
 

 

令和４年５月１７日                               

世界自動車産業の電動化競争とサプライヤーに求められる対応 
～もっと知りたい！自動車産業の今とこれからセミナーシリーズ～ 

－自動車産業を取り巻く環境変化に関する最新動向－（開催案内） 

昨今の自動車産業においては、CASE・MaaSの潮流、加えてカーボンニュートラルに

向けた対応に迫られています。こうした中、自動車産業を支える中堅・中小部品サプ

ライヤー企業においては、変革への対応の必要性に早くから気づき、具体的な取組み

を進めていくことが求められます。 

中部経済産業局では、変革に立ち向かう部品サプライヤー企業に対し、国内外にお

ける自動車産業を巡る環境変化や最新動向など、セミナーなど様々な機会を通じて情

報発信を連続的に行い、変革に対応するための提案型企業への成長、攻めの事業転換

に向けた支援を行っていきます。 

 

今般、自動車産業専門の調査研究会社として世界各国の自動車産業に関するレポー

トや書籍を出版している株式会社FOURINの久保氏のご協力により「世界自動車産業の

電動化競争とサプライヤーに求められる対応」と題したセミナーを開催します。 
 

１．「世界自動車産業の電動化競争とサプライヤーに求められる対応」セミナーについて 

（１）概要 

 〇テーマ：世界自動車産業の電動化競争とサプライヤーに求められる対応 

 〇講師 ：株式会社 FOURIN 代表取締役社長 久保 鉄男 氏 

 〇日時 ：令和４年６月１７日（金）１４：００～１５：３０ 

〇方法 ：会場（名古屋市内）／オンライン（Microsoft Teams） 

 〇定員 ：５０名／２００名 

 〇参加費：無料 

（２）申込み方法 

 下記 URL から申込みフォームへの入力により、申込みください。 

（申込締切：６月１３日（月）） 

https://www.chubu.meti.go.jp/c32automobile/220517/index.html 

 詳細については、別紙１を参照ください。 

（３）その他 

・主催者・講演者への取材（質問等）があれば、下記お問合せ先までご連絡ください。 

（セミナー当日、報道機関関係者からのご質問は、ご遠慮願います） 

 

２．「もっと知りたい！自動車産業の今とこれからセミナーシリーズ」について 

・中部経済産業局では、自動車部品サプライヤー企業の変革支援のため、セミナー等を通

じた情報発信を実施しています。昨年度は 21 回開催、のべ 4,300 名超にご参加いただ

きました（別紙２）。今年度も継続して取り組んでまいります。 

 

お問合せ先）中部経済産業局産業部製造産業課自動車関連産業室 参事官 二ノ宮 

       担当：小柳  電話：０５２－９５１－２７２４（直通）  

資料（３） 



プログラム

開催趣旨

•中部経済産業局では、自動車産業の大変革へ立ち向かうサプライヤー企業に対
し、国内外における自動車産業を巡る環境変化や最新動向など、セミナー等の
様々な機会を通じて情報発信を連続的に行い、変革に対応する提案型企業へ
の事業転換支援を行っていきます。

•今般、自動車産業を取り巻く環境変化に関する最新動向として、株式会社
FOURIN様の協力をいただき、「世界自動車産業の電動化競争とサプライヤーに
求められる対応」と題して、セミナーを開催します。
●日時 令和４年6月17日（金）14:00～15:30
●開催方法 会場/オンライン（Microsoft Teams）
●会場 AP名古屋

（愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25名駅IMAIビル８F)
●定員 50名/200名
●参加費 無料

＜セミナー（会場／オンライン）＞

世界自動車産業の電動化競争と
サプライヤーに求められる対応

～もっと知りたい！自動車産業の今とこれからセミナーシリーズ～
－自動車産業を取り巻く環境変化に関する最新動向－

問い合わせ先：中部経済産業局産業部製造産業課自動車関連産業室
（TEL 052-951-2724）

14:00～14:05 開会挨拶
14:05～15:20 ご講演
「世界自動車産業の電動化競争とサプライヤーに求められる対応」
（講師：株式会社FOURIN 代表取締役社長 久保鉄男氏）
世界各国がカーボンニュートラルに向けた取組を進める中で、主要自動車
メーカーはこれまで以上にBEVを主軸とする電動化を鮮明にしています。
本セミナーでは、世界各国ならびに自動車メーカー等における電動化競争の
最新の動向についてご案内するとともに、サプライヤー企業に求められる対応
のポイントについてご紹介いたします。

15:20～15:30 各種施策案内・閉会

別紙１



講師ご紹介

ご参考

株式会社FOURIN 代表取締役社長 久保鉄男氏

申込み方法

下記URLから申込みフォームに進み、必要事項を記載の上、登録ください。

【申込期限】令和４年6月13日（月）
※申込み多数の場合は、早期に締め切ることがあります。

・中部経済産業局では、自動車関連産業サプライヤー企業等向け
メールマガジンを配信しています。下記リンク先からご登録ください。

（自動車関連産業向けメールマガジン：次世代自動車地域産学官フォーラム通信）
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/dbc/pub/chubu-seizosangyo/jidousya_touroku/create/input

連絡事項

・（オンライン参加）開催２日前(予定)に、登録いただいたメールアドレスあて、
Microsoft Teamsの招待URLをお送りします。

・当日の録画・録音はご遠慮ください。なお、主催者（中部経済産業局）においては、
録画をいたしますが、後日の動画配信は予定していません。予めご了承ください。

・セミナー開催後、講師よりご連絡差し上げる場合があります。予めご了承ください。

世界自動車産業アナリスト。
1959年生まれ、大阪府出身。1983年名古屋大学卒業後、
国際産業情報研究所(現フォーイン)入社。2016年より取締役
社長。
創業時に学生アルバイトとして関与。入社以来、世界各国自動
車産業の調査業務を担当。北米、西欧、中南米、中東欧、ア
ジア、中近東など世界各国の自動車メーカー、部品、業界団体、
政府関係機関等への取材多数。自動車産業界に知人も多い。
著作に、『ビッグスリー崩壊』(2009年5月)他。
新聞等に経済コラムを連載、他。

QRコード
お申込み

ご登録

問い合わせ先：中部経済産業局産業部製造産業課自動車関連産業室
（TEL 052-951-2724）

会場参加の方はこちらをクリック
【オンライン参加】【会場参加】
オンライン参加の方はこちらをクリック

QRコード
お申込み

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chubu01/220617_offlineregist
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chubu01/220617_onlineregist


【令和3年度開催実績】もっと知りたい自動車産業の今とこれからセミナーシリーズ～変化の潮流とその対応の勘所～

21回開催、のべ,4,３７０人 に情報発信！！
※1 申込者ベース、

後日配信を含む

※2 四捨五入で記載

※1

開催
時期

概要 講師
参加
人数

8月
夏の省エネ推進セミナー
工場又は事務所その他の事業場における省エネ及び電力の需要の平準化を総合的に推進するため、省エネル
ギー対策の取り組み事例及び省エネルギー施策をご紹介。

小林 敬幸 氏
（名古屋大学）

ほか ３９０人

9月

CASE,MaaSやカーボンニュートラル等自動車産業を取り巻く最新動向
日本自動車部品工業会におけるカーボンニュートラル実現に向けた活動内容の他、自動車部品サプライヤーに
とっての変革対応のヒントなどを主要OEMの動向を整理しながらご紹介。

横尾 英博 氏
（日本自動車部品工業会）

ほか ２７０人

外国企業とのイノベーション推進セミナー
地域ものづくり企業の外国企業パートナー開拓促進、及び更なるグローバル展開促進についてご講演。

村上 まり恵 氏
（ナインシグマ・ホールディ

ングス株式会社）

ほか
１１０人

10月

自動車産業・モビリティ産業革命の本質と今後の成長戦略
自動車産業・モビリティ産業の変化の最新の動向と、関連産業に携わる企業において今後の成長に求められる点
などについて、Teslaの動向を例に挙げながらご紹介。

野辺 継男 氏
（名古屋大学）

２４０人

米国におけるEV関連・自動車産業の動向について
JETROの自動車関連レポート等から米国のEVを巡る動向や、米国におけるまたバッテリー市場の現状や今後の展
開、リサイクルの動向等についてご紹介。

大原 典子 氏
（JETROニューヨーク）

松根 綾 氏
（WASHINGTON CORE L.L.C.）

２１０人

インターリージョナルフォーラム2021（ドイツバイエルン州・スペインバスク州 – グレーター・ナゴヤ）

外国企業との協業・連携促進を目的としたビジネスマッチングイベント。自動運転、IoT/AI等の分野で最先端の技
術を有するバイエルン州企業の紹介やグレーター・ナゴヤ地域ものづくり企業による自社技術PRを実施。

バイエルン州駐日代表部
バイエルン州企業

GN地域ものづくり企業 ２２０人

ものづくり企業のための「商品・サービス開発スキルアップ講座」（全5回）
新商品・サービス開発に関して必要となる基礎知識に加えて、製品開発の実例を多数ご紹介。

小山 由朗 氏
（株式会社連由）

各３０人

DX推進セミナー～デジタルで、何を目指す？ビジネスをどう変える？～
製造業の競争力の維持・向上のためにデジタル技術の活用が不可欠となっている現状と方向性等についてご紹
介。

藤野 直明 氏
（野村総合研究所）

ほか １９０人

海外

CASE 海外

CASE MaaS CN

CASE MaaS CN

CASE

省エネ ※2

DX

新事業

CN

海外

別紙２



開催
時期

概要 講師
参加
人数

11月

CASE,MaaS CNに関連する最新動向と新事業展開の可能性
二酸化炭素回収技術や名古屋大学における脱炭素に向けた取組、トヨタ自動車のTier1メーカーである豊田合成
株式会社の製造・物流現場等でのカーボンニュートラルに関する取組を紹介。

則永 行庸 氏
（名古屋大学）

ほか １６０人

シリコンバレーから見た脱炭素化に対するモビリティ産業の変革
新事業をシリコンバレーで推進させるべく活動しているシリコンバレーD-Labメンバー5名を講師に招き、世界の企

業が新規事業開発に挑戦するシリコンバレーにおいて、今起こっている変化等（エネルギー産業やモビリティ産業
の潮流等）についてディスカッション。

井上 友貴 氏
（シリコンバレーD-Lab
プロジェクトメンバー）

ほか
８０人

「DX推進ワークショップ」DXで経営課題解決、ビジネス変革を目指す！（全3回）

ビジネスの変革に向けた課題抽出、課題解決の方向性の検討、アクションプラン策定などのプロセスと、サイバー
セキュリティ対策等に関する企業経営者向けワークショップ。

関口 朋宏 氏
（株式会社ブレインパッド）

ほか 各２０人

J－クレジット制度説明会
中部地域の基幹産業である自動車産業のカーボンニュートラルに関する動きや取組とともに、J-クレジットに関す
る最新の動向等をご紹介。

加藤 健太郎 氏
（デロイトトーマツ コンサル

ティング合同会社）

ほか
４１０人

製造業の未来を考える「NEDOピッチ in Central Japan」
NEDOが支援するスタートアップを招き、当地域の有望スタートアップと共に、製造業の未来についてのビジョンや
革新的な技術・ビジネスモデル等をご紹介。

－ １４０人

イントレプレナー創出・育成勉強会
兼業・副業、ベンチャー留学など、実際に多様な働き方を通じて新事業創造に取り組む・支援する講師陣たちによ
る最前線での体験談をご紹介。

奥山 恵太 氏
（経済産業省）

１３０人

12月

サーキュラーエコノミーシンポジウム
CE移行を加速するための重点課題や今後の戦略、また、CEを通じたカーボンニュートラルの実現のために必須と
なるデジタル化、DX等の活用などについてご紹介。

細田 衛士 氏
（中部大学）

ほか ６７０人

中国自動車市場の最前線
中国自動車市場に精通し、数多くの著書を残されているみずほ銀行 湯進 氏を講師に招き、中国の国家戦略を実
現する一翼を担っているCASEを始め、中国の自動車市場で今何が起きているのか等、中国自動車市場の現状を
ご紹介。

湯 進 氏
（みずほ銀行）

１９０人

CASE MaaS CN

海外 CN

DX 新事業

CN

新事業

新事業

CN

CASE 海外



開催
時期

概要 講師
参加
人数

1月

冬の省エネ推進シンポジウム
複数の省エネルギー対策の取組事例の紹介に加え、省エネルギー対策に向けた施策及び支援プロセスの紹介
や、カーボンニュートラル社会における省エネの在り方を議論。

吉田 賢吾 氏
（株式会社ジェイテクト）

ほか ２７０人

水素利用普及啓発セミナー「中部地域における水素利用促進に向けて」
グリーン成長戦略における水素利用の促進や政策状況を紹介するとともに、中部地域における水素利用の取組
状況をご紹介。

水谷 英司 氏
（トヨタ自動車株式会社）

ほか ３２０人

2月

未来機転の価値を創造し、戦略をもって提案するために
自動車産業の変革対応の戦略を組織に根付かせていくメソッドや挑戦事例、未来起点の価値を創造するための
デザイン経営についてご紹介。

大崎 司 氏
（グロービス・コーポレート・

エデュケーション）

ほか
９０人

3月

「アジアを知り、将来を見通す」攻めのグローバル展開セミナー
アジアにおけるビジネス拡充やグローバル経営戦略の高度化に向け、サプライチェーンを取り巻く環境の変化、国
内企業の現状や課題等をご紹介。

松野 一晴 氏
（経済産業省）

赤羽 淳 氏
（中央大学）

１３０人

ビジネスの新しい価値をともに創る「新事業共創セミナー」
共創に向けた第一歩を踏み出すための心構えや成功のポイント、更には、当地域における様々な共創の取組事
例をご紹介。

小田 健博 氏
（フォースタートアップス株

式会社）

ほか

１３０人

CN 省エネ

CASE MaaS CN

海外

新事業

CN


