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                       令和４年１２月７日                                                  

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 

グレーター・ナゴヤ地域の将来の方向性を探る！ 
GNI-ドイツ・バイエルン州ミッション報告会のご案内 

 

 グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（※１）は、ドイツ・バイエルン州へ海外

ミッションを派遣しました（令和4年11月6日～11月12日）。 

本ミッションでは、ミュンヘンにおいてグレーター・ナゴヤ（ＧＮ）地域のプロモーシ

ョンを実施すると共に、州政府や支援機関、欧州最大の研究機関であるフラウンフォーフ

ァー研究機構及びＢＭＷ等も訪問し、次世代自動車やカーボンニュートラルへの対応状況

の把握と意見交換を実施しました。本報告会ではそうした活動の成果をミッションメンバ

ーの視点で報告します。併せて、本ミッションに同行したジェトロ・ミュンヘン事務所か

ら、次世代自動車やスタートアップに係る最新情報を補足説明していただきます。 
 
ドイツ有数の産業集積地であるバイエルン州の州都ミュンヘンでの GN 地域のプロモーシ

ョン「ビジネスフォーラム：Germany-Greater Nagoya Mutual Business Development」では、 

ＧＮ地域の魅力・強み、ビジネス環境、インセンティブ等を紹介するとともに、ＧＮ地域に

拠点を置きグローバルで活躍する企業４社から、各社の取組等について講演いただきました。 

 また、ＧＮ地域企業の将来の方向性等を探るため、州政府経済省における次世代自動車や

カーボンニュートラルに向けた取組を把握しつつ、バイエルン・イノバティブ（クラスター

支援機関）では EV化、デジタル化への対応支援について、フラウンフォーファーIKS（コグ

ニティブ・システム研究所）では産学官連携の仕組み等について、ＢＭＷでは電動化、カー

ボンニュートラルやオープンイノベーション等について、ベルクアインス（スタートアップ

支援機関）ではスタートアップ支援等について意見交換や施設見学などを行いました。 

本報告会では、こうした活動の概要を報告し、バイエルン州をはじめとする南部ドイツ地

域との経済交流の一層の促進とともに、これからのＧＮ地域企業のカーボンニュートラルな

ど将来への対応の方向性等を考える機会として開催します。 
（※１）2006 年、名古屋を中心に概ね半径 100km に拡がる経済圏である GN 地域の国際化推進のため、国、

地方自治体、産業界、大学・研究機関等のトップを構成メンバー（会長：水野明久 一般社団法人中

部経済連合会会長）として設立。 
 
１．報告会日程等  

（１）日  時：2022 年 12 月 22 日(木) 15：00～16：30    

（２）開催方法：オンライン（Microsoft Teams） 

（３）プログラム： 

 15:00-15:05  挨拶                  GNI 協議会副会長 清水 成信 

15:05-15:10  ドイツミッションに参加して     名古屋市経済局長 西野 輝一 

 15:10-15:35  ドイツ・バイエルン州ミッションの概要（ビジネスセミナー開催、バイエル

ン州経済省、クラスター支援機関、スタートアップ拠点、BMW 等訪問） 

中部経済産業局 地域経済部次長 中川 浩之 

  15:35-15:50  フラウンフォーファー研究機構 IKS 訪問と産学官連携 

                  一般社団法人中部経済連合会審議役 黒柳 考司 

  15:50-16:10  ドイツの次世代自動車・スタートアップ企業等の最新動向  

                                               JETRO ミュンヘン所長 高塚 一 

 16:10-16:15  まとめ                中部経済産業局長 田中 耕太郎 

  16:15-16:30  質疑応答  

 



 

（同時配布先） 

中部経済産業記者会、愛知県政記者クラブ、名古屋市政記者クラブ 

岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、三重第二県政記者クラブ  

２．申込先：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会  

   ※ 申込 URL 等詳細は、別添チラシをご覧下さい。 

 

（参考） 

○ ミッション団構成メンバー  

清水 成信  ＧＮＩ協議会副会長（公益財団法人中部科学技術センター会長）    

田中 耕太郎 ＧＮＩ協議会委員（中部経済産業局長）   

西野 輝一  名古屋市経済局長  

黒柳 考司    一般社団法人中部経済連合会審議役（産業振興部/エネルギー・環境 

部担当）産業振興部長 

  中川 浩之  中部経済産業局地域経済部次長 

愛知県、岐阜県、三重県、公益財団法人中部科学技術センター（ＧＮＩ協議会事務

局）等    （計１０名） 

○ ミッション期間 

  令和４年１１月６日（日）～令和４年１１月１２日（土） 

○ 訪問先 

 11 月 7 日(月)  ビジネスフォーラム 

   11 月 8 日(火)  バイエルン州経済・開発・エネルギー省  

11 月 8 日(火)  バイエルン・イノバティブ（クラスター支援機関）※２ 

11 月 9 日(水)  ベルクアインス（スタートアップ支援機関）※３ 

11 月 9 日(水)  次世代自動車関連企業（EVUM motors） 

 11 月 10 日(木) フラウンフォーファーIKS（コグニティブ・システム研究所）※４ 

11 月 10 日(木) ＢＭＷ 
 

※２ バイエルン・イノバティブ     https://www.bayern-innovativ.de/en  

   ・バイエルン州の産学官が連携して 1995 年に設立した組織で、同州におけるイノベーション、技 

術・知識移転のためのネットワーク促進等を目的に、アドバイスや資金提供の機会、特許センター

の運営、イベント・見本市等の主催をしている。特に中小企業に焦点を当て、①デジタル、②エネ

ルギー、③健康、④素材と生産、⑤モビリティといった技術志向の５分野が対象。 

 

※３ ベルクアインス（WERK１）     https://en.werk1.com/    

・バイエルン州政府が支援するスタートアップインキュベートセンター。 

・デジタル、モビリティ、サステナビリティなどのスタートアップが多い。 

 

※４  フラウンフォーファーIKS（コグニティブ・システム研究所） 

https://www.iks.fraunhofer.de/en.html 

  ・1949 年に設立された Fraunhofer-Gesellschaft（フラウンフォーファー研究機構） は、現在、

ドイツ全土で 76 の研究所と研究ユニットを運営。主に科学者とエンジニア 30,000 人を超える

職員が、年間 29 億ユーロの研究予算で働いている。 

・コグニティブ・システム研究所は、ミュンヘンに拠点を置き、Industry 4.0や自動車等モビリテ 

ィの分野でセーフティかつクリティカルなアプリケーション等信頼できるソフトウェア技術等の 

応用研究を行っている。人工知能、認知システム及び自律システム向けのインテリジェントソフト 

ウェアアーキテクチャの大きな可能性に寄与。 

 

（お問い合わせ先） グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会事務局 担当：滝、犬飼 

電 話：０５２－２１８－４０２０／ＦＡＸ：０５２－２０４－１４６９ 

   URL：http://greaternagoya.org/ 

https://www.bayern-innovativ.de/en
https://en.werk1.com/
https://www.iks.fraunhofer.de/en.html


グレーター・ナゴヤ地域の将来の方向性を探る！
（ご案内）ＧＮＩドイツ・バイエルン州 ミッション報告会

○グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ（GNI）協議会は、2022年11月6日～
11月12日にドイツ・バイエルン州へミッションを派遣しました。

○本ミッションでは、州都ミュンヘンにおいてグレーター・ナゴヤ（ＧＮ）地域の
プロモーションを実施するとともに、州政府や産業支援機関、自動車メーカーＢ
ＭＷ本社、欧州最大の研究機関であるフラウンフォーファー研究機構等を訪問し
次世代自動車、カーボンニュートラル等に関する最新動向を把握しました。

○ドイツにおける自動車の電動化の方向性は？ スタートアップ支援への取組は？
望ましい産官学連携とは？・・・ミッションメンバーの報告と併せてジェトロ
ミュンヘンとつないで最新動向もお伝えし、ドイツとの経済交流の促進及びＧＮ
地域の将来の方向性を考える機会とします。是非ご参加ください。

15:00-15:05  挨拶 GNI協議会副会長 清水 成信

15:05-15:10  ドイツミッションに参加して
名古屋市経済局長 西野 輝一

15:10-15:35  ドイツ・バイエルン州ミッションの概要
中部経済産業局 地域経済部次長 中川 浩之

15:35-15:50  フラウンフォーファー研究機構IKS訪問と産学官連携
一般社団法人中部経済連合会 審議役 黒柳 考司

15:50-16:10  ドイツの次世代自動車・スタートアップ等の最新動向
ジェトロ ミュンヘン所長 高塚 一

16:10-16:15  まとめ 中部経済産業局長 田中 耕太郎

16:15ｰ16:30 質疑応答

2022年12月22日(木) 15:00-16:30  オンライン: Microsoft Teams

日 時

プログラム

以下リンクよりお申し込みください。
■https://forms.gle/cKcRj7QJwtWDfokR6
■締切：12/20（火）※Teamsのリンク先はご登録頂いたメールアドレス宛送付致します。

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会

１００人（参加費無料）※機材・通信費は自己負担

申込先

主 催

募集定員



ＧＮＩドイツ・バイエルン州 ミッション 訪問先

BMW本社

ベルクアインス

バイエルン州経済・開発・エネルギー省

・モビリティのCNでは全て
の分野（ＢEV、PHEV、
水素）の活用が必要！

（スタットアップ支援拠点）

・元マッシュポテト工場
・32のデジタルスタートアップ入居中

・産業転換が重要で、経済・社会に
知識を 広めることにいかに貢献
するかが大事！

バイエルン・イノバティブ

・次世代自動車の全ての技術にオープ
ンなスタンスだが、企業はＢＥＶに
焦点を当てている

（クラスター支援機関）
・日本とバイエルン州企業は、物流、自動運転、量子、エネルギー
貯蔵、デジタル、ロボティクス等の分野で協力可能性があると分析

（スタートアップ企業）
・１回の充電で100km走行可能。バッテリーを
追加すると200km走行可能！

・来年はイギリスや東欧に販売を拡大していく方
針。その後、日本にも進出したい

問合せ先 グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会事務局 担当：滝、犬飼
TEL：０５２－２１８－４０２０ URL：https://greaternagoya.org/

フラウンフォーファー研究機構IKS

EVUM Motors

https://greaternagoya.org/

