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オウル市
組織図

ビジネスオウル

オウル市経済室として

2011年1月に発足した

オウル市の産業・雇用支援公社



ビジネスオウル

オウル地方のビジネス・雇用の総合窓口
（あらゆる段階のビジネスを支援）

ビジネスモデル作り支援

起業前支援

企業向け、公的・民間ファンド申請支援

海外展開支援

オウルでの企業立地支援

イノベーション＆ネットワークサービス

企業オーナー変更支援（合併、買収など）

コーチング支援

雇用主向けサービス（雇用、社員向け研修など）

コミュニケーション＆メディアサービス

大規模イベントコーディネートサービス（フォーラ
ム、シンポジウムなど）

オウル→日本、日本→オウルの双方向を支援

例）ローカルコーディネーター、ビジネスマッチング、アドバイス、地域

情報提供、ビジネス関連イベント企画、展示会出展など



GREAT TRANSPORT 
CONNECTIONS AND VARIOUS 
EVENTS

#1
in R&D investments in 

Finland, among the top 
in EU

35%
of the people in Oulu

have university degree

38 years
is the average age of 
the people in Oulu –

that is one of the 
youngest in Europe

オウルの特徴

世界の無線通信技術(ICT)の首都
• 高い技術力、常に世界最先端のICT技術があるフィ
ンランドのICT技術研究開発拠点。

北欧のシリコンバレー
• スタートアップエコシステム形成都市＆リビングラ
ボ。本場シリコンバレーに近い起業文化、ハイテク
スキル人材の宝庫。

フィンランド屈指の産学官連携都市
• オウルイノベーションアライアンス：組織の枠を超
えた戦略的な協力体制

⇒効率的なエコシステムの構築や町作り。研究開
発・イノベーション創出（R&D&I）から事業化まで整
えられた環境作りと、その環境の提供。

東京から約12時間

ヘルシンキから
飛行機で1時間
8便/日ほど（現時点）

オウル空港
フィンランド2番
目の規模と稼働



• オウル地域人口約25万人（フィンランド5番目）
• 3つの大学（大学生数2.5万人、3人に1人が学位取得）

- オウル大学（世界最北総合大学）
- オウル応用科学大学（国内5番目の規模）
- オウルディアコニア応用科学大学

• 平均年齢37.6歳（欧州で一番若い町の1つ）
• 120以上の国籍

• 夏は白夜が続き、冬に近づくとオーロラも日常的に出現
• 生活の質No1の町（2015年 by欧州コミッション）

• オウル－仙台協定（2005年締結）、オウル－神奈川覚書
（2014年締結／ライフサイエンス分野）、オウル大学病院－
東北大学病院覚書（2020年締結）

OULU オウル
北欧北部最大の経済・産業・教育・学術研究都市

65°01‘N, 25°28’E

Helsinki

約600km



Innovating out of the Box!
• Avanto-kuva
• Ilmakitara-kuva

ポーラーベアピッチング
2014年より毎年3月開催

エアギター世界選手権
1996年より毎年8月開催

2014＆2018年
日本人エアギター世界チャンピオン





ワイヤレスワールドにおけるオウルの軌跡
−無線通信技術（エレクトロニクス）研究開発に50年以上の歴史−



6G Flagship, 世界最初のRDIプログラム

無線コネクティビティ
Ultra-reliable low-latency communications vs. 1 Tbps

デバイス & 回路
THz communications materials & circuits

分散コンピューティング
Mobile edge intelligence

サービス & アプリ
Multidisciplinary research accross verticals

1.

2.

3.

4.

無人プロセスの実現

無限コネクティビティの実現

タイムクリティカル&信頼されるアプ
リの実現

破壊的なバリューネットワークの実現

 フィンランド重点研究開発イノベー
ションプログラム（2018～2026年）

 規模：251M€（約320億円）

 オウル大学が主導

 協力組織：ノキア、キーサイト・テク
ノロジー、InterDigital、VTT（フィンラ
ンド技術研究センター）、オウル応用科
学大学、アアルト大、ビジネスオウル等

6Gフラッグシップのゴール:
 6G技術実現（成功）者への発展と構築

 6Gテストネットワークの構築（世界初 EtoE 6Gトラ
イアルプラットフォーム）

 6Gに向けた垂直型アプリケーション開発

 グローバル6Gオピニオンリーダーの維持



Bitfactor

Eyelife
Exfo

Haltian

Ginolis

SciPlay (Koukoi Games)

Fingersoft

Harman

TactoTec

Polar

Bittium

Continental (Elektrobit
Automotive Finland)

Nordea

CGI

Tieto

Anite
Nordic Semiconductor

Mediatek

Sony Semiconductor Israel

Texas Instruments
Vaimo

Yota Devices

Solita

F-Secure

ARM 

Verkotan

ROHM Semiconductor

Nokia

Siili Solutions

IndoorAtlas
Koodiviidakko

OP-Pohjola

Fujitsu

Topcon

Konica Minolta

Qualcomm Keysight technologies
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オウル（OULU）

ハイテク産業プレイヤー



日本とオウル・スタートアップとの協業例
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オウル市、ビジネスオウル

オウル大学

テクノポリス

オウル応用科学大学

オウル大学病院

フィンランド天然資源
研究機関

フィンランド
技術開発センター

オウル地域
教育局 エコシステム

共通のゴールと自信を
持って運営

オウルイノベーションアライアンス

組織を超えた協力



ICT&デジタライゼーション

プリントエレクトロニクスのシェアードR＆Dセンター

（拠点：VTTオウル）

オウルを中心としたフィンランド国内約120の

企業と大学・研究機関で構成
UAM（都市航空交通）の技術開発、PoC、ビジネスに関

するプラットフォーム、EUや国内企業・機関とも連携



無線通信パーク
世界一のEtoE広域スマートテスト
ベッド

短期インパクト:
垂直統合型アプリ
とサービス

長期インパクト:
ビジネスと
社会福祉

ヘルス

インダストリー

自動車

エネルギー

5G主導型
デジタル化

5Gによる成長と
新規ジョブ

6Gの商用化
（2030年までに）



オウル（OULU）
人口1人当たりのR&D投資額
フィンランド１位、欧州３位

（2018年）
**Center for Amarican Entrepreneurship





オウル紹介動画
The Light of the North 北の光



参考リンク

オウル: https://oulu.com/

• 企業カタログ
- Life Science： https://issuu.com/businessoulu/docs/health_lifescience_in_oulu_5thedition_webuse
- Cleantech： https://issuu.com/businessoulu/docs/smarter_greener_industry_2018
• オウル企業データベース: https://oulucompanies.fi/en/company-database/

• Oulu City on the Edge : https://issuu.com/businessoulu/docs/ouluictstory2021
• Oulu Commercial Investment Guide 2020: 

https://issuu.com/businessoulu/docs/ocig_02_2020_issuu

• Virtual Reality Nordic: https://virtualrealitynordic.com/
• 5GTNF: https://5gtnf.fi/
• 6G Flagship: https://www.oulu.fi/6gflagship/
• OuluHealth: https://ouluhealth.fi/
• Oulu Automotive Cluster: https://automotive.oulu.com/
• PrintoCent: https://www.printocent.net/
• Arctic drone lab：https://www.arcticdronelabs.com/

オンラインTAUKO VOL3 TAKAKOとTAUKO 地方創生編 オウル: https://youtu.be/rtiZQh1VNh4



Takako Uchida 内田貴子
BusinessOulu

Senior Advisor
International Affairs, Japan

takako.uchida@businessoulu.com

Thank you! 有難うございました! Kiitos!


