
 
 

 
【自動車分野有識者会議】 
中国地域の自動車産業分野の中長期発展の展望と戦略について、自動車産業の関係
者や広く域内外の多方面の有識者を参集し、多様な観点から闊達な討議の場を設け、地
域レベルでの議論を深め、地域レベルでの対応を論じ、発信することで羅針盤として機能  
 
 

中長期発展戦略の検討 

海外事業展開支援 

【新興国サーベイ 】 【グローバル調達把握と対応策検討】 
ＢＲＩＣｓをはじめとする新興国の自動車産業動向をサーベイし、市場性、技術力、事業を
行うための条件（インフラ、政府の誘導策など）などについての情報を整理し、地域サプラ
イヤーに情報提供することで海外展開を支援。 

新成長産業創出促進事業 
国や地方自治体の成長戦略、イノベーション推進施策、規制緩和策等各種施策と協調しつつ、成長可能性の高い産業分野に
おいて地域の産学官等が連携して実施する先導的な取組を支援することにより、当該成長産業分野への参入・転換を促進し、
地域における新たな成長産業群を創出。 

研究開発事業化支援 
 
【研究ｼｰｽﾞﾏｯﾌﾟ】 【先進的次世代自動車技術研究会】（域外とも連携） 
先行開発及び次世代自動車に関する研究ｼｰｽﾞと製品開発ｼｰｽﾞを顕在化させ、他地域
の技術ポテンシャルなども活用した共同研究開発スキームの構築を支援 
 
【医工連携による研究開発促進プロジェクト】  
【域外との連携】（北部九州地域等（合同シンポジウム等）） 
 「ひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点」（広島大学霞ｷｬﾝﾊﾟｽ）を活用し、医
工連携による次世代自動車分野の研究開発を促進。また、域外の産学官の先進地域と
も連携し、医工連携の仕組み作りを促進  

研究開発支援 

各県産業支援機関
の自動車研究会・ 
セミナーの共催。  

連 携 

人材育成 

ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ人材の
養成（ＭＢＤ、ＣＡＥ、Ｃ
ＡＤ、ＥＭＣ）。 

自治体・産業支
援機関による 
広域連携事業 

広島ものづくり 
指導者育成塾 

先進国自動車 
クラスターとの交流 

先進国自動車クラス
ターや先進国自動車
メーカーとの交流。 

広島地域を中心とし
たものづくり関連産業
の技術を伝承するイ
ンストラクターを養成 
（広島工業大学主催） 

先進環境対応車技術集積の形成及び事業展開プロジェクト 
中国地域自動車関連サプライヤーが先端的な技術領域での水準を高め、 
経営基盤を強化し、世界でも有数の強靱な競争力を擁する産業集積を形成 

中国地域・先進環境対応車クラスタープロジェクト2011 

知財活用型人材育成
（ｶｰｴﾚ特許研究会） 

パテントマップ作成・分
析等を通じ、事業戦略
と知財を一体的に運
用出来る人材を養成 

地域主導型人材育成事業 

連携 

金融機関連携など   

販路拡大支援 

国内展示商談会は、
今年度は中止。 
※来年度の実施に 
  向け再検討 

人材育成 

岡山・広島・山口で
ＭＯＴセミナーを実施。 
※実施主体 
 日本政策投資銀行、 
 山口銀行、東友会、 
 倉敷商工会議所 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート




              自動車分野有識者会議 
  
○激変する事業環境にあって、域内外の知見を動員し、中長期的な 
 視点で、地域の自動車産業集積の将来・あり方を展望。 
 
○空洞化、サプライチェーン、次世代自動車技術、新興国の技術・市場等につい 
 て集中討議。 
   
○地域の中長期戦略等（地域サプライヤーの環境変化への対応方策、地域産学 
   官の支援方策等）を検討、地域に提示していく。 
       
中国地域の自動車産業分野の中長期発展展望に関する検討会 メンバー 
 （大学）         東京大学ものづくり経営研究センター 、広島大学、近畿大学、 
              広島工業大学、 山口大学、九州大学ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｻｲｴﾝｽ専攻 
 （自動車メーカー）   トヨタ、日産、マツダ、 三菱自動車 
 （地域ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ）   日本セラミック、アステア、 ヒルタ工業、荻野工業、ヒロテック、ユーシン 
 （産業支援機関）      鳥取県産業振興機構、ひろしま産業振興機構ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ推進ｾﾝﾀｰ 
              岡山県産業振興財団   次世代自動車技術研究開発センター 
 中国経済産業局  
 （オブザーバー）    鳥取県 次世代環境産業室、島根県 産業振興課、 岡山県 産業振興課、 
                                広島県 次世代産業課、広島市 産学官技術振興課、 
                                山口県 新産業振興課、しまね産業振興財団、やまぐち産業振興財団、 
                                九州経済産業局、中部経済産業局 
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           先進的自動車関連技術の研究会 
 
 
○中国地域の部品サプライヤーの技術ニーズや大学が保有する技   
   術シーズを中心にテーマを抽出し、企業と大学等が連携して具体  
     的な研究開発を進めていく研究会を設定（複数）。 
   
   ・医工連携領域 ・塑性加工 ・新素材 ・製造技術 
 
○研究開発及び事業化の検討を進めるとともに、関連するセミナー 
   等を開催。 
  
  ○地域のサプライヤーの技術ポテンシャルを引き出し、先行開発（数 年先の 
     量産車での採用を想定）を支援 
      ○医工連携についての関心と理解を高め、連携による技術開発及び製品開発 
           の可能性のポテンシャルを高めるための 取り組みを支援 
      ○研究開発推進のための競争的資金獲得を支援 
      ○これらにより、地域サプライヤーの製品開発力を高め、競争力を強化  
    3 



医工連携による研究開発促進プロジェクト 

医療系研究集積を生
かした共同研究拠点
(広島大学霞キャンパス) 
【機能】 
 ・共同研究 
 ・人材育成 
 ・インキュベーション  
【分野】 
   ・医工連携ものづくり 

    （医療機器、福祉機器、自動車） 
 ・細胞治療等先進医療 
   

人間医工学を応用した自動車分野の共同研究開発 

【人間医工学応用自動車共同研究】 
 

■ 自動車運転支援システム，自動運転システム 
 （居眠り防止，飛び出し見地予測等）の研究開発 
 
■ 頸部損傷を低減する 
 自動車シート機構設計 
 支援技術の研究開発 
 
  

 
【医工連携による研究開発促進】  

 
医工連携分野の研究開発の体制を整え、医
工連携による次世代自動車分野の研究開
発を促進 

【域外との連携】 
次世代の自動車技術開発に
係る研究開発体制の整備で
先行する九州地域等と連携
し、中国地域における産学
官による共同研究開発の仕
組みづくりを支援（合同シン
ポジウムの開催等） 

医工連携分野の 
産学官連携ネットワーク

の形成と 
自動車分野の研究開発の

促進 
中国経済産業局 

広島大学霞キャンパス 
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   人間医工学分野に関するセミナー 
 
       ○脳血流装置、脳波計を活用した脳機能解析 
       ○工学的観点からの脳機能 
       ○音づくりと人の感性 
 
   医工連携による研究開発及び試験研究機器に関するセミナー 
 
    生体情報センシングによる空調システム開発 
   ハイパーソニックエフェクト 
    知覚情報処理特性に基づくＨＶＩの開発 
               
  多チャンネル近赤外線脳血流計測装置    脳波計測システム 
     実車シュミレーター  レーザードップラー振動計 
  音響インテンシティ計測システム  
 
  
   ９月２８日に第１回目のセミナーを実施 
   １１月２８日に第２回目のセミナーを実施 

医工連携拠点整備機器有効活用に向けた医工連携セミナー （9月下旬～２月） 
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（本年度の展開） 
○中国地域と九州地域の産学官の連 
   携強化を視野に入れ、産学官が連 
   携しての人材育成・共同研究開発 
   体制のあり方等をテーマとした合同 
   シンポジウムを９月１３日、広島市 
  内で開催。(約200名が参加) 
○九州経済産業局と連携して実施。 

（効果） 
○九州大学オートモーティブサイエン 
     ス専攻、北九州学術研究都市連 
    携大学院ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｺｰｽは、中 
     国地域からは先進的取り組みであ 
     り、当地域でのインパクトは大きい。 
○自動車産業の産業集積を強化す 
     るためには多様な手法、施策の 
   展開が必要であり、当地域での類  
     似の取り組みを促すためのトリ 
      ガー。 
○産学官連携に関して意義と取り組 
     み意欲を喚起する機会を積極的 
   に設け、地域全体の取り組み意欲 
     を高めていく。 

（趣旨） 
○中国地域と九州地域（北部地域）は  
  各々１５０万台の生産能力を有する 
   中部圏、関東圏に次ぐ、自動車産 
   業集積地域。両地域は、約200㎞の 
   距離にあり、お互いに部材供給の 
   物流圏内。 
○両地域ともに、自動車産業分野の 
   支援に積極的に取り組んでおり、 
   また、大学が固有の役割を果たし 
   ている。 
○両地域の行政・大学等の取り組み 
   の現状について情報共有したうえ 
   で、両地域の連携を推進するととも 
   に、今後の両地域における産学官 
   連携の推進のあり方を関係者で検 
   討する場として開催。 

  九州地域の大学等と中国地域の自動車にかかる産学官連携 
  拠点との合同シンポジウム 



 自動車メーカーのグローバル調達にかかる実態把握と部品 
 メーカーの対応策調査 
 
（趣旨） 
○クルマの低コスト化の追求、新 
     興国の自動車部材の製品レベ 
     ルの向上等から、自動車メーカ 
     ーは海外からの部材調達を加 
     速する動き。 
○このことは、地域の中小サプラ 
     イヤーとの競合を意味し、今後 
     の重要な経営課題。 
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 新興国市場（中国・韓国・インド・ＡＳＥＡＮ・中南米・ロシア等）の 
 最新動向調査 
 
  （趣旨） 
  ○自動車の市場は、国内及び先進 
    国は成熟、新興国は大幅な伸長 
    という見方が体勢。 
  ○中国をはじめとする新興国の技 
      術レベルの向上も持続。 
  ○新興国各国の市場動向、現地企 
   業の技術力の評価、当地で事業 
     を展開していく上での課題等、最 
     新情報を整理。 
 

（本年度の展開） 
○グローバル調達に係る実態を把 
    握すべく、文献調査、自動車メー 
   カー及びサプライヤーへのヒアリ 
    ングを行う。 
○全体をとりまとめ、地域へフィード 
  バック。 

（効果） 
○対応策の検討プロセスでは、地 
   域サプライヤーと意見を交換。 
   有効な対応策を検討していく。 
○なお、急激な円高等、厳しい事 
     業環境にあって、具体的な処方 
     を提示することは容易ではない。 
     諸データをベースに、客観的事実 
     を踏まえた経営戦略及び支援 
     策を 検討。 

（本年度の展開） 
○中国、韓国の産業・市場動向は、 
   中国地域へ大きな影響を及ぼす 
     ものと考えられることから現地調 
     査を実施。 
○新興国各国の市場毎の専門家を 
   動員し、関係情報を収集するとと 
    もに、中国・韓国の現地調査を踏 
    まえ情報を整理。 

（効果） 
○調査内容は、地域サプライヤー 
   にフィードバック。 
○地域サプライヤーの海外展開を 
    側面的に支援。 
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