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1

総括報告 

１．研究の目的と重点的テーマの設定 

本研究は国内外の地方社会における多様な取り組みを把握し、少子高齢社会における

地域再生のための方策を提起することを目的に、07 年度から 2 ヵ年の予定でスタート

した。地域再生の課題の一つが産業・雇用の分野である。今年度報告は、地域イノベー

ションという観点から、欧州の地域産業振興に関するケースを集め、日本でも同時期に

行われている地域イノベーションとの比較を通じ、本研究会としての改善提言を行う。 
08 年には、かねてから問題視されていたサブプライムローン関連事業が破綻し、金

融崩壊から実態経済にまで、その影響が及んでいる。金融資本主義の牙城であったウォ

ール街やシティの金融機関は事実上国家管理されようとしているが、海外市場に依存し

てきた日本企業もまた打撃を蒙り、これら大企業に依存してきた下請けの中小企業の閉

塞感は強い。日本の国内問題であったバブル崩壊後の失われた 10 年を考えても、この

ような状況が短期間で収束すると予想する人はいない。また、その後の産業社会は従来

と同じような世界であると予想する人もいないであろう。世界、国、地方ともに、その

行方は霧の中にある。 
イノベーションは、何か新しいものを創造することを意味するラテン語「innovatio」

に由来する。新たなもの・改善されたものの生産、新たな生産プロセスの導入、新たな

販売マーケットの開発、新たな供給先の開発、企業の再構築などを意味する。また、通

常のイノベーション（生産性の向上、品質の改善、スタッフ教育の充実）、ニッチ・イ

ノベーション（新たなマーケットに対し、新たな企業との提携協力を行う）、構造的イ

ノベーション（新たな技術や方法で新たな分野に参入）、革命的イノベーション（新た

な技術・方法で既存市場に参入）などイノベーションのもつ性格でも区分できる。いつ

の時代でもイノベーションは国、地方、企業にとっても必要不可欠のテーマであるが、

現在のような状況であればなおさら、イノベーションに向けた地域あげての取り組みが

必要になる。 
イノベーションは単なる研究開発、技術開発ではなく、社会的に必要で、近い将来見

込まれるマーケットに対応していることが望ましい。また、この種のイノベーションを

公的調達や財政的支援などによって戦略的に推進することも必要である。EU では社会

的にも、経済的にも価値あるマーケットは６分野あるとしている。 
① E―ヘルス：健康情報システムを確立し、少ない金でより良いケアを提供する。 
② 持続可能な建設：建設分野は GDP、雇用、 終エネルギー消費、温室効果ガスの

シェアーが高い。政府調達の枠内で解決策が求められる。 
③ 防護用のテキスタイル：災害や危険から人を守る布など 
④ 生物由来のプロダクツ：バイオプラスチック、潤滑油など 
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⑤ リサイクル：廃棄物、自然資源消費を減少させ、エネルギー効率を改善する。 
⑥ 再生可能エネルギー：欧州議会では 2020 年までに、エネルギー消費の 20％を再生

可能エネルギーでまかなうこととしている。 
この EU の 2007 年 12 月のコミュニュケは、今後のわが国のイノベーションにとっ

ても多くのことを示唆している。金融危機以降、各国の雇用と産業振興のための共通テ

ーマの一つが、再生可能エネルギー分野への政策的投資であり、公的調達、法律、イン

センティブなど様々な手段が使われることになる。同時に、地球温暖化対策のためには、

省エネルギー住宅・建築の普及が不可欠である。再生可能エネルギーの活用、省エネル

ギー住宅・建築は、自然や気候の異なった地域にとっての 適解がある。この意味で、

この２つは地域イノベーションの重点的なテーマとなる。日本の地域共通の活性化手段

である観光については、健康予防などの社会的な目的に合致した健康ツーリズムなどの

推進が、高齢社会にある日本や今後急速に老齢化する中国などの有力なマーケットとな

りうる。 
本研究では、地域における再生可能エネルギー分野の推進、健康―観光という新たな

サービス産業分野の推進について、地域産業の創出と事業の継続性という観点から検討

する。 
 

２．地域イノベーションと産業クラスターの形成 

地域経済開発手段として、世界的に産業クラスターが注目されるようになったのが

1990 年代になってからである。日本では 2001 年から地域イノベーションやベンチャ

ー企業を生み出すための産業クラスター、地域の科学技術を生かすための知的クラスタ

ー計画がスタートしている。また、JAPAN ブランド、地域新生コンソーシアム事業、

地域イノベーション創出事業など地域内の協力による産業振興を支援するための様々

なプログラムが提供されている（第 1 章参照）。 
クラスターは生産者、サービス提供者、教育・研究機関、金融機関、その他公共・民

間の機関が様々な関係をもち、共に立地していると一般的に定義される。 
産業基盤や知的資源に恵まれない地域であっても、クラスター政策による産業振興は

可能である。クラスターを新たなデザイン、プロダクツなどのイノベーションで回復さ

せること、コアとなる強みとなる能力を利用し、新たなプロダクツ（ソフト、ハード）

を生み出すこと、持続的なクラスターにするために川上から川下までのバリューチェー

ンの不可欠の要素を探すことが必要である。クラスターは有限のサイクルをもっている

ため、地域は絶えず、市場や技術動向を調べなければならない。クラスターが十分に組

織化されれば、情報を収集し、需要の変化を予測し、新たなチャンスを見出すメカニズ

ムになりうる。地方政府のクラスターに対する運営支援策は一般的に以下のようなもの

がある。 
 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



○ 地域経済を理解し、評価する 
○ 企業と研究機関を巻き込み、コラボレーションを刺激する 
○ 企業がサービスを利用しやすいようにサービス体制を組織化する 
○ 専門労働力を育成する 
○ イノベーションと起業を支援する 
○ 協同プロジェクトに対するインセンティブやファンドの提供 

本研究では、中小企業を中心とした産業構造をもつ地域において、クラスター政策に

よって地域イノベーションをどのように推進しているかを把握するために、オーストリ

ア、イタリア北部の地域について文献調査と現地調査を行った。その概要は以下の通り

である。 
 

３．アルプス地域のクラスター政策 

○ アッパー・オーストリア州（オーストリア） 
ヨーロッパでクラスター政策の評価の高い地域の一つが、アッパー・オーストリア州

である。人口は 140 万人、州都リンツの人口は 19 万人。農業部門の労働者は 13％と多

いが、一人当たりの GDP は EU 平均を上回っている。 
 

表１ 各地域の産業クラスターと運営機関 
 アッパーオースト

リア 
チロル 南チロル 

人口 140 万人 70 万人 48 万人 
首都人口 19 万人 13 万人 10 万人 
１．産業政策 戦略プログラム 

2000＋、2010 など

  

2．産業政策実

行機関 
技術・マーケティン

グ協会（TMG） 
チロル未来財団 TIS イノベーションパ

ーク 
 ・設立  1997 2006 
 ・スタッフ数 30 名 24 名 40 名 
3．運営支援 TMG の子会社 同上 同上 
4．クラスター 自動車・動力 

プラスチック 
家具・木材 
健康 
機械電子 
（食料） 
（エコエネルギー）

再生可能エネルギー 
ICT 
ライフサイエンス 
機械電子 
ウェルネス 

食品 
建設&FM 
木材&技術 
スポーツ&技術 
ICT 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



クラスター・ブームに先行して、当州では「2000＋戦略プログラム」（1998－2003
年）を策定し、クラスター志向の経済・技術を追求した。３つの戦略分野は技術/研究

開発、教育、産業立地である。「州未来基金」を用い、ネットワークによる協同を通じ

て、企業のイノベーションを推進し、州の経済的・技術的強みをもつ分野を系統的に拡

大することがねらいである。2005 年には、新たな戦略プログラム「革新的アッパー・

オーストリア 2010」（2005－2010）がスタート。この戦略プログラムは、特に中小企

業に焦点を当て、クラスターによって、その競争力を高め、国際化を推進するものとし

ている。5 年間のプログラムは総額 5 億ユーロ。オーストリア国内では、中小企業のた

めの 大のプログラムで、2 万人の雇用を生み出すことが目標である。 
現在、自動車・動力、プラスチック、家具・木材、エコ・エネルギー、食料、健康、

機械電子の 7 つのクラスターと、人的資源、ロジスティック、デザイン・メディア、環

境技術の４つのネットワークが 1998 年から現在にかけて、生まれている。既存の産業

分野については共同プロジェクトや協同プロモーション活動を中心としたクラスター

を通じて推進されているのに対し、分野横断的な人的資源、デザイン、環境技術などは

紹介、相談、教育などが中心のネットワークで行われている。会員企業は約 1,600 社で

ある。会員企業は州内企業のほか、隣国、他州に及んでいる。 
クラスター政策の実行機関が州政府、商工会議所、自治体などが出資する技術・マー

ケティング協会（TMG）である。30 名のスタッフを持つこの組織が戦略プログラム、

イノベーション調査・計画・投資を実行するほか、EU の様々な産業振興プログラムと

の調整を担うなど、地域独自の戦略を継続的に実行できる推進体制を持っている。 
 クラスターの運営サポートは TMG の外郭組織が主として担当しているが、食料は商

工会議所、エコ・エネルギーは州政府設立のエネルギー・エージェンシー（1991 年設

立、スタッフ数 25 人）が担当している。 
 

○ チロル州（オーストリア） 
チロル州は人口 70 万人。州都インスブルックは人口 13 万人、学生 23,000 人の大学

都市である。チロル州のクラスターは EU と州政府の共同プロジェクト「地域イノベー

ションと技術移転戦略（RITTS、1998－2000 年）」を契機に創設された。2003 年以降

は、州政府が 1997 年に設立したチロル未来財団（スタッフ 24 名）がクラスターの運

営をサポートしている。再生可能エネルギー、ICT、生命科学、ウェルネス、機械電子

のクラスターがある。当財団は TMG と同様の役割を担っているが、インスブルック大

学にエネルギー効率建築関係の寄付講座を設けるなど、独自の活動を実施している。 
 

○ 南チロル（イタリア） 
南チロルはボルツァーノ県の通称で人口約 48 万人。県都ボルツァーノの人口は 10

万人である。南チロルは工業部門の割合は低く、食料・木材業・建設・鉱業などの伝統
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的産業が主で、地域企業の 9 割以上が 10 人以下の企業である。また、企業の集積も地

形的に難しく、地元にはボルツァーノ自由大学があるものの技術者を幅広く養成するま

でに至っていないなど、イノベーション環境的な弱点を持つ地域である。 
地方政府は地域特性を考慮し、伝統的な産業構造を変えることなく、人的資源、ノウ

ハウと技術の移転、企業経営などの無形の力で地域経済が機能するように影響を与える

ことは可能であるとのアイディアで、戦略を開発している。戦略の柱は、公共―民間セ

クター間の密接なパートナーシップ、企業に対して協働、イノベーション、質的向上の

ための手段の提供、これらを推進するためのクラスターの形成である。欧州地域開発資

金の支援を受け、2002－2004 年には「伝統的な家族経営への協同と技術イノベーショ

ンの導入プロジェクト」を実施し、この過程で、木材部門をはじめ、４つのクラスター

がつくられている。175 社の会員を持つ木材部門のクラスターでは木造建築のイノベー

ション、室内照明、インテリア、マーケティング等の具体的な投資をともなう協同プロ

ジェクトが進められている。 
こうした経験を背景に 2006 年には、ボルツァーノ市内に技術移転、インキュベート、

クラスター運営、技術開発の機能を有する機関「TIS イノベーションパーク」が設立さ

れた。この機関は既存の民間施設を地方政府が買い取ったものを活用している。現在の

クラスターは食品、建設＆ファシリティ・マネジメント、木材・技術、スポーツ＆技術、

ICT の５つである。各クラスターの運営については、EU,イタリア、地方政府の資金に

よる補助制度で支援されている。 
イノベーションパークのスタッフは約 40 名で平均 30 歳と若い。他のケースと同様

に各クラスター・マネージャーは１名であるが、適切な人材が地元で確保できない場合、

マネージャーを国内外からスカウトしている。 
国際的なネットワークの推進のための活動も行われている。07 年には各国各地域の

マネージャーを集めた会議がウィーンで開催され、様々なクラスター間の経験交流によ

り、マネージャーの人材育成、クラスター間のネットワークの拡大に寄与している。 
 

４．再生可能エネルギー産業の推進状況 

上記３つのケースについて、再生可能エネルギー関連産業の推進状況を表に示す。 
アッパー・オーストリアでは 1993 年から「エネルギー行動計画」を定めている。1991

年には、エネルギー効率、再生可能エネルギー資源の利用、革新的エネルギー技術の推

進のためにエネルギー・エージェンシーを設立し、地域エネルギーの研究開発、エネル

ギーに関する情報提供、家庭・自治体・事業者に対するアドバイスを行っている。また、

2000 年にエコエネルギー・クラスターを創設し、その運営をサポートしている。 
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表２ 各地域の再生可能エネルギー政策実行機関 
 アッパーオースト

リア 
チロル 南チロル 

１．エネルギー

政策 
エネルギー行動計画

エネルギー効率戦略

 達成目標あり 

２．政策実行機

関 
エネルギー・エージ

ェンシー(1991～) 
スタッフ 25 名 

再生可能エネルギー

センター（07～） 
スタッフ 3 名 

再生可能エネルギー技

術センター（07～） 
スタッフ 4 名 

３．クラスター

運営 
同上（2000～） チロル未来財団 

（07 年～） 
― 

４．会員企業・

団体 
145 31 189（地域内企業） 

５．関連クラス

ター 
家具・木材 ウェルネス 建設、木材・技術 

６．その他 ソーラーシティの

建設（01～05） 
ソーラーシティの予

備調査（07） 
エネルギー効率建築

の寄附講座（08～） 

ベスト環境建築のコン

テスト（03～） 
環境建築のマスターコ

ース設置（08～） 
 
チロルでは、従来の省エネ住宅関連クラスターを統合し、2007 年から再生可能エネ

ルギー・クラスターとして未来財団が運営を行っている。同時に、チロル未来財団の構

成部門として再生可能エネルギー・センターを設立し、将来有望なこの分野の企業（地

域内企業 51 社）に対し、技術移転、助成申請、協同プロジェクト、EU-プログラムへ

の対応、メッセ参加、マーケティングなどの企業支援を行っている。再生可能エネルギ

ー・センターは地域内外の企業や団体と協同して、ソーラーシティの予備調査を 07 年

に実施している。これは観光地（人口 1 万人）の中心地区開発プロジェクト（5.4ha）
について、再生可能エネルギーの利用と建築材料・建築施工との 適関係を検討した調

査である。なお、再生可能エネルギー・センターはこの観光地内に設置されている。 
南チロルでは、1998 年に再生可能エネルギーなど比較的若い産業分野を支援するた

めのテクノロジーセンターが設立されたが、TIS イノベーションパークの創設にあわせ、

統合され、再生可能エネルギー・技術センターが 2007 年に開設された。この機関の活

動は先の２つのケースと同様で、実現可能性調査、技術・法律分野の相談、研究・開発

プロジェクトの主導、企業のための協同会議の開催などである。また、当機関では地域

内の再生可能エネルギー関連施設、省エネ関連施設を案内するエネツアーを実施し、専

門家の技術研修、地域内技術のマーケティングを行っている。 
表に示すように、チロルや南チロルの再生可能エネルギーに対する施策は、エネルギ
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ー効率化、エネルギーマネジメントのための人材育成、産業育成が中心である。 
再生可能エネルギーによる地域活性化は、再生可能エネルギーの生産、エネルギー効

率化の推進による産業・雇用の拡大にある。しかし、南チロルではソーラーパネル、バ

イオマス関連機器、風力発電機等の研究・開発・製造は主として地域外の企業によって

行われている。従って、地域企業の主要な役割は、地域の気候・風土に適ったエネルギ

ーの効率的利用やエネルギー効率的建築に係わる技術サービス、関連機器製造、省エネ

建築の生産になる。 
2008 年には、地域産業界の要請の強い「省エネルギーに基づく都市レベル、工場レ

ベルのプロジェクトを計画・コーディネートできる」人材養成のために、ボルツァーノ

自由大学に新たなマスターコース「CasaClima」が開設されている。 
 

５．観光イノベーション－新たなツーリズムの動向 

国内外を問わず、健康やウェルネスを志向したツーリズムの取り組みが各地で行われ

ている。このタイプの新たなツーリズムの大きな課題は 2 点ある。第１は、健康やウェ

ルネスを標榜するツーリズムであるとするなら、サービスの効果や品質をどう保証する

かということである（品質保証やクオリティ・マネジメント）。第２は、健康やウェル

ネスサービスを観光事業者、関係事業者、研究教育機関と連携し、地域としてどう提供

するかということである。地域の課題に合わせ、環境科学、健康科学、スポーツ科学、

医学、薬学などの分野との連携が必要になる。また、サービススタッフの質の確保と教

育、環境・景観の質の保全も関連する（クラスターの形成など）。 
 
○ ウェルネス・クラスターの活動 
アルプス地域では表に示すようなウェルネス・クラスターが活動している。 

ウェルネス・チロルは、チロル未来財団が運営支援をするクラスターで、観光事業者、

学術研究機関、関連事業者など 47 の企業、機関が参加している。ウェルネス関連の施

設から化粧品までの様々な製品開発からサービスの質的改善までの幅広い分野をテー

マにしている。クラスターの年間スケジュールをみると、意見交換会、セミナー、先進

事例視察、メッセへの参加などに加え、他のクラスターで行うエネルギーツアーへの参

加などが計画されている。08 年度では、「ウェルネス分野への医療分野の貢献」のテー

マで、医療・リハビリ関係者による研究会が開かれている。ウェルネス・チロルは観光

事業者が加入しているとは言え、観光事業者（ホテル、リゾート）に対する政策的支援、

知識移転、関連製品の開発・提供をねらいとしたクラスターである。 
Welltain はよりローカルなスキーリゾートの観光協会（事務局）と加盟ホテルで提

供するメタボ対策の滞在プログラムで、健康チェック、個々人の健康状態に応じた運動

とリラックス手段を指導している。このプログラムは当地で行われたオーストリア中標

高調査（1998～2000）によって１～３週間の滞在効果が認められたことから、開発さ
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れたものである。 
 

表３ ウェルネス・クラスターと活動 
地理的範囲 例 活動 

ウェルネス・チロル 
（2003～） 

ホテル・スパ施設、職場、家庭に対するウェルネ

ス製品、設備機器の供給、観光事業者の研修など。

チロル未来財団がクラスター運営支援 

ローカル 

Welltain 
（調査実施 2000～）

高原の滞在効果調査に基づき、滞在型メタボ対策

プログラムの提供。地元観光協会・加盟ホテルが

運営 
アルパイン・パール 
（連盟 2006～） 

自動車フリーの観光地づくりを目指した連盟で、

共同マーケティングなどを行う。 
アルペン・ウェルネス

（2003～） 
質的基準を設定した認証機関。ドイツ、スイス、

イタリア、オーストリアのアルプス地域のホテル

を対象に認証し、共同マーケティングを行う。 

超地域的 

ベストヘルス・オース

トリア（2003～） 
質的基準を設定した認証機関。オーストリアのホ

テル等を対象に認証し、共同マーケティングを行

う。 
 
○ ウェルネス品質基準と認証システム 
超地域的なクラスター（むしろネットワーク）は、ホテルのウェルネスサービス、施

設環境について質的基準を設け質的認証を行う機関で、共同マーケティングを行う。 
ベストヘルス・オーストリアは、オーストリア国内のホテル、浴場施設、リハビリ・

クリニックなどの認証機関である。アルペン・ウェルネスはアルプス地域のホテル・リ

ゾートの認証を行っている。同様のウェルネス関連の認証システムはドイツの８つをは

じめ、その他各国にもあるため、消費者を混乱させる恐れもある。このため、欧州標準

の品質保証システムを検討・導入しようとするプロジェクトが行われている。 
アルパイン・パールは EU の支援プロジェクト（2003－2006）から生まれたもので、

特定の環境保全対策に関する参加基準をつくり、共同マーケティングをする観光地の連

盟である。自動車でアクセスできることが観光地には不可欠であるという常識を覆す試

みである。参加観光地は 21 自治体で、公共交通機関によるアクセスが良い成熟した伝

統的温泉地から公共交通から取り残された山間の小規模自治体までと幅広い。地球温暖

化対策として興味深いチャレンジである。ちなみに、観光宿泊サービスに関する EU の

エコラベルは 2003 年から導入されている。2008 年現在、エコラベルを持つ観光宿泊

施設はイタリアの 82 件が 多である。 
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○ 地域間連携プロジェクト 
一般的に、２つのタイプのクラスターに区分される。技術クラスターは研究と科学に

密接に結びついている。競争の鍵となるのは研究をベースとしたイノベーションである。

他方、知識クラスターは、実際の生産とサービス分野における経験価値から競争力（イ

ノベーション力）を得る。こうした意味で、ツーリズム分野は知識クラスターの性格を

持っている。ある事業者の取り組みは模倣されやすく、観光地の取り組みや経験が他地

域に移転しやすい。つまり学習効果が高い。アルプス地域の多くの EU 支援のプロジェ

クトは地域間での経験の交流・知識移転を 大限に産み出そうとしている。 
「健康とウェルネスの目的地としてアルプス地域の競争力と持続可能性」を目的とし

たアルプス・ヘルス・コンプ・プロジェクト（2004－2007）はイタリア、ドイツ、オ

ーストリア 3 カ国の地域によって実行されている。各地域の自治体（又は観光協会）と

大学・研究機関がペアーとなって参加し、地域間、大学間、観光分野と研究分野の間で、

経験と知識の交換、知識の移転を促す体制となっている。このプロジェクトの成果は、

プロジェクトメンバーの「アルペン・ウェルネス」の活動に引き継がれている。 
「ウェルネス志向の持続的開発（DOSTWELL）」（2005－2007）は、より知識移転

の性格が強いプロジェクトで、ドイツ・スイス・オーストリアの観光先進国の自治体、

大学関係者と経済復興期にある旧バルカン諸国の観光協会の間で実施され、プロジェク

ト目的に係わる研究調査を実行する他、相互の現地視察を通じ、具体的な観光開発に関

するアドバイスなどを提供している。プロジェクト終了後もこの組織は独自の活動を継

続している。 
 
○ スタッフ研修―OJT の試み 

健康やウェルネスサービスに必要な知識習得は、サービスの質を確保するために不可

欠である。OJT に関する興味深い取り組みはミュンヘン大学の研究グループが提言し

ている教育プログラムがある（第４章アルプス・ヘルス・コンプ参照）。この教育プロ

グラムは地域環境（自然、歴史文化、持続可能な開発）の理解とアルペン・ヘルス（自

然資源とセラピー、自然スポーツ）の習得の２つを柱とした８日間（60 時間）のプロ

グラムである。 
日本の各地で、独自の研修と地域の資格付与が行われているが、それをベースに、地

域大学と共同してさらに総合的で OJT に利便な研修システムの構築を望みたい。 
 
○ 自然資源の治癒効果についての科学的調査 
健康やウェルネスの目的地として、科学的な裏づけのあるサービスやプロダクツの開

発と人材育成が、地域の競争力アップやマーケティングにつながる。アルプス地域では

オーストリア中標高調査をはじめ、水、ハーブに関する文献調査等によって治癒効果を

調べ、これを化粧品、健康食品、療法の開発に結びつけている（第 4 章参照）。 
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わが国ではオーストリア中標高調査のような滞在効果を科学的に調査したものはな

い。国もしくは県レベルでの科学的な調査方法、文献調査による方向づけがあれば、健

康やウェルネス目的地として、地域の活性化と国民の健康増進に寄与するものと思われ

る。 
 

６．まとめ 

（１）地域イノベーション戦略、地域クラスター政策の構築 
日本においても EU と同様の地域イノベーションを推進するために産業クラスター

計画を始めとする多様な施策、制度がある。これらを積極的に活用し、地域の特色を生

かし、市場をにらんだ地域のクラスターをどのような方向に向け、編成し、誘導するか

が、地方の課題である。そのためには、地域イノベーション戦略やその推進のためのク

ラスター政策を独自に構築する必要がある。 
日本の地域からみれば、はるかに経済規模の小さなアッパー・オーストリアのイノベ

ーション戦略プログラム、クラスター政策は方向性と予算が明確で、企業の共同開発の

誘導やマーケティングに寄与している。産業基盤の弱い地域については、地域の特性に

適ったクラスターを立ち上げた南チロルのような取り組みも参考になろう。 
これら地域クラスターは地域内にとどまらず、国内外のクラスターとともにコラボレ

ーションやネットワーク化を推進している。産業は行政区域を飛び越えて、拡大する。

このクラスターをマネジメントする機関がなければ、断片的なネットワークや情報交流

に終わってしまう。地域の業界団体を守備範囲とする団体や行政区域を守備範囲とする

自治体部局がこの役割を担当することは無理がある。わが国においても、地域の実情に

かなった新たなクラスターの運営機関を創設し、共同プロジェクトを生み出す仕組みを

構築することが求められよう。 
 
（２）地域特性を生かした再生可能エネルギー産業の振興に向けて 
新分野については、地域企業、大学、行政の関連研究機関にとって未知なことが多い。

欧州でもベストモデルであるアッパー・オーストリアの推進策は、次の通りである。 
― 地域の石油消費の削減目標を設定し、そのための「エネルギー行動計画」、「エネル

ギー効率戦略」の立案 
― エネルギー政策実行機関として「再生可能エネルギー・センター」の設立 
― 地方政府の建設プロジェクトを「研究開発」、「技術開発」、「ノウハウの蓄積」、「地

域産業の育成」の場として活用 
― 目標を達成するために、地域の再生可能エネルギー産業のクラスター化を推進 
 
再生可能エネルギー産業の川上から川下までをカバーするバリューチェーンを形成

できるのは一部地域である。この場合、チロルや南チロルのケースのように、消費者に
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近い省エネ建築、エネルギー効率化技術を中心とし、再生可能エネルギー産業の育成を

推進する方策もある。 
日本の地方における再生可能エネルギー関連産業の振興の観点から、地方政府関連の

建設・改修プロジェクトを関連産業の育成機会として活用することを期待したい。地球

温暖化対策とグリーン・エネルギー産業の育成を、国を挙げて推進するのであれば、時

限を限って各県に一つ、地域クラスターを支援する再生可能エネルギー・センター等を

創設し、地域として将来に役立つ再生可能エネルギー産業分野の育成と雇用拡大に取り

組むべきであると考える（第３章参照）。 
 
（３）健康・ウェルネス・ツーリズムの推進に向けて 

観光は経験の交流によって、様々な知識移転が可能な分野である。健康・ウェルネス・

ツーリズムの分野でも、同様で、様々なプロダクツ、サービスが開発されている。しか

し、観光地全体の魅力に関する理解、この理解に基づく環境の保全やまちづくりがその

前提になければ、単なるプロダクツ開発になってしまう。ウェルネス・健康ツーリズム

の目的地の条件はこの自然環境や景観、町並みのクオリティが必要不可欠の条件である。

つまり、自然環境、地域文化、持続可能性の理解力と健康サービスに関する理解力の双

方が地域の潜在的な競争力になる。これをどうウェルネスや健康サービスの提供に結び

つけるか、具体化するか、効果的に実施するかという手段が、研究教育機関との連携、

自然治癒力の科学的研究、地産地消などのクラスターやネットワークという方法である。 
こうした観点から日本のウェルネス・ツーリズムの推進の課題をまとめると以下のよ

うになる（第６章参照）。 
① 真の地方分権、地方の独立性が重要 
② 一次、二次、三次産業の連携・協業化を進める 
③ 環境保全が観光に結びつき、地域振興につながる 
④ まちづくりの視点を持った総合的なプロダクツ開発が必要 
⑤ ウェルネス・サービスのレベルアップと人材育成のために、サービス品質のスタン

ダード化と専門の教育機関の設置が必要 
⑥ ウェルネス観光クラスター開発のための支援組織及びネットワークの整備 

新潟県の「健康ビジネス連邦」構想をはじめ、わが国でも様々な「健康、ウェルネス・

ツーリズム」に関する具体的プロジェクトが現れている。国内における健康・ウェルネ

ス・ツーリズムの推進や国際観光の推進の観点からは、こうした先行地域と国内外の地

域との地域間連携プロジェクトの創設が、地域のイノベーション力を高めるためにも、

国際観光を推進する上でも重要になるものと思われる。 
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本研究では、国内外の調査に関して、多くの方から貴重な助言やご支援をいただいた。

厚く御礼申し上げたい。また、研究機会を与えていただいた（財）ハイライフ研究所な

らびに事務局の皆様にも謝意を表したい。 
 
研究代表 中田裕久 （財）山梨総合研究所 （第２、４、５章） 

小田輝夫 （財）ハイライフ研究所（客員） （第１章） 
竹内良一  NPO 法人 循環型社会推進センター （第 3 章） 
仙洞田伸一（財）ハイライフ研究所 （第６章） 

 
 
 
 
□ 調査の実施概要とご協力をいただいた方々 
１． 講演会・セミナー 
・ 植田理彦氏（民活推進機構、ウェルネス・ツーリズムの動向：平成 20 年 4 月 25

日） 
・ 孫田 猛氏（飯島総研（株）、地域観光産業の動向：6 月 27 日） 
・ 古川彰洋氏（ヘルスツーリズム研究所：ヘルスツーリズムの現状と課題：7 月 11

日） 
２． 国内視察・ヒアリング調査 
○ 草津（平成 20 年 5 月 22 日～23 日） 
・ 中沢康治氏（中沢ヴィッレジ、ホテル・ヴィレッジの取り組み） 
・ 長井英二氏（草津町観光創造課、温泉エネルギーの利用） 
○ いわき市（7 月 28 日） 
・ 大場敏宣氏（いわき湯本温泉旅館組合、いわき湯本温泉の取り組み） 
・ 坂本征夫氏（常磐興産（株）、スパリゾートハワイアンの取り組み） 
・ 小林裕明氏（いわき商工会議所、いわき市の産業動向） 
・ 石橋喜孝氏他（クリーンコールパワー研究所（株）、実証実験概要） 
○ 新潟県 健康ビジネスサミット「うおぬま会議」（11 月 14 日） 
３． 海外ヒアリング調査（平成 20 年 9 月 1 日～9 月 16 日） 
○ オーストリア 
・ Mag.Ferdinand Thaler  Amt der Tiroler Landesregierung：技術移転政策 
・ Mag.Robert Ranzi Tiroler Zukunftsstiftung, Cluster Manager：クラスターの運

営 
・ Dr.Georg Goebel  Medizinische Universitat Innsbruck：DOSTWELL の品質管

理 
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・ Herr LAbg.Josef Turtsher  Biosphareparkmanegement Grosses Walsertal 
○ イタリア（南チロル） 
・ Herr Guido Sandforth  TIS innovation park , Cluster Manager：クラスターの

運営 
○ イタリア（ヴァッレ・ダオスタ州） 
・ Ducly Remo  Mayor, Comone di Chamois：アルパイン・パールの状況 
・ Cassiano Pascal  Mayor, Comune di La Salle, Legal representative of 

DOSTWELL 
・ Prof.Corrado Oreiller  Fondazione per la Formazione Professionale Turistica 
・ Federica Bieller  Terme Pre-Saint-Didier      
・ ヴァッレ・ダオスタ州商工会議所、セント・ヴィンセント市役所、ホテル・モンブ

ラン、モルジェ・バイオマスボイラー施設等 
４．海外調査協力 
・ モラス雅輝氏  チロル州政府観光局 日本デスク（調査先アレンジ） 
・ ファゼールみはる氏（通訳） 
・ 杉山武史氏  ヴァッレ・ダオスタ州政府観光局 日本デスク（調査先アレンジ） 
・ 杉山イクコ氏 (通訳) 
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第１章 日本における地域イノベーションの方向と課題 

１．はじめに 

１００年に１度といわれる世界の金融恐慌の強烈なインパクトは、急激な円高、株安

を招き、年金、医療を始めとした社会保障制度の不安を一層ますと共に、地域経済への

更なる強烈なダメージとなり、疲弊しつつある地域経済に追い討ちをかけることとなっ

た。政府は０９年度の補正予算に特別枠を設定し、20 兆から 30 兆円規模の失業対策や

新たな雇用創出につながる事業展開に躍起であるが、行き先は不透明のままである。日

本の屋台骨を支えてきた自動車メーカーを始め、日本を代表する企業の、非正規社員や

派遣社員の解雇や雇い止め、更には正規社員にも及ぶリストラは未曾有の様相を呈しつ

つあり、雇用セーフティーネットの強化策や緊急雇用対策も空回りの状態である。この

ままでは、０３年度に記録した過去 高の失業率 5.5%を超え６～７％にせまると予測

され、新たに１００万人以上の失業者を出しかねない情勢である。０９年３月の決算見

通しもトヨタが▲４５００憶、日立が▲７０００億、パナソニック▲３８００億等と軒

並み大幅な赤字を計上すると予測されている。大企業がこのような状況にある中、地方

の地場産業を中心とした中小企業の痛手は相当であり、特に製造業を中心とした下請け

企業を始め、中小企業の倒産件数も鰻上りに増えている。０８年度の倒産件数はこのま

までは０７年度の１万件突破を越え、史上 高の倒産件数となりかねない。こうした中、

中小企業の資金繰りを政府が支援する緊急保証制度の利用が急激にふえており、総合経

済対策として設定した保証枠も使いきり、資金を追加する状況である。 
日銀の実質国内総生産（GDP）の成長見通しも０８年度はマイナス 1.8％、０９年度

はマイナス 2.0％に下方修正され、「戦後 悪」の実質 GDP 成長率が予測されている。 
０８年の 10-12 月の GDP は年率換算でマイナス 12.7％であり、1974 年の第１次オ

イルショック時の 13.1％に次ぐ戦後 2 番目のワーストを記録した。０９年１月末に発

表された国際通貨基金（IFM）の世界経済予測でも０９年の成長率は 0.5％であり戦後

悪の低成長にとどまり、我が国はマイナス 2.6％と予測され、英国の 2.8％減に次ぐ

落ち込みである。この傾向はこれから数年継続すると思われ、短期に回復する見込みは

立っていない。それどころか、アメリカを始めとした EU 諸国の痛手も相当であり、い

ずれもマイナス成長と予測されている。グローバル経済のアメリカ中心の金融資本主義

の破綻がもたらした、雇用の喪失、消費の減退、企業収益の悪化などデフレスパイラル

に落ち込み、当分の間経済的回復はその見込みが立たない状況である。 
また、輸出市場も、０８年 10-12 月期でマイナス 13.9％と過去 大となり、急激な

貿易収支の悪化をもたらし、外需も３％成長率を押し下げ、過去にないマイナスを記録

した。雇用情勢の悪化と相まって、消費者心理が一段と冷え込み、買い控えなどの消費

の減退で内需も先行き不安となり、まさに八方塞がりの様相である。 
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こうした「戦後 大の経済危機」の中、わが国の地域産業の現状は、２００８年度版

の中小企業白書も述べているように、すでに、０７年度の日本経済全体としての景気回

復局面においても、中小企業の多くは、原油・原材料価額の高騰により、業況の悪化が

みられ、景気回復の実感に乏しく、近年の雇用、所得環境の悪化に伴う、特に民間消費

の伸び悩み及び輸出関連の急速な停滞が、地域産業を中心とした中小企業を直撃し、そ

の構造的欠陥を露呈している。そこへの今回の金融面からの衝撃は、日本経済、特に地

域経済、地域産業への痛手は更なる打撃であり、中長期に渡って経済構造を早急に検証

する必要に迫られているのが実態である。 
特に、０８年度に入ってからの急激な収益の圧迫は、もともと生産性が低いところへ

の痛手であり、雇用の維持どころか企業そのものの存続にかかわってきている。政府の

０７年度までの数々の施策も、経済成長を前提としたものであり、この急激な金融恐慌

の変化に対応出来きれていないのが現状である。 
２００７年１１月時点で実施された三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）の

「地域中小企業の立地と経営実態」に関するアンケート調査によっても、すでにこの時

点で、６～２０人規模の企業でも経営の継続が困難と感じていると、４社に１社が回答

しており、困難を感じたことがあると回答したのは、実に４社に３社、７５％の企業が

厳しい業況を訴えている。 
 

図表－１ 過去 3 年程度で経営の継続が困難だと感じたことがある企業の割合 

 
資料：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)「地域中小企業の立地と経営実態に

関するアンケート調査」(2007 年 11 月) 
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０８年末から０９年に掛けては更に厳しさがましている。このような情勢から地方の

実体経済が縮まるのはやむを得ないことであるが、ただ、指を咥え慨嘆ばかりしていて

も始まらない。新たなる仕組み作り、新たなる構造を見つけ出すなかで、常に体質改善

をはかり、この難局を切り抜け、チャレンジし続け、なんとしても地域の活性化を見出

していかなければならない。今回の衝撃は次へのステップとして捉え、止まらず、焦ら

ず、諦めず、地域資源を活用し、再度今まで培ってきた技術と知識を下に、イノベーシ

ョンによる新しい「もの創り」「こと創り」の世界を再構築するチャンスと考え、態勢

を立て直す必要があろう。日本経済及び世界の資本主義が新たなる段階へと構造転換す

る時代が到来したのであり、この「変化の時代」をいかにチャンスと考えるかが次の安

定を生み出すものと思われる。すでに、昨年の報告書（「少子高齢化社会における地方

社会の行方研究」２００８年３月、第２章 地場産業と地域の活性化）で見たとおり、

地域（地場）産業の再興のための数々の施策、支援事業、プログラムが用意され、産業

クラスター計画と地域イノベーションの創出や、産学官連携による試みがなされてきて

いる。この難局を乗り切るためには、英知と連携と協働の力を結集して、常に未来志向

で、地域や企業自らが体質を変えていく努力をし続けていくことでしか道は開けない。 

２．地域産業の現況と課題 

（１）地域産業の現況  
地域の中小企業の現況は、2008 年 10-12 月の中小企業景況調査報告書（中小企業基盤

整備機構）に見られるとおり、その業況は一段と悪化している。 

   図表―２ 中小企業の業況判断 DI の推移 

 
 中小企業基盤整備機構 第１１４回中小企業景況調査報告書（２００８年１０-１２月期）より 
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しかも全産業業況判断 DI が▲42.0 となり、11 期連続してマイナス幅が拡大してお

り、それは全ての地域に及んで拡大している。特に、製造業のマイナス幅が大きく、輸

送用機械器具（▲51.0）、電気・情報通信機械・電子部品（▲53.7）など 13 業種でマイ

ナス幅が拡大している。非製造業の業況判断 DI も▲41.5 となり、9 期連続マイナスで

ある。業況判断 DI の厳しさは予測できたもののマイナス幅の大きさは驚異と言わざる

をえない。皮肉なことに従業員の過不足は 18 期ぶりに過剰超過になっており、生産設

備過不足 DI は製造業で 4.9 と 3 期連続で過剰となっている。 
昨年末から０９年初頭にかけて、地方経済産業局が全国の中小企業を直接訪問し聞き

取った調査においても、口を揃えて、売り上げ減少、資金繰り・雇用の面において非常

に厳しい経営環境にあることを訴えている。特に、アメリカや欧州の経済の急速な減速

による輸出の停滞は外需にたよってきた、自動車部品のメーカーや電子部品の下請けを

始め、多くの地域産業を直撃し、中小企業の大半が売り上げ、利益とも減少し、資金繰

りにも困っており、政府が支援する緊急保証制度の利用で一時凌ぎをしている状況であ

る。中小企業再生支援協議会（中小企業庁）の０８年 10-12 月期の窓口相談企業数は

785 社にのぼり、前年同期比２５％増となっている。製造業を中心にほとんどの企業が

雇用過剰であり、設備も余って来ている。正社員の休日の調整やワークシェアリングで

雇用維持に頑張っている企業もあるが、非正規社員の解雇や派遣切りは、大企業だけで

なく、下請け化した中小企業も宿命的に受け入れざるを得ないのが実態である。 
しかしながら、今回の「戦後 大の経済危機」は急激で厳しいものであり、先が見え

ない辛さはあるが、地場産業を中心とした地域産業にとっては、過去に何回も経験した

荒波の一つと捉え、ピンチはチャンスでもあると考えることが肝要と思われる。グロー

バル経済に踊らされたとは言え、もともと地場産業である地域の中小企業は、その地方

の経営資源である、原材料、技術、人材、販売網などを活用して、生産・販売活動を行

う集積産業として発達してきている。地域独自の歴史や文化、自然と調和した風土をバ

ックボーンとし、そこで生活する人々の気質をも支えとしてきている。地域産業の厚み

と広がりはかなりのものがあり、何度も経験した衝撃を、技術イノベーションを始めと

した多様な対応により乗り切ってきた企業が、今生き残っているのである。グローバル

経済の名の下に、その市場を国内外に急速に拡大し、それなりの技術革新や生産性の拡

大を図り、情報インフラを整備し拡大に努めて来た。この過程で効率性の増強ばかりに

目を奪われ、地域の固有性や、「場」の持つ優位性や個性を失い、目先の利益に追われ、

長期の展望を失っていた感がある。今回の危機は、実体経済から切り離された金融資本

に振り回された市場原理優先の経済構造の崩壊であり、同志社大学の浜教授が言うとこ

ろの「グローバル恐慌」であり、異常な状態であったと認識し、成長路線から安定経済

構造へ舵を切り返す必要がある。それは兎にも角にも地域の持つ「固有の価値」の発見

から再度始め、地域の特殊性、優位性などの地域ポテンシャルを前面に押し出し、地域

のイノベーションを「価値づくり」から始めることが必要である。 
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（２）地域産業の課題 
地域産業の苦戦は今回の「グローバル恐慌」以前から顕著に現れていたが、もはや産

業構造の変革は待ったなしの状況となっている。大企業の下請け製造、地場産業や伝統

工業など主に製造業を中心に発達してきた地域産業も、従来の思考、方法論、技術を大

幅に転換する必要がある。長い歴史の中で培ってきた産業集積も今や櫛の歯が抜けるが

ごとき様相を呈している。「機械・金属」などの産業は外需によりそれなりに好調に推

移してきたが、０８年下期よりは急速に悪化に転じ、「衣服･繊維」「雑貨・その他製造」

などの業種は生産額の低下が以前よりみられ、歯止めが全く効かない状態となってしま

った。地域の企業数も毎年減少しており、０８年 10-12 月期の倒産件数は大幅に増えて

おり、1 万件を越すのは確実である。更に、地域経済を支えてきた有力企業の業界再編

や急激な減産、撤退により、地域の活性化を企業誘致戦略に頼ってきたエリアは悲鳴を

あげている。たとえば、鳥取県の 大企業である「三洋電機コンシューマエレクトロニ

クス」はカーナビ製造を中心に稼動していたが、自動車の販売不振と親会社三洋電機を

パナソニックが買収、子会社化する構想があり、企業の継続が見えない状況である。 
これらの状況は地域産業が従来から抱える問題点をさらに浮き彫りにしている。即ち

①内需の不振 ②構造的な競合輸入品の増加 ③受注単価の低下 ④原材料・部品価額

の上昇 ⑤熟練技術者・技能工の高齢化 ⑥後継者不足 ⑦雇用の維持 ⑧設備の過剰

と老朽化、などであるが、これは単なる景気後退とグローバル恐慌によるだけでなく、

従来のものづくりそのものの構造的欠陥といえる。このままでは、仮に安定成長に回復

したとしても、地域産業は時代から取り残されてしまう。世の中の流れ、消費者の生活

スタイルの変化によるニーズの変容に、地域産業が対応できず、イノベーションもまま

ならないまま、大企業の部品下請けに安住して来てしまった付けとも言える。 
地域産業の強みであった産地集積のメリットも薄れ、集積産業も崩壊の危機に立たさ

れている。適切な分業体制が組まれ、地域として公的支援を受け入れやすく、原材料・

部品の調達もしやすく、市場情報・技術情報の収集に便利で、販路や人材の確保も容易

などの利点を手放さざるを得ない事態である。早急に、従来の枠組みとは別に、地域外

との広範な分業体制、地域内外との協同とネットワーク作りや、工業製品のみの産業構

造から多様な産業構造へと、新しい枠組みを構築することが肝要と思われる。 
地域の課題解決のためには、地方の再生戦略が必要であり、地域イノベーションが欠

かせない要件である。しかしながら、日本における基本戦略は常に経済産業省、総務省

を始め、国の施策が中心となり、決められた実施内容に手をあげて補助金を頂くことに

よる、新事業、新産業の創出という、募集方の戦略が主である。現状は国の施策を待っ

ている状況ではなく、地域自らが地域ポテンシャルを生かし、地域クラスター政策を独

自に立ち上げ、地域活性化の手段としての地域イノベーション創出を図っていく必要が

あり、国の施策はあくまでも、地域活性化のために利用すべきものである。そもそもイ

ノベーションとは、２０世紀初めにシュンペーターが「経済発展の理論」で定義してい
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るように、「新しい価値の創造、ないしは創造的破壊を起こすプロセス」のことであり、

まさに「経済発展はイノベーションがその源である」と言える。今回の金融恐慌に始ま

った一連の経済ショックは、企業にとっては「予測不可能な事態」であり、創造的破壊

とは言えないかもしれないが、外部からのインパクトにより、構造的破壊に繋がってい

る。地域産業は自らの内部からのイノベーションを興しにくい体質であり、今回の事態

を逆にイノベーション実施のチャンスと捉え、これからの時代の先取りと、隠れたニー

ズの掘り起こしを心がけ、常に進化の意識を保持する必要がある。１９９０年以降の

IT 革命によるドッグイヤーと言われる社会環境の変化、その後に続くグローバル経済

と金融恐慌と価値観の急激な変容は、幾多の地場産業を初めとした地域産業を適応不全

に落とし入れ、舞台からかき消してしまった。しかしながら、このような時代にあって

も、常に新しいコンセプトの基に、消費者のニーズを的確に掴み、 高益をあげている

企業がいくらでもある。たとえば「ユニクロ」を展開しているファーストリティリング

社は IT を駆使して、創業以来常にイノベーションを心がけ（３月にも世界初３６色の

ジーンズ新発売）、 大売り上げと 高益を維持している。任天堂しかり、オリエンタ

ルランドしかり、サントリーしかりである。彼等は大企業だからではなく、常に消費者

のニーズを探り、新たなコンセプトの新製品やイベントを提供し、「モノ、コト」の両

面に於けるイノベーションを繰り返してきた結果の成果である。イノベーションは①創

造的新製品②新生産方式の開発③新たな市場の開拓④新資源や資材の確保⑤柔軟な組

織の構築、などネクストへの対応を日常的に心がける必要がある。多くの地域産業が長

期的展望の下にイノベーションを捉えていないことが目下の大きな課題といえる。 
課題を整理すると以下のような遅れがみられる。 
① 製造業の技術イノベーションの遅れ 
② モノ造りへの固執・・・コト創りの遅れ。情報・知識社会などの産業構造の変化

に対応できていない・・・「感性価値」に基づく新製品が生まれない 
③ コンテンツの創出とソフト開発遅れ・・・デザイン戦略の遅れ 
④ マーケティング思考の欠如・・・コミュニケーション戦略の展開不足 
⑤ ICT（情報通信技術）の遅れ・・・ユビキタス社会への対応、U－JAPAN 構想（ユ

ビキタス、ユニバーサル、ユーザーオリエンテッド、ユニーク）の遅れ 
⑥ 新分野への展開力の欠如・・・今後期待される新たなる業態、重点産業（ウェル

ネス、エコ・再生エネルギー、ソフトパワー分野など）へのシフトの遅れ 
⑦ 有能な人材の確保と教育の不足・・・地域大学や関連施設との双方向のコミュニ

ケーション（産業クラスター、知的クラスターの課題でもある） 
⑧ 地域デザインマネジメントの不足・・・ビジョンを提示できる、リーダー、プロ

デューサーの不足、コーディネーター、リンケージ企業の不足 
⑨ 新事業立ち上げ、運転資金の不足・・・地域ファンド、ソーシャル・キャピタル 
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３．日本の地域イノベーション政策 

良い技術や品質の製品であれば売れた時代は終わり、大企業の傘の下その下請けでの

生産も厳しさを増し、産業集積の維持もままならず、誘致企業もいつ撤退するか判らな

い局面に立たされた地方経済の活性化には、地域自らが大きく発想の転換を図り、新た

な産業分野を開拓して行く必要がある。地域自ら先進技術を身につけ、新たなマーケッ

トを発掘し、何よりも他に先駆けて世に問う必要がある。新たな先端産業や業態を生み

出すためには、新たな地域産業の枠組みや地域産業コミュニティを創設する必要がある。

地域産業を支える地域内にある県市町村の行政機関、各中央官庁の出先機関、研究開発

などの公設施設、地元の大学、地元企業、銀行、会計士・弁護士・マネージメントなど

の専門家、起業家（ベンチャー）、そして NPO などの関係機関が、新たなビジネスを

立ち上げるべく同じ問題意識を持ち、各々の役割を担い新ビジネスの創出を図るもので

ある。従来から盛んに産学官連携による新産業の創設を、国のお声掛りで各種施策が行

われてきたが、往々にして運転資金確保のための幾つもの補助金申請が目立っている。

従来は受身の発想が強く、新産業創出のための地域産業コミュニティ創りの発想が薄く、

単に技術力や新たなアイディアの提供だけでは高付加価値の産業分野には進出できず、

起業するまでの支援体制の確立が出来きれていなかった。新ビジネスの創出のためには、

地域の強みの分析から初め、地域価値資源の掘り起こし、地域の誇り（歴史、文化、自

然）や守るべき価値を共有し、その地域ポテンシャルを生かしていく。そして地域の関

係機関が協同とネットワークの力を発揮し、新産業創出のためのキャピタル制度や中小

企業向けの各種補助金の、専門家による有効利用により地域経済の活性化を図っていく。

ベンチャー企業は簡単に立ち上がるわけではなく、従来の発想とは違ったノウハウを身

に着けなければ、新事業としての成功は覚束ない。地域に新たなる産業を生み出すには、

コミュニティの結束力であるソーシャル・キャピタルを生かし、各企業や関係機関が相

互に関わり合って、コミュニティビジネスを展開する。単に技術イノベーションだけで

なく、それに加えて成熟した時代の価値観に応じた制度や意識のイノベーションを地域

産業総体で保持するソーシャルイノベーションを展開することが、これからの地域活性

化に繋がる。政府が発表した「地方再生戦略」の大きな柱として地域イノベーションの

必要性が説かれ、経済産業省の中に「地域イノベーション研究会」が設置された。わが

国の地域イノベーション戦略も、官民あげて新しいビジネスを立ち上げ、市場の創出と

雇用の創出のための地域クラスター施策が今新たな展開を見せようとしている。 
 
（１）産業クラスター 
経済産業省が平成 13 年度より、地域イノベーションやベンチャー企業を生み出す産

業クラスターを目指し「産業クラスター計画」を推進している。これは、地域の中小企

業やベンチャー企業を行政機関や地元大学、研究機関などの地域産業コミュニティがバ

ックアップし、新分野や新事業での展開を図る産業クラスターを形成し、イノベーショ
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ンを武器に競争力のある事業環境を整備し、広域的な新たな産業集積を創生しようとい

うものである。イノベーションを次々に生み出す事業環境を地域に整備し、世界に通じ

る、新たなベンチャー企業や中堅・中小企業からなる産業クラスターを地域に形成する

ことを目指している。昨今の急激な経済変化のもたらす地域経済の疲弊に対する、新産

業、新事業創出に関しての国家的戦略プロジェクトと言える。 
 
１） 目的及び目標 

経済産業省の産業クラスター計画のホームページによれば「我が国産業の国際競争力

を強化するとともに、地域経済の活性化に資するため、全国各地に企業、大学等が産学

官連携、産産・異業種連携の広域的なネットワークを形成し、知的資源等の相互活用に

よって、地域を中心として新産業・新事業を創出される状態（産業クラスター）の形成

を図ることを目的とし、以下のミッションを遂行します」とある。 
① イノベーションを促進する事業環境の整備 
② 「新経済成長戦略」等の国家戦略上の重要分野（燃料電池、ロボット、情報家電

等）として定められた新産業の創出 
③ 地域自治体等が実施する地域振興との連携による相乗効果の現出 

○ 基本ポリシー 
① 全国一律かつ中央統制的な施策の運営方法を改め、現場での施策展開を第一と考

える現場主義を尊重する。 
② コアとなるネットワークの形成に関する固有のツールを確保するとともに、他の

ツールにおける研究開発支援、企業連携支援、販路開拓支援、企業・創業支援、人

材育成支援その他の支援について他の部局、機関、府省の施策を戦略的に活用する。 
○ 究極的目標 
諸外国の例を踏まえ、数十年間単位の長期視野で施策を展開することとし、以下を目

標とした産業クラスターの形成を目指す。 
① イノベーションの連鎖反応 
② 産業の 適化と環境変化耐性の強化 
③ 地域の国際ブランドの進展に伴い、世界中からの企業、人材、投資の求心力増大

による国際的集積の加速化・高質化 
 

２）産業クラスターの具体的展開 
① 上記クラスター政策の目標達成のために、２００１年の立ち上げから２０２０年ま

での２０年間の長期プロジェクトとし、3 期に分けて展開する。 
 第Ⅰ期（２００１～５年）・・・産業クラスターの立ち上げ期 
 第Ⅱ期（２００６～１０年）・・・産業クラスターの成長期 
 第Ⅲ期（２０１１～２０年）・・・産業クラスターの自立的発展期 
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第Ⅰ期においては１９のプロジェクトで産業クラスターの基礎となる「顔の見えるネ

ットワーク」を形成し、ビジネスマッチングや産学官連携による研究開発プロジェクト

が展開された。その結果、約５万件の新事業が創出され、８２８件の創業がなされた。

また、大学発ベンチャーの約３割の４２５社が参画し、１１社が株式上場を果たしてい

る。第Ⅱ期では更にネットワークの形成を推進すると共に、具体的な事業展開や企業の

経営革新、ベンチャーの創出を推進している。IT、バイオ、環境、ものづくりの分野で

現在１８のプロジェクトが展開されている。現在約１０，７００社の中堅・中小企業、

ベンチャー企業と約２９０の大学、その他金融機関、公設試、産業支援機関など産学官

連携に係わる人的ネットワークが拡大し、その研究開発事業は共同研究体参画メンバー

が複数の都道府県にまたがった広域な連携となっている。更には、東南アジアを初め

EU 諸国等の海外のクラスターとの交流も活発化しつつある。第Ⅲ期で財政面の自立を

図り、産業クラスターの自立的発展を目指している。 
 
   図表―３ 産業クラスター計画（第Ⅱ期） 実施プロジェクト 

 

 
                （経済産業省 「産業クラスター計画」ホームページより） 
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② 地域別産業クラスター計画プロジェクト（平成２１年１月現在） 
○ 北海道地域（北海道経済産業局） 

・北海道 IT イノベーション〈IT〉 
・北海道バイオ産業成長戦略〈バイオ〉  

○ 東北地域（東北経済産業局） 
・TOHOKU ものづくりコリドー〈バイオ、IT、ものづくり、環境〉 

○ 関東地域（関東経済局） 
地域産業活性化プロジェクト 

・首都圏西部ネットワーク支援活動（TAMA）〈ものづくり〉 
・中央自動車道沿線ネットワーク支援活動〈ものづくり〉 
・東葛川口つくば（TX 沿線）ネットワーク支援活動〈ものづくり〉 
・三遠南信ネットワーク支援活動〈ものづくり〉 
・首都圏北部ネットワーク支援活動〈ものづくり〉 
・京浜ネットワーク支援活動〈ものづくり〉 
・バイオベンチャーの育成（首都圏バイオネットワーク）〈バイオ〉 
・情報ベンチャーの育成（首都圏情報ベンチャーフォーラム）〈IT〉 

○ 中部地域（中部経済産業局） 
・東海ものづくり創生プロジェクト〈IT、ものづくり〉 
・東海バイオものづくり創生プロジェクト〈バイオ〉 
・北陸ものづくり創生プロジェクト〈ものづくり〉 

○ 近畿地域（近畿産業局） 
・関西フロントランナープロジェクト Neo Cluster〈IT,ものづくり〉 
・関西バイオクラスタープロジェクト Bio Cluster〈バイオ〉 
・環境ビジネス KANSAI プロジェクト Green Cluster〈環境〉 

○ 中国地域（中国産業局） 
・次世代中核産業形成プロジェクト〈バイオ、IT、ものづくり〉 
・循環・環境型社会形成プロジェクト〈環境〉 

○ 四国地区（四国産業局） 
・四国テクノブリッジ計画〈バイオ、ものづくり、環境〉 

○ 九州地域（九州産業局） 
・九州地域環境・リサイクル 産業交流プラザ（K-RIP）〈環境〉・・・事例参照 
・九州シリコン・クラスター計画〈IT〉 
・九州地域バイオクラスター計画〈バイオ〉 

○ 沖縄地域（沖縄総合事務局 経済産業部） 
・OKINAWA 型産業振興プロジェクト 〈バイオ、IT、ものづくり、環境〉 
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③ 事例・・・九州地域環境・リサイクル産業プラザ（K-RIP） 
K-RIP では世界における環境・リサイクルの先進拠点の形成を目指すことを目標

にクラスターを展開している。廃棄物処理・リサイクル、公害防止装置、エコマテリ

アル、新エネルギー等の環境産業分野について、ネットワークの拡大・深化とビジネ

ス創出支援の事業を通じ、九州地域が世界における先進拠点となることを目指してい

る。企業や NPO などの法人会員は約３００社で、行政機関４０、大学会員は教授個

人として８６名が参画し、産学官のネットワークが機動的に連携している。 

  図表―４ K-RIP ネットワークの概要図 

 
                 （経済産業省 「産業クラスター計画」ホームページより）   

「地域展開」「国際展開」「人材育成」「情報提供」を重要テーマとし、５拠点の連携

を強化しネットワーク力で地域企業の全国展開、国際展開を支援すると共に、将来の

環境分野の人材育成を実施している。更には、「環境の産業化」を武器に、環黄海エ

リアのイノベーション創出の場として発展させ、アジアとの近接性を視野に入れた活

動を展開している。平成１９年度からジェトロ RIT 事業を活用して中国の大連市と

の３ヵ年にわたる地域間の環境産業交流事業を開始するなどして、中国を基盤にアジ

ア市場への販路拡張を促進している。また、平成２０年３月には、「九州・大連市環

境ビジネス商談ミッション」を派遣し、商談を実施し実際に成約に漕ぎ着けている。 
また、韓国産業団地公団 ECO 事務局とも友好交流協定を締結している等のクラスタ

ー形成の拡大に努めている。 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



３）産業クラスターの課題 
産業クラスター計画は地域イノベーション創出の中核的施策と位置づけられる。し 

かしながら、産業クラスターは地域の産業コミュニティのもつソーシャル・キャピタル

を有効に生かし切れているかは、はなはだ疑問である。地域のニーズを汲み取り、イノ

ベーションのリソースをどう組み合わせて行けるかがポイントである。地域に存在する

人材、歴史、伝統技術、文化、地域ブランド、自然環境などその地域独自の競争力をバ

ックボーンとして、地域の研究人材や大学、公的な産業支援機関や地域の中核的企業や

地場の中小企業などの地域産業コミュニティを結集してこそ、たえざるイノベーション

により高付加価値を生み出し、新事業、新産業を創出し雇用機会を上げることが出来る

のである。しかしながら、産業クラスターの研究シーズや技術はその地域との必然性が

希薄であり、基本的には大企業中心で、どのエリアでも実施できる IT、バイオ、環境、

ものづくりであり、地域の大学の研究内容や中核企業（大企業）や行政の意向に左右さ

れているように思われる。経済産業省が躍起になって、参加中小企業数や大学数を誇示

しているが、各エリアの産業クラスターが、本当に地域の産業コミュニティが主体とな

って運営され、地域の活性化に寄与しているのか、大きな課題である。一方、販路開発

や優秀な頭脳集団などの人材確保、資金調達、広報活動なども十分に展開しきれていな

いのが現状である。特にマーケティングや販売に関する支援は弱く、ここでも、もの創

りの発想が強く、事業化までの支援と市場での展開力が今後の課題といえる。 
そのことは、アンケートによる不足、充実するべき支援内容に顕著に表れている。 

   図表―５ 地域における新事業創出他の意識調査 

 
（経済産業省 地域イノベーション研究会 「地域イノベーション研究会報告書」平成２０年６月より） 
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今後産業クラスターを成功させるためには産学連携を初め、地域産業コミュニティや

他地域、他産業と有機的にネットワークを結ぶための橋渡しとしての、コーディネータ

ーが重要となる。研究成果の発掘や各地域の大学や企業などのニーズやウオンッツを発

見し、大学や研究所の持つシーズと逸早くマッチング出来、研究開発の企画、マーケテ

ィングやライセンシー迄を一貫してプロデュースできる人材である。このような幅広い

能力を持った人材は「言うは易すし」でそう簡単にはいない。往々にして地域コミュニ

ティ内部の行政の担当官や行政の外部組織である産業支援センターの担当官や商工会

議所などの業界団体や大学に運営を任せてしまうが、ほとんどが不十分である。既存の

組織や、内部の担当者では、ネゴシエーションの調整役は出来ても、リーダーシップを

発揮した思い切った腕は振るえない。これは、クラスターの真の運営主体は何処なのか、

誰が、クラスター全体の経営を執っているのかが不明朗であり、お上の意向に左右され

かねないことにも繋がる。外部のプロデュース専門会社やリンケージ企業のプロやコー

ディネーターを取り込んだほうが懸命と思われる。イノベーション・インフラの不足、

ネットワーク作りの不足、資金の不足を含めまだまだ途半ばの感は否めないが、走りな

がら基盤整備をしていくしかないと思われる。 
 
（２）知的クラスター 
文部科学省において、平成 13 年 3 月の閣議決定「第 2 期科学技術基本計画」に基づ

き、地域における「知的クラスター」の形成、促進が位置づけられた。海外への製造工

場などの移転に伴う、地域産業の空洞化に対応する施策の必要から地域における科学技

術活動及びその成果を利用した地域イノベーションシステムの構築を図るものであり、

経済産業省の産業クラスターと一対をなすものと見られる。すでに、アメリカを始め

EU 諸国の経済先進国では国をあげて取り組んでいる。 
地域のイニシャティブの下で、各地域における独自の研究テーマとポテンシャルを有

する大学を始めとした公的研究機関を核として、地域内外から企業等も参画して構成さ

れる技術イノベーションシステムである。 
人的ネットワークや共同研究体制がポイントとなり、公的研究機関の有する独創的な

技術シーズと企業の持つ実用的なニーズを関連させて新事業創出にチャレンジする。平

成 14 年からは「知的クラスター創成事業」として１８事業を展開、平成１９年度から

の第Ⅱ期から新たに６事業が展開されている。 
 
１）目的及び目標 

科学技術による地域振興であり、地域の産学官連携による地域経済を再生し、もって

我が国の経済の活性化を図る。知的クラスター創成事業として 
① マーケットニーズを踏まえた新技術シーズの創出 
② 研究から事業化までの推進体制の確立 
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③ ベンチャー育成事業等との連携、地元企業との連携強化 
○ 基本ポリシー 
自治体の主体性を前提に、新たな地域産学官連携による技術革新システムを構築し、

将来の「技術革新型クラスター」の形成を目指す。自治体の単独事業やその他の関連事

業との連携を図り、 終的には自治体の主体的取り組みにより、事業終了後の更なる展

開を期待している。 
○ 究極的目標 
① 連続的な技術革新システムの確立 
② ベンチャー企業の設立、地元企業の活性化、新企業やインフラ企業等の集積 
③ 集積効果による国際競争力の確保と維持 
 
２） 知的クラスターの具体的展開 
① 上記目標達成のため、第Ⅰ期として平成１４年開始１２地域、平成１５年開始３地

域、平成１６年開始３地域の１８地域においてスタートした。５年を一区切りとし、 
既にプロジェクトを終了しているものもあり、平成１９年より第Ⅱ期として、継続

を含め６地域で新たに開始した。エリアによって進捗度合いに差があるものの、当

初の各自治体、地域での主体的な展開に関しては、その後も継続的に取り組まれて

いることで一定の成果を挙げていると言える。 
② 知的クラスター事業実施地域 
〔第Ⅰ期〕 
○ 北海道札幌地域「札幌 IT カロッツェリアの創成」 

（IT（ソフトウエア及びシステムウエア情報技術）） 
○ 仙台地域「仙台サイバーフォレスト構想」 

（インテリジェント・エレクトロニクス） 
○ 富山・高岡地域「とやま医療バイオクラスター」 

（バイオ・エレクトロニクス（ライフサイエンス、ナノテク・材料、情報通信）） 
○ 金沢地域「豊かさを支えるハイテク・センシング・テクノロジー構想」 

（ハイテク計測・知的活動支援技術） 
○ 長野・上田地域「スマートデバイスクラスターの形成を目指して」 

（ナノカーボンコンポジット・有機ナノマテリアルによるスマートデバイス） 
○ 岐阜・大垣地域「ロボティック先端医療クラスター」 

 （IT/ロボット技術を活用した医療・健康） 
○ 浜松地域「浜松地域オプトロ二クス・クラスター構想」 

（次世代の産業・医療を支える超視覚イメージング技術） 
○ 愛知・名古屋地域「ナノテクを利用した環境にやさしいものづくり構想」 

（ナノテク・材料） 
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○ 京都地域「京都ナノテク事業創成クラスター」（ナノテク事業創成） 
○ 関西文化学術研究都市地域「ヒューマン・エルキューブ事業創成のための研究プロ

ジェクト」（IT・ゲノミックスの高度利用による豊かな生活支援技術の創出） 
○ 関西広域クラスター 

・ 大阪北部（彩都）地域「彩都バイオメディカルクラスター構想」 
（バイオメディカル分野） 

・ 神戸地域「再生医療等の先端医療クラスター形成に向けたトランスレーショナ

ル・リサーチ構想」  
（再生医療等の先端医療分野を中心としたトランスレーショナル・リサーチ） 

○ 広島地域「広島バイオクラスター構想」 
（医療及び医薬品開発を支援するための遺伝子技術及び細胞利用技術） 

○ 宇部地域「やまぐち・うべ・メディカル・インベーション・クラスター構想」 
（LED 等光技術を基盤とする次世代医療機器の開発） 

○ 徳島地域「ヘルステクノロジーを核とした健康・医療クラスターの創成～プロテオ

ミクスファクトリー徳島の実現～」（疾患関連のタンパク・遺伝子情報の解析技術開

発と応用研究（ライフサイエンス、ナノテク・材料）） 
○ 高松地域「希少糖（生理活性単糖）を核とした糖質バイオククラスター構想」 

（希少糖をライフサイエンスの新素材とする糖質バイオ産業創出のための基礎

技術の研究開発） 
○ 九州広域クラスター 

・ 福岡地域「システム LSI 設計開発クラスター構想」 
（システム LSI 設計開発技術） 

・ 北九州学術研究都市地域「北九州ヒューマンテクノクラスター構想」 
（システム LSI 技術とナノサイズセンサ技術及びこれらの融合領域） 

〔第Ⅱ期〕 
○ 札幌周辺を核とする道央地域「さっぽろバイオクラスター構想“Bio-S”」 

（ライフサイエンス、情報通信） 
○ 広域仙台地域「先進予防型健康社会創成クラスター構想（時空を越えたユビキタス

な健康管理環境技術の確立）」（情報通信、ライフサイエンス）・・・事例参照 
○ 長野県全域「ナノテクノロジー・材料によるスマートデバイスの創成」 

（ナノテク・材料） 
○ 浜松地域「浜松地域オプトロ二クス・クラスター構想」 

（情報通信、ナノテクノロジー、ライフサイエンス） 
○ 大阪府・神戸市関西広域「関西広域バイオメディカルクラスター構想」 

（ライフサイエンス） 
○ 福岡・北九州・飯塚地域「福岡先端システム LSI 開発拠点構想」（情報通信） 
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   図表―６ 知的クラスター創成事業プロジェクト  

 
（文部科学省 知的クラスター創成事業 ホームページより） 

○ その他地域（平成２０年開始） 
・ 富山・石川地域 
・ 東海広域「東海広域ナノテクものづくりクラスター構想」 
・ 京都及びけいはんな学研地域 

 
③ 事例・・・広域仙台地域「先進予防型健康社会創成クラスター」 

ウエルネスクラスターの取り組みでもあるが、少子・高齢化に伴い、急速な医療費・
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介護費等の増加がみられるが、コスト増を防ぎながら市民の安全、安心な健康生活

を実現させるために、これまでの疾病に罹ってからの治療ではなく、疾病の発生そ

のものを予防する１次予防の取り組みを強化する試みである。東北大学、東北福祉

大学等の先端的な研究資源を活用し、先進的な予防の実現の研究開発や実証をおこ

ない「先進予防型健康社会創成クラスター（先進的疾病予防・健康維持に関する知

見の集積、及びそれを活用した疾病予防・健康維持のためのサービス・機器開発を

目指す産業の集積）」の形成を図って、市民の健康の質の向上、行政コストの効率化

や地域経済の活性化をバランスよく成立させることを目指している。 
先進センサや高度セキュリティ技術の活用により、市民一人一人の 適化された

予防・健康サービスを提供しようとしている。産学官共同研究の主なテーマは 
・ ウエルネス・センシング・・・・超微細超高感度センシングによる疾患の早期

発見・兆候検出技術 
・ ウエルネス・アルゴリズム・・・健康状態把握のための生体反応指標の検出技

術の開発とデーターベース化 
・ ウエルネス・アプリケーション・健康増進を促す医療福祉情報の利活用と行動

支援技術 
・ ウエルネス・コネクション・・・医療環境格差を克服するための超時空的医療

情報伝送・診断支援技術 
・ ウエルネス・モニタリング＆モデリング・・・保健医療福祉システム設計とモ

デル開発 
 

図表―７ 仙台地域知的クラスター創成事業概念図 

 
              （仙台地域知的クラスター創成事業 ホームページより）  
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３） 知的クラスターの課題 
知的クラスターは、我が国が世界に誇る 先端技術や知識の更なるイノベーションと

先端分野での新たな産業集積を図るものである。特に、バイオ（バイオ・エレクトロニ

クス、バイオメディカル等）、医療・健康（IT／ロボット技術、遺伝子技術・細胞利用

技術）、ナノテク、IT、LED、システム LSI 等ソフトウエア開発からシステム開発を含

む至って専門分野での研究開発となっている。しかしながら地域の中小企業と大学や研

究機関との連携の現状は一部インターンの派遣や共同研究はあるものの窓口相談レベ

ルが多く、ここでも連携を拡大するための仲介役としてのコーディネーターの欠如が問

われている。専門分野だけに、誰でもがなれる訳ではないが、クラスター政策と平行し

て、 も重要なコーディネーターを育成強化するシステムを置き忘れて来た感がある。

現状では、異業種交流や地域内外とのネットワーク作りに大学や商工会議所の窓口スタ

ッフの能力に期待せざるを得ないが、 終的には、どんなに優れたクラスター計画であ

っても、市場に受け入れられなければ意味がなく、マーケットオリエンテッドのイノベ

ーションがポイントとなる。 
知的クラスターは文部科学省所管のプロジェクトであり、経済産業省の産業クラスタ

ーとの棲み分けが不明瞭である。どちらも地域の経済活性化のための産学官の連携を出

発点としているが、知的クラスターは地域の大学や公的研究機関を中核としているため、

どうしても研究に重点が置かれ、技術イノベーションシステムの確立による、研究から

事業化への流れが不十分になっている。地域ごとに、文部科学省、経済産業省、地方自

治体、その他関連機関による「地域クラスター推進協議会」を設置し、より綿密な連携

策に関する情報交換や各種支援、合同発表会を開催しているが、当初の目論見である産

業クラスターからの市場ニーズの提供、知的クラスターからの新技術シーズの提供によ

り、相互にイノベーションを図る意図は不十分のようである。産学官連携に携わるコー

ディネーターを一堂に集めた「科学技術コーディネーターネットワーク会議」も開催さ

れ、クラスター計画に参加している企業の地域内外のネットワーク化や新事業創成に努

力してはいるが、もともと国家プロジェクトであり、経済産業省、文部科学省其々の行

政の縦割りの世界である。枠をはずし、横断的な、地方を活性化させる我が国の世界戦

略として、内閣直轄の国家事業としては如何であろう。長期的展望のもと、地域のイノ

ベーション政策に大幅な予算を計上し、各地方自治体の主体的なクラスター計画に予算

を配分すべき時代ではないだろうか。地域のイニシャティブの下でとか、自治体の主体

性を前提にとか、各地域の独自の研究とポテンシャルを有する大学や公的研究機関を核

としてとか、地元企業と連携してとか、机上のコンセプトはそうであっても、実際のタ

ーゲットは、ライフサイエンス、ナノテク、バイオメディカル、ロボットなど、日本発

の科学技術に関する世界に向けた国家戦略であり、大企業中心であり、地域産業はおこ

ぼれ頂戴の従来方式と基本的には変わりがない。ここでも地域産業コミュニティは置き

去りにされている。 
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（３）その他の地域イノベーション政策 
産業クラスターや知的クラスター計画以外にも経済産業省、中小企業庁を中心に中小

企業を対象とした、地域におけるイノベーションによる新産業・新事業の創出を目指し、

地域経済の活性化を図る施策が色々用意されている。 
 
１）ものづくり産業振興施策 
これは元々、経済産業省が平成１８年６月に発表された新産業群の創出をねらった

「経済成長戦略大綱」の一環として計画され、平成２０年度の予算は約１４３億である。

特に、イノベーションの推進による新産業の創出を目指すと共に安全かつ安心で持続可

能な社会を実現させるために、革新的エネルギー技術開発、製品安全関連技術開発等の

革新的技術創造戦略と位置付けている。燃料電池、情報家電、環境産業、新世代自動車

向け電池など製造業の基盤を整備し、世界での競争力を維持するためのイノベーション

の加速を期待している。人材や設備技術等の環境整備に政策資源の投入を図っている。

尚、伝統工芸品産業後継者育成のために、２５億が投入され、需要の開拓、人材の育成、

プロデューサーの派遣等、伝統工芸産業のイノベーションを期待している。 
 

２） 地域新生コンソーシアム研究開発事業（委託事業） 
地域において、新産業、新事業を創出し、地域経済を活性化させるために、地域の 

産学官の強固な共同研究体制（地域新生コンソーシアム）を組むことにより実用化に向

けた高度な研究開発を実施。知的クラスター創生事業等他の研究開発支援施策で生み出

された技術シーズの活用等の連携強化を図っているが、研究開発終了後の事業化に向け

たフォローアップ体制が十分できていない。経済産業省が全国に設置したインキュベー

ター施設は１７６施設（平成１９年３月）。（独）中小企業基盤整備機構は３３施設（平

成２０年３月）。各地大学の構内や大学の近隣地、または産業集積計画の拠点に設置さ

れているが、インキュベーター事業のポイントとして挙げられる、優秀なインキュベー

ターマネージャーの存在、大学との強固な連携関係の構築、関連施設の集積、産学官ネ

ットワーク支援等、ここでもプロデューサーやマネージャーの力量不足があり、ソフト

支援やコーディネーター機能の立ち遅れが目立つ。 
平成１８年までの１０年間で累計１，０６５件、７３％が複数県に跨る広域連携で、

参加大学も延べ１，５００校に及び投入予算も９３０億に達している。ライフサイエン

ス、環境、ナノテクノロジー、製造技術などを研究の柱としている。平成１９年は１５

件、１９．６億の予算であるが、平成２０年からは「地域イノベーション協創プログラ

ム」に引き継がれている。同じような内容の事業を次から次へと立ち上げているが、予

算獲得のための施策に思われ、真に地域の新産業、新事業に有効なのかの視点が今問わ

れている。 
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３）提案公募型技術開発事業（経済産業省） 
① 地域イノベーション創出研究開発事業（委託事業） 

内容的には前記の「地域コンソーシアム研究開発事業」を引き継いだものであり、

新産業、新事業を創出し地域経済の活性化を図る意図は同じである。産学官連携によ

り 先端の技術シーズを基に、新製品開発を目指し、実用化技術の研究開発支援を通

じて新規需要開拓を図る。対象は地域の大学、公的研究機関と複数の民間企業等の研

究開発共同体であり、平成２０年の採用は応募３５６件に対し一般８９件、農商工連

携２９件の１１８件で予算は７４．７億である。 
 
図表－８ 研究開発事業の仕組み 

 
（経済産業省 「地域イノベーション創出研究開発事業」ホームページより） 

② 地域資源活用型研究開発事業（委託事業） 
新産業、新事業創出のために、地域の産学官の研究体制を組織化して地域に存在 

する資源(地域資源)を活用した新製品の開発を目指す実用化技術の研究開発である。 
特に、地場産業と結びつき、新たなワイン製造、発砲清酒、ミネラルウォーター、ス

キンケア等の開発を実施している。平成２０年の応募は６５件で２０件採用され予算

は１７．１億となっている。 

提案公募型技術開発事業の採択された技術分野は、ライフサイエンス３２%、製造技

術２６％、ナノテク・材料１２％、情報通信、環境、エネルギー各９％、社会基盤３％

と多岐にわたっている。 
 

４）中小企業地域資源活用プログラム（中小企業庁） 
各地域にはそのエリア固有の資源が眠っている。農林水産、産地の技術や素材、観光

資源、伝統文化であったりする。これらの資源は他との差別化の要因でもあるが、地元

の人間には見えていない部分でもある。今まさにこの「宝の山」を、地域経済を支える

中小企業の経営者が自らの足元を見直し、地域の強みとなる地域資源を掘り起こし、従

来にない先進的なイノベーション思考で商品化を図っていく必要がある。平成１９年６
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月より施行された「中小企業地域資源活用促進法」に基づき、中小企業の先進的取り組

みに対し、マーケティングなどに精通した外部の専門家による事業化のアドバイス体制

を整備し、資金、税制を含めて総合的に支援し、地域の底上げを図るものである。 
地域経済が公共投資に依存しない自立型の経済構造を構築し、大都市圏との格差の是

正を図るために、地域から大都市へ、そして世界への売り込みを狙った「市場」を強く

意識したプログラムであるが、昨今の経済情勢は厳しいものがあり、なかなか、机上の

プラン通りには動いてくれない。価額競争ではなく、地域資源を生かした地域の創意工

夫とイノベーションによる、消費者のニーズを汲み取っての新サービス、新商品作りで

あるが、時代の変革の早さと生活者の意識の変化に付いていけず、結果的には従来の発

想のままでのもの作りに終わってしまう心配がある。一応、企画段階から出口である販

売までの一貫的支援を謳っているが、誰が具体的にどう支援するのか不明確である。 
目標としては、５年間で１，０００件の新事業創出を目指し、初年度の平成１９年の

予算は１０１億であり、経済産業省、国土交通省、農林水産省等６省連携施策となって

おり、目下の急務である地域経済活性化のための国家プロジェクトの一つでもある。平

成２０年７月末までに、４７都道府県で合計１０，９２２件（農林水産物３，３２８件、

鉱工業品２，４２１件、観光資源５，１７３件）を地域資源に特定し、４２８件（農林

水産物１５６件、鉱工業品２３８件、観光資源３４件）を具体的な事業計画として認定

している。いづれにしても、地域外市場を狙った新製品開発であり、事業化であるが、

ポイントは商工会議所や地元企業が外部の専門家であるコーディネーターと連携して、

域内で如何に優秀な人材を育成できるかである。しかしながら、地域には専門家を招聘

したり人材を育成したりする予算手当てに厳しいものがある。このハンドリング費用が

ないために、財団や NPO や支援機構などが人材育成プランを企画しても単発に終わり、

継続した展開ができていない。すべての施策に当てはまるが、別途各事業予算とセット

で人材育成費用を認定すべきである。 
 
○ 事例 いわき湯元温泉（福島県いわき市）・・・詳細は第６章参照 

海水浴客がピーク時の１０分の１に減少し、海水浴離れと同時に温泉客も減少す

る状態が続いてきた。そんな中、温泉の効用を引き出す知識、技能を持つ“バル

ネオセラピスト（温泉保養士）”制度を構築し、健康増進と癒しを中心としたリ

ピート型、短期滞在をコンセプトとした商品開発をして、首都圏のシニア層を対

象とした PR 活動をおこなっているが、道半ばである。 
このエリアには中核企業として、常磐興産（株）がある。明治１６年創業の老舗

企業であり、常磐炭鉱時代の昭和４１年に「常磐ハワイアンセンター」を展開し、

平成２年には「スパリゾートハワイアズ」と名称を変更し、１２３年の歴史の中、

現在の企業テーマは「温泉」であり、経営資源であると言って憚らない。平成１

９年度は過去 高の１６１万人の集客（宿泊客約４０万人）があり、平成２１年
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３月度の決算も黒字計上は間違いない。常に、顧客の温泉に対する、ニーズを先

取りし、先進的なイノベーションを繰り返してきた結果といえる。現在５つのテ

ーマ施設を持ち、１年中泳げる常夏のプール、ポリネシアンショーに代表される

エンターテイメントの数々、世界 大の露天風呂「与市」などを展開している。

エンターテイメントをコンセプトに感動体験を与え続けることを目標に、今後は

「温泉」＋「健康」をテーマにし、「温泉」を資源とした企業の 後の拠り所は、

「健康」と考えている。４泊５日の温泉ドッグの企画や、健康を中心価値とした

「温泉で暮らす」のコンセプトの完成を目指し商品開発に余念がない。 
 

５）その他の支援施策 
地域資源を活用した新たな取り組みの掘り起こしによる地域のイノベーションの他

に、地域資源の価値向上（ブランド化等）に向けた地域一体の取り組みに対する支援も

あり、一つは販路開拓支援事業であり、（独）中小機構による商談会の開催やマーケテ

ィングショップの開催などである。もう一つは昨年の報告書（「少子高齢化における地

方社会の行方研究」（財）ハイライフ研究所 ２００８年３月 参照）でも触れた JAPAN
ブランド育成事業である。 
○ JAPAN ブランド育成事業 
地域の歴史や文化の中で育まれた、地域資源である技術や素材を地域の「強み」と 

して捉え、現代の生活に適合させ、世界市場にも眼を向けた商品として進化させ、時代

や国境を越えて共感を呼ぶ新しい商品やサービスを「JAPAN ブランド」として提案す

る。経済産業省（中小企業庁）が平成１６年よりスタートさせ地域の中小企業が地域の

強みを生かし一丸となって取り組み、製品価値を高め、日本らしさを強調するデザイン

により、海外に通じる製品を新たに生み出していく。コンセプトは「Creating New 
Traditions」（新しい伝統の創造をめざして）とし、「変化する市場の中で、自らの商品

やサービスを絶えず進化させていかねばならない」とし、常にイノベーションすること

で、地域ブランドの確立を図り、自らの経営基盤を強化することにより、地域経済の活

性化を目指していく。JAPAN ブランドは大別して、製品ブランドと、産業集積地の地

域ブランドとしての展開がある。支援策として、経済産業省、JETRO 主催で、海外（パ

リ、ニューヨークなど）において、JAPAN ブランドを中心にして「メイド・イン・ジ

ャパン」製品を日本独特の「感性」がもつ価値に焦点を当てて展開している。製品の背

後にある、伝統や美意識を紹介すると共に、日本のデザインの再認識を図っている。  
長４年の支援がえられ、他の「地域資源活用型研究開発事業」等の各種支援策との

組み合わせも可能であるが、如何に外部のプロデューサーやデザイナーに参画してもら

い、各地域の JAPAN ブランドとしてトータルデザインが出来えるかがポイントである。 
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６）地域イノベーション政策の課題 
地域産業のイノベーション政策に関しては、数多くの施策が実施されている。極端な

ことを言えば、官庁の数だけ、都道府県の数だけあり、経済産業省においては、地域活

性化に係わる部局すべてに、なんらかの補助金、交付金、委託金があると言っても過言

ではない。その予算トータルは莫大であるが、果たして有効に機能しているのであろう

か。もし、各施策が相互に連携され、各々目標通りに実施されていれば、地域の活性化

は火を見るより明らかである。しかし、今日の地域産業の疲弊は、施策ばかりに原因が

あるわけではないが、国家戦略ないし国家プロジェクトとして国の施策を遂行している

限りその責任は重大である。 
全ての施策が、技術イノベーションにより、新産業、新事業の創出を図り、地域の活

性化に繋げるものである。その意図するところは立派であり、今日的課題ばかりである

が、真に地域のニーズをベースにした取り組みになっているのであろうか。産学官とい

っても地域の学官での技術シーズが優先し、初めから、地域産業とはミスマッチであり、

革新的技術が地域コミュニティとは必然的係わり合いのないところで応募していると

ころが散見される。すべての施策が“地域や自治体の主体性を基にして”と謳っている

が、地域産業は資金欲しさのプロジェクトでの応募が目立ち、新産業や新事業での起業

よりも、運転資金の一部となりかねない。地域において自立型経済構造の構築といって

も、構築できる人材が不足しており、たとえ、技術イノベーションにより、新製品が完

成したとしても市場での展開に厳しいものがある。各施策はトータルにサポートし、人

材の育成や設備技術の充実、インキュベーター施設の設置、マーケットオリエンテッド

とフォローアップ体制や環境整備を心がけているようだが、地域産業コミュニティには

十分評価されていないようである。 
図表－５の“地域における新事業創出や技術の高度化、イノベーション促進に関する

意識調査”でみられるように、地域産業の経営者は、大学等研究機関の紹介よりも、“マ

ーケティング・販売に関する支援”“事業化までの一貫した支援”“資金調達に対する支

援”等の他、マッチングなどのコーディネーターやアドバイザー、運営できるプロジェ

クトマネージャーなど「人財」を求めている。クラスターの運営に始まり、イノベーシ

ョンのあらゆる場面に人材が必要であり、各々の施策を計画できる人材がいても、実施

できる人材が不足していることが、地域イノベーションの 大の課題である。特に 終

的には、どんなに優秀な技術で製造された製品であっても、市場での価値がなければ無

意味である。今後、支援のトップに上がっている“マーケティング・販売”のホロー体

制を人材育成の資金面で支援できるかが、各施策成功のおおきな鍵を握っているといえ

る。どんなに優れた入り口があっても、出口がすっきりしていなければ活性化せず、イ

ノベーション戦略は川上から川下の企業までを一気通貫で巻き込んでこそ成功する。 
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（４）地域活性化のための様々なイノベーション 
我が国のイノベーション戦略、特に地域活性化のためのイノベーションは技術イノベ

ーションを基とした製造業中心の戦略である。確かに我が国の製造業における技術の高

さは伝統的であり、今後も重要な基幹産業であることには間違いない。しかし、世界戦

略としての、バイオ、ナノテク、エネルギー、環境、IT、ロボット、情報家電、先進医

療機器等の先端技術は別として、輸出産業を中心としたもの造りは、グローバル経済の

中、今後とも激しい競争に晒されることであろう。技術力のある製品でも造れば売れる

時代は終わり、常にイノベーションを心がけ使用者のニーズを先取りした、付加価値製

品にしても生き残るには大変な努力を要する。今まさに、地方における産業構造そのも

のを変革する時期にきている。製造業を中心とした産業集積が崩れる中、地域の資源を

生かして新たな発想の下に、新たな産業の創出をしていく必要がある。    
０９年３月の政府の経済財政諮問会議も、今後１０年程度をにらんだ経済成長戦略の

新たな産業の柱として、地球温暖化対策を新たな需要に結び付ける「低炭素社会実現分

野」、医療・健康・介護などの「健康長寿産業分野」と並んで映画やアニメなどのコン

テンツを中心とした「ソフトパワー分野」をあげている。特に、ソフトパワー分野は、

世界に通用する作品を増やすのはもとより、コンテンツ産業の裾野を地方にまで拡大し

雇用拡大を狙っている。０９年に立ち上げる官民ファンド「産業革新機構」などが出資

し、ソフトビジネスの全国展開と海外展開を支援し、現在海外での売り上げ比率２％を

２０％弱まで高めることを目指している。産業クラスターも知的クラスターもたいへん

結構であり、その成果は地域活性化のためにも大いに期待しているが、地域がもっと、

ソフトパワー分野のイノベーションに目を向ける時代ではないであろうか。もしも、産

業クラスターや知的クラスターが行政の言うように成果が上がっているのならば、今日

の地方経済がここまで落ち込むことはなく、人材の育成や地元産業の育成の面において

も、もう少し充実していたのではないであろうか。上からのこの指止まれ方式ではなく、

地域自らがそのパワーを十分発揮出来るクラスターの創出が必要である。それは地域の

持つ、歴史、文化、自然、風土等の「固有の価値」を発見し、「もの」から「こと」へ

の価値作りが重要である。大都市圏を追っかけるのではなく、「東京」には無い、環境

にやさしく心豊かな、癒しの空間をベースとした地域に密着した「新たな時代の価値」

への転換、「共感のモノ創り」へシフトを変更して行く方向である。元々、各地域に存

在し、打ち壊してきた、環境に優しく、心の癒しとなる新たなソフト価値の創造産業へ

の立ち返りである。まさに、経済財政諮問会議で取り上げられた、３つの分野に包含さ

れた多様な産業が存在する。何れの分野のイノベーションもマーケットオリエンテッド

であり、従来方式の単に、企業を誘致するのではなく、地域産業コミュニティが一丸と

なって取り組まなければ成果は上がらない。グリーン革命といわれる、環境・エコ産業

やバイオマスなどの再生エネルギー、高齢化時代のウエルネスを中心とした健康・医療

産業、心の癒しを提供する観光・温泉産業、新しい価値を創造するコンテンツ産業等、
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どれも業態としては新しいものではないが、地域の英知を絞ったソフトイノベーション

によって新たな付加価値を提供した様々なクラスターを構成するものである。 
 
１）観光産業におけるイノベーション 
２００８年１０月１日、国土交通省の外局として観光庁が発足した。訪日客の一層の

誘致と観光産業を中核とした地域振興への取り組みである。平成１６年より「観光立国」

推進戦略会議を開催し、“ビジット・ジャパン・キャンペーン”を提唱し、２０１０年

に訪日外国人旅行者を１，０００万人にする試みである。２００８年の観光白書によれ

ば、０７年の訪日外国人旅行者は８３５万人、世界で２８位、アジアで７位である。０

８年は世界的な金融不安にさらされ、秋から激減し、目標１割減のほぼ前年並みである。

特に０８年１２月の訪日外客数は、景気低迷の波をもろに被り、前年同月比２４．１％

減の５１万人に止まった。韓国、台湾、中国などアジアの観光客で７割を占めているが、

このままでは２０１０年に１，０００万人の目標は厳しいものがある。 
我が国は国土全てが観光地になる要素があるにも係わらず、欧米に比し観光産業とし

てのクラスターは立ち遅れてきた。フランス約８，２００万、スペイン５，８５０万、

アメリカ５，１００万、中国５，０００万、イタリア４，１００万、イギリス３，１０

０万の集客に比し、「観光立国」の名が泣く訪日外国人数である。このことは、国内旅

行者も含めて、観光を生かした地域振興のイノベーションの遅れがその原因である。「観

光」こそが、地域の歴史や文化、自然と調和したすでに足元にある固有の「地域価値」

を生かした、地域が主体的に取り組める地場産業であり、平成２２年迄に３０兆円の産

業規模を期待している。このほど発表された「旅行ミシュラン」日本編では観光三ツ星

として、世界遺産を中心に、ヨーロッパ並に１７箇所の地域が選ばれている。これは旅

行案内の伝統シリーズ「ギド・ベール（緑のガイド）」の日本編で、世界の旅行者が日

本を旅するガイドとなり、三ツ星は来日フランス人がわざわざ足を運ぶ価値がある場所

とのことである。世界一の集客交流を誇るフランスのお墨付きであるが、どうゆう訳か

高尾山が選ばれていることが気になる。 
いずれにしても、地域の産業構造や市民社会の構造変化が起きている今こそ、観光産

業を地域発展の起爆剤として、新しい観光産業に組み替えるチャンスである。其々のエ

リアが違った個性と魅力で、そこに暮らす人々の暮らしと風土を愛するコミュニティの

「顔」が見える、そんな観光産業である。観光業者だけではなく、地域のすべての人が

参加できる一大産業であり、すべての地域に存在する地場産業である。しかしながら、

これまでの多くの観光地は、イノベーションを怠り、従来の歴史や文化を軽視し、新し

い文化施設や箱物を建てることが進歩発展と勘違いし、そこにあった景観や文化を壊し

続け、観光がまるで製造業の付けたし程度の産業としか認識してこなかった付けは大き

いと言える。街並みや家屋の再生などの「街づくり」から始まり、すべての人に心地良

さを提供する顧客サービス、多様なニーズに対応するソフト、健康・スポーツ・機能回
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復・介護や福祉まで、事業規模は大きく、 先端技術が必要である。当然観光客のニー

ズも大きく変化し、実際、旅行をする人の６６パーセントは単なる観光地めぐりではな

く、なんらかのテーマを求める新たな観光客である。受け入れ側がマーケット志向で、

消費者のウオンツを的確に捉えなければ、衰退の一途を辿るだけである。高齢化、過疎

化による地域の人口減少と経済の低迷は、そこにある「豊かな観光資源」を新たな観点

で有効に生かすことで、一発逆転に繋がるかもしれない。そのためには、観光を柱にす

えた地域再生事業や産学官による観光のシーズ創りをプロデュースできる人材の育成

がここでも急務である。 
尚、観光産業におけるトレンド他は、第４章「観光イノベーション－ヨーロッパ・ア

ルプス地域を事例として」を参照されたい。 
 
○ 地域資源を生かした 近の観光の例 
地域資源を生かした「地域価値」によるイノベーションは、身近にすでにある地域の

自然や産物、特産品、伝統芸能など地域に根ざした等身大の歴史、文化、自然の見直し

であり 大限の活用である。これらの地域価値を、観光客のニーズに対応すべく新たな

観光メニューとして創造し提案するものである。産業クラスターやビジネスとしては小

規模であるが、これからの観光の考え方の一つの方向である。 
 
・着地型観光 

山梨県は富士山、富士五湖、八ヶ岳、南アルプスなどの山々に囲まれ自然豊かで、産品も

フルーツ、ワイン、ジュエリーに恵まれている。この個性豊かな「地域価値」を観光資源と

して生かし、地域住民の積極的な協力のもと「着地型観光」を目指している。 

「着地型観光」とは、旅行の到着地となる各地域が主体となって作られた旅行プランで、

農村や漁業体験、ご当地グルメ、専門ガイドによるエコツアーなど、地域の生活や自然を生

かした体験型ツアーが中心で、何処へ行くかではなく何をするかがポイントであり、地域住

民との連携により、地域の魅力を引き出し活性化させるものである。山梨県では、ワインツ

ーリズム、エコツーリズムに取り組んでいる。 

・生活観光 
エッセイストの玉村豊男氏がその著書で提案しているが、地域で暮らす普通の人々の生活

を見るのが一番面白い旅であり、普段の暮らしの中にこそ、その地域の生活文化や食文化が

育まれており、ライフスタイルを見直す切掛けとなる。そうゆう意味では過疎化や荒野とな

った里山の風景も、里山のもつ多様な自然とそこで暮らしてきた人々の暮らしは忘れかけた

日本の原風景であり、こころの癒しである。 近は都会に住む多くの人がこのことに気づき

観光スポットとして注目を集めだした。地域の住民にとっては苦痛な生活かもしれないが、

地域活性化に繋がる「生活観光」と考えれば、新たな視点が広がるかも知れない。 
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・歴史、文化財見直し観光 
熊本県にある旧清和村（現・山都町）は人口３千の高齢化の過疎の町である。唯一の産業であ

る農業も高齢化により、耕地の縮小が進み、直通バスも廃線となった。そんな山あいの村に、観

光バスが毎週訪れるようになった。それは、１６０年前より伝承されている奉納芝居の文楽の公

演である。農産物の品評会に文楽鑑賞を付けたところ、好評であったために、２００人収容の清

和文楽館を開設し、従来年４～５回の公演を、今では年２００回公演となり、外国人、修学旅行

生を含め大幅な集客交流となった。地元の人々に継承されて来た伝統文化は学校の教材にもなり、

ほぼ０であった村の観光収入は、弁当や物産と合わせて年２億を越え、雇用も４人から２２人に

増え、波及効果は山菜農家やトマトジュースの加工業者にも及んでいる。従来は、神話の里高千

穂へ向けて素通りしていた観光バスが必ず文楽館に寄るとのこと。細々と繋いできた地域の価値

が、実は「宝の山」である可能性は日本全国に隠れていると思われる。 

・ユニバーサル・サービスによる観光 
湯布院温泉に代表されるように、観光の基本は「まち」作りである。訪れた観光客が、その地

域の歴史や文化、市民の生活の営みとしての場である「まち」に癒しや潤いを感じられるかが重

要である。観光業の核はなんと言っても「おもてなしのこころ」であり、街をあげて、歓迎の看

板だけでなく、地域に住む全ての住民が心のこもったもてなしが出来るかが勝負である。それは

常日頃から、平和で健康で安らぎのある「まち」作りをしているかに掛かっている。そのために

は、観光の環境整備として、道路を初めとした交通機関、街並み、案内板や各種標識、インフォ

メーション施設や公園整備など行政サイドを含めたハード面のイノベーションから、接客を初め

受け入れサイドのマナーやサービス、人材育成（ 近は、伊豆稲取温泉のように地域外から観光

振興請負人として人材を公募するケースもある。また、湯布院では外国客に地元の国際大学の学

生を研修し、母国語での対応をしている）などのソフト面のイノベーションまで、街を挙げて取

り組んでいかなければならない。世の中はまさに高齢社会である。街作りにはユニバーサルデザ

インが欠かせない要素であり、ヨーロッパの観光地に比しバリアの多い我が国の観光地は、誰で

もがいつでも楽しめるようにバリアフリー化するのが絶対条件である。｢まち｣にある道路、階段、

トイレ、レストランからホテル・旅館まで、人に優しく環境の良い観光地を目指すことが、これ

からの観光産業の柱であり、国内外の観光クラスターとの競争に打ち勝つ手段となる。国際観光

ホテルとして登録されたホテルや旅館の２割以上が外国語での会話が出来ず、案内表示もない不

備な施設であり、今後も改善の予定がないという。減税の優遇処置だけを受け、おもてなしの心

がないホテルは国際観光ホテルの看板を外すべきである。感動こそが観光の宝であり、世界に通

ずるユニバーサル・サービスを心がけることが観光産業の生き残る道である。 

・岐阜健康ツーリズム 
地域の持つ固有の価値を生かした観光は、自然、史跡、文化財、公園、ウエルネス、健康、食

品などを組み合わせ、新たな観光客の多様なニーズに対応することができる。 

平成１９年１１月に岐阜の地域資源を生かし、観光による健康増進により、観光振興を図るた

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



めに「岐阜健康ツーリズム」が実施された。国土交通省「ニューツーリズム創出・流通促進事業」」

及び（財）地域総合整備財団「大学と連携した地域づくり助成事業」の採択を受け、岐阜長良川

温泉旅館協同組合などと連携して商品化された。これに合わせて JTB のヘルスツーリズム研究

所が「食べて、笑って、岐阜健康ツーリズムモニターツアー」（２００７年１２月）を企画実施

した。岐阜の自然、歴史、文化＋健康増進（医療機関にての健康診断）をコンセプトに、長良川

港、斉藤道三・織田信長資料館、金華山（岐阜城）ウオーキング、地元食材による美濃薬膳料理、

岐阜薬科大学と連携した薬草セミナー、地域資源である美濃焼・関鍛冶伝承館・風情ある格子の

街並み見学と、岐阜・長良川を“面”の観光地として捉え、従来の点から点への観光スポットめ

ぐりから脱却した展開をみせた。生活習慣病の予防として、ツアー終了後のオプションで継続的

な健康サポートもおこなっている。 

・市街地活性化の一助としての「屋台村」と観光 
福岡へ出張でも観光でも行った事がある人は、中洲か天神か長浜の屋台村へ一度は顔を出した

経験があると思われる。今、シャッター通りとなった地方の中心市街地や温泉街に地域の活性化

をめざした「屋台村」が各地で誕生している。地元住民と観光客の触れ合いの場所ともなってお

り、メニューは地産地消の郷土料理が中心である。福島市の「こらんしょ横丁」は、福島商工会

議所青年部が０５年に商店街の空き店舗を利用した固定型施設として企画され、現在９店舗の屋

台で年間約６万人の集客をしている。屋台からの独立を希望する人には起業支援をしている。街

の新名所として、ミニコンサートなどのイベントを仕掛け、規模拡大を図っており、 近では出

展希望者が増えている。北海道・東北を中心に「全国屋台村連絡協議会」も結成され、低費用で

開設でき地域の魅力を生かせる、中心市街地活性化の切り札となりつつある。全国からわが町に

もと、視察が後を絶たないとのこと。 

一方、福井県あわら市にある芦原温泉には「湯けむり横丁」と言う屋台村がある。地元の商工

会や旅館協同組合の若手が「あわら湯けむり創生塾」をつくり、旅館の中だけでの飲食から温泉

街へ出てもらう手段として設立させた。 近の観光客は地元の人との交流を求める傾向にあり、

夜遅くまで温泉街が活気付いているようだ。 

従来からある「屋台」を、発想の転換で新しいコンセプトで組み直し、観光客との交流を柱に

中心市街地の活性化に取り組んでおり、新たな観光スポットとなっている。 

 

２）地域におけるコンテンツビジネスの可能性 
コンテンツ産業は「価値ある情報」をパッケージした 終消費財として日本が世界に

誇る産業である。コンテンツ産業は一般的には、映画、アニメ、マンガ、音楽、ゲーム

などメディアコンテンツからデジタルコンテンツまで、大量消費され巨大化した、知的

財産重視の国家戦略の産業であり、「ソフトパワー分野」の強化として位置づけられて

いるが、イベントやエンターテイメントの中身やホームショッピングも立派なコンテン

ツである。２０世紀型製造業社会からの価値の転換をはかり、それ自身生活者に感動と

喜びを与えるソフト産業である。０４年５月に「コンテンツ振興法」を成立させ、成長
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鈍化の製造業に替わり、日本の競争優位産業となりつつある。今や、マンガ産業だけで

もキャラクタービジネスを含め、少子高齢化による陰りはあるものの、３兆円を越える

巨大ビジネスとなっている。コンテンツ産業は日本固有の文化的背景を持つ「文化固有

産業」であり、海賊版は出来ても、コンテンツそのものの内容はオリジナルであり、知

的財産となるものである。コンテンツ産業のビジネスは、大都市圏のみにて成立するも

のと思われ勝ちであるが、各地域においても、文化固有産業であることから、「地域資

源」「地域価値」を素材としたコンテンツを生み出す活動は十分可能である。「地域ブラ

ンド」作りはまさにコンテンツ作りでもある。ここでも、地域固有の歴史、文化、自然、

生活などの地域資源を住民自らが「宝の山」と認知し発展させ、地域のアイデンティテ

ィ、即ち、「地域ブランド」として確立し、更なるイノベーションにより新たな商品、

サービス、コンテンツを開発展開していく。地域におけるコンテンツ産業は観光産業の

側面もあり、「まちおこし」に繋がっている。 
結局コンテンツ創作活動はプロデュース能力の問題であり、発想の問題である。地域

にコンテンツのシーズが無いと嘆くのは、誰が、何を、いつ、どこで、誰に対して仕掛

けるかに掛かっているのであり、地域におけるコンテンツビジネスは大いに可能性があ

る。作家や作曲家やマンガ家などの著作権者が地域にいる必要は必ずしもない。ただ有

利、不利の問題である。地域ゆかりのコンテンツを利用するのは、地域の複数の産業が

横断的に係わり、クリエイティブな地域イノベーションによって「まちおこし」を図り、

地域の活性化に結びつけるためでもある。 
 

① 地域資源を利用したコンテンツ 
○ ご当地ゆかりのコンテンツ 

・映画・NHK 大河ドラマロケ地・・・映画「おくりびと」の山形庄内地域、「篤姫」

ブーム（鹿児島市ほか）、天地人（上越市、米沢市）他 
・藤沢周平の海坂藩登場の著作集・・・鶴岡市の支援・誘致によりバーチャル世界を

展開（庄内藩をモデル） 
 ・マンガ聖地巡礼・・・「地方マンガ」「ご当地マンガ」の舞台は今や聖地 
○ 地域の歴史、文化資源コンテンツ 
・無形文化遺産・・・重要無形文化財、重要無形民俗文化財、選定保存技術などから、

１４件がユネスコ無形文化遺産に０９年９月に登録される。これとは別に「口承及

び無形遺産の傑作」としてユネスコが選定した能楽、人形浄瑠璃、歌舞伎も登録さ

れる。この他日本各地に伝承されてきた、祭り、芸能、工芸技術は地域の数だけ存

在し、其々が、地域固有の歴史の重みのあるすぐれコンテンツであるが、これらの

ソフトを如何に時代の感性に発信するかがポイントとなる。 
・自治体主催の地方文学賞コンテンツ 

福井県丸岡町（現坂井市）の「一筆啓上賞」・・・戦国武将本多重次が息子仙千代
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（後の丸岡藩主本多成重）に送った手紙を基に「日本一短い手紙」を全国募集して、  
一躍有名となった。現在は「日本一小さな物語」（新一筆啓上賞）へ衣替えをした。   

○ 地域の食文化コンテンツ 
地域の資源である食生活や料理文化を地元の食材を使用した食の「テーマパーク」や

ご当地ブランド食品に仕上げ、そこに“アミューズメント体験”と“おもてなしの心”

と“交流の場”を提供するエンターテイメント的発想のフードパークをコンテンツとし

て展開している。 
・新横浜ラーメン博物館・・・ラーメンテーマパーク（港町、昭和３０年代） 
・札幌ラーメン共和国・・・ストーリー展開（旨、美、歓部門を毎月表彰） 
・各地の B 級グルメ・・・焼そば、餃子、ハンバーグなど 
食の観光におけるワンストップ・ソリューションとして、全国で展開されている。 
明確なテーマコンセプトを設定し、地域の歴史や文化を「食」の中に織り込んだスト

ーリー展開をし、新たな物語性をデザインする。地域資源としての食文化を見直し、素

材となるものを収集・編集し新規の事業化へ昇華させ、地域発の交歓価値を生み出し、

「価値ある情報」の場として提供する。しかし食文化コンテンツとして確りしたコンセ

プトの基に、エンターテイメントとして、常に新たなイノベーションを展開している所

しか生き残れない。単なる上辺だけの真似では、所詮際物で終わってしまう。ここでも

「夢」を語れ、展開できるプロデュース能力が問われる。 
 

② コンテンツビジネスの創成 
コンテンツビジネスは大都市圏、特に東京中心のビジネスと思われ勝ちであるが、IT

革命による、デジタル化やインターネットの普及で、どんな地方にいてもコンテンツ作

りは可能となっている。確かに、投資家やクリエーター、コンテンツビジネス産業は東

京に集積している。ゲームやアニメに関しては８割近くが集中している。しかしいま、

生まれ育った故郷や、自然環境の良い場所で創作するクリエーターが増えてきている。

アニメ、ゲームも地方制作がインターネットで可能であるし、コスト、環境の面からも

コンテンツ産業を地域に創成させるチャンスである。そのための施策としては、人材の

教育・育成である。従来、人材育成や産業化の仕組みがないために、人材が流失してし

まっていた。東京に、プロデューサーやクリエーターが集中しているといっても、大半

が地方出身者である。まずは、産業の仕組みとして、NPO でも民間委託でも良いが、

コンテンツ作りの“出版社”を自前で作っては如何だろうか。当然、地方の TV、ラジ

オ、新聞社も地方発のコンテンツが無く、キー局のネット受けでは、今後やっていけな

くなるのであるから、全面的にバックアップする。地方のあらゆるメディアが連携して

コンテンツを作っていくなかで、プロデューサーも育ちクリエーターも育っていく。現

に、ビジネスとなるかは模索中であるが、佐賀新聞、神奈川新聞、河北新聞社では地域

のコンテンツを自前のインターネットで配信し、地場産業のバックアップや、地域ブラ
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ンドの売り込みを図り、より地域に密着したコンテンツづくりを始め、人材育成にも乗

り出している。地方行政も企業誘致を考えるより地元発のソフト・コンテンツを創成す

るために、ハード面として、インターネット等の通信環境やデジタル機器の整備と施設

を、ソフトは地域大学、大学院に関連学科を創設し、講師を招聘するための生活環境を

整備し、新事業、新産業の創成をはかる。地域の持つ固有の文化をビジネスに出来る時

代が到来し、地域自身の産業コミュニティの力だけで人材を育成しコンテンツクラスタ

ーを構成する。産業クラスターの委託事業にも、経済産業省は驚くかもしれないが、是

非名乗りを挙げてもらいたい。すでに、映画に関しては、フイルムコミッションで地方

資本による、映画制作や映画祭が開催されている。地方コンテンツ産業の課題は、人材

育成と資金調達であるが、コンテンツ産業支援法による助成金や地域ファンドや１コン

テンツのみのコンテンツファンドを組織する。大学の研究シーズにコンテンツ作りを含

め、従来製造業に廻っていた地域のベンチャーファンドを振り向けるのも一考である。 
○ 事例 
・スイートバレー構想・・・岐阜県木曽三川流域（バレー）に広がり、ソフトピアジャ

パン、テクノプラザなどの IT 拠点と岐阜大学や教育研究機関、ハイテク産業、コン

テンツビジネスの集積を形成し、情報価値生産の場としての「情場」作りを目指して

いる。特にソフトピアジャパンプロジェクトでは、IT、マルチメディア関連の育成や

地域情報化、国際的ソフトウエア研究開発の拠点とし、マルチメディアや映像ソフト

の開発や人材育成、確保。情報関連企業間の交流・連帯によるニュービジネスの創出、

先端的なソフト情報発信と産学官連携による「国際ソフトピア・コンプレックス」の

形成をめざしている。インキュベーター事業による起業やヤフー（株）や（株）ブロ

ードバンドタワー等のソフト産業のソフトピアへの誘致がすでに行われている。 
・SKIP シティ（彩の国ビジュアルプラザ）・・・埼玉県川口市に２００３年完成。NHK

アーカイブ、早稲田大学川口芸術学校、NTT コミュニケーションなどが参画し、中

小企業の振興と次世代映像産業の導入・集積と人材育成を目指し、映像ミュージアム、

インキュベーターオフィスを併設、各種イベントも展開している。 
 
３） コミュニティビジネスのイノベーション 
産業クラスター、知的クラスター、そのほか地域資源や地域固有の価値に基づいた地

域産業は、産業コミュニティに立脚したコミュニティビジネスに他ならない。今や製造

業であれ、販売業であれ、農水産業であれ、企業単独では立ち行かず、コミュニティの

総力、結束力に期待するしかないであろう。企業においては、先の見えない経済情勢の

不安定さから、資金面を含めリスク回避のため自前の研究や、技術革新まで産学官連携

の地域のオープンイノベーションへとシフトしている。そういう意味でも、地域に密着

したコミュニティビジネスの隆盛が地域経済や地域の活性化に繋がっている。そのため

にはコミュニティ産業のベースとなるコミュニティそのものが健全であることが第一
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である。地域コミュニティの空間が「人間らしい」生活が出来、行政に頼るのではなく、

住民一人一人が連携と協同で自主的に地域コミュニティ作りに参加することが大事で

ある。従来の補助金や地方交付税におんぶに抱っこの生活から、自らのコミュニティを

創成することが、コミュニティビジネスのイノベーションの基本である。地域の活性化

のための行政の第一のワークは、まず明確な「地域ビジョン」（夢）を提示することで

あり、従来の問題点である、組織や論理優先の施策では、これからは益々何事も実を結

ばないことになる。創造は想像力であり、新しい価値の創造はまずビジョンを語れるコ

ミュニティリーダーが必要である。そして、地域住民との協同のためにコミュニケーシ

ョン力が重要であり、地域の固有価値を発見、創造、育成、発信しながら新たな「価値

づくり」さらに「コトづくり」へ発想を転換させる。コト（地域コンテンツ）を通して

新しい価値を生み出し、産業コミュニティの力を結集して、コミュニティビジネスのイ

ノベーションを図っていくのである。 
「価値づくり」は「地域ブランド」作りであり、地域の価値を打ち出し、売り込み、

まずは地域名をブランドとし、域外だけでなく、域内にもアッピールすることが重要で

ある。観光クラスターの“おもてなしのこころ”は迎える側の努力が第一であり、地元

産品のブランド化は品質やマーケティングのクオリティを上げることがポイントとな

る。そのためには、地域産業コミュニティの意識改革が必要であり、コミュニケーショ

ン能力、コーディネイション能力、プロデュース能力をアップさせ、地場の企業はもと

より、産業コミュニティの住民を含めた構成員が各々の立場でマーケティング思考を持

つことが肝要である。俺たちは関係ないとソッポを向く住民が多数いては、コミュニテ

ィビジネスの地域間競争に敗れてしまうし、地域一丸となって活性化に努めなければ地

域そのものが消滅してしまう時代である。地場産業はもとより、住民、NPO、行政そ

して産業クラスター、知的クラスターの参画メンバーにいたるまで、地域コミュニティ

の総力を上げ、どれだけ、地域内外との連携と競争、中央とのリンケージ、リレーショ

ンシップができるかの「地域力」が今問われている。コミュニティの結束力であるソー

シャル・キャピタルが、新産業を創出し、市場を創出し、商品価値を生み、雇用創出の

原点となる。コミュニティビジネスのイノベーションを支えるのは何よりもソーシャ

ル・キャピタルの充実が重要である。地域内で介護・福祉、環境・再生エネルギー、ウ

エルネス、観光等の事業や高付加価値新産業分野で起業しようとする時、技術力や新た

なアイディアだけでは設立できない。もちろん「地域力連携拠点プロジェクト」などの

支援策も用意されてはいるが、地域産業コミュニティのバックアップがあって始めて成

り立つ。新産業創造キャピタル制度や各種中小企業向け補助金制度を利用したとしても、

ベンチャー支援のノウハウが必要であり、事業化に向けての製品開発から販売までのコ

ンサルティングが必要である。従来方式の行政任せ、企業任せのやり方ではかならず失

敗する。新たなビジネスを創出するために、同じ問題意識を共有し、産業コミュニティ

における、各々の役割を果たし、外部との交流のためにネットワークを組まなければな
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らない。コミュニティの結束力はコミュニティ間や他エリアとの交流により一層高まり、

ソーシャル・キャピタルの充実となり、地域の活性化をもたらし健全な地域経営となる。 
産業クラスター、知的クラスターを初め、地域イノベーションの施策に参画するとき、

特定企業や大学ありきではなく、地域産業コミュニティにとって何が必要で、何が重要

かをコミュニティの意思として確認し、地域の持つソーシャル・キャピタルを総動員し

てこそ、地域イノベーションを起こせるのである。 
どこの地方経済も、今疲弊し困難をきわめている。あきらめたらそれこそ終わりであ

る。コミュニティの「やる気」や「元気」こそ、コミュニティビジネス・イノベーショ

ンの特効薬である。 
 

４．まとめ ―イノベーションによる明日の地域の活性化を目指して― 

（１）イノベーション施策（クラスター計画ほか）の有効活用 
我が国の今日の経済情勢は、戦後 悪と言われ、外需も内需も想像を絶するマイナス

に落ち込んでしまった。製造業を中心とした地域経済の衰退は、全国的に目を覆わんば

かりの惨状であり、もはや過去の土木工事を中心とした公共投資によっての地域の再生

を図る時代ではない。地域自らが企図したことではないにしろ、集積産業を中心とした

地場産業の土台が根本的なひび割れを起こしてしまった。今こそ地域の産業構造を大き

く変革するチャンスであり、持続可能な地域社会を目指さなければならない。地域の活

性化は、何をさて置いても地域の産業が元気なことである。今までの、地場産業や、伝

統的産業に陰りが見えてきたならば、新たな方向を自ら見出さなければならない。それ

は、自治体や一企業に任せるのではなく、地域が一丸となって取り組むべき問題である。 
今、地域の活性化のために、新産業、新事業創成のための数々のイノベーション政策が

提案されているが、まず、地域自らが、地域イノベーションの意思を明らかにすること

が第１であり、今一度地域の将来ビジョンを地域産業コミュニティの総意として描く必

要がある。地域にとってのニーズは何か、産業として実現させるための、“人、もの、

金”はどうするのか、から問い直す必要がある。その上で、地域価値を生かした、地域

の未来にもっとも相応しいイノベーション施策に名乗りをあげなければならない。“必

要は発明の母である”と言う、他人任せのニーズやイノベーションは有り得ないし、地

域の持つ固有の価値を無視しては成立しない。地域に中核企業があるから、大学がある

から、そこで研究開発された技術を移転して新事業を、と考えるほど甘くはない。イノ

ベーションの成功は地域の総合力と潜在能力を十分活用してこそ成立するものである。

これまでの各種イノベーション施策が十分機能していない原因は、もともとのミスマッ

チは別にして、地域の主体性を謳いながら、国は従来の縦割りのお上の思考から抜けき

れておらず、地域は補助金、交付金、委託金にしろ、予算を付けてもらったという感覚

が未だにあり、イノベーションの担い手であるべき産学官においても、組織的にも行政

の区割りも既存のままであることが一因であり、この部分の変革も重要である。しかし
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ながら、クラスター計画や施策に参画したメリットは大きく、特に、行政の支援策の情

報入手、業界・市場動向・顧客ニーズの把握、大学・公的研究機関・異業種とのネット

ワークづくり、官公庁・自治体とのネットワークづくりなどの情報収集・ネットワーク

づくりでの効果や期待度は高く、今後、は人材やマーケティングや金融面の充実が期待

されている。イノベーション施策は長期レンジで取り組まなければならず、この過程の

なかで地域も共に育っていくことが必要である。今こそ、地域イノベーションを真に主

体的に取り組み、産業クラスターでも、知的クラスターでも、他のイノベーション施策

でも有効活用し、地域産業コミュニティの活性化とソーシャル・キャピタルの充実を図

る絶好のチャンスである。 
 
（２）地域産業コミュニティの充実 

“日本の地域イノベーション政策”の項でも述べたが、地域のイノベーションは、充

実した地域産業コミュニティの存在があって始めて成立する。先端技術を利用した新産

業、新事業を生み出すには、地域内の各関係機関が新ビジネス創出のための、共通の問

題意識を持ち、各々が主体的に役割をこなしてこそ産業クラスターとしての展開が可能

である。NPO を始め、行政、大学、中核企業、地場の中小企業、弁護士・会計士やア

ドバイザーの専門家など、地域コミュニティの中で川上から川下に至る、あらゆる関係

機関が協同し、交流し、ネットワークを組むことによって、新たな形の地域産業コミュ

ニティを成立させる。「今までとは違ったコミュニティが必要」という意識改革を図り

問題意識を持つことが重要であり、高付加価値、先端技術、新アイディアだけでは新産

業分野での起業は難しく、地域の産業コミュニティの支援体制がなければ支えられない。

新産業創造キャピタルやベンチャー向け補助金の運用にしても専門家のノウハウが必

要であり、一企業での立ち上げは今や全く無理である。イノベーション創出の基盤とな

るインフラや研究開発のシーズである地域資源の活用も、既存の行政組織から脱却し、

地域の産業コミュニティの中に、新たな独立した第三者機関を組織し、イノベーション

創出の基点としての産学連携拠点として、経営感覚での運営を任せるマネジメント機関

を設置する必要がある。従来の行政を頂点としたピラミッド型組織や、数多くあった個

別窓口を、産業コミュニティの中に、マネジメント機関を中心に横断的にネットワーク

化する。そして、予算が付いたからイノベーションするのではなく、産業コミュニティ

自らのニーズを基にイノベーションを展開し、プロジェクトのプロセスや成果を情報公

開し、的確な分析を行い、常にベストプラクテスを心掛ける組織とする。 
地域産業のイノベーションといっても、高付加価値産業や、 先端技術産業分野が一

朝一夕で創成できる訳ではなく、地域産業コミュニティにおいて、過去にある程度の研

究開発のための人材やノウハウの蓄積がなければならないし、マネジメント機関は、地

域の持つ優位性を見極めて、産業創成のための特定分野をセレクトし、人材やノウハウ

を集積させることが肝要である。いきなり IT だ、バイオテクノロジーだ、ナノテクノ
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ロジーだと言っても、人材的にも、研究のレベルでも大都市圏の集積にはかなわないし、

地域にベンチャースピリットを持った人材を簡単に呼び込むことは難しい。中央とは違

った観点で、地域のニーズや地域価値をベースとした分野に的を絞り、特定分野での頭

脳集団化を図る必要がある。環境・再生エネルギー、健康・医療、介護・福祉、観光、

ウエルネス、または高齢問題、教育問題、過疎化問題等、地域産業コミュニティにとっ

て必要であり、優位性があり、人材やノウハウや技術を生かせるものを、イノベーショ

ン分野として選択し、集中させていく。地域産業コミュニティはその総力を結集して、

常にダイナミクスな運動体としてイノベーションを心掛けてこそ、その真価を問われる。 
  
（３）イノベーション支援体制の充実 
地域のイノベーションにとって、 大の壁はプロジェクトを推進できる人材とそれを

支える資金である。どんなに優れたシーズやアイディアや技術があったとしても、それ

を支え新産業、新事業を創成させ、マーケットへの販路確保までをプロデュース出来る

人材と資金面のバックアップが必要である。 
どのイノベーション施策も地域を活性化させるために、各々の地域にとってフィット

出来れば有効な施策であるが、理論通りの成功を収めているとは言えない。何れのプロ

ジェクトも５年から１０年を掛けて新産業を創出させるプロジェクトであるから、早急

な結論は出しえないが、どのプロジェクトも、プロデューサーやコーディネーターの不

足や力量不足は否めない。いくら研究開発や技術開発に優れた人材がいても、技術移転

戦略とクラスター戦略との適合可能性を考慮し、地域産業コミュニティにどのように落

とし込めるのかをコーディネートできないために成果が十分出し切れていないで終わ

っている。折角、イノベーション施策があっても既存産業推進体制のままで、支援期間

が終了すると共にプロジェクトも終わるという従来のパターンを往々にして繰り返し

ている。ここでも、地域産業コミュニティのイノベーションが必要である。 
人材育成といっても、新規分野で、 先端研究開発や技術を理解でき、それをソフト

やマーケティングレベルまで持ち込める人材は簡単には育成できない。イノベーション

施策と平行して国家戦略として人材育成を図らなければならないが、現行の施策は人材

育成の予算は含まれておらず、もし予算を付けるとしたら、違う省庁で別プロジェクト

を立て予算化しなければならない。縦割り行政の弊害であるが、これではいつまでたっ

ても人材の育成はままならず、イノベーション施策の大きな課題を残す。「NEDO 産業

技術フェローシップ事業」や産学連携（TLO）での人材育成として「スーパーTLO 事

業」などがあるが、いずれもプロデューサー養成とはなっていない。アメリカの UCLA、

ニューヨーク大、南カリフォルニア大等の経営学大学院での、国際的に活躍できるプロ

デューサー育成のカリキュラムを、地方の国立大学に導入し、始めからイノベーション

プロデューサーの専門家として人材育成を図るべきである。また、地域産業コミュニテ

ィの中に頭脳集団を作るべく外部招聘を試みるには当然資金手当てが必要である。昨今
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の経済情勢から判断しても、地域産業コミュニティで簡単に予算化できると思えない。

まずは、地域ファンドや新産業の創出は地域にとっての喫緊の課題であることから、地

域で地道にベンチャーファンドを立ち上げ、大学や研究機関の研究シーズを一つ一つ事

業化していく必要があろう。 
経済産業省も政府出資のベンチャーキャピタルの創出を０９年度に実施すべく準備

中である。環境やエネルギー、医療、水等の分野で埋もれた先端技術を発掘しビジネス

化する有望なベンチャー企業を支援するために「イノベーション創造機構（仮称）」を

立ち上げる予定になっている。１５年間の時限組織で国と民間他オイルマネー等の導入

を図り、２０００億規模のキャピタルを組織する。ファンド運用を民間のキャピタリス

トや起業成功者に任せる予定であるが、そもそもファンドに相応しいキャピタリストが

我が国に存在するのかはなはだ疑問であるし、今回の金融恐慌で軒並み失敗している。

ベンチャーで起業して、甘い基準で上場した企業も苦戦をしいられている。結局はここ

でも人材の問題であるし、このキャピタルの資金を人材育成に回したほうが、結果的に

はイノベーション創造の早道と思われる。一方、ここへ来てベンチャー立ち上げの気分

が萎んでいるように思われる。リスクを冒さず、勝てそうもない勝負は始めから回避し

てしまう傾向にあり、イノベーションする側にも人材不足がある。長年に渡って、大企

業製造業を中心とした、垂直統合型イノベーションにより、研究開発から技術開発、更

に製品化まで、内部資金で賄ってきたクローズトイノベーションに慣れきったつけが廻

って来たといえる。各機関が経営資源を持ち寄り、融合させ、新たな付加価値を創出し

て新産業の創造を図るオープンイノベーションへは簡単には切り替わらないのが現状

である。企業、業種、大学の垣根を超えて、技術、人材を組み合わせ、新たなビジネス

モデルを作り出すのも結局は人の問題であり、長期資金の問題に帰結する。このような

状況の中、思い切ってイノベーションセンターを、アジアを中心とした海外に求め、人、

金、知恵、技術を“ジャパン・アジア・イノベーションシステム”として導入し、各地

域に分配するのも一考である。介護・福祉事業では、地域における看護士や介護士の不

足からインドネシア、フイリッピンから、厳しい条件は付いているが、導入を図ってお

り、資金に関しても、チャイナマネーのファンドが多数組まれている。 
 
（４）地域イノベーションの方向性 
地域イノベーションと言っても、 早、特定地域単独では成立しない時代となってい

る。もちろん、出発は地域産業コミュニティでのニーズが土台となるが、地域内外との

ネットワークが組めるかがポイントとなる。単に情報収集のみならず、同じ方向の研究

は国家レベルでクラスターを組織した方が、人的にも、資金面でも、マーケットにおけ

る販路開発にも有効である。単に、地域プロジェクト支援から地域連携プロジェクト支

援へ、「e－Japan 構想」による通信回線の高速化により情報の受発信環境が整備され、

同業態プロジェクトも全国的ネットワークが組みやすくなり、地域クラスターやイノベ

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



ーションが我が国の財産になる素地が出来上がっている。地域産業コミュニティの中だ

けでは、イノベーション・インフラも不足し、研究開発資源も広がらない。当然国内外

市場での事業化のためのパートナーを探して広域連携を模索しなければならないし、そ

れが出来る「地域力」を身に付けることが、地域産業コミュニティがイノベーションし

続ける鍵である。新規事業を展開する中小企業やベンチャー企業にとっては、販路の確

保、新たな事業展開のためにも、多様な経営資源を持つ大企業とのビジネスマッチング

や大学の研究室とのパートナーシップは欠かせない要件であり、現在の産学官や他地域

とのネットワークの質の一層の充実が求められている。更には、リンケージ企業として

商社等の販路企業や資金調達のために金融機関とのネットワークが組めれば一層良い

方向となる。販路にしてもすでに東アジアは「世界の工場」となっており、数時間で行

ける距離にある東南アジアまでを、初めから産業クラスターのエリアとして包含し、ネ

ットワークを組む“ジャパン・アジア・イノベーションシステム”の構築が望まれる。 
しかしながら、ネットワークを組む前に、そもそもイノベーションが何のためになさ

れるのかを、もう一度問い直さなければならない。結果的に新産業や新事業があるので

はなく、そのイノベーションは本当に社会にとって有益なのか、地域産業コミュニティ

にどのような利益をもたらすのか、地域や生活者のニーズに合致した取り組みなのか、

まさに、マーケットオリエンテッドのイノベーションなのかが問題である。ここを確り

分析しなければ、IT、環境、再生エネルギー、健康・医療、介護福祉、ウエルネス、観

光、コンテンツ等の産業だ、グリーンニューディールだ、高齢化対策だと言ったところ

で、流行病に罹っているだけで、実態のない空虚なものに成りかねない。我が国の研究

開発費は民間投資を中心に GDP 比３・５％で先進主要国においてトップである一方、

登録されている特許の４割以上が有効利用されていない状況である。今一度マーケット

のニーズを的確に掴み、地域産業コミュニティの総力を挙げて、斬新で効率の良いイノ

ベーションに取り組むべき時期である。補助金が無くなっても、地域自らが自主的に経

営できる産業クラスターの創成と維持こそが、これからの地域の活性化に欠かせない要

件である。 
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１０．中小企業基盤整備機構 編『中小企業景況調査報告書』（2009 年） 
１１．国土交通省 編『観光白書 2008 年度版』 
１２．経済産業省 『産業クラスター計画』 ホームページ 
１３．経済産業省 『地域イノベーション創出開発事業』 ホームページ  
１４．文部科学省 『知的クラスター創成事業』 ホームページ 
１５．中小企業庁 『JAPAN ブランド育成支援事業』 ホームページ 
１６．『少子高齢化社会における地方社会の行方研究』             

（（財）ハイライフ研究所、2008 年） 
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第２章 EU における地域イノベーション戦略と 

産業クラスターの動向 

１．はじめに 

EU では、2000 年に欧州理事会で採択された「世界で も競争力のある知識経済社

会」をめざした「リスボン戦略」が、EU の経済・社会政策のベースとなっており、EU
レベル、国家レベル、地域レベルのイノベーション政策、社会政策にも反映されている。 

企業とその他の革新的アクターは基本的にローカルレベルで働き、相互に影響しあう。

この意味で、地域は企業のイノベーションをサポートする前線であり、大企業が少なく

中小企業が中心の地域においては、地域イノベーション政策はクラスター政策であると

もいえる。他方で、燃料電池など新たな産業分野では、EU 全域の研究開発機関や関連

する大中小企業を結集してワールドクラスのクラスターを形成しようとする動きもあ

り、EU レベル、国家レベル、地域レベルともにクラスターによるイノベーションを目

指している。 
地域クラスター政策の評価が高い地域の一つがオーストリアのアッパー・オーストリ

ア州である。アッパー・オーストリア州では、1998 年以降、自動車、プラスチック、

家具・木材などの７つのクラスターと、環境技術、デザイン・メディア等の４つのネッ

トワークが形成されている。興味深いのは、再生可能エネルギーの分野における取り組

みである。アッパー・オーストリア州の人口は 140 万人と日本の各県に比して大きな

地域とはいえないが、この州では総合地域エネルギー計画を立案し、明確な目標と達成

方法を決定し、2030 年までに暖房・電気については 100％再生可能エネルギーでまか

なうものとしている。エネルギー情報分野の研究機関は 1991 年に設立され、再生可能

エネルギー・クラスターは 2000 年から開始されている。これら取り組みの経験は他州、

外国の地域に波及している。また、州都リンツ（人口 19 万）では、「持続可能な未来都

市―ソーラーシティ」の具体的プロジェクトが 1990 年代初頭から構想され、2001～
2005 年に 1300 戸の住宅、幼稚園、学校、地区センターをもつ住宅地区が形成され、

都心と市電で接続されている。 
これら取り組みはオーストリア・チロル州（人口 70 万人）、イタリア・ボルツァーノ

県（48 万人）などの産業政策にも影響を与えている。チロル州では 2007 年に再生可能

エネルギーセンターを設立し、省エネ住宅のクラスターを統合して、再生可能エネルギ

ー・クラスターを 2007 年からスタートさせている。また、州都インスブルックから 28
ｋm の観光都市シュバーツ（人口 1 万人）では、都心の工場跡地（5.4ha）の再開発が

予定されているが、ソーラーシティを目指し、エネルギー効率化の予備研究を行ってい

る。ボルツァーノ県では地球温暖化対策のため 2003 年から環境建築コンテストを実施

し、省エネ建築関係者の養成など、地域独自の取り組みを行っている。 
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これら地域は日本の地方に比して、インフラ、産業などに卓越した優位性を持ってい

るわけではない。本章では、日本の地域の参考事例として、３つの地方におけるクラス

ター政策と活動状況を紹介する。 

２．EUにおける地域イノベーション政策 

（１）EU の経済社会モデル―リスボン戦略 
リスボン戦略は、EU の社会経済、教育～研究開発、環境など広範な分野を含む、EU

の活動の基本的な考えである。2000 年３月、リスボンで開催された欧州理事会で、EU
を 2010 年までに、「世界で も競争力のある知識経済社会」とすべく、持続的な経済

成長、完全雇用、社会的な結束を政策目標としたリスボン戦略を発表した。2004 年 11
月のコック元オランダ首相を議長とするハイレベル・グループで、リスボン戦略の見直

しがなされ、成長、需要、雇用に関する広範な改革を通じ、雇用増や生産性の向上を加

速させることが必要であり、特に５つの分野での改革が求められた（参考―１）。 
① 知識社会：EU を研究者や科学者にとってより魅力的なものとし、研究開発を 優

先する。情報通信テクノロジーの利用を促進する。 
② 域内市場：商品および資本の自由移動のため、域内市場の完成に努める。サービス

の単一市場実現のための努力を加速する。 
③ ビジネス環境：企業の行政手続き上の負担を軽減し、企業創設を容易にし、企業に

とって有利な環境をつくる。 
④ 労働市場：生涯教育、高齢者雇用の戦略を練る。 
⑤ 持続可能な環境：環境・イノベーションを広め、環境産業分野での優位を確保する。

長期的には持続可能な生産性の向上につながる政策を継続する。 
新リスボン戦略は上述のハイレベル・グループ報告書を踏まえ、2005 年 3 月の欧州

理事会で合意された。新リスボン戦略は、目標を「年率３％の経済成長の維持と 600
万人の雇用創出」とした。加盟各国にはマクロ経済、ミクロ経済、雇用に関する改革計

画の提出を求め、欧州委員会はそれら改革計画を分析し、計画の実施状況をモニタリン

グし、支援する役割を担うことになった。翌年 1 月に発表された総括報告書では 2007
年までに実行すべき優先課題として、グローバル化と高齢化に対応した労働市場改革、

研究開発投資の強化、起業・中小企業の成長を促すビジネス環境の整備、効率的・統合

的なエネルギー政策の推進をあげている（参考―２）。 
 
（２）イノベーション政策 
経済のグロバリゼーションは世界の経済秩序を急激に変化させ、新たな問題と、新た

なチャンスをもたらしている。欧州が世界と競争するためには、イノベーションによっ

て世界や環境の課題に取り組む必要がある。欧州委員会はイノベーションを欧州の雇用

と成長の鍵として、位置づけている。近年のコミュニュケは以下の通りである。 
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１）知識を実践に組み込む（2006） 
2006 年 9 月に採択されたイノベーションに関するコミュニュケ「知識を実践に組み

込む」は、成長と雇用のための新たなリスボン戦略の中核的な要素としてイノベーショ

ンをとらえている。特に、次の１０の行動が政策的な優先課題である（参考―２）。 
① ノベーションを促進する教育システム 

加盟国は、イノベーションに友好的な社会を推進するため、教育への公共投資割合

を増加させ、教育システムの障害を取り除くことが求められる。 
② ヨーロッパ技術研究所の創設 

ヨーロッパ技術研究所（EIT）は、イノベーションの能力とパフォーマンスを改善

するために、設立すべきである。委員会は 2006 年 10 月にプロポーザルを提出し、

2009 年までに EIT を稼動する。 
③ 研究者のための単一労働市場の形成 

委員会と加盟国は研究者のためのオープンで単一の競争力のある労働市場を創造

するための戦略を開発し、実行すべきである。 
④ 大学・研究機関と産業間との技術移転 

ヨーロッパにおける研究成果の貧弱な理解に取り組むため、委員会は、大学、その

他公共研究機関、企業間の技術移転を推進するコミュニケを 2006 年に採択する。 
⑤ 地域イノベーションに対する支援 

2007－2013 年の EU の結束政策では地域イノベーションの支援を行う。全ての加

盟国は、知識とイノベーションに投資する 3080 億ユーロの巨額の予算に注意すべき

である。 
⑥ 研究開発とイノベーションに対する支援のフレームワークづくり 

研究とイノベーション活動を妨げる市場の失敗に対して、国のより良い支援を手助

けするため、委員会は 2006 年末までに、研究開発とイノベーションに対する国家支

援の新たなフレームワークを導入する。 
⑦ 特許戦略 

委員会は 2006 年末までに、新たな特許戦略を提示する。 
⑧ デジタルプロダクツ、サービスの知的財産の法的フレームづくり 

新たなデジタルプロダクツ、サービスとビジネスモデルの開発につながるような法

的なフレームワークとその応用を委員会は引き続き検討する。 
⑨ 将来性のある市場に対する戦略 

委員会はイノベーションに友好的な主要マーケットの出現を促進する戦略を 2007
年にテストする。また、委員会は包括的な主要マーケット戦略を準備する。 

⑩ 政府調達によるイノベーションの推進 
委員会は、いかに調達がイノベーションを刺激できるかについて、2006 年までに

ハンドブックを発行し、配布する。 
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２）欧州にとっての主導的マーケット（2007） 
イノベーション主導の経済を開発することは競争力にとって決定的に重要である。イ

ノベーションを継続的かつ戦略的に推進するためのツールとして、政府調達による、マ

ーケット主導のアプローチがある。2007 年 12 月のコミュニケ「欧州にとっての主導的

マーケット・イニシアチブ」では社会的にも経済的にも価値あるマーケットとして６つ

の分野が挙げられている。 
① E－ヘルス 

E―ヘルスは、市民中心の健康提供システムのなかで、少ない金でより良いケアが

提供できる。E―ヘルスの利用などの目だった改革がなければ、健康支出は現在の

GDP の９％から 2020 には 16%に上昇すると予想されている。E―ヘルスには多くの

研究開発投資がなされてきた。しかし、この分野への ICT 投資はその他のサービス

分野よりも遅れている。 
この技術的、機構的な解決の調達は市場が断片的であるために、ないしは異なった

保険システムや相互処置の欠如によって妨げられている。これらは規模の経済を妨げ、

ビジネス投資を妨げている。 
② 持続可能な建設 

建設市場は GDP の 10%、労働力の７％を占めている。建物は EU の 終エネルギ

ー消費の 大のシェアー（４２％）で、温室効果ガスの約 35％を生み出している。

持続可能な建設の広範な市場は、環境的な関心（効率的な電気機器、暖房器具）、利

用者の健康的側面（室内空気の質）、利便さの問題（高齢者の独立）を含む。それは

住居、非住居施設やインフラ資産の持続可能な解決策の開発を含む。EU や各国レベ

ルでの不十分な規制は、ローカルなビジネス構造と一緒になって、行政的な煩雑さに、

持続可能な建設市場の断片化に結びついている。政府調達の現在の法的フレームの中

で、イノベーション志向の解決策に対する需要を喚起できるという可能性について知

識が欠けている。 
③ 防護用のテキスタイル 

災害や危険から人を守る布やその他の繊維ベースのシステム（PPE）。EU のマー

ケットは 100 億ユーロ、20 万人の雇用である。また、輸出では 50％の伸びである。 
④ 生物由来のプロダクツ 

植物、木材などの再生可能な原料を由来とするプロダクツ。バイオプラスティック、

潤滑油、表面活性剤、酵素、薬剤。環境的規制、標準化、ラベル（表示）、農業法な

どが重要な役割を果たす。 
⑤ リサイクル 

リサイクルは廃棄物、自然資源消費を減少させ、エネルギー効率を改善する。従っ

て、リサイクルは持続可能な消費と生産に向けて、基本的な役割を果たす。リサイク

ル部門は 240 億ユーロの売り上げがあり、50 万人を雇用している。企業数は 6 万社
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以上である。EU は、世界のエコ産業の約 30%のシェアーがあり、廃棄物・リサイク

ル産業では 50％である。 
かなりの市場可能性をもつものの、市場開発の障壁は残されたままである。イノベ

ーションを刺激し、効率的なプロセスと技術を導入することによって、効率と可能性

を改善する余地は大きい。このことはコスト、エネルギー、自然資源を節約し、原料

価格に影響されることの少ないヨーロッパへと導いてくれる。 
⑥ 再生可能エネルギー（RE） 

再生可能エネルギーは風、太陽、バイオマス、地熱、波、潮の干満、水力などの再

生可能なエネルギー資源から派生するエネルギーである。今日、欧州の RE セクター

は毎年 200 億ユーロの収益を上げ、約 30 万人の雇用を生み出している。そのエネル

ギーは EU のエネルギー需要の 8.5%になる。2007 年 3 月のヨーロッパ議会は 2020
年までにエネルギー消費の 20%を再生可能エネルギーでまかなうことを目標にして

いる。この目標はエネルギー供給者に大きな機会を提供する。再生可能な資源の開発

は３つの要因によって、妨げられている。 
１つは、エネルギー利用の外部コストがエネルギー料金に十分反映されていないこ

とである。従って、再生エネルギーに対する需要は、低い外部コストのために、次善

適である。第２は、いくつかの技術で低料金になるであろうという学習曲線効果に

よって、今日の低い需要レベルのために、その開発スピードが緩まることである。第

３は、RE 支援システムが断片的で、行政とマーケットバリアーの存在によって、内

部市場の可能性が十分に開発されないことである。 

これら主要なマーケットの出現を加速化させるための、政策手段のセットは次のよう

にまとめられる。 
○ 主要な政策手段 
・ 法律 
・ 公的調達 
・ 標準化、ラベル、認証 
○ 補足的な手段 
・ ビジネスやイノベーション支援サービス、訓練とコミュニケーション 
・ 財政的支援、インセンティブ 
 
３）EU のワールドクラスのクラスターに向けて（2008） 

2008 年 10 月のコミュニュケは EU のクラスターについての提言がなされている。

EU 各国では、クラスターがイノベーションと雇用創出、競争力を導く上で重要な役割

を果たしている。しかし、クラスターの便益を十分に獲得するためには、EU は加盟国

と地域を支援し、全てのレベルで長所を高め、EU を横断する協働を推進し、ワールド

クラスのクラスターに向け、努力すべきである。 
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クラスターは、世界中の 高のタレントと専門家にオープンで、柔軟で、魅力的でな

ければならない。地域、国家、EU レベルでの取り組みは、クラスター間のより緊密な、

より効率的な結合を加速すべきである。また、ヨーロッパと外国の主要な研究機関との

協力も加速すべきである。同時に、クラスター機関は支援サービスを改善し、革新的な

中小企業をクラスターに統合していくことが求められる。このコミュニュケは EU のク

ラスター支援のための枠組みづくりを狙いとしたものである。 
 
□ 未来のための新エネルギーを開発する－燃料電池 JTI（参考―14） 

 
08 年 10 月 14 日、欧州委員会と欧州産業界は欧州がリードする将来のエネルギー技術

の一つである燃料電池と水素を製造する計画を発表した。効率的な技術である燃料電池

とクリーンなエネルギーである水素は大きな可能性がある。欧州委員会、欧州産業界、

欧州研究共同体は JTI（公共―民間共同技術イニシアチブ）を形成し、燃料電池と水素

の研究、技術開発、実証に 6 年間で 10 億ユーロを投資する。目標は 2020 年までに、

この将来有望な技術を大衆市場に公開することである。 
 
 
（３）EU の地域政策の概要 
１）2000－2006 の地域政策（参考―12） 
EU の地域政策（構造政策）は、EU 内の格差是正と経済的社会的結束の維持を目的と

した欧州委員会が推進する政策で、結束政策と呼ばれることもある。 
EU 内の地域政策には、各国の地域政策と EU の構造・結束政策がある。構造・結束

政策は EU の予算の 30％を占める。この他に、EU の予算の半分を占める共通農業政

策（CAP）、競争政策、研究・開発政策、交通・エネルギー・通信などが地域政策にか

かわってくる。地域間格差是正の主たる手段が EU からの補助金などの地域援助である。 
① 構造基金：以下の４つがあり、2000～2006 年全体で 1,950 億ユーロが支給される。 
○ 欧州地域開発基金 
― 雇用創出、雇用維持につながるような生産的投資 
― インフラ整備 
― 中小企業の事業活動への支援 
― 地域開発プロジェクト他 
○ 欧州社会基金 
― 人的資源の開発 
○ 漁業指導基金 
○ 欧州農業指導保障基金の指導部門 
② 結束基金：一人当たりの GDP は EU 平均の 90％以下のスペイン、ポルトガル、ギ

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



リシャ、アイルランドを対象。2000－2006 年で 180 億ユーロ 
― 環境対策と交通インフラの整備 
２）支援の実施方法 
構造基金は、各地域と加盟国が策定した複数年のプログラムを欧州委員会と交渉し、

委員会が採択した場合に、支給される。 
構造基金の対象分野は以下のようになる。 

① 優先目的分野（構造基金＋結束基金に占める割合：91.55％） 
―１．一人当たり GDP が欧州平均の 75％未満の低開発国を対象。 
―２．構造的困難地域対象 
－３．目的１の国以外の職業訓練など 
② 共同体イニシアチブ（4.9％） 

EU 全体の共通問題に対応するもので、欧州委員会が定めたガイドラインに沿って加

盟各国が開発プログラムを作成、提出し、欧州委員会が採択するもの。欧州委員会の主

導によって実施されるもの。 
－１．INTERREGⅢ 
－２．UrbanⅡ（都市と近郊の再生） 
－３．Leader＋（持続可能な農村開発） 
－４．Equal（労働市場の差別撤廃） 
③ 漁業特別支援枠（漁業、養殖の構造改革）（0.52％） 
④ イノベーション支援（革新的事業の実験）（0.47％） 
・ 知識・技術革新に基づく地域経済 
・ E－EuropaRegio:地域開発のサービスの情報化 
・ 地域アイデンティティと持続的開発 
⑤ 結束基金（特定国の環境保全、輸送インフラ整備）（8.45％） 
 
３）INTERREGⅢ 
次章以降で紹介するヨーロッパ・アルプス地域のプロジェクトには共同体イニシアチ

ブのプログラムを用いたものが多い。簡単にその内容に触れておく。 
国境をはさむ地域間、国家枠を越えた地域間、広域地域間などの協力を促進し、持続

的な地域開発を目指すプロジェクトで３つのタイプがある。欧州地域開発基金が利用で

きる。 
① IINTERREGⅢA 

国境を横断して、各地域が共同の地域開発戦略を通じ、経済的社会的発展を目指す隣

接諸国・地域間連携プロジェクト。 
例として、スイス、オーストリア、ドイツの地域間連携で行った「アルペン・ウェル

ネス」プロジェクトがある（昨年度報告書参照）。 
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② INTERREGⅢB 
海、山、大都市を接合要素とする 13 のサブリージョン（アルプス地域、北海地域、

西地中海地域等）に分け、サブリージョンごとに中央政府、地方政府、自治体が共同プ

ロジェクトの立案と実施に参加する。 
例として、４，５章で紹介するアルプス・ヘルス・コンプ、アルパイン・パールなど

のプロジェクトがある。 
③ INTERREGⅢC 

 経験交流を通じて、各地域における課題テーマを改善するための広域地域間交流プ

ログラムである。 
例として、５章で紹介する DOSTWELL プロジェクトなどがある。 

 
４）2007－2013 の地域政策 

EU 委員会は地域政策（結束政策）を改革した。成長と雇用のための新リスボン戦略

と結束政策(2007－2013)は双方ともに、欧州の問題に対する解決策としてイノベーショ

ンに力点を置いている。イノベーションはかつて無いほど、政策的な優先順位が高いと

認められるようになった。改革された地域政策（結束政策）は、プログラムを再分配政

策ではなく「競争力と雇用」という新リスボン戦略の目標に合わせ、地域競争力の向上

を目指したイノベーション関連投資として位置づけている。 
 

図表―１．イノベーション関連予算の比較（参考―13） 
                2007－2013 
     イノベーション関連カテゴリー     全カテゴリー  
構造基金（百万€）   全予算の％   構造基金（百万€） 
  85,189     25      342,760 
                2000－2006 
     イノベーション関連カテゴリー     全カテゴリー 
構造基金（百万€）   全予算の％   構造基金（百万€） 
  25,502     11      224,441 
 
（４）地域イノベーションとクラスター政策 
１）イノベーション 
イノベーションは多様な方法で定義できる。イノベーションの主導的な理論家のヨセ

フ・シュンペーター（1883－1950）は、すでにその概念についてー新たな製品、新た

な生産プロセス、新市場、新たな原材料、新たな組織形態を含んだー幅広い見方を持っ

ていた。シュンペーターにとっては、これら全ての変化にある共通の糸は、それらが「新

たな組み合わせの遂行」を含むことである。 
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イノベーションは創造力（独創性）とは異なる。創造力は新たなアイディア、新たな

アプローチ、発明品の創作を表すが、これに対し、イノベーションは新たな、創造的な

アイディアの応用、発明品の実行に相当する。 
イノベーションは、結合した社会的なプロセス（結果ではなく）の総和を表す。また、 

イノベーションは不連続（断絶）－シュンペーターの「創造的破壊」－を押し付ける。

新たな製品やプロセスで利用者をより満足させ、企業はそれをもっと効率的に利用する

一方で、既存の製品や製造方法を廃れさせる。それ故、イノベーションは被害者を生み

出すか、もしくは、直ちに、ある利害者への脅威として現れる。スパーストアーの出現

は小店舗の衰退を誘発し、新たな情報技術の開発は観光分布の世界を破壊しつつある。

イノベーションについては、ニーズの不確実性― 終的には価値創造は消費者に判定さ

れる―を考慮することが必要である。 
 
２）産業クラスターとイノベーション 
産業クラスターは、世界の多くの地域で、経済開発政策の必須条件になっている。い

まや、成功した地域経済はさまざまな程度で特殊化しているという事実は一般的に受け

入れられている。 も多様化した地域でさえも、ある産業の本拠地である。つまり、歴

史的な偶然、目標を定めた誘致あるいは地理的特殊性のために、その他の場所よりもあ

る産業に集中していることが分かる。場所の競争優位性は、場所の境界内の特殊な産業

の比較優位性を見ると、よく理解することができる。あらゆるものの生産に優位性を持

てる国、地域はない。成功する場所はあるタイプの産業、またはあるタイプのクラスタ

ーについて、強みを開発し、革新的な能力を傾注している。クラスター化は企業に供給

者、特殊な支援サービス、熟練労働者へのアクセスを提供し、人が出会い、ビジネスを

話し合うことを通じて情報の交換を提供する。場所の優位性は同種の企業ばかりでなく、

補完的な企業をひきつけ、結果として、クラスターは新たなクラスターの繁殖場になる。 
クラスターは、生産者、サービス提供者、教育・研究機関、金融機関、その他の民間、

公共の機関が、多様なタイプの結合を通じて関係し、共に立地していると定義される。

従って、クラスターは極めて多種多様である。クラスターは、クラスターのライフサイ

クルの発達段階が異なる。中小企業のネットワークもあるし、重要な中心的企業の回り

に組織化されることもある。また、大学を中心として開発されることもある。 
欧州がイノベーションのパフォーマンスが弱いことは多くの分析やレポートの話題

である。それは欧州にとって重視すべきことである。国家がより高い収入レベルに到達

するに応じ、イノベーションは繁栄と成長の動力になる傾向があるからだ。貧しい国は、

生産能力に投資し、どこにでもある技術に投資をすることによって成長ができることに

対し、富める国が繁栄を維持するためには、生産性のフロンティアに移動し、新たな製

品、サービス、顧客ニーズにサービスする方法を導入する必要がある。この目的に対し

クラスターは役にたつ。 
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イノベーションはますますオープン・プロセスとしてみなされるようになっている。

オープン・プロセスの中で、多くの異なった関係者―企業、顧客、投資家、大学、その

他機関が複合的に協働する。アイディアは制度上の境界を頻繁に越えるようになってい

る。大学の基礎研究、企業研究開発センターの応用研究といった割り当てられた役割を

もつ伝統的なリニアーなイノベーション・モデルはもはや妥当ではない。暗黙の知識の

流れ、特別な目的の相互作用を加速化する地理的近さがイノベーションプロセスの重要

な部分であり、地理的近さからイノベーションは利益を得ることができるのである。イ

ノベーションが局所的に生まれるのに、その利益が生産的な利得のために、広範囲に普

及するかの理由の一つが地理的近さである。クラスターは現代的なイノベーションプロ

セスの特性を具現化しているといえる。それは「縮小スケールのイノベーションシステ

ム」と考えることもできる。成功したクラスターは、特殊な価値を顧客に提供するのに

必要な全ての活動を含んでいる。それは、伝統的な産業区分、製造対サービスを横断す

る。それは、市場、自然資源の位置などによらないこともある。 
 

３）EU におけるクラスター政策 
より競争力のある、イノベーティブな欧州を構築するためには、EU、国家、地域レ

ベルの政策、行動を互いにサポートし、強化すべきである。クラスターは主として地域

や国家の事象であるが、強力なクラスターの開発を支援するため、EU 委員会は以下の

役割で貢献するものとしている（参考―14）。 
① 欧州内の貿易、投資、移動に対する障壁の更なる撤廃によって、地域、国家のクラ

スター政策を補完すること。クラスターの発生が開かれた競争に依存するにつれ、

経済活動の効率的な地理的分配を成し遂げるための重要な手段である。 
② 欧州におけるクラスター政策に対する戦略的アプローチを開発・推進することによ

って、地域、国家のクラスター政策を刺激し、強化すること。クラスター政策に対

する効果評価を含む、継続的な、事実に基づくアプローチを推進することによって

クラスター・イニシアチブの強化を図ることができる。近年、クラスター政策に関

する評価など点について多くの経験が蓄積され、欧州はこれらの教訓をさらに系統

的に行動に統合する好機を得ている。クラスターの支援は共同体レベルで展開した

中小企業政策の一部である。クラスター間の超国家的協同は地域横断的な橋渡しと

して活動しながら、EU のクラスターを更に強化できる。 
③ 研究開発のフレームワーク・プログラム、新たな主導的な市場イニシアティブ、結

束プログラムを通じ、地域、国家のクラスターの創設を支援する。加えて、EU 委

員会はクラスターを直接的にターゲットとする政策をスタートさせた。また、委員

会の様々な部門が、将来的に地域と国家のクラスター政策に適合できる関連プログ

ラムを提供している。 
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④ 国境―横断的なクラスターの開発を刺激すること。欧州横断的なクラスター政策に

よって、強い欧州のクラスターの出現と強化を刺激すること。戦略的情報を共有す

ることが成功するクラスター・イニシアチブの重要な特性である。 
 
図表―２．ヨーロッパ、国家、地域のクラスター政策のミックス（参考―14） 
 

EU レベル

地域クラスター（群）

地域レベル

国家レベル１．国家・地域政策
の補完

２．国家・地域政策
の刺激・強化

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４）地域レベルのクラスター政策の一般的な手段 
クラスターによるフレームワークを弱い経済に適用できる。クラスター・モデルは、

経済はシステム的に見なされ、システム的に救済できるということだけが仮定されてい

る。つまり、目標を達成し、外部から利益を得るために、産業のニーズを個々ばらばら

でなく、集団的に、システム的に扱う方法を探すことである。 
恵まれていない地域には３つの基本的カテゴリーがある。第１は、労働集約産業によ

って支配されている古い産業地域である。これは、新たな産業地域に対し、コスト優位

性をすでに失っている。第２は、低い技術レベルで操業されている多くの手工業を持っ

た半―産業化地域である。第３は、資源産業に依存してきた周辺もしくは低人口の地域

である。 
資本、技術、イノベーションへのアクセスの欠如、地域的な孤立・疎外、低水準の教

育、非熟練労働力、過度に成熟し・ヒエラルキー化された産業構造をもつ地域ではクラ

スターが新たなものを獲得し、既存の競争的優位さを保持するができない。また、クラ

スターを誘致やインセンティブを通じて、弱い地域経済に移植することをねらう地域の

例はあるが、通常高いコストがかかる。 
過度に特殊化した地域経済はグローバルな競争と生産サイクルに影響を受けやすい

こと、需要の急落は地域を荒廃させることである。クラスターは永遠ではない。成熟し
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たクラスターが支配的な地域では教訓は、強みを評価し、沈滞が一時的なものか、構造

的なものかを決定することである。もし、構造的なものであれば、代替的な市場とプロ

ダクツを探す必要がある。クラスターの低落による影響を未然に防いだり、一変させる

方法は以下のようになる。 
 
(a) クラスターをイノベーションで回復させる（例、新たなデザイン、市場、プロダク

ツ） 
(b) コアとなる能力を利用し、新たなプロダクツに移行する。 
(c) 自己持続的なクラスターにするために、バリュー・チェーンの要素を探す。 
 
クラスターは有限のライフサイクルをもっているため、地域は絶えず用心して、市場

や技術トレンドを調べなければならない。成功したクラスターにとっては、消費者の嗜

好の変化、ニーズの変化、新たな技術に対応した非常事態の計画を持つことが重要であ

る。クラスターが十分に組織化され、自己認識していれば、情報を収集し、変化を予測

し、新たな機会を見出すメカニズムになりうる。あまり恵まれていない地域にとって、

全てのクラスターのニーズに対応する単一の処方箋はない。地域が取りうるメニューは

以下のようなものがある。 

① 地域経済の理解と評価 
② 企業主と機関を巻き込む 
③ サービスを組織化し、配達する 
④ 専門労働力を養成する 
⑤ 資源と投資を分配し、誘致する 
⑥ イノベーションと起業を刺激する 

全ての場所で、全ての産業部門において、経済成長を支援するある基礎要因がある。

全ての企業と従業員は、確かな基礎教育、良好な交通インフラ、適切な価格の公共料金、

多様な居住環境、ショッピング、安全な環境、文化的・レジャー的アメニティなどの生

活の質を構成するものを求める。これら要素は、流動性が高く、場所の選択に余裕のあ

る才能ある人材をひきつけ、保持するための基本的要素である。 
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  □ 行動のメニュー（参考―15） 
A. 地域経済を理解し、評価するための行動 
・ クラスターを確認する 
・ システム的な関係のモデル化、図化 
・ 競争相手を基準とした評価 
B．参加に向けた行動 
・ 適合しないニーズがある場合も受け入れる、クラスター協会の創造 
・ コミュニケーション・チャンネルを形式化する。 
・ 企業間のコラボレーションを促進する 
C. 組織化とサービス提供のための行動 
・ クラスターによる組織化と情報提供 
・ ワン・ストップ・ハブ（拠点）の設立 
・ 横断的なクラスターチームの形成 
・ 政府のクラスター支所の創造 
・ 外的コネクションの促進 
D. 専門労働力を育成するための行動 
・ 雇用のために人々に資格を付与する 
・ クラスターを学習のために利用する 
・ クラスター・スキルセンターを設立する 
・ 地域のスキル連合を支援する 
・ 地域間のクラスター連合を創造する 
E. イノベーションと起業家を刺激するための行動 
・ イノベーションとビジネス・スタートアップに投資 
・ クラスター・ベースのインキュベーターを支援 
・ 起業家ネットワークを奨励する 
・ イノベーション・ネットワーク 
・ クラスター・ベースの技術ハブを設立する 
F. 地域のマーケティングとブランディングのための行動 
・ 内部への投資を目標にする 
・ クラスターをプロモートする 
・ 輸出ネットワークを形成する 
・ 地域をブランド化するための機会を探す 
G. 資源と投資の分配のための行動 
・ 企業協同プロジェクトに対するインセンティブ、ファンドの提供 
・ クラスター内の研究開発への投資 
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３．アッパー・オーストリアの産業戦略とクラスター 

（１）オーストリアと産業クラスター（参考―16） 
人口 820 万人のオーストリアは、国内市場が限られており、経済活動を海外市場に

向けることは重要である。 初は南と西の隣国に焦点が当てられたが、鉄のカーテンの

崩壊後は、東および南東ヨーロッパに焦点がシフトしつつある。 
グローバル経済はますます緊密化し、拡大 EU の競争圧力は厳しくなっている。こう

した状況の中で、オーストリア企業の大多数を占める中小企業は、新たな方向に向けた

取り組みをしなければならない。大きな課題は、相対的に小規模なプレーヤーとして、

どうすれば国際市場で通用するかということである。一方では特殊化を求め、他方では

その他の企業との効率的協業、言い換えれば、新たなネットワークの中でのぶつかり合

いをもとめることによって、多くのオーストリア企業は、関連産業分野のニッチ市場で

世界的なマーケットリーダーになることができる。 
オーストリアはこの 10 年間、ネットワークやクラスターの形成という方法で多くの

ことを成しえている。輸出パフォーマンスに見られるように、オーストリア経済は、高

賃金の国がこの戦略で製造分野でさえも、国際的に成功することができることを示して

いる。成功の秘訣は、ひとつもしくは多くの分野で競争の優位性を得ることである。こ

れを成し遂げるために重要なことは、生産性、労働コスト、そしてインフラストラクチ

ャーのような要因があるが、とりわけ研究、教育訓練、イノベーション成果が挙げられ

る。ネットワーキングと協同は、企業が地域の専門知識を引き出すこと、あるいは未開

発の知識を引き出すことである。国際的競争の中で、主導的な企業は、より小さな、高

度に専門化された企業の場合と同様に、協同から便益を得る。柔軟なネットワークを形

成する能力、他社とのコラボレーションにおいて自社の強みを売り込む能力は、オース

トリアの伝統的な小さな経済構造に由来する効果的方法を示すものである。 
小さな経済地域への分割は、オーストリアがクラスターの編成において肥沃な土壌を

もっている理由である。自然地形に応じた境界をもつ山岳国家、地域経済政策をもつ州

からなる分権国家は、小さな経済ゾーンの興隆をもたらした。これら経済ゾーンは通常

一つの産業（例えば、金属製品生産、木材のような原材料）に支配され、経済循環や構

造変化によってしばしは打撃を受けた。オーストリアは伝統的な経済構造を新たなグロ

ーバル経済に適応する必要があった。オーストリアをクラスターの国にしたのはこの必

要性である。クラスターの数は、言葉の定義に応じて一つから数十ダースに変化する。

とにかく、百以上のネットワークが互いに協同することにより、経済や研究開発におけ

る優位性を求めつつある。 
新たな言葉「クラスター」が意味することにより、見方は変わる。正確な定義なくし

てさえ、この 10 年間に、世界中で、国際競争の中で企業や地域を強化する観点から、

幅広い多様なクラスターが形成されつつある。この 2000 年以降には特に急増し、ブー

ムとなっている。 
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この言葉の混乱はクラスターが柔軟なネットワークであることから生じている。 初

に、相補的な小さな企業、いくつかの大きな企業が、研究・開発、職業訓練機関ととも

に、緩い結びつきのクラスターに参加しても良い。言いかえれば、個々の協同プロジェ

クトは新たな、通常、革新的・生産的な集団を生み出す。 
業界や専門分野のための共通手段を追求する通常の利益団体、会議所、経済団体とは

異なり、クラスターの参加者は、直接的に互いに競争するのではなく、少なくとも協同

プロジェクトでは対抗するものでない。シナジーと補完効果は、参加者が共同すること

により、単独で行うよりも、市場で大きな成功をおさめることを可能にする。このアプ

ローチは相補的な企業またはサービス産業の場合に もうまく作動する。 
個々のクラスターメンバーはそれが もうまく作動することに貢献し、すべての参加

者が結果的に利益を得る。力を合わせる時、少なくとも理論上、彼らはより良く、より

早く、より大きく、より効率的になり、その結果、市場に効果的に普及することができ

る。また、クラスターは、研究開発プロジェクトにとって、実り豊かな環境を提供する。

明らかに、クラスターのメンバーは互いに広範囲に話し合い、絶えず彼らのアイディア

を分かち合う。これは、協同する企業のやる気を前提にしており、相互信頼とともに、

経験が示すように、良好なクラスター・マネジメントを必要とする。多くのクラスター・

イニシアチブが、協同と参加が欠けていたため、失敗している。また、ネットワークを

作り、一連のイベントを稼動させ、イニシアチブに資金を供与するために、適切な種銭

をもつことも重要である。オーストリアでは９つの州内に、通常、この職務を担当する

ビジネス・プロモーションセンターがある。 
シュタイアーマルク州は、経済構造の変化と州所有の金属産業の衰退で打撃を受けた。

1990 年代になると、自動車部門と著名な金属企業においては有能な専門家の意見によ

って、徐々にこの傾向は逆転されていった。地域の強みを効果的に集めるために、

ACStyria 自動車クラスターが 1995 年に開始された。これがオーストリアで形成され

た初めてのクラスターで、それ以降クラスター編成の世界的なモデルとして役立ってい

る。かつての危機的地域であったシュタイアーマルク州は、いまや「アルプスのデトロ

イト」といわれている。それは、世界的に成功した自動車・エンジン製造地域で、AVLList、
Magna Steyr などの有力企業がある。ACStyria のマネージング・ディレクターUwe 
Galler によれば、成功の秘訣は単純である。ビジネス、研究、公共機関の連結を注意

深く計画し、強みとシナジーを決め、推進することである。「イノベーション力と国際

的な競争力を増進するため、我々はこの地域の自動車のバリューチェーンの中にすでに

ある力を結集した」と彼は言う。このプロセスの主要な推進者は研究に強みがあり、協

同に積極的な主要企業であった。 
この州の成功物語は直ちにオーストリア他州を刺激した。クラスターが多くの産業分

野や地域で形成されたが、成功の程度はまちまちである。クラスターは生きた複雑なシ

ステムであるため、生き延びるためには、多少の世話、多くの関与、適切な状態が必要
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である。 
アッパー・オーストリア州は国内、国際のネットワークに投資し、多大な成功をおさ

めた。この州は７つのクラスターを持つようになった。クラスターは 1998 年に設立さ

れた自動車クラスターから、2003 年に形成されたメカトロニクス・クラスターに渡っ

ている。これらクラスターは「クラスター・ラント」と呼称されている。 
著名な研究コンサルタント企業の Technopolis の評価調査の中で、アッパー・オース

トリア州は 2001 年以来、経済ネットワークの分野で、欧州のリーダーの一つにランク

されている。ヨーロッパの も著名なクラスターはスエーデンの「Triple Helix」、フ

ランスの「Polede Competitive」、アッパー・オーストリア州の「クラスター・ラン

ト」である。 
 
（２）アッパー・オーストリアの産業戦略（参考―17） 

アッパー・オーストリアは 9 つの州の一つで、パリーブダペスト、マルモートリエス

テの東西軸、南北軸の交差点に位置している。当州の人口は 140 万人（07 年）、州都は

リンツで人口は 19 万人弱（06 年）である。当州の人口はオーストリア人口の 16%で

あるが、オーストリアの輸出の 26％を占めている。また、積極的な労働市場政策によ

って、EU 諸国の中で も失業率が低い地域の一つとなっている（3.2%）。 
アッパー・オーストリアはオーストリアの もダイナミックな地域であるが、地域内

には不均衡もある。一人当たりの GDP は EU 標準を１０３% と上回っているが、オー

ストリアの 9 つの州の中では 5 位にランクされている。工業部門は地域経済に重要な役

割を果たしている一方で、サービス部門は衰退している。農業部門は地域労働力の 13%
と、多くの割合を占めている。 
近年の研究開発、技術移転の進展によって、更なる構造的変化が進んでいる。アッパ

ー・オーストリアは技術、教育、雇用の分野で欧州の 先端地域となっている。 
 

１）「戦略的プログラム アッパーオーストリア 2000+」 
クラスターブームに先行して、この州の産業にとって基礎となる特殊モデルに関する

調査研究が行われた。この調査研究を利用し、州は、初めてクラスター志向の経済・技

術戦略「Upper Austria 2000+Strategic Programme」を開発した。 
1998―2003 年、アッパー・オーストリア州はこの戦略プログラムに基づき、クラス

ター志向の経済、技術政策を追求した。３つの戦略分野は技術/研究開発、教育、産業

立地のマーケティングである。民営化から得られた財源がアッパー・オーストリア未来

基金の形で、戦略プログラムの実行に割り当てられた。戦略プログラムの総額は 5 ヵ年

間で 8,080 万ユーロの額を配分するものである（参考―17）。 
このプログラムの主要な視座は、ネットワークにおける協同を通じ、企業のイノベー

ション力を高めることを狙いとし、アッパー・オーストリア内の経済的・技術的強みを
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もつ現在の分野を系統的に拡大することである。次のような７つのクラスターがすでに

形成されている。 
 
① 自動車クラスター（AC）：クラスターラント・アッパーオーストリア会社運営 
 （動力技術クラスターはこのクラスターの一部として運営されている） 

② プラスチッククラスター（KC）：同上 
③ 家具・木材クラスター（MHC）：同上 
④ エコ・エネルギークラスター（OEC）：エネルギー・エージェンシー運営 
⑤ 食料クラスター（LC）：商工会議所運営 
⑥ 健康クラスター（GC ）： クラスターラント運営 
⑦ 機械電子クラスター（MC）：同上 

Clusterland Oberosterreich GmbH（クラスターラント アッパーオーストリア会

社）は、上述の①～③、および⑥、⑦に責任を負っている。エコ・エネルギーについて

は州のエネルギー・エージェンシーが、食料クラスターについては商工会議所がコーデ

ィネートしている。 
イノベーション活動に関する EU の地域プログラムのフレームワークである

「RIO-Regional Innovation System Upper Austria」の中で、人的資源、ロジスティ

クス、デザイン・メディアに関するネットワークが 2004 年にスタートした。これらネ

ットワークのねらいは州内企業の、特に中小企業のノウハウと問題解決能力を統合強化

することである。具体的な手段は、認識レベルの向上、ベストプラクティスの検討、ワ

ークショップ、企業診断、専門家会議から具体的プロジェクトの導入、特別交付プログ

ラムの活用に渡っている。 
 
２）戦略プログラム「革新的アッパー・オーストリア 2010」 

2005 年には、新たな戦略プログラム「innovative Upper Austria 2010」（2005－2010）
がスタートし、州における産業立地と技術政策の指針として提供されている。新たなプ

ログラムは企業、科学、関連団体の 250 人の専門家の支援と、州の研究・技術会議と

の密接な協同によって立案されたものである。５つの行動分野、18 の戦略、43 の手段

で構成されている。戦略プログラムの総額は 5 年間で 6 億ユーロである。このプログラ

ムは、オーストリアのなかで、中小企業のための も大規模なプログラムであり、20,000
人の雇用を生み出すとしている。 
戦略プログラムは、特に中小企業のクラスターとネットワークによって、イノベーシ

ョンの競争力、力動性、国際化を増大させることをねらいとしている。 
当戦略プログラムは次の目標を持っている。 

① 「クラスター・ラント」アッパー・オーストリアの安定化と更なる開発 
② ７つのクラスター・イニシアチブの継続（自動車・動力技術、プラスチック、木材・
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家具、エコ・エネルギー、食料、健康、機械電子）、および４つのテーマ別ネットワ

ークの継続（人的資源、ロジスティック、デザイン・メディア、環境技術の４つの

テーマ）。 
なお、環境技術ネットワークは、アッパー・オーストリアを革新的、国際的な経

済地域へと展開するために、2006 年 1 月に開始されている。 
③ 企業研究活動および研究開発機関の活動を、研究開発グループや国際的協働事業へ

と結集すること 

クラスターは参加企業からサービス関連の分担金を通じて、自己資金のレベルを徐々

に高めつつあるが、州政府がクラスター･イニシアチブの資金のほとんどを提供してい

る。分担金は 9 人以下の零細企業については 265 ユーロ、中小企業では 530 ユーロ、

大企業では 1,060 ユーロのプロモーション料金のほかに、イベントの参加費、その他サ

ービスの料金などがある。長期的には、全てのクラスターは、パフォーマンス分析で決

定された経済的便益に合致する 75％の自己資金を目指しつつある。一般的な経済効果

に関連する残りの 25％は（クラスター自体を超え、一般的な経済地域にも拡張する便

益、たとえば、職業訓練や企業誘致などの便益に相当すると考えられることから）公的

資金によって支払われる。 
図表－３にクラスターの姿（2006 年）を示す。06 年現在、1,537 企業、研究開発機

関、教育機関が７つのクラスターのパートナーである。これは、ローカルな企業コミュ

ニティが企業間の協同と世界に向けた共同アプローチの必要性を理解していることを

表している。今日、地域的な競争優位は個々の企業の強さによって決定されるのではな

く、アッパー・オーストリアのクラスター・イニシアチブに見られるように、企業や研

究機関を含んだコンプレックスの革新性によって決定される。チームワークは成功の鍵

である。それは参加する個々の企業を強化するばかりでなく、地域の経済構造全体を強

化するからである。1,537 のパートナー企業の 83％は中小企業で、そのうち 31％がオ

ーストリア他州からの進出企業である。 

図表―３ クラスターの姿（参考―17） 
2006年4月 AC CDT KC MHC OEC LC GC MC 計

自動車 動力技術 プラ 家具木材 エコエネ 食料 健康 機械電子
クラスターの姿
パートナー企業数 255 80 366 193 140 163 147 193 1,537
労働力 89,250 26,996 52,334 17,800 2,790 16,898 25,235 21,560 252,863
販売（10億ユーロ） １８，３７ ９，６６ １０，７８ ２，００ ０，３９ １，８０ ３，２４ ４，１０ ５０，３４
トレーニング
イベント数 151 15 101 115 84 160 66 47 739
参加者数 7,821 281 5,805 5,052 6,915 2,978 1,970 1,494 32,316
協同プロジェクト
プロジェクト数 53 10 71 60 49 40 18 13
パートナー企業数 219 33 303 262 133 151 61 45 1,207
資金（百万ユーロ） １４，３１
プロジェクト レート１：４ ６０，７０
投資 レート１：６ ８５，８５

314

 
注：CDT クラスターは AC クラスターの一部として活動 
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３）５つの活動領域―クラスターの方法論 
4～8 人の小さなチームがネットワークを運営し、次の領域で活動している。個々の

クラスターの必要に応じて、活動の焦点は異なっている。 
① 情報とコミュニケーション 
・ データベース（企業のデータ、全てのパートナーのパフォーマンス・プロフィール） 
・ 定期的な企業訪問 
・ クラスターホームページ 
・ 月間の情報メール（ネットワークニュースを含む） 
・ 四季報 
・ プラントツアー 
② トレーニングと資格付与 
・ 定期的な専門家による催しやワークショップ 
・ 特殊分野のトレーニングニーズの分析 
③ 革新的協同プロジェクトの支援 
・ 企業、R&D 機関、教育機関による協同プロジェクトの創始とサポート 
・ 州政府はイノベーション協同プロジェクトのための計画に資金を提供している 
④ マーケティングと PR 
・ 地域特性の強化 
・ 国内外に対するイメージづくり 
・ 部門イメージの向上のための手段 
・ トレードフェアーに対するプレゼン 
・ 企業立地についての広告 
⑤ 国際化と質 
 隣接国の地域はクラスター開発の中に含まれる。特に、エコ・エネルギークラスタ

ーには、アッパー・オーストリア州とチェコ共和国に立地するパートナー企業と研究機

関が含まれている。 
 
４）協働を通じてのイノベーション 
 全てのクラスターは企業と研究機関の間でのより大規模なチームワークを達成す

ることを目指している。ジョイントプロジェクトは以下の３つに分けられる。 
① テクノロジープロジェクト 
― プロダクツとプロセスの開発または改良 
― 参考プロジェクト 
食料セクターにおける便利なプロダクツのデザインに関する協同、新たな溶接技術の

開発と検査、革新的合成素材を用いた飛行機構成材の開発、自動車セクターにおける耐

裁断素材の効率処理、木構造を用いたオフィスシステムの開発 
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② 組織に関するプロジェクト 
― 企業内、企業間のプロセス、手続きのイノベーションもしくは開発 
― 参考プロジェクト：配送時間の短縮によるサプライチェーンの 適化、協同マーケ

ティング 
③ 教育プロジェクト 
― 教育機関と共同して、教育、継続訓練プロジェクト 
― 参考プロジェクト：プラスチック部門における経営のためのトレーニング、自動車

技術者のための外国語教育  
 
州政府はクラスターのフレームの中で革新的な共同プロジェクトに対し資金を提供

している。メンバーとして少なくとも３企業が含まれ、そのうちの１社が欧州基準で中

小企業であることである。資金は人件費、外部のサービスやコンサル料金、旅費、その

他支出の総経費の 30％まで支払われる。上限はプロジェクト・パートナー企業につき

25,000 ユーロである。 
クラスター運営チームは共同プロジェクトの準備と実行をサポートする（図表―４）。 

― プロジェクトテーマの紹介 
― パートナー発掘の間のサポート 
― プロジェクトの準備、組織化のためのワークショップの編成 
― 予備的プロジェクト会議の進行、プロジェクトに関するパートナーへの通信 
― 助成申請の準備、商務省とのチームワークでプロジェクトのモニタリング 
 
図表―５は個々のクラスターが完了したプロジェクトを概観したものである（報告年

は 2005 年）。 
すでに完了した共同プロジェクトについては、州政府の 14,31 百万ユーロは直接的な

プロジェクト規模で 60,70 百万ユーロを創出し、その比率は１：４である。プロジェク

トパートナー（企業）によれば、これらプロジェクトは付加的な投資（機械、素材、人

的資源他）を生み出し、そのレバレッジ要因を入れると１：６の効果がある。従って、

これらプロジェクトによって、この間、85,86百万ユーロのトータル投資が創出された。 
クラスタースタッフの詳細な記録時間によれば、助成資金の 2.1％が共同プロジェク

トの始動、準備の労働費として必要である。さらに 0.9%が応募の完了のための労働費

である。 
1998 年半ばから 2006 年の間には、314 のプロダクツ、プロセス、マーケットイノベ

ーションが開始され、1,207 企業のチームワークを通じて実現された。このことは、協

働という新たな産業・技術文化がアッパー・オーストリアに創造されたことを示してい

る（図表―３）。 
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図表―４ クラスターにおける協働とプロジェクト開発（参考―18） 
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・プレス情報提供
・記者会見
・イベント

サポート
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・最終報告の準備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表―５ 個々のクラスターで完了したプロジェクト（2005 年報告、参考―17） 

クラスターイニシアティブ開始 支援 パートナー規模 助成規模
プロジェク 企業数 百万€ 百万€

AC　自動車 １９９８，７ 52 215 17,91 3,88
KC プラスチック １９９９，４ 68 294 15,73 3,09
MHC　家具・木材 ２０００，１ 55 248 11,21 3,53
OEC　エコエネルギー ２０００，１ 46 129 n.a. n.a.
LC　食料 ２０００，９ 37 141 9,53 2,53
GO 健康 ２００２，３ 11 36 3,35 0,79
MC　機械電子 ２００３，１ 12 39 2,97 0,67
合計 281 1102 60,70 14,31  
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□ クラスターの 新状況（参考―24） 
「アッパー・オーストリア・クラスターランド」の運営するクラスターとネットワーク

の 新状況は、下表の通りである。 
 1998 年以降、クラスターの数と参加企業数は着実に増加しており、現在 1,356 社（従

業員数 217,600 人）が参加している。人的資源、デザインのネットワークについては 2008
年から会員企業方式になった。 クラスターおよびネットワークの開始以降、累計して約

800 のイベントがあり、3 万以上の参加者があった。これらイベントは、定期専門会議、

ワークショップ、視察旅行、企業訪問、教育・研究機関との協同などである。 

2007,12 開始 パートナー売り上げ 従業員 イベント 参加者数
（百万€） （千人） 開始年～ 開始年～

自動車 １９９８，７ 255 16.5 85.9 224 8,969
プラスチック１９９９，４ 410 13.7 55 142 7,974
家具・木材 ２０００，１ 231 2.3 19.3 153 6,701
健康技術 ２００２，１ 169 3.1 22.5 92 2,872
機械電子 ２００３，１ 234 4.6 27.1 92 2,945
人的資源 ２００４，１ ー 53 1,687
デザイン ２００４，１ ー 23 938
環境技術 ２００６，１ 57 1.6 7.8 22 708
計 1,356 41.8 217.6 801 32,794  
人的資源、デザイン・メディアのネットワークについては 2008 年からパートナー（会

員）制になる。環境技術は 2007 年 7 月以降から会員費を納入した企業数。 
 
協同プロジェクト例（07 年 11 月末まで） 

自動車 プラス 家具木材 健康技術 機械電子 環境技術 計
報告期間の間にあるプロジェクト 5 8 6 2 9 0 30
2重参加を含むパートナー 24 33 19 11 28 0 115
データー化まで至らないプロジェク 3 10 8 6 2 3
2重参加を含むパートナー 22 38 41 25 8 9 144
完了プロジェクト 56 67 53 10 12 0 198
2重参加を含むパートナー 252 292 238 30 41 0 853
プロジェクト数の合計 64 85 67 18 23 3 260
参加パートナーの合計 298 354 298 66 77 9 1112

32

自動車：サプライチェーンの 適化（40 日から 10 日へ） 
プラスチック：新市場（航空機）への参入、原材料メーカーに依拠しない複合ノウハウ

の習得 
家具・木材：製品開発とデザイン、E-調達（家具製品、供給業者） 
健康：血液検査機器の開発、軟骨や骨細胞の成長支援 
機械電子：グローバルに活動するエンジニアリング企業における知識マネジメント 
環境：環境モニタリングー情報システムへの既存の排気モニタリングシステムの拡張 
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５）クラスター政策実行機関 
① ＴＭＧ（Technology-und Marketinggesellchaft m.b.H.）（参考―20） 
― 当協会は、アッパー・オーストリア州の企業立地とイノベーションのエージェンシ

ーである。 
― TMG は州政府 56%、州労働会議所 15%、州商業会議所 15%、その他自治体の出

資企業である。スタッフは 30 人。 
― 当州への企業立地について、ワンストップショップとして企業に無料サービスを行

う。 
― 事業はマーケティング分野、イノベーション・技術分野から成る。 

マーケティング分野では、産業立地開発（企業立地に関する支援とコンサル、不動

産の確保とインフラ開発、自治体に対する経済的コンサル、主要な観光政策につい

ての支援・コンサル・開発、特にホテル・スパについて）、企業立地のマーケティ

ング、刺激（活性化）センターの協同運営（テクノロジー、ベンチャー、イノベー

ション・サービスセンター等２１機関）を行っている。 
― イノベーション・技術分野では、「Innovative Upper Austria 2010」戦略プログラ

ムの実現をサポート、EU-プログラムの調整、イノベーション調査・研究・計画へ

の投資など。 
② Clusterland Oberosterreich GmbH（参考―17） 
― ５つのクラスターと３つのネットワークを運営している。 
― 全てのクラスターとネットワークは 05 年末まで Upper Austria’s location and 

Innovation agency(TMG)に指揮されていたが、06 年の 1 月からは、Clusterland 
GmbH が担当になっている。 

― この会社のオーナーは TMG（61％）、アッパー・オーストリア商業会議所、オー

ストリア産業連盟（それぞれ 19.5%）である。 
― TMG と同一建物内にある。 
③ アッパー・オーストリア・エネルギー・エージェンシー（参考―22） 
― エネルギー効率、再生可能エネルギー資源利用、革新的エネルギー技術の推進のた

めにアッパー・オーストリア州政府が 1991 年に設立した機関。 
― スタッフは約 25 名（その他フリーランサー等） 
― 主たるサービスはエネルギーに関連する情報提供と理解向上、家庭・自治体・事業

者に対するアドバイス、持続可能な建築プログラム、トレーニング、グリーン・エ

ネルギー・クラスター（OEC）の運営、地域エネルギーの研究開発プログラム、

ローカルエネルギー戦略、EU プロジェクトや国際的な協働など。 
― グリーン・エネルギー・クラスター（OEC）ついてはスタッフから 6 名が選ばれ

（他 2 名は子育て休職中）、運営を担当している。 
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（３）アッパー・オーストリアの再生可能エネルギー 
１）オーストリアの再生可能エネルギー政策（参考―21） 

オーストリアは、環境にやさしいエネルギー資源に基づくエネルギー供給をしている

国のうち、世界的なリーダーの一つである。欧州では、オーストリアは再生可能エネル

ギーの消費ではスエーデン、フィンランドについで 3 位であり、発電における再生可能

エネルギー源の割合は首位である。 
EU および国、州政府は、再生可能エネルギー（RES）、エネルギー効率（EE）、気

候保護の分野に、数多くの量的目標を設定している。オーストリアで、 も目立った革

新的で有名な手段は「Klima:aktiv」プログラムである。これは気候保護のための長期

的プログラムで 2004 年にスタートした。このプログラムの焦点は、エネルギー効率的

なプロダクツとサービスの市場シュアーを拡大することに置かれている。これは、建設、

交通、自治体、再生可能資源の分野にプログラムを導入するため、一般施策に追加して

行うものである。主要な手段としては、投資に対する補助金、法的・財政的手段ととも

に、キープレーヤーの教育や職業訓練に対する支援、品質管理、マーケティングに対す

る支援がある。このプログラムは、気候にやさしい技術やサービスの利用と、その市場

シェアーの拡大を推進するために、決定された。 
オーストリアの住宅部門では、1990－2003 年、2003－2005 年の間に、施策の転換

があった。 初の期間では法的な基準と財政刺激策に、次の期間では、特に情報と教育

に焦点が当てられた。実際、国と EU の施策は多くのケースで重なっており、例えばラ

ベルのような EU 施策は、国の施策の決め手となった。 
運輸部門では、2003-2005 年の｢Klima:aktiv」プログラムの実施を通じ、情報・教育

手段が増え、大きく影響された。それ以前は、財政の刺激策、インフラの建設が中心で

あった。特に、交通部門は、エネルギー効率と気候変動に関する問題を抱えている。い

くつかの国の施策は、例えば乗用車のラベルのように、EU の施策にその由来があるも

のがある。さらに、交通部門は、高速道路料金、石油税、自動車所有税、自動車燃料消

費税などの租税手段により、強く規制されている。 
工業部門では、その他の部門と同様、1990 年以降、教育的施策は財政的刺激策と同

様に重要であったが、2003-2005 年の間、教育的な性格をもつ手段は増えなかった。以

前と比較して、 も重要な実施策は、京都議定書と 2005 年の EU 排出権取引指令のア

イディアである排出権取引スキームの導入である。 
第 3 次産業部門は、常に教育と情報手段に影響される。また、協力・連携手段によっ

て、ある程度は影響される。 
国の｢Klima:aktiv」プログラムは自治体、建築、交通、再生可能エネルギーの分野に

おいて、意識向上の手段を提供してきた。これによって、オーストリア国民の理解はす

でに高いレベルに達しており、エネルギー効率や革新的解決に対する需要の展開に大き

な影響を与えている。 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



２）アッパー・オーストリアの再生可能エネルギー戦略 
アッパー・オーストリアはエネルギー分野のイノベーションで、欧州のリーダーでも

あり、2000 年には全エネルギー需要の 30％は再生可能資源によるものである。アッパ

ー・オーストリアは環境政策に関しても進んでおり、州都リンツは欧州で もクリーン

な都市の一つとなっている。 
アッパー・オーストリアは、エネルギーの将来についてパラダイムの変化が必要であ

るといち早く考えた地域の一つである。当地のエコ・エネルギービジネスは 1990 年代

初頭に始まった。この地域の農業組合が市場価値のない製材廃棄物を用いて収入を得る

手段として地区暖房施設を建設した。それ以来、その他のプレーヤーが現れ、太陽光発

電、バイオマス、バイオガス、風力、ヒートポンプ・地熱、小水力などの広義の再生可

能エネルギー生産が行われてきた。 
法的規制は、アッパー・オーストリアのエコ・エネルギービジネスの発展の源である。

1993 年、州政府は「アッパー・オーストリア州エネルギー行動計画」（1994-2000）を

立案した。この計画はエネルギー効率化、エネルギー節約、再生可能エネルギーの利用

を推進することにより、2000 年までに石油消費を節減するための具体的目標を設定し

た。このエネルギー政策ガイドラインに沿って、さまざまな関係者が計画を実行するこ

とになった。 
このエネルギープログラムの成功によって、その延長として 21 世紀の新たな戦略が

検討され、「エネルギー２１行動計画」（2000-2010）が 2000 年に承認された。この計

画は、欧州委員会の戦略行動計画白書の中で提案されている勧告を考慮しつつ、前期計

画の一連の行動を強化し、拡大するものであり、その後、副次的な戦略が付け加えられ

た。2004 年後半に、州政府は、エネルギー効率を毎年１％（公的セクターでは 1.5%）

高めることを目的に、エネルギー効率戦略「エネルギー・スター2010」を定めた。 
多年にわたり、アッパー・オーストリアの法律は EU の法律よりも洗練されており、

厳格であった。1999 年以前に EU の法律がほとんどなかったので、アッパー・オース

トリアの法律は、欧州諸国のガイドラインとして使われた。また、当地域は持続可能エ

ネルギーの分野で 先端の圧力団体の一つであり、政策の開発におけるパイオニアの一

つでもある。 
 
３）エコ・エネルギークラスター 

1998 年、地域を特徴づけていた重工業への依存を回避するため、州の経済大臣は「ア

ッパー・オーストリア 2000+ 戦略プログラム」（1998－2003）を提案した。この戦略

プログラムの目的は、クラスターによる経済、技術政策に基づいて、競争力の持続的な

改善を推進することであり、自動車、エンジン技術、プラスチック、家具・木材、機械

電子工学、健康、食品に加えて、初期のエコ・エネルギービジネスが明確になり、エコ・

エネルギークラスター協会（OEC）が 2000 年に形成された。 
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エコ・エネルギークラスター協会（OEC）は、アッパー・オーストリア・エネルギ

ー・エージェンシー（1991 年設立）によって運営され、地域エネルギー行動計画で設

定された目標の遂行、施策の実行に責任を持ち、以下のことを意図するものである。 
 
○ 「需要を創造する」：経済的、法的な対策 
○ 「需要に対応する」：情報提供、トレーニング、意識を高めるなどの補完的活動（需

要の刺激政策は地域産業の発展と雇用創出に結びつく） 
 

実行については、OEC は 145 以上の企業や機関と協働している。OEC 参加メンバー

の約 40％は機器の製造業、約 40％は計画・流通・コンサル、20％は研究開発、教育訓

練などの機関である。 
「エネルギー21 行動計画」(2000－2010)では、次の目標が設定されている。 

○ 再生可能エネルギーシェアーの増大：現代的バイオマス暖房システムのシェアーを

2 倍にする。2005 年までに年率３％の再生可能エネルギーによる発電の増加。ソ

ーラーコレクター100 万㎡の設置。 
○ エネルギー効率の向上、工業部門では 10％の向上 
○ 暖房エネルギーの 20％の削減 
○ 2010 年までに RES 技術・エネルギー効率の分野で新たに 30 社を設立する。これ

により 1500 人の新たな職場を創造。 
○ 毎年、15 の新エネルギーRTD 研究、実験プロジェクトを計画する。 
 
図表―６ 規模別エネルギー関連企業の構成（参考―21） 

企業等のタイプ 企業カテゴリー 企業数 従業員数 年間
従業員 売り上げ 機関数 売り上げ
（総数） （百万€） （ €）

大企業 ＞２５０ ＞５０ 13 810 1022
中企業 ５０～２５

百万

０１０～５０ 19 1207 300
小企業 １０～４９ ２～１０ 37 586 90
零細企業 ＜１０ ＜２ 64 257 38
研究機関(大学他） 8 18
サービス（貿易協会） 1 3
行政
計 142 2881 1450  

 
アッパー・オーストリアのエコ・エネルギークラスターはいくつかの大規模企業を中

小企業が取り囲むような構成ではないため、競争が厳しく、クラスターの発展の主要因

の一つとなっている。 
2006 年には、クラスターの企業は単年度に新たなインフラに 1 億ユーロを投資し、

500 人以上の新たな雇用を生み出している。今日、クラスター企業は 16 億ユーロ以上
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の売り上げと 4,000 人以上の雇用を生み出している。メンバー企業の多くは、小規模手

工業ビジネスから国際的に操業する企業へと、成長している。欧州のマーケットリーダ

ーとなっている企業は、小型バイオマスボイラー企業などである。 
 
４）エコ・エネルギークラスター形成の経験からのヒント 
① 支援機関の役割 

クラスター・イニシアチィブをスタートさせる時、そのための境界線を設定する必要

がある。クラスターは、サプライヤーから市場までのバリューチェーンをカバーし、ビ

ジネスや市場を開発するために必要な全ての関係者を含む必要がある。 
アッパー・オーストリアのエコ・エネルギー・ビジネスの場合では、クラスター支援

機関群は再生可能エネルギーの生産に関するビジネスが全てカバーされていることを

確認する必要があった。また、マネジメントとエコ・エネルギー消費に関係するエネル

ギー効率、エネルギー・マネジメント、設備などの事業者を統合しなければならなかっ

た。加えて、支援機関群の間の緊密なネットワークが必要である一方、法人が重複しな

いように留意することが重要であった。 
いくつかのケースでは、２つの支援策が必要になる。一つは産業を開発することであ

り、他方は、需要を見出すことである（顧客情報など）。時には、「需要への対応」を狙

う手段は 終効果に対して費用がかかりすぎる。時には、 終消費者の関心を高めるた

めのインセンティブを提供する手段は、より費用対効果があるかも知れない。 
クラスターの共同活動を企画する時、特に、伝統的に技術向上に関連するセクターの

場合では、技術という単独の意味での研究開発ではなく、市場誘導的な革新的解決策と

サービスに注意を払う必要がある。 
② 法律によるインセンティブ 

法律は、ある産業を発展させるための事前対策的な道具であり、てこである。時には、

ある産業の開発は法律制定による支援が必要である。これは市場の均衡が化石燃料の消

費で成り立っている、エネルギー産業のケースに当てはまる。しかし、市場価格は汚染

という環境コストを考慮していない。地球にとっては、企業にエコ・エネルギーの解決

策に向けての開発を動機づけるために、法律によるインセンティブを提供する必要があ

る。 
クラスターはビジネスの観点から「持続可能」でなければならない。換言すれば、ク

ラスターは市場で競争し、公的助成に依存すべきでない。クラスター形成の初期におけ

る活動の一部に財政支援をする必要があるかも知れないが、クラスターの目的は自己―

持続可能でなければならない。にもかかわらず、再生可能エネルギーセクターは、まだ

自己―持続可能となっておらず、更なる発展のためには公的支援措置が必要である。支

援措置は、法律、建設者と 終消費者に対する財政支援、クラスター構造の創造のよう

な産業開発にわたっている。 
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□ アッパー・オーストリアの再生可能エネルギーの概要（参考―22） 
 
○ 再生可能エネルギーの利用動向 
・ アッパー・オーストリアは 11,980 平方 Km で人口約 140 万人である。再生エネル

ギーの分野で、当州は主導的役割を果たしており、第 1 次エネルギー消費の 30%
以上が再生エネルギーである（約 15%が水力、12％がバイオマス、2%がソーラー

その他）。 
・ この成功の基礎は、総合地域エネルギー計画で、明確な目標と多数の達成方法を決

定している。2030 年までには、暖房と電気は再生エネルギーで 100%まかなわれ

ることになっている。 
○ アッパー・オーストリア・エネルギー・エージェンシー（クラスターの運営機関）

・ 当連盟は、当州のエネルギー・エージェンシーで、地域政府によって設立された。

その目的はエネルギー効率と再生エネルギーの推進、革新的エネルギー技術の促進

である。 
  それは、アッパー・オーストリア州におけるエネルギー情報の中央研究所であり、

エネルギーアドバイスを行うサービス機関としては欧州で 大規模の１つである。

・ 主要サービスは以下の通り。 
― エネルギー情報、理解向上 
― 家庭、事業所、公共機関に対するエネルギーアドバイス 
― 持続可能な建設プログラム 
― トレーニングおよび教育 
― エネルギー技術のための地域開発プログラム 
― EU プロジェクト。FEDARENE、EUFORES ネットワークのメンバー 
― エコ・エネルギークラスターの運営 
― 世界持続可能エネルギー・ディのオーガナイザー 
 
□ エコ・エネルギークラスター（OEC）（2008 年 2 月） 
○ 概要 
 OEC は次のようなセクターから成るビジネスネットワークである 
・ ソーラーエネルギー（太陽熱、ソーラー発電） 
・ バイオマス・バイオガス 
・ 風力エネルギー 
・ 地熱・ヒートポンプ 
・ 小水力 
・ 省エネルギー建築 
・ エネルギー効率請負 
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・ エネルギー効率的照明 
・ エネルギー相談 
・ エネルギー効率的建設技術サービス 
○ 目標 
・ OEC の目標は、エコ・エネルギー企業のイノベーションと競争力を結集し、持続

可能なエネルギー生産と利用の分野での市場動向に寄与することである。 
・ OEC はアッパー・オーストリア・エネルギー貯蓄連盟によって運営され、財政的

には州政府（経済省）に支援を受けている。 
○ クラスター・パートナー（会員企業、団体） 
・ 再生エネルギーの生産、エネルギー効率技術、関連サービスを行っている州内の全

ての企業、団体は OEC の会員になることができる。2008 年 2 月現在で、州内の

145 の企業・団体、南ボヘミア地方の 35 の企業が会員となっている。 
○ 主要活動 
・ OEC の活動は連盟内の OEC チームによって支援される。OEC 活動は次の領域を

カバーしている。 
① 情報提供とコミュニケーション 
： 企業データベース、OEC のウェッブサイト、プロダクツとサービスの英独パンフ

を用いた情報提供 
② トレーニング 
： トレーニング・コース、ビジネスイベント、ワークショップの編成 
③ 協働および技術的領域 
： OEC パートナーと技術移転機関（大学、研究機関）との共同プロジェクトの開始、

開発、サポート。その他ネットワークやクラスターとの協働。 
④ 研究・開発 
： OEC パートナーの研究プロジェクトの開始、開発、支援（例えば、州のエネルギ

ー・技術プログラムの支援による）。 
⑤ 輸出 
： 商業会議所との協同で OEC 会員の輸出活動を支援、外国のエネルギー・エージェ

ンシーとのネットワーク 
⑥ マーケティングと PR 
 
○ OEC プロジェクト（例） 
① ペレットおよびソーラー 
： ヨーロッパ・ペレット会議、再生可能な冷暖房会議 
： ソーラー・クーリング 
： バイオマス・ソーラー技術―パンフレット 
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② 持続可能エネルギー 
： オフィスのエネルギー効率化 
： エネルギー効率的な冷房 
： ビジネスにとってのエネルギーの効率的利用―パンフ 
 
③ 国際的な協働 
： OEC 輸出ツアー 
： トレードショーでの OEC 展示 
： 会員企業についての英語データベース 
： 欧州グリーン・エネルギー・クラスターとの協同 
 
５）ソーラーシティ 
エコ・エネルギークラスターの活動が開始した 2000 年以前に、アッパー・オースト

リア州では、持続可能な「ソーラーシティ」が構想され、2005 年に完成している。 
ソーラーシティはアッパー・オーストリア州のリンツ－ピクリング地区に建設された

「持続可能な未来都市モデル」の建設プロジェクトである。ソーラーシティは 1300 戸

のアパート（約 4000 人）と幼稚園、学校、地区センターなどからなる居住地開発プロ

ジェクトで、敷地面積は約 36ha である。 
1990 年にリンツ市の政治的リーダー（市長）が構想。当時、人口 20 万のリンツには

17 万８千の雇用の場があり、12,000 人が住宅を探していたこともあり、高い住宅ニー

ズがあった。一方で、良好な都市環境を維持するためには通勤交通を減らす必要があっ

た。ソーラーシティの敷地はリンツ郊外の農地で、敷地周辺は小さな湖と牧草地で、住

民のレクリエーションの場となっていたが、工業・商業地域としてゾーニングされる恐

れがあった。こうした社会的課題と田園環境の保全のために、中低層クラスの住宅地区

が構想された。 
1992 年からマスタープランづくりがスタート。2001～2005 に 12 のハウジングディ

ベロッパーが住宅を建設し、2003～2005 年にかけて住宅の完成にあわせ順次入居が行

われた。また、入居にあわせ、2003 年シャトル・バス運行、路線バス運行、2005 年 9
月には市電延長がなされ、当地区とリンツ都心が直結された。また、バイオマス・コジ

ェネーションによる地区暖房も接続している。 
配置計画は放射状プランである。ハノーバー、フライブルクなどの新たな地区計画は

グリッドシステムを採用している場合が多い。本プロジェクトでは放射状の配置計画に

よって、住居からセンター地区までの歩行距離を 大 300m にし、ソーラーシティ内で

の歩行移動を積極的に推進し、自動車交通を制限しようとしている。 
アパート、学校等はパッシブソーラーの低エネルギー建築であるが、公共施設にはソ

ーラー発電なども導入されている。 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 

  
写真―ソーラーシティの配置模型、全景（参考―23） 
                     

４．チロル州のクラスター 

（１）チロル州のクラスター政策 
チロル州はオーストリアの９つの州の一つで、オーストリア西部のアルプス山脈に位

置する。州人口は約 70 万人（08 年）、州都はインスブルック（人口 13 万人）である。

当地域はドイツとイタリアを結ぶ要衝の地に位置し、南のボルツァーノ（南チロル）、

トレンティーノとの関連が深く、経済的な圏域を形成している。 
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経済ガイドラインに基づき「クラスター・イニシアチブ」が 2003 年にスタートした。

イニシアチブの目的は、特に中小企業の協同と技術移転を支援することにより、企業立

地としてのチロルの魅力を高めることである。クラスター政策はチロル州政府が全額出

資するチロル未来財団（1998 年設立）によって実行されている。 
戦略的な目標は製品開発（中小企業と大学）、技術移転（大学から中小企業へ）の分

野でクラスター・ネットワークを設立し、地域および国際的な技術の協働によって経済

チェーンの付加価値を増すことである。ネットワークについては、チロル地方のほか、

ザルツブルク州、ケルンテン州、フォアアールベルク州、アッパー・オーストリア州、

バイエルン、北イタリア（南チロル）の国内外の近隣諸州を含む。新たなマーケットに

対する協働、製品開発については、国際的なクラスター活動に焦点を当てている。政策

の対象グループは中小企業、研究開発機関、大学、科学技術機関である。 
チロル地方の経済的強みをもつ、アルペン・テクノロジー、機械電子工学、IT、再生

可能エネルギー、生命科学、ウェルネスの分野に特に力点を置いた事業展開を行ってい

る。 
現在、チロル未来財団は再生可能エネルギー、IT、生命科学、機械電子工学、ウェル

ネスの５つのクラスターを運営している。 
 
（２）クラスター政策実行機関―チロル未来財団の活動 
１）概要 
チロル州政府が 1997 年設立した財団法人で、雇用の保護と新たな雇用創出のために、

企業の組成、企業の誘致、企業支援の手段を通じて、チロルの産業立地環境を強化する

ことを狙いとしている。また、参加企業が協働を通じて利益を得るように、テーマ別の

ネットワーク（クラスター）を運営支援している。 
 

□ 未来財団の概要（参考―27） 
 
○ 設立 1997 年 
○ 法形式：公的法の財団 
○ 責任主体：チロル州 
○ 年間予算：約 700 万ユーロ 
○ スタッフ：24 名 
○ 地理的エリア：チロル地方 
○ 委員：5 人 
○ 目的：雇用確保や雇用創造のために、起業、企業の設立支援を通じて、ビジネス立

地としてのチロルの位置の強化 
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○ 基本原則 
・ チロル経済のためのネットワークの強化 
・ 知識・技術の更なる移転 
・ 将来有望な技術に関連するトレーニング、継続教育の開発・普及 
・ 技術マーケティング 
○ チロルの強み 
・ チロル未来財団は付加価値、雇用、成長が期待できる特定分野をターゲットとして

支援する。 
・ 強みのある分野は、アルペン・テクノロジー、健康、メカトロニクスの分野である。

○ 財団の活動（事業） 
・ 特定テーマのネットワーク（クラスター）を創始すること。参加企業のシナジーに

よる利益 
・ ビジネスと研究機関のコラボを支援することによって、頭脳センターを創造するこ

と 
・ 技能プログラムの開発と実施 
・ 技術の周旋 
○ 出資分担 
・ 頭脳センター医薬 
・ 頭脳センター健康 
・ スピン・オフのセンター 
・ 自然災害マネジメント・センター 
・ インスブルック大学、開発・技術移転センター 
 
２）クラスターの目的 
未来財団は以下のような目的でクラスターを組織化、運営支援を行っている。 

・ チロル経済の革新的な活発な関係者のためのプラットホームの開発 
・ 企業、研究教育機関のネットワーク化と知識志向の組織へとクラスターを進展させ

ること 
・ クラスターのパートナー企業の協働の推進 
・ 諸外国、国際的なクラスターとの協働の強化 
３）クラスターの活動 
チロルのクラスターは以下の５つの活動を行っているが、アッパー・オーストリア州

と同様の活動分野である。 
① 情報とコミュニケーション 
・ ホームページ 
・ 会員のプロフィール 
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・ 紹介斡旋 
・ 催し、専門家会議の組織化 
・ 企業視察 
② 協働 
・ 経験の交換 
・ 共同プロジェクト 
・ 新製品の開発 
・ イノベーション 
③ 国際化 
・ 市場観察 
・ メッセへの出品 
・ メッセ視察の組織化 
・ 国際的コンタクトの確立 
・ EU プロジェクトへの共同参加 
④ 資格付与 
・ ワークショップやセミナーなどの方法による 
⑤ マーケティングと PR 
・  クラスターのメディア出演 
 
４）各クラスターの概要 
① 再生可能エネルギー・チロル（会員企業 35 社＋全クラスター会員企業・団体11社） 
： このクラスターは太陽熱、ソーラー発電、ヒートポンプ、バイオマス、省エネ建築

などで活動している企業のネットワークである。 
： クラスターは、メイド・イン・チロルのノウハウの強化を目的に、会員企業にパー

トナーの発掘、知識・技術移転、定期的な専門情報、共同メッセ、プロジェクト支

援などを提供している。 
： 企業にとってはエネルギー節約、適切なエネルギー利用は、地球温暖化やエネルギ

ー需要に備えるためにも、企業を経済的に運営するためにも重要なテーマである。

このため、08 年 6 月（4 日間）、9 月（4 日間）エネルギーマネージャーのための

専門教育を実施した（冷房、換気、工程廃熱、圧縮空気機器、バイオマス、ソーラ

ー技術等）。 
： この将来性のある分野で、企業はすでに投資を行ってきており、この動向を受けて、

未来財団は再生エネルギーセンターを創設した。このセンターはチロルの企業と政

策、ないし研究機関のインターフェースである。 
② IT（会員企業 35 社＋全クラスター会員企業・団体 11 社） 
： ソフト開発・販売、ハード開発・販売、データ処理、支援サービス、インターネット 
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トレーニング等の情報関連分野のプラットホーム。 
③ ライフ・サイエンス（35 社＋全クラスター会員 11 社） 
： 薬学、バイオテクノロジー、医療技術の分野における産業、研究のためのプラット

ホームである。チロル地方にはこの分野では 160 企業、15,000 人の雇用がある。 
④ メカトロニクス（12 社＋全クラスター会員 11 社） 
： 機械装置、金属加工、プラスチック加工、電化製品、電気工学、電子機器、生産工

程の分野の企業のネットワーク。 
⑤ ウェルネス・チロル（48 社＋全クラスター会員 11 社） 
： 2003 年設立のチロル・ウェルネス企業協同は 2007 年 11 月未来財団に統合され、

「ウェルネス・チロル」というクラスターで運営されている。家庭、労働、スパの分野

で、ウェルネスや健康に関連するプロダクツおよびサービスの開発に向けた企業、研究

機関、大学との協働を推進。 

５）年会費 
企業の規模（従業員） 会費（ユーロ） 
0-5 人 200 
6-10 人 300 
11-20 人 500 
21-50 人 700 
51～ 900 
 
６）協業支援プログラム 
・ 未来財団では「クラスター等の協業支援」のために２つの制度を設けている。 
― イニシアティブプログラム 
・ 対象：初期段階のイノベーションプロジェクト、協同プロジェクト 
・ 助成：一般的なコストの７５％ 
    ： 大 5,000 ユーロ 
・ 期間： 長９ヶ月 
― コーポレーションプログラム 
・ 対象：協同の 3 分の２が企業であること、 低 3 企業・団体の共同プロジェクトで

あることなどを条件に、人材育成、組織プロジェクト（プロセス 適化、ロジステ

ィクス、協同購入、協同販売、インフラ構築など）がある。 
・ 助成：コストの 40％ 
    ： 大 3 万ユーロ 
    ：クラスター全体のプロジェクトであれば５％のボーナスがつく 
・ 期間： 長 2 年 
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（３）再生可能エネルギーセンター 
現在、再生可能エネルギー（以下 EE と略す）分野の企業の売上は年間 2 億 5 千ユー

ロ（51 社）であるが、州の経済にとって強い成長力を持った将来性のある分野として

浮上してきた。チロル州政府のイニシアチブに基づき、チロル未来財団はチロル州経済

部局、Schwaz 市（インスブルック北東 28km）、チロル企業の支援によって再生可能エ

ネルギーセンター（ZEE）を創設した。ZEE の出資者はチロル未来財団（チロル経済

局）、チロル水力発電株式会社、シュバーツ市である。ZEE はシュバーツ市の推進セン

ター内にあり、2007 年の 2 月にスタートした。チームは現在 3 名で運営されている。

ZEE はチロル未来財団の中の構成単位として組織化されている。 
ZEE の目標は、チロルの経済（EE 技術プロダクツ、EE 技術販売、EE 生産者、EE

消費の関連企業、EE 研究施設、EE 継続教育機関）を専門教育・継続教育、促進手段

の調達、イノベーション・マネジメント、技術移転、広報活動の分野で支援することで

ある。また、ZEE の更なる目標はチロルでの再生可能エネルギー利用を促進し、州の

エネルギー効率を改善することである。目標の達成により、将来的には、雇用の場を生

み出し、再生可能エネルギーに関するチロルの地位を確保することにつながる。 
ZEE は再生可能エネルギー（バイオマス、ソーラーエネルギー、水力、風力、地熱）

とエネルギー効率の分野で、企業と研究教育機関との間のインターフェースとしての役

割を担う。 
ZEE の中核的役割（管轄）は、ネットワーク化、提案、支援である。この関連にお

いて、ZEE から、以下のサービスが提供される。 
・ ネットワーク化と技術移転 
・ 助成申請 
・ プロジェクトの主導 
・ EU プログラムへの参加 
・ 地域マーケティング 
・ 広報 
・ メッセ参加 
・ 世論の形成 
・ 技術調査 
・ 研究機関との協働 
・ 継続教育と資格教育 
チロルには、ZEE の機能をカバーする施設は、現在のところない。 
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□ チロル未来財団による再生可能エネルギー関連の具体的事業（参考―26） 
・ エネルギーツアー 
・ インスブルック大学にエネルギー効率建築のための財団寄付講座（2008 年 1 月か

ら） 
・ プロジェクト提案（バイオガス、ソーラーシティの予備研究、中小企業のエネルギ

ー効率化、潜在的な蓄熱器） 
等。 
 
（４）ソーラーシティの予備研究の概要 
シュバーツ市は 15－17 世紀にかけて銀・銅の鉱山の町として繁栄したが、今日では

観光地となっている。人口は約 1 万人である。 
シュバーツ市内のオーストリア・タバコ工場の 5.4ha の敷地跡地には、オフィス、住

宅、都市ホール、大規模ショッピングセンターの建設が予定されている。当敷地は民間

の投資家によって買収されたものであるが、計画と建設はシュバーツ市と自治体代表者

との協働で行われる予定である。 
敷地は中心部に位置し、新たな模範的な都市区域の形成にとって格好の条件である。

都心に近いという条件はエネルギー効率的な建設と再生可能エネルギーの導入という

重要なテーマを追求し、かつ都市の確固としたエネルギー政策を象徴することに寄与す

る。 
当プロジェクトはチロル未来財団のイニシアチブ・プログラムの枠内で行われたもの

で、空調・断熱・材料などの住宅技術と施設との関係を解明し、建物施工とエネルギー

生産における多様な技術を比較検討したものである。調査研究の目的は、建築計画、改

築段階の基礎となる、エネルギーに関連した 適な投資―運転コスト比を持つ 善の施

設コンセプトを仕上げることである。 
調査研究は ATB/TBB（民間企業）、ITN（技術関連クラスター）、Energy Tirol（州

政府設立）、ZEE（チロル未来財団設立）の４者から成るチームで 07 年に行われ、08
年 1 月にレポートが出ている。 
 
○ 調査研究の目的：暖房―、冷房―、電気発生の分野の様々な技術の可能性をシュバ

ーツに当てはめて、示すこと。 
○ 結果 
・ 暖房、冷房のエネルギー消費は建物の質に大きく影響される。エネルギー指数の観

点で、建設基準が改善されるほど、エネルギー生産単位に対する投資、運営コスト

は低減する。 
・ エネルギー関連の要求が予め施設計画に統合されていれば、効率的な全体プロジェ
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クトが実現できる。 
・ ソーラーシティ・シュバーツは、エネルギー源の調達可能性と設備技術の効率が一

番重要であるとする。この鍵は、（ソーラー設備、ヒートポンプ、植物油、工業排

熱利用などの）多くのエネルギー源から成る適切な全体構想である。 
・ 冷房の発生源と分配については、熱源のインフラ（ヒートポンプ、地熱、コンク

リート蓄熱）によって、投資、運転コストが節約できる。 
・ インテリジェントなエネルギー・マネジメントによって、エネルギー効率の向上

が達成できる。これは 終的には運転コストに影響する。 
 

５．南チロル（イタリア）のクラスター 

（１）南チロルのクラスター政策 
１）地域の特性と産業振興戦略 
南チロルは北イタリアのボルツァーノ県の通称で人口約 48 万人、県都はボルツァー

ノ（人口 10 万人）である。ボルツァーノはミュンヘン～インスブルック～ボルツァー

ノ～ベローナを結ぶ交通の要衝に位置し、ドイツ文化圏とイタリア文化圏が混合した地

域である。南チロルはもともとオーストリアのチロルの一部であったが、第 1 次世界大

戦後、イタリアに帰属した歴史を反映し、オーストリアのチロル地方との文化的、経済

的な関係は深い。 
南チロルは比較的豊かなアルプス地域である。雇用率はほぼ 100%であるが、経済構

造は断片的で、イノベーション環境的な弱点を持つ。工業部門の割合は低く、食料・木

材業・建設・鉱業の伝統的部門に限定されている。地域企業の 92%は 10 人以下の企業

である（平均は 4 人）。技術大学の欠如と資格のある技術者が不足し、企業にとって技

術的ノウハウへのアクセスが困難であること、広い平野がなく、地理的に企業の集積も

困難である。 
地域当局はこれら地域特性を考慮し、分散的な伝統的構造を変えることなしに、人的

資源・ノウハウ・技術移転・企業経営等の無形の要因に基づき地域経済が機能するよう

に影響を与えることは可能であるというアイディアで、戦略を開発しようとした。公

共・民間セクター間の新たな密接なパートナーシップを構築し、競争力を推進すること、

企業に協働、イノベーション、質的向上のための強力なツールを提供すること。これら

を実行するためには、クラスターは も適切なアプローチである。また、地域当局が中

小企業を支援するために、既存の公共政策を再検討することは明らかに必要である。 
特に、サービス志向のシステムのイノベーションについて、行政文化を見直すことが

求められる。これを背景にして、CAN プログラムを通じて開発した戦略は３つの柱に

基づいている。 
― 低３０の企業から成る（４～５の）クラスターの形成 
新たな競争的要素を確立し、国内外のマーケットを開発するために、革新的なテーマに
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ついて、調査、研修、経済・投資体制等で協働するクラスターの形成。 
― ネットワークとサービスのプラットホームの開発 
中小企業を接触させ、シナジー効果を生み出すこと、関連情報を組み立てること、ICT
の利用を刺激すること、特殊なノウハウを提供すること。 
― 起業家とサービスプロバイダー（クラスターマネージャー）の技能 
プロジェクトマネジメント、マーケティング、ネットワーキング、協働、イノベーショ

ン・技術移転における、能力を改善すること。 
 

２）CAN（The Cluster Alpine Network(CAN)Wood and technologies Cluster） 
当プロジェクトは欧州地域開発基金の支援を受け、2002/1～2004/12 に実施したもの

で、伝統的な小規模家族経営への協同と技術イノベーションの導入プロジェクトである。 
アルペン・ネットワーク・クラスター・プログラムは（木材部門を含む）5 つのクラ

スターのうちの４つを開発するもので、地方行政機関によって運営された。各クラスタ

ーは一人のクラスター・マネージャーをもち、プロジェクト・マネージャーは、60 企

業がクラスターに参加したときに、募集された。クラスターのマネジメント・スタッフ

は、能力とともに同意を強調するプログラム・アプローチに従い、訓練、指導、サポー

トを受けた。このプログラムのイノベーション（革新性）は、企業に導入する技術的イ

ノベーションとともに、協同とパートナーシップという文化に関連したイノベーション

である。 
木材部門の主たる目標は、土地の企業のためにマーケットを拡張することであり、同

時に、新たなプロダクツ、ノウハウ、生産プロセスに向けて技術移転を促進することで

ある。プログラムの終了（2004 年）までに、木材クラスターは 130 の企業を含み、2
年後には、175 のメンバーが含まれている。クラスターは、60%が大工、20%が建具師、

10％が建築士、10%がその他のデザイナー、音響と照明技師で構成されている。 
3 つのワーキング・グループ（革新的木造建築、 適な屋内照明、アルペン・ウェル

ネスと地表の革新）は活動的であり、メンバーに情報、ノウハウ、トレーニング、協同

プロジェクトの支援を行っている。 
木材クラスターでは、８つのプロジェクトが 28 の企業を巻き込んで資金調達が行わ

れ、①音響、②照明の品質改善、③インテリア仕上げ材（ホテル、スパ等のインテリア）、

④エルゴノミック・デザイン家具の開発と⑤マーケティング、⑥マーケットイノベーシ

ョン、⑦技術イノベーション、⑧木材セクターのプラットフォームなどが行われた。ま

た、フェアーや視察調査の参加支援、関連する新規技術のトレーニング、北イタリアの

市場調査、音響・照明開発に関する企業データベースについての技術的認定、定期的ワ

ークショップやイベントの組織化が行われた。 
「アルペン・クラスター開発方法論」（2000 年）（木材だけでなく、その他セクター

に採用された）はクラスター開発を５つのフェーズに構造化している。木材クラスター
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は 18 ヶ月で５のフェーズに至った。 
① 協同 
② プロジェクト分析 
③ クラスターのテーマ 
④ 概念化 
⑤ クラスターの遂行 
ナノテクノロジー、新たな熱処理、接着・乾燥製法、革新的デザイン等の製造プロセ

スで導入された新技術以外に、主要なイノベーションは実際には文化的なものである。

プログラムは企業間の相互信頼と協働を生み出し、イノベーションを促進する公共民間

パートナーシップの能力を強化し、中小企業支援に関する公共政策のイメージを改善し

たことなどである。また、ボルツァーノ大学の参加によって「マネジメント・アカデミ

ー」の 2 年間コースが生まれ、地域にかなりの関心を生み出している。 
 

（２）TIS イノベーション･パークの概要 
１）立地等 

TIS イノベーション・パークはボルツァーノ市内に、南チロルにおける技術移転・イ 
ンキュベート・クラスター運営・研究開発を担う目的で 2006 年に設立された。TIS イ

ノベーション・パークが入居する施設は 1997 年に建設された民間施設で、1999 年に

地方政府に所有が移ったものを再利用している。 
２）TIS イノベーション・パークの設立経緯 
南チロルの経済活動は、古くから大工などを中心とした手工業が盛んで、中世後期で

は商業が生まれた。20 世紀にブレンナー高速道路が整備されると、観光と工業が盛ん

になる。今日では、様々な分野の中小企業が雇用の場になっている。その多くは、古く

からの歴史に由来する家族企業である。 
ヨーロッパの文脈でみると、南チロルは諸文化が融合した過去をもつ独特な地域で、

生活水準も高く、質的意識も高い。しかし、南チロルは、未来志向の産業分野の企業家

を支援し、州の競争優位性を確保する必要がある。このため、企業関連情報を提供し、

経済成長の予測、可能性を批判的に分析するスタート地点として BIC が設立された。

BIC は、若い企業を支援するために 1998 年に設立され、2000 年から、BIC の活動が

拡大され、技術移転領域のサービスが提供された。BIC は再生可能エネルギー、デジタ

ルコミュニケーション等比較的若い分野の推進を担うテクノロジーセンターとなった。 
2002 年には、CAN（The Cluster Alpine Network）が南チロルの協同文化を推進す

るために設立された（地方行政機関が運営）。CAN の中でクラスターとして、木材、建

設が生まれた。 
2006 年に、BIC と CAN は統合され、TIS イノベーション・パークとなった。 
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□ TIS の現状（参考―30） 
①スタートアップ企業の生き残り率 
・ ９２％（欧州７５％） 
② 2007 年の TIS によるイノベーションプロジェクト数 
・ 114 件 
③ 2007 年の活動に参加した企業数 
・ 450 社 
④ 2007 年の TIS によるイベント数 
・ 165 
⑤ イベント参加企業 
・ 4147 社 
⑥ TIS のパートナースタッフ（約 40 人） 
・ 海外経験 48% 
・ 2 以上の外国語のもの 90％ 
・ 平均 30 歳 
 
 
３）事業組織 
 
図表―７ 組織図 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運営会議

テクノロジーセンタークラスター知識移転インキュベーター
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（３）クラスターの概要 
図表―７の５つのクラスターの中で、スポーツ&技術、栄養食品、ICT の３つのクラ

スターは 07 年に設立されたものである。クラスターは新たなプロダクツ、サービスを

開発し、市場に出すために、同種の企業がネットワークの中で協同することである。 
栄養食品、スポーツ&技術はボルツァーノ自治県のイノベーション、研究・開発、協

同のための ASM イニシアチブによって支援されている（ASM イノシアチブは EU の

地域政策部門、イタリア、ボルツァーノ自治県によって資金が提供されている）。 
クラスターは以下のような EU プロジェクトの支援を受けて、活動を行っている。 

○ 国際的なネットワーク 
TIS イノベーション・パークのクラスター・マネージャーは 07 年ウイーンで、中欧、

東欧の 40 人以上のマネージャーと交流した。会議のテーマはヨーロッパのクラスター

が将来協同するであろう、国境を越えたプロジェクトであった。特に、大学、研究機関、

中小企業の間の欧州レベルの協同の改善が、会議の流れで討議された。協同の改善は、

例えばオンライン・クラスター・プラットホームやクラスター・パートナーシップによ

って達成できる。南チロルの企業にとって、欧州のクラスターとの緊密なネットワーク

はその他地域の資源やノウハウへのアクセスを容易にしてくれる。同時に、新たなビジ

ネスの連携が、ヨーロッパのビジネスネットワーク間のコラボレーションから発生する

かも知れない。これが TIS の期待するところである。 
○ EU プロジェクト「Nena」 

Network Enterprise Alps（NENA）は EU プロジェクトである。アルプス地域の企

業におけるイノベーションプロセスを促進し、持続可能な建設、省エネルギー、教育・

訓練の分野で国境を横断する協同を実施することをねらいとしている。プロジェクトは

07 年に重要な結果を生み出した。南チロルの木造建築技術を市場に出すために利用す

る DVD（後述）がこのプロジェクトを通じて完成した。また、TIS はインスブルック

のマネージメント・センターと連携し、イノベーション・マネージャーのためのトレー

ニング・コースを開設した。以下の建設&ファシリティ・マネジメントと木材&技術ク

ラスターは EU プロジェクトに含まれている。 
 
１）建設&ファシリティ・マネジメント・クラスター 

ファシリティ・マネジメントの分野で、南チロルの専門家を増加するというアイディ

アから、このクラスターは 05 年に始まった。 も高い国際的基準を保証する ANACI
との協同を通じ、この地域では、もはやドイツ、オーストリア、イタリアのその他の地

域からノウハウを購入する必要がなくなった。 
建設クラスターは 07 年に路線を変え、エネルギー効率的なファシリティ・マネジメ

ントとエコ的で省エネ的な建設材料を扱うようになった。07 年の事業内容および活動

状況は以下の通りである。 
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○ ANACI との協同 
南チロルのファシリティ・マネジメントの質を高めるために、不動産・コンドミニア

ム・マネージャーのイタリア全国協会（ANACI）との協同することになった。建設ク

ラスターと ANACI の協同は 2 段階計画に基づいている。 
第１段階で、クラスターと ANACI は 3 ヶ月の不動産マネージャーの継続教育を提供

した。イタリア・ファシリティ・マネジメント試験の準備コースで、07 年 9 月に始ま

った。第２段階では、不動産マネージャーと所有者に、コスト節約、安全な建設、再生

可能エネルギーの利用についてコンサルティングを行った。 
このクラスターで、ANACI のファシリティ・マネジメントのための教育を行ってい

るが、将来的には、認証機関となることを考えている。 
 

○ 未来の住居 
省エネルギーに役立ち、環境と共存する材料による「未来の住宅」ワークショップを

行った。 
○ クラスターの参加者 
南チロルには 6.500 社の企業があり、このクラスターに参加しているクラスターは

150 社である。アクティブに活動している企業は 80 社である。なお、企業としては中

規模企業が中心である。業種は建築設計、建設、大工、建具、インテリア企業など。07
年 10 月には日本に行って、日本の大工と情報交換を行った。 
○ ネットワーク 
この分野で強みのある専門家や大学とのネットワークを考えている。地域大学よりも

ミュンヘン、パドバ、フィレンツェなどが優れているため、この分野では外部とのネッ

トワークに力を入れている。 
○ 企業誘致に関して 
南チロルは谷あいの地域で産業用地が限られているので、大企業を外部から誘致する

には限界がある。従って、既存企業のイノベーションや地域の起業者の育成が産業政策

の柱である。 
 
２）木材&テクノロジー・クラスター 
○ スローガン 
自然素材として木材の健康、well-being 、wellness 及び優位性―このクラスターは

持続可能な利用と木材の革新的活用という新たなトレンドを作る。 
○ Natural Wellbeing Network―トウヒの調査 

南チロルの木材、トウヒは健康を増進する成分を含んでいる。これは、グラーツ研究

センター「Joanneum Research」の 2 年にわたる調査で明らかにされた。その結果は

TIS のプレス会議の中で 06 年 10 月 10 日に発表された。その調査はトウヒの成分は人
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の集中力、心臓血管系、自律神経系に良い影響を及ぼすことを示すものである。 
南チロルには高い品質の天然の原材料が豊富にあり、木材工業、建設、ウェルネス分

野による開発にとって、格好の条件を持っている。この結果が木材クラスターに意味す

ることは、南チロルのトオヒが高い価値をもつものとして、イタリアのその他地域に売

り込む手段を構築する必要があるということである。また同時に、木材産業はトウヒと

いう自然原料を効果的かつ持続可能な方法で管理する必要がある。 
 
□ トオヒの効果調査の経緯・内容 （参考―30） 
 
健康増進におけるトオヒの効果調査は当クラスター、地域開発のための欧州基金、ボ

ルツァーノ自治州、イタリア共和国の委託による。プロジェクト・パートナーは国立公

園 Hohe Tauern 及びザルツブルク州である。 
 INTERREGⅢA プロジェクトの一部として、「National Wellbeing Network」（グラ

ーツの専門家チーム）は、南チロルのトオヒを選び、調査した。というのは、南チロル

のトウヒの数は、カエデ、クルミ、カラマツ、マツなどよりも多いからである。 
 新のセンサー技術を用い、50 人の健康な人を対象に、トウヒがストレス、心臓血

管系、自律神経系、脳幹機能にいかに影響するかを調べた。測定は、トウヒで作られた

部屋のテストグループと偽のトウヒの部屋のグループを比較するものであった。その結

果、トウヒ製の部屋のグループはより集中力があり、回復も早いことが判明した。また、

質問回答によれば、自然木材の部屋では疲れることが少なく、リラックスして仕事がで

きるとのことであった。 
 
○ ウェルネス家具・設備のイノベーション 

07 年の Vinschgau からウェルネス・マーケットに２つの新商品が現われた。木製の

蒸気サウナと木製のジャグジーである。Vinschgau の 3 人の大工の組合、Arte Lignum
はこの革新的設備を開発した。木製のウェルネスプロダクツを作る動機は、木材&技術

クラスターから生まれたものである。 
蒸気サウナは革新的水タンクシステムを持つもので、家庭用の 220 ボルトで利用で

き、エネルギー消費量は極めて少ない。木製ジャグジーは、渦流装置が工夫された衛生

的な浴槽である。双方の商品は 07 年 10 月のホテル展示会で一般に公開された。08 年

にはボルツァーノ市内の店舗で、この商品が展示販売されている。 
○ 100％クラスター・ウッド 
「100%Cluster Wood」は、このクラスターが 2007 年 11 月から発行している DVD

のタイトルである。この DVD はクラスター会員企業がイタリア市場を主たるターゲッ

トとし、木造住宅を PR することを意図して作成したものである。イタリアではたった

４％が木造建物であるため、クラスターは木造建物を積極的にプロモートしなければな

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



らない。 
DVD では南チロルの木造住宅を中心に紹介している。また、異なった建設方法の詳

細図面も含んでいる。これは、木造住宅の経験のない建築家やプランナーに対し、詳細

な情報提供を意図している。 
クラスターに所属している 12 の工務店がこの DVD の作成実現に寄与している。こ

の DVD の背後にあるプロジェクトのねらいは、木材のような再生可能資源の利用推進

である。 
 
３）食品クラスター 
食品クラスターの主要分野は、EU の衛生規制と南チロルの食品のマーケティングで

ある。そのトップはスウィーツである。07 年 10 月には Kaiserhoftorte が発表された。 
○ EU 衛生パッケージ 

食品産業の企業は、新たな EU 衛生パッケージの詳細について情報を得るため、07
年 9 月 9 日、12 月 7 日に、法律専門家との個々の話し合いを行う会合を開いた。専門

家から、企業は衛生の分野における新たな基準が食料産業の様々なセクターの日常活動

に及ぼす影響について詳細な情報を得た。特に、肉、菓子、チーズ、ミルク、パンとっ

ての新たな衛生基準について説明が行われた。このコンサルテーションは無料で、食品

栄養クラスターとベローナの法律事務所の好意によるものであった。 
○ 食品と新たな素材 
農業と食品産業のイノベーション素材は、ワークショップの中心的関心であった。 

ワークショップでは、ボルツァーノの MaTechPoint によって提供された様々なサービ

スが実演された。MaTechPoint は、新たな素材と技術の利用分野に特化した、南チロ

ルではこの種の唯一の研究センターである。 
ワークショップの参加者には様々な革新的素材の展望が示された。同時に、食料を長

持ちさせるために利用可能な新たな技術手段が示された。食品産業の中で利用できる多

くの新たな素材を調べることは可能である。素材の個々の特性や応用の可能性が説明さ

れた。もう一つの話題は食料の製造チェーンのトレーサビリティであった。 
○ 品質の高い食品のマーケティング 
「アイディアから販売の観点へ」は食品クラスターの一つの会議のタイトルである。

この会議では、TIS、南チロル輸出機構（EOS）が初めてパートナーとなった。夕方の

会議の中心的問題はプロダクツと耕作するエリアとの関係であった。また、会議の中で、

食品クラスターが EOS とともに、地場食品のマーケティングを追求することが説明さ

れた。 
○ Kaiserhoftorte 
カイザーホフ･ガトーは 07 年 10 月にボルツァーノ・ホテル展示会で初めて試食され

た新商品である。このガトーの主要要素はナッツとチョコレートである。ガトーはメラ
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ノ・ホテル訓練センター、小売・サービス企業連盟内の南チロル菓子店・マネジメント

委員会、食品クラスターのコラボレーションの結果生まれた。ガトーのレシピはトッ

プ・シェフの Heinrich Gasteiger によって創作された。カイザーホフ・ガトーを創作

するというアイディアは、カイザーホフ・ホテル訓練センターの所長によるもので、か

れはメラノの著名なホテル訓練センターの宣伝媒体としてガトーを考えた。ホテル展示

会はカイザーホフ・ガトーの宣伝の第一歩である。ガトーには 高品質の素材しか利用

できない。 
ガトーを焼きたいパテシエグループは食品クラスターのアイディアに従い、選ばれた。

このガトーは将来南チロル中に販売されることになる。 
 
（４）再生エネルギー・テクノロジーセンター（Renertec） 

Renertec は、ボルザノの TIS イノベーション・パーク内のテクノロジーセンターで、

再生可能エネルギーとエネルギー効率の分野に取り組んでいる。当センターは、新たな

技術やエネルギー関連課題に関する南チロルの拠点である。なお、パーク内にはファシ

リティ・マネジメント関連の建設・FS クラスター、省エネ住宅を扱う木材・技術クラ

スターなどもあり、Renertec との相乗効果も期待できる。現在のスタッフは 4 名であ

る。 
 
１）目標 
センターの目標は、特に南チロルの再生可能エネルギーの分野を強化することにある。

センターは再生可能エネルギーの利用を促進し、この分野の企業を支援し、生産者と消

費者が必要とする情報手段を組織化する。国内的、国際的に期待できる技術トレンドを

追及し、南チロルの企業の革新的技術の応用を支援（補助）する。 

２）サービス 
当センターは再生エネルギー関連の公的機関と企業に助言を求め、以下のような活動

を行う。また、専門的催し、セミナーなど関係者に対する活動のほか、より広い関心者

を対象にしたエネツアーを実施している。エネツアーは、年間の気候にやさしいエネル

ギー生産施設とエネルギー効率施設を視察するものである。 
― 実現可能調査 
― 技術・法律的分野の相談 
― 技術相談 
― 研究プロジェクトおよび開発プロジェクト 
― 企業のための協同会議 
― エネツアー：再生エネルギー生産施設、エネルギー効率施設の専門的ツアー、体験

ツアー 
３）2007 年の具体的活動 
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① エネツアー：産業ベースのエコツーリズム&マーケティング 
07 年１月の「KlimaHause」展示会では、260 人がセンターの主催するエネツアーに

参加した。07 年全体では 900 人が参加し、その他のイタリア地域からの視察者が主要

であった。エネツアーの一部として、建築家、流通業者、技術者、生徒、学生、政治家

などの参加者は、オペレーターの説明案内つきで南チロルの革新的環境技術を身近にみ

ることができる。 
エネツアーのねらいは、再生可能エネルギーとエネルギー効率の課題についてのツア

ーで、参加者に実践的な情報を伝えることである。再生可能エネルギーの分野では、そ

の他のイタリア州は南チロルの知識から利益をえることができる。また、エネツアーは、

エネルギービジネスに従事する南チロルの企業にとっては顧客獲得の方法でもある。エ

ネツアーは南チロルにとっての産業分野のマーケティングに寄与している。 
② ソーラー発電シンポジウム：イタリアにおける新たな刺激 

200 の参加者、主として南チロルのビジネスマンが、ソーラー発電についてのイタリ

アの法律改正や税制を学ぶために集まった。 
③ 発電についての新技術会議 

2007 年 7 月に排熱などの新たな利用技術についての会議を行った。サーモ・ジェネ

レーターについては南チロルの 10 の企業が共同開発に関心をしめしており、TIS のワ

ークショップに参加している。当センターは新たな技術を南チロルの企業にとってアク

セスしやすいようにワークショップを組織化している。 
④ 南チロルの地熱利用 
地熱―例えば、エネルギー源として土地からの熱の利用―は確実に重要性を増してい

る。そのため、ドイツではこの部門に 600 万ユーロが 06 年に投入されている。これは

前年比で 122%の増加である。この開発の観点から、当センターは 07 年 10 月 5 日にシ

ンポジウムを開催し、南チロルの地熱利用を説明した。スイスにおける表層地熱の利用

がシンポジウムの一環として提示された。そのほか、地質学、水文地質学の重要性、開

発許可手続き、施設設備に関する資金などが話題に上った。 
⑤ 動機付け会議 
― アメリカ企業の低温廃熱を利用した発電装置の説明と南チロルにおけるパイロッ

ト事業について 
― 排水による暖冷房 
⑥ ソーラー発電プラントの経済効果評価 

2007 年の 3 月から、10 年間以上のソーラー発電プラントの経済効果予測が当センタ

ーのサービスとして行われた。 
⑦ バイオマス、バイオガスのプロジェクト 
バイオガスの分野では、07 年にバイオガスプラントの建設について可能性調査が行

われた。この調査は農業廃棄物、糞尿から回収した様々なエネルギーの可能性を分析す

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



るため、農業コンソーシアムから委託された。調査はバイオガスプラントの建設が有利

であることを地域行政機関に納得させるものであった。 
⑧ 製造企業のエネルギー効率の向上に関する調査 
エネルギー料金の増大は南チロルの製造企業の年間収支にますます影響を及ぼしつ

つある。このため、エネルギー効率を改善し、エネルギー消費をカットするための対策

に着手している。 
07 年には、当センターは２つの食品企業でエネルギー効率の改善について調査を行

った。この調査の一部として、異なった技術アプローチを比較調査するため、トレント

技術大学、イタリア、オーストリア、ドイツの様々な企業とのコラボレーションがあっ

た。 
 

□南チロルの再生可能エネルギーの状況（参考―33） 
南チロルは、再生可能エネルギーの利用とエネルギー効率の向上を積極的に推進して

いるイタリア有数の地域である。現在、南チロルでは、消費エネルギーの約半分を再生

可能エネルギーでまかなっている。2015 年までには、エネルギーの 75％を再生可能エ

ネルギーでまかなう計画である。 
ボルツァーノ自治県の再生エネルギー施設は以下の通りである（2008 年）。 

― 800 の水力発電所 
― 55 のバイオマスを用いた遠隔―熱電発電所（Fernheizkraftwerk） 
― ２のメガワットクラスの風力発電所 
― ８の小規模風力発電施設 
― ６の大規模バイオガス施設 
― 24 の小規模バイオガス施設 
― 7000 の集中バイオマスー小規模燃焼施設 
― 人口一人当たり 0.31 ㎡の太陽熱施設 
― 人口一人当たり 22,4Watt のソーラー発電 
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南チロルの企業：再生可能エネルギー関連 
分野   企業数 

ソーラー発電 30

バイオマス  44

バイオガス  7

太陽熱  38

地熱  22

水力  15

風力  6

エネルギー取引 6

投資  4

コンサル  15

合計   187 

（５）新たな高等教育コース 
南チロルでは地球温暖化対策のため、2003 年から、ベスト環境建築（Bestes Klima 

Haus）というコンテストが開催されている。2007 年には第 2 回の専門家会議「Klima 
Haus」、第 2 回の国際会議「未来の建築」の開催に国内外から 44.000 人が来訪するな

ど、南チロルは省エネ建築分野で世界に知られるようになっている。 
地元大学にも 08 年から新たなマスター・コース「Casa Clima」が開設され、省エネ

ルギー建築関係の専門家を養成している。 
 

□ CasaClima-Free University of Bozen Bolzano（参考―35）          

□ 概要 
・ ボルツァーノ大学は経済・経営、教育、コンピュータ・サイエンス、デザイン・ア

ート、科学・技術の５部門から構成されているが、本コースは科学・技術学部に始

めて設けられたもので、大学全体では 3 番目に設置されたマスター・コースである。

・ 本コースは、建築・技術の卒業生、自営の専門家、公共・民間の専門家に要求され

る理解力を開発、完全なものにすることをねらいとする。 
・ 本コースは都市スケールや工場レベルでの、（特に、既存建築や木造建築計画にお

けるエネルギーを節約することに留意しつつ）、省エネルギーに基づくプロジェク

トを計画し、コーディネートできるプロを創造する。 
□ モジュールに基づくコースの編成 
・ 本コースはモジュールに基づき編成されている。モジュールは全体で 750 時間の

講義、授業、実験、実習で構成されている。これは、研究活動、個人的な予習、補

足的な課題などの 750 時間によって補われる。 
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・ 重点は、持続可能なハウジングに用いるシステムと素材の技術的革新を理解するこ

と、そのコスト（設備、維持、管理）を理解することに置かれている。 
□ 教育スタッフ 
・ スタッフは関連分野での経験をもつイタリア、外国からの専門家から構成される。

□ マスター・コースの公式言語 
・ イタリア語、英語 
□ 期間 
・ マスター・コースは 08 年 1 月～09 年 6 月までである。授業は月に 1 週間行われる。

・ 参加者は月に 50 時間、講義やその他の活動を行う必要がある。トレーニング期間

内には、参加者は月 150 時間を割く必要がある。 
□ 入学手続き 
・ 建築・土木で 5 年の卒業資格、または外国で同様の経験をもつもの。 
□ 募集数 
・ 20 人 
□ 場所 
・ 講演、授業、実験は大学の、技術・自然科学学部で行われる（マスター・コースに

含まれる研究所・企業で用意する別の場所で行われることもある）。 
・ 実習は訓練を提供する企業で行われる。 
□ 授業料 
・ マスター・コース：5,500€、実習生：3,000€（コアコースのみ） 

６．まとめ 

（１）クラスターによる地域イノベーション 
アッパー・オーストリア州は、オーストリア国内でも、EU 諸国内においてもクラス

ターによる産業振興、地域イノベーションを実現したケースとして名高い。こうした成

功事例は中小企業の多い近隣地域のチロル、南チロルをはじめとし、国内外の地域に導

入されている。 

（２）クラスターとネットワーク 
アッパー・オーストリアのケースでは機械電子、木材などの既存産業の「技術開発」、

「プロセス開発」については、クラスターを通じて推進している。これらクラスターの

支援サービスは情報提供～共同プロジェクト～メッセへの出展である。一方、横断的分

野の「人材」、「デザイン」、「環境技術」などは、「ネットワーク」として運営している。

この場合のネットワーク支援は紹介、相談、教育などのサービスが中心となる。 
クラスターでは地域の中小企業をターゲットにしているとは言え、零細企業が「技術

開発」をクラスターにおいて実行するには人材、時間コストの関係で難しい。一方、「デ

ザイン」、「人材」などの「ネットワーク」は零細企業に活用される傾向にある。 
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（３）クラスターの運営 
アッパー・オーストリア州、チロル州、南チロル（イタリア）の各地域は類似した運

営方式を採用している。 
クラスター運営機関は、地方政府等が出資する新たな会社、財団などである。クラス

ター運営機関は地方政府、企業、大学、各種研究機関のインターフェースとして機能す

ることに存在価値がある。このため、地方政府が出資する新たな機関を設立し、独自の

経営が可能となるよう配慮している。 
クラスターの運営コストは、メンバー企業の会費でまかうことが理想的であるが、ク

ラスターの活動の結果、様々な外部への経済波及効果があるため、運営支援や共同プロ

ジェクト支援（補助制度）は妥当であると考えられている。特に、地域雇用政策の観点

からはクラスターの運営支援の意義は大きい。 
 
（４）イノベーションと共同プロジェクト 
クラスターを誘導するための通常のツールが情報提供、現地（企業等）視察、メッセ

参加、セミナー・会議などである。第２の臨時的なツールが EU プロジェクトなどの支

援を受けて共同プロジェクトを実施することで、クラスター運営機関は EU プロジェク

トの導入に積極的である。第３のツールが、地方政府の基金による共同プロジェクト支

援制度である。チロル未来財団は「クラスター等の協業支援制度」を設け、企業等によ

る共同プロジェクトを助成している。具体的なクラスター関係者の協同を通じ、イノベ

ーションに導くためには第３のツールが必要である。 
 
（５）再生可能エネルギーなどの新分野への取り組み 
新分野に対する取り組みは、地域の企業、大学、行政にとって未知なことが多い。ア

ッパー・オーストリア州の例では、一般のクラスター運営機関が担当するというよりも、

エコ・エネルギー・エージェンシーを創設し、ある程度の知識、技術、情報を持った人

材を集め、市場調査、専門教育の開発、技術移転策を検討し、クラスター化やネットワ

ーク化を推進している。 
また、既存のクラスター（省エネ住宅）を核として、再生可能エネルギー・クラスタ

ーの形成に向けて統合していくチロルのケース、既存のクラスター（木材＆技術、建設

＆FM）と新たな再生可能エネルギーセンターとを関連づけて相乗効果を生み出そうと

する南チロルのケースなどもあり、地域の状況によってその戦略は異なる。双方ともに

既存分野の強みを生かし、新たな課題に取り組んでいることは同じである。 
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項目 アッパー・オースト

リア 
チロル 南チロル 

技術の社会化

推進 
州エネルギー・エー

ジェンシー(1991 年

～)：スタッフ 25 名

再生可能エネルギ

ー・センター（07 年

～） 
：スタッフ 3 名 

再生可能エネルギー・

技術センター（07年～）

：スタッフ 4 名 

エネルギー・ク

ラスター運営 
同上（2000 年～）

：スタッフ 6 名 
チロル未来財団 
(2007 年～)：数名 

― 

会員企業数 145 31 189（地域関連企業数）

関連クラスタ

ー 
家具・木材 
環境技術 

ウェルネス 
 

建設＆FM、木材・技術

研究教育機関 
との連携、具体

的な活動など 

地元大学 
ソーラーシティの

建設（2001－2005）

エネルギー効率建築

寄附講座の設置 (08
年) 
ソーラーシティの予

備調査を実施(07 年) 

省エネ建築マスター・

コースの設置（08 年）

バイオガスプラントの

建設可能性調査（07年）

地域外の大学・企業と

の協業による製造企業

のエネルギー効率向上

調査（07 年） 
ベスト環境建築コンテ

スト（2003 年～） 
 
（６）具体的プロジェクトの活用 
地域の再生可能エネルギー関連産業を育成推進するためには、具体的なプロジェクト

（例えば、ソーラーシティ）を地域、自ら発案し、これに関連企業の参加を促し、新技

術とその応用分野の開発を推進する手段もある。アッパー・オーストリア州のソーラー

シティは地域の再生可能エネルギー、省エネ建築、コンサルなどの関連産業の育成を加

速化したものと思われる。チロル州のソーラーシティ予備調査は、シュバーツの地区開

発を素材に再生可能エネルギー、省エネ建築の方法とコストパフォーマンスの関連を検

討したもので、新たな技術に関する地域ノウハウの蓄積と、具体的な都市開発への応用

を同時に達成しようとするプロジェクトである。 
地方政府関連の建設プロジェクトに地域のクラスターを構成する企業や研究機関を

巻き込んで、研究開発、ノウハウの蓄積、新規企業の育成を図ることは、一種の公的調

達である。日本の地方における新産業育成の観点から、こうした方式の導入を期待した

い。 
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（７）新たにクラスターを形成するための条件 
アッパー・オーストリア州の経験によれば、地域で再生可能エネルギー・クラスター

のような新たなクラスターを開始する場合、クラスターはサプライヤーから市場までの

バリューチェーンをカバーし、ビジネスや市場を開発するために必要な全ての関係者、

研究機関を含むことが望ましい。 
支援策は２つで、一つは新たな産業の開発、他方は需要の発掘である。新たなクラス

ターの支援策として共同プロジェクトなどを企画する場合、単独の技術開発ではなく、

むしろ市場を誘導する革新的解決策やサービスを対象とすべきである。新たな需要につ

いては、 終消費者に対しインセンティブを与える手段は対費用効果が高い。また、法

律（規制）によるインセンティブも大きい。 
 
（８）人材育成 
南チロルは比較的豊かなアルプス地域で雇用率はほぼ 100%であるが、イノベーショ

ン環境的な弱点を持つ。工業部門の割合は低く、食料・木材業・建設・鉱業の伝統的部

門に限定されている経済構造。地域企業の 92%は 10 人以下の中小企業、技術大学の欠

如と資格のある技術者の不足。地理的にも技術的ノウハウへのアクセスが困難であるこ

と。地形的に企業の集積も困難であることなど、恵まれた地域とは言えない。 
地域が採用した戦略は、分散的な伝統的構造を変えることなしに、人的資源・ノウハ

ウ・技術移転・企業経営等の無形の要因に基づき地域経済が機能するようすることであ

る。 
特に、興味深いのは、TIS イノベーション・パークのケースで、クラスター・マネー

ジャーをミュンヘンからスカウトし、地元大学ではできない分野であればミュンヘン、

パドバ、フィレンツェの大学との連携を模索するなど、必要であれば国内外からの専門

知識・技術をもつ人材を活用しようとしていることである。再生可能エネルギーなどの

新分野については、地元大学に学生と社会人を対象とした「省エネ建築」のマスター・

コースを開設し、地元の要請に応えている。 
チロル地方は南チロルに比して、学生数が 23.000 人を数え、州都インスブルックは

大学都市でもある。インスブルック大学には「エネルギー効率建築」に関するチロル未

来財団の寄附講座が 08 年から開設されている。 
チロル未来財団、TIS イノベーションセンターにおけるクラスター・マネージャーは

30 歳～40 歳の比較的若い世代が担当している。また、クラスター運営方針の変更に伴

って、入れ替わっている。 
クラスター・マネージャーの交流、意見交換会が EU の支援で行われている。こうし

た支援策によって、国際的にも通用するクラスター・マネージャーの育成がなされてい

る。 
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第３章 日本における再生可能エネルギー産業の振興に向けて 

１．はじめに 

地方における 大の課題は、一極集中に対抗できるような産業の振興と、それによる

雇用の確保であろう。 
地方の産業振興策は様々な方向より検討され、実践されているが大きな効果が上がっ

ている例は少ない。このような状態を打開するため、新たな地方産業振興の切り口とし

て、再生可能エネルギーが今後重要な要素となることが推測される。 
その理由として、一つは国の温暖化対策が京都議定書の履行を目指して本格化せざる

を得ないという状況と、二つは風力、水力、太陽光、バイオマス等を活用する再生可能

エネルギーは、その立地条件や賦存量等で地方が主役とならざるを得ない点である。 
 

２．国の地球温暖化対策 

日本では京都議定書に基づき、第一約束期間である 2008 年から 2012 年までの温室

効果ガス排出量を、基準年度に対して 6%削減必要がある。 
しかし、2006 年度の実績では基準年度に対して 6.2%の増加となっている。これは、

温室効果ガス排出量の 84%にあたるエネルギー起源のCO2排出量が 12%と大幅に増加

したことによるものである。 
こうした状況を踏まえ、2005 年 4 月に策定された「京都議定書目標達成計画」は、

2008 年 3 月に全面改定され、基準年度に対する 6%削減を実行するための目標設定の

見直しと、推進方策の強化が示された。(図表―1、図表―2) 
具体的には、排出抑制と施策の推進により、基準年比で 1%程度削減し、残りを森林

吸収減や京都メカニズム(共同実施：JI、クリーン開発メカニズム：CDM、排出量取引）

により達成しようとするものである。 
エネルギー起源の CO2 排出量抑制については、排出抑制と施策の推進で基準年比 1%

程度の増加に止める必要があり、各部門とも大きな削減が必要である。特に、業務、家

庭部門では削減量、比率共大きくなっている。(図表―3) 
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図表―１ 温室効果ガスの排出状況及び目標値 
排出量単位：百万t-CO2

基準年度

効果 大 効果 小 効果 大 効果 小
産業部門 482 460 -4.6 424 428 -12.0 -11.2
業務その他部門 164 229 39.6 208 210 26.8 28.0
家庭部門 127 166 30.7 138 141 8.7 11.0
運輸部門 217 254 17.1 240 243 10.6 12.0
エネルギー転換部門 68 77 13.2 66 -2.9

1,059 1,186 12.0 1,076 1,089 1.6 2.8
85 88 3.5 85 0.0
33 24 -27.3 23 -30.3
33 26 -21.2 25 -24.2
51 17 -66.7 31 -39.2

1,261 1,340 6.3 1,239 1,252 -1.7 -0.7
※増減(%)は基準年に対して

排出量

2010年度の目安
排出量 増減(%)

一酸化二窒素(N2O)

代替フロン等
合　計

2006年度実績

排出量 増減(%)

エネルギー起源CO2合計

メタン(CH4)
非エネルギー起源CO2

 

図表―2 エネルギー起源 CO2 部門別排出量実績と目標 
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図表―3 部門別 CO2 排出量の 2006 年度実績に対する増減 

2006年度実績に対する割合
産業部門 -7.8%
業務その他部門 -9.2%
家庭部門 -16.9%
運輸部門 -5.5%
エネルギー転換部門 -14.3%  

エネルギー起源 CO2 排出量の削減対策や達成のための施策としては、「京都議定書目

標達成計画」で以下の 6 つの基本的考え方が示されている。 
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① 点から面へ 
都市や地域の構造、交通インフラを含め低炭素型の街づくりを行う等により、日

本のエネルギー需給構造そのものを省 CO2 型に変えていく。 
② 主体間の垣根を越える 

産業界が運輸部門等における省 CO2 化を図る等、供給者と需要家が連携して排

出量削減を図る。 
③ 需要対策に重点をおいた需給両面からのアプローチ 

早期に対策の効果をあげるため、エネルギー需要面に重点を置き、「世界の模範

となる省エネルギー国家」を目標とする。 
④ 原単位の改善に重点をおいたアプローチ 

省エネルギー機器・自動車の普及、エネルギー効率の高い建築物・住宅の導入、

地域単位でのエネルギー相互融通、新エネルギーの導入といった施策により、エ

ネルギー消費量当りの CO2 排出量原単位を改善する。 
⑤ 排出量の増大要因に対応した効果的な取組み 

排出量が大幅に増大している業務、家庭部門における対策の着実な推進を図るた

め、対策を抜本的に強化する。 
⑥ 国民全体のライフスタイル・ワークスタイルの変革 

中長期的な視点も踏まえライフスタイル・ワークスタイルの変革を促進するよう

な対策の強化を進める。 
 

こうした国の方針に対して、地域社会が主体となってすぐにでも取り組みが可能なも

のとして、次の 2 項目をあげることができる。 
・ハード面の整備として、再生可能エネルギーを核とした低炭素型の街づくりによ

り、業務、家庭部門での CO2 排出量を削減する。 
・ソフト面での省エネ機器等の導入を加速する方策として、効果的な環境教育を実

施することで、省エネに通ずるライフスタイルやワークスタイルの変換を促進す

る。 
 

３．国の再生可能エネルギー政策 

国は、再生可能エネルギーの普及を、主に新エネルギーについて推進している。 
新エネルギーの定義は時代により変化しているが、現状では再生可能エネルギーの内、

その普及のために支援が必要なものとされている。2004 年度の新エネルギーが一次エ

ネルギー供給量にしめる割合は 1.9%となっている。 
米国では、経済不況を脱出するための景気対策、雇用対策として環境を軸とした政策

「グリーン・ニュー・ディール」が実行されようとしている。「グリーン・ニュー・デ

ィール」は国連の潘基文(パン・キムン)事務総長が 2008 年 12 月の COP14 で提唱した
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政策であり、同様な取組みは、ドイツ、フランス、イギリス、韓国、中国などでも実施

されようとしている。 
日本でも、環境省が中心となって、日本版グリーン・ニュー・ディール政策を推進す

る準備を始めた。 
ここでは新エネルギーの内、地域としての取組みが可能なバイオマス利用、太陽光発

電、風力発電について取り上げると共に、地球温暖化対策で重要な要素である家庭部門

について、住宅におけるエネルギーについて、現状と国の施策を検討する。 
 

（１）バイオマス 
１）現状 

現状、バイオマスエネルギーとして活用されているのは、主に廃棄物の焼却発電で、

一次エネルギー供給量にしめる割合は 1％である。各地で、木質バイオマスを中心にエ

ネルギー利用設備の整備が進められているが、殆どが小規模のもので実証実験の域を出

ていない。 
有機系廃棄物からのバイオガス回収や、廃食用油からの BDF(バイオ・ディーゼル燃

料)、植物からのエタノール製造等の試みも行われているが、規模はいずれも小さい。 
 

２）国の施策 
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ではバイオマス等未活用エネルギ

ー実証実験を実施している。平成 14 年度から 17 年度にかけて採択した内容を見ると、

半数近くが木質バイオマスで、電気利用が 60％近くを占めている。(図表―4) 
技術開発という事業の性格上、仕方のないことではあるが、木質バイオマスから単純

に想像される熱利用の形態が少なく、実証実験の内容も経済的側面からは普及までには

時間がかかるものが多く見受けられる。 

図表―4 NEDO バイオマス等未活用エネルギー実証実験採択案件(H14～H17 年度) 

利用形態 バイオマスの種類 件数 
熱利用 電気利用 燃料製造 

木質バイオマス 17 5 10 2 
食品廃棄物 5 3 2  
畜糞 5  5  
廃食用油 4  1 3 
廃棄物 5 1 2 2 
その他 1  1  
合計 37 9 21 7 

※電気利用には電熱利用(コジェネ)を含む 
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農林水産省でもバイオマス利活用に対しては様々な施策を行っている。しかし、施策

の内容は既存の補助金の枠組を利用し、補助対象事業としてバイオマス利用を加えたも

のが殆どで、施設整備を具体化する際にどの制度を利用するかの選択に、事業者が悩ま

されることとなる。 
また、 近の同省発行の資料からは、バイオマスタウン構想での地産地消型エネルギ

ー利用を進めながらも、化石燃料代替として CO2 削減効果が見込みやすいバイオエタ

ノールやバイオディーゼルの普及に力を入れようとしている節が見受けられる。 
 

（２）太陽光発電 
１）現状 

導入量は順調に増加しており、累計で 2006 年末に 170 万 kW に達している。しかし、

2004 年まで世界一の導入量であったが、2005 年にはドイツに抜かれ世界二位となり、

その後もドイツでの急速な普及により差は開いている。世界の中での設置シェアはドイ

ツと日本が突出しており、両国で 8 割を占めている。(図表―5) 
また、生産量は世界トップで、そのシェアは 2002 年には 5 割近くあり、その内の 3

割を輸出していた。2006 年でも世界のトップの地位に変化はないが、シェアは 4 割近

くまで落ち込み、ドイツや中国の生産量が急激の伸びており、日本のシェアは減少傾向

にある。 
システム価格は、導入初期の 1990 年代には大幅に低下したが、2000 年以降横ばい

で、70 万円/kW 程度で推移している。(図表―6、図表―7) 
図表―5 国内の太陽光発電導入量とシステム価格 
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図表―6 世界の太陽光発電導入量と割合 

万ｋW 割合 万ｋW 割合 万ｋW 割合 万ｋW 割合
日本 85.96 47.5% 113.20 43.6% 142.19 38.4% 170.85 30.0%
ドイツ 41.03 22.7% 79.40 30.6% 142.90 38.6% 286.30 50.3%
アメリカ 27.52 15.2% 36.52 14.1% 47.90 12.9% 62.40 11.0%
オランダ 4.59 2.5% 4.91 1.9% 5.08 1.4% 5.27 0.9%
オーストラリア 4.56 2.5% 5.23 2.0% 6.06 1.6% 7.03 1.2%
スペイン 2.80 1.5% 3.70 1.4% 5.74 1.6% 11.82 2.1%
イタリア 2.60 1.4% 3.07 1.2% 3.75 1.0% 5.00 0.9%
フランス 2.11 1.2% 2.63 1.0% 3.30 0.9% 4.39 0.8%
その他 9.73 5.4% 10.94 4.2% 13.08 3.5% 16.44 2.9%
合計 180.90 100.0% 259.60 100.0% 370.00 100.0% 569.50 100.0%

2005 20062003 2004

 
 

図表―7 世界の太陽光発電導入量 
 

 
 

２）国の施策 
NEDO や環境省では、MW(メガワット＝1000kW)級の大規模太陽光発電施設導入の

ため、ＦＳや実証研究を北杜市、佐久市、八戸市等で実施している。 
また、住宅用の小型太陽光発電については、設置する際の補助金が 1994 年に始まり

日本における施設導入を加速した。 
2006 年度までの導入量は順調に増加しているが、2007 年度の国内向け出荷量は前年

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



度比 22％減となり、2 年連続の減少となった。 
近年の導入鈍化は、補助金制度が 2005 年に終了したことと、導入価格が横ばい状態

にあることが原因と考えられる。現在の設置価格は取り付け方法等により異なるが、一

般的な 3kW(設置面積約 30m2)の場合で、約 200 万円である。 
一方、欧州では電力の一定価格での買取りを送電事業者に義務付ける制度が開始され

た。 
ドイツでは通常の電力料金の 3 倍の価格で買い取る制度を 2004 年から開始したこと

が累積導入量で 2005 年に日本を抜き世界一になった原因の一つといえる。 
このような状況を踏まえ、日本でも導入を加速するための住宅用太陽光発電の補助金

を今年度から復活した。 
 

（３）風力発電 
１）現状 
導入量は 2003 年の 64 万 kW から 2006 年には 149 万 kW と、2 倍以上に伸びては

いるものの、世界の設置台数も伸びているため、設置シェアは 1.6%から 1.9%に微増で

あり、順位も 2003 年の 9 位から 2006 年では 13 位に落ちる結果となっている。(図表

―8、図表―9) 
2003 年のベストテンにはいっている国では、殆どシェアが横這いか、落としている。

その中ではインド、中国の伸びが大きい。それ以外の国でのシェアは倍増しており、風

力発電が全世界規模で建設されているといえる。(図表―10) 
 

図表―8 国内の風力発電導入量と導入基数 
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図表―9 主要国の風力発電設備容量と割合 

設備容量(万kW) 割合 設備容量(万kW) 割合 設備容量(万kW) 割合 設備容量(万kW) 割合

ドイツ 1,461 37.0% 1,663 35.0% 1,843 31.1% 2,062 27.7%
アメリカ 635 16.1% 675 14.2% 1,170 19.8% 1,170 15.7%
スペイン 620 15.7% 826 17.4% 1,162 19.6% 1,162 15.6%
デンマーク 312 7.9% 312 6.6% 313 5.3% 314 4.2%
インド 212 5.4% 298 6.3% 443 7.5% 627 8.4%
オランダ 91 2.3% 108 2.3% 122 2.1% 156 2.1%
イタリア 89 2.3% 127 2.7% 172 2.9% 212 2.9%
イギリス 70 1.8% 90 1.9% 134 2.3% 196 2.6%
日本 64 1.6% 94 2.0% 115 1.9% 139 1.9%
中国 57 1.4% 76 1.6% 126 2.1% 259 3.5%
その他 332 8.4% 489 10.3% 322 5.4% 1,135 15.3%
全世界 3,943 100.0% 4,757 100.0% 5,921 100.0% 7,432 100.0%

2003 2004 2005 2006

 
 

 
図表―10 主要国の風力発電設備容量 
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２）国の施策 
風力発電の導入を促進するため、設備設置の際に以下のような助成策がある。 

・新エネルギー等事業者支援対策事業(補助率 1/3) 
・地域新エネルギー等導入促進事業(自治体、NPO：補助率 1/2) 
・電力系統での周波数変動等を抑制するための電力貯蔵(補助率 1/3) 

その他、風況調査の費用に 1/2 の補助があるほか、太陽光発電と同様、利用電力料金

に見合った金額だが、他の余剰電力購入メニューより高く買取る制度がある。 
近年の大型風力発電装置では、発電コストが 10～14 円/kWh となっており、火力発
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電単価(7.3 円/kWh)より高いコストがかかるが、売電単価が 12～14 円/kWh であるこ

とから、補助金を取得することにより事業化が可能となってきている。 
 

（４）住宅におけるエネルギー 
１）現状 

日本の家庭用エネルギー消費量は、基準年から 44％増加しており、アメリカ(28％増)、
イギリス(16％増)、ドイツ(0.7％増)と比較しても突出してその増加率が大きい。 

また、人口は 2005 年を境に減少に転じているが、世帯数は引き続き増加基調にあり、

2005 年は 21％増と、アメリカ(17％増)、イギリス(14％増)、ドイツ(12％増)を上回る

増加率で推移している。人口減で減るはずの家庭でのエネルギー消費が増加しているの

は、世帯数の増加が原因の一つである。日本建築学会のアンケート調査(2004 年)では、

4 人以上の世帯での 1 人当りのエネルギー消費量は 10GJ/年程度であるのに、独身世帯

では 17GJ/年程度と 2 倍近くなっている。 
2006 年度の我が国の世帯当たりの用途別エネルギー消費量の構成を見てみると、動

力・照明他 35.1％、給湯用 31.2％、暖房用 23.7％、厨房用 7.9％、冷房用 2.2％となっ

ており、全国平均的に見ると、家電製品や給湯の使用によるエネルギー消費量が多いこ

とが特徴で、これに対してイギリスやドイツでは、暖房用途が日本の 2～3 倍と圧倒的

に多い。 
日本でも、北海道、東北地方では、暖房用途が全国平均を大きく上回っており、欧州

型のエネルギー消費構造となっている。 
 

２）国の施策 
住宅におけるエネルギー対策としては、太陽光発電や小型風力発電等もあるが、主体

は省エネルギーである。 
新築時においては、省エネルギー法を改正し、住宅・建築物に係る省エネルギー措置

の届出の義務付けの対象について、一定の中小規模の住宅・建築物（2,000m2 未満）へ

拡大する予定である。 また、融資等による支援、地域住宅交付金及び地球温暖化対策

地域協議会への支援制度を活用した、地域の創意工夫による省エネ住宅の普及促進も行

われている。 

既存住宅においては、一定の省エネ改修（窓の二重サッシ化等）を行った場合の省エ

ネ改修促進税制を創設するとしている。 

さらに、消費者等が省エネルギー性能の優れた住宅を選択することを可能とするため、

住宅等に関する総合的な環境性能評価手法や住宅設備を含めた総合的な省エネルギー

評価方法の開発を推進し、省エネルギー性能の評価・表示による消費者等への情報提供

を促進していく予定である。 

また、家庭用のエネルギー多消費機器の基準を、設定時に商品化されている製品のう
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ち、 も省エネルギー性能が優れている機器の性能以上に設定するという、トップラン

ナー基準はすでに 21 機器が指定されている。 
個別機器の効率改善は確実に効果を上げており、今後更にトップランナー基準の対象

を拡大していく。 
 

４．地方における具体的な取組みと方向性 

国は再生可能エネルギーの普及と省エネルギーへの取組みを、CO2排出量削減の柱と

している。地方におけるエネルギー使用の特徴的は、一人当たりの車の保有台数が多い

車社会であると共に、人口は減少傾向にあるものの世帯数は現状では増加傾向にあり、

しかも戸建住宅が多い点にある。この分野での省エネ推進は、地方の CO2 排出量削減

対策にとって重要な課題である。しかし、地域産業の活性化の観点からみると、自動車

や住宅設備、建材の開発は大手企業の開発課題であり、地方は環境教育による省エネ推

進が主体となると思われ、産業活性化との直接的なかかわりは少ない。 
従って、ここでは再生可能エネルギーと住宅の格付け、および環境教育面での検討を

行う。 
 
（１）バイオマス 
本研究で昨年度調査を行った、バイオマスエネルギー利活用施設の現状は以下に示す

とおりである。 
① 山形県村山市の「やまがたグリーンパワー(株)」での運転は継続しているが、ウッ

ドチップは県南地域より調達しており、果樹の剪定枝を利用するエネルギーの地産

地消までにはまだ時間がかかるものと思われる。 
② 山形県 上町では、「ウエルネスタウン 上」にバイオマスボイラを増設し、熱供

給のバイオマス依存割合を大きくし、当初計画の施策を着実に推進している。 
③ 埼玉県秩父市の吉田元気村では、バイオマス発電所やバイオディーゼル製造設備

を運転するとともに、視察用パンフレットを発行し、吉田元気村を次世代型環境学

習施設として本格的に視察受け入れを開始した。 
上町のように、リスクの少ない熱利用を主体とし、林業と絡めたバイオマス利用を

指向する場合は、事業が順調に進展している。一方、ガス化発電を指向する他の例では、

当初スキームを実現できていなかったり、環境学習を主体とする方向を打ち出したりし

ているように見受けられる。 
バイオマスの利用形態として、事業化の際に地域的な制約を受ける熱利用よりも、汎

用性のある電気や燃料で利用しようとする試みは、全国レベルでの再生エネルギー産業

としては理解できる。 
しかし、エネルギー効率、CO2 削減効果の高い熱利用は、広域エリアでの活用は困

難だが、数十 km 程度以下の狭い地域内で活用する場合、ウッドチップ製造、供給等の
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関連産業の創成や林業の活性化などとあわせて地域おこしの効果もある。 
さらに、林業の衰退により、森林の平均樹齢は 50 年を超えるとも言われていて、CO2

吸収量の減少を招いており、木材の積極的利用と間伐等の実施による人工林の保全が急

務となっている。木材利用時の残材や、間伐材等をバイオマスエネルギーとして活用す

ることが、林業を通じた地域活性化にもつながる。 
前記の 上町では、間伐の機械化と製材業での残材の燃料化、公共施設での熱利用と

いった川上から川下までの流れの中で、地域産業の活性化とあわせて、再生エネルギー

利用を計画している。(図表―11) 
以上のことから、森林大国日本としては、個々の効果は小さいが、暖房用を主体とし

た地道な木質バイオマスの熱利用設備の普及に力を注ぐべきである。 
 

図表―11 上町の木質バイオマス利用システム 
 

 
 

（２）太陽光発電 
太陽光発電には、事業志向の大型発電(メガソーラー)型と、環境志向の住宅用小型発

電とがある。住宅用は後述することとし、ここではメガソーラー型を取り上げる。 
NEDO では、大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究として北杜市に約

2MW の設備を設置、2010 年迄実証研究を行い、その後発電事業とする予定で、第 1
期工事が 2008 年 3 月に完成し、稼動開始した。 
環境省も 1MW 級の大規模太陽光発電施設導入のため、ＦＳを実施している。 
佐久市では LLP(有限責任事業組合)「佐久咲くひまわり」を設立、メガソーラー(大

規模太陽光発電)事業をスタート。2010 年迄に地元企業や公共施設の屋根などに合計

1MW の太陽光発電設備を設置する予定である。メガソーラー事業のＦＳは、佐久市以

外にも八戸市、高知県、大牟田市、日南市でも実施された。 
さらに、平成 21 年 1 月には山梨県と東京電力が甲府市に 10MW の発電設備の設置

を公表した。この施設での年間発電量は約 1,200 万 kWh を見込んでおり、一般家庭の

約 3,400 世帯分の年間電力使用量に相当する。 
日本でのメガソーラーは甲府で計画しているものを除くと 1MW 級であるが、スペイ

ンで 2008 年 1 月に稼動したメガソーラーは 20MW 級である。 
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この施設は、バレンシアの南 150km の 100ha の公有地に建設され、約 100kW の設

備が 200 区画に設置されている。(写真―1) 
設備の内容は、簡単な太陽追尾装置を備えているが、高度な設備を持たず、土木建築

工事もプレハブを利用するなど、設備を簡素化し、経済性と安定性を重視したエンジニ

アリングを行っている。耐震設計も国が決定するのではなく、保険会社が保健を引き受

けるか否かの判断で設計されている。 
建設資金は各区画を債権化し、投資家に分譲することで調達している。各区画の発電

量が均一でないことから、投資家へのリターンは施設全体での売電収入を均等化する方

法で、リスクの分散を行っている。 
このような資金調達が可能な背景には、再生エネルギー買取制度(Feed in Tariff 制度)

によって、投資のリターンが見込まれるためである。しかし、スペインでは買取価格を

これまでの 46 ユーロセント/kWh から 33%ダウンの 31 ユーロセント/kWh にすること

を決定している。ドイツでも 8%の引き下げを行っており、EU での太陽光発電への投

資環境は必ずしもバラ色ではない。しかし、現状のスペインでの買取価格は 37 円

/kWh(120 円/ユーロとして)と、日本における約 20 円/kWh に較べて高額であり、運用

面での支援という施策が手厚いことが伺われる。こうした EU の動きは環境ビジネスの

基本であるともいえる。 
日本で電力会社が実施している買取価格は、他の余剰電力購入メニューより単価は高

いものの、利用電力料金に見合った金額の域を出ない。この状況では、設備の単純投資

回収年は 20 年以上となり、設備に対する新エネルギー等事業者支援対策事業の補助金

1/3 があっても、15 年近く元本返済がかかるのでは、一般的な投資対象とはほど遠い。 
日本では発電用のセルの価格が議論されることが多いが、設置者はそれ以外の設備内

容の見直しを行い、設置価格の低減のための努力をするべきである。また、国は設備に

対する補助金ではなく、運用面での補助を真剣に検討すべきである。 
このような点が改善されれば、販売見込みの立たない工業団地や遊休農地等の土地を

利用した大型発電設備を事業として起こすことも可能となる。 
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写真―1 スペインの 20MW 級メガソーラー 

 
（３）風力発電 
風力発電で世界の上位を占める国は、いずれも大陸型の平坦な地形が多く、安定した

風向が得られるため、発電量の瞬時変動が少ない。日本では、そのような適地は少なく、

風況の良い場所でも、複雑な地形から微妙に風向、風速が変化し、発電出力、周波数等

が変化するケースが多い。これを防ぐため電力貯蔵等の方法もあるが、現状ではコスト

が非常に高価である。設置にあたっては、平均風速だけでなく風向(水平・垂直方向)の
変動を考慮して、適地を選定する必要がある。また、最近徐々に増えつつあるが、一つ

のエリアでの導入基数を増やすことで平準化を図る方法も検討すべきである。コスト面

が改善されれば、風況の安定した海上設置も実現性は高いと考えられる。 
風力発電は 1 基当りの定格出力が大型化してきており、発電出力当たりのコストが低

下したことで、各地にウィンドファームの建設が行われた。電源開発(株)が 2007 年に

郡山市に建設した、国内最大の郡山布引高原発電所は、33 機の風車を持ち、合計出力

65,980kW、年間発電量約 12,500kWh で一般家庭の約 35,000 世帯分に相当する。(写
真―2) 
しかし、台風や雷による事故も多数報告されており、維持管理面でのコストは太陽光

発電に較べて大きく、前記の風向不安定からくる年間発電量不足と合わせて当初の事業

収支が確保できず、経営状況が悪化している所も少なくない。 
また、風力発電設備は殆どが輸入品であり、風車の大型化に伴い早い時期に設置され

た 500kW 以下の風車では、生産停止による部品供給停止やメンテナンス面での対応の

悪さも報告されている。 
さらに、低周波騒音によると思われる住民被害も起きており、日本の風力発電の将来

は必ずしも明るい面ばかりではない。 
今後は経済性を重視したエンジニアリングを行い、設置価格の低減のための努力をす
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ると共に、設置場所には配慮する必要がある。また、国は設備に対する補助金だけでは

なく、運用面での補助も検討すべきである。 
 
大型風車による発電設備の設置には、安定した風が吹くことが 大の条件ではあるが、

大型トレーラー車両の搬入道路、定格出力に見合った送電線が近くにあること等が条件

となり、地域が簡単に取り込むことは難しい。 
しかし、他の再生可能エネルギーと違い、エネルギーを作り出すところが目で見える

ため、実質的な発電効果とは別に、環境教育の面や地域のシンボルとしての意味合いも

大きい。 
このためには、東北、北海道で既に建設されているように、市民の拠出金による｢市

民風車｣の建設を進めることで、市民の関心を高める方法もある。これによって、他の

再生可能エネルギーや、省エネに対する関心が高まり、地域のエネルギー産業を活性化

する可能性が生まれてくる。 
 

 
写真―2 郡山布引高原風力発電所 

 
（４）住宅におけるエネルギー 

日本の家庭での 1 人当りのエネルギー消費は、2005 年のデータで米国の 1/2 以下、

イギリス、ドイツの 2/3 程度と少ないが、例にあげた 3 カ国が減少傾向にあるのに対し

て、日本は上昇している。 
この増加傾向に歯止めをかけるべく、国の方向性として個々の住宅構造及びエネルギ

ー製品の省エネ化、住宅用太陽光発電の普及を主体に推進しようとしている。しかし、

リンツのソーラープロジェクトに見られるような面開発の場面で、自動車利用を抑制す

るような交通インフラ整備を含めた総合的な省エネ展開も必要と考える。 
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また、総合的な省エネルギー評価方法を開発するとしているが、すでにイタリアの南

チロル地域では以下の内容で省エネ建築のランク付けが行われている。住宅の場合、構

造や構成設備が多種多様で、トップランナー基準の設定が難しい。暫定基準でもよいの

で、早くスタートさせることが肝心である。 
 
【イタリアの南チロル地域での建築物の格付け】 
2002 年から南チロルでは“KlimaHaus ”(地域の住宅)プロジェクトを立ち上げた。

プロジェクトにおけるランク付けは CO2 排出量で判定する。ランクは以下の通りであ

る。(6 世帯のアパートメントで床面積 600m2 の場合) 
・ 南チロルの一般的な古いビルの場合：35t/年 
・ イタリア一般的なビルの場合：25t/年 
・ KlimaHaus B の場合：8t/年以下 
・ KlimaHaus A の場合：5t/年以下 
・ KlimaHaus Gold の場合：1.6t/年以下 

 
さらに、日本は南北に長い地理的特性を持っており、全国一律に家庭での省エネを論

ずることには無理がある。 
このため、地域特性を考慮したきめ細かい対応策を講じることが、家庭部門のエネル

ギー消費量を低減するキーポイントになる。このためには、地域の生活に密着し気候条

件等を的確に把握できる地域の工務店が、住宅建設の中核になれる可能性が高い。 
しかし、省エネ部材や建物構造、省エネ設備等の技術力においては、全国レベルでの

ハウスメーカーが優れている。地方の産業がこうした隘路を打開し主役となるためには、

地域クラスターを創設し、技術面と調達面での能力を高める必要がある。 
具体的には、低コスト化を図るため全国レベルの住宅関連メーカーからパーツの供給

を受け、省エネ化を図るための独自設計と施工技術を開発する必要がある。 
家庭用太陽光発電の例で言えば、PV パネルやインバータは量産効果により価格低減

が見込める製品のため、地方の産業振興で扱えるものではないが、積雪や落ち葉の影響

を回避するための取り付け方法の工夫は地方で開発するべきで、このような現地ノウハ

ウを蓄積することで、大手住宅メーカーにはない特徴を出すことができる。設置に関し

ては、量産効果の薄い構成品や現地工事、および設置後のメンテナンス等、地方産業が

関与できる範囲は広く、このような努力によって市場の拡大が期待される。(図表―12) 
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図表―12 太陽光発電設備(住宅)における施工等の区分 

供給・施工主体 区分 内容 
全国企業 中間領域 地方企業 

太陽電池モジュール ○   
架台   ○ 
接続箱   ○ 
インバータ盤 ○   
分電盤  ○  

構成機器 

電力計 ○   
据付工事   ○ 
電気工事   ○ 

工事他 

メンテナンス   ○ 
 

（５）環境ツアー 
再生可能エネルギー産業というと、設備の建設や運営といったイメージが強いが、特

徴ある再生可能エネルギーを見て回る環境ツアーも地域産業といえる。 
環境・エネルギー施設を視察しようとすると、風力発電、バイオマス発電といった特

定種類の施設についての設置情報はあるが、その地域内にある同種の施設についての情

報を収集することは困難な場合が多い。 
環境ツアーの仕組としては、地域の施設が連携することで、一つの施設を見るだけで

はなく、様々な施設を同時に見てもらうことができる。これによって、参加者の幅を拡

げることができ、環境教育だけでなく、地域産業の情報の発信手段としても有効である。 
【イタリアの南チロル地域でのエネツアー】 
イタリア北部の南チロル地方では、現在でも半分近くのエネルギーを再生可能エネル

ギーで賄っている。(2006 年実績 再生可能エネルギー：化石燃料エネルギー＝43：57) 
これを、2015年までに75％にまで引き上げるべく、様々な取り組みが行われている。 
このため、中心都市ボルツァーノにある、TIS イノベーションパーク内に再生エネル

ギーセンター(RENERTEC)が設置されている。 
センターは再生可能エネルギーに係わる革新的技術の応用を支援(補助)するものだ

が、役割の一つとして、一般の人々向けに再生エネルギーを認識してもらい、学習して

もらうためのエネツアー・プロジェクトがある。 
エネツアーは、エネルギー生産施設とエネルギー高効率利用施設を視察するもので、

南チロル地方における再生可能エネルギーの状況や、さまざまな施設が具体的に紹介さ

れている。また、各施設の概要や位置だけでなく、視察所要時間、視察可能人数、ボル

ツァーノからの距離といった視察するための情報が記載されている。 
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紹介されている内容は、エネルギー生産施設として木質バイオマス利用施設、バイオ

ガス発生施設、太陽熱利用、太陽光発電、水力発電、地中熱利用、風力発電があり、エ

ネルギー高効率利用施設としては、地域暖房施設、省エネ型建物がある。それ以外にも、

水処理や廃棄物処理といった環境関連技術についても紹介されている。 
また、代表的なエネツアーの例も記載されており、ボルツァーノから日帰りで行ける

エリアと詳細な交通手段、昼食の場所等も記載され、単に施設の視察だけに留まらず、

そのエリアの自然を楽しみながら、再生エネルギーを学習できるような内容となってい

る。 
 
日本ではエネツアーといった企画はなく、環境面ではエコツアーとして様々な企画が

行われている。しかし、大半は自然と親しむ形態で、エネルギーに関するツアーは殆ど

ない。(図表―13) 
一方、各電力会社のエネルギー啓発施設は充実しており、大型の発電所(水力、火力、

原子力、地熱等)には必ず設置されているといっても過言ではない。しかし、これらの

施設は、当然のことながら設備の解説が主体で、博物館型のものであり、その地域全体

のエネルギーを総括するものではない。 
秩父市｢吉田元気村｣の例では、1 箇所にバイオマス発電、バイオ・ディーゼル、太陽

光発電、高度水処理、再生水利用設備等が小規模ながら集中しているため、南チロルの

例に近い視察が可能となっている。しかし、基本的には施設見学型であり、今後同種の

施設との連携を進め、秩父市に止まらず、埼玉県西部でのエリア見学型へ転換すること

が望まれる。 
 

図表―13 2006 年以降に実施された日本のエコツアーと取り組み 

ジャンル 内 容 開催数 
研修 ガイド養成セミナー、環境教育等 31 
自然 自然や生態系の観察、自然体験等 214 
工房 ものづくり、アート等 10 
農林漁業 農林漁業体験 21 
廃棄物等 施設見学、セミナー等 3 
歴史 歴史探索 8 
合計  287 

(日本エコツーリズム協会ＨＰより集計) 
 
環境ツアーには、一般客を相手にした環境教育の側面だけでなく、同種の設備を検討

している顧客に対して、施工者が展示場として PR する場としても利用でき、地方の産
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業振興の面もある。 
具体的な環境ツアーの方法としては、再生可能エネルギーの設備を見せるだけに止ま

らず、地域内移動手段として、電気自動車や電動アシスト自転車を多用し、ツアー全体

が地球温暖化対策に貢献しているような仕組が必要である。電気による移動手段は、地

域の公共インフラを充電ステーションとすることで、その行動範囲を広げることも可能

となり、関連産業が創成されることも期待できる。 
 

５．まとめ 

再生可能エネルギーによる地域産業の活性化は、従来行われているような製造業の誘

致を軸に、関連する下請け産業の活性化を図るのではなく、大手企業で製造された機器

や材料を利用し、そこからエネルギーを作り出す仕組や省エネ型施設を建設することに

ある。 
地方においては、バイオマス資源が近隣に豊富に存在し、都市部に較べて広い土地の

活用が可能で太陽光発電を設置し易い等、再生可能エネルギー産業には適している条件

が揃っている。 
立地には恵まれているものの、産業活性化に向けての企画を立案し、実行する人材の

確保と、資金の調達が大きな壁となっていることが予測され、この二つの点を解決する

ことが産業活性化のための原点となる。 
 

（１）資金確保と法的整備 
国レベルの施策として、建設費の補助が各種用意されている。しかし、運用時の補助

はなく、電力の買取も現状、国の指導はあるものの電力会社に任されており、 も高い

買取価格の太陽光・風力発電でも、需要家が電力会社から買い取る価格と同等となって

いる。それ以外の電力は、バイオマス等の再生可能エネルギーであっても、ディーゼル

発電機等による自家発電の余剰電力と同じ扱いで、安い価格設定となっている。 
2009 年 2 月 24 日の経済産業省発表では、太陽光発電による余剰電力を 1kWh 当た

り約 50 円で現在の価格の 2 倍で電力会社に買い取らせる制度を 2010 年度にも導入す

るとしており、電力会社も条件付で協力するとしており、運用時の補助制度のきっかけ

が出来たといえる。しかし、この施策も太陽光発電の余剰電力のみで、売電目的の設備

には適用されず、他の再生可能エネルギーに対しては、従来どおりである。 
このため、再生可能エネルギーに関する新規設備を設置して事業を行おうとしても、

コストがかかりすぎて殆どの場合投資対象とはならない。この点を解決するためには、

ＥＵ諸国に見られるような、再生可能エネルギー源によって生産された電力を、高い価

格で買取ることを送電事業者に義務付ける制度を実施することで、新規参入事業者は市

場での資金調達が容易となる。 
このような施策の実施と建設時の補助金を併用できれば、再生可能エネルギーの活性
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化につながり、地域産業の活性化の原動力となる。 
日本において、市町村レベルの施策は取りづらいが、県レベルでは条例により森林水

資源等のための税制措置が取られている。平成 15 年に高知県に始まり、現在では半数

以上の県で実施されている。再生可能エネルギーに関しても、市民の合意形成がなされ

れば、同様の施策が可能と考えられる。同様な例は韓国にもあり、ソウルへの水供給を

担うダムを保有する忠誠北道には、ソウル市から多額の水面税の補填があり、この資金

を活用して産業振興を図っている。 
また、地球温暖化防止のための基金として、個人や事業者等が実施した省エネ分の一

部を拠出する方法も考えられる。この基金を再生エネルギー施設への融資、もしくは電

力の割り増し価格による買取り等に活用して地域産業の活性化につなげる方法も検討

すべきである。 
 
（２）人材確保 
国から地方に再配分される資金は、廃棄物処理の分野では補助金から交付金へ転換さ

れている。補助金は使用目的が単一施設の建設(例えば焼却炉)に限定されているが、交

付金はその利用目的が、市町村が申請時に提出する廃棄物の総合計画の内容に合致すれ

ば、他の施設建設(例えばリサイクル施設)に流用することも可能な仕組となっている。 
この制度によって、市町村が自分の裁量で実施できる範囲が広がる利点があるはずだ

が、現状では従来の補助金と同様な使われ方をされている場合が多い。 
これは市町村での人材不足から、総合計画が交付金取得のための手段となっていて、

具体的な実効性にかける計画が立案されているためと推測される。 
地方においても、県レベルまで範囲を広げれば的確な人材はいるはずである。現状で

は、縦割り行政の弊害により、業務区分を超えた総合計画に、集中的な人材投入ができ

ないというのが現実ではないだろうか。 
こうした現状を打開し、再生利用エネルギー活用においても総合計画を立案し、国の

施策に遅れをとらないよう具現化していくためには、人材の確保と重点投入が急務であ

る。 
 
（３）クラスターの創成 
地方における資金確保や人材確保の問題解決のためには、関係者による協力体制が必

要となるが、単なる協力関係を一歩進めて、産業振興に向けた具体的な実行力を持たせ

るためには、資金的な裏づけを持たせたクラスターの組成が必要である。 
クラスターの運用や開発にかかる資金は、プロジェクト参加者の出資と公共による補

填が必要で、人材面では地方の大学や研究機関の協力が必要である。従って、クラスタ

ーの構成には地域の産学官の協力が不可欠である。 
クラスターの形態、方向性は、従来型の組織とは異なり、当初に決定したものにこだ

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



わるのではなく、市場の変動や参加者の開発マインド等の周辺状況により、常に変化す

べきものである。また、多くのクラスターをコントロールし、方向性を助言するために

は、人材や資金面で自治体や従来の事業者組織とは異なる運営組織が必要である。この

組織は縦割り行政の弊害を打破するために、行政の外部に設置すべきである。 
具体的なクラスター構成の概念を、木質バイオマスによる再生可能エネルギーを想定

して検討する。(図表―14) 
本来のクラスター構成の手順としては、まず、森林から木材製品の開発までを事業化

するための｢木材クラスター｣が創成され、それに触発されて｢再生可能クラスター｣や

｢家具・建材クラスター｣ができ、さらにそこからの派生として「有機農業クラスター」

が創成されて行くパターンが考えられる。 
しかし、日本における林業の実態からは、｢木材クラスター｣の創成は資金、人材、市

場等から見て困難といえる。従って、国の温暖化施策に対応するための｢再生可能クラ

スター｣や、地産地消の観点からの｢家具・建材クラスター｣を先に創成し、そこでの必

要不可欠な原材料提供の面から｢木材クラスター｣が創成されるパターンが現実的と考

えられる。 
 

図表―14 木材を中心としたクラスター組成の概念 

 

 

の地域の大学に適当な人材がいない場合は、他地域からの招聘も考慮

す

再生可能エネルギーに関するクラスター組成には、工学部門の実務者が欠かせない。

現状の大学における工学部門は実業の経験が乏しく、様々な産学プロジェクトを実施す

るなど模索中ではあるが、クラスターを牽引していくためには、更なる民業への接近が

必要であろう。そ

べきである。 
現状では、工学部門の実務者は開発力のある大手企業の参画を求めることが早道とい
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える。企業がリストラや、団塊世代のリタイヤの状況化にある今こそ、地域への参画を

促

とで、

よ

するが、参加者のコスト負担に

は限界があり、不足分は公共が援助する必要がある。 
 

組みと、人材育成や環境学習での

息の長い下地作りを平行して取り組む必要がある。 
 

進し、個人と地域のモチベーションを上げる好機といえる。 
いずれにしても、クラスターの立上げは身近な所での省エネ、創エネをテーマに、早

期に行うことが肝心である。人材確保や育成もプロジェクトベースで実施するこ

り早く、効果的に実現される。時期の喪失が 大の失敗であるとも言える。 
このようなクラスターの創成、維持には資金を必要と

再生可能エネルギー産業活性化に向けてのハードルはまだまだ高く、地方の産業活性

化の即効薬とはなりにくいが、長期的な市場は拡大することは確実と言える。地方とし

てはこのために、クラスター創成による即効的な取り
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第４章 観光イノベーション－アルプス地域を事例として 

１．はじめに 

ヨーロッパにおいては、ウェルネスや健康ブームは、高齢化社会―人口構造の変化と

健康意識を背景に生まれたもので、短期的なトレンドではなく、メガトレンドとして考

えられている。こうした社会的価値観の変化を受け、ウェルネス・ツーリズムは 2000
年以降、急速に拡大している。 
アルプス地域では、健康休暇の目的地への転換を目指した様々な試みが実行されてい

る。気候、植生、水（温泉を含む）や伝統文化など地域資源を生かしたソフト（健康プ

ログラムなど）、ハード（健康食品など）のプロダクツ開発、自動車フリーの街づくり、

消費者に対するウェルネス・サービスの保証を目的とした認証システムと PR・プロモ

ーション、科学的な検証に基づくウェルネス・サービスの提供などがある。また、ウェ

ルネス・サービススタッフのための教育システムの構築なども検討されつつある。 
ウェルネス・ツーリズムを推進するためには、バリューチェーンを構成する観光事業

者、大学・研究機関、行政、関連サービス事業者などの協同が不可欠である。さらに、

国際的な競争優位を確保するためには、ソフト、ハードのプロダクツを継続的に更新す

るとともに、観光地域間の連携を深め、相互の経験を交換することを通じ、地域の解決

策を見出す必要がある。 
地域内の様々なプレイヤーによる継続的な協同が（ウェルネス）クラスターであり、

クラスター間もしくは観光地間の連携が（ウェルネス）ネットワークである。既存の観

光地に健康やウェルネスといった新たなテーマを導入する場合、テーマについての（ク

ラスターやネットワークによる）学習が鍵となっている。 
本章では、ヨーロッパ・アルプス地域のウェルネス・ツーリズムのトレンド、マーケ

ットの特徴、地域のウェルネス・クラスターの取り組みを紹介し、これらの経験から、

わが国の地域における観光イノベーションの推進方策を考察する。 
 

２．ウェルネス・ツーリズム 

（１）観光産業におけるトレンド 
ヨーロッパにおける観光産業は急激に変化している。観光産業の内外双方から多くの

圧力を受けている。観光産業の内的要因には、ICT の利用などの「新たな技術」を利用

した経営の変化、消費者のニーズの変化があり、外的要因には成長の限界ともに観光の

グローバル化の進行があげられる。 
消費者は基本的に変化しつつあり、従来とは全く異なったニーズの集合を持つ「新た

なタイプのツーリスト」が現れている。「旧来のツーリスト」との間には、図―１のよ

うな差異がある。 
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図表－１ 観光産業におけるトレンド（参考―１） 
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（２）健康とウェルネス 
人口構造の変化と健康意識の増大は、社会的価値観の変化を促すため、欧州の研究機

関の間では、健康とウェルネスは短期的なトレンドではなく、今後ますます普及するメ

ガ・トレンドと考えられている。 
 
図表－２ 健康ニーズと健康関連産業（参考―１） 
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（３）ウェルネス～メディカル・ウェルネス 
１）ウェルネスの概念 
ウェルネスは一般的に、心身と精神の健康的なバランスー結果的に幸福の全般的な感

覚を生み出すーを意味することに用いられる。この言葉は Halbert Dunn によって初め

て用いられ、彼はハイレベル段階のウェルネスというフレーズを使っている。彼は

「wellbeing」と「fitness」から「wellness」という言葉を作った。Dunn はウェルネ

スを身体的、心理的な健康状態を追求するライフスタイルとして見なしている。彼はそ

れを個人的な熟達にむけた修養義務として記述している。当初から、彼は個人的責任と

環境意識を中心とした多次元的な哲学を詳しく述べている。 1950 年代以降、ウェル

ネス・モデルは観光に関連する多様なウェルネス概念へと自然と発展進化した。その範

囲は休養とリラックスからヘルスケアツーリズムにわたり、ウェルネス理念は教育と知

識を通じた予防とバランスという考え方を生み出した。多様なウェルネスコンセプトの

新の開発はメディカルウェルネスという見解である。 
（Well-being と Wellness の概念から形成された）ウェルネスは、一つのプロセスで

ある。その目標は身体、精神、心の調和が保たれた完全に全的な健康状態に到達するこ

とである。これは、身体的なフィットネス、均衡の取れた食事、緊張緩和と精神的活動

などを通じて行われる。若い年代では、美容・身体衛生とメディテーション等を通じて

行われる。その際、人は自己責任と環境についての感受性の文脈の中で行動する。 
２）メディカル・ウェルネス 

Medical Wellness Association によれば、メディカル・ウェルネスとは、人間の健康

にたいする多様な影響を考慮し、ヘルスケアを実行するアプローチである。従って、疾

病治療と疾病予防には多様なオプションがある。メディカル・ウェルネスは 
― EBP（エビデンス・ベースト・プラクティス）に基づき、比較検討し、適切なウェ

ルネス手段を提供する。 
― 患者のケアに対しては、インフォームド・コンセントに基づき、学術横断的なアプ

ローチを推進する。 
― 適な健康と幸福を推進することを目的にして、伝統的および補完的手段の中での、

対話と協働を行う。 
― 臨床的な実践を通じ、ウェルネス手段の専門的標準を開発し、その応用を推進する。 
換言すれば、メディカル・ウェルネスは正統的な医療、「普通」の医師という形式で

科学を持ち込む。インフラの意味では、診療所―ホテルのハイブリッドの中でサービス

される。メディカル・ウェルネスはハイリスクの要因を持つ人、慢性病の人（生活方法

が不調の発生に決定的な影響をもっている、糖尿病、高血圧、肥満、ニコチン中毒、腰

痛など）に対応するものである。 
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□ ドイツのメディカル・ウェルネスの認証機関（参考―２） 
  Deutscher Medical Wellness Verband e.V(DMWV)のねらいは、 終利用者が増加

しつつあるウェルネス・マーケットで個人的な方法を発見することを支援することであ

る。それは供給者と計画者にとっての協同や情報交換のプラットフォームとして機能す

る（セミナーやワークショップを通じ）。DMWV は、メディカル・ウェルネス供給者

やプロダクツのための品質基準の定義に責任を持っている。また、DMWV の品質基準

に基づき、新たな参加者のコンサルや教育サービスを提供している。メディカル・ウェ

ルネス品質シールに向けての主要な前提条件はメディカル・ウェルネス供給者の中に医

者を融合していることである。DMWV は医師をナビゲーターと呼んでいる。この意味

は医師の役割は文字通り、数多くのウェルネスプロダクツとスタッフについてクライア

ントを案内することだからである。 
 品質シールの 初の段階は DMWV の会員となることである。品質チェックが公表さ

れ、品質チェック専門エージェンシーの TUV の基準に応じてチェックがなされる。シ

ールは 2 年有効である。これまでは次のようなカテゴリーがある。 
― Medical Wellness Clinic 
― Medical Wellness Hotel 
― Medical Wellness Resort 
― Medical Wellness Dayspa/Clinc Centre 
― Medical Wellness Destination（このシールは目的地内に少なくとも上の３つのカ

テゴリーが認定されているならば、与えられる） 
 
 品質基準は４部門からなる。 
― 診断 
― 医学的理解 
― メディカル・ウェルネス・スパ 
― ホテル/診療エリア 
 
認証手続きの中心に、メディカル・ウェルネスの顧客が従わなければならないプロセ

スがある。DMWV は TUV とともに、包括的なプロセスを規定している。 
 
 
（４）ウェルネス・マーケットのトレンド 

2000－2005 年の間、欧州の観光セクターでは本格的なウェルネス・ブームが記録さ

れ、2006 年にはその成長が緩和した。長期的には、成長率は再び高まる。需要サイド

からはウェルネス・ツーリズム（主動機：レクリエーションもしくは健康増進）の発展

が際立ち、それは供給構造に再び影響を及ぼしている（参考―３）。 
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○ 現代社会は健康時代への途上にある。高齢化に伴い、全ての健康関連分野にとって、

健康に対する個人的支出はますます重要になる。ヨーロッパでは 2050 年に、国民

総生産に占める健康セクターの割合は 10～15％になることが予測されている。 
○ ウェルネス・ツーリズムは健康予防と療養ツーリズムの間の健康ツーリズムの範囲

内に位置する。それは、健康予防と療養ツーリズムの要素を組み合わせ、客に自己

責任の範囲で健康予防のための高付加価値を提供している。 
○ 短期的には、労働分野における能力主義に由来する心理的圧迫、ストレスは即効的

で、快適な、長く持続する緊張緩和（リラックス）を求める需要を生み出す。頻繁

に繰り返す短期の旅行への一般的なトレンドは、ウェルネス・ツーリズムにも同様

に見られる。定期的なウェルネスプログラムのための時間は、相変わらず極めて少

ない。 
○ ウェルネス・ツーリズムのサービス供給は、旅行範囲の中のウェルネス旅行のため

の限られた時間予算の中で見出す必要がある。国境を越えるウェルネス・ツーリズ

ムは、クラスターの形成（アルプス空間）もしくは価格差（ドイツ語圏と東ドイツ）

の故に、増大するが、たぶん内陸部で生じる。療養ツーリズムも同様である。 
○ ウェルネス・ツーリズムの中心的な目的グループは、中期的には、教育程度が高く、

高収入の中流および上流層で、30~49 歳の年齢層である。長期的には 50 歳以下の

ヤング・シニア層とシニア層の割合が増える。 
○ 女性はウェルネス需要を支配している。そこでは、緊張緩和に重点を置くウェルネ

ス供給が関連する。男性にとっては、スポーツ的な要素（フィットネス）がより重

要である。ゴルフやサウナ付の高額料金のホテルに対する（男性の）需要は増大す

る。 
○ 完璧なサービス、質的価値の高いサービス供給に対する需要は増加する。これは、

サービス提供者にとっては、ハードおよびソフトに対する更なる投資を意味する。

（例えば、ウェルネス・ホテルにとっては）質的保証の価値は高まる。その際、統

一された少数の認証制度の価値が認められるのか、不明瞭な多様な認証に従うのか、

現在は予測不能である。同時に、新たなウェルネス専門の職業像（ウェルネス・ト

レーナー）が開発されるようになる。相応の資格をもつ職員の割合は増加する。

良のマーケット・チャンスはウェルネスに特化したサービス供給を備えていること

である。 
○ ウェルネス・ツーリストの支出は、品質への方向付けと平均以上の高い質である。

しかし、頻繁な短期旅行へのトレンドは支出の下方修正をもたらす。 
○ （例えばサウナだけといった）受動的なウェルネス供給は、能動的な構成要素（例

えば、サウナ、ゴルフと健康的食事）に追い出されつつある。活動の変化や個人生

活の改善に向けた個人の能力についての意識は高まっている。 
○ この文脈の中で、健康についての見方が変化している。健康はもはや単に病気がな
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い状態ではなく、健康志向のライフスタイルの結果なのである。やがて、ウェルネ

ス・ツーリズム、健康予防、療養ツーリズムは近似する。ウェルネス構成要素と観

光的サービスを持った医療―治療的なサービスであるメディカル・ウェルネスは、

社会的（に補助された）療養の公衆衛生制度から外される。2010 年までに、売り

上げは約 80％上昇する（ドイツ）。 
○ 調和した食事に対する需要は増大している。食品産業の売り上げの中で「機能性食

品」 
（健康を促進する成分を持つ）の割合はこの 5 年間で 2 倍となり、2010 年までには

食品売り上げの 25％に達する。消費者は既に、機能性食品に 20%という高い支出

を行っている。ツーリズム・セクターはサービス供給の個人化に向けたトレンドを

たどり、提供者自身が作り出すプロダクツに価値を置いている。 
○ 自然体験を求める欲求、並びに（予防的）スポーツへの願望はアウトドアスポーツ

（ハイキング、マウンテンバイク）と組み合わせたサービス供給への需要を生みだ

す。 
○ フィットネス・セクターにとって、自己責任的な健康についての合意形成は個人ト

レーニング、企業―フィットネスに対する需要の増大を意味する。様々な要素が結

合したウェルネス領域を持つスタジオは競技スポーツの考え方からの転換を重視

している。 
 
 供給サイドでは、個々のウェルネスについて専門分化が際立っている。 
○ 特に女性に対して、極東医学の供給が始まっている。アユルベーダーや中国の民間

医療はヨーロッパにおいて、伝統的、正統的な価値があると見なされ、威厳のある

サービスとして演じられている。 
○ 全身トレーニングとしてピラーティーズ式体操は身体フィットネスのマーケット

の増大に寄与している。 
○ タラソセラピーの流行は海水と海藻による治療を専門分野にし、サウナブーム、ス

パブームの後に、古典的なウェルネス要素の水が相変わらず重要であることを示唆

している。 
○ 沼泥、海泥、鉱泥、塩、空気のような自然治療手段の利用はますます増大する。鉱

泥のような地域独自の治療手段は人気を博し、多数の人が訪問する。 
○ 標準は、相変わらずウェルネス・マッサージの多様な方式に留まっている。つまり、

治療的な動機なしで、極東の様々なマッサージ（指圧等）がトレンドである。 
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□ アルプス地域のトレンド 
○ オーストリア（参考―1,４） 
 入り込み客数は 2000 年から 2006 年にかけて、約 14％の増加(2500 万から 3000 万

人)。宿泊数は 2000 年から 2006 年にかけて５％の増加である（11,500 万泊から 12,000
万泊）。オーストリアの全ての観光客の 10％ は、健康とウェルネス志向の休暇を目的

にしている（1,130 万泊、2005）。狭義の健康・ウェルネス客は 350 万泊である。 
2005 年現在、752 のスパ/ウェルネスホテルが稼動し、年間総収益は約 11 億 5 千万

ユーロである。オーストリアには 28 の温泉施設があるが、年間の入場者は 675 万人で

ある。また、およそ、200 の民間クリニックとリハビリセンターがある。 
○ スイス（参考―１） 
 2003 年秋の統計によれば、認証済みのウェルネスホテルは 73 件、11,000 ベッドで、

ホテル全体の約５％である。認証済みのホテル規模は 19－699 ベッドで、平均は 150
ベッドである。宿泊数は 110 万泊でホテル全体の６％である。 

ウェルネスホテルの宿泊数は 1996 年―2006 年の間では 51％の増加で 2005 年から

2006 年にかけて 11.2％の増加で、このマーケットの大きな可能性を裏付けている。 
○ ドイツ（参考―１） 
 ドイツ・ウェルネス協会とドイツ観光協会の調査によると、健康関連支出は 2013 年

には 
2,400～3,000 億ユーロになると推計されている。これは、健康産業がドイツの GDP の

13％に貢献することを意味する。2005～2006 年の間に、ウェルネス産業の売り上げは

260％の増加であった。 
 ドイツ・ウェルネス・マーケットの調査によると、ウェルネス産業のマーケット・ボ

リュームは 1999 年では 370 億ユーロであったが、2000 年では 620 億ユーロに拡大し

ている。 
 
（５）アルプス地域のウェルネスに関する意識 
１）ドイツ人－イタリア人の意識の違いとマーケティング 
ドイツとイタリアのマーケットの比較調査も行われている。それによれば、イタリア

では、約 40％の人が休暇を過ごすためにアルプス地域に定期的に訪れる。他方、ドイ

ツでは約 16％しかいない。つまり、アルプスはイタリア人にとってはナショナルアイ

デンティティとなっているのに対し、ドイツ人にとってのアルプスは代替的な休暇目的

地に過ぎず、常にドイツの消費者に対してアルプスへの意識を高める必要がある。 
表－1 に示すように、イタリアの消費者は地元の伝統的なプロダクトや料理に関心が

ある。 
他方、ドイツの消費者はハードウェアー（サウナ、プール等）やマッサージ、物理療
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法に魅力を感じている。地元の伝統的プロダクトに対する関心は低い。 
ドイツ人のマーケットについては、通年の目的地として、健康とウェルネスの目的地

としてアルプス地域のプロモーションはより一層明確にしなければならない。冬季リゾ

ートとしてのアルプス地域が消費者に意識されており、これは全てのセクターに影響を

及ぼす。イタリア人のマーケットについては、健康とウェルネスというよりは、疲労回

復やパンパーリング（甘やかし）の要因が成功への鍵である。プロダクト開発について

は、地域特有の構成要素が重要になる。 
 
図表―３ アルプスにおける健康とウェルネスの魅力トップ 10（参考―５） 

順位 イタリア ドイツ 
第 1 位 
第 2 位 
第 3 位 
 
第 4 位 
第 5 位 
第 6 位 
 
第 7 位 
 

トリートメント：伝統的、地域的

地域食材を用いた一般的な料理 
伝統的、地域的なウェルネス・サ

ービス 
伝統的、地域的料理 
伝統的、地域的プロダクツ 
資格のある、訓練されたスタッフ

 
地域食材を用いた健康料理 

山歩き 
地域食材を用いた健康料理 
伝統的、地域的サウナ、蒸気浴、ソ

ラリウム 
サポート/指導 
スキー 
伝統的、地域的なメディカル・ウェ

ルネス 
美容、地域素材の化粧品 
 

 
２）ウェルネスに関するホテルの取り組みと客のニーズ（参考―６） 
① スイスにおけるウェルネス・ホテルのタイプ 
ウェルネス・サービス、ウェルネス・インフラを供給している 300 の事業者を対象

にした調査によれば、スイスのウェルネス・ホテルのタイプは、そのサービス内容によ

って、図―３に示すように４つに分類できる。 
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図表―４ ウェルネス・ホテルのタイプ（参考―７） 

伝統的
医療クアハウス

ソフトウェア
ウェルネスホテル

模造の
ウェルネス

ホテル

ハードウェア
ウェルネスホテル

ソフト要因ハード要因

医学的看護

 

 
― 「ソフトウェア・ウェルネスホテル」は 大のグループで、専門知識をもち、医療

的世話、緊張緩和などのサービスに重点を置いているが、個人的世話、教育には

意義を置いていない。 
― 「ハードウェア・ウェルネスホテル」は、サウナ、ソラリウム、プール、ジャグジ

ーなどハードに重点を置いている。 
― 「伝統的医療クアハウス」は医療的世話、個人的世話、健康専門知識が重要な役割

をもつ。 
― 「模倣的ウェルネス・ホテル」は十分なウェルネス・インフラがなく、ソフトサー

ビスもない。 
② ウェルネス客のタイプ 

他方、消費者側のニーズにも違いがある。ウェルネス・ホテルの利用者調査によると、

利用者（ドイツ人 10％スイス人 90％）は以下のタイプに分類できる。 
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図表―５ ウェルネス客のタイプ（参考―７） 
 

要求の多い
健康客

ソフトウェアー供給

ハードウェアー供給

休養 健康増進

要求の少ない保養客

自主的な
インフラ利用客

世話を求める健康客

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 「要求の多い健康客」は全体の 40％を占める も大きい集団で、ウェルネス・イ

ンフラ（プール、浴場他）にも、ソフト（専門知識、医学的相談、情報提供、世話）

に大きな価値を置いているグループ。グループの 4 分の３は女性、平均年齢 48 歳。

グループの３分の１は一人でやってくる。4 分の１は夫婦で訪れる。 
― 「自主的なインフラ利用者」は全体の４分の１弱。渦流プール、蒸気サウナ、サウ

ナ、水泳プールなどのウェルネス設備を高く評価し、世話、情報、専門知識などに

はあまる価値を置かない。男性が過半数を占め、パートナーと休暇を過ごす。平均

滞在日数は６日と他のグループよりも短い。 
― 「世話を求める健康客」は全体の５分の１。滞在目的はセラピー、リハビリで、健

康増進も重要な役割を占める。そのため、医学的専門能力、個々人の世話、相談に

大きな価値を置いている。このグループの 60％は女性で、過半数は個人で滞在し、

家族連れは少ない。平均滞在日数は 10 数日で、 も期間が長い。 
― 「要求の少ない保養客」は 14％。滞在目的は休養とレクリエーションで、自然と

気候を楽しむことが評価条件。このグループにとってウェルネス・インフラ、世話、

情報は重要でないが、水泳プールは高く評価される。健康増進、リハビリなどは全

く重要でない。気ままに楽しむことが も重要な目的となる。平均年齢は も高く、

58 歳で、女性が過半を占めるが、女性の割合は平均以下である。滞在期間は 9 日

で一人で過ごすことは稀である。 
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３．ウェルネス・クラスター 

（１）クラスター 
一つのクラスターは、一つの価値創造チェーンの中に、互いに結びついた企業、専門

的下請け業者、サービス事業者、関連分野の企業、大学もしくは団体などの付属的な研

究機関が空間的に集中している。クラスターの形成の目的は、地域にすでにある研究・

生産能力などの地域のポテンシャルと強みを生かし、労働（人材）とビジネス分野の開

発を行うことによって、ダイナミックな競争優位を生み出すことである。 
 
（２）ウェルネス・クラスター 
基本的にそれぞれのクラスターは経済的文脈に定着している。つまり、それは需要と

競争という相互関係の中にある。個々の企業または緩やかな企業ネットワークの中に、

研究、知識、パートナー分野が統合される。一般的な政策条件との相互作用はクラスタ

ーでは意義がある。 
ウェルネス・ツーリズムにおけるクラスターはサービスの質的向上によって競争力が

生じるサービスクラスターである。地域のウェルネス力は一方では方法と特殊化にあり、

他方ではウェルネス客に対する効果的かつ目的的なマーケティングにある。ウェルネス

は比較的若いツーリズムの市場セグメントであり、未だ若い、限定的な知識をさらに開

発し、サービス内容やサービス方法を明確にする必要がある。こうした意味で、ウェル

ネスは知識クラスターに属している。クラスターを通じて、実行能力の促進、関係者の

専門化はツーリズムの主要なインフラになる。 
観光的なウェルネス・クラスターの基本的な役割は以下の中にある。 

○ イノベーションと知識マネジメント 
○ 市場分析 
○ ウェルネス目的地のためのトレードマークの構築：目的地のマーク、プロダクトマ

ーク 
○ 品質マネジメント 
○ 場所のマーケティング 
 
（３）ウェルネス・クラスター（ネットワーク）の分類 
一般的に、２つのクラスタータイプに区分される。技術クラスターは研究と科学に密

接に結びついている。競争における鍵となる役割は研究をベースとしたイノベーション

から生まれる。それに対し、知識クラスターは、実際の生産とサービスの分野における

経験価値から競争力（＝イノベーション力）を得るものである。 
また、クラスターは地理的広がりを持っている。ローカルな地域から国家にまたがる

クラスターもある。観光分野では、地理的クラスターと活動ベースのクラスター（グリ

ーン・ツーリズム、ワイン・ツーリズム）に区分することができる。超地域的なクラス
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ターでは 
品質認証とマーケティングなどの特定の活動目的をもったネットワーク的なものがあ

る。このように、ローカルな地理的クラスターと（超地域的な）活動クラスター（ネッ

トワーク）の分類も可能である。 
次節以降紹介する具体的なクラスターやプロジェクトをまとめると図のようになる。 

 
図表―６ クラスターの分類（筆者による） 
 
 

地理的 活動的

知識クラスター（ソフト）＝科学的知見（EBK)

技術クラスター（ハード）

健康食品
サービス

プログラムの
開発

新たな
移動手段
の開発

エコスパ
エコホテル

化粧品･食材の
開発

認証・ラベル
マーケティング

アルパイン・パール
チロル・ウェルネス

アルペン・ウェルネス
ベストヘルス・オーストリア
（DOSTWELL）Welltain

地域間連携
ネットワークウェルネス・チロル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．アルプス地域におけるウェルネス・ツーリズムとクラスター開発 

（１）ウェルネス・チロル 
１）チロル・ウェルネス 
ウェルネスをテーマとし、地域の木材を活用した施設・設備の開発、経営の革新など

を協同して行うために、2003 年に設立されたクラスターである。参加企業・機関は 62
で、そのうち 9 社は隣国のドイツ、イタリア、スイスの企業である。施設・建設、コン

サルティング、専門教育、ウェルネス・ホテル、ソフトウェアーの 5 分野の企業・機関

から成り、観光（ウェルネスとスパ産業）、職場、家庭の３つの分野を対象に、新たな

プロダクツや手段を提供することを目的にしている。クラスターの運営費の３分の１は

企業の会費、3 分の２はチロル未来財団が補助している。 
2007 年 11 月、チロル未来財団はチロル・ウェルネスを統合し、「ウェルネス・チロ

ル」と名称を変更し、再生エネルギー、ICT、生命科学、電子機械のクラスターととも

にクラスター運営を行っている。 
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２）ウェルネス・チロル 
企業、研究機関、大学との協働し、家庭、労働、スパの分野で、ウェルネスや健康に

関連するプロダクツおよびサービスの開発を行うという目的は同じ。チロル未来財団は

各クラスターの運営のために、担当スタッフを 1 名置き、この担当者がクラスターの年

間活動プログラムをつくり、各クラスターの催しを運営している。 
① 参加企業・団体 

参加企業・団体は以下の４７であるが、その他のクラスターにも参加している団体が

10 ほどあり、これを加えると 57 となる。 

企業・団体・機関 参加者 
ウェルネス・ホテル等 ６ 
専門教育・大学 ７ 
コンサル 14 
ハード及び施設建設  16 
ソフトウェアー  ４ 
計 47 
 
② 活動内容（08 年） 

08 年度のウェルネス・チロルの活動は次表の通りである。ウェルネス・クラスター

に関連する催しが年に７回、全クラスターの催事が４回である。 
ウェルネス・クラスターでは、会員（パートナー）の会議は年 3 回で、メッセ参加、

セミナー、事例視察などが 4 回である。このほか、クリニック、リハビリ系の人たちが

集まって、ウェルネス分野における医療の貢献などを検討する会議も行っている（表の

9 月 4 日）。「大学の薬草研究」～「化粧品会社」との協業なども生まれているとのこと

である。 
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図表―７ ウェルネス・チロルの年間活動プログラム（2008 年）（参考―８） 

月日 ウェルネスクラスター関連催事 クラスター全体の催事
1月18－20日 モナコ・スパメッセへの参加
2月 なし

3月20日 ①.パートナー会議
新たな健康市場(LOHAS）

4月22日 情報の安全
5月8日 利益が見込まれる健康市場

ーウェルネス分野にとっての戦略
6月16日 成功要因ープロダクツデザイン
6月25日 ②パートナー会議

いかにウェルネスを成功させるか
9月4日

9月11日 テルメ・バルス等の視察
10月2日 ホテルの品質

ミステリーチェック
10月21日 エネルギーツアー

：ウェルネスホテルの最新事例
：エネルギー効率の良いスパ

11月8－12日 ホテル、飲食メッセ
ザルツブルクへの参加

11月17日 well@workーベストプラクティスの
視察（エルゴノミックデザイン、
健康増進、光・換気）

11月27日
12月4日 ③パートナー会議

健康ツーリズムにおけるソフトと
ハードの適切なバランス  

 
チロル未来財団の「クラスター等の協業支援」、クラスター運営については、第 2 章

を参照されたい。 
 
（２）ベストヘルス・オーストリア 
１）目的 
「ベスト・ヘルス・オーストリア mbH」（2003～）はオーストリア国の経済関係省・

健康省・観光マーケティング機関・経済会議所、４つの州、観光地・温泉地などにより

設立された組織である。目的は主導的な健康とウェルネス・サービス事業者（個々の施

設：ウェルネス・ホテル、ヘルスホテル、ヘルス施設、スパ、クリニック、リハビリセ

ンター、共同機関・地域機関など）と協働して、オーストリアを欧州のナンバー１の健

康目的地にすることである。 
ベスト・ヘルス・オーストリアはオーストリアのヘルスツーリズム・クラスター会社

であり、国の「ベスト・ヘルス・オーストリア・品質マーク（BHA）」の認証機関であ

る。 
「BHA」品質マークは、「品質のためのオーストリア・ワーキンググループ」という
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認証部門の検査と審査に基づき、授与される。認定はヨーロッパ・ルール（EFQM、ヨ

ーロッパ、品質管理モデル）に準じた｢認定法｣に基づいて行われている。 
 
□ 経緯（参考―９） 
― Cluster Initiative “Wellbeing Destination of Europe”(2001～2002) 
 オーストリアをヨーロッパ一の健康目的地にするために、オーストリア経済労働省の

観光局により、戦略的重点プログラムが策定された。このクラスター・イニシアチブは

クラスター開発プロジェクトの中で、ヘルスツーリズム部門と医療と健康分野の知識を

結びつけるために設けられた。 
― Wellbeing Destination Austria GmbH(2002、12)設立 

ヘルスツーリズムの分野の代表的企業と公的機関により設立した組織。公民パートナ

ーシップ方式で、未来志向の具体的なプロジェクトに関する資金調達と実行を推進す

る。 
― Best Health Austria mbH(2003～) 
上述組織を改称したもの。この組織はウェルネス・ホテルのほかスパ、リハビリ施設

などオーストリアの健康ツーリズムのクラスター企業で、公的な「ベスト・ヘルス・オ

ーストリア」の品質ラベルを認証する独立機関である。 
 
２）認証 
① 欧州基準に合致した品質マーク 

EU ではもの・サービスの自由な取引が基本的な権利であるため、個々の国の認証は

基本的に全ての EU 加盟国によって認められる。 
品質マークはオーストリアのヘルスツーリズムの品質管理モデルであり、質の高いヘ

ルスツーリズム産業のための新たなブランドである。 
品質マークは、元気回復、予防のためのヘルスケア、診断、治療などの質を保証する

ものであるとともに、ベスト・ヘルス・オーストリアの品質マーク制度はサービス経営

にとっては質的改善のための原動力となる。質の証明を通じて、顧客に対しては目的地

の選択を支援し、質の高いサービス供給者にとっては結果的に競争優位を与える。 
② 対象事業 

現在、次の分野の事業がベスト・ヘルス・オーストリアの品質マークの取得を申し込

むことができる。 
― 観光宿泊施設（妥当な評価基準を満たした後、加えてアルプス地域のホテル、ゲス

トハウスはアルペン・ウェルネス品質シールが与えられる） 
― 温泉浴場施設 
― ヘルスリゾートとヘルスセンター 
― リハビリ施設とクリニック 
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③ 評価基準 
認証プロセスの評価基準は、一般的な必要条件、マネジメント、方針と戦略、スタッ

フ、パートナーシップと資源、サービス・チェーン、顧客関連成果、スタッフ関連成果、

社会関連成果、主要成果の 10 カテゴリーである。 
 
― マネジメント：個人的な健康増進が実行されている。マネージャーは顧客個々人の

関心事に応対している。 
― 戦略と経営方針：哲学・使命に関する声明書を持っている。哲学と人材配置は互い

に調和している。目標は哲学から引き出され、計測可能である。新たなサービスは

有能なスタッフやパートナーが一緒に開発している。約束した効果は実証可能であ

る。 
― スタッフ：スタッフに対する基礎的教育。具体的な継続教育。社内のトレーニング

コース。サービススタッフはセラピーの分野を知っている。権限と責任のルールが

ある。 
― パートナーシップと資源： 新技術の設備・装置のある 低 20 ㎡の客室。リクエ

ストに応じた女性のためのセラピー。食事部門で用いる地域食品。清潔、衛生。 
― サービス・チェーン：サービス・チェーンの明確な記述。約束したサービスは実際

に利用できる。サービス提供に関する無料相談。顧客に対する自由時間のプランニ

ングサービス。健康、予防法が利用できる。 
― 客関連の成果：毎年の顧客調査。成果の詳細分析が使用可能なこと。調査結果に基

づき改善のために、 低３つの手段を実行すること。 
― スタッフ関連の成果：記述式のスタッフ調査の導入。結果についてスタッフはフィ

ードバックを得ること。改善手段が計画され、実施されること。 
― 社会関連の成果：地域活動（文化的、社会的、その他）の支援。 

・ 社会的参加 
― 主要な成果：関連事業に見られる肯定的なトレンド 
 
④ 段階的品質シール 
 この品質シールは金、銀、銅で評価される。 
○ 銅シール：評価基準のいくつかは以下の通り。 
・ 主要な位置にあるスタッフは公的に認められている健康領域の大学、専門学校の卒

業証書または訓練終了書を持っていること；その他のスタッフは継続教育で資格を

得たり、研修したりすること。 
・ 身体、精神、情緒の３つのパッケージが 小限あること。 
・ 地域内にフィットネス、筋力トレーニング、美容療法があること 
・ 四季に応じた新鮮野菜があること。承認された酪農家によるバイオ肉があること。 
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○ 銀シール 
・ 銅の全ての基準を満足すること。それに加え、2 つの療法―パッケージが年間を通

じて提供されていること。 
・ スタッフ・トレーニングが徹底していること 
・ 身体、精神、情緒のための５つの療法が 低限あること。 
・ 少なくとも、客の 75％のために屋内コーチがいること 
○ 金シール 
・ 全ての面でベストであること 
・ 毎年、健康分野で４つのイノベーションがあること 
・ 低、年に 2 週間の特異な療法に焦点を当てた週間を設けること 
・ スタッフの変動を 小限にすること 
・ 環境配慮と持続可能性におけるシールまたは認証 
・ 土地の農家との積極的な協同 
・ ハンディキャップを持つ客のためにスタッフをトレーニングすること 
⑤ 認証状況 

89 がすでに品質マークを取得しているか、認証途上にある。50 が認証に興味を示し

ている。 
３）事務局 
オーストリア南部のケルンテルン州の小都市ヴィラッハ市（人口 58,000 人）に置か

れている。 
 
（３）アルペン・ウェルネス・インターナショナル GmbH（AWI） 
１）目的 
アルペン・ウェルネス・インターナショナルはドイツ、イタリア、スイス、オースト

リアの観光協会が 2003 年 11 月に設立した機関である。目的はウェルネスにとって魅

力的かつ効果的なアルプス地域を世界にプロモーションすること、国際市場で独自の価

値を維持できるような質の高いブランドと、革新的なウェルネス・プロダクツを創造す

ることである（参考―10）。 
２）活動 
① ウェルネス・ツーリズムのトレンド 

AWI は「山岳のパワー」を探し、「パワーの源としての山岳」を特徴づけようとして

いる。AWI は、次ようなの急成長する健康ツーリズム市場があると考えている。 
― 女性のパワー 
― ニューエイジング、ハッピーエイジング（グレイ・パンサー） 
― アジア市場ブーム 
― 個人化（意思決定の個人的自由） 
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― 精神性（神秘主義、新興宗教） 
― 流動性（仕事、チームワーク、転職） 
― インターネット 
② アルプス地域の強みと AWI の独自性 
― アルプス地域の官能性と精神性。景観、自然のスペクタクルの効果 
― 様々な標高と気候による効果 
― アルプスの治療法と伝統的治療法 
― アルプス地域の素材、建築、環境 
― アルプス地域、自然、生活の質についての知識 
― 特定の参加とトレーニング 
― 滞在生活やウェルネスの中にアルプスの自然を導入 
③ 「アルペン・ウェルネス」の目標 

 これらは新たなトレード・マークの創造に導く。そのエッセンスは山岳であり、ア

ルペン・ウェルネスのブランドとなる。そのゴールは次の通りである。 
― 国際市場で競争できるアルプス地域のウェルネス、健康休暇にとっての魅力的なブ

ランド名の創造 
― アルプスの標高、気候の健康効果についての強調、並びに文化、雰囲気、伝統の強調 
― 洗練された恒久的な品質コントロールシステムによる高品質の保証 
― アーユルベーダー、東洋医学のようなアジア古来の方式を統合し、鮮明で明確な哲

学の開発 
― 共同開発と商品化 
― 市場シェアと新たなターゲット層の獲得 
― 現在のサービス、グループと目的地との統合 
― 国際的助成金の確保 
 
３）AWI の品質基準 
① 品質段階 

 AWI には３つの品質段階がある。 
－１．Wellness Basic Quality  
  ： アルペン・ウェルネス供給者にとって、一般的に不可欠なウェルネス基準 
－２．Alpine Wellness Basis Quality 
  ： アルペン・ウェルネス供給者にとって、アルペン・ウェルネスの必須の基準 
－３．Alpine Wellness Additional Quality 
  ： 当該事業の専門化の性格、Alpine Characteristics の仕様に応じた付加的な質や

サービス 
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② 品質認証料金 
認証料金は従業員数に応じたものとなっている。 

 

従業員数 １～１０ １１～２５ ２６～５０
５１ 

～１５０ 
１５１～ 

費用

(EUR） 
1,880 2,280 2,680 3,280 4,280 

 
 
図表―８ 品質基準システム（参考―５） 
 

アルペン・ウェルネスの基本的品質

ウェルネスの基本的な品質

各国独自の品質
（ベスト・ヘルス・オーストリア等）

キャラ
クター

フィットネ
ス

ヘルス

１．ウェルネスの基本的品質
全てのアルペン・ウェルネス・プロバイ
ダーにとってのウェルネスの一般的必要
基準

２．アルペン・ウェルネスの基本的品質

アルペン・ウェルネス・プロバイダーに
とってのアルペン・ウェルネスの必要基
準

３．アルペン・ウェルネスの追加的品質

オペレーターの特殊なプロフィールや
「アルペンキャラクター」の開発にとって
の潜在的な付加的な様相。全ての様相
は構築され、明確に提示される。

パンパー
ス 
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図表―９ 追加的な質（参考―５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アルペン・フィットネス

アルペン・パンパース アルペン・ヘルス

アルペン・キャラクター

□健康・成功

□エネルギー

□冷静

□インスピレーション

□精神・力

□生きる喜び・感性・美

□避難所・安心

□事態の克服

□予防・緩和・治す

□アレルギー・新陳代謝

・心臓循環・肥満の適応症
□自然・真正

□谷間から山頂の有
効ゾーン

□生活の質的伝統

□観光・ウェルネス
の能力

 
③ 認定数 
 
現在の認定ホテルおよびリゾートは次表の通りである。 
国・地域 ホテル リゾート 
オーストリア 14 １ 
スイス 5 １ 
ドイツ・バイエルン州 7 １ 
イタリア・南チロル 10 １ 
計 36 ４ 
 
４）運営 

AWI の事務局はザルツブルク近郊のハルバントにある。また、問い合わせについて

は、事務局で対応するほか、協同事業者のチロル（オーストリア）、南チロル（イタリ

ア）、バイエルン（ドイツ）、スイスの各観光協会が対応している。 
 
（４）アルプス・ヘルス・コンプ 
１）概要 
アルプス地域は 6 カ国にまたがるヨーロッパ 大の山岳地域である。面積は 45 万平

方 km、人口は約 7 千万人で、年間 1 億人以上の観光客を集めている（日本の面積は 28
万平方 km、人口１億 2 千万人）。当地域にとって観光産業は重要な役割を果たしてい

る一方で、アルプス山岳地域のエコシステムは環境負荷に極めて影響を受けやすい。 
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このプロジェクトは、健康とウェルネスの目的地としてアルプス地域の競争力と持続

可能性の双方を改善することをねらいとして、2004－2007 にかけて行われたプロジェ

クトである（参考―９）。 
プロジェクトの目的は、健康効果に基づいて、新たな治療効果のあるプロダクツおよ

びサービスの開発であり、ウェルネスという成長分野での雇用創造に向けて、国家を超

えたネットワークを形成することである。このため、イタリア（南チロル自治県―健康

と社会福祉部、ボルツァーノ大学、アルタ・テルメ）、オーストリア（アルペン・ウェ

ルネス・オーストリア、観光研究教育センター）、ドイツ（バイエルン観光協会、ミュ

ンヘン大学、アルペン調査研究所）の３カ国の８機関が、ＥＵの INTERREGⅢB プロ

ジェクト（2004－2007）の支援を受け、実施した。 
このプロジェクトは上述のアルペン・ウェルネス・インターナショナルを構成する 4

カ国のうち、３カ国の 8 機関が協同して実施したもので、「アルペン・ウェルネス」を

更に詳細に検討したものと位置づけることができる。 
 
２）プロジェクトの成果 
プロジェクトは、プロダクツ・サービスのイノベーションと開発、アルペン・ウェル

ネスの品質管理コンセプト、健康分野における教育システム、自然資源の治療的利用、

マーケティングの５つのテーマから構成されている。プロジェクトの主たる成果は次の

ようになる。 
① アルペン・ウェルネスの品質管理コンセプト 
アルペン・ウェルネスの会員―ホテルおよびリゾート地は AWI 独自の品質基準によ

って認証されている。会員は基本的基準を満たし、さらにアルプスの特性を持つ必要が

ある。 
このプロジェクトでは以下のような手続きで、アルペン・リゾート等の認定を行って

いる。 
― AWI の品質基準を元に、その基準を４カ国の代表的リゾートでテストし、アルペ

ン・リゾートとして認定。 
― プロジェクトパートナーの地域の「アルペン・ウェルネス」ホテルに関して、ミス

テリー・チェックを行い、課題を抽出。ホテル運営者は概ね良好なウェルネスプロ

ダクトを提供している一方、アルペン・ウェルネスの哲学やコンセプトを客やスタ

ッフに伝えることに失敗していることが問題となった。このため、ワークショップ

を通じ、新たなスタッフに伝達できるようなアルペン・ウェルネスのガイドライン

を作成し、紹介した。 
― アルペン・ウェルネスを特徴づける付加的ウェルネス・サービスについては、図表

に示すサービス提供を行うものとしている。 
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図表―10 アルペン・パンパース（参考―５） 
 

美

ソフトな運動

緊張緩和

全ての感覚の楽しみ

■ アルペン・自然化粧品

■ ソフトな姿勢再生

■ 感性的なアルペン・スポーツ

■ アルペン休息・睡眠・メディテー
ション・精神的な体験

■ アルペン水・暖かさ・色・光・香り

■ アルペングルメ・ウェルネス食事

■ 感性的な環境、バウ・ビオロギー

アルペンー美しさ

■ 印象深い場所、アルペン環境、見晴らし、自然の庭園

■ 美のセンス、喜びのノウハウ、わがままになるノウハウ

■ 家、建築、調度、雰囲気、エネルギー、調和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表―11 アルペン・フィットネス（参考―５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

精神と心のためのフィットネ
ス

身体のためのフィットネス

健康生活、栄養、居住

■ 人格、メンタルトレーニング

■ インスピレーション、精神性

■ 体質、能力のトレーニング

■ 容姿、若さ

■ 緊張緩和（暖かさ・マッサージ）

■ アルペンの自然、完全な価値のある食事

■ バウ・ビオロギー

アルペンー能力

■ フィットネス・インフラ、大きなフィットネス・センターとしての自然

■ フィットネス・チェック、トレーニング・プログラム

■ プロのトレーナー、スポーツ医学的ノウハウ
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図表―12 アルペン・ヘルス（参考―５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康環境とフレームプログ
ラム

■ 身体・精神・心のためのプログラムと刷り込
みによる効果の支援： 緊張緩和、娯楽、フィット
ネス・スポーツ、メンタル・トレーニング、精神性
のプログラム

自然療法・自然薬 ■ 空気、水・温泉、薬、薬草、オイル

医学的な療法 ■ 治療、処方に基づくセラピー

健康生活 ■ 処方に基づく生活条件の同調（チューニング）

アルペンー医学：予防、軽減、治療

■ 医学的診断

■ 医学的・科学的ノウハウ

■ 医師、心理学者、物理療法士、精神療法専門医

② アルペン・ウェルネスと人材育成策 
アルプス地域で現在提供されているウェルネス関連の教育プログラム、ウェルネスセク

ターのスタッフのための必要条件を分析し、「アルペン・ウェルネス」のための教育プ

ログラムを提言している。 

○ ウェルネス教育プログラムの現状分析 
2006 年現在の各国別のウェルネス関連教育コースは表の通りである。これらの 30％

は入学の条件はない。ほとんどの教育コースは週末またはパートタイムのコースであり、

これらコースの約 50％以上が一ヶ月以内の教育期間である。美容・物理療法分野のコ

ースは 8 日間以下がほとんどである。 
 
図表―13 各国別のウェルネス教育プログラム（参考―５）  

国 
分野 AT CH DE FR IT SI 計 

スポーツ・フィットネス  14 13 30 8 3 6 74 
栄養・食餌 ８ 7 27 2 2 0 46 
リラックス 21 0 13 3 3 0 40 
美容・物理療法 12 9 32 16 14 47 130 
医学的療法 15 9 10 5 3 6 48 
標準スタイル 23 19 58 7 8 1 116 
計 93 57 170 41 33 60 454 
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○ 必要条件の分析 
アルプス地域の健康・ウェルネスセクターの 61 の事業者を対象に、スタッフ教育、

人的資源戦略、スタッフの資格についての必要条件、現在の継続教育サービスの知識に

ついて調査した。事業者にとっては、スタッフの専門分野の経験と基礎的な医療―治療

に関する知識が特に重要であった。 
 
○ 需要―供給の調整 
以上の需要と供給サイドの分析を付き合わせることにより、 適な必要条件を開発す

るための３つの条件が組み立てられた。 
― 明確に規定された入門（者）条件と基礎的資格 
― 特に、美容・物理療法セクターにおけるプロダクツ 
― 柔軟なトレーニングコース 
 
○ 「アルペン・ウェルネス能力」のための 適な必要条件 

ターゲットとする人は、健康・ウェルネス・ツーリズムの分野ですでに活動している

人、アルプス地域の健康・ウェルネス・ツーリズムの分野で働くために、特に資格を得

ようとする人である。 
適な条件は 3 層で構成する。第１に、公式的な職業・職能条件、人的条件の中での

基本的資格を明確にすること。アルプス地域は多言語であるため、外国語の資格が加わ

ることもある。第２は、アルプス地域に関する特徴的な知識を伝えること。アルプス地

域では外国や他地域からの労働者が多く、地域の自然や環境に関する知識はほとんどな

い（図表―15、第１列）。また、地域の健康やスポーツ施設の知識も少ない（図表―15、
第２列）。この基礎知識については、４週末（金・土曜日、週末毎に 15 時間）で教育す

ることができよう。 
現在、美容・物理療法は「アルペン・ウェルネス」サービスの中で重要な役割を果た

している。第３層では、これら専門分野に関するトレーニングが求められる。美容・物

理療法専門分野はアルペン基礎知識の上に設けられ、アルプスのハーブや薬草の美容的

応用を推進するものである。 
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図表―14 「アルペン・ウェルネス」の必要条件（参考―５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入門資格・基本的資格

基本的モジュール：基礎的アルペン知識

モジュール１
アルペン・ビューティー

モジュール２
アルペンリラックス

追加的モジュール

 
 図表―15 アルペン基礎知識の教育プログラム構成（参考―５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然居住環境としてのアルプス アルペン・ヘルス

それぞれ2週末（それそれ金・土曜日15時間）

2カラム、計５モジュール

自然環境；

地理的知識/アルプスの事実；「ダイナミック・

アルプス」（気候、侵食、災害）；山岳地形学
（景観要素とタイプ）；アルプス気候；アルプ
ス動植物相；種・自然・景観保全

文化環境；

アルプス地域言語；地域の歴史；地域の習
慣；建築；鉱業：交通；観光；地域食品加工；
郷土料理

持続可能な開発；

持続性の原則；アジェンダ２１；アルプス会議、
ガイドライン;アルペンスペースプログラム

地域資源とセラピー；

・伝統薬品と治療法

・アルプスの標高と健康への影響

・野生の野菜と果実

自然スポーツ；

・ウォーキング、ノルディック・ウォーキング

・サイクリング、マウンテン・バイキング

・スキー、スノーボード、クロカン

・ランニング

スポーツのデマンドと自然・景観への影響

 
③ アルプスの自然資源と治療薬 

この研究の目的はアルプスの水、空気、植物のアルプスの健康因子を調査することで

ある。はじめに、南チロル地方の３つの谷間が調査対象地として選ばれた。この地域か

ら、健康増進の資源が認められ、文献調査でその適用分野が明らかとなった。 
・ 水（肌への作用など） 
・ 空気（アレルギー、ぜんそく、喫煙者への適用など） 
・ 植物（典型的なローカルな薬草） 
・ ローカルプロダクツ 
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○ 水 
当地の水は軟水で極めてミネラル成分が少ない。脂溶性が限られているため、敏感肌

にはよい。神経皮膚炎や皮膚炎で悩む人は明らかにこの作用から好結果が得られる。一

般的に、低ミネラル（特に低カルシウム）で塩素の無い水は同様の効果がある。 
○ 空気 
３つの調査対象地域は汚染物質のないクリーンな地域である。特に海抜 1900－2000

ｍの地域は周囲を森に囲まれ、快適な微気候を持っている。多くの研究によれば、1500
ｍ以上の山岳気候は気管支炎やアレルギーに悩む人にとって治療効果がある。空気クオ

リティ・マップ 2005 年によれば、南チロルの同様の地域のオゾンレベルは閾値以下で

ある。この理由から、この地域の空気クオリティは健康を増進するものと考えられる。

また健康の指標として観光パッケージの中に統合しても良い。 
○ ハーブ 

88 のアルプスのハーブのリストを抽出し、重要性に応じて標高、主効能の表を作成

した。重要性の高い 46 のハーブをこの表から選び、ドイツ名、ラテン名、生態、存在

分布、成分、効果、応用のタイプ、副作用、禁忌をまとめた。このハーブのリストの中

で、南チロルに特有のハーブは 4 種類で、これらは顕著な効能がないことが分かった。

選択したハーブについてはターゲットグループ別に（消化、リラックス、運動機関、肌、

泌尿器、婦人病、心臓病、呼吸器官）分類した。文献調査により、46 のハーブのうち

22 のハーブの科学的、医学的特性が確認できた。ハーブから作られた果糖ベースのエ

キスは、ヨーグルト、チョコレート等の開発に使われた。料理の面では、ハーブはダイ

エット料理などの香りづけの利用が中心であった。ハーブを活用したプロダクツグルー

プは以下の通りである。 
 

図表―16 ハーブを用いたプロダクツ例（参考―５） 
プロダクツグループ 

・ 茶 ―温かい冬季の茶と冷たい夏季の茶 
・ スプレッドとソース －ナチュラルフレーバー 
・ ヨーグルト －新鮮なアルペンハーブ入りの 
・ スープ  
・ チーズとチャツネ －色取りのある 
・ ゲーム －伝統の再発見 
・ パン －新たな香り 
・ 消化を助けるハーブ －新たな消化剤 
・ アルペンスパイスの効いたチョコレート 

プロダクツパック 
   これらの特産品をツーリストパックに導入する ―ウェルネス、回復、リラック
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ス、活動、音楽、自然の組み合わせ。 
・ 「アルペン・バイタリィ」パック－アルペン・ハーブ・ウェルネスとハーブを

利用した料理 
・ 「アルペン・マジック」パック －儀式の活用 
・ 「アルペン・グルメ」パック －空気、水、ハーブの利用 
・ 「アルペン・シンフォニー」パック －音楽、回復期治療、自然観察、ハーブ

料理 
 
３）今後の展開―アルペン・ウェルネス地域の条件 
前述したように、「アルペン・ウェルネス・インターナショナル」が認定しているリ

ゾートはドイツ・スイス・イタリア・オーストリアの４カ国で４箇所に過ぎない。また、

認定ホテルは 36 件である。このプロジェクトでは、将来的には以下のような条件に適

ったアルペン・ウェルネス地域を認定していくことも視野に入れている。 
― それぞれの場所には、少なくとも１つの認証された AWI ホテルがあること 
― 資格を持つアルペン・ウェルネストレーナーをもつこと 
― ノルディック・ウオーキング、マウンテン・バイクツアーなどの運動プログラム 
― 素晴らしい山岳のパノラマ 
― 交通騒音のないセンター地区 
― 滝、峡谷、泉などの自然体験 
― アルペン・ウェルネス・レストラン 
― アルペン・ウェルネス・フィットネスセンター 
― アルペン・パンパース、アルペン・フィットネス、アルペン・ヘルスなどの特別プ

ログラム 
 
（５）Welltain―高原の運動と休養によるメタボ対策プログラム 
１）概要 
レッヒおよびチュールは、オーストリアの西方に位置する標高 1500m 以上のスキー

リゾートである（フォアアールベルク州）。当地では 1998 年からスタートした

AMAS2000（Austrian Moderate  Altitude  Study、オーストリア中標高調査）の

結果を受け、メタボリック・シンドロームの人々に対して高原での運動サービスを提供

している。 
Welltain（wellbeing in mountains）とは自然環境の中で運動とリラックスを体験す

ることを通じ、心身の健康を増進するための新たな方法である。Welltain のプログラ

ムは健康チェック（生活履歴、筋力・肥満、ストレスレベル、フィットネスなどのチェ

ック・分析）を行った上で、個々人の健康状態に応じた運動とリラックス手段を指導、

実践することで構成されている。運動およびリラックスのメニューは以下の通りである。 
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・ スタミナトレーニング 
・ バランストレーニング 
・ 強化エクスサイズ 
・ 代償運動 
・ 自己訓練法 
・ 呼吸法 
 
コーチは 6 名で、個々人の健康状態の分析、相談・助言の他、ストレスマネジメント、

ライフバランス、フィットネス改善などの指導を行う。Welltain では利用客の要望に

応じて、期間・活動内容などのプログラムが作成されるが、個人トレーニングでは 2 日

以上、グループに入ってのトレーニングでは 3 日以上、子どもの集団トレーニングでは

6 日のコースが提供されている。滞在期間中の健康関連のデータは顧客へのアドバイス

に利用されるとともに、更なる研究のために用いられている。 
 
２）Welltain の運営 

Welltain はレッヒのホテル業や観光業の代表者が参加し、プログラムを埋め合わせ

る様々な滞在活動を無料（一部は低料金）で利用できる共通カードを発行している。例

えば、ケーブルカー・リフト、ハイキングバス、保育、ガイド付きのハイキング、水泳

プール、テニスコート、図書館・美術館、ミニゴルフの利用などである。 
Welltain の申し込みや相談は、レッヒ・チュールの 10 の「Welltain 加盟ホテル」も

しくはレッヒ・チュール観光協会が行っている。観光協会には Welltain の事務局が置

かれ、1 名の専属スタッフが常駐している。 
 
□ AMAS2000 関連調査（参考―11） 
この調査は、さまざまな標高の山岳地域での休暇が健康に及ぼす効果を調べることを

目的にしている。調査の背景は、アルプスの山岳地域には、毎年数千万の観光客が健康

目的で訪れるが、医学的な調査は行われておらず、科学的な証明はまったく無いという

事実であった。AMAS は健康ツーリズムにおける以下のような基本的な問題に解答を

えるために実施された。 
・ どのような客に山岳地域の滞在を勧めるべきか？ 
・ 休暇滞在はどの程度の期間を続けるべきか？ 
・ 山岳地域で休暇を過ごすべきでない客はどのような客か？ 
１）パイロット調査 

AMAS2000 は、現在急増しつつある肥満、高血糖値、高血圧などに問題があるメタ

ボリック・シンドロームの人々を対象に行われた。AMAS2000 プロジェクトは、1998
年にレッヒで行われたパイロット調査でスタートした。参加者は 35 歳～65 歳（平均
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55 歳）の 22 名の男性である。参加者はインスブルックで予備調査を受けた後、レッヒ

で 3 週間のハイキングを中心とした滞在生活（宿泊場所の標高は 1700ｍ）を行った後、

１週間後および６～８週間後の 2 回、帰宅先でフォローアップ調査を受けるものであ

る。主要な結果は以下の通りである。 
○ 心臓血管システム 
： 3 週間の中標高地域での滞在生活を過ごした後に、 大血圧は有意に低下する。ま

た、心拍数は有意に低下する。 
○ メタボリズム 
： 中標高の滞在生活後には、体重が２％減少する。これは主として脂肪体の減少によ

るものである。また、山岳滞在はグルコース代謝の改善に有意である。HDL コレステ

ロールも有意に増加する。 
２）AMAS2000 の主要調査 
： レッヒでのパイロット調査の結果に基づき、2000 年に行われた調査。オーバー・

タウエルン（標高 1700ｍ、ザルツブルク州）とバート・タツマンスドルフ（標高 200m、

ブルゲンランド州）で同時に実施された。 
結果については、レッヒのデータを裏付けるものであった（ 大血圧の降下、脂質メ

タボリズムの改善、ダイエット無しでの減量、心理的な効果）。また、メタボに関する

中標高地域での酸素減少による赤血球生成（造血）と、中標高地域でのアスリートトレ

ーニングに見られる類似効果とを比較することができた。 
３）AMASⅡ 

当調査は、ストレスをもつ人々が中標高地域で 1 週間のアクティブな休暇滞在による

効果を調べるものである。ストレス減少ための 適な休暇のデザイン、アクティブな活

動と休養の 適な組み合わせは未だ不明である。AMASⅡは、ルートビッヒ・マキシミ

リアン大学、ミュンヘン大学等の医療機関が協同して実施した。 
 調査対象は 13 名の健康な人（女性 7 名、男性 6 名）で、平均年齢は 36.5 歳。全て

の人はレッヒの 4 軒のウェルネスホテル（標高 1700ｍ）に６泊し、規則的にアクティ

ブな活動（スノーシューを履いてのツアー）と元気回復の活動（水中運動、サウナ、蒸

気サウナ、リラックス運動）などからなるプログラムを実施した。この宿泊滞在の事前、

滞在期間内、事後１～２週間後にさまざまな検査が行われ、心臓血管システムの改善（エ

ンドセリンの増加）、ストレスの減少（心拍数の可変性の改善）、社会的・肉体的回復、

睡眠の質的改善などが明らかになった。 
以上の調査によって、専門コーチの指導の下で、中標高地域で個々人に応じたアクテ

ィブな休暇活動を行うことにより、メタボリック・シンドロームの改善やストレスの解

消に効果があることが裏付けられた。 
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５．まとめ 

（１）ウェルネス・プロダクツの開発と産業クラスター 
ウェルネス・ツーリズムは観光に健康という新たなサービスを導入する試みであり、

観光産業と健康関連の知識が結合しなければならない。また、ウェルネス・サービスや

ウェルネス関連製品を継続的に改善改革する必要がある。こうした観点から、アルプス

地域では観光セクターと関連産業セクターおよび学術機関から成るクラスターの形成

が行われている。 
 
（２）自然資源（水、大気・標高、植物・ハーブ）と治癒効果について 
アルプス地域では中標高地域調査を始め、水、ハーブなどの自然資源の治癒効果につ

いての科学的な調査がなされ、これら地域資源を生かしたウェルネスプロダクツ（化粧

品、健康食品、療法）が開発されている。中標高地域調査の結果を踏まえて、ウェルテ

イン（山岳の野外運動と休養によるメタボ対策）のようなプログラム提供は、科学と観

光サービスが融合したケースである。このように、観光と科学との新たな結合は科学に

裏付けられたウェルネス・サービスの提供というバリューアップに結びついている。 
健康やウェルネス・ツーリズムの推進にとっては、多様な自然資源に対する科学的な

調査研究が不可欠である。 
 

（３）ウェルネス・クラスター形成の支援策 
アルペン・ウェルネス・クラスターは EU 委員会とチロル州政府の共同プロジェクト

「地域イノベーションと技術移転戦略（RITTS）」（1998－2000）の中で様々な産業ク

ラスターの 1 つとして開発されたものである（参考―13）。新たなテーマの産業を育成

するためには、こうした支援策が 低限必要である。また、新たな産業クラスターが軌

道にのるまでには、一定期間が必要であり、チロル未来財団に見られるように、クラス

ターの活動をサポートすることも行われている。 
 
（４）重点テーマの変化 
課題は常に変化する。「チロル・ウェルネス」は、観光セクターにスパ施設・設備な

どのウェルネス関連商品を提供する目的でスタートしたが、製品開発（設備機器など）

は 終的には個々の企業によるものとなり、クラスターの重点テーマは大学の薬草研究

に基づく化粧品開発、療法などのサービス開発などよりソフトなものに変化している。

このため、「チロル・ウェルネス」は 2007 年にチロル未来財団に統合され、参加メン

バーも少数ながら入れ替わっている。また、クラスター・マネージャーも入れ替わって

いる。このようにクラスターの重点的な課題は変化するため、時機に応じてクラスター

をマネジメントすることが求められる。 
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（５）スタッフ教育 
ウェルネス・サービスに必要な知識習得は、サービスの質を確保するために不可欠で

ある。OJT に関して興味深い取り組みは、アルプス・ヘルス・コンプ・プロジェクト

（期間限定の地域間協同プロジェクト）である。プロジェクトで提案されているカリキ

ュラムを見ると、地域環境の理解（自然、歴史文化、持続可能な開発）とアルペン・ヘ

ルスの習得（自然資源とセラピー、自然スポーツ）の２つを柱とした 60 時間プログラ

ムを提起している。 
日本各地でも地域文化、おもてなし、温泉学など独自の研修会や資格づくりが行われ

ているが、地域の教育機関と連携した教育内容、OJT に利便な教育方法の検討が望ま

れる。 
 
（６）マーケティングと広域のネットワーク 
ローカルなクラスターでのサービスや関連商品のイノベーションは可能であるが、マ

ーケティングや人材育成を効果的に行うためには、広域のネットワークが必要になる。

また、マーケティングに関連して顧客に科学的裏づけのあるサービスをどう保証するか

という問題がでてくる。ベスト・ヘルス・オーストリアはオーストリア国内を対象とし

た認証・マーケティング機関であり、アルペン・ウェルネスはアルプス地域を対象とし

た認証・マーケティング機関である。両機関は局地的なクラスターからすればネットワ

ーク的な組織である。 
 
（７）クラスター運営による波及効果 
チロル未来財団には、再生可能エネルギー（省エネ建築を含む）、ライフサイエンス、

IT などのウェルネス分野に関連するクラスターがある。年間のウェルネス・クラスタ

ーの活動計画を見ると、個々のクラスターのセミナー、検討会議、先進事例視察、メッ

セ参加などに加え、分野を横断するセミナーや視察会が行われており、クラスター間の

様々な協業を誘導するような内容となっている。 
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第５章 ウェルネスと持続可能な開発 

１．はじめに 

ウェルネス・ツーリズムの推進にとっては、サービスの質的向上を図り消費者の信頼

をえること、多様なサービス・チェーンを構成する事業者との連携を図ることが、事業

を持続可能とするために必要である。つまり、ウェルネス・ツーリズムはサービスの質

を保証するクオリティ・マネジメントとクラスター形成という２つの手段が両輪になっ

て推進できる。 
このテーマに取り組んだプロジェクトが、ウェルネス志向の持続的開発プロジェクト

DOSTWELL(Development Of Sustainable Tourism focusing on WELLness)である。

このプロジェクトの中心的課題は、温泉、湖、海などの水の条件を持つ地域でウェルネ

ス・ツーリズムを推進すること、構造問題を抱える地域にウェルネス・ツーリズムとい

う可能性を提供することである。そのためにウェルネス・クラスター・モデル、EU レ

ベルのウェルネス・サービスのクオリティ・マネジメント・モデルの開発を行い、地域

間の知識移転、経験移転を推進するための国際的ネットワークづくりを目指している。 
本プロジェクトは第２章でふれた EU の INTERREG ⅢC（2005－2007）プログラ

ムの支援による国際プロジェクトで、2007 年にプロジェクトは終了したが、現在もプ

ロジェクトのパートナーと継続的な活動を行っている。DOSWELL プロジェクトは、

ヨーロッパのウェルネス・クラスターの状況、ウェルネス・サービスの認証制度につい

て詳細に調べており、ヨーロッパのウェルネス・ツーリズムの動向を知る上で、大変参

考になる。 
本章では、DOSTWELL プロジェクトとともに、観光サービス分野のエコラベル制度、

自動車のない観光地域づくりなど、持続可能な開発に関連する事例を紹介する。 
 

２．DOSTWELLプロジェクト 

（１）概要 
  DOSTWELL は欧州 7 カ国から８つのパートナーが、ウェルネス・ネットワークに

とっての模範的な質的基準を確立し、総合的なサービス供給を形成するために行った共

同プロジェクトである。プロジェクトの 終目的は、観光事業者・サービス提供者のウ

ェルネス・ネットワークの開発で、図表―１に示すような活動を実施した。2007 年、

EU からの支援は終了したが、その後もプロジェクト・パートナーとの共同事業を継続

している。パートナーは以下の通りである。 
― スロベニア国観光協会 
― オーデル・シュプレー郡（ドイツ） 
― クール専門大学、観光・レジャー研究所（スイス） 
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― インスブルック医科大学、医療統計・情報・健康経済学部（オーストリア） 
― ラサール町（イタリア） 
― インスブルック教育・雇用センター（オーストリア） 
― アポロニア町（ギリシャ） 
― モンテネグロ国観光省（モンテネグロ） 
 
図表―１ DOSTWELL プロジェクトの目的（参考―１） 
 
 

定義
欧州レベルのウェルネス
（情報、教育、質、持続
可能な開発、新技術の
５分野）
ウェルネスを規定する
ため全ての組織、研究
機関を巻き込むこと

普及
国家、ヨーロッパレベル
の関係機関を含む幅広い
人々への広報普及

ネットワーク
地域観光開発の支援
のためウェルネス観光分野
における新たな観光戦略
観光政策の創造

ベスト・プラクティス
地域的、国際的ノウハウ
とベスト・プラクティス

クオリティ・マネジメント
旅行者プロセスに含まれる
全ての関係者のための
質的標準の開発

ノウハウの移転
様々な地域にウェルネス
情報を提供するために
地域間のウェルネス
ネットワークの形成

クラスターモデル
ウェルネス分野でクラスター
モデルを構造化し、改善
すること
ウェルネス・サービス
チェーンにとっての戦略
シナリオを創造すること

目的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）プロジェクトの特徴 
１）プロジェクト推進のシナリオ 

DOSTWELL プロジェクトは、ウェルネス分野のためのノウハウの提供とイノベーシ

ョン推進の役割を担う欧州レベルのウェルネス・ネットワークの形成を目指すものであ

る。 
この観点から、ウェルネスの定義、（消費者に対する）ウェルネス・サービスの品質

基準を明確にし、事業者が実施すべきクオリティ・マネジメントのシステムを提案して

いる。 
ウェルネス・ツーリズムは健康サービスと観光サービスの分野間の緊密な多様な連携

があって、初めて質の高いサービス提供が可能となる。競争優位のウェルネス目的地で

あるためには、地域自然資源、観光資源とともに、健康関連機関の知識と経験を生かし

たウェルネス・クラスターを形成する必要がある。当プロジェクトではイタリア、ドイ

ツ、オーストリア、スイス、スロベニアにおけるヨーロッパレベルの質的サービス、イ
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ンフラ、教育システムを持った主導的なウェルネス・クラスターの分析を通じ、ウェル

ネス・クラスター・モデルを提案している。 
 
図表―２ DOSTWELL プロジェクトの推進シナリオ(参考―２) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interreg パートナー

普及・コミュニケーション

プロジェクト・マネジメント

欧州ウェルネス・ネットワーク

ウェルネス・クラスター

モデル

ウェルネス品質基準

クオリティ・マネジメント

 
２）プロジェクト推進体制 
プロジェクト参加メンバーは、立場の異なる大学・研究機関、行政（観光、雇用・教

育）、小規模自治体（首長）である。各メンバーが役割分担してプロジェクト推進に参

加している。 
① プロジェクト・マネジメント：スロベニア観光協会 
② ウェルネス・クラスター・モデル：オーデル・シュプレー郡 
③ ウェルネス品質基準：インスブルック教育雇用センター、インスブルック医科大学 
④ 普及・宣伝：ラサール町 

通常、プロジェクト・マネジメントはウェルネス事業の経験豊かな地域のパートナー

が担当するが、DOSTWELL ではウェルネス事業の後発地域が担当している。プロジェ

クトの中心テーマであるウェルネス・クラスター・モデル、ウェルネス品質基準につい

ては先進地域の専門家が担当している。 
 

３．DOSTWELLのクラスター・モデル 

（１）ウェルネス・サービス・チェーンモデル 
旅行は多様な供給とサービス提供のひとつのチェーンである。その始まりは休暇目的

地の選択、休暇計画、予約である。全ての旅行方式にとってこれらチェーンの環が基本

である。 
ウェルネス・ツーリズムは個々のチェーンの環に、ウェルネス・コンセプトの要求に
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適う特殊なサービスを提供するものである。 
 
 

図表―３ ウェルネス目的地におけるサービス・チェーン（参考―２） 
 
 準備

情報
予約

想起
承認を得る

出発 到着

サービス
到着・オリエンテーション

ハイキング 宿泊・睡眠

娯楽・カルチャー 飲食

（ウェルネスー活動）

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウェルネス・ツーリズムの品質的次元は、サービス・チェーンの中で表される。次表

に示すように、個々のチェーンの環で示す基準は、客の視点からみた重要な要素を示す。

質の高いウェルネス休暇はそれら要素に基づくものである。これは、宿泊を伴わないウ

ェルネス供給にも当てはまる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



図表―４ ウェルネス・ホテルのサービスの質（参考―２） 

準備・情報・予約
・　ウェルネス供給についての情報手段・情報媒体の利用
・　パンフレット、ウェブサイトの魅力
・　サービスのわかりやすさ、明確さ
・　問い合わせサービス（電話、インターネット、文書）
・　サービスの柔軟性（時間、期間、要素、一括払い、特別注文：食事）
・　健康保険関連
・　ウェルネスサービスの情報（一括、自由選択）
・　予約プロセスの分かりやすさ
　　　 到着
・　ストレスからの解放（時間）
・　旅行の緩和（シャトルサービス、特別な交通手段、推奨ルート）

受け入れ・オリエンテーション
・　魅力的な景観、目的施設の落ち着いた立地条件
・　受け入れゾーンのゆったりとした雰囲気（照明、ほのかな香り）
・　ウェルネスサービスの範囲、スタッフについての情報

宿泊滞在・睡眠
・　禁煙者用設備
・　施設内の静けさ
・　良好な雰囲気の客室（照明、家具、音楽サービス、禁煙者用客室）
・　無料のウェルネス用小道具（ガウン、果物、ミネラル・ウオーター）

飲食
・　均整のとれた多彩な食事の提供
・　ダイエット･サービス（ベジタビリアン）
・　午後の間食、くつろいだ食事時間
　　 ウェルネスー活動
・　サービスの範囲
・　ウェルネス空間の雰囲気
・　インフラ（サウナ）に適した状態
・　衛生、水質、室内空気の質
・　活動・療法：時間、継続時間
・　柔軟性（補足要素、変更）
・　料金および支払い方式
・　付加的なスポーツ・活動サービス：範囲、料金、時間、継続時間

娯楽・文化
・　客室における音楽サービス
・　地域サービスについての情報サービス、斡旋

ハイキング・ショッピング
・　ホテル内の付加的なウェルネスサービス（美容他）
・　その他の提供者との協同による地域のウェルネスサービス

サービス
・　ウェルネススタッフ：能力、親しみやすさ、相談、自由に利用できること、外
・　ウェルネス部門の案内：標識、開業時間
・　健康リスクの警告指示
・　その他のウェルネス提供者への情報提供

出発
・　チェックアウト：支払いの清算
・　支払い方式
・　健康保険の計算書

想起および承認を得る
・　日常生活におけるウェルネスに関する提案
・　自宅からのウェルネス相談の仲介
・　継続プログラムによる顧客との結びつき  
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（２）ウェルネス・クラスター・モデル 
１） クラスターの参加者 
ウェルネス・クラスターは健康クラスターの内部に位置し、健康の文脈の中に基本的

に存在すると見なせる。従って、健康の文脈から生じた観光サービスは常に、ウェルネ

ス、予防、メディカル・ウェルネス、クア・ツーリズムの周りで揺れ動く。その重点の

置き所に応じて、クラスターの中核的領域と、その領域に対応した参加者は変化する。

一般的に、参加者は３つの中核的グループに分けられる。 
○ 広い意味での観光サービス提供者 

旅行主催者（ウェルネス専門家、医療ツーリズムの主催者、ゼネラリスト）、ウ

ェルネス・ホテル、ウェルネス・サービス提供者（浴場、観光協会をもつ目的地、

社会保険・医療保険） 
○ 観光サービス提供者の実行パートナー 

医療技術、自然治療薬メーカー、自然農業、薬品メーカー（化粧品メーカー）、

輸送事業者、その他専門的なサービス提供者、マスメディア 
○ ウェルネス関連の学術的調査機関 

ウェルネス理論、観光学、レジャー学、心理学、バイオテクノロジー、医療技術

など 
 
 一般的文脈からは以下が付け加えられる。 
○ 市場参加者：需要者、競争者、投資家 
○ 政策、行政、研究機関 
○ 品質管理代表者 
 
図表―５ ウェルネス・クラスター・モデル（参考―２） 
 

観光サービス提供者
実行パートナー

大学・研究所

ウェルネス実行分野

需要者市場 競争 関連分野

政策及び行政

学術・研究

投資、品質管理
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２）関係者の連携と効果 
関係者を結びつける要素はウェルネス・クラスターの重点テーマ（例、メディカル・

ウェルネス）であり、中核的な専門領域の開発（例、クア・クリニック）である。これ

が全ての参加者にとって、競争の優位性に到達することになるからである。クラスター

の本質的な強さは結合の多様性と（外部であれ内部であれ）それから生み出されるシナ

ジー効果である。 
観光サービス提供者、学界、実行パートナー（例：農業）の関係者の近くでは、これ

らグループ間やグループ内で知識の移転が促進される。例えば、観光サービス提供者と

研究機関との直接的な相互交換によって、学術的に保証された質的に高いウェルネス供

給が可能になる。 
クラスターの目的のために政策・行政出身の関係者を統合すると、３つのコアグルー

プの共通の目標設定をする上で、好結果をもたらす。投資関係者との協力によっては、

クラスター全体の拡大を早めることができる。しかし、コア領域内の結合、コア領域間

の相互結合がウェルネス・クラスターの進展にとって も重要である（例、ウェルネス・

ホテル＋メディカル・ウェルネス施設＋自然農業）。この多次元性は 適な 1 次元的に

演じられる（１つの領域に基づく）ウェルネス・ネットワーク、健康ネットワークとの

本質的な違いである。この結合によって、その時のコア領域の力を生み出すことができ

る。 
この意味から、クラスターのダイナミックな特徴を指摘することができる：それは参

加者の自由意志に基づいており、それ故、中央管理で実行されえない。クラスター・マ

ネジメントは、テーマ的なイニシアチブの中にあり、優先して調整部局の創設を行い、

ウェルネス品質基準と品質コンセプトの実現に努め、同時並行的な投資と不必要な競争

行動を回避する必要がある。特に、これは外部とのネットワークについて当てはまる：

公式及び非公式の関係ネットワークは、特に（全ての分野から）少数の関係者から成る

国際的なネットワークがその他のパートナーのマーケティングに大変役立つことがで

きる。個々の観光サービス提供者に影響力のあるウェルネス・クラスター全体が評価さ

れることは、全ての参加者のための市場浸透チャンスを高め、組織的な需要に対する交

渉力を高める。 
一般的に、ウェルネス・クラスター全体のマーケティング・プラットフォームは、よ

り速やかに構築可能であるが、販売ネットワークの構築は、既存の競争状況のために、

困難である。 
３）成功の条件 
○ 学術的基礎 
：これは、クラスターならびにクラスターに対して拘束力のあるウェルネス・コンセ

プトの基礎を生み出し、ウェルネス供給先のマーケットおよび新たな技術の開発を

保証する。特にメディカル・ウェルネスにとって重要である。 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



○ 場所に必要不可欠なインフラ 
：これは、場所の交通インフラ、および地域的、国際的にも必要な交通インフラから

（一般的な健康ツーリズムやその他の観光セグメント、可能な限り幅広い企業スペ

クトラム、調整・協同機関との結合を含んだ）複合的なウェルネス・ツーリズムの

サービス・チェーンを持った観光インフラを含む。交通インフラはクラスター内の

アクセスおよびロジスティック・サービスのベースである。 
○ 企業は学界と実業との間のネットワークの中で行動する。 
：情報の流れの増強と知識の移転は、クラスターマネジメント―イニシアチブによっ

て結びつけられた専門的な内部ネットワークを土台としている。本来のネットワー

クのために、企業は責任をもつ必要がある。 
○ 国際的な観点からの評価の高い企業 
：個々の関係者の高い声望（例、卓越したウェルネスホテル）は、クラスターの外部

ネットワークを改善する。また、国際的なマーケティングの可能性を切り開いてく

れる。 
○ 能力の高い（質の高い）労働力 
：この要素はインフラの要素、クラスターの経済的、学術的能力に密接に結びつく。

この要素がよりよくなれば、潜在的な労働力にとってクラスターはより魅力的にな

る。 
○ 財政の関与（局地的、地域的、国家的） 
：投資に友好的な風土はウェルネス・クラスターの構築と拡張の基本条件である。 

○ 安定的で計算できる政治環境 
：これは、ウェルネス・クラスターにとって基本条件である。公的な経済推進のメカ

ニズムは透明かつ持続的でなければならない。 
 
（３）ウェルネス・クラスターの代表的ケース―バート・ザロー 

ドイツで比較的新しく開発された オーデル・シュプレー郡のバート・ザローは

DOSTWELL プロジェクトにおけるクラスター・モデルなっている。ウェルネス・クラ

スターの形成過程、およびウェルネス・クラスターの活動は以下の通りである。 
 
１）オーデル・シュプレー郡の概要 
東ブランデンブルクにあるオーデル・シュプレー郡はベルリンの行政区域境から隣国

のポーランドとの国境までに延びている。面積は 2,200 平方キロ、人口は 19 万 2 千人

で、ブランデンブルク州内で 2 番目の面積をもつ。200 以上の湖沼、多数の大小の河川

などの水面積は地域面積全体の４％を占める。水の豊富な地域特性から、水に関連する

サービス供給が当地の も重要な観光テーマである。その他、当地域には Schlaubetal
国立公園、Dahme-Heideseen 自然公園、並びに歴史文化について多くを提供してくれ
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る多数の小さな村落、都市がある。 
当地域は交通インフラが整備されており、自動車ばかりでなく、公共交通手段で問題

なく、速くアクセスできる。様々なスタイル、カテゴリーの宿泊施設では高品質のサー

ビスが提供されている。 
２）オーデル・シュプレー郡におけるウェルネス・クラスター 

オーデル・シュプレー郡の重点テーマであるウェルネスの展開は、1998 年のザロー・

テルメ（温泉浴場）のオープンとともに始まった。以降、Scharmutzelsee 湖周囲の開

発が始まり地域全体へと多様な形式のウェルネス施設がオープンした。例えば、ウェル

ネス・ホテルには以下のようなものがあるが、これら事業は、レジャーサービスの中心

に水の要素がある。塩泉の利用、湖、河川沿いの環境などである。 
― Hotel Esplanade Resort & Spa（地場の砂鉱石を利用している） 
― Sport & Spa Resort A-ROSA Scharmutzelsee（メディカル・ウェルネスに特化） 
― Wellness-Landhotel Kummerower Hof（浴場での地ビールの利用） 
― Sauna Puutarha und Satama （様々なタイプのサウナを提供） 
① レジャー・レクリエーション活動 
これらホテルでのウェルネスはサービス・チェーン（前出 図表―３，４）に示すよ

うに、地域内の能動的、受動的なレジャー活動によって拡充される。 
― 能動的なレクリエーション 
 オーデル・シュプレー郡は、総延長 800k 以上の自転車道が利用できる。コース沿

いには標識、情報地点、修理サービス施設、食堂、自転車貸し出し所、多様な宿泊施設

がある。ウォーキング愛好者とノルディック・ウォーカーにとっては 1,000ｋｍ以上の

標識の完備した遊歩道がある。 
ウオーター・スポーツについても、多くの可能性がある。カヌー、ボートは多くの湖

や川で出来る。ヨット、サーフィン、ウオーター・スキーなどのスポーツが出来るほか、

３つのゴルフ場、多数のテニス場、乗馬センターが完備している。 
― 受動的レクリエーション 
フェースマッサージ、身体マッサージ等の多様なウェルネス療法のほかに、客船、乗

り合い馬車が楽しめる。ハイキングでは各地で数多くの歴史・文化資源を見出すことが

できる。また、美術館、展示会、劇場ばかりでなく、陶芸創作施設がある。さらに都市

フェスタ、プロムナード・コンサート、オペラフェスティバル、自転車デイなどの数多

くのイベントが、ウェルネス客に追加の娯楽として提供されている。 
② 地域産業、人材との連携 
多くのウェルネス事業者は地域の納入者から産品を購入している。地元の漁師、農民

からの直接購入は新鮮さと質の高さを保証してくれる。また、多くの料理店は魚、鳥獣、

ジャガイモ等、地域の典型的な生産物を料理カルテに載せている。 

料理分野で、ローカルな提供者は役立つばかりでなく、看護プロダクツやウェルネス
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プログラムについても役立つ。”Esplanade Resort&Spa”は地元納入者の馬乳を利用し

ている。また、ザロー・テルメと”Wellness-Landhotel”はビール風呂に地元のプロダク

ツを用いている。 
オーデル・シュプレー郡の全てのウェルネス施設は専門職員を利用できる。加えて医

者、治療師、物理療法士と協同作業を行っている。例えば、バート・ザローでは臨床の

専門家との協同が行われている。 
③ 教育 
個々のウェルネス施設は、施設内で定期的な職員教育を行っている。また、オーデル・

シュプレー観光協会は、地域のサービス供給者のために、サービスの質または苦情マネ

ジメントなどのワークショップを提供している。 
④ 調査研究 
オーデル・シュプレー郡では、市場分析、顧客分析は既存の供給の更なる発展にとっ

て重要であるということを、早くから認識していた。そのため、様々な継続教育施設と

の多様な協力がある。 
ベルリン自由大学が定期的な顧客アンケートを行ってきたが、2007 年には調査会社

がオーデル・シュプレー郡の宿泊客について第３回目の継続アンケート調査を実施して

いる。その他の協同作業は以下の機関と行われている。 
― DWIF（ミュンヘン大学ドイツ・観光ビジネス学研究所） 
― BTI（ブランデンブルク観光研究所） 
― SSI ベルリン（観光マーケティング研究所） 
⑤ コーディネーション 
オーデル・シュプレー観光協会はウェルネス・クラスターの中で、仲介的役割とマー

ケティングの役割を担っている。 
― 地域内の個々の観光協会 
― 隣接する観光目的地 
― 上位の協会 
― 観光の担い手 
また、政治分野とのコンタクトを通じ、観光協会は個々の参加者の間を仲介し、協同

を促し、活動を調整している。 
ウェルネス・ツーリズムは地域観光の中心的テーマの一部と見なされている。このた

め、新たなサービスの開発とウェルネス・クラスターの推進に関心をもつ、「作業グル

ープ・ウェルネス」が形成された。 
加えて、ウェルネス関連のテーマは、観光協会のイメージパンフ、様々な出版物、イ

ンターネットに取り上げられている。ウェルネスに関するプレスツアーも実行されてい

る。 
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□  Bad Saarow Kur GmbH―ザロー・テルメの運営会社（参考－２） 
○ ブランデン・ブルク州、オーデル・シュプレー郡の市場 
 ブランデン・ブルク州には、ザロー・テルメに並んで多くの浴場がある。州の浴場政

策は 33 の既存浴場に加え、浴場の新設を計画した。新たに建設する浴場については、

誘客をめぐる競争圧力が切迫していた。ザロー・テルメは「キリスタール・テルメ」（バ

ート・ヴィルズナック）、「ナチュール・テルメ」（テンプリン）、「シュタイン・テルメ」

（ベルツィック）、「クリスタル・テルメ」（ルートビッヒスフェルデ）、「シュプレーバ

ルド・テルメ」（ブルク）、「ラージッツ・テルメ」（バート・リーベンベルダ）を州内の

温泉浴場の直接の競争者としてみなした。これらの純粋な温泉浴場のほかに、「クリス

タル・バート」、「フレーミン・テルメ」、「トロピカル・アイラント」、「シュバップ」、

「TURM 体験都市」がある。これらはザロー・テルメの誘客圏内にある。 
 比較的人口が少数の州にもかかわらず、多くの浴場があるために、競争状態は緊張し、

入り込み客を安定的に確保するためには、サービスやその他の供給における高い質的水

準が不可欠である。ザロー・テルメは、州内唯一の固有の源泉をもち、自然の食塩性高

温泉を用いた温泉場である。ここに、ウェルネス分野のホテル、「A-ROSA」、「Hotel 
Esplanada」、「Alte Eichen」、｢Kummerower Hof｣ならびにサウナ施設の「SATAMA」

の競争者との違いがある。 
 レジャー浴場「Schwapp」、[Inselbad」も同様にオーデル・シュプレー郡内にある。

○ ザロー・テルメの設立経緯 
 ザロー･テルメはベルリンの南東 65km、シュワルミュッツェル湖畔に位置し、魅力

的な自然景観を有する。松林に覆われたなだらかな山脈のおかげで、酸素が多く、大気

は清浄である。温暖な気候と長い日照時間のために、当地はドイツでもっとも人気のあ

る休暇地の一つとなっている。 
 歴史は 20 世紀初頭に始まる。造園家 ルートビッヒ・レッサーの計画に従い、シュ

マルミュッツェル湖の北側に位置する当地は別荘地域として創設された。給水施設や電

力供給施設の建設とともに、1911 年に駅舎、1914 年に泥浴場の整備がなされ、ベルリ

ン市民がレクリエーションと健康の目的で訪れる場所に変化した。1927 年には塩化カ

ルシウム泉の開発がなされ、飲泉施設が建設され、クア経営が拡充された。当地は多数

の芸術家や著名人の第２の滞在地となり、そしてあらゆる人が訪れ、多くの人が滞在し

た。無声映画時代のスター、ロシアの作家ゴーリキーも滞在し、人気舞台俳優も結婚式

を挙げた。1945 年以降、当地はソビエトに占領された。バート・ザローの住民にとっ

ては、泥浴場と源泉は長いこと近づけないものとなった。1989 年のベルリンの壁の崩

壊とともに、かつてベルリンの名士の人気のある場所にとって、転機が訪れた。 
 まず 1994 年に自治体（当時の市長 Axel Walter）は、療養地を目指して当地の計画

と改造に着手した。1996 年～1998 年にかけて、改造が行われた。街路の新設、ヨット

ハーバー、湖畔の劇場（年間を通じて、コメディ、ミュージカル、朗読会、講演会、コ
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ンサート等）、ザロー・センター（図書館、陶芸、工芸、情報案内）、パークハウス、２

つの駐車場、保養公園の新設、泥浴場の閉鎖が行われ、1998 年にはザロー・テルメが

建設され、12 月に開業式が行われた。 
○ 運営会社 
 バート・ザロー・クア GmbH は、経済的な成果のみに責任を持つ一つの会社である。

自治体が 100%出資している。当社は主要事業としてザロー・テルメを経営している。

子会社には、水運会社 mbH、飲食会社 mbH がある。これら独立した子会社とともに、

この会社は自治体のクア・パークを維持・管理している。管理費は会社の経営手段によ

って生み出されている。出資者のバート・ザロー自治体により、ザロー・テルメは自然

資源である泥と源泉についての自由な利用権が与えられている。特に言うべきことは、

これら資源は環境配慮の方式によって負荷がなく、10 年以上の利用ができることであ

る。入浴用の泥は除去装置通じ、回収され、ミネラル成分や作用成分で再生され、再び

使われる。食塩泉についても類似している。特殊な泉から高価な食塩は採取され、テル

メのプールに導かれる。プールから排水された塩はクリーニングされ、改善される。こ

れはドイツ唯一の設備である。子会社の水運会社は客船のほかにスポーツボートの係留

所やマリーナを賃貸経営している。飲食会社は（カフェを持つ）劇場、テルメ内の２つ

のレストランを経営している。 
○ ザロー・テルメの施設概要 
 ザロー・テルメには、ドイツで も美しく現代的な温泉―塩泉浴場がある。湖畔沿い

の浴場は水中間欠泉、流れのある水路、渦流浴槽、水中マッサージ・コーナーがあり、

健康的な喜びに対する願望をかなえてくれる。浴場の面積は 10,000 ㎡。61 人のスタッ

フがいる。3 階には休憩室がある。休息用芝生、ウェルネス領域、サウナのある塩泉浴

場のほかに、屋内外のレストラン、美容院、フィットネス・スタジオ、衣料品販売コー

ナーがある。 
○ サービスと利用者 
 ザロー・テルメは 500 人の入場制限を設けている。その内、Fun-Vital 領域で 350
人、サウナ領域で 60 人、MediRelax 領域で 70 人と考えている。客の平均的な滞在時

間は 160 分である。年間の利用客は約 30 万人、月平均では 2 万５千人、一日平均は

825 人である。客の流れは季節に左右される。ハイシーズンは 9 月末から 4 月末で、一

日 800 人から 1,500 人の入り込みがある。5 月から 9 月まではオフシーズンで約 400
～700 人の利用客となる。ザロー・テルメのターゲット層は 35~55 歳で、次いで 55 歳

以上の年齢層である。我々の統計では、客の 57%は女性、33%が男性、10%がカップ

ルである。年齢構造は次のようである。52%は 55 歳以上、40%は 20～55 歳。35～55
歳の客は新規の客で も強いグループである。固定客は 55 歳以上である。固定客の

も多いグループは時々訪れる人で 48％、週一回の人は 28％である。家族構成は 2,1 人

となっている。 
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４．ウェルネス・サイクル 

（１）ウェルネス・サイクル 
当プロジェクトでは、参加メンバー国のウェルネス・ツーリズムの状況を分析してい

る。 
図表―６ 各国のウェルネス・ツーリズムの状況（参考―３） 
特徴 スイス オーストリア ドイツ スロベニア 
ウェルネス 
市場の構造 

観光に占める割

合は小さい 
世代交代的供給 

類似市場でよ

り 
割合が大きい 
世代交代的供

給 

類似市場 
 
より大きな世

代交代的供給 

浴場中心 
低い料金 
多様なサービ

スの質 

国に特有な特

性 
 
 

自然的景観 
高い教育 
財政力 
 

景観 
高い教育 
財政力 
 

大人口を持

つ 
浴場文化 
財政力 
 

景観の美しさ 
浴場文化 
低い購買力 

ウェルネスプ

ロダクトへの

アクセス 

国中で利用可能 
高いアクセス 

国中で利用可

能 
高いアクセス 

国中で利用可

能 
高いアクセス 

国中で利用可

能 
他国に比して

分散していな

い 
ウェルネス活

動の推進と 
マーケティン

グ 

Wellfeeling の統

一基準 
観 光 協 会 と

AlpineWellness
との協同 
個別事業者による

プロモーション 

BestHealth 
Austria の統一

基準 
統一した品質

プログラム 

統一した基準

はない 
個別事業者に

よるプロモー

ション 

ウェルネスリ

ゾートの品質

プログラムは

ない 
統一したスパ

基準はない 

ウェルネス・ツ

ーリズムの将

来 

着実な増加 
その他のホテル

よりも高い増加 

飽和 
欧州にとって

の品質ベンチ

マーク 

ホテル事業者

にとっての重

要なトレンド 
短期旅行 

ウェルネス・ツ

ーリズムの急

増 
観光の主要な

柱 
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この比較の中で、特に注目すべき点は、国によってウェルネス・サイクルが異なるこ

とである。 
オーストリアではウェルネス・ツーリズムが観光分野の重要な役割を担っており、ま

たウェルネス施設に関する品質プログラムが もが進んだ国で、欧州各国のベンチマー

クになっている。しかし、オーストリア（チロル地方）では観光部門に地元住民を雇用

することが難しくなっており、外国人の季節労働や一時労働に依存している状況である

ことから、オーストリアのウェルネス・サイクルは成熟―飽和段階にあると考えられる。

スロベニアのウェルネス市場は高い成長率を示し、 も料金が安い。この優位性からス

ロベニアは も潜在力があり、ウェルネス・ツーリズム産業は離陸段階から成長段階に

移行する状況にある。ドイツとスイスはオーストリアの展開を追いかけた成長段階にあ

る。 
 

（２）ウェルネス施設の開発動向 
ウェルネス分野のベスト・プラクティス企業は、ウェルネス・サービスを効率的かつ

効果的に提供している企業であるとともに、地域のウェルネス・クラスターの核になっ

ている。これら企業はその他企業のモデル、事業改善のためのベンチマークとして位置

づけられる。当プロジェクトでは、メンバー各地域のベスト・プラクティス企業を分析

している。 
スイスではウェルネス・ヘルス部門を魅力的にするため、著名な建築家を起用したも

のがある。ピーター・ズントーによる Therme Vals は、現地の石材を利用している。

Grand Hotel Tschugen はマリオ・ボッタのデザインによるものである。ホテルの魅力

アップの方策を探るために、近隣諸国のウェルネス・ホテル事業者が両施設に視察訪問

をしている。また、メディカル・センターをもつ Risort Bad Ragaz、プライベート・

クリニックをもつ Hotel Hof Weissbad などメディカル・ウェルネスを志向するものが

ある。このようにウェルネス分野における、デザイン志向、メディカル・ウェルネス志

向という２つのトレンドがある。 
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写真―テルメ・バルス、自然に溶け込んだ建築と浴場（引用―10） 
 
 

 

写真―グランド・ホテル・チューゲン（引用―11） 
 
チロル地方のベストプラクティスには、4000 ㎡のスパを持ち、美容、フィットネス

などのプログラムを提供する Hotel Schwarz、サウナ部門をもちアルペン・ウェルネ

ス・プログラム、美容、スポーツなどのメニューを提供する Central Spa Solden など

がある。当地域におけるウェルネス施設はヨーロッパ標準のサービスであるが、地域の

自然環境に溶け込んだ施設づくり、地域木材による室内インテリア、地域のハーブ等を

原料としたマッサージオイル、クリーム、染料によるトリートメントなど、地域の自然

環境、伝統を魅力的にアレンジし、訴求するかがトレンドである。 
ドイツでは上述のオーデル・シュプレー郡にある施設があげられている。Hotel 

Esplanade は、ウェルネス哲学に基づき水治療法、ダイエット、美容、フィットネス、

ストレスマネジメントの５部門がある。Sport＆Spa Resort は同様のサービスのほか、

医学的健康相談が行われている。前述したように、これら施設は、観光分野ばかりでな

く、農業、食品業との多様な連携を通じ、地域全体として高品位で総合的なウェルネス・

サービスを提供している。 
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スロベニアはウェルネスと健康ツーリズムの長い歴史伝統を持ち、多数のヘルスリゾ

ートがあるが、ウェルネス・ツーリズムに関する質的基準はない。唯一例外は供給者が

協同して設けた Slovenian spa Community という基準である。ベスト・プラクティス

には、 
Terme Palace、Terme Olimia、Hotel Habaku などがあげられている。美容、ウェル

ネスなどのプログラムが中心である。 
 
（３）クラスターのテーマの変化 
上述したように、各国・地域のウェルネス・サイクルが予想されている。一般的にク

ラスターはライフ・サイクルがある。 
○ 初期段階：イノベーション、発明、内的投資により、生み出される。 
○ 成長段階：マーケットが十分発展し、イミテーターや競争者を生み出される。 
○ 成熟段階：プロセスやサービスがルーチン化し、多くのイミテーターが市場に参入

し、コストが競争優位の鍵になる。 
○ 衰退段階：プロダクツはより低いコストで、より効果的な代替品で置き換わる。 

ウェルネス供給が一般化すると、新たなプロダクツ・サービスの供給を図る必要があ

る。一般的なウェルネス供給から更に科学的に進化したメディカル・ウェルネス供給へ

のシフトが一方にあり、他方では地域色豊かな自然環境・文化資源を生かしたレジャ

ー・レクリエーションの供給という方向もあり得る。 
ウェルネス・サイクルで成熟段階を迎えているオーストリアでは、地域に状況に適っ

た、この双方の戦略が検討されている。 
 
図表―７ 健康ツーリズムとウェルネス・ツーリズム（参考―１） 
 
 

健康ツーリズム

健康－予防
ツーリズム

クア・リハ
ツーリズム

特殊な健康予防ウェルネス・ツーリズム

ウェルネス提供者
宿泊施設をもつもの、

またはないもの

メディカル・ウェルネス
提供者

宿泊施設をもつもの
またはないもの

クア・リハ－センター
ほとんどの場合入院

１次予防快楽主義

病気の場合健康の場合
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５．品質基準とクオリティ・マネジメント 

（１）健康とウェルネス分野での品質スキームの必要性 
過去何年間、健康とウェルネスセクターは大きな成長を経験した。ますます、個人は

これら新たな療法を望み、健康とウェルネスのプロダクツは更なる成長が見込まれてい

る。この繁栄の結果、無数のビジネス、プロダクツ、サービスが創設された。リピータ

ーはますます少なくなり、質の程度の異なる多様な施設で行われている新たな治療の妥

当性や安全性に対する批判の声が上がるに違いない。これはウェルネス・サービス産業

の信用問題である。 
ウェルネス・サービス分野では一定の基準、首尾一貫した評価基準、広く共有された

価値が欠如している。その上、簡単に検証できる商品に比して、サービスは購入する前

に調べることは大変難しい。商品の販売者は保証書や保証で消費者の信頼を得ることが

できるのに対し、ウェルネス供給者は、本来消失しやすい商品で評価が難しいため、そ

うした手段がとれない。 
この課題は、自分自身の質的マネジメント・ツールを開発し、ビジネス、サービス・

チェーン、地域のための品質シールを創案してきたマーケティング事業者によって埋め

られてきた。背後にあるアイディアは、サービス供給の海の中で消費者を案内すること

であるが、国際標準の欠如はシールのインフレにつながり、顧客の混乱を増し、逆効果

を生み出している。 
DOSTWELL プロジェクトではヨーロッパの一般的な質的認証スキームを概観し、参

加パートナーに役立つクオリティ・マネジメントのためのツールを検討している。また、

こうした観点からの分析を通じ、国際的に認知された単一の品質スキームの創設に向け

ての提案を行っている。 
 

（２）認証システムの基本的条件 
認証は消費者と産業の双方を保証するプロセスとして表すことができる。認証の目的

は、基準または法律に合致するか、それを上回るパフォーマンスを達成することである。 
広義では、プロセスは信用に足る（産業に関連し、測定可能で入手可能な）証明原則

を設けた団体とともに始まる。この認証機関は利害対立がなく、基準は認定機関によっ

て認められたものでなければならない。志願者は前もって規定された指標に応じて評価

され、成功の場合は、通常 低基準に合致していることを告知するロゴ（シール）の形

で認証される。認証のねらいは、責任ある環境的、社会的、文化的な行動を育成するこ

とであり、消費者に良質のプロダクトを提供することである。信頼できると見なされる

ためには、認証プログラムは第３者機関の監査、効果的アセス、明確に規定された認定

基準を備えるべきである。評価基準は製品基準（product standard、プロダクトが持つ

べきあると期待される適切な特性）とプロセス基準（製造から供給までの適切な特性）

に分けることができる。 
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信頼にたる認証システムの基本要素は以下を含む。 

・ ステークホルダーによって開発され、受け入れられた十分かつ適切な基準および基

準の解釈 
・ 訓練され、資格をもった評価人 
・ 全てのレベルでの専門的かつ道徳的なオペレーション 
・ 財政的に安定した適切な認証機関 
・ 透明性 
・ 規定された手続き 
・ 抗議のメカニズム 
・ 関連エージェンシーによる承認、ISO 等の基準の遵守 
・ 市場での支持、規制者による容認 
 
認証プログラムの多くは、マーケティング、トレーニングにメリットがあると考えら

れているが、認証のメリットはより広範囲にわたる。逆説的ではあるが、認証スキーム

の成功は適切なマーケティングのスキームの質に強く依存するのである。ロゴの使用を

通じ、認証は企業に競争優位性を与え、流通チェーンへのアクセスを増強し、結果的に

（ウェッブサイト、トラベルフェアー、パンフレット等の）マーケティングを通じて

終利用者へのアクセスを強化しようとしている。 
認証による付加的なメリットは以下のようになる。 

＋ 自発的な改善の促進 
＋ ベストプラクティスのショーケース 
＋ 将来計画のための青写真として基準を利用 
＋ マネジメント手続きの訓練と改善 
＋ 費用の節約（マーケティングプラットホーム） 
＋ 同業者からの認知 
 
認証の問題と懸念は次の通り 

－ 小必要量の不足（少なすぎる認証ケース） 
－ 類似または競合認証プログラムの多さ、供給者にとっても消費者にとっても混乱を

引き起こす 
－ 消費者に認証の基準とその他の認証との差異を教育するためのコスト 
－ 低い消費者ニーズ、全てのラベルに共通する徒労感 
－ 認証ラベルを買うことができるという感覚 
－ ニーズ調査の不足 
－ 産業、消費者、政府の認識不足 
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－ 信頼性の欠如（国際的認知のない地域的な認証スキーム） 
－ マーケティングに有利であるとの証明がない（認証機関によるマーケティング不

足） 
－ ホテル等にとってのインセンティブ不足 
－ 情報開示に対する覚悟がないこと（微妙な情報を出したがらない） 
－ 会員のコスト 
－ サービス、プロダクトなど多様な混合を扱う観光の特殊性 
 
（３）ウェルネス関連の認証システム 
ヨーロッパのウェルネス・ホテルの認証組織と品質（シール）システムには、以下の

ようなものがある。 
 
１）ドイツ 
ドイツには印象深い認証組織と品質シールがある。80 以上の観光関連の品質システ

ムおよびシールのうち、ウェルネスセクターのものは以下の通りである。 
① Wellness-Qualitatssiegel des Deutschen Wellness Verbandes e.V 

GWF は 1992 年に設立され、現在ドイツではウェルネス運動の主導的機関と見なさ

れている。この協会は会員のための活動を行う一方、ウェルネスに関心のある個人の情

報ニーズを特定する。GWF は非営利的に専門家とノウハウに関係することによってこ

の要求を満たそうとしている。また、サービスプロバイダーとウェルネスディマンドサ

イドとの間のプラットフォームとして活動することにより、サプライヤーを支援してい

る。 
GWF はドイツ語圏のマーケットにおけるパイオニアの一つとして、1992 年にウェル

ネス・ホテルという言葉を使い始め、１年後これらホテルの品質基準を初めて開発した。

1997 年、GWF は明確に職業規定のあるウェルネス・トレーナーを導入し、2002 年に

はウェルネスビジネスのために 初の証明書を与えた。 
以下の３つの分野が審査されている。 

○ ホテル（レセプション、パブリックエリア、客室、アウトドア施設） 
○ 飲食（レストラン、バー、フィットネス・ウェルネス・バー） 
○ ウェルネス・インフラ（プール、サウナ、フィットネス、リラックス、美容、トリ

ートメント・エリア、チェック、屋内外休憩エリア） 
 
② Wellness Hotels Deutschland 
このマーケティングと品質協会は 1997 年に設立され、同時に「Wellness Tree」とい

う品質シールを発表した。2006 年の半ばには 44 のホテルが認証された。このホテル全

てはドイツ国内にある。会員の品質基準は次の条件を満たさねばならない。 
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― 自然の美しさに恵まれた、静かな環境にある施設であること 
― ウェルネスを求める人に対してホスピタリティと諸サービスを提供する４－５星

レベルのホテル 
― プール、サウナ、マッサージ、美容、健康管理、リラックスパッケージを持った魅

力的なウェルネスエリア 
― ウェルネス分野には専門技能をもった親切なスタッフ 
― ウェルネス料理、野菜中心の食事メニュー（関心の高い客への提案として） 
― シェフのための定期的なトレーニング（健康ダイエットのためのグルメシェフ） 
― 文化観光とイベント（関心の高い客のための） 
― 禁煙エリア 
― 環境を意識したマネジメント 
― ウェルネスに配慮した品質チェック、品質確保について責務を負う 

このグループには興味深い市場の隙間分野がある。１つは熟練した内科医を施設内に

抱え、ウェルネスの医療的側面に焦点を当てた well＆care というものである。第２は

ゴルフの愛好家に適合させたもので、golf&wellness 事業はゴルファーにマッサージと

ケアプログラムを提供しようとするものである。 
 
③ WELLNESS IM KURORT 
：WiK はドイツ温泉協会(Deutscher Heilbaderverband)の品質シールで、10 の異なっ

た基準を満たした健康保養地に与えられる。この品質証明はドイツ温泉協会によって

2004 年以降に発行されている。シールの妥当性は証明されたパッケージに結び付けら

れている。つまり、パッケージが妥当である限り、シールも妥当である。もし、パッケ

ージが変更されるなら、品質シールも妥当性を失うか、再度申し込む必要がある。ター

ゲットグループは健康保養地の特殊化されたプロダクツとパッケージサービスである。

品質監査はドイツ温泉協会から派遣された専門家によって行われる。幾分あいまいな基

準は次の通りである。 
 
― 包括的な医学的、治療法的適格性 
― 公的に認められた品質標準 
― スパ文化の証明されたコンセプト 
― 高品質のサービス 
― インフラストラクチャー 
― パッケージが個人に合わせて利用できること 
― 温泉保養地における文化的サービス供給 
― 景観と環境 
― 職員とのコンタクト、コミュニケーションの提供 
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― 前向きの体験、生活、官能性、喜び、ライフスタイル 
 
目標は Wellness in Kurort というブランドの元で、特別なパッケージを開発するこ

と、個人客をターゲットとすること、革新的な顧客志向のパッケージを開発すること、

健康保養地の中でシナジー、結束力を生み出すこと、Wellness in Kurort のブランドを

展開すること、 終消費者に対しサービスと品質基準についての透明性を増強すること

である。 
 
④ Wellness Stars 

Wellness Stars はバーデン・ヴュッテンブルク州の品質シールであるが、その他の州

での利用にも開かれている。このプロジェクトはバーデン・ヴュッテンブルク・観光マ

ーケティング Ltd とスパ・アンド・ヘルスリゾート・バーデン・ヴュッテンブルク Ltd
の協同で 2003 年に始まったもの。公的な基金は受け取っていない。 

も重要な目標は、ウェルネスホテル、バイタルホテル、ヘルスツーリズムに特化し

たホテル、スパリゾート、ヘルスリゾート、メディカル・ウェルネス提供者、ヘルスセ

ンターなどのウェルネスセクターにおけるハードとソフトの品質保証である。具体的な

目標のいくつかは以下の通りである。 
― ウェルネスプロバイダーにとっての厳格な品質基準、その提供サービスとパッケー

ジは様々なサービスに優先する。 
― プロバイダーは支援と品質サポート（品質マネジメント）が与えられる。 
― スタッフのための 新の教育とトレーニング 
― 明確な基準を持つ信頼の向上、エンドユーザーに対する透明性の強化 
― バーデン・ヴュッテンブルクにとっての高品質なブランドの構築 
― 卓越したプロバイダーとプロダクツを持った、No.１の温泉・健康の州としてバー

デン・ヴュッテンブルクを構築すること 
― 顧客満足の増大 
― 客数の増加とリピーター比率の増大 

毎年、独立機関からの専門監査員により、覆面チェックが行われる。認証は 500
ユーロで 3 年有効である。ブランドの使用料金は 200 ユーロ、マーケティング活動

については予約に応じて支払いが必要。現在、この品質シールの所有者は 51 のホテ

ル、12 のスパ施設、５のメディカル・ウェルネス・プロバイダーである。 
 

⑤ WellVital 
WellVital は、2002 年以降、バイエルン観光マーケティング会社によって出された品

質シールで供給者と保養地が品質基準を満たすことをねらいとしている。公的基金によ

る支援はない。 
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目的は、高品質のウェルネスと健康休暇を楽しむため、増加しつつあるウェルネス市

場について 終利用者を案内支援することである。品質基準は、休暇前、休暇中、休暇

後の時間に対応して、実際の時間順に組織化されている。 
ドイツのホテル等級に類似した広範囲の品質リストがあり、星の数に基づいた基準レ

ベルがある。興味深いことに、「しなければならない」と「すべきである」の基準があ

る。 
WellVital シールが授与されるためには、全ての「しなければならない」基準を満足

し、加えて「すべきである」基準を少なくとも 50％満たす必要がある。「しなければな

らない」の例は以下の通り。 
― ウェルネスはホテルのコアビジネスであること 
― ウェルネスとそのプロダクツに焦点を当てた 新のウェブサイトがあること 
― 少なくとも、食事ごとに 1 皿のバイオ料理 

「すべきである」基準の例は以下の通り。 
 ― 特に夜間では静寂な立地環境であること 
 ― 子どもの世話 
― ウェルネス・ヘルス部門におけるバイリンガルのスタッフ（少なくとも英語） 

 WellVital は７つの専門的な分野がある。 
 ― WellVital－Relax（日常ストレスからの解放） 
 ― WellVital－Aktiv（調整、筋力トレーニング、柔軟性） 
 ― WellVital―Kur（休養、痛みの緩和） 
 ― WellVital－Beaty（美容） 
 ― WellVital―Schlank（減量） 
 ― WellVital―Mental（精神的なパワー） 
 ― WellVital―Spezial（特に専門化したニッチ、睡眠トレーニング） 
 
シールは WellVital のパートナー契約で 3 年間有効である。延長は外部審査官による

新たなチェックが求められる。現在、28 の WellVital village と 125 の WellVital ホテ

ルがある。年会費は 950 ユーロ、認証料金は 150 ユーロ（税別）である。オプション

のマーケティング活動への参加には追加料金がかかる。WellVital は雑誌 WellVital マ
ガジンを発行している。 
⑥ WellnessHotel DEHOGA-IHA（説明略） 
⑦ German Hotel Classification（説明略） 
⑧ Deutscher Medical Wellness Verband e.V（前章既出） 
 
２）その他 
その他ヨーロッパ各国・地域の認証組織とラベルは下表のようになる。 
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図表―８ 各国の認証組織とラベル（参考―４） 
スイス 
１．.Schweizer Tourismus Federation―The Swiss Tourism Q-Label 
・ 1997 年にプログラム導入、2000 以上の企業がプログラムに参加 
２．Swiss Quality Hotels―The Swiss Q-Label 
・ ホテルマーケティング組織 SQH は 2001 年からホテル等級システムを実施（72 ホ

テル） 
オーストリア 
１．Best Health Austria mbH－金、銀、銅シール（前章既出） 
・ 2003 年から認証スタート、89 の機関が認証済み、50 が関心を示している 
２．Alpine Wellness International GmbH （前章既出） 
・ 2003 年組織設立、ホテル 36 件、リゾート 4 件が認証済み 
イタリア 
１．Legambiente Turismo 
・ イタリアの Legambiente Emilia Romagna により、運営されている組織で、持続

可能でグリーンな施設の認証を 1997 年から行っている。 
２．The National Institute of Research in Tourism 
・ 1999 年から導入スタート 
その他 (アルプス地域のウェルネスホテル等の認定) 
１．Wellfeeling Switzerland 
２．Belvita South Tyrol 
 
（４）ウェルネス供給者のためのクオリティ・モデル 

上述のように、ホテル、スパなどのウェルネス供給事業に関する認証機関とシールが

2000 年以降に各国・各地で現れてきている。厳格な審査があるものから緩いものまで、

多種多様である。欧州という市場において、様々な消費者に対してサービスの質を保証

するためには、各国・各地域での共通の品質保証システムの構築が必要になる。

DOSTWELL プロジェクトでは共通の品質保証のシステムを目指し、クオリティ・モデ

ルを検討した。現在オーストリアのウェルネス・サービス事業者によってテストされて

いる。その概略は以下の通りである。 
 
１）目的 

目的は、ヨーロッパのウェルネス産業の参考モデルとして利用可能なクオリティ・モ

デルを開発することである。このクオリティ・モデルの主要な特徴は、プロセス志向で

あること、ヨーロッパレベルで利用可能なこと、３段階の品質シール（金、銀、銅）を

提供することである。この特徴については国際的な専門家グループが賛同している。 
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２）方法論 
ウェルネス・サービス・プロバイダーの も重要な課題である構造、プロセス、品質

に関するいくつかの基準が DOSTWELL・クオリティ・モデルの開発の間に検討された。

加えて、文書化、評価、持続可能性のような問題点が検討された。 
各評価基準は簡潔に述べられ、各評価基準は文書化のガイドライン、インディケータ

ー・リストを含んでいる。 
モデルは国際的なウェルネス専門家と検討され、オーストリアのチロル地方のウェル

ネス事業者によってテストされた。 
３）結果 

DOSTWELL クオリティ・モデルはウェルネス志向の事業者について、次の分野をカ

バーする。 
― 組織 
― 外部とのコミュニケーション 
― サービスの実現 
― 評価と改善 
― 社会的責任 
― ホリスティック（自然の治癒力）ベースと活力 
― ネットワーキング、研究開発 

各分野の中には、いくつかのサブ分野関連の評価基準―記載事項、インジケーター、

文書化のガイドライン、例示が用意された。例えば、「サービスの実現」の分野につい

ては、「サービスの計画」、「サービスの実現」、「資源の調達」、「顧客とのコミュニケー

ション」などのサブ分野がある。 
 
□ 「サービス」の実現に関する評価基準（参考―６） 
 
 ウェルネス供給の分野「サービスの実現」、そのサブ分野「サービスの計画」の評価

基準を例示すると以下のようになる。 
 
 評価基準「ウェルネス供給」は以下のように述べられる。「組織はウェルネス供給を

計画し、行動に移し、評価し、改善するために必要な全プロセスを設定している。これ

らは十分な手段によって知らされ、記録されている。」それは、３つのレベルのシール

全てにとって必須である。 
 
評価基準を満足するためのインジケーターは次のようになる。 
・ 現在および将来の顧客ニーズと市場の要求に関して信用できる情報が利用可能であ

る。 
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・ 方法、プロセスについて十分な記録がある。 
― 計画 
― 実現 
― 誤りを正す 
― 修正と予防 
― ウェルネス供給の評価/アセスと改善 
 
・ サポートプロセスが計画されている（財務、インフラ、ウェルネスプロダクツの教育） 
・ 活動について相互依存関係が示されている（プロセス・ステップ） 
・ 責任者が指名されている。対応した訓練がされている。 
・ 実行責任者が適任である。プロセス・ステップを知っている。 
・ 実行責任者は組織原則に則り、働いている。 
・ サービス実現のために、必要な資源の準備が明確に調整されている。 
・ サービスの実現が継続的に監督されている。失敗は取り除かれ、原因は直ちに分析

される。 
・ 失敗は改善と開発のチャンスとして見なされている 
・ プロセスの検証とプロセスの承認は実行されなければならない。失敗に基づく変更

は包括的に記述されている。 
・ 規定されたプロセス・フローは継続的に改善されている。 
・ 全ての実現プロセスは健康的な持続可能性の点から定期的に評価されている。 
 
次のガイドラインは企業がクオリティ保証プロセスの文書化に役立つ。また、企業が認

証プロセス、監査における評価基準を検査することに役立つ。 
・ プロセス・フローは、組織の規模に対応した範囲で文書化されていること（プロセ

ス・マップ、プロセス説明、コース説明） 
・ 責任者は包括的に訓練されている 
・ 必要なインフラ、教育的援助は定期的にチェックされるか、必要なときに利用でき

るようにしなければならない。 
・ 行動プロセスに移している間、プロセス状況について記録がつけられていること 
・ 失敗をどのように扱うかについての規則がある 
・ 継続的に、顧客の要求に対する結果をチェックしなければならない。 
・ 顧客やその他の関係者からのフィードバックやクレームに関するルールが文書化

されなければならない。 
・ 失敗と修正手段は（将来の改善手段のために）文書化されている。 
・ 組織の年次評価という意味で、戦略的改善は計画され、実行されなければならない。
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次の評価基準は 低基準についてのヒントと注意として説明されている。 
 
プロセスは相互に関係のある活動のシークエンス（連続体）である。そこにはインプ

ット（例：マッサージ・オイル）と結果がある。全てのプロセスにとって、インプット

と結果は正確に決定されなければならない。一つのプロセスの結果はもう一つのプロセ

スのインプットになるかも知れない。これら結果を実行に移すことは組織の価値と態度

に調和しなければならない。これらは包括的に議論され、理解され、実行されなければ

ならない。人の福利、健康の利益、活動は調整され、中心にならなければならない。

低限の評価基準は地域の標準協会基準（ Best Health Austria 、 Wellfeeling 
Switzerland、Belvita SouthTyrol、Well Vital Bavaria）に合致しなければならない。

 
 

DOSTWELL シールの銅レベルでは、20 の評価基準が満たされなければならない。

銀レベルでは 29、金レベルでは 37 の評価基準を満たすことが求められている。詳細に

ついては現在、検討中である。 
４）クオリティ・モデルの特徴 
このクオリティ・モデルの特徴は以下のようにまとめることができる。 

― ローカルな地域基準を 低基準（ベース）とし、その上に重ねた品質管理モデルで

あること。前章のアルペン・ウェルネスと同様の仕組みであるが、アルペン・ウェ

ルネスがアルプス地域特性を評価基準として付加しているのに対し、DOSTWELL
モデルはクオリティ・アップを図るためのマネジメントを志向している。 

― 中小規模のホテル事業者であっても、DOSTWELL モデルによって、サービス・ク

オリティアップが図れる。 

図表―９ DOSTWELL クオリティ・モデル図（参考―６） 
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６．環境との共生に向けての取り組み 

（１）EU のエコラベル 
１）概要 

1992 年に制定された EU のエコラベル“Flower”はヨーロッパの消費者がよりグリー

ンな、より環境に優しいプロダクツやサービスを選別できるように支援することをねら

いとしている（食料、飲料、薬品、医療は含まない）。”Flower”をもつ全てのプロダク

ツは厳格なエコロジー的、遂行基準を満たすように独立組織によってチェックされてい

る。現在、宿泊サービス、家庭用器具、洗剤、マットレスからオフィス用品、ガーデニ

ング、DIY までの 23 のプロダクトグループがある。加えて、250 以上のライセンスが

数百のプロダクツに対して与えられている。 
EU のエコラベルは欧州エコラベリング委員会によって運営されており、欧州委員会

と、EU 加盟国、欧州経済エリア（EEA）の支援を得ている。エコラベリング委員会は

産業界、環境保護グループ、消費者機関の代表者を含んでいる。 
 
２）観光宿泊サービスに関するエコラベルの仕組み 
観光宿泊サービスに関するエコラベルは 2003 年 3 月 1 日よりスタートしている。 
人間の活動は完全には環境的に友好的でないが、プロダクトが環境に影響を与えるイ

ンパクトを弱める機会は常にある。EU エコラベルのスキームは、これらプロダクツを

判定するための一連の環境的、遂行的基準を作成している。これら基準には義務的な基

準と選択的な基準がある。環境的基準は、生産から 後の処理までのプロダクツのライ

フサイクルを考慮している。 
① ねらい 

ライフサイクルの２つのフェーズで主要な環境影響を制限することである。 
― エネルギー消費の制限 
― 水消費の制限 
― 廃棄物の制限 
― 再生資源および環境に対し危険の少ない物質の利用 
― 環境に関するコミュニケーション、環境教育の推進 
② エコラベルの義務的基準 
エコラベルを取得するためには、37 の義務的基準を達成することが求められる。義

務的基準の概要については、図表―10 のようにまとめられる。 
 
③ 選択的な基準（スコア・ポイント・システム） 

選択的な基準は４７あり、ポイント制になっている。満点は 77 ポイントで、そのう

ち 低 16.5 ポイントに相当しなければならない。 
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図表―10 エコラベルの義務的基準（参考―７） 
サービス以前のフェーズ 
エネルギーの 
節約 

・電力の少なくとも 22%は、再生可能エネルギー資源によること。 
・0.2％以上の硫黄を含んだ石油を使わないこと。石炭は使わないこ

と。 
・指令 92/42/EEC に従い、ボイラー効率は 90％以上であること。 
・指令 2002/31EC に従い、B クラスの効率をもつ空調であること 
・適切な絶縁機能を有する窓 
・タイマー機能を有するサウナ 

水の節約 ・水量１２ℓ/分以下の蛇口またはシャワーであること 
・同時に５以上を水洗する男子用便器でないこと 
・タオルとシーツは週に 1,2 度、またはリクエストにより換えること

・植物の灌漑は日没後または日の出前に行うこと 
・排水は処理すること 
・地元の排水計画、水資源保護計画に従うこと 
・消毒剤の利用量を制限すること 

操業のフェーズ 
全般的な 
マネジメント 

・共通エリアに禁煙コーナーを設けること 
・機器の良好なメンテナンス、点検・修理 
・環境方針報告書と明確な行動プログラム 
・環境的手段の応用に関するスタッフトレーニング 
・環境方針、目標、行動について顧客に積極的に情報提供を行うこと

・データの収集（エネルギー・水の消費、化学物質の利用、廃棄物）

廃棄物の減量

化 
 

・客によるごみの分別を促進すること 
・決定事項 2000/532/EC で規定された有害廃棄物はスタッフが分別

する 
・廃棄物は適切な場所に分別し、移送すること 
・使い捨ての石鹸、シャンプー、シャワーキャップ等は利用しないこと

客に対する情

報提供 
・窓を開ける時は空調/暖房のスイッチを切ること 
・部屋を出る時には照明を切ること 
・バス・トイレの節水について情報提供を行うこと 
・トイレの廃棄物のためにごみ入れを利用すること 
・不都合についてスタッフに知らせること 
・地元の交通機関に関する情報 

エコラベルに

関する情報 
・エネルギーと水を節約する手段、廃棄物を減量化する手段 
・全般的な環境の改善 
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図表―11 選択的基準（エネルギー関連のみ）（参考―７） 
 
ソーラー、風力発電 ・独自の発電施設を持ち、年間電力消費の少なくとも 20％を供

給している（２ポイント） 
再生可能エネルギー

資源による暖房 
・暖房・給湯エネルギーの少なくとも 50％を再生可能エネルギ

ー資源による（1.5 ポイント） 
ボイラーエネルギー

効率 
・指令 92/42/EC の６の規定による４つ星ボイラーであること 
（１ポイント） 

ボイラーの NOx 排

出 
・ボイラーは EN297 のクラス５で、ＮＯx 排出量は 70mgNO
ｘ/kWh 以下であること（1.5 ポイント） 

地区暖房 ・観光宿泊施設の暖房が地区暖房によるものである（１ポイン

ト） 
コジェネレーション ・観光宿泊施設の全ての電気と熱がコジェネレーションプラン

トから提供されている（1.5 ポイント） 
ヒート・ポンプ ・観光宿泊施設はヒート・ポンプによる空調設備を持っている

（1.5 ポイント） 
熱回収 ・観光宿泊施設は次の１つ（1 ポイント）か２つ（２ポイント）

の熱回収システムを持っている。冷凍システム、ベンチレータ

ー、洗濯機、食器洗い機、水泳プール、トイレ排水 
温度調節 ・全ての部屋の温度が個々に調節されている（1.5 ポイント） 
建物断熱 ・エネルギー消費の削減のため、国家の 低基準以上に断熱さ

れている（２ポイント） 
空調 ・空調システムは EU 委員会指令 2003/31/EC のエネルギー効

率クラス A をもつ（1.5 ポイント 
空調の自動カット ・窓が開いた時に、空調が自動的に切られる（１ポイント） 
生物気候学的建築 ・生物気候学的建築原則に対応した宿泊施設（２ポイント） 
エネルギー効率的設

備機器 
・冷蔵庫（１）、食器洗い機（１）、洗濯機（１）、オフィス機器

（１） 
 

冷蔵庫の位置 ・エネルギー節約に適した位置にある（1 ポイント） 
客室照明 ・客が部屋を出ると自動的に照明が消える。客室の 80％にこの

装置がある（１ポイント） 
外部照明 ・不必要な外部照明は自動的に切れる（１ポイント） 
 
 
 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



３）認証 
① EU エコラベリング委員会（EUEB） 

EUEB はスキームの中心機関であり、エコラベル基準の設定と再検討に貢献してい

る。EUEB は「適任の団体」（一般的には各環境省）とコンサルテーション・フォーラ

ムのメンバー（消費者と環境 NGO、トレード・ユニオン、産業、中小企業・商業の代

表者）から構成されている。EU のメンバー各国は、製造業、小売業、サービスプロバ

イダー、輸入業者からのエコラベルの認証の応募に対し責任をもつ「適任の団体」を指

名している。 
② 応募手続き 
― 申し込み先 
１つのメンバー国でプロダクツが生まれたならば、コンタクトの接点はその国の「適

任の団体」である。同様に、いくつかのメンバー国で生まれたプロダクツの場合は、ど

のメンバー国の「適任の団体」を選んでもよい。もし、プロダクツが EU 以外で生まれ

たならば、申し込みはプロダクツが存在するか、市場に出されるメンバー国の１つの「適

任の団体」に提出すれば良い。 
― 手続き 
申請書は必要な証明書及びドキュメント全てを含まなければならない。「適任の団体」

はプロダクトが欧州委員会が発表した欧州エコラベル基準に適合していることを確認

する義務がある。「適任の団体」は、申請書が基準に合致しているかどうかを確認し、

必要であれば EUEB の「適任の団体」仲間に相談する。EUEB はこの目的のために創

設されている。「適任の団体」は「Flower label」の利用に関して認証された申請者と

契約を行う。 
―「Flower logo」の利用料金 

申請料金は適用がおこなわれた時に支払い可能である。基本料金は 300 ユーロ、マ

ックスは 1,300 ユーロである。従業員 10 人未満、零細企業や山小屋では 75%の割引が

ある。 
中小企業は 25%の割引である。年間料金は売り上げに基づく。毎年の平均供給価格

に宿泊数を乗じた売り上げの 0.15%になる。年間料金については 50％の割引が企業全

体に適用される。 
― 評価基準の有効期間 
プロダクトグループの基準は個別決定で決められた一定期間は有効であり、一般的に

は 5 年間までである。基準は EUEB によって、主要な「適任団体」を通じて見直され

る。有効期限前の 18 ヶ月に見直しがスタートする。 
 
４）課題 

2008 年現在、EU のエコラベルをもつ観光宿泊施設はイタリア 82 件を筆頭に、アイ
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ルランド、フランス 11 件、オーストリアが 9 件とさほど普及しているとはいえない。

また、一部の国で導入されているに過ぎない。現在、これらの普及方策とともに地球温

暖化に対応した基準の見直しなどが課題となっている。 
 
（２）自動車のない観光地域づくり－アルパイン・パール 
１）アルパイン・パールの経緯 
アルプス地域では、住民にとっても、訪問客にとっても自動車交通の環境的、健康的

な影響が大きい。自動車フリーの観光地づくりに向け、ドイツ、フランス、イタリア、

オーストリアおよびスイスの観光地は EU の INTERREGⅢB の支援を受け、「Alps 
Mobility Ⅱ－Alpine Pearl」（2003～2006）というアルプス横断的なプロジェクトを行

った。 
プロジェクト実施の結果、2006 年 1 月 29 日、５カ国 17 の自治体と観光地域（パー

ル・真珠）によって、アルパイン・パール連盟が発足した。プロジェクトの終了後も、

アルパイン・パールの活動を継続するものとし、2006 年末までに、設立メンバー全て

が参加基準をクリアーし、プロジェクト・パートナーは具体的なインフラの改善に着手

することとした。さらに、各メンバーは「ソフトな移動サービス」（観光パッケージ）

を用意し、公共交通連絡の改善を継続的に行っていくこととした。2007 年には新たな

自治体が加わり、21 の自治体となった（スロベニアを含み６カ国）。 
アルパイン・パール連盟の目的は、革新的、持続的なツーリズムの実現と、ソフト・

モビリティ（環境負荷の少ない交通手段）による観光地づくりである。共同マーケティ

ングを実施し、プロダクツの改善を行う予定である。なお、アルペン・パール連盟は、

参加基準を満たした観光地であれば、積極的にメンバーに加える予定である。 
 
２）アルパイン・パールの活動理念 
― ソフト・モビリティ 
「自動車を使わずに過ごす休暇、リラックスした時間を楽しんでもらう」ため、観光

地（パール）への往復交通手段については、公共交通機関とし、観光地内ではシャトル・

タクシー、電気自転車、馬車などの利用を行う。いくつかのメンバーの観光地では、ソ

フト・モビリティによる滞在プログラム（1 週間程度）を提供している。 
― 持続可能なツーリズム 
休暇を楽しむための、ハイキング、ノルディック・ウォーキング、マウンテン・バイ

ク、トレッキングなどのプランの提供。自動車を使わない散策エリアの整備。積極的な

自然保護、代替エネルギー（ソーラー発電）の利用。アルプス地方の文化伝統、調理法

の保護・促進。特色ある景観の保護等を推進するものとしている。 
― 環境への配慮 
「アルパイン・パール」連盟の主要任務は基準の遵守状況の継続的調査、国境を超え
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た各地の経験を継続的に交換すること、効果的なマーケティングである。また、持続可

能なツーリズム、環境にやさしい交通手段を促進するための基準を満たした個々のプロ

ジェクトを効果的にまとめ、さらに発展させていくことである。 
 
３）参加基準 
アルパイン・パールは特にソフト・モビリティを重要視したネットワークである。モ

ビリティについての主要な条件は以下の通りである（参考―９）。 
○ パールへの移動 
・ 1 週間を通して、8 時から 22 時までの間、乗用車以外の交通手段を利用して 低 2

時間で到着できること（バス・鉄道、 寄り駅へのシャトルバス、送迎サービスな

ど） 
○ パール周辺の移動 
・ 公共の近距離旅客輸送網と連絡していること 
・ 週末においても、様々な交通機関が調整された時刻表にそって定期的に運行されて

いること 
・ 交通網が十分でない場合、シャトルバスを利用した適切なサービスを提供すること 
・ 小規模自治体では、宿泊施設によってこれらサービスを提供すること 
○ パール内移動 
・ 観光客のニーズにこたえた高品質のサービスを保証すること 
・ パール内の移動手段はバス・鉄道、パール内バス、デマンドバス、馬車、ケーブル

カー 
・ 鉄道・バスでの来訪者で、滞在中に自家用車を使用しない観光客にはゲストカード

（温泉利用カード等）を提供すること 
・ 徒歩で全ての重要な観光資源に到達できる自治体は、移動手段サービスを提供しな

い 
○ 休暇を楽しむための移動手段 
・ 環境にやさしい、休暇を楽しむ移動手段のみを提供すること（内燃機関を有するも

のは厳禁） 
・ 休暇を楽しむ移動手段はハイキング、ノルディック・ウオーキング、サイクリング、

マウンテン・バイク、乗馬・馬車、電気自転車、クロスカントリー、そり等。 
○ サービス 
・ 休暇を楽しむ移動手段を提供すること（ハイキングコース、レンタサイクル、電気

自転車のレンタル） 
○ 自然と環境 
・ 美しい景観を保持すること 
・ 排水・ごみの削減にたいして自治体自ら対策を講じること 
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・ 利用可能なアルプス源泉の飲料水（泉）があること 
・ 再生可能エネルギーの利用など、省エネ対策によって CO2 削減を促進すること 
・ 価値・自然の質・保存対策を積極的に協議すること 
・ 観光に関連ある地域に騒音のない区域を設定すること（中心部、保養地区） 
・ 公園（緑地）や歴史的に価値ある区域は住民と観光客が快適に過ごせるように保護

すること 
・ 自治体は伝統的かつ環境にやさしい手工業および林業を積極的に支援すること（チ

ーズ農家、ワイン農家、牧草地の保全） 
○ 地域循環 
・ 地域特有の食文化を保護・奨励すること（農業と飲食業の協力、地域物産の市場、

地域特有の料理を提供するコック） 
・ 地域木材の活用支援 
○ 地域文化 
・ 地域に根ざしたサークル活動の支援 
・ 伝統手工芸教室や展示を定期的に行うこと 
・ 美しい景観を保持するため、新築・改築の許可を厳重にチェックすること 
 
４）運営 
事務局は加盟自治体の一つであるオーストリアのヴェルフェンヴェンクに置かれて

いる。参加基準にもメンバーの役割と義務が記載されている。これによると上記以外に

次のような役割と責務がある。 
○ 教育 
・ 住民の環境意識及び持続可能的な考え方を促進させること（学校向け、住民向け） 
・ 毎年行われる欧州「カーフリー・ディ」に参加すること 
・ 年に１度のアルパイン・パールでの研修旅行に参加すること 
○ 団体活動 
・ 自治体や地域観光団体のウェッブサイトに「アルパイン・パール」のウェッブサイ

トのリンクをはること。当団体のロゴマークをはること 
・ 観光団体のパンフに当団体のロゴマークを表示すること 
・ 地域団体は、夏と冬に少なくとも各１件ずつ、アルパイン・パールのプログラムを

提供し、アルパイン・パールの発行する出版物に掲載すること 
・ 地域団体の観光案内所にアルパイン・パールのパンフを置くこと 
５）まとめ 
アルパイン・パールは「自然環境や景観の保全」、「地産地消」、「地域文化、手工業の

支援」、「再生可能エネルギーの活用」など、わが国の地域でも見られる手段に加え「自

動車フリー」という社会的にインパクトの強い手段を前面に出すことにより「気候ニュ
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ートラル」な観光地として国内外にアピールしようとしている。 
アルパイン・パールの参加自治体、観光地には、次章で紹介するシャモア（イタリア）

のような山間の小規模自治体もあれば、バート・ライヒェンハール（ドイツ）のような

伝統的な温泉保養地もあり、「自動車フリー」の対策は各地域によって異なるものと思

われる。 
どこまでも自由に自動車で行こうという旅行スタイル、道路と駐車場がないと観光客

が来ないという観光地の通念にチャレンジする取り組みとして興味深い。 
 
 
図表―12 アルパイン・パールの模式図 
 
 

観光地A

観光地B

観光地G

公共交通機関
鉄道・バス

地域内交通機関
公共交通・徒歩・自転車
Eバイク他 
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写真―マウンテン・バイク（引用―8） 写真―電気自転車と鉄道（引用―8） 
                                         
                                               

７．まとめ 

（１）ウェルネス・クラスターの多様性 
DOSTWELL プロジェクトによるウェルネス・サービス・チェーンは、客の到着から

出発までの間の活動に対する場所、サービス全般が対応する。これらサービス・チェー

ンを構成する全ての関係企業、機関がウェルネス・クラスターである。バート・ザロー

のような様々なウェルネス・サービスを提供する施設群をもつものから、Welltain（前

章）のような野外のウェルネス活動を中心とするような保養地もある。地域の社会的条

件、自然条件により、多様なウェルネス・クラスターがある。 
 
（２）ウェルネス（クラスター）サイクル 
一般の観光地域と同様、ウェルネス・ツーリズムにおいてもサイクルがある。

DOSTWELL プロジェクトの国別比較では、オーストリアはサイクルの成熟期にあり、

ドイツ・スイスはその途上、スロベニアは成長期にある。サイクルの成熟期にあるオー

ストリアの解決策の一つがメディカル・ウェルネスへのシフトであり、医療とウェルネ

スの中間的なサービスへの転換である。 
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（３）ウェルネス関連の認証システム 
ドイツをはじめとし、ヨーロッパには数多くのウェルネスの品質保証システムがある。

これは顧客に対してウェルネス・サービスの質を保証するものであり、一方サービス供

給者にとってはマーケティングに寄与するものとして導入された。しかし、多くのラベ

ルが氾濫するようになると、消費者を混乱させるという弊害をもたらす。ウェルネスに

関する EU 標準が可能かどうかを検討することが DOSTWELL プロジェクトの主目的

である。このプロジェクトでは、各国地域の認証システムを基礎とし、その上にクオリ

ティ・マネジメントに向けての事業者の取り組みを促すような仕組みを提案している。 
我が国にはウェルネス・ツーリズムに関する認証システムはないが、国際観光客を受

け入れるためには、何らかの品質保証のシステムが必要になると考える。 
 
（４）エコラベル 

2003 年からスタートした欧州の宿泊施設に関するエコラベルは再生エネルギー等の

利用に関する数値基準が設けられ、観光産業をグリーン化する方針が明確である。現在

のところ、イタリアでは認証件数が 82 件であるが、その他諸国の認証実績は少ない。 
日本においても、宿泊産業に関するエコラベルが導入されているが、明確な数値基準

はなく、言わば努力目標程度である。温暖化対策を加速化するためには、数値基準の導

入も必要になろう。 
 
（５）自動車フリーの観光地づくり 
アルパイン・パールは、観光地域から自動車交通を可能な限り排除し、地域環境を保

全するとともに、観光客に対して快適な環境を提供しようとする観光地のネットワーク

である。アルプス地域の氷河に見られるように地球温暖化の影響が顕著になり、自動車

交通を抜本的に見直し、公共交通手段や電気自転車などによる観光地の実現を目指した

具体的試みである。 
日本の観光地域では夏季の上高地のシャトルバスへの乗り換えなど、一部区域で導入

されている。地球温暖化対策を講じた観光地への転換が今後の課題である。 
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第６章 「ウェルネス観光クラスター」の形成に向けて 

—日欧の比較から 

１．はじめに 

（１）アルペン・ウェルネス観光の状況 
ヨーロッパにおいては、緩やかながら、日本と同じように少子高齢化社会への移行が

行われている。そのことにより、人々の意識、社会的価値観が変化してきている。ヨー

ロッパの研究機関によると、変化の大きな潮流の一つとして、「健康」と「ウェルネス」

が挙げられている。 
このような大きな潮流を背景として、観光・ツーリズムの内容も、健康やウェルネス

に照準を合わせたものに変化してきている。ヨーロッパのウェルネス・ツーリズムの中

心地はドイツ、オーストリア、スイス、北イタリアというヨーロッパ・アルプスを取り

囲むアルペンエリアの国々となっている。 
これらのアルプス周辺の国々の観光地においては、前章までに述べてきた様々な「ク

ラスター」をベースとして、新しいツーリストの意識に対応した観光資源（観光プロダ

クツ）の開発を行ってきた。アルプスエリアは、観光の柱となる「ウェルネス・プロダ

クツ＊」の開発にとって、アルプスの自然環境（地形、気候、動植物の生態系、水資源、

風土など）という非常によい条件を持っている。その自然環境を利用した四季の多様な

アウトドア・アクティビティのためのインフラ整備や温泉や水資源を活用したインド

ア・アクティビティのための施設開発を行ってきた。また、このような資本集約的なハ

ードの開発だけでなく、地域の大学・研究機関や医療機関及び各種の企業と連携しなが

らソフト（ウェルネス・プログラム）の開発も行ってきた。 
＊ 「ウェルネス・プロダクツ」：観光地（リゾート）全体から施設（ホテル、飲食、

ウェルネス・インフラ＝プール・サウナ・フィットネス・浴場・美容、など）、交

通インフラ、景観、まち並み、遊歩道、公園、アートなど、設備・機器、食品・

工芸品・農産物（一次産品）・木材・家具などの商品群及び体験サービスとしての

プログラムなど、更に、ビジネス関連セミナー、文化関連プログラムまでのハー

ド、ソフトを含んだ幅広いメニューのすべてを指す。 
 
アルペン・ウェルネス観光の中心は「休養」「リラックス」「ヘルスケア」などの健康

保持・増進のための体験的なウェルネス・プログラムであるが、近年、多様なウェルネ

ス・プログラムに加えて、治療を目的とするメディカル・ウェルネスの領域も注目され

てきている。メディカル・ウェルネスの領域を支えているのは、「ライフサイエンス」

「薬学」「バイオテクノロジー」「医療技術」「医療情報科学」などの技術開発を行って

いるオーストリア・インスブルック大学、ドイツ・ミュンヘン大学などアルプス周辺の
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大学である。このような背景の中で、観光地だけであったところへの関連企業の誘致も

行われてきているところが出てきている。つまり、従来は観光産業、サービス産業だけ

の集積地としてのあり方だったところが医療、薬品、情報、研究・開発機関など関連産

業も包含した地域のあり方に変化してきているということである。 
 

（２）アルペン・ウェルネス・プロダクツの概要 
アルペン・ウェルネス観光の核として位置づけられているウェルネス・ホテルのあり

方を例に、「アルペン・ウェルネス・プロダクツ」の開発の状況を見てみると以下のよ

うなことがわかってくる。 
ホテル建設は各地で大規模に行われているが、その建築デザインはアルペン地区への

景観・規制に適合すべく考えられなくてはならない。そのために、建設にあたっては、

アルプス地域の建築家、土木・施行技術者ばかりでなく銀行、投資機関などとも緊密な

連携・協同がおこなわれている。（建設の連携・協同） 
ホテルサービスの質を確保するためにはマネジメントやマーケティング領域の優秀

なホテル人材の開発が必要で、そのために、ホテルと観光関連教育プログラムがカリキ

ュラムとしてある地域のマネジメントスクールや専門学校との良好な関係づくりも行

われている。（人材教育の協業） 
「食事」についても、顧客満足を得るための様々な「協業」が行われている。つまり、

具体的にいえば、リゾート地域を訪問した顧客は、ほとんどホテル内で食事をとるが、

時には、地域の郷土料理を味わいたいと思う。そのため、ホテルも地域のレストラン、

その他飲食施設及び食料関連産業と連携しなければならない。また、食事は健康プログ

ラムと調和しなければならないため、有機農家や食品製造業者と、大学・研究機関や医

療機関などとの緊密な連携、協業が必要になる。（食などサービス業と関連企業・機関

との協業） 
つまり、様々な領域での連携・協業なくしては、ウェルネス・プロダクツの開発がで

きないということである。 
 
アルペン・ウェルネス観光の資源（アルプス・ウェルネス観光のトータルな意味での

プロダクツ）となっているアルプスの自然環境（地形、気候、動植物の生態系、水資源、

景観、風土など）を保持するためには、様々な規制や制限が行われているが、アルプス

周辺の観光地においては、アルプスの自然環境を守っていくために、アルプスという山

岳地にあった独自の技術開発が必要となっている。 
・自然災害のマネジメント技術 
・再生可能エネルギー技術 
・山岳土木技術 
・交通インフラ技術 
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・情報・通信技術 
・環境保全技術など 

   
写真—クールマイヨールの地下駐車場     写真—インスブルック郊外のロープウェイ 

  
写真—インスブルック郊外のリフトと土留め柵  写真—クールマイヨールのごみ捨て場  

 
「ウェルネス・プロダクツ」の開発は、ハード建設時の連携・協業、ソフト開発時の

連携・協業と総合的な連携と協業が行われなくてはならない。特に、ソフトはサービス

集約的であり、異なったサービス提供者間との緊密なコラボレーションなくしてはつく

りえない。 
 
このように、アルプス周辺の観光地においては、新たなメガトレンドである「健康ニ

ーズ」に焦点を合わせた、観光地として成長を成し遂げるための新たな「観光体験の開

発」を行ってきている。それは、新たなプロダクツの創造とこれまでの観光プロダクツ

の再編を通じて、観光地自体の変換、再強化、更新を行うことによって、継続的に差異

化を行おうとするものである。 
 
「アルプス・ウェルネス・プロダクツ」はアルプス地域への訪問によってもたらされ

る自然体験による喜び、自然の中で行われる娯楽体験と結びついた「ウェルネス・サー

ビス」の提供を目指している。そして、 終的なウェルネス体験のゴールとして、物理

的・身体的な充足感、満足を超えて、「家族との時間を作ることによる充実感」「健康予

防のために何かを行う充実感」「生活のバランスを見いだすことによる充実感」などの

精神的・心的な充足感、満足を与えることを考えている。 
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このような高レベルのウェルネス・プロダクツが統合的な形で供給されることにより、

旅行計画→移動→宿泊→食事→アクティビティ→統合的効果というバリューチェーン

に沿った形で地域の関与者全体に影響を及ぼす発展の流れが出来上がっていくことが

可能になる。 
このようなアルプス地域のウェルネス観光の事例を検証して見ると、観光開発が地域

経済はもとより、地域全体の活性化、発展に大きな寄与をしていることがわかってくる。

つまり、「クラスター化された観光」は産業を刺激し、雇用を生み出し、様々なインフ

ラ投資を呼び込み、地域の GDP を高めることに貢献する。その結果、地域行政に増税

をもたらし、更なる、地域開発・整備へとつながる好循環な地域マネジメントが可能と

なる。 
 
以下、今回のアルプス地域への視察・調査で訪問した地域を中心に、ウェルネス観光

政策のベスト・プラクティスとしての地域事例を見ていきたい。 
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２．ヨーロッパ・アルプス地域の状況 

（１）野外環境と浴場の整備による村づくり 
   −バート・クラインキルヒハイム（オーストリア・ケルンテン州）− 

 
１）現況 
・人口：1,863 人（2001 年）。戦前は 1000 人程度。 
・標高は 1,087m。 
・1951 年～1971 年に観光（スキー）で人口が急増する。 
・スキークラブは 1947 年に設立し、会員は 2000 人と村の人口（1000 人）の 2 倍もあ

った。 
 
２）療養温泉の歴史 
・1055 年：療養泉が発見される 
・1884 年：12 部屋の宿泊施設の案内パンフが出る 
・1934 年：初めて屋外温泉プールが開設される 
・1935 年：「Bad」の名称が許可され、Kleinkirchheim-Bad となる 
・1969 年：屋内温泉プールが開設 
・1973 年：公式に Bad Kleinkirchheim となる 
・1977 年：州政府により、「温泉地」の目的地の使用権が与えられる 
・2005 年：オーストリア唯一の「Alpine Wellness Resort」として認定される 
・2007 年：ローマ浴場が開設される 
 
３）観光施設 
 ① ホテル 

：５つ星ホテル（５）、４つ星（15）、３つ星（４）、その他ファーム・ハウス（10）、 
  ペンション・アパートなど。 

＊ ４つ星以上は浴場（プール、サウナ、エステ）やスポーツ施設（テニスコート）

などをもつものが大半である。 
＊ 宿泊料金は、ハーフボード（朝、夕食付）が中心であるが、夕食は日替わりメニ

ューである。 
 ② 浴場 
・カトライン浴場 

屋内外プール、サウナ、療養部門からなる浴場 
療養部門では、ファンゴ（泥パック）、温泉浴・泥浴他、マッサージ、ソラリアム

などがある。 
・ローマ浴場 
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07 年にオープンした 3 階建ての浴場。内容はカトライン浴場と同じ。療法部門では、

マッサージ、美容、ボディトリートメント等美容にターゲットを絞っている。 
 
４）村の構成 
村は T 字の谷間にある。宿泊施設・観光施設は、ノックアルム・ロープウェイ、カ

トライン浴場及びとローマ浴場を中心として整備されている。中心地区はカトライン浴

場周辺で、観光案内所や水の公園がある。２つの浴場間は 1.5ｋｍである。小さな村落

とはいえ、幹線道路の交通量は多く、片側歩道しかないが、小河川沿いには遊歩道があ

り、田舎の散策を楽しむことができる。 
水の公園は水をモチーフとした彫刻などのある小公園で、ファミリーなどが集うとこ

ろとなっている。なお、ノック山中腹には 40 の小さな滝、泉、沢などを利用したオア

シスを整備した水と森林を体験するコースもある。ロープウェイは標高 1000m の村落

から 2000ｍの村を囲む山へと導く。尾根筋の道は緩やかで、夏季シーズンには格好の

トレッキングコースとなる。 
バート・クラインキルヒ・ハイムは小規模な保養地で、娯楽的な要素は全くない。保

養客は自然に参加するか、ホテルや浴場でのんびりするかしかないが、周辺の観光地に

行かなくとも当地で 3 泊程度は十分楽しめる。 
 
５）評価ポイント 
・富裕層を対象とした自然環境豊かな谷間の村の環境を活かして、エンターテイメント

要素を排除したリトリート的な環境づくり。 
・ホテル内のウェルネス施設と独立したスパ施設によって高級感のあるウェルネス施設

づくりに成功している。 
・ロープウェイなどのインフラやビジターセンター、山小屋などを整備してあり、2000
メートル級の山々のトレッキング、ハイキング、スキーなど四季を通じたアウトド

ア・アクティビティが楽しめる仕掛けとプログラムが充実している。 
・「水の公園」「ミネラルウォーター」など「水」をテーマとしたプロダクトづくりに成

功している。 
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図表—１ 村の配置図 

ロープウェイ 

幹線道路 カトライン浴場 

室内テニス場

水の公園 ロープウェイ

水辺の遊歩道

テルメ−ローマ風呂 

 

図表—２ バート・クラインキルヒハイムの位置 

★

バート・クラインキルヒハイム 

   

写真—村の景観               写真—ホテルの外観 
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写真—ホテルの内側—環境共生型の建築   写真—バイオマス・ボイラー施設 

 

   
写真—テルメ−ローマ風呂         写真—トレッキングコース 

   
写真—山小屋               写真—ロープウェイの駅 

      

写真—ファミリー・トレッキング    写真—村の全景 
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写真—水の公園      写真—水の公園 

   

写真—水の公園             写真—水辺の散策路 
 

（２）伝統的温泉地の環境・施設の再生 
   —バート・ガスタイン（オーストリア・ザルツブルク州）— 
 
１）概要 
・人口：5,800 人（2001 年） 
・標高：1,083ｍ 
 
２）主要温泉施設 
 ① フェルゼン・テルメ 
・1968 年に開設されたフェルゼン・バートを増改築し、2005 年に再オープンしたもの。 
・2005 年には年間 19 万の入場者があった。 
 ② ラドン･蒸気浴場（療養） 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



・近くで湧き出るエリザベス源泉は、ラドンを含み、1784 年から医療的に検査・実証

が行われてきている。 
・温泉施設は 1992～1994 年の間に改築されている。個々のラドン蒸気室からなる。 
・療養客は蒸気浴、マッサージ、ハイル・シュトーレンと組み合わせた治療を受ける。 
・温泉研究所もあり、世界の大学と提携しながら、温泉医療の研究を行っている。 
 ③ ハイル・シュトーレン（療養） 
 ―経緯― 
・ローマ時代から、当地には豊富な鉱物資源があることで有名であった。 
・16、17 世紀は金銀の採掘の絶頂期であったが、以降は衰退する。 
・第 2 次世界大戦が開始されると、金採掘が復活し、50 の廃坑、おびただしい瓦礫の

山がテストされた。 
・1940 年に古い坑道が、豊富な鉱物を発見するために、再び調べられた。坑道は、鉱

物資源的には失敗であったが、いくつかの興味深い発見があり、戦後調査されること

になる。 
・それは、岩石の温度が４４℃以上になる部分があり、湿度は非常に高いということで

あった。加えて、リウマチ、関節炎、喘息、皮膚病を訴えていた多くの鉱夫が、坑道

での労働の間に治癒してしまったことである。 
・1946 年以降、インスブルック大学により、研究と検査が行われ、坑道の高温度、高

湿度、ラドンガスは観察できる効果をもたらしているとされた。 
・1952 年にハイル・シュトーレン会社が設立され、1954 年に 初の治療センターが建

設された。これは 1970～1971 年にかけて拡張された。1989 年には、会社はさらに

センターを増改築し、現在に至っている。 
 
 ―治療法― 
・治療センターの医師の診断を受ける。 
・ミニ列車で坑道を 2.5ｋｍほど入り、４つのステーションのプラットフォームにうが

たれた側坑道の中のベッドで 20~30 分程度休む。 
 
３）観光施設 
ザルツブルグの南約１００キロメートルにあるガスタイン渓谷はバート・ガスタイン

とバートホフガスタインによってオーストリア 大級の保養温泉地を形成している。１

７の温泉を持つバート・ガスタインは１６世紀のはじめから数世紀にわたって、ヨーロ

ッパの王侯貴族や政治家、文化人などが訪れ、温泉による保養場を兼ねた国際的社交所

となった。 
現在では、温泉療養のための湯治客を中心に、１０００メートルを超える高地の気候

と自然を活用したトレッキング、テニス、ゴルフ、スキーや水泳などのスポーツを楽し
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む人々が訪れている。特に冬季には、ガスタイン渓谷全体で５０以上のリフトが稼働し

て、一大スキー場となる。ゲレンデスキーばかりでなく、クロスカントリーのコースや

アイススケート場、カーリング場、屋内テニス場なども整備され、バート・ガスタイン

は年間１００万人の入り込み客の半数を冬季で稼いでいる。 
まちの広場を中心に、国際会議場やカジノ、ショッピングセンターなどがある。 
主要なホテルには、温泉浴場があり、温泉医もいて入浴法による温泉療法が可能とな

っている。ホテル、ペンションの宿泊施設は、約１３０軒で、ラグジュアリークラスか

らエコノミーまでバラエティに富んでいる。 
 
４）まちの構成 
街の中心に、見事な滝があり、その周囲の崖に５，６階建てのホテルやカジノ、国際

会議場、温泉施設などが張り付いている。鉄道駅を出ると斜め向かいに、温浴施設のフ

ェルゼン・テルメがある。フェルゼン・テルメ前の陸橋を渡るとシュトゥブナーコーゲ

ルヘ上がるゴンドラ・リフトの乗り場へ出る。 
街の中心部へは、駅を出て左側に下っていく。坂の途中にある高層の駐車場の中のエ

レベーターを利用して、街の中心のハウス・オーストリアヘでる。 
 
５）評価ポイント 
・ 歴史的な保養地として発展した背景を活かし、多様なスパ、浴場施設を核として、

ショッピングセンター、国際会議場、ホール、カジノ、エンターテイメント施設など

を社交場・保養地として、特徴ある景観を活かしながら、計画的・総合的・段階的に、

「まちづくりの観点」から開発してきている。そして、今日でも、時代に合わせた施

設にするために、リニューアルを繰り返している。 
・ 温泉研究所もあり医療機関や世界の大学との連携によって、科学的な裏付けを整

備しながら、保養だけでなく本格的な温泉治療にも取り組んでいる。 
・ 四季を通じたアウトドア・アクティビティのインフラもきちんと整備されており、

年間通しての集客が可能となっている。 
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図表―３ まちの配置図 

カジノ

コングレスハウス

リニューアルした 

フェルゼン・テルメ 滝

駅 

ロープウェイ 

ハウス・ オーストリア

ロープウェイ 

 
図表―４ バート・ガスタインの位置 

★

バート・ガスタイン 

  

写真—カジノ&ホテル           写真—中心部にある滝と温泉施設 
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  写真—飲泉施設 

   

写真—中心街にある広場        写真—フェルゼン・テルメの内部 

   
写真—ハイル・シュトーレン 

 
 
（３）地域環境マネジメントによる地域の活性化 
 —バイオスフェア･パーク／グローセス・ヴァルザータール（オーストリア・フォアールベルク州）— 
 
１）概要 
・標高 800～2700m 
・人口 3500 人（６つの自治体を構成） 
・農業 200 世帯、Bio 認定農業 100 世帯 
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・年間宿泊者 191,000 人 
・環境保全を全面に出し、再生エネルギー（ソーラー、バイオマスなど）の積極導入及

び地域環境監査を実施 
  ソーラーコネクター 1819 ㎡ 
  再生エネルギーによる暖房 53% 
  持続可能開発の受賞 13 
・バイオディーゼルバスなどのハイキングバスの導入 
 
２）環境マネジメントの内容 
 ① 実行者 
・６つの自治体連合による（専門職員 3 人、1999 年からスタート） 
・バイオスフェア・パークのマネジメント機関 
・スタッフ：１名（約 90%の就業時間）、２名（約 80%の就業時間） 
・各自独自の職業を持ち、兼務して働いている（例、観光協会＋マネジメント） 
 ② 目的 
・中山間地域の農業（酪農）と観光による雇用確保と離村者、域外通勤者をなくすこと

を目的とする 
・そのために地域全体の統合的な環境マネジメントのモデル地域として、証明すること

を目的とする 
・そのため、地域は以下のことを目標とする 
― 持続可能マネジメントシステムの評価・実行 
― 地域と住民の一体化、全てのプロジェクトに住民を巻き込むこと 
― 保護すること、経済的付加価値を高めること 
― ソフトツーリズムを推進すること 
― 雇用を生み出すこと 
― 地域文化遺産を保全すること 
― 地域の中の理解を深めること 
― 持続可能な、地域にあったエコ的な土地利用（農業、工業、観光）を推進すること 
― 地域からの転出・移住を防ぎ、生活の質を向上すること 
― 地域の再生エネルギーを活用すること 
 ③ 活動 
・バイオマス・ヒーティング・プラント（20 の観光企業を暖房） 
・エネルギー情報センター 
・再生エネルギーに関する視察案内会 
・ソフトツーリズムの開発プロジェクト（公共交通機関の 適利用コース、ハイキング・

バスプロジェクト） 
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・エコラベル（地域有機素材を用いた観光業） 
・バイオディーゼル・バイオガスの実現可能性調査 
・農業と観光の連携 
・木材業のネットワーク化（地域の付加価値アップ） 
・農家滞在観光 
・農業体験 
 ④ プロセス 
—1999～2000 年  
・アイディア開発、準備作業、視察旅行 
—2000～2003 年 
・組織体制の形成、70 人の住民参加によるミッションづくり、ワークショップ（2 人

の外部専門家による司会） 
—2003 年～ 
・統合のフェーズ：プロジェクトの実行、他事例のベスト・プラクティスの視察・分析、

定期会議、イベントの実施（プロジェクトのレビュー）、地域住民へのニューズレタ

ー、フェスティバルの開催 
 ⑤ 成果 
・UNESCO の Biosphere Reserve として指定 
・再生エネルギーのイニシアティブグループの形成 
・観光客の増大（スキー・登山観光客＋バイオスフェア・パーク観光客） 
・持続可能性、エネルギー、環境、ツーリズムの分野で各種の賞を受賞 
 ⑥ 計画実施結果 
 —観光の動向— 
・70 年代：スキー・登山 
・80 年代：スキー・登山 
・現在：スキー・登山・バイオスフェア 
 —バイオスフェア・プロジェクトの契機と効果— 
・田舎で、他地域に比して観光業も進んでいない。雇用流出が進行しているので雇用創

出を目的としている（3500 人のうち 1000 人が他地域に勤務している）。 
・1980 年代の自然保全会議で、50～60 の植物を栽培する可能性を見出した。 
・自然保護ゾーンを設定した結果、なにもしないのに人が来たという効果があった。 
・観光客など７〜８０年代と比較して、20%程度は増加した。 
 —EMAS の導入についてー 
・実行責任者は「作業が大変で 2 度とやりたくない」思いが強い。 
・２００４年まで EU の支援を受ける。 
 —バイオスフェアのロゴ― 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



・100 の応募案から選定した。 
・緑の線は自然保護の象徴。先に続いて行くイメージを表現。 
・このロゴはバイオスフェアに賛同する施設（ペンション、教会など）や商品（乳製品、

ハーブなど）につけられている。将来的にはエコホテルなどにも使いたい。 
・小さな商品には付けているが、全体を統一するような規制はしていない。 
＊ 道路沿いの宣伝カンバンは規制されているが、バイオスフェアロゴだけは認めら

れている。 

              写真―ロゴマーク 

 
 —協同プロジェクト― 
・大工・家具産業との協同プロジェクトが Bergholz（木造省エネ住宅）である。 
・各地域のバイオマス・ボイラーなど（大きなものもあれば、アパート程度のプロジェ

クトもある） 
 —今後の予定— 
・現在、９～１２歳までの子供を対象に、3~5 日の自然体験の滞在プログラムを実施し

ている。対象は州内（フォアールベルク州）の学校であるが、希望が多くて、受けき

れない。 
・スタッフのボランティアリストには 30 人位いる。 
・25 人のグループを 2 名で対応している。 
・こうした子供を対象とした活動が重要であり、今後も活動を続けていきたい。 
 —全体印象— 
・バイオスフェアの入り口の集落は、地方都市ブルーデンツまで車で 30 分である。ブ

ルーデンツはリヒテンシュタイン、スイスからも近く、市内には自動車販売、電気そ

の他の工場、販売所などが多数立地しており、雇用流出は今後とも続くのではないか。 
・バイオスフェアでは、地域資源を用いて、ハーブ、食品などを開発している。但し、

量的に少ないため、ネット販売などに結びつけることは困難である。未だ、片手間の
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仕事のようである。 
・エコ住宅については、地元大工などが実験している段階である。 
・食料、木材クラスターはオーストリア、南チロルで盛んであるが、零細企業がイノベ

ーションすることは難しいとのこと。バイオスフェアでも手工業の今後は明るくない

と思われる。 
・子供を対象とした環境教育はニーズが多いようである。地域経済の向上というより、

地域生きがいの活性化の視点で、継続していく方法は妥当と思われる。 
・日本での岩手・葛巻、山形・金山などと類似している。 
 
３）評価ポイント 
・六つの自治体の地域住民の合意を形成して、環境マネジメントによる観光地化に成功

し、地域の活性化につなげている点。 
・中山間地域の農業（酪農）と林業などの一次産業と二次産業（食品・木工品・住宅な

どの製造業）、更に三次産業（観光—アグリツーリズムなど、スキー、登山など）と

を結びつけることによって、地域全体の活性化を達成し、雇用の確保を行っている点。 
・子どもを対象とした「体験型環境教育」を地域の生き甲斐づくりに結びつけている点。 
・冠婚葬祭が村を挙げて行われており、コミュニティ（共同体）が生きていることを強

く印象づけられた。 
 
 
 図表―５ バイオスフェア・パークの位置 

★ 

バイオスフェア・パーク

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 写真—村の風景 

  
写真—事務所の建物           写真—バイオスフェア・パーク商品 

  写真—広報パネル 

  
 写真—結婚式に向かう村人たち        写真—村の教会 
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 写真—村のバイオマスボイラー 

 

 

（４）自動車のない、安全な環境共生型の保養地づくり 
    —アルパイン・パール（Alpine Pearls）の代表例— 
             ―シャモア（イタリア・ヴァッレ・ダオスタ州）— 
 
１）概要 
マッターホルンの東側に位置する人口 95 人の村で、６つの集落から成り立っている。

酪農を中心とする村であったが、50 年に初めてリフトが出来、現在では、標高 1800m
～2500ｍの間に 3 本の索道が整備されている。住民・観光客の交通手段として利用さ

れている。 
観光施設として、３つ星ホテル、１つ星ホテルが各１つのほか、賃貸部屋等が 200

ベッドある。遊休ホテルは３つあり、新たに 200 ベッドを増やすかどうか悩んでいる。 
 
２）「自動車のない村づくり」 

1950 年まではシャモアには自動車道路がなかった。50 年に索道が出来、これが住民

の足となった。20 年後に索道の更新時期を迎え、住民投票によって自動車道路の整備

よりもリフトを「足」とすることが決定され、今日に至っている。 
シャモア村内の農家はトラクターを持っているものもいるが、村は電気自動車、トラ

クターのレンタル事業を 3 年前からやっている。また、救急車も持っている。 
緊急の場合、州のヘリコプターによる輸送を行う。その他の場合は、日中ではリフト

を利用して下に降り、そこから車で病院に行く。夜間はリフトを利用するか、補助道路

を利用する。 
 
３）コミュニティ生活 
転入者、転出者もなく、自然減の状況である。外から観光施設に雇用される場合でも

定住しない。別荘などの希望者で、慎ましやかな態度で住民と付き合う人は時間ととも

に受け入れられ、定住するケースもある。 
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住民の 80％は観光、20％は公務員+農業である。ヴァッレ・ダオスタ州では、10 年

前から自然保全のために農業を支援している。また、公務員も地域雇用に必要である。 
リフトは水力発電、観光施設・家庭の燃料は LP ガスである。廃棄物は、プラスティ

ック、ビン、一般ごみとして分別し、谷毎に集めて、貨物用リフトで下ろし、州の処理

場に持っていく。 
 
４）評価ポイント 
・崖の上にあるという逆境を逆手にとって、「自動車のないまち」（自動車が入れる道の

ないまち）をアピールポイントにして、自動車がなく、自然環境が保全され、子ども

や老人にとって安全なまちとしての観光地化に成功している。 
・道路を造らないという不便を克服し、環境共生を打ち出した村づくりを行うというこ

との住民合意を取り付けた行政の手腕。 
 
 図表―６ シャモアの位置 

★

シャモア 

 写真—日常生活の足となるロープウェイ 
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写真—自動車のない村 

 

 

（５）PPP（Public Private Partnership）=官民連携による地域開発 
 —セント・ヴィンセント・テルメ総合再開発計画(セント･ヴィンセント･ヴァッレ･ダオスタ州)— 

 
１）概要 
セント・ヴィンセントは、ヴァッレ・ダオスタ州の玄関口に位置する。1400 年に温

泉が発見され、1770 年には科学的効能が発表された。19 世紀半ばから、リバティ様式

の温泉施設（飲泉）、ホテルの整備がなされ、1960 年代から新温泉施設（飲泉、吸入が

中心）、カジノ、ホテルが整備され、現在でも、療養的利用が行われている。温泉施設

とカジノはヨーロッパの温泉保養地の定番であるが、客層は全く分かれ、双方を利用す

るものは少数であるとのこと。 
 
２）再開発計画 
現在、新旧の温泉施設（丘上）と隣接するホテル（丘下）を一体化して、PPP によ

る、約５ha の総合再開発計画が進められている。この計画では形成外科を中心とした

療養施設とし、２年後には施設の一部完成を予定している。 
現在、町当局による企画設計は終了し、次年度までに民間事業者との調整を行うもの

としている。 
 
３）評価ポイント 
・オーストリアのバート・ガスタインと同じように歴史ある保養地として発展してきた

町で、温泉施設を中心に、ホテル、コンベンションセンター、カジノ、ショッピング

施設などや公園、緑地を総合的に配置しているため、美しい景観のまちづくりに成功

している。 
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・古くから、温泉の効能の研究が行なわれており、温泉療養施設として定着している。 
・行政が意欲的に時代への対応を行おうとしており、民間活力を活用して、テルメをリ

ニューアルして、新しいまちづくりに取り組もうとしている点。 
 

図表―７ セント・ヴィンセントの位置 

 
 
 
 
 
 写真—まちの景観 三角屋根の建物が市庁舎 

 

★

セント・ヴィンセント 

  
 写真—テルメの入り口・外観       写真—テルメの受付・ロビー 
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 写真—テルメ内のレストラン        写真—市街景観 

 
 
（６）観光関連人材の育成 
 —ヴァッレ・ダオスタ州立観光専門学校(セント・ヴィンセント・ヴァッレ・ダオスタ州)— 

 
１）概要 
観光専門学校は平野部に立地していた紡績工場を再利用し、2002 年に整備された施

設である。イタリアの大学の観光学部・学科では、理論的な授業が行われているが、当

校は観光に不可欠な料理専門の学校として構想された。構想立案者はセント・ヴィンセ

ントの温泉施設支配人で、現在、副学長と温泉施設支配人を兼務している。 
中学卒業生を対象にした 5 年間の課程で、修了者は短大卒業の資格が取れる。大学に

進むことも可能。 
毎年 50 人募集（現在の在校生は 200 人で教育スタッフは 50 人と恵まれている）。今

年度に第 1 期生が卒業したが、観光分野には２割程度で大部分はその他の就業で、大学

に進学するものもいる。なお、就職先はヴァッレ・ダオスタ州内が大半を占める。 
   

２）カリキュラム 
調理（肉、魚、野菜、パティシエ他）の実習を中心とした実践指導が中心である。学

校は講義棟、研究棟の２つに分かれその間に食堂とエントランスホールがある。研究棟

は調理実習施設である。実習室は、教官、各学生の調理台にコンピューターが置かれ、

教官のレシピ、調理法が瞬時に見ることが出来るよう情報化されている。講義室も同様

である。食堂は一般の食事のほか、配膳マナー、試食などの実習にも利用される。質の

高い食材も用いており、食材などの実習費用については州政府によってまかなわれてい

る。 
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３）評価ポイント 
・州内のサービス産業を支援するための人材教育機関が州独自の力で作られていること。 
・学校の教育レベルは高く、ほとんど州内に就職するために、州のサービス産業全体の

クォリティ・アップに貢献している。 
 
図表―８ セント・ヴィンセント（州立観光専門学校）の位置 

★

セント・ヴィンセント 

  
  写真—専門学校の入り口付近       写真—食堂兼実習室 

  
   写真—教室内            写真―指導者の調理場 
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（７）ウェルネスとビジネスの融合 
  —ホテル・モンブラン・ビレッジ（ラ・サール・ヴァッレ・ダオスタ州）— 
 
１）概要 
ホテル・モンブラン・ビレッジは小さな山村のコテージのように、石と木で建てられ

ている。それはアオスタ渓谷のラ・サール近くにあり、地域内の重要な目的地に至るた

めの理想的な起点に位置する。51 室のうち、4 室はバリアフリーである。エレガント

で快適な環境が、客を歓待してくれる。２６のジュニア・スイートはモンブランの眺望

ができるほか、TV、ミニバーなどハイレベルの調度が完備している。ホテル面積の６

０％はパブリック・スペースで、客室は４０％を占めている４３の従業員がレセプショ

ン、バー、ウェルネス・センター、レストラン、管理・技術部門に配置されている。そ

の詳細は以下の通りである。 
１支配人、７レセプション係、12 厨房関係、４ウェルネス・センター、２バー、１

管理、1 技術、8 レストラン、７客室スタッフの継続教育は支配人および個々の部門マ

ネージャーの責務である。ホテルは 1995 年に当時の所有者 Paolo Jaccod によって建

設された。2004 年に Jaccod は、その時まで外部の事業者により運営されていたホテル

の経営を引きうけ、客室の修繕とスパ部門の新設に投資した。モンブラン･ビレッジ･

ホテルはラ・サールの唯一の４星ホテルである。４星ホテルの競争はクールマイヨール

で見られ、そこには６つの４星ホテルがある。ホテルとプレサン･ディディオール･テル

メとの間には協定があり、ホテル宿泊客は 10%の割引がある。 
 

２）ホテル・プロダクツ 
モンブラン・ビレッジは宿泊と自然、レクリエーション、スポーツ、観光を組み合わ

せている。屋外プールとウェルネス・センターはフィットネスと休養に特化した場所で

ある。改修され、拡大されたスパは、レセプション、ジャグジー付の屋内プール、蒸気

サウナ、発汗サウナ、屋外プール、渦流プール、洞窟通路を持ち、屋内、屋外プールは

多様な療法室（男女のエステ等）と結びついている。 
Rimini rock、Sport Arredo、Starpool und Idrogerma はイタリアのウェルネス・プ

ロダクツにとって重要な企業で、ホテルの納入者となっている。モンブラン・ビレッジ

はウェルネスとビジネスツーリズム、コングレスツーリズムを結合することを狙ってい

る。ホテルには様々な会議室があり、150 人まで収容可能である。 
加えて、レジャー室、図書室、大きなホアイエがある。こうした場所によって、「ウ

ェルネスと幸せ」が伝わる特殊な雰囲気がもたらされる。2006 年には 12,355 人の宿泊

客があり、イタリア人は８０％を占めている。 
ホテルには２つのレストランがある。モンブランを眺望できる「La Fenetre」と 

厳しい要求に対応できる「La Cassolette」である。 
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３）評価ポイント 
・ウェルネス・ホテルとしてのハイグレードな環境づくりと保養と運動の両面のプログ

ラム作りに成功している。 
・ラグジュアリーホテルとしてのサービスグレードが維持されている。 
・ウェルネス需要とビジネス需要の結合に成功している点。 
 

図表―９ ラ・サール（ホテル・モンブラン・ヴィレッジ）の位置 

★

ラ・サール 

  
 写真—ホテルの庭           写真—プール＆ジャグジー 

  
 写真—ホテルの入り口   写真—ホテル内レストラン 
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（８）観光地域の再生可能エネルギーの導入 
   —木質バイオマス・ボイラー施設（モルジェ・ヴァッレ・ダオスタ州）— 
 
１）経緯 
ヴァッレ・ダオスタ州の重点政策は文化、技術、エネルギー、観光である。州の電力

は水力でまかなわれ、他州に売電しているが、将来を見越して、再生可能エネルギー、

特にソーラー発電に着目している。 
省エネについては、ボルツァーノなどが省エネ住宅を研究している。ボルツァーノの

住宅は比較的現代的であるが、ヴァッレ・ダオスタ州では文化が 優先されているため、

現代的な住宅を建設することが難しい。バイオマス・ボイラー地域暖房施設は、ヴァッ

レ・ダオスタ州の初めての試みである。 
 
２）施設概要 
モルジェ町（人口 1000 人、200 世帯）の学校、診療施設、集会施設等が集中した地

区にある。ボイラー施設は新旧 2 つの設備があり、日に 10 トン、年平均 10,000 トン

を利用し、モルジェの全世帯に給湯している。間伐材、端材、家庭の剪定材など州内の

木質廃棄物を利用。これらの集材場は別の敷地にある。 
配管には水、温水の２つのパイプがあり、家庭や事業所で温度差発電が行えるような

用意もなされている。 
  
３）評価ポイント 
・州と町が独自に開発して、歴史的な景観・町並みを保存することと環境保全（再生エ

ネルギー施設開発とエネルギー供給）を両立させている。 
・伝統的な暮らしのあり方と新しい時代対応の政策がうまく調和されている。 
 
図表―10 モルジェの位置 

★

モルジェ 
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 写真—まちの中 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真—バイオマス・ボイラー施設    写真—施設の中 
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３．日本のウェルネス観光の状況 

日本においては、ヨーロッパでいう「ウェルネスツーリズム」の概念は、「ヘルスツ

ーリズム」と言い換えられて使われている。近年、健康意識の高まりと共に、国が推進

する「ニューツーリズム」の一つとして、「文化観光」「エコツーリズム」「グリーンツ

ーリズム」と共に注目されている。そのことの反映として、現在、旅行目的に「メタボ

解消」や「癒し」、「健康増進効果」を求めて、そのような内容を盛り込んだツアーが盛

んになってきている。 
JTB 関連のヘルスツーリズム研究所では、潜在市場規模を４兆１３００億円と試算

している。また、ヘルスツーリズム研究所の０７年度の調査によれば、健康をテーマに

した観光・地域活性化事業は全国で２３１カ所で行われているという。 
 
（１）「ヘルスツーリズム」の定義 
２００７年６月に発表された「観光立国推進基本計画」（国土交通省）によると、「ヘ

ルスツーリズムとは、自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料

理を味わい、心身ともに癒され、健康を回復・増進・保持する新しい観光形態であり、

医療に近いものからレジャーに近いものまで様々なものが含まれる。旅行の健康への効

果・影響の医学的かつ実証的な解明を進めるとともに、それらを含めた旅行中の感染症

等への医学的対応等について、一般旅行者や旅行業者の知識を向上させる。」とある。 
 
また、「ヘルスツーリズム検討委員会」による定義では、「ヘルスツーリズムは、自己

の自由裁量時間の中で、日常生活圏を離れて、主として特定地域に滞在し、医学的な根

拠に基づく健康回復・維持・増進につながり、かつ、楽しみの要素がある非日常的な体

験、あるいは異日常的な体験を行い、必ず居住地に帰ってくる活動である。」としてい

る。 
 
これらは、まさにヨーロッパでいう「ウェルネスツーリズム」の概念とほぼ同じ内容

といえる。旅行の形態は、ウェルネスツーリズムと同じように様々な形があるが、日本

型のヘルスツーリズムの分類をヘルスツーリズム研究所の作成したマトリックスを参

考に表示してみると以下のようになる。 
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図表―１１ 日本型ヘルスツーリズムの分類 

健 康

マス型

医 療

オーダーメイド型 

治療・改善型 

糖尿病食改善 

アトピー性皮膚炎緩和

介護・重度治療型

人工透析 

ソラリア療法 

 

療養・回復・予防型 
温泉療養、生活習慣病予防、花粉症緩和 

IT 活用による健康増進・管理型 

e-ヘルスプロモーション旅行 

美容・痩身・禁煙などの健康増進型

断食道場、医食同源旅行、禁煙訓練 

ストレス解消・美容 
健康増進＆レジャー型 
 エステ、冷え性改善  

精神的健康感追求・ファッション型

LOHAS 的旅行、スローフード旅行 

スピリチュアル的旅行—癒し、精神世界

 

 

レジャー、体力増強、健康増進型

 自然体験、リフレッシュ・ゴルフ 

 ヨガレッスン、農業体験旅行  

         （資料）「JTB ヘルスツーリズムの現状と展望」ヘルスツーリズム研究所 

 
（２）「ヘルスツーリズム」の現状 

近年、ヘルスツーリズムに関連する動きが活発化している。 
・０５年１１月 JTB がヘルスツーリズム研究所を設立 
・０６年１１月 国土交通省、ヘルスツーリズム・シンポジウム開催 
・（社）日本観光協会、ヘルスツーリズム検討委員会を実施し、「ヘルスツーリズムの推

進に向けて」報告書作成 
・０７年２月 JTB ヘルスツーリズム研究所主催の「ヘルスツーリズム進行研究会」

が「特別非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構」として内閣府より認証され

る 
・０７年６月 国土交通省「観光立国推進基本計画」の中でヘルスツーリズムについて

触れる 
・０７年８月 国土交通省 「ニューツーリズム創出・流通促進事業」の実証実験 
 
先に述べたように、健康をテーマとした観光・地域活性化は官民合わせて２３０カ所

に及んでおり、また、 近では、増加傾向にあることがわかっている。このようにヘル
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スツーリズムをコンセプトとした活動が全国各地で行われるようになれば、日本人の健

康増進に寄与するだけでなく、都市と地域の交流が行われ、地域の格差是正や地域の活

性化にも寄与することに繋がってくることが期待される。 
 
ヘルスツーリズム研究所調べによると、現在進行中のヘルスツーリズムのコンセプ

トは以下のようになる。 
・温泉（温泉療法） 
・運動 
  ウォーキング、ハイキング、トレッキング 
  運動、体操、トレーニング、ヨガ、太極拳 
  水中運動、水中トレーニング、マリンスポーツ 
  リハビリ 
・食 
  ヘルシーメニュー（低カロリー食、健康食、自然食、マクロビ料理等） 
  薬膳（医食同源、和漢食療法、薬草弁当等） 
  地元料理（山菜料理等） 
・健康診断 
  PET、人間ドック、脳ドック 
  生活習慣病、メタボリック改善 
  健康チェック、健康相談、健康アドバイス等 
・転地療養 
  花粉症、アレルギー、アトピー 
  メンタルヘルス、ストレス緩和、リラクゼーション 
・森林浴・自然体験 
  森林浴（森林セラピー） 
  自然体験（グリーンツーリズム） 
・美容 
  タラソテラピー 
  エステティック、スパ、アロマテラピー、マッサージ 
  アンチエイジング 
  ダイエット、ファスティング 
・教育 
  講座・講演会（講習会、セミナー、料理教室） 
  人材教育講座 
・アニマルセラピー 
  ドルフィン・セラピー 
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・バリアフリー 
・その他（お笑い、睡眠ドック、脳トレーニング、アート、文化観光） 
 

（資料）「JTB ヘルスツーリズムの現状と展望」 ヘルスツーリズム研究所 

 
（３）ケース・スタディ 
１）草津・群馬県—「時代に対応した温泉保養地づくり」 
   「温泉と高原、文化とスポーツの国際温泉リゾートづくり構想」（草津町） 
 ① 概要 

草津町は町民の８９％が観光サービス業を中心とした第三次産業に従事していると

いう文字通り「観光のまち」となっている。町は温泉街の「クラシック草津」と高原地

帯の「ニュー草津」からなり、これらのエリアの中に、ホテル、旅館、ペンション、民

宿等の宿泊施設が約２００軒ある。このほかに、リゾートマンョン、寮、保養所などが

あり、草津町の宿泊可能人数は 20,000 人規模となっている。 
（住民は 7,500 人） 

  
―観光施設・資源— 
（温泉関連） 

湯畑、共同浴場、ベルツ温泉センター、和風村、大滝の湯（立ち寄り湯）、西の河

原、西の河原露天風呂、草津町温泉資料館、草津ビッグバス、テルメテルメ、草津熱

帯園、温泉館、片岡鶴太郎美術館、熱の湯「湯もみと踊り」などの他、飲食店、遊技

店、土産物屋、マッサージ店、芸妓・コンパニオン・芸能ショウなどのサービス業 
（高原関連） 

白根山、弓池、殺生河原、常布の滝、湯釜、鏡池、白根火山ロープウェイ、高山植

物資料館、草津ビジターセンター、志賀草津高原ルート、芳ヶ平、草津国際スキー場、

天狗山プレイゾーン、草津高原ゴルフ場、草津カントリークラブ、天狗山テニスコー

ト、音楽の森国際コンサートホール、道の駅など、スポーツ・イベントー「ツール・

ド・草津」「日本ロマンチック街道・ステッカー・ラリー」「草津温泉サッカー・フェ

スティバル」「ハイキング in 草津」「草津高原 MTB フェスタ」「草津国際スキー場ク

リスマスイベント／ひな祭りイベント」「草津よいとーこ・ツーデーウォーク」 
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（文化関連） 
草津音楽の森国際コンサートホール、ベルツ記念館、草津山光泉寺（釈迦堂）、八代

将軍御汲上げの湯枠、頼朝宮、湯滝の灯籠、ベルツ・スクリバ胸像、湯もみ＋草津節、

噴火太鼓など文化イベント―「草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティバル」「草津

温泉感謝祭」「光泉寺「花まつり」」「氷室の節句」「白根神社祭礼」「星空鑑賞会」「七草

粥無料プレゼント」など 
   
 ② 動向 

草津町への入り込み客数を調べてみると、1,994 年の 308 万人（日帰り＋宿泊）をピ

ークに、その後は、２８０～９０万人と横這い状態が続いている。スキー客だけを見て

みると、１９８９年の９０万人を 後に、２０００７年には、２５万人まで落ち込んで

いる。スキー客の減少分をそのほかの旅行客で代替していることによって、全体の入り

込み客が横這い状態を維持していることになる。 
  
温泉目的の顧客は、従来型の一泊宴会型団体客は、ほぼ完全に姿を消し、個人・ファ

ミリー型のものに変化している。そのため、ホテル、旅館や民宿・ペンションなどの宿

泊業は経営が厳しくなっている。 
現在、宿泊業は二極化している。一方は、「高級割烹タイプ」で、築地亭に代表され

るように、１０室程度で、１泊２食付き、客単価４万円程度のタイプ。 
もう一方は、「完全合理化団体客対象タイプ」（大型ホテル・旅館使用、食事は外部委

託、首都圏各地からの送迎バス付きシステム）で、４人以上で、送迎バス付き、１泊２

食付き、客単価４，９８０円という「おおるりグループ」に代表されるタイプ。 
 
町としての近年の観光政策は、国土交通省の「観光立国推進基本計画（２００７年）」

にあわせて「草津観光立町宣言」を行い、基本条例を制定し、基本計画を実施している。

その一環として「ビジット・ジャパン」の補助金事業の外国人客の誘致を目的とした「イ

ンバウンド政策」を進めている。具体的には、香港、台湾、韓国、オーストリア、ハワ

イ、シンガポールなどへの「誘客キャンペーン」の実施（トレードショウ出展、対ツー

リスト、対メディア）や受け入れ体制の整備（サイン、パンフレットの各国語対応、「も

てなし講座」実施）、また、ヨーロッパとの「スキーリゾート交流」「温泉文化交流」を

行っている。 
更に、「健康・環境観光の推進」として、「健康づくり大学」を開催し、健康相談、体

操・ウォーキング等の指導、健康食提供プログラム実施、草津の伝統的入浴法「湯もみ」

「湯時間」などの教育等を行った。また、民間活力開発機構による「健康づくり滞在プ

ログラム−ゆったり源泉めぐり」「山と高原−ゆったりウォーキング」事業を実施した。

更に、健康旅行として、伝統的湯治「草津の時間湯」の入門体験「からだにやさしい旅」
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を実施。その後、美容、気功、自然環境の中での癒しなどをテーマとした旅行企画を検

討。 近では、温泉旅館組合が中心となって、手ぬぐい一本で行う「健康体操」を開発

し、PR している。 
そして、草津町と日本温泉地域学会と共同で、２００７年に、観光・保養温泉地域の

発展・活性化に寄与する人材を育成することを目的として、「温泉観光士」養成講座を

開催した。 
 
環境共生政策として特徴的なものは、従来の地熱を利用した発電事業は、採算・技術

面で問題があったため中止となり、それに変わって、９５度の温泉を利用した熱交換機

による町内への温水配給事業がある。町内の２０００世帯以上に、６０度の温水供給と

５５度の温泉供給により、大幅な CO2 削減を実現している。 
以上のように、ベースとなる温泉の魅力に高原のさわやかな気候、スポーツに適した

自然環境が加わり、更に、保養地に集った武将や学者、文人墨客によって培われた温泉

文化を融合することによって、一次、二次、三次産業が協業する形で、草津の観光プロ

ダクトづくりが行われている。 
つまり、観光産業を軸とした１次、２次、３次産業の協業化、合同化の試みや行政と

一体となった取り組みが行われている。また、新たなターゲットのニーズに応えるため

の健康や自然との共生などを軸としたプログラムづくりも行われてきている。更に、ソ

フトの質の向上と質のレベル維持のための教育や資格などの認証制度のトライアルも

すでに行われてきている。 
欠けているのは、これらの試みが持続的に発展して行くための産官学の連携力や持続

力を担保する地域の経済的・財政的な自立力と中央に依存しない自主独立的でローカル

な精神力の問題ではないだろうか。 
 

 写真—草津町役場 
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  写真—湯畑                  写真—まち並み 

 

  
  写真—温泉浄化施設           写真—中沢ヴィレッジ 

 
 

２）いわき市・福島県—「人材開発と健康プログラム開発による温泉地の活性化」 
      「健康と癒しの温泉地創設事業」（いわき湯本温泉旅館協同組合） 
 ① 概要 

いわき湯本温泉は効能豊かな温泉として知られているが、 盛期の１９９６年には３

５万人もの宿泊客があったが、２００６年には、宿泊客が２９万人にまで落ち込んでし

まった。その主要な原因は、温泉旅行の典型的なパターンであった「男性客・団体・１

泊・宴会」型の顧客の激減にあった。 
いわき湯本温泉旅館協同組合は、従来型の団体・宴会用の温泉地のイメージを脱却し、

健康保養型温泉地への転換を図るために、２００７年に経済産業省補助事業として、本

事業をスタートさせた。事業の主旨は、「健康増進と癒しを中心にしたリピート型短期

滞在」を目指すというものであった。 
その計画の柱となる構想が、「バルネオセラピスト（温泉保養士）」＊を活用したいわ
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き湯本温泉の特徴を生かした「バルネオプログラム（健康プログラム）」の開発計画で

ある。 
    
＊ バルネオセラピストとは、温泉医学、予防医学に基づき、温泉の持つ保健的機

能を引き出す知識、技術を習得し、温泉療法を活用した健康づくりを安全かつ適

切にアドバイスできる人材のこと。いわき湯本温泉ではこれまでに２００人のバ

ルネオセラピストを養成している。 
 
 ② 具体的な事業内容 
・いわき湯本温泉旅館協同組合の実行組織設定 

事業の実施体制づくりと取り組み 
・顧客ニーズ調査 

イベント「いわきフラオンパク」＊に集まる顧客を対象に調査を実施。（２００８

年１〜３月）いわき湯本温泉、バルネオセラピスト、バルネオプログラムなどへの要

望を把握するために実施。 
 

＊ 第一回を２００８年１月〜３月に実施。いわき市やいわき湯本温泉旅館協同組

合などが協同で実施し、映画「フラガール」をテーマとして、映画を成功に導い

た地域の振興に結びつけることを企画。いわき湯本温泉を中心としたいわき市内

を舞台に、各種施設を利用した体験、自然散策ツアー、イベント、教室、ガイド

ツアーなどを集中的に開催し、観光集客につなげることを目指す。観光従事者、

行政、観光物産協会、大型レジャー施設（スパリゾート・ハワイアンズ）等が連

携して実施。 
 
・バルネオセラピストの定期的養成 

日本温泉保養士協会が中心となって実施。 
・バルネオセラピストのレベルアップ 

「顧客ニーズ調査」の結果を反映するとともに新たに健康・温泉をテーマとして開

発されたプログラムを身につけるためのテキストを作成し、レベルアップ講習会で、

コミュニケーションスキルや顧客対応力向上なども含めた教育、トレーニングを行う。 
―新たなプログラム例― 
「フラ＆体操」「メンタルケア」「薬膳料理＆病人食」「自然療法」など 

・プチ・バルネオマイスター養成カリキュラムの開発 
プチ・バルオネマイスターとは顧客にミニ講座を受けてもらい、受講者を認定する

制度で、特にリピーター需要を開発するためにおこなう。理学療法や食事療法などを

含めたカリキュラム（テキスト）を開発し、１０回のミニ講習会＋３回の実習で指導
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する。講義終了後、審査の上、資格を認定する。 
・地域の観光資源、産業との協業によるプログラム開発 

市内の観光施設との連携によって、地元の観光資源を検証して、新たな観光メニュ

ーの開発を行う。 
―連携組織― 
遠野産業振興事業協同組合、スパリゾート・ハワイアンズ、ふくしま海洋科学館「ア

クアマリンふくしま」など 
・バルネオプログラム（健康プログラム）の開発 

いわき湯本温泉の特色を生かした温泉保養のあり方を強化するためのプログラム

開発を行う。テーマは「温楽（おんがく）保養」で、フラダンスと健康体操と社会交

流とを結びつけて、健康増進プログラムとしたもの。 
「温泉療法」としては、市内の健康・福祉・医療施設（いわき市健康福祉プラザい

わきゆったり館、いわき市常磐病院、いわき市総合保険福祉センターなど）と連携し

て「温泉健康増進診断の開発」や「温泉健康増進事例調査」などにより、医療的な背

景説明ができるものの開発を目指す。 
「温楽保養」としては、映画で有名になったフラダンスの知名度を活かした、また、

スパリゾート・ハワイアンズのフラダンス指導者の人材を活かしたメニュー開発を行

う。 
・バルネオキットの企画・開発 

顧客用に開発した、入浴時に使う健康増進用品をセットにしたもの。温泉健康増進

記録ノートなどと組み合わせ、健康増進の指導を受けやすくするなどの工夫がなされ

ている。 
・バルネオポイントシステム（温泉通貨）の開発 

顧客の滞在がよりいっそう楽しくなるように、メニュー利用毎にポイントがもらえ、

貯まったポイント数に応じて、プログラムの開発・運営に参加できたり、サークルを

作って、参加できるようにしたシステム。 
・フラダンス全国大会の検討（調査事業） 

フラダンスの参加人口が増えていることを背景に、「温楽保養」の中で、フラダン

スを取り入れたり、「フラガール」での知名度の高いいわき湯本温泉でフラダンスの

全国大会の開催の可能性を視野に入れて、国内実情調査及びハワイの実態調査を行う。 
・地域の食材を活かした「健康料理」メニューの開発 

健康増進に繋がるメニューを地域の食材（こんにゃく、ヤーコンなど）を活かして、

また、市内の関係者（内郷商工会など）との連携で、開発しようとするもの。温泉と

の相乗効果研究なども行う。具体的には、医食同源の考え方に則り、温寒・五味のバ

ランスのとれた献立を中心とした食事とバルネオセラピスト指導の温泉入浴や観光

を行うメニューの開発。 
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この他に、いわき市としては、「いわき市常磐地区及び周辺地区の街づくり事業活動

と整備構想」を行っており、近年では、常磐湯本交流拠点広場「鶴のあし湯」、野口雨

情記念湯本温泉童謡館などをオープンさせている。 
    
新エネルギーシステムの開発については、いわき市は岩間町において、埋蔵量が豊富

で、価格の安定した石炭を利用した火力発電の導入のために、高効率な石炭火力発電技

術の開発＝石炭ガス化複合発電（IGCC）プロジェクトが進められている。IGCC の開

発は、国家プロジェクトとして、電力９社、電源開発（株）及び電力中央研究所の１１

法人の共同プロジェクト。現在、（株）クリーンコールパワー研究所が、商用化に向け

て、実証実験を進めている。 
 

  
写真—スパリゾート・ハワイアンズ外観   写真—スパリゾート･ハワイアンズ施設内 

 
 ３）北杜市—森林療法と科学的調査による長期滞在型ツアーの開発 
       「リトリートの杜構想」 
        
 ① 全体概要 

北杜市は八ヶ岳山麓の南斜面に位置しており、高原の冷涼な気候と長い日照時間は避

暑地として 適な土地柄となっている。人口は、2 回の合併を経て、約 5 万人、総面積

は約６００平方キロメートルと山梨県内で 大の市町村となっている。しかし、森林面

積が 76％と大半を占め、耕地面積は少ない。 
観光動向を見ると、北杜市を中心とした県域の観光客の入り込み数は県内の他地域に

比べて大きく伸びている。（県全体＝1.29 北杜市＝1.95）市内全域に、別荘地、ゴル

フ場、温泉施設が点在しており、近年は、小淵沢町にアウトレットができるなど新たな

施設も増えて、更なる入り込み客の伸びが期待されている。しかし、日帰り観光客の増

加に対して、宿泊滞在者の減少が顕著となってきている問題が生じてきている。 
宿泊客の減少は、交通網の発達により、この地域が日帰り圏内に入ってしまったこと
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と冬場のスキー客などの観光客の減少が影響している。そのため、少子高齢化の流れが

加速する中で、北杜市として、高齢者層を中心にした宿泊客を受け入れる体制、政策が

必要となってきている。 
観光資源としては、さわやかで天気のよい高原の気候、豊かな森に囲まれた自然環境、

八ヶ岳、南アルプスなどの山系を背景とした豊かな地下水や湧水、それらの自然環境を

利用・栽培・飼育している高原野菜、ブランド米、花卉、酪農などがある。また、武田

信玄ゆかりの史跡、神社仏閣など歴史遺産や絵本や童話などをテーマとした美術館やア

ートの工房やギャラリーなどの文化施設も増えてきている。 
産業の動向は、日本全国の５０％が山梨県内で取水しているミネラルウォーターが北

杜市においても主要産業となっている。また、豊かな水を求めて、食品加工業や化粧品

会社の進出も目立ってきている。1998 年に本社を小淵沢に移した化粧品会社の（株）

アルソア本社は経営理念である「心・体・肌の健康づくり」を具体化したマクロビオテ

ックをベースとした「食」のプログラム、スパを駆使したトリートメントを中心とする

「美」のプログラム、アウトドアのアクティビティとエクササイズによる「動」のプロ

グラムを事業展開している。 
 
 ②「長期滞在型リトリートの杜事業」（北杜市） 
・目的 

日帰り観光客が増加する一方で、宿泊滞在客が減少していることに歯止めをかける

ために、新たな長期滞在型の保養地としての転換・整備をはかる。 
・事業内容 

「自分らしい上質な時間や、ひとときの癒しの空間＝『リトリート』」を提供する

ため、「長期滞在型リトリートの杜」を北杜市は宣言。暮らす感覚で地域とコミュニ

ケーションできる滞在プランの提供に向け、コンソーシアム（事業共同体）の組織づ

くりや滞在期間中の行動をコーディネートする地域コンシェルジェの育成を目指す。 
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（資料）「長期滞在型リトリートの杜」宣言  

 

  —豊かな自然の中で自分らしさを取り戻す ロングステイー 
 北杜市は、日本を代表する美しい山々を有し、高原性のさわやかな気候の中で、日本

一の日照時間や清らかで豊富な名水などの豊かな自然環境を誇り、「人と自然と文化が躍

動する環境創造都市」を目指しています。 
 ときには「ひと休み」も必要な若年世代や、もう「ひと花」咲かせたい元気な団塊の

世代の多くは、都会の砂漠を離れ、豊かな自然の中に長期滞在しながら、心身をリフレ

ッシュできる環境を求めています。 
 北杜市は、自然を活かした森林療法／温泉セラピー・農林業体験などができる環境に

恵まれ、又、多くの芸術・文化施設があり、人と自然と文化に触れ合いながら人生の幅

を広げ、明日への活力を蓄えられる地域であります。 
 恵まれたさまざまな地域資源を活かした「自分らしい上質な時間や、ひとときの癒し

の空間＝リトリート」を創出し、提供する姿勢を内外に強くアピールするため、ここに

「長期滞在型リトリートの杜」を宣言します。 
                        平成 19 年 6 月 2 日  北杜市 

・背景—山梨県の森林空間を活用した健康プログラムの提供 
林野庁の「高齢化社会における森林空間の利用に関する調査」（2001~2002 年）、「森

林の健康と癒し効果に関する科学的実証調査」（2003 年）、2004 年 3 月から始まった

産官学の有識者による「森林セラピー研究会」での、森林療法に関する具体的な調査

研究や森林療法の実践にかかる諸条件の検討整備、広報活動を受け、山梨県は、2005
年 8 月以降、「山梨県森林セラピー研究会」を開催し、県有林を中心とした森林浴コ

ース、森林公園、「森林文化の森」などの活用と推進方法の検討を始めた。その結果、

県内各地で多くの企画が実施された。 
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図表―１２ 森林空間を活用した健康プログラム事例  （山梨綜合研究所調べ）   

団体名 期間 特徴 誘客・提携 実績 

（財）キープ協会 1 泊 2 日 
医療スタッフの参加 
自律神経の測定・医師との相談 
6 つのトレイルを用いたハイキング 

赤坂溜池クリニ

ックと提携 
05.7 から 11 回 

みずがき山ふるさと 
振興財団 

日帰り～

2 泊 3 日 
温泉・運動・食事の組み合わせ JR 東日本と提携 05年から 10回 

小菅村エコセラピー

研究会 
日帰り 

子どもから大人まで家族一緒の参加

が可能な森体験プログラム 
主として隣接市

町村 
05 年から 6 回 

三富森林セラピー 
研究会 

1 泊 2 日 
医師による健康相談・健康チェックと

森の散策 

モニターツアー

として実施 
主として県民 

06 年から 2 回 

森林療法研究会 
山梨支部 

日帰り 
森林ウォーキングと生活習慣病予防

のための食事 
主として県民 07.4 から 4 回 

NPO 法人 MAP 日帰り 
ノルディックウォーキング中心のプ

ログラム、予防医学的検査で実証 
主として県民 07.4 から 8 回 

 
このように、県と市町村が一体となり、また、「山梨県環境科学研究所」の調査結果

をバックボーンとして、「山梨県森林環境部」や大学、医療機関、民間企業、NPO が 連
携し合うことによって行われてきた、山梨県特有の、特に、森林を活かした健康サービ

スプログラムの展開が、「長期滞在型のリトリート」づくりを現実のものにしている。 
 
北杜市では、「環境日本一の潤いの杜づくり」を目指して、環境政策にも積極的に取

り組んでいる。また、エネルギー政策も環境に配慮した持続可能なエネルギーの開発を

行っている。主力は水力発電で、川俣川から取水している村山六ヶ村堰を活用した発電

は、月間 15 万ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰとなっている。又、日照時間日本一ということで、国の「大規

模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」地域に認定されている。また、森林バ

イオマス利用の発電への取り組みも始まっている。 

    
写真—アルソア本社          写真—スパ−トリートメント施設 
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写真—ウェルネス関連商品 

 写真—ウェルネス関連商品   

  

 写真—富士山と森              写真—南アルプスの景観と森 

 
 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 ４）新潟県—健康クラスター開発による県内産業の活性化 
       「健康ビジネス連峰構想」（新潟県） 
 ① 概要 

新潟県は、県経済をより付加価値の高い産業に転換するための基本戦略として、健

康・福祉・医療に関連する新産業おこしに向けたビジョン「健康・福祉・医療新産業ビ

ジョン〜健康ビジネス連峰構想〜」を 2006 年から着手した。 
「健康・福祉・医療」関連ビジネスは、21 世紀の消費者の 大のニーズである「健

康ニーズ」を背景として、農林水産業から、観光産業、機械工業、サービス産業、建設

業、IT 産業など、あらゆる分野で取り組みが可能なテーマで、イノベーションを起こ

せる横断的な産業の固まりである、としている。 
・目的 

県の経済を、多くの利益が大都市、大企業に吸収されてしまう下請的構造から、付

加価値を高め、利益を自ら享受できる自立型の構造に転換するために、イノベーショ

ン促進のための事業環境整備モデルを、「健康・福祉・医療関連産業」をテーマに構

築する。 
・ビジョンの目指すところ＝「健康ビジネス連峰」の形成 

「人々がいきいき・はつらつ・長生きするための「健康・福祉・医療」に関わる多

様なニーズに応じた多彩なビジネスの先駆的取り組みが、新潟県のあらゆる産業で輩

出され、互いに連携し合うことで業界の頂上を形成する。広大な県内産業の裾野は、

県内の雇用を増やし県 GDP を上昇させ県民の暮らしと税収基盤を豊かにさせる。」 
「健康ビジネスが盛んになることでそれを享受する県民の健康も増進し、病気が減少、

新潟県が日本一長寿で住みよい郷土に変わることの一環をなす。」 
「健康・福祉・医療新産業の育成・振興を通じて、県民が産業面でも福祉面でも幸せ

になれる「健康ビジネス連峰」の形成を目指す。」 
・ビジョンの展開 

健康・福祉・医療新産業は、多様な健康ニーズに対して、様々な産業が連携し合っ

て解決策を提示できる産業群であり、そのビジネスモデルは多種多様となる。 
県内の様々な分野で、「健康ニーズ」を吸い上げ、健康・福祉・医療をテーマとし

た商品・サービスの新規事業に挑戦し、イノベーションをおこし、県内各産業の再生

につなげる。 
行政は、健康・福祉・医療新産業関連の育成・振興ビジョンを示し、県内企業、県

外大手企業、海外企業、大学や NPO などと連携し、イノベーションを起こす「場づ

くり」を支援する。 
県の福祉保健部で策定している「健康福祉ビジョン」とも連携するとともに、同部

における一連の事業から県民のニーズを把握し、産業側に伝え、福祉の向上と産業が

一体となった取り組みを展開する。 
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・具体的な施策—2006 年度事業費 3．8 億円（県負担分 1.1 億円） 
—いきいき健康ビジネス創出事業  32 百万円 
（地域の取り組み費や商品・サービスの開発費援助） 

—医療産業創造プロジェクト事業  12 百万円 
（テーラーメード医療対応の機器・技術の開発） 

—心と体のリフレッシュ観光推進事業  6 百万円 
（観光資源の開発費支援） 

—生活習慣病予防対策推進事業  10 百万円 
（食育、運動習慣の普及、たばこ対策費） 

—にいがた「交流で元気」サポート事業  30 百万円 
（田園風景、農村生活、郷土・伝統料理等の地域資源を活かした新規ビジネスの創

出費＝グリーンツーリズムの推進） 
—県産農産物加工供給拡大支援事業  3 百万円 
（地場産ブランドの確立支援） 

—農業総合研究所における健康・食品関連の研究  4 百万円 
（機能性食品の開発研究） 

—建設業活性化支援事業   9 百万円 
（新聞や・新市場への進出、企業統合に関わる経費の一部を支援） 

・体制の整備 
横断的な関連部局長が参加する「健康ビジネス連峰構想推進会議」を設置、また、

産業労働部内に、当該構想推進の窓口部局を設け、庁内関連部局や地域振興局、市町

村、にいがた産業創造機構などとの連携を強化。県内でのこの分野に取り組む企業を

明らかにし、活性化されることを通じて、こうした企業とパートナーを組もうとする

県外の大手企業の進出する環境の整備を行う。 
 
 ②「健康ビジネス連峰 三つ星ビジネスモデル」 

新潟県では、2006 年に制定した「健康ビジネス連峰構想」の展開実施事例の中から、

健康ビジネスの参考・規範となる事例を「三つ星モデル」として、2008 年 7 月に 27
件（ものづくり型—8 件、食品型—6 件、サービス型—6 件、健康ツアー型—6 件、複

合型—1 件）選定した。 
・ものづくり型 

—高齢者の下肢筋力の維持・改善に有効な脚トレーニング器の開発 
竹井機器工業（株）（新潟市） 

—医療機器等のチタン部品における前加工の事業化 
（有）長谷川挽物（燕市） 

—車輪開閉型車椅子の開発（輪助） 
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越後工業（株）（出雲崎市） 
—高齢者向け口腔機能測定器の開発（健口くん） 
（財）新潟県歯科保健協会（新潟市） 

—歯や歯茎を傷つけないソフトスプーンの開発（パステル） 
（株）コラボ（燕市） 

—極少量ずつ注げる健康醤油さしの開発（ポッタン） 
小林樹脂工業（株）（三条市） 

—医療機関等と連携した医療機器の開発 
ケイセイ医科工業（株）新潟工場（燕市） 

—医療用低周波治療器の開発 
（株）テクノリンク（新潟市） 

・食品型 
—地域の大学、医療機関と連携した機能性食品の開発 

（有）ライフプロモート（新潟市） 
—休耕田を活用した「どじょう」の養殖による総合的健康関連ビジネスの創出（雪国

どじょう） 
（株）アルゴス（妙高市） 

—微細製粉技術によるミックス米粉の開発（カンタン米粉ミックスきらゆき） 
新潟製粉（株）（胎内市） 

—高齢者向け乳化すり身食品の開発（とろけるお魚） 
新潟県蒲鉾組合（新潟市） 

—高齢者等の被災弱者向け非常食の開発（レスキューフーズ やわらか食） 
ホリカフーズ（株）（魚沼市） 

—震災体験を教訓にした災害用アルファ米の開発体制の構築 
（有）エコ・ライス新潟（長岡市） 

・サービス型 
—プロスポーツチームの会員組織を活用した「アル美健康倶楽部」の運営 

（株）アルビレックス新潟（新潟市） 
—建設業者による介護付き有料老人ホームの建設・運営（つばきの郷） 
（株）笹原建設（見附市） つばきの郷（見附市） 

—健康づくり支援店の展開「新潟労災病院内 外来食堂エデン」 
新潟労災病院内 外来食堂エデン（上越市） 

—医療機関・薬局等に対する医薬品情報提供システムの開発 
（株）ブレスユー（新潟市） 
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・健康ツアー型 
—ホテルと医療機関との連携による「滞在型健康サービス」の商品化（健康増進プロ

ジェクト） 
（財）上村病院（十日町市） 

—地域の資源を活用した「楽しんで健康づくり」の商品化（魚沼ほろ酔いプロジェク

ト） 
六日町観光協会（南魚沼市） 

—薬草に着目した健康ツアー・薬膳料理・商品開発の総合展開（薬膳ツーリズム） 
新潟功測（株）（村上市） 

—首都圏の医療機関や大手旅行業と連携した健康ツアーの商品企画（魚沼ストレスフ

リーツアー） 
（企）しおざわ異業種研究会（南魚沼市） 

—森林セラピー基地を活用した大手フィットネス業との連携による健康ツアーの開

発（津南型滞在療養ツアー） 
（有）スマイルパートナーズ（津南市） 

—自然や地場産食材を活用した健康ツアーの開発 
（「うおぬま四季物語」心身リフレッシュ事業） 
魚沼市観光協会（魚沼市） 

・複合型 
—大学病院内での介護食・介護用品の試用・評価による開発体制の構築 
（食の支援ステーション） 
ホリカフーズ（株）（魚沼市） 

 
以上のように新潟県の特徴や産業資源・資産を活かした「健康・福祉・医療関連ビジ

ネス」の規範となるビジネスモデルの推奨事例を公約通り 27 件も挙げられたことは、

県の取り組みの熱意が見て取れる。 
新潟県のこの取り組みは、まさに健康ビジネス・クラスターの構築を目指したもので、

そこからのイノベーションにより、県内産業を高付加価値なものに転換しようとする戦

略展開だと思われる。その背景には、ビジョンのところに書かれているように、中央の

下請的位置づけからの脱却を目指し、地方として自主・自立の経済地盤をつくることに

よって、健康で豊かな県を目指したいとの意図がはっきりと窺える。 
この戦略の成果は、2008 年 11 月の 13，14 日の 2 日間、魚沼市の地域振興センター

で行われた全国初の健康ビジネスサミット「うおぬま会議」に結実した。会議には、全

国各地から又、中国から企業、医療、大学、行政の関係者が約 1,000 人集い、熱心な討

議が行われた。 
会議では、各分野における課題について議論が行われ、総括として、以下の共通する
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七つのキーワードが出された。 
・健康ビジネスは発展途上の分野 
・安全・安心の確保 
・エビデンス・根拠 
・連携（企業間、産学間、地域内、地域間） 
・人材・雇用の創出 
・情報の開示 
・新たな制度設計 
これらのキーワードは、健康ビジネス・クラスターを構築・発展させていく上で重要

なポイントであり、ヘルスプロダクツの開発のための要諦であるともいえる。 
「うおぬま会議」では、最後に、今後の健康ビジネスの発展を目指し、取り組むべき

方向の合意として「うおぬま宣言」が採択されて終了した。 
 

写真—うおぬま会議会場（南魚沼市北里大学保健衛生専門学院）  写真—セミナー風景 

 写真—南魚沼市郊外 
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４．まとめ 

 
ヨーロッパのウェルネス観光クラスターの開発事例と日本におけるウェルネス観光

ビジネスの事例を参考に、今後の日本におけるウェルネス観光クラスター開発のための

課題を探ると、以下のような点が浮かび上がってくる。 
 
（１）地方都市の自主・自立経済圏の確立を目指す（真の地方分権） 
地域の産業振興や雇用の確保のためには、現在行われているような、外資や中央の大

資本を投下する形でのホテル開発やリゾート開発では、外資や大企業に大半の利益を吸

い上げられてしまい、地元である中小企業中心の日本の地方経済は潤わない。 
観光を中心とした地域産業の振興を行っていくためには、まず第一に、地域住民や地

域社会が何を「売りもの」にして観光産業を組み立てるのかということを明確にした主

体的な住民の合意形成が必要となる。次いで、そのことを起点にして、地域としてウェ

ルネス・プロダクトを創り出すためにはどのような能力が必要なのかを決定していくプ

ロセスが必要となる。オーストリアのバイオスフェア・パーク／グローセス・ヴァルザ

ータール村やイタリアのシャモア村は、村のあるべき姿を住民の合意形成をうまく行い

ながら、観光資源化していった好例である。 
自主・自立経済圏づくりは、国全体の大きな制度設計の見直しが伴うもので、短兵急

にはできない。エネルギー政策、交通インフラ政策、環境保全政策、生活基盤づくり、

そして人材育成などすべてに渡る「地域づくり」があってはじめて、産業育成が、経済

振興が可能となる。現在は、すべてに渡って中央頼みで、地方の主体的意志決定、自主

財源の確保ができていない状況である。現在各地で行われている先進的な「ヘルスツー

リズム・プロダクト」開発の取り組みも、ほとんどが国からの補助金によって事業化さ

れている。そして、補助金が打ち切られれば、そのプロジェクトも終了してしまう。そ

うならないようにと、補助金獲得のために、毎年毎年、中央への陳情合戦を繰り広げる

こととなる。そのようなことでは、地元に根付いた政策展開が行われにくい。 
また、地方における大規模事業はほとんどが国の予算で行われ、地方には、一部負担

金の押しつけが行われているだけで、何の主体性も持てないまま、すべてが進行してい

き、事業実施の利益も中央の大企業にほとんどが流れて行ってしまう。まさに、大阪府

の橋下知事が言ったように、地方公共事業において、地方は「奴隷制度」のもとにおか

れていると言っていい。 
国の直轄事業を減らし、地方自治体の公共事業は自治体の議会が判断し、予算化し、

実行するという形に戻すことが必要な時期に来ている。その意味で、現在行われている、

地方分権に道を開くかもしれない「地方分権改革推進委員会（丹羽宇一郎委員長）」の

動きに注目したい。 
すでに、オーストリア、北イタリアの各州においては、日本では国や大企業が行って
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いるエネルギー政策から、雇用対策、まちづくりなどの基本指針は、立案から予算確保、

実行まで地方が主体的に行っている。 
今回の視察で、強く感じたことの一つとして、「地方の独立性」ということがある。

つまり、自分たちの地域のことはすべて、自分たちで決めて、その責任も負う（負える）

という自主・自立の制度・システムがあるということによって、地方は活気があり、豊

かで、誇りを持って、働き、暮らしていける、ということになる。 
 
（２）一次、二次、三次産業の連携・協業化が必須 
中山間地域や里山地域などのウェルネス・プロダクト開発のためには、大自然を背景

とした農業・林業・漁業といった一次産業が核とならなくては、地域の経済振興には繋

がらないし、雇用の確保にも繋がらない。 
例えば、「援農ツーリズム」のような農業→食品加工業→農産物販売業／レストラン・

飲食業といった一次、二次、三次産業の連携により、地域全体が持ち上がっていく地域

経済構造の構築を加速させていかなければならない。 
以上のことを行うためには、研究・開発→プロダクト開発→ビジネス開発といった協

業の流れをつくるための支援組織や経験交流などを行うためのネットワーク構築が必

要となる。 
ヨーロッパ・アルプスの周辺地域においては、その土地毎の一次産業の特徴を生かし

たウェルネス・プロダクツの開発が行われている。例えば、北イタリアのヴァッレ・ダ

オスタ州の、地元ワインと伝統料理を組み合わせたメニュー開発やボルツァーノにおけ

る地元の森林資源を活かしたエコハウス・プロジェクトの推進などがある。これらの地

域では、自然や一次産業と繋がったゆとりを持った暮らしができる人間サイズのまちづ

くりが行われている。また、一次産業を守るために、観光客需要だけでなく、地域内の

地産地消を推進したり、農家民宿・農業体験（林業）ツアー開発、土地の食材使用のメ

ニュー開発などアグリツーリズムのようなプロダクツ開発に力を入れてきている。 
日本においても、新潟県魚沼市における、健康ニーズに照準を合わせた地元食材を使

った「薬膳料理」の開発やツアー企画、宮城県綾ノ町における、林業、農業とリンクさ

せた「天然木と有機農業のまち」というコンセプトのまちづくりを行いながら木工品、

染色織物などの手作り品を観光の土産品としているなどの例がある。綾ノ町の例では、

町にある手作り工房に、都会から若者たちが移住して、働くようになって、町に活気が

戻ったということも報告されている。 
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（３）環境保全が観光に結びつき、地域振興となる 
ウェルネス・プロダクツにとって豊かな自然環境は必須の条件であり、その豊かな自

然環境を保全することによって、ウェルネス・リゾートとしての地域の持続可能な発展

が担保される。 
ヨーロッパにおいては、観光業全体のグリーン化の方針が確定され、自然環境保全や

再生可能エネルギーの使用基準などの規制化や義務化が進められている。更に、そのこ

とを宿泊施設においても推進するために、宿泊施設のグリーン度を認証する「エコラベ

ル」などの認証システムがある。 
オーストリアのグローセス・ヴァルザータール村はユネスコの生物多様性を保持して

いる地域「バイオスフェア・パーク」として登録されている。ここでは、環境保全を前

面に出し、再生エネルギー（ソーラー、バイオマスなど）の積極導入と地域環境監査を

実施（環境マネジメント）することにより、環境そのものを商品化し、環境共生の地域

の中での、農家滞在や農業（酪農）体験など農業（酪農）と観光（保養、登山、スキー、

アウトドア・アクティビティ、セラピーなど）を結びつけたウェルネス・プロダクツの

開発を行い、その結果、観光客の増加と地域雇用の確保に成功している。また、持続可

能な地域づくりや自然を学習するために地元州の子どもたちを中心に、環境教育ツアー

の実施を行い、多くの子どもたちを集めている。 
北イタリアのアオスタ渓谷にあるシャモア村では、「自動車のないまちづくり」を行

っていたり、モルジェ町ではバイオマス・ボイラーによる地域冷暖房を行っている。こ

れらの環境保全や再生可能エネルギーの使用などは様々な規制や制限があり、そこに暮

らす住民に、不便や忍耐を強いることになる。そのため、地域全体の方向性を住民合意

を得る形で決めていくプロセスが重要になる。 
 
（４）まちづくりの視点を持った総合的なプロダクト開発が必要 
     —ウェルネス・タウン（ヴィレッジ）構想として— 
地域全体の発展に結びつくウェルネス・ツーリズム・プロダクツを開発するためには、

観光産業と健康産業のナレッジとの結合によって行われなければならない。そして、そ

のことをウェルネス・プロダクツに反映させていくためには、地域全体が変化し、トー

タルな環境・空間を整備し、顧客に対して総合的にアプローチできるものにしなくては

ならない。 
ウェルネス観光のコア施設はホテル、飲食施設、ウェルネス・インフラ（プール、サ

ウナ、フィットネス、美容などの施設）であるが、それらの充実と共に、それらを取り

巻く環境、システムの整備・充実も、まちづくりの視点を持って行わなければならない。 
１）景観・まち並み整備 
景観・まち並みはウェルネス観光においても、重要な要素となる。心身を癒やし、安

らぎを与え、気分を向上させるためには、視覚的な要素は大きなウエイトを占める。 
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そのために、ウェルネス観光地は、個々の施設を、個々の事業者に任せて、バラバラ

に配置するのではなく、まち全体のランドスケープ計画に則って、施設、街路、公園な

どを配置することによって、観光資源化することが可能になる。 
２）エコ対応の交通インフラ整備 
ウェルネス観光では、地域の環境保全のためやツーリストに自然豊かな環境を提供す

るために、ツーリストや住民の移動手段もエコ対応が必要となっている。 
アルプス周辺の地域の「アルペン・パール」ネットワークはそれぞれの観光地の環境

を保全するために、自動車交通を規制し、「ソフトな移動サービス」を開発し、環境負

荷が少ない交通手段を提唱している。 
３）四季を通じてのインドア・アウトドア・アクティビティ・プログラムの充実（その

ためのインフラ投資の必要） 
現代のツーリストは、お仕着せの団体旅行ではなく、個々人の好みに合わせてカスタ

ムメイドできるツアーを望んでいる。そのため、ウェルネス・ツアーの主目的であるア

クティビティ・プログラムは数多くのメニューを用意しなければならなくなってきてい

る。ウェルネス・プログラムの範囲も保養〜スポーツ〜アンチエイジング・美容〜治療

まで幅広いものが求められてきている。 
ヨーロッパの事例を見てみると、高齢化社会を背景として、近年は、生活習慣病の予

防や治療のためなどメディカル・ウェルネスの領域の強化が重要になってきている。そ

のことを実現するために、周辺の大学や研究機関と連携したエビデンスづくりや科学的

裏付けづくりを積極的に行っている。 
アルプス周辺地域のウェルネス観光地では、インドアの温泉の保養から治療までの多

角的利用を核としてプログラムが用意され、アウトドアでは、アルプスの山々での自然

環境を活かした、ヤングからファミリー、シニアまでが楽しめる、多彩なアクティビテ

ィが用意されている。そして、それらの活動が、誰でも負荷がかかりすぎないような形

で楽しめるように、ロープウェイやリフト、山小屋などのインフラが整備されている。 
 
（５）ウェルネス・サービスのレベルアップと人材育成のために、サービス品質のスタ

ンダード化と専門の教育機関の設置が必要 
ウェルネス・プロダクツが顧客に対して提供される形は、「サービス」という形態に

なる。そのため、このサービスの質のレベルによって、顧客に満足を与えるか否かの大

きな差が出てきてしまう。 
アルプス地域では、ウェルネス・プロダクツのサービスのクォリティを向上させるた

めに、ヴァッレ・ダオスタ州立観光専門学校のような、それぞれの地域が地域独自の学

校を持って、人材育成を行ったり、広域ネットワーク組織によるウェルネス・サービス

の品質保証システムとしての認証制度が作られている。 
日本においても、各地域毎に「温泉保養士」やセラピストなどの資格や教育・研修制
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度があるが、全国統一のウェルネス専門の教育機関やウェルネス・サービスの品質基準

はまだ出来ていない。今後、国際化に対応していくことを考えても、サービスの向上と

品質管理（クォリティ・マネジメント）は重要な課題であり、そのことを統一的に行っ

ていく全国組織とシステムが求められる。 
 
（６）ウェルネス観光クラスター開発のための支援組織及びネットワークの整備 
日本においても、先進的な地方自治体は、地域産業の育成や活性化のために、健康を

テーマとした観光事業の開発や関連産業の育成を行ってきている。しかしながら、健康

関連ビジネスは、発展途上の領域であり、安全・安心の確保や科学的な根拠づくりなど

バックグラウンドとしての研究の積み重ねが必要となる。 
新たな意識を持ち始めた顧客に向けたウェルネス・プロダクツの開発のためには、科

学的研究レベル、マーケティングレベル、人材教育レベルなどでノウハウの蓄積や企画

力の育成などの能力開発が必要となる。また、財政難に陥っている地方自治体や中小・

零細企業の多い地方の観光業者が、単独では、今日の環境変化に対応するイノベーショ

ン開発や新たなプロダクツの開発は難しい。そのため、オーストリアの未来財団やベス

ト・ヘルス・オーストリア、アルペン・ウェルネス、DOSTWELL のような行政から独

立した支援組織及びネットワークシステムが必要となる。そのような支援組織及びネッ

トワークが整備されて、はじめて、情報の収集・開示が行われ、観光産業と関連産業及

び研究・学術機関がリンクされて、観光ビジネスとしての協同・協業の流れが出来上が

る。その結果、サプライヤーから市場までのバリューチェーンをカバーし、ビジネスや

市場を開発するために必要なすべての関係者を巻き込んだ「ウェルネス観光クラスタ

ー」が形成されることになる。 
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図表―１３ 包括的なウェルネス・サービスの提供システム 
—ウェルネス・タウン（ヴィレッジ）構想— 

 

 
 
＊H&B プログラム：Health&Beauty プログラム 
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物販・飲食・エンタメ業

一次産業（農･林･漁）

（一次産品） 

ビジネス施設 
国際会議場 
研修施設 

宿泊施設 
(H&B プログラム) 

顧客
(ゲスト)

アクティビティ・プログラム

（インドア・アウトドア）

天然・自然環境・資源

（環境保全） 
文化・歴史遺産 

ホール・ギャラリー

大学・研究機関 

医療プログラム

温泉･スパ･フィットネス 
(H&B プログラム)＊ 

（まちづくり）
まちのインフラ・交通システム

行政 
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トラベルエージェンシー 
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