獲得を図る。 

【平成26年度における取組】 
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海外展開支援機能（情報提供、支援サービス等）の創出 

■6信用金庫連携アジア会連携タイミッション 
 ○自動車関連を中心とした企業のアジア展開支援に取り組む6信用金庫、 

及びグレーター・ナゴヤ・イニシアチブ協議会と連携し、タイにおけるビジ 
ネス拡大を計画する企業の支援の一環として、現地政府機関、日系既 
進出企業等の訪問、関係者との意見交換を実施するとともに、現地ロー 
カル企業とのマッチング及びネットワーキング等を実施。本ミッションの成 
果として合計52件のビジネスマッチングが成立。 

ミッション概要 

 9月17日（火） JETROバンコクセンター、ワンスタート・ワンストップ投資センター（OSOS）、 
 バンコク銀行訪問 

 9月18日（水） 泰日工業大学、トヨタモーターアジアパシフィックエンジニアリング＆マニュフ 
ァクチャリング（株）（T-MAP）、アマタナコーン工業団地（太田テクノパーク、 
ミノタイランド）訪問 

 9月19日（木） タイ現地企業とのビジネスマッチング・ネットワーキング、タイ政府国家経済 
社会開発委員会訪問 

 

【これまでの取組】 

 国内市場の縮小とともに新興国市場の拡大や現地ニーズへの対応から、自動車産業の海外生産の
拡大は不可避な状況。一方で、企業が進出を検討するに当たり事業戦略を策定するための情報や、
進出先での管理業務等のノウハウが不足しているといった理由により、具体的な検討が進められない状
況にある。このため、事業者が海外展開を検討する際に必要となる情報を調査・提供するとともに、現
地における支援サービスについて検討を行う。 
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 平成26年度は、近年、自動車関連産業の新たな進出先として注目を集めているメコン地域（ミャン
マー、カンボジア、ラオス）について、同地域への進出を検討する自動車関連企業の新たな市場獲得を
促進するため、事業戦略策定に必要となる情報の調査、進出の受け皿作りや現地の支援体制について
も検討を行う。また、その成果を当地域の企業に展開することにより、当地域の自動車関連企業の同地
域への進出を検討する際に必要となる情報を提供する。  

■メコン地域における調査、支援体制等の検討 

 ○メコン地域における実態等を把握するため、カンボジア、 
ミャンマー及びラオスの 3カ国のインフラ（電力、水道等）、 
環境規制（排水処理、廃棄物処理等を含む）、制度、許 
認可、現地ローカル企業の能力等について調査を実施し、 
当該調査結果を公開する。 

 ○また、上記の調査結果を踏まえつつ、工業団地の整備等、 
受け皿となる最適地の検討を実施するとともに、ハード整備 
と組み合わせた現地におけるソフト支援事業（管理系業務 
支援等）の検討及び事業可能性についても検討を実施し、 
メコン地域への進出を促進する。 

■政府関係者等を招聘したセミナー・交流会の開催 
 ○上記の調査結果等を地域の自動車関連企業等に広く共有するため、名古屋及び浜松の2会場で、

メコン各国の送付関係者や既進出企業によるセミナー及び交流会を開催する。 
 ○本セミナー及び交流会を通じて、同地域の事業環境等について理解促進を図るとともに、進出に高

い関心を有する企業や現地関係者等とのネットワーク形成を促進する。 

【平成26年度における取組】 
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モビリティ先進地域を目指したインフラ整備等の促進 

【これまでの取組】 

技術開発力・
生産力の強化 
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グローバル 
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企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 

 EV、PHV、FCVの本格的な普及に向けては、インフラの整備等が喫緊の課題となっている。 
そのため、国、自治体、地域企業等が連携して、より訴求力の高い理解促進活動を展開するとともに、
各々の地域特性を踏まえた計画的なインフラ整備をより一層強力に推進し、環境対応車の普及を加速
化させる。 

■中部充電インフラ普及コンファレンス 
 ○中部５県、賛同市、中部経済産業局で組織するコアメンバー及び企業、団体等で組織する民間メン

バーにて、EV、PHV用充電インフラの普及推進を目的として「中部充電インフラ普及コンファレンス」
を設立。 

 ○自治体、民間における取り組み、先進事例等の共有、課題解決に係る情報提供、充電インフラ普及
に係る施策情報の提供等を行い、中部地域における充電インフラの普及を推進。 

■中部ＦＣＶ水素供給インフラ整備推進会議 
 ○当地域におけるＦＣＶ水素供給インフラ整備推進母体として、関連企業、自治体及び国で組織する

「中部ＦＣＶ水素供給インフラ整備推進会議」を設立。 
 ○ＦＣＶの初期需要創出とこれを可能とする水素供給インフラ普及に向けて、ＦＣＶに対する理解を促

進するとともに、水素ステーション整備を支援。 
■充電インフラ補助金・ビジョン説明会 
 ○次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金においては、各県策定ビジョンの要件を満たし、か

つ公共性を有する充電設備の設置について補助率が引き上げられることから、当該補助制度と各県
ビジョンを一体的に広報するため、各県、（一社）次世代自動車振興センター、自動車メーカーが連
携を図り、補助金及びビジョンの説明会を開催。 
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【平成26年度における取組】 

 平成26年度は、国、地域自治体、民間事業者等の幅広い関係者が連携を図り、充電インフラ及び水
素供給インフラの設置を支援する補助金等の施策を活用して、当地域のインフラ普及促進に向けた取
組を継続する。 

■充電インフラの整備を推進する施策の活用 

 ○国、地域自治体、自動車メーカーが連携を図り、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金、
自治体が策定する充電器設置のためのビジョン、自動車メーカーによる充電インフラ普及支援プロ
ジェクト等を一体とした説明会を開催するなど、充電インフラ普及に係る施策情報の提供を行い、当
地域における充電インフラの普及を推進する。 

 

■充電インフラの整備推進に資する各種情報の提供 

 ○EV・PHVの普及に向けた先進的な取組の共有やこれまでの 
   取組を通じて認識された共通課題への対応方法の共有、 
   ベストプラクティスの横展開等に関する情報提供を通して、 
   設備投資等を喚起するとともに次世代自動車の更なる普及 
   を推進する。 

 

■水素供給インフラの整備推進に向けた普及啓発活動 

 ○産業界、自治体、国それぞれの協力体制のもと、ＦＣＶ試乗などのイベント出展や、各種情報発信
等の活動をとおして、ＦＣＶや水素エネルギーの理解促進を図るとともに、 「移動式水素ステーショ
ン」も含めた水素ステーションの整備支援を進める。 
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地域の産学官金が一丸となった支援機能の構築 

■広域コーディネーター連絡会 
 ○地域の企業等の研究開発プロジェクトの実施体制、開発テーマ等のブラッシュアップを目的として、

次世代自動車コーディネーター、大学等研究機関（名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学
大学、豊田工業大学、岐阜大学、中部大学、産総研中部センター）により構成される広域コーディ
ネーター連絡会を開催。技術シーズ、ニーズの共有を通じて、地域企業のフォーメーション形成を推
進。 

 
■地域金融機関との連携 
 ○クラスター推進機関である公益財団法人名古屋産業科学研究所と地域金融機関との間で産学連

携に関する包括協定を締結。名古屋産業科学研究所の持つ大学、企業との密なネットワークや技
術コーディネート機能と、十六銀行の取引先企業等のニーズを結びつけ、新たな研究開発プロジェク
トの組成を図るべく、各種の事業を連携して推進。 

【これまでの取組】 

 当地域の自動車産業の国際競争力を引き続き維持・強化するとともに、世界最強のものづくり先進地
域であり続けるためには、時代のニーズやユーザー企業のニーズを捉えた技術開発を促進することが
必要不可欠であるが、こうした取組を企業単独で進めることは困難。このため、地域の産学官金が一丸
となり、企業の研究開発を強力に推進するための環境を整備するとともに、産学共同研究プロジェクトの
創出に向けた支援を行う。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 
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 平成26年度は、地域の産学官金がこれまで以上に一丸となって、地域企業の研究開発プロジェクト
促進、事業領域の拡大等に向けたサポートを実施すべく、支援機関や公設試、金融機関等との連携を
強化する。 

■技術開発支援機関会議の設置（地域支援機関等との連携強化） 

 ○昨年度まで開催してきた広域コーディネーター連絡会のメンバ 
ーに地域の支援機関、公設試、金融機関（後述）を加え、新た 
に「技術開発支援機関会議」を設置する（広域コーディネーター 
連絡会は発展的解消。）。 

 ○新たに設置する技術開発支援機関会議では、川下ユーザー 
企業の技術ニーズに対応可能なシーズ保有企業等の探索、コ 
ンソーシアム体制の検討、研究開発内容のブラッシュアップ、事 
業化の加速化等を地域の産学官金を挙げて推進する。 

■地域金融機関との連携強化 

 ○昨年度推進した地域金融機関との連携について、より広域的に金融機関との相乗効果を発揮する
ため、十六銀行（岐阜県）に続き、愛知県、三重県の地域金融機関との連携を図る。 

 ○併せて、これらの金融機関の技術開発支援機関会議への参画、さらにはセミナー等各種事業での
連携を図ることにより、川下ユーザー企業の技術ニーズをとらえた研究開発プロジェクトの創出を推
進する。 

【平成26年度における取組】 

技術開発支援機関会議 
 各フェーズの取組を実施するに当たり、真に技術
力・提案力のあるコンソーシアム形成に資するような
専門的助言を行うことを目的として開催。 

（構成メンバー） 
ＣＭ、ＰＭ、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術
科学大学、豊田工業大学、岐阜大学、中部大学、産
総研中部センター、十六銀行等東海地域の金融機関、
あいち産業振興機構、岐阜県産業経済振興センター、
三重県産業支援センター、あいち産業科学技術総合
センター、岐阜県工業技術研究所、三重県工業研究
所、名古屋市工業研究所 
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ものづくり全般を俯瞰できる人材の育成の推進 

■環境考慮型モビリティ技術経営特別講座 
 ○名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センターにおいて、自動車産 

業を巡る変革に対応できる人材の育成を目的とした「環境考慮型モ 
ビリティ技術経営特別講座」を開催（全9回）。 

 ○本講座を通じて、自動車づくりの基礎のみならず、先進国、新興国の 
技術戦略、市場動向等、企業単独では習得が難しい領域について 
の理解促進が図られたとともに、参加者間のネットワークが形成され、 
企業における中核的な技術者の育成に寄与した。 

■技術部門管理職のための次世代自動車研究講座 
 ○技術部門管理職をターゲットとして、次世代自動車に係る最新技術・ 

動向についての講座を開催（全6回、延べ125名参加。）。 
 ○本講座を通じて、自動車産業の構造変化の中で自社が今後取り組 

むべき方向性を明確にし、それに対応することができる人材を育成。 

【これまでの取組】 

 近年、先進国をはじめとして自動車のニーズが多様化する中で、中小ものづくり企業に求められる技
術も多様化、細分化が進んでおり、前後の工程を把握し、広くものづくり全般を俯瞰できる技術者が不
足している状況。一方で、中小企業単独の経営リソースではこのような技術者を育成することは困難で
あり、新たな技術開発に取り組むに当たっての支障となっている。このため、当地域の産業集積の厚み
を活かし、個社の人材力をより一層強化する取組を地域として展開することで、技術開発力の強化を推
進する。 

技術開発力・
生産力の強化 

事業領域の 
拡大 

グローバル 
展開の推進 

企業力の強化 集積力の強化 サポート力の
強化 
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 平成26年度は、昨年度の成果を踏まえながら、引き続き自動車分野にとらわれずに広くものづくり全
般を俯瞰する能力を身につける講座を開設するとともに、ものづくり中小企業の技術開発力の強化に資
する人材の育成に取り組む。 

■環境考慮型モビリティ技術経営特別講座 

 ○グローバルな視点から社会環境と技術環境の変化等を理解 
した上で次世代モビリティの開発プロジェクトを担いうる人材を 
育成することを目的とした「環境考慮型モビリティ技術経営特 
別講座」を開設する。 

 ○講座の実施に当たっては、自動車メーカーや大学等の研究 
者から構成されるアドバイザリー委員会によりシラバスの検討 
を行う。また、昨年度の実施結果を踏まえ、講座に受講生Ｏ 
Ｂをファシリテーターとして配置し参加者間の議論の活発化、 
ネットワークの形成、講義内容の理解促進を図る。 

■次世代金型技術に関する知識習得の機会提供（再掲） 
 ○炭素繊維複合材の成形加工に関する先端技術の情報提供や、高張力鋼板のプレス加工技術に

関するセミナーを開催し、地域企業に対し最新の技術動向を紹介するとともに、研究開発の方向性
に関する検討の機会を提供する。 

■次世代自動車最新技術研究講座（仮題） 
 ○次世代自動車に関する主要テーマの最新技術を掘り下げ、深く理解できる講座を実施。今後の経

営部門を担う人材やビジネスチャンスを掘り起こすことのできる人材を育成する。 
 
 

【平成26年度における取組】 
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３．クラスター間の連携 
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東北 

中国 

四国 

北陸 

中部 各地域のコーディネーターによる
情報交換・共有の推進 

 自動車関連産業（素材等含む）の集積
がある東北地域、中国地域、北陸地域、
四国地域等の各地域のコーディネーター
による情報交換、情報共有を推進するこ
とにより、地域を越えたコンソーシアム形
成を促進する。 

炭素繊維複合材分野での連携 
 炭素繊維複合材関連の集積がある各
地域が、それぞれの強みを活かし、弱み
を補完するような研究開発体制を構築す
るため、密接な連携を図る。 

ドイツ 
フランス 

イギリス 

欧州との連携 
 炭素繊維複合材分野について、既に
ＭＯＵを締結しているドイツのフラウン
フォーファー、今後締結を予定している
ドイツＣＦＫバレー、フランスＥＭＣ２、イ
ギリスＮＣＣと、当地域の企業との交流
を推進。 

国内外の産業クラスターとの連携 

○川下ユーザー企業の技術ニーズに応えた技術提案をするためには、中部地域に閉じることな
く、国内外の他地域の企業等を含めたコンソーシアムを形成し、それぞれの特性・強みを
活かした研究開発プロジェクトを組成することが必要。このため、海外を含めた自動車関
連産業の集積地域の企業等との連携を強化する。 
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炭素繊維複合材分野における東海・北陸地域の連携促進 
～コンポジット・エリアの形成に向けて～ 

○炭素繊維複合材分野については、東海地域には川下ユーザー企業等が数多く集積しており、
ＮＣＣにおいて量産自動車への適用に向けた研究開発を行っている。一方、北陸地域には
繊維産業や機械産業が集積しているほか、平成２６年６月に炭素繊維複合材の研究開発拠
点であるＩＣＣが整備されたところ。 

○このような背景の下、東海地方と北陸地方を一つのエリアとして捉え、世界に冠たる一大開
発・生産拠点（コンポジット・エリア）とすべく、東海地方、北陸地方の連携を推進する。 

○両地方の連携に際しては、企業間の相互交流を促進することが重要。そのため、ＮＣＣ次世
代複合材研究会と、ＩＣＣやいしかわ炭素繊維クラスターに参画している企業とのネット
ワーク形成を図り、両地域の強みを活かしたプロジェクト組成を目指す。 

具体的な取組 
 平成２６年１１月に、連携のキックオフとして、ＮＣＣ

複合材研究会会員企業と北陸の企業相互のシーズ
発表会や交流会などのマッチング事業を実施。また、
昨年度ＮＣＣとＭＯＵを締結したＣＦＫ Ｖａｌｌｅｙの企業
を招聘した国際セミナーを開催し、炭素繊維複合材
の成形加工技術で先行する欧州へのキャッチアップ
を促進する。 

 さらに、両地域の炭素繊維複合材関連企業を対象と
して、参加型セミナーの開催や、欧州最大の複合材
関係展示会であるＪＥＣ ＥＵＲＯＰＥ ２０１５にミッ
ションを派遣し、現地企業等とのマッチング等を実施。 
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４．自治体等の取組 
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岐阜県 

三重県 

名古屋市 
○研究開発の促進 
 部材軽量化、燃料電池、シリコンカーバイド超硬工
具、プラズマ技術等の開発（名古屋市工業研究所、名
大、名工大、産業技術総合研究所、企業等による共同
研究） 

○「ＥＶ・ＰＨＶタウン」 
 EV･PHVの普及の拡大、充電インフラの整備促進、自動車税の課税免除の継続等 
○「自動車安全技術プロジェクトチーム」 
 産学行政が連携の下、自動車安全技術に係る調査、研究開発・実証実験及び、そ
の支援 
○「あいちＦＣＶ普及促進協議会」 
 愛知県水素ステーション整備・配置計画の推進、展示・試乗会の開催 
○「あいち次世代インフラ整備推進協議会」 
 次世代自動車の普及を推進するとともに、充電インフラ及び水素ステーションの
整備推進 
○次世代自動車先端技術研修 
○「知の拠点あいち」高度計測分析機器及びあいちシンクロトロン光センターを
活用した部品・材料の新機能開発の支援を目的とする、産業官共同研究拠点の運営 
○「新あいち創造研究開発補助金」 
 次世代自動車分野を含め、企業等が行う研究開発・実証実験を支援 

○三重県戦略産業雇用創造プロジェクト 
 県内自動車関連産業を中心とした三重県戦略産業雇用創
造プロジェクト推進協議会参加企業に対し、雇用創造と産業
振興を一体的に支援するため、各種メニューを提供。 

  現場改善インストラクター養成・派遣、技能者等養成セミ
ナー、ＯＢ人材活用推進、試作開発補助金、販路開拓補助
金、高度加工機活用講座 等 

三遠南信 

○次世代輸送用機器産業クラスタープロジェクト
（三遠南信） 

 次世代自動車の技術動向に係るセミナー・シンポジウ
ムや大手メーカとのマッチング会の開催 

○次世代環境車フォーラム（浜松市） 
 次世代環境車の技術開発に関する勉強会の開催 

豊田市 

○「『家庭・コミュニティ型』低炭素都市構築実
証プロジェクト」 

 国内外に普及する地方都市型低炭素社会システ
ムの構築に向けた実証を推進 

○低炭素社会モデル地区（とよた Ecoful Town
（エコフルタウン）） 

 水素ステーション、スマートモビリティパーク、ス
マートハウス（VtoH）など次世代自動車の普及促
進に向けた施設を有する施設 

○環境ビジネス研究会 
 環境分野での新規ビジネス創出の検討等 

「新技術・新工法展示商談会」 
（岐阜県・愛知県・三重県） 

○「ＥＶ・ＰＨＶタウン」 
 ＥＶ・ＰＨＶ活用モデルの構築やマンションや戸建
て住宅への充電コンセントの導入を推進。 
 ・電気自動車用充電インフラの導入支援 
 ・普及啓発イベントや試乗会の開催 等 

○岐阜県次世代自動車推進協議会 
 「岐阜県ＥＶ・ＰＨＶタウン推進マスタープラン」
に基づき、ＥＶやＰＨＶの普及促進と関連産業の育成
に向けた取組を実施。 

○次世代自動車関連産業育成支援事業 
 次世代自動車分野における競争力強化のため、次世
代自動車の技術動向や構造等を学ぶセミナーや研修会
を開催。 

○「ぎふ技術革新センター」 
 先端加工、金属材料研究等に係る加工機械、試験機
器等を整備した産学官共同研究拠点。 

次世代自動車産業創出に向けた自治体等の取り組み（東海） 

愛知県 
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石川県 富山県 

○「富山県ものづくり研究開発センター」 
 産学官の共同研究拠点として県工業技術センターに整備 

○とやま次世代自動車研究会 
 県内企業の組織化、セミナー・講習会、大手自動車関連
企業工場見学会の開催（概論、軽量素材、燃料電池等） 

○新商品・新事業創出公募事業（次世代自動車枠） 
 産学官で行う企業の研究開発支援事業に、「次世代自動
車枠」(2件)を設定 

○先端技術実用化支援事業 
 ものづくり研究開発センター等を活用した、産学官連携
による先端技術の実用化、商品化のための困難な課題を解
決 

○デジタルものづくりラボ等の新設 
 ものづくり研究開発センターに「高機能素材ラボ」と
「デジタルものづくりラボ」を新設 

○いしかわ次世代産業創造ファンド 
・基金総額300億円、運用益約2億円／年 
・炭素繊維、航空機を中心に次世代産業 
 創造に向けた研究開発を支援  

○COI STREAM  
 炭素繊維をはじめとする革新複合材料
の研究開発事業  
○研究開発拠点の整備 
・革新複合材料研究開発センター（金工大） 
・次世代産業創造支援センター（工試） 

 炭素繊維の一大生産拠点形成を目指す産学

官の共同研究拠点を整備  
○地域イノベーション戦略プログラム 
 繊維産業の織物・染色加工技術や機械産業
のプレス技術などを活用し、織物技術を活用
した熱可塑性炭素繊維複合材料の研究開発 

金
沢
工
業
大
学 

も
の
づ
く
り
研
究
所 

石
川
県 

中
部
産
業
連
盟 

研究開発 

いしかわ次世代 
産業創造支援 
センター 

平成21～23年度 基礎的知見・試作 
（熱可塑性ＣＦＲＰプリプレグシートの開発） 

いしかわ炭素繊
維クラスター 

いしかわ 
次世代産業創造 

ファンド 
 

平成23年3月 
世界最大の複合材料国際見本市に 
試作品展示 

平成23～25年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 

人材育成 
 

・自動車分野の人脈が希薄でアプローチ
できない。 
・ＨＶ、ＥＶ、ＦＣＶ等の今後の動向を把握
したい。 

課題・要望 
平成25年度 
経営者・技術担当役
員のための次世代
自動車最新技術・動
向講座 

一村産業（株）、平松産業（株）等 

部品成形技術の確立 

平成23～25年度 実用化開発 
（車両用部材の多品種中小ロット生産への対

応） 

中
部
経
済
産
業
局 

熱可塑性炭素繊維複合材料の自動車部品適用に向けた支援事例 

次世代自動車産業創出に向けた自治体等の取り組み（北陸） 
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５．次世代自動車産業地域産学官フォー
ラムパートナーズ 

57 



次世代自動車産業地域産学官フォーラム パートナーズ 

○次世代自動車産業地域産学官フォーラムの活動趣旨に賛同する企業や自治体、大学等に対し
て、フォーラム活動を始め、自動車関連の支援施策の情報を発信。 

○平成２６年７月末現在、約５１０の企業等がパートナーズとして登録。 

業種別 参加企業割合 

製造業 304 

情報関連 20 

サービス業 45 

その他企業  53 

官公庁 30 

大学・研究機関 25 

その他 36 

合計 513 

愛知県 319 

岐阜県 42 

三重県 32 

富山県 12 

石川県 25 

東北 11 

関東 60 

その他 12 

合計 513 

単位：社・団体 

単位：社・団体 

地域別 参加企業割合 

自動車関連企業が活用できる補

助金やセミナー等の情報をタイム

リーに配信！ 

フォーラム通信 配信イメージ 

 登録申込は、以下のURLから登録様式をダウンロードし、記

入の上、フォーラム通信事務局（chb-jidousha@meti.go.jp）まで

お送りください。 
http://www.chubu.meti.go.jp/jisedai_jidoushiya/forum.html 
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