
Japan: Competitiveness in Academia and Industry
– Introduction of Excellent Cities



　日本は、世界の中でも、国際会議開催地として、会議施設やホテル、交通インフラといったハード面、また 

文化や食事、安全性といったソフト面で優位性を持っています。しかしそれ以上に、高い研究開発能力を備え

た学術・研究機関の厚い集積、また圧倒的な技術力を持つ企業群を有することが、国際会議開催地としての

日本の強みと言えます。日本国内で国際会議を開催する事により、これら学術・研究機関、企業との交流を 

通じ、会議参加者の方々への知的刺激やイノベーション機会の創出といった効果が期待されます。

　本冊子では、日本国内の主要な国際会議開催都市16都市*について、産業構造の特徴や強み、最先端の学

術・研究分野及び産業振興の動向等を紹介しています。それぞれの都市・地域の多様な個性、開催地としての

ポテンシャルをご理解いただき、開催地を検討される際の情報としてご活用いただけると幸いです。

　本冊子が、皆様が誘致・開催される国際会議に対し、更なる付加価値を高めると共に、参加者の増加や 

満足度の向上の一助になることを願っております。
*都市が立地する都道府県の学術集積・産業集積の紹介も含まれる

JA PA N Competitiveness in

Academia and Industry

表紙はやぶさイラスト 池下 章裕
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5.08兆ドル

GDP

アジア・太平洋2位
出典：世界銀行「国内総生産（名目GDP）」

126百万人

人口

出典：総務省統計局「人口推計」

台北から約2時間

シドニーから約9時間半

ジャカルタから約7時間

シンガポールから約7時間

バンコクから約6時間

上海から約2時間

ソウルから約2時間

アジア・太平洋における
日本の位置づけ

［参考］
アジア・太平洋は、国際通貨基金（IMF）のアジア太平洋地
域事務所（OAP）の管轄地域としている。

フライチームより羽田空港からの各路線所要時間
https://flyteam.jp/airport/tokyo-international-
airport/airline_route#international

1位 Logistics performance
出典： Sustainable Development Report 2020 Dashboards
「Sustainable Development Report 2020」

※貿易・交通インフラに係る質の高さ

1位 国際競争力 研究開発部門
出典：世界経済フォーラム 
「The Global Competitiveness Report 2019」

1位 Local Supplier Quality
出典： 世界経済フォーラム「The Global Competitiveness Report2017-2018」
※ 各国・地域Executive Opinion Surveyの値。国際会議関連事業者に限らず 
全産業のサプライヤーの質

1位 世界で最も持続可能な企業100社
受賞企業数
出典： Corporate Knights社「2020 Global 100」

1位 ノーベル賞受賞者数
出典：Nobel Foundation「All Nobel Prizes」

1位 経済複雑性指標
（Economic Complexity Index）
出典： Observatory of Economic Complexity 「Economic Complexity 

Legacy Rankings (ECI)」
※ 経済複雑性指標が高いほど、高付加価値産業を有し、産業の多様化
が進んでいるとされる

1位 World’s Most Admired Companies
受賞企業数
出典： Fortune「Fortune Global 500」

（2020年現在）
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アジア・太平洋における日本の学術・産業集積の主な特徴

Nature Index
企業研究機関数

出典：Nature 
「Top Corporate Institutions 2020」

1位
(52社)

人口百万人あたりの 
三極パテント*ファミリー数

出典：持続可能な開発ソリューションネットワーク
（SDSN）とベルテルスマン財団（Bertelsmann Stiftung）

「持続可能な開発レポート2020」

1位
(142.2)

* 日米欧に出願された
同一内容の特許  

国別自動車輸出額

出典：国連貿易開発会議
「UNCTADstat」

1位
(1,471.2億ドル)

（2020年現在）

植物動物学分野の 
  高被引用論文著者数*1

物理学
  論文被引用数*2

分子生物学分野の 
  高被引用論文著者数*1

出典：Clarivate 出典：Clarivate 出典：Clarivate

1位 1位 1位
(35.4%) (38.5%) (25.8%)

日本人23人
全体65人中

日本人5人
全体13人中

日本229万件
全体888.3万件

宇宙科学
  論文被引用数*2

出典：Clarivate

1位
(35.3%)

日本58.8万件
全体166.8万件

*1 科学を大きく21分野に分け、それぞれの分野で高被引用論文を閾値以上発表した研究者（2019年）のデータを分析。
*2 Web of Scienceおよびその分析ツールであるInCities Benchmarkingのデータベースを使用。自然科学・社会科学を対象に、論文被引用数上位600機関（出版年2010年～2019年の合計値）のデータを分析。
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日本の三大都市圏
　政令で定められた区域を越え、社会的・経済的に一体となっている都市圏。

　日本には、三大都市圏として、東京圏・名古屋圏・大阪圏が存在しています。都市圏では、 

域内のアクセス性が比較的良いことから、都市圏内に拠点を置く研究者や立地企業等、地域

に集積する学術・産業と深い関わりを持つ参加者・スポンサーの巻込みが期待できます。

　東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の1都3県で構成される

都市圏。経済規模・人口規模では、ニューヨーク・ロンドン等

の主な都市圏を上回り、世界最大。特に金融・情報通信等の

産業分野に強みを有する。

　東京大学等日本を代表する大学・研究機関が東京圏に集

積。東京圏の北に位置する筑波には、研究開発拠点「筑波研

究学園都市」が形成されており、約150の民間研究機関・企

業、約2万人の研究者が拠点を置いている。筑波も含め、東

京圏は日本最大級の学術集積を誇っている。

東京圏GRP

186兆円
東京圏人口

36.6百万人
　愛知県・岐阜県・三重県の3県で構成される都市圏。日本

列島のほぼ中央に位置し、製造業の集積が厚い日本随一の

地域となっている。

　良質な木材や水などの豊かな自然資源と、地域の職人技

の融合を背景に、イノベーションを繰り返して成長してきた

企業が集積。世界トップレベルの自動車関連産業クラスター

が形成されている。

　地域を代表する名古屋大学は、ノーベル

物理学賞・化学賞受賞者を6名輩出するな

ど、世界最先端の研究にも貢献。

名古屋圏GRP

56兆円
名古屋圏人口

11.3百万人

　大阪府・京都府・兵庫県・奈良県の2府2県で構成される国内第二位の都市圏。1,000年以

上に渡って日本の首都としての役割を担うなど、歴史・伝統が根差す地域となっている。

　一方、再生医療やスーパーコンピュータ等の研究機関が立地するなど、世界最先端の技

術が集積。

　京都・大阪・奈良にまたがる地域では、150以上の研究施設・大学施設が立地する「けい

はんな学研都市」が形成されており、医療・化学等の分野で先端的な研究が行われている。

大阪圏GRP

76兆円
大阪圏人口

18.2百万人

東京圏

名古屋圏

大阪圏
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東京圏 名古屋圏 大阪圏
　日本を代表する学術集積を誇る地域であり、物理学・

宇宙科学等の分野で世界的な研究者が拠点を置いてい

る。情報通信産業等、イノベーション分野で日本を牽引。

　この地域を代表する学術・研究機関である名古屋大学

には世界最先端の分野に従事する研究者が在籍。製造

品出荷額は全国随一と、ものづくり産業の集積が厚い。

　免疫学をはじめとする医療分野に強み。ベンチャー企

業との連携やオープンイノベーション等産学連携が進

んだ地域。

全国に占める 
物理学の引用件数

全国に占める 
宇宙科学の引用件数

21世紀ノーベル賞受賞者 免疫学分野の高頻度被引用論文受賞者

大学による自機関発ベンチャーとの 
共同研究受入額

6名
名古屋大学
関係者

4名
同分野で受賞した
日本人に占める割合は

57.1%

全国に占める起業家の割合

日本の起業家の3人に1人が東京圏在住

全国のGDPに占める大阪圏GRPの割合
13.9%と比較しても高い割合。

都市圏別で全国トップ

名古屋圏の製造品出荷額等

（401,555件）

68%
（1,196,117件）

52%

36.2%

65.8兆円

（東京圏の起業家数48.6万人）

全国の19.8%を占める。

愛知県は
製造品出荷額 （42年連続）

全国1位
21.8%
（受入額5.4億円）

出典：Clarivate*1 出典：Clarivate*1

出典：Clarivate*2

出典：文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」（2018）

出典： 総務省統計局「就業構造基本
調査」（2017）

出典： 名古屋大学
Webサイト

出典：経済産業省「工業統計調査」（2019）

*1 Web of Scienceおよびその分析ツールであるInCities Benchmarkingのデータベースを使用。ESI22分野の論文被引用数上位600機関（出版年2010年～2019年の合計値）のデータを分析。
*2 科学を大きく21分野に分け、それぞれの分野で高被引用論文を閾値以上発表した研究者（2019年）のデータを分析。
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掲載都市全体紹介
P.8より、国際的な学術会議の開催地として有力かつ特色のある国内の16都市を個別に紹介し

ます。このページでは掲載した都市と、それぞれの特徴的分野の一覧を整理しました。

札幌市
学術集積

• 地球惑星科学
• 低温科学
• 感染症学
• 獣医学・酪農学

産業集積

• 農林水産業
• 観光・スポーツ
• 環境
• メディア・コンテンツ

1

仙台市
学術集積

• 先端医療
• 材料科学

産業集積

• 防災・減災
•  ナノサイエンス・ナノテク
ノロジー

• 農業・水産業

2

千葉県 千葉市
学術集積

• バイオ
• 量子科学

産業集積

• 素材・化学
• 物流テック
• ヨウ素

3

東京都
学術集積

• 先端医療
• 再生医療
• 物理学・宇宙科学

産業集積

• 金融
• 製薬
• デジタル
• 都市防災

4

各都市のページ構成

1枚目：都市概要

3枚目：学術集積の詳細

2枚目：特徴的な指標*、学術集積・産業集積の要約、主催者・出展者等の声

4枚目：産業集積の詳細

各都市の概要や学術集積・産業集積

の特徴を掲載しました。過去にその

都市で国際学会を開催した主催者や

出展者等による体験談も掲載してい

ます。

学術集積については、その都市に立地する大学や研究機関の特徴的な取組みを、産業集積については、

その都市で盛んな産業や、これから強化しようとしている分野の取組みを紹介しています。

*「特徴的な指標」の１つとして、「特化した産業」を掲載しました。これは、産業集積の特徴を示した指標です。数値が1.0を上回って
いる産業は、各都市が属する都道府県で特に集積が進んでいる分野と言えます。下記の分野の指標を算出し、原則として上位3分
野を掲載しました。（総務省「経済センサス活動調査」（2016）より算出）

農林水産・食品 商業（卸・小売） 金融 娯楽・ツーリズム・スポーツ

医療 化学・素材 教育

運輸・交通 情報通信 電機・機械
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横浜市
学術集積

• 地球科学・海洋科学
• 臨床医学
• 健康・医療

産業集積

• 運輸・物流
• 電機・機械
• 情報通信

5 大阪府 大阪市
学術集積

• 免疫学
• 化学

産業集積

• スマートシティ
• スポーツ
• 製薬・ライフサイエンス

北九州市
学術集積

• 環境・エネルギー
• 製造業（ロボット）

産業集積

•  先端製造業（ロボット・自動車）
• リハビリ
• 製鉄
• 衛生陶器

9 13

富山市
学術集積

• 薬学・医薬品工学

産業集積

• 医薬品分野
• 電子デバイス分野
• ナノテクノロジー分野

6 神戸市
学術集積

• コンピューター科学
•  バイオメディカル・バイオ
ケミストリー

産業集積

• 化学・素材
• 航空・宇宙産業
• 医療・健康・福祉

福岡市
学術集積

• 有機EL
• 水素

産業集積

• クリエイティブ
• ヘルスケア

10 14

名古屋市 愛知県
学術集積

• 素粒子・宇宙・数理物理学
•  材料科学・エレクトロニクス
• 化学・生物学

産業集積

• 自動車産業
• 素材産業
• 航空宇宙産業

7 岡山市
学術集積

•  医療（肺移植・医工文 
連携）

• 植物科学

産業集積

• 教育
• ヘルスケア

長崎市
学術集積

• 熱帯医学
• 放射線医学
• 海洋科学

産業集積

• 水産業
• 造船・造機製造業

11 15

京都市
学術集積

• 再生医療
• がん免疫研究
• 物質科学・細胞科学
• 化学

産業集積

• ライフサイエンス産業
• 環境関連産業
• 観光・文化産業

8 広島市
学術集積

• 生物学
• 医療（放射線医学等）
• 宇宙科学

産業集積

• 製造業
• 水産業

沖縄県
学術集積

•  OIST（沖縄科学技術大学
院大学）

• 海洋・生物多様性分野

産業集積

•  観光・ツーリズム・スポー
ツ産業

• 島嶼型先進課題解決産業
• 農産品・養殖業

12 16
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SA P P O R O #1

北海道の経済・産業の中心地。高付加価値な農林水産業・食品

加工業や体験型観光が基幹産業となっており、近年は環境分野、

IT・メディア分野にも注力。

地域を代表する北海道大学は、地球惑星科学・感染症学・酪農

学等の分野で世界トップクラスの研究機関。地元の基幹産業であ

る第一次産業を支える知的インフラの役割も果たしている。

北海道GRP

19.4兆円
札幌市GRP

6.9兆円

北海道人口

525万人
札幌市人口

197万人
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主催者の声    第11回アジア・大洋州地球科学学会（2014） 実行委員会委員長 
北海道情報大学経営情報学部 教授 渡部 重十 氏

札幌で展開されている地球惑星科学分野の研究、研究者や技術者コミュニティが有する専門
知識は日本でトップの水準である。豊かな自然環境に恵まれている札幌市内やその周辺は、火山
や地震、気候変動や防災などこの分野に関するテーマを議論するために理想的な環境だった。地
元市民に地球惑星科学分野と我々の日常生活の密接な結びつきを広く周知できる貴重な機会と
なった。

主催者の声    第30回世界牛病学会（2018） 組織委員会委員長 
酪農学園大学獣医学群・獣医学類 教授 田島 誉士 氏  

札幌は日本における酪農学・獣医学研究の中心であり、札幌で展開されている酪農学・獣医学
研究の知見を世界の科学界に発信することができた。そして反芻獣全般に関して、多角的な観点
から知識と情報を交換する場を提供した。獣医師、畜産業従事者、研究者、畜産関連業者、食品産
業や製薬業従事者等、幅広い職種の人々が参加し、アジアで初めての開催となった本学会は成功
裡に終了した。

SA P P O R O

•  日本有数の総合大学である北海道大学が札幌市・北海道の中心的な

学術機関。

•  地球惑星科学分野の研究が非常に盛んで、小惑星研究で世界的な実

績を有する。宇宙分野における大学発スタートアップの動きなど、宇

宙ビジネスの振興も日本随一。

•  低温科学、COVID-19などの感染症関連、広大な酪農場を活用した酪

農学・獣医学でも世界トップクラスの研究成果を挙げている。

学術集積
•  札幌市には道内産の農作物や魚介類を利用した食料品製造業が集積

し、高付加価値な製品を国内外に販売。また、北海道の基幹産業であ

る第一次産業を、北海道大学等での研究成果を活用し更に振興しよ

うとしている。

•  1972年にアジア初の冬季オリンピックを開催して以来、札幌市はウィ

ンタースポーツの聖地として有名になった。近年ではアクティビティ

を通じてアイヌ民族等の北海道特有の文化や自然を体験するアドベ

ンチャーツーリズムに注力。

産業集積

#1

食料自給率
（カロリーベース）

北海道の特化した産業

娯楽・ツーリズム・スポーツ
1.4

農林水産・食品
2.1

運輸・交通
1.2

（全国平均1.0）

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  第11回アジア・大洋州地球科学学会
（2014） 
（参加者：約3,400人）

•  第30回世界牛病学会（2018） 
（参加者：約2,000人）

地球科学論文被引用数
（2010-2019年合計）

北海道大学

国内大学
2位

出典：Clarivate出典：農林水産省（2017）

動物・植物学論文被引用数
（2010-2019年合計）

北海道大学

国内大学
3位

出典：Clarivate

北海道 

全国1位

200%超
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地球惑星科学
小惑星「イトカワ」のサンプル分析など世界トップクラスの研究を展開

北海道大学の圦本尚義教授は、地球惑

星科学分野の研究の進展に大いに貢献。隕

石等に含まれる同位体の微小な分布を画

像化する同位体顕微鏡を世界で初めて開

発したほか、2011年には、地球重力圏外の

小惑星「イトカワ」から小惑星探査機「はや

ぶさ」が回収し、地球に持ち帰った微粒子

のサンプルを分析。分析結果は日本の惑星

探査では初めて米科学誌Scienceから特

集号として発表されるなど注目を集めた。

近年では2019年に同教授を大会長とし

札幌で国際隕石学会（MetSoc19）が開催

され、また「はやぶさ2」により2020年末に

持ち帰られる予定の小惑星「リュウグウ」

のサンプル分析が予定されている。

札幌市内にはほかにも、北海道大学発

ベンチャーの（株）ポーラスター・スペース

や、J A X A職員が出資し設立した（同）

Space  Cub icsなど、宇宙関連のベン

チャーが集積。衛星データの農業分野にお

ける利活用な

ど、研究成果

の他分野への

応用に向けた

取組みが進め

られている。

低温科学
日本有数の低温科学分野の研究機関である低温科学研究所

寒冷圏および低温条件下における様々

な科学的現象の研究が70年以上もなされ

ている北海道大学低温科学研究所は、日本

有数の低温科学分野の研究機関である。現

在も国内外の極地研究が盛んな研究機関

との共同研究を積極的に実施している。

青木茂准教授が隊長を務めた第61次南

極地域観測隊（2019年出発）は、アメリカ・

オーストラリアと共同で、流失が近年加速

しているトッテン氷河の観測を実施。世界

で初めて、周辺の大陸棚全域に約0.5度の

海水が流入していることを突き止めた。

感染症学
人獣共通感染症に特化した世界初の研究機関・ 

人獣共通感染症リサーチセンター

SARSや新型インフルエンザウイルス、

COVID-19等は、自然界の野生動物に寄生

し被害を及ぼさずに存続してきた微生物

が、時に家畜、家禽そしてヒトに侵入、伝播

して悪性の感染症をひきおこす人獣共通

感染症である。北海道大学人獣共通感染

症リサーチセンターはこの人獣共通感染

症に特化した世界初の研究機関であり、 

WHO人獣共通感染症対策研究協力セン

ターに指定されている。

同センターは、エボラウイルスへの感染

有無を約15分で判定できる検査キットを

民間企業と共同で開発、コンゴ民主共和

国に提供した。医療施設が十分に整ってい

ない地域でも簡単に活用できることから、

アフリカでの迅速な診断に大きな役割を

果たしている。

学術集積 SA P P O R O

獣医学・酪農学
酪農業の集積を支える獣医学・酪農学分野の知の拠点

約200万人の人口を抱える札幌市の中

心部に、58haもの規模を誇る北海道大学

の札幌農場が広がっている。北海道大学の

前身である札幌農学校の開校と同年の

1876年に設置されたこの農場では、農業

のみならず獣医学や酪農学の研究も盛ん

に進められてきた。

北海道大学は、牛白血病をはじめとする

牛難治性疾病の新規制御法として期待さ

れる、免疫チェックポイント因子の阻害薬

の開発に世界で初めて成功した。このよう

な獣医学・酪農学の最先端の研究が、北海

道大学、酪農学園大学や帯広畜産大学で

盛んになされ、

北海道の畜産

業や酪農業を

支えている。

はやぶさ イラスト 池下章裕
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農林水産業
「日本の食糧基地」、ICT技術を活用したスマート農業に注力

広大な農地と豊かな漁場を有する北海

道は「日本の食糧基地」と呼ばれるほど農

林水産業が非常に盛んで、カロリーベース

の食料自給率は日本一の約200%を誇る。

札幌市には道内産の農畜産物、魚介類を

利用した食料品製造業が集積しており、高

付加価値な製品を国内外に販売している。

北海道大学では、日本版GPSである準

天頂衛星「みちびき」の高精度測位情報を

活用した農機の自動走行や、ドローンを活

用したリモートセンシングの研究など、ス

マート農業の研究が幅広く進められてい

る。これらの研究成果を活用し、北海道の

基幹産業である第一次産業の更なる振興

を目指している。

観光・スポーツ
世界有数の国際スポーツ大会の開催地・体験型観光にも注力

1972年に札幌市で開催されたアジア初

の冬季オリンピックをきっかけに、札幌市

はウィンタースポーツの聖地として有名に

なった。近年は、豊かな自然環境を活用し

たアドベンチャーツーリズムにも注力。北

海道の先住民族であるアイヌ民族文化と

いった地域独自の観光資源も取り入れて

おり、魅力的なコンテンツとして世界的に

人気を博している。

国際的なスポーツ大会の開催にも積極

的。全世界に札幌市の魅力をアピールし、

観光客を増加させる機会ととらえた札幌

市は、2002年のFIFAワールドカップ、

2019年のラグビーワールドカップなど主

要な大会を開催してきた。

環　境
国内都市初のLEED for Cities and Communitiesプラチナ認証を獲得

メディア・コンテンツ
クリエイティブ産業の活性化・イノベーション創出が目標

札幌市は「ユネスコ創造都市ネットワー

ク」に2013年に加盟、デジタル技術などを

用いた新しいクリエイティブ産業の発展

を目指す「メディアアーツ都市」にアジアで

初めて認定され、日本の若者文化をリード

するクリエイターが集まる。

クリエイティブ産業やテクノロジー系ス

タートアップの活性化、地域課題を解決す

るイノベーションの創出を目指し、2015年

より毎年「NoMaps」が産学官の協力によ

り札幌で開催されている。日本版SXSWと

も呼ばれるこのイベントでは、Googleレン

ズ等の最先端技術の展示や、市民参加型

のハッカソンイベント、地域振興や宇宙ビ

ジネスに関する研究者とスタートアップ

経営者の対談等、様々なイベントが市内

全域で開催される。

産業集積 SA P P O R O

豊かな自然環境に恵まれた札幌市は、世

界に誇れる環境都市を目指す「環境首都・札

幌」を2008年に宣言して以来、先進的な取

組みを実施。2018年に「SDGs未来都市*1」

に選定され、2019年にフェアトレードタウ

ン*2に認定、2020年にLEED for Cities 

and Communities*3にて国内都市初のプ

ラチナ認証を獲得するなど、日本有数の環

境先進都市と評価されている。

札幌は、観光・イベントの観点から都市の

環境配慮に関する取組み状

況を評価するGDS-Indexに

国内都市ではいち早く参画

するなど、MICEにおいても

サステナビリティ関連の先

駆的な取組みを進めている。
*1  SDGsの達成に向けた自治体による取組みを公募し、優れた
取組みを提案する都市を選定する内閣府の制度。 

*2  都市全体でフェアトレード推進の取組みを実施している都市
を認定する、日本フェアトレードフォーラムの制度。

*3  環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）
各分野の取組水準を評価する制度であり、環境性能評価シス
テムとして国際的に幅広く認知されている。
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S E N DA I 農林水産業が盛んな東北地方における最大の経済都市。

東北大学が主要な研究機関で、材料科学分野や、日本人基

準ゲノム配列を公開した東北メディカル・メガバンク機構を

擁する医療分野が強い。

東日本大震災からの復興を推進しており、防災・減災 

分野で世界有数の研究機関である東北大学災害

科学国際研究所が立地。

宮城県GRP

9.5兆円
仙台市GRP

5.4兆円

#2

宮城県人口

230万人
仙台市人口

109万人
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主催者の声    世界防災フォーラム（2019）実行委員長 
東北大学災害科学国際研究所（IRIDeS） 所長・教授 今村 文彦 氏

東日本大震災で大きな被害を受けた東北地方の中心都市・仙台は、防災分野で世界をリードし
てきた日本の発信拠点。“Build Back Better”という「仙台防災枠組」にも明記された日本発の理
念をもとに復興を促進してきた。東北大学は世界的な知名度を誇っており、様々な研究者が集積し
ている。特に、学際的な防災研究に特徴を有するIRIDeSでは、今後も防災分野における世界の中
心として国内外の産・官・学・民と連携し、「BOSAI」の主流化に取り組んでいく。

主催者の声    第43回錯体化学国際会議（ICCC 2018）主催者 
東北大学大学院理学研究科 教授 山下 正廣 氏

1950年にICCCが始まって以来最多、過去の平均参加人数のほぼ2倍である約2,500人が参加。
欧米アジアを含め世界中から錯体化学分野に関わる研究者が一堂に会すことができ、参加者から
非常に高い評価を得た。また、過去最多となる約60の分科会を開催し、希望者が口頭発表を実施。
国内から数多くのスポンサー支援を獲得し、様々なデモンストレーションが実施された。企業・研
究者間の国際交流が盛んに行われ、大成功の国際会議となった。

S E N DA I

•  東北地方を代表する研究機関である東北大学が立地。

•  東北大学は東北メディカル・メガバンク機構を設立し、大規模ゲノムコ

ホート調査と複合バイオバンクの構築により、未来型医療の実現を目

指す。

•  材料科学分野の集積が特に厚

く、論文被引用数が国内大学

の中では最多*。

学術集積
•  東北地方では大規模河川を活用した稲作を始めとする農業が17世紀

から盛んに行われ、現在もコメの一大生産地である。

•  沿岸漁業や養殖業など、水産

業も盛ん。これは、狭い湾が複

雑に入り込んだ海岸であるリ

アス式海岸を有すること、暖

流と寒流がぶつかるためプラ

ンクトンが豊富に生息するこ

とが背景にある。

産業集積

#2

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  第3回国連防災世界会議（2015） 
（参加者：約6,500人）

•  第43回錯体化学国際会議 （2018） 
（参加者：約2,500人）

©Yuki Hayashi

写真提供：宮城県食産業振興課

* 出典： Clarivate。 
 2010-2019年の合計

宮城県の特化した産業

商業（卸・小売）
1.1

1.1

農林水産・食品
1.2

産業小分類
電子部品製造業

産業小分類
内水面養殖業

2.1

運輸・交通

（全国平均1.0）

1.8

Japan University 
Rankings 2020

材料科学論文被引用数
（2010-2019年合計）

出典：Times Higher Education

東北大学

国内大学
1位

東北大学

1位

出典：Clarivate
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先端医療
東北大学東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）による 

個別化予防・個別化医療の基盤創出

東日本大震災の被災地住民の長期的な

健康支援、また医療情報のIT化という世界

的な潮流に対応するために、東北メディカ

ル・メガバンク機構（ToMMo）が創設され

た。大規模ゲノムコホート調査*と複合バイ

オバンクの構築により、個別化予防・個別

化医療の基盤を創出している。

複数の遺伝要因・環境要因が相互に影

響し引き起こされる疾患の病因解明や予

防法・治療法の確立には、ゲノムコホート

調査とバイオバンク構築が必要である。

ToMMoが岩手医科大学いわて東北メディ

カル・メガバンク機構とともに実施してい

るコホート調査には総計15万人が参加し

ている。

調査にて得た試料や情報はバイオバ

ンクに格納されており、これらの調査を

通して、心血管障害・糖尿病・精神神経疾

患（PTSD・うつ病）・認知症・呼吸器疾患

（COPD）など多くの方が罹患する幅広い

疾患の病因を特定しようとしている。

2019年2月、ToMMoは「日本人基準ゲノ

ム配列」初版JG1を公開した。これは、日本

人のゲノム解析を行うためのひな型となる

基準ゲノム配列である。同機構では、日本

人3名に由来するゲノム配列を、複数の方

法を組み合わせることで世界で初めて精

密に決定しJG1を作成、国内外の幅広い医

療関係者と医学研究者が使用できるよう

に公開した。

JG1の公開により、疾患を持つ日本人の

ゲノム配列が精密に解析可能となり、日本

人に対する精確な個別化予防・個別化医

療の開発が可能になった。これにより、健

康寿命を延ばせると期待されている。
*  コホート調査とは、ある特定の人々の集団を一定期間にわたっ
て追跡し、生活習慣などの環境要因・遺伝的要因などと疾病発
症の関係を解明するための調査のこと。

材料科学
被引用論文件数で国内大学No.1の東北大学

東北大学は材料科学分野において、被

引用論文件数が国内大学で最多*1。材料

科学分野における東北大学の実績は世界

的にも幅広く知られている。

材料科学分野に関連する数多くの研究

機関が設置されている。材料科学高等研

究所*2は、革新的な機能性材料の創製・開

発を目標に掲げているが、材料科学と数

学を研究機関全体でコラボレーションさ

せており、これは世界的に見ても珍しい取

組みである。金属材料研究所は、モーター

や変圧器の効率を低下させる性質が非

常に小さい超低損失・高磁束密度ナノ結

晶軟磁性材料の開発に代表されるエネル

ギー材料や、放射線を光に変換できるCe: 

GAGGシンチレータ結晶材料の開発に代

表されるエレクトロニクス材料の研究開

発などに注力している。多元物質科学研究

所は、次世代放射光施設のビームライン*3の

設計を実施。最先端計測技術のコア技術

を開拓し、次世代放射光の国際標準を仙

台から生み出す目標を掲げる。

各分野で第一線の研究者も多数在籍

している。例えば現在の東北大総長であ

る大野英男教授は、磁性半導体分野の第

一人者であり、2018年にIEEEフェローと

なった。

次世代放射光施設の整備により、同分

野の研究がますます進展することが期待

される。
*1 出典：Clarivate。2010-2019年の合計。
*2  材料科学高等研究所は文部科学省によりWPIアカデミー拠
点に指定された。WPIプログラムでは、世界から第一線の研
究者が集まり、優れた研究環境と高い研究水準を誇る拠点の
形成が目指されている。

*3 ビームラインとは、加速器が出す光の調整をする設備のこと。

学術集積 S E N DA I

©Yuki Hayashi©Yuki HayashiToMMoのバイオバンク

14



防災・減災
「BOSAI*」の街・仙台

2011年3月に発生した東日本大震災か

らの復興にて、仙台市は「防災環境都市」

をコンセプトとしたまちづくりを進めてき

た。例えば津波でも倒壊しにくい堤防を整

備するなど、災害に強い都市を作り上げて

きた。

東北大学は2012年に様々な専門分野

の研究者が結集し、地域社会の防災・減災

に関する学際的な研究機関である災害科

学国際研究所を創設した。東日本大震災

の経験と教訓を踏まえ、防災・減災に関す

る幅広い研究が現在もなされている。

例えば、災害リスクの低減など発災前に

関する研究、災害医学など発災時に関す

る研究、そして災害発生を織り込んだ社会

の構築といった復旧・復興に関する研究な

ど、一連の災害サイクルにおける各プロセ

スについての研究がなされている。

2015年3月には、日本で開催された国

連関連の国際会議の中では最大級の、第

3回国連防災世界会議が開催された。そし

て、“Build Back Better”など、日本にお

ける防災分野の長年の研究を踏まえた考

え方が多く盛り込まれた「仙台防災枠組

2015-30」が採択された。

国内外から産・官・学・民の防災関係者

が集まる世界防災フォーラムが隔年で開

催される仙台市は、 「BOSAI」の主流化、つ

まり世界各国の政策や社会・文化に防災

の考え方を浸透させることを目指す。

ナノサイエンス・ナノテクノロジー
次世代放射光施設の整備による 

「光イノベーション都市・仙台」の実現が目標

地元の産官学が協力し、誘致活動を展

開してきた次世代放射光施設が、東北大学

内に2023年に完成予定。この施設では、原

子・分子の構造や、電子の機能を可視化す

ることができる。農業・食品産業や医療・医

薬関連産業、エネルギー産業など、幅広い

分野での活用が期待されており、既に約70

社が施設利用権付きの出資に応じる意向

を示している。

東北大学は2020年4月には世界主要放

射光施設サミットのオンライン会議を主

催するなど、放射光施設間での国際的な協

力をリードしている。そして仙台市はこの

施設の整備をきっかけとし、数多くの研究

機関や企業拠点の整備、ナノサイエンス・ナ

ノテクノロジー分野の研究振興、ひいては

次世代放射光施設を核とした「光イノベー

ション都市・仙台」の実現を目指している。

農業・水産業
大規模河川や潮目など、環境面の好条件を活用

東北地方には大規模河川、リアス式海

岸、暖流と寒流がぶつかる潮目など、農業

や水産業が発展するために必要な条件が

揃っている。東北地方は現在も米の一大生

産地であり、また太平洋沿岸では、沿岸漁

業や養殖業などの水産業が盛ん。

東北大学では栄養学や食品加工分野の

研究が盛んであり、高付加価値な加工食品

の開発等に注力している。また、養殖技術

や水産資源管理など、水産業に関する幅広

い分野の研究が東北大学や東北区水産研

究所でなされている。

産業集積 S E N DA I

*BOSAI: disaster risk reduction

第2回世界防災フォーラム（2019） 第3回国連防災世界会議（2015）

次世代放射光施設基本建屋の完成予想図
写真提供：光科学イノベーションセンター提供

写真提供：仙台市 写真提供：仙台市
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C H I BA 日本の玄関口である成田空港を有し、国内外への抜群のアクセス

を誇る「Convenient City」。

物流拠点、先端・成長産業の研究開発機関、マザー工場*1等が立地

し、首都機能の一翼を担う都市として発展。

また、温暖な気候と豊かな大地・海に恵まれ農業・水産業が集積

すると共に、豊富な自然資源を活かしたグリーン・ブルーツー 

リズム*2等の観光地としても注目される。
*1  マザー工場は、主力製品の量産機能、新たな技術開発機能などを有し、企業の中核となる 
工場を指す

*2  グリーン・ブルーツーリズムは、農山漁村の民宿やペンションに宿泊滞在して、農山漁村
生活や農林漁業体験を通じ地域の人々と交流したり、川や海・田園景観などふるさとの 
風景を楽しむ余暇活動のこと

#3

千葉県GRP

21.1兆円
千葉市GRP

3.8兆円

千葉県人口

629万人
千葉市人口

98万人
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主催者の声    第6回国際植物硫黄代謝ワークショップ（2005）開催委員長 
千葉大学植物分子科学研究センター センター長 齊藤 和季 氏

千葉には植物科学に関する学術機関・民間企業が集積している。また、会場のかずさアカデミア
パークは閑静な場所に立地しており、サイエンスツアーを実施したかずさDNA研究所に隣接して
いる。この環境は、議論・交流の場として最適な環境であると参加者から高く評価された。また、千
葉は多様な観光地があることで知られているが、特に自然豊かな千葉南部の南房総へのエクス
カーションは好評であった。

主催者の声    International Symposium on Adsorption 2019 大会長 
千葉大学大学院理学研究院 教授 加納 博文 氏

近年、吸着分野の技術を用いたCO2削減の取組みは世界的に注目されている。日本最大級のコン
ビナートを形成する千葉では、当該分野の技術を用いたCO2削減に産学連携で取り組んでいるこ
とから、International Symposium on Adsorption 2019に適した開催地であった。また、千葉に
は日本最大の国際空港である成田空港が立地する。海外からの優れたアクセス性に加え、コンベン
ションセンター・ホテル・飲食等のインフラが充実しており、参加者から非常に好評であった。

C H I BA

•  バイオ分野における世界的研究機関のかずさDNA研究所や千葉大学

植物分子科学研究センターが立地し、食品・医療分野等への応用に向

けた研究開発に取り組む。

•  千葉市には、世界トップクラスの

量子科学技術研究開発プラット

フォームの構築を目指す量子科

学技術研究開発機構が立地。産

学官が密接に連携し研究を推進

する。

学術集積
•  千葉県は、国内1位の国際航空貨物量を誇る成田空港*1や国内2位の貨

物取扱量を誇る千葉港*2が立地。また、千葉市では産学官の連携のも

と、ドローン宅配便の実用化に向けた実証実験を全国に先駆けて実施。

•  千葉県には、石油精製・石油化学・鉄鋼等、化学・素材産業の企業がコ

ンビナートを形成し、日本最大級の集積を誇る。また、工業地帯の環境

に配慮し、周辺域の緑化に取り組む。

•  世界のヨウ素産出量の約2割を誇る千葉県*3には、高付加価値なヨ

ウ素製品を開発・製造することを目的とした千葉ヨウ素資源イノベー

ションセンターが立地。

産業集積

#3

千葉県の特化した産業

化学・素材
1.3

運輸・交通
1.6

産業小分類
原油・天然ガス鉱業

産業小分類
貨物運送取扱業

6.4

農林水産・食品
1.2

（全国平均1.0）

過去に開催された 

代表的な国際会議

•  日本地球惑星科学連合 - 米国地球物理学 

連合合同大会 2017 

（参加者：8,500人）

•  Gastech Japan 2017 

（参加者：2,300人）
2.7

*1 出典：国土交通省「航空輸送統計調査」（2018）
*2 出典：国土交通省「港湾調査」（2018）
*3 出典：日本ヨウ素工業会推計（2017）

化学工業
製造品出荷額等

ヨウ素の 
産出量

全国1位
世界シェア 

20%

千葉県

全国1位

出典：日本ヨウ素工業会推計 

（2017）
出典：経済産業省 

「工業統計調査」（2019）
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バイオ
バイオ分野における世界的研究機関のかずさDNA研究所や 

千葉大学植物分子科学研究センターが立地

かずさDNA研究所*1は、1994年に世界

で初めてDNAを専門に解析する研究所と

して開所して以来、植物やヒトのDNA研究

において極めて短期間のうちに多くの研

究成果をあげ、世界的な評価を得てきた。

これまでに蓄積されたDNAに関する膨大

な情報や解析技術を活用し、農作物の品

種改良・種子の品質検査・ヒト難病の遺伝

子検査等の公益性の高い事業を展開。

2017年には千葉県がんセンターと共同で

がんの遺伝子診断の実用化に向けたプロ

ジェクトを開始した。

千葉県では、千葉県バイオ・ライフサイ

エンス・ネットワーク会議というバイオ・ラ

イフサイエンス分野における産学官連携

組織が設置されている。同組織のもと、千

葉の農産物・産品を活用した機能性食品

等の高付加価値食品の開発や先端がん研

究における共同研究が推進されている。

千葉市には、植物分子科学分野で世界

最先端の研究開発を行う千葉大学植物分

子科学研究センターが立地。理化学研究

所やかずさDNA研究所と連携する千葉大

学の研究グループは、植物が作る多様な化

学成分であるファイトケミカル*2に関する

分子科学的な原理を明らかにし、植物成

分による新しい医薬品・健康機能食品の

開発、化粧品・香料・燃料等の工業原料へ

の応用を見据えた研究開発に取り組む。

研究を主導する齊藤和季教授*3は、世界に

先駆けてファイトケミカルゲノミクスとい

う新たな研究分野を開拓し、植物代謝に

関する新規遺伝子等を同定するなど、ファ

イトケミカルゲノミクス研究において世界

をリードする。
*1  かずさD N A研究所の田畑哲之所長は「H i g h l y  C i t e d 

Researchers」 （※Clarivateによる世界の論文被引用数によ
る上位1%論文著者）に5年連続で選出された（2014-2018）。

*2  ファイトケミカルゲノミクス：植物のもつ多様な物質生産機
能の基本原理の解明を行い、農作物、薬用植物等の有用資源
植物における特異的代謝産物の生産システムをゲノムレベル
で解明する研究を指す。

*3  齊藤和季教授は、 「Highly Cited Researchers」に6年連続で
選出された（2014-2019）。

量子科学
世界トップクラスの量子科学技術研究開発プラットフォームの 

構築を目指す量子科学技術研究開発機構が立地

千葉市には、世界トップクラスの量子科

学技術を駆使した研究開発を進める量子

科学技術研究開発機構が立地。量子科学

技術分野は、医学・生命科学等、異分野間

の交流が重要視されており、研究成果を広

く社会に還元するために大学や産業界を

含む研究機関や行政機関との人材交流や

共同研究など、産学官連携活動を積極的

に推進している。

量子科学技術研究開発機構の主な領域

として、量子生命科学領域、量子医学・医

療領域、放射線安全領域、量子材料・物質

科学領域、量子工学領域、量子エネルギー

理工学領域が挙げられる。これらの領域で

は、重粒子線などによるがんの治療、放射

線の人体への影響や医学利用、放射線防

護や被ばく医療等の研究、量子ビームによ

る物質・材料科学や生命科学等の先端研

究開発、高強度レーザーなどを利用した

光量子科学研究・核融合エネルギー等の

研究開発等が進められている。

また、25年以上にわたり重粒子線がん

治療の研究に取り組んできた量子科学技

術研究開発機構は、「がん死ゼロ健康長寿

社会の実現」を目指して、高度な治療がで

きる小型の重粒子線治療装置である量子

メスの開発に取り組む。量子メスにより、

より効果的な重粒子線治療と副作用の低

減を実現し、手術不要での働きながらのが

ん治療が可能になるなど高い期待が寄せ

られている。

学術集積 C H I BA

写真提供：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 写真提供：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
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ヨウ素
世界の一大ヨウ素産出拠点・高付加価値なヨウ素製品の 

開発・製造が目標

千葉県内におけるヨウ素の産出量は、世

界全体の約2割*を誇る。長年ヨウ素科学

研究を牽引してきた千葉大学は、高付加価

値なヨウ素製品を開発・製造することを目

的とし、2018年に千葉ヨウ素資源イノ

ベーションセンターを設立。センターに入

居するヨウ素関連企業と千葉大学が多面

的に連携し、社会的インパクトの高い高機

能ヨウ素製品の開発に取り組む。また、富

士フィルム（株）・中外製薬（株）等の大手化

学・製薬メーカーとも共同研究を実施し、

研究を推進する。

ヨウ素は、近年その活用の裾野の広さ

により世界的注目度が高まっている。 千

葉ヨウ素資源イノベーションセンターで

は、ヨウ素の多彩な利用を推進するため

に、次世代太陽電池であるぺロブスカイ

ト太陽電池の製品化、ヨウ化鉛の安定供

給、導電性に優れた有機薄膜の創製、放射

性ヨウ素薬剤によるがん診断・治療の新

展開、新規造影剤合成法の開発、有機ヨウ

素化合物を利用した高機能ポリマー創製

等の研究・開発が行われている。また、限

られたヨウ素資源を有効活用するために、

ヨウ素抽出の効率化やヨウ素のリサイク

ルといった研究が展開されている。

ヨウ素は人間の体の成長には欠かせな

い元素である。千葉県は、ヨウ素の摂取不

足による甲状腺肥大・知能障害・発育不全

等のヨウ素欠乏症が深刻な問題となって

いる国に対してヨウ素支援を行うなど、国

際協力に積極的に取り組んでいる。
*出典：日本ヨウ素工業会推計（2017）

素材・化学
石油精製・石油化学・鉄鋼関連企業等による 

日本最大級のコンビナート形成

1953年に全国初の近代鉄鋼一貫製鉄

所として操業を開始したJFEスチール

（株）東日本製鉄所を皮切りに、臨海部の

埋め立てが進み、素材・化学産業が集積す

る京葉工業地帯が形成された。

現在では、出光興産（株）・住友化学（株）・

旭化成（株）・日本製鉄（株）・東京ガス（株）

等の石油精製・石油化学・鉄鋼関連企業等

が立地しコンビナートを形成、日本最大級

の集積を誇る。近年では、共同プラントの

設置や連携配管の設置など企業間連携に

取り組む。

また、千葉市は緑化基準を設けて工場

等の事業者と緑化協定を締結するなど、良

好な環境を確保するための取り組みを

行っている。

物流テック
ドローン等の最先端技術を活用した次世代物流拠点

千葉県は、日本1位の国際航空貨物量を

誇る成田空港や日本2位の貨物取扱量を

誇る千葉港が立地。日本における一大物

流拠点として発展してきた。

また千葉市では、ドローン宅配便や自

動運転モビリティなどの実用化に向けた

検討を行う最先端技術の実証実験が行

われている。

産業集積 C H I BA
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TO K YO 17世紀から日本の政治・経済の中心地として発展。2020年には国

際金融センターランキングでアジアナンバーワン（世界第3位）に選

出された。

ライフサイエンスや情報通信産業中心にスタートアップ企業が

集積するイノベーション都市としての地位を確立するほか、先端医

療や物理学・宇宙科学等の分野でノーベル賞受賞者を輩出 

する等、世界的な大学・研究機関の集積も強み。

人口

1,400万人
GRP

107.7兆円

#4

20



主催者の声    IWA World Water Congress & Exhibition 2018 Tokyo主催 
東京大学大学院工学系研究科 教授 古米 弘明 氏

IWA WWC&E 2018では、併設展示会への来場者も含めて、約1万人が参加。東京観光財団や東
京都と密接に連携し、研究者・技術者・企業の管理職・政府関係者やヤング・プロフェッショナル等
多様な主体の巻き込みに成功した。IWA WWC&E 2018を通じ、一般住民の方への水の重要性を
一層認識していただくとともに、来場者同士のネットワークの構築や、東京都による 「Principles 

for Water Wise Cities」への署名等、大きな社会的レガシーが創出された。

スポンサーの声   株式会社日立製作所（IWA WWC&E 2018 プラチナスポンサー）
国際会議は、産官学の関係者が一堂に会する貴重な機会であり、
海外展開を目指す当社は、技術をアピールする絶好の場と捉えてい
る。IWA WWC&E 2018を通じて、既存顧客との関係深化、新規顧客
の獲得に繋がったほか、当社の国際的な認知度も高まった。プラチナ
スポンサーとなったこと、IWA WWC&E 2018に出展したことで多く
のメリットが得られたと認識している。

TO K YO

•  東京大学をはじめ国際的な知名度・プレゼンスの高い大学・研究機関

が集積。

•  2015年には「ニュートリノ振動の発見」で東

京大学教授梶田隆章氏がノーベル物理学賞、

2016年には「オートファジーの仕組み」の解

明で東京工業大学栄誉教授大隅良典氏が

ノーベル生理学・医学賞を受賞するなど、先

端医療・宇宙科学等の分野で世界的な研究

者が拠点を置いている。

学術集積
•  日本橋エリアには製薬分野のグローバル企業をはじめ、スタートアッ

プ企業や大学・研究機関が立地し、交流・連携・人材育成等の取組みを

実施。

•  世界を代表するデジタル企業が立地。IoT・AI等最先端技術の開発が

なされる傍ら、先駆的な実証実験が日々実施されるなど、イノベーショ

ン都市として世界的なプレゼンスを確立している。

•  都市防災分野では、デジタル技術の活用、都市インフラの長寿命化・

更新等を通じた強靭な都市の形成がなされている。

産業集積

#4

グローバル金融センター
ランキング

アジア1位
世界3位

東京都の特化した産業

金融
1.6

情報通信
2.9

教育
1.1

分子生物学・遺伝学の
論文被引用数
（2010-2019年合計）

38%
(367,908件)

（全国平均1.0）
全国に占める 

新規事業所数の割合
（2014年～2016年）

73%

過去に開催された 

代表的な国際会議

•  IWA World Water Congress & 

Exhibition 2018 Tokyo 

（参加者：約10,000人）

•  SIGGRAPH Asia 2018 

（参加者：約10,000人）

出典：Clarivate 出典：Z/Yen

出典：総務省 

「経済センサス活動調査」（2016）
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再生医療
産学連携による再生医療をはじめとした 
ライフサイエンス分野の世界的な研究開発

日本橋は、17世紀以前から東京の中心地として繁栄し

てきた。現在ではライフサイエンス分野の世界的な大学・

研究機関に加え、グローバル企業・スタートアップ企業等

が集積している。

日本橋には、医薬品産業に携わる人・情報の交流

プラットフォームを担うLIFE Science Innovation 

Network Japan（LINK-J）が立地している。 LINK-Jを起

点に、ライフサイエンス研究・産業に関わる産・官・学・ベ

ンチャー・個人が交流・連携し、日々新たな価値が創造さ

れている。 

LINK-Jの理事長を務める慶應義塾大学医学部教授岡

野栄之氏は、中枢神経の発生と再生の研究を実施。iPS

細胞を使った脊髄損傷の再生医療や、霊長類の脳科学や

疾患研究等、世界でも先駆的な基礎研究を行っている。

物理学・宇宙科学
世界的研究の推進に加え、惑星探査の 

取組みなどで世界をリード

論文被引用数のうち、物理学・宇宙科学分野が圧倒的

な地位を占めている。その実績を牽引するのが、世界で

トップクラスを誇る東京大学である。

東京大学教授梶田隆章氏は「ニュートリノが質量を持

つ事を示す、ニュートリノ振動現象の発見」で2015年に

ノーベル物理学賞を受賞した。ほかにも2017年のノーベ

ル物理学賞「世界初の重力波直接検出」では、東京大学理

学系研究科附属ビッグバン宇宙国際研究センターが重力

波データ解析を通じ、多大な貢献を残している。

また、東京には宇宙航空研究開発機構（JAXA）が立地

し、世界的な宇宙科学の研究・開発に取り組んでいる。

JAXAは、惑星探査機「はやぶさ2」を小惑星リュウグウに

到達させ、小型ロボットによる小天体表面の移動探査等

世界で初の試みに成功させるなど、宇宙科学分野で世界

をリードしている。

先端医療
がん研究・再生医療・オートファジー等の 

先端分野で世界に貢献

がん研究・再生医療等の領域では、東京大学・国立がん

研究センター研究所等が、世界的な研究に取り組んでい

る。また、都市圏に集積する病院など医療施設と連携し、

医療現場における先端技術・情報技術の導入等、先駆的

な取組みも実施している。

東京に立地する重厚な企業集積を活用し、産学連携に

も積極的に取り組んでいる。2019年に世界最先端の東大

オンコパネルを基盤とし、コニカミノルタグループの米国

Ambry Genetics Corporationが保有するグローバルな

遺伝子診断技術の知見を融合させる共同研究開発を実

施した。世界最高峰の次世代包括的がん遺伝子パネル検

査を開発するなど、医学の進歩に貢献している。

生理学・医学の分野では、東京工業大学大隅良典栄誉

教授が「オートファジーの仕組み」を解明し、2016年に

ノーベル生理学・医学賞を受賞した。オートファジーは、

パーキンソン病等神経変性疾患と深い関係があるとさ

れ、世界で大きな注目を集めている。

学術集積 TO K YO

「はやぶさ2」地球帰還、カプセル分離
©宇宙航空研究開発機構（JAXA）

東大オンコパネル 写真提供：東京大学医学部附属病院
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金　融
アジアナンバーワン国際ビジネス都市としての存在感

東京は、国際金融都市として、世界中か

ら企業・人材・資金・情報・技術を集積する

一大ビジネス拠点としての地位を確立して

いる。

東京都は、国際的ビジネス環境の整備、

海外金融系企業の誘致、資産運用業者・

フィンテック産業の育成、金融を通じた社

会的課題の解決等、金融産業の振興に注

力してきた。 この結果、2020年に東京は国

際金融センターとしてアジアナンバーワン

（世界3位）に選出された。

また、日本市場の参入を指南する合宿プ

ログラム「フィンテックビジネスキャンプ東

京」を開催し、世界から様々なスタートアッ

プ企業の誘致に成功している。さらに、東

京グリーンボンドの発行・ESG投資の導入

等、世界に先駆けた取組みを行っている。

都市防災
安全・安心を支えるイノベーション

東京都は、重点分野の一つに「セーフシ

ティ」を掲げ、災害の脅威から人々を守る

強靭な都市の形成を目指している。

ドローンや5G等による通信環境の確保

を通じた情報収集・対応、アプリを通じた

被災情報のリアルタイム配信等、デジタル

技術を活用した安全安心の創出に注力し

ている。

また、道路・鉄道ネットワークの構築、都

市インフラの長寿命化・更新等における最

新技術の導入により、高度な都市防災機能

の強化を図っている。

製　薬
世界の「知」が結集

武田薬品工業（株）など日本発のグロー

バル製薬企業に加え、ロシュ・グループ、

ファイザー（株）、ノボノルディスクファーマ

（株）といった世界的な企業が立地するな

ど、製薬分野の集積も厚い。

日本橋エリアを中心に、スタートアップ

を含む製薬企業のほか、ベンチャーキャピ

タル、国内外有数の大学・研究機関などが

立地し、ライフサイエンス分野の「知」が結

集している。新産業（イノベーション）の創

造に向け、交流・

連携、人材育成

等の取組みが行

われている。

デジタル
世界のイノベーションの先駆け

日本のデジタル産業の生産額の約4割が

東京に集中するなど、日本のデジタル産業

の中心地となっている。IoT・AI・ロボットと

いった最先端分野を手掛ける企業が東京

に多く立地しており、イノベーションの創出

に貢献している。

東京では、世界に先駆けたデジタル分野

の開発・実証実験が日々取り組まれている

点も特徴的である。2019年、ソフトバンク

（株）は東京湾に面した区画で次世代IoT

システムを活用したスマートシティの実現

に取り組んでおり、最新テクノロジーの実

験場として活用されている。

東京都としてもイノベーション創出に

注力している。東京都は、 東京創業ステー

ション・東京開業ワンストップセンター等

を開設し、創業・起業に関する一般相談が

可能な窓口の設置、融資・助

成支援も受けられる制度の

整備等、創業・起業支援に関

する取組みを積極的に行って

いる。また、起業に関心のあ

る人が自由に立ち寄れるラ

ウンジ・交流スペースとしてStartup Hub 

Tokyoを整備するなど、ベンチャーの育成・

支援に注力している。

産業集積 TO K YO
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YO KO H A M A
横浜は日本が誇る西洋文化の玄関口。1859年の開港以

来、日本を代表する国際貿易港として首都圏経済を支えてい

る。高度経済成長期を経て、環境・サステナビリティに配慮し

たまちづくりも実施。医療分野に関わる大学・研究機関の集

積を生かし、健康・医療分野のイノベーション創出に注力す

るほか、地域に集積する製造業とIT産業を活用した社会課

題の解決などに取り組む。

#5

神奈川県GRP

35.6兆円
横浜市GRP

13.7兆円

神奈川県人口

922万人
横浜市人口

376万人
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バイオベンチャー企業
（全国63社 2015年1月末時点）

神奈川県の特化した産業

情報通信
1.1

電機・機械
1.2

産業小分類
機械設計

産業小分類
通信機械器具、電子計算機

4.3

運輸・交通
1.1

（全国平均1.0）

主催者の声    第39回地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム 2019 （IGARSS 2019） 
東京大学大学院工学系研究科 教授 廣瀬 明 氏

横浜の強みは、電子機器関連企業や多くの研究所が立地していることである。地球科学・リモー
トセンシングの国際会議であるIGARSS2019は、地域の関連企業・研究所を巻き込めたことで、国
内外の研究者による交流・新たな国際的共同研究への発展・スポンサーの獲得等、多くの成果が得
られた。横浜周辺エリアも含めた企業・研究所へのテクニカルツアーでは、参加者は日本における
最先端の研究に触れることが出来、高い参加者満足度に繋がった。

主催者の声    第22回国際ヒトゲノム会議Human Genome Meeting 2018 （HGM2018） 
理化学研究所生命医科学研究センター副センタ―長 ピエロ・カルニンチ 氏

HGM2018では首都圏のバイオ関連企業・大学・研究所等を巻き込み、潤沢な資金源の獲得に成
功した。参加費用を安く抑えられたことで、国内外の若手研究者の獲得に寄与。参加者数は前年欧
州開催時の2倍を記録した。理化学研究所へのテクニカルビジットを通じて、参加者に日本の先端
技術を伝えられた点も横浜の魅力。国際会議都市としても完成度が高く、会議施設・宿泊・飲食・娯
楽等が充実しているため、参加者から高評価を得た。

YO KO H A M A

•  海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、地球科学・海洋科学等の分野で世

界的な研究を実施。

•  横浜市立大学は、横浜市のシンクタ

ンク機能を担っており、医療分野の集

積に寄与。横浜市立大学は医療分野

の基礎研究で先駆的な研究実績を有

するほか、基礎研究で得られた成果

を地域の医療機関で実践するなど、

顕著な取組みを実施。

学術集積
•  1859年に開港した横浜港には、貿易業・商業・海運業・造船業等が集

積。日本を代表する国際港として首都圏の生活・産業を支えている。

•  横浜を拠点とするハイテク製

造業は、電子機器・機械・自動車

部品等多岐に渡る。地域に立地

する製造業と、情報通信産業を

掛け合わせた先駆的な取組み

を実施。

産業集積

#5

過去に開催された 

代表的な国際会議

•  IASLC 第18回 世界肺癌学会議（2017） 
（参加者：約6,800人）

•  第39回 地球科学・リモートセンシング 

国際シンポジウム 2019 (IGARSS 2019)  

（参加者：約2,300人）
2.7

JAMSTECの高被引用論文数 
地球科学分野
（2009-2019年）

国内1位

出典：Clarivate 出典：横浜市経済局

国内2位
うち横浜地域 

32社
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臨床医学
横浜市立大学を中心に先駆的な基礎研究と臨床の架け橋を構築

健康・医療
集積する大学・研究機関等による連携を促し、健康・医療分野における 

イノベーションを創出

横浜市では、「ライフイノベーションプラットフォーム

（LIP.横浜）」という健康・医療分野のイノベーション

創出に向けた政策として、創薬・医療機器開発・診断技

術開発・予防医療・再生医療・介護福祉・健康サービス

等の分野を中心に、協力機関のネットワーク形成、プ

ロジェクト創出、中小・ベンチャー企業の製品化支援、

新技術・新製品の開発促進等を実施。同取組み内に

て、健康・医療関連ベンチャー拠点が創設され、健康・

医療分野の研究開発や企業活動に活用されている。

市内には、理化学研究所横浜キャンパスをはじめ、

26の大学、157研究機関が集積するほか、医療施設は

3,144施設にのぼり、

ライフサイエンスの

英知が集結、なかでも

理化学研究所と横浜

市立大学は、連携して

高度な教育・研究を

推進している。

学術集積 YO KO H A M A

地球科学・海洋科学
海洋都市横浜として世界をリード

海洋に関する基盤的研究開発や学術研究への協力等を総合

的に行う研究開発機関、海洋研究開発機構（JAMSTEC）は横

浜に拠点を持ち、2018年に自律型無人潜水機（Autonomous 

Underwater Vehicle（AUV））の複数機運用による海底下構造調

査の世界初成功など、海洋鉱物資源調査などの分野で世界的な

実績を有する。また、持続可能な水産業の発展に向けた先駆的な

取組みとして、大学発ベンチャーと連携した共同研究・事業など

も実施している。

「海洋都市横浜うみ協議会」を設置するなど、横浜市は海洋科

学分野に注力している。横浜市立大学は、生命ナノシステム科学

研究科と生命医科学研究科により、海の無脊椎動物がもつ糖鎖

結合性タンパク質（レクチン）の構造と機能に関する領域横断的

研究を行っており、生物進化の初期に現われた動物のタンパク質

がもつ抗がん作用などの評価により、新たな海洋科学分野を開拓

している。

次世代臨床研究センター(Y-NEXT)
写真提供：横浜市立大学（Y-NEXT）

JUSTiCE（無細胞タンパク質合成・精製装置）
写真提供：理化学研究所地球深部探査船「ちきゅう」 ©JAMSTEC/IODP

横浜市立大学は、2つの附属病院のほか、先端医科学

研究センター、ならびに次世代臨床研究センター

（Y-NEXT）を設置し、総合的な研究体制を構築している。

先端医科学研究センターは、再生医療・がん医療等

の研究に強みを持ち、がんや生活習慣病などの克服

を目指した基礎研究を実施。新型コロナウイルス抗原

を特異的に検出できるモノクローナル抗体の開発を

いち早く実施、成功するなど、先駆的な研究実績を有

する。

Y-NEXTは、横浜市立大学の附属病院に加え、横浜

を中心に立地する15の病院・医療機関（2つの附属病

院を含む）ならびに先端

医科学研究センターと

連携。基礎研究での成果

を臨床現場での実践に

繋げることで、臨床研究

等の迅速かつ円滑な実

施を推進している。
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電機・機械
世界の製造業を支えるグローバル企業・トップニッチ企業が集積

東京湾北部から横浜港まで伸びる沿岸

には、世界有数の工業地域が形成されて

おり、電子機器・機械・自動車等の多様な

製造業の拠点となっている。

電機・機械分野の中でも、特に通信機

械・電子計算機といった軽工業や、機械設

計・鉄道車両といった重工業が集積。拠点

を置く企業として、日産自動車（株）、（株）

村田製作所、富士ゼロックス（株）、LGエレ

クトロニクス・ジャパン（株）等が挙げられ

る。これらの多くの企業はハイテク製造業

において世界をリードしており、先進テク

ノロジーの研究開発分野でグローバルス

タンダードを構築している。

中小企業を含めた6,000社の製造業事

業者が集積、次世代ディスプレイ・次世代

不揮発性メモリー・塗装機器・自動車部品

等、独自開発技術により、グローバル市場

で高いシェ

アを誇る企

業が多数立

地している。

運輸・物流
日本を代表する国際港として、人々の生活・産業を支える 

運輸・物流分野が集積

1859年に開港した横浜港には、貿易業・

商業・海運業・造船業等の産業が集積。日

本を代表する国際港として、首都圏の生活

と産業を支えている。

港湾運送業・内陸水運業・集配利用運送

業等の運送業に加え、梱包業や冷蔵倉庫

業等の物流分野の産業が厚く集積。港湾事

業・荷役サービス

等についても、国

内でも高いプレゼ

ンスを誇る事業者

が立地している。

情報通信
IoTを活用した社会課題の解決や 
新たなビジネスモデルの創出を実現

I・TOP横浜（IoTオープンイノベーション

パートナーズ）を立ち上げ、情報通信技術

の活用による社会課題の解決や新たなビ

ジネスモデルの創出を目指している。地域

の企業・大学等520社・団体が参画してお

り、ビジネス交流・連携が積極的に行われ

ている。

IT産業に関する約3,000事業所が立地し

ており、同地域の製造業事業者との連携が

進んでいる。IT・IoTの導入を通じたデータ

管理の促進・ペーパーレスの推進・IoTを活

用したマッチングの推進等により、地域製

造事業者の生産性向上・新技術の開発等

に貢献。情報通信技術の導入によるモノづ

くりの高付加価値化を促している。

持続可能なモビリティサービス・物流

サービスの実現・域内交通の利便性向上

に向けた取組みとして、自動運転に係る実

証実験やAI運行バスの実証実験を実施。

I・TOP横浜の取組みの一つとして、「未

来の家プロジェクト」を推進。生活データ

の見える化やホームオートメーション*に

よる被験者意識の変化・生活行動に関する

実証実験を行い、IoT技術を活用し、家自体

が居住者に働きかけることで、居住者の健

康的で快適な生活の促進や、社会課題へ

の対応を目指している。
* ホームオートメーションとは、IT技術を駆使して、家事や家電の
操作を自動化すること。

産業集積 YO KO H A M A

次世代臨床研究センター(Y-NEXT)
写真提供：横浜市立大学（Y-NEXT）

JUSTiCE（無細胞タンパク質合成・精製装置）
写真提供：理化学研究所
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TOYA M A #6 富山県は、300年以上前から「くすりの富山」として発展

を遂げた日本有数の医薬品生産拠点。また、日本アルプスの

一部である立山連峰を源流とする豊富な水資源と安価な電

力供給を活かしたものづくり産業が厚く集積。

近年は医薬品製造にかかる研究開発の推進や、半導

体・電子部品・電子材料などの集積が進んでいる。
写真提供：公益社団法人とやま観光推進機構

富山県GRP

4.6兆円
富山市GRP

2.5兆円

富山県人口

105万人
富山市人口

41万人
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主催者の声    国際歯科審美学会世界大会（IFED）主催者 
愛知学院大学歯学部 教授（当時）千田 彰 氏

2017年にIFEDを富山で開催。大都市以外での開催であったが、好評を得ることができた。大都
市ではなく特徴のある都市での会議開催を検討する主催者に対して富山をお勧めしたい。富山は
東京と新幹線で約2時間で結ばれておりアクセス性が良く、文化資源の豊富な金沢や日本を代表
する山並みの一つである立山連峰といった観光地へのアクセスも良い。安価でおいしい寿司など
の日本食、地域で製造される日本酒なども好評を得ていた。

主催者の声    PIERS 2018 Toyama主催者 
中央大学理工学部 教授 小林 一哉 氏

富山には1,500名クラスの大規模会議開催に必要な施設が立地しており、そのコストも比較的
安い。そして県・市の助成金の額も大きく、予算面でアドバンテージを有している。また、県および
市が国際会議の誘致・開催に非常に積極的で、人員面でのバックアップも充実しており、国際会議
を成功させるために必要な要素が揃った都市だと言える。

TOYA M A

•  富山県内には「くすりの富山」を支える研究機関および人材育成機関

として、薬学に強みを有する富山大学および医薬品工学科を有する富

山県立大学が立地。

•  そのほか、富山県薬事総合研究

開発センター等の公的研究機関

が県内医薬品産業の高度化を

支える基盤となっている。

学術集積
•  富山では300年以上前から、製薬業・売薬業が奨励されていた。現在で

も日本有数の医薬品生産拠点となっており、「くすりの富山」として知

られている。

•  また、富山県は立山連峰に代表される3,000m級の山々がそびえる世

界有数の積雪地帯。1年を通じて豊かな水が供給される。良質で豊富

な工業用水と安価な電力が供給され、電子、金属、機械など多様なも

のづくり産業が集積している。

•  現在は、医薬品産業およびものづくり産業の高度化・クラスター形成

を促進している。

産業集積

#6

過去に開催された 

代表的な国際会議

•  国際歯科審美学会世界大会（2017） 
（参加者：約2,100人）

•  2018年電磁波工学研究の進歩に関する 

国際会議 

（参加者：約1,400人）

富山県の特化した産業

医療
1.5

化学・素材
1.9

産業小分類
医薬品製造業

産業小分類
電子部品製造業

9.5

電機・機械
1.3

（全国平均1.0）

2.4

新薬開発型メーカー、
ジェネリックメーカー

約80社 
100を超える 
製造所

医薬品分野 
生産金額

富山県

全国2位
6,246億円

出典：厚生労働省 

「薬事工業生産動態統計」（2018） 出典：富山県
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薬学・医薬品工学
産学官連携による医薬品分野の研究開発・人材育成の推進

国立の富山大学薬学部は、19世紀に設立された共立富

山薬学校を前身とし、「くすりの富山」を代表する学術・研究

機関。4年制の創薬科学科と6年制の薬学科の2学科におい

て、創薬・ライフサイエンスの関連分野を中心に活躍する研

究者・技術者や広範な東西医療分野で活躍する薬剤師など

のスペシャリストを育成。大学院では卓越した研究能力や

技術を有する、くすりのエキスパートを育成。産業界や富山

県との連携により、新薬や治療技術の開発につながる最先

端の研究成果を世界に向けて発信している。

富山大学内には、和漢薬の学理およびその応用研究を目

的とした日本唯一の伝統医薬学の研究所である和漢医薬

学総合研究所が設置されており、先端科学技術を駆使して

伝統医薬学を科学的に研究。東洋医薬学と西洋医薬学の融

合という新しい医療学体系の構築が進められており、次世

代型医療科学の創設を目指すとともに、健康長寿社会の実

現に貢献している。

富山県立大学には、2017年に日本で初となる医薬品工

学科が新設された。医薬品工学は、工学的観点から安全で

優れた効能をもつ医薬品を効率良く製造することで健康、

保健、医療等の今日的課題を解決していくために、発展が期

待される学問分野。医薬品工学科では医薬品の研究・開発・

製造に携わるための基礎的な学力を身に付け、医農薬、食

品、化学関連分野で活躍できる、創造力と実践力を兼ね備

えた人材を工学の観点から育成している。

また、大学以外にも富山県内には日本で唯一の薬事に関

する県立の研究機関である富山県薬事総合研究開発セン

ターが立地。県内医薬品産業の支援を目的に最先端の設備

を導入し、医薬品の研究開発や試験、企業への技術指導な

どを行っている。また、大学生などに対する技術実習を実施

するなど、医薬品産業を支える人材育成にも積極的に取組

んでいる。

　

そのほか、県内の県立高校には、くすり・バイオ科、薬業

科といった、薬やバイオテクノロジーを学ぶ学科が設置さ

れており、製造現場などで活躍する人材の育成も進められ

ている。

さらに富山県内には 2 0 0 4年に設立された国の

機関である独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PMDA）

の北陸支部が立地している。PMDAは医薬品などの健康被

害救済、承認審査、安全対策の3つの役割を一体として行う

世界で唯一の公的機関であり、国際的な規制調和に向けた

議論を積極的にリードするとともに、アジア諸国をはじめと

する各国当局の水準の向上にも貢献している。

学術集積 TOYA M A
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医薬品分野
世界にはばたく「薬都とやま」の実現に向けた 
製造技術力・研究開発力・人材育成の強化

富山では300年以上前から、当時の地

方政府が製薬業を奨励・保護し、日本全国

に対して販売を推奨。時代の移り変わりと

ともに研究開発や人材育成などにも注力

し、「くすりの富山」として知られる現在に

至っている。

富山県内には国内製薬業界第2位のア

ステラス製薬グループの製造・研究拠点を

はじめとする新薬開発型メーカー、ジェネ

リックメーカーなど約80社の100を超え

る製造所が集積。2018年の医薬品生産金

額は6,246億円に達し、東京都や大阪府を

上回る全国2位となっている。また、医薬品

容器、包装資材などの関連企業も県内に

集積している。近年はドラッグデリバリー

システムなどの研究開発を推進している。

富山県の中核的な産業である医薬品産

業の更なる発展を図るため、富山大学、富

山県立大学、県内企業と県との連携により、

「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造

コンソーシアムを設立。国内外のトップレ

ベル人材の招聘などを含め、世界水準の

医薬品の研究開発を鋭意進めるとともに、

東京圏の学生を対象としたサマースクー

ルや、バイオ医薬品の製造方法等を学ぶ

人材育成プログラムを実施するなど専門

人材の育成・確保等を積極的に展開して

いる。

コンソーシアムの研究開発成果を活用

した高付加価値医薬品の実用化や、県内

製薬企業の製造技術力・研究開発力の強

化を目指している。

電子デバイス分野
産業・学術のクラスター化の推進による「電子デバイス街道」の形成

富山県を中心とする北陸地域（新潟県、

石川県、福井県）は、富山県と同様に良質

で豊富な水資源、安価で安定した電力、交

通の利便性に恵まれ、半導体やフラットパ

ネルディスプレイ、電子部品、電子材料等、

多くの電子デバイス産業が帯状に立地集

積しており「電子デバイス街道」を形成。

富山県では、「富山県地域未来投資促進

計画（基本計画）」の対象分野として電子デ

バイス関連産業を指定し、各種優遇制度

を準備し、一層の集積と地場産業および

学術機関のクラスター化を進めている。

県のものづくり研究開発センターでは

10m法電波暗室をはじめ、電磁環境負荷

試験室、信頼性評価設備などを備え、分

析や製品評価などで地元企業を支援して

いる。

ナノテクノロジー分野
ナノテクノロジーとの融合によるものづくり産業の高度化・高付加価値化

富山県では地域の幅広いものづくり産

業が有する優れたコア技術と、広い分野で

応用展開可能なナノテクノロジーを融合

し、ものづくりの高度化・高付加価値化、

競争力のある新技術・新製品の創出などを

目指す「とやまナノテククラスター」を形成

している。

大学の技術シーズや企業のニーズ・シー

ズの情報収集とそれらの整理、共有などに

より「知のネットワーク構築」を行い、オー

プンイノベーションによる産学官連携の研

究開発を推進している。

産業集積 TOYA M A

ものづくり研究開発センター 写真提供：富山県
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AICHI / NAGOYA #7

32

愛知県GRP

40.3兆円
名古屋市GRP

13.6兆円

愛知県人口

755万人
名古屋市人口

233万人

日本列島のほぼ中央に位置する名古屋市・愛知県は、アジアを

代表する「ものづくり」の一大拠点。トヨタ自動車（株）に代表され

る自動車産業の集積が見られ、近年は航空宇宙産業にも注力。

世界屈指の研究大学を目指している名古屋大学が当地域の

主要な研究機関であり、今世紀に6名の同大学関係者がノーベ

ル賞を受賞。「ものづくり」企業との産学連携を積極的に推進し

ている。
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関係者の声    名古屋大学未来材料・システム研究所未来エレクトロニクス集積研究センター 
センター長 天野 浩 氏（2014年ノーベル物理学賞受賞）

名古屋大学は基礎研究にも応用研究にも注力しており、世界最先端の研究を展開する研究者が
盛んに協力している。また、名古屋市・愛知県は製造業の集積が極めて厚く、学術界と産業界が協
働し研究成果を創出するという文化が根づいている。そして、地域全体が国際学会の誘致・開催に
積極的であり、テクニカルビジットの提供など、この地域ならではのプログラムを数多く学会参加
者に提供している。

主催者の声    マイクロ固体フォトニクス国際会議（2017）実行委員会委員長 
分子科学研究所社会連携研究部門 特任教授 平等 拓範 氏

自動車産業やセラミック産業が盛んな名古屋市・愛知県は、自動車の組み立てに活用されてい
るレーザー加工機の研究や、 日本発の技術であるセラミックレーザーに関する研究などを議論
する学会の開催地として最適だった。また、県の後援を得られたほか、市・県から助成金を支給さ
れるなど、地元行政から積極的な支援を受けられた。世界各地からの参加者に対して、この地域が
レーザー研究を重視し、注力していることをアピールできたと考えている。

AICHI /NAGOYA

•  世界最先端の研究がなされている名古屋大学が主要な研究機関であ

り、6名の同大学関係者がノーベル物理学賞・化学賞を受賞している。

•  自動車や航空機部品材料の開発に特化したナショナルコンポジットセ

ンターや、GaN（窒化ガリウム）

研究における世界初の産学共創

の枠組であるGaNコンソーシア

ムなど、製造業クラスターを支

える主要企業との産学連携の取

組みを積極的に進めている。

学術集積
•  名古屋市に近接した豊田市には、トヨタ自動車（株）の本拠地が立地。愛

知県内には（株）デンソーなど関連企業が多数立地しており、世界トップ

レベルの自動車関連産業クラスターが形成されている。

•  セラミックス産業などの素材産業も発展。近年では東レ（株）の炭素繊

維がボーイングの航空機に使用さ

れるほか、機体構造組立てを始め航

空宇宙関連産業の集積も見られる

など、日本で随一の「ものづくり」 

クラスターとなっている。

産業集積

#7

過去に開催された 

代表的な国際会議

•  第72回世界鋳造会議 (2016) 

（参加者：約1,000人）

•  第18回結晶成長国際会議 (2016)  

（参加者：約1,200人）

©三菱航空機（株）GaN基板 写真提供：名古屋大学 Mitsubishi SpaceJet

愛知県の特化した産業
（全国平均1.0）

電機・機械
2.1

化学・素材
1.2

21世紀ノーベル賞受賞者
名古屋大学関係者

出典：名古屋大学
Webサイト

愛知県

全国1位
42年連続

愛知県

全国1位
シェア38.4%

製造品
出荷額等

輸送用機械器具製造業
製造品出荷額等

6名

出典：経済産業省
「工業統計」（2019）

出典：経済産業省
「工業統計」（2019）
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学術集積 AICHI /NAGOYA

材料科学・エレクトロニクス
GaN（窒化ガリウム）半導体の 

一大研究開発拠点

2014年に赤﨑勇博士と天野浩博士が青色発光デバイ

スの研究でノーベル物理学賞を受賞*。当地域では、現在

も材料科学・エレクトロニクス分野の研究が盛んに行わ

れている。

名古屋大学未来材料・システム研究所には、天野博士

がセンター長を務める未来エレクトロニクス集積研究セ

ンター（CIRFE）が設置されている。窒化ガリウム（GaN）

等のポストシリコン材料および青色発光デバイスに代表

される先端的エレクトロニクス研究により、持続可能・高

利便性・安心・安全（Sustainable, Smart, Safe and 

Secure）な社会システム構築への貢献を目指している。

また、窒化物半導体研究で世界の先頭を走り続けてき

たという強みを活かし、その実用化に向けた研究開発を

加速させるために、同センターを中核とし日本全国の大

学や研究機関、企業等が結集、GaNコンソーシアムが

2019年に設立された。省エネルギー社会の実現を目指

し、産学官の共創によりGaNの可能性を最大限に引き出

し、パワーデバイス、

光デバイス、高周波デ

バイスに関する様々

な用途への応用に取

り組んでいる。
*中村修二氏と共同で受賞

化学・生物学
生命機能をつかさどる革新的な分子

を創出する融合研究拠点

名古屋大学には、2001年ノーベル化学賞受

賞者の野依良治博士、2008年ノーベル化学賞

受賞者の下村脩博士の研究に連なる研究所と

して、世界トップレベル研究拠点プログラム

（WPI）*に選ばれているトランスフォーマティブ

生命分子研究所（ITbM）が設置されている。

同研究所では、化学と生物学の融合により動

植物の機能を知る・視る・動かす革新的な生命

機能分子の創出を進めており、世界中から多く

の研究者が参画している。

生物時計を制御する分子や、植物の環境スト

レス耐性を強化する分子などの開発が進められ

ており、最近では、アフリカの農業生産に深刻

な打撃を与えている寄生植物ストライガを撲滅

する分子の開発が大きな注目を集めている。
* WPIは文部科学省が推進するプログラム。世界から第一線の研究者が
集まり、優れた研究環境と高い研究水準を誇る拠点の形成が目指され
ている。

素粒子・宇宙・数理物理学
物質・宇宙の起源に迫る融合研究拠点

名古屋大学では、大学草創期から独創的な素粒子論研究の礎が

築かれ、素粒子・宇宙の研究で世界をリードしてきた。その成果が、

小林誠博士と益川敏英博士らの2008年ノーベル物理学賞受賞に

つながった。当大学の伝統的強みである素粒子と宇宙にまたがる

基礎研究を受け継ぎさらに発展させるため、素粒子宇宙起源研究

所(KMI)が2010年に設立され、素粒子理論・実験分野、宇宙理論・

観測分野、数理物理学分野、宇宙線研究分野から研究者が集結、

物質と宇宙の起源の解明に挑み、様々な問題の解決に迫っている。

LHC実験*1・スーパーBファクトリー実験*2・スーパーカミオカンデ*3・

XENON*4・CTA*5等、新しい現象の発見が期待される国際的な実

験・観測プロジェクトで、KMIは中心的役割を果たしている。
*1  スイスのCERNで超大型加速器LHCを用いて行われている最高エネルギーでの新粒子探索実験。
*2  茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研究機構のSuperKEKB加速器とBelle II検出器によ
る新素粒子現象探索実験。

*3  岐阜県神岡鉱山内に設置されたニュートリノ観測装置。ニュートリノ研究、また陽子崩壊を探索し
ている。

*4  イタリアのグラン・サッソ国立研究所で行われている宇宙の暗黒物質の正体を探る世界最高感度
の実験。

*5  宇宙からのガンマ線を観測する国際望遠鏡。超新星残骸など超高エネルギー天体の観測や暗黒
物質の探索を行う。

KEK/Belle IIKMIが進めるBelle II実験

世界初のGaNインバーターで走る電気自動車 
（東京モーターショー2019）
写真提供：名古屋大学

ITbM NU/Avalon Pictures 岡島龍介
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自動車産業
トヨタ自動車（株）を中心とする世界トップレベルの産業クラスターを形成

年間で約1,000万台もの販売台数を誇

るトヨタ自動車（株）が本拠地を置く愛知

県は、世界有数の自動車部品サプライヤー

である（株）デンソーなど、数多くの関連企

業が立地。世界でも有数の自動車産業クラ

スターを形成している。

トヨタ自動車（株）は、既存の自動車産業

を一変させるCASE（コネクティッド・自動

化・シェアリング・電動化）の流れを踏ま

え、自動車の製造、販売を主要事業として

いた自動車メーカーから、移動に関するあ

らゆるサービスを提供する「モビリティカ

ンパニー」への転身を目指している。例え

ば2018年にAmazon.com・Didi Chuxing

（滴滴出行）・Uber Technologies等とアラ

イアンスを締結し、自動運転技術を備えた

電動車“e-Palette Concept”を活用した、

新たなモビリティサービスを適用するため

のモビリティサービスプラットフォームの

構築を推進することを発表した。

更には、あらゆるモノがつながる実証都

市「コネクティッド・シティ」プロジェクトに

も注力。国内外の様々なパートナー企業や

研究者と連携し、“e-Palette”・ロボット・

スマートホーム技術・AI等の導入・実証を

進めていく。

スタートアップと新産業の創出が続く新しい社会「Next Society」の実現
愛知県・名古屋市の両方がスタートアップ支援に注力。愛知県は清華大学など海外大学

やスタートアップ支援機関との連携を進め、整備予定の「ステーションAi」を拠点とするス

タートアップ・エコシステム形成を目指している。名古屋市は市中心部にスタートアップ支

援の中核拠点「ナゴヤイノベーターズガレージ」と「なごのキャンパス」を整備した。

素材産業
自動車産業の発展を支え、近年は炭素繊維の開発に注力

愛知県は伝統的に繊維産業や窯業が盛

んであった。これが、現在の素材産業の発

展につながっている。

素材産業の発展は自動車産業の発展を

支えてきた。例えば、樹脂製バックドアは

躯体の軽量化や燃費の改善につながり、排

ガス浄化用セラミックスは厳しい環境基

準への対応を可能にした。

近年では炭素繊維の研究開発に産学が

注力している。名古屋大学には主に自動車

や航空機部品材料用の構造材料開発を目

指した研究機関であるナショナルコンポ

ジットセンターが設置され、トヨタ自動車

（株）や東レ（株）、JAXA等の

主要な民間企業や研究機

関と連携し、複合材料分野

における最先端の研究がな

されている。

産業集積 AICHI /NAGOYA

航空宇宙産業
アジア最大の航空宇宙産業クラスターの形成が目標

Mitsubishi SpaceJetの開発を行う三菱

航空機（株）、H3ロケットの生産やボーイン

グ787の主翼組み立てを担う三菱重工業

（株）、ボーイング787の胴体組み立てを担

う川崎重工業（株）、炭素繊維を用い

Mitsubishi SpaceJetの尾翼部品を開発し

た東レ（株）など、航空宇宙関連企業が数多

く愛知県内や周辺自治体に拠点を置く。

「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形

成特区」に指定されたこの地域は、航空宇

宙産業のさらなる集積と生産能力の拡充

に取り組み、シアトルやトゥールーズと肩

を並べる航空宇宙産業クラスターの形成

を目指す。

H-IIAロケット40号機の打ち上げ ©三菱重工/JAXA

スタートアップ支援COLUMN
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K YOTO
京都府GRP

10.8兆円
京都市GRP

6.6兆円

#8

京都府人口

258万人
京都市人口

146万人

36

1000年以上にわたって日本の首都であった京都は、数多くの

伝統的な建築物が美しい自然とあいまって、優れた歴史的景観

を織り成している。観光地として有名な京都だが、複数の世界的

な医療系機械器具メーカーが集積するなど、高付加価値な製造

業が盛んな都市であり、また一方でiPS細胞に関する世界最先端

の研究を展開する京都大学iPS細胞研究所などの研究機関が

集積する学術都市でもある。
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KYOTO#8

過去に開催された 

代表的な国際会議

•  第25回国際博物館会議（ICOM2019） 
（参加者：約4,600人）

•  第23回世界神経学会議（WCN2017）  
（参加者：約8,600人）

京都府の特化した産業
（全国平均1.0）

臨床医学分野の論文被引用数
（2010-2019年合計）

医療
1.3

教育
2.2

娯楽・ツーリズム・スポーツ
1.2

出典：Clarivate

高被引用論文数（全分野）
（2009-2019年）

出典：Clarivate

京都大学

国内2位

化学分野の論文被引用数
（2010-2019年合計）

出典：Clarivate

京都大学

国内1位
京都大学

国内2位

主催者の声    第25回国際博物館会議（ICOM2019）運営委員長 
京都国立博物館 副館長 栗原 祐司 氏

「文化都市・京都」の魅力が国内外の博物館・美術館関係者に伝わったことで、ICOM史上最多と
なる約4,600人が参加し、有意義な議論を交わした。また、展示が満小間となるほどの盛り上がり
を見せた。約1,300年の歴史を持つ京都には、博物館・美術館が約200館も立地している。地元・行
政・市民からの力強い協力を得ながら、これらの施設でエクスカーションを開催でき、特に海外の
専門家・研究者から高い評価をいただいた。

主催者の声    第23回世界神経学会議（WCN2017）大会長 
国立精神・神経医療研究センター 理事長・総長 水澤 英洋 氏

日本神経学会のさらなる国際化を目指し、WCNを誘致した。医療分野の学術集積が顕著という京都
の魅力が海外参加者に伝わり、かつ国内関係者の幅広い巻き込みに成功したことで、大会史上最多の約
8,600人の参加者を集めることに成功した。京都大学や京都府立大学といった、神経科学分野の学術集
積は西日本随一であり、これらの研究機関を訪問するラボツアーも参加者から高い評価を得た。また、京
都大学の山中伸弥教授など、ノーベル賞受賞者にも講演いただき、有意義な学術交流の場となった。

•  ノーベル医学・生理学賞を受賞した山中伸弥教授を中心とするiPS細

胞の研究や、がん治療薬「オプジーボ®」の開発につながる物質の研究

でノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶佑特別教授が主導するが

ん免疫分野の研究が盛ん。

•  他にも、物質－細胞統合システム拠点

（iCeMS）における物質科学・細胞科

学分野の学際的な研究や、アジア初の

ノーベル化学賞受賞者を輩出した化

学分野の研究も非常に進んでいる。

学術集積
•  京都市では長年の歴史の中で育まれてきた伝統産業技術を応用した

高付加価値な製造業が盛んである。例えば、伝統産業技術である陶磁

器の焼成技術はセラミックス分野に、酒造技術はバイオ分野に、着物

の染色加工技術は半導体プリントの製造に応用されている。

•  中でも、医療機器製造企業や、環境に優しい製品の開発・実用化に秀

でた企業の集積が京都市の特徴である。

•  16のユネスコ世界文化遺産*や2,000以上もの寺社・仏閣が立地する

という特徴を背景に、観光・文化産業も集積している。
* 「古都京都の文化財」は、京都府内の16遺産と滋賀県の1遺産により構成されている。

産業集積
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再生医療
京都大学iPS細胞研究所（CiRA）を中心に最先端の研究を展開

京都大学iPS細胞研究所（CiRA）所長の

山中伸弥教授は、僅か4つの遺伝子を皮膚

細胞に導入することにより、様々な体細胞

に分化可能な多能性、そして増殖性をもつ

人工多能性幹細胞（iPS細胞）の作製に成

功。この業績により、2012年にノーベル医

学・生理学賞を受賞した。

CiRAは、iPS細胞ストックを柱とした再

生医療の普及を目指している。医療用の

iPS細胞を作製し、品質の保証されたiPS

細胞を同研究所で保存、必要に応じ国内外

の医療機関や研究機関に迅速に提供でき

るようにしている。

iPS細胞による個別化医薬の実現と難病

の創薬も目標とされている。臨床医学研究

の一大拠点である京都大学医学部附属病

院ではiPS細胞を活用した治療が実施され

ている。

研究成果の事業化にも注力。例えば、ヒ

ト由来のiPS細胞から腎臓のもとになる細

胞を効率よく作製する方法に強みを持つ

CiRA発のスタートアップ企業では、国内に

患者が約1,300万人いるとされる慢性腎臓

病の治療を容易にすることを目指している。

がん免疫研究
がん免疫総合研究センターを中心としたがん免疫療法の研究

京都大学の本庶佑特別教授は、免疫細

胞の表面に存在し、免疫の活動を抑制する

物質の存在を発見。本庶氏はこの業績によ

り、2018年にノーベル医学・生理学賞を受

賞した。この物質を活用した抗がん剤オプ

ジーボ®は、従来の抗がん剤とは全く異な

るメカニズムで機能する新しいがん治療薬

として着目されている。

京都大学は2020年、国内初となるがん

免疫療法の研究拠点であるがん免疫総合

研究センターを創設。がん免疫研究におけ

る日本の中核的な研究拠点として、免疫の

全体像の解明やがん免疫薬の効果向上、副

作用の低減に関する研究を展開していく。

物質科学・細胞科学
物質－細胞統合システム拠点（iCeMS）における学際的な研究の進展

化　学
アジア初のノーベル化学賞を輩出、化学分野の論文被引用数が国内最多

京都大学物質ー細胞統合システム拠点

（iCeMS）は、細胞の機能を理解するため

に必要な化学物質の作成、細胞の機能を

操作する化学物質の作成、将来的には細

胞機能に触発された機能材料の創製を目

的に設立された。これまでに1,500種類を

超えるユニークな化合物や材料を創りだ

してきた。

世界で初めて多孔性配位高分子を発見

した北川進拠点長を筆頭に、各分野から

世界トップクラスの研究者が集い、細胞生

物学・化学・物理学・数学の学際的な研究

を推進。生命と物質の境界である研究領

域を掘り下げ、究極的には物質－細胞統合

科学という新たな研究領域の開拓を目指

している。

フロンティア軌道理論の業績により、

1981年にアジアで初のノーベル化学賞を

1981年に受賞した福井謙一氏を輩出した

京都大学は、化学分野における論文被引

用数が日本の研究機関の中で最多*。有機

化学や無機化学、電気化学など幅広い分

野の最先端の研究がなされている。
*出典：Clarivate。2010-2019年の合計で国内第一位

学術集積 K YOTO
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産業集積 K YOTO

環境関連産業
京都議定書誕生の地、環境に優しい製品の

開発・実用化に注力

先進国の温室効果ガス排出量に関する法的拘束力の

ある数値目標を、世界で初めて各国毎に設定した京都議

定書が1997年に誕生した。これをきっかけに、京都市で

は環境関連産業の振興が目指されるようになった。例え

ば、京都高度技術研究所によるベンチャー企業の発掘・

育成や、京都大学をはじめとする学術機関と民間企業の

協力などがなされている。

京都で発展した和服の捺染技術は、半導体基板の製

造技術へと受け継がれた。京都に本社を置く半導体メー

カーは高い技術力を活用し、2010年にSiC半導体の量産

化に世界で初めて成功した。効率よく電力を変換でき、か

つ変換時に発生する熱が少ないSiC半導体は、電気自動

車や様々な産業機器に導入され、低炭素社会の実現に貢

献すると期待されている。

観光・文化産業
伝統的な建築物と美しい自然の融合

1000年以上にわたって日本の首都であった京都は、

1994年に「古都京都の文化財」として登録された16のユ

ネスコ世界文化遺産*や、2,000以上もの寺社・仏閣が立

地している。数多くの伝統的な建築物が美しい自然とあ

いまって、優れた歴史的景観を織り成している。

京都市は伝統文化や伝統産業に加えて、コンテンツ産

業の振興も目指している。日本最古のマンガとも称され

る国宝「鳥獣人物戯画」や、日本初のマンガ文化の総合拠

点である京都国際マンガミュージアムなどの特徴的なコ

ンテンツ関連資源が京都にある。そして、当初は日本の伝

統的なカードゲーム（花札）を製造・販売し、現在は世界

的に有名なゲームメーカーへと成長した企業の本社が

立地している。

2022年度頃に、日本の文化行政を担う文化庁が京都

へ移転される予定である。日本の伝統文化やコンテンツ

産業の中心地として、ますます世界中から注目される都

市になると期待されている。
* 「古都京都の文化財」は、京都府内の16遺産と滋賀県の1遺産により構成されている。

ライフサイエンス産業
高度な技術力を有する企業と研究機関との

積極的な連携

京都市には高度な技術力を有する製造業企業が数多

く立地している。中でもライフサイエンス産業が特に盛ん

であり、日本初の歯科インプラントを発売した企業や、家

庭用血圧計やネブライザ（喘息用吸入器）で世界でも高

いシェアを誇る企業など、世界的に有名な医療機器製造

企業が市内に複数立地する。

京都にはライフサイエンス分野の研究が盛んな多くの

研究機関が立地するが、これらの研究機関と技術力に強

みを有する企業との積極的な連携が進められている。例

えば京都大学を中心とする研究機関が、民間企業による

医療機器や医薬品の開発、さらに医療産業への事業参入

などを支援するために、京都市ライフイノベーション創出

支援センターが設立された。これらの取組みにより、ライ

フサイエンス産業のさらなる振興が目指されている。
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O SA K A
大阪府GRP

40.7兆円
大阪市GRP

20.3兆円

#9

大阪府人口

883万人
大阪市人口

275万人

40

国内外との交易・交流拠点として栄えた一大商業都市。現在も

西日本最大の都市であり、数多くの企業の拠点が立地する。大阪

大学をはじめ数多くの有力な大学や研究機関が立地。

2025年には“People’s Living Lab”をコンセプトとする万博

が、約390haもの規模を誇る大阪湾上の人工島である夢洲にて

開催予定。
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民間企業との共同研究費受入額
（2018年度）

運輸・交通

情報通信

主催者の声    第57回日本人工臓器学会大会*1（2019）大会長 
大阪大学大学院医学系研究科 准教授 戸田 宏一 氏

日本国内における心臓移植手術の約半数が大阪で実施されてきた。心臓や肺等の循環器分野
において、大阪は世界的に見ても最先端の研究が展開され、また豊富な治療実績を有する。IFAO 

2019では、高い技術力を有する大阪の中小企業を展示ブースに招待し、国内外の参加者との交流
機会を提供した。また、大阪城西の丸庭園大阪迎賓館での晩餐会や大阪城のツアーも提供した。こ
れらの大阪ならではの取組みは参加者に高く評価された。

主催者の声    IEEE VR*2 2019大会長 
奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授 清川 清 氏

大阪・関西地方にはVR分野の有力な研究機関が複数あり、研究者の層も厚い。これらの研究者と
の交流を求める参加者は多く、特にアジアからの参加者が増加し、過去最多の参加者数・ポスター
発表数・企業展示・スポンサー数を記録した。また、日本有数の商店街である黒門市場にてソーシャ
ルパーティーを開催した。食べ歩きという開催形態のおかげで数多くの参加者間で交流が生まれ、
大変好評だった。国際学会の実績が豊富な大阪だからこそ実現できた企画だったと考えている。

O SA K A

•  産学連携を日本で最も積極的に進める大学の1つである大阪大学が

中心的な存在。

•  免疫学分野の被引用論文数が国内最多*であり、大阪大学免疫学フロ

ンティア研究センター（IFReC）が世界でもトップクラスの研究機関で

ある。

•  化学分野の研究も盛ん。例えば、太

陽電池など太陽エネルギーの化学

的利用を専門に研究する機関が設

置されている。

学術集積
•  西日本最大の都市として、様々な業種の企業が本社や主要拠点機能

を置いている。

•  大阪市中心部には複数の日本トップクラスの製薬企業や、バイエル薬

品（株）やアストラゼネカ（株）等の外資系製薬企業が拠点を置いてい

る。これらの製薬企業と大阪大学等との共同研究が盛ん。

•  万国博覧会の開催予定地である夢洲では、万国

博覧会で披露された最先端技術を実装したス

マートシティの実現や、幅広い分野におけるイ

ノベーション創出・産業振興が目指されている。

産業集積

#9

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  G20大阪サミット（2019）

•  第8回国際人工臓器学会学術大会 

（2019） 
（参加者：約1,500人）

免疫学論文被引用数
（2010-2019年合計）

大阪大学

約75億円
国内大学最多

大阪大学免疫学フロンティア研究センター
写真提供： 大阪大学免疫学フロンティア研究セ

ンター

大阪・関西万博 鳥瞰図（イメージ）
写真提供：経済産業省

*1 第8回国際人工臓器学会学術大会（IFAO 2019）と同時開催 *2 26th IEEE International Conference on Virtual Reality and 3D Interfaces

大阪府の特化した産業

1.11

商業（卸・小売）
1.20

産業小分類
繊維品卸売業

産業小分類
化学製品卸売業

3.9

1.03

（全国平均1.0）

2.0

出典：Clarivate

出典：文部科学省 

「大学ファクトブック2020」

大阪大学

国内1位

* 出典： Clarivate。 
 2010-2019年の合計
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免疫学
国内トップの論文被引用数、製薬企業との 

総額100億円の包括連携契約

1999年に日本初の心臓移植を実施した

大阪大学では、内科・外科の幅広い分野で

最先端の研究が実施されている。中でも、

免疫学分野では国内トップの論文被引用

数を誇る*1。

大阪大学免疫学フロンティア研究セン

ター（IFReC）は、自然免疫分野の第一人

者である審良（あきら）静男教授のもと、免

疫学とイメージング技術、インフォマティ

クスを融合した、免疫学分野における世界

トップレベルの研究機関となることを目指

し設立された。IFReCでは病原体感染や自

己免疫疾患、がん細胞に対する免疫反応と

その制御が主要な研究テーマとして設定

され、世界トップレベルの研究成果を数多

く発表している。

大阪大学は、2018年度の民間企業との

大型共同研究費が約75億円と日本最多*2

であり、産学連携に最も積極的な大学のひ

とつである。IFReCも、抗体医薬品に特に強

みを有する中外製薬（株）と総額100億円の

包括連携契約を2016年に締結、2017年に

は大塚製薬（株）とも包括連携契約を締結

するなど、積極的に「産学共創*3」を進める。

この資金提供により、IFReCは世界最

先端の免疫学の基礎研究を自由に展開で

きる。そして中外製薬（株）・大塚製薬（株）

は、基礎研究の成果の優先的な報告を受

けられ、IFReCと共同で実施する臨床応用

研究のテーマを選択できる。IFReCが誇る

世界最先端の免疫学研究と、各社が独自

に培った創薬研究のノウハウが組み合わ

され、基礎研究と臨床応用研究が結びつ

き、免疫学分野におけるこれまでにない革

新的新薬の創製が期待される。
*1  出典：Clarivate 2010-2019年の合計。
*2  日本経済団体連合会・文部科学省・経済産業省「大学ファクト
ブック2020」より。1件あたり受入額1千万円以上の共同研究
が対象

*3  大阪大学が掲げる理念。大阪大学は、企業・自治体・各種団
体・地域社会・他大学・市民等の多様な担い手との「共創」に
よって、新たな知の創出、人材育成、イノベーションの創出を目
指している。

化　学
数多くの世界的な研究成果を生み出してきた 
大阪大学太陽エネルギー化学研究センター

大阪大学では化学分野の幅広い研究が

なされており、いくつかユニークな研究機

関を有している。中でも大阪大学太陽エネ

ルギー化学研究センター（RCSEC）は、日

本で唯一、太陽エネルギーの化学的利用

に重点を置いた研究機関である。

同センターでは世界的な研究成果が数

多く挙げられている。例えば、製造コスト

が安価かつ厚さ1μm以下のシリコン膜を

用いたアモルファスシリコン太陽電池の高

性能化や、常温・常圧下で太陽光と海水と

空気を利用したアンモニアの合成に成功

した。これらは、再生可能エネルギーの普

及による脱炭素社会の実現という社会の

要請に応える研究成果である。

大阪大学は「実学重視」の方針を掲げ、

最先端の研究成果を世の中に役立てるこ

とを重視してきた。同センターでも同様

に、大阪に集積するパナソニック（株）等の

総合電機メーカーや素材メーカー等と連

携した研究開発を進めている。

例えば2017年には、パナソニック（株）

等との共同研究により、白金使用量を約

80%削減した燃料電池の電極の開発に成

功。希少で高価な白金の使用量抑制によ

り、自動車や家庭等での需要が拡大してい

る燃料電池のさらなる普及につながると

期待される。

学術集積 O SA K A

大阪大学免疫学フロンティア研究センター
写真提供：大阪大学免疫学フロンティア研究センター

大阪大学太陽エネルギー化学研究センター
写真提供：大阪大学太陽エネルギー化学研究センター
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スマートシティ
“People’s Living Lab”をコンセプトとする2025年の大阪・関西万博

2025年に大阪で国際博覧会が開催され

る。“People’s Living Lab”をコンセプトと

するこの万博は、少子高齢化や貧困、地球

温暖化など地球規模の諸課題の解決に資

する最先端技術のショーケースとなる見

込み。そして、SDGsの実現に向けた取組み

を加速させるきっかけになると期待されて

いる。

開催予定地である夢洲は約390haもの

規模を誇る、大阪湾に浮かぶ人工島であ

る。万博開催後は“Smart Resort City”と

して、夢洲を新たな国際観光拠点とすると

ともに、万博で披露された最先端技術を実

装したイノベーション創出・産業振興拠点

として活用予定。

製薬・ライフサイエンス
製薬業の積極的な「産学共創」・「健都」地区を中心とした 

健康・医療のまちづくり

大阪市中心部には、国内の薬の製造・

流通や、中国・オランダからに輸入薬を扱

う業者が17世紀から集積していたことか

ら「薬のまち」と呼ばれるエリアがある。

現在もこのエリアを中心とし、複数の日本

トップクラスの製薬企業や、バイエル薬品

（株）やアストラゼネカ（株）等の外資系製

薬企業が拠点を置いている。

大阪大学はこれらの製薬企業との連携

を積極的に進めている。IFReC以外の例と

しては、大阪大学医学系研究科附属最先

端医療イノベーションセンターにて、大阪

大学の強みである免疫学や再生医療分野

を中心に数多くの研究が製薬企業等と共

同で実施されている。

大阪府中心部に、脳卒中や心臓血管病

分野における世界最先端の治療・研究機

関である国立循環器病研究センターが

2019年に移転。行政は、北大阪健康医療

都市（「健都」）と命名されたこのエリアを

中心に、健康医療関連産業クラスターの形

成を目指しライフサイエンス分野の企業

誘致に注力している。

また、同地区を中心とした健康・医療の

まちづくりを、先進例「吹田*モデル」として

世界へ示すべく各種取組みを進めている。

「健都」のまちづくりでは循環器病予防

が特に意識されている。例えば同地区内の

マンションでは、各家庭にムーヴバンドや

体組成計等が提供される。得られたバイタ

ルデータは国立循環器病研究センターの

システムにより解析され、各家庭へ定期的

に解析結果や医療専門家によるアドバイ

スが提供される。

これらの取組みは世界的にも注目を集

めており、2019年のG20大阪サミットでは

各国の保健大臣が視察に訪れた。
* 吹田市は大阪府中心部に位置する市。1970年に万国博覧会が
開催された。

スポーツ
スポーツハブKANSAIが、スポーツを核とした 

あらゆるビジネスの創出を支援
大阪にはミズノ（株）や（株）デサント等

の著名なスポーツメーカーが集積してお

り、また東大阪には高い技術力を持った中

小企業が集積している。これらの企業間の

連携によるイノベーションの創出を目標と

し、スポーツハブKANSAIが設立され、600

社を超える会員企業が参加。ビジネスマッ

チング機会の提供や事業化支援等のサ

ポートが提供されている。

スポーツMICEの誘致にも注力。アジア

初となる第3回世界野球ソフトボール連盟

総会を2019年に開催した。

産業集積 O SA K A

大阪・関西万博 会場（イメージ） 写真提供：経済産業省

「健都」の空撮写真 写真提供：大阪府
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KO B E
兵庫県GRP

21.3兆円
神戸市GRP

6.5兆円

#10

兵庫県人口

545万人
神戸市人口

152万人

44

神戸は、8世紀頃から西日本の海運の要衝としての機能を担い、

人・モノ・情報の交流拠点となってきた。

阪神・淡路大震災以降、経済立て直しに向け、「神戸医療産業 

都市構想」が掲げられ、日本最大級のバイオメディカルクラスター

の形成に繋がっている。
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主催者の声    IEEE Cluster 2020 
筑波大学計算科学研究センター 教授 朴 泰祐 氏

国際会議開催都市として、神戸市は国内でも高い知名度を誇る。コンベンションセンター・ホテ
ル等のインフラの充実とアクセスの良さに加え、国際対応力の高さやアフターコンベンション向け
コンテンツの充実さ等が評価されている。世界的なスーパーコンピュータ「富岳」が立地しているこ
とも神戸の強み。稼働している「富岳」を参加者向けにライブ配信するバーチャルツアーといった
先駆的な取組みにも挑戦しており、高い注目を集めている。

主催者の声   第17回国際義肢装具協会世界大会（ISPO 2019）
兵庫県社会福祉事業団常務理事 兼 総合リハビリテーションセンター所長 陳 隆明* 氏

ISPO 2019は、義肢・装具・自立支援機器を必要とする人々のケアに携わる専門家が一堂に会
した国際会議。ロボット産業に注力し、障害者スポーツが盛んな兵庫県・神戸市は、ISPO 2019に
とって最も適した開催地であった。展示会では最先端の介護ロボットを展示し、海外の研究者等
参加者から感嘆の声が上がった。また、神戸および神戸周辺は多様な食文化・観光地でも知られ
る。神戸牛・日本酒・姫路城・温泉等、参加者からは高評価をいただいた。

•  コンピューター科学の分野では神戸大学が日本一の論文被引用数。

神戸市にある人工島ポートアイランドには、世界をリードするスー

パーコンピュータ「富岳」が立地。

•  バイオメディカル・バイオケミス

トリー分野でも神戸の研究は卓

越。iPS細胞を活用した網膜再

生医療等では世界初の研究を

実施する等世界的な注目が集

まっている。

学術集積
•  西日本の海運の要衝として化学・素材等を始めとする製造業の集積が

厚い。

•  「神戸医療産業都市構想」のもと、日本最大級のバイオメディカルクラ

スターが形成されており、産学官連携の取組みが活発になされてい

る。モノづくり企業と連携した手術支援ロボットの開発や介護現場で

の先進技術の活用などが図られている。

•  今後は航空・宇宙産業にも注力。航空機産業のクラスターを形成すべ

く、関連産業の誘致・新規参入を積極的に図っている。

産業集積

KO B E#10

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  第17回国際義肢装具協会世界大会
（ISPO 2019） 
（参加者：約5,000人）

•  ICANN64 「The Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers」
（2019年） 
（参加者：約2,000人）

日本最大級のバイオ 
メディカルクラスター

兵庫県の特化した産業

医療
1.2

1.2

化学・素材
1.5

電機・機械

（全国平均1.0）
コンピューター科学分野の 

論文被引用数
（2010-2019年合計）

約1.1万人
が働く

大学・研究機関等

369
企業・団体が立地

*兵庫県立福祉のまちづくり研究所長ロボットリハビリテーションセンター長を兼務

はん用機械器具*製造業の
製造品出荷額

出典：経済産業省「工業統計」（2019）※値は兵庫県 出典：（公財）神戸医療産業都市推進機構出典：Clarivate

神戸大学

全国1位
シェア20%

全国2位
1.3兆円

* 主に工業用ボイラ製造業・原動機用ボイラ製造業等、ボイラ及び附属品の製造業を表す
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コンピューター科学
世界的な注目を集めるスーパーコンピュータ「富岳」をはじめ 

コンピューター科学の拠点が集積

神戸市は、日本におけるコンピューター

科学分野の集積地となっている。市内に立

地する神戸大学は、コンピューター科学分

野に関する論文被引用数が国内トップとな

る20%以上を占めるなど、日本の中で同分

野をリードする学術機関となっている。

ポートアイランドには、理化学研究所と

富士通(株)が共同開発したスーパーコン

ピュータ「富岳」が整備されており、2021

年度から共用が開始される。「富岳」は、

2020年6月と11月にスーパーコンピュー

タの国際会議で公表されたランキングに

おいて、計算速度を競う部門「TOP500」を

含む4部門で2期連続の世界第1位を獲得。

計算速度では2位のスーパーコンピュー

タの約3倍の性能差をつけて世界トップと

なっており、「富岳」は世界中から注目を集

めている。

スーパーコンピュータを活用した重点

課題として健康長寿社会の実現・防災・エ

ネルギー・産業競争力強化等に焦点が当て

られ、シミュレーションやビックデータ解

析による課題解決が行われている。神戸市

では、新型コロナウイルス対策として、スー

パーコンピュータ「富岳」を活用したウイル

ス飛沫感染の予測や、薬の開発等の研究が

いち早く着手された。

神戸市では世界最高水準のスーパーコ

ンピューティング研究教育拠点形成を推進

しており、今後もコンピューター科学分野

の次世代を担う人材の育成に期待が寄せ

られる。また、理化学研究所等の研究機関

や神戸大学等の教育機関とスーパーコン

ピュータ利用・支援企業とによる産学連携

の取組みが進んでいる。

バイオメディカル・バイオケミストリー
バイオ分野の研究が盛んであり、再生医療をはじめとした 

先進的な研究を実施

神戸大学では生物学・生化学・分子生物

学・分子細胞生物学分野の研究も盛んに

行われており、分子生物学・細胞生物学・

発生工学等の技術を駆使した、発がんの

分子メカニズムに関する研究に、国内外か

ら注目が集まっている。

神戸大学は、産官学民連携の促進に向

けたオープンイノベーション機構を整備し

ている。バイオメディカル分野を主要な研

究プロジェクトの一つとして位置付け、市

内に立地する先端バイオ工学推進機構と

の共同研究や、バイオ技術の産業への応用

化に取り組んでいる。

神戸医療産業都市に立地する理化学研

究所生命機能科学研究センターでは、個

体の一生を支える生命機能の解明をテー

マに、発生・成長・成熟・老化から生命の終

焉に至るまでのライフサイクルの理解と、

その応用に基づく再生医療や診断技術の

開発に取り組み、健康寿命の延伸に貢献

することを目指している。2014年のiPS細

胞を用いた世界初の移植手術（加齢黄斑

変性に対する自己iPS細胞由来網膜色素

上皮シート移植）は、同センターの前身の

一つである多細胞システム形成研究セン

ターと、神戸市医療センター中央市民病

院・先端医療センターとの共同で実施さ

れた。

神戸市立神戸アイセンター病院は、他人

のiPS細胞から作成された光に反応する視

細胞のもととなる網膜神経細胞を、眼の難

病患者に移植する世界初の臨床研究を新

たに計画している。失明に近い重度の患者

が光を感じる状態まで回復することが期

待されるなど、世界最先端の研究が行われ

ている。

学術集積 KO B E

スーパーコンピュータ「富岳」
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化学・素材
国際港都・神戸では、日本を代表するグローバル企業が立地するなど、

化学・素材分野を軸に産業が発展

8世紀頃から西日本の海運物流の要衝とし

て、地域経済を支えてきた神戸。日本を代表

する国際貿易港を持ち、川崎重工業（株）・ 

三菱重工業（株）の造船所等が立地している。

日本の近代化に伴い神戸の産業は鉄鋼

業・ゴム製造業・コークス製造業等の化学・

素材分野を軸に発展。（株）神戸製鋼所・住

友ゴム工業（株）等、日本を代表するグロー

バル企業も立地している。

（株）神戸製鋼所は、自動車・造船・海洋

構造物・ボイラ・鉄骨等、多様な製品を扱っ

ているほか、船舶用のクランクシャフト、ア

ルミディスク等の素材分野で世界トップレ

ベルのシェアを誇っており、高い国際競争

力を有する。

航空・宇宙産業
中小企業の一貫生産体制の構築や人材育成の実施等、 

次世代の基幹産業として神戸市経済を牽引

航空・宇宙産業は、神戸市における次世

代の基幹産業に位置づけられている。神戸

市では、航空・宇宙産業の育成に向け、設

備投資や試作開発への支援を実施し、中

小製造業を含む航空・宇宙関連企業の新

規参入を推進することで、産業集積に向け

た取組みを実施している。

神戸市機械金属工業会が旗振り役とな

り、航空機の加工組み立てなどの川下企業

のクラスターを組成している。日本の航空・

宇宙産業分野の国際競争力強化に向け、中

小企業の一貫生産体制の構築に取り組み、

安定した品質の維持・納期対応等を進め、

航空部品の国産化を目指している。

部品設計・製造に必須となっている操作

技術の習得支援や、地域の工業高校専門

学校における航空機産業の担い手育成支

援プログラムの設置など、航空機産業を支

える人材育成にも注力している。

医療・健康・福祉
国内最大級のバイオメディカルクラスター拠点を組成し、 

医療産業の振興に貢献

1995年の阪神・淡路大震災を機に、地

域の経済復興を目指して「神戸医療産業都

市構想」が掲げられた。2000年に理化学研

究所の発生・再生科学総合研究センター

が設置されて以来、医療関連企業・研究機

関等が神戸医療産業都市に進出。ポートア

イランドに大学・研究機関・医療機関を含

む369社・団体が拠点を構え、約1.1万人が

働く日本最大級のバイオメディカルクラス

ターとなっている。

神戸市周辺に集積する機械金属工業な

どのモノづくり企業による医療機器の部

品加工など、研究分野と産業分野の連携

が進んでいる。このような市内立地企業同

士の異業種連携により、手術支援ロボット

の開発などが行われている。

2019年には、ロボットスーツを使って運

動機能の改善を図るトレーニング施設神

戸ロボケアセンターが開設した。神戸市に

立地する川崎重工業（株）は、ヒューマノイ

ドロボットの研究開発を行い、介護現場等

での実用化を図っている。

神戸市は地域の産業戦略として医療・健

康・福祉分野を重点分野に設定し、産業集

積を促進している。「神戸医療産業都市構

想」として、ポートアイランドに集積する研

究機関・高度専門病院・医療関連企業等を

中心に、事業者間の共創を推進。オープン

イノベーションの促進に向けて、医療産業

クラスター交流会・アイデアソン等を開催

する他、スタートアップ支援等の取組みを

実施している。

産業集積 KO B E

神戸医療産業都市
写真提供：神戸医療産業都市推進機構

ロボケアセンター
写真提供：神戸ロボケアセンター
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O K AYA M A #11

岡山県GRP

7.8兆円
岡山市GRP

2.9兆円

岡山県人口

189万人
岡山市人口

72万人

48

2つの大規模河川を有し、豊かな生態系を持つことで知られる瀬

戸内海に面した岡山は、豊富な水資源と充実した水陸交通を背景

に西日本の中枢拠点都市の一つとして発展を遂げた。

医療、教育、交通の充実・集積によりコンパクトシティとして注目

される他、災害が少なく気候が良いことから白桃・マスカット・ピ

オーネ等のハイブランドフルーツの一大生産地として国内外へ産

品を供給する。
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主催者の声    MTSA 2017&TeraNano-8・OptoX-NANO 2019主催者 
岡山大学ヘルスシステム統合科学研究科 教授 紀和 利彦 氏 

岡山ではユニークな医工連携の取組みが特徴的である。日本における光工学のオピニオンリー
ダーと医療分野の専門家、ベンチャー企業による知の交流が、日々行われている。これまで、岡山で
MTSA 2017やOPTX-NANO等の国際会議を主催したが、国際共同研究のきっかけになる等、好事
例が多く見られた。コンベンション施設のアクセスの良さ、コンパクトな街並み、岡山の食材・地酒
は参加者からも大好評であった。

主催者の声    国際メカノバイオロジーシンポジウム（ISMB2014）主催者 
岡山大学医歯薬学総合研究科 教授 成瀬 恵治 氏

日本の近代医学発祥の地ともされる岡山。伝統的に医療産業が集積するこの地には、メカノバ
イオロジーのような新興分野も確立されている。アジア・欧米豪等から参加者を集め、国際共同研
究や人材交流の推進に寄与する等、ISMB2014は成功裏に幕を下ろした。日本への訪問経験があ
る先生も、岡山に初めてお越しいただき、その文化・歴史を堪能された。日本三名園の一つ岡山後
楽園を眼下に、岡山城天守閣で開催したパーティーは大いに盛り上がった。

•  日本随一の臓器移植施設である、岡山大学病院臓器移植医療セン

ターが立地。1998年に日本初の肺移植に成功して以来、世界の肺移

植をリードする。

•  岡山大学には、植物科学分野に

おいて世界的実績を有する岡山

大学資源植物科学研究所が立

地。劣悪環境でも生育可能な作

物の創出に向けた研究が世界的

に注目されている。

学術集積
•  日本最大手の教育事業者である、（株）ベネッセコーポレーションが立

地。岡山大学や地元自治体と連携し、タブレットなどのICT機器や教育

データの活用といった先

進的な取組みの実証を実

施している。

•  海外での教育事業にも取

り組み、グローバルに日

本の教育スタイルを発信

している。

産業集積

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  G20 岡山保健大臣会合（2019） 
（参加者：約350人）

•  強相関電子系国際会議（2019） 
（参加者：約950人）

O K AYA M A#11

岡山県の特化した産業

医療
1.2

化学・素材
1.8

農林水産・食品
1.1

（全国平均1.0） 農家戸数
施設別肺移植実施件数
（2018年末までの累計）

岡山大学

全国2位
189件

出典：日本移植学会 

「2019臓器移植ファクトブック」

世界の論文被引用数による
上位1%論文著者

2名

出典：Clarivate

出典：農林水産省 

「農林業センサス」（2015）

10,000戸超
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医療（肺移植・医工文連携）
肺移植における世界トップクラスの実績、医工文連携による 

先端医療の社会実装に係る研究を推進

1800年代後半より天然痘治療に貢献し

日本近代医学の祖と言われる緒方洪庵を

はじめとし、日本の医療を牽引する多数の

医学者を輩出してきた。現在では岡山大学

医学部を中心とし、西日本地域の中核医療

拠点の一つとしての役割を担い、臨床医学

分野における研究者が集積する。

全国でも数少ない多臓器（肺・肝臓・腎

臓・小腸）移植施設である岡山大学病院臓

器移植医療センターが立地。肺移植におい

ては、1998年に日本初の肺移植に成功し

て以来、施設別肺移植の実施件数が全国 

2位*1と豊富な実績を有する。生体肺中葉

移植やハイブリッド肺移植*2等の世界初の

実績を多数有しており、ベトナムやスリラ

ンカでの同国初の肺移植手術についても

国際支援を行った。

岡山大学では、医療系分野・工学系分

野・人文社会科学系分野における研究者

が集積するヘルスシステム統合科学研究

科が2018年に発足した。研究科として一

体的に連携することで人間の生老病死に

かかわる課題の解決を目指す研究を推進

するとともに、その研究の担い手の育成を

も実施している。医工連携の研究開発によ

り生まれた人工網膜・新素材・人工筋肉・ナ

ノバイオ創薬・介護ロボット・情報セキュリ

ティー等の成果を実用化するために、人文

社会科学の観点を導入している。

また、岡山大学内に立地するおかやまメ

ディカルイノベーションセンター（OMIC）

が主導し、医療・福祉・健康関連分野の産

業振興を目的とした、大学発ベンチャーの

設立支援や産学官連携に取り組んでいる。
*1  出典：日本移植学会「2019臓器移植ファクトブック」
*2  ハイブリッド肺移植とは、脳死肺移植と生体肺移植を同一 
レシピエントに同時に行う術式

植物科学
植物科学分野における共同利用・共同研究拠点として 

世界各国の研究者が研究を推進

岡山大学には、植物科学分野において

世界的実績を有する岡山大学資源植物科

学研究所が立地。将来的に予測される食

糧不足に対して、環境ストレスや病害虫に

強い作物の育成と生産性の向上・植物によ

る機能性物質の開拓・バイオエネルギーの

利活用・生物多様性の維持等の研究を推

進することで、SDGs達成に貢献する研究

を推進する。

資源植物科学研究所は、大気環境ストレ

ス・土壌環境ストレス・環境生物ストレス・

遺伝資源・ゲノム育種の5つの研究ユニット

を設置している。植物遺伝資源・ストレス

科学研究においては、共同利用・共同研究

拠点として国内外の研究者への大型機器

利用を提供すると共に、共同研究を進めて

いる。

岡山大学馬建鋒教授らの研究グループ*

は、2018年に世界で初めて、イネの優先的

ホウ素輸送体の仕組みを解明した。ホウ素

は植物の生育に欠かせない必須栄養素で

あるが、この研究成果を活用し、ホウ素欠

乏土壌での植物の成長促進や収量確保が

期待されている。
* 馬建鋒教授、山地直樹准教授は、 「Highly Cited Researchers 
2018」（※クラリベイト社による世界の論文被引用数による上
位1%論文著者）に選出された。

学術集積 O K AYA M A
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教　育
最大手の教育事業者である（株）ベネッセコーポレーションを中心に 

先端教育産業が集積

日本最大手の教育事業者である（株）ベ

ネッセコーポレーションの本社が立地。

1960年代に、中高生の受験に着目し、文教

事業・出版事業・通信教育事業の三本の柱

を事業の中心に日本の教育の発展に寄与

した。

1980年代には海外での通信教育事業

を開始し、中国をはじめとしたアジア圏を

中心に世界の教育の発展にも貢献。同時

に、いち早く日本人向けの語学教育にも注

力し、日本におけるグローバル人材の育成

に貢献した。

また、2000年代初頭には、全国に先駆け

てインターネットを活用した教材を提供

を開始した。近年では、スマートフォンやタ

ブレットを活用したデジタル学習や教育

現場でのICT活用等、EdTechを活用した

学びの自立化・効率化・個別最適化に取り

組む。例えば、岡山大学や地元自治体と連

携し、タブレット等を活用した家庭学習シ

ステムの構築や教育データの活用といっ

た、先端的な学力向上に向けた取組みの

実証実験を実施。実証実験後には生徒の

学力の向上が見られるなど、地域社会に好

影響を与えている。

ヘルスケア
日本国内最大の企業連携型ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）*の 

実施

高度な医療を提供する医療機関が集積

し、国内随一の豊富な医療・介護支援体制

を有している。また、全国に先駆けて、在宅

介護総合特区として選定される等、健康寿

命の延伸を目指して積極的に取り組む。

特徴的な取組みとして、岡山市が主導

し、日本国内最大の企業連携型ソーシャ

ル・インパクト・ボンド（SIB）である「おか

やまケンコー大作戦」を実施している。こ

の事業は、地元企業等から出資を集め、社

会課題である市民の健康寿命延伸や医療

費の抑制を目的として、地元企業60社以

上が一体となり、新たな健康的なサービス

を提供する。

2019年には、G20岡山保健大臣会合

が開催された。この会合では、20か国以

上から医療関係者が参加し、国際保健に

関する各種課題について議論された。ま

た、G20岡山保健大臣会合のレガシーと

して岡山市の目指すべき保健医療の姿が

行政だけでなく経済団体、保健医療関係

団体、市民団体等を巻き込んで議論され、

「Positive Health Okayama」として具体

的に取り組む25のチャレンジが提言され

た。今後、地域における「健康な生活」を実

現できる仕組み作り、イノベーションとテ

クノロジーの活用、アウトカム重視等を念

頭に置き、産学官民一体となって更なる医

療・介護支援体制の充実に取り組む。
* ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）とは、民間資金を活用して
革新的な社会課題解決型の事業を実施し、その事業成果に応じ
て、行政が対価を支払う2010年イギリス発祥の公民連携手法。

産業集積 O K AYA M A
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H I R O S H I M A #12

52

人類史上最初の被爆地として、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現

を目指す、中国地方の中心都市。自動車産業に代表される製造業が

基幹産業であり、近年は医療機器製造業の振興も目指している。

広島大学が主要な学術機関であり、生物学、放射線医学をはじめ

とする医療分野、宇宙科学等に強みを有する。
写真提供：公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

広島県GRP

11.8兆円
広島市GRP

5.7兆円

広島県人口

280万人
広島市人口

120万人
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主催者の声    計測自動制御学会年次大会2019大会長 
広島大学大学院先進理工系研究科 教授 山本 透 氏

広島には幅広い製造業関連企業が集積しており、工学系研究者の層も厚く、大学と企業の共同
研究が盛ん。 SICE 2019ではこれらの企業がスポンサーとなったほか、テクニカルビジットの受入
れにも協力いただき、参加者に高く評価された。また、製造業分野における産学官の連携が盛んに
なされており、SICE 2019開催時にも手厚いサポートを受けられた。これは、国際会議開催地とし
ての広島の大きな魅力といえる。

主催者の声    2018吃音・クラタリング世界合同会議大会長 
広島大学大学院人間社会科学研究科 教授 川合 紀宗 氏

吃音・クラタリング分野の国際学会はアジアで初めての開催だった。これまではヨーロッパやア
メリカからの参加者が多かったが、アジアから多数の参加者を迎えることができ、広島開催をきっ
かけに新たな研究者のネットワークが形成されたと考えている。加えて、地元コミュニティから学
会の開催にあたって熱心な協力が得られ、被爆者による体験談の共有や袋町小学校（平和資料館）
の見学など、広島ならではのプログラムを提供できた。

•  総合大学である広島大学が同地域の主要な学術機関となっている。

•  人類史上最初の被爆都市という歴史を背景に、広島大学原爆放射線

医科学研究所における放射線医学の研究が進展。

•  世界で初めて実用化水準のブタ

凍結精液を用いた人工授精法

を確立した生物学や、NASAが

打ち上げたガンマ線衛星と連携

した研究を行う宇宙科学分野も

盛ん。

学術集積
•  日本有数の自動車メーカーであるマツダ（株）が本社・開発拠点・生産

拠点を主に広島県内に設置しており、それらを支える自動車部品関連

企業が数多く県内に立地している。このほか、製造業全般の集積が見

られる。

•  穏やかな瀬戸内海に面する恵ま

れた地形条件を活用した水産

業も盛ん。かきの生産量は日本

国内で最多であり、約6割のシェ

アを有する。

産業集積

H I R O S H I M A#12

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  G7広島外相会合（2016） 
（参加者：約650人）

•  第25回国際音響振動会議（2018） 
（参加者：約900人）

広島県の特化した産業

化学・素材
1.1

電機・機械
1.3

運輸・交通
1.1

（全国平均1.0） かき養殖

1位
シェア約6割

西日本
1位

輸送用機械器具製造業　
付加価値額

約30,000匹

広島大学両生類 
研究センター飼育数

（世界四大リソース拠点のひとつ）

出典：経済産業省 

「工業統計」（2019）※値は広島県
出典：広島大学 

Webサイト
出典：農林水産業

「漁業・養殖業生産統計」（2019）※値は広島県
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学術集積 H I R O S H I M A

生物学
豚凍結精液を用いた人工授精法を世界で初めて確立・

世界の四大両生類リソース拠点

広島大学は2010年に、世界で初めて実用化水準のブタ凍結精液を

用いた人工授精法を確立。この成果をもとに、大学発ベンチャーである

（株）広島クライオプリザベーションサービスが設立された。現在は商

社などと協力し米国や中国での実証試験を開始、グローバル展開を目

指している。

また、2019年には牛・豚を対象とする簡便かつ安価な雌雄産み分け

技術の開発に成功した。ほとんどの哺乳類で使用でき、特別な機械が

不要であるため、畜産業界での普及が進むと考えられている。

両生類の研究も盛ん。広島大学両生類研究センターはポーツマス

大学（イギリス）・ケンタッキー大学（アメリカ）等と並び世界の四大両

生類リソース拠点の1つとして、絶滅危惧種や突然変異系統、遺伝子改

変系統などを含む約66種類500系統、総数約3万匹を飼育維持してお

り、世界的に重要な遺伝子資源となっている。

さらに、ライフサイエンス研究に汎用されるツメガエルを用いて、生

殖や卵形成、発生、再生、変態、進化、内分泌撹乱物質などに関する研

究を実施し、顕著な業績を挙げてきた。現在はゲノム編集やバイオイン

フォマティックスなどの先端技術を駆使した基礎研究を実施すると共

に、それらの研究をもとに医学分野との融合を進めている。

©UKI HAYASHI

医療（放射線医学等）
日本最大規模の放射線医科学研究 
機関のほか、幅広い分野にて最先端の 

研究が進展

1961年に広島大学原爆放射線医科学研究所

が設立された。この施設は放射線医学分野にお

いて日本最大規模を誇る。放射線障害の研究と

治療開発の世界的拠点として、その地位確立を

目指し、放射線の人体影響に関する生物学や物

理学などの基礎研究から、緊急被ばく医療や疫

学的研究に至るまで幅広く研究対象としている。

2020年には、低線量CT検診での被ばくが引き

起こす染色体・DNA異常などの人体への影響は

検出限界以下であることを同研究所教授らが初

めて確認した。この研究成果によって、一層安全

な医療放射線被ばくの管理体制が確立されると

ともに、低線量CT検診の普及に伴う肺がん死亡

率減少につながることが期待される。

このほか、広島大学医系科学研究科では運動

器の再生治療開発の研究が進んでおり、世界に先

駆けて組織工学的手法を用いた軟骨再生の臨床

応用を行って

いる。

宇宙科学
NASAが打ち上げたガンマ線衛星と
連携した多波長観測を実施

広島大学には宇宙科学センターが設置され、

国立天文台より譲り受けた有効径1.5m「かな

た」望遠鏡が運用されている。

2008年からは、NASAが打ち上げたガンマ線

衛星フェルミと連携した多波長観測などの研究

が同センターにて進められているが、広島大学の

グループがこの衛星の開発・運用に大きく貢献し

ている。また、2019年には200名超の国際チーム

がブラックホールによる「影」の撮影に史上初め

て成功したが、同センターの研究者も一員として

データ解析に貢献。

また広島大学では、宇宙・素粒子に関する研究

グループによる極限宇宙研究拠点（CORE-U）が

形成され、この拠点を中心に、世界トップクラス

の研究成果を挙げることが目指されている。

ニホンアマガエルのアルビノ個体 © Hiroshima University © Hiroshima Universityニホンヒキガエルの幼体
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製造業
自動車関連産業の集積が顕著、医療機器や福祉機器製造業の 

振興にも注力

日本を代表する自動車メーカーである

マツダ（株）が、広島県内に本社・開発拠

点・生産拠点を置いており、同社や同社

を支える数多くの自動車部品関連企業群

が地域経済の中枢を担っている。その中

には、世界トップクラスのダイカストメー

カーであるリョービ（株）のように、高い技

術力を有する企業もある。そのほか、ゴム

製品製造の（株）モルテン、超臨界装置の

国内シェア首位の（株）東洋高圧など、製造

業全般の集積が見られる。

広島県では県内の製造業企業が培って

きた技術を活用し、医療機器・福祉機器産

業の振興が目指されている。例えば、医療

機関や福祉施設などと行政が連携し、それ

らを実証フィールドとして県内企業が利

用できる制度が提供されている。この実証

フィールドを活用し、睡眠改善機器やレー

ザー治療器などがこれまでに製品化され

てきた。このように、試作品を現場で使用

する機会をメーカーに提供することで、現

場のニーズを的確に捉えた、高付加価値な

製品の開発につながっている。そして広島

大学におけるバイオデザイン共同研究講

座の実施など、医療機器・福祉機器産業の

人材育成にも注力している。

また、現在の広島県経済を支えている自

動車産業の強化のため、例えば、複数の自

動車部品メーカーが振動・騒音などに関す

る研究・技術開発を共同で実施している。

これらの取組みにより、自動運転や電気

自動車の普及など自動車産業が100年に 

1度の大変革期を迎えている中で、広島の

製造業が持続的に競争優位性を確保する

ことが目指されている。

水産業
地形面での好条件を活用し、かき養殖などの 

水産業が発展

広島県沿岸部は、周囲を海に囲まれた

閉鎖性海域である瀬戸内海に大規模河川

が流入しているため、水産業にとって理想

的な自然環境となっている。例えば、広島

産のかきは生産量日本一*であり、約6割の

シェアを占めている。

スマートかき養殖IoTプラットフォーム

事業が広島では実施されている。ドローン

による上空からの映像や海中に設置した

センサーによって、水温や風速、海の栄養

状態などのデータを収集し、AIにより処

理・分析している。これにより、海洋の状態

を漁業者が正確かつリアルタイムに取得

でき、安定的な生産量の確保につながると

期待されている。

広島大学は、かき殻がヘドロ中の硫化水

素を強力に吸着し、底質改善材として貧酸

素水塊の解消、赤潮発生の抑制に有効で

あることを明らかにした。また瀬戸内海区

水産研究所では、海底の泥に含まれるウイ

ルスを使い、赤潮の原因となるプランクト

ンをほぼ死滅させる実験に成功した。瀬戸

内海のみならず、世界各地でヘドロや赤潮

が水産業に与える悪影響の被害が報告さ

れているが、これらの研究成果の活用が期

待されている。
*出典： 農林水産省「漁業・養殖業生産統計」（2019）

産業集積 H I R O S H I M A

写真提供：広島県

広島本社 宇品第1工場 マツダ CX-30 生産ライン
写真提供：マツダ株式会社

かき養殖棚

55



KITAKYUSHU #13

56

日本を代表する重工業地帯から「グリーン成長都市」とし

て変革を遂げた都市。

産学官民一体で公害問題を乗り越え、環境を配慮した

先端的ものづくり産業や洋上風力発電をはじめとした、環

境エネルギー産業が集積する。

福岡県GRP

19.7兆円
北九州市GRP

3.7兆円

福岡県人口

511万人
北九州市人口

94万人
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主催者の声    平成28年電気学会 電力・エネルギー部門大会（2016）主催者 
九州工業大学 副学長 三谷 康範 氏

北九州市には世界的に有名な（株）安川電機やTOTO（株）等のものづくりメーカーが集積してい
る。市内企業とは共同研究等を通じて密接に連携しており、多くの企業でテクニカルツアーの企
画・受入も可能である。本大会では（株）安川電機と九州電力（株）へのテクニカルツアーを提供し
たが、参加者も企業関係者も新たなネットワークを構築でき、大変好評だった。九州工業大学は国
際連携を積極的に推進しており、今後も積極的に国際会議を北九州で開催したいと考えている。

主催者の声    第12回アジア制御会議（2019）主催者 
埼玉大学理工学研究科 水野 毅 氏

北九州市や地元研究者から手厚い支援を受けられることが、北九州市をASCC2019の開催地に
選定した決め手だった。また、アジア各地からのアクセスが良いことに加え、重化学工業が集積す
る北九州市ならではの工場見学や工場夜景ツアー、そして地元食材を使った質の高い食事といっ
たコンテンツを有している。このように、北九州市は国際会議を開催する都市として魅力的であり、
参加者から高く評価された。

•  北九州学術研究都市には、バイオマスや洋上風力等の環境・エネル

ギー分野の大学・研究機関・民間企業の研究部門が集積する。

•  九州工業大学を中心に、ものづ

くり分野を手掛ける研究機関が

集積。市内に立地するグローバ

ル企業や、行政等も巻き込んだ

産学官連携の取組みが盛ん。

学術集積
•  国産初の腰掛式水洗便器を開発し、衛生陶器分野で国内トップ企業

であるTOTO（株）が立地するほか、産業用ロボット分野で世界を牽引

する（株）安川電機が立地。

•  1901年に日本初の銑鋼一貫生産を行う官

営八幡製鐵所が操業を開始するなど、伝

統的に製鉄産業が厚く集積。産業都市と

しての発展過程の中で、産業労働者向けリ

ハビリテーションが日本で最も早く根付く

等、産業医療分野における集積も厚い。

産業集積

K I TA K Y U S H U#13

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  第12回アジア制御会議（2019） 
（参加者：約520人）

•  第3回アジア未来会議（2016） 
（参加者：約400人）

産業小分類
コークス製造業

産業小分類
製鉄業

7.7

2.6

福岡県の特化した産業

1.1

1.2

1.1

（全国平均1.0）

商業

医療

運輸・交通

グリーン
成長都市

北九州市

アジア
初選定

窯業・土石製品製造業
製造品出荷額

全国3位

出典：経済産業省「工業統計調査」 
（2018）※値は福岡県

出典：OECD

洋上風車 写真提供：NEDO
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環境・エネルギー
世界が注目する日本のトランスフォーマティブシティ

日本の四大工業地帯の一つである北九州工業地帯は、

日本の高度成長を支える傍ら深刻な公害問題に直面して

きたが、市民・行政・企業による一体的な取組みを通じて

公害問題を克服した。その結果、北九州市はOECDからア

ジアで初めて環境と経済が両立した「グリーン成長都市」

に選定された。現在は、公害を乗り越えた「トランスフォー

マティブシティ」として、世界的な注目を集めている。

北九州市は資源循環型社会の実現を目指し、北九州エ

コタウン事業を実施。事業の一環として、環境・エネルギー

分野における学術機関の集積を目標として掲げている。具

体的には、バイオマス・洋上風力・リサイクル等の環境・エ

ネルギー分野を手掛ける主要な大学・研究機関を同一の

キャンパスに集積させ、基礎研究から技術開発・実証研究・

事業化を一気通貫で実施している。 

主要な研究機関として、北九州市立大学環境技術研究

所・九州工業大学次世代パワーエレクトロニクス研究セン

ター等が挙げられる。九州工業大学次世代パワーエレクト

ロニクス研究センターは、低炭素社会への実現へ向けた研

究である量産性の高い低コストパワー半導体に係る研究

を実施しており、地球温暖化防止に顕著な功績として政府

からも期待が寄せられている。

次世代エネルギーの利活用を行う北九州次世代エネル

ギーパークには、石炭・石油供給基地、太陽光発電設備、洋

上風力発電施設、バイオガス発電設備等の多種多様なエ

ネルギー関連施設が集積。特に、洋上風力発電関連産業の

総合拠点の形成を目指した取組みが10年以上前から進め

られている。北九州市は、風車部品の輸出入から製造・保

管・組み立て・積み出し・設置・維持管理等のあらゆる機能

の集積を目指し、メンテナンスに関する物流倉庫兼トレー

ニングセンターや洋上用風車を陸上で運転する施設など、

関連施設や企業の立地を推進。国内最大級の最大22万

kWの洋上風力発電施設の着工に向けて、産学官連携で取

り組んでいる。

製造業（ロボット）
革新的ロボットテクノロジーによる 
ものづくりの高度化に貢献

北九州市は九州工業大学を中心に、ものづくり分野の

研究が盛んな地域となっている。近年では、環境配慮型の

ものづくりや製造業の生産性向上に向け、ロボット技術

の導入等に関する研究開発が多く実施されている。

近年は市内人口の高齢化に伴い、介護ロボットの開発

に注力している。北九州市役所には先進的介護システム

推進室が設置され、介護ロボット導入に向けた実証事業

などを推進している。九州工業大学の柴田智広教授は、世

界的にも評価の高い着衣介助ロボットの研究を推進する

ほか、アクティブシニアIoTに関するオープンイノベーショ

ン拠点であるスマートライフケア共創工房を設立し、介護

ロボットの社会実装に向けた活動を推進している。

九州工業大学・（株）安川電機・北九州市・北九州産業学

術推進機構は、ロボット分野における研究開発から導入

支援までの一貫した取組みを連携して実施している。革

新的ロボットテクノロジーに

よる自立作業ロボットの研究

開発やものづくり企業の生産

性向上のためのロボット導入

支援等に注力している。

介護ロボット
写真提供：公益財団法人
北九州産業学術推進機構
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産業集積 K I TA K Y U S H U

先端製造業（ロボット・自動車）
産業用ロボット分野で世界を牽引

ものづくりの街である北九州市には、産

業用ロボットの世界的企業である（株）安

川電機が立地するほか、ロボット産業を支

える企業・研究者が集積し、製造業の高度

化・生産性向上が取り組まれている。

安川電機は、1977年に国内初の全電気

式産業用ロボットを開発し、世界の産業用

ロボット市場を牽引してきた。2005年に

は、双腕ロボット・7軸ロボット等の新世代

ロボットの製品化に成功し、さらなる高速

化や高精度化、人との共存に向けた新市

場の創出を実現した。産業用ロボットは、

自動車生産ライン・物流・医薬品・食品工

業等幅広い分野での活用が見込まれてお

り、世界的にも高い注目が集まっている。

北九州市には、トヨタ自動車（株）・日産

自動車（株）等大手自動車メーカーの一

大生産拠点が集積している。近年は、EV・

FCV等の次世代自動車産業の集積を目指

している。また、九州工業大学・北九州市

立大学・早稲田大学大学院の3大学が連携

し、自動運転・安全運転支援総合研究セン

ターを設立。自動運転の社会実証に向け

た研究開発や実証実験に取り組んでいる。

製　鉄
日本の産業発展を支えた製鉄・炭鉱の一大拠点

1901年、北九州市で日本初の銑鋼一貫

生産を行う官営八幡製鐵所が操業を開始

した。今もなお、製鉄分野において厚い産

業集積を誇っている。日本の近代化に貢献

し、産業発展の礎を築いた創業期から残る

施設が、2015年に世界文化遺産に登録さ

れ、産業都市である北九州市のシンボルと

なっている。

現在は、日本製鉄（株）九州製鉄所八幡

地区として各種鋼板・鉄道用レールなど、

高機能・高付加価値製品を製造し、隣接す

るアジア諸国のみならず世界に向けた輸

出拠点としての役割を担っている。

衛生陶器
水まわり文化の発展に向けた、革新・挑戦の発信地

北九州市には衛生陶器分野で国内トッ

プ企業であるTOTO （株）が立地している。

TOTO（株）は、100年以上前に国産初の腰

掛式水洗便器を開発し、1980年には温水

洗浄便座「ウォシュレット®」を発売。ウォ

シュレットは、日本に「おしりを洗う」とい

う新たな生活文化を創造するだけでなく、

世界的な注目を集めている。現在は、世界

各国のさまざまな人にとっての使いやす

さ・快適さを実現するユニバーサルデザイ

ンの商品衛生陶器の開発を実施している。

リハビリ
日本の産業医療分野の先駆け

北九州市は、産業都市として発展する中で、産業労働者向けの

リハビリテーションが日本で最も早く根付いた都市として知られ

ている。労働衛生管理に精通した産業医の養成に向け、産業医科

大学が立地するなど、産業医療分野の集積が厚い。

産業用ロボット導入支援センターの設備
写真提供：公益財団法人北九州産業学術推進機構
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60

福岡市は、日本とアジアを繋ぐ人・モノ・情報の交流拠点「アジア

のゲートウェイ」として発展し、次々と新たなビジネスが生まれて

いる。

また、食や医療機関の充実や住宅街、ビジネス街、繁華街の距離

が近いコンパクトシティであることから世界有数の「暮らしやすい

都市」として注目されている。

九州産の素材を使った料理を各地の焼酎・日本酒とともに提供

する飲食店も多く、国内外から魅力ある食を求めて多くの人が訪

れる。

福岡県GRP

19.7兆円
福岡市GRP

7.8兆円

福岡県人口

511万人
福岡市人口

160万人
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主催者の声   第4回TADF国際ワークショップ（2019）主催者 
九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター センター長 安達 千波矢 氏
有機EL分野の研究機関や大学発ベンチャーが日本で最も集積している福岡で、第4回TADF

ワークショップが開催された。海外の著名な研究者や企業が福岡に集結し活発な議論を交わした
ことで、参加者間の共同研究の進展やきっかけを提供することができた。福岡が誇るおいしい日本
食や日本酒は、参加者から大変好評だった。宴席をきっかけに新たなネットワーク構築ができたと
いう参加者の声を聞いている。

主催者の声    第16回アジア太平洋地域ITSフォーラム2018福岡主催者 
一般社団法人EMoBIA 代表理事 浦 正勝 氏

第16回アジア太平洋地域ITSフォーラム2018では、西鉄グループやトヨタ自動車グループ等、数
多くの大企業をスポンサーとして巻き込めたことで、テクニカルビジットや最新技術のデモンスト
レーションをプログラムとして提供できた。そして、産学官の密接な連携により国内外の政府関係
者・学術関係者が参加するセッションも実現した。アジアから容易にアクセスできる福岡で開催し
たこともあり、前回の約5倍の参加者を集めるなど、本会議は大きな成果を挙げた。

•  有機EL分野*の最先端研究が行われる九州大学最先端有機光エレク

トロニクス研究センターが立地。世界初の研究成果を活かして有機

EL研究の社会実装に取り組み、世界から注目されている。

•  九州大学には、世界最大級の水

素関連研究施設が集積。水素社

会の実現に向けた取組みを産学

官連携で実施。
* 有機ELは特定の有機化合物に電圧をかけると発光
する現象を指す。スマートフォンやテレビのディス
プレイ等に用いられる。

学術集積
•  日本有数の集客交流拠点である強みを活かし、ゲーム等のコンテンツ

を制作するクリエイティブ関連企業が厚く集積している。

•  人口当たりの医療施設およ

び病床数、医療従事者数が

全国トップクラスと充実した

医療インフラを有する。

産業集積

F U K U O K A#14

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  比較法アカデミー第20回国際会議
（2018） 
（参加者：約800人）

•  第4回世界社会科学フォーラム 

（2018） 
（参加者：約1,000人）

福岡県の特化した産業

1.1

1.2

1.1

（全国平均1.0）
福岡漁港の
水揚げ金額

全国2位
407億円

商業

医療

運輸・交通

1位 政令市
1位

成長可能性都市 
ランキング

若者（10代・20代）の 
割合

出典：八戸市 

「水産統計」（2019）
出典：総務省 

「国勢調査」（2015）
出典：（株）野村総合研究所 

「成長可能性都市ランキング」（2017）
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学術集積 F U K U O K A

有機 E L
世界トップクラスの研究と実用化に向けたスタートアップ企業との連携

有機光エレクトロニクスの分野で

世界最先端の研究開発を行う九州大

学最先端有機光エレクトロニクス研

究センターが立地。九州大学の研究

グループは、3 0年以上前から有機E L

（ElectroLuminescence）*1に着目し、世

界の有機EL研究の基礎を築いてきた。研

究を主導する九州大学安達千波矢主幹教

授*2は、有機半導体材料に活用される約

3,000種類の材料を保有し、世界トップク

ラスの研究を行っている。

有機光エレクトロニクスの研究領域で

は、有機化学・物性物理・電子工学等、異分

野間の交流が重要視されており、民間企業

との共同研究や、国際学術交流が積極的

に推進されている。また、有機EL研究の学

術集積の促進と、研究成果の社会実装を

後押しするため、福岡県産業・科学技術振

興財団や有機光エレクトロニクス実用化

開発センターが設立されるなど、産学官連

携の取組みも活発になされている。

具体的な取組みとして、福岡市では複数

の大学発ベンチャー企業が設立され、九

州大学発技術の実用化に向けた動きが進

んでいる。有機ELディスプレイや照明に用

いる次世代材料の開発に取り組んでいる

ベンチャー企業は、国内外大手企業から

出資を受けるほか、「大学発ベンチャー表

彰2019」*3において、経済産業大臣賞を受

賞するなど国際的な注目を集めている。他

にも、有機半導体レーザーの実用化を目

指すベンチャー企業が2019年に設立され

た。有機半導体レーザーは、情報セキュリ

ティ・ディスプレイ・バイオセンシング・ヘ

ルスケア・光通信など幅広い分野での応用

が期待されている。
*1  有機ELは特定の有機化合物に電圧をかけると発光する現象を
指す。スマートフォンやテレビのディスプレイ等に用いられる。

*2  九州大学安達千波矢教授は、 「Highly Cited Researchers」 
（※Clarivateによる世界の論文被引用数による上位1%論文
著者）に2018年と2019年の2年連続で選出された。

*3「大学発ベンチャー表彰」は、2014年度に開始した制度で、大学
などの成果を活用して起業したベンチャーのうち、今後の活躍
が期待される優れた大学発ベンチャーと、その成長に寄与し
た大学や企業などを表彰する制度。

水　素
世界最大級の学術集積地。水素エネルギー研究は 

世界をリードする取組みとして高い注目

九州大学伊都キャンパスには、水素関連

研究施設が集積している。この研究施設が

有する実験エリアは、1.5万㎡超と世界最

大級であり、国内外の研究者が、水素社会

の実現に向けた世界最先端の研究開発を

行っている。

水素関連研究施設に立地する主な研究

所である水素材料先端科学研究センター

や、次世代燃料電池産学連携研究セン

ターでは、水素が及ぼす材料特性等の基

礎研究や、燃料電池の開発等、水素利用技

術の研究開発が進められている。また、九

州大学は公用車として燃料電池自動車を

導入し、キャンパス内に水素ステーション

を設置するなど、社会実証の推進にも注力

している。

福岡市は、水素エネルギーの振興に向

け「水素リーダー都市プロジェクト」を推

進。市が産学官連携の旗振り役となり、水

素の製造・輸送・貯蔵、社会実装が一体的

に実施されている。2015年には、世界で初

めて下水汚泥を利用した水素ステーショ

ンが設置された。生活排水から水素を製造

するため、世界の様々な都市での展開や、

地産地消エネルギーとしての有効利用が

期待されている。

下水処理水素ステーション有機光エレクトロニクス実用化開発センター

62



産業集積 F U K U O K A

クリエイティブ
ゲーム等コンテンツ産業の一大集積地として 

集客交流機能を強化

日本有数の集客交流拠点である強みを

活かし、第三次産業の振興に注力してき

た。中でも、市内にはコンピューターソフ

ト・ゲーム・ファッション・音楽・映画・アニ

メ・デザイン等のクリエイティブ関連企業

が厚く集積している。世界で約2億人の利

用者を誇るSNSサービスを提供するLINE

は、福岡市をアジアの玄関口・充実した教

育機関・磁力のある都市と捉え、国内の第

二拠点を設立した。LINEは、福岡市と「地

域共同事業に関する包括連携協定」を

締結し、行政サービスへのLINEアプリや

キャッシュレスサービスの導入等を実施し

ている。

2006年には、ゲーム企画開発・制作

会社が加盟している業界団体G A M E 

FACTORY‘S FRIENDSHIP（GFF）、九州大

学、福岡市が連携した「福岡ゲーム産業振

興機構」が設立された。福岡を起点とし、

ゲーム業界における日本発の産学官連携

機構として注目を集めている。

また、多くのクリエイターが福岡に拠点

を置いており、国内外での活動を行ってい

る。このような産業集積を背景に、福岡市

は、自治体戦略として「クリエイティブ・エ

ンターテインメント都市・ふくおか」を掲

げ、クリエイティブ人材や関連企業のさら

なる誘致を図っている。

ヘルスケア
充実した医療インフラを軸に、ヘルスケア分野の 

ベンチャー拠点形成を推進

1903年に全国で3番目の医科大学であ

る九州大学医学部が設置される等、歴史

的に医療分野の集積が厚い地域である。

現在は、九州大学医学部を中心に医療イン

フラが充実しており、人口当たりの医療施

設・病床数・医療従事者数が全国トップク

ラスとなっている。

近年、福岡市は高齢化社会を見据えた

アクションプランである「福岡100」を策

定。このアクションプランでは、健康・予防

医療・医食同源・介護といったヘルスケア

関連産業のさらなる集積と高度化に向け、 

AI・IoT等の先端技術を活用したヘルスケ

ア分野のベンチャー拠点形成が掲げられ

ている。

このアクションプランの具体的な活動と

して、福岡市が主導して形成するケアテッ

ク推進コンソーシアムがある。この取組み

ではスタートアップ企業・大企業、医療・介

護事業者・投資家・市民によるネットワー

キングを促進、ヘルスケア分野におけるス

タートアップ企業の育成・支援、アイデア 

ソン*の開催といった産学官連携の取組み

を実施している。これらの取組みを通じ、

歯医者のデータ管理システムを開発する

スタートアップ企業や、AIを用いた病理画

像診断サービスを開発するスタートアップ

企業等、福岡市発のスタートアップ企業が

設立され、大きな注目が寄せられている。
* アイデアソンとは、アイデアとマラソンを掛け合わせた造語で、 
ある特定のテーマについて多様性のあるメンバーが集まり、対話
を通じて、新たなアイデア創出やアクションプラン、ビジネスモデ
ルの構築などを短期間で行うイベントを指す。
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伝統的な国際港湾都市として和華蘭文化が根付く街。

西洋医学伝来の街として、日本の医療の発展に寄与すると

共に、資源豊かな好漁場から水産品を全国各地へ供給する。

また、被爆地として、「平和都市長崎」から世界へ向けて核兵器

の廃絶と世界恒久平和を訴える。

長崎県GRP

4.6兆円
長崎市GRP

1.6兆円

長崎県人口

131万人
長崎市人口

41万人
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主催者の声    第61回パグウォッシュ会議世界大会（2015）組織委員会委員長 
長崎大学核兵器廃絶研究センター 副センター長・教授 鈴木 達治郎 氏

パグウォッシュ会議は、核兵器や戦争の廃絶を訴える科学者による国際団体。原爆投下から70

年目にあたる2015年の被爆地長崎での世界大会開催は大きな意味があった。開催地である伊王
島は自然豊かなリゾート地として知られる。参加者同士が濃密な時間を過ごす最適な環境であっ
た。サイトビジット（現地視察）では、被爆地・原爆資料館の訪問に加え、被爆者から直接話を聞く
等の企画を実施。参加者に与えたインパクトも大きく、高い満足度を得ることが出来た。

主催者の声    第59回日本熱帯医学会大会（2018）大会長 
長崎大学熱帯医学研究所 所長・教授 森田 公一 氏

長崎大学熱帯医学研究所は熱帯医学を専門とする国内唯一の機関。第59回日本熱帯医学会大
会には世界中の研究者も参加し、成功裏に幕を下ろした。学会では、熱帯医学の研究開発へ投資
を行うGHIT Fund*のCEOを招致する等、様々な取組みも実施。多くの国際共同研究が生まれる
きっかけとなった。参加者満足度に加え、市民公開講座に参加した長崎市民の満足度も高かった。
今後とも、熱帯医学分野の国際会議を長崎で開催したいと考えている。

•  長崎大学熱帯医学研究所は、熱帯医学および国際保健における世界

最先端の研究を実施する他、世界保健機関（WHO）や日本国際協力機

構（JICA）と協働し、国際協力に取り組む。

•  長崎大学、長崎総合科学大学

等の大学・研究機関が立地。こ

れらの機関は、船舶工学・海洋

エネルギー等の研究開発に強

みを有し、海洋クラスターの形

成に貢献。

学術集積
•  日本一の魚種を誇ると言われる恵まれ

た海洋資源を背景に、高品質な水産品の

一大産地として日本随一の水産業集積

を誇る。

•  長崎市では、1857年に日本初の艦船修

理工場が設立されて以降、造船・造機産

業が集積する。現在では、蓄積した造船

技術を活かし、海洋エネルギー・環境等

新たな分野の開拓に取り組む。

産業集積

N AGA SA K I#15

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  第61回パグウォッシュ会議世界大会
（2015） 
（参加者：約200人）

•  コンクリート構造物の再生および 

保全に関する国際会議（2015） 
（参加者：約210人）

*GHIT Fundはグローバルヘルス技術振興基金（Global Health Innovative Technology Fund）の英語略称

長崎県の特化した産業

娯楽・ツーリズム・スポーツ
1.6

農林水産・食品
1.7

産業小分類
海面養殖業

産業小分類
船舶製造・修理業、 
船用機関製造業

16.7

医療
1.5

（全国平均1.0）

15.5

水産加工場数

全国3位全国2位

海面漁業・ 
養殖業産出額

出典：農林水産省「漁業産出額」 
（2018）※値は長崎県

出典：農林水産省「漁業センサス」 
（2018）※値は長崎県
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学術集積 N AGA SA K I

熱帯医学  
日本唯一の熱帯医学研究拠点である長崎大学 

熱帯医学研究所を中心に国内外の熱帯医学研究を牽引

長崎市には、日本唯一の熱帯医学研究

拠点である長崎大学熱帯医学研究所が立

地し、熱帯医学を牽引する国内外の研究

者が在籍している。

国際交流の進展が著しく、世界的視野に

立った感染症対策が求められる今日にお

いて、長崎大学熱帯医学研究所は、ケニア・

ベトナムに海外教育研究拠点を設置し、マ

ラリア・コレラ・デング熱等の疾病を克服

すべく国内外の学術機関と連携し、研究を

実施。また、1993年より「熱帯・新興ウイル

ス感染症研究に関するWHO研究協力セン

ター」として指定を受け、地球規模感染症に

対する警戒と対応ネットワーク（GOARN）

のメンバーとして活動、日本国際協力機構

（JICA）の事業や緊急援助隊への参画等の

国際協力も積極的に行っている。

近年の取組みとして、2019年に長崎大

学と塩野義製薬（株）は、マラリアを中心と

した感染症分野の新薬創製を目指す包括

協定を締結し、シオノギグローバル感染症

連携部門が開設されるなど産学連携にも

取り組む。

長崎大学は、感染症研究の中核機関と

して、国内の9大学と連携し、BSL-4施設*

を中核とした感染症研究拠点の形成を政

府の強力な支援の下で進めている。
* BSL-4施設：新型コロナウイルス(COVID-19）よりも危険性が高
いと考えられる感染症の病原体についても　安全に取り扱うこ
とができることから、診断法・ワクチン・治療法等の研究開発を
行う上で必要な施設となっている。

放射線医学
放射線医療科学研究拠点である 

長崎大学原爆後障害医療研究所が所在

被爆地である長崎市には、国内有数の

放射線医療科学研究拠点である、長崎大

学原爆後障害医療研究所が立地。

設置された1962年以降、原爆被爆者医

療で蓄積してきた放射線災害・被ばく医療

の実績を活かし、チェルノブイリ原発事故

や福島原発事故において放射線災害・被ば

く医療の支援を行っている。

海洋科学
海洋科学研究の一大集積地となっており、 
世界最先端の海洋の開発・利用・保全を推進

長崎大学・長崎総合科学大学・長崎県・長

崎海洋産業クラスター形成推進協議会の

4者は、実証から商用化までを見据え、海洋

再生可能エネルギー関連産業の拠点形成

に寄与することを目的とする連携協力協定

を締結し、産学官連携を推進している。

海洋エネルギーの開発・利用と海洋生物

資源環境の保全に関する研究の国際拠点

である長崎大学海洋未来イノベーション機

構では、海洋エネルギーと水産業を基盤と

した海洋技術クラスター構想を元に、潮流

発電の実証実験・洋上風力発電および養殖

施設における革新的遠隔操業・保守技術の

開発・ロボットIoTによる海ごみ漂着状況診

断・海洋生物の養殖を基軸においた総合水

産海洋産業の創出・洋上風力と漁業および

地域との共生等に取り組んでいる。

長崎総合科学大学は、造船学校として創

設され、長崎の造船産業の発展に大きく貢

献してきた。現在では、造船のみならず、水

産資源・海洋資

源・海中ロボッ

ト等の総合海

洋科学分野の

研究を実施し

ている。BSL-4施設（外観バース図）長崎大学熱帯医学研究所 海洋統合環境無人観測装置
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水産業
日本随一の水産業集積地。先端技術を用いた養殖を実施

世界最大の海流である黒潮が沿岸を

通り、近海に優良な漁場を有する長崎は、

「魚のおいしいまち長崎」として、全国1位

と言われる250種類以上の魚種と全国2

位の漁獲量*を誇っている。約400年以上

前から水産業が厚く集積し、春夏秋冬そ

れぞれの季節に応じた旬の水産品を国内

外へ供給する。

波静かな入江では、海面養殖業が営ま

れており、高級魚として知られるふぐの養

殖生産量は全国1位*を誇る。また、長年

蓄積された高い水産加工品技術を活かし

て、地域独自の水産加工物が生産されて

いる。

近年は、「獲る漁業」から「つくり育てる

漁業」への転換・水産物の高付加価値化を

目指し、水産種苗の放流・藻場の造成・長

崎さかな祭りなどのイベント開催等にも

力を入れる。

養殖においては、IoTの活用や魚類監視

用ロボットなどの開発が行われ、今後の養

殖形態として浮沈式いけすを導入した大

規模沖合養殖・くみ上げた海水を浄化し

て再利用する閉鎖型循環の陸上養殖・海

水を水槽にくみ上げる掛け流しを併用し

たハイブリッド型の陸上養殖の開発に取

り組んでいる。
*出典： 農林水産省「海面漁業生産統計調査」（2018）

造船・造機製造業
蓄積された造船・造機技術を活かし、 

海洋エネルギー・環境等の新たな分野を開拓

長崎市では、1857年に江戸幕府が日本

初の艦船修理工場である長崎鎔鉄所の建

設に着手して以降、造船・造機産業が集積

し、基幹産業として地域の経済発展に貢

献してきた。2013年には、政府より「なが

さき海洋・環境産業拠点特区」の指定を受

け、高付加価値船や省エネ船の建造促進

に加え、海洋エネルギー分野における関

連産業の拠点づくりを目指している。

また、造船所の技術者と学術機関に在

籍する研究者などの交流が盛んな土壌と

なっており、造船・造機人材の高度な技能

や技術習得に適した環境が整備されてい

ることが強みとなっている。

近年は、IoT・ビッグデータを活用した運

航支援・保守管理サービスに対応する先

進的な技術の導入を進めると共に、産学

官連携で海洋クラスターを形成し、エネル

ギー・環境等新たな分野への技術活用に

取り組んでいる。

国内最大級の設備を有する三菱重工業

（株）長崎造船所は、大型客船・液化ガス

運搬船・艦艇等多様な船の建造実績を有

し、新たに客船修繕への取り組みを進め

ている。また、陸上分野では、世界最先端

レベルの高効率火力発電装置に加え、燃

料電池等のクリーンエネルギーの開発を

進めるとともに、航空分野では、航空機エ

ンジン部品の生産を実施している。

産業集積 N AGA SA K I

三菱重工業（株）長崎造船所
写真提供：三菱重工業（株）

長崎魚市場 トラフグ養殖場
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O K I N AWA #16

沖縄県GRP

4.4兆円
沖縄県人口

146万人

日本列島の南に位置する約160の島から構成される島嶼県。

本州とは異なる亜熱帯性の気候帯に属し、年間を通じて温暖な気候を有している。また、かつては

琉球王国と呼ばれた独立国家であったことから、本州とは異なる文化や風習を有する。自然環境や

沖縄特有の文化・歴史をいかした観光業が盛んなほか、世界有数の研究開発大学院大学が立地。
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主催者の声    Strings2018（超弦理論に関する国際会議） 
大阪大学大学院理学研究科 教授 橋本 幸士 氏

日本の大学の枠にとらわれない国際研究機関であるOIST、加えてOISTの学長からの支持表明、
そして会議開催のプロフェッショナルなスタッフがいることが、開催地を沖縄に選んだ重要なポイ
ントとなりました。また、参加者は沖縄のずば抜けた気候的環境と、亜熱帯的な文化圏の雰囲気、
そしてゆったりと流れる時間、こうした環境的な要素を非常に楽しんでいたようです。

主催者の声    The Fourth World Congress of Reproductive Biology (WCRB2017) 
東京農工大学動物生命科学部門獣医解剖研究室 准教授 金田 正弘 氏

沖縄の魅力や若手研究者・ 学生への参加費・渡航費用の助成もあり、過去の大会参加者数を
大幅に上回る参加がありました。国内外からの参加者にとって沖縄での学会開催は非常に魅力的
で、参加者として一度でも沖縄での学会に参加すれば、主催する立場になった時に候補として上げ
たいと感じると思います。

•  2011年に設立された、沖縄科学技術大学院大学（OIST）は2019年に

イギリスのシュプリンガー・ネイチャー社が発表した「質の高い論文の

割合が高い研究機関ランキング」において、日本トップとなる世界9位

に選出された世界最高水準の研究機関。

•  OISTおよび国立の琉球大学等の県内大

学では、沖縄の特性である亜熱帯・海洋

島嶼型の先進課題研究が多数取り組ま

れており、その成果が世界に向けて発信

されている。

学術集積
•  自然環境や歴史を活かした観光業が県の主産業。1970年代以降、リ

ゾート開発が進展し、沖縄本島を中心にビーチやホテルが多数立地。

東アジア有数のビーチリゾートが形成されている。

•  海外資本も含めたホテルの更なる整備、空港滑走路増設、リゾート×IT

をコンセプトとしたResorTechなどの取組み推進により、リソート地

としての更なる発展が期待されている。

•  また島嶼地域が抱える水問題解決に係

る研究・実験も盛んで、その産業化が進

められている。

産業集積

O K I N AWA#16

過去に開催された代表的な 
国際会議
•  第17回アジア弁理士協会総会 2015年 

（参加者：1,700人）

•  the 22nd International Congress 

of Zoology (ICZ) & the 87th meeting 

of the Zoological Society of Japan 

2016年 

（参加者：約1,100人）

写真提供：OIST 写真提供：OCVB

沖縄県の特化した産業

農林水産・食品

娯楽・ツーリズム・スポーツ
1.9

産業小分類
旅館、ホテル

3.0

医療
1.2

1.4

（全国平均1.0）

産業小分類
畜産食料品製造業

2.0

質の高い論文の割合が高い
研究機関ランキング

約1,000万人
（うち外国人約300万人）

観光客数

出典：イギリス、シュプリンガー・ 

ネイチャー社
出典：沖縄県「入域観光客統計」 

（2018年度）

沖縄科学 
技術大学院大学

国内1位
世界9位
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学術集積 O K I N AWA

O I S T（沖縄科学技術大学院大学）
国内外からの研究者を集めた世界トップクラスの研究拠点

OISTは世界最高水準の研究開発を行う

ことを目的に2011年に設立された、5年一

貫制の博士課程を置く学際的な大学院大

学。ビーチリゾートが多数立地する恩納村

に200haの敷地を有しており、国内外から

一流の研究者を集め質の高い研究を行

い、世界トップクラスの研究拠点として沖

縄における技術移転およびイノベーション

を促進する知的クラスターの核を形成す

ることを目指している。

2020年現在、所属する約80名の教員の

うち6割以上、また200名弱在籍する博士

課程学生のうち8割以上が国外からの研

究者であり、博士課程学生の出身地は

43ヶ国におよび、極めて国際的な大学院

大学となっている。

各教員は独自のユニットを運営してお

り、政府からの豊富な研究資金提供を背景

に、物理学、化学、神経科学、海洋科学、環

境・生態学、数学・計算科学、分子・細胞・発

生生物学等の分野において高い研究実績

を挙げている。特に近年、学術発表数およ

び書籍の章・原著論文の数が顕著に増加し

ており、2019年にはイギリスのシュプリン

ガー・ネイチャー社が発表した「質の高い

論文の割合が高い研究機関ランキング」で

日本トップとなる世界9位にも選出される

など、国際的な地位を確固たるものとして

いる。

海洋・生物多様性分野
亜熱帯・海洋島嶼型の先進課題研究の取組み

沖縄県は、その地理的な要因から亜熱

帯・海洋島嶼型の先進課題研究が集積し

ており、その研究成果が世界に向けて発信

されている。

1950年に開学した国立の琉球大学で

は、沖縄の地域特性を反映した特色ある

研究を一層強化することを目的に、研究推

進機構が設置されており、その戦略的研究

プロジェクトとして、亜熱帯・生物多様性

に関する特色ある研究が進められている。

例えば、サンゴ礁生物の環境適応に関する

研究や、生物多様性保全戦略の構築のた

めの研究などが実施されている。

また、琉球大学熱帯生物圏研究センター

では、亜熱帯地域に立地する先端的生命

科学研究の拠点として、熱帯および亜熱帯

島嶼域の生物群やヒトを対象とした研究

が展開されている。

OISTにおいても関連研究が数多く取り

組まれている。例えば、サンゴ礁の養殖・保

全に関する研究や、オニヒトデのゲノム解

析など、亜熱帯性気候に属する沖縄ならで

はの海洋・生物多様性分野の研究が盛ん

に行われている。

このような沖縄県における学術研究は

国際会議参加者などを対象としてCSRプ

ログラムにも活用されており、例えば陸上

でサンゴの苗を育て海へ移植する活動を

行っている「さんご畑」などを巡るプログラ

ムが提供されている。

実験風景授業風景 写真提供：OIST/ギンター 写真提供：OCVB写真提供：OIST/ギンター
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観光・ツーリズム・スポーツ産業
豊かな自然と独自の文化・風習を活かした国際的なリゾートの形成

1974年の海洋博覧会開催等を契機と

してリゾート開発が進展。2018年には約

1,000万人の観光客数、約7,300億円の

観光収入を記録しており、観光産業が県

の主要産業となっている。2000年の九

州・沖縄サミット開催、2010年代の海外

航空路線新設・増便等により、現在では

アジア各国・地域を中心に年間300万人

以上の訪日外国人旅行者が訪れる国際

的なリゾート地となっている。また、世界

有数のマリンスポーツの地としても観光

客から高い評価を得ている。

沖縄県内では、国内外の資本によるリ

ゾート開発が進められている。特に近年

は海外資本による投資および海外ホテ

ルチェーンの整備が盛んに行われてお

り、リッツカールトン・ハイアットリー

ジェンシー・ハレクラニ等のブランドが

展開。

2020年には、那覇空港第二滑走路の

供用が開始され、同空港の滑走路処理容

量が従前の1.8倍となる24万回に増加。

リゾート地としての更なる発展が期待さ

れている。

また、沖縄県はリゾートとITを掛け合

わせたResorTechにも注力している。観

光産業の課題解決につながるサービス

の開発にむけ、県内で実証実験や人材育

成など年間を通じて事業を展開し、イノ

ベーション・新ビジネスの創出、産業振

興を目指している。2020年からは、観光

分野におけるデジタルトランスフォー

メーションの促進などに寄与する技術・

商品・サービスを有する企業等を集めた

国際展示会“ResorTech Okinawa”が開

催されている。

島嶼型先進課題解決産業
島嶼性に起因する水問題の解決・実用化

農産品・養殖業
亜熱帯性気候や海洋資源を活用した一次産品および加工品の生産

沖縄県を構成する本島および離島では、

水資源に関する課題解決について各種研

究・実験が行われている。

沖縄県は年間降水量は多い一方で、河川

が短いことなどから安定的な水資源の確保

が難しく、従前から課題となっている。その

ため、地中に水を通さない壁を作り地下水

を貯める地下ダムが多数整備され、農業用

水等としての利活用が進められている。

また、離島の一つである久米島には、世界

第2位、日本最大級の海洋深層水取水施設で

ある沖縄県海洋深層水研究所が整備されて

いる。太陽光が届かず表層の海水と混ざら

ない水深200m以上の深海にある海洋深層

水は、清浄性が高く、無機栄養塩類が豊富で

ミネラルバランスが高いなどの特性を有し

ており、養殖業などの水産分野の利用を中

心に、化粧品、飲料などへの利活用が進めら

れている。近年では海洋表層の温水と深海

の冷水の温度差を利用し

て発電を行う海洋温度差

発電の実証施設が完成

し、新エネルギー分野での

応用が期待されている。

沖縄県ではその温暖な気候や豊かな自然

を活用した養殖業が盛んに行われており、

日本国内の養殖業拠点の一角を形成してい

る。日本政府や沖縄県も養殖場の整備を推

進しており、海洋深層水を活用し生産量日本

1位を誇るクルマエビをはじめ、多くの魚介

類の生産が行われている。

また、亜熱帯性の気候帯に属していること

から、南国フルーツやサトウキビ等の栽培も

盛んに行われており、本州とは異なる農産品

や、その加工食品などの製造がおこなわれて

いる。

さらには、特徴的かつ多

様な生物資源を活用した

創薬やバイオ技術の開発

も取り組まれている。

産業集積 O K I N AWA

写真提供：OCVB

写真提供：OCVB

写真提供：OCVB
写真提供：OCVB
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本部
日本政府観光局 MICEプロモーション部
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1
YOTSUYA TOWER 10階
E-mail: convention@jnto.go.jp
Tel: 03-5369-6015

London Office (Europe)
C/O Japan National Tourism Organization
3rd Floor, 32 Queensway, London, W2 3RX U.K.
E-mail: mice_uk@jnto.go.jp
Tel: +44-20-7398-5670

Paris Office (France and Belgium)
C/O Japan National Tourism Organization
4 rue de Ventadour, 75001, Paris, France
E-mail: mice_paris@jnto.go.jp
Tel: +33-1-42-96-20-29

New York Office (Americas)
C/O Japan National Tourism Organization
One Grand Central Place, 60 East 42nd Street, Suite 448,
New York, NY 10165, U.S.A.
E-mail: jcb_nyc@jnto.go.jp
Tel: +1-212-757-5640

Singapore Office (South East Asia)
C/O Japan National Tourism Organization
16 Raffles Quay, #15-09 Hong Leong Building, Singapore 048581
E-mail: sin_mice@jnto.go.jp
Tel: +65-6223-8205

Seoul Office (Korea)
C/O Japan National Tourism Organization
#202, Hotel President 2F, Euljiro 16, Jung-gu, Seoul, Korea
E-mail: jntosel_mice@jnto.go.jp
Tel: +82-2-777-8601

1. 札幌市

札幌コンベンションビューロー
誘致戦略課

〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西3丁目 
札幌MNビル3階
Tel: 011-211-3675
Fax: 011-232-3833
E-mail: convention@plaza-sapporo.or.jp
https://www.conventionsapporo.jp/j/

3. 千葉県 千葉市

公益財団法人 
ちば国際コンベンションビューロー
MICE事業部

〒261-7114
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6  
WBGマリブイースト14F
Tel: 043-297-2751
Fax: 043-297-2753
E-mail: request@ccb.or.jp
https://www.ccb.or.jp/mice/

2. 仙台市

公益財団法人
仙台観光国際協会
コンベンション事業部

〒980-0811
仙台市青葉区一番町3丁目3-20 
東日本不動産仙台一番町ビル6階
Tel: 022-268-9603
Fax: 022-268-6252
E-mail: conv@sentia-sendai.jp
https://www.sentia-sendai.jp/
conventionnavi/

4. 東京都

公益財団法人 
東京観光財団
コンベンション事業部

〒162-0801
東京都新宿区山吹町346番地6
日新ビル6階
Tel: 03-5579-2684
Fax: 03-5579-2685
E-mail: businessevents@tcvb.or.jp
https://businesseventstokyo.org/ja/

6. 富山県

公益財団法人 
富山コンベンションビューロー

〒930-0083
富山県富山市総曲輪2-1-3
Tel: 076-421-3300
Fax: 076-421-0963
E-mail: toyama-213@voice.ocn.ne.jp
http://toyama-cb.or.jp/

5. 横浜市

公益財団法人 
横浜観光コンベンション・ビューロー
MICE振興部

〒231-0023
横浜市中区山下町2産業貿易センター1階
Tel: 045-221-2111
Fax: 045-221-2100
E-mail: mice@ycvb.or.jp
https://business.yokohamajapan.
com/mice/ja/

JNTO MICE拠点一覧 各都市連絡先一覧

CONTACT
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7. 名古屋市 愛知県

公益財団法人
名古屋観光コンベンションビューロー
MICE部

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄二丁目10-19
名古屋商工会議所ビル11階
Tel: 052-202-1146
Fax: 052-231-0922
E-mail: convention@ncvb.or.jp
https://www.nagoya-info.jp/
convention/

12. 広島市

公益財団法人
広島観光コンベンションビューロー
MICE推進部

〒730-0811
広島県広島市中区中島町1-5
Tel: 082-244-4853
Fax: 082-244-6138
E-mail: hcvb@hiroshima-navi.or.jp
https://www.hiroshimacvb.jp

9. 大阪府 大阪市

公益財団法人
大阪観光局
MICE推進部

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場4-4-21
TODA BUILDING 心斎橋5階
Tel: 06-6282-5911
Fax: 06-6282-5915
E-mail: convention@octb.jp
https://mice.osaka-info.jp/

14. 福岡市

公益財団法人
福岡観光コンベンションビューロー
Meeting Place Fukuoka

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目5番31号
福岡市交通局庁舎4階
Tel: 092-733-0101
Fax: 092-733-3100
E-mail: mpf@welcome-fukuoka.or.jp
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/

8. 京都市

公益財団法人
京都文化交流コンベンションビューロー
国際観光コンベンション部

〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町入函谷
鉾町78番地 京都経済センター3階
Tel: 075-353-3053
Fax: 075-353-3055
E-mail: kyoto@hellokcb.or.jp
http://meetkyoto.jp/ja/

13. 北九州市

公益財団法人 
北九州観光コンベンション協会
誘致部

〒802-0001
福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8-1
Tel: 093-551-4111
Fax: 093-551-0211
E-mail: yuchi@hello-kitakyushu.or.jp
http://www.kitaqmeeting.jp/jp

10. 神戸市

神戸コンベンションビューロー

〒650-0046
神戸市中央区港島中町6-9-1
Tel: 078-303-0090
Fax: 078-302-6475
E-mail: info@kcva.or.jp
https://kobe-convention.jp/ja/

15. 長崎市

一般社団法人 
長崎国際観光コンベンション協会
DMO推進局 MICE振興部

〒850ｰ0862
長崎県長崎市出島町1-1 出島ワーフ2F
Tel: 095-823-7423
Fax: 095-824-9128
E-mail: mice@nagasaki-visit.com
https://mice.nagasaki-visit.or.jp/

11. 岡山市

公益社団法人
おかやま観光コンベンション協会
コンベンション事業部

〒700-0985
岡山県岡山市北区厚生町3-1-15 
岡山商工会議所6階
Tel: 086-227-0015
Fax: 086-227-0014
E-mail:  oca_information@okayama-

kanko.net
http://okayama-kanko.net

16. 沖縄県

一般財団法人
沖縄観光コンベンションビューロー
受入事業部 MICE推進課

〒901-0152
沖縄県那覇市字小禄1831番地1
沖縄産業支援センター2階
Tel: 098-859-6130
Fax: 098-859-6222
E-mail: mice@ocvb.or.jp
https://mice.okinawastory.jp/

各都市連絡先一覧

※本資料の掲載内容についてはJNTO本部までお問い合わせください。
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