
ネットワーク 

販路拡大支援 

人材育成 海外展開支援・他地域との連携 

中国地域・先進環境対応車クラスタープロジェクト 

地域と連携した活動展開 研究開発支援 

マツダ㈱→サプライヤー等 
 【H22年７月８日／広島市】  
 ◇参加者３３０名  ◇１９テーマ 
 
 
 
 
 
 

共同研究開発の推進、テーマ別研究会の設置、公的資金による技術開発支援 
平成１８～２２年度： ７６プロジェクト  

三菱自動車工業㈱→サプライヤー等 
   【H22年９月８日／岡山市】   
◇参加者２００名  ◇３３テーマ 
 
 
 
 
 
 

大学・公設試等→マツダ㈱ 
  【H22年９月17日／広島市】   
  ◇参加者９３０名 
  ◇プレゼン １２テーマ 
   （１０大学、３公設試） 
  ◇パネル展示５１テーマ 

大学公設試等→三菱自動車工業㈱ 
   【H22年11月１日／岡山市】   
     ◇参加者１６０名 
     ◇プレゼン ９テーマ 
      （６大学、３公設試、１企業） 
     ◇パネル展示２３テーマ 

技術
ニーズ
発信会 

技術
シーズ
発信会 

平成２３年３月末現在： 商談成立件数  １４６件、 成約金額  約１３．５億円 

■マツダグループとの展示商談会           
◇平成２２年１２月３日（金) 
◇マツダ㈱ 本社１号館３階 講堂（広島県安芸郡府中町） 
◇出展 ４５社 ／ 来場者 １５００名（１２０社強） 

■ダイハツグループとの展示商談会           
◇平成２２年１１月３０日（火）～１２月１日（水) 
◇ダイハツ企業年金基金会館（大阪府池田市） 
◇出展 ３４社 ／ 来場者 ４２０名（２０社弱） 

■スズキグループとの展示商談会 
◇平成２２年２月３日（水）～４日（木） 
◇スズキ㈱ 本社大会議室（静岡県浜松市）  

◇出展 ４２社 ／ 来場者 １０３０名（１２０社強）  

■日産グループとの展示商談会 
◇平成２０年１１月５日（水）～６日（木） 
◇日産自動車㈱テクニカルセンター（神奈川県厚木市） 
◇出展 ５９社・３大学 ／ 来場者 ９６０名（１３０社弱） 

■マツダグループとの展示商談会 
◇平成２０年１０月２２日（水） 
◇マツダ㈱ 本社講堂（広島県安芸郡府中町） 
◇出展 ３８社・２大学 ／ 来場者 １２００名（１５０社弱） 

■トヨタグループとの展示商談会 
◇平成２０年２月７日（木）～８日（金） 
◇トヨタ 自動車㈱ 本社サプライヤーズセンター（愛知県豊田市） 
◇出展 ５６社 ／ 来場者 １８５０名（２４０社弱） 

H19 
FY 

H20 
FY 

H21 
FY 

H22 
FY 

平成２２年度： 延べ受講者総数 ４０６名    

H19FY 中国・大連及びインド調査 
     東北及び九州地域との連携調査 
 

H20FY 九州地域との連携調査 
 

H21FY 欧州調査・展示商談会 
 

H22FY インド及びタイ調査 
 

【欧州】 
● 仏アルザスクラスター（次世代自動車 
  プロジェクト）との交流 （H20～） 
● 仏４大自動車クラスターとの交流  
  （H22.5月／広島市） 
● 欧州自動車メーカーとの交流 （H21～） 

海
外 

国
内 

【九州】 
● 九州大学大学院統合新領域学府（オートモーティブ 
      サイエンス専攻）との連携 （H21～） 
● (財)北九州産業学術推進機構(FAIS)との連携 （H20～） 

研 

修 

内 

容 

各地域の 
産学官連携 
の研究会 

 

＋ 
 

コーディ
ネーター 
活動 

★ 

★ 三菱自動車工業 
水島製作所 

マツダ本社・宇品工場 
マツダ防府工場 

★ 

【平成22年度新規】 

中国地域次世代自動車開発人材養成事業 

ＣＡＥ研修 （岡山県産業振興財団） 
  ◇ １コース／１２日間 

ＭＢＤ研修 （ひろしま産業振興機構） 
  ◇ ４コース／３９日間 

ＣＡＤ研修 （やまぐち産業振興財団） 
  ◇ １コース／３日間 

中国地域次世代自動車開発人材広域セミナー 
 （ひろしま産業振興機構） 
  ◇ 広島・岡山・鳥取／各１日間 

 自動車分野の技術者及び大学で工学系を専攻する学生を対象に、工程
設計技術修得（ＣＡＥ）、制御技術修得（ＭＢＤ）、デジタルエンジニアリング技
術修得（ＣＡＤ）を、中国５県が連携して研修等を実施 

戦略的産業活力活性化研究会 
（広島地域／H18.3月設立） 《産115学10官15》 

カーエレクトロニクス推進センター 
（H20.7月設立） 

 
(公財)ひろしま産業振興機構 

 
中国経済産業局 

 
やまぐちブランド技術研究会 

（山口地域／H20.7月設立） 《産76》 
山口県 

 
島根県次世代自動車等技術研究会 

（島根地域／H22.6月設立） 《産44学1官2》 
(公財)しまね産業振興財団 

 
鳥取県自動車部品機能構造研究会 

（鳥取地域／H21.7月設立） 《産33学1官1》 
(財)鳥取県産業振興機構 

 
エコカー研究会 

（鳥取地域／H22.1月設立） 《産34学2官4》 
鳥取県 

 
岡山県次世代自動車関連技術研究会 
（岡山地域／H20.7月設立） 《産46学5官5》 

おかやま次世代自動車技術開発センター 
（H23.4月設立） 

 
(財)岡山県産業振興財団 

カーエレクトロニクス
人材の強化 

中国経済産業局 
 



中国地域内の産学官連携の核（コア）となる拠点構築し、国内外の他地域との連
携を推進する 

地域連携拠点形成 新技術・新産業創出 
自動車技術×エレクトロニクス技術×人間工学・医療機器技術×情報通信技術など
多様な技術を融合し、新たな価値創造活動を推進する 

中国地域・先進環境対応車クラスタープロジェクト 

技術開発 人材育成 

新素材 

デザイン 

省エネルギー 

ソフトウェア 

人間工学 

情報通信 

社会イン
フラ整備 

エレクトロ
ニクス 

産学官連携 次世代産業育成を目指した拠点づくり （広島地域） 人間医工学応用自動車共同研究プロジェクト 
 

 

■ 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 

 
  

 
  

インストラクター 

企業 

ものづくり
現場 

学校教育
現場 

シニア社員 
OB人材 

専門家派遣事業
等実施機関 

広島ものづくり指導者養成塾 

企業 

ものづくり
現場 

マッチ 
ング 

マッチ 
ング 

企業に蓄積された技能・技術ノ
ウハウを地域で共有し現場強
化を行う指導者の養成 

 
  

●車両評価 
●分解調査 

広島県総合技術研究所西部工業技術センター内 

カーエレクトロニクス推進センター 
ベンチマーキング拠点施設 

近畿大学工学部 （東広島市） 

● 自動車技術研究センター 
  [2008年4月開設] 
● 次世代基盤技術研究所 
  [2010年4月開設] 

 安全・環境・利便性を向上するエレクト
ロニクス技術、環境対応型新材料・新加
工技術、省エネルギー化に貢献する流体
工学応用技術の研究などを行う 

(公財)ひろしま産業振興機構 （広島市） 

● ベンチマーキングセンター （呉市） 
  [2009年7月開設] 
● VEセンター （呉市） 
  [2009年9月開設] 

広島大学（霞キャンパス） （広島市） 

● ひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点 
  [2011年4月開設] 

医工連携分野の自動車技術等の研究開発の促進及び
産学官連携ネットワークの形成を行う 

広島工業大学 （広島市） 

● 自動車研究センター 
  [2009年9月開設] 
● 広島ものづくり指導者養成塾 
  [2011年6月開設] 

(株)広島テクノプラザ （東広島市） 

● EMCセンター 
[2009年 
大型電波暗室増設] 

ロボットテクノロジー 

中国経済産業局 
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