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はじめに 

 

羽田空港の国際化に伴い、羽田地域は世界への、特に中国、韓国、台湾、タイ、ベトナム

など急速に発展するアジア近隣諸国へのゲートウェイとして、極めて付加価値の高い地域

として魅力が高まっている。 

 

羽田地域は既に物流センターや精密機械ものづくりなどの拠点でもあり、今般の国際化に

伴い、国際観光の拠点のみならず、そのアクセスの至便さをはじめに、平和島などの特徴

的な環境などから、研究開発、製造、物流、レジャーまで国際拠点として大きく発展する

潜在能力を持っている。 

 

本報告書では、このような潜在能力を有する羽田国際空港を核とする羽田地域からの我が

国の国際化の推進ひいては国際的競争力の強化、特に情報通信技術分野における国際競争

力強化のための施策を検討する。 
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1. 羽田空港国際化に伴うビジネス環境の変化と期待されるメリット 

 

1.1. 概要 

平成 21 年の ACI (Airport Council International)統計によると、羽田空港の年間旅客

数は 6,100 万人となっており、現在においても、国内 多の空港であるとともに、世界的

に見てもアトランタ、ロンドン、北京、オヘア空港に次ぐ第五位の位置を占める旅客数の

多い空港である。 

 さらに平成 22 年 10 月に供用を開始された４本目の滑走路と国際線ターミナルの整備に

より、国内便の大幅な増加が見込まれると共に国際化に向けて一層進展することから、国

内線と国際線の結合する 大のジャンクションとして、国内外の人的交流と物流のターミ

ナルとなると考えられ、地域に多大な経済的影響を与えるものと考えられる。 

 

項目 再拡張前 将来（平成 25 年） 

発着容量 約 30.3 万回 約 40.7 万回 

国際線発着回数 約 1万回 約 6万回 

旅客者数 約 6,700 万人 約 8,700 万人 

国際線旅客者数 約 181 万人 約 726 万人 

  

羽田地区のメリットは、何よりも東京・横浜・川崎という巨大マーケットを背後に抱え

その活力を活用できることと、そのアクセスの利便性にある。また周囲には多種多様の産

業がありその集積効果が得やすく、そのための人材を集めやすい環境や整備された土地が

ある。さらに仁川国際空港（韓国）、チャンギ空港（シンガポール）をはじめ東南アジアに

おいて国際的ゲートウェイ機能を果たしている空港の拡充整備が進んでいることとあわせ、

羽田地区は東南アジアからも非常にアクセスのいいビジネスの場としても大きな役割を期

待されている。  

  

財団法人大田区産業振興会および広域関東圏産業活性センター作成の「羽田空港際国際

化に伴う大田区経済への影響等の調査」に下記が報告されている。   

   

羽田空港が立地する大田区には、国際的に高い評価を受けているものづくり産業の集積

があり、タイや中国との産業交流を続け、アジアとのネットワークを構築している。羽田

空港を発着する国際線としては、ソウル、上海、香港との国際チャーター便が毎日運行さ

れており、再拡張後アジア等との直行便が拡大されたことにより、産業連携の促進がより

一層図られるものと期待される。  

また、空港周辺地域においては、再拡張・国際化に伴って必要となる機体整備などの空

港業務関連産業や航空貨物サービスなどの物流機能のさらなる集積や、国内外からの集客
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力を活かした新しい産業の創出も期待できる。 

図 1-1は 前述の「羽田空港際国際化に伴う大田区経済への影響等の調査」より抜粋した、

羽田空港国際化に伴うビジネス環境の変化と期待されるメリットをまとめたものである。 

羽田空港国際化に伴うビジネス環境の
変化と期待されるメリット

羽
田
空
港
の
再
拡
張

発
着
容
量
の
拡
大

空
港
の
24
時
間
化

空港機能及び関連サービスの拡充

居住施設の充実・確保

地域交通サービスの充実･確保

物流の活性化

人的交流・情報交流の活性化

企業・機関等の立地促進

利用者利便性の向上

集客性・集荷性の向上

航空ネットワークの多様
化・多頻度化・国際化

人・モノ・情報の流れ
の活性化

産業立地の魅力・優
位性の向上

空港業務関連機能

住宅機能

交通アクセス

航空貨物サービス関連産業

コンベンション機能

宿泊機能
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ン
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告書より抜粋

 

図 1-1 羽田空港国際化に伴うビジネス環境の変化と期待されるメリット 
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2. 内外空港事例 

 

2.1. 概要 

本研究会の検討のために 

① 空港との近接性 

② 近隣諸国や国内各地が日帰り可能という特性 

③ 地域に立地する伝統産業や教育・研究機関との関連 

④ 国や自治体の政策との関連 

等、羽田空港跡地の特徴と共通する特徴を生かし、地域活性化や国際競争力強化を図って

いると思われる事例として、下記のような国内外の空港について調査した。 

 

2.2. バーミンガム空港(英国) 

 

バーミンガム空港は旅客数 857 万人(2010)で英国第 7 位の空港であり、英国内のみならず

ヨーロッパ、北米、中東、南アジア等への空路が開設されおり、大部分のヨーロッパ諸国

へは 1～2時間で到達可能である。 

バーミンガムは産業革命以来の古い工業都市であり、製造業の衰退につれてこの地域も衰

退化していたが IT、医療、環境関連の新しい産業の立地と英国の EU 加盟とともに EU 諸国

との交流により地域活性化を図っている。 

このための空港隣接地及びバーミンガム市内の施設例として下記がある。 

 

① The NEC( National Exhibition Centre) 

英国 大の国際展示場・会議施設。 

約 263 万㎡の敷地に合計展示面積 20 万㎡の 21 ホールがあり英国 大の展示場 

年間約 160 の展示会を開催、約 400 万人の参観者 

20,000 台の駐車場、5 ホテルが敷地内に立地 

空港ターミナルから Air-Rail link(24 人乗りのケーブルカー)に乗車(90 秒)してバ

ーミンガム国際駅で下車、徒歩で 180m の屋根付き歩道によりアクセス 

会場の 3 Zone で Wi-Fi アクセスが可能(1 時間約 600 円) 

敷地内に隣接して床面積約 3000 ㎡のイベント会場 LG Arena(韓国 LG がネーミング

ライツを取得) がある。 

② Birmingham Science Park Aston 

バーミンガム市、アストン大学、ロイズ銀行の 3者により 1983 年から建設 

空港から鉄道で 30 分でアクセス(鉄道乗車時間は 11 分) 

敷地約 57,000 ㎡、90 企業が所在 

インキュベート施設、オフィス施設、会議室、ホール等から成る。 
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Digital , IT , 医療保健、環境技術等に関する技術革新、起業、既存企業振興等に

よる地域再生活性化を目指す。 

 

    

バーミンガム国際空港 The NEC(国際展示場) 

バーミンガム国際駅 

図 2-1 バーミンガム空港と The NEC(国際展示場) 

 

 

2.3. スキポール空港(オランダ) 

 

スキポール空港は、年間貨物取扱量が 150 万トンでヨーロッパ第 3 位、年間旅客数は、

約4500万人でヨーロッパ第5位の空港(いずれも2010)であり空港を中心とし周辺に産業集

積を図っている。周辺に 5 つのビジネスパークが立地するほか、空港内に大規模な会議、

オフィス施設がある。そのほか、空港から 10 分でアクセスできるアムステルダム市内にも

RAI コンベンションセンターがある。 空港から車で 15 分の土地には世界の花の 40％の取

引が行われるアールスメール花市場があり、取引の 80%は輸出向けである。 

 

下記は空港周辺に立地するこれらの施設の例である。 

① WTC Schiphol Airport 
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空港内に立地するオフィス施設(ワールドトレードセンター) 

Sheraton Hotel、Hilton Hotel 等の会議・宿泊施設も隣接空港ターミナルから屋

根付き歩行者デッキで直結 

8 棟のビルからなるオフィス施設 

第一期  床面積 30,000 ㎡  駐車場 2500 台  1996 年完成 

第二期  〃  35,000 ㎡   〃   3000 台  2003 年 〃  

② Park Schiphol –Rijk 

空港に隣接するビジネスパーク 

空港から 5分でアクセス 

第一期 300,000 ㎡(2008 年完成)、第二期  150,000 ㎡(2008 着工) 

周辺ビジネスパークを含めて 1400 社を超える外国企業を誘致 

 

図 2-2 スキポール空港周辺のビジネスパーク一例(Park Schiphol -RijK) 

 

③ Amsterdam RAI コンベンションセンター 

展示スペース  84000 ㎡ 

ホール(Auditorium)   1750 席 

会議室      48 
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    スキポール空港から車で 10 分(鉄道、市街電車等も可)でアクセス 

    (アムステルダム市南部) 

毎年 50 以上の国際会議 70 以上の展示会を開催 200 万人以上の訪問者がある。 

 

 

図 2-3 Amsterdam RAI コンベンションセンター Floor plan 

 

図 2-4  Amsterdam RAI コンベンションセンター 外観 
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2.4. ドイツ（フランクフルト国際空港（Flughafen Frankfurt am Main）） 

 

この空港は、旅客数では、ロンドン、ヒースロー空港、フランス、シャルル・ド・ゴー

ル空港に次ぎ３番目（２００７年、旅客数５，４１７万人）になるが、ヨーロッパで 大

の国際物流ハブ（ロジステック拠点）空港（２００７年、貨物取扱量２１０万トン）であ

る。 

空港内にある、敷地 149 ヘクタール（149 万㎡）のカーゴシテイは 252 社の物流企業が存

在し、 大の国際物流ハブになった環境や条件は、 

① 顧客と納入業者に近接した空港 

フランクフルト空港周辺 200 km の範囲内にヨーロッパのどの地域よりも多い人口 

3,500 万人の消費者が存在 

② 交通の要所 

空港が位置するフランクフルトインターチェンジは通行量が 大のアウトバーン 2 

本が合流（Ａ３号線とＡ５号線）しており、ヨーロッパで も重要な内陸水路を形

成するマイン川とライン川の 2 本の川が有ること。また、この場所はドイツ鉄道AG

高速網に囲まれており、数時間内でドイツの全大都市および国境を接する隣国に行

くことができる。 

ヨーロッパ 大のフランクフルト中央駅は地下鉄（Ｕバーン）や都市交通（Ｓバー

ン）で空港から１２分の距離と非常に便利であることが挙げられる。 

     

図 2-5 ドイツフランクフルト空港とアクセス 

 

2.5. 仁川国際空港 

仁川国際空港は、年間旅客数約 3000 万人、取り扱い貨物量 238 万人(いずれも 2008)で、

貨物取扱高は世界第 2 位となっている。2020 年に拡張工事が完成すれば、空港総面積では

成田空港の 5倍となる予定である。 

空港を中心として仁川経済自由区域が設けられ韓国政府は北東アジアの物流・国際ビジ

ネス・国際金融のハブを目指し、①ウォータパーク、②ファッションアイランド③テーマ
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パーク④メディカルセンター⑤エコパーク⑥オーシャンランドパーク 等を含む巨大な空

港複合都市として総合的開発を行っている。 

 

空港に隣接するメディカルセンター建設計画事例を下記に示す。 

① 永宗メディカルセンター 

韓国初の外国人専用マルチクリニックを 2012 年開院 

仁川国際空港から数分の距離にある国際業務地区内に建設 

国際空港隣接メリットを生かした短期滞在外国人患者対象の外来中心複合クリニッ

クとして運営 

形成外科、皮膚科、歯科、健康健診センター、韓国漢方、幹細胞バンク等 

医師、看護師等医療スタッフ約 110 人配置、CT、MRI も設備 

仁川空港トランジット客向けの 30 分-2 時間の「ワンストップカスタム健康診断」 

同行する子供のための小児健康診断プログラムも設ける。 

スパ(温泉療養）やダイエットプログラムとも結びつける。 

米国、中東、中国、シンガポール、台湾、香港等の患者を対象 

中国人患者のための中国人医師の採用や複数の外国語が話せる診療コーディネー

タや看護師も募集 

 

 

図 2-6 仁川空港に隣接する永宗メディカルセンター完成予想図 

 

2.6. 神戸空港 

 

下記に示すように、空港隣接地に国際会議場・展示場として神戸コンベンションセンタ

ーを建設するとともに周辺地に「先端医療センター」「バイオメディカル創造センター」「臨
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床情報研究センター」等の先端医療産業関連施設を誘致し、先端医療産業特区の認定を受

けて神戸医療産業都市構想による産業集積を推進、“日本で一番空港に近いコンベンション

センター”と先端医療技術施設群構築により地域活性化・国際化を図っている。 

 

① 神戸コンベンションセンター(http://kobe-cc.jp/index.html) 

空港アクセス 神戸空港からポートライナーで 8分 

施設 国際会議場、国際展示場、ホテル 

規模 国際会議場 692 名収容メインホール、360 名収容国際会議室、200

名収容会議室 4室を含む全 21 室 

国際展示場 3,800 ㎡コンベンションホール、3,000 ㎡展示スペース×2 他合計

13,600 ㎡展示面積 

ICT 会議場、展示場、神戸ポートピアホテル間に 1Gbps 専用光ネットワー

クを敷設 

 

② 先端医療センター、バイオメディカル創造センター、臨床情報研究センター 他 (神戸

医療産業都市) 

空港アクセス 神戸空港からポートライナー6分、コンベンションセンター手前 

施設 表記 3 施設＋神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター、理

化学研究所、神戸医療機器開発センター、神戸健康産業開発センタ

ー、神戸市立医療センター等 

目的 神戸経済活性化、先端医療技術による市民の健康福祉向上、アジア

諸国医療水準向上をはかる国際貢献 

 

神戸コンベンションセンター周辺エリアマッ

プhttp://kobe-cc.jp/access/syuhen_kakudai.html) 
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図 2-7 神戸国際会議場及び神戸医療産業都市 施設配置 
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3. 我が国の国際競争力の現状と課題 

 

3.1. 我が国の国際競争力の順位  

世界の政財界人らが集う「ダボス会議」を主催する世界経済フォーラム（ＷＥＦ：Ｗorld  

Ｅconomic  Ｆorum)（本部・ジュネーブ）は ２０１１年 ９月、国際競争力に関する年次

報告書を発表,調査対象の１４２カ国中、日本の順位は前年の６位から９位に後退している。  

１位は３年連続でスイスだった。 日本の順位が下がった理由として、経済が依然停滞して

いることや、財政赤字が一層深刻化したことなどを挙げている。  

 ２位以下はシンガポール、スウェーデン、フィンランド、米国が続いた。新興国では、

中国が前年より１つランクを上げて２６位だったほか、ブラジル、インド、ロシアはそれ

ぞれ５３位、５６位、６６位だった。 

また一方、ＩＭＤ（国際経営開発研究所）は、２０１１年５月、日本の国際競争力のラ

ンキングは、２６位と発表している。（２０１０年は２７位）この中で、香港１位、台湾６

位、マレーシア１６位、中国１９位、韓国２２位、と中国、韓国、東アジアが日本より上

位にあり、年々上位に上昇して 来ていることが注目される。  

国際競争力の評価は、その国の、①経済状態、②政府の効率性、③ビジネスの効率性、

④インフラの４つの大項目からなり、日本は ①～③については、低い評価となっているが、

④インフラ、特に、（ａ）科学インフラ、（ｂ）健康と環境、（ｃ）技術インフラ、（ｄ）基

盤インフラでは高い評価となっている。  

何故、１９９３年までの、５か年連続で世界の１位であった日本が、この様に順位を下

げたのか？ 

 

3.2. 国際競争力低下の主な原因と課題 

① 中国、韓国、東アジア諸国の台頭 （振興国の生産基盤の高度化）  

② 我が国の産業空洞化 （海外生産拠点化、企業の海外移転、設備投資の海外重視）  

③ 国内規制の緩和と国際的調和への取り組みの遅さ （貿易・経済の自由化対応）  

④ 少子高齢化と人口減 （労働人口減）  

⑤ 国際化対応人材の育成と活用不足 （海外人材の活用）  

⑥ 国際標準化活動への積極性欠如 （ガラパゴス化）  

⑦ 電子政府への対応遅れ（韓国とは大幅な落差）  

⑧ 労働時間の上限制限 

⑨ 産学官連携の弱さ  

⑩ 研究開発投資の低効率性  

等が挙げられる。 

この様に、年々国際的競争力の低下が進む我が国で、どの様な対策が取られているのか？ 
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3.3. 国、政府の「新成長戦略実現 2011」（平成 23 年 1 月 25 日 閣議決定）よ

り 

成長戦略の一環として、国際競争力や地域活性化の為の制度・規制改革や、企業の競争

力強化や外資系企業の立地促進の為の国内投資の促進が必要であることの認識が示され、 

下記の施策が掲げられている。 

① 環境・エネルギー 

– 総合的なグリーン・イノベーション戦略の策定 

– 「環境未来都市」構想の推進 

② 健康 

– 医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等必要な患者に世界標準の医

薬品・医療機器を迅速に提供すべく、選定された医療機関において実施する

先進医療の評価・確認手続等の運用の改善  

– 国際医療交流の促進 

外国人患者及びその付添人について，医療目的に特化した「医療滞在ビザ」

の運用及び長期滞在可能な在留資格を付与する取扱い  

③ アジア経済 

– パッケージ型インフラ海外展開の推進  

– アジア拠点化の推進等 

認定されたグローバル企業に対し支援措置を講ずる「アジア拠点化推進法案

（仮称）」  

– グローバル人材の育成と高度人材の受入れ拡大  

2020 年における目標（海外留学・研修などの日本人学生等の海外交流 30 万

人、外国人学生の受入れ 30 万人）の達成に向けた国際戦略  

– 知的財産・国際標準化戦略とクール・ジャパンの海外展開  

④ 観光立国・地域活性化 

– 総合特区の創設  

– 「訪日外国人 3000 万人プログラム」の推進  

⑤ 科学・技術・情報通信 

– 研究開発投資の促進  

– 情報通信技術の利活用の促進 

 

3.4. 我が国の国際競争力強化に向けた主要施策 より 

（平成１７年１０月 国際競争力強化に｢関する関係閣僚会合｣） 

① 新たな産業群の創造 

– 今後成長の見込まれる新産業群（燃料電池、情報家電、ロボット、コンテン

ツ、環境エネルギー、健康・福祉）の具体化を図るため、研究開発や人材育
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成などを推進する。また、我が国製造業の競争力の重要な源泉である中小企

業や高度部材産業を対象に、技術力・競争力の強化に向けた取組を支援する。 

– 我が国文化を海外へ発信しソフトパワーを強化するとともに、映画・映像な

どのコンテンツの作成支援、海外を含めた流通支援を行う。 

– 先端的な医薬品・医療機器や医療技術に関する臨床研究、研究開発を推進す

る。また治験基盤の強化・充実を図る。 

② 重点産業の競争力強化 

– 意欲と能力のある担い手に対する重点的支援、農地の利用集積など農業構造

改革、食農連携を推進するとともに、生産資材コストの低減や革新的新技術

による生産性向上、物流効率化など生産から流通にわたる効率化を図る。 

 

3.5. 未来都市モデルプロジェクト（2011 年３月７日（社)日本経済団体連合） 

世界ではグローバル化が一段と加速するなか、わが国企業の国際競争力の強化はまった

なしである。これまでわが国は世界に冠たる技術立国の地位を築き上げることで高度成長

を実現してきた。しかし、今や新興国が安価で潤沢な労働力を背景に世界市場に攻勢をか

ける一方、わが国は世界経済の成長から取り残されつつある。わが国が今後、中長期にわ

たって熾烈な世界競争に打ち勝っていくためには、自らの強みである「技術力」と「人材

力」に一層磨きをかけ、世界に先駆けて多様なイノベーションを創り出す「イノベーショ

ン立国」を実現していかねばならない。  

世界では技術やサービスのキャッチアップのスピードが高まるなか、個別の技術、製品

単体だけでは、国際競争力を維持することが難しくなっている。異分野、異業種間の垣根

を取り払い、高度な技術やサービスを組み合わせたシステムとしての総合力で勝負しなけ

ればならない時代を迎えている。 

民間企業各社が持つ先端技術、製品、サービスを持ち寄り、パッケージ化して付加価値

を高め、産業競争力の強化や新事業・新産業の創出につなげる。その際、国内外を問わず、

優れた技術、人材、研究開発機能、企業を積極的に呼び込む「総合力の発揮による産業競

争力の強化」が大切であると述べている。 

これ等の諸施策は、日本にとって早急に対処されるべき内容と思われるが、その実現性

での課題が多く、当研究会が、より具体的なプロジェクトの検討と実施により、我が国の

国際競争力強化に繋げることを期待したい。 
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4. ヒアリング調査結果による七分野の検討 

 

4.1. 概要 

 

平成 23 年 6 月 9日に開催された第一回研究会を受け、6月 28 日大田区役所を訪問し羽田

地区跡地利用に関わる大田区計画の説明を受けた後、引き続き 7月 11 日より各委員に対し

本研究会に関しての意見・提案等のヒアリング調査を実施した。 

訪問先 （訪問順・敬称略） 

小川委員・清水委員・植松委員・今野委員・竹田委員・関委員・松口委員・ 

千葉委員・湯澤委員・坂井委員 

 

図 4-1に示すように、検討テーマの７分野は、大田区よりの情報、および各委員より得ら

れた意見･提案を、七つの分野に分類・集約したものであり､このテーマに沿って検討を行

うこととした。 

 

検討テーマの７分野

＜ 各委員へのヒアリングの実施結果、下記の7分野に分類 ＞

（6）物流・データセンター

顧客に近いデータセンタ
地震時等の安全・安心対策の重要性
災害緊急対応中央物流管理センター

（5）ものづくり

大田区の個人企業を集結
大田区ものづくりの為の人材育成の場
ロボット・カメラ・おもちゃ等コンセプトを持ったコンテスト
産業クラスター拠点の構築

（7）環境・エネルギー

世界最先端のエコ技術を集積した施設
スマートメータによる街のエネルギー管理

（2）健康・医療

先端長寿健康管理・温泉センター
海外からの健康・観光ツアー
自宅からのＩＣＴ機器による健康チェック

・

（1）コンベンション・

観光・アミューズメント
世界の物産展
異コンセプトコンベンシヨンセンタ
常設展示スペース
高度技術製品展示場
ハトバスツアー等への観光組み込み
研究開発国際会議の開催
日帰り可能な会議場
航空機博物館

（4）コンテンツ・ソフト

世界のコンテンツクリエータの集結
音楽制作機能の集結
ハリウッドと提携した映画コンテンツ制作機能の集結

（3）ＩＣＴ農業

最新のＩＣＴ技術と自然エネルギーハーベストによる農園
遠隔画像モニタによる農作物育成状況管理

 

図 4-1 検討テーマの７分野 
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4.2. （１）国際コンベンション・観光・アミューズメント機能基盤 

 

4.2.1. 現状及び提案の方針 

世界各国には多数のコンベンション施設が建設されており、これらの施設で開催される

各種イベントは貿易、観光、その他産業振興の有力な手段となっている。この中で、「国内

外で空港周辺施設事例」で例示したごとく、航空交通による参加者の便宜を図り、イベン

トの効果を高めることを狙って空港周辺に立地するものが有力な施設となっている。羽田

空港や、成田空港がある東京周辺においては、東京ビッグサイト(展示スペース 51,000 ㎡).  

パシフィコ横浜(展示スペース 20,000 ㎡)、幕張メッセ(展示スペース 54,000 ㎡) 等の有

力施設が立地する。 

 

大田区では、区内のものづくり産業振興・国際的競争力強化を狙って羽田空港跡地(第 1

ゾーン)に展示場・会議施設を主としたコンベンション施設および産業支援施設を建設する

方針を明らかにしているが、これらの施設は上記の有力近隣競合施設と差別化を図る必要

がある。 

ここでは、 

① 新 ICT(情報通信技術)やロボット技術の活用 

日本の 新の ICT・ロボット技術や大田区の産業技術を活用した施設を構築 

② 環境・エコ技術の活用 

世界の類似施設の中で も単位(例：延べ床面積 1 ㎡)当たりエネルギー消費や、再

生可能エネルギー活用により、CO2 排出が少なく、廃棄物のリサイクル率が高い施

設を構築する。 

等により、周辺競合施設との差別化を図り、施設全体が大田区の技術を含む日本の ICT、ロ

ボット、環境、省エネ等関連技術を集積展示したショーケースとなる「スマートグリーン

コンベンションシティ羽田」構築の提案を検討する。 

 

4.2.2. 提案の内容 

大田区が構築を計画するコンベンション施設・産業支援施設に対し下記のような各種技術

の活用や施策を施すことにより、大田区ものづくり産業振興や差別化を行う。 

① ICT 技術活用 

a. 超高速光 LAN(100G 以上)による施設内情報伝送及び高速光回線による国内・国

外との接続 

b. WiMAX, Wi-Fi 等高速無線回線及び LTE、4G 等高速モバイル無線環境の提供 

c. 障害に強いメッシュ通信ネットワークやコグニティブルータ等の 新技術を

利用した緊急時の通信回線の確保 

d. スーパーハイビジョン・デジタルシネマ技術等による大画面高精細ディスプレ
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イや 3D ディスプレイによる展示テレビ会議施設 

e. ワンセグ放送、AR 技術、デジタルサイネージ、電子ペーパ、スマートフォン活

用による情報提供 

f. 大田区内主要企業と会場を結ぶ高速光回線活用による試作、デザイン、受発注

等 

② ロボット技術活用 

a. 多言語通訳ロボット、会場案内ロボットの活用 

b. 試作施設で使用する産業ロボット 

③ 環境・省エネ・エコ技術活用 

a. 施設の屋上を利用する太陽光発電、廃棄物処理による発電等による電力の自給 

b. LED 等による省エネ照明、高効率地域冷暖房システム、 

c. EV による施設内運搬・移動 

d. 会場内全体のエネルギー効率制御を行う CEMS( Centralized Energy Management 

system) 

④ ソフト面(施設運営)での考慮 

a. 高速回線を利用する国内外(近隣)外類似施設、大学、研究機関との連携による

コンベンションの開催(遠隔会場分散、遠隔講演・セミナー) 

b. インターネット放送によるセミナー、展示の会場外への紹介 

c. 産業支援施設(試作、デザイン、技術研修等)とアジア諸国・大田区内の主要企

業、学校とを結ぶ CAD 、データセンター、e-Learning による遠隔試作情報交

換、遠隔研修等の実施 

d. アフターコンベンションとして平和島等近隣アミューズメント施設や水上観光

への参加者誘導 

例えば、海ほたる、川崎大師、平和島等の周遊ツアー 

e. 都内他区の産業や、横浜、川崎等の周辺自治体の特区等と連携による関連コン

ベンション、セミナー等の誘致 

f. 緊急時(大地震、火災、テロ発生時等) における施設利用者の緊急避難場所や多

言語による避難誘導体制の確立、電源の確保、通信の確保 

この項目は多数の利用者で混雑するコンベンション施設では、非常に重要であ

る。特に外国人の利用を予定する国際的施設では、多言語による案内や緊急時

でも 低限の通信を確保することにより、混乱を抑止し外国人利用者に不安を

いだかせないことが死活的に重要である。 

このための対策として(独立行政法人)情報通信研究機構(NICT) や、横須賀リサ

ーチパーク(YRP)で長年研究され実用化試験が行われている自動翻訳技術を活

用した、多言語自動音声翻訳及びテキスト翻訳のような 新技術の活用が望ま

れる。 
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また、非常時の通信確保についても、通信路が不通となった場合、接続可能な

無線通信システムを自動的に探し出すことにより生き残っている他の通信シス

テムに自動的に切り替えて通信路を確保する機能をもつコグニティブ(無線)ル

ータを使用した通信システムが上記同様に NICT や、YRP で研究実用化されよう

としており、このような 新情報通信技術の活用が重要である。(上記①c ②a ) 

g. 国際また日本の物産展、日本の食べ物店、東南アジアのスイーツ展示 

h. 世界のハイテク企業と大田区のものづくりコラボ展示場 

i. 博物館機能（例えば航空、ロボット、メカ系） 

j. 世界の研究・開発や標準化会議等の開催場 

 

  

(最新のICT機器、エコ技術を用いたコンベンションシティ)

既存ﾘｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

LOWCOST宿泊施設

ｱﾌﾀｰｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ
水上ｱｸｾｽによる観光

大容量
蓄電池

RFID

高効率空調設備

高効率証明

会場案内ﾛﾎﾞｯﾄ
通訳ﾛﾎﾞｯﾄ

ｴﾘｱﾜﾝｾｸﾞ
携帯ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送
ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ放送

EV
会場内交通

3Dﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ

ｽｰﾊﾟｰﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ

3Dﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

国内他コンベンション施設

国外他コンベンション施設

複数会場
連携行事

衛星通信

会場外個人参加

ｱﾌﾀｰｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ施設(平和台)
(アミューズメント)

太陽光発電

CEMS
(ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ)

会場内高速ﾓﾊﾞｲﾙLAN
高速移動無線（LTE）

国内・国外施設防災
超高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

施設内を結ぶ
超高速LAN

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｻｲﾈｰｼﾞ

会場ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
案内

救急医療
防災・緊急

太陽光発電

電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ

国際コンベンシヨン・観光・アミューズメント 機能基盤

OHP 1

スマートグリーンコンベンションシティ羽田

 

図 4-2  国際コンベンション・観光・アミューズメント機能基盤提案例 
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4.3. （２）健康・医療 

 

4.3.1. 現状 

医療分野での国際競争力強化を図る政府の“新成長戦略”では、「ライフイノベーション

による健康大国戦略」を７つの戦略分野の一つと位置づけ、医療イノベーション（医薬品・

医療機器や再生医療をはじめとする 先端の医療技術の実用化等）を促進し、国際競争力

の高い関連産業を育成するとともに、その成果を国民の医療・健康水準の向上に反映させ

ることを目指している。 

 これに対応し全国各地での活動が推進されており、例えば、世界に先駆けて超高齢社会

を迎える我が国の課題解決を図るため、次世代の医療ニーズである「個別化医療・予防医

療」の分野、即ち、ひとりひとりの遺伝子情報などに応じた適切な予防・診断・治療を行

う「個別化医療」や、臨床情報などの客観的な根拠に基づいて疾病の予防を図る「予防医

療」の実現を通じて、健康寿命の延伸や社会保障費の抑制といった、超高齢社会に伴う課

題の解決を図り、グローバル企業による革新的な医薬品・医療機器の開発・製造と健康関

連産業の創出に取り組む「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」（神奈川

県・横浜市・川崎市）や、神戸市のポートアイランドにおいて先端医療技術の研究開発拠

点を整備し、産学官の連携により医療関連産業の集積を図る「神戸医療産業都市」を構築

し、基礎研究から臨床応用・事業化までをシームレスに支援する中核施設群をはじめ、200

社を超える医療関連企業が集積する我が国 大規模のバイオメディカルクラスターを形成

させた「神戸医療産業都市」がある。 

一方、第２回委員会（Ｈ２３．１０．２７開催）に於いて、（財）先端医療ヘルスケア推

進財団 代表理事 林 衆治氏他から紹介があった「グローバルヘルスケアイノベーション

センター構想」、これは、日本の先端ものづくり技術を用いて日本および世界のよりよいヘ

ルスケアを構築実用化し、国内患者、医療ツーリズム患者、一般市民、および企業に対し

て、新しい医療技術、健康管理方法、健康管理システムを提供する拠点として、グローバ

ルヘルスケアイノベーション センターの構築を提案するもので、このセンターには、治験

特化専門病院 （メディカルセンター）、研究所、大学院（テクノロジーセンター）という コ

ア施設に、社会施設、複合施設（コマーシャルセンター）を併設し、 医療から健康社会へ

と迅速に実用化を展開する民間施設を目指したものである。 

また、一方“新成長戦略”の中で、「国際医療交流の促進」（外国人患者の受入れ、医療

滞在ビザの創設）、「観光立国・地域活性化」（訪日外国人 3000 万人プログラム）を推進す

るとしている。 

 

4.3.2. 「国際ヘルスツーリズム」 
５０ヵ国を超える国で年間６００万人を超える他国の患者の受け入れが行われていると

いわれており､２０１２年には､その市場規模は１０００億ドルに達するとも予測されてい
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る。  

我が国においては、「新成長戦略」の目標達成に向けた施策の一つとして、治療行為を目

的とした場合の滞在期間を 大６ヵ月まで 可能とした「医療滞在ビザ」が創設され、これ

を受け外務省と観光庁は北京にて日本での医療提供に関する説明会も開催している。  

また、厚労省が外国人患者受入れに対する医療機関認証制度の整備を行う団体の公募を行

うなど医療ツーリズムに向けた取り組みが 進められている  

医療ツーリストの渡航目的は「 先端の医療技術」（４０％）や「より良い品質の医療」（３

２％）、「低コストの医療」（９％）など様々であり、近年では高度な医療技術を有し、アメ

リカの２～３割という低コストで医療を受けられることなどからアジアへのツーリスト数

が急増している。  

また、同時多発テロ以降、中東からのアメリカ入国が厳しくなったこともアジアへツー

リストが流れる要因となっており、今後ますます増えるものと予測されている  

 

4.3.3. 「海外での事例」 
医療ツーリズムを拡大した医療拠点の整備を進めている国がある。例えばドバイでは世

界各国から 先端の医療技術・医療設備を 取り込み、中東の 新医療センターを目指す「ヘ

ルスケアシティ」、中国・北京では世界 大規模の国際医療・療養総合医療施設を 目指す 

「燕達国際健康城」、韓国・済州島では北東アジアの医療ツーリズム中心地として「ヘルス

ケアタウン」がそれぞれ建設中である。  

この様な、国内外の取り組み状況の中で、当委員会として、 

 

4.3.4. 検討と提案 

羽田空港国際化で世界各国から容易にアクセス出来る羽田地区に、国際的にトップレベ

ルの 先端医療研究・開発拠点と、海外からの 先端医療を受ける患者や国際ヘルスツー

リズムで来日した旅行者を受け入れるグローバル健康医療センターを整備することの検討

を行った。（下図参照） 

海外の富裕層、特に中国の人達が来日し健康診断や医療サービスを手軽に利用できるサ

ービスの提供や、帰国後も自宅からインターネットを通して健康チェックや受診、健康相

談等フォローアップサービスが出来ることもＩＣＴの利活用で可能とさせる、また、羽田

地区の温泉施設を利用した温泉療養も、グローバル健康医療センターと合わせ整備検討す

ることを提案したい。 
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健康・医療：“先端医療の研究・開発と国際ヘルスツーリズム受入拠点づくり”

＜海外の富裕層、特に中国の人達が、来日し健康診断や医療サービスを手軽に利用出来るサービスの提供＞

海外の富裕層

羽田国際空港 先端医療研究・開発＆健康・医療センター

海外旅行者

医療情報センター

ＤＢ

ネットワーク

健康・医療アドバイス

自宅

センター

海外
＜ 帰国後もネットワーク経由でフォローアップサービス ＞

ー 海外から国際空港に近隣する保健・医療施設へのヘルスツーリズム ー

（日本の優れた先端医療技術の研究・開発拠点）

（羽田国際空近くに新設）

温泉療養

自宅で健康
チェック・ネッ

トで受診

「 海外からの健康・観光ツアー ：ヘルスツーリズム」

オッフィス

（世界一の長寿国日本のノウハウを活かし）

温泉施設

国際医療関係
人材育成も！

 

図 4-3 健康・医療：先端医療の研究・開発と国際ヘルスツーリズム受入拠点づくり 
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4.4. （３）ＩＣＴ農業 

 

4.4.1. 概要 

2050 年までに、世界人口の約 80%が都市部に住むという予測がされており、今後 30 億人

の世界人口増加を考慮すると、現在の農地では対応できない時代が来るのは明らかであり、

これからも人間は自分たちが生きるために農地を切り開き地球を傷つけ続けるのではなく、

新のテクノロジーを駆使することで飛躍的な生産性や効率の向上等により、この問題を

解決し地球環境への配慮を検討する必要がある。 

 

4.4.2. 現状 

① 新のＩＣＴと自然エネルギーハーベスト技術を適用した植物工場 

我が国の大きな課題の一つが、食糧の“自給自足”即ち、農業振興であり、農水省や経

済産業省においても「植物工場の普及・拡大に向けて」、農商工等連携促進法の施行（平成

２０年７月）により農商工連携としての植物工場 、即ち、「工」の先進技術を「農」へ活

用（IT、LED 等の人工光源、ロボット技術、ヒートポンプ等）や、6次産業化（１次産業の

生産・２次産業の加工・３次産業の流通等の一体化）を推進することにしている。 

特殊土壌を用いた室内植物工場の特徴は、特別なクリーンルームや排水設備が不要で、

空きビルや倉庫・工場の遊休スペース が活用できることに加え、有機・無農薬条件で葉菜

類から根菜類まで多品目栽培が可能なことであり、気候風土にとらわれずに安定した植物

の栽培ができるということは、砂漠や大都市市街地など、かんがいされた耕作地の確保が

難しい場所でも農業ができるということ。将来、中東やシンガポールなどへの展開は大い

なる可能性を秘めている。 

 日本の伝統的な野菜は品種改良を重ねていない原種に近い作物で、土地に根付いたそれぞ

れの環境の中でしか育たないものも多い。こうした需要がありながら作りにくかった野菜

も室内植物工場で栽培できれば、伝統的食文化の再現も含め、新しい地産地消を実現する

ことが可能となる。  

大田区の工場数は、昭和 58 年の 9000 をピークに減少し、平成６年には 7000 を割り込み、 

大企業の海外展開、分工場化の広域展開による地域の空洞化、また、中小零細企業は製造

施設の老朽化等による遊休地化が益々進むという事例もあり、これ等の植物工場での有効

利用の可能性は大いに有ると考える。 

②「国内での植物工場の事例」 

近畿日本鉄道、丸紅、近畿大学は、三者による産学連携スキームを構築し、植物工場を利

用した農業ビジネスを展開すると発表した 2011 年 11 月 15 日）投資額は約 3.6 億円、3年

後の平成 26 年度の目標収入として年間約 1億円を掲げる。 

近鉄が丸紅・近学の協力を得て、奈良県吉野郡大淀町の自社所有地に、完全人工光型植物

工場と太陽光利用型植物工場（農業用ハウス）を建設し、そこで生産した農産物を、近商
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ストアをはじめとする近鉄グループの流通店舗やホテル、レストラン等 を通じて、顧客に

提供する。平成 24 年 3 月に施設建設の着工、平成 24 年 8 月に生産を開始、平成 24 年秋頃

に初収穫・出荷開始を予定して いる。 

また、別の例として、「野菜生産が全国一少ない富山県で野菜の地産地消に新たな形で取り

組むということで、三協立山アルミ（富山県高岡市）が、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明

による植物栽培設備（完全人工光型植物工場 コンテナ方式）を導入、運用を始め、レタス

などの葉物野菜を年間約６トン生産し、同社グループ工場を含め約３千人が利用 する社員

食堂で消費するという例もある。  

③「海外での事例」 

オランダは、国土が 4.1 万平方ｋｍと日本の九州とほぼ同じ大きさの国にも関わらず、 

米国に次ぎ世界第２位の農業生産輸出額（790 億ドル/2008 年）を誇り、また、チューリッ 

プに代表される「花き産業」の生産額は世界第２位であり、その特徴は、土地が狭く気

候の不利性を補い、高品質、高生産性、低コストを実現させる、世界トップレベルのガラ

ス温室を基とする大規模な 先端技術を駆使した工業的施設栽培農業を実施していること

にある。 

オランダの首都アムステルダムから車で東へ１時間、ワーヘニンゲン市にある「フード

バレー」 これは「食品・農業・健康をテーマとした農業知能の集積地」である。 

ワーヘニンゲン大学を中心にハインツ、キッコーマンなど世界中の食品関連企業やベンチ

ャー企業１４４０社以上の研究施設が ひしめいている。科学者同士が交流し、機能性食品、

バイオ、農業・環境など「食」に関する様々な共同研究開発に取り組んでいる 

注目すべきは、企業・行政・研究機関の 3者が 緊密な協力体制にあることであり、この協

力関係によって、関係者すべてが持てる力を存分に発揮できる環境になっている。 

鉄道駅を中心に生活環境を整え、 映画館やアリーナ、学校、ホテル などが整備され、

正に、研究者が移り住んで、研究をやりたいという意識にさせる仕組みができている。  

大学を中心に様々な関連する研究所を配置し、基礎研究を行わせると共に、様々な食品会

社の研究所や工場を集積させていき、応用 研究や商品化研究へとつなげている。 

 

4.4.3. 検討と提案 

この様な国内外の状況の中から、当研究会として下記を提案する。 

生鮮野菜の需要と供給を近接させる、大都市、羽田地区に、工場等の空き地を利用した、

新のＩＣＴ技術を適用した“ＩＣＴ農園（植物工場他）”を整備し、東京の住民へ新鮮な

野菜の供給を行うと共に、都市住民、特に高齢者や家族の人達が、遠く離れた地方に行く

ことなく、近場の大都市東京で“農業体験”を楽しむことが可能となる環境を提供する。 

この様なモデル“ＩＣＴ農場”は、中近東の砂漠地帯で、植物の栽培が困難な国に対する

システム輸出につながり、多くの海外からの視察・見学者が羽田空港を利用して来日する

ことが期待できる。 
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一方、東京在住者にとっても、自分が育てた野菜等のインターネットを通しての収穫の 

出来具合のチェックや、農作業後平和島の温泉を楽しむ等家族全員参加での健康的なレジ

ャーとなる。 

企業等のＯＢ（退職）となった中高齢者の農業従事への関心は高く、家庭菜園程度をや

るといことも含めると、４０％近くが興味有りというアンケーと結果もあり、少子高齢化

を迎えている我が国では、この分野での大きな市場が期待できる。 

大都会での、土がいらない農園、また、個人向け農園としても検討して行きたい。 

 

ICT農園：“自然エネルギーハーベストによる農園”

• ＜世界の模範となり多くの海外から見学に来るＩＣＴ農場＞

＜ 日本の課題の一つに“食料の自給自足”、即ち農業振興があり、また一方、少子高齢化が進む中で、都市住民、
特に高齢者や家族の “Quality Of Life“ を、如何に高めかがあり、大都会の東京の中に、“ICT農園”を建設、

遠く離れた地方に行くこと無く、近場での“農業”の体験と収穫を家族で楽しむ事が出来る環境の提供＞

監視カメラ

温泉

多層階構造の畑

ICT農園

海外からの視察者
羽田国際空港

自宅から農園
出来具合チェック

畑仕事の
後は温泉
でくつろぎ

家族で
ICT農園へ

大都市東京

（太陽光の不要な植物育成
システムも採用）

（畑）

（畑）

（畑）

（畑）

自然エネルギーハーベスト

「最新のＩＣＴ技術を活用」

「完全自動化農業工場」
（アグリインフォマテクス）

 

図 4-4 ＩＣＴ農園・自然エネルギーハーベストによる農園 
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4.5. （４）音楽・映像・CG等ソフト・コンテンツ国際開発拠点 

 

4.5.1. 現状及び提案の方針 

コンテンツ産業は、日本の今後の経済成長をけん引する重要な産業として期待が高く、

政府もクールジャパン戦略等により、その推進を図っている。 

東京都にはアニメ、テレビ、映画、情報産業、その他、多くの日本のコンテンツ産業拠

点が集積している。これらのコンテンツ産業は、アナログ技術、2D 映像技術の時代から

長い歴史を有するが近年のコンテンツ産業の動向として 

①  コンテンツ創造と技術進歩の間には相互関係があり、近年のデジタル技術、高速

ネットワーク技術、3D、CG 技術等 ICT 技術の発展により、これらの技術とクリエ

イティブアートが融合した新しい多様なコンテンツ産業が勃興する機運にある。 

3D 映画・アニメ、デジタルシネマ、U-tube、電子ブック、新聞等 

② コンテンツ市場及びコンテンツ企画・制作・流通過程事業のグローバル(国際)化

進展 

③ コンテンツ製作費の高騰とビジネスリスクの増大 

などが挙げられている。 

特に、日本のコンテンツ産業の国際化・競争力強化については、 

① 国際市場に通用するコンテンツを創造する人材の不足と若い才能の発掘養成 

② 先端技術、アート、国際市場を理解したビジネス企画を行う人材の不足と養成 

③ 国際的なコンテンツビジネスを担う国内・国外人材、先端技術、資金などの資源

の集積と企画、共同制作、ファイナンス等を含めてコンテンツの国際的取引が行

われるマーケットプレース(日本市場)の構築 

④ 3D、CG 等のデジタル技術開発促進とコンテンツ製作者への先端技術活用の支援 

などが課題であるとされている。 

 

ここでは、上記コンテンツ産業の動向を見据えるとともに、日本のコンテンツ産業の課題

解決のために、 

① 先進諸国やアジア諸国及び国内の関係機関・企業等とを高速情報通信ネットワー

クと空港隣接のメリットを生かした航空路ネットワークで結びコンテンツ関連技

術、ビジネス、人材等の交流を図り国際化を推進する。 

② 新のデジタル技術、ネットワーク技術、3D 、CG 技術等を基盤とする音楽・映

像・CG 等コンテンツの開発を行う。 

等による新しいコンテンツ産業の国際開発拠点「デジタルコンテンツポート羽田」を羽田

空港跡地またはその周辺に構築することを提案する。  
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4.5.2. 提案の具体的内容 

① コンテンツ国際開発拠点の機能 

a. a.、ハリウッドの学校・企業等と提携して講師の派遣または遠隔講義等により、

先端技術とクリエイティブアート、国際市場を理解し、国際的ビジネス企画を

行うプロデューサ人材を養成する教育研修機能 

b. 国際市場に通用する多様なコンテンツを創造するクリエータ人材の発掘と制作

経験、先端技術理解と活用をはかる機会を与えるコンテンツ国際共同制作機能 

c. コンテンツに関するビジネス企画、ファイナンス、流通・販売、著作権処理、

契約、インキュベーション等のビジネス展開を支援し、国際的取引も可能とす

る 

マーケットプレース構築とビジネス支援機能 

d. ゲーム、アニメ、音楽制作拠点 

② 国際開発拠点の職員・利用者 

a. 内外に門戸を開放し、日本・アジア諸国コンテンツ関連企業・人材を受け入れ

る。 

b. コンテンツは 新デジタル技術に基づくコンテンツを対象とする。 

c. 講師、技術・ビジネス支援要員・コンサルタント等は、ハリウッド、日本国内、

アジア諸国等の先端技術企業や、先進ビジネス企業、学校と提携するほか研究

機関とも提携して調達する。 

d. 海外志向が強いベンチャー企業の拠点としての利用 

e. ゲーム、アニメのクリエータを集結 

③ 提携機関との国際開発拠点の連結 

a. 高速インターネットで企業、大学、研究機関等と連結する。 

国際共同制作にあたっては、このネットワークにより各国に所在する事業所の

共同作業も可能とする。 

b. 研修生、ビジネス要員その他の往来には、格安航空便等の利用可能性を検討す

る。 

④ その他 

a. 運営には、日本政府、その他各国政府の資金的、人的、資材適当の協力を得る。 

b. 東京に集中するコンテンツ産業関係機関・企業とは密接に連携する。 

c. ソーシヤルネットワークを活用したソフト産業の育成 

d. 海外から知名度の高い、こじんまりとしたオフィス環境の提供 

e. 京都の大秦のような映画作成拠点の検討 

f. デジタルハリウッドの日本版 

g. メデイアアートの発表・コンテスト・オーディシヨンの場 

h. クールジャパンの誘致 
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音楽・映像・CG等ソフトコンテンツ国際開発拠点

① 海外留学によらず、国際的事業展開をプロデュースできる人材育成施設の構築

ハリウッド等最先端映画・映像 アジア各国のプロデューサ講師
制作関連人材を (時間講師)
グローバルスタンダード
教育講師として招聘 (時間講師)

日本国内のプロデューサ講師

その他欧米講師 地方を含む国内研修生 研修生滞在施設
アジア各国研修生

② アジア各国と連結した大規模CG 映像(共同)制作施設(コンテンツパイプライン) の構築
コンテンツ産業の成長戦略に関する研究会報告書(経産省)

例 Creative Asian  Pipeline (CAP)

各国の制作会社のパイプラインを

連結するハブ
各国のプロデューサ・クリエータが
集合して共同制作する施設

③ コンテンツ産業関連国際見本市・学会その他イベントの誘致
日本国際コンテンツフェスティバルのサテライト会場 等

④３Ｄ＆ 高度デジタル映像コンテンツ制作拠点

日本発アニメの殿堂

（デジタルハリウッド大学等を羽田へ）
OHP 1

デジタルコンテンツポート羽田
(高速情報通信ネットワークと航空路ネットワークの活用)

 

図 4-5 コンテンツ国際開発拠点提案例(1) 
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図 4-6 コンテンツ国際開発拠点提案例(2) 
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4.6. （５）精密機械ものづくり産業振興 

 

4.6.1. 現状 

大田区の産業の 大の特徴は「ものづくり」産業の集積であり、機械・金属加工を中心

とした多種多様な技術を持つ企業の集積、経験豊かな技術者や洞察力のある職人などの人

的資源の蓄積は、我が国の中でもトップレベルである。このような集積は、高精度で複雑

な加工ニーズへの対応や短納期化に対応できる迅速性を実現し、日本のものづくりの高付

加価値化を支えている。 

しかしながら、ここ数年、国際競争の激化、産業構造の変化、少子高齢化の進展ととも

に、アジア諸国の基盤技術の高度化や取引先の海外移転、都市化の進展による操業環境の

悪化、経営者の高齢化と後継者不足、若手人材のものづくり離れなどの問題はますます深

刻になっている。 

大田区においては、これらの工業集積の維持・発展のため、事業の高度化に伴う工場の

拡張や新規立地の促進、ものづくり人材の育成、新製品・新技術の開発支援、産業連携の

促進、創業支援などの強化を図っている。（以上 大田区 10 か年基本計画「おおた未来プラ

ン 10 年」より） 

 

4.6.2. 提案 

羽田空港の拡張・国際化メリットを生かし、さらに新市場の開拓や新規成長産業の創出

推進のため、経済産業省あるいは文部科学省で提案されている産業クラスター計画や知的

クラスター創成計画の展開を提案する。 

 すなわち、大田区のものづくり産業に関わる中小企業が、大学や研究機関の 先端の研

究成果を活用し、互いに連携しながら、IT・バイオテク・ナノテクなど世界に通用する新

事業を創出することにより産業集積を形成し国際競争力の向上を図るものであり、 終的

には 先端を目指す企業、大学、研究機関、人が集積し、産業の創造と革新を続ける国際

競争力の強い事業環境づくりを目指すものである。 

ここでは、 

(1)  先端の研究拠点の構築 

(2)  大学あるいは研究機関と企業の交流の場 

(3)  公的機関による資金援助あるいは規制緩和の機会 

(4)  人材育成・訓練の場 

などが必要とされ、新たな製品・事業あるいは新規マーケットの開発を促進するネットワ

ー クを形成し、イノベーション・コミュニティを創出する。 

 

各委員へのヒアリング時、何人かの委員より出された、ロボット関連産業の創出・集積
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が、具体的提案として考えられる。 

 「（２）健康・医療」で提案した、国際的な医療、健康、福祉を統合したグローバルヘル

スケアセンター構想を支える技術基盤として産官学連携を軸とした、医療・介護ロボット

や情報システムの研究開発、試作・製造、実証実験の実施、医療・介護センターの設立、

世界のロボットフェア・コンテストの開催、あるいはこれに関わる公的支援、規制の緩和

などの検討を推進したい。 

既に、大田区で複合福祉施設を運営している社会福祉法人「善光会」では２００９年、

サイバーダイン社より「介護ロボットスーツＨＡＬ®福祉用」を導入した例もあり、かつ、

大田区内でロボット関係の製造に関係している企業が１０社以上と、その環境素地は十分

有ると考えられる。  

介護ロボットは①介護者支援、②自立支援 、③リハビリ支援 、④移動支援 、⑤食事支

援 ⑥癒し、に分類され、現在、例えば、トヨタは、「介護・医療支援向けパートナーロボ

ット」（４種類の介護ロボットを新たに開発、2013 年以降の実用化を目指す 2011 年 11 月

01 日）また、パナソニックは「洗髪ロボット」（2010.9.2 発表）等と急速に実用化と普及

が見込まれ、市場も大きい将来有望な分野である。 

羽田地区での「産学官総合クラスター拠点」づくりと、その中での重点取組分野の一つ

として、具体的に検討推進することを提案する。 

日本はいまや世界のロボット大国であり、このようなロボット関連産業の集積が羽田地区

に実現できれば、世界の注目を浴びるところとなることが予測される。 

 

世界の新製品の開発サイクルは非常に早くなって来ている。開発のスピードアップに加

え、コスト、品質の面からも、３次元ＣＡＤモデルを元にした「ラピッド・プロトタイピ

ング」技術の導入促進が重要であり、東工大が主に大田区企業を対象に毎年開催している

「製造中核人材育成講座」（機械加工業スーパーマイスタープログラム）の中でも取り上げ

られている。CAD などのデジタルデータから型を作らず､直接堅牢なプラスチックパーツを

全自動で製造できる３Ｄプリンターは、全世界で注目を浴びており、今まで夢と考えられ

ていた、ユーザーが自身でパーツあるいは製品を製造できるパーソナル・マニュファクチ

ャリング、オンデマンド３Ｄプリントにつながる重要な技術でもある。 

 

日本を代表とする「精密機械ものづくり地区」大田区が、世界の市場をターゲットとし

た先端試作拠点となる為には、中心となる「ものづくりラボ」の構築と地元企業の共同利

用や連携、また「産学官連携」、更には「国際企業誘致と連携」を強化する上で重要となる、

ＩＣＴを利活用したネットワーク化の検討も非常に大切と考える。 
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ものづくり国際競争力強化に向けた“産学官総合産業クラスター拠点“（案）

（１）国内外と連携した産学官総合産業クラスター拠点の構築
（２）戦略的国際研究開発と海外との技術交流拠点づくり
（３）グローバル人材育成の為の大学院大学の羽田地区で創設

ものづくり
大学院大学

国際研究開発＆技術交流拠点

産学官総合産業クラスター拠点
羽田国際空港周辺地区

アジア・中国欧米

国内他地区 大田区・神奈川・東京

国内外・産学官総合産業クラスターの形成

企業

大学

自冶体

自冶体・大学 企業

「工場アパート」

（環境・エネルギー、健康・福祉、 ロボット、ＩＣＴ等）

ものづくりラボ

(Rａｐｉｄ Pｒｏｔｏｔｙｐｉｎｇ Tｏｏｌ）
(Personal Fabrication)

（若手人材育成、匠の技継承）

（最先端技術（３Ｄ等）を駆使した製作）

 

図 4-7  ものづくり国際競争力強化に向けた“産学官総合産業クラスター拠点“ 
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4.7. （６）アジア物流ハブとビッグデータセンターの構築 

 

4.7.1. 現状 

① アジア物流ハブ 

近年、日本、中国、韓国などの東アジア地域の国際物流が活況を呈している。この背景

として、1985 年年 99 月の月の「プラザ合意」に伴う世界の通貨調整と日本を中心とした

企業の東アジア地域への生産拠点シフトによるところが大きい。生産拠点シフトに伴う機

械設備・部品などの輸出、現地工場で加工された完成品の逆輸入、欧米向け輸出および東

アジア域内における現地工場間の部品調達、同地域における国際貿易が一層拡大した。ま

た、中国の消費拡大に伴う日本等からの輸出も増加した。東アジア地域での貿易が拡大す

るに伴い、東アジア域内・域外における物流の荷動きも活発になってきている。それに呼

応して、東アジア域内航空路には航空貨物会社の参入が一層増加し、滑走路の拡張、物流

機能強化、及びネットワーク化が促進され、東アジアにおいて本格的なハブ空港と呼ばれ

る空港が整備され世界の中で国際貨物取扱量のトップは香港、２位が韓国・仁川空港とな

り、成田空港は３位と順位を下げている（２００７年）。 
我が国においては、東京国際空港、関西空港、中部空港がバフ空港として整備されてき

たが、大都市東京の都心に近く、生産地・消費地にきわめて近く、また、労働力の確保が

容易で、鉄道路・港湾・高速道路に近接し、国内各地との輸.送環境が整備されている羽田

国際空港の国際物流ハブ空港化への期待は大きい。 
『１日朝、国際線ターミナルがオープンした羽田空港にフランス・パリからの直行便が

初めて到着した。この便で、地中海でとれたクロマグロが空輸され、昼前には東京・築地

のすし店に届けられた。』(11 月 2 日、日テレ NEWS24）とあるように羽田空港の国際物流

拠点化は既に始まっており、今後は、ヨーロッパ、中国・アジア諸国、アメリカ等への物

流中継拠点機能の一層の整備、国内生産地・消費地との物流連携強化、またＩＣＴを利用

したサプライチエンマネージメントの高度化、例えば、書類の電子化（e-freight）の導入等

によりトップレベルの国際物流ハブ空港化が望まれる。 
 

② ビッグデータセンター 

巨大な物流を効率的に運用するだけでなく、リアルタイムのあらゆる情報の集積と分析

により購入商品や消費者サービスに対してより付加価値をつけて行くことが今後の物流シ

ステムに必要であり、我が国の国際競争力を強化することになる。物流を支えるためのデ

ータセンターは、“ビッグデータ”センターとして物流システムの中核機能として構築する

べきである。 
また、強固な情報セキュリティーの確保ため、災害対策のためにも、専用施設で集約し

た運用を行なうことができる機能も必要である。また、コンピュータの利用者である企業

の経営強化の観点からは、サーバなどの機器まで含め IT サービスとしてビッグデータセン
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ターにアウトソーすれば、アセットレス経営（オフバランス化）が可能となるほか、IT 部

門はサーバそのものの運用管理・トラブル対応などの課題から開放され、自社のコア領域

のビジネスプロセス改革・新領域での IT 活用企画など本来の業務に専念でき、経営の強化

を図ることが可能となる。 
さらに、環境対策としても、サーバなどの IT 機器が排出する CO2 排出量削減が可能と

なるばかりでなく、機器更新のライフサイクルで発生する廃棄物の削減につながるビッグ

データセンターの需要が高まるであろう。 
IDC Japan はデータセンターの市場は 2009 年から 2013 年まで、年 12.8％で成長する

と予測しているが、サーバ設置場所を貸し出す「コロケーション」や特定顧客への「ホス

ティング」は伸び悩み、顧客に付加価値が高いＩＴサービスが成長すると予測している。

この付加価値を与える IT サービスこそ“ビッグデータ”であり、ビッグデータを情報分析

し顧客にサービスとして提供するのがビッグデータセンターであろう。 
 
 

4.7.2. 提案 

① アジア物流ハブ 

当研究会においても、羽田空港国際化を起爆剤に日本の国際競争力を強化するために、

羽田空港の「アジア物流ハブとデータセンター」化が委員より提案されている。国際競争

力を有する「物流ハブ」を実現するためには、モノのストックヤードを兼ねた生鮮食品の

保存機能を有した巨大な冷凍保管庫の整備や、 先端物流ロボットの導入、また、航空便

管理・物流事業者との情報共有・生産者や消費者の顧客管理・セキュリテイといった情報

を管理する機能、またグリーン物流への、高度なＩＣＴ技術の適用を検討する必要がある。 
 

② ビッグデータセンター 

物流事業者が整備する情報システムやデータセンターについては、各事業者が個別に設

置するのではなく、クラウドコンピューティングによる、あらゆる情報を収集、集積およ

び分析して物流商品により大きな付加価値を加えることができる"ビッグデータ“センター

を目指すべきであろう。、さらに、より安価でより安全に利用できるように、既設の各物流

事業者の情報システムやデータセンターをも束ね、オペレーシヨンの共同化・集約化を視

野に入れ、 新のＩＣＴ技術と国際標準を取り入れた海外・国内を統合するビッグデータ

センターによる“アジアの物流ハブ”の構築につき検討すべきある。 
今回の東日本大震災の被災者への救援物資の配送においては、自衛隊、警察、災害対策

本部、地方公共団体、災害ボランティア、物流事業者の相互連携に欠ける面が露呈され、

被災者に効率的に物資が届けられなかったという反省がある。このため、当研究会では、

現物流システムの津波等の大災害対応への見直しの必要性と、避難所等の被災地の情報と

自衛隊等の関係機関の情報を管理して、被災者に無駄なく、効率的かつ迅速に物資を届け
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ることを可能とする「災害時緊急対応中央物流管理センター」の構築についての検討も必

要であると考える。データセンターを利用するユーザーや運営管理者にとって、データセ

ンターが距離的に近く、安全な環境で、かつ経済的に構築・運営が可能な場所にあること

が求められるが、大都市東京の一部である羽田空港地区は、その候補地の一つとして検討

を更に推進して行きたい。 

 

アジアの物流ハブ “災害緊急対応中央物流管理センター”

米国欧州
アジア・中国

東京圏

（食料の大消費地）

新しい物流拠点 災害時緊急対応中央物流管理センター

羽田国際空港

冷凍保管庫

ＤＢサーバ

既存物流事業者

既設の情報
管理システム

＜大都市東京の消費地と国内外の生鮮食料品等の生産者を結ぶ、新しい“アジアの物流拠点”と災害緊急対応物流管理センターの構築＞

築地、豊洲、
大田市場

最先端ＩＣＴ技術と国際標準を取り入れた
“アジアの物流ハブ”

国内

（生産地・消費地）
生鮮食料品

「現物流システムの津波等の大災害
対応への大幅な見直し」

最先端物流ロボットの導入

ネットワーク化

異業種の物流センターを束ねる

ビッグデータセンター

 

図 4-8 アジアの物流ハブ“災害緊急対応中央物流管理センター” 
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4.8. （７）環境・エネルギー 

 

4.8.1. 現状 

地球温暖化対策は、全世界共通の大きな課題である。我が国においては、「新成長戦略実

現 2011」（平成 23 年１月 25 日）の中に示される様に、技術革新を軸に有機的連携により

実行される「環境・エネルギー大国戦略」更に、これを充実させた「総合的なグリーン・

イノベーション戦略の策定」により推進されている。そこには 

○風力発電では洋上風力発電推進等や規制改革 

○環境・エネルギー産業のアジアへの展開を推進 

我が国企業の低炭素技術の海外展開により、インフラ及び製品の提供等を通じ海外にお

ける温室効果ガスの排出抑制等への貢献 

○スマートグリッドの導入、 

スマートグリッドや BEMS・HEMS 導入など、情報通信技術の利活用を推進するため、実証・ 

実験等によりベストプラクティスモデルを構築 

等が示されている。 

これに対応し、経済産業省は４つの「次世代エネルギー・社会システム実証地域」を選

定（2010年4月8日）し、世界の 先端モデルとなる“スマートシテイ”の実証・実験と、

その成果を海外に展開することにしている。 

① 「横浜スマートシティプロジェクト」 

世界一の“スマートシティ・モデル”を先行確立し、海外都市に向けて汎用的に展開で

きる横浜型ソリューションを輸出していくことをミッションとする。 

② 「愛知県豊田市における『家庭・コミュニティ型』低炭素都市構築実証プロジェクト」 

地方都市型の低炭素社会システムを構築し、実証後他地区へも横展開し、また、先進国、

発展途上国等ごとのニーズの差を理解し、その国で普及するシムテムを輸出する。 

③ 「環境未来都市“けいはんなエコシティモデル”」 

CO2排出量の 少化を実現する地域エネルギーマネージメントシステム（地域EMS）を開

発し、「エコ」がけいはんなに暮らす人々の「文化」となる社会を実現する。また、環境

エネルギー分野の更なる新産業集積を図り、実証し確立されたトータルシステムの全体又

は一部を、特にアジア地域をはじめ、それぞれの国に輸出パッケ－ジとして国際展開を図

る。 

④ 「北九州スマートコミュニティ創造事業」 

全世界で１００兆円超の市場規模といわれる「スマートシテイ市場」を先導するイノベ

ーシヨンを起こすとともに、実現した成果を北九州市が２０１１年に創設した「アジア低

炭素化センター」等を通じてアジアを中心とする全世界に展開することで、国の新成長戦

略の具体化を図る。 

⑤ 海外でのモデル事業例 
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一方、スマートグリッドを主とした海外でのモデル実証・実験は、フランス（リヨン他）、

スペイン、ドイツ、オランダ（アムステルダム）、イタリア、米国（ニューメキシコ他）、

ＵＡＥ、中国（天津）等幅広く行われており、インド、インドネシア他、検討中の国も多

く、全世界急速に拡大している。 

この様に、我が国をはじめ、世界各国でのモデル実証・実験が多数推進されている中、 

当委員会としての、 

 

4.8.2. 検討と提案 

羽田周辺地区における“エネルギーを自給自足するコミュニテイモデル構築事業”を検

討提案する。この成果を、羽田空港国際化を利用し世界の多くの国の人達に展示、導入促

進による輸出拡大に貢献させたい。 

これまでの再生可能エネルギー関係の実証実験では、太陽光発電を主体とした例が多い

が、風力発電、上水道利用の水力発電、また、バイオ発電を組合せた“ハイブリッド型”（ベ

ストミックス）を採用し、工場や一般家庭等小規模システムでの設置も行う方式を採用す

ることにしたい。 

風力発電については、騒音問題や出力の不安定性等の課題から、積極的に導入検討がこ

れまで行われていなかったが、 近、洋上発電の可能性や新技術開発による発電効率向上

等により大きく見直されている。 

海外の例として、英国政府は、2020 年までに合計 32GW（ギガワット）もの大規模な洋上

風力発電を実現しようという計画「Round（ラウンド）３」を発表し、先行する「ラウンド

１」「同２」と合わせて英国の全消費電力の３分の１を賄うとしている。また、世界中の風

力発電企業の研究施設や製造拠点を英国に集積させ一大産業に発展させようという計画も

あり、世界の再生可能エネルギー産業に大きな影響を与え始めている。 

2010 年末の日本の太陽光発電と風力発電の導入量（発電容量ベース）は、それぞれ約 360

万 kW と 230 万 kW（日本風力発電協会調べ）で太陽光の方が多い。ところが、世界的に見る

と同じ 2010 年末、太陽光発電 4000 万 kW に対し、風力発電は 1 億 9800 万 kW（同）と 5 倍

近く、風力発電の方が優勢になっている。 

Ｋｗ当たりの発電価格比較でも、太陽光４８円、風力 10～14 円（大型）、 水力 8～13 円（大

規模）、 火力 7～8円（LNG）、 原子力 5～6円 ,地熱 8～22 円（総合資源エネルギー調査会

資料より）と、風力は太陽光発電の１/４程度である。 

発電効率の向上技術開発の例として、「風レンズ風車発電」（九州大応用力学研究所,大屋

裕二教授の開発）これは弱い風でも高出力が見込める「つば付きディフューザ風車」であ

り、従来に比べ２～３倍の出力増が期待出来、現在、九州博多湾での実証・実験中である。 

また、現在の風車翼の回転数が定速回転とする方式では、風の持つエネルギーを効率良く

電気エネルギーに変換されていない為、これを解決する制御法としてフライホイール発電

機を用いた「ポンプアップ制御による高効率風力発電」（東工大 嶋田 隆一研究室）があ
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り、従来のものに対し２０％以上の効率アップが可能としている。 

また、風力は太陽光より１３％も高い設備利用率で、太陽光発電よりも狭い場所への設

置が可能であり、かつ日本の巧みの技を結集した小型風力発電システムも開発が行われて

おり、今後、高性能化と実用化から普及が進むことにより飛躍的にコストダウンが見込め

国際的にもコスト競争力が高い産業分野の一つになると期待される。 

 今回の検討提案では、風力発電は機工部品の製造が大きな比率をしめている為、多くの

精密機械工場が集中し、優れた“ものづくり技術”を有する大田区で、これを新産業とし

て育成発展させることも検討すべきと考えている。 

大田区内には、既に太陽光と風力発電を組み合わせた“ハイブリッド発電システム”を

製造販売している企業（テック大洋工業他）も有り、また、小規模な風力やハイブリッド

発電を設置している例（マンシヨン他）もあるので、今後この分野で、大田区の“ものづ

くり産業の発展”と、再生可能エネルギーによる自給自足の“環境モデル都市”として活

躍出来る可能性は大と思われる。 

スマートシテイを構成するで、地域全体のエネルギー管理・運営制御の為のＣＥＭＳ（ 

Community Energy Management System)や、ビル全体の管理・運営向けＢＥＭＳ、また、一

般家庭（ホーム）向けＨＥＭＳ等の新しいシステム開発も、家庭用蓄電池としての利用も

考慮された電気自動車（ＥＶ）等とも合わせ総合的に検討を行う必要がある。 

 

環境・エネルギー：“エネルギーを自給自足するコミュニテイモデル事業“

ＣＥＭＳ

再生可能エネルギー
管理センター

風力発電

大田区精密機械工場

物流倉
庫

住宅ハイブリッ発電

（風力発電・ＥＶの機工部品製造）

太陽光・
風力発電＜省エネモデル都市の海外輸出＞

電力消費ゾーン

ビル

ＨＥＭＳ
ＢＥＭＳ

（羽田空港周辺地区）

＜新開発高効率の風力発電機の実用化＞

（注）ＣＥＭＳ：Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）

スマートグリッド
海外からの視察団

羽田国際空港

スマート
メーター

（視察・商談）

大学・研究所

（海外より）

「 世界最先端のエコ技術を集積したスマートシテイ 」

太陽光・風力
ハイブリッド発電

ＥＶ 蓄電
充電スタンド

（風力発電）

風力発電機

 

図 4-9 環境・エネルギー：”エネルギーを自給自足するコミュニテイモデル事業“ 
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5. 国際戦略総合特区構想 

 

5.1. 概要 

国が新成長戦略（２０１０．６月閣議決定）を実現するための政策課題解決の突破口と

して推進している総合特区構想の中で、これまでの７つの検討項目に非常に関連が深いと

考えられる国際戦略総合特区として指定された（２０１１年１２月）７つのプロジェクト

につき調査検討を行った。 

 

5.2. 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区 

（北海道、札幌市、江別市、帯広市、函館市、北海道経済連合会他） 

 
5.2.1. 目指す方向 

・ 安全性とブランド力のある農水産物の生産性向上や高付加価値化を“密閉型遺伝子

組み換え植物工場”により研究・開発を促進し東アジア諸国等への輸出拡大  

・ 我が国の食料自給率向上への貢献 

・ 農水産業を含めた食と健康に関する世界レベルの研究開発の複合拠点  

・ 農水産業生産基盤の高度化と環境との調和（情報通信技術を活用した先駆的農水産

業の展開） 

5.2.2. 期待される効果 
・ 食関連産業の国際戦略産業化 

オランダのフードバレーのような食の「知の拠点化」を達成し、全国で 13 兆円の

産出増加（5 兆円の輸出増）127 万人の雇用増加、年 6,000 億円の税収増加。  

・ 食品を通じた国民の健康の維持・増進・回復への寄与 

機能性食品の開発や農水産物由来の医薬品開発等の推進により、国民の健康維持・

増進・回復に貢献 

・  

5.3. つくば国際戦略総合特区 

（茨城県、つくば市、筑波大） 

 

5.3.1. 目指す方向 
・ 「つくばを変える新しい産学官連携システムの構築」によるライフイノベーショ

ン・グリーンイノベーションの推進  

・ 新事業・新産業で我が国の成長・発展を牽引  

・ ライフイノベーション＆グリーンイノベーションで健康長寿社会と低炭素社会の

実現  
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5.3.2. 課題解決の方策 
・ ４つの先導的プロジェクトの推進  

ライフイノベーション  

Project①：次世代がん治療(BNCT)の開発実用化  

– 患者の QOL が高く経済的な負担も少ない、画期的次世代がん治療

(BNCT)の開発実用化を図る。  

– 国際標準化し、医療関連産業の国際展開を図る。  

Project②：生活支援ロボットの実用化  

– 世界に先駆けて生活支援ロボットの安全性評価基準を確立し、国際

標準を獲得する。 

– つくばにロボットの開発から安全認証までの切れ目のない体制を構

築し、ロボット産業の国際競争力を牽引  

グリーンイノベーション  

Project③：藻類バイオマスエネルギーの実用化  

– 石油代替燃料として期待される藻類バイオマスの実用化を図る。 

– 世界的エネルギー問題の解決に貢献するとともに藻類産業を創出す

る。  

Project④：TIA-nano 世界的ナノテク拠点の形成  

– 国際競争力ある世界的ナノテク拠点を構築する。 

– 画期的技術の省エネ機器等の開発や人材育成を一体的に推進し、省

エネルギー等の課題解決に貢献する。  

 

5.4. アジアヘッドクォーター特区構想 

（東京都他）  

5.4.1. 目指す姿将来像 
欧米の多国籍企業やアジアの成長企業がアジア地域の業務管理や研究開発を統括する拠

点を東京に誘致、その外国企業と国内企業（特に、東京が誇る高い技術を有する中小企業

やベンチャー企業）が刺激し合って、新技術・新サービスを創造する魅力的な市場を形成

させ、アジアをはじめとする世界の都市間競争を勝ち抜き、東京をアジアのヘッドクォー

ターへと進化させ、新しいイノベーションを創出する。 
 

5.4.2. 新規参入を促す４つの仕組み 
・ 海外への継続的なアプローチ、MICE 開催によるビジネス交流等による誘致対象企業

の掘り起こし誘致・ビジネス交流促進 

・ 高い防災対応力や自立・分散型エネルギーネットワークを備えた安全・安心のブラ

ンド化と安定した企業活動を保証する都市インフラ整備 
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・ コンシェルジュ機能を整備することによるワンストップサービスの提供、ビジネス

マッチング、技術交流の促進、ビジネス支援、  

・ 外国人家族がストレスなく暮らせるためのサポート、教育、医療等の生活インフラ

の確立、生活環境整備 

 

5.4.3. 特区エリア 
・ 都内で予定されている「特定都市再生緊急整備地域」 

（東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地

域・羽田空港跡地 ） 

 

 

5.5. 京浜臨海部ライフサイエンス国際戦略総合特区 

（神奈川県、横浜市、川崎市）  

5.5.1. 目指す方向 
京浜臨海部の産業集積を活かし、羽田空港の 24 時間国際拠点空港化の時機を捉え、羽

田空港跡地などで導入される機能（産業文化・交流機能など）との相互補完を図り、

また相乗効果を実現させ、日本を牽引するライフサイエンス分野の国際競争拠点を形

成させる。それにより 

① ライフイノベーションの強力な推進による新産業の創造 

② 競争力を高める開発技術の国際標準化の確立により、質と費用対効果の高い医

療の早期実現 

③ 外の高度人材等の導入による医療の国際化、海外市場への展開 

④ べンチャー支援による日本発の多様な新薬・医療機器の実用化  

を実現させる。 

 

5.5.2. 課題解決の主な方向性 
・ 医療・創薬のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ、規制緩和、税制支援等の集中投入 

・ 「知」の交流を加速、海外の医師等の医療制限等の緩和 

・ 医療の国際化、海外市場展開を支援 

・ 法人向けｴﾝｼﾞｪﾙ税制、金融措置、起業化支援ﾈｯﾄﾜｰｸ等の支援展開 

・ ヒト化疾患モデルの国際標準化の確立 

・ 先端医療、新薬、医療機器の早期実現  

 

5.5.3. 産学官連携で重点的に取り組む３分野  
① 再生医療の実現（脊髄損傷等の不治の病の治療を実現 ） 

② がん医療開発・生活習慣病予防（死因トップの重要疾患の克服） 
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④  公衆衛生・予防医学（感染症対策、高齢化に対応した予防医療の実現） 

 

5.6. アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区 

（愛知県、岐阜県他）  

5.6.1. 目指す方向  
アジア 大・ 強の航空宇宙産業クラスターを形成する 
・ 材料を含む研究開発から設計・開発、飛行試験、製造・販売、保守管理までの一貫

体制を整備 

・ ボーイング７８７の量産化への対応やＭＲＪの生産・販売の拡大などにより、航空

宇宙産業の世界シェアを拡大 

・ 中部地域（愛知・岐阜を中心とした５県）の航空宇宙産業の生産高約 7,000 億円（平

成 22 年）→ 約 9,000 億円（平成 27 年） ※年率５％以上の伸び  

5.6.2. 目標の達成に必要な主な取組 
・ 国際競争力の強化（関税フリーゾーン化、一貫受注・生産システム構築）  

・ 生産能力の抜本的拡充（企業が新規立地・設備投資しやすい環境整備）  

・ ボーイング７８７量産化への対応  

・ 中部臨空都市「臨空生産ゾーン｣への関連企業の誘致  

・ 我が国主導の民間機開発の実現 

・ ＭＲＪプロジェクトの成功に向けた取組の強化  

・ 航空機産業の裾野拡大（中小企業の新規参入・販路開拓支援）  

・ 専門的人材の育成・確保  

・ 航空宇宙分野に係る研究開発機能の強化  

・ 次世代複合材技術確立支援センター（ナショナルコンポジットセンター）の整備  

 

5.7. 関西イノベーション国際戦略総合特区 

（京都府・大阪府・兵庫県・京都市・大阪市・神戸市他）  

5.7.1. 目指す方向 
国際競争力向上のため６つのターゲットで“イノベーションプラットフォーム”の構築 

① 医薬品 ② 医療機器 ③ 先端医療技術（再生医療等）④ 先制医療 ⑤ バッテリー ⑥ ス
マートコミュニティ。 
この中で、神戸国際先端医療特区では、我が国 大のバイオメディカルクラスターであ

る神戸医療産業都市において、 先端医療技術の研究開発や実用化・事業化を加速すると

ともに、高度専門医療機関の集積を図り、海外の医療人材の育成等により日本発の医療品、

医療機器の海外展開を促進する。また、高齢化社会に対応した 適な健康・介護システム

の構築を目指すと共に、国が重点戦略に掲げるライフ・イノベーションのグローバル拠点

化（アジア No.1 のバイオメディカルクラスター）を目指す。  
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5.7.2. 主な提案内容  
① 世界的な科学技術研究プロジェクトの展開と新産業の創出わが国の次世代の科学

技術基盤となる次世代スーパーコンピュータや SPring-8、X 線自由電子レーザー

（XFEL)を活用して、医療、環境分野の研究プロジェクトを推進し、サイエンスを

基盤とした新産業を創出する。 

② 国内外の企業等の集積や人材の定着を実現する国際的なビジネスインフラの整備

国内外からの企業・研究機関の集積を促進するため、特許手続の要件緩和、立地

企業に対する法人税の免除、神戸空港の発着枠の拡大などビジネスインフラを整

備する。 

③ 先端技術・研究に関する国際的な人的交流・育成の仕組みづくり先端的な研究・

企業活動に従事する外国人経営者・研究者・技術者が来日し、活動しやすい国際

的な人的交流の仕組みを作る。  

 

5.8. グリーンアジア国際戦略総合特区 

（福岡県、北九州市、福岡市他） 

5.8.1. 目指す方向 
アジアの活力を取り込み、アジアから世界に向けて展開し、アジアと共に成長すること

を目指す「環境関連産業のアジア拠点」  
（数値目標 2020 年までに約 5 兆円の追加売上高） 
 

5.8.2. 目標達成の方策 
① 「アジア低炭素化センター」のパッケージを中心にした環境ビジネスのアジア展

開 

・ 相手国のニーズに応じて、都市環境インフラに係る技術やノウハウ等を組み合

わせ、商品化（「上下水道」、「スマートコミュニティ（地域エネルギー）のパ

ッケージ化）  

② グリーンイノベーションを主導する産業拠点の形成 

・ アジア、世界で需要拡大が期待される環境性能が高く高コストパフォーマンス

製品 （グリーンイノベーションによる成長モデルの構築：Ｒ＆Ｄから量産ま

での一貫拠点） 

③ 資源リサイクル等に関する次世代拠点の形成と展開  

・ レアメタル等の新しいリサイクル分野での技術や社会システム等を確立し、拠

点化 

④ アジアとのネットワークを活用したシームレスなビジネス環境の実現 

・ アジアとのネットワークを活用し、ヒト・モノ・カネの往来を活発化させ、環

境ビジネスを中心にアジアの活力を取り込む  
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6. 提言 

 

前章において、７つの分野に対する検討を行って来たが、大きく分類すると社会基盤、

技術基盤とも言うべき４分野（（４）音楽・映像・ＣＧ等ソフト・コンテンツ国際開発拠点、

（５）精密機械ものづくり産業振興、（６）アジア物流ハブとビッグデータセンターの構築、

および（７）環境・エネルギーの４分野））とこれらの基盤の上に結実するサービスとして

の３分野（（１）国際コンベンシヨン・観光・アミューズメント機能基盤、（２）健康・医

療、（３）自立型シティ）に分けることができる。 

 

この３分野は、（４）～（７）の４分野と密接な関係が、それぞれ存在し、その先端技術

が、例えば、ＩＣＴ技術、環境・エネルギー、また、物流といった分野の 先端技術を駆

使した社会基盤の上に構築されて、はじめてその真価が大きく発揮出来るものになると考

えられる。 

 

この概念を大地に根を張って実を付ける樹木に例えて図 6-1 に示す。さらに、これらの

基盤技術やサービスを育成強化し、持続的な発展や運用を推進するためには規制緩和、人

材育成、異業種交流、国際交流などさまざまな行政支援が必要である。図 6-1には、これ

を太陽や水遣りで示した。 

 

我が国の国際競争力強化にとって、この３分野を推進することは、将来の日本にとって、

大きな役割を果たすものと期待され、これを実現するには ICT４分野の一層の強化が必要で

ある。 
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物流・データセンター
（国際拠点）

国際物流ハブ

ものづくり
（産業振興）

ものづくりラボ、介護・農業・
案内ロボット

「羽田空港国際化を起爆剤に日本の国際競争力を強化する研究会」
提言骨子概念図

自立型シティ
（食料・エネルギー自給）

（ICT農園・エネルギーハーベスト）

国際アミューズメントパーク
（展示・交流・会議・ショッピング）
（コンベンシヨン・観光イベント）

•持続的発展・運営
•産業・人材育成

•規制緩和
•国内外産学官連携と

支援体制

環境・エネルギー
（世界のショーウィンドウ）

エネルギーハーベスト

コンテンツ
（世界の日本）

（世界のアニメ・デジタル映像）
アニメの殿堂

健康・医療
（世界1の長寿国）

（国際先端医療ヘルスケア）
（ヘルスツーリズム）

社会基盤

技術基盤

結実する
サービス

 

図 6-1「羽田空港国際化を起爆剤に日本の国際競争力を強化する研究会」提言骨子概念図 
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7. 提言実現に向けての課題と今後の対応 

 

7.1. 課題 

（１）羽田空港国際化という、これまでに無い国際的優位性を活用、即ち、海外からの人

材の集まりと交流の場であるということの有利性を十分に生かした新産業を創生さ

せることが大切である。 

（２）新事業の立ち上げに向け、人、物、金が廻る仕組みづくりの検討が必要となる。 

（３）若者への匠の技の継承等を含めた若手人材育成、またグローバル人材の育成と海外

からの高度人材受入拡大、米国、中国、韓国、東アジア等の大学間交流の推進をす

る必要がある。 

（４）ハードのものづくりに加えてソフト・コンテンツ産業の育成を促進させることが必

要である 

（５）新技術の研究・開発計画づくり、特に国際競争力強化に結び付く分野への重点投資

と研究・開発のマネージメントが重要である。 

（６）異分野の多方面に渡る産業が連携し、 先端技術を駆使した事業が益々増加して来

ている現状において、海外、国・行政、自冶体、大学、研究所・企業等の国内外の

産学官連携と支援体制づくりが必須となっている。その中で、コーディネータ役と

して横須賀リサーチパーク（ＹＲＰ）の活躍が期待される。 

（７）提案のプロジェクトを、具現化していく上で、現行の法制度や規則等により制約さ

れるところ、特に、ロボット、再生可能エネルギー、医療・保健分野等では多くの

課題があり、実用化に向けてのモデル実証・実験を行う為にも、特区指定等による

規制緩和が必要となる。 

（８）この様な、先進的産業の創生プロジェクトでは、種々のリスクがあり必ずしも成功

するという保証はないが、これに携わる企業等への補助・支援や先行者利得等のイ

ンセンテイブを積極的に考慮して成功への環境を整備することが必要である。 

（９）新モデル実証・実験事業が成功裏に終了し、その市場が確認され事業化が期待され

た場合には、事業の持続的発展・運営面からの検討を行い、実現に向け進めていく

ことが妥当である。 

 

7.2. 今後の対応（案） 

  

（１）更なる具体化に向けての調査と視察 

今回の研究会の成果を基に、提案された各プロジェクトを、更に具体的なものとす

る為に「調査検討チーム」を新たに構成し、国内外の類似事業の調査・視察を行う

ことも含め、検討を継続し推進することが望まれる。 

（２）国の“モデル実証・実験事業”としての立ち上げ体制づくり 
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個別課題毎に、関係者による新しい「個課題推進プロジェクトチーム体制」づくり

を行い、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、総務省等の予算による“モデル実

証・実験事業”を企画・実施することを検討したい。 

 

8. むすび 

 

本研究会は、近年の我が国の国際競争力の低下を懸念する YRP（横須賀リサーチパーク）

関係有志の発案で京急開発株式会社殿の支援で発足したものである。主眼は、羽田の国際

化を起爆剤に羽田地域を核にして日本の国際競争力を強化するアイディアを得ることであ

った。 

徳田委員長はじめ、委員の有識者の方々には自由な立場で多くの貴重なご意見を頂いた。 

３回の研究会開催ではあったが、委員の方々の議論を通じて羽田地域における ICT を基

盤とするサービスのアイディアと課題が浮かび上がった。 

今後は、このアイディアの実現に向け、課題解決とビジネスモデル等の具体的検討を進

めるため関連団体、企業および行政との連携を強化し一層議論を深める必要がある。 
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参考資料 
 

（１）全般 

・ 第一回研究会議事録 

・ 第二回研究会議事録 

・ ヒアリング議事録 

 

（２）羽田空港国際化に伴うビジネス環境の変化と期待されるメリット 

・ 羽田空港国際化に伴う外国人来街者数及び経済波及効果推計に関する調査（平成２

２年１月、(株)大和総研） 

 

（３）海外での国際空港事例 

（３－１） バーミンガム空港(英国) 

・ Birmingham Airport  (http://www.birminghamairport.co.uk/) 

・ the necbirmingham  (http://www.thenec.co.uk/)  

・ Birmingham science park Aston (http://bsp-a.com/) 

（３－２） スキポール空港 

・ WTC schiphol airport   (http://www.wtcschiphol.nl/) 

・ The premier business park in the greater Amsterdam region! 

( (http://www.visionplaza.nl/index.php?sid=86) 

(http://www.visionplaza.nl/index.php?sid=89&l=ned) 

・ AmsterDAM RAI  (http://www.rai.nl/en/Pages/default.aspx) 

（３－３）フランクフルト国際空港 

・ 諸外国における国際拠点空港等の実態把握調査・報告書（平成 19 年 3 月、国土交

通省航空局） 

（３－４） 仁川国際空港 

・ 北東アジアのハブ空港を目指す仁川国際空港

(http://www.ncbank.co.jp/asia_information/chuzaiin_news/pdf_files/seoul_2

00906.pdf) 

・ 韓国初の外国人専用病院、来年開院へ ／仁川  

(http://search.chosunonline.com/?q=%E4%BB%81%E5%B7%9D%E7%A9%BA%E

6%B8%AF) 

（３－５）神戸空港 

・ 神戸コンベンションセンター (http://kobe-cc.jp/) 

・ 神戸医療産業都市 (http://www.kobe-lsc.jp/index.html) 

(http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/iryo/img/iryou.pdf) 
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（４）我が国の国際競争力の現状と課題関係 

・ 「新成長戦略実現２０１１」について（平成２３年１月２５日閣議決定） 

・ 「我が国の国際競争力強化に向けた主要施策」（平成 17 年 10 月関係閣僚会合） 

・ 「平成２２年度版ＩＣＴ国際競争力指標」（平成２２年７月、総務省） 

・ 「神奈川地域活性化ビジョン」（平成２２年４月、（社）神奈川経済同友会） 

 

（５）委員ヒアリング調査結果による７分野の検討関係 

（５－１）国際コンベンション・観光・アミューズメント機能基盤 

・ 羽田空港跡地利用に関する調査  報告書 (概要版) (平成 23 年 3 月 大田区) 

・ 羽田空港再国際化に伴う大田区経済への影響等の調査 報告書 (平成 21 年 3 月財

団法人 大田区産業振興協会 財団法人広域関東圏産業活性化センター) 

・ 羽田空港跡地利用 OTA 基本プラン (平成 20 年 10 月 大田区) 

・ 大田区 産業振興基本戦略 (平成 21 年 3 月) 

（５－２）健康・医療 

・ 「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区申請書」概要（平成 23 年 9

月 30 日、神奈川県、横浜市、川崎市） 

・ 神戸医療産業都市構想（2010 年 12 月、Kobe Biomedical Innovation Cluster）・「グ

ローバルヘルスケアイノベーシヨンセンター」（先端医療ヘルスケア推進財団） 

（５－３）ＩＣＴ農業 

・ 植物工場の普及・拡大について（平成２１年６月５日、農水省生産局） 

・ 完全人工光型植物工場と農業用ハウス（太陽光利用型植物工場）を利用した農業ビ

ジネスを展開（平成 23 年 11 月 14 日、丸紅、近鉄、近畿大） 

・ 「オランダ農業」（20011.6.23, 在京オランダ王国大使館） 

・ 「オランダの花き産業レポート」（平成 21 年 5月 19 日、(財)日本花普及センター） 

・ 「知能的太陽光植物工場の新展開」（平成 23 年 6 月 20 日、日本学術会議） 

（５－４）音楽・映像・CG 等ソフトコンテンツ国際開発拠点 

・ 知的財産推進計画 2011  2011 年 6 月 (知的財産戦略本部) 

・ コンテンツ産業の成長戦略に関する研究会 報告書 平成 22年 5月 14日 経済産

業省 

・ コンテンツグローバル戦略報告書 終とりまとめ 平成 19 年 9 月 コンテンツ

グローバル戦略研究会 (経済産業省) 

・ 川崎市コンテンツ産業振興ビジョン 平成 22 年 3 月 川崎市 

・ 「新しい日本の創造」（平成 23 年 5 月 12 日、クール・ジャパン官民有識者会議） 

（５－５）精密機械ものづくり産業振興 

・ 「ものづくり基盤技術の現状と課題」（経済白書 2010 年、経済産業省） 
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・ 「産業クラスター政策について」（平成２２年 8月 13 日、経済産業省） 

・ 「羽田空港再国際化に伴う大田区経済への影響等の調査・報告書（平成 21 年 3 月

（財）大田区産業振興協会他） 

・ 「製造中核人材教育講座」“機械加工業スーパーマイスタープログラム” 

平成２２年度＆２３年度社会人向け講座パンフレット（東京工業大学） 

（５－６）アジア物流ハブとデータセンターの構築 

・ 「我が国航空物流のグランドデザイン」（平成２１年３月１７日、国土交通省） 

・ 「我が国航空物流のグランドデザインの実現に向けた主な取組み」（平成２１年６

月１８日、国土交通省） 

・ 「空港物流に関する懇談会」参考資料 （国土交通省、航空局） 

・ 「国際競争力強化のための物流施設整備に関するビジョン策定委員会」関係資料

（平成 20 年 12 月 1 日、国土交通省） 

（５－７）環境・ネネルギー 

・ 「北九州スマートコミュニテイ創造事業」マスタープラン（平成 22 年 8 月） 

・ 「けいはんなエコシテイ」マスタープラン（平成 22 年 8 月） 

・ 「家庭・コニュニテイ型低炭素都市構築実証プロジェクト」マスタープラン（平成

22 年 8月） 

・ 「横浜スマートシテイプロジェクト」マスタープラン（平成 22 年 8 月） 

・ 「博多湾における浮体式海上風力発電“風レンズ風車”の実証実験について」 

（平成２３年７月２１日、福岡市） 

・ 東京工業大学、嶋田研究室、ホームページ 

（研究内容：ポンプアップ制御による高効率風力発電） 

（６） 国際戦略総合特区関係 

・ 「フード・コンプレックス国際戦略総合特区」（概要版）（北海道他） 

・ 「つくば国際戦略総合特区」（つくば国際戦略総合特区地域協議会） 

・ 「アジアヘッドクオーター特区構想」（東京都） 

・ 「京浜臨海部ライフイノベーシヨン国際戦略総合特区」（基本的な考え方）（神奈川

県他） 

・ 「国際戦略総合特別地域指定申請書」（H23.9.30）（愛知県、岐阜県他） 

・ 「関西イノベーシヨン国際戦略総合特区」概要 （京都府、大阪府他） 

・ 「グリーンアジア国際戦略総合特区」(H23.11)（福岡県、北九州市、福岡市） 
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