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策定の趣旨

「ひろしま未来チャレンジビジョン」

人口減少・少子高齢化，経済活動を始めとするグローバル化
の進展などの変化が進む中にあって，本県の目指す姿（将来像）
を県民と共有し，一緒に，新たな広島県づくりを推し進めることを
目的に，平成22（2010）年10月に策定

基本理念

将来にわたって，

「広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった」

と心から思える広島県の実現

ビジョン 事業環境 AI/IoT 産学連携
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改定の趣旨

「ひろしま未来チャレンジビジョン」

本県の目指す姿の実現に向けて，県民の皆様と一緒に
「一歩先へ」踏み出すため，チャレンジビジョンを発展的に
見直し，新たな挑戦を推し進めます。

・ チャレンジビジョン策定から

５年経過し，本県を取り巻く

社会経済環境が大きく変化

様々な情勢変化を踏まえ，

これまでの取組の成果や変化

の兆しをより確かなものに

・ 国においても，人口減少・
超高齢化という課題に対応
するため，地方創生に係る
大胆な政策の実行を打出し

これまで本県がチャレンジ
ビジョンに基づいて進めてきた
取組を更に加速する追い風に

ビジョン 事業環境 AI/IoT 産学連携
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目指す姿

「ひろしま未来チャレンジビジョン」

★今後５年間で目指す姿を県民の皆様と共有するため，新たに設定

≪県民一人ひとりが主役の新しいライフスタイル≫

基本理念を基に，

仕事でチャレンジ！暮らしをエンジョイ！活気あふれる広島県

～仕事も暮らしも。欲張りなライフスタイルの実現～

を目指します。

長距離通勤と残業で
帰宅後はいつもぐったり

趣味のお稽古にも，
最近行ってないなぁ。

早く帰って子供との
時間を大事にしたい…

キャリアアップは
あきらめて，仕事を
セーブしないと。

仕事優先？

暮らし優先？

広島県は，

どちらもあきらめ
ない，欲張りな

ライフスタイルを
応援します！

暮らしの充実⇒仕事の生産性up!⇒欲張れる好循環へ

ビジョン 事業環境 AI/IoT 産学連携
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４つの政策の好循環

「ひろしま未来チャレンジビジョン」

新たな経済成長

人づくり

安心な暮らしづくり

イノベーション
ファミリーフレンドリー
都市と自然の近接ライフ

暮らし
（安心の確保）

人
（力の源泉）

地域
（豊かさの創出）

経済
（活力のエンジン）

豊かな地域づくり

ビジョン 事業環境 AI/IoT 産学連携
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広島県の施策の３つの視点

イノベーション立県の実現に向けて

３つの視点でイノベーション立県を実現する！

雇用や所得を生む推進力

“イノベーション”

Ⅰ事業環境

Ⅲファミリー・
フレンドリー

Ⅱ人材

重要な環境要素

人材集積
を後押し

原動力

ビジョン 事業環境 AI/IoT 産学連携
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イノベーション立県実現に向けた事業環境

イノベーションに必要な環境の好循環を創り出すため，新しいア
イデアが生まれる環境を創り，アイデアを形にするための創業や
新事業展開が容易な環境を創出

（1） 成長企業支援

（2） イノベーション・エコシステムの構築

（3） 個別産業アプローチ

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携
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起業・創業を増やし，開業率を高めて，企業の裾野を広げる
とともに，成長ポテンシャルの高い企業を引き上げる

チーム型支援

起業・創業支援

技術・経営力評価の支援 等

ひろしまイノベーションファンド

(公財)ひろしま産業振興機構
ひろしま創業サポートセンター

（Ｈ25.4～）

㈱ひろしまイノベーション推進機構
（Ｈ23.5～）

(公財)ひろしま産業振興機構
広島県中小企業・ベンチャー総合支援センター

（Ｈ24.7～）

高成長ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ企業
の成長を実現

中堅企業の底上げ

企業の裾野の拡大

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ育成塾(公財)ひろしま産業振興機構
ひろしまものづくり人材育成センター

（Ｈ27.4～）

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

成長企業支援
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㈱ひろしまイノベーション推進機構 （H23.5～）

◆ 企業が成長性の高い新たな事業展開を図ろうとする際に，

資金・経営ノウハウ等必要な経営資源を提供することで，

成長を支援 （H29.12で新規投資は終了）

◆ 出資規模 105億7,500万円 （うち県出資40億円）

◆ ７案件へ最大約55億円投資（決定ベース）

成長企業支援

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携



第2号投資案件（H25.4）

（株）サンエー
ディーゼル排ガス浄化用
尿素水識別センサー
の開発・製造・販売

第1号投資案件（H24.4）

オー・エイチ・ティー（株）
非接触電気検査装置
の開発・製造・販売
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第3号投資案件（H26.7）

アイサービス（株）
病院・高齢者向けの

高効率食事・食材の提供

約10億円約10億円

第4号投資案件（H26.11）

（株）ツーセル
間葉系幹細胞を用いた
医療材料等の研究・開発
・製造・販売

最大約8億円

約3億円

第5号投資案件（H27.8）

（株）なかやま牧場
肉牛の肥育，食肉加工，
総合食品スーパーの一貫経営

約7億円

㈱ひろしまイノベーション推進機構の投資実績

成長企業支援

第6号投資案件（H29.9公表）

ルーチェサーチ（株）
UAV（ドローン）を活用した
測量等

第7号投資案件（H29.10公表）

（株）ビーシー・イングス
学習塾及び保育園等の経営，
教育コンテンツの開発

最大約5億円 最大約12億円

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携
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成長企業支援

チーム型支援 （Ｈ24.7～）

売上増や利益率向上等を図るため，専門家支援チームによる集中支援を実施

（マーケティング，セールス・ブランディング，知的財産，生産管理等）

主な流れ

支援事例

〔（公財）ひろしま産業振興機構〕

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

・高津堂（多加津堂酒店有限会社）

・支援分野：経営計画の策定，

増産体制の構築に関する助言

・支援成果：不採算部門のコンビニ業務を撤退し，もみじ饅頭の製造・販売に特化⇒収益率向上

大手食品メーカーとのコラボ，首都圏等での販路拡大

もみじ饅頭の売上 2900万円⇒4600万円（支援後３年目）
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成長企業支援

技術・経営力評価，知的資産経営の支援 （Ｈ25.7～）

◆ 金融機関からの資金調達を支援
・ 中小企業の技術力や経営力を評価する「評価書」を発行

◆ 知的資産を活用して収益につなげる経営を促進
・ 中小企業の「知的資産経営報告書」の作成支援

技術・ノウハウ，製品・サービス，
管理運営技術、ビジネスモデルに関する

新規性・独創性について評価

評価対象事業の競合相手に対する
優位性と，その維持･継続について評価

評価項目（一部）

〔（公財）ひろしま産業振興機構〕

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携



成長企業支援

イノベーションインストラクター育成塾 （Ｈ27.4～）

広島県の中小企業の育成，強みの構築のため，ものづくりスキルを有する企
業ＯＢ，企業内の現場リーダー等を対象として，体系的にものづくりを学ぶ塾を
開催し、イノベーションインストラクター人材の育成・活用を図る。

ひろしまものづくり人材育成センター
イノベーションインストラクター育成塾

企業現役

企業ＯＢ

県

内

企

業

修了者ストック

県内企業への派遣

【事業内容】
成長を目指す中小企業に対して，
インストラクター人材をマッチング
して派遣。現場カイゼン支援・
イノベーション創出支援を行う。

企業内指導人材
所属企業へノウハウを持ち帰り指導

【事業内容】
企業の日々の業務改善（「ｶｲｾﾞﾝ活動」）と中
長期的な成長（新事業展開，戦略・企画的取
組など）を両立して支援できる人材を育成する。
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〔（公財）ひろしま産業振興機構〕

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携
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成長企業支援

ひろしま創業サポートセンター （Ｈ25～）

◆ 創業ブートキャンプでの集中指導

◆ 創業サポーター（中小企業診断士，公認会計士等）

による事業計画策定から 会社設立・経営まで

一貫したアドバイス（２年間）

オール広島創業支援ネットワーク （Ｈ27.12～）

◆ 県内市町，経済団体，金融機関等で構成

◆ 「オール広島創業支援サミット』を開催

〔（公財）ひろしま産業振興機構〕

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携



社会人や学生など多様な人材が集まり，イノベーションの基盤として
重要な「幅広いネットワーク」が形成される「場」づくりを行う。
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イノベーション・エコシステムの構築
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事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

イノベーション・トーク （Ｈ25～）

イノベーション・エコシステムの構築



【イノベーションキャンパス】
～ ビジネスプラン作成・発表

広島経済大学・広島修道大

学・福山市立大学において，

新たなビジネスを創出するため

のプロセスを学ぶプログラム

（全３回）

【ハッカソン】

H26:レッドハッカソン(広島市）

H27:旅するハッカソン(尾道市)

（「しまなみ海道のツーリング体験を
変える」をテーマに実施）

H28～H30:レッドハッカソン
(広島市）

【デザイン思考ワークショップ】
(広島ｉHub)

グループワークによる“共創”を

通じ 「イノベーティブなビジネス

のアイデアを考える思考法」の

習得と企業内アントレプレナー

を育成する実践型の研修プロ

グラム（全４回）

【講師】慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント
研究科

H25~ H26~ H26~
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アイディア創出ワークショップ等

イノベーション・エコシステムの構築



Code Girls＜1Day＞(H28～) プログラミング・ITキャンプ＜3Day＞(H28～)
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事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

中高生向けIT教育プログラム

イノベーション・エコシステムの構築

中高生を対象に，プログラミングやデジタルなものづくりが持つ楽しさを訴求する取組を実施。

技術力の高い大学生スタッフがサポートし、オリジナルのアプリやゲーム等を制作。



ツネイシホールディングス㈱
代表取締役専務
末松(神原)弥奈子

【ボード・オブ・イノベーターズ】

若手社員が，メンタ―となるボード・オブ・イノベーターの指導を受けながら，自社の強みを

生かした新規事業プランを作成。最後に自社の経営者に提案する約4ヶ月間のプログラム。

経営者

イノベーター
のマネジャー

ボード・オブ・
イノベーターズ

若手
イノベーター

若手
イノベーター

「ナナメ」の関係：
上司・部下の関係ではなく、
先輩イノベーターとして、
支援する人々

「ヨコ」
若いイノベーターたちが
業種や組織の枠を超えて
切磋琢磨し協働できる仲間

「タテ」の関係：
若手の活躍や新規事業創造を
理解し支援するマネジメント
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イノベーターズ100広島 （Ｈ27～）若手社員向け新規事業創出プログラム

イノベーション・エコシステムの構築

㈱クリエイブル
代表

瀬川 秀樹

三井不動産㈱
ワークスタイリングＧ統括

川路 武

㈱トーン＆マター
代表

広瀬 郁

i-schoolディレクター
i.lab,Inc マネージング・ディレクター

横田 幸信



県内中堅・中小企業の経営者・経営幹部等を対象に，自社の将来に向けた

イノベーション戦略を提案・実行できる人材を育成

開催期間 毎年度，全16日間の課程を半年にわたって実施

場所 「イノベーション・ハブ・ひろしまCamps」（広島市）

カリキュラム

人間力 起業家等による講演

経営リテラシー

イノベーション戦略，イノベーション思考，
差別化戦略とマーケティング，アウトプット策定プロセス，
会計情報とファイナンス，戦略的意志決定，
プレゼンテーションスキル

戦略立案 イノベーション戦略の策定（個人アウトプット）

磯辺 剛彦

慶應義塾
大学大学院
経営管理研
究科 教授

桑畑 幸博

慶應MCC
シニア
コンサルタント
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イノベーションリーダー養成塾 （Ｈ27～）次世代経営者育成プログラム

イノベーション・エコシステムの構築



技術力とビジョンを持つ中小企業が，サポーターとともに新規事業を開発するプログラム。

１企業だけでは実現できない資源活用やスケールの確保を，企業連携により相互作用を

生み出しながら実験し，実現する。

場 所 「イノベーション・ハブ・ひろしまCamps」

対 象
広島県内に所在する，ものづくり領域
・デジタル領域の中小企業

期 間 平成30年1月～３月（3ヶ月間）

カリキュラム

Day1：ビジョン構築セッション

Day2：ビジョン・イシュー設定

Day3：アセットを活用したアイデア策定

Day4：プロトタイプ

Day5：Pre-DEMO DAY

DEMO DAY 連携セッション
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HIROSHIMAビジネス実験部 （Ｈ29～）オープンイノベーションプログラム

イノベーション・エコシステムの構築



シリコンバレーを拠点に，女性起業家養成で実績の

ある「Women‘s Startup Lab」（CEO:堀江愛利

氏）のアクセラレーションプログラム（起業家と事業の

成長を加速させるプログラム）を導入し，スタートアッ

プやイノベーターが，日本にいながらシリコンバレーとつ

ながり，ビジネス展開を考えるプログラム

場 所 「イノベーション・ハブ・ひろしまCamps」（広島市）

内 容

１日集中プログラム×４回及び随時のウェビナー

WSLabによるワークショップ，ビジネスモデルレビュー，マーケットフィット，
起業家コーチング，メンタリング 等

対 象
スタートアップ，社内新規事業部に所属する方，
大学生・社会人を問わず起業を志している方
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GlocalX in Hiroshima （Ｈ28～）シリコンバレーの起業家育成プログラム

イノベーション・エコシステムの構築



シード期～スタートアップ期の個人・企業を対象とした、事業化支援のための短期集中型のプ

ログラム。期間中、先輩起業家等とのコミュニティを形成するとともに、受講者が切磋琢磨する

場を提供。プログラム終盤には、受講者がベンチャーキャピタリストや大企業等の前でビジネス

モデルやサービス内容を説明し、投資や共同事業の実施などを訴求する『デモデイ』を開催。

場所 「イノベーション・ハブ・ひろしまCamps」（広島市）

対象
新たなビジネス展開を検討又は実施いている個人・企業
（創業前～創業５年程度又は新事業開始から５年程度）

内容

Day1：市場分析

Day2：商品・サービス

Day3：競合他社設定

Day4：収支計画（成長戦略）

DEMO DAY（ピッチイベント）
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Campsアクセラレーションプログラム （Ｈ29～）

イノベーション・エコシステムの構築



（広島）

（東京）

優
秀
者
が
進
出

マッチングイベント(Ｈ26～) ピッチイベント(Ｈ27～)

（東京）
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マッチングイベント，ピッチ等

イノベーション・エコシステムの構築



スタートアップ推進に共感した自治体が連携し，全国のロールモデル

として日本を変えていくことを目的に結成。

●マッチングイベント

●小中高校生・大学生向けチャレンジマインド醸成教育

●国への提言活動 等

事業内容

25

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

イノベーション・エコシステムの構築

スタートアップ都市推進協議会(Ｈ25～)



●イノベーション創出イベント

●ハッカソン及びアイデア創出ワークショップ

●ベンチャー企業成長支援プログラム

●イノベーション・ハブ

（イノベーションを創出させるための拠点）

取組の概要

INNOVATION×JAPAN

～イノベーションサミット2017（H29.1.27）

26

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

イノベーション・エコシステムの構築

グーグルとのパートナーシップ(Ｈ28～)
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イノベーション・エコシステムの構築

新たなビジネスや地域づくりの取組みを有機的に連携させ，様々な分野の
人，資金，情報等が集積し，アイデアを具体化につなげる場

場 所 広島市中区紙屋町一丁目４－３ エフケイビル１階

施設概要

床面積 約２６０㎡

・ワークエリア：セミナー，ワークショップ，ミーティング等
多様な用途に対応

・Ｆａｂ（試作）エリア：３Ｄプリンタ等設置し，試作品の
作成等アイデアを形に

・受付，ライブラリーなど

業務内容
・イノベーション・ハブ，創業支援，地域づくりなど多様な
イベント実施や交流の場

・コーディネータが中心となった新たなつながり交流イベントなど

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

「イノベーション・ハブ・ひろしま Ｃａｍｐｓ」 (Ｈ28～)
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「イノベーション・ハブ・ひろしま Ｃａｍｐｓ」

イノベーション・エコシステムの構築

28

平面図位置図

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携
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イノベーション・ハブ・ひろしまCamps

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携
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イノベーション・ハブ・ひろしまCamps

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

H29年度開催したイベント等件数

248件



「ひろしまデジタルイノベーションセンター」

イノベーション・エコシステムの構築

【事業の実施内容】
【事業の成果】

✓ トライ＆エラーに頼りがちな

「モノづくり」をデジタル化

✓ 域外に流出しているエンジニアリングサービス等を
地域内で実施できる

デジタルイノベーション人材を育成

⇒地域のデジタルイノベーションの推進に貢献

高性能計算環境をクラウド方式で導入
ＣＡＥソフトウェアの利用環境を整備

デジタルイノベーション人材を育成
・モデルベース開発（MBD)人材
・CAE解析ソフトウェア活用人材

「ひろしまデジタルイノベーションセンター」整備

地域のものづくり企業の競争力強化

地域産業の競争力を高める基盤を強化するため，高性能計算機能に利用環境を整
備するとともに，デジタル技術に係る人材育成を実施する拠点として「ひろしま
デジタルイノベーションセンター」を整備。

〔（公財）ひろしま産業振興機構〕

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携



広島大学に隣接する「ひろしま産学共同研究拠点」

（広島中央サイエンスパーク内（東広島市））

「ひろしまデジタルイノベーションセンター」

イノベーション・エコシステムの構築

ひろしまデジタルイノベーションセンターの仕組み

地
域
企
業

地
域
大
学

広島 県 外

データセンター
（スパコン本体）

ネットワーク
機器

②専用回線
で接続

①
ア
ク
セ
ス

デジタルイノベーションセンター

③解析ソフトで
シミュレーション

ひろしま産学共同研究拠点

（広島中央サイエンスパーク内
（東広島市））

【事業のイメージ】

人材育成用
研修室

スパコン利用
端末室

広島中央サイエンスパーク

（東広島市）

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携



中国西部国際博覧会

✓ 新たなビジネス機会の創出を目指し，技術提携など海外企業とのマッチングを支援
【ベトナム，インドネシア，米国シリコンバレー等】

✓ 市場獲得を目指し，商談会や物産展，ハラル市場参入のための セミナーを開催
【中国四川省，香港，マレーシア等】

✓ 海外展開・進出環境の整備を目指し，現地政府等との連携を促進

【メキシコ・グアナファト州，中国四川省，ハワイ，インドタミルナドゥ州等】

メキシコ・グアナファト州との
友好提携

マレーシアでの物産展
33

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

海外成長市場への参入を後押し

イノベーション・エコシステムの構築
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個別産業アプローチ

医療関連産業クラスター

「ものづくり」と「医療」を組合せたイノベーションにより，より付加価値の高
い産業クラスターの形成を目指し，「ひろしま医療関連産業研究会」を設置
（Ｈ23.11）（事務局：（（公財）ひろしま産業振興機構）

◆ 医療・福祉現場と機器メーカーのマッチング

◆ 医療・福祉機器等の開発支援

◆ 医療・福祉機器等の製品化・販売のトータルサポート

MEDTEC JAPAN 開発された製品

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携
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個別産業アプローチ

新成長分野・新技術創出支援【航空機関連産業】

✓ 世界的な需要の高まりが期待されるこの分野において，

国内の生産需要獲得に向けた県内サプライチェーン構築を目指し，

「ひろしま航空機産業振興協議会」を設置(事務局：県)

＜協議会＞
✓ H26.5設立
✓ 151社・機関が参画(H30.3現在）
✓ 活動内容
・ アドバイザーによる品質管理体制整備支援
・ 技術向上ワークショップの開催
・ 海外での商談会開催 など

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携
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個別産業アプローチ

✓ 「感性」という新たな価値軸を活用した製品の差別化に向け，

人間工学や感性工学を応用したものづくり体制整備を目的に，

「ひろしま感性イノベーション推進協議会」を設置(事務局：県)

感性イノベーション成功事例集（H29.6）

＜協議会＞
✓ H26.4設立
✓ 166社・機関が参画（H30.3現在）
✓ 活動内容

・ 感性に訴えるものづくり「実践講座」の開催

・ 経営者を対象とした講座の開催

・ モニター調査・解析支援 など

（参 考）
「人間工学や感性工学を応用したものづくり」とは？

～ 消費者が個々の製品に対して感じる“心地よさ”
“使いやすさ”など曖昧な感覚（感性）を数値化し，
製品開発に反映させ，真に“欲しい”と感じる
製品を開発すること

新成長分野・新技術力創出支援【感性工学】

事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携



ひろしま環境ビジネス推進協議会
～ベトナムでの商談会～（H25.7）

＜協議会＞
✓ H24.4設立
✓ 161社・団体が参画（H30.8.22現在）
✓ 活動内容
・ 技術シーズ等の海外企業への発信

及び海外ニーズ情報の収集・提供
・ 海外企業とのマッチング機会の創出
・ コーディネータによる支援 など

✓ 県内企業が有する国内トップクラスの生産力や技術力を生かし，

アジアを中心とする海外市場の獲得に向けて，

「ひろしま環境ビジネス推進協議会」を設置(事務局：県)
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事業環境ビジョン AI/IoT 産学連携

個別産業アプローチ

産業クラスターの形成【環境浄化分野】
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

AI/IoT実証プラットフォーム事業

ひろしまサンドボックス
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

AI/IoT実証プラットフォーム事業

ひろしまサンドボックスの事業構想

３年間で10億円規模を想定して実施

AI/IoT，ビッグデータ等インダストリー4.0や次世代技術によって

これまでにない新しいソリューションを創り出し，

技術やノウハウを持つ県内外の企業や人材を呼び込むことを目的として

共創で何でもできるオープンな実証実験の場を構築。

ひろしまサンドボックス
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

AI/IoT実証プラットフォーム事業

ひろしまサンドボックスのコンセプト

作ってはならし，みんなが集まって，創作を繰り返す，
「砂場（サンドボックス）」のように何度も試行錯誤できる場
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

AI/IoT実証プラットフォーム事業

ひろしまサンドボックスの将来像

異なるプラットフォーム間での有機的なデータ結合を行う
新しいサービスの創出を目指す

データ連携基盤
（仮称）

データ保有 BIツール
テナント
管理

ユーザー管理
アクセス権限管理

データ整形
（データモデル標準化）

API
アプリケーション
開発環境

データ検索
（データ検索の容易化）

セキュリティ

ｴﾈﾙｷﾞｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
（5/29連携協定締結）

IoTプラットフォーム
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

AI/IoT実証プラットフォーム事業

ひろしまサンドボックスの体制図

公募審
査
委
員
会

＜県：委託金＞

ひろしまサンドボックス推進協議会
○機 能：企業に対する知見及び技術支援， 企業間の情報交換・マッチング

○参加組織： パートナー（通信事業者等） / アドバイザ（ITベンチャー等） / 賛同企業 / 大学等

コンソーシアムＡ

代表者 企業 団体 大学等

コンソーシアムB

代表者 企業 団体 大学等

コンソーシアムC

代表者 企業 団体 大学等

広島県

○コンソーシアムの組成

○プロジェクトの創出

○プロジェクト間での情報共有

○ナレッジコミュニティの形成
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

島しょ部傾斜地農業に向けたAI/IoT実証事業（代表者:とびしま柑橘倶楽部）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

島しょ部傾斜地農業に向けたAI/IoT実証事業（代表者:とびしま柑橘倶楽部）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

宮島エリアにおけるストレスフリー観光事業（代表者:西日本電信電話株式会社 広島支店）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

宮島エリアにおけるストレスフリー観光事業（代表者:西日本電信電話株式会社 広島支店）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

広島県民の医療や健康等個人情報にブロックチェーン型情報管理と

情報信託機能を付与した情報流通基盤を構築する事業（代表者:広島大学）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

広島県民の医療や健康等個人情報にブロックチェーン型情報管理と

情報信託機能を付与した情報流通基盤を構築する事業（代表者:広島大学）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

異なるプラットフォーム間での有機的なデータ結合を行い、新しいサービス創出に
取り組める、データ連携基盤(仮称)の構築とその実証（代表者:ソフトバンク株式会社）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

異なるプラットフォーム間での有機的なデータ結合を行い、新しいサービス創出に
取り組める、データ連携基盤(仮称)の構築とその実証（代表者:ソフトバンク株式会社）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

つながる中小製造業でスマートものづくり（代表者:デジタルソリューション株式会社）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス 第１次公募採択事業

つながる中小製造業でスマートものづくり（代表者:デジタルソリューション株式会社）
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

ひろしまサンドボックス

今後のスケジュール
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AI/IoTビジョン 事業環境 産学連携

AI/IoT人材育成事業

社内IoTエキスパート育成講座

座学（2回）
・IoTのビジネスを推進するにあたってのポイントや事例など

（世界のトレンド，ビジネスモデル，事例紹介等）

※初回は経営者にも参加いただき、IoTの重要性やプログラムの趣旨を共有頂きます

ワーキング（4回）
・ハンズオン ：実際にセンサー，マイコン，クラウドを使ってIoTを体験
・フィールドワーク ：工場や農場など現地に行き、課題を設定
・アイデアソン ：フィールドワークで設定した課題に対する解決策のアイデア

を検討・発表
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ計画演習 ：IoTを活用した自社の課題解決策を検討

経営者の前で各自作成した自社におけるIoT事業計画とプロトタイプを発表

※講座終了後，広島県は各種メニューでIoT導入支援予定

・発表会に向けた事業計画およびプロトタイプ作成

・1週間程度，夕方から夜間，会場を開放（自由に利用可）

・会場にプロトタイプ製作用のマイコン・センサーを常備（自由に使用可）
・技術メンターが会場に常駐
・プログラミング経験は無くても可

発表会（1回）



◆産学連携は，地域におけるイノベーション推進にとって，極めて重要な要素。

◆大学は，イノベーションの芽だし機能等（研究力とイノベーション人材育成力）
を担う役割を期待されており，大学の機能強化は，地域のイノベーション力強
化の生命線。

◆一方，我が国の産学連携は，概念的には，

【Ver.１】（大学研究者vs.企業研究者）

【Ver.２】（大学組織vs.企業組織）

【Ver.３】（オープンな場を含む連携）

【Ver.４】（様々なレベルの連携を日常的に実施）

と進展していると考えられ，現状，県内はVer.２のレベル（一部でVer.3）。

◆今後，更なる産学連携を推進していくことが重要。
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産学連携への期待



広島大学企業

委員長：社会産学連携推進機構
副機構長（理事・副学長）

・共同研究講座の設置
・大型プロジェクトを協働
・人文社会系の共同研究

海外マーケティングなど

・人材交流
・大規模なインターンシップ

連携協力推進委員会

委員長：企業トップ

本部長

副本部長

所長

副所長 研究開発

部長 販売・マーケティング

商品企画

生産・物流

【連携活動】

包括連携協定締結 （工学部H17年～，全学 H23年～）

◼ エンジン内の燃焼現象を解明

◼ 革新的な高効率＆クリーンエンジンの開発

Mazda SKYACTIV-D
(Mazda-HP)

Mazda CX-5 (Mazda-HP)

11研究科の研究科長

大学院工学研究科長

大学院先端物質科学研究科長

大学院医歯薬保健学研究科長

大学院総合科学研究科長など

産学・地域連携センター長

次世代自動車技術共同研究講座 大型プロジェクト協働の例

◼ COI 感性イノベーション拠点
文部科学省（H25年～） 社会実装へ向けた取り組み

◼ ひろしま自動車産学官連携推進会議（Ｈ27年～）

中国経産局，広島県，広島市，広島大学，マツダ，ひろしま
産振構で構成

◼ ひろしま医工連携・先進医療
イノベーション拠点（H23年～）

人間医工学応用自動車
研究プロジェクト
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産学連携の事例～包括的連携協力



【人間医工学応用自動車】

■居眠り防止，
飛び出し検知予測
■ 頸部損傷を低減
する自動車シート

【情報医工学・機能性ものづ
くり】
■高度医療機器
■遠隔医療支援・
遠隔手術システム

【細胞治療等先進医療】
■緊急被ばく対応幹細胞バンク
■再生医療【産】 地域の企業、中国経済連合会、

広島商工会議所

【学】 広島大学､県立広島大学、広島市立大学

広島工業大学、近畿大学工学部
広島国際大学、広島国際学院大学

【金】 広島銀行

【官】 広島県、広島市、ひろしま産業振興機構

その他産業支援機関

広島地域の特徴

地域の産学官が共同

著しい高齢化の
進展

広島県 28.2％
中国地域 28.1％全国 26.9％
（将来推計人口 国立社会保障・
人口問題研究所 Ｈ19.5）

医療系研究資源
・人材集積

ものづくり産業の
集積

・ 自動車、造船、鉄鋼、化学、
機械等 企業集積

・ 有力な大手企業と技術力の
高い中小企業の集積

・ オンリーワン・ナンバーワン企業

ひろしま医工連携イノベーション推進協議会

ひろしま医工連携・
先進医療イノベーション拠点

(広島大学霞キャンパス)

主な共同研究内容

人材育成

メディカルエルゴノミテシャン、メディカルイン
フォマティシャン、イノベものづくり士、細胞
培養士、食品臨床試験プロ
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産学連携の事例～医工連携の研究拠点

http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0117/keio1.jpg


• 脳科学・光技術・情報通信技術を駆使して、感性を可視化、人と人、人とモノを感性で
繋ぐBrain Emotion Interface（BEI）を開発

• 感性情報を活用し、衣・食・住・車・教育・医療など多様な分野で新価値を創出

➢お客様の感性を見て、その人にフィットする最適な衣服をデザインする

➢ドライバーの感性に対応した、内装の色合い、視界、操作性を実現

➢子供の様子をBEIで可視化することで、いじめを早期に発見する

機能的MRI、光トポグラフィー、脳波

などを同時計測し、人の感性を脳情
報として読み取り「見える化」

感性イノベーションで心豊かな社会を実現する

中核機関 広島大学、マツダ(株)
サテライト機関 生理学研究所、静岡大学他
参画機関 広島市立大学、産業技術総合研究所、シャープ(株)、中国電力(株)、三菱レイヨン(株)、

(株)アンデルセン・パン生活文化研究所、
コベルコ建機(株)、広島県他
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産学連携の事例～COI感性イノベーション拠点（H25～）
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• 広島大学発ベンチャー（連結売上高：1,228百万円［H29.3期］，連結従業員数：48名［H28.3期］）

• 平成28年3月東証マザーズ上場

• PXBマウス（ヒト肝細胞キメラマウス）を用いた医薬品開発研究向けの受託試験サービスを展開

吉里再生機構PJ
（ERATO）

H4～H9

広島県
組織再生PJ

H9～H14

吉里勝利広島大教授
を総括責任者とする増
殖性肝細胞等の組織
再生研究

H14～H19

中核機関：(財)ひろしま産振構
研究統括：吉里教授

※吉里PJの成果が根幹

H14.3 ㈱エピフェニックスとして法人化

H15.3 社名を「フェニックスバイオ」に変更
H15.7 本社を広島大学インキュベーションセンターに移転
H15.10 広島テクノプラザにキメラマウス実験室を開設

H16.3 広島県公的投資事業組合が出資（3,000万円）

H19.3 本社を広島中央サイエンスパーク
に移転

参加研究機関：(財)ひろしま産業振興機構，
㈱フェニックスバイオ，中外テクノス㈱，広島大
学，自治医科大学
テーマ：マウスを媒体として増殖させたヒト肝細胞
のバイオ産業の創出

H26.3 黒字化

H28.3 マザーズ上場＜フェニックスバイオHPより引用＞

産学連携ビジョン AI/IoT事業環境

産学連携の事例～大学発ベンチャー①㈱フェニックスバイオ
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• 広島大学発ベンチャー（売上高：7百万円，従業員数：25名［H28.3期］）

• 間葉系幹細胞（MSC）を用いた医療材料等の研究・開発・製造・販売

• ひざ軟骨の損傷に対するMSCを活用した他家軟骨再生治療の移植材の事業化に注力

JSTプレベンチャー事業

H12～H15

「骨・軟骨組織の再生療法チーム」と
して広島大学歯学部にて取組開始

リーダー：加藤幸夫広島大教授
サブリーダー：辻紘一郎氏 H15.4 株式会社ツーセル設立

（代表取締役社長 辻紘一郎）

H18.8 「gMSC®」の登録商標を取得

H18.7 企業育成型ひろしまファンドが出資（1,000万円）

H26.1 広島産業文化センターに
「gMSCセンター」開設

H24.6 中外製薬㈱とライセンス契約の
優先交渉権に関する契約締結

H○.○ 製品上市

H26.11 ひろしまイノベーション推進機構が
出資を決定（最大約8億円）

H○.○ 株式上場

H27.4 広島産業文化センター
に本社移転

未治療群

人口組織
移植群

＜大動物軟骨欠損移植実験 移植後6か月の修復組織像（ツーセルHPより引用）＞

H28.4 中外製薬㈱とgMSC®1に
関するライセンス契約締結 H29.5 大塚製薬㈱と中枢

神経疾患領域の
研究開発で提携

産学連携ビジョン AI/IoT事業環境

産学連携の事例～大学発ベンチャー②㈱ツーセル



【しごと】【ひと】

広島大学、近畿大学、広島国際大学、県立広島
大学、広島工業大学、広島市立大学、酒類研、
産総研・中国センター、広島県立総合技術研究

所 etc.

大学・研究機関

マツダ、コベルコ建機、サタケ、JMS、フェニ
ックスバイオ、湧永製薬、中国電力、広島銀行

、広島テクノプラザ etc.

民間企業

広島県、東広島市、ひろしま産業振興機構、
JICA・中国国際センター、広島県商工会議所連
合会、 広島バイオテクノロジー推進協議会 etc.

行政・支援機関等

広島リサーチコンプレックス推進協議会

広島大学が所有するイノベーションプラザを活用した

ライフサイエンス共同研究拠点

【まち】

理化学研究所と
広島大学の
共同人材育成

次世代の細胞医
療・細胞生物資源
の開発と事業展開

画像処理
情報研究
チーム

ライフサイエンス
共同研究拠点

広島大学イノベーションプラザ

理学研究科
生物圏科学研究科
先端物質科学研究科
総合科学研究科
広島大学病院
医歯薬保健学研究院
原爆放射線医科学研究
科
など

ゲノム編集研究拠点
（山本）

クロマチン動態
数理研究拠点

酵素研究チーム骨関節疾患
研究チーム

和光

横浜 和光

細胞場構造
研究ユニット

（岩根）

理化学研究所
広島拠点

発生動態
研究チーム

先端バイオ
イメージング
研究チーム

大阪・神戸

産学連携ビジョン AI/IoT事業環境
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ひろしまものづくりデジタルイノベーション創出プログラム
～先進的な自動車開発・生産と産学連携の取組をモデルとした「デジタルイノベーションを担う人づくり」と「産学の創発的研究開発」の推進～

中国・四国・九州最大の製造品出荷額を有する広島県において，ものづくり分野の
研究者が集積する広島大学を中心に，自動車製造業等の産業界，県内他大学，
地域金融機関，行政が連携し，デジタルイノベーションを担う人づくり及び産学の創発的
研究開発の推進に取り組む。

事業概要

○ 第四次産業革命の世界的な進展と，対応の必要性の高まり
○ 「ひろしま自動車産学官連携推進会議」を始めとする地域での産学官連携の

取組と「2030年産学官連携ビジョン（H27策定）」における将来展望
⇒ 「独創的技術の追求」「イノベーション人財の育成」

「広島ならではの産学官連携モデルを世界のベンチマークに」
○ 広島大学とマツダ㈱の共同研究の実績

⇒ 「内燃機関」「空気力学」「先端材料」「藻類エネルギー創成」
○ 全国で初めてとなる，データサイエンスとインフォマティクス双方の教育を行う

情報科学部を広島大学が新設（H30.4）

取組の背景
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大学を始めとする地域の力を活用して，
ものづくりのバリューチェーン全体のデジタル化を図る。

消費・サービスの

見える化・

デジタル化

社会人向けに

商品，顧客，

拠点などの見え

る化・デジタル

化の徹底による

生産性向上プ

ログラムを開講

開発
製品設計にお

いて，材料の

最適配置等を

シミュレーション

により事前検討

する技術を有す

る専門人材を

養成

生産
地域中小企業

がAI/IoT/ビッグ

データ等を活用

した製造ライン

を構築するため

の試行の場

（テストベッド）

を開設

消
費
・
サ
ー
ビ
ス

バックキャスト

研究
シミュレーション

を活用し，自

動車等のユー

ザーニーズに適

合した革新的

材料の創出に

向けた共同研

究を実施

ひろしまものづくりデジタルイノベーション創出プログラム
～先進的な自動車開発・生産と産学連携の取組をモデルとした「デジタルイノベーションを担う人づくり」と「産学の創発的研究開発」の推進～

取組の方向性
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実施内容 推進体制：広島県地方大学・地域産業創生事業推進特別委員会
（会議主宰者：広島県知事 事業責任者：小飼雅道（マツダ㈱代表取締役会長））

【連携】
ひろしまデータサイエンス・アリーナ

（データサイエンスを
学ぶ交流の場）

【新設】広島大学大学院 未来先導科学研究科（仮称）

【新設】デジタルイノベーションプログラム（仮称）
【新設】情報科学プログラム

（仮称）

NASSCOM（全国ソフトウェア・
サービス企業協会［インド］）

等との共同研究⇒ 
インドITセンター設置

ビジネス・アナリティクス
の講座等を社会人向
けに展開
（県立広島大学・広島
市立大学と連携）

外
国
人
教
員
の
招
へ
い
等
機
能
強
化

【連携】ひろしまデジタルイノベーションセンター
【新設】（実証・検証の場としての）テストベッド（ひろしま産学共同研究拠点）

組
織
改
革

研
究
・
実
証
・
人
材
育
成

モデルベースリサーチに基づく革新的多機能複合材
料の研究開発及び社会実装への展開
（テーマ：革新的断熱・NVH材料開発）

材料モデルベースリサーチ

MBDに基づくデータ駆動型制御技術，情報センシン
グ技術などを活用したスマートシステム開発及び製造
業への展開（テーマ：データ駆動による完全情報把
握スマートシステム）

データ駆動型スマートシステム

PBL（Project based learning）／ORT（On the research training）の実施

断熱・遮熱特性，吸音・遮音特性，機械特性（剛性/
反発/制振）を高次に同時制御

①対象物，②制
御系，③人，④
環境をすべてモデ
ル化，すなわち数
式化/デジタル化し，
仮想空間上で対
象物を解析・開発
できる技術を構築

実践エクステンション・
プログラム

【新設】デジタルものづくり研究センター（仮称）
【新設】データサイエンス・
エクステンションセンター

（仮称）

ひろしまものづくりデジタルイノベーション創出プログラム
～先進的な自動車開発・生産と産学連携の取組をモデルとした「デジタルイノベーションを担う人づくり」と「産学の創発的研究開発」の推進～
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