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第１回広島５：０１クラブ



ファイブ・オー・ワン

「広島５：０１クラブ」

●アフター・ファイブ ＝ ５：０１

実際には１７：４５～１９：３０

●事務局は中国地域ニュービジネス協議会

●毎月１回、会場は持ち回りで開催

●特別なセレモニーはなし；参加料１０００円

●肩書抜きの出会いの場





















地元の人の意識

「広島は元気がないでしょう？！」

「この１０年、他の都市に比べて新しい動きが
見られない」

「地域の強力なリーダー不在」

やや誇張した自虐的トーン。ただし、それほど
の危機感はない（ 元々豊かな土地柄）



今日の日本：大きな変革の時代

• グローバルな大競争の時代

• キャッチアップ型経済発展からの脱皮

• 情報通信革命の進展

• 変化のスピードが加速化

• 産業と社会の新しい関係

• 自己責任原則



キャッチアップ型からの脱皮

• 「新しいもの・アイディア」を自ら作り出す

• 顧客ニーズを自ら理解・把握する

• 下請け・生産優先からの脱皮

• 「眼」・「耳」・「頭脳」をどう発達させるか



「連携」の意味

• 新しいアイディア、技術の誕生；
異なる分野との接触により触発

• ボトルネック・制約要因の解消
得意技同士を組み合わせる

• 総合力の勝負；
特定要素の強味だけでは不十分

• フレキシビリティーの確保



１．産業クラスター計画の概要１．産業クラスター計画の概要

地域産業・企業をめぐる状況地域産業・企業をめぐる状況

○経済のグローバル化の下で、厳しい国際競争。
○地域中堅・中小企業は、系列関係の崩壊により、自ら新事業分野を展開していく
ことが必要。
○今後の成長分野は、斬新なアイデアに基づく新商品・新サービス・新技術の開発
が必要なハイリスク・ハイリターン分野。
○地域の産業・企業が、１社独力で、このようなリスクの高い成長分野に進出することは
難しい。

産業クラスター計画：世界に通用する新事業が次々と展開される
産業集積（産業クラスター）を形成

産業クラスター計画：世界に通用する新事業が次々と展開される
産業集積（産業クラスター）を形成

○企業、大学、ＴＬＯ、専門商社等が、産学官の広域的な人的ネットワークを形成し、産学
官の間で流通する情報の質・量を格段に高め、技術・経営情報・販路等の経営資
源を補完していくことが必要。

○支援策を総合的、効果的に投入することが必要。
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産業クラスター計画１９プロジェクト（3800社、200大学）

中部経済局③
デジタルビット産業創生プロジェクト

（約９０社 １０大学）

中部経済局①
東海ものづくり創生プロジェクト

（約３８０社 ２５大学）

九州経済局②

九州シリコン・クラスター計画
（約１００社 １８大学）

沖縄経済部
OKINAWA型産業振興プロジェクト

（約１００社 １大学）

中部経済局②
北陸ものづくり創生プロジェクト

（約９０社 １１大学）

中国経済局②
循環型産業形成プロジェクト

（約８０社 ９大学）

中国経済局①
中国地域機械産業新生プロジェクト

（約１００社 ９大学）

九州経済局①

九州地域環境・リサイクル産業
交流プラザ（K-RIP）
（約１７０社 １８大学）

四国経済局
四国テクノブリッジ計画
（約２６０社 ５大学）

北海道経済局
北海道スーパー・クラスター振興戦略

（約２８０社 １５大学）

東北経済局①
高齢化社会対応産業振興プロジェクト

（約１２０社 １７大学）

東北経済局②
循環型社会対応産業振興プロジェクト

（約１１０社 １２大学）

関東経済局③
首都圏情報ベンチャーフォーラム

（約１７０社）

近畿経済局

①近畿バイオ関連産業プロジェクト（約２２０社 ３４大学）
②ものづくり元気企業支援プロジェクト（約２３０社 ３０学）
③情報系ベンチャー振興プロジェクト（約２００社）
④近畿エネルギー・環境高度化推進プロジェクト
（約８０社 ５大学）

関東経済局①
地域産業活性化プロジェクト
（首都圏西部（ＴＡＭＡ）地域、中央
自動車道沿線地域、東葛・川口地
域、三遠南信地域、首都圏北部地
域）
（約９７０社 ４７大学）

関東経済局②
バイオベンチャー育成
（約１００社 ９大学）



専

《国・地方自治体等》
※目線・方向性の一致した自治体等

中国運輸局

鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県、広島市

《地 域》
※目線・方向性の一致した団体

倉敷商工会議所
東広島商工会議所
宇部商工会議所
下関商工会議所

１：新事業創出のための啓蒙普及・推進事業
２：シーズ・ニーズのマッチング・コーディ
ネート事業

３：マーケティング支援事業 など

《支援機関》
中小企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ総合支援ｾﾝﾀｰ中国

鳥取県ＰＦ、島根県ＰＦ、岡山県ＰＦ
広島県ＰＦ、山口県ＰＦ

産業総合技術研究所

・異業種交流等の促進
・産学連携の促進
・コーディネータによるマッチング支援
・新製品開発に関する企画支援
・販路開拓の支援

・専門家相談、専門家継続派遣事業

・技術シーズ、研究成果の提供
・大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰの加速化
・人材の育成

・経営相談、経営改善・
革新のサポート

参加企業：約１００社

＆ 連携企業

企業ニーズの顕在化

人的ネットワークの形成

中国ＮＢＣ

中国経済産業局
★実用化技術開発等による新事業創出

平成１７年度までに２０００億円
（生産額ベース）

【重点分野】
１：医工連携による新事業創出
２：基盤技術複合化による新事業創出
３：これらを支える超精密生産技術の創生・
高度化

《大 学》
鳥取大学、島根大学
岡山大学、広島大学
山口大学、岡山理科大学
広島工業大学
広島国際大学、福山大学
宇部高専、徳山高専

岡山市、津山市、呉市、

尾道市、東広島市、

宇部市、斐川町

機械産業新生プロジェクト



ＭＥ型
先端医療機器
分野

ＭＥ型
先端医療機器
分野

次世代移動体
（宇宙・航空、
次世代ビークル）

分野

次世代移動体
（宇宙・航空、
次世代ビークル）

分野

人間支援型
ロボット分野

人間支援型
ロボット分野

機械系産業群（機械産業新生プロジェクト参加企業等）機械系産業群（機械産業新生プロジェクト参加企業等）

〔中国ＮＢＣ〕産業クラスターフォーラム
（約１００社）

〔中国ＮＢＣ〕産業クラスターフォーラム
（約１００社）大学等

研究

機関

国・地方自治体 支援機関

中国経済産業局

基盤技術融合（ナレッジ領域）の推進・強化

医工産連携の推進・強化

超精密生産技術の創出・高度化

新規成長分野
への進出

平成１７年度まに
生産額２，０００億円

の創出

大企業

サポート・
インダストリー

産学官連携コラ
ボレーション会議

自動車、造船、産業機械等の既存分
野における技術の高度化

新規産業創出分野（サブクラスター形成分野）



「地域の時代」の意味

• 地域が真っ先に答えを書く
ー中央の動きを待つのではなく

• 方向を明確に決める
ー正解が予めあるわけではない。正解を創る

• 真面目に、ひたすら、継続して実行

• 地域の力を全て結集



印象としての地域の姿

• 立派な人材はいるようだ
• どこに、どういう人がいるか、よく見えない
• 分野ごとの縦割りの状態
• 伝統的な階層的な秩序
• 自分から呼び掛けない、頭は下げない
• 新しいことに先頭を切っては飛びつかない



地域を活性化させる原動力
• 高品質
• スピード 「オンリーワン・ナンバーワン」

• 創造性

（現状で不足している点）

• 補完性
• 透明性
• 流動性
• 多様性
• 結合力



企画の方向性

• 見えるようにする；出会い、紹介、経験

• 結合の密度を高める；主体的な参画

• クリティカル・マスを集める；会の魅力



ロサンゼルスでの５：０１クラブ



これまでの会の運営

●準備、仕掛けを単純化（継続が重要）
・参加費＝コスト、会場準備

・連絡事務

●自由参加、ただし参加者の構成は配慮
・特定の人だけが集まる場にしない

・地域のリーダーも参加する場

●会場は持ち回り
・準備の負担を集中しない

・行く機会の少ないところの再発見

・楽しさ、地域の文化も加味

●長期スケジュールを早めに確定















第２回広島５：０１クラブ
２００３．２．２６ 中国電力



第４回広島５：０１クラブ
２００３．４．２２ 広島大学霞キャンパス



第５回広島５：０１クラブ
２００３．５．１９ 三菱重工広島製作所



第６回広島５：０１クラブ
２００３．６．１２ パセーラ



第７回広島５：０１クラブ
２００３．７．３０ マツダ



第８回広島５：０１クラブ
２００３．８．２７ 瀬戸内海汽船「銀河」



第９回広島５：０１クラブ
２００３．９．１５ 広島大学霞ｷｬﾝﾊﾟｽ



第１０回広島５：０１クラブ
２００３．１０．１６ ひろしま美術館



これまでの開催場所

第１回 １月２９日 中国経済産業局 会議室

第２回 ２月２６日 中国電力㈱ 本社会議室

第３回 ３月２５日 広島ガス ｶﾞｽﾄﾋﾟｱｾﾝﾀｰ

第４回 ４月２２日 広島大学 東千田ｷｬﾝﾊﾟｽ

第５回 ５月１９日 三菱重工 広島製作所

第６回 ６月１２日 中国経済連合会

第７回 ７月３０日 マツダ 本社会議室

第８回 ８月２７日 瀬戸内海汽船「銀河」

第９回 ９月１２日 広島大学 霞キャンパス＋HMVC



開催状況と今後の予定

１０月１６日 広島銀行 ひろしま美術館

１１月２８日 広島市立大学

１２月１２日 広島市留学生会館

１月３０日 中国経済産業局

２月２０日 広島工業大学

３月２５日 日本郵政公社

４月１９日 中国電力・中電工









やってみて見えてきたこと

• 元からある地縁、血縁が見えない基盤

• 知らない同士でも話ができる

• セレモニーがない方が気楽に参加できる

• 企業トップの社会貢献への意識は高い



広島以外での動き（中国地域）

• 「呉５：０１クラブ」

• 「米子６：００クラブ」

• 宇部「キューブ（Ｃ－ＵＢＥ）サロン」

• 「下関ミキサー会」

• 東広島「コラボＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！」

• 「５：０１クラブｉｎ松江」

• 福山「びんご５：０１クラブ」

• 大和郡山「元気城下町クラブ」



「米子６：００クラブ」 ２００３．７．２５



宇部「キューブ（C-UBE）サロ
ン」

２００３．８．２０



下関ミキサー会
２００３．９．１９



東広島コラボGO!GO!GO!
２００３．９．２９



５：０１クラブin松江
２００３．１２．１１



短期間に広まった背景

• 既存組織のマンネリ化

• 地域としての求心力への期待

• 余裕のあるスポンサーがいなくなった



開催呼び掛け人（事務局）

• 中国地域ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会；広島、松江

• 商工会議所；呉、米子、福山、（周南）

• 自治体；東広島、大和郡山

• 企業；宇部（地元企業）、下関（銀行）



















CONNECT／UC San Diego
http://www.connect.org/

• 目的：To link high-tech & biotech entrepreneurs 
with the resources they need for success;

money, markets, management, partners,
support services and technology

• 会員：ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ周辺のハイテク企業６５０社
• 活動：-最新技術動向の情報提供

- ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の経営指導（人事、財務）
- 業務提携の仲介(Corporate Partnership Forum)
- 人材育成
- 対外広報（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、優秀製品表彰制度）

• 代表的な企業： Qualcomm, SAIC, Gateway



Bill Otterson氏の言葉

「普通の組織では、会費を払い、会合の案内をもら
い、その会合に参加すればそれで終わりという
ことになるが、CONNECTの場合は、それに加えて、
コミュニティーに加わるという意味合いをもっ
ているところが他の組織と違う。あなたが、大
学人でも、研究者でも、会社の幹部であっても、
職業が何であれ、CONNECTに参加するということ
は、この地域のハイテク企業の成長を助けるこ
とに関心を持つ、志を同じくする人たちの集
まったコミュニティーに加わるということであ
る。」



Bill Otterson氏の言葉（その２）
｢外部の人から見ると、法律事務所や様々なサービ
スを業として競争している人たちが一緒に活動
しようとすると、自分の会社に有利になるよう
に仕組んだり、顧客の取り合いが始まったりす
るのではないかと考えるようだ。10数年前に最
初のﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌｫｰﾗﾑが組織されたとき、
9人の金融ｻｰﾋﾞｽ関係者が集められた。それぞれ
の人は自分の会社の事業拡張に役立てたいと考
えていたようだが、サンディエゴ最大の法律事
務所のR氏が、『このｲﾍﾞﾝﾄはサンディエゴ全て
を益するものであるべきで、逆にサンディエゴ
を益するということは、全ての人に利益をもた
らすことになる』と主張し、それ以来これが
CONNECTの基本的な考え方となった。」



「５：０１クラブ」の目指すところ

• ネットワーク作り；
– 縦割り意識の打破、脱タコ壷
– 意欲ある人・能力のある人を結び付ける

• 地域の再発見；
多様な人、組織、アイディア、文化

コミュニティーの再構築（活性化の母胎作り）



「５：０１クラブ」の成果は？

• 短期的、直接的成果は期待しない

• 成果を無理に探さなくとも、見えないところ
で新たなネットワーキングから生まれた成
果が出ているはず！



コミュニティー意識をベースにした
地域活性化のための活動

• 継続教育

• インターンシップ

• 起業家教育

• インキュベーション



キャンパス・ベンチャー・
グランプリCHUGOKU

募集期間：２００３．７～１０

対象部門：ハイテク・新技術、情報通信

環境・福祉、ニュービジネス等

応募件数：８４件

賞 金：グランプリ １００万円

各部門優秀賞 ２０万円

入 賞 者：グランプリ 松江高専



中国５県の留学生数

４，９１２人中国地域計

１６６人島 根

２１８人鳥 取

９６５人山 口

１，５９５人岡 山

１，９６８人広 島

留学生数県 名



留学生のための総合就職セミナー
広島修道大学 2003.11.29



留学生のための総合就職セミナー
広島修道大学 2003.11.29



第１２回広島５：０１クラブ
２００３．１２．１２ 広島市留学生会館



留学生のためのインターンシップ説明会
広島留学生会館 2003.6.15



サマー・インターンシップの来日学生
（カリフォルニア工科大学の場合）



起業家体験塾

「わたしたちのお店経営」



起業家体験塾

「わたしたちのお店経営」



起業家体験塾

「わたしたちのお店経営」



「やまぐち個性派企業突撃インタ
ビュー」



「楽しい電子工作教室」（福山）





マネージメント教育と大学

• 学部教育の中で実施（専門分野によらず）

• ビジネス・スクール
－フルタイム（平日）

－週末集中

－エクステンション・プログラム

・個別科目

・Certificateコース
－Executiveプログラム
－遠隔教育 distance learning

• 教材作成



UCLAのエクステンション



UC Extension プログラム
• 概要：大学を利用した社会人教育、継続教育
• 運営：大学から独立して受講料収入で運営
• 対象：科学、工学、心理学、人文科学、語学、情報科学

経営学、ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ

• 受講者：年間１０万人（UC全体で）
ON-LINEでの受講も可能

• 受講目的：
– 単位取得
– 継続学習単位の認定
– 認定書取得(Certificate):
– 資格更新研修（弁護士、公認会計士等）

• 講師：外部の専門家



工学教育のGlobal University構想
• 背景

– ビジネスはグローバル化
– エンジニアリングの仕事を行う者は世界中に

• 学歴でなく、知識・能力・技能で採用

• Global University のモデル
– 産業が市場動向を追うように大学は産業の動向を追う

• 現場のエンジニア、研究者の教育ﾆｰｽﾞに対応

– 教育は連続的、発展的に
• 教育課程修了後も継続学習が必要

• 教育の標準化・認定制度が重要に
↓

●Branch campus, remote site はどこにでも立地
●大学制度の変革；専門特化・他大学と連携・教授陣の変更

Philip Condit and R. Byron Pipes, “The Global University,” Issues in Science and Technology, Fall 1997



ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ会場風景



Caltech/MIT Enterprise Forum
www.broccoli.caltech.edu/~entforum

• 目的：技術志向のベンチャー企業の育成・支援
• 歴史：71年にMIT同窓会により最初のワークショッ
プが開催。84年からCaltechのIndustrial 
Relations Centerの共同事業として設立。

• プログラム：事業計画発表会、ワークショップ
– 投資家の教育
– 起業家への専門的アドバイス
– 起業家と投資家の出会いの場を提供

• 参加者：参加料を払えば、誰でも自由に参加可能



CONNECT
カリフォルニア大学サンディエゴ校



CONNECT／UC San Diego
http://www.connect.org/

• 目的：To link high-tech & biotech entrepreneurs 
with the resources they need for success;

money, markets, management, partners,
support services and technology

• 会員：ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ周辺のハイテク企業６５０社
• 活動：-最新技術動向の情報提供

- ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の経営指導（人事、財務）
- 業務提携の仲介(Corporate Partnership Forum)
- 人材育成
- 対外広報（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、優秀製品表彰制度）

• 代表的な企業： Qualcomm, SAIC, Gateway





終わりに：

今後への期待

• 地域内での多様な展開

• 自由な応用の広がり

• 地域横断的ネットワーク

• 国際交流
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