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Ⅳ. 用語解説 
 
 
あ   
 ISO 〔international organization for standardization〕 

国際標準化機構。 
 IT 〔information technology〕 

情報技術のこと。コンピュータ関連の基礎技術から応用技術まで幅広

い概念を持つ。 
 IPO 〔initial public offering〕 

株式の新規公開。 
 イノベーション 〔innovation〕 

経済や産業等の発展に繋がる、技術や仕組みを革新すること。 
 イメージプロモーシ

ョン 
〔image-promotion〕 
（都市・製品・会社などに対し一般大衆の抱く）印象を魅力的にする

ための宣伝活動のこと。 
 インキュベーション 〔incubation〕 

新規に事業を起こす支援をすること、またその機能。起業家やベンチ

ャー企業等を、自立のメドがつくまで支援すること。本来は、孵卵（ふ

らん）器の意味。 
 インセンティブ 〔incentive〕 

目標を達成するための刺激。誘因。 
 インターンシップ 〔internship〕 

職業意識を醸成し、適切な職業選択を促進するために、企業等で実

習・研修的な就業体験をする制度。 
 エキスパートバンク 〔expert-bank〕 

様々な問題に直面する小規模事業者等へ各分野の専門家（エキスパー

ト）を派遣し、専門的・実践的指導アドバイスを実施し、経営・技術

の強化を図る支援事業。 
 おうみ若者マイスタ

ー 
滋賀県は、技能振興の活動により、若い技能者の技能研鑽への意欲が

向上することと、社会全般の技能を尊重する気運の醸成を目的とし

て、県内在住または勤務の 35 歳未満で、技能検定一級を所持してい

ることや全国・国際大会での入賞成績等を有している優秀な技能者へ

の認定事業を実施している。 
 オープンイノベーシ

ョン 
技術課題について、従来の自前主義的な発想から脱却し、グローバル

に広く技術を求め、外部資源を積極的に活用して研究開発の効率化を

進める考え方。 
 オンリーワン 〔only one〕 

（世界に）ただ一つであること。また、そのもの。 
か   
 川上 加工サービスや部品の供給等を行い、「モノ作りの基盤技術」を持つ

企業を総称していう。 
 川下 最終製品を製造・販売する企業を総称していう。市場に近い位置にい

る。 
 企業立地促進法 地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援し、

地域経済の自律的発展の基盤の強化を図ることを目的に、平成 19 年

6 月 11 日に施行された。政府は、地域の強みと特性を踏まえた個性

ある地域の産業集積の形成、活性化を目指し、支援策を講じている。 
 キーパーソン 〔key person〕 

集団や組織の中で、影響力を持つ人。重要人物。 
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 協働 複数の主体が、共通の目的の実現のために、それぞれが自らの役割を

自覚し、力を合わせて活動すること。 
 クラスター 〔cluster〕 

「産業クラスター」の項を参照。 
 クリエイティブ 〔creative〕 

創造的な。 
 クリーンエネルギー 〔clean-energy〕 

化石燃料の燃焼や原子力等と異なり、太陽熱・地熱・風力・波力等、

廃棄物によって環境を汚染することのないエネルギー。 
 グローバル 〔global〕 

（地）球状の、全世界の、 包括的な。 
 ケミカル 〔chemical〕 

化学製品（薬品）の意。ケミカルリサイクルとは、使用済みの資源を

化学反応により組成変換した後にリサイクルすること。 
 県版経済振興特区 地域経済の活性化と県全体の経済振興を図るため、滋賀県が市町の提

案にもとづき、地域の特性を活かした力強い産業振興策のモデルとな

る地域を「経済振興特別区域」に認定し、この地域での取り組みを 5
年程度集中的に支援する制度。 

 コアコンピタンス 〔core competence〕 
自社の得意な競争分野･技術。或いはその分野に自社資源を集中する

経営手法。 
 構造改革特区 地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、国が地域の特性

に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設け、その地域での構造

改革を進めていく制度。 
 コーディネータ 

 
〔coordinator〕 
産学連携コーディネータを参照。 

 CONNECT（コネク

ト） 
〔connect〕 
語彙としては、結ぶ、連結するの意。米国サンディエゴでは、大学を

中核とする研究者や技術者の連携組織による産業クラスターの形態”

UCSD Connect”が注目されている。 
 コミュニティビジネス 

 
〔community business〕 
地域社会のニーズを掘り起こし、生活に関わるきめ細かいサービスを

提供する等、地域コミュニティの問題の解決や生活の質の向上をめざ

す住民主体の事業活動のこと。 
 コンテンツ 〔contents〕 

インターネットやケーブルテレビ等の情報サービスにおいて、提供さ

れる文書・音声・映像・ゲームソフト等の個々の情報。 
 コンベンション 〔convention〕 

大会、集会、会議、研修会、シンポジウム、展示会、見本市等、物・

知識・情報の交流を行うこと。 
さ   
 
 

サテライトオフィス 
 

〔satellite-office〕 
本社と情報通信ネットワークで結ぶことで、都市周辺部に衛星的に配

置された小規模オフィス。職住接近を可能にする。 
 サプライチェーン 〔supply-chain〕 

メーカーから消費者に至るまで、製品がたどる全課程の情報を管理

し、効率化を図る手法。 
 サーマル 〔thermal〕 

熱による、保温の、の意。サーマルリサイクルとは、廃棄物を単に焼

却処理だけでなく、焼却時の発生エネルギーを回収・利用すること。 
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 産学官連携 企業（産）が、技術シーズや高度な専門知識を持つ大学等（学）や公

設試験研究機関等（官）と連携して、新製品開発や新規事業の創出を

図ること。 
 産学連携コーディネ

ータ 
産業界と大学がそれぞれが保有する財産(技術、情報、特許等)を有効

に活用し、企業の問題解決や新製品開発を図るため、間に入って連

絡・調整等を行う専門家のこと。 
 産業クラスター 語彙としては、クラスターとは房の意。産業クラスターとは、地域の

大学や企業を中核として、産業支援機関や中小企業、ベンチャー企業

等が有機的にネットワークされ、地域全体の最適な生産・開発が行わ

れる産業構造の姿。 
 シーズ 〔seeds〕 

企業が消費者に新しく提供する新技術・材料・サービス。 
 ストックマネジメント 〔stock-management〕 

既存の設備や建築物を有効活用し、寿命を延ばす体系的手法のこと。 
 スピンオフ 〔spin-off〕 

個人またはグループが、既成の組織を飛び出して独立組織をつくるこ

と。また、会社の一部門を分離独立、別会社として経営させること。 
 ３R（スリーアール） 以下３つの語の頭文字をとった言葉。環境配慮に関するキーワード。 

Reduce（リデュース）；使用済みになったものが、なるべくごみとし

て廃棄されることが少なくなるように、ものを

製造・加工・販売すること。 
Reuse（リユース） ；使用済みになっても、その中でもう一度使え

るものはごみとして廃棄しないで再使用するこ

と。 
Recycle（リサイクル）；再使用ができずにまたは再使用された後に廃

棄されたものでも、再生資源として再生利用す

ること。 
 生活提案型 家電やエアコン、クリーンエネルギー等の製品開発において、日常生

活の快適性を追求する志向を具体化･提案する試み。 
 製造品出荷額等 １年間の「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造

工程から出たくず及び廃物」の出荷額と「その他の収入額」の合計で、

消費税等の内国消費税を含んだ額のこと。 
 接触の利益 距離的な近接性を担保することで、意思疎通や情報の伝達・共有をス

ムーズにし、経済的な効果を生み出すこと。 
 セールスプロモーシ

ョン 
〔sales-promotion〕 
販売促進のための宣伝活動のこと。 

 粗付加価値額 事業所の生産活動によって新たに付け加えられた価値をいう。粗付加

価値は、家計外消費支出、雇用者所得、営業余剰、資本減耗引当、間

接税及び(控除)補助金から構成される。 
 ソフト･インフラ 〔soft-infrastructure〕 

道路や下水道等の都市基盤（ハードインフラ）に対して、制度や仕組

みを整備することで、技術者の確保・育成、手続き・規制緩和等、産

業活動を円滑に進める基盤のこと。 
た   
 
 

第二創業 
 

既に事業を営んでいる事業所が、業態転換や新規事業に進出するこ

と。 
 地域ブランド 地域が持つ、商品・サービスを識別するしるし。人々がその地域名を

聞いた時に、付加価値として魅力的に思い浮かべるイメージのこと。 
 DI 〔diffusion index〕 

景気動向指数。拡散指数。景気の転換点を見るための指数。 
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 テクノファクトリー 県立テクノファクトリーのこと。独創的な技術を有する者が、その研

究開発の成果を利用して新製品の試作や製造に係る技術の開発およ

び改良を行う場所を提供することで、県内産業の振興を図ることを目

的に整備された賃貸型工場施設。 
 テスト･フィールド 〔test-field〕 

新製品や新システム等について、試験的に実際に使用・運用し、性能

等について調査する場。 
 デバイス 〔device〕 

比較的単純な特定の機能を持った機器、装置、道具という意。IT 業

界では、何らかの特定の機能を持った電子部品や、コンピュータ内部

の装置や周辺機器として用いられることが多い。 
 デュアルシステム 〔dual-system〕 

「働きながら学ぶ、学びながら働く」ことにより若年者等を職業人に

育てる新しい職業訓練システム。企業内の実習と教育訓練機関におけ

る座学を並行的に実施する。 
 投資インセンティブ 投資を促進させるための手立て、働き。インセンティブ参照。 
な   
 ナノテクノロジー 

 
〔nanotechnology〕 
ナノ（10 億分の１）メートルの精度を扱う技術の総称。マイクロマ

シン等の加工・計測技術だけでなく、新素材の開発等をも含めていう。 
 ニーズ 〔needs〕 

要求、欲求、需要のこと。社会や消費者、企業等が求めるものを指す。 
 ニッチトップ 〔niche top〕 

規模の小さい隙間市場において、圧倒的なシェアを誇る企業のこと。 
 NW 〔network〕 

ネットワークの略語。ある計画を遂行するために必要なすべての作業

の相互関係を図式化したもの。 
 燃料電池 水素と酸素を科学的に反応させて発電するシステム。排出ガスが極め

てクリーンで発電効率も高い。 
 農商工連携 平成 20 年度中小企業庁が発表した中小企業者と農林漁業者が共同

で実施する事業に対し支援するプログラム。中小企業者と農林漁業者

が共同で実施する事業であること、中小企業の経営の向上かつ農林漁

業の経営の改善が実現すること等が要件。 
 ノウハウ 〔know-how〕 

専門的な技術や知識等の情報のこと。 
は   
 バイオ 

 
〔bio〕 
バイオテクノロジー〔biotechnology〕の略称。生物を工学的見地から

研究し、応用する技術。近年は特に遺伝子組み換え・細胞融合などの

技術を利用して品種改良を行い、医薬品・食料などの生産や環境の浄

化などに応用する技術を指す。 
 バイオプロセス 〔bio-process〕 

医薬品・医薬品原料、健康食品等の生産で利用されるアミノ酸をはじ

めとする様々な化合物について、微生物・酵素等の生命機能を活用し

た製法の開発の取り組みをいう。 
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 はいせんす 草津 平成 18 年に商店街組合代表、商議所、市からなる「草津まちづくり

委員会」が発足され、「草津まちなか活性化プログラム」の策定に取

り組んでおり、クリエイティブな活動や活発な交流を創出する温もり

ある空間づくりや、草津に住み働く大人の都市住民の求める上質な都

市的センスに応えるソフト・インフラ整備などにより地域ブランドを

確立し、滋賀で一番魅力的な都心を目指すとして、まちなか再生のコ

ンセプト「はいせんす 草津」が提案されている。 
 ファミリーサポート

センター 
 

〔family-supportcenter〕 
草津市ファミリーサポートセンターのこと。育児の援助を受けたい人

（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）で運営される子育て支

援事業を実施する。 
 フラット 〔flat〕 

平らな。 
 プラットフォーム 〔platform〕 

語彙としては、「壇上」や「（高い）足場」の意。抽象的にまたは概念

的に、上部の様々なものを一つの下部構造として広く大きく支えるも

のを指す用語として転用されている。 
 ブランド･マネジメ

ント 
〔brand-management〕 
ある財・サービスを、他の同カテゴリーの財やサービスと区別するた

めに戦略的に管理すること。 
 プロセス 〔process〕 

過程、工程。 
 フロンティア 〔frontier〕 

国境地方、辺境のこと。新たな技術、装置、知識の開拓等広い可能性

を秘めた開拓の対象となる領域の意に用いられる。 
 ベンチャー企業 〔venture〕 

新技術や高度な知識を軸にして、創造的・革新的な経営を展開する新

規創業の中小企業を指す。 
 ポスドク 〔postdoctoral〕 

ポストドクター。大学の博士課程を修了した研究者のこと。主に博士

号取得後に任期を決めて大学の研究職に就いている人。博士研究員。 
 ポテンシャル 〔potential〕 

潜在能力、可能性。 
ま   
 マーケットイン 〔market-in〕 

企業が製品や商品、サービスの調達・開発・提供・販売を行うに際し

て、市場や顧客のニーズを汲み取った上で事業活動に取り込んでいく

考え方のこと。 
 マザーファクトリー 〔mother factory〕  

いくつかの工場の中で中心的役割を果たす工場のこと。 
 
 
 

マッチング 
 
 

〔matching〕 
ニーズ(「ニーズ」の項を参照)やシーズ(「シーズ」の項を参照)を持

った２つ以上のものを結びつけること。 
 マテリアル 〔material〕 

材料、原料、素材の意。マテリアルリサイクルとは、ごみを原料とし

て再利用すること。 
 マネジメント 〔management〕 

管理、経営。 
 ミッション 〔mission〕 

使命。使節。 
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や   
 UJI ターン U ターン；地方で生まれ育った人が都心で一度勤務した後に、再び自

分の生まれ育った故郷に戻って働くことを言う。 
J ターン；地方で生まれ育った人が一度都心で働き、その後また故郷

とは違う別の地方に移住して働くことを指す。 
I ターン；生まれ育った故郷以外の地域に就職することを言う。主に

都心育ちの人が地方企業に就職する場合に使う。 
ら   
 ライフサイエンス 〔life-science〕 

生命科学。生物現象を生物学･化学・物理学等の基礎的な面と、医学・

心理学・人文社会科学・農学・工学等の応用面とから総合的に研究し

ようとする学問。 
 リスクマネー 〔risk-money〕 

株式や企業買収等高いリスクを伴いながら、高い運用収益が求められ

る投資へ投入される資金のことをいう。 
 レアメタル 〔rare-metal〕 

希少金属。地球上の存在量が少なかったり、存在量は多くても品位の

高いものや純粋な金属として得がたい金属。ニッケル・コバルト・ク

ロム・マンガン・チタン等。 
わ   
 ワンストップサービス 〔one-stop-service〕 

各種の相談や情報提供について窓口を一本化し、情報の一元化を図っ

たり、他の支援機関を円滑に紹介したりするサービス。 
 
 






