
（様式２）

平成26年度における施策評価

政策コード 1 政策名 産業経済基盤の再構築

施策コード 1 施策名 電子部品・デバイス産業のパワーアップ

幹事部局コード 6 幹事部局名 産業労働部 担当 地域産業振興課

評価者・実施日

１　施策の方向性（必要性と目的）

２　施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

6,280 6,600

達成度 － D D D D

H25は速報値H20 4,179 3,805 2,704 2,682

－ 74.1% 63.8% 43.1%

①

電子部品・デバイスの付加価値額（年間）
（単位：億円）

工業統計調査

②

電子部品・デバイスの製造品出荷額（年間）
（単位：億円）

5,321

1,432 1,721

82.0%

1,142 2,011

50.5% 45.3%

工業統計調査 40.6%

5,641 5,961

2,300

備考
年度

H25は速報値H20 1,269 1,412 1,016 1,042

－ 88.6%

基準値
年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

施策評価調書

１次評価（産業労働部長） 平成26年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成26年8月29日

　全国に比べて低い付加価値生産性を高めるため、県内企業の技術競争力を強化するとともに、技術を戦略
的に活かした経営展開ができる人材の育成や、ＱＣＤ（※）の向上のための経営改革に取り組む企業を支援
する。
　また、自動車の電子化や家電製品の情報化・省エネルギー化の進展等に伴い、将来的な成長・発展が見込
まれる半導体関連産業分野に進出しようとする企業を支援するとともに、付加価値の高い製品や技術の創出
を目指し異業種産業との技術交流を推進する。

　（※）Quality（品質）、Cost（価格）、Delivery（納期）の略

●施策目標（評価指標）

達成度   Ａ：「全て達成」   Ｂ：「半分以上達成」   Ｃ：「達成が半分未満」   Ｄ：「全て未達成」   Ｅ：「その他」 
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（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

設備利用件数 1,454 1,581 1,617

　　《研究成果事例》
　　　①県内外企業と共に、振動式アクチュエータを利用した不織布裁断用ユニットを開発し、大手自動
　　　　車部品メーカーからの受注が成立した。
　　　②降雪地向け太陽光発電パネルの試作・開発を行った。
　　　③低ノイズの高演色小型ＬＥＤ電球の開発を行った。
　　　④電界撹拌技術を応用し癌等の抗原抗体反応処理時間を大幅に短縮する医療機器の製品化を進め
　　　　た。

共同研究 33 39 40

受託研究

Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度

技術指導・相談 1,668 1,624 1,892

○経営革新等による経営品質の向上
　・中小企業者等が行う新たな事業活動計画である経営革新計画について、平成25年度は8件承認した。
　・あきた企業応援ファンドでは、地域資源を活用した新商品開発等の取組に対して支援を行い、25年度
　　は27件、95,711千円の助成を決定した。

○コア技術力の向上と戦略的活用のための人材育成
　・産業技術センターにおいて、共同研究、受託研究のほか、各種セミナーや相談業務を通じ、新技術の
　　開発や生産技術の向上等に積極的な支援を行っている。

○コア技術力の向上と戦略的活用のための人材育成
　・産業技術センターでは、企業からの技術相談、共同研究・開発、技術相談、設備・装置等の企業利用
　　に迅速・適切に対応している。

○コア技術力の向上と戦略的活用のための人材育成
　・産業技術センターを中心に、県内企業の新商品・新技術の開発を支援するために、さらに企業のニー
　　ズにマッチした共同研究や受託研究を実施していく。また、生産技術や設計技術の強化等のために、
　　個別の相談や指導のために企業に積極的に出向き、きめ細かい支援を実施していく。

　・23～25年度に技術高度化支援事業により、半導体、電子部品・デバイスのほか、成長分野を対象とし
　　た研究開発の助成を11社に対して行い、企業競争力の源泉となるコア技術の構築を支援した。

　・産業技術センターでは、秋田県が世界に対して優位性を持つリーディング産業の４つの柱（輸送機産
　　業集積化事業、環境共生エネルギー産業化事業、グリーン・エレクトロニクス産業創出事業、医療機
　　器産業顕在化事業）を核に、売れるものづくりクラスターの形成を目指し、研究開発を行っている。

19 21 19

○県内企業の連携と実証事業の実施
　・電子・デバイスの要素技術を製品化に結びつけるための実践プロジェクトとして、23年度から「ＥＶ
　　バス技術力向上事業」、24年度から「植物工場による先端アグリビジネスシステム推進事業」を実施
　　している。

○県内企業の連携と実証事業の実施
　・25年度は、実践プロジェクトとして「ＥＶバス技術力向上事業」、「植物工場による先端アグリビジ
    ネスシステム推進事業」の2件の事業を行っており、「ＥＶバス技術力向上事業」では県内企業12社が
　　参画し、営業運行による各種部品等の実証を行ったほか、「植物工場による先端アグリビジネスシス
　　テム推進事業」では、8社が参画し、ホテル等への機能性野菜の安定的な生産・出荷体制を構築した。

○県内企業の連携と実証事業の実施
　・県内企業も経済のグローバル化による企業間競争の激化の影響を大きく受けており、よりきめ細か
　　く、かつ、スピーディに事業を実施していく。
　・「ＥＶバス技術力向上事業」については、平成25年10月より営業路線での実証運行を開始している。
　　他分野で実績ある技術を、EV分野で応用し有効性を実証しようとする本事業は、実績を認められ外部
　　で採用されるに立った事例があるなど一定の成果を上げていることから、今後、参画事業者同士の連
　　携、さらには新たな製品の開発を促進していく。
　・「植物工場による先端アグリビジネスシステム推進事業」については、引き続き植物工場実証施設を
    運営し、機能性野菜等の栽培や配送方法の検討等を行い、コストダウン等による市場の拡大に向けた
　　取組を実施していく。

　　産業技術センターにおける技術指導、共同研究、受託研究及び設備利用件数

①高付加価値化に向けた企画・開発力の向上

○経営革新等による経営品質の向上
　・20～25年度にあきた企業応援ファンドにより、地域資源を活用した新商品開発等の136件の取組に対
    して助成し、商品化や独自技術の開発に成功した事例がこれまでに51件出ている。

○経営革新等による経営品質の向上
　・経営革新の承認件数については減少傾向にあるため、関係機関とともに制度の周知に努めていく。
　　また、あきた企業応援ファンドでは、助成事業で開発した商品等が事業化できるように企業訪問等を
　　通して支援していくとともに、当事業の利用が促進されるように引き続き制度の周知に努めていく。

(2/5)



■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

○企業間連携等による新製品開発等の推進と中核企業の育成
　・半導体関連産業への進出を促進するため、大規模展示会への出展補助事業や展示会出展企業向けセミ
　　ナーの開催により、販路拡大と新規参入を支援した。
　・企業と研究機関との共同研究開発への補助事業により、研究開発の推進を支援した。
　・地域経済を牽引する中核企業を育成することを目的とした「ものづくり中核企業創出促進事業」を実
　　施し、電子・デバイス関連の支援対象企業として、前年度までの認定企業12社に加え、新たに6社を
　　認定し、地域産業振興課内に配置した中核企業育成コーディネータを中心に関係支援機関（県産業労
　　働部、県産業技術センター、(公財)あきた企業活性化センター等）と情報を共有化し、支援方策等を
　　検討するなどの経営戦略の策定支援から、技術開発支援、設備投資利子助成、営業力強化支援など総
　　合的な支援を集中的に行った。

○企業間連携等による新製品開発等の推進と中核企業の育成
　・販路拡大と新規参入に向け、大規模展示会への出展補助を実施し、25年度は 6件を採択したほか、東
　　北6県共同でセミコンジャパン2013に「東北パビリオン」を出展し県内から4社が参加した。出展企業
　　においては、多くの商談案件を開拓した（取引成立件数9件、17百万円）。
　・中核企業候補企業において、申請時に比べて売上が増加している企業が多く、これまでに、電子・デ
　　バイス関連では、7社が中核企業化を達成した。

○パワーエレクトロニクス分野への参入促進
　・25年度は、「秋田県パワー半導体・パワーエレクトロニクス成長戦略」で定める実践プロジェクトと
　　して「ＥＶバス技術力向上事業」、「植物工場による先端アグリビジネスシステム推進事業」の2件
　　の事業を実施した。

○パワーエレクトロニクス分野への参入促進
　・「ＥＶバス技術力向上事業」では県内企業12社の参画による営業運行を行ったほか、「自立型植物工
　　場検証事業」では7社が参画し、植物工場における再生可能エネルギーを活用した電源コントロール関
　　連技術の実証を行った。

○パワーエレクトロニクス分野への参入促進
　・「ＥＶバス技術力向上事業」については、平成25年10月より営業路線での実証運行を開始している。
　　この営業路線バスを実証プラットフォームとして、参画企業の搭載製品の適合性を検証、更なる改良
　　を行い、輸送機関連産業等への参入を促進する。また、搭載製品のＥＶバスでの実証運行が評価され
　　て、他地域のＥＶバスに製品が採用されるといった具体的な事例が出ている。今後、自動車装備品の
　　開発プラットホームとしての機能をより広く利用してもらうよう促していく。
　・「植物工場による先端アグリビジネスシステム推進事業」では、パワーエレクトロニクス分野のアプ
    リケーションの一つとして植物工場における関連技術の実証を行い、システムの拡張性などの検証を
    行っていく。

　・中核企業の育成は、企業において大きな柱となる事業をいかにして生み出し、育てるかが鍵であり、
　　そのためには、下請型企業が多い本県においては、開発力と営業力の強化が不可欠である。「ものづ
　　くり中核企業創出促進事業」を通じて、中核企業候補を支援対象として認定し、柱となる事業を見据
　　えた経営戦略の策定とその実現に向けた技術開発から設備投資、営業力強化まで総合的に支援してい
　　くことで、毎年度５社の中核企業化を図っていく。また、今後は、対象企業の裾野を広げることで、
　　新しい成長の芽を見いだすとともに、中核企業化まであと一息といった企業への重点支援も行うこと
　　で、中核企業の創出を強力に推進していく。

②成長分野への参入や異業種産業との技術交流の推進

○企業間連携等による新製品開発等の推進と中核企業の育成
　・グローバル経済の混迷が長引く中、ものづくり企業にとっては自社のコア・コンピタンス獲得や活用
　　が重要であり、そのための研究開発を推進する必要がある。競争的研究資金の活用や産業技術センタ
　　ーの技術支援、さらには、新エネルギー等の成長分野における特定の開発テーマにおいて、製品開発
　　等にコンソーシアムを形成して取り組む企業を支援するなど、企業の研究開発を一層強化する。
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３　評価

（１）施策幹事部長による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

（２）企画振興部長による２次評価
●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

①高付加価値化に向けた企画・開発力の向上
　産業技術センターでは、県内企業の商品開発や技術開発力強化の支援を行っており、県内企業
　との共同研究・開発の実施により商品化にもつながっている。また、あきた企業応援ファンド
　による地域資源を活用した商品開発も定着し、商品化や独自技術の開発に成功した事例も出て
　おり、県内企業の付加価値向上に成果を上げている。
②成長分野への参入や異業種産業との技術交流の推進
　大規模展示会への出展支援、専門家による技術セミナー等の実施により、半導体関連企業間の
　交流促進、多くの商談案件の開拓、人材育成等につながっているほか、「秋田県パワー半導
　体・パワーエレクトロニクス成長戦略」に基づく実践プロジェクトとして「ＥＶバス技術力向
　上事業」「自立型植物工場検証事業」を実施している。また、中核企業候補企業に対する経営
　戦略策定から技術開発、販路開拓、営業力強化の支援により、売上増加、雇用増加などの成果
　を上げている。

　経済のグローバル化による企業間競争の激化により国内の労働集約型製造業は競争力が低下し
ている。そのような状況の中で、県内の電子部品・デバイス産業についても、付加価値額及び製
造品出荷額共に目標を大きく下回っていることから、今後も引き続き、経営基盤を一層強化しな
がら、技術力や製品開発力の向上により競争力を強化するとともに、これまで集積した電子部
品・デバイスの技術を活かし、発展が見込まれる産業分野への参入を図っていくことが必要とな
っている。
①高付加価値化に向けた企画・開発力の向上
　  産業技術センターにおいて、県内企業の新商品・新技術開発を支援するため、企業のニーズ
  にマッチした共同研究・受託研究を実施するとともに、生産技術・設計技術の強化のため、個
  別相談や指導に注力し、きめ細かい支援を実施していく。平成２６年度からは新たに、第一線
  の研究員が自ら県内企業に出向いたうえで、相談に応じ、その企業に適した技術のカスタマイ
　ズを行い、問題解決や商品開発に繋がる技術支援を加速化する。また、昨今の国の大規模な新
　商品・新技術開発にかかる補助事業の効果が県内に最大限発現できるよう、引き続き、産業技
　術センターの技術コーディネーターを積極的に活用する。
　　また、経営革新計画の承認件数は減少傾向にあることから、制度の周知に努めるほか、あき
　た企業応援ファンドにより商品化等に成功した企業に対し、その事業化を支援していく。
②成長分野への参入や異業種産業との技術交流の推進
　「秋田県パワー半導体・パワーエレクトロニクス成長戦略」の施策方向性に沿って、技術・製
　品開発の促進、企業間連携の推進、販路拡大支援、人材育成支援等を展開するとともに、自社
　のコアコンピタンス獲得のための研究開発を推進し、パワーエレクトロニクス分野への参入支
　援を実施する。また、戦略に基づく実践プロジェクト「EVバス技術力向上事業」「自立型植物
　工場検証事業」について、効果検証を行いながらスピード感を持って実践していく。
　さらに、中核企業候補企業にとって、開発力や営業力の強化はグローバル競争での生き残りを
　かけた喫緊の最重要課題であることから、営業面での短期的課題から開発面での中長期的課題
　まで、中核企業候補企業の経営体質の強化をより一層支援していく。

評価結果

やや遅れて
いる

　産業技術センターの積極的な企業支援により、人材育成、経営品質の向上、企業連携等が図ら
れ、商品化や独自技術の開発に成功した事例も出ているなど、県内企業の高付加価値化を目指し
た企画・開発力が向上している。
　また、「ＥＶバス技術力向上事業」や「植物工場による先端アグリビジネスシステム推進事
業」など電子・デバイスの要素技術を製品化に結びつけるための実証事業を実施したほか、中核
企業候補企業に対する経営戦略策定から技術開発、販路開拓、営業力強化の支援により、売上や
雇用の増加が図られるなど、成長分野への参入や異業種産業との技術交流が進められている。
　しかしながら、評価指標である「電子部品・デバイスの付加価値額」と「同製造品出荷額」共
に目標の半分程度しか達成されておらず、施策としては「やや遅れている」と評価される。

　グローバル化の進展等により、国内の労働集約型製造業の競争力は低下し、県内の電子部品・
デバイス産業においても、大きな影響を受けている状況にある。
　このため、引き続き、県内製造業の経営基盤の強化に向け、技術力や製品開発力の向上を図る
とともに、これまで集積した電子部品・デバイスの技術を活かし、将来的な成長・発展が見込ま
れる産業分野への参入を強力に推進していく必要がある。

評価結果

やや遅れて
いる
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４　評価結果の反映状況等（対応方針）

５　政策評価委員会の意見

　これまでに蓄積された電子部品・デバイスの技術を生かしつつ、コンソーシアムを形成して企業間連携に
よる新技術・新製品開発を行う企業への支援等を通じて、将来的な成長・発展が見込まれる戦略産業分野へ
の参入を推進していく。
　また、産業技術センターによる共同研究や受託研究、各種セミナー、相談・指導などの活動を通じて、県
内企業の企画・研究開発力や設計技術の強化を支援し、単純下請型、加工組立型から脱却し、提案・開発型
企業や自社製品を有する高付加価値型企業となる企業を育成していく。
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