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［要約］ 

 

総論 

 

本調査研究の目的 

 現在、北陸地域では、産業クラスター計画の一環として「北陸ものづくり創生プロジェク

ト」をはじめ、「知的クラスター創成事業」、「都市エリア産学官連携促進事業」などの産学官

連携プロジェクトが展開されている。こうした状況のなか、メカトロ、IT関連産業及び複合

材など、機械工業を中心とする技術集積を生かした新たな事業領域でのクラスター形成に期

待が高まっており、北陸地域の機械工業（建設機械、金属工作機械、繊維機械、精密機械等）

の活性化に向けた方向性を提示することが求められている。 

本調査研究事業では、北陸地域の機械工業を中心とした製造業の集積特性と現状の課題を把

握し、その強みを活かした新事業創出、高付加価値化を図るため、特に産学官連携を中心と

した今後の取り組みの方向性について検討を行ったものである。 

 

本調査研究の進め方 

 学識者や有識者からなる「北陸地域の機械工業集積の競争優位性調査研究委員会」を設置

し、産学連携のあり方などについて、幅広く意見交換を行った。なお、「北陸地域の機械工業

集積の競争優位性調査研究委員会」開催経緯は以下の通りである。 

「北陸地域の機械工業集積の競争優位性調査研究委員会」開催経緯 

• 平成 16年 2月 27日第１回委員会 場所：名鉄トヤマホテル３階薫風の間 

• 平成 16年 3月 22日第２回委員会 場所：ホテル日航金沢３階孔雀の間 

 

本調査研究で検討された内容 

 本調査では、既往文献を活用して北陸地域の機械工業および地域クラスター（産業クラス

ター、知的クラスター）の現状を把握した。また、有識者および企業へのインタビュー調査

結果をもとに、地域クラスターを中心とする産学官連携施策の課題を抽出した。この課題に

対応し、機械関連産業における今後の取り組みの方向性として、「方向性１：参加企業の拡大、



積極的な関与に向けた普及啓発」「方向性２：ビジネスマッチングに代表される北陸地域のマ

ーケティング能力の強化」を導くとともに、それぞれについて具体的な方策を検討した。 

各論 

序．調査実施に際しての問題意識 

 本調査研究の実施に際しては、総論にて整理した「本調査研究の目的」を踏まえながら、

以下に整理する２点を問題意識として調査を実施した。 

• 北陸地域には多くの機械産業が集積しているが、地域のクラスターの形成により、

新たな製品・技術分野を切り開くことはできないか？ 

• 北陸地域では地域クラスター政策が展開されているが、現状の活動の連携や補完に

より、プロジェクトのさらなる活性化を図り、ひいては機械工業の活性化に結びつ

けることはできないか？ 

 また、上記の問題意識を解決し、かつ、調査実施に際しての留意事項としては 

• 地域クラスターが有効に作用するための課題の明確化と課題解決への方向性は何

か？ 

• 地域活性化に資する地域クラスター政策の展開に向けた課題の明確化と課題解決

への方向性は何か？ 

• 北陸地域の機械工業は生産技術は有するが、弱いマーケティング力を克服するため

の課題の明確化、あるいは強い生産技術力をさらに強化するための課題の明確化と

課題解決への方向性は何か？ 

に配慮し、地域クラスターに係わる企業、学識者、関係機関への“インタビュー調査”を中

心に実施した。 

 

第 1章 北陸地域の機械工業集積の現状把握 

１．機械工業の集積特性 

（１）現状把握 

• 北陸の機械工業（一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、精密機械器具製造業）

は、近年、事業所数・従業員数は減少傾向、出荷額・付加価値額は 2000 年を除き

減少傾向である。 

• 北陸地域内における機械工業のウェイトは、全国に比べ低かったが、近年全国を上



回る水準で伸び、格差は是正されている。 

• 機械工業は厳しい状況が続いてきたが、北陸地域では、この状況を打破するために

地域クラスター政策が展開されている。 

• 北陸地域の機械工業は、保有する技術力の高さを活かして新たな方向へと新展開す

ることで生き延びてきた。 

• 北陸地域の機械工業は、後述する参考データを踏まえれば、技術力の高さ、マーケ

ティング力の弱さが特徴。なお、生産技術力の高い企業は新たな取り組みには関心

がない。 

（２）参考データ（北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科永田晃也助教授、研究開発

プロセス論講座の篠﨑香織助手および永田研究室前期課程学生の共同収

集データ）（資料：ライフケア産業振興フォーラム） 

• 北陸地域の集積企業の経営能力は技術力、販売力、生産力の方向性が見出せる。 

• 経常利益の伸びに寄与する要因は技術力、販売力であり、とくに、機械工業では技

術力が寄与している。 

• 技術力は多様な事業への派生を可能にし、販売力は段階的な多角化を支えている。

なお、モノづくりの巧さ（生産力）を事業のコア能力にする企業は多角化しない。 

 

２．地域クラスター政策への取り組み 

（１）産業クラスター 

• 北陸ものづくり創生協議会は、平成 14年 11月設立され、平成 15年 12月現在、企

業は 157社、14支援機関、大学研究者 44名が参加している。 

• 北陸ものづくり創生プロジェクトは、人的ネットワーク形成（ステップ 1）、産業ク

ラスターの核づくり（ステップ 2）、技術開発・販路開拓（ステップ 3）、高度なも

のづくり産業クラスターの形成（ステップ 4）の 4段階を見据え計画を展開。 

• 北陸マイクロナノプロセス研究会は、平成 15年 1月に立ち上げられ、6月より業種

別グループによるワーキンググループを組成した。今後は、ワーキングでのテーマ

別検討を模索している。平成 13 年以降、地域コンソーシアムを 3 事業展開し、今

後も技術開発に向けた取り組みを展開予定。なお、地域コンソーシアムの成果は、

首都圏展示会への出展を契機として次なる連携を見出した事例があり、北陸マイク



ロナノプロセス研究会は第 3ステップへ突入しつつある。 

• 北陸ライフケアクラスター研究会は、化粧品開発、免疫賦活食品や機能性繊維開発、

機能性食品の臨床試験などが展開されはじめており、今後も具体的な技術開発への

挑戦を企図されている。現状は「産業クラスターの核づくり」段階であるが、今後

はさらなる商品の販売、製品の評価・分析・受託研究を検討中。 

（２）知的クラスター等 

• とやま医薬バイオクラスター（知的クラスター創成事業）は、平成 14 年度試行地

域、平成 15 年 2 月より本格実施。医薬・バイオ技術と電子・微細加工技術の融合

を目指した取り組みが行われている。 

• 石川ハイテク・センシング・クラスター（知的クラスター創成事業）は、地域結集

型共同研究事業、試行地域（2カ年）を経て、平成 16年度より本格実施。脳機能計

測技術、地域脳健診システム、電気・機械・繊維産業との融合を目指した取り組み

が行われている。 

• 福井まんなかエリア（都市エリア産学官連携促進事業）は、RSP 事業（3 カ年）、

地域結集型共同事業の展開後、平成 15 年 8 月より当該事業を展開。ナノめっき技

術の開発を目指した取り組みが行われている。 

• 知的クラスターにより形成された産学ネットワーク内では、新たな企業間連携が創

出され、次なる展開を見出した事例あり。 

（３）地域クラスター政策の役割 

• 北陸地域における地域クラスター政策への取り組みにより、参画する産学官関係者

において、地域クラスターの役割が明確になりつつある。具体的には以下の通り。 

• 地域クラスターは、大学の研究レベルの底上げ、行政の産業育成ノウハウの蓄積、

企業が取り組みづらい基礎～開発、将来市場の研究領域への挑戦意欲を鼓舞するな

どに貢献している。また、知的クラスター創成事業、産業クラスター計画の融合に

より、機械工業の活性化に資する産業化への道筋の検討が可能である。 

 

第 2章 地域クラスター展開上の留意点や課題 

１．政策を展開する上での課題 

（１）企業の参画拡大（限定的な参加者） 



• 積極的に動くメンバーがまだ少なく、点としての産学連携にすぎないため、意識高

揚に資する情報提供への工夫が必要である。 

• 地域クラスターの取り組みにオーバーラップする要素技術を保有しない企業は地

域クラスター政策へは参加しづらい。企業の特性に応じ、幅の広い企業が参画可能

な対応が必要である。 

• 中小企業との円滑な産学連携のための工夫、産学連携モデルの情報発信など、産学

連携を促進するための課題解決が必要である。 

• 大学側の産学連携意識が希薄である。 

（２）政策支援の領域（中部経済産業局北陸支局） 

• 円滑な事業活動のため、自立的な活動が可能な体制づくりが求められ、国の関与範

囲の見極めが必要である。 

（３）産業化に向けた企業の役割の明確化 

• 企業の役割が不明確であり、また、製品イメージ、プロダクトが不明瞭である。 

• 地域としては土台（生産機能）の形成が必要であり、そのためには地域外連携によ

る技術高度化も必要である。 

（４）市場化に向けた取り組み（コーディネーターの育成、確保） 

• 実用化フェーズでは、異分野参入を円滑にする仲介役が重要。とくに、プロジェク

トを動かせるキーパーソン（市場のわかる人材）が必要である。 

• 成果をあげるためには、次なる展開へと結びつくマッチング機能を含むマーケティ

ング機能の充実が必要である。 

 

２．産学連携による産業化への考え方 

• １．にて明らかにした「企業の役割の明確化」「土台（生産機能）の形成」といっ

た課題への対応を考えるために、ベースとなる考え方を既往文献より整理する。 

• 東京大学・渡部俊也教授（「先端技術と産学連携（渡部俊也、地域開発 02）」）は、

モノづくりの技術移転は欧州型での知的財産移転を考えるべきではないかとの仮

説を示し、大学内での知識移転による研究開発の実践に加え、産業化支援を考えた

展開が必要であることと、技術移転により、生産技術を活かした産業化が必要であ

り、技術移転を支えるサポート集団が必要であることを提案している。 



• また、研究成果や技術成果の産業化に資する事例として、フラウンホーファー研究

所（ドイツ）における生産技術の獲得、マーケティングのための試作品製造が可能

な生産設備であることを示しながら、研究開発や技術開発成果の次なる段階として

のパイロット試作拠点（インキュベーションプラント）の必要性を提案している。 

• 北陸地域において、研究成果や技術開発成果を活用し、地域での産業化を具現化す

るためには、ヒアリング結果として有識者が指摘するように、地域での土台（生産

機能）の形成が必要であり、材料技術を含めた生産技術のトータル連携を考えれば、

北陸地域のものづくりの高い技術を活かすことが可能である。なお、地域での土台

（生産機能）は大学、公的機関、中小企業など様々なタイプが想定でき、地域の実

情に踏まえた展開が必要である。 

 

３．マッチング／マーケティング機能 

• １．にて明らかにした「企業の特性に応じた対応」「異分野参入を円滑にする仲介

役」「大学側の産学連携意識が希薄」等の課題を踏まえ、国内外の先駆事例を踏ま

え、マーケティング機能の充実に資する考え方を整理すると次のようになる。 

• 北陸地域においても、産学連携体制づくりにはマッチング機能の充実が必要である

が、そのためには中間機能構築や既存コーディネーターの充実など、マーケティン

グ機能の充実など複数の方法論が想定でき、今後、地域に即したマッチング機能の

検討が必要である。なお、中小企業では産学連携への参画には障壁があり、この障

壁を取り除くために、コーディネーターの努力、コミュニケーションの円滑化など

の工夫が求められ、中小企業の特性を踏まえた展開が必要である。 

 

第 3章 機械関連産業における今後の取り組みの方向性 

１．基本的な姿勢 

• 北陸地域での地域クラスター政策の展開は、産学連携の取り組みが稼働し始めた。

機械工業に関する地域クラスターの核として、マイクロナノプロセス研究会が組成

され、研究開発や技術開発の成果を活用した産業化への取り組みが始められている。 

• しかし、第 2章において整理したように、産学連携の取り組み企業の拡大、北陸地

域での先駆的な取り組みとして展開されている産業化への取り組みを加速するた



めの支援など、機械工業の活性化に資する地域クラスター政策の展開に関する課題

も顕在化し始めている。 

• そこで、上記のような課題克服を目指し、以下に示すような考え方により、地域ク

ラスター政策を展開すべきである。 

（１）地域クラスターの実現に向けた政策展開の考え方 

• 地域クラスター計画、特に機械工業に関する産業クラスター計画の取り組みは、第

3 ステップに突入している。しかし、北陸地域に集積する機械工業における地域で

の産業化戦略は明確にされていない。 

• 上記は政策進展の結果として、その必要性が生じたものであり、研究開発、技術開

発の中間成果を含めた産業化支援の戦略立案が必要である。 

• また、知識移転を目指した産学連携への参画の意欲がある企業は少なく、総花的な

地域クラスター政策の展開は非効率である。したがって、現状の知的クラスター創

成事業、産業クラスター計画における研究開発、技術目標を着実に展開すること、

及び参画企業の拡大が必要である。 

（２）考え方① モチベーション高揚、モニタリング 

• 機械工業の活性化に結びつく地域クラスター政策を展開するためには、積極的に取

り組む企業を拡大するためのモチベーションの高揚や、地域の様々なレベルの企業

が重層的に地域クラスター政策へと取り組むことが必要であり、参加企業の拡大、

積極性を誘引するための普及啓発が必要である。 

（３）考え方② 産業化支援を重視、域外とのマッチング  

• 知的クラスター創成事業、産業クラスター計画の融合化を図り、いかに地域での産

業化へと結びつけるかを考えた方策展開が求められているが、産学の集積状況から、

複数テーマへの取り組み、各テーマ毎の複数コンソーシアム組成は難しい。 

• そこで、知的クラスター創成事業、産業クラスター計画の研究開発目標、技術開発

目標の着実に実現するため、産業支援を重視し、地域外連携により不足資源（ヒト）

を補完するためのマッチング機能の育成が必要である。つまり、取り組みの幅を広

げるよりも成果の顕在化を重視した政策の展開が必要である。 

（４）中部経済産業局北陸支局の関与する範囲 

• 広域マッチング等、北陸 3県及び北陸地域外を結びつけるつなぎ役が求められる。 



• マッチングを含むマーケティング機能の育成、生産技術を活用した研究成果や技術

開発成果を産業化するための産学連携グループ形成のソフトづくり迄を想定。 

 

２．方向性１ 参加企業の拡大、積極的な関与に向けた普及啓発 

（１）基本的な考え方 

• 情報提供による意義、可能性、成果を継続的に普及啓発をすることで、取り組み企

業の拡大が必要であり、とくに、研究開発に代表される知識移転が可能な企業、生

産段階に寄与する技術移転が可能な企業、知識移転や技術移転への挑戦意欲をもつ

潜在予備企業群といった、企業ごとに異なる取り組みの可能性に配慮した類型別の

きめの細かな対応が必要である。 

• なお、上記については、北陸地域の集積する企業の認識度、モチベーションの高揚

度、地域クラスター政策への各企業の取り組み状況をモニタリングしながら、時限

的な事業として展開する。 

• モニタリングでは、地域クラスター政策の展開による中間段階を含む成果に対する

状況把握も行い、方向性２へのフィードバックを行う。 

（２）具体的な方策（案） 

• ターゲット、いつ、どこまでを考慮した特性別の普及啓発の実施を行うために、集

積企業の地域クラスター政策に対する取り組み状況によりカテゴリー化を行い、北

陸地域の集積企業の産業化にむけた類型別処方箋の作成が必要である。 

• 産業動向に関する情報提供、及び地域クラスターの形成に伴う効果（途中段階を含

む成果）に関するモニタリングを実施する。そのためには、類型別でのアンケート

調査やヒアリング調査が実施できるモニタリング体制の構築が必要である。 

• 普及啓発（情報提供、PR）による地域クラスター政策の必要性、意義を普及啓発。 

 

３．方向性２ ビジネスマッチングに代表される北陸地域のマーケティング能力の強化 

（１）基本的な考え方 

• 継続研究のための連携組織や連携グループを立ち上げ、あるいは研究成果や技術開

発成果を生かした産業化を進めるためのビジネスマッチング機能を強化する。 

• 機械工業系に特有な産学連携（試作品製造、立ち上げ量産時に必要な生産技術の提



供による産業化）を踏まえたマーケティング機能を育成し、地域競争力を強化。 

• 産学連携を円滑に進めるため、研究事務をはじめとする参加者が自由に動けるよう

な仕組み（研究者を時限的雇用、所属元の制約解除、非永続的）の構築を検討。 

（２）具体的な方策（案） 

• 北陸地域でのマッチング事例は以下 3タイプが主な事例であり、各形態に相応しく、

モニタリングを重視し、リスクマネージメントへ対応したマーケティング機能の強

化が必要である。 

ア）大学教官の呼びかけによるマッチングタイプが存在し、産業化への直接 

支援や産業化を支援する企業集団育成への間接支援が必要である。 

イ）産学連携で組成された企業間のマッチングタイプが存在し、産学連携コーデ

ィネート役の確保あるいは育成支援が必要である。 

ウ）他地域(大都市圏)の展示会でのマッチングタイプが存在し、マッチングイベ

ント開催やマーケティングノウハウ蓄積が必要である。 

• 自立的な組織運営を目指した機械工業系のマーケティング集団育成に向け、立ち上

げ当初の不安定期への支援が必要である。なお、方法論は継続的な検討が必要。 

 

４．今後の取り組みに向けての課題 

• 機械工業の活性化のために、方向性 1、方向性 2に示すような展開が必要であるが、

今後の実現に向けては、導火線として中部経済産業局北陸支局が以下のような牽引

役を担うことが必要である。 

• 方向性１に対する課題は、産業クラスター計画の進捗状況を把握するため、国とし

てのマクロ指標の収集に加え、地域の実態把握するための状況把握を行える体制づ

くりががあげられる。そのためには、集積企業の特性を踏まえた類型別戦略検討が

必要であり、上記を踏まえたモニタリング体制の構築が求められる。 

• 方向性２に対する課題としては、機械工業の領域ではステップ 3 へと突入したが、

今後、技術移転を考慮した産業化を加速するための戦略構築があげられる。とくに、

その方法論は地域での土台（生産機能）の形成として、中間機能の整備、マーケテ

ィング機能の充実など様々な方法が存在し、議論が分かれるところである。北陸地

域での技術移転を考慮した産業化を加速するための戦略を検討するためには、さら



に具体的な検討が必要であり、今後も「北陸ものづくり創生協議会 運営委員会」

などを活用しながらの継続審議が必要である。 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 

 


