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Ⅰ ＬＥＤバレイ構想のこれまでの取組と課題

１ これまでの取組と成果

徳島県では、平成１７年１２月に「２１世紀の光源であるＬＥＤを利用する光

（照明）産業の集積」を基本目標とする「ＬＥＤバレイ構想」を策定、平成１９

年３月には 「ＬＥＤバレイ構想行動計画」を策定し、同行動計画に基づき、地、

域一体となって、構想の実現に取り組んできました。

環境に優しい「２１世紀の光源・ＬＥＤ」は、その用途は拡がり、今後益々の

、 「 」 。需要拡大とともに 更なる 成長産業 としての発展が大いに期待されています

民間の調査会社などによれば、白色ＬＥＤの世界市場は今後１０年間で約８倍

の３兆円規模に成長すると見込まれています。

国の新成長戦略においても、グリーン・イノベーションによる環境・エネルギ

ー大国戦略は、重要な柱として位置づけられ 「環境の世紀」21世紀に相応しい、

環境投資やグリーン・ニューディール政策を各国が推進しており、環境関連産業

が大変注目されています。

また、平成２３年３月１１日の東日本大震災を契機に、防災関係設備への関心

が高まるとともに、節電対策として消費電力が少ないＬＥＤ照明への切り替えが

一気に加速するという観測もあり、ＬＥＤ応用製品の普及がますます重要となっ

ています。

徳島県は、低炭素社会の実現を目指す「とくしま新成長戦略」の積極的な展開

を図っており、ＬＥＤの世界 大の生産拠点をはじめ多くの優れた技術を持つ企

業が立地するという本県の優位性を活かし、この地域へのＬＥＤ関連企業の集積

を目指す「ＬＥＤバレイ構想」を積極的に推進してきました。

この結果、平成２２年度末までに「ＬＥＤ関連企業を１００社集積させる」と

いう目標は、平成２２年９月に、京都に本社を置くＬＥＤなどの半導体や電子部

品への「精密表面処理・加工分野」で非常に高い技術力を有する企業が 「県営、

西長峰工業団地」へ新工場進出を決定し 「半年・前倒し」をする形で達成する、

ことができました。

集積した企業群は、省エネに貢献する製品として高い注目を集めるＬＥＤ照明

器具１６社、サイン・ディスプレイ３０社、ＬＥＤの今後の性能向上を支える素

材・部品・デバイス１５社、植物工場などの新用途２３社をはじめ、画像処理装

置の計測装置分野、イルミネーション分野等１６社の各種の製品・技術が出揃い

ました。

集積の効果を測定するべく、平成２２年７月にＬＥＤ関連企業へのアンケート

調査を実施したところ、直近１年間の「製品の売上高」は、５２．７億円、平成

２２年７月末時点の新規雇用は、３２６名を数えるに至るなど、着実に成果を挙

げていると分析しているところです。
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大学、高等教育機関、公設試験研究機関など産学官連携体制が充実し、産学官

連携により生み出された新たな研究分野からは、既存の原理・原則からのパラダ

イムシフトが起こりうる可能性も大いに期待されます。

今後は 「ＬＥＤ関連企業１００社集積のメリット」とともに､関連企業間の、

シナジー効果を発揮させ、ＬＥＤ関連産業を｢徳島の基幹産業」として、厳しい

競争と限られた時間の中で、大きく成長させるよう取組を一層加速させる必要が

あります。

ＬＥＤ関連企業１００社の構成（平成２２年９月時点）
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２ 課題の抽出

ＬＥＤバレイ構想推進協議会委員からの意見や提言をはじめ、ＬＥＤバレイ構

想に参画する県内ＬＥＤ関連企業に対し、経営状況などについて、個別にヒアリ

ング調査を実施した結果、ＬＥＤ王国・徳島のイメージを構築するための地域ブ

ランド化関係では、ＬＥＤを積極的に活用した特区の提案やＬＥＤ関連のデザイ

、 、ナーとのネットワークづくりの構築 英語や中国語による世界に向けた情報発信

光の八十八ヶ所の情報発信など連携した取組の推進、ＬＥＤアートフェスティバ

ルの継続実施、業界の認知度を向上させる取組などが必要であることが明らかと

なりました。

また、産業振興関係では、ＬＥＤ応用製品の性能評価検査体制の充実、ＬＥＤ

応用製品の常設展示できる場所の設置、販路拡大支援、国家戦略としてＬＥＤ関

連産業の育成強化に関する国への提言、中小企業への重点的な支援についての国

、 、 （ ）への提言 経済効果と雇用創出につながる具体的な施策の実施 商品化 量産化

へのステップアップ、ラボレベルから実用化への加速が必要であることなどが明

らかとなりました。

なかでも、販路拡大に関しては、関連企業から営業戦略についての不安や企業

規模が小さい故の悩みなど多くの課題が浮き彫りになりました。

企業アンケート調査結果抜粋（平成２２年７月実施）

「ＬＥＤ関連事業に取り組む上で、 も大きな課題は？」
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Ⅱ 今後のＬＥＤバレイ構想推進の考え方

１ 基本的な考え方

ＬＥＤをはじめとするいわゆる成長産業では、中国や韓国など、諸外国との競

争が一段と激化している中、我が国の産業がこれ以上の空洞化を招かないために

も、高い技術力をさらに高めながら、価格競争に勝ち抜く覚悟と大胆な販売戦略

が必要です。

国内大手メーカーが諸外国との競争でしのぎを削る中、徳島県のＬＥＤ関連企

業がたくましく生き残っていくためには、今後４年程度の間に、いかに戦略性に

富んだ取組を進めるかが重要です。

まさにＬＥＤバレイ構想は、大海原に漕ぎ出す「ネクストステージ」に至った

のです。

「ＬＥＤバレイ構想」策定からのフェイズ

２ ＬＥＤバレイ構想ネクストステージ行動計画の進め方

ネクストステージでは、２００７年度から２０１０年度まで進めてきたＬＥＤ

バレイ構想行動計画に示した「ＬＥＤ地域ブランド化事業」と「ＬＥＤ産業振興

事業」を引き続き２０１１年度以降も実施します。
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このうち、ネクストステージでは、特に課題が多い「販路拡大」について、戦

略的に推進すべき分野と捉え「販売戦略」として位置づけます。

、「 」 、製品開発に係る技術力の向上については 開発・生産戦略 として位置づけ

さらに積極的に推進します。

「ＬＥＤといえば徳島」を浸透させるための地域ブランド化事業については、

引き続き工夫を凝らしながら「ブランド戦略」として推進します。

、 、「 」、以上の観点から ネクストステージを進めるに当たっては 開発・生産戦略

「ブランド戦略 「販売戦略」の３つの戦略分野を力強く循環させ、スパイラ」、

ルアップさせることにより、ＬＥＤ産業クラスター形成の促進を図ります。

そのための推進エンジンとして、大学や高専などで行う「人材育成 「とく」、

しま経済飛躍ファンド 「製品企画から立地までのトータルサポート」をフル」、

に動員し、ＬＥＤバレイの形成・成長を実現します。



- 6 -

３ ＬＥＤバレイ構想ネクストステージの成果目標

成果目標を次の表のとおりとし、新たに戦略分野を集約したＬＥＤバレイ構想

ネクストステージ行動計画をまとめることとします。

ＬＥＤネクストステージ行動計画の目標

平成２２年度 平成２６年度

ＬＥＤ関連製品売上高 ５２．７億円 ５００億円
（直近１年間）

新規雇用者数（累計） ３２６人 １，０００人

特許出願件数（累計） － ５０件

※平成２２年度の特許出願件数は、調査対象項目としていなかったため、データなし
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Ⅲ 計画の内容

１ 開発・生産戦略

ＬＥＤ関連企業が産業競争力を獲得し、これを維持し、さらに強化させるた

めには、新技術や新製品の開発など、企業の創造的な取組と、付加価値の高い

技術や製品を市場に投入し続けることができるよう、関連企業の「技術力の向

上・売れる製品作り」を目指します。

（１） 技術支援

① 「ＬＥＤ応用製品性能評価体制」の整備

電気用品安全法施行令の改正により、ＬＥＤ電球の性能に関する技術基準が定

められ、平成２４年４月から施行されることとなりました。

これにより、ＬＥＤ電球の安全性の確保が法的に求められることになり、各メ

ーカーは技術基準を遵守することとなります。

、 、大企業では 生産過程で必要な性能評価を企業内部で一貫して対応可能ですが

中小企業がほとんどを占める本県では公設試験研究機関の支援が必須です。

現在、開発されたＬＥＤ応用製品の性能評価試験は、県立工業技術センターを

中心に実施していますが、ＬＥＤ関連製品が日用品化していく中で、改正電気用

品安全法施行令の技術基準を満たすことはもとより、市場ニーズを的確に捉え、

照度、配光、分光放射特性、温度上昇試験など信頼性の高い性能評価試験を県内

で実施するトータルサポート体制が必要となってきます。

これに応えるため、県立工業技術センター内に性能評価試験に必要な機器を整

備するなど、ＬＥＤ応用製品性能評価体制の確立を目指します。

② 工業技術センターとの共同開発

これまでも県内企業との共同研究により、たくさんのＬＥＤ応用製品が市場に

デビューしました。今後も引き続き、工業技術センターの支援により、県内発の

新製品の共同開発に努めます。

③ とくしま地域産学官共同研究拠点の活用

「とくしま地域産学官共同研究拠点」を核に、産学官連携による共同研究・共

同開発を進めることで、県内企業の技術力向上が図られることが期待されます。
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（２）先端研究

研究シーズの企業への移転①

平成２３年３月に徳島大学と県立工業技術センターに独立行政法人科学技術振

興機構（ＪＳＴ）により約５億円（エネルギー研究分野を含む）を投じ 「新規、

ＬＥＤ応用製品製造業の創出」や「ＬＥＤ関連技術・製品の高信頼性の確立・普

及」などに係る機器の整備が図られました。

これにより、徳島大学等に集積した研究シーズを県内企業との共同研究・開発

という形で技術移転し、新たなＬＥＤ産業クラスターの創出を目指します。

研究分野 設備名 研究内容、使用用途等

香気成分分析システム ＬＥＤ応用の農産物等の化学的特定解析

化学成分解析装置 ＬＥＤ光の下で育成した植物等の栄養解析

全窒素分析装置 新製品、試作品等の品質評価

キャピラリー電気泳動システム 新製品、試作品等の品質評価

基板加工システム 回路基盤の作製

二次元色彩輝度計 発光体等の精度分布のマップ

分光放射輝度計 微量成分の定性・定量分析、構造解明

微細構造観察装置 ナノＬＥＤの開発

レーザー顕微鏡 ナノＬＥＤの開発

蛍光燐光光度計 蛍光や燐光特性の評価

連続角度光散乱光度計 ナノ粒子の粒径分布測定

蛍光顕微鏡 ＬＥＤによる光を用いた細胞の機能制御

クリーンベンチ ＬＥＤによる光を用いた細胞の機能制御

応用製品分析評価

光遺伝学、光細胞制御学、光発生
生物学

　※徳島大学、徳島県立工業技術センターに配備された主な機器

とくしま地域産学官共同研究拠点整備機器（ＬＥＤ部門の主な機器）一覧

バイオＬＥＤアグリ融合産業の創
出・育成

プロトタイプ試作支援

材料・部品の分析評価
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② ＬＥＤライフイノベーション

徳島大学では、学長直轄の研究戦略本部を設置し、全学的にさまざまな戦略的

な研究に取り組んでいます。中でも、医工連携研究戦略、農工食連携戦略に関す

る取り組みで、特徴的な取り組みがされています。

こうしたプロジェクトを通して、ＬＥＤ応用分野の裾野を広げ県内企業などへ

の技術移転を目指します。
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（３）技術優位性・オンリーワンＬＥＤの創出

① ＬＥＤ関連企業の組織化の推進

ＬＥＤ関連企業１００社集積というスケールメリットを活かし、部材の共同調

達や技術面での企業間連携を図ります。

また、電気・電子に関する知識が乏しい木工関連や農林水産関係の企業におい

ては、アイデアはあっても自社技術のみでＬＥＤ応用製品の開発・製造を行うに

は相当な困難を伴います。

ともすれば競合関係で連携が困難と思われがちですが、不足を補い合い「徳島

ならでは」の新たなビジネスモデルの構築を目指します。

② ＬＥＤ新分野進出研究

ＬＥＤ関連企業の多くは中小企業であり、大企業にはできない小回りの効くメ

リットを活かし、多品種小ロットでのＬＥＤ応用製品の開発に取り組むことも生

き残りの有効な手段といえます。

、 、「 」 「 」例えば ＬＥＤの効率的な放熱対策について 一体成形 や 放熱紙シート

などの試作開発で成果に結びついており、こうした取り組みを持続させるために

も、その成果をもとに新たな分野（列車照明、作業灯、舞台照明、集魚灯、防水

灯など 、特にニッチな分野でのＬＥＤ応用製品の開発可能性を検討し、テーマ）

の掘り起こしと具体的テーマに沿っての試作開発を行い、企業の持つ技術力など

互いの強みを融合させ、企業の技術移転を図り、企業の事業化を支援する必要が

あります。

また、２１世紀は「環境の世紀」として、低炭素社会の実現に向け世界的なＬ

ＥＤ市場の需要の拡大が見込まれている中、試作から製品化、商品化まで加速度

的に仕上げ、差別化を図った製品の早急な市場投入が重要となっています。

このため 「 」として工業技術センターや県内企業と、 ＬＥＤ新分野進出研究会

ともに継続して活動を続け、試作開発を行います。また、その成果については県

内外の展示会に出展するなどのプロモーション活動を実施します。

ＬＥＤ新分野進出研究会の活動から

生まれた「紙製放熱フィン」
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③ ＬＥＤ専門技術やデザインの研究

関連業界の動向や 新技術、競合製品情報や品質保証に関する情報などをアッ

プデートすることが競争に勝つ力の源ともなります。

また、顧客に手にとってもらうためには、デザインは大きなウエイトを占めま

す。

、 「 」 、このため 県内外の専門家を講師とした ＬＥＤ専門技術セミナー を開催し

ＬＥＤ関連企業に 新情報やデザイン力向上のための企画を提供します。

④ 新しい暮らし方の提案

震災を契機として、安全でクリーンなエネルギーの確保と電源分散の必要性が

一層高まっています。

このため、創エネ（太陽光発電 、蓄エネ（リチウムイオン電池 、省エネ（Ｌ） ）

ＥＤ）を組み合わせ、災害時にも家庭で安心して暮らすことのできる「新しい暮

らし方」を徳島から提案します。

新しい暮らし方の提案（イメージ）

（４）ものづくり企業の成長分野への参入支援

ＬＥＤ関連製品商品化の促進①

既存の照明メーカーにとどまらず、様々な業態、分野からＬＥＤ市場に参入が

相次いでいます。県内ものづくり企業が持つ強みをＬＥＤ素材と融合させるとと

もに、企業から生み出されるアイデアや研究機関が持つ研究シーズを、ＬＥＤの

拡がる用途の領域にうまく誘導するなど、県内ものづくり企業の経営の柱にＬＥ

Ｄの新事業展開への創出を推進する重要なビジネスチャンスが訪れています。

このため 「ＬＥＤ関連製品商品化促進事業」を継続して実施し、工業技術セ、

ンターが中心となって、徳島大学や阿南高専とも連携しながら斬新なアイデアの

商品化を支援していきます。
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農商工連携の推進（光の作用についての研究）②

農産物や生物等に及ぼす光の作用（成長促進、病気抑制、害虫対策等）の科学

的研究やＬＥＤの波長の違いなどが生物に与える影響の研究が公設試験研究機関

や大学・高等教育機関等において行われており、これらの研究成果の実用化に向

けた取り組みが必要となってきます。

「とくしま植物工場推進検討会」が行っている、ＬＥＤ照明が農産物や生物等

に及ぼす影響等について、大学及び公設試験研究機関における基礎研究の推進は

もとより、産学官連携による植物工場分野での取組を推進していきます。

植物工場については、県内にも平成２３年度中に市場参入する企業が現れてお

り、ラボレベルから実用化へ確実に向かっていると考えられます。

今後は、農業でのＬＥＤの活用を図りながら、時代の要請でもある「農商工連

携」による新産業の創出に努めます。

白色ＬＥＤを利用した 青色ＬＥＤ照射によるシイタケ

リーフレタスの栽培 栽培の実証試験（徳島市）

（徳島大学）



- 13 -

２ ブランド戦略

徳島県を世界に誇るＬＥＤ先進県とするために、さまざまな情報発信を積極的

に行い 「ＬＥＤと言えば徳島」の定着を図り、製品ブランド、地域ブランドと、

しての「ＬＥＤ王国・徳島」のブランドを構築します。

（１）とくしまＬＥＤ認証制度の創設

ＬＥＤ応用製品の市場競争は激化の一途です。国内大手メーカーや海外の低価

格の製品に対抗し、優位性を持たせ、顧客の手に取ってもらう商品作りのために

は、製品の安全や性能はもちろんのこと、デザインや機能性、独自性などにより

ブランド力を高め、付加価値の高い製品、商品として市場展開できるよう支援す

る必要があります。

このため、工業技術センターに設置するＬＥＤ応用製品性能評価機器により性

能試験を行ったものなどについて 「徳島発の安全安心な製品」であるとの認証、

を行い、国内外に発信し環境配慮型産業での「とくしまブランド」の確立を目指

します。

（２） ＬＥＤ応用製品における「知的創造サイクル」確立

特許を保有している中小企業は、保有していない企業に比べて従業員一人あた

りの営業利益が大きいとされています。中小企業は自らの技術・ノウハウについ

て特許の出願により保護するのではなく 「営業秘密」として保護していると言、

われており、その理由として 「技術流出につながるおそれがあること」や「コ、

スト負担が大きいこと」が挙げられています。

今後、ますます競争が厳しくなる中で、県内企業がＬＥＤ応用製品を市場へ投

入し、ヒット商品に育てていくためには、ワンストップで中小企業が抱える知財

に関する問題を解決することが必要です。

このため、県立工業技術センター内の一般社団法人徳島県発明協会に「知財総

合支援窓口」を設置し、知財を活かした経営戦略を構築できるよう支援していき

ます。また、埋もれた知財の活用にも取り組み 「知的創造サイクル」の確立に、

取り組んでいきます。

※中小企業白書2009参照

知的創造サイクルのイメージ
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（３）情報発信

① ＬＥＤすだちくんの活用

「ＬＥＤすだちくん」や「ＬＥＤ王国・徳島」のキャッチフレーズを効果的に

活用するため、繰り返し機会あるごとに活用します。

② ニュースレターの発行

ＬＥＤバレイ構想ネクストステージ行動計画の活動をニュースレターとして定

期的に発行し、県内外のマスコミ、建設業界、関係機関等へ送り、ＬＥＤ王国・

徳島の認知度向上によるブランド化を図ります。

③ ホームページでの最新情報発信

、 。ネクストステージでは ＬＥＤ王国・徳島を世界に発信することを目指します

このため、まずはホームページを一新し、英語や中国語などによる情報発信を

行います。ホームページは、ＬＥＤ応用製品からイベント情報まで常に 新情報

をアップデートします。

④ 「ＬＥＤ王国・徳島」の商標登録

ＬＥＤ王国・徳島の商標登録を目指し一層のブランド発信力を持つように努め

ます。

シンボルキャラクター

ＬＥＤすだちくん

定期的に発行するニュースレター

ＬＥＤ王国・徳島

新ホームページ
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（４）光の話題づくり

① 光の八十八ヶ所

光の八十八ヶＬＥＤを利用した話題性ある常設の景観照明やモニュメントを「

」として認定し、点から線へと効果的な情報発信に努めます。所

SORAとMIZU(徳島市) 徳島阿波おどり空港緑地(徳島空港）

② ＬＥＤアートフェスティバル

ＬＥＤとアートを融合させた徳島ならではの「ＬＥＤアートフェスティバル」

、 「 」 。の継続的な開催を支援し 国内外へ 徳島といえばＬＥＤ を発信していきます

③ ＬＥＤ総合フォーラム

「ＬＥＤアートフェスティバル」と平行して開催している学術的取り組み「Ｌ

ＥＤ総合フォーラム」について、徳島大学等と連携しながら推進していきます。
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④ 第２７回国民文化祭でのＬＥＤを活用した演出

平成２４年秋に本県で開催を予定している「第２７回国民文化祭」において、

ＬＥＤを活用した演出を行い積極的な話題づくりを行います。
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（５）ＬＥＤ都市づくり

① 徳島生まれの多機能防災システムの普及

ＬＥＤとリチウムイオン電池という県内企業が持つ環境先端技術を活かし、徳

島大学、県内企業が開発を進めてきた、創エネ（太陽光発電 、蓄エネ（リチウ）

ムイオン電池 、ＬＥＤ照明、ＬＥＤディスプレイ、ＡＣコンセントを備えたオ）

ールインワンで商用電源から独立した「多機能防災システム」は、現在県内４カ

所で実証実験を行っています。

東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県気仙沼市の

大島には、県内企業の協力を得て、商用電源を使わず太

陽光発電と蓄電機能、さらにＬＥＤ照明と携帯電話充電

機能を備えた機器を提供し、フル稼働しました。震災を

契機に、こうしたシステムの実用化がいよいよ急務の課

題となってきました。

徳島県では、国に対し「オールインワン『多機能防災

システム 」を国の社会実験で機能検証し、 に備』 “いざ”

えるよう提言しています。

徳島大学等に設置

② 徳島生まれのＬＥＤ歩行者用信号灯器の普及

県内企業が工業技術センターと共同開発したＬＥＤ歩行者用信号灯器は平成２

２年度の地球温暖化防止活動環境大臣賞（技術開発・製品化部門）を(株)ブリヂ

ストン、京セラ(株)、コベルコ建機(株)などと並び受賞しました。こうした徳島

発の製品によってＬＥＤを活用した安心で安全な街づくりを進めます。

歩行者用信号灯器用に県内企業が開発したＬＥＤ電球

③ 全国初“供用中の一般道路のトンネル照明の全ＬＥＤ化”

徳島県では全国初の試みとして、供用中の一般道路のトンネル照明灯をＬＥＤ

照明に全面改修する実証実験を実施しています。今後は、この成果を踏まえ、県

内に順次拡大し、全国にも普及していくこととしています。

このように、本県がＬＥＤ都市づくりをリードしていくよう努めます。
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（６）ＬＥＤに興味を持ってもらうための取組

① ＬＥＤ出前授業

将来の技術者育成につながる小・中学生を対象にした「ＬＥＤ出前授業」を継

続的に実施するなど、ＬＥＤに関する普及啓発活動を実施します。

② ＬＥＤ工作教室

小中高校生に工業技術センターへ訪ねてもらい、センター職員による「ＬＥＤ

工作教室」に参加してもらう機会

を作るほか、デモ設置しているＬ

ＥＤ信号機を使った節電効果の解

説を行うなどきめ細かな取り組み

を進めます。

ＬＥＤ工作教室

③ ＬＥＤアイデアコンテスト

小学生から一般までを対象に、ＬＥＤに全く縁の無かった人たちにも参加して

もらえる「ＬＥＤアイデアコンテスト」の開催も継続して実施します。

ＬＥＤアイデアコンテスト表彰式

④エコテクキッズツアー

県内の小中高校生にＬＥＤや太陽光発電、リチウムイオン電池などに興味を持

ってもらうとともに、産業教育や環境教育の場として徳島ビジネスチャレンジメ

ッセを開放します。
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３ 販売戦略

ＬＥＤ関連企業が抱える販路開拓へのニーズとして、取引先の開拓、営業体制

の強化、マーケティング、営業拠点の強化、情報発信の不足という意見が上位を

、 。占めるなど 販路を開拓するための基盤が脆弱であることが課題となっています

、 、「 」そのため 販売戦略をしっかりと立て 製品の特性に応じた 適な販路開拓

を推進します。

（１） 販売力スキルアップ

① 零細企業の営業力向上

継続的に利益を上げるためには、営業戦略と弛まない実戦と時宜に応じた修正

の繰り返しが必要です。そのためには、マーケティング＝顧客志向でビジネスを

考えることが前提となります。しかしながら、零細ものづくり企業においては、

、 、モノの制作に終始し マーケティングやさらには営業戦略を立てるには至らない

また、ニッチでオンリーワン製品は、その製品の複雑さや特殊性から自社で営業

をしなければならない状況です。

そこで、公益財団法人とくしま産業振興機構のコーディネート機能を活用し零

細企業が製品を市場へ投入できるよう課題の解決を図ります。

② 提案型営業への進化

営業のスタイルは、定型業務から提案型へ移行しています。このため、営業部

門を持つ企業にあっては、例えばプレゼン能力の向上や見せ方の工夫などの課題

の解決に努めなければなりません。また、自社製品を一度でも購入した顧客は、

１台も購入したことのない顧客より２倍成約率が高いとも言われており、顧客の

フォローアップが欠かせません。

③ 入札・発注情報の収集と提供

省エネルギー設備導入、再生可能エネルギー等の普及に向けて各種の補助制度

や支援メニューが実施されています。省エネ効果に加えて、長寿命などの特長を

持つＬＥＤ照明が今後益々注目度が高まる中、公園、博物館などの公共施設をは

じめ、オフィス、店舗へのＬＥＤ照明の設置など応用製品の導入が加速されるこ

とが予想されるため、こうした情報を収集し、ＬＥＤ関連企業へタイムリーに情

報提供することにより、企業のビジネスチャンスの拡大を支援します。

④ マーケティング力の向上

ＬＥＤ関連企業が取り組む新市場開拓、販路開拓等を総合的に支援するため、

「ＬＥＤ専門技術セミナー」などを活用し、企業の経営戦略の中で も重要なマ

ーケティングに関して、豊富な知識や経験を有する民間専門家やスタッフを招聘

し、発注の開拓、受発注取引の推進、商品化、販路開拓に関する各種相談に対応

します。
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（２）ＬＥＤ応用製品の展示

① バーチャル展示場開設

県内ＬＥＤ関連企業が開発したＬＥＤ応用製品を取りまとめ、まずはウェブ上

で「バーチャル展示場」を開設します。その際、県内企業の製品のスペックや希

望小売価格を表示するなどエンドユーザーに対してもわかりやすい情報を提供し

ていきます。

② 常設展示場の設置検討

県内ＬＥＤ関連企業の製品を一堂に展示する常設展示場の設置を検討します。

（３）公共による調達

①県庁テストベッド

ＬＥＤ照明や太陽光発電などを県庁舎に積極的に取り入れるなど、新製品の実

証実験の場として提供していきます。

県産ＬＥＤ照明（県庁県民ホール） ソーラー駐輪場システム（県庁）

②お試し発注

県内企業が開発したＬＥＤ関連製品の市場投入に先駆け、県の機関などが積極

的に活用することにより、製品の品質や信頼性をアピールしていきます。

③県内製品の優先発注

県内発のＬＥＤ応用製品の優先発注に特に留意し、ＬＥＤ応用製品の地産地消

を目指します。
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（４）展示会・見本市への出展支援

① 徳島ビジネスチャレンジメッセ

県内企業が開発した製品・技術の販路拡大を図るため、１０月に開かれる西日

本 大級の展示会「徳島ビジネスチャレンジメッセ」に積極的に出展を後押しし

ます。このメッセは関西広域連合発足を機に、より広域的な出展者とバイヤーが

訪れています。メッセに世界的な企業を招聘するなどして、さらに魅力的なもの

にします。

② エコプロダクツ

「エコプロダクツ」は毎年１２月に東京ビッグサイトで開かれる日本 大級の

環境総合展示会です。徳島県と（公財）とくしま産業振興機構では、平成２１年

から出展を始めました。その年三洋電機（株）の全面的な協力の下、徳島県庁駐

輪場に設置した太陽電池パネルとリチウムイオン電池蓄電システム、電動ハイブ

リット自転車を組み合わせた「ソーラー駐輪場設備」が「エコプロダクツ大賞」

を受賞しました。

平成２２年度からは地方公共団体では 大の１０ブースを出展しており、商談

に結びついています。

③ ＬＥＤジャパン、次世代照明技術展、Japan Shop など

９月にパシフィコ横浜で開催される「ＬＥＤジャパン 、１月に東京ビッグサ」

イトで開催される「次世代照明技術展 、さらには３月に東京ビッグサイトで開」

催される「Japan Shop」など、切れ目ないＬＥＤ関連の展示会・見本市への出展

を継続し、ＬＥＤ関連企業の販路拡大を支援します。

出展に際しては、展示全体に一貫したストーリーを持たせバイヤーに訴求しや

すい工夫が必要です。

展示会・見本市に出展し、会場で名刺交換したのちには必ずフォローアップが

大切です。メールで情報を発信したり機を見て訪問するなど 「待ち」の営業か、

ら「攻め」の営業への転換を図る必要があります。

徳島ビジネスチャレンジメッセ エコプロダクツ

（アスティとくしま） （東京ビッグサイト）
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（５）海外展開

アジアをはじめとする海外の新興国は市場規模が拡大し、購買力が伸びていく

ことが見込まれます。

そうした中で、ＬＥＤ関連企業が開発した自社ブランドでの取引を行い、自ら

成長する海外の市場と繋がっていくことが重要となっていることから、県内ＬＥ

Ｄ関連企業による海外展開の準備段階から契約段階までを、国内外で一環して支

援することが重要となります。

このため、ジェトロなどと協力し、基礎から応用までの輸出戦略セミナーや相

談会の開催をはじめ、海外展示会への出展支援などを実施します。

世界各国から７５０社の出展がある「ライティング台湾」などへの出展も検討

します。

ハノーバーメッセ２００８に出展（ドイツ）
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４ ３つの戦略分野の推進エンジン

（１）人材育成

① 県南のＬＥＤ関連技術者養成講座（阿南高専）

文部科学省の科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」事業に阿南

工業高等専門学校の「徳島県南のＬＥＤ関連技術者養成拠点形成」プログラムが

全国の高専では初めて採択され、平成１９年度から２３年度までの５年間計画で

開講されています。

当講座は、徳島県、阿南市、阿南工業高等専門学校の三機関が連携し、地域再

生計画に基づき、高度で専門的なＬＥＤ技術者を地元から輩出するため、実施さ

れているものです。

これまで、地元企業などから人材を受け入れ、ＬＥＤに関する基礎から応用技

術の備わった人材を養成し、優れたＬＥＤ技術者には 「とくしまＬＥＤテクノ、

フェロー」の称号を付与し、修了後もＬＥＤバレイ構想を推進し、地域産業の発

展等に資することが大いに期待されています。すでに、ＬＥＤ関連事業を起業し

た講座修了生もおり、その成果を挙げつつあります。

とくしまＬＥＤテクノフェロー

称号付与式

② 平成長久館

国からの事業計画期間満了後においても、地域に根ざしたＬＥＤ専門技術者の

養成が企業や経済界から強く求められており、県と（公財）とくしま産業振興機

構が実施する「とくしま経営塾『平成長久館 」との連携を図るなど、継続した』

ＬＥＤに関する基礎から応用技術の備わった人材の養成に努めます。

さらには、養成された人材がスムーズに創業や新分野への進出を果たしていけ

るよう、専門的なアドバイザー等を活用するなど、より実効性が高まるようフォ

ローアップに努めます。

③ 全国初の光応用工学科設置（徳島大学）

この地域での光産業界からの強い要請により、１９９３年徳島大学に全国初の

光応用工学科が設置され、優秀な人材を輩出してきました。

引き続き、優れた技術者の要請が大いに期待されます。
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④ 産業人材育成講座（徳島大学）

平成２２年７月に名称を新たにした「徳島大学産学連携推進部」では社会人教

育の一環として、ものづくり分野の中核人材育成強化を図るため「産業人材育成

講座」などを開設しています。

大学研究成果の技術移転、地域技術者の高度教育、地元若手経営者への経営思

想教育など、地元企業の技術開発や将来に向けた経営者の育成を積極的に進めて

います。

⑤ 高等教育機関への材料化学専攻課程の新設（阿南高専）

本県は、材料化学系人材の養成を求める産業界のニーズが多く、阿南高専に材

料化学系の課程の新設を目指していくこととします。

（２）とくしま経済飛躍ファンド

本県では 「徳島経済飛躍のための中小企業の振興に関する条例 （中小企業、 」

振興条例）の強力な推進エンジンとして、１２５億円のとくしま経済飛躍ファン

ドを創設し、ＬＥＤをはじめ地域資源、農商工連携など、新たな時代の変革を切

り開く産業を創造するため、中小企業者等が行う、新商品・新技術の開発、経営

革新等の先進的な取り組みに対して支援を行っています。

ＬＥＤ関連事業については、ネクストステージの４年間で２億８千万円の支援

を予定しています。

このファンドを効果的に活用し、ＬＥＤバレイ構想の実現を目指します。

（３）ＬＥＤ関連企業等トータルサポート

ＬＥＤバレイ構想の着実な推進により、ＬＥＤ関連企業１００社集積を達成し

ました。今後は、この集積を活かした企業のレベルアップを支援し、中小企業の

新商品の開発・生産や新生産方式の導入など、新たな事業展開を支援する必要が

あります。

このため、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画や企業立地促進補

助金制度など、各支援事業を総動員して１パッケージにして、いわば「製品企画

から工場立地まで」一環した支援制度を提供し、新たなＬＥＤ関連企業の集積を

目指します。

（４）国への提言

標準化や性能規定に関する提言、ＬＥＤ素材などの新たな成長が期待できる環

境配慮型産業の足腰を強化し、国際競争力を高めるための施設・設備に関する税

制上の優遇措置に関する提言、東日本大震災を契機とした節電対策として省エネ

効果の高いＬＥＤ照明をはじめとするＬＥＤ応用製品の普及促進の提言など、国

家戦略として対応するよう、引き続き国に対し積極的な政策提言を行っていきま

す。
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Ⅳ まとめ

ＬＥＤバレイ構想は、いよいよ「ネクストステージ」に至りました。ＬＥＤ関

連産業の成長の道しるべとなる「ＬＥＤバレイ構想ネクストステージ行動計画」

は 「開発・生産戦略 「ブランド戦略 「販売戦略」の３つの戦略を力強く循、 」、 」、

環させ、競争力を持ち、地元経済にも大きく貢献できる企業群をしっかりと育て

ていくことを目指しています。

施策の実施に当たっては、ＬＥＤ分野に参画した企業への訪問調査、ヒアリン

グ調査などを実施し、ニーズ把握に努め、ＬＥＤ応用製品の生産性の向上や成長

分野でのイノベーションの創出、新事業展開をはじめ、売上げの増加や雇用創出

につなげるよう推進し、ＬＥＤ産業クラスターの形成を図っていきます。

、 、異常な円高や東日本大震災の影響などで 世界 高水準の技術が海外へ移転し

我が国が国際競争から、またもや取り残される事態は絶対に避けなければなりま

せん。

このため、標準化や性能規定に関する提言、ＬＥＤ素材などの新たな成長が期

待できる環境配慮型産業の足腰を強化し、国際競争力を高めるための施設・設備

に関する税制上の優遇措置に関する提言、東日本大震災を契機とした節電対策と

して省エネ効果の高いＬＥＤ照明をはじめとするＬＥＤ応用製品の普及促進の提

、 、 、言など 国家戦略として対応するよう 引き続き国に対し強力に政策提言を行い

徳島県を挙げてＬＥＤバレイ構想の実現に向けて取り組みます。
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参考 全体の推進イメージ
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徳島県ＬＥＤバレイ構想推進協議会事務局

徳島県商工労働部新産業戦略課

〒７７０－８５７０

徳島市万代町１丁目１番地

TEL：088-621-2198 FAX：088-621-2853


