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１ 目的・背景 

１－１ 目的 

大阪には、ベンチャーや中小企業等が持つ優れた技術やノウハウ、優秀な研究人

材、人口集積や産業集積によって構築されている市場が存在している。ライフサイエ

ンス分野や新エネルギー分野は府民生活の質を向上させる上において、社会的要請

が高い分野であり、また、世界をリードする大阪産業の一つとして、今後、成長が見込

まれる有望産業である。 

本プロジェクトでは、ベンチャーやものづくり中小企業等がもつ最先端の技術シーズ

をもとに、ライフサイエンス分野や新エネルギー分野における新製品開発のための研

究開発を支援することにより、「関西イノベーション国際戦略総合特区」に寄与するとと

もに、新産業・新事業の創出を目指し、大阪産業の活性化を図ることを目的としてい

る。 

 

１－２ 背景 

（１） ライフサイエンス分野や新エネルギー分野のポテンシャル 

① 産業ポテンシャル 

大阪には、我が国の製薬業のルーツともいえる大阪道修町発祥の医薬品

産業、また、家電、住宅、機械、化学など多様な世界クラスの企業が高密度で

集積している。 

また、リチウムイオン電池工場や水素ステーション・製造工場など、ＥＶ（電

気自動車）やＦＣＶ（燃料電池車）に関連する企業が、大阪ベイエリアを中心に

集積している。 

さらに、東部大阪地域（東大阪等）や大阪湾岸（尼崎等）等を中心とした中

堅・中小の製造業の集積は、我が国最大規模である。その中には、ナンバー

ワン、オンリーワンの技術や製品を有する中小企業も豊富であり、新たな成長

分野や先端商品の開発にとってなくてはならない基盤産業（サポーティング・

インダストリー）となっている。 

 

② 研究ポテンシャル 

大阪は最先端の研究機関が多数集積し、ライフサイエンス、環境・エネルギ

ー（ＥＶ、ＦＣＶ等）、素材、エレクトロニクスなど多様な分野で世界トップレベル

の研究が進められており、まさに新たなシーズの宝庫となっている。当初、大

阪で研究を行っていた iPS細胞研究の山中教授に代表されるように多くのノー

ベル賞級研究者の存在とともに、大学間、産学間の連携も活発であり、イノベ

ーションを生み出す素地では他の地域にはない強みを有している。 
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（２）地域における産学官連携事業 

 このように大阪地域は、ライフサイエンス分野、および新エネルギー分野において高

いポテンシャルを有し、将来の産業を牽引する有望分野として、積極的な取り組みを

展開してきた。 

 特に平成２３年には「関西イノベーション国際戦略総合特区」に指定され、共同提案

を行った京都府、兵庫県、京都市、神戸市と連携して、大阪をはじめとする関西のポ

テンシャルを活用してライフサイエンス分野、および新エネルギー分野でイノベーショ

ンを創出するためのプラットフォームの構築を目指した事業展開を進めている。 

 

【地域における産学官連携の主な取り組み】 

(1)ライフサイエンス分野 

①次世代医療システム産業化フォーラム（大阪商工会議所） 

 産学医が連携して、医療・研究現場で必要とされる医療機器やバイオ関連研究支援

機器などの開発を促進する。本フォーラムは医療・バイオ機器開発の最新情報をメン

バーである企業に提供するとともに、全国の医療関係者・研究者から医療・研究現場

のニーズや研究機関の研究成果が示され、企業に直接、製品化にむけた共同開発が

提案される仕組みとして、医療機器分野に係るものづくり企業・地域産業等とのマッチ

ング機能を担う。 

また、大手医療機器メーカーと新規参入を含む中小ものづくり企業との連携促進や

海外市場開拓や製品化を加速するために必要な海外の企業や大学、研究所、医療
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機関との連携を支援する活動を展開。 

②創薬シーズ・基盤技術アライアンスネットワーク（大阪商工会議所） 

 国内外の大学、研究機関、ベンチャー企業のもつ創薬シーズ、基盤技術の専用ウェ

ブサイトでの情報提供に加え、フェイス・ツー・フェイスのマッチングをアレンジするオ

ン・オフラインの国内初の創薬関連情報流通のプラットフォームとして、創薬研究・実

用化に向けた取り組みをサポート。 

③ 地域イノベーション戦略支援プログラム 

（総合調整機関：千里ライフサイエンス振興財団） 

 重点領域（がん・難病治療薬、ワクチン等）での優れた研究シーズを生み出す研究

者の集積を進めるとともに、知のネットワークを拡充して、若手の有望研究シーズの発

掘機能を高めつつ、産業への「つなぎ」を促進する。このため人材育成機能を強化し、

高度研究設備や開放型設備・機器の活用を促進して、研究成果実用化の総合的能

力を高める。 

④ 医療機器相談窓口（関西広域連合） 

 府内における中小・中堅企業やベンチャー企業等のバイオ産業への参入を支援す

るとともに、府内の中小・中堅企業が有するシーズとなる技術の医療関連企業への技

術移転等を支援し、新たな産業の創出に寄与していくため、バイオ・ヘッドクオーター

において、「医療機器相談窓口」を設置している。 

 医療機器の薬事関係法規上の取扱、医療機器の企画から研究開発に関する事前

相談（治験を含む）、医療機器に関する各種相談等の機能を担う。 

⑤ 独立行政法人医療品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）関西支部の設置 

大阪府をはじめ、経済界などが提案していた独立行政法人医療品医療機器総合

機構（ＰＭＤＡ）関西支部が、平成２５年１０月大阪市内に設置。「大阪から革新的な医

薬品・医療機器等の迅速な実用化・産業化」の実現を目指す。 

⑥ 大阪バイオファンド（国、大阪府、産業界） 

 高い事業性や成長力を持ちながら、ファイナンス面での課題を持つ有望なバイオベ

ンチャー企業等に対し、戦略的な視点から出資と経営支援をオール大阪で行い、バイ

オベンチャーの成長を促進するため、製薬企業等との連携により、「大阪ならでは」の

仕組みとして、シーズの目利きから出口戦略までのハンズオン支援を展開する。 

⑦ バイオベンチャー企業ネットワーク事業（千里ライフサイエンス振興財団） 

 創薬分野における企業間マッチング・アライアンスを促進するため、実用化支援コー

ディネータを配置し、バイオベンチャー企業や大手製薬企業、新分野進出を企図する

中小、中堅、大企業からなる全国的なネットワークを形成。情報提供とコーディネータ

活動により、研究・企業間、企業間マッチング、アライアンスの促進を図る。 

⑧ プロテイン・モール関西（大阪バイオ・ヘッドクオーター、千里ライフサイエンス振興財

団） 
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 タンパク質関連の研究開発に強みや関心を有する企業、大学（大阪大学蛋白質研

究所）、研究機関の参画、協力のもと、最新の研究成果・技術などの情報交換、共同

プロモーション活動、国内外企業・大学とのアライアンス活動などを通じて、革新的技

術を育成・強化し、持続的なタンパク質関連医薬品の創出につなげることを目的とす

る関西発の連携プロジェクト（参画・協力企業、団体：110 社・団体）。平成２１年度に立

ち上げられ、新技術の創出や革新的タンパク質関連医薬品の実現にむけてビジネス

活動を展開する。 

⑨ 治験の推進（大阪府） 

 創薬シーズの実用化のため、大阪府内の基幹的な１５の医療機関が連携し、治験促

進に向けた取組みを実施。大阪医薬品協会とともに運営する「大阪治験ウェブ」にお

いて、参画医療機関の治験実績、治験窓口連絡先などを公開。さらに大阪での治験

ネットワークの構築に向けて、ネットワーク窓口の設置のほか、平成 26年 2月から共同

IRB（治験審査委員会）の運用が始まっている。 

(2)新エネルギー分野 

①おおさか充電インフラネットワーク 

大阪府では、ＥＶドライバーが安心して走行できるよう、国の競争的資金等を活用し

て急速充電器及び普通充電器を整備してきた。（府内に急速充電器約１２０箇所、普

通充電器約３５０箇所設置：平成２７年２月時点） 

そしてこれらの充電器について、ＩＴを活用して、メーカーや機能の異なる充電器の

充電サービスの管理や情報提供を共通化することで、携帯電話を用いた充電サービ

スの予約・認証を可能とするシステム「おおさか充電インフラネットワーク」を平成 22 年

3月に世界で初めて構築した。 

その後、神戸、京都、和歌山エリアの充電器ともネットワーク化して「関西充電インフ

ラネットワーク」として拡充し、また、民間企業（合同会社）と連携して、平成 24 年 11 月

より会員制急速充電サービスの実証調査（実通貨実験）を全国レベルで展開した。こ

れらの取組みをベースに平成２７年４月以降は、自動車メーカー４社等により新たに設

立された合同会社日本充電サービスによるＮＣＳネットワークサービスが本格稼動に入

る見通しである。 

② ＥＶタクシー事業 

 大阪府では、ＥＶの初期需要を創出し、より多くの人々にその魅力を体験してもらうた

め、平成 22 年度に身近な交通機関であるタクシーへの導入支援（５０台）を行い、この

ＥＶタクシーの利用を促進するため、ＪＲ大阪駅やなんばマルイ前にＥＶタクシー専用

乗り場を確保し、25 年度まで実施した。さらに、民間企業が環境省の競争的資金を獲

得して、平成 22～24 年度にＥＶタクシーの配車や充電を支援する「ＥＶタクシー運行

最適化システム」を開発した。 

③ ＥＶカーシェア事業 
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 また、手軽にＥＶを利用いただくため、民間企業が環境省の競争的資金（平成 22～

24 年度）を獲得して、大阪市、堺市、豊中市などに拠点を整備して 10 台のＥＶで実証

を行った。ＥＶによる日本版 Autolib（ワンウエイ可能なカーシェア）のシステムを開発し

て、日本で初めてワンウェイ型ＥＶカーシェアの実証実験を行った。 

④ ＥＶカレッジプロジェクト及び次世代自動車産業参入促進支援事業 

今後、成長が期待されているＥＶ関連分野では、人材不足が大きな課題となっている。

ＥＶは、リチウムイオン電池とモーターを動力源とするなど、内燃機関をコア技術とする

現在の自動車とは一線を画した技術が必要であることから、ＥＶ開発人材やＥＶ整備

人材の育成が求められている。 

 そこで大阪府では平成２３～２５年度に、大卒未就職者や若年失業者等を対象に、

ＥＶ及びＥＶ関連部品等の企画・試作・営業等のノウハウやＥＶ関連部品等を開発する

中小企業支援の手法などをＯＪＴにより習得させて、将来の大阪産業を支える人材の

育成を図り、大阪経済を活性化する「ＥＶカレッジプロジェクト」（平成 25 年度の事業名

称は「次世代自動車産業参入促進支援事業」）を実施した。  

⑤ 水素・燃料電池実証プロジェクト（ＪＨＦＣ）の実施 

 水素・燃料電池実証プロジェクト（ＪＨＦＣ）の第2期（平成18～22年度）により、大阪市

内及び関西国際空港に水素ステーションを整備・運用するとともに、燃料電池小型移

動体を用いた実証や、水素社会に向けた普及活動を行った。これらにより、水素ステ

ーションにおける、実使用に近い条件化における課題の明確化、規格・法規・基準作

成のためのデータ取得が行われた。 

⑥ ＦＣバス走行実証実験 

 経済産業省のプロジェクトで、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（ＮＥＤＯ）と水素供給・利用技術研究組合（ＨｙＳＵＴ）との共同研究事業である「地域

水素供給インフラ技術・社会実証」の一環として、関西国際空港第２ターミナルビル［Ｌ

ＣＣ（ローコストキャリア）専用ターミナル］のオープンに合わせ、平成 24 年１０月に同タ

ーミナルビルへの連絡バスとしてＦＣ（燃料電池）バスの走行実証が行われた。 

⑦ 新関西国際空港での水素エネルギー導入実証事業 

新関西国際空港㈱、トヨタ自動車㈱、岩谷産業㈱等と連携して、平成 24 年 12 月に

「KIX スマート愛ランド水素グリッド研究会」を設置し、同研究会を基に、わが国初とな

る空港施設への大規模な水素エネルギーの導入を行うこととなり、平成２６年度から３

年間にわたり燃料電池フォークリフトの導入や、水素供給インフラを整備することで空

港内コミュニティーにおける水素エネルギー活用モデルの構築を目指している。 
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２ 各提案機関の取り組み 

２－１ 大阪府 

（１）大阪バイオ戦略の推進 

ライフサイエンス分野では、産学官のトップで構成する、大阪バイオ戦略推進会議

（議長：岸本忠三 千里ライフサイエンス振興財団理事長）において「大阪バイオ戦略」

を策定。「関西イノベーション国際戦略総合特区」で掲げる医薬品、医療機器、先端医

療技術等の分野をメインターゲットとし、オール大阪の産学官が連携・分担しながら、

バイオ振興の活性化に向けたアクションプランとして、その具体化に向けた取り組みを

展開し、世界トップクラスのバイオクラスターを目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大阪バイオ・ヘッドクオーターによる推進体制 

 大阪のポテンシャルを活かし、彩都を中心とする北大阪地域でのバイオ産業の振

興をさらに加速するため、オール大阪での産学官による推進体制として、平成 20年

9月に「大阪バイオ・ヘッドクオーター（事務局：大阪府）」を千里ライフサイエンスセ

ンターに設置。大阪バイオ戦略の着実な推進を図るため、関係機関と協議しながら、

戦略の検証や見直しを行うとともに、関係機関同士の連携事業を企画・推進するな

ど、ヘッドクオーターがコーディネート機能を発揮。 

 

（３）大阪ＥＶアクションプログラムの推進 

大阪府では、EV のためのインフラ・社会システム整備や先進的モデル事業を行う

ことにより、低炭素社会の構築を図るだけでなく、将来的に EV 関連産業の集積を促

すことを目的に「大阪 EV アクションプログラム」を平成 21 年 6 月に策定した。 

本プログラムでは、次の３つの「創」を基本的方向性として施策展開をはかることとし

ている。 

「大阪バイオ戦略」における重点取り組み 

○ベンチャー、ものづくり中小企業等の支援強化 
・オール大阪による「大阪バイオファンド」の組成・運営を通じた出資と成長支援 
・バイオベンチャーやものづくり中小企業等への人材育成・確保支援 
・インキュベーション施設の設置・運営を通じた総合的なスタートアップ支援 

○新医薬品、医療機器開発の円滑化、迅速化 
  ・大阪府立病院機構 5 病院を含む大阪の１５の高度医療機関による治験促進に

向けた仕組みを整備 
  ・「関西イノベーション国際戦略総合特区」による規制改革等を活用した先進的

な医薬品、医療機器、先端医療技術等の開発促進 
○革新的研究の促進・情報発信 
  ・「スーパー特区」やバイオ産業化事業、タンパク質研究・開発連携プロジェクト

「プロテイン・モール関西」等の推進による、大学等研究機関と製薬会社との産

学連携、共同研究促進 
・国際バイオイベントへの出展・視察受入れ等 
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 ア まちづくり インフラ整備等によるＥＶ導入促進 

 イ ものづくり ものづくり企業による技術開発等 

 ウ ひとづくり ＥＶ等に関わる人材の育成 

 

 図 大阪 EV アクションプログラムの基本的方向性 

 

 (4) 大阪ＥＶアクション協議会、大阪ＥＶＩＳによる推進体制 

大阪府では、平成 21 年 6 月に策定した「大阪 EV アクションプログラム」を強力に進

めるため、オール大阪の産学官と EV のエキスパート等の団体から構成される「大阪

EV アクション協議会」を平成 21 年 6 月に設立している。現在では、新たに EV や新

エネルギーに先進的に取り組んでおられるバイクメーカー、ハウスメーカー、道路会社、

研究機関等を加え、41 団体が参画している。 

 さらに、当協議会のＷＧ的な位置づけとして、平成 21年 11月に、大阪発イノベーショ

ン創出を担うための会員組織として「大阪ＥＶＩＳ」を設置し、１９３企業・団体が参加した。

（大阪ＥＶＩＳは平成 25年 11月、大阪府立大学次世代電動車両開発コンソーシアムに

ＥＶ開発を一元化するため、解散） 

 

 (5)おおさかＦＣＶ推進会議による推進体制 

 大阪府では、水素・燃料電池関連産業への中小企業等の参入促進や府民等への

水素・燃料電池の普及促進を図るために、国のプロジェクトと連携し、FCVを活用した

様々な事業を展開するとともに、平成 15年度からＦＣＶに関連する産学官の団体で構

成される「おおさか FCV推進会議」（構成:23団体）の事務局を担っている。 

平成２６年度には新関西国際空港㈱が加入し関西国際空港における水素グリッドプ

ロジェクトとの連携を強化するとともに、「大阪府内における水素ステーション整備計

画」を策定し、民間事業者との役割分担のもと、ステーション整備を促進していくことと

している。 

 

２－２ 大阪府立大学 

大阪府立大学は「高度研究型大学～世界に翔く地域の信頼拠点～」を基本理念と

して、最先端の研究を地域に還元することを目指し活動しており、日経産業地域研究
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所による「地域貢献度」ランキングでは、国内全 733 大学中 8 位となっている。 

また、大阪 EV アクション協議会に参画するとともに、ＥＶの主要パーツである蓄電

池やモーターをはじめ、ＥＶ及びその充電インフラ等に関連する応用化学や機械工学、

電気情報システム工学、さらにはＥＶの普及経済モデル等の経済学分野において、優

秀な研究者を擁している。 

これらのことから、ＥＶ及び関連分野の市場ポテンシャルを背景に大阪産業の活性

化を図るため、学問分野を超えて優秀な研究員を結集し、ものづくり中小企業等と次

のような研究を展開する中核的拠点として、平成 22年 4月に「大阪府立大学ＥＶ開発

研究センター」を設置した。 

① ＥＶ要素技術の開発研究 

② 大阪産ＥＶの開発研究 

③ 充電インフラの最適配置等の研究 

④ ＥＶに関する経済的アプローチ 

そして、当センターは平成 23年 2月に、大阪産ＥＶ等の開発を目指す企業・団体等

で構成する「大阪産ＥＶ開発コンソーシアム」を設置し、平成２６年１１月時点では、７１

法人・団体会員及び 29個人会員の参加を得た。 

ＥＶ開発研究センター及び大阪産ＥＶ開発コンソーシアムでは、平成 25年 1月に施

行した「超小型モビリティ」に係る国の認定制度等を踏まえ、超小型ＥＶやコンバートＥ

Ｖ等の開発に向けた取り組みを進めている。なお、平成 25年 4月、ＥＶ開発研究セン

ターを改組し、「次世代電動車両開発研究センター」として、ＥＶとＦＣＶの総合的な開

発研究を支援している。 

 

２－３ 千里ライフサイエンス振興財団 

 大学、試験研究機関、産業、行政の連携・交流を促進するとともに、研究とその実

用化を支援することにより、創薬を中心とするライフサイエンス分野における大阪の優

れた特性をさらに伸ばし、研究・開発と産業の活性化を通じて社会に貢献することを目

的に、以下の事業を実施。 

 ・人材育成事業 

 ・研究助成事業 

 ・普及啓発事業 

 ・研究の実用化支援事業 

 このうち、研究の実用化支援事業については、産学官の人材の結節機関としての

強みを活かし、文部科学省の支援施策である「地域イノベーション戦略支援プログラ

ム」も活用しながら、大学、研究機関の創薬分野における研究及びその成果の実用

化を支援するため、コーディネータが個々の研究成果を踏まえ、知財状況や製薬企

業の戦略・得意分野等を調査し、提携・技術移転の可能性が高い製薬企業等とのマ
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ッチング・アライアンスに取り組む。 

また、当財団の創薬関連企業ネットワーク（約 180 社）やタンパク質関連の研究開

発に強みを有する企業・研究機関等で構成された「プロテイン・モール関西」の活動

を通じて、企業間、研究と企業の間の橋渡しを促進し、ライフサイエンスの実用化を

推進する。 

 

２－４ 大阪商工会議所 

大阪商工会議所では、産学医、産産が連携して、医療・研究現場で必要とされる医

療機器やバイオ関連研究支援機器などの開発を促進する事業として、平成 15 年より

「次世代医療システム産業化フォーラム」を実施している。 

毎月開催の定例会では、全国の医療関係者・研究者並びに国内外の大手医療機

器企業から、医療・研究現場のニーズや研究機関の研究成果並びに自社の商品・研

究開発ニーズ等が提示され、企業に直接、製品化に向けた共同開発が提案される仕

組みが構築されている。これまで医療機関、大学・研究機関から提案があった案件 

のうち、企業との共同開発が検討されているのは５４０件、そのうち製品化・実用化に動

き出している案件が１７６件。中小企業を含め、多様な企業が独自技術を活かし、医療

機器の開発に着手するなどの大きな成果が挙がっている。 

 また、医療機器の事業化支援にも取り組んでおり、事業計画、薬事手続き、知財

管理、販路確保、海外展開等について、支援体制の整備を進めている。特に海外展

開支援については、世界でもトップクラスの医療機器産業クラスターである、米国ミネソ

タ州、シンガポールの両組織と協力提携を締結し、支援プログラムを実施する。 

 

２－５ 広域支援機関の位置付け 

（１）ライフサイエンス分野 

オール大阪の産学官のトップで構成する、大阪バイオ戦略推進会議（議長：岸本忠

三 千里ライフサイエンス振興財団理事長）において策定された｢大阪バイオ戦略｣に

おいて、千里ライフサイエンス振興財団は「先端医薬品開発の推進」、大阪商工会議

所は「ものづくり中小企業の集積を活かした医療機器開発等、異業種参入の促進」を

担う中核的機関に位置付けられている。 

 

⑤ 新エネルギー分野 

 大阪府立大学は、「大阪ＥＶアクションプログラム」の推進体制である「大阪ＥＶアクシ

ョン協議会」に参画し、同プログラムに基づくＥＶ開発の中核拠点として、府立大学に

平成 22年 4 月「ＥＶ開発研究センター」を設立し活動してきた。平成 25年 4月には、

ＥＶとともに次世代の自動車として注目されるＦＣＶ（燃料電池自動車）に関する要素技

術等の開発研究や技術支援にも取り組むため、「ＥＶ開発研究センター」を改組し、
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「次世代電動車両開発研究センター」を整備して活動している。 

 また、大阪府立大学は、ＦＣ及びＦＣＶの分野にも優秀な専門的研究者を擁している

ことから、平成 25 年度から「おおさかＦＣＶ推進会議」に参加し、水素・ＦＣＶ関連の開

発中核拠点の役割も担い、ＥＶとＦＣＶを総合的に推進することとしている。 



 

 11 

３ 本事業の目標・方向性 

３－１ 目標・方向性 

（ライフサイエンス分野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優れた研究シーズ・技術シーズ有する、 

バイオベンチャーやものづくり中小企業の成長を支援し、 

新しい医薬品や医療機器、先端医療技術等の創出を目指す。 

 

○新しい医薬品や医療機器、iPS 細胞（再生医療・創薬等。iPS 細胞を活用した

再生医療や創薬への応用、細胞培養・評価関連機器等の周辺技術も含む）

等の創出は、府民生活の質を向上させる上において、社会的要請が極めて

高く、また、産業としても今後の成長、発展が見込まれ、大阪経済の活性化に

つながるものである。 

○ライフサイエンス分野における新製品の創出にあたっては、治験、臨床研究を

含め、巨額の資金と時間が必要であることから、本分野に果敢にチャレンジ

し、有望な研究・技術シーズを有する企業を集中的にバックアップする必要が

ある。 

○このため、バイオベンチャーやものづくり中小企業の成長支援策として、 

・企業間の提携や技術移転、共同研究の推進 

・企業経営や研究開発の推進に係る実務能力の向上 

・実用化を進める上で不可欠な治験環境の整備 など 

 に関する取り組みを実施する。 
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（新エネルギー分野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＶやＦＣＶなど次世代電動車両の普及に向けた開発に係る 

研究シーズ・技術シーズを有する中小企業・ベンチャーを支援し、 

新産業の創出、新ビジネスの振興を目指す 

 

○ＥＶやＦＣＶの普及に向けた新技術等の開発は、低炭素化社会の実現に向け

た府民への普及啓発に資するとともに、新たな需要を呼び起こして、大阪産

業の活性化にもつながるものである。 

○しかしながら、ＥＶやＦＣＶ及びそれらの関連部品等の開発に当たっては、安

全性の確保等が厳しく要求され、長期の開発期間と巨額の資金が必要である

ことから、有望な研究・技術シーズを有する中小企業・ベンチャーを集中的に

バックアップする必要がある。 

○このため、中小企業やベンチャーの開発、ビジネスの支援策として、 

・企業間の提携や技術移転、共同研究の推進 

・ＥＶとＦＣＶに共通するモーター、ＩＴ，材料等の要素技術の開発 

・超小型モビリティ等の新たな制度に対応できる技術開発 など 

 に関する取り組みを実施する。 
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３－２ 事業目標の設定と評価 

   おおさか地域創造ファンド事業の実施期間終了後の成果目標については、次の

指標とする。 

 

（ライフサイエンス分野）実施期間（平成２５～２８年度） 

① 医薬品分野における提携・技術移転件数            １３件 

② 医療機器分野での製品の創出件数                ４件 

③ 医療機器分野での試作品件数                  １６件 

④ 医療機器分野での共同研究・開発                ２０件 

⑤ iPS細胞（再生医療・創薬等）分野での共同研究・開発等   ４件 

 

（新エネルギー分野）実施期間（平成２５～２７年度） 

① ＥＶ・ＦＣＶ関連分野における提携・技術移転件数    ８件 

② ＥＶ・ＦＣＶ関連分野における試作品開発件数     １５件 

③ ＥＶ・ＦＣＶ関連分野における製品創出件数         ８件 

④ ＥＶ・ＦＣＶ関連分野におけるビジネスモデルの策定 

 

上記事業目標の達成状況については、「関西イノベーション国際戦略総合特区関

連事業専門委員会（仮称）」において評価を行うとともに、公益財団法人大阪産業振

興機構に設置する「ファンド事業審査委員会」において、毎年度、評価を受けるもの

とする。 

 

３－３ 目標達成に向けた取り組み 

(1)ライフサイエンス分野 

 先端的・革新的な医薬品や医療機器、iPS 細胞（再生医療・創薬等）の創出には、

主に以下のような課題が存在している。 

・ライフサイエンス分野の研究開発には、多額の費用と時間が必要である。特に 

資金やノウハウに乏しい企業にとっては十分な研究・開発等事業展開が行えない。 

・高度・先進的な技術について、大学・研究機関や大手企業等からのアドバイス･目利

き評価を受ける機会が無い。 

・大手企業等とのアライアンス窓口が無く、研究成果が製品化に結びつきにくい。 

・治験に関する情報不足や医療機関における体制の不備など、治験に参入する環境

が十分に整っていない。 
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こうした課題を踏まえ、府内バイオベンチャーやものづくり中小企業等の成長を促進

し、研究開発からその実用化に向けた取り組みを支援する。 

① 当該企業に対する直接資金助成（重点プロジェクト） 

バイオベンチャーやものづくり中小企業等の基盤技術の高度化を支援し、企業の

競争力の強化や新事業の創出を推進するため、将来有望な取り組みに対し助成。 

○基盤創薬技術の実用化に向けた取り組み支援 

 ○医療機器等の試作品開発費 

 ○iPS細胞を活用した再生医療や創薬への応用、細胞培養・評価関連機器等の周

辺技術に関する研究開発費 

 ○ＦＳ調査（特許戦略調査、市場開発調査、薬事申請事前調査等） 

 ○新規市場開発費 など 

②当該企業群に対する間接的支援（高度専門サポート） 

 広域支援機関（千里ライフサイエンス振興財団、大阪商工会議所）がバイオベンチャ

ー、ものづくり中小企業等に対し、コーディネータ等による支援を実施。 

○マッチング・アライアンス促進支援 

○医療機器分野への新規参入促進支援、国際展開支援 

○専門実務セミナーの開催 

○治験環境の整備 など 

 ※専門実務セミナー及び治験環境の整備については、大阪医薬品協会と連携して

実施。 

  

（２）新エネルギー分野 

中小企業やベンチャーが新たなＥＶやＦＣＶ及びそれらの関連製品等を開発する

には、主に以下のような課題が存在している。 

・ＥＶやＦＣＶは公道を走行し、また、バッテリーやＦＣ（燃料電池）は燃焼する危険性

があることから、ＥＶやＦＣＶ関連分野の研究開発には、長期にわたる実証や多額の

研究開発費用が必要である。 

・資金や経験に乏しい中小企業やベンチャーにとっては、十分な研究・開発等事業

展開が行えない。 

・高度・先進的な技術について、大学・研究機関や大手企業等からのアドバイス･目

利き評価を受ける機会が無い。 

・大手企業等とのアライアンス窓口が無く、研究成果が製品化に結びつきにくい。 

・超小型モビリティなど国の新たな制度等に関する情報不足や評価試験を実施でき
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る施設・設備の不備など、新制度に参入する環境が十分に整っていない。 

 

こうした課題を踏まえ、府内中小企業やベンチャー等の新技術開発・新ビジネス創

出を促進し、研究開発からその実用化に向けた取り組みを支援する。 

① 当該企業に対する直接資金助成（重点プロジェクト） 

中小企業やベンチャー等の基盤技術の高度化を支援し、企業の競争力の強化や

新事業の創出を推進するため、将来有望な取り組みに対し助成。 

 ○ＥＶ・ＦＣＶ及び関連製品等の試作品開発費 

 ○ＦＳ調査（特許戦略調査、市場開発調査、薬事申請事前調査等） 

 ○新規市場開発費 など 

②当該企業群に対する間接的支援（高度専門サポート） 

 広域支援機関（大阪府立大学）が中小企業、ベンチャー等に対し、コーディネー

タ等による支援を実施。 

○ＥＶ・ＦＣＶ及び関連製品等の開発技術取得に向けた指導 

○マッチング・アライアンス促進支援 

○ＥＶ・ＦＣＶ関連分野への新規参入促進支援、国際展開支援 

○専門実務セミナーの開催 

○超小型モビリティなど新たな制度への参入に向けた技術支援 など 

○採択事業者の技術をビジネスに生かすためのビジネスモデルの作成 

 

４ プロジェクトの推進体制及び役割 

４－１ 大阪府 

○医療機器相談体制の充実や規制改革、ベンチャー等の研究シーズ発掘（顧客化

の推進）などの各種施策と連携し、本プロジェクトを支援。 

○ＥＶ・ＦＣＶ関連の基盤（充電インフラ、水素ステーション）整備促進や規制改革、

中小企業等の技術シーズ発掘（顧客化の推進）などの各種施策と連携し、本プロ

ジェクトを支援。 

 ○広域支援機関のベンチャー、中小企業支援に係る、実務面での協力。 

○プロジェクトの進捗管理等、全体をコーディネート。 

 

４－２ 広域支援機関【大阪府立大学、千里ライフサイエンス振興財団（大阪

医薬品協会と連携）、大阪商工会議所】 

○医薬品、医療機器、先端医療技術関連のベンチャー、ものづくり中小企業等

の研究シーズの実用化、ステップアップに向けた支援。 
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○ＥＶ・ＦＣＶ関連の中小企業・ベンチャーの技術シーズの実用化、ステップ

アップ、認可に向けた支援。 

○広域支援機関による支援対象となる企業の掘り起しや、広域支援機関が有す

る企業等のネットワークを活用した、企業間連携の推進。 

○コーディネータ等の専門的視点から、おおさか地域創造ファンド公募案件の

審査等の実施。 

○医薬品分野のうち、ビジネス商談会、治験環境の整備、専門実務セミナーに

ついては、大阪医薬品協会とも連携して実施。 

○ＦＣＶ関連の実務セミナーについては、おおさかＦＣＶ推進会議との連携に

より実施。 

 

４－３ 大阪産業振興機構 

○おおさか地域創造ファンドを活用し、ベンチャー、ものづくり中小企業等 

の試作品開発や市場開拓等に対する助成を実施。あわせて、その助成先を決 

定する審査委員会を設置。 

○おおさか地域創造ファンドを活用し、広域支援機関に対し、コーディネータ

経費やセミナー開催経費等の拠出 

  

 
 

 

５ 助成対象事業の選定・支援 

  助成対象事業の要件、助成限度額、助成率及び助成期間、選定方法につい

ては、おおさか地域創造ファンド事業助成金交付要綱に定める。 


