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第３章 中国地方の戦略的推進分野 
 

 

１ 先端ものづくり産業 
 

 

（１）医療関連産業クラスター形成 
 

 

【現状及び課題】 

○高齢化社会の進展により、今後、医薬品や医療・福祉機器等の医療関連産業の市場拡

大が見込まれている。 

○中国地方は、大手の医薬品・医療機器メーカーや福祉・健康機器メーカーのほか、医

療機器の部品・部材を製造するものづくり企業が立地しているものの、医療関連産業

の集積は十分とはいえない。 

○一方で、自動車関連部品を手掛ける企業が表面処理技術を応用して医療機器分野に参

入したり、電気・電子関連企業がその技術力により電動車いす等の医療機器の海外展

開を図るなど、特徴的な技術を医療機器に応用する動きがみられる。また、各地で医

薬・医療機器や福祉機器・用具等の開発に向けた協議会・研究会等が組織されるなど、

企業の事業化意欲も高まりつつある。 

○医療・福祉機器の開発、改良に不可欠な電気・電子、機械、材料、制御システム等の

技術には域内の中小企業が有する「ものづくりで培った優れた技術」が応用でき、域

内の大学等は医療・福祉系の研究資源も豊富であることから、医工連携による医療・

介護等の現場ニーズを踏まえた製品開発のポテンシャルが高い。 

○中国地方は、医薬品関連産業の集積に向けて有効活用できる大学の染色体工学技術等

の高度な地域資源を有している。 

○高齢化社会を迎え、地域医療をどう支えていくかは重要な課題であり、地域が一体と

なった医療ネットワークの構築が必要である。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①民間企業、公設試験研究機関、大学等が行う研究開発や設備投資等に対して集中的

に支援し、医療関連産業の集積や産業クラスター形成を促進する。 

②医工連携を推進し、域内中小企業のものづくり技術活用による医療・介護現場のニ

ーズを踏まえた製品開発を促進する。 

③大学発バイオ関連技術等を有効活用して、医薬品関連産業の集積を図る。 

④行政、産業界（製造業、研究機関等）、医療機関など、地域が一体となった医療ネッ

トワークの構築によりイノベーションを創出する。 
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 【求められる対策】 

施 策 内 容 

中国地方が一体とな

った地域の医療関連

産業への支援 

○ものづくり技術の医療関連産業への横展開に向けた多段的な支援 

○医療・介護現場や大手医療機器メーカーのニーズに対応した技術開発

支援・新市場開拓の促進 

研究開発・事業化の促

進 

○医工連携・産学官連携・企業間連携の取組を促進するための推進体制

の構築 

○研究開発、事業化に対する支援制度の充実(国の競争的資金の拡充等) 

○大学や公設試験研究機関等の研究開発機能、事業化支援体制の強化

（コーディネート組織の構築等） 

○薬事法等の規制緩和 

新規立地・拡大投資へ

の支援 

○新規立地、拡大投資に対する国の支援制度の充実 

○立地環境の整備と重点的な企業誘致 

○設備投資の制約となる各種規制の緩和 

医薬品関連産業の集

積 

○創薬企業の誘致 

○医薬品関連ベンチャー企業の創出、育成支援 

中国地方発・医療イノ

ベーションの創出 

○中国地方の大学の医学部長、病院長等による新たなコンソーシアムを

形成し、現場ニーズ調査等を通じたものづくりへの橋渡し 

○臨床研究中核病院等先進医療機関を中心とした、国際水準の臨床研究

の実施による新技術の開発や優秀な人材の育成、研究成果の産業化の

推進 

○国家戦略特区を活用した医療機器産業の育成 
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（２）環境・エネルギー関連産業クラスター形成 
 

 

【現状及び課題】 

○環境やエネルギーを取り巻く情勢が大きく変化する中で、地球温暖化対策や再生可能

エネルギーの利活用など、低炭素社会の実現が求められている。また、新興国や開発

途上国では急速な経済成長に伴う環境・エネルギー問題が深刻化する中、環境・エネ

ルギー関連産業分野での新たな需要拡大が見込まれる。 

○水ビジネス市場については、世界の人口増加、都市化、工業化等による水需要の増大、

水環境汚染の深刻化に伴い、世界的に市場拡大の可能性がある。2007 年の約 36 兆円

規模から 2025 年には約 87 兆円に成長すると予測されており（「産業構造ビジョン

2010」）、市場獲得を目指した競争の激化が予想される。 

○中国地方は、風況や日射量の自然環境に恵まれ、また中山間地域においては地域資源

である未利用の木質資源や水資源が豊富に存在しており、これら地域資源を活かした

再生可能エネルギーの導入や新素材開発の動きが活発化している。 

○瀬戸内海沿岸地域には高い技術を有する基礎素材型産業が集積し、環境・エネルギー

関連などの高い機能性を有する素材・部材の供給基地となっており、企業による環境・

エネルギー分野での取組も活発である。 

○山陰地域では、ラムサール条約に登録された宍道湖･中海をフィールドに、長年にわた

り水質浄化に関する研究開発が進められたことから、高い水質浄化技術や環境関連の

装置を有する企業が集積している。 

○環境関連産業では、中国地方の企業が公害防止等で培った環境関連技術や自動車、機

械の製造で培った精密加工技術、中国地方の大学等の研究成果を活用できるとともに、

大気、水域、土壌など対象領域が幅広いため関連技術の応用も可能と考えられ、産業

の広がりを期待できる。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①民間企業（公設試験研究機関・大学等）が行う研究開発や設備投資を集中的に支援

し、環境・エネルギー関連産業クラスターの形成を促進する。 

②スマート社会の実現に向けた再生可能エネルギーの導入及び再生可能エネルギー高

効率生産技術等の研究開発を進め、部素材、環境装置など環境・エネルギー関連産

業の競争力強化、産業集積を図る。 

③環境・エネルギー関連産業の市場として拡大が見込まれる新興国や開発途上国への

展開を支援し、現地のニーズに適合した製品・システム供給を推進する。 
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【求められる対策】 

施 策 内 容 

研究開発・事業化の促

進 

○産学官連携・企業間連携の取組を促進するための推進体制の構築 

○研究開発、事業化に対する支援制度の充実（国の競争的資金の拡充等） 

○大学や公設試験研究機関等の研究開発機能、事業化支援体制の強化

（コーディネート組織の構築等） 

新規立地・拡大投資へ

の支援 

○新規立地、拡大投資に対する国の支援制度の充実 

○立地環境の整備と重点的な企誘誘致 

○設備投資の制約となる各種規制の緩和 

海外展開を行う企業

に対する支援 

○海外展開に意欲と能力のある中小企業等に対して、マッチング機会提

供等の必要な支援を行う 

・海外のカウンターパート発掘 

・現地ニーズに基づく中国地方の企業間連携の促進 

再生可能エネルギー

の導入促進 

○家庭・事業所への再生可能エネルギーの利活用促進 

○木質バイオマスエネルギーの利用促進 

○小水力発電の設置促進 

○スマートコミュニティの推進 
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（３）先進環境対応車（次世代自動車等）への取組強化 
 

 

【現状及び課題】 

○世界の自動車市場を取り巻く環境は、先進国ではユーザーや社会ニーズの多様化によ

る自動車の高性能化・高付加価値化や先進環境対応車（次世代自動車等）への移行、

新興国では経済発展に伴う自動車購買人口の増加や低所得層向けの超低価格車の出現

など急激に変化している。中国地方には、自動車産業、電子機器産業が集積しており、

先進環境対応車が必要とする内燃機関の改良や電動化、軽量化等の取組が活発化して

いる。 

○優れた環境性能を実現するためには、ベースとなる内燃機関の高効率化や車体の軽量

化等を推進しながら、段階的にアイドリングストップシステム、減速エネルギー回生

システム、ハイブリッドシステム等の電子デバイスを導入し、組み合わせる必要があ

る。さらに、より安全性を高めた自動車や快適なドライビング性能を実現するための

操作性・視認性を高めた計器類、脳の活性化による事故の未然防止技術の開発など、

様々な技術革新が強く求められており、こうした自動車の安全・快適を追求するため

には、国際的な技術傾向等も踏まえつつ、各システムにおける電子制御技術の高度化、

人間工学的見地からアプローチすることが必要不可欠である。 

○石油由来の液体燃料は、体積・質量比で得られるエネルギー量が大きく、保管・運搬・

注入等の取扱いが容易であり、原料が大量・安価で入手できることから、自動車用エ

ネルギーとして当面主流と予測されている。この点から、我が国において貴重な石油

由来の液体燃料は、輸送用への供給を優先することが合理的と考えられ、各国の輸送

用及び輸送用以外の分野における石油消費の状況や政策の研究が必要である。加えて、

日本の技術で、有限な資源である石油に頼らない液体燃料（バイオ燃料や人工光合成

等）の供給を持続可能とする社会が構築できれば、「課題先進国」として大きな貢献と

なる。 

○将来的に石油以外のエネルギーを活用するプラグインハイブリッド車や電気自動車の

普及も進むと考えられるが、これら先進環境対応車への移行が進むにつれて、従来型

部品にも進化が求められることから、国や地方公共団体、産業支援機関等による中小

企業に対する新たな技術開発・製品開発や付加価値向上に向けた技術的支援等が必要

である。 

○次の事項に配慮して、引き続き先進環境対応車の開発を促進していく必要がある。 

・化石燃料にほぼ依存している我が国の実態とエネルギーセキュリティーの確保 

・地球温暖化問題の解決 

○電気自動車、燃料電池車といった次世代自動車については、普及に必要なインフラ整

備の状況を踏まえ、すそ野産業の形成策を推進する必要がある。 
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 【中国地方が目指す方向性】 

①先進環境対応車の実現に向けて、内燃機関の改良や軽量化技術導入等の産学官連携

等による研究開発を促進し、中国地方の自動車関連産業クラスターを強化する。 

②先進環境対応車に求められる内燃機関の改良や電動化、軽量化技術等の技術導入を

支援することにより、中国地方のクラスター部品関連企業の競争力を強化する。 

③カーエレクトロニクス化やスマートカー、医工連携による先進環境対応車など、新

たな自動車産業分野についても産学官による研究開発を促進し、中国地方の産業ク

ラスターを強化する。 

④次世代自動車の導入促進に向けた環境整備を進める。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

「中国地域・先進環境

対応車クラスタープ

ロジェクト」の取組促

進 

○九州地域との連携強化 

○広域ネットワークを活用した自動車分野と関連分野との融合 

○技術ニーズ・シーズプラットフォーム構築 

○電動化、軽量化など新技術獲得・強化支援 

○医工連携分野による「人に優しい車」の部材開発支援（「ひろしま医

工連携・先進医療イノベーション拠点」との有機的連携） 

○産学官連携による先進環境対応車技術の開発支援 

○ビジネスマッチング 

○先進環境対応車技術に対応する人材育成 

○ビジネス構築に向けた海外市場調査 

○海外クラスターとの交流促進 

将来的な運輸部門の

エネルギー等につい

ての研究の充実 

○内燃機関の改良に関わる活動をより積極的に奨励する機運の醸成 

○各国の石油消費や石油政策についての実情研究 

○バイオ燃料等も含め、液体燃料を持続的に供給できる社会づくりに向

けた国家的研究の取組促進 

次世代自動車の導入

促進 

○EV等次世代自動車・インフラの導入促進 
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（４）西日本の航空機産業拠点の構築 
 

 

【現状及び課題】 

○航空機産業は裾野が広く、他産業への技術波及効果も高く、世界市場（民間機）は今

後 20 年間で約 300兆円の規模拡大が見込まれ、このうちアジア市場では約 40兆円（現

在の約 3.5倍）の需要が見込まれる成長産業である。 

○中国地方には、三菱重工業㈱広島製作所江波工場、同社下関造船所、㈱IHI 呉第二工

場、日立金属㈱安来工場など大手メーカーの生産拠点やそれと連携する難削材切削加

工等のものづくり産業基盤技術の蓄積と集積が存在する。また、2011 年１月に日本エ

アロフォージ㈱が岡山県に立地し、航空機・エネルギー向け大型鍛造製品を出荷する

ことで、中国地方において素材生産から中間加工、仕上げ加工等に至る厚みあるもの

づくりネットワークが形成され、日本の航空機産業の底上げも期待されている。 

○中国地方の航空機産業の集積は国内では大きくないが、自動車や造船等輸送機器関連

分野、電気機械関連分野等における優れた技術を持つ中小企業が多く集積しており、

こうした技術を活用して新たに航空機産業への参入を促進することにより、関連産業

のさらなる集積が図られ、将来的には航空機関連産業拠点への発展の可能性を秘めて

いる。 

○こうしたなか、中小企業の航空機分野の受注拡大に向けて、岡山県では「ウイングウ

イン岡山」、広島県では「炭素繊維複合材料研究会」、島根県では「SUSANOO」などのコ

ンソーシアムが設立され、航空機ビジネスの動向や品質保証や加工技術等に関する技

術研究会や販路開拓活動が取り組まれている。 

○航空機産業は、安全保障等の観点から非常に高度な技術力、品質保証体制が求められ

ており、参入に際しては認証取得や複数工程の一括発注ニーズへの対応、炭素繊維複

合材料等の次世代航空機の素材への対応等の課題もある。したがって、他産業や中小

企業の参入を促すためには、大手メーカーとの連携強化や企業の技術力強化の取組を

支援し、厚みと競争力のある高付加価値産業を構築する必要がある。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①厚みのあるサプライチェーン構築のため、中国地方内外の航空機関連メーカー及び

中核的サプライヤー並びに新規参入意向企業の企業間連携を促進する。 

②生産拠点として拡大が期待されるアジア市場と、国内市場と双方での受注機会獲得

を加速する。 

③航空機産業の大規模かつ積極的な投資を促し、中国地方における生産拠点化、サプ

ライチェーンの構築を推進する。 
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【求められる対策】 

施 策 内 容 

航空機関連メーカー

と中小企業との交流

の場の創出 

○航空機関連メーカーと中核的サプライヤー、新規参入の意向を持つ企

業等との企業間連携を促進するため、技術マッチングや交流の場の創

出 

アジア生産拠点航空

機関連メーカー等と

の商談機会創出 

○アジアに生産拠点を構える航空機関連メーカー等との国内外での商

談機会を創出 

研究開発・事業化の促

進 

○企業の技術力強化に向けた中国域内外における施策連携、企業とコン

ソーシアムとの連携体制の構築 

○大手メーカーのニーズに対応した研究開発や設備投資、品質保証認証

取得に対する支援制度の充実 
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（５）水素利活用による産業振興 
 

 

【現状及び課題】 

○将来的に化石燃料の枯渇化や地球温暖化の進行等、エネルギー問題の深刻化が懸念さ

れる中で、水素エネルギーは、燃料電池自動車や家庭用の定置型燃料電池等のエネル

ギー源として大きな期待が寄せられている。 

○国は、「日本再興戦略」に燃料電池の技術開発・低コスト化や、水素供給インフラの導

入支援、燃料電池自動車・水素インフラに係る規制の見直しを明記するとともに、2015

年の燃料電池自動車の市場投入に向けて、４大都市圏を中心に 100 ヵ所の水素ステー

ションを整備することとしている。 

○瀬戸内沿岸のコンビナートの水素製造能力は全国の約四分の一を占め、高い供給ポテ

ンシャルを有しており、新たなエネルギーの供給拠点としての事業展開が期待される。

2013 年６月には、中・四国、九州地方で初となる液化水素製造工場が周南コンビナー

トで操業を開始するとともに、液化水素ステーションの誘致に取り組んでいるところ

である。 

○こうした国の動きや瀬戸内沿岸のコンビナートが持つ高い優位性を活かし、水素供給

システムや燃料電池の部素材等の研究開発を促進し、水素関連産業の育成を図るとと

もに、水素社会の実現に向けて水素を活用した地域づくりを進めていく必要がある。 

○また、水素原料の調達や、水素の製造から貯蔵・輸送、利用に至るサプライチェーン

を俯瞰した戦略のもと、水素の一次エネルギー源の安定共有及び多角化のため、天然

ガスとして大きな賦存量が見込まれるメタンハイドレード、特に日本海沖におけるメ

タンハイドレートの開発に向けた本格的な資源調査及び採掘技術の開発を促進する必

要がある。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①瀬戸内沿岸のコンビナートが持つ水素供給ポテンシャルを活かし、水素の利活用促

進に向けた環境整備を進める。 

②中国地方のものづくり企業が有する高度な技術を活かし、市場の拡大が見込まれる

水素関連産業を育成する。 

③メタンハイドレート等の水素の一次エネルギー源の安定供給から利用に至るまでの

サプライチェーンの構築を進める。 
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 【求められる対策】 

施 策 内 容 

水素利活用促進に向

けた環境整備 

○地方への水素ステーションの設置促進 

・早期かつ安価な設置に向けた規制の見直し、技術基準の制定を国

へ働きかけ 

・燃料電池自動車の普及促進、水素利活用製品による需要の創出 

○水素ステーションを核とした地域づくり 

・燃料電池自動車や公共施設等への燃料電池の導入促進 

水素関連産業の育成 ○水素利活用製品等の研究開発、事業化の促進 

 ・先導的な研究開発、新事業展開への支援 

・産学公による研究開発等の取組体制の強化 

・公設試験研究機関の機能強化と連携 

水素一次エネルギー

源の安定供給及び多

角化 

○国等による日本海沖におけるメタンハイドレート開発に向けた本格

的な資源調査及び採掘技術の開発を促進 
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（６）軽量 Ruby（mruby）の利用による製造業等の振興、推進 
 

 

【現状及び課題】 

○プログラミング言語 Rubyについては、開発生産性の高さから国内外のビジネス利用が

急速に広がっている。また、2012年４月に日本発のプログラミング言語で初めて国際

標準化（ISO）に承認されたことで Rubyに対する信頼性が増し、Rubyを採用する企業

や組織の増加が期待されている。 

○中国地方の基幹産業である自動車産業、電気機械産業等においては、機器や装置の高

機能化、エレクトロニクス化が飛躍的に進んでおり、これらを制御する組込みシステ

ムは、欠かすことのできない技術要素となっている。また、家電、携帯電話などは、

高機能、高付加価値化が進む中で、製品の多くはライフサイクルが短く、それに伴っ

て短納期での開発が求められている。 

○近年、Rubyの生産性の高さなどを活かして、製造業分野等における組込みソフトウェ

ア開発への応用研究が行われ、軽量 Ruby（mruby）が開発された。既に、㈱インター

ネットイニシアティブが自社製品の高機能ルータに、富士電機㈱が自動販売機のマイ

コンに mrubyを採用するなど、一部実用化はなされつつあるが、今後の段階としては、

製造業等での機器や装置などの生産設備や家電などの最終製品などといった組込みソ

フトウェアの利用分野に関して、どの利用分野が mruby に適しているのかを検討し、

その分野に応じた技術開発を行うことが求められている。 

○中国地方には、自動車、携帯電話、産業機器等の組込みソフトウェアが欠かせない産

業が集積しており、mruby に関しても、開発者の一人が島根県内の企業に勤務するな

ど、知見、実績を有する人材、企業が他に比べ多く存在している。この強みを活かし、

高度化する組込みシステムのニーズも踏まえ、今後の新たな展開として「組込みソフ

トウェアでの mruby 利用」を進めていくために必要な開発力強化と人材の育成を図っ

ていくことが重要である。 

 

 

 【中国地方が目指す方向性】 

①新技術 mruby の生産設備、家電製品等への組込みソフトウェアに係る利用・実用化

方策の検討を行い、商品開発の取組を推進する。 

②全国に先駆けて mruby を利用したビジネス展開の先行利益を得るとともに、中国地

方の製造業等の強化を目指す。 

 

 

【求められる対策】 

施 策 内 容 

経営者層に対する啓

発セミナーの開催 

○中国地方でのビジネス展開を図るために、IT 企業と製造業を対象に

した経営者層向けの mruby啓発セミナーを開催 

開発者に対する啓発

セミナーと講座等の

開催 

○中国地方での mruby の普及、導入を図るため、開発者向け啓発セミナ

ーと実践的な講座等を開催 
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施 策 内 容 

mruby 実用化に向け

た産学官連携・財政支

援 

○中国地方の企業による mruby実用化に向けて、国、県、民間、高等教

育機関の連携を促進 

○国、県の予算措置により、中国地方の企業による mrubyの実証研究を

促進 
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（７）感性イノベーション拠点の形成 
 

 

【現状及び課題】 

○「感性イノベーション」は、脳科学・光技術・情報技術を駆使し，感性の可視化・生

体センシング・遠隔再現技術を可能とする Brain Emotion Interface（BEI）を基盤と

し、衣・食・住・移動など多様な分野で精神的価値の高い革新的ものづくりを実現す

るとともに、感性によるコミュニケーションを通じて人と社会のつながりを革新し、

精神的価値が成長する社会の実現と日本発感性マーケットの創出を目指すものである。 

○中国地方においては、この研究をリードする大学、企業、研究機関等があるとともに、

衣・食・住・移動の領域の中で、特に医療福祉関連産業や自動車産業、食品産業など

幅広い分野の企業が集積していることから、地域的な波及効果が期待できる。 

○中国地方には例えば「視空間知覚の感性特性を考慮した自動車インテリア構造」や「生

体運動インピーダンス特性に基づくステアリング制御」の研究などの動きがあるほか、

産学医連携により、気分の落ち込みや不安など感情に関する問題を早期発見し、健康

増進や疾病予防を支援するソフトウェアの研究開発に取り組み、主に生活支援分野で

の製品実用化を目指す動きがある。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①医療福祉関連産業や自動車産業、食品産業など幅広い分野に産業の付加価値を高め

る感性イノベーション技術を展開し、中国地方の産業の優位性を強化する。 

②感情に関する問題の早期発見、健康増進・疾病予防を支援するソフトウェアの産学

医連携による研究開発を推進し、早期の製品化を実現することにより、中国地方に

おける生活支援分野での事業拡大を図る。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

研究推進体制の構築 ○感性の可視化、解読技術の開発等から、感性・知覚情報の共有化技術

を活かした製品・システムの社会実装までを目指す、感性イノベーシ

ョン拠点の構築 

研究開発の推進 ○感性イノベーションの技術開発等研究開発の取組に対する国の支援

施策の活用 

○産学医等が連携して行う研究開発による早期の製品化 

公設試験研究機関等

のネットワーク強化 

○感性イノベーションの促進を技術を用いて下支えする地域の公設試

験研究機関・大学等の基盤整備 
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（８）高付加価値型電子部品・デバイスとその素材、製造技術開発 
 

 

【現状及び課題】 

○中国地方には有力な電気・電子関連企業（部素材、装置関連を含む。）が集積しており、

地域への経済的な波及効果や雇用力が高い産業となっている。これらの企業は時代の

ニーズに柔軟に対応するかたちで、半導体プロセス技術の展開等により、関連産業に

も大きな影響を与えてきた。 

○中小型ディスプレイで世界的シェアを獲得している企業や次世代型ディスプレイの開

発を行っている企業の研究開発機能が集約しており、車載分野をはじめ高度医療領域

等の用途開発を含めた新たなイノベーション創出に向けた取組が加速化している。 

○2009 年には産学官の連携組織「中国地域太陽電池フォーラム」を立ち上げ、フィルム

ベースエレクトロニクス分野や有機・無機 EL照明デバイス、次世代パワー半導体など

新たな分野に向けた支援体制も整えている。さらにパワー半導体研究会、パワーエレ

クトロニクス研究会の活動も活発化している。 

  ○今後、さらに新興国との激しい技術開発競争や価格競争にさらされる中、国内外の市

場も見据え、電子部品・デバイス関連の素材や要素技術開発による新たな付加価値の

高い製品や成長分野（医療、エネルギーなど）への展開、産業集積のより一層の促進

が必要不可欠である。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

○新しい素材・要素技術、製造技術の開発や成長分野への応用展開を促進し、高付加

価値型の電子部品・デバイスの世界的な開発生産拠点を目指す。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

地域が一体となった

技術開発支援 

○産学官連携・企業間連携の取組を促進するための推進体制の構築 

○研究開発、事業化に対する支援制度の充実（国の競争的資金の拡充等） 

○大学や公設試験研究機関等の研究開発機能、事業化支援体制の強化

（コーディネート組織の構築等） 

新規立地・拡大投資へ

の支援 

○新規立地、拡大投資に対する国の支援制度の充実 

○立地環境の整備と重点的な企誘誘致 

○設備投資の制約となる各種規制の緩和 

共同出展等の販路開

拓支援 

○中国地方共同による展示会への出展、マッチング支援 

最新技術・新市場等の

情報共有 

○最新技術動向や新たな市場に向けたセミナー等の開催 
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