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 東海産業競争⼒協議会（座⻑︓松尾清⼀ 国⽴⼤学法⼈名古屋⼤学総⻑）は、
「⽇本再興戦略」に基づき、東海地域（⻑野県、岐⾩県、静岡県、愛知県、
三重県）における、地域産業の競争⼒強化戦略の策定及び産学官を始め地域
の総⼒を挙げた取組の推進を⽬的に2013年11⽉設置。
協議会では、2014年3⽉に「TOKAI VISION」として戦略を策定し、毎年度
のアクションプラン策定、フォローアップのもと、関係機関が⼀丸となって
推進。2018年7⽉の協議会において、アクションの成果等のとりまとめを⾏
うとともに、個々のアクションは、定着化に伴い、実施主体による⾃⽴的な
活動にフェーズを移⾏。

 ⼀⽅、我が国では、2017年6⽉に策定された「未来投資戦略2017」において、
第4次産業⾰命のイノベーションをあらゆる産業や社会⽣活に取り⼊れること
により、様々な社会課題を解決する「Society 5.0」の実現に向けた改⾰を掲
げ、2018年6⽉には「未来投資戦略2018」を策定。

 東海地域の関係各機関（産業界、⾃治体）において策定されている将来に向
けたビジョン、戦略等を踏まえ、Society5.0の実現やConnected Industries
の深化に向け、地域の産学官⾦の総⼒を結集する枠組のもと、東海地域が⽬
指すべき将来像の整理・共有と重点課題の明確化とともに、産業競争⼒の強
化につながる今後5〜10年のアクションについて、協議会作業部会において、
検討、取りまとめを実施。
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東海地域の成⻑戦略 検討経緯
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「Society 5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争⼒強化戦略
〜 東海地域の成⻑戦略第2ステージ 〜

東海地域が2030年代に向けて⽬指すべき将来像（東海地域の産業競争⼒強化の⽅向）
 AI、IoT等の⾰新的な技術と、⾃動⾞産業を始めとするものづくりの融合によるビジネス創出を

東海地域がリード。
 新たなビジネス創出の担い⼿など異分野のプレイヤーとつながることによるイノベーションを進め、

内外からクリエイティブ⼈材を引き付ける、多様な⼈材が交流・創造する地域を実現。

東海地域として対応すべき重点課題
・新たな製品・サービス・ビジネスモデル創出に向けた対応

（次世代モビリティ・サービスを始め、社会ニーズに合わせたモノ・サービスの提供、サプライチェーン、物流、
農業のスマート化等）

・ベンチャー・スタートアップの創出、定着、地域企業との協業の活発化
・「Society5.0」実現に資するIT⼈材の育成、就業構造変化への対応
・地域特性を活かした近未来技術の社会実装に向けた対応
・リニア中央新幹線開業を契機とした、世界からヒト、モノ、カネ、情報を引き付ける地域づくり

東海地域として対応すべき重点課題
・新たな製品・サービス・ビジネスモデル創出に向けた対応

（次世代モビリティ・サービスを始め、社会ニーズに合わせたモノ・サービスの提供、サプライチェーン、物流、
農業のスマート化等）

・ベンチャー・スタートアップの創出、定着、地域企業との協業の活発化
・「Society5.0」実現に資するIT⼈材の育成、就業構造変化への対応
・地域特性を活かした近未来技術の社会実装に向けた対応
・リニア中央新幹線開業を契機とした、世界からヒト、モノ、カネ、情報を引き付ける地域づくり

新たなビジネスを⽣み出すネットワーク・
場づくり（地域連携によるベンチャー・ス
タートアップとの協業加速化プログラム）

ITを⽤いて課題解決等を⾏う
「ITものづくりブリッジ⼈材」の育成

新技術等の社会実装を通じた新たな経済社会シス
テム構築（近未来技術等社会実装事業等の推進）
新技術等の社会実装を通じた新たな経済社会シス
テム構築（近未来技術等社会実装事業等の推進）

産業競争⼒の強化につながる今後5〜10年のアクション
地域⼀丸となった実⾏
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地域連携によるベンチャー・スタートアップとの協業加速化プログラム地域連携によるベンチャー・スタートアップとの協業加速化プログラム

◎ ベンチャー・スタートアップの
当地域での成⻑を加速

◎ 地域企業の協業による
イノベーションを加速

多様な
マッチングプログラムを

多発的に実施

イノベーションや
交流・創造促進拠点

における異分野融合を促進
イノベーション創出に

積極的な企業を発掘

スタートアップ関係機関スタートアップ関係機関 地域企業⽀援関係機関地域企業⽀援関係機関

内外のベンチャー・
スタートアップ
内外のベンチャー・
スタートアップ

地域の⼤⼿、中堅・中⼩企業地域の⼤⼿、中堅・中⼩企業

企業の発掘、リソースの有効活⽤、拠点の広域活⽤等に向けて、
協議、共有する集中的なプログラムにより、地域の⽀援体制を強化。

〜次世代の新事業創出に挑戦し、我が国をリードする地域の確⽴に向けて〜

地域連携によるベンチャー・スタートアップとの協業加速化プログラム
TOP STREAM

地域全体の⼤きな
ムーブメントに拡⼤

・東海地域では、ベンチャー・スタートアップは経済規模に⽐して集積が薄く、地域企業との協業も⼀部に留
まっている。

・AI、IoT等を始めとする⾰新的技術等の活⽤によるイノベーション創出には、新たなビジネス／ビジネスモデ
ル創出の担い⼿たるベンチャー・スタートアップの当地域での活躍が求められる。

Tokai Open innovation Program for Start-ups powered by Tokai REgional Accelerating Membership （TOP STREAM）

参画機関による取組の加速、地域を挙げた協業促進へ



ITを⽤いて課題解決等を⾏う「ITものづくりブリッジ⼈材」の育成ITを⽤いて課題解決等を⾏う「ITものづくりブリッジ⼈材」の育成

「ITものづくりブリッジ人材」は3タイプに類型化

〇打ち⼿の蓄積
〇成功・失敗経験の獲得
〇⼈的ネットワークの拡⼤
〇複数の課題をマージすることによ

る新着想
〇マーケットとの対話
［実践等による体得］

○IT・データの品揃えを把握できるスキル
・IT/現場の専⾨⽤語を咀嚼し、スペック
を絞り込めるスキル

〇計画策定だけでなく、実現まで導けるス
キル

○打ち⼿の中でITを⽤いることが適切であ
ると判断できるスキル

［情報の整理/体系的知識・シミュレー
ションによる習得］

社内外を問わない新たな価値創造
（イノベーション）に向けた着想

⾃社内のより複合・横断的な課題解決
に向けた分析・定式化

⾃社内の単⼀・明確な
課題解決に向けた分析・定式化

Ｂタイプ(Ａタイプに付加)

［高次化したスキル
・・・企業の競争領域］

Ｃタイプ
(Ｂタイプに付加)

［イノベーション
創出スキル］

Ａタイプ
［基盤的スキル・・・産学の協働領域］

〇他業種・他企業の課
題解決・価値創造を
俯瞰

〇既存の経験・スキルの
否定をいとわない

〇関係者の巻き込み

〇社内ベンチャー
/第2創業

〇異業種企業への派遣
〇外資系企業とのコラボ
〇ネットワーク形成の場等

の活⽤

⾮連続性のブレイクスルー

将来を⾒据えた
マーケットイン

ITを使って何ができるか
(プロアクティブな提案)ITによる課題解決

ITによる価値創造
(イノベーション)の具現化

課題
解決
等

ITと
データ

IT
ものづ
くりブ
リッジ
⼈材

・東海地域は強いものづくりと⽐較しITが弱いと⾔われる中、強みとされてきた「現場⼒」を時代に即応させ
た形で⽣産性の向上や、新事業の価値創造に結実させていくことが重要。
・このため、ものづくりに係る課題解決・価値創造のスキルとITスキルの橋渡しを⾏うことができる「ITもの
づくりブリッジ⼈材」こそが、東海地域に必要。
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〜ものづくり東海に、いま最も必要とされる⼈材〜

【具体的⽅策】
①シンポジウム等による

地域⼤の普及啓発
②Aタイプ育成のための

産学連携カリキュラムの検討
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新技術等の社会実装を通じた新たな経済社会システム構築新技術等の社会実装を通じた新たな経済社会システム構築
・東海地域においては、近未来技術等社会実装事業（内閣府）に4事業（全国14事業）が選定され、各⾃治体は
事業⽬標を定めて、地域実装協議会を設置して取り組んでおり、関係府省による総合的な⽀援が⾏われている。

資料︓内閣府資料及び各近未来技術地域実装協議会等を基に作成
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（参考）東海産業競争⼒協議会作業部会での検討経緯
東海産業競争⼒協議会作業部会構成員
＜座⻑＞

国⽴⼤学法⼈名古屋⼤学
副総⻑（学術研究・産学官連携担当） 佐宗 章弘

＜メンバー＞
愛知県 経済産業局⻑ 伊藤 浩⾏
岐⾩県 商⼯労働部⻑ 井川 孝明
国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 中部センター

所⻑代理 ⼭内 幸彦
静岡県 経済産業部⻑ 天野 朗彦
静岡市 経済局⻑ 池⽥ ⽂信
独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構 中部本部

企業⽀援部⻑ 笹岡 健治
中部運輸局 交通政策部⻑ ⼩澤 康彦
⼀般社団法⼈中部経済連合会 常務理事 栗原 ⼤介
公益財団法⼈中部圏社会経済研究所 代表理事 藤井 良直
中部地⽅整備局 企画部⻑ 岩⽥ 美幸
中部ニュービジネス協議会 運営委員 牧野 隆広
東海総合通信局 情報通信部⻑ 松澤 ⼀砂
東海農政局 地⽅参事官 ⽥村 道宏
⻑野県 産業労働部⻑ 林 宏⾏
名古屋市 市⺠経済局⻑ 中⽥ 英雄
名古屋商⼯会議所 常務理事・事務局⻑ 内⽥ 吉彦
⻄尾信⽤⾦庫 理事⻑ 近藤 実
独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構 地域統括センター⻑（中部）

名古屋貿易情報センター所⻑ 梶⽥ 朗
浜松市 産業部⻑ 渡瀬 充雄
三重県 雇⽤経済部⻑ 村上 亘
国⽴⼤学法⼈三重⼤学 副学⻑（産学連携担当）・教授 鶴岡 信治
株式会社三菱UFJ銀⾏ 経営企画部 部⻑ 稲⾒ 秀之
学校法⼈名城⼤学 学術研究⽀援センター センター⻑ ⼩⾼ 猛司

＜事務局＞
中部経済産業局⻑ 髙𣘺 淳

（敬称略・機関名五⼗⾳順。2019年4⽉18⽇現在）

検討スケジュール
2018年11⽉13⽇
第１回作業部会
・ 東海地域が⽬指すべき将来像の整理・共有と重点課題の明確化
・ 産業競争⼒の強化につながる今後5〜10年のアクション

① 新たなビジネスを⽣み出すネットワーク・場づくり
② IT・データ等の分野に重点化した⼈材育成

2018年12⽉25⽇
第２回作業部会
・ 東海地域が⽬指すべき将来像の整理・共有と重点課題の明確化
・ 産業競争⼒の強化につながる今後5〜10年のアクション

① 新たなビジネスを⽣み出すネットワーク・場づくり
② IT・データ等の分野に重点化した⼈材育成

2019年2⽉6⽇
作業部会（IT・データ等の分野に重点化した⼈材育
成に係る意⾒交換）
・ 産業競争⼒の強化につながる今後5〜10年のアクションのうち、

「IT・データ等の分野に重点化した⼈材育成」

2019年4⽉18⽇
第３回作業部会
・ 「Society 5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争⼒強化戦略

(案) のとりまとめ

※将来像の実現に向けたアクションのうち、「新技術等の社会実装を
通じた新たな経済社会システム構築」については、プロジェクト
の実⾏段階であることから議論は⾏わず、以下の具体的なアク
ションを検討。
〇 新たなビジネスを⽣み出すネットワーク・場づくり
〇 IT・データ等の分野に重点化した⼈材育成


