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は じ め に 
 
 近畿地域の機械産業にとって、今後の成長産業として期待されている環境関連や安

全・安心関連の新技術開発、新事業創出に向けては、企業・産業のみならず地域とも連

携した複合的、業種横断的な知識、ノウハウの結集が求められ求められています。 
 
 幸い近畿地域には、大学や公設試験研究機関などの知の創造拠点や環境、安心安全分

野における優れた技術を有するモノづくり中小企業群を始め大手企業や新しいニーズ

を媒介する商社など、多様な主体が存在しております。近畿地域の機械産業は、それら

優位にあるポテンシャルの活用を通じて積極的な産産・産学連携を行っていくことが可

能な環境下にあります。 
 
 このため、平成２０年度では「近畿地域の機械産業における環境、安全・安心分野へ

の取り組みの実態と課題を把握、整理した上で、今後の産産・産学連携によるこれら分

野での新技術開発、新事業創出のための政策の方向性」を検討し、本年度（２１年度）

は、その成果を集約する方法として産産連携等の過程での課題（成功要因、障害要因等）

を検証しました。 
 
 本報告書は上記調査結果を取りまとめたものです。本報告書が地域機械産業の新たな

発展につながる「参考資料」となれば幸甚です。 
 最後に本報告書をまとめるにあたり、ご指導を賜った調査専門部会の主査および委員

各位、ヒアリング調査にご協力いただいた企業の皆様に厚く御礼を申し上げます。 
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序章 調査目的及び調査内容 

 
１．調査目的 

 
 わが国機械産業はグローバル化の進展による競争激化への的確な対応を求められる

とともに、一方で省エネルギー･省資源等の環境への配慮ならびに安全･安心への対応に

重点を置いた事業経営を行っていくことが求められている。 
 このような事業環境の変化への対応は、従来からの技術の相互補完による競争力強化

等の観点からの連携のみだけではうまくいかず、省エネ･省資源･環境といった外的制約

への対応や安全･安心に配慮した視点からの事業経営を行っていくことが重要である。

現在、このような観点から、企業相互の強みと弱みを補完し、事業環境への変化に対応

するための企業間連携への取組みが数多く進みつつあると考えられる。このような企業

間連携の成功事例や連携事例に係る障害内容等を明らかにすることによって、企業間連

携に着手しつつある企業のみならず、多くの企業が連携に向けた状況を入手し、連携取

組をさらに充実、加速できるようにすることが重要となってきている。 
 近畿地域には、大学や公的試験研究機関などの知の創造拠点や優れた技術を有するモ

ノづくり中小企業、新しいニーズを媒介とする商社など、多様な主体が集積しており、

近畿地域の機械産業は、産産･産学連携によってイノベーションを創出する機会に恵ま

れている。 
 そこで本調査では、近畿地域機械産業が環境や安全･安心に配慮し、素材開発、製品

の高機能化等への対応、高付加価値製品の開発に向けて生き残りをかけて取り組みを行

っている企業間連携等の実態（成功事例、障害事例）を調査し、その効果や課題を検証

することを通じて、企業の事業経営･活動の高度化の推進を図る。 
 
２．調査内容 

 
2.1 調査の対象地域 
 本調査の対象地域は、近畿２府５県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈

良県、和歌山県)を基本としつつも、他地域の企業との連携も排除しないものとした。 
  
2.2 調査の対象業種･企業 
 一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製

造業、情報通信機械器具製造業、電子部品･デバイス製造業を主な対象とした。 
 
2.3 調査項目 
 新製品開発や新産業分野への展開に係る以下のような環境、安全･安心分野における
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企業間連携 (産産連携・産産学連携・産産学官連携)事例を対象とし収集した。(使用す

れば環境負荷低減や安全･安心が確保できる製品や技術の開発、市場開拓を他社などと

連携の上、進めている事例を対象とする。) 
<環境分野> 
 環境汚染防止、環境負荷低減･省資源、廃棄物処理･リサイクル、環境修復、環境分析･

測定、新エネルギー、環境関連サービス 
<安全･安心分野> 
 健康･医療･介護、防犯･セキュリティ、災害防止･対策、食品安全･衛生、薬物･化学物

質、建物･構造物安全、交通安全、製造物品質維持管理 
 
2.4 調査内容 
(1)事例の収集 
 環境分野、安全･安心分野において、近畿地域の機械産業に関連する企業で企業間連

携等を実施している製造企業を対象として聴き取りを行い、20 件の企業間連携事例(20
事例)を得た。    
 聴き取り項目としては、①連携のきっかけ、②連携の役割分担、③連携の内容・活動

推移、④結果あるいは現況、⑤成功(失敗)のポイント、⑥障害となった事項(とその克服)、
⑦連携にあたっての問題点・改善点、課題、⑧現在、今後の連携方針等であった。 
 20 事例は本報告書後半部にまとめて収録した。企業間連携を実施している企業とは

別に、バイオ産業振興支援機関事務局及び中小企業活性化支援機関プロジェクトマネジ

ャーにも聴き取りを行い、企業間連携に関連する事柄についての見解を得たので 20 事

例に併せて[付録]として収録した。    
 なお、企業間連携を実施している企業名は、次の方法で調査した。 
  1)文献･ネットからの連携情報 
  2)地域産業振興機関や大学連携窓口等からの情報 
  3)社団法人日本機械工業連合会会員企業からの紹介 
 
(2)障害要因・成功要因の把握 
 収集した企業間連携事例から「障害要因、課題」、「成功要因」を抽出し、その要因を

整理分析した。併せて「連携のきっかけ」、「連携の役割分担、連携活動」という連携の

各段階における各企業の意志や取り組みを事例から抽出して整理した。これは 20 事例

を概観するためでもあるが、「障害要因、課題」、「成功要因」が、連携の各段階に内在

しているからでもある。また、昨年度調査「近畿地域機械産業における産産・産学連携

の動向とあり方調査」で指摘された課題等と「障害要因、課題」、「成功要因」との関係

についても考察した。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業間連携事例 20 事例のまとめ 
(連携をうまく進めるためには)

 



企業間連携事例 20 事例のまとめ(連携をうまく進めるためには) 

 
１． 連携の段階(連携事業のプロセス)の把握 

 
 連携を進めて成果を出すに至る連携の段階(連携事業のプロセス)には、「連携のきっ

かけ」という段階がある。これは、企業が自社の意志をはっきりさせる過程である。 
 企業のねらい → 連携が必要か → どういう相手を → 見つけ方 → 選ぶ 
 
 連携相手を選んだら、「連携の役割分担」の段階がある。これは企業が連携相手との

間で取り決めを行い役割・費用分担・権利(知財)・販売方法等をはっきりさせる過程で

ある。 
 役割を決めたら、次は「連携活動(事業活動)」の段階である。連携企業同士が「連携

の成果」を目指して実際に活動を進める過程である。 
 
 <連携の段階> 
 連携のきっかけ： 自社の意志をはっきりさせる 
 連携の役割分担等： 連携相手との間で取り決めを行う  
 連携活動： 連携活動を進める 
 連携の成果： 連携活動の結果として成果を得る 

 
２． 連携の成功要因と障害要因 

 
 連携事例を分析の結果、成功要因が 7 個、障害要因(課題)が 12 個上げられた。これ

らは、上記の連携の段階に内在する要因であるし、障害要因は成功要因で乗り越えられ

る場合もある。成功要因はいわば成功のコツでもある。 
  
３． 連携をうまく進めるために 

 
 各「連携の段階」において、そこに内在する成功要因(成功のコツ)を働かせること、

また、各「連携の段階」に内在する障害要因を十分に意識しておくことが、連携をうま

く進める方法と思われる。 
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環境分野、安全･安心分野における機械産業関連の企業間連携の事例まとめ(連携をうまく進めるには)

成功のコツ 自社の意志をはっきりさせる 乗り越えるべき障害

Ⅳ 連携の成功要因 Ⅰ 連携のきっかけ Ⅲ 連携の障害要因、課題

１．連携相手と関係を深める １．連携のねらい(企業のねらい) １． １．
２．連携が必要だった理由
３．連携相手の見つけ方 ２．販売面の課題が大きい ２．
４．その連携相手を選んだ根拠

(p.7～16) ３． ３． 成功のコツ(再掲)
Ⅳ 連携の成功要因

４． ４． １．連携相手と関係を深める

２．良い連携相手を選ぶ 連携相手との間で取り決める
Ⅱ 連携の役割分担、連携活動 ５．コストの問題がある ５． ２．良い連携相手を選ぶ

６． ６． ３．

７． ７． ４．
３．複合製品を狙う連携は製品化が進む (p.16～20)

８． ８． ５．

９． ９． ６．
４．

連携活動を進める
Ⅱ 連携の役割分担、連携活動 10． 10． ７．我慢・ねばりが必要

５．連携活動の進め方 11． 11． (p.33～39)

12． 12．
(p.20～22)

５． (p.24～32)

成果を得る

Ⅱ 連携の役割分担、連携活動

６．

６．連携の成果

７．我慢・ねばりが必要

(p.33～39) (p.22～23)

連携企業の双方のメリットがあるようにする
<メリットのあることが重要>
<双方が連携のメリットを理解している>
<お互いにメリットが出るよう仕事を仕分ける>
<互いのメリットは、商品が売れること>

企業間連携では平等ということでなく、コア企
業がリードする方が良い

<もたれ合い、共同無責任を排す>
<ものごとを速く決め、速く進める>

<技術的に確立している製品同士を組み合わせ
て複合品とする>
<複合品は新市場をもたらす>

医療分野の機器は許認可
や治験で費用がかかる
(安全･安心分野)

連携企業の双方のメリッ
トがあるようにする

連携関係が変化すること
がある

企業間連携では平等とい
うことでなく、コア企業
がリードする方が良い

連携企業同士で価値観を共有する
<連携の理念、目的がはっきりしている>
<連携企業同士のベクトルが同じ方向を向いて
いる>
<共通目的解決のために情報を出来る限り開示
しあった>

技術流出を防ぐことが難
しい

知財権、契約には問題が
ある
海外での連携、海外との
連携には困難がある

複合製品を狙う連携は製
品化が進む３．知財の取扱い、契約

４．販売について

連携企業の意識がバラバ
ラ

連携企業同士で価値観を
共有する

<得意な分野、強みを持った相手>
<勢いのある相手>
<連携の理念・目的を明確に示す>
<リードをしてくれる大学や公設試>
<方針をはっきりさせれば、必要な連携相手も
決まる>

１．連携の役割分担
２．費用の分担 連携当事者の、技術の理

解、市場の理解、顧客
ニーズの理解が難しい

<連携の成功要因> <連携の段階> (事業のプロセス) <連携の障害要因、課題>

認知を得るまでの期間が
長い<信頼関係が重要～時間をかけて>

<信頼関係が重要～研究者同士の相性>
<信頼関係が重要～市場・顧客のニーズを伝え
ることで信頼構築>
<信頼関係が重要～相手の立場にたつ>
<トップ同士の信頼関係につきる>

利益配分では揉めること
が良くある

連携目的がなかなか達せ
られない
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資本金区分 従業員数 設立年代 当社 連携相手

事例1 環境 小型風力発電機
2,000万円
～1億円未満

20人以下 1970年代 中小企業
中小企業　(NPO会員同士の連
携もあり)

異業種
部材製造、デザイ
ン、販売

Ⅲ
新エネ・省エネの普及や新事業創出を目的としたNPO法人(地域企業が会員)を基軸にした
連携活動で新商品を生み出している。環境が当社の第２の柱として育ちつつある。

事例2 環境 電動車用「充電装置」
2,000万円
～1億円未満

 50人～299人 1980年代 中小企業 中小企業、ベンチヤー企業 異業種
特許許諾・開発、
製造、販売

Ⅱ

下請け一辺倒でなく自社製品を手持ちにするという長期計画に基づいて、自社製品シー
ズをベンチャーからのライセンス許諾により得て、製造・販売を他社と連携している。
設備投資減退の影響を受けている。

事例3 環境 焼却炉におけるダイオキシン抑制装置
2,000万円
～1億円未満

20人以下 1980年代 中小企業 中小企業、大企業 異業種
材料供給、部品製
造、販売

Ⅳ

異業種の会の事業テーマを引き継ぎ、触媒材料メーカー(大企業)と連携した。市場開拓
に熱心に取り組み8年を経てようやく売れるようになり、当社の第2の柱に成長する見込
みとなっている。製造は異業種の会のメンバーと連携。

事例4 環境 汚染土壌処理装置、汚染土壌処理事業
2,000万円
～1億円未満

 50人～299人
1950年代
(創業:1945年以前)

中小企業 中小企業 異業種 工事・営業 Ⅱ

下請け一辺倒でなく自社製品として、汚染土壌処理装置及び処理事業に取り組むが、自
社技術に不足する排水処理技術を持つ企業を連携相手とし、双方の技術を合わせて共同
で処理事業にあたる。受注活動は両社が行う。

事例5 環境 めっき液リサイクル装置
2,000万円
～1億円未満

21人～49人 1970年代 中小企業 中小企業 異業種 設計・製造 Ⅱ

当社はめっき材料メーカーであるがめっきリサイクルプロセスを開発し、水処理関連装
置メーカーと連携して装置を製作した。1号機の導入をユーザーが検討している段階であ
る。相手に技術を理解してもらうのに苦労した。

事例6 環境 家庭用燃料電池構成部品
2,000万円
～1億円未満

 50人～299人 1950年代 中小企業 大企業 異業種 設計(顧客)・販売 Ⅲ

システムメーカーと連携して、家庭用燃料電池の補機の耐久性とコストダウンの開発を
実施した。あきらめずにがんばった結果、当社の製品が再評価され、採用されるように
なった。海外での連携相手探しが困難。

事例7 環境 空調機器 10億円以上 1000人以上 1945年以前 大企業 海外大企業 同業種 製造 Ⅰ
世界的な省エネ規制に対して、当社は省エネ技術を提供、中国メーカーは低コスト生産
技術を提供して、低コスト省エネ機器を共同開発する。提携成立にはトップ同士の信頼
関係が重要であった。

事例8 環境 省エネ装置等 10億円以上 1000人以上 1945年以前 大企業 中堅企業、海外企業 異業種 部品製造・販売 Ⅱ

当社は蒸気の有効利用と省エネを狙った機器の開発を狙っていたが蒸気技術が不足して
いた。そこで蒸気に詳しい企業と連携、双方が技術的な強みを持ち寄ったので製品化に
成功した。海外企業との連携失敗例も紹介。

事例9 環境 家庭用燃料電池 10億円以上 1000人以上 1945年以前 大企業 大企業、中小企業
同業種、異
業種

製品仕様・評価・
販売、開発・製造

Ⅱ

家庭用燃料電池のシステムメーカー同士が連携して共通仕様を決定、その後補機メー
カーと連携して、補機のコストダウンと耐久性向上を図った(NEDOプロジェクト)。2009
年度販売開始の初期商用機に採用されている。

事例10 環境 バイオ燃料製造技術 10億円以上 1000人以上
1950年代
(創立:1945年以前)

大企業
大企業・中堅企業・中小企
業・(官)・(学)

異業種 開発 ０～Ⅰ
当社はバイオエタノールの製造技術の開発を目指しており、当社の前処理・糖化技術
に、他社の発酵技術、別の他社の蒸留精製技術を持ち寄ることで製造プロセスの最適化
を目指す。

事例11
環境、安全･

安心
省エネシステム、セキュリティシステ
ム

10億円以上 1000人以上
1940年代(戦後)
(創業:1945年以前)

大企業
ベンチャー(海外ベン
チャー)・中小

異業種 部品製造・販売 －

環境分野、安全･安心分野は自社技術が確立していない。当社ではコア技術以外の技術に
ついては、自社開発でなく広く世界にその技術を求めて、研究開発効率とスピード向上
を図っている。

事例12 安全･安心 手洗い器 2,000万円未満 20人以下
1980年代
(創業1960年代)

中小企業 中小企業 異業種 販売、部品製造 Ⅲ
自社の新規事業として手洗い器を開発した。当社には販売部門、製造部門がなく、それ
らでの連携は必須である。開発から3年間は売れずに苦労した。

事例13 安全･安心 分析機器用部品
2,000万円
～1億円未満

20人以下
2000年以降
(創業:1990年代)

ベンチャー企
業

産産学官 異業種 開発 Ⅲ

当社はベンチャーであるが、海外企業との連携、研究コンソーシアムでの連携の経験が
ある。当社の部品を使用する装置メーカーが、その装置を販売中止するという出来事が
あった。

事例14 安全･安心 防災機器
2,000万円
～1億円未満

21人～49人
 1960年代
(創業:1950年代)

中小企業 中堅企業 異業種 部品製造 Ⅱ

下請け企業であったが、第２創業として防災機器を選んだ。消火システムの課題を見つ
け、自社に不足する機械加工技術を補うため下請け仲間の会社と連携した。開発品の評
価に予想外の費用がかかることが分かった。

事例15 安全･安心 食品用「凍結機」「解凍機」
2,000万円
～1億円未満

20人以下 1990年代
ベンチャー企

業
中小企業 異業種 製造、販売 Ⅲ

当社はベンチャーであるが、独自技術の凍結機を商品化し拡販を狙う。製造、販売で他
社と連携している。連携をうまく進める方法はトップ同士の信頼関係につきる。

事例16 安全･安心
検電器、直流リレー付ブレーカー、充
電式LED作業灯

2,000万円
～1億円未満

 50人～299人
1970年代
(創業1945年以前)

中小企業 大企業、中小企業、海外企業
異業種、同
業種

開発・評価(顧
客)、製造・販
売、製造、販売

Ⅳ

当社は企業間連携の経験に富む。中小企業には狭い範囲ではあるが優れた技術がある。
特長のある企業同士が技術を持ち寄って別の製品を作ることが連携の基本であるとし、
企業間連携による複合品の開発を目指している。また、海外同業企業との販売面での連
携例も紹介。

事例17 安全･安心 バイオ関連分析装置
2,000万円
～1億円未満

20人以下 2000年以降
ベンチャー企

業
複数大企業・中堅企業・中小
企業と公設試験研究機関

異業種 開発・評価 Ⅲ

ベンチャーで、独自技術のバイオセンサを開発している。その開発過程や、センサを組
み込んだ分析装置開発では公的試験研究機関や複数企業との連携で進展が図られた。大
学や公的試験研究機関の力に後押しされた。

事例18 安全･安心 細菌等の熱殺装置
2,000万円
～1億円未満

21人～49人 1960年代 中小企業 中小企業
異業種、
(同業種:対
象分野外)

製造、販売 Ⅲ

当社は中小企業の共同受注開発グループのメンバーであるが、メンバー外の大企業を含
む企業との下請けではない「横請け」の連携経験が豊富である。中小企業間の連携では
リーダー役が必要である。

事例19 安全･安心 非常用発電装置
2,000万円
～1億円未満

300人～999人 2000年以降 中堅企業 大企業 異業種 部品製造 Ⅱ

当社の製品ではユーザーニーズに対応できなかったので、技術を持つ会社と連携した。
餅は餅屋の面があり、製品技術はお互いにある程度確立していたので、開発が早く進ん
だ。

事例20 安全･安心 認証装置 10億円以上 1000人以上 1945年以前 大企業 大企業 異業種
製品仕様、開発、
販売

Ⅲ

当社の認証技術を、自社認識システムに使う目的で評価したいと申し出があった際、市
場や他の認証システムメーカーのことも調査した上で、当社単独の場合、他のメーカー
と連携の場合と比較し、申し出のあった企業との連携がより好ましいと判断した。

<付録>
バイオ産業振興支援機関事務局の見解 <成果のステージ０～Ⅳ>
中小企業活性化支援機関プロジェクトマネージャーの見解 大企業: 資本金10億円以上 ステージ０　　連携スキームを構築、連携開始段階

中堅企業: 資本金1億円～10億円未満 ステージⅠ　事業の基盤と成る技術成果が得られた段階
資本金1億円未満でも従業員数300人以上 ステージⅡ　成果技術を適用し製品化した直後の段階

中小企業: 資本金1億円未満で従業員数299人以下 ステージⅢ　成果技術適用製品の製品化からしばらく経過するが収益が十分に実現していない段階
ステージⅣ　成果技術適用製品により収益を実現した段階
　注)ステージ欄「－」は、連携が多数あるためステージの特定ができないことを示す

企業間連携事例一覧

事例No. 分野
異業種・同
業種区分

連携相手の機能
成果の

ステージ
連携商品・事業

聴き取り先企業(当社)
コメント

連携企業の規模
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第１章　連携事例の分析･評価･まとめ

Ⅰ連携のきっかけ
１．連携のねらい(企業のねらい)
２．連携が必要だった理由
３．連携相手の見つけ方
４．その連携相手を選んだ根拠

Ⅱ連携の役割分担、連携活動
１．連携の役割分担
２．費用の分担
３．知財の取扱い、契約
４．販売について
５．連携活動の進め方
６．連携の成果

Ⅲ連携の障害要因、課題
１．認知を得るまでの期間が長い
２．販売面の課題が大きい
３．利益配分では揉めることが良くある
４．連携目的がなかなか達せられない
５．コストの問題がある
６．連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧客ニーズの理解が難しい
７．連携企業の意識がバラバラ
８．医療分野の機器は許認可や治験で費用がかかる(安全･安心分野)
９．連携関係が変化することがある
10．技術流出を防ぐことが難しい
11．知財権、契約には問題がある
12．海外での連携、海外との連携には困難がある

Ⅳ連携の成功要因
１．連携相手と関係を深める
２．良い連携相手を選ぶ
３．複合製品を狙う連携は製品化が進む
４．連携企業同士で価値観を共有する
５．連携企業の双方のメリットがあるようにする
６．企業間連携では平等ということでなく、コア企業がリードする方が良い
７．我慢・ねばりが必要

Ⅴまとめ

[参考]各社の企業間連携に関する方針や考え

　企業間連携事例20事例につき、次のⅠ～Ⅴを以下にとりまとめる。Ⅰ、Ⅱは連携の段階
(連携事業のプロセス)を表している、Ⅰは１～４、Ⅱは１～６の観点で各事例から抽出し
た。Ⅰは企業が自社の意志をはっきりさせて連携を指向し連携相手を選ぶまでの段階であ
る。Ⅱの１～４は、連携相手との間で取り決めを行う段階であり、Ⅱの５は、連携活動(連
携事業)を進めている段階、Ⅱの６は連携活動の結果としての成果を得る段階である。
　Ⅲ、Ⅳについては、「連携の障害要因、課題」「連携の成功要因」に関する記述を各事例
から抽出し、グループ分けしてⅢは１～１２の要因(課題)、Ⅳは１～７の要因を得た。
　Ⅴは以上のまとめであるが、昨年度調査「近畿地域機械産業における産産・産学連携の動
向とあり方調査」で指摘された課題等と「障害要因、課題」、「成功要因」との関係につい
ても考察した。
　なお、20事例から、各社の現在・今後の連携方針や連携に対する考えを抜き書きし「[参
考]各社の企業間連携に関する方針や考え」として示した。
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Ⅰ連携のきっかけ

１．連携のねらい(企業のねらい)

事例
 No.

項目
No.

<下請け一辺倒からの転換をはかる>
・当社社長の会社設立時の長期計画として、設立後20～30年に自社製品
を生み出したいという計画であった。

事例2 7

・大企業の下請けからの転換を狙い、環境保全対応分野で自社技術の延
長線上にある次世代型製品開発を目指した。

事例4 7

・一般に大手企業と当社との過去の関係は、大手から示された設計要求
どおりのものを当社が製作するという関係であった。このような待ち
の姿勢では市場が変わってしまったときに当社は対応できない。この
たびの補機プロジェクトでは、要求されているのがコストや耐久性で
あったし、今後家庭用燃料電池が普及していくためのコスト目標は明
確なので、当社の開発方向も定めやすい。

事例6 13

・当社は大手機器メーカーの電子・電気部品下請けとして事業経営して
きたが、下請け一辺倒ではなく自らも技術部門や購買部門を持ち顧客
の要望に応える商品を作ること、すなわちメーカーの機能を持ちたい
と願っており、1980年代後半から技術部門を育成していた。2000年代
になって、第二創業に取り組むこととし、その分野として最もニーズ
が大きい人命に関すること、その中で防災機器を選んだ。

事例14 7

・A社と当社とは同じ大手機器メーカーの下請会社同士で、以前から知り
合いであり意志疎通が図りやすいこともあった。また、A社は機械加工
技術に優れ、A社も、自分の商品を持つメーカーになりたいという意向
を持っていた。

事例14 7

<中小企業グループの共同テーマである>
・異業種の会の目的「異分野・異技術の中小企業が連携することによ
り、各社の強みを活かし、かつ弱みを補うことにより独自の総合的な
開発・製造体制をつくり、共同して成果をあげよう」に沿った活動で
あった。

事例3 7

　収集事例について、事例紹介企業(当企業)と連携相手企業の、連携のねらい(企業のね
らい)及び連携が必要であった理由を簡略化して「表1」に示す。

　連携をする企業にとり、企業間連携は目的ではなく、企業のねらいを達成するための
手段である。このような企業のねらいを収集事例から抽出した。抽出した企業のねらい
のうち類似のもの同士をひとまとまりにし<見出し>をつけて配列した結果を以下に示
す。各ねらいの出所となる事例は第２章「企業間連携事例個票(事例1～事例20)」に収録
しているが、出所の事例No.と個票の中の項目番号を、以下のそれぞれ右端に示した。
　企業のねらいで、比較的多いのは「自社技術・製品によって新分野・新事業への展開
をはかる」である。そして、企業は、このねらいを達成するために連携を選択してい
る。中小企業では、「下請け一辺倒からの転換」や「中小企業グループによる共同テー
マ」などが見られた。このうち「下請け一辺倒からの転換」は、「メーカーになる」、
「自社製品を持つ」と別表現で語られることもあった。
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・当社が会員となっている府県単位の中小企業経営者団体に所属する
メーカー有志が共同受注・開発グループを1999年に組織した。細菌・
ウィルス瞬間熱殺装置を開発してみないかという話は2002年に産業振
興機関から中小企業経営者団体にもたらされた。共同受注・開発グ
ループのテーマとして進めた。

事例18 7

<従来からの顧客ニーズへの対応>
・無電解ニッケルめっきの使用済みめっき液はそのまま廃液となり、焼
却・減量後、埋立処分という処理に要する費用と環境への負荷が問題
となっていた。当社は無電解めっきの権威である公的機関の研究者に
問題解決のための開発を勧められた。

事例5 7

・当社の非常用発電装置に対する顧客ニーズに対応する。 事例19 7

<自社技術・製品によって新分野・新事業への展開をはかる>
・家庭用燃料電池という新市場に自社製品を適合させる。 事例6 7

・中国においても省エネ規制がはじまったので、当社は省エネ規制の波
に乗って中国市場で空調機器を拡販したいとの意向を持った。

事例7 7

・家庭用燃料電池の本格普及には、低コストと耐久性が重点課題である
との産学官の共通認識のもと、業界(システムメーカー)が連携して部
品部材・補機(周辺機器)のコストダウンを推進することにした(NEDOプ
ロジェクト:補機プロ)。

事例9 7

・当社は創エネや省エネ、蓄エネ等のエネルギーシステム事業を今後の
成長を担う柱と位置づけており、燃料電池は創エネの有力技術として
その事業化は当社の重要なプロジェクトである。

事例9 7

・当社は、稲わら等からバイオエタノールの製造する装置が開発できれ
ば、開発した装置を製造・販売していきたいと考えている。

事例10 7

・当社は、産業用フリーザー、食品プラント機器のメーカーで、1990年
代に設立されたベンチャー企業である。当社は2000年代初頭に新しい
製品として、食品の鮮度を保ったまま高効率で凍結できる凍結機を開
発した。その事業化の道を進んでいる。

事例15 7

・当社はニッチな分野の専門メーカーであるが、当社の技術と他社の技
術を合わせて複合品を作ることで新しい市場が開拓できるのではと考
えていた。

事例16 7

・当社は製造工場なし(ファブレス)、研究所なし(ラボレス)のベン
チャー企業である。当初は半導体事業を手がけていたが、半導体をバ
イオに使いたいとの発想をいだいた。

事例17 7

・当社はコア技術である認識・識別技術をもとにして、指紋認証など特
定の認識技術要素の生体認証技術を開発し、それらを用いたセキュリ
ティ機器を新事業分野として推進している。

事例20 7

<第2創業を目指す>
・当社はもともとは浄水器が本業である。水道水が高度浄水処理に変
わったので臭いのついた水が少なくなったこと、ペットボトルの水が
普及したことで水道口に浄水器をつける需要は小さくなった。それで
何かいい事業がないかということで探索を開始した。

事例12 7
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<新事業創出、新成長分野での開発効率、開発スピードの向上>
・新事業創出とか成長が目される事業とかの開発効率が良くなく、自社
の保有する強みの面しか発揮できないということ、また、グローバル
の競争の中では自分たちだけで開発しようとすると、スピードの面で
勝って行けないということ。
より早く顧客の課題に対応し早く顧客に届けること、また研究開発効
率を上げていくことを目指している。

事例11 7

２．連携が必要だった理由

事例
 No.

項目
No.

<事業化シーズを得るために他社からライセンスを受ける>
・自社製品を探索すべく、技術部門を立ち上げていろいろやっていたが
なかなか、これというシーズを見つけることが難しかったので、電子
部品関連で特許権を保有している会社と手を組もうと思い立ち、産業
支援機関に相談し調べて貰った。調査の結果、高速充電技術を開発し
たL社を特許流通アドバイザーから紹介され、L社の保有技術を使う高
速充電装置が当社にも適していると判断してL社から通常実施権を取得
した。

事例2 7

<自社に機能(部署)がない>
・当社は販売部門を持っていないので、社外の売り手の存在は必須であ
る。したがって、当社にとって、責任もって販売してくれる会社がい
ることは望ましいことである。

事例12 7

・当社は、工場を持たず開発・設計を主とするベンチャー企業である。
開発した凍結機の製造、販売につき連携する必要があった。

事例15 7

・当社は電気関係を業としているだけなので、共同受注・開発グループ
の中から機械、熱交換器等の得意なメーカー4社と販売担当1社も加
わってコンソーシアムを組んだ。

事例18 7

・リサイクル方法を装置化し新めっき液と組み合わせたシステムとする
必要があったが、当社に装置製作部門がなかった。

事例5 7

<必要技術が自社にない、不足技術を補う>
・当社の土壌洗浄法は水を用いるため、土壌洗浄工事で濁水を排出する
のでその処理が必要である。濁水処理法を当社で開発しようとしたが
旨くいかなかった。2007年に県内で開催された国際展示会に洗浄技術
を出品したが、出品他社の中に汚染土壌洗浄工事者であって排水処理
技術も保有しているA社をみつけた。

事例4 7

　企業は自社のねらいを実現するために、何故連携が必要だったのか、又は何故必要に
なったのかその理由を収集事例から抽出した。
　自社が持っていない製造や販売などの機能(部署)や、不足技術を補うという理由が多
いが、「自社技術を組み込む装置、システムが自社にない」という理由もあった。これ
は自社技術がそのままでは最終製品とならずに、それを組み込んだ装置やシステムが市
場に受け入れられる製品であるが、それは自社にはないため、装置・システムのメー
カーとの連携が必要だということである。
　また、「得意技術を持ち寄って一体化する」という連携理由もある。このような連携
では、得意な技術であるので、連携成果は速く得られるようである。

9



・当社のブロワでは部品に使用するゴムの耐久性が課題であった。ここ
では当社とゴムメーカーとが連携した(当社にはゴムの耐久性向上技術
がない)。

事例6 8

・中国市場で競争力のある低コスト生産のノウハウ。 事例7 8

・当社は、蒸気の有効利用と省エネを狙った省エネ機器の開発を企画し
ていたが、当社には蒸気の知識・技術が不足していた。

事例8 7

・環境・省エネ、健康・医療、安全・安心分野は、これから市場が大き
くなる分野であるが、自社技術が確立している訳ではないので、世界
中からこういった技術を探している。技術はグローバルになっている
ので国内を探すだけでは全く不十分で最良の技術を見逃すことになっ
てしまう。

事例11 7

・オゾン水手洗い器の制御装置は当社に保有技術がないので、電子部品
会社のM社に依頼した。前職(別会社)でM社が優れた会社であることを
知っていた。

事例12 7

・当社は2000年代になって、第二創業に取り組むこととし、防災機器を
選び、まず非常用電源メーカーを買収し非常用電源を製造販売すると
ともに、その電源が使用される消火設備にも需要がないか検討した。
消火システムの問題を検討するなかで、二つの課題を見つけた。一つ
目は当社独力で技術開発できるが、二つ目の解決は当社技術では対応
できず機械加工に強い企業と連携する必要があった。

事例14 7

・当社は製造工場なし(ファブレス)、研究所なし(ラボレス)のベン
チャー企業である。2000年代初頭に大学研究者と共同でバイオセンサ
の研究を行い、公設試験研究機関にも相談していた。公設試験研究機
関研究者からバイオセンサをタンパク質解析に応用できないかとの提
案があり、試作して評価を受けたところ好評で、2000年代半ばに研究
コンソーシアムを形成することになった。研究開発には、センサのほ
か、センサを動かすための周辺回路、ソフトウェア、試薬、周辺部材
が必要となる。これらに詳しい企業と連携する必要があった。

事例17 7

<自社技術を組み込む装置、システムが自社にない>
・当社は特殊な材料の技術をコアとしたベンチャー企業であるが、当社
の技術だけでは製品にならない。製品にするには、必要な技術を持っ
ているところと連携して早くいいものを出すことが必要と考えてい
る。

事例13 7

・当社にとってもその特定分野の認証システムは初めてであり、市場で
経験を有しているA社との連携は市場や顧客ニーズを知る上でメリット
があった。

事例20 7

<得意技術を持ち寄り一体化する>
・当社が技術開発を行っているのはセルロース系バイオマスを前処理・
糖化する技術。これに日本酒のトップメーカーであるA社の発酵技術、
及びエタノール蒸留精製の分野において国内外で多数のプラント施工
実績を誇るB社の蒸留精製技術を組み合わせることにより、一連のエタ
ノール製造プロセスの最適化を図れる可能性が高いと考え、3社で取り
組むこととした。

事例10 7
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・当社の直流センサを他社製品のブレーカーに組み込み一体化すること
で、世の中にない新しい製品ができると設計開発を進め、当該業界で
も堅実なブレーカーメーカーに提案し、連携することになった。

事例16 7

・当社製品では瞬時電圧低下に対応できなかったので、瞬時電圧低下の
装置・技術・ノウハウをもった企業と連携する必要がある状況では
あった。

事例19 7

<顧客からの依頼、顧客から評価を得る>
・連携相手のシステムメーカー(顧客)から自社製品の評価を得る。 事例6 9,10

・大企業の工場で感電事故があり、その対策として15年前より全員に検
電器を持たせるということで当社の検電器を使用してもらっていた
が、その後環境エコの高まりから従来の電池を交換する一次電池式で
なく、充電式の検電器の開発打診があり、共同開発にこぎつけた
(2007)。開発費用は大企業が負担した。

事例16 7,9

・毎夜長時間の夜間工事のため、作業灯の電源である一次電池(乾電池)
の消耗交換、大量廃棄が課題となっていた大企業顧客から、環境面に
配慮して充電式照明器具ができないか、求められた。

事例16 7

<同業者が共通課題を解決する>
・補機の耐久性向上とコスト低下を図るには、システムメーカーが連携
して統一仕様を決めて、部品部材・補機メーカーの協力を得る必要が
あった。

事例9 7

・空調機用冷媒は大量生産すればコストが低くなる装置産業といえる。
オゾン層に影響を及ぼさない新冷媒の製造会社を数年前に欧州メー
カーと共同で中国に設立している。両社が個別に生産するよりも、両
社の生産量をまとめて生産することで低コストの新冷媒を得ることが
できる。

事例7 15
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当企業の場合 連携相手の場合

事例1
環境分野への進出をねらったが、自社に
は技術が不足

環境分野への進出、自社製品の拡販

事例2

自社製品を手持ちにするという長期計画
の実現をねらったが、製品シーズを得る
必要があった。

自社特許の使用許諾。
新規製造メニュー、新規販売メニュー

事例3

異業種の会の共同事業の推進をねらった
が、必須材料の触媒は他社の製品であっ
た。また自社に装置製造部門がない。

A社)自社製品(触媒材料)の需要先拡大。
新規製造メニュー、新規販売メニュー

事例4
環境保全分野で新事業を指向したが自社
には排水処理技術がなかった。

自社営業メニューの拡大

事例5
ユーザー業界の環境問題に対応したが、
自社には装置製造部門がない。

新規製造メニュー、将来のメンテナンス
ビジネス

事例6

新エネルギー関連新規需要分野への自社
製品展開。納入先システムメーカーの要
求仕様を知り、開発部品の評価を得るた
め。

商品の市場拡大には、部品の長寿命化と
コストダウンが必須であった。

事例7

省エネ規制の波に乗り自社技術適用装置
を世界に展開することを狙った。そのた
めには装置の低コスト生産化が必要で
あった。

省エネ技術適用装置を自社メニュー化
し、省エネ規制に対応

事例8
省エネ機器開発を目指す。自社には蒸気
技術が不足していた。

省エネ機器は自社の顧客ニーズにマッチ
していた。

事例9

家庭用燃料電池は創エネ商品としてその
事業化は当社の重要なプロジェクトであ
る。共通仕様により補機コストを低下さ
せるには、システムメーカー同士の連
携、補機メーカーとの連携が必要

システムメーカーは、当企業と同様。
補機メーカーは、新規家庭用燃料電池市
場への参入のため自社製品の適合を図
る。

事例10

バイオ燃料製造技術開発を目指す。自社
技術に他社技術を組み合わせることで製
造プロセスの最適化がはかれる可能性が
あった。

自社技術の新規分野への適用

事例11

環境・エネルギー分野ではシステム化が
必要。顧客への迅速な対応のため自社の
不足技術を連携で補う。

当企業からの、ロイヤリティ収入、研究
開発費補助、部品の販売、市場情報の獲
得。

事例12
新規事業化。自社の不足機能(販売)、不
足技術(制御装置製作)を連携で補完

販売メニューの拡大
新規製造メニュー

事例13
開発資金の獲得、他社技術との組み合わ
せによる新製品(部品)の開発

当企業の部品の利用、当企業の技術を応
用するための共同開発

事例14
第二創業で防災分野に進出。自社の不足
技術(機械加工)を連携で補完

自社商品を持つメーカーになることを目
指していた。

事例15

自社の独自技術に基づく食品用凍結機等
の製造・拡販を狙う。販売を担う相手が
必要。自社に製造部門なし。

新規製造メニュー、新規販売メニュー

表1. 連携のねらい(企業のねらい)及び連携が必要だった理由
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当企業の場合 連携相手の場合

事例16

(1)顧客からの要望への対応、新技術・
新商品獲得。顧客と共同開発連携
(2)自社技術と他社技術の組み合わせに
よる複合品を狙う。他社技術としてブ
レーカーを選択した。
(3)顧客からの要望への対応するため、
自社には、LED・成形等の技術が不足。

(1)自社内感電事故の再発防止、環境配
慮技術の適用
(2)自社技術と他社技術の組み合わせに
よる複合品を狙う。
(3)自社が行う工事での環境配慮

事例17

バイオセンサの用途開発を狙うが、自社
技術だけでは不足。他社、公設試験研究
機関、大学の知識、技術が必要。

研究の将来性、成果に着目

事例18

共同受注・開発グループの開発テーマの
幹事会社であるが、当社の電気技術以外
に、機械技術が必要

共同受注・開発グループのメンバーで、
新分野・新商品の開発に関心あり

事例19

非常用発電装置における市場ニーズへの
対応を狙う。当社に不足する技術を連携
で補完

自社製品の用途拡大

事例20

認証技術によるセキュリティ機器事業の
拡大を狙う。入室管理システム等に適用
するには、認証システムに強い連携相手
が必要

当企業の認証技術の適用を図ることが自
社認証システムの新用途開拓に有効
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３．連携相手の見つけ方

事例
 No.

項目
No.

<研究開発部門でベンチャーをウォッチしている>
・当社の研究開発部門ではベンチャーが発表する研究開発成果をウォッ
チして、当社にとって将来重要な技術がないか評価している。将来に
ついて重要となるであろう技術を持ったベンチャーがあれば、出資形
態で技術を使えるようにする場合もある。

事例9 15

<自社に連携相手を探す専門部署あり>
・連携相手の探し方は、いろいろなやり方を試みている。海外に何人か
現地に駐在させ、そういった技術を探す専任として配置しているのが
一つのやり方である。中国、アメリカ、欧州に配置している。駐在者
は、現地で人脈を作り、日本から必要技術を要求されると現地で技術
を持つところを探す。インターネットがかなり発展してきているので
そこから探し出すこともできる。

事例11 7

・当社では技術開発部門内にこのような連携をとりまとめる部署をおい
ている。全社から、こんな技術はないかという課題を集めてきて、保
有している機関がないかをグローバルに探す。探している技術を保有
する機関が見つかったところで、その技術をテスト的に使ってみて、
自分たちの事業に合うかどうかを検討して、社内の事業部門との間の
橋渡しをする。

事例11 7

<専門業者に依頼>
・二つ目のやり方として、技術を持った相手を探してくれる専門業者に
依頼する方法がある。こういう技術がないか探す人と、技術を持って
いる様々なベンチャーや大学との間をマッチングさせる業者である。
このような業者(会社)は日本にも米国にもある。最近はこうした業者
に依頼することが多い。

事例11 7

<地域の中小企業グループのメンバー>
・共同受注・開発グループの中から当社のほか、機械、熱交換器等の得
意なメーカー4社と販売担当1社も加わってコンソーシアムを組んだ。

事例18 7

<展示会やセミナー>
・県内で開催された国際展示会に洗浄技術を出品したが、出品他社の中
に汚染土壌洗浄工事者であって排水処理技術も保有しているA社をみ
つけた。

事例4 7

・補機プロジェクトで行った各地におけるセミナーのような試みは、当
社にとっても新しい中小企業を知る機会として有効である。例えば、
大阪でもいろいろな機能を持った中小企業が数多くあろうが、その企
業がどういうことができるとか、今できないが将来こういうことが出
来そうだとかは、普段の付き合いがないので分からない。相手と実際
に会って話をしないとわからないのだが、現実は会う機会がほとんど
ないからである。

事例9 15

　企業は連携が必要になったとき、どのように連携相手を見つけるのであろうか。収集
事例では、「ビジネスのつながり」が少なく、「人脈による」が比較的多かったが、大
企業の研究開発部門で、ベンチャーをウォッチしている企業がある。大企業には「自社
に連携相手を探す専門部署あり」とするところもあった。
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<ビジネスのつながり>
・製造で連携したM社は、当社の大型装置を生産するメーカーの紹介に
よる。販売総代理店となることを依頼したS社とは、冷凍機前後の機
械がS社品であったこともあり取引があった。

事例15 7

<下請け仲間同士>
・A社と当社とは同じ大手機器メーカーの下請会社同士で、以前から知
り合いであり意志疎通が図りやすいこともあった。

事例14 7

<インターネットで探し異業種の会の研究会に招いた>
異業種の会で勉強会を行った。一時は大学の先生にプラズマ法を紹介
されたが、我々には取り組めないということで、別の技術をインター
ネットで探しているうちに大企業A社の触媒法を見つけた。

事例3 7

<人脈等>
・その活動の中でうまれた人脈等をもとに、自前のマイクロ風力発電機
を開発製作することにし、デザイナーも含め大阪や鹿児島など広域的
な6社の連携で2006年に1号機を受注製作し、地域の国立公園内に設置
した。

事例1 7

・その頃技術相談に応じてもらっていた大学の金属系研究者の人脈か
ら、水処理関係装置メーカーのA社を紹介してもらった。

事例5 7

・そのような中の2005年に、NEDOの「補機プロジェクト」が開始され、
家庭用燃料電池のシステムメーカーA社から参加しないかとの誘いが
あった。

事例6 7

・連携相手は、プロジェクト各機関の人脈及び紹介にて組成。 事例10 7

・販売会社S社とは、あるベンチャー企業を通じて知った。 事例12 7

・オゾン水手洗い器の制御装置は当社に保有技術がないので、電子部品
会社のM社に依頼した。前職(別会社)でM社が優れた会社であることを
知っていた。

事例12 7

・一緒に研究していた大学の先生が海外の企業に推薦状を書いてくれ
た。

事例13 7

・研究コンソーシアムのメンバーはコンソーシアム責任者の大学の先生
と、当社代表とで集めた。

事例13 7

・当社のほかの参加企業は、大学研究者と公設試験研究機関研究者が声
を掛けた。この公設試験研究機関研究者グループは、地域のバイオや
計測関連の企業のサポートをしているので企業の状況、企業のニーズ
は良く知っていた。

事例17 7

・当社の代理店からA社が開発したばかりの瞬時電圧低下補償装置を当
社の発電装置に組み合わせて使えないかとの提案があり、それを受け
て当社とA社の営業担当同士が初めて接触したのが当社とA社の連携の
きっかけである。その代理店はA社の製品も扱っていた。

事例19 7

４．その連携相手を選んだ根拠

　企業が連携相手を選ぶときに、多数の候補の中からどうしてその連携相手を選んだの
か、その連携相手を選んだ決め手はなんだったのか、その根拠を収集事例から抽出し
た。
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事例
 No.

項目
No.

<広域的事業の活動であった。技術の保有、コスト・品質がすぐれている>
・このマイクロ風力発電機の開発製作は、広域的事業の中での活動で
あったので、特に地域を限定せずに技術を保有している企業、コスト
や品質に優れている企業との連携となった。地域の中で製作できれば
良いのであるが、地域企業には得意・不得意もあるし要求品質やコス
トになかなか対応できない場合がある。

事例1 9

<低コスト生産ノウハウがあり、品質重視の経営スタイルに信頼が置けた>
・連携相手が、空調機器の生産台数が多く低コスト生産するノウハウを
持っていること。品質重視を信条とした経営スタイルに信頼が置ける
こと。

事例7 7,8,9

<機械加工に優れ、生産力があり、メーカーになりたいという意欲があった>
・機械加工に強い企業と連携する必要があったが、A社は機械加工技術
に優れ、そのノウハウも有しているとともに、国内と海外に生産工場
があり、生産量が増えた場合の対応が可能であった。更にA社も、自
分の商品を持つメーカーになりたいという意向を持っていた。

事例14 7

<当社単独の場合、他のメーカーと連携の場合と比較した上で判断>
・当社では、A社からの申し入れがあった際、市場や他の認証システム
メーカーのことも調査した上で、当社単独の場合、他のメーカーと連
携の場合と比較し、A社との連携がより好ましいと判断し選択した。

事例20 7

Ⅱ連携の役割分担、連携活動

１．連携の役割分担

　連携相手が見つかり、連携してことに当たる場合に、どのような役割があって、その
役割は、それぞれの企業にどのように分担されているのか、収集事例について、事例紹
介企業(当企業)と連携相手企業の、連携の役割分担を簡略化して「表2」に示す。販売
(営業)の担当が定まっている事例が多い。
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表2. 連携での役割分担

連携で何をするのか 当企業の役割 連携相手企業の役割

事例1
自前の小型風力発電機をデザインを含めて開発、製造し、町中の公共施設や企業向けに販売す
る。開発、製造は一からするのでなく、風力発電機の本体や部材を集め組み立てる。

コア企業として小型風力発電機の最終組立。製造元 小型風力発電機の部材製作、デザイン、販売を5社で分担

事例2

L社の充電装置技術を電動車向けに開発し、電動車用充電装置を設計・製造し、新商品として販
売する。

電動車用充電装置の設計・製造・販売 L社(開発型ベンチャー企業): 充電装置の特許許諾と開発、
M1社:装置の板金加工、M2社:装置の制御回路設計、　S1
社,S2社:装置販売

事例3
A社の触媒材料を用いるダイオキシン抑制装置を開発、設計、製造し、装置を販売する。装置を
設置した焼却炉ユーザーには触媒材料を販売する。

ダイオキシン抑制装置の開発リーダー、設計・製造、市場開
拓、装置・触媒材料販売

A社(大企業): ダイオキシン抑制の触媒材料供給、　M社: 装
置部品供給、 S1社・S2社: 装置販売

事例4

汚染土壌処理工事を受注し、当企業の汚染土壌処理装置(当企業が施工運転)、それによって排
出される濁水処理(連携相手が施工運転)を組み合わせて、汚染土壌処理工事を行う。汚染土壌
処理工事を行いながら当企業は汚染土壌処理装置の開発改良を実施する。

汚染土壌処理装置の開発・製造・販売、汚染土壌処理工事の
営業・施工

汚染土壌処理工事に際し排出される濁水処理を行う。汚染土
壌処理工事の営業・施工

事例5

当企業が開発したプロセス用のめっき液リサイクル装置を製造し、デモ機をユーザーに新めっ
き液とともに試用してもらいその後実機を購入してもらうという手順で装置と新めっき液を販
売する。

めっき液リサイクル装置のリサイクル機構の構想と、リサイ
クルに適した新めっき液の開発。装置・めっき液販売

当企業の求めに応じて装置の設計・製造

事例6

家庭用燃料電池の製造コストを下げるため、家庭用燃料電池のシステムメーカー(連携相手)が
示した仕様に基づき、部品の耐久性向上・低コスト化の開発を行い、開発されたその部品を搭
載した家庭用燃料電池を販売する。

家庭用燃料電池の部品の耐久性向上・低コスト化のための開
発、製造

開発部品の評価、購入。家庭用燃料電池の販売

事例7
省エネ規制に対応する低コスト空調機を開発し製造することで、省エネ規制が進む中国及びそ
の他の地域に両社が販売する。

省エネ低コスト空調装置の共同開発に対して当社の省エネ技
術を適用。装置販売

省エネ低コスト装置共同開発へ自社低コスト生産技術を適
用。装置製造・販売

事例8
蒸気の有効利用と省エネを狙った省エネ機器を新規開発し、製造し、両社のそれぞれのルート
で販売する。

省エネ装置の設計、連携相手の部品を組み込んだ装置製造(関
係会社)、省エネ装置販売(関係会社)

市場調査、省エネ装置に組み込む部品製造供給、省エネ装置
販売

事例9

家庭用燃料電池の製造コストを下げ、耐久性を高めるため、システムメーカーが補機(周辺機
器)の共通仕様を決め、呼びかけに応じた複数の補機メーカーと連携して集中開発をする。

家庭用燃料電池のシステムメーカーとして、補機の共通仕様
の作成、開発された補機の評価、購入。家庭用燃料電池の製
造・販売

連携相手のシステムメーカーは当企業と同じ役割。連携相手
の補機メーカーは、仕様に合った補機の開発、製造

事例10

国に承認されたプロジェクト「稻わら等の収集運搬からバイオエタノールの製造・利用の技術
実証」において、実証設備を建設し、バイオエタノール製造プロセスの技術実証を行う。

バイオエタノール製造プロセスのうち、前処理・糖化技術を
担当。プロセスの技術実証後の連携については未定

A社:製造プロセスのうち発酵技術を担当。B社:製造プロセス
のうち蒸留精製技術を担当。プロセスの技術実証後の連携に
ついては未定

事例11

当企業が省エネシステム、セキュリティシステムを顧客のニーズに応じて開発提供していく際
に自社に不足する技術を世界に求め、技術を持つ相手と連携して、システムを短期間で商品化
し、製作、販売する。

自社技術に連携相手の技術を組み合わせて顧客ニーズに適し
た省エネ又はセキュリティシステムとする。システム製作、
販売

当企業の求めに応じた技術提供、技術開発

事例12
殺菌効果のあるオゾンを利用したオゾン水手洗い器を当企業が開発しているが、その製造、販
売・保守点検サービスを行う。

手洗い器の開発・設計・製造 S社: 手洗い器の販売・保守点検サービス、　　M社:手洗い
器の制御装置を製造

事例13
当企業の保有する特殊な材料の技術を分析装置用部品として活かすための研究開発を行う。 分析機器用部品の技術開発 海外メーカーは開発費用負担。研究コンソーシアムの相手は

共同開発

事例14
当企業の第2創業である防災機器のうち消火設備のガス漏れを防止する容器弁を開発、それを組
み込んだ防災機器(消火システム)を製造・販売する。

防災機器の装置仕様作成、装置製造、営業 当企業の仕様にもとづいた防災機器の部品(容器弁)の精密加
工

事例15
当企業が開発した食品用凍結機等を製造、販売する。 食品用凍結機等の技術開発、設計、販売 M社:凍結機等の実機生産、　　S社:凍結機等の販売・マーケ

ティング

事例16

(1)当企業の検電器を使用している特定ユーザー(連携相手)向けに充電式検電器を共同開発す
る。
(2)当企業のセンサ(直流漏電警報)を連携相手のブレーカーに組込み一体化した複合品(直流漏
電警報付きブレーカー)を製造、販売する。
(3)充電式LED作業灯を開発、製造、販売する。

(1)充電式検電器の共同開発、設計、製造
(2)ブレーカー・センサ複合品用のセンサを連携相手に提供、
複合品の販売
(3)充電式LED作業灯の開発、設計・試験。複数の連携相手の
コーディネート。販売

(1)充電式検電器の共同開発、開発費用支払い、デザイン、
カタログ内容、購入
(2)センサをブレーカーに組み込んだ複合品の製造、販売
(3)当企業の求めに応じて、複数のメーカーが部品供給・加
工・試験・製造

事例17
当企業のバイオセンサを組み込んだバイオ関連分析装置を開発し評価する。 バイオ関連分析装置用のバイオセンサの開発、製造。分析装

置の基本システム共同開発
バイオ関連分析装置用の周辺回路、ソフトウェア、試薬、周
辺部材の提供。基本システムの共同開発・評価

事例18
細菌等の熱殺装置を共同受注開発グループが開発、製造、販売する。 細菌等の熱殺装置の開発・製造・販売の幹事会社(全体総括・

システム設計)。
M1社、M2社、M3社、M4社: 分担を決めて部品及び装置製作、
S社: 販路開拓

事例19
当企業の非常用発電装置に連携相手の部品(瞬時電圧低下補償装置)を組込み、一体化した新商
品を開発、製造、販売する。

連携相手からの部品を自社発電装置と一体化し非常用発電装
置に組み上げ(製造)。一体化装置(非常用発電装置)の販売

部品(瞬時電圧低下補償装置)を製造し当企業へ供給

事例20

当企業の認識技術(認証ユニット)に連携相手の認証技術を加え、入室管理システムなど特定分
野向けの認証システムを製作、販売する。

連携相手が示す顧客ニーズに適合するよう自社の認証技術を
最適化。認証ユニットを連携相手に提供

当企業からの認証ユニットに自社認証技術を加え、特定分野
向け認証システムの構築・最適化・販売。顧客との折衝、顧
客ニーズの把握

17



２．費用の分担

事例
 No.

項目
No.

<開発費は各自負担～両社が得意技術を持ち寄って一体化装置とする場合>
・開発費用は各々が開発するものは各自負担とするのが通常である。 事例8 8

<開発費は各自負担～各社の技術を持ち寄ってプロセスの実証を行う場合>
・国の補助を受けているが、全額補助ではなく、不足の部分について
は、所掌範囲ごとに、各社で負担。

事例10 8

<試作開発費を当社(発注側=川下企業)が負担>
・製品の試作開発費用は当社が負担した。 事例2 8

・装置の試作費用、デモ用装置の費用は当社が負担する。当社は国の助
成制度を利用しているが、装置の半額は当社自身の負担となってい
る。

事例5 8

・当社の要請に応じて、A社が容器弁を試作するという分担である。試作
費用は当社が負担をする。加工に要する工作機械の購入も当社の負担
である。これらの費用は当社の全額負担でなく、国の助成制度を活用
している。

事例14 8

<開発費は各自負担の場合の他に、連携相手(発注側=川下企業)が負担する場合もある>
・A社の求めに応じて、展示用や客先へのデモンストレーション用に認証
ユニットを開発し(あるものは費用をもらいながら)、A社に渡す。A社
は当社の認証ユニットをA社の認証システムに組込みデモンストレー
ション用等のシステムを製作した。

事例20 9

<開発品を使用する連携相手が負担>
・共同開発費用は大企業が負担した。世界初の充電式検電器であるが、
販売は当社が自由にできる形になっている。

事例16 9

３．知財の取扱い、契約

事例
 No.

項目
No.

<知財権のトラブル防止のために契約>
・連携開始の段階で特許や意匠登録などの知財の扱いや秘密保持協定な
どを取り決め、契約を締結する。あらかじめ契約をしておくのは、問
題が起きた後ではその解決が難しいからである。

事例1 13

　製品の開発試作費用の分担はどのように取り決めているのか。各自負担の場合、発注側
(=川下企業)が負担する場合、各自負担と発注側負担の中間の場合などがある。国などの
補助・助成を受ける場合でも不足分は分担している。

　知財権のトラブル防止のための契約は必要である。発明の取扱い、相手技術が他者の特
許を侵害していないかどうか、実施権をどうするか、研究開発費負担と成果帰属、技術流
出防止、業務分担などを契約で取り決めている。
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<知財権のトラブル防止のために契約～特許侵害、実施権、ロイヤリティ>
・連携相手が見つかった後、一番初めに一番大切なのは知財権である。
ロイヤリティ、排他権利か通常実施権か、開始する段階で決める。い
ざ商品出すときになってトラブルが生じないようにするためである。
連携相手の知財権のチェックをしたり、契約書を詰めたり(何回もやり
とりすることが多い)するので、両社が合意し開発がスタートするまで
に2ヶ月ぐらい時間がかかる。
相手と当社の役割はきちんと決める。先のテーマなのか、できるだけ
早く仕上げたいテーマなのかで、契約内容は変わってくる。

事例11 8

<発明の取扱い>
・当社では開発の連携相手とは共同開発契約を締結する。発明は通常、
発明者側に権利が帰属する。相互のディスカッションの中から生まれ
た発明は話し合いでその取扱いを定める。

事例8 8

・知財権の取扱いは、発明者帰属主義を前提にした協定書を結び取り決
めている。

事例10 8

・共同開発契約のなかで、両社に起因する発明は共同で出願し、片方に
起因する発明は片方単独で出願するということにした。基本特許は数
件取得している。

事例19 8

<特許出願人に関する取り決め>
・特許出願は2003年、前任幹事会社の時に行い、2009年に特許登録され
た。出願人は共同受注・開発グループ(法人)である。

事例18 8

<海外の会社とベンチャーの契約～研究開発費負担と成果帰属>
・研究開発費は海外の会社が負担、研究成果は海外の会社に帰属すると
いう契約であった。

事例13 8

<技術流出防止策>
・契約では、対象技術適用製品は事前申請・許可制とするという歯止め
等があり、技術流出の防止を考慮して取り決めてはいるが、契約外で
の流出は防ぐことができない。

事例7 12

<業務分担に関する契約>
・オゾン水手洗い器はわが国で新製品であるので軌道に乗るまでは様々
なハードルがあろうが、販売面でのハードルはS社が負担し、製造に対
するハードルは当社が負担という業務提携契約を結んでいる。

事例12 8

<工事案件毎の契約～共同で工事施工する連携>
・連携企業間で工事案件ごとに契約等を交わすこととしている。 事例5 9

４．販売について

事例
 No.

項目
No.

<連携企業双方の技術が入った製品の販売担当>
・販売は商社を総販売元とし、当社関係会社とA社が担当する。 事例8 9

　販売はその連携事業(商品)と顧客の間を橋渡しする重要な機能である。収集事例の殆ど
が販売に言及している。
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・ブレーカーと直流センサを複合品(セット品)として商品化した(2003
年）製品は、それぞれの販売チャンネルでこのセット品を販売してい
る。

事例16 9

・A社が瞬時電圧低下補償装置を作り、当社がそれを部品として購入し当
社の発電装置とともに一体型として組み上げる。販売は当社の既存
ルートに乗せ、メンテナンスも当社が行う。

事例19 8

<連携企業両社がともに工事の受注活動を行う>
・工事受注の営業は両社が行う。 事例4 9

<販売担当の連携相手の他に、自社も販売を担当するケース>
・当社も本事業のために販売要員1名がいる。売り子ということでなく市
場を把握するという位置づけである。客のこと知らずにいいものは作
られないので、販売要員のほか、技術要員も顧客に行く。販売会社は
製品の勉強に熱心である。顧客からの難しい話には当社の技術者が対
応するということにしている。

事例2 9

・販売面ではS1社、S2社と連携している。S1社は焼却炉メーカーに勤め
ていた人が焼却炉部門撤退に際し起業した会社で、焼却炉の顧客を
持っていた。S2社は元大学研究者が起業した会社である。販売は当社
自身も行う。

事例3 7

・販売は、当社も直接販売するが、販売量を増やすには全国に販売網を
持っている食品機械メーカーのS社に総代理店となることを依頼した。

事例15 7

<販売担当会社で装置の保守点検サービスも行っているケース>
・S社はオゾン水手洗い器の保守点検サービスを行う。そのためS社の社
員教育は当社が実施し、当初は保守点検サービスの顧客に当社も同行
したが、現在はS社が単独で対応しサービス料をもらえるにまでなって
いる。S社の社員に熱意があるのは、S社の社長がS社の4つの事業の一
つにしたいとリーダーシップを発揮していることが大きい。

事例12 8

５．連携活動の進め方

事例
 No.

項目
No.

<公的機関が連携企業をリードした>
・公設試験研究機関主導で、研究計画、役割の分担、スケジュール管理
が行われた。参加各社が、試薬、回路、ソフト、周辺部材につき、
「各社が出せる範囲で最良のものの提供を依頼する。その見返りとし
て、試験結果については情報開示する」とのプロジェクト方針に呼応
した。

事例17 8

<コア企業が連携企業をリードした>
・当社にとってLEDは初めてであった。LEDメーカー、プラスチック・ゴ
ムの成形メーカー、基板メーカー、基板実装メーカーなどと緻密に連
携したが、当社が設計と業者間のコーディネートを担当し、他社が部
品供給・加工・製造を行う形で進められた。

事例16 8

　連携活動はどのように進めるのか。コーディネートするのが企業であるほか公設試験研
究機関の例もある。具体的な打ち合わせの進め方も披露されている。
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・当社は本業として他社や大学と連携(タイアップ)して開発的な仕事を
多く手がけてきているので、他社と共同で仕事をすることには慣れて
おり十分習熟している。異業種の会社を動かすことは問題がない。

事例18 9

・他社とのこうした仕事の進め方は、当社と当社に部品を供給する会社
との間では頻繁に行っており、当社がイニシアティブをとって進める
という経験が多くあるので、A社との間も違和感なく進められた。A社
もこうした仕事の進め方には慣れていた。

事例19 9

<顧客のニーズに即応するために、事業化が見えるまでは一社が代表して対応する>
・当社は、コンソーシアムを組んで開発を進めると、顧客のペースに合
わないという教訓を得ている。コンソーシアムを組んで、ノロノロ打
ち合わせをしているうちに顧客が逃げてしまう。急ぎのテーマでは間
に合わない。当社が現在大学等と進めている産産学連携案件では、当
社が所属する共同受注・開発グループから当社が一時預かって(グルー
プの企業でコンソーシアムを組まずに)当社が単独で参加している。顧
客への試作品は先生と相談しながら仕様を決め、当社が製作し供給し
ている。顧客に供給した試作品は工事現場に設置されて、データが取
れるようになるので製品開発が進展する。試作品製作は一時的に当社
の機械屋が担当しているが、事業化が見えてきて量産になる時点では
共同受注・開発グループ内の機械メーカーの連携で製作することにな
る。現在は、客を逃さぬよう早い対応が必要なので当社のみでの取り
組みが適している。

事例18 15

<打ち合わせの進め方>
・通常、開発部隊同士は定期的に集まって、討論して役割分担を決め次
回までに何をするかを明確にする。会議場所はお互いの所在地を交互
に設定することが多い。

事例8 9

・先行開発の開始に当たりワーキンググループを組織した。両社の営
業、開発技術者を構成メンバーとし月1回、場所はほぼ交互で会議を行
い、営業担当が音頭をとって、課題とその対応策、いつまでにどちら
が担当して行うかを決めた。それにより技術の目処をたてながら商品
の枠組みをぼんやりと形成していく。商品をつくるとまた新たな課題
がでてくるし、商品化に当たってはPLやメンテナンス性も課題となる
ので、商品が完成するまでワーキンググループの会議は続いた。ワー
キンググループの会議で方向性を決め、別途に技術者間、品質保証担
当者間での細かい打ち合わせが行われた。

事例19 9

<両社の技術を組み合わせて商品とする場合の進め方>
・当社ではセンサー部分の回路設計と実装基板提供を行い、ブレーカー
メーカで同センサーを組み込んだブレーカーを設計、製造し、出来上
がった製品は再度当社へ持ち込まれて電気特性試験をする、といった
それぞれの得意分野はそれぞれが担当する形で開発は進められた。

事例16 8

・A社が特定分野のニーズを把握し、そのニーズを実現するために、どう
したら一番性能が出やすいか、当社とA社がお互いの技術を最適化する
ことで進めた。

事例20 8

・A社の求めに応じて、展示用や客先へのデモンストレーション用に認証
ユニットを開発し(あるものは費用をもらいながら)、A社に渡す。A社
は当社の認証ユニットをA社の認証システムに組込みデモンストレー
ション用等のシステムを製作した。デモンストレーション現場等での
評価を得ては修正することを繰り返しながら、活動を行った。A社とは
ある期間特化して開発の打ち合わせを行っている。

事例20 9
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<専門の企業や得意な技術を持つ企業と一緒になって進める>
・どのLEDを使うかはLED専門屋と相談して決めたほか、基板・プラス
チック・ゴムなどもそれぞれ得意な会社と一緒になって製作してき
た。落下させても簡単には壊れぬようプラスチック成形が得意な企業
と実験を重ねながら仕様を決めていった。試作品に対しても客先から
は改良ニーズが出てくるが、これも即座に対応した。

事例16 9

６．連携の成果

事例
 No.

項目
No.

<一定の成果が得られた>
・軌道に乗りかけ、当社の既存事業の落ち込みをカバーできるように
なってきている。既存事業と環境事業を当社の二本柱とすることも可
能かなと思えるようになった。

事例3 10

・こうした中、当社のブロワも再評価され、採用されるようになった。 事例6 10

・昨今の需要環境からみてこの連携は進めておいて良かったと考えてい
る。

事例7 11

・2009年度から、日本で初めて家庭用燃料電池の販売が開始された。
2006～2008年度の補機プロジェクトは、一定の開発成果を得た。その
結果、2009年度からの初期商用機販売開始に当たって、システムメー
カーが、開発機器の多くを採用している。

事例9 10

・当社の技術をもとにした分析用部品のあるものは販売売上げがあり、
研究開発資金の一部として役立っている。当社は研究開発型企業とし
て、新たな分析対象やタンパク質精製等の新たな用途開発を進めてい
る。

事例13 10

・海外の会社とは2003年に契約終了したが、現在は当社品の欧州での販
売を依頼している。
研究コンソーシアムによって研究は一定の進展をみた。その後、大手
企業と共同開発し、販売してもらっており研究開発資金の一部になっ
ている。

事例13 9

・当社にとってLED関連製品は初めてであるが、企業間連携のおかげで製
品化にこぎつけた。

事例16 9

<予想以上の成果が得られた>
・当社単独では得られない最良パーツが集まり開発は急進展した。 事例17 8

<副産物が得られた>
・なお、充電用電源の数が限られている場合に備え、複数の検電器を同
時に充電することができる連結式充電器も開発した。この充電器(連結
式)は他の製品の充電器にも活用できるので、当社の新しい商品メ
ニューとなっている。

事例16 9

企業間連携によってどのような成果が得られているのかを抽出する。
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<成功例となった>
・ブレーカーと直流センサを複合品(セット品)として商品化した(2003
年）製品で、いわば日本でオンリーワンの商品である。それぞれの販
売チャンネルでこのセット品を販売しているが、当社にとっては、新
しくブレーカー専門メーカーの販売チャンネルに当社製品を乗せて売
れるということに大きな意味を見出している。当社が考える複合品の
成功例となっている。

事例16 9

<知名度が高まった>
・NPO法人は展示会への出展、マスコミ取材などで知名度が上がってきて
おり、法人名はブランドとして育ってきた。企業連携の成果であると
思う。

事例1 10

・その認証を組み込んだシステムの市場は未だ明確に形成されていな
い。しかし、A社との連携により当社の認識技術の知名度は高まった。

事例20 10
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Ⅲ連携の障害要因、課題

1 認知を得るまでの期間が長い
2 販売面の課題が大きい
3 利益配分では揉めることが良くある
4 連携目的がなかなか達せられない
5 コストの問題がある
6 連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧客ニーズの理解が難しい
7 連携企業の意識がバラバラ
8 医療分野の機器は許認可や治験で費用がかかる(安全･安心分野)
9 連携関係が変化することがある
技術流出を防ぐことが難しい
知財権、契約には問題がある
海外での連携、海外との連携には困難がある

１．認知を得るまでの期間が長い

事例
 No.

項目
No.

<環境分野での例>
・当社の環境分野の商品は、いずれも当社社屋の屋上に設置して自分自
身でデータを採りながら、社会のために役立つものとするために検証
をしている。環境分野は歴史が浅くデータが少ないので自分達で検証
しながら進めている。

事例1 11

・2000年から取り組みを開始した本件が軌道に乗りかけるまでに8年か
かった。途中では経費の出費ばかりで、既存事業の利益がそれに食わ
れてしまうという困難な状況が続いた。軌道に乗りかけ、当社の既存
事業の落ち込みをカバーできるようになってきている。

事例3 10

<安全･安心分野での例>
・ブレーカーと直流センサを複合品(セット品)として商品化した(2003
年）製品で、いわば日本でオンリーワンの商品である。発電所等の需
要を狙ったが、実績がないため当初販売不振であったが、昨今の太陽
光発電の需要がでてきたこともあって、徐々に日の目を見つつある。

事例16 9

・当社の分析装置は研究支援用である。当社のセンサは手に入るものの
中では最良のセンサであるとの評価も一部で受けているが。顧客に技
術が認知されないと売れない。そのためには、大学や公的機関に買っ
てもらってデータを出してもらうという期間(5年)が必要である。新し
い計測法が普及するまでにはその誕生から10年ぐらいかかるとも言わ
れている。

事例17 12

  20事例から企業間連携の障害要因、問題点・改善点、課題に関する記述を抽出してグルー
プ分けをした結果、１～12の「連携の障害要因、課題」を得た。これらは、「Ⅰ連携のきっ
かけ」の段階から「Ⅱ連携の役割分担、連携活動」の段階を経て成果を得るまでの間、企業
間連携の「乗り越えるべき障害」といえるものである。

  環境分野や安全･安心分野では、製品ができあがってから認知されるまでの期間が長い
場合がある。その期間は収益が上がらずに苦しい経営状況となる。これは「連携活動(事
業活動)を進める」段階の障害である。

10
11
12
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２．販売面の課題が大きい

事例
 No.

項目
No.

・本製品については、客先であるエンドユーザーに説明をきちっとする
必要がある。本商品導入に当たり、客先のユーティリティつまり、排
水、配管、蒸気等が既設かどうか、どのような工事が必要になるの
か、設置スペースは十分かなどの説明を十分にしておかないと、購入
意欲はあっても実質的に導入ができない結果を招く。S社はこれらの技
術内容を十分には分からないので当社技術者が同行するが、全部のと
ころは回りきれない。

事例15 12

・販売面が伸びていない。S社は食品機械会社であるが、凍結機のノウハ
ウはない。
販売面でS社以外との連携もありうる。S社が全国をカバーしているわ
けではないのでS社が行けないところに出るのは問題ない。S社の商圏
を冒すのでなく補完関係でおこなうということで考えている。

事例15 13

３．利益配分では揉めることが良くある

事例
 No.

項目
No.

<零細企業同士の連携>
・聞いた話であるが、零細企業同士は連携するなといわれる。共同で
行ったことが失敗した場合は「しかたない」で済むが、成功しかけた
時に大いに揉めるからだそうである。

事例13 13

<同業同士の連携>
・当社にとって、初めての企業間連携は、大手機器メーカーの要請に
よって海外において、同業の下請け企業と折半出資の現地法人を設立
したことである。目的は大手機器メーカーに納入する製品コストの低
減である。当社は既に海外に於ける委託生産のノウハウを持っていた
ので、そのノウハウで同業下請け企業と連携して海外生産をスムーズ
に立ち上げて欲しいというのが大手機器メーカーの意向であった。連
携相手は海外が初めてであったが1年もすればコツを飲み込むことがで
きるので、手助けがなくとも自分たちだけで運営する自信がつく。利
潤の配分の問題も予見され、同業ライバル同士の連携の長続きは見込
めないと判断し当社は３年でこの事業から撤退し、国内に軸足を据え
た事業に特化することにした。

事例14 15

<開発段階での連携>
・客観的公平性を保つという意味では開発段階で、将来の利益の配分の
話はすべきでない。言い出す会社があるとギクシャクするからであ
る。「開発がものになるかを見て、旨くいくようなことがあったら参
入する」という了解でベースを揃えることが必要であろう。

事例17 11

　利益配分で揉めるのは、成果が出かかった段階、連携の役割分担(契約)の段階である。

　販売会社が技術内容を理解していないという問題、販売が伸びないという課題がある。
これは「連携活動(事業活動)を進める」段階で生ずる課題である。
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４．連携目的がなかなか達せられない

事例
 No.

項目
No.

<売り上げがあがらない>
・売り上げが当初計画のようには行っていないので、連携そのものが回
転していない状況である。

事例2 13

・未だ連携時に作成した計画通りの売り上げはない。 事例15 10

・障害は特にないが、売り上げがもっと増えれば良いのだが。 事例15 12

<不景気等による需要減退>
・土地取引が停滞している現在は、連携事業である汚染土壌処理の需要
が少ない。

事例4 10

・顧客に製品の長所は認めてもらえても、景気の低迷下で、産業機械関
連の設備投資中止の影響もあり、事業が膨らんでいないので連携企業
に仕事がいかない状況である。

事例2 10

・今まで市場にない新しい商品でありメリットは認められても、公共団
体などでは、稼働実績がない点が購入の足かせになっている。民間向
けとして期待していた顧客は設備投資に回す資金余裕がなくなったた
め購入を中止している。装置が売れていないので当社販売部門はA社か
らのプレッシャーを感じている。

事例19 12

<顧客ニーズ・市場ニーズに合致しない、市場環境が変化する>
・連携での失敗は、当社側の技術を見る目の問題もある。技術課題が
あって、それができるものを世界中から探すのであるが、これは良さ
そうだと思ってやってみると、実際の顧客の実現場ではなかなか役に
立たないということがある。現場に持ち込むと新たな課題がでてきた
り、うまく商品にならないというのがかなりある。ほとんどが技術的
な課題である。

事例11 11

・ただし、連携相手が最適であっても、連携で成し遂げようという目的
が市場ニーズに合致していなかったり、市場ニーズの変化や法規制等
により市場環境が変化してしまったりする場合もあるので、注意が必
要である。

事例14 11

５．コストの問題がある

事例
 No.

項目
No.

<連携先にコスト低下を要求しにくい>
・製造コスト低下の課題があるが、未だ売れていない段階では、連携相
手にそのような話はできない。

事例2 12

　連携を開始しても、目的になかなか達しない場合がある。売り上げが上がらないと製造
分野での連携活動は停滞してしまう。市場ニーズや法規制など環境が変化する場合もあ
る。これは「連携活動(事業活動)を進める」段階での障害である。

  連携相手から購入する物品・装置の価格が適正かどうかの判断、コスト低下の要求がし
にくい状況がある。また、連携に係る技術の評価に想定以上のコストがかかるといケース
もある。これは「連携活動(事業活動)を進める」段階での問題である。
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・当社は装置部門を持っていないので、製作されたデモ機の価格の評価
ができない。適正な金額なのかどうか判断できない点が問題と感じて
いる。

事例5 12

・当社は、中小企業からある部材を購入している。顧客からの値引き要
請は今のところ当社内で吸収しているが、吸収しきれなくなった場合
に購入先に転嫁する話をしなければならないが、そうすると購入先と
の間で揉めるのでないかと予想する。

事例13 13

・装置のコストを下げたいが、販売量が少ないのが現状である。 事例15 13

<連携で生まれた技術の評価に想定以上のコストがかかる>
・開発した新技術に対してその評価が難しいことがある。評価のために
想定以上の費用がかかることが判明したり、評価できる設備のある場
所が限られているなどの障害である。こうした障害を乗り越えるため
の企業間連携もありうる。

事例14 12

６．連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧客ニーズの理解が難しい

事例
 No.

項目
No.

<当社の技術を理解していない～経験がない>
・連携相手がめっきについては経験がなく殆ど初めてであったので、連
携の当初は苦労した。めっき液リサイクルプロセスを装置の形にする
には、化学的な考え方をベースにする必要がある。それがないと装置
の設計すらできないということになるので、A社の装置設計者数名に
めっきのしくみ、リサイクルのしくみを理解してもらうのに結構時間
が掛かった。何故ここはこうしなければいけないのかということを詳
しく説明した。

事例5 9

<連携相手が現場を知らない～プロ意識が目を曇らせることもある>
・当社が設計を行い、連携相手に発注してコーディネートするわけであ
るが、なかなか意思が通じないことがある。製品の使われ方、使われ
る現場はどういうところか、を連携相手皆が熟知していないと、強度
面、耐候性面でのトラブルが後になって出てくる。
各社技術者は、それぞれの製品・技術のプロではあるために、自分た
ちの考え方が全てだと思っているため、間違いが生じることがある。
製品がどのような使われ方をするのか、一緒に現場を見、認識を共有
することが効果的であるし、参加者皆が実際の使われ方に思いを至ら
すようになると、各社の技術力もあがってこよう。

事例16 13

・相手の製品は今までクリーンな環境で使われてきた商品であるが、当
社の発電装置はエンジン仕様なので振動などの厳しいストレスを部品
に与える環境である。当社からA社の装置に求める性能条件(耐振動性
など)はA社の基準に比べると高いものとなったが、当社としては品質
上譲れない条件だったので、少々の摩擦もあった。また、いつまでに
課題の対応を行うかというスケジュールの設定で揉めることがあっ
た。

事例19 12

　連携当事者が相手側の技術を理解していなかったり、連携に係る市場がどのようになっ
ているか分からなかったり、顧客の現場を知らなかったりすると、それが障害となって、
連携で目指すものが得られない。連携で成果を上げるためには、この障害は徹底的に乗り
越えなくてはならない。連携相手の選び方がまずい場合もあるであろうが、時間を掛け理
解に努めることで障害は乗り越えられるようなので、あきらめてはならない。これは「連
携活動(事業活動)を進める」段階での障害である。
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<得意技術を組み合わせる場合でも異業種間では理解が難しい>
・異業種間の連携なので当社と相手の使用する言葉に違いがあった。A社
の装置を当社製品として販売するのでその中身を理解しなくてはなら
ないが、初めての製品なので理解するまでに苦労があった。

事例19 13

７．連携企業の意識がバラバラ

事例
 No.

項目
No.

<始めから意識がバラバラの連携体がある>
・研究コンソーシアム(プロジェクト)における連携の難しさは、大手と
中小は目的がバラバラで違うので、プロジェクトのリーダー役、コー
ディネータがその違いをどうやって吸収、調整するかにある。

事例17 13

・一般の異業種交流会では連携は難しい。自治体主導が多いため、参加
者の意識がバラバラである。

事例18 13

<中小企業同士だと進捗ペースが落ちることがある>
・企業単独で進める場合に比べて、中小企業間の連携の難しいところ
は、進捗ペースがダウンしてしまうことにある。中小企業経営者の集
まりだから各社好き勝手を言う傾向にある。その中でペースを守るの
は至難の業である。
コア企業が指図しても「忙しいんだすまん」と連携企業に言われたら
どうしようもない。際どいところに来たら自分の会社を優先する。そ
うではなく「言ってきたのだから何とかしよう」と踏み込んでくれる
といいのだが。

事例18 13

<連携相手に同じ方向を向いてもらうのに苦労する～片手間に考えている>
・連携相手に当社と同じ方向を向いてもらうのに苦労する。 事例5 13

・連携で進める場合、コア企業である当社から機械設計を依頼しても、
忙しいから勘弁して欲しいと言われることがあった。各社とも本業を
持っているのでつらいところではあるが、連携案件を片手間に見てい
るともいえる。連携相手以外の他社に依頼することもままならず(国か
らの認定の制約)、仕方ないので当社の機械屋を使ってしのいだが、連
携にあってはこのようにペースが合わないということが生じる。連携
の弊害である。

事例18 12

<連携に対する期待度合いが違う>
・企業間連携で、相手との間に問題が生じるのは、いわば当然のことで
もある。連携による効果への期待値が高い側は、相手の実行力に不満
を持ちやすいし、期待値が低い側は、おしつけがましいと不満をもち
やすい。また、連携企業のどちらかに緊急性がなかったり、必要性が
弱かったりする場合は、活動が進まない。

事例20 13

  連携企業の意識がバラバラという状況をどうとらえるか。研究コンソーシアムや一般の
異業種交流会では、連携テーマに対する意志がはっきりしないまま参加しているケースが
あるようだ。連携相手に同じ方向を向いてもらうのに苦労している企業もある。連携に対
する期待度が企業間で違うから意識の違いは当然との見解もある。期待度の違いや意識が
相対的であることを理解しつつ、同じ方向に動いてもらうよう努力することが必要なよう
だ。これは、「連携の役割分担」の段階及び「連携活動(事業活動)を進める」段階での課
題である。
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<両社の意識は相対的なことがある～利潤が得られてお互いWin Win>
・一般的に連携相手が当社を重宝がってもそれは相手にとって当社が便
利なだけで、ビジネス上は当社は余りいい状況で推移していないこと
がある。当社が、きついな、この関係はやりたくないなと思っている
時は、逆に相手はもっと付き合って欲しいと思っているだろうし、こ
ちらがもっと付き合いたいと考えているときは、相手はもう勘弁して
欲しいと思っているのではないか。連携した商品が売れ、利潤が大い
に得られてようやくお互いがWin Winになる。

事例20 13

８．医療分野の機器は許認可や治験で費用がかかる(安全･安心分野)

事例
 No.

項目
No.

<事業を中止した>
・他社との連携ではないが、当社が自社で提案できる製品が欲しいとい
うことで最終製品にチャレンジしたが失敗したことがある。歯に空気
をあてると歯周病を防ぐことができるとの知見のもと、そういう装置
を製品化して、直売の販売ルートを自社で構築した。しかし、病気予
防をうたうとなると、医療機器として新しいカテゴリー、治験が必要
になり数億円の費用がかかる。そこで、予防できるとはいえず、コン
セプトがはっきりしない製品となってしまい販売中止した。

事例6 15

<医療機器以外の用途で販売>
・オゾン水手洗い器は薬事法上の認可をとっていない。取得のために数
億円の費用を要するし、S社の販売員や販売店が有資格者でなくてはい
けないからである。認可を得ていないので、オゾン水手洗い器で消毒
できると宣伝することはできない。

事例12 8

・市場を調べてみると本装置の用途はそのような場所ではないこと、薬
事法の許認可を受けるまでには多額の費用と相当の年数がかかること
の理由から、本装置は許認可をとる必要がないとのアドバイスを専門
家から受けた。本装置は薬事法適用外の雑品(経済産業省管轄)の扱い
としている。

事例18 9

<大手装置メーカーと組んで治験>
・当社の分析技術は、従来技術に比べて装置の小型化が容易である、試
薬の量が少なくて済む、リアルタイムで分析できる等数多くのメリッ
トがあるので、医療関係でも有望ではあるが、医療分野のこの種の分
析は既存技術・既存装置が完成定着しているので、医療に進むことに
なると、使いやすさ、スループット、信頼性、技術的根拠を示す必要
があること、治験が必要である等の大きな障害を乗り越える必要があ
る。それには費用・経験面で、ベンチャー単独では無理があり、大手
装置メーカーと連携する必要があると考えられる。

事例17 14

９．連携関係が変化することがある

　安全･安心分野に特有のことであるが、資金力のない企業にとっては製品を薬事法上の
医療機器として認定を得るには、費用と期間がかかるという課題がある。「連携活動(事
業活動)を進める」段階での課題である。

　連携相手の倒産、事業中止、販売中止など、連携関係が崩れることがある。また、始め
は連携関係であっても、顧客と納入業者の関係に変わってしまうことや、相手企業の担当
者の交代で連携関係が変わることもある。「連携活動(事業活動)を進める」段階での障害
である。
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事例
 No.

項目
No.

<連携先が工場閉鎖、倒産>
・連携相手が事業不振で工場閉鎖し別の会社に吸収されたことがある。
環境分野ではなかなか収益が上がらないという不安定な状況があるの
で、連携相手を慎重に選ぶ必要がある。

事例1 12

・海外メーカーとの連携で失敗といえる例がある。環境分野で、自然エ
ネルギーを利用した発電装置につき、海外に提携先をみつけ装置技術
を導入しようとした矢先に、提携先候補が倒産してしまったという問
題があった。結局、その事業は中止した。

事例8 13

・連携相手が倒産したこともある。大手企業から開発依頼があった照明
器具を共同開発していた連携相手が倒産してしまった。引き下がる訳
にもいかず、急遽新しい連携相手を探してやり直しに取り組んだが、
信用を落としかねない状況が一時続いた。

事例16 12

<連携相手が当社部品を組み込んだ装置を販売中止>
・当社の営業品目の分析用部品は、連携相手に装置を開発してもらって
市場に装置がそれなりに流通しないと部品は売れない。うまくいって
るときは、お互いメリットがあるのですごくいいのだが。連携相手の
装置メーカーが、装置販売を停止すると社内決定したことがある。連
携相手が開発費を出してくれているし、相手社内でも開発費を投入し
ていたので、まさか販売中止するとは想像しなかった。当社にとって
は、部品が突然売れなくなるのでこれが一番きつい。人を雇用して開
発したものが切られるとどうにもならない。契約で、連携相手に独占
権を付与しており、装置販売停止後も当社に制約が残り、開発した技
術は一定期間他に売れず全部死んでしまうということになる。

事例13 12

<始めは連携関係だが、リピートになると顧客と納入業者の関係に変化>
・大手が新しい市場に参入していく場合には当社に相談を持ちかけてき
てお互いが提案を出し合いながら進めるといった連携に近いやりとり
もあるが、最初だけである。リピートになると買い手と納入業者の関
係ということになる。連携の形態は長く続かない。

事例6 15

<連携相手の担当者が交代>
・大きな会社では相手方担当者が代わる。そうなると、考え方もちがう
ので対応が難しい。8年間連携したら、相手方にしてみたら当方から吸
収すべきは吸収しつくしている。当方からも新しい技術が出せなく
なってくる。産産の共同はそんなに続くものではない。共同開発費を
払ってくれるのはせいぜい2～3年でないか。そこで製品ができあがれ
ば当方で製造して、大企業に販売してもらうということはできるのだ
が。製品化が次々と続くものではない。こういう形の企業が存続して
いくのはなかなか難しいという感じがする。

事例13 13

<連携の幹事会社の交代>
・2009年3月で国の認定による支援が終わり、卒業ということになった
が、開発装置はできあがったので、連携活動(コンソーシアム)を継続
し、次は事業として進めていくことにした。この時点で、話し合いに
より幹事会社を当社からM1社に代わってもらった。本装置は電気装置
というよりは殆ど機械装置であって、今後の製造を考えた場合に幹事
は機械関係の会社が適しているということでボイラ関連装置も製作し
ているM1社に交代した。

事例18 9
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10．技術流出を防ぐことが難しい

事例
 No.

項目
No.

<技術流出は提携・連携の障害>
・最新の環境技術を入れたものを提携・連携も含めて世界中で展開して
いくことが必要になる。その際、技術流出は大きな課題となる。提
携・連携を鈍らせる足枷ともなる。メーカーとしては提携して環境技
術を入れたものを売っていきたいが、どうしても技術が流出する。市
場におけるスピードと規模でどう判断するかである。

事例7 12

<技術情報の開示の範囲が悩ましい>
・連携に際しては、相手側が技術の開示条件など、いろいろなことを要
求してくる。それに対して最大限納得できるところはどこかというこ
とを決めていくことが難しい。

事例7 13

・どの企業もノウハウとして保有しておきたい技術情報を有している
が、連携を通じてどこまで開示してよいか、どこまでノウハウとして
保有すべきか悩ましいことがある。

事例8 12

11．知財権、契約には問題がある

事例
 No.

項目
No.

<契約しておかないと後で問題になる>
・連携開始の段階で特許や意匠登録などの知財の扱いや秘密保持協定な
どを取り決め、契約を締結する。あらかじめ契約をしておくのは、問
題が起きた後ではその解決が難しいからである。

事例1 13

・親しい相手と連携する場合でも、客観的な第3者を間において契約を取
り交わしておくことが必要である。

事例14 13

・知財権などは、初めに双方でよく検討し、決めて置かないと後で、問
題になることがある。

事例9 13

<特許侵害の問題が生じる>
・知財権が課題になる。連携相手の技術がどこかの特許を侵害していな
いかどうか。中小企業はそこまで調べていないことが多いし、大学は
ほとんど調べていない。中小企業も事前に調べてもらっているといい
のだが、こちらが調べなければいけないケースが多い。
ベンチャーとは権利のエクスクルーシブの問題が生じることがある。
当社が要求してもなかなか独占させてもらえないが、早い時期にベン
チャーを見つけて、そこに投資し良い技術に育てて独占したいという
考えはある。

事例11 13

　問題が起こってからではその解決が難しいので、前もって契約しておくのが良い。相手
方の技術が他者特許を侵害していないかも調べなければならない。ベンチャーにとっては
契約交渉が難しい、中小企業では海外出願費用は高負担であるという問題がある。これら
は、「連携の役割分担」で、連携相手との間で取り決める段階の課題である。

　企業にとり、技術流出は避けたいところであるが、連携によってはそのリスクもあり、
判断は慎重に行うことが必要になる。これは「連携のきっかけ」の段階、自社の意志を
はっきりさせる段階での課題である。
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<契約に縛られる>
・連携相手の装置メーカーが、装置販売を停止すると社内決定したこと
がある。連携相手が開発費を出してくれているし、相手社内でも開発
費を投入していたので、まさか販売中止するとは想像しなかった。当
社にとっては、部品が突然売れなくなるのでこれが一番きつい。人を
雇用して開発したものが切られるとどうにもならない。契約で、連携
相手に独占権を付与しており、装置販売停止後も当社に制約が残り、
開発した技術は一定期間他に売れず全部死んでしまうということにな
る。

事例13 12

<契約交渉が難しいし費用がかかる>
・ベンチャー企業では連携相手との契約交渉が難題である。契約書を
きっちり見るということが難しい。弁護士に頼むのは高い。英語契約
では最低200万円といわれた。契約相手方とのやりとり加わるとさらに
追加料金が生じていくしくみとなっている。
　研究開発の契約で、先方の開発者が出てくる場合はうまくいくが、
知財の担当部門が出てくると、先方は仕事だから粘り強く、当方はも
ういいかと折れてしまうことがある。
　クリエーションコア等にも、知財・契約関係の支援はあるが、一定
段階から有料になる。無料の相談範囲では期待した助言が得られない
ことが多い。「これでよいでしょう」というような責任ある助言には
相談料が必要である。

事例13 12

<海外への出願、取得の費用負担は大きい>
・一般的に、中小企業にとって海外特許出願、海外特許権取得の費用は
高負担である。出願時の弁理士費用は国内出願が数十万円であるのに
海外出願だと数百万円となる。特許権の維持には一千万円以上の費用
がかかるとのことである。支援があれば有り難いと考える。

事例18 12

12．海外での連携、海外との連携には困難がある

事例
 No.

項目
No.

<海外工場向け部品の連携相手探しは難しい>
・今後の課題として、技術力、コスト力のある部品サプライヤーとの連
携。まさにこれからの課題とみている。中小なのでその辺の情報が不
足している。もう一つややこしくしているのは、量産工場が東南アジ
アにあること。現地調達率を上げないとコストが下がらない。東南ア
ジアのサプライヤといっても本当にローカルな企業は不安なので、東
南アジアに進出して工場がある日系企業の中から探すとなると難し
い。

事例6 14

<海外機関との連携は言葉の壁・契約上の課題など苦労しながら進めている>
・海外機関との連携は、言葉の壁があるので様々な課題がある。意思疎
通ができなかったりする。契約上の課題もある。まとめるのが難しい
というときもある。苦労しながら進めている。

事例11 12

　海外での連携相手探しの困難、海外連携相手との意思疎通の困難、契約の課題が上げら
れている。これらは、「連携のきっかけ」の自社の意志をはっきりさせる段階、「連携の
役割分担」の連携相手との間で取り決める段階、「連携活動(事業活動)」を進める段階の
幅広い段階で生じる課題である。
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Ⅳ連携の成功要因

1 連携相手と関係を深める
2 良い連携相手を選ぶ
3 複合製品を狙う連携は製品化が進む
4 連携企業同士で価値観を共有する
5 連携企業の双方のメリットがあるようにする
6
7 我慢・ねばりが必要

１．連携相手と関係を深める

事例
 No.

項目
No.

<信頼関係が重要～時間をかけて>
・メンバーの信頼関係を築くこと。そのためには時間をかけることが必
要。(NPO法人の会員企業間、支援者との連携)

事例1 11

<信頼関係が重要～研究者同士の相性>
・連携に当たって気をつけていることは、細かいことを考えずに研究者
同士の相性が一番肝心であると思う。信頼関係ができると、例えば製
品販売にかかるコストも説明してもらえる。

事例13 11

<信頼関係が重要～市場・顧客のニーズを伝えることで信頼構築>
・連携相手との信頼関係の構築は重要である。
市場・顧客のニーズを伝えることでお互いの信頼関係ができる。顧客
ではこういう使い方をしていると説明をする。
顧客の現場で実際にどういう理由でこのような要求が出てくるのかと
いうことを連携相手に伝える。そうすると、良い解決策に結びつく。
顧客の現場を伝えることでモチベーションが高くなる。

事例11 9

<信頼関係が重要～相手の立場にたつ>
・会社の社長同士が合意した連携は、連携の第一線の当事者を律するこ
とになり連携を促進しやすい。しかし、連携企業の当事者同士の信頼
関係がもっとも大事である。信頼関係を築くには相手の立場に立って
ものを考えることが必要である。また、相手の立場にたってものを考
えることによって、自分(自社)がどう見られているか、その客観的位
置を知ることができる。

事例20 11

　連携相手と関係を深めるのは「Ⅰ連携のきっかけ」の相手を選ぶ段階、「Ⅱ連携の役割
分担、連携活動」の段階である。企業間連携を成功させるには信頼関係を構築することが
重要である。トップ同士の信頼関係も極めて大切である。信頼関係を高めるには、時間を
かけること、相性の良い相手と連携すること、市場・顧客の情報を丁寧に伝えること、相
手の立場にたつこと、言ったことは守り不条理なことはしないことである。また、関係の
深め方は、FACEtoFACEで、会話を密に、誠意をもって、メンバーを変えずに、大上段に構
えず、連携相手に無理をさせないことである。「連携相手と関係を深める」ことは、障害
要因５「コストの問題」、同６「連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧客ニーズの
理解が難しい」に対する成功のコツでもある。

 　20事例から企業間連携の成功要因に関する記述を抽出してグループ分けをした結果、１
～７の「連携の成功要因」を得た。これらは、企業間連携の「成功のコツ」といえるもので
ある。

企業間連携では平等ということでなく、コア企業がリードする方が良い
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<トップ同士の信頼関係につきる>
・連携をうまく進めるためにはトップ同士の信頼関係が必須である。現
場感覚では対立し決裂するようなことがらも、妥協策が見い出せるこ
とになる。

事例7 11

・トップ同士の信頼関係がお互いの納得性を生み出し、提携が成立し
た。

事例7 9

・当社の社長と連携相手の社長とは信頼関係(腹割って話し合える)があ
る。連携を旨く進める方法は、お互いの特にトップ同士の信頼関係に
尽きる。いいたいことを言い合うことでうまくいく。

事例15 9,11

<信頼できる相手>
・お互いに信頼できないとまずいが、S社の社長は言ったことは守る。不
条理なことはしないし、困っている時は開発費の支援をしてくれた
し、値をたたくということもなかったので信頼をおいている。

事例12 9

<FACEtoFACEで打ち合わせ>
・必要の都度、FACEtoFACEで、必要なメンバー間で機動的に打合せを
行っている。 事例10

11

<会話を密に、誠意をもって、メンバーを変えずに>
・企業間の連携とはいえ、結局は企業のなかで働いている人間同士なの
で、お互いにWin,Winを目指し、お互いのコミュニケーションをよくす
るべく会話を密にやること。主従関係なく、全メンバーが誠意を持つ
こと。
開発が順調に進んだのは、開発期間中お互いにメンバーが変わらな
かった点も効いている。

事例19 11

<大上段に構えない～技術屋同士の気持ちが通じ合うことが重要>
・連携の秘訣は、大上段に構えずにやるということ。例えば技術屋同士
で一杯のむなどして、まず気持ちが通じ合うことが大切である。両社
の役員同士が連携しようと意気投合しても、テーマが決まらなければ
動けない。テーマは技術屋同士の気持ちが通じ合うところから生まれ
てくる。

事例16 11

<連携相手に無理をさせない>
・連携相手には「今あるものの最良のものを提供して欲しい。見返りは
これこれである。興味があったら研究してください。メリットはない
かもしれないがデメリットもないはず」と決して無理はさせないこと
も連携をスムーズにするために必要なことである。

事例17 11

２．良い連携相手を選ぶ

　連携相手を選ぶのは「Ⅰ連携のきっかけ」の段階である。<得意な分野、強みを持った
相手>や<勢いのある相手>が良い連携相手となる。付録の「中小企業活性化支援機関プロ
ジェクトマネジャーの見解」でも、企業間連携で大事なこととして「強みを持つ同士が連
携すること」が上げられている。「良い連携相手を選ぶ」ことによって、障害要因を未然
に取り除くことができる。障害要因２「販売面の課題が大きい」、障害要因３「利益配分
では揉めることが良くある」、障害要因６「連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧
客ニーズの理解が難しい」、障害要因７「連携企業の意識がバラバラ」、障害要因８「医
療分野の機器は許認可や治験で費用がかかる」、障害要因９「連携関係が変化することが
ある」、障害要因10「技術流出を防ぐことが難しい」など、多くの障害要因が排除され得
る。
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事例
 No.

項目
No.

<得意な分野、強みを持った相手>
・連携は、自社が欲している技術・分野に得意なところを相手に選ぶこ
とが重要である。その点では本事例について、水処理ではなく廃水処
理を得意とするメーカーと連携するという選択もあった。

事例5 11

・企業同士がお互いの強みを持ち寄って連携すると、連携目的は達成さ
れやすい。

事例8 11

・環境の中のある分野でのツボ乃至は急所を知っている相手と連携する
ことは重要である。

事例8 14

・連携をする場合は、最適な連携相手を選ぶことが重要である。そのた
めには連携相手を良く知っていること、連携相手の強み、得意な技術
が連携目的に生かせるかどうかを見極めておくことが必要である。

事例14 11

・特徴のある企業同士がいかに結集するか。 事例16 7

・新分野について取り組みをしていく場合は、市場についての知識が十
分あるわけではないし、顧客に直接聞けているわけでないので、リス
クをいかに低減していくかという観点から、その市場を良く知ってい
る企業と連携する必然性は当初の段階ではあると思う。
その連携によって市場が見えてきた段階で、改めて、この市場に進む
のが良いのかどうか、進む場合に、当初の連携相手のままで良いの
か、独力が良いか、別の他社と連携するのが良いかを判断することが
重要でないか。

事例20 11

・当社と欧州メーカーは海外で競合する関係でもあるが、お互いに補完
できる相手商品を互いに輸入し販売するということで提携した。当社
にとっては、欧州の技術基準を知り、それに適合する製品を開発する
ことで欧州市場に販路を広げることができるし、欧州で商品を使って
もらうことで欧州のニーズの把握もできる。この欧州メーカーの倉庫
は国別になっている。即ち、国別の仕様の違いをしっかり把握してい
る、それだけの情報力を持っているということ。当社が情報を収集す
る一つの方法として、同業他社とも手を結ぶことが必要と感じた。

事例16 15

・今回の連携は餅は餅屋という面があった。製品技術はお互いにある程
度確立していたので、それをマッチングするなり、市場の要望に合っ
たような仕様にするシステム化のための開発であった。したがって、
苦労したところもあったが、お互いの装置に大きな変更を加えるとい
うことがなかったため、軌道に乗ったら早かったのかなと思う。お互
いの部品をもっと変更する必要があったら開発にもっと時間がかかっ
たであろう。

事例19 9

<勢いのある相手>
・勢いのある企業を相手に連携したほうが成功しやすい。 事例16 11

<連携の理念・目的を明確に示す>
・連携の理念、目的をはっきりさせること。理念が高ければ高いほど良
い人が集まってくる。(NPO法人の会員企業間連携、会員と支援者との
連携)

事例1 11

<リードをしてくれる大学や公設試>
・当社にとって、大学や公設試験研究機関研究者と連携できたことは他
企業との連携、それに基づく装置開発に大いに役立った。

事例17 11
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<方針をはっきりさせれば、必要な連携相手も決まる>
・他社との連携を考える企業はどういう企業かというと、その事業の中
心になる企業であろう。そうでなければ連携など考えない。その事業
の中心になる企業は、はっきりした方針を持つことが大事で、それを
肉付けしていく手段として連携を捉えれば良い。

事例3 13

<連携しない方がよかった相手>
・安全･安心分野で、停電時などの非常用電源装置の海外メーカーと提携
して国内で事業することを企画したが、相手は当社が国内で製造する
ことを拒み、当社を代理店としてのみ扱ったので、折り合いが見つけ
られず当社は事実上の撤退に至ったことがあった。

事例8 13

３．複合製品を狙う連携は製品化が進む

事例
 No.

項目
No.

<技術的に確立している製品同士を組み合わせて複合品とする>
・企業の製品が技術的に確立していると、その製品同士を組み合わせて
複合製品を作る企業間連携は迅速に進む。

事例8 11

・今回の連携は餅は餅屋という面があった。製品技術はお互いにある程
度確立していたので、それをマッチングするなり、市場の要望に合っ
たような仕様にするシステム化のための開発であった。したがって、
苦労したところもあったが、お互いの装置に大きな変更を加えるとい
うことがなかったため、軌道に乗ったら早かったのかなと思う。お互
いの部品をもっと変更する必要があったら開発にもっと時間がかかっ
たであろう。

事例19 9

<複合品は新市場をもたらす>
・企業同士が技術を足して割って別の製品をつくるというのが連携であ
る。

事例16 7

・当社はニッチな分野の専門メーカーであるが、当社の技術と他社の技
術を合わせて複合品を作ることで新しい市場が開拓できるのではと考
えていた。そこで当社の直流センサを他社製品のブレーカーに組み込
み一体化することで、世の中にない新しい製品ができると設計開発を
進め、当該業界でも堅実なブレーカーメーカーに提案し、連携するこ
とになった。当社が考える複合品の成功例となっている。

事例16 7,10

４．連携企業同士で価値観を共有する

　連携企業同士が価値観を共有することは、同じ方向に向かってベクトルが揃い連携活動
が促進する。「Ⅱ連携の役割分担、連携活動」の段階の成功要因である。付録の「中小企
業活性化支援機関プロジェクトマネジャーの見解」でも、企業間連携で大事なこととして
「価値観を共有すること」が上げられている。障害要因７「連携企業の意識がバラバラ」
を乗り越える成功要因といえる。

　「Ⅰ連携のきっかけ」の「１．連携のねらい」の段階の成功要因である。複合製品をね
らって連携すると製品化は成功しやすい。また、その製品は今までにない新しい市場の製
品ともなりやすい。しかし、その製品が直ちに売れるという意味ではない。
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事例
 No.

項目
No.

<連携の理念、目的がはっきりしている>
・連携の理念、目的をはっきりさせること。理念が高ければ高いほど良
い人が集まってくる。(NPO法人の会員企業間、支援者との連携)

事例1 11

・当社が所属する共同受注・開発グループは、中小企業経営者団体のメ
ンバーで構成されている。この中小企業経営者団体は、良い経営者に
なろう、良い会社を作ろうという共通の目標で動いているし、良い経
営者はお互いにコンペティター同士のままではいけないということで
運営している。従って共同受注・開発グループは、この中小企業経営
者団体の縛りがあるので、一般の異業種交流会と比べたら全然違う
が、そういうメンバーから成る共同受注・開発グループですら、前述
した弊害を抱えている。

事例18 13

<連携企業同士のベクトルが同じ方向を向いている>
・連携で大事なことは、連携しているもの同士のベクトルが同じ方向を
向いて揃っていることであると思う。A社もデモ機での試験を通じて装
置に要求した仕様の必要性やリサイクルの効果を理解できたと思う。

事例5 11

<燃料電池を早期に実用化することで産学官が一致して取り組んだ>
・二酸化炭素排出削減や省エネをもたらす燃料電池を早期に実用化する
こと、実用化に当たってはエコ効果の規模、産業規模も大きい家庭用
燃料電池を選択して進めることで産学官が一致して取り組んだこと
が、システムメーカー同士の連携と、システムメーカーと補機メー
カーとの連携をもたらし2009年度に初期商用機の発売開始に結びつい
た。
企業間連携には、共に進める大きな目標設定と、双方にメリットがあ
ることが重要である。

事例9 11

<両社の生産量をまとめて生産すれば低コストになるという共通認識>
・当社は空調機用冷媒も生産しているが、冷媒もまた大量生産すればコ
ストが低くなる装置産業といえる。オゾン層に影響を及ぼさない新冷
媒の製造会社を数年前に欧州メーカーと共同で中国に設立している。
両社が個別に生産するよりも、両社の生産量をまとめて生産すること
で低コストの新冷媒を得ることができる。当社と欧州メーカーは1990
年代後半から中国や欧州で化学製品事業において協業を行っている。
化学製品業界では同業者同士の連携は珍しいことではない。

事例7 15

<共通目的解決のために情報を出来る限り開示しあった>
・ゴムの耐久性を高めるため、当社から要望を出してゴムメーカーが製
作したものを当社で試験するという繰り返しの中でお互いに情報はで
きるかぎり開示しあった。

事例6 8

<オゾンの殺菌効果への関心が共通>
・連携相手会社の社長が永年、オゾンの殺菌効果に関心を持っていた(当
社開発品に期待)。

事例12 7
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５．連携企業の双方のメリットがあるようにする

事例
 No.

項目
No.

<メリットのあることが重要>
・企業間連携には、共に進める大きな目標設定と、双方にメリットがあ
ることが重要である。

事例9 11

<双方が連携のメリットを理解している>
・連携が続いているのは、双方が連携のメリットを理解しているからで
あると思う。当社はその特定分野に出るためにはA社との連携が有利と
考え、今のところA社は当社の認証技術よりも適した方法を他に見い出
していないということであろう。

事例20 11

<お互いにメリットが出るよう仕事を仕分ける>
・連携では、話し合うということになるとものが決まらない。コア企業
が方針を決め、仕事を仕分けしてしまうのが良い。お互いにメリット
がでるように分けていくのが早く進む。

事例3 11

<互いのメリットは、商品が売れること>
・連携では両社が前のめりになることが重要だが、そのためには商品が
売れることが必要で連携相手もその点は注目しているであろう。

事例5 11

<自社の利害に拘りすぎてはいけない>
・連携にあたっては、双方にメリットがあることが当然であるが、あま
り自社の利害だけに拘ると連携が上手く進まない。できるだけ両社の
トップレベルまで連携につき理解してもらうことが肝要と思う。

事例8 11

６．企業間連携では平等ということでなく、コア企業がリードする方が良い

事例
 No.

項目
No.

<もたれ合い、共同無責任を排す>
・事業を連携して進める場合は主幹事会社方式としている。そうでない
と責任の所在がはっきりしない。幹事会社はリスクもある一方でメ
リットもある。このルールは、平等を旨とするともたれ合いが生じう
まく連携が機能しないという過去の経験に基づいている。

事例1 13

「企業間連携では平等ということでなく、コア企業がリードする方が良い」は、「Ⅱ連携
の役割分担、連携活動」段階の経験に根ざした成功要因である。平等を重視すると、もた
れ合いが生じ活動が停滞してしまいがちとなる。スピードを重視する場合、コア企業の
リードが必要とされる。障害要因７「連携企業の意識がバラバラ」を乗り越えるのにもこ
の成功要因は効果がある。

  「連携企業の双方のメリットがあるようにする」ことは、「Ⅰ連携のきっかけ」の段
階、「Ⅱ連携の役割分担、連携活動」の段階の全てでの成功要因である。その究極は「Ⅱ
連携の役割分担、連携活動」「９．連携の成果」の段階において、双方が収益を得てWin
Winになることである。 「連携企業の双方のメリットがあるようにする」は、障害要因３
「利益配分では揉めることが良くある」、障害要因７「連携企業の意識がバラバラ」、障
害要因10「技術流出を防ぐことが難しい」を乗り越える成功要因でもある。
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・コア企業に必要なことは、ほとんど他の力を借りなくて良いくらいに
しっかりと自分で事業枠組みを考えた上で、さりとて餅は餅屋なので
専門の企業を入れるという程度に連携を考えるということである。本
当は自分だけでできないことはないけれどという気構えが必要であ
る。相手と共同で進めるということは、共同無責任になってしまいが
ちなので気をつけなければならない。

事例14 11

<ものごとを速く決め、速く進める>
・連携では、話し合うということになるとものが決まらない。コア企業
が方針を決め、仕事を仕分けしてしまうのが良い。お互いにメリット
がでるように分けていくのが早く進む。

事例3 11

・中小企業は連携しないと市場ニーズに応えていけない。しかし連携と
いっても、ダラダラやっていてはだめである。どこかがリーダーと
なって連携仲間のシーズを吸い上げて動かしていくことが大事であ
る。

事例18 11

・これから連携を考えている企業には、パートナーのことに気を遣いす
ぎるな、とアドバイスしたい。早く前に進めるためには、ある程度ゴ
リゴリやっていくことが必要である。結果的に仲違いしなければい
い。良い結果を出すことが一番のパートナーシップになる。

事例18 11

・当社は、コンソーシアムを組んで開発を進めると、顧客のペースに合
わないという教訓を得ている。コンソーシアムを組んで、ノロノロ打
ち合わせをしているうちに顧客が逃げてしまう。

事例18 15

７．我慢・ねばりが必要

事例
 No.

項目
No.

・あきらめずにがんばったのが良かったか。 事例6 11

・ブレーカーとセンサの複合品のように、今までにない新製品は、「実
績がない」ということでなかなか購入してもらえなかったが、当社と
提携先は販売先を仕分けして営業努力した結果、少しづつ出荷される
ようになっていった。

事例16 12

　「我慢、ねばり」は事業を進める上でも連携の枠組みの中でも必要である。「Ⅱ連携の
役割分担、連携活動」の段階の成功要因である。付録の「中小企業活性化支援機関プロ
ジェクトマネジャーの見解」でも、企業間連携で大事なこととして「成功するまで活動す
ること」が上げられているし、事業がうまく進まないケースとして「経営者のあきらめが
早い」も上げられている。下記の事例は開発や販売という連携活動の中での「我慢・ねば
り」である。二つの事例しか抽出していないが、Ⅲ連携の障害要因１「認知を得るまでの
期間が長い」という障害にも、あきらめずに乗り越えることが必要であるし、同じく障害
要因６「連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧客ニーズの理解が難しい」に対して
も、連携相手が理解するまでねばり強く説明をすることが必要であるように、他の障害要
因２「販売面の課題が大きい」、同４「連携目的がなかなか達せられない」、同9「連携
関係が変化することがある」、同11「知財権、契約には問題がある」、同12「海外での連
携、海外との連携には困難がある」を含め障害を乗り越えるには、この成功要因が有効な
ようである。
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Ⅴまとめ

[一般的な産産連携の課題]
①利益・コスト負担の配分､知財の所属の取り決めが難しい。

②意思疎通が難しい。

③参加企業に温度差(複数の企業によるコンソーシアム型連携の場合）

④リーダーやコーディネートする人材が不足

⑤

　上記Ⅰ～Ⅳのまとめに当たり、昨年度調査「近畿地域機械産業における産産・産学連携の
動向とあり方調査」で指摘された課題等と、「Ⅲ障害要因、課題」、「Ⅳ成功要因」との関
係について考察する。

　コンソーシアム型連携での課題は障害要因７「連携企業の意識がバラバラ」で指
摘されている(事例17,18)。事例17では公設試験研究機関が旨くコーディネートして
課題解決している。バラバラになりやすいので、成功要因６「企業間連携では平等
ということでなく、コア企業がリードする方が良い」となる。

　成功要因２「良い連携相手を選ぶ」事例17は大学や公設試のリードが大いに役
立った例である。また、「Ⅱ連携の役割分担、連携活動」の「５．連携活動の進め
方」事例16のように、「LEDメーカー、プラスチック・ゴムの成形メーカー、基板
メーカー、基板実装メーカーなどと緻密に連携したが、当社が業者間のコーディ
ネートを担当し、他社が部品供給・加工・製造を行う形で進められた」とあるよう
に、開発では他社をコーディネートすることが必要となり、当社も若手の人材育成
を図っているとのことであった。

　障害要因６「連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧客ニーズの理解が難し
い」で指摘されている。この障害を乗り越えるには、成功要因１「連携相手と関係
を深める」、成功要因２「良い連携相手を選ぶ」ということになる。

原料･部品製造企業の場合は､最終製品をイメージし､提案できる人材が不足

　事例でも、障害要因３「利益配分」、５「コストの問題」、11「知財権、契約の
問題」が指摘されている。この問題で揉めることを防ぐために、障害要因11や「Ⅱ
連携の役割分担、連携活動」の「３．知財の取扱い、契約」に示すように前もって
契約を交わしておくことが必要とされる。また、開発案件では将来の利益配分の話
をしない方がギクシャクせずに進むとの判断もある(障害要因３事例17)。ケースバ
イケースであろう。バイオ産業振興支援機関事務局の見解では、「特許、契約はベ
ンチャーにとって大事である。権利関係をどうするか、販売はどちらが担当するか
といったことを最初に取り決めるべきである。商売が絡む場合に必ずもめるので、
売り上げの何%をもらうというようなところは始めに決めておく必要がある。それな
りの人が入って、契約をきちんと決めておくのがよい」ということである。

　事例では、障害要因６「連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧客ニーズの
理解が不足」、７「連携企業の意識がバラバラ」が指摘されている。異業種の連携
などでは相手技術の理解が難しいが、時間をかけて顧客現場の状態を説明をするこ
とで、連携相手の意識が高まる。(障害要因６事例5,16) (成功要因１事例11)

１．昨年度調査「近畿地域機械産業における産産・産学連携の動向とあり方調査」で指摘
された課題等と事例との関係

　昨年度調査「近畿地域機械産業における産産・産学連携の動向とあり方調査」では、
「一般的な産産連携の課題」が5項目、「大企業と中小企業間連携の課題」が、中小企業
側意見3項目、大企業側意見3項目、「環境、安全・安心分野の課題」が3項目、「連携成
功のために大切なこと」が2項目あげられている。これらの課題項目等と今年度調査の事
例との関係を以下にみる。また、課題項目等と「障害要因、課題」、「成功要因」との関
係を「図1」に示す。
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[大企業と中小企業間連携の課題]　中小企業側の意見
①知財や利益配分・コスト負担で中小企業側が不利

②大企業のニーズ(情報)がわからない。

③社内で連携に関わる人材が不足

[大企業と中小企業間連携の課題]　大企業側の意見
①中小企業の技術はニッチなので採算が合わない。

②技術力の優れた中小企業の探し方がわからない。

③大企業から中小企業に技術移転しても事業化への経営資源が不足
大企業から中小企業に技術移転するという事例はなかった。

[環境、安全・安心分野の課題]
①現状は川上企業同士の連携にとどまることが多い。

②まだまだ既存取引関係内の連携にとどまることが多い。

③

これに対しては大企業、中小企業のそれぞれから、ニッチ技術の活用という別の見
方が提示されている。「Ⅰ連携のきっかけ」の「２．連携が必要だった理由」事例
11は「環境・省エネ、健康・医療、安全・安心分野は、これから市場が大きくなる
分野であるが、自社技術が確立している訳ではないので、世界中からこういった技
術を探している」という大企業があるし、成功要因３「複合製品を狙う連携は製品
化が進む」事例16では中小企業が、「当社はニッチな分野の専門メーカーである
が、当社の技術と他社の技術を合わせて複合品を作ることで新しい市場が開拓でき
るのではと考えた」とニッチ技術を複合品に活かす考えである。

「Ⅰ連携のきっかけ」の「３．連携相手の見つけ方」では、ベンチャーの技術探し
が主であるが、自社に連携相手を探す専門部署を置いたり、専門業者に依頼してい
る大企業がある。また、セミナーなどへの参加で、中小企業を知ることができると
する大企業もある。

収集事例には、連携当事者か連携相手が販売・営業を担うという事例が多い(表2)。

収集事例には既存取引以外の連携が多い。(「Ⅰ連携のきっかけ」の「３．連携相手
の見つけ方」)

原料・部品製造企業の取り組みが評価されにくく、開発のインセンティブが働きに
くい。

　事例の当事者である中小企業からは、障害要因11「知財権、契約には問題があ
る」の中で、大企業との契約交渉では粘りに負けて折れてしまう(事例13)とか、一
般的な話であるが特許係争では体力の面で中小企業が不利(事例18)との指摘があっ
た。また、障害要因９「連携関係が変化することもある」事例6のように、始めは連
携でも「買い手と納入業者の関係」に変化してしまうこともあるようだ。

成功要因４「連携企業同士で価値観を共有する」事例9は、家庭用燃料電池の周辺機
器の耐久性とコストの仕様がシステムメーカー(大企業)共通仕様として情報開示さ
れたケースである。「Ⅰ連携のきっかけ」の「３．連携相手の見つけ方」事例3は異
業種の会の研究会にインターネットで探した技術を有する大企業を招いて勉強した
のがきっかけである。

障害要因11「知財権、契約には問題がある」事例13では、ベンチャー側の契約交渉
が専門性の面で難題としている。バイオ産業振興支援機関事務局の見解でも「特
許、契約はベンチャーにとって大事である。問題はベンチャーにはそういうスタッ
フが不足していることである」とのことである。成功要因２「良い連携相手を選
ぶ」事例17はベンチャーであるが、公設試験研究機関に連携のコーディネート役を
果たしてもらうことで、自社人材不足を補っている。
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③

[連携成功のために大切なこと]
①目的意識が統一

②互いの役割の理解

２．総括

1 連携相手と関係を深める
2 良い連携相手を選ぶ
3 複合製品を狙う連携は製品化が進む
4 連携企業同士で価値観を共有する
5 連携企業の双方のメリットがあるようにする
6
7 我慢・ねばりが必要

1 連携相手と関係を深める
2 良い連携相手を選ぶ
3 複合製品を狙う連携は製品化が進む
5 連携企業の双方のメリットがあるようにする

1 連携相手と関係を深める
4 連携企業同士で価値観を共有する

「Ⅰ連携のきっかけ」の「１．連携のねらい(企業のねらい)」の中で、環境、安
全・安心分野に対する企業の意志が見てとれる。これらの分野の市場成長性がイン
センティブになっていると思われる。また、家庭用燃料電池における連携(NEDOプロ
ジェクト)は部品メーカーのインセンティブを見事に引き出した事例といえる(事例
6,事例9)。

収集事例でも、成功要因４「連携企業同士で価値観を共有する」が上げられてい
る。そのためには「Ⅰ連携のきっかけ」の「１．連携のねらい」や「２．連携が必
要だった理由」を連携企業同士が確認しておくことが重要であろうし、成功要因１
「連携相手と関係を深めること」も重要である。

互いの役割の理解が足りないと障害要因６「連携当事者の、技術の理解、市場の理
解、顧客ニーズの理解が難しい」、障害要因７「連携企業の意識がバラバラ」が生
じてしまう。「Ⅱ連携の役割分担、連携活動」の「５．連携の役割分担」をはっき
りしておく必要がある。また、成功要因１「連携相手と関係を深める」ことが重要
である。ただし障害要因７「連携企業の意識がバラバラ」事例20は、「企業間連携
で、相手との間に問題が生じるのは、いわば当然のことでもある。連携による効果
への期待値が高い側は、相手の実行力に不満を持ちやすいし、期待値が低い側は、
おしつけがましいと不満をもちやすい」と連携同士の意識は相対的であるとの見方
もある。

　20事例につき、上記Ⅰ～Ⅳで抽出・分析を行った。「Ⅳ連携の成功要因」では次の1～7
の要因を得た。

　「Ⅱ連携の役割分担、連携活動」の１～４すなわち、「１．連携の役割分担」、「２．
費用の分担」、「３．知財の取扱い、契約」、「４．販売について」は、連携相手との間
で取り決めを行う段階であり、しっかりと決めておくことが必要である。この段階では、
「成功要因」１～７のうち次の要因を成功のコツとして活用できる。

　上記Ⅰでは、企業が自社の意志をはっきりさせて連携を指向し連携相手を選ぶまでの段
階をみた。連携のねらい(企業のねらい)を定め、その手段として連携を捉えることが重要
である。「Ⅰ連携のきっかけ」の段階では「成功要因」１～７のうち次の要因を成功のコ
ツとして活用できる。

企業間連携では平等ということでなく、コア企業がリードする方が良い

原料・部品製造企業の取り組みが評価されにくく、開発のインセンティブが働きに
くい。
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5 連携企業の双方のメリットがあるようにする

1
5 連携企業の双方のメリットがあるようにする
6
7 我慢・ねばりが必要

5 連携企業の双方のメリットがあるようにする

企業間連携では平等ということでなく、コア企業がリードする方が良い

連携相手と関係を深める

Ⅱの「６．連携の成果」の段階では、「Ⅲ障害要因、課題」の「３．利益配分では揉め
ることが良くある」といった障害がある。この段階では「成功要因」１～７のうち次の
要因を成功のコツとして活用できる。

Ⅱの「５．連携活動の進め方」は、まさに連携活動(連携事業)を進めている段階であ
り、「成功要因」１～７のうち次の要因を成功のコツとして活用できる。
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図1  昨年度調査「近畿地域機械産業における産産・産学連携の動向とあり方調査」との関係

昨年度調査～「連携の課題等」 今年度調査～事例の分析

[一般的な産産連携の課題] 乗り越えるべき障害
① 利益・コスト負担の配分､知財の所属の取り決めが難しい。 ① Ⅲ 連携の障害要因、課題

② 意思疎通が難しい。(－成功要因1) ② １．認知を得るまでの期間が長い

③ 参加企業に温度差(複数の企業によるコンソーシアム型連携 ③ ２．販売面の課題が大きい

の場合）(－成功要因6) ３．利益配分では揉めることが良くある

④ リーダーやコーディネートする人材が不足(－成功要因2) ④ ４．連携目的がなかなか達せられない

⑤ ⑤ ５．コストの問題がある

６．

[大企業と中小企業間連携の課題]　中小企業側の意見
① 知財や利益配分･コスト負担で中小企業側が不利 ① ７．連携企業の意識がバラバラ
② 大企業のニーズ(情報)がわからない。(－成功要因4) ② ８．医療分野の機器は許認可や治験で費用がかかる(安全･安心分野)
③ 社内で連携に関わる人材が不足(－成功要因2) ③ ９．連携関係が変化することがある

10．技術流出を防ぐことが難しい

[大企業と中小企業間連携の課題]　大企業側の意見 11．知財権、契約には問題がある
① 中小企業の技術はニッチなので採算が合わない。 ① 12．海外での連携、海外との連携には困難がある

② 技術力の優れた中小企業の探し方がわからない。 ②

③ ③

成功のコツ
Ⅳ 連携の成功要因
１．連携相手と関係を深める

[環境、安全･安心分野の課題] ２．良い連携相手を選ぶ

① 現状は川上企業同士の連携にとどまることが多い。 ３．複合製品を狙う連携は製品化が進む

② まだまだ既存取引関係内の連携にとどまることが多い。 ４．連携企業同士で価値観を共有する

③ ５．連携企業の双方のメリットがあるようにする
インセンティブが働きにくい。 ６．企業間連携では平等ということでなく、コア企業がリードする方が良い

７．我慢・ねばりが必要
[連携成功のために大切なこと]

① 目的意識が統一 ①

② 互いの役割の理解 ②

Ⅰ 連携のきっかけ
３．連携相手の見つけ方

収集事例では、
①

②

③

原料・部品製造企業の取り組みが評価されにくく、開発の

連携当事者か連携相手が販売･営業を担うという事例が多い

既存取引以外の連携が多い。(3「連携相手の見つけ方」)

「連携のねらい(企業のねらい)」の中で、環境、安全･安心分野に対する企業の意
志が見てとれる。これらの分野の市場成長性がインセンティブになっていると思わ
れる。

原料・部品製造企業の場合は､最終製品をイメージし､提案

できる人材が不足(－成功要因1)

連携当事者の、技術の理解、市場の理解、
顧客ニーズの理解が難しい

大企業から中小企業に技術移転しても事業化への経営資源
が不足

44



[参考]
各社の企業間連携に関する方針や考え



[参考]各社の企業間連携に関する方針や考え

項目
No.

<事例1>
・連携は企業の生き残り策の一つになる。ある分野で企業が今まで培ってきた
経験・ノウハウをもって、他と連携することによって、その分野あるいは別
の分野で新しいモノを生んでいくというやり方が、連携の基本ではないかと
思う。今後環境分野に限らず、連携によって企業を変えていくことになるの
でないか。連携なしの1社だけでは生き残りは無理という感じがする。

14

・現在、当社は事業の過渡期であって、環境分野に重点を置く形で、事業転換
を図っている段階である。当社が環境を事業として自立させることができな
いと、日本の環境、世界の環境も良くならないのでないかと考え、自立でき
るように努力しないといけないと思っている。NPO法人の活動での連携をも
とにして各社が環境事業で自立していくことが成功といえる姿である。

11

<事例2>
・自社製品(下請けではなく)を生み出していくにあたっては、他社との連携が
必要となる。

14

<事例3>
・(他社との連携による)全国的な販売網形成を考えている。 14

<事例4>
・とにかく今は、小規模工事であっても当該装置導入の実績を作り、(連携し
ている土壌処理)システム全体を実証することである。

14

<事例5>
・当社が関係するめっきの市場は、多品種少量分野が増えてきており、特定の
会社、特定の部品専用のめっき技術が求められる。それらの特定の会社と連
携することで、得意なめっき技術を増やし、そして技術を一層成長させた企
業が生き残ることになろう。当社も企業間連携をしなければならない。

14

<事例6>
・今後の課題として、技術力、コスト力のある部品サプライヤーとの連携。ま
さにこれからの課題とみている。中小なのでその辺の情報が不足している。
もう一つややこしくしているのは、量産工場が東南アジアにあること。現地
調達率を上げないとコストが下がらない。東南アジアのサプライヤといって
も本当にローカルな企業は不安なので、東南アジアに進出して工場がある日
系企業の中から探すとなると難しい。

14

<事例7>
・当社は、環境技術に最も多くの力を注いでおり、地球環境問題に貢献してい
きたいと考えている。そして、それをビジネスチャンスとして当社の事業を
伸ばしていくことが当社の大方針である。当社はその実現のために企業間連
携、技術の連携、提携を進める意志が強い会社である。

14

　各事例を見る場合の参考に資するため、収集した20件の企業間連携事例から、各社の現
在・今後の連携方針や連携に対する考えを抜き書きした。
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項目
No.

<事例8>
・環境分野では、今後企業間連携を絶えず頭に入れながら新メニューの開発に
当たることになるだろう。環境の中のある分野でのツボ乃至は急所を知って
いる相手と連携することは重要である。相手企業とお互いの強みを活かしあ
える連携が望ましい。

14

<事例9>
・企業間連携を選択するかどうかは、必要に応じての対応である。企業間連携
は手段であるので、目標達成の仕方によって、他社との連携を必要とするこ
ともあろう。

14

<事例10>
・置かれている状況に応じて、是々非々で考えていくことになると思われる。 14

<事例11>
・当社ではコア技術として自社で押さえておく技術以外の技術については、自
社にない技術は自力で開発するのでなく広く世界に求めている。これは次の
反省に基づいている。従来の自社開発のみでは、新事業創出とか成長が目さ
れる事業とかの開発効率が良くなく、自社の保有する強みの面しか発揮でき
ないということ、また、グローバルの競争の中では自分たちだけで開発しよ
うとすると、スピードの面で勝って行けないということ。

7

・様々な技術を持っているところとコラボレーションして、あるいは大学から
技術導入して、より早く顧客の課題に対応し早く顧客に届けること、また研
究開発効率を上げていくことを目指している。

7

・自社だけではだめであり、外部と連携していく必要性を認識している。 7

・いろいろな技術、モノ、会社・機関を組み合わせていかないと、顧客の価値
やシステムに合うように変わって行かないので、今後はよりいろいろな企業
との連携が増えてくると思う。
一社で全てやれることはほとんどない。パネル、制御はどこどこ、省エネは
どこどこというようにそれらを全部組み合わせることによって最終的にエネ
ルギー消費の最小化、CO2削減につながる。

14

<事例12>
・当社は連携なしには成り立っていかない。当社では販売をしない。零細企業
であるにもかかわらず事業を続けられているのは、製造部門を持っていない
からである。あるいは、営業マン、サービスマンを持っていないからである
と思う。したがって今後とも連携は必須である。

14

<事例13>
・資金力、開発力のあるところと一緒にやっていきたい。製造自身も自分たち
でやって利益の出る会社にしていきたい。開発費ではもう成り立たないと感
じている。
自社製品を発売し始めが、販売力がないので代理店を探している。販売ルー
ト構築は大きな課題である。

14

<事例14>
・今後も企業間連携を進めていく。海外で事業を展開するとなると連携は必要
である。

14
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項目
No.

<事例15>
・当社はもともと独立心が強いので自分の力で遂行していきたいという考えだ
が、大手企業との結びつきも考えないわけではない。
海外への販売も考えている。

14

<事例16>
・中小企業は、狭い範囲だが優れた技術がある。しかし、規模が小さいだけに
何でも自分のところでやろうとしても自ずと限界があろうし、国内・国際的
競争に勝てない。連携して対応することが望ましい。特徴のある企業同士が
いかに結集するか。テーマが決まれば前に進める。お互いやる気が大事。企
業同士が技術を足して割って別の製品をつくるというのが連携である。

7

・他社と連携して複合品を開発していくことは当社の方針の一つである。連携
先候補は常に探している。複合品は、故障した場合どこが悪いか分かりづら
い。メンテナンス(点検)ビジネスを新たに興すニーズが出てくる。複合製品
はシステム販売へと発展するし、システム的なアフターサービスが求められ
る。中小企業がアジアとの競争に負けずに生きていく一つの方向であると考
えている。当社はコーディネータとしての位置づけを認識し、設計能力、デ
ザイン能力を向上させ、発揮することが必要。

14

<事例17>
・当社は、バイオセンサーについて先導的役割を果たしたい。行うべきことは
いろいろあるので連携して進めたい。

14

<事例18>
・中小企業は専門範囲が狭過ぎるので1社単独で総合的なニーズに応えること
は無理である。総合的なニーズに応えるには、色々な企業が保有するシーズ
を集めて連携しないと、大手に勝っていけない。
当社では連携も行うが、独自開発による製品を持つことも重要と考えてい
る。

15

<事例19>
・当社の事業内容と関連が強いところで当社が持っていない技術があればそれ
は連携の対象となる。現在、そのような技術を模索中である。太陽光発電や
風力発電のような新エネルギー分野や二次電池なども連携の対象になりうる
と考えられる。

14

<事例20>
・当社はどちらかというと独力で行うことを好む傾向がある。しかし、当社に
不足している技術は他社と連携して進めている。その意味では新しい分野で
は連携が多い。この特定技術要素による認証は独自技術なので技術面での連
携はないが、販売面、市場ニーズへの応用面では企業間連携、産官学連携を
進めている。

14
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・バイオ産業振興支援機関事務局の見解

・中小企業活性化支援機関プロジェクトマネジャーの見解

第２章　企業間連携事例個票
(事例1～事例20)

[付録]



1. 連携分野 環境

2. 連携商品 小型風力発電機

3. 連携の目的 新製品の開発、販売

4. 連携の形態 中小企業同士

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 20人以下　　設立: 1970
年代
主要製品:電気機器の設計・製作

6. 連携相手 5社(中小企業):部材製作、デザイン、販売

7. 連携のきっかけ

　当社がその設立を推進し会員となっているNPO法人は、新エネルギー
及び省エネルギー(新エネ・省エネ)について地域住民や事業者に対する
普及・啓発等や、新エネ・省エネ実施事業者への技術支援等を行うこと
によって、地域の地球環境保全の取り組みやまちづくりを支援するとと
もに、新事業創出によって地域経済活性化に寄与するという目的を持っ
ている。このNPO法人の会員は地域企業であり、アドバイザーとして大
手企業OBや大学や高等専門学校の先生等が参加している。
　2000年代の前半、このNPO法人の中に太陽光発電や風力発電等の勉強
会ができ、当社も参加して調査研究を行った。風力発電を勉強している
うちに、大型ではなく小型のマイクロ風力発電機であれば町中にも設置
できるし普及が可能ではないかと判断し、マイクロ風力発電機メーカー
の製品の販売や施工を始めるようになった。
　その活動の中でうまれた人脈等をもとに、自前のマイクロ風力発電機
を開発製作することにし、デザイナーも含め大阪や鹿児島など広域的な
6社の連携で2006年に1号機を受注製作し、地域の国立公園内に設置し
た。

8. 連携の役割分担

　連携相手の5社は部材製作、デザイン、販売を行う会社である。マイ
クロ風力発電機メーカーである鹿児島の会社が風力発電機の本体部分を
製作し、他社が製作した部材とを合わせて、当社が組立てを行った。当
社が製造元となっている。

9. 連携の内容・活動
推移

　このマイクロ風力発電機の開発製作は、広域的事業の中での活動で
あったので、特に地域を限定せずに技術を保有している企業、コストや
品質に優れている企業との連携となった。地域の中で製作できれば良い
のであるが、地域企業には得意・不得意もあるし要求品質やコストにな
かなか対応できない場合がある。

10.結果あるいは現況

　マイクロ風力発電機は当社の屋上にも据え付けておりその発電電力を
使用している。公共施設向けの他に、当社のような企業で導入されるこ
とが狙い市場の一つであるが、未だ余り売れているとはいえない。景気
低迷の影響もあって、企業が環境に投資する意欲が停滞している状況で
ある。
　今は、まず地域の中で安全性などを実証しながら、それから地域外の
各地に拡げていきたいと思っている。
　このマイクロ風力発電機には小型太陽電池パネルと組み合わせバッテ
リーに充電した電気で夜間周囲LED照明を行うデザインとなっており、
賞も受賞している。
　NPO法人は展示会への出展、マスコミ取材などで知名度が上がってき
ており、法人名はブランドとして育ってきた。企業連携の成果であると
思う。また、NPO法人に対しては、私企業と違い、行政や学校も支援し
やすいということもある。

事例１
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11.成功(失敗)のポイ
ント

　当社は、マイクロ風力発電機以外に、NPO法人での活動をもとにした
小型太陽光発電装置や、雨水利用システムなどの商品がある。いずれも
当社社屋の屋上に設置して自分自身でデータを採りながら、社会のため
に役立つものとするために検証をしている。環境分野は歴史が浅くデー
タが少ないので自分達で検証しながら進めている。
　当社の本業は、制御盤・操作盤の製作であるが、設備投資の減少や、
海外への企業移転のなかで本業の需要が縮小してきている。現在、当社
は事業の過渡期であって、環境分野に重点を置く形で、事業転換を図っ
ている段階である。当社が環境を事業として自立させることができない
と、日本の環境、世界の環境も良くならないのでないかと考え、自立で
きるように努力しないといけないと思っている。NPO法人の活動での連
携をもとにして各社が環境事業で自立していくことが成功といえる姿で
ある。

　NPO法人のような連携を成功させるには三つのポイントがある。
(1)連携の理念、目的をはっきりさせること。理念が高ければ高いほど
良い人が集まってくる。
(2)メンバーの信頼関係を築くこと。そのためには時間をかけることが
必要。
(3)社員、社会、家族、学校などが参加できるものを作っておくこと。

12.障害となった事項
(とその克服)

　マイクロ風力発電機1号機を国立公園内に設置する時に、国立公園で
の工作物設置の法規制によって、大型発電機に比べるとおもちゃのよう
に小さくても風力発電機であるということで多くの注文がつき、設置を
あきらめざるを得ないような局面に至ったが、環境省と粘り強く交渉し
て、発電機の高さを変更するなどして何とか設置許可を得ることができ
た。

　連携相手のマイクロ風力発電機メーカーが事業不振で工場閉鎖し別の
会社に吸収されたことがある。環境分野ではなかなか収益が上がらない
という不安定な状況があるので、連携相手を慎重に選ぶ必要がある。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　NPO法人会員のルールとして、事業を連携して進める場合は主幹事会
社方式としている。引き合いを主に受けた会社が、リスクを負う。研究
開発費用も幹事会社が負担する。そうでないと責任の所在がはっきりし
ないことになる。幹事会社はリスクもある一方でメリットもある。この
ルールは、平等を旨とするともたれ合いが生じうまく連携が機能しない
という過去の経験に基づいている。

　連携開始の段階で特許や意匠登録などの知財の扱いや秘密保持協定な
どを取り決め、契約を締結する。あらかじめ契約をしておくのは、問題
が起きた後ではその解決が難しいからである。

14.現在・今後の連携
方針

　連携は企業の生き残り策の一つになる。ある分野で企業が今まで培っ
てきた経験・ノウハウをもって、他と連携することによって、その分野
あるいは別の分野で新しいモノを生んでいくというやり方が、連携の基
本ではないかと思う。今後環境分野に限らず、連携によって企業を変え
ていくことになるのでないか。連携なしの1社だけでは生き残りは無理
という感じがする。

15.その他

　ここ5年間のNPO法人の活動の中で当社とは別の連携チームによるマイ
クロ風力発電機や携帯型太陽電池などが大手企業との連携により生まれ
ている。
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　当社の屋上の環境商品の見学はかなり多いが、商談に結びつくかはこ
れからである。関西は「なんぼやねん」「なんぼ儲かる?」が基準にな
りがちであるが、環境問題は損得でなく善悪で考えて行かなくてはなら
ないのではないかと思う。

　ただし、2005年京都議定書発効により日本の温室効果ガス排出量6%削
減への活動が開始した頃から、事業者の環境に対する意識が、変化して
きたのは事実である。

　国連で温室効果ガス25%削減を表明した首相が、これによって新しい
事業がでてくるのでないかと説明していたが、そのような効果はあると
思う。ドイツでは規制が厳しくなれば新しい事業が続々と誕生するとい
う。新エネ・省エネに資金を出すことで、地域に雇用を生み、地域に新
しい需要を生み出すような、地域の中でお金がぐるぐると回るしくみが
できないかというのがNPO法人の期待でもある。

　NPO法人には企業OBがアドバイザーとして活動に参加しているが、大
企業での仕事の進め方、会議の仕方、営業のやり方を紹介しアドバイス
してくれる。これは会員である中小企業にとって大いに参考になってい
る。
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1. 連携分野 環境

2. 連携商品 電動車用「充電装置」

3. 連携の目的 新製品の開発、販売

4. 連携の形態 中小企業同士、中小企業とベンチヤー

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 50人～299人　　設立:
1980年代
主要製品: 電子機器設計・製造

6. 連携相手
L社(開発型ベンチャー企業): 充電装置の特許保有、 M1社:板金加工、
M2社:制御回路設計、　S1社,S2社:販売

7. 連携のきっかけ

　当社社長の長期計画として、設立後最初の10年は他社において図面設
計が終了したものを当社が材料支給を得て加工組み立てする事業をす
る。その過程で色々なことを勉強する。次の10年間に他社からの受託生
産に取り組む。そこでは当社が設計・開発から組み立てまで行う。例え
ば他社ブランド生産(OEM)を行うような事業形態である。更に次の10年
間(Ⅲ期)には自社製品を生み出したいという計画であった。
　Ⅲ期目に入り、自社製品を探索すべく、技術部門を立ち上げていろい
ろやっていたがなかなか、これというシーズを見つけることが難しかっ
たので、電子部品関連で特許権を保有している会社と手を組もうと思い
立ち、産業支援機関に相談し調べて貰った。調査の結果、高速充電技術
を開発したL社を特許流通アドバイザーから紹介され、L社の保有技術を
使う高速充電装置が当社にも適していると判断してL社から通常実施権
を取得した。この技術によれば、大電流での超高速充電と過充電防止を
同時に実現し、従来8～12時間要していた産業用電動車両のバッテリー
充電時間を2～4時間に短縮でき、電気使用量削減と電池寿命を長持ちさ
せることができる。

　本製品設計製造に必要な技術のうち、板金や基板設計は当社が保有し
ていない技術であったので、新しく紹介を受けてM1社、M2社と連携する
ことにした。当社にとり、他社との連携は初めてであった。当社保有の
加工技術は手組み立てが主であり板金は経験がなかった。

8. 連携の役割分担

　ライセンサーのL社とは、L社が開発し当社が設計・製造・販売する関
係である。
　M1社は当社の要求に応じて板金部品の供給や機械加工を担当する。M2
社は制御回路の設計を行う。M1社、M2社とは秘密保持契約を締結してい
る。
　製品の試作開発費用は当社が負担した。
　当社は製造会社なので販売は、当社の知り合いのS1社、L社の紹介に
なるS2社の計2社が担当している。2社のみに限定ということではなく、
販売会社を増やすことは可能である。

9. 連携の内容・活動
推移

　販売会社とは月1回の定例会議がある。顧客訪問先の情報交換を行
う。当社も本事業のために販売要員1名がいる。売り子ということでな
く市場を把握するという位置づけである。客のこと知らずにいいものは
作られないので、販売要員のほか、技術要員も顧客に行く。販売会社は
製品の勉強に熱心である。顧客からの難しい話には当社の技術者が対応
するということにしている。
　M1社、M2社とは当社技術者が個別に打ち合わせを行う。

10.結果あるいは現況

　顧客に製品の長所は認めてもらえても、景気の低迷下で、産業機械関
連の設備投資中止の影響もあり、事業が膨らんでいないので連携企業に
仕事がいかない状況である。

事例２
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11.成功(失敗)のポイ
ント

未だ成功(失敗)は見えていない。需要が好転するのを期待している。

12.障害となった事項
(とその克服)

製造コスト低下の課題があるが、未だ売れていない段階では、連携相手
にそのような話はできない。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

売り上げが当初計画のようには行っていないので、連携そのものが回転
していない状況である。

14.現在・今後の連携
方針

自社製品を生み出していくにあたっては、他社との連携が必要となる。
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1. 連携分野 環境

2. 連携商品 焼却炉におけるダイオキシン抑制装置

3. 連携の目的 新製品の製造、販売

4. 連携の形態 中小企業同士、中小企業と大企業。

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 20人以下　　設立: 1980
年代
主要製品: 制御盤の設計・製作・ソフト

6. 連携相手 A社(大企業): 材料供給、　M社: 部品供給、 S1社・S2社: 販売

7. 連携のきっかけ

　当社が参加していた異業種の会が発端となった。この異業種の会は
2000年に十数社の地域中小企業が参加して発足したものである。参加中
小企業は大手企業の下請企業が多く、その当時は親企業の業績が悪化し
その影響を受けて地域中小企業の業績も悪化していた。異業種の会は
「異分野・異技術の中小企業が連携することにより、各社の強みを活か
し、かつ弱みを補うことにより独自の総合的な開発・製造体制をつく
り、共同して成果をあげよう」というものであった。
　本件については、ダイオキシン特別措置法が実施される前に貢献でき
ることがないか考えようということで、勉強会を開始した。一時は大学
の先生にプラズマ法を紹介されたが、我々には取り組めないということ
で、別の技術をインターネットで探しているうちにA社の触媒法を見つ
け、その線で進めることになり、当社がリーダーとなって装置開発に取
り組んだ。その1年後から補助金を活用して1社で装置開発を続けた。

　M社は部品供給をしてもらうことで連携しているが異業種の会のメン
バーである。販売面ではS1社、S2社と連携している。S1社は焼却炉メー
カーに勤めていた人が焼却炉部門撤退に際し起業した会社で、焼却炉の
顧客を持っていた。S2社は元大学研究者が起業した会社である。販売は
当社自身も行う。触媒を当社に供給するのは大企業のA社である。当社
はこの触媒についてA社の代理店となっている。

8. 連携の役割分担

　M社は機械加工部品や板金部品を製作する企業であるが、多量生産を
得意としている。本ダイオキシン抑制装置は未だ多量生産の域に達して
いないので現在のところM社の関係先で製作している。
　A社との関係は良好である。A社は材料メーカーであり、当社が本装置
を顧客に納入すれば安定的な触媒(材料)の需要を確保できる。A社に入
る装置引き合い情報は当社に伝えられている。
　販売はS1社のルートは働いているが、S2社は停止状態である。

9. 連携の内容・活動
推移

<異業種の会>
　異業種の会の活動は二つある。一つは受発注のマッチングで、メー
カーからの一括発注を異業種の会が受け、メンバー各社が見積もりを持
ち寄る。例えば制御関係は当社が見積もる。幹事企業がそれをとりまと
めるというしくみである。メンバー企業間に基本契約があるわけではな
い。幹事企業の利益の一部は異業種の会の運営費に還元される。但し活
発に発注があるわけではない。大きなビジネスがなかったせいか、利益
の分配をめぐるトラブルは生じていない。もう一つは、研究課題を決め
て興味のある会社が小グループを作って研究を行う。現在も1件の研究
課題が進行中であるが当社は参加していない。
　異業種の会のメンバーは現在10社ほどであるが、入れ替わりがある。
当初メンバー13社のうち現在残っているのは4社である。退会したメン
バーとも交流はあり準会員扱いである。例えば印刷会社などはものづく
りの範疇から外れているので退会している。

事例３
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10.結果あるいは現況

　2000年から取り組みを開始した本件が軌道に乗りかけるまでに8年か
かった。途中では経費の出費ばかりで、既存事業の利益がそれに食われ
てしまうという困難な状況が続いた。軌道に乗りかけ、当社の既存事業
の落ち込みをカバーできるようになってきている。既存事業と環境事業
を当社の二本柱とすることも可能かなと思えるようになった。

11.成功(失敗)のポイ
ント

  コア企業は当社。話し合いでなく、こちらで仕分けしてしまう。方針
はコア企業が決める。今の段階ではそういう形が残ってる。話し合うと
いうことになるとものが決まらない。お互いにメリットがでるように分
けていくのが早く進む。
　国の助成制度の活用により、市場調査を専門家に依頼できたこと、自
分自身で全国各地を回れたこと、展示会出品でPRできたことも効果的で
あった。

12.障害となった事項
(とその克服)

　契約で禁止していたにもかかわらず、S2社が単独で装置を製作し販売
を始めたことがあった。この装置は品質が良くなかったため顧客での評
判が悪く、その後販売停止している。その後当社とS2社の取引は途絶え
ている。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　他社との連携を考える企業はどういう企業かというと、その事業の中
心になる企業であろう。そうでなければ連携など考えない。その事業の
中心になる企業は、はっきりした方針を持つことが大事で、それを肉付
けしていく手段として連携を捉えれば良い。

14.現在・今後の連携
方針

全国的な販売網を作ろうと考えている。
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1. 連携分野 環境

2. 連携商品 汚染土壌処理装置、汚染土壌処理事業

3. 連携の目的 新製品の開発、販売

4. 連携の形態 中小企業同士

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 従業員数: 50人～299人
設立: 1950年代(創業:1945年以前)
主要製品: プラント・エンジニアリング、重電・産業用電気機器

6. 連携相手 A社: 土壌洗浄工事

7. 連携のきっかけ

　大企業の下請け一辺倒からの転換を狙い、環境保全対応分野で自社技
術の延長線上にある次世代型製品開発テーマとして、産業支援機関に相
談しながら、砂洗浄技術の開発を行うこととし、2005～2006年には県の
産学連携補助事業でコンクリートがらから清浄な骨材砂を再生する研究
開発を実施した。ところが再生砂は、建築材料としての認定などの課題
が多く、その事業化は時期尚早と考え、汚染土壌処理に方向転換をし
た。
　当社の土壌洗浄法は水を用いるため、土壌洗浄工事で濁水を排出する
のでその処理が必要である。濁水処理法を当社で開発しようとしたが旨
くいかなかった。2007年に県内で開催された国際展示会に洗浄技術を出
品したが、出品他社の中に汚染土壌洗浄工事者であって排水処理技術も
保有しているA社をみつけた。A社と当社の所在地は同一都市であった。
A社と情報交換するうちにA社の排水処理技術を、当社の濁水処理に適用
する連携が生まれた。

　A社はそれまで大規模の洗浄工事を専門としていたが、当社の土壌洗
浄法は小規模現地工事向きであるので、A社にとっても小規模工事の事
業メニューが増えるというメリットがあった。

8. 連携の役割分担

　当社は汚染土壌処理装置の販売事業を考えているが、装置を売るため
にはその実績づくりが必要。そのためには当社も工事も行って実績をつ
くることが必要になる。したがって工事は共同で実施している。洗浄装
置は当社品、水処理装置はA社が提供し、それぞれが装置を運転する。

9. 連携の内容・活動
推移

　当社は専任担当者を置いている。A社は兼任担当である。
　A社とは月1回程度の会合を持っている。また案件ごとに連絡をしあっ
ている。連携企業間で案件ごとに契約等を交わすこととしている。
　当社は装置改良のため現場に即した実験も必要なので、A社が受注し
た工事で、実証実験を行っている。
　当社装置については、A社と水処理で関係があった建設業者が見学に
来ることが多い。その中には大規模な土地の再開発を行うゼネコン等も
含まれている。
　当社が受注した工事案件は、A社の水処理装置が必要なので、必然的
にA社に仕事が流れる。当社の営業は、当社不動産部門の営業が兼ねて
いる。計画では利益が上がり始めてから専任営業を置くことになってい
る。

10.結果あるいは現況 土地取引が停滞している現在は、汚染土壌処理の需要が少ない。

11.成功(失敗)のポイ
ント

まだ成功(失敗)を言える段階ではない。

事例４
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12.障害となった事項
(とその克服)

　連携は特に問題なく推移している。
　汚染土壌処理は、砒素、鉛、ベンゼンなどが工場跡地土壌に含まれて
いた場合、跡地の転売に際しては、環境修復の対策講じることを法律が
求めているによって汚染土壌処理ニーズが生じる。したがって現今は需
要が小さいが、今後景気がよくなり土地取引が動き出すと市場も活況と
なる。また改正土対法の施行に伴い、土壌汚染の調査やその対策の需要
が更に増えることも予想される。
　汚染土壌の調査や評価、汚染土処分には官庁の指定調査機関としての
許認可が必要であるが、現地での汚染土壌処理装置や対策工事の許認可
はなく、技術力や実績により評価される。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

連携は特に問題ない。

14.現在・今後の連携
方針

　とにかく今は、小規模工事であっても当該装置導入の実績を作り、シ
ステム全体を実証することである。また、汚染が存在する土地の評価と
いう観点から不動産鑑定士など取り込んだ事業展開を推し進める。
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1. 連携分野 環境

2. 連携商品 めっき液リサイクル装置

3. 連携の目的 新製品の開発、製造

4. 連携の形態 中小企業同士

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 21人～49人　　設立:
1970年代
主要製品:めっき資材

6. 連携相手 A社: 製造

7. 連携のきっかけ

　当社はめっき資材のメーカーである。無電解ニッケルめっきは従来
めっき液として硫酸ニッケルが使用されていたが、使用済みめっき液は
そのまま廃液となり、焼却・減量後、埋立処分という処理に要する費用
と環境への負荷が問題となっていた。当社は無電解めっきの権威である
公的機関の研究者に問題解決のための開発を勧められ、1990年代末から
研究開発に取り組んだ結果、2000年代に入って再使用を可能とする新
めっき液と、そのリサイクル方法を開発した。この方法によれば使用済
みめっき液に薬剤を加えることで再使用が可能となり、排出されるのは
資源として利用可能な亜リン酸カルシウムのみとなる。
　リサイクル方法を装置化し新めっき液と組み合わせたシステムとする
必要があったが、当社に装置製作部門がなかったので、その頃技術相談
に応じてもらっていた大学の金属系研究者の人脈から、水処理関係装置
メーカーのA社を紹介してもらった。

8. 連携の役割分担

　当社がめっき液リサイクル機構をどうするかを考え、装置にどう反映
するかを当社とA社が打ち合わせ、A社が装置設計を行う。装置の試作費
用、デモ用装置の費用は当社が負担する。当社は国の助成制度を利用し
ているが、装置の半額は当社自身の負担となっている。

9. 連携の内容・活動
推移

　連携相手がめっきについては経験がなく殆ど初めてであったので、連
携の当初は苦労した。めっき液リサイクルプロセスを装置の形にするに
は、化学的な考え方をベースにする必要がある。それがないと装置の設
計すらできないということになるので、A社の装置設計者数名にめっき
のしくみ、リサイクルのしくみを理解してもらうのに結構時間が掛かっ
た。何故ここはこうしなければいけないのかということを詳しく説明し
た。朝から晩まで一日中のこうした摺り合わせを約半年間何回か繰り返
した。そのあと、A社で設計・製作を行った。A社はのめり込むという程
のことはないが、当社の要求に良く対応し考えてくれるようになってい
る。

10.結果あるいは現況

　デモ用装置を1基製作し、無電解ニッケルめっきを行っているユー
ザー1社に設置して新めっき液ともども試用してもらっている。デモ機
をユーザーに直接使ってもらってリサイクルプロセスによるゼロエミッ
ションを体験的に理解してもらう。また、この試用期間中に、そのユー
ザーが行うめっきに適しためっき液の調整・管理も当社にとって重要で
ある。試用の結果、このシステムが現場で成果を上げられることが分
かった。
　現状は、このユーザーが実機の導入を検討しているという段階であ
る。また、もう1基別のデモ装置を設置するユーザーを選定している段
階でもある。

事例５
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　デモ機試用後に本機を入れるというステップで1箇所ずつ着実に進め
ていく。ベースができてくれば、速く進めることもありうる。当初の計
画よりも遅い進捗であるが、A社では投資も行っていないし新しい人も
雇用していないので負担になっていないはずである。50台という販売計
画が達成できればA社にとっては装置メンテナンスのビジネスも生まれ
る。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　連携で大事なことは、連携しているもの同士のベクトルが同じ方向を
向いて揃っていることであると思う。A社もデモ機での試験を通じて装
置に要求した仕様の必要性やリサイクルの効果を理解できたと思う。
　連携では両社が前のめりになることが重要だが、そのためには商品が
売れることが必要で連携相手もその点は注目しているであろう。
　連携は、自社が欲している技術・分野に得意なところを相手に選ぶこ
とが重要である。その点では本事例について、水処理ではなく廃水処理
を得意とするメーカーと連携するという選択もあった。

12.障害となった事項
(とその克服)

　当社は装置部門を持っていないので、製作されたデモ機の価格の評価
ができない。適正な金額なのかどうか判断できない点が問題と感じてい
る。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

連携相手に当社と同じ方向を向いてもらうのに苦労する。

14.現在・今後の連携
方針

　めっき分野の環境面では、排水処理が楽であるとか、温度が低くて済
むものとかのニーズがある。価格が同じものであれば環境にやさしいも
のを購入するのは当然のように行われているが、価格が高くなると購入
に躊躇するというのが一般である。これに対しては、メンテナンスが楽
である、作業の停止時間が少ない、熱源が少ないとかの総合コストで安
くなると言えれば説得性がある。連携が必要となることもでてこよう。
　当社が関係するめっきの市場は、多品種少量分野が増えてきており、
特定の会社、特定の部品専用のめっき技術が求められる。それらの特定
の会社と連携することで、得意なめっき技術を増やし、そして技術を一
層成長させた企業が生き残ることになろう。当社も企業間連携をしなけ
ればならない。
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1. 連携分野 環境

2. 連携商品 家庭用燃料電池構成部品

3. 連携の目的 新用途開拓

4. 連携の形態 中小企業と大企業

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 50人～299人　　設立:
1950年代
主要製品: 電動機、エアーポンプ

6. 連携相手 A社(大企業):システムメーカー

7. 連携のきっかけ

　2000年ごろから家電メーカーからの家庭用燃料電池用ブロワの問い合
わせに始まり、自動車メーカー、重電メーカー、燃料メーカーに横展開
し約30社にブロワを供給した。当時は2005年頃に家庭用燃料電池が市場
化されるとの見通しがあり期待していた。2003～2004年になると、市場
化見通しが2008年に後ろ倒しとなり、また当社ブロワの耐久性と制御法
の複雑さが市場から敬遠されたので、挽回すべく必死に開発を続けた。
　そのような中の2005年に、NEDOの「補機プロジェクト」が開始され、
家庭用燃料電池のシステムメーカーA社から参加しないかとの誘いが
あった。NEDOの補機プロジェクトは家庭用燃料電池を構成する主要機器
以外の周辺機器(補機)が全体のコストの約1/2を占めることから、その
コストを下げるために各家庭用燃料電池システムメーカーが共同で、補
機の仕様を共通に定め補機メーカーに仕様を満たす機器を提案させると
いうものであった。ここでは燃料電池システムメーカーと補機メーカー
が連携してコスト低下と耐久性向上に取り組む構図となっている。

8. 連携の役割分担

　コストと耐久性の目標は明確であった。補機メーカーはそれぞれシス
テムメーカー1社(幹事会社)と組んで進める。

<ゴムメーカーとの連携>
　補機に求められた耐久性は4万時間であった。当社のブロワでは部品
に使用するゴムの耐久性が課題であった。ここでは当社とゴムメーカー
とが連携した。当社から要望を出してゴムメーカーが製作したものを当
社で試験するという繰り返しの中でお互いに情報はできるかぎり開示し
あった。そうした中で加速試験(耐久性の短時間評価法)のノウハウも獲
得できた。

9. 連携の内容・活動
推移

　当社は、毎月システムメーカー(幹事会社)のA社に進捗状況の報告を
行う。そのシステムメーカーは、システムメーカー同士(5社)の連合検
討会でその結果を報告しあう。
 信頼性試験は、A社の設備を使うことができた。

10.結果あるいは現況 こうした中、当社のブロワも再評価され、採用されるようになった。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　毎月の報告が当社技術の宣伝になったかなと感じている。また、あき
らめずにがんばったのが良かったか。

12.障害となった事項
(とその克服)

　補機プロジェクトの共通仕様(システムメーカー5社の連携による)
は、同一品を大量に製作できるので補機のコスト低下につながるという
ことであったが、現状は5社のブロワの仕様は同一でない。各社の社内
規格が共通仕様よりも厳しいこと、ブロワ仕様が燃料電池スタックの性
能や改質器の性能に密接に関連してくるのでブロワは補機の中でも統一
しずらいものの一つかなと思っている。当社は個々の仕様に対応してき
ている。

事例６
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13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　一般に大手企業と当社との過去の関係は、大手から示された設計要求
どおりのものを当社が製作するという関係であった。このような待ちの
姿勢では市場が変わってしまったときに当社は対応できない。このたび
の補機プロジェクトでは、要求されているのがコストや耐久性であった
し、今後家庭用燃料電池が普及していくためのコスト目標は明確なの
で、当社の開発方向も定めやすい。

14.現在・今後の連携
方針

　今後の課題として、技術力、コスト力のある部品サプライヤーとの連
携。まさにこれからの課題とみている。中小なのでその辺の情報が不足
している。もう一つややこしくしているのは、量産工場が東南アジアに
あること。現地調達率を上げないとコストが下がらない。東南アジアの
サプライヤといっても本当にローカルな企業は不安なので、東南アジア
に進出して工場がある日系企業の中から探すとなると難しい。

15.その他

　当社の製品は、アプリケーションとして医療・健康分野のマッサージ
機器や介護機器、環境分野の浄化槽ブロワや大気分析装置などの商品に
組み込まれている。このような商品メーカーと当社との間で連携はな
い。商品メーカーがカタログを見て注文するという関係である。

　他社との連携ではないが、当社が自社で提案できる製品が欲しいとい
うことで最終製品にチャレンジしたが失敗したことがある。歯に空気を
あてると歯周病を防ぐことができるとの知見のもと、そういう装置を製
品化して、直売の販売ルートを自社で構築した。しかし、病気予防をう
たうとなると、医療機器として新しいカテゴリー、治験が必要になり数
億円の費用がかかる。そこで、予防できるとはいえず、コンセプトが
はっきりしない製品となってしまい販売中止した。

　大手が新しい市場に参入していく場合には当社に相談を持ちかけてき
てお互いが提案を出し合いながら進めるといった連携に近いやりとりも
あるが、最初だけである。リピートになると買い手と納入業者の関係と
いうことになる。連携の形態は長く続かない。
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1. 連携分野 環境

2. 連携商品 空調機器

3. 連携の目的 新製品の製造、販売

4. 連携の形態 大企業と海外大企業

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 10億円以上　　従業員数: 1,000人以上　　設立: 1945年以前
主要製品: 空調機器、冷凍機器

6. 連携相手 A社(海外企業): 製造

7. 連携のきっかけ

　世界中で空調機器の省エネ規制がどんどん強まりつつある。日本は最
も省エネが進んだ国であるが、日本に近い規制の国も出てきている。各
国が空調機器の省エネ規制に対応するには日本の技術を取り入れること
が最も確実である。
　中国は空調機器の生産台数が世界一位であり、生産量の多い大企業が
育っている。A社はそのうちの一つで、家庭用空調機器生産量は当社国
内生産量の数倍もあり、低価格の空調機器を生産していた。
　中国においても省エネ規制がはじまったので、当社は省エネ規制の波
に乗って中国市場で空調機器を拡販したいと考え、当社と連携する相手
としてA社との提携交渉を開始した。

8. 連携の役割分担

  当社が消費電力が少なくて済む省エネ基幹技術を提供し、A社が低コ
スト生産のノウハウを持ち寄って空調機器を共同開発する。開発された
省エネ空調機器はA社で生産し、売り先・数量を調整して当社とA社がそ
れぞれ販売する。

9. 連携の内容・活動
推移

　提携交渉にあたり、トップ同士が再三面会している。A社のトップは
モノづくりや品質にこだわりのある人である。品質については日本人以
上に気を使っていると感じた。当社は、品質重視を信条としたA社の経
営スタイルを信頼できると判断した。また、A社には、高性能の空調機
器をグローバル展開してきたという当社の経営スタイルに好感を持って
もらった。トップ同士の信頼関係が連携の決め手になった。

　提携交渉では、A社から省エネ技術を100%開示して欲しいとの要求も
あったが、それは承諾しかねるので、当社としては省エネ技術のある部
分を共同開発に投入し、適用する空調機器を定めることで合意した。

　A社からは技術の開示条件などの質問状や様々な要求が多く出され
た。それに対してどこまで納得性のある回答をするかを決める必要が
あった。また、ロイヤリティをどうするとかなど決定すべき事項も多
かった。

　トップ同士の信頼関係がお互いの納得性を生み出し、提携が成立し
た。

10.結果あるいは現況 2009年に提携し2010年に本格的にスタートする。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　連携をうまく進めるためにはトップ同士の信頼関係が必須である。現
場感覚では対立し決裂するようなことがらも、妥協策が見い出せること
になる。当社としては、昨今の需要環境からみてこの連携は進めておい
て良かったと考えている。この提携を成功させるためにこれからもっと
努力しなくてはいけない。

事例７
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12.障害となった事項
(とその克服)

　最新の環境技術を入れたものを提携・連携も含めて世界中で展開して
いくことが必要になる。その際、技術流出は大きな課題となる。提携・
連携を鈍らせる足枷ともなる。A社との連携もそうであった。メーカー
としては提携して環境技術を入れたものを売っていきたいが、どうして
も技術が流出する。市場におけるスピードと規模でどう判断するかであ
る。

　A社との連携の場合は、技術流出のデメリットがあるが、手をこまね
いていたら結局中国メーカーは自分たちで省エネ技術を獲得するであろ
うし、日本の他メーカーが連携するということも考えられた。当社とし
ては、中国市場での展開で他社に遅れをとりたくないと考えていたので
提携を進めた。

　契約では、対象技術適用製品は事前申請・許可制とするという歯止め
等があり、技術流出の防止を考慮して取り決めてはいるが、契約外での
流出は防ぐことができない。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　連携に際しては、相手側が技術の開示条件など、いろいろなことを要
求してくる。それに対して最大限納得できるところはどこかということ
を決めていくことが難しい。

14.現在・今後の連携
方針

　当社は、環境技術に最も多くの力を注いでおり、地球環境問題に貢献
していきたいと考えている。そして、それをビジネスチャンスとして当
社の事業を伸ばしていくことが当社の大方針である。当社はその実現の
ために企業間連携、技術の連携、提携を進める意志が強い会社である。
環境についてはいろいろな提携のやり方があると考えている。

15.その他

　当社は空調機用冷媒も生産しているが、冷媒もまた大量生産すればコ
ストが低くなる装置産業といえる。オゾン層に影響を及ぼさない新冷媒
の製造会社を数年前に欧州メーカーと共同で中国に設立している。両社
が個別に生産するよりも、両社の生産量をまとめて生産することで低コ
ストの新冷媒を得ることができる。当社と欧州メーカーは1990年代後半
から中国や欧州で化学製品事業において協業を行っている。化学製品業
界では同業者同士の連携は珍しいことではない。

　企業間連携ではないが、安全･安心分野の産学連携の例がある。
　当社の空気清浄機は、放電技術が組み込まれており、臭物質や菌類、
花粉などを酸化分解する効能を持っていたが、新型インフルエンザウィ
ルスも分解するかどうかを実証したいと考えた。そこでインフルエンザ
研究の世界的権威の研究者に依頼し、空気清浄機のウィルスに対する効
果を商品機について評価してもらったところ、ウィルスを4時間で分解
除去できることが実証された。しかも依頼から極めて短期間でタイミン
グ良く実証評価結果が得られた。当社にはかつてメディカルエンジニア
リング部門があったがそこに所属していた社員(医学博士)の人脈からこ
の世界的権威の研究者への依頼に結びついた。当社にいろいろな専門家
がいたことがこの例ではプラスに働いた。
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1. 連携分野 環境、安全･安心

2. 連携商品 省エネ装置等

3. 連携の目的 新製品の製造、販売

4. 連携の形態 大企業と中堅企業、大企業と海外企業

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 10億円以上　　従業員数: 1,000名以上　　設立: 1945年以前
主要製品: 産業機械、圧縮機、エンジニアリング

6. 連携相手 A社: 中堅企業(製造・販売)、　　　他

7. 連携のきっかけ

　当社の機械分野での産産連携は活発でなく事例は少ないが、新メニ
ユー開発及びそこでの連携相手を探す場合を回顧してみると、殆どが人
脈によって新メニューや連携相手を見つけてきている。しかし、最近、
新エネルギー関係のメニュー開発の連携相手を探したときはインター
ネットや新聞情報を利用した。
　また、当社が省エネ機器を開発したときは、連携のきっかけには偶然
も加わった。当社は、蒸気の有効利用と省エネを狙った省エネ機器の開
発を企画していたが、当社には蒸気の知識・技術が不足していた。開発
の企画に関連していた当社関係会社トップがあるセミナーでA社のトッ
プを識ったことにより、蒸気に詳しいA社と連携するきっかけとなっ
た。当社の開発部隊はそれまでA社を知らなかった。なお、A社にとって
みれば、当社の製品アイデアはA社の市場の顧客ニーズにマッチするも
のであった。

8. 連携の役割分担

　当社では開発の連携相手とは共同開発契約を締結する。発明は通常、
発明者側に権利が帰属する。相互のディスカッションの中から生まれた
発明は話し合いでその取扱いを定める。開発費用は各々が開発するもの
は各自負担とするのが通常である。
　省エネ機器開発の例では、A社が蒸気を使う市場の状況、すなわち業
界別に蒸気の圧力、温度、量などの調査を担当。装置の設計は当社が行
い、デザインレビューにはA社も加わった。

9. 連携の内容・活動
推移

　通常、開発部隊同士は定期的に集まって、討論して役割分担を決め次
回までに何をするかを明確にする。会議場所はお互いの所在地を交互に
設定することが多い。
　省エネ機器開発の例では、活動期間約1年半であった。当社はA社から
蒸気の知見を学ぶことができた。装置には、部品としてA社製品が組み
込まれる。製造は当社関係会社が担当する。販売は商社を総販売元と
し、当社関係会社とA社が担当する。なお、A社との間で、新たに別の製
品開発で連携するというような話はない。

10.結果あるいは現況
　うまくいったものもある傍ら、失敗も多い。省エネ機器開発の例はう
まくいった例に属する。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　企業同士がお互いの強みを持ち寄って連携すると、連携目的は達成さ
れやすい。
　企業の製品が技術的に確立していると、その製品同士を組み合わせて
複合製品を作る企業間連携は迅速に進む。
　産産連携にくらべると産学連携はなかなかヒット商品につながらな
い。産学連携は実用にほど遠い段階での連携が多いといえる。
　連携にあたっては、双方にメリットがあることが当然であるが、あま
り自社の利害だけに拘ると連携が上手く進まない。できるだけ両社の
トップレベルまで連携につき理解してもらうことが肝要と思う。

事例８
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12.障害となった事項
(とその克服)

　どの企業もノウハウとして保有しておきたい技術情報を有している
が、連携を通じてどこまで開示してよいか、どこまでノウハウとして保
有すべきか悩ましいことがある。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

  海外メーカーとの連携で失敗といえる例がある。環境分野で、自然エ
ネルギーを利用した発電装置につき、海外に提携先をみつけ装置技術を
導入しようとした矢先に、提携先候補が倒産してしまったという問題が
あった。結局、その事業は中止した。
　安全･安心分野で、停電時などの非常用電源装置の海外メーカーと提
携して国内で事業することを企画したが、相手は当社が国内で製造する
ことを拒み、当社を代理店としてのみ扱ったので、折り合いが見つけら
れず当社は事実上の撤退に至ったことがあった。

14.現在・今後の連携
方針

  環境分野では、今後企業間連携を絶えず頭に入れながら新メニューの
開発に当たることになるだろう。環境の中のある分野でのツボ乃至は急
所を知っている相手と連携することは重要である。相手企業とお互いの
強みを活かしあえる連携が望ましい。

15.その他

  特許許諾の関係のみなので連携例とは言い難いが、安全･安心分野
で、ベンチャー企業から特許許諾を受けたことがある。単独での装置開
発は順調に進み製造ライン建設の段階になったが、実用化の場合の製造
者責任の問題を解決できず撤退した。
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1. 連携分野 環境

2. 連携商品 家庭用燃料電池

3. 連携の目的 新製品の品質向上、コストダウン

4. 連携の形態 大企業同士、大企業と中小企業

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 10億円以上　　従業員数: 1,000人以上　　設立: 1945年以前
主要製品: 電気・電子機器

6. 連携相手 大企業:システムメーカー(同業種)、中小企業:部品開発、製造

7. 連携のきっかけ

　燃料電池は、新エネルギーとして、個々のメーカーによる開発、なら
びにNEDOプロジェクトとして産学連携のもとでその課題の開発に取り組
まれてきた。2000年頃からその実用化の方向として、家庭用を目指した
燃料電池開発に重きが置かれるようになった。NEDOのもとで産学官協力
のもと開発・実証計画が進められた。当社もシステムメーカーとして、
他システムメーカーとともに計画の遂行や、研究会への参加活動をして
きた。他のシステムメーカーとの連携は共通の目的・課題を意識するこ
とで培われた。家庭用燃料電池の本格普及には、低コストと耐久性が重
点課題であるとの産学官の共通認識のもと、業界(システムメーカー)が
連携して部品部材・補機(周辺機器)のコストダウンを推進することにし
た(NEDOプロジェクト:補機プロ)。この補機プロジェクトでは当社を含
むシステムメーカーが統一仕様を決めて、呼びかけに応じた複数の部品
部材・補機メーカーと連携して集中開発をするというものであった。こ
れが部品部材・補機メーカーとの連携である。

　当社は創エネや省エネ、蓄エネ等のエネルギーシステム事業を今後の
成長を担う柱と位置づけており、燃料電池は創エネの有力技術としてそ
の事業化は当社の重要なプロジェクトである。

8. 連携の役割分担

　システムメーカー(5社)が共用化を基本に目標設定をし、システム
メーカー各社は各カテゴリー(ポンプ、センサ、弁、継ぎ手等)の幹事会
社としてとりまとめを行う。
　補機メーカー(延べ24社)は、幹事会社から委託を受け具体的な技術開
発を行う。その結果を幹事会社が評価とりまとめる。
　幹事会社で構成する調査委員会は、補機メーカーの開発成果を持ち寄
り評価する。

9. 連携の内容・活動
推移

　2006～2008年度にNEDOの補機プロジェクトでポンプ、センサ、弁、継
ぎ手等の補機カテゴリーにつき技術開発が実施され、2008～2010年度の
新規補機プロジェクトでは、水処理、熱交換器、インバータの開発が行
われている。
　新規補機プロジェクトでは、システムメーカーは水処理装置、熱交換
器、電力変換装置の3チームを構成して、各チームから委託された補機
メーカーが技術開発を行っている。
　システムメーカーは、補機につき更なるコストダウンが必要とみて、
補機プロジェクトに参加した企業(延べ24社)以外の補機メーカーの参入
への期待や、補機メーカーと各地のベンチャーが連携し、ベンチャーの
技術突破力を活用して、課題に当たることも期待している。そのため補
機プロジェクトでは各地でセミナーを開催した。大阪で開催されたFC
FESTA 2009もその役割を担っている。

事例９
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10.結果あるいは現況

　2009年度から、日本で初めて家庭用燃料電池の販売が開始された。
　2006～2008年度の補機プロジェクトは、次のような一定の開発成果を
得た。その結果、2009年度からの初期商用機販売開始に当たって、シス
テムメーカーが、開発機器の多くを採用している。
a)性能では、システムメーカー提示の共通仕様を満足する機器が開発さ
れた。
b)耐久性では、周辺機器の4万時間耐久性の見通しを得た。
c)コストでは、41万円の当初見込みに対し11万円のコストポテンシャル
が見えた。
　燃料電池実用化推進協議会では、家庭用燃料電池本格普及機の実現に
向けた技術検討チームにおいて、家庭用燃料電池システムメーカーの技
術者が集まり、将来に向けた技術取り組みテーマを検討し、国のプロ
ジェクトテーマ、企業連携テーマを生み出している。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　二酸化炭素排出削減や省エネをもたらす燃料電池を早期に実用化する
こと、実用化に当たってはエコ効果の規模、産業規模も大きい家庭用燃
料電池を選択して進めることで産学官が一致して取り組んだことが、シ
ステムメーカー同士の連携と、システムメーカーと補機メーカーとの連
携をもたらし2009年度に初期商用機の発売開始に結びついた。
　企業間連携には、共に進める大きな目標設定と、双方にメリットがあ
ることが重要である。

12.障害となった事項
(とその克服)

　家庭用燃料電池の市場投入に当たっては、その製造コストが未だ高い
ことが障害であった。しかし、将来の水素社会の構築あるいは低炭素社
会づくりに向け、世界に先駆けての実用化が必要と国が判断し、導入初
期段階における市場を形成するために家庭用燃料電池購入費用の一部を
国が補助することにしたので障害が大幅に低くなった。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　本件ということではないが、知財権などは、初めに双方でよく検討
し、決めて置かないと後で、問題になることがある。

14.現在・今後の連携
方針

　企業間連携を選択するかどうかは、必要に応じての対応である。企業
間連携は手段であるので、目標達成の仕方によって、他社との連携を必
要とすることもあろう。

15.その他

　補機プロジェクトで行った各地におけるセミナーのような試みは、当
社にとっても新しい中小企業を知る機会として有効である。例えば、い
ろいろな機能を持った中小企業が数多くあろうが、その企業がどういう
ことができるとか、今できないが将来こういうことが出来そうだとか
は、普段の付き合いがないので分からない。相手と実際に会って話をし
ないとわからないのだが、現実は会う機会がほとんどないからである。

　当社の研究開発部門ではベンチャーが発表する研究開発成果をウォッ
チして、当社にとって将来重要な技術がないか評価している。将来につ
いて重要となるであろう技術を持ったベンチャーがあれば、出資形態で
技術を使えるようにする場合もある。
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1. 連携分野 環境

2. 連携商品 バイオ燃料製造技術

3. 連携の目的 新製品・新技術の開発

4. 連携の形態 大・中堅・中小・(官)・(学)

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 10億円以上　　従業員数: 1,000人以上　　設立: 1950年代(創
立:1945年以前)
主要製品: 発電プラント、環境装置、産業機械

6. 連携相手

A社(中堅)、B社(中小)と連携し、バイオ燃料製造技術の開発を実施中。
このほか、原料の収集運搬技術の開発を分掌している地方公共団体の外
郭団体等とも、協議会を組織し連携。

7. 連携のきっかけ

　国は、非食用植物・非可食バイオマスから生産される第2世代バイオ
燃料の開発や商業化の取り組みを支援しており、当社も含め、域内に拠
点を持つ関係機関が中心となって提案したプロジェクト(稲わら等の収
集運搬からバイオエタノールの製造・利用の技術実証)が、国から承認
された。
　連携相手は、プロジェクト各機関の人脈及び紹介にて組成。
　当社が技術開発を行っているのはセルロース系バイオマスを前処理・
糖化する技術。これに日本酒のトップメーカーであるA社の発酵技術、
及びエタノール蒸留精製の分野において国内外で多数のプラント施工実
績を誇るB社の蒸留精製技術を組み合わせることにより、一連のエタ
ノール製造プロセスの最適化を図れる可能性が高いと考え、3社で取り
組むこととした。
　当社としては、将来開発を完了させ次第、開発した装置を製造・販売
していきたいと考えている。

8. 連携の役割分担

　工程ごとに開発範囲を分掌しており、お互いの役割は明確。各社の技
術を結集し、迅速な意思決定が可能な体制に強化するために、3社で共
同企業体を組成。知財権の取扱いは、発明者帰属主義を前提にした協定
書を結び取り決めている。
　事業終了後の連携については現状未定。
　3カ年計画策定。初年度は実証設備着工、試験設備による製造等、実
証スケジュール作成済み。
　国の補助を受けているが、全額補助ではなく、不足の部分について
は、所掌範囲ごとに、各社で負担。

9. 連携の内容・活動
推移

　活動期間は3年で平成22年度末までの予定。平成20年度の各社での研
究結果をもって昨年11月に竣工した実証プラントで、3社で連携して実
証運転を行い、性能等を評価していく予定。
　プロジェクト全体の決定機関は、参加メンバーで構成される協議会で
あり、前出の外郭団体が事務局となっているが、これとは別に、燃料製
造関係3社で、必要の都度部会を開催し、プロジェクトの運営上必要な
事項についての協議を実施。

10.結果あるいは現況
　現在のところ、プロジェクトは順調に推移しており、また、連携もう
まくいっている。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　必要の都度、FACEtoFACEで、必要なメンバー間で機動的に打合せを
行っている。

12.障害となった事項
(とその克服)

特になし

事例１０
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13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

公的資金を活用する場合特に、とりまとめ機関の負担は大きい。

14.現在・今後の連携
方針

　置かれている状況に応じて、是々非々で考えていくことになると思わ
れる。
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1. 連携分野 環境、安全･安心

2. 連携商品 省エネシステム、セキュリティシステム

3. 連携の目的 新製品の開発

4. 連携の形態 大企業とベンチャー・中小企業

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 10億円以上　　従業員数: 1,000人以上　　設立: 1940年代(戦
後)(創業:1945年以前)
主要製品:制御機器、電子部品

6. 連携相手 ベンチャー企業・中小企業(海外が多い)

7. 連携のきっかけ

　当社ではコア技術として自社で押さえておく技術以外の技術について
は、自社にない技術は自力で開発するのでなく広く世界に求めている。
これは次の反省に基づいている。従来の自社開発のみでは、新事業創出
とか成長が目される事業とかの開発効率が良くなく、自社の保有する強
みの面しか発揮できないということ、また、グローバルの競争の中では
自分たちだけで開発しようとすると、スピードの面で勝って行けないと
いうこと。
　最近はインターネットやコンピュータのような汎用的技術を様々組み
合わせてより良い製品に商品を仕上げていくことがある。そういった技
術、様々な技術を持っているところとコラボレーションして、あるいは
大学から技術導入して、より早く顧客の課題に対応し早く顧客に届ける
こと、また研究開発効率を上げていくことを目指している。
　たとえば、画像処理・画像センシング技術であるが、カメラ、照明は
それぞれ得意メーカーがあるし、アルゴリズムの数学的処理は中国が優
れている。それぞれの技術を取り入れていき顧客に一番近い日本で顧客
課題に対応できる形に発展させていく。いろいろな技術を組み合わせて
調整して顧客のニーズに合わせていくチューニングは日本企業が得意と
するところである。こうすることで短期間で強い商品を生み出すことが
できる。そういうようなことで、自社だけではだめであり、外部と連携
していく必要性を認識している。

　環境・省エネ、健康・医療、安全・安心分野は、これから市場が大き
くなる分野であるが、自社技術が確立している訳ではないので、世界中
からこういった技術を探している。技術はグローバルになっているので
国内を探すだけでは全く不十分で最良の技術を見逃すことになってしま
う。

　連携相手の探し方は、いろいろなやり方を試みている。海外に何人か
現地に駐在させ、そういった技術を探す専任として配置しているのが一
つのやり方である。中国、アメリカ、欧州に配置している。駐在者は、
現地で人脈を作り、日本から必要技術を要求されると現地で技術を持つ
ところを探す。インターネットがかなり発展してきているのでそこから
探し出すこともできる。二つ目のやり方として、技術を持った相手を探
してくれる専門業者に依頼する方法がある。こういう技術がないか探す
人と、技術を持っている様々なベンチャーや大学との間をマッチングさ
せる業者である。このような業者(会社)は日本にも米国にもある。最近
はこうした業者に依頼することが多い。

　当社では技術開発部門内にこのような連携をとりまとめる部署をおい
ている。全社から、こんな技術はないかという課題を集めてきて、保有
している機関がないかをグローバルに探す。探している技術を保有する
機関が見つかったところで、その技術をテスト的に使ってみて、自分た
ちの事業に合うかどうかを検討して、社内の事業部門との間の橋渡しを
する。

事例１１
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　コア技術についても、そのレベルアップのために大学等と連携するこ
とはある。

8. 連携の役割分担

　連携相手が見つかった後、一番初めに一番大切なのは知財権である。
ロイヤリティ、排他権利か通常実施権か、開始する段階で決める。いざ
商品出すときになってトラブルが生じないようにするためである。連携
相手の知財権のチェックをしたり、契約書を詰めたり(何回もやりとり
することが多い)するので、両社が合意し開発がスタートするまでに2ヶ
月ぐらい時間がかかる。
　役割はきちんと決める。先のテーマなのか、できるだけ早く仕上げた
いテーマなのかで、契約内容は変わってくる。
　連携相手のメリットは、ロイヤリティの獲得や当社への部品の供給と
いうことになる。連携相手にとっては、市場に近い当社との連携により
市場が求めている商品に近づくことができることもメリットと思う。大
学やベンチャーは市場を知らないので。

9. 連携の内容・活動
推移

　連携相手との信頼関係の構築は重要である。
　市場・顧客のニーズを伝えることでお互いの信頼関係ができる。顧客
ではこういう使い方をしている。だからこのサイズでは入らない。した
がって、もっと小さくできないかとか、もっとこういう特性が持てない
かとか説明をする。
　顧客の現場で実際にどういう理由でこのような要求が出てくるのかと
いうことを連携相手に伝える。そうすると、連携相手のベンチャーや大
学では解決手段を一通りでなくいろいろな形で考えることができ、良い
解決策に結びつく。どのように解決できるかを一緒にディスカッション
しながら進めることもできる。
　顧客の現場を伝えることでモチベーションが高くなる。映像や写真、
実物を見せたり、現場の大量のデータを持ち込めば、大学やベンチャー
でシミュレーションしたり試したりすることができる。連携相手に仕様
だけ渡して済まそうとすると、出来上がった製品を現場に持ち込んだ段
階でいろいろな課題がでてきてしまう。

10.結果あるいは現況
連携での失敗は多い。
大学などは3乃至4つに1つぐらいしか成功しない。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　連携での失敗は、当社側の技術を見る目の問題もある。技術課題が
あって、それができるものを世界中から探すのであるが、これは良さそ
うだと思ってやってみると、実際の顧客の実現場ではなかなか役に立た
ないということがある。現場に持ち込むと新たな課題がでてきたり、う
まく商品にならないというのがかなりある。ほとんどが技術的な課題で
ある。
　技術や連携相手を探す始めの段階では防ぎにくい。ある程度開発を進
めてみないと出てこない課題は結構あるし、実際に顧客に持っていって
初めて分かる問題も結構ある。
しかし、始めに技術を見る目が不足しているという面もある。

12.障害となった事項
(とその克服)

　海外機関との連携は、言葉の壁があるので様々な課題がある。意思疎
通ができなかったりする。契約上の課題もある。まとめるのが難しいと
いうときもある。苦労しながら進めている。
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13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　知財権が課題になる。連携相手の技術がどこかの特許を侵害していな
いかどうか。中小企業はそこまで調べていないことが多いし、大学はほ
とんど調べていない。中小企業も事前に調べてもらっているといいのだ
が、こちらが調べなければいけないケースが多い。
　ベンチャーとは権利のエクスクルーシブの問題が生じることがある。
当社が要求してもなかなか独占させてもらえないが、早い時期にベン
チャーを見つけて、そこに投資し良い技術に育てて独占したいという考
えはある。
　ベンチャーへの支援は、投資によることもあるし、研究委託の形で資
金援助する場合もある。

14.現在・今後の連携
方針

　これから益々連携は必要になるだろう。IT技術の進化によって、セン
サの世界でもデータがネットワークにつながっていく。今までセンサだ
けやっていけば良かったのに、コンピュータとかネットワークとか、今
までは単体であったものがどんどんつながっている。そういう中では当
社のコア技術だけではビジネスはできない。ネットワークやコンピュー
タが強いメーカーとか、そういう技術を持っているところとか、センサ
で得られた変化を出力に結びつけられるところとか、いろいろな技術、
モノ、会社・機関を組み合わせていかないと、顧客の価値やシステムに
合うように変わって行かないので、今後はよりいろいろな企業との連携
が増えてくると思う。
　一社で全てやれることはほとんどない。パネル、制御はどこどこ、省
エネはどこどこというようにそれらを全部組み合わせることによって最
終的にエネルギー消費の最小化、CO2削減につながる。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 手洗い器

3. 連携の目的 新製品の開発、販売

4. 連携の形態 中小企業同士

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円未満　　従業員数: 20人以下　　設立: 1980年代(創
業:1960年代)
主要製品: 浄水器

6. 連携相手 S社(中小企業): 販売、　　M社(中小企業):製造

7. 連携のきっかけ

　当社はもともとは浄水器が本業である。水道水が高度浄水処理に変
わったので臭いのついた水が少なくなったこと、ペットボトルの水が普
及したことで水道口に浄水器をつける需要は小さくなった。それで何か
いい事業がないかということで探索を開始した。
　探索は、浄水器の技術から進化させていくか、自社の人材が持ってい
るシーズを育てていくかの観点で、市場ニーズとマッチングさせられる
かというところから始め、銀行にも相談していた。銀行が紹介してくれ
た産業支援機関のアドバイザーと話をしている中で、前職(別会社)で携
わったオゾン水装置のことにも触れた。そこで、オゾン水手洗い器を開
発してみないかという助言を得て構想がまとまった。

　連携相手は、感染防止を主体に商品化している販売会社S社である。S
社とはあるベンチャー企業を通じて知った。S社の社長は20年前にオゾ
ンの殺菌効果に関心を持っていた。S社と接触すると、オゾン手洗い器
を作ってくれたらS社で販売するとのことであった。当社は販売部門を
持っていないので、社外の売り手の存在は必須である。したがって、当
社にとって、責任もって販売してくれる会社がいることは望ましいこと
である。当社本業の浄水器も全品OEM品であって、当社が販売している
わけではない。

　オゾン水手洗い器の制御装置は当社に保有技術がないので、電子部品
会社のM社に依頼した。前職(別会社)でM社が優れた会社であることを
知っていた。

8. 連携の役割分担

　オゾン水手洗い器はわが国で新製品であるので軌道に乗るまでは様々
なハードルがあろうが、販売面でのハードルはS社が負担し、製造に対
するハードルは当社が負担という業務提携契約を結んでいる。
　S社はオゾン水手洗い器の保守点検サービスを行う。そのためS社の社
員教育は当社が実施し、当初は保守点検サービスの顧客に当社も同行し
たが、現在はS社が単独で対応しサービス料をもらえるにまでなってい
る。
　S社の社員に熱意があるのは、S社の社長がS社の4つの事業の一つにし
たいとリーダーシップを発揮していることが大きい。
　また、オゾン水手洗い器は薬事法上の認可をとっていない。取得のた
めに数億円の費用を要するし、S社の販売員や販売店が有資格者でなく
てはいけないからである。認可を得ていないので、オゾン水手洗い器で
消毒できると宣伝することはできない。

9. 連携の内容・活動
推移

　オゾン水手洗い器の開発から3年間は売れずに、開発先行投資が回収
できないので悲鳴を上げたこともあったが、S社が開発費を一部を負担
した。
　お互いに信頼できないとまずいが、S社の社長は言ったことは守る。
不条理なことはしないし、困っている時は開発費の支援をしてくれた
し、値をたたくということもなかったので信頼をおいている。

事例１２
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10.結果あるいは現況
展示会への出品や新聞記事紹介などにより引き合いが増えてきている状
況である。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　オゾン水手洗い器を著名な先生に無償で使って貰い、改良を積み重ね
たことと、先生の好評価が周りに伝わったこと。

12.障害となった事項
(とその克服)

　先行投資に耐えるのは大変である。オゾン水手洗い器は世の中で認め
られ周知された装置でない。知っているのは特定の医師とかに限られ
る。実績がないので採用するとなると二の足を踏む。医療介護分野は売
るのに非常に時間がかかる。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　オゾン水手洗い器の市場に美容・食品分野があると思う。S社は医療
分野が得意の会社であるので、美容・食品分野にひろげるにはS社以外
の連携相手を探す必要がある。

14.現在・今後の連携
方針

　当社は連携なしには成り立っていかない。当社では販売をしない。零
細企業であるにもかかわらず事業を続けられているのは、製造部門を
持っていないからである。あるいは、営業マン、サービスマンを持って
いないからであると思う。したがって今後とも連携は必須である。
　当社には工場はない。しかし、ものづくりをしなくてはならないの
で、良い協力会社と連携している。検査と組み立ては自社で行う。個々
のものは発注して外注でつくってもらってそれを集めて自社または協力
会社で組み立て・梱包出荷する。

15.その他

　オゾン水手洗い器が普及し市場規模が大きくなると、現行の生産体制
では限界になる。現行では従来の協力会社の協力を得られる範囲でしか
拡大できないという問題はある。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 分析機器用部品

3. 連携の目的 新製品の開発

4. 連携の形態 ベンチャー企業と産産学官

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2000万円～1億円未満　　従業員数: 20人以下　　設立: 2000
以降(創業は1990年代)

6. 連携相手 海外メーカー。　産産学官のコンソーシアム

7. 連携のきっかけ

　当社は特殊な材料の技術をコアとしたベンチャー企業であるが、当社
の技術だけでは製品にならない。製品にするには、必要な技術を持って
いるところと連携して早くいいものを出すことが必要と考えている。

<海外の会社との連携>
　個人創業の頃、国内での連携相手探しでは、一緒に研究していた大学
の先生が企業に推薦状を書いてくれたりしたが、技術がちょっと新しす
ぎるということで、どこも相手にしてくれなかった。典型的な話であり
日本での連携相手探しはあきらめた。そこで、欧米企業に向けて推薦状
を書いてもらったら、欧米企業は未だ新しく誰もやっていない技術であ
るからやりたいという考えからか、丸がかえでやろうというのが2社
あった。早く接触してきた方の会社と連携した。
<2000年代前半の研究コンソーシアム>
　2000年代初頭に世界的に権威のある賞を受賞したことをきっかけとし
て、日本国内で研究を進めようということになった。当社代表当人の知
人である大学教授がコンソーシアムの責任者であった。当人が知ってい
る企業、コンソーシアム責任者が良く知っている企業・大学のメンバー
を集めた。

8. 連携の役割分担

<海外の会社との連携>
研究開発費は海外の会社が負担、研究成果は海外の会社に帰属するとい
う契約であった。
<研究コンソーシアム>
ものを作るという部分の連携と、どのような使い方をするかというアプ
リケーションの部分の連携がある。アプリケーションについては大学で
論文を出してもらっていることが販売促進になっている。

9. 連携の内容・活動
推移

<海外の会社との連携>
2003年に契約終了した。現在は、当社品の欧州での販売を依頼してい
る。
<研究コンソーシアム>
 研究コンソーシアムによって研究は一定の進展をみた。その後、大手
企業と共同開発し、販売してもらっている。研究開発資金の一部になっ
ている。

10.結果あるいは現況

　当社の技術をもとにした分析用部品のあるものは販売売上げがあり、
研究開発資金の一部として役立っている。当社は研究開発型企業とし
て、新たな分析対象やタンパク質精製等の新たな用途開発を進めてい
る。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　連携に当たって気をつけていることは、細かいことを考えずに研究者
同士の相性が一番肝心であると思う。信頼関係ができると、例えば製品
販売にかかるコストも説明してもらえる。

事例１３
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12.障害となった事項
(とその克服)

　当社の営業品目の分析用部品は、材料系の消耗部品である。装置メー
カーはこれらの特徴ある部品をつけることで装置自体の特徴をたかめら
れる。当社としては、装置を開発してもらって市場に装置がそれなりに
流通しないと部品は売れない。

　うまくいってるときは、お互いメリットがあるのですごくいいのだ
が。連携相手の装置メーカーが、装置販売を停止すると社内決定したこ
とがある。連携相手が開発費を出してくれているし、相手社内でも開発
費を投入していたので、まさか販売中止するとは想像しなかった。当社
にとっては、部品が突然売れなくなるのでこれが一番きつい。人を雇用
して開発したものが切られるとどうにもならない。契約で、連携相手に
独占権を付与しており、装置販売停止後も当社に制約が残り、開発した
技術は一定期間他に売れず全部死んでしまうということになる。

　ベンチャー企業では連携相手との契約交渉が難題である。契約書を
きっちり見るということが難しい。弁護士に頼むのは高い。英語契約で
は最低200万円といわれた。契約相手方とのやりとり加わるとさらに追
加料金が生じていくしくみとなっている。
　研究開発の契約で、先方の開発者が出てくる場合はうまくいくが、知
財の担当部門が出てくると、先方は仕事だから粘り強く、当方はもうい
いかと折れてしまうことがある。
　クリエーションコア等にも、知財・契約関係の支援はあるが、一定段
階から有料になる。無料の相談範囲では期待した助言が得られないこと
が多い。「これでよいでしょう」というような責任ある助言には相談料
が必要である。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

<海外の大企業との連携の教訓>
 大きな会社では相手方担当者が代わる。そうなると、考え方もちがう
ので対応が難しい。8年間連携したら、相手方にしてみたら当方から吸
収すべきは吸収しつくしている。当方からも新しい技術が出せなくなっ
てくる。産産の共同はそんなに続くものではない。共同開発費を払って
くれるのはせいぜい2～3年でないか。そこで製品ができあがれば当方で
製造して、大企業に販売してもらうということはできるのだが。製品化
が次々と続くものではない。こういう形の企業が存続していくのはなか
なか難しいという感じがする。ビジネスモデルはよほどいい技術を持っ
ていないと成り立たない。つまり、一つの技術を持っていて共同開発を
しながら製品を作っていくという場合に、相手からの共同開発費を当て
にしている限りは厳しい。国内でも同様である。特に国内では、一昨年
からの不況で、共同開発費は企業節約の対象になりやすかった。

　中小企業との連携は、販売は大手も中小も同じである。開発だと当社
と相手のどちらが主導権とって金をだすのか難しい。当社は、中小企業
からある部材を購入している。顧客からの値引き要請は今のところ当社
内で吸収しているが、吸収しきれなくなった場合に購入先に転嫁する話
をしなければならないが、そうすると購入先との間で揉めるのでないか
と予想する。
　聞いた話であるが、零細企業同士は連携するなといわれる。共同で
行ったことが失敗した場合は「しかたない」で済むが、成功しかけた時
に大いに揉めるからだそうである。
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14.現在・今後の連携
方針

　資金力、開発力のあるところと一緒にやっていきたい。製造を誰がや
るかはその時々だと思うが、ものを作って売るという基本をやらないと
いけないと考えている。製造自身も自分たちでやって利益の出る会社に
していきたい。開発費ではもう成り立たないと感じている。
　自社製品を発売し始めが、販売力がないので代理店を探している。販
売ルート構築は大きな課題である。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 防災機器

3. 連携の目的 新製品の開発、販売

4. 連携の形態 中小企業と中堅企業

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 21人～49人　　設立:
1960年代(創業:1950年代)
主要製品:電気電子機器の設計・製造

6. 連携相手 A社(中堅企業):製造

7. 連携のきっかけ

　当社は大手機器メーカーの電子機器組立の下請けとして事業経営して
きたが、下請け一辺倒ではなく自らも技術部門や購買部門を持ち顧客の
要望に応える商品を作ること、すなわちメーカーの機能を持ちたいと
願っており、1980年代後半から技術部門を育成していた。概ね2000年以
前は、下請けは製品開発力や部材調達力などは持たずに支給部品による
モノづくりにだけ徹していれば良いという賃加工稼業であったが、発注
者である大手メーカーが生産拠点を海外に移転するに及んでＥＭＳ(電
子機器受託生産サービス)が主流となり、下請けといえども開発・購買
を自分で行って安くて品質の良い完成品を作って納入することが求めら
れるようになった。

　当社は2000年代になって、第二創業に取り組むこととし、その分野と
して最もニーズが大きい人命に関すること、その中で防災機器を選び、
まず非常用電源メーカーを買収し非常用電源を製造販売するとともに、
その電源が使用される消火設備にも需要がないか検討した。消火システ
ムの問題を検討するなかで、二つの課題を見つけた。一つは、ノイズに
より誤動作(消火ガス放出)しないようにすること、もう一つは、容器弁
からの消火ガス経年漏れを防ぐことであった。前者は当社独力で技術開
発できるが、後者の解決は当社技術では対応できず機械加工に強い企業
と連携する必要がありA社と連携した。

　A社と当社とは同じ大手機器メーカーの下請会社同士で、以前から知
り合いであり意志疎通が図りやすいこともあった。また、A社は機械加
工技術に優れ、そのノウハウも有しているとともに、国内と海外に生産
工場があり、生産量が増えた場合の対応が可能であった。更にA社も、
自分の商品を持つメーカーになりたいという意向を持っていた。

8. 連携の役割分担

　当社の要請に応じて、A社が容器弁を試作するという分担である。試
作費用は当社が負担をする。加工に要する工作機械の購入も当社の負担
である。これらの費用は当社の全額負担でなく、国の助成制度を活用し
ている。

9. 連携の内容・活動
推移

　消火ガスが漏れない容器弁の試作は進んだ。消火設備は当社にとって
も新しい分野なのでA社から質問されてもなかなか答えられないという
こともある。そこで、新連携事業専門のホームページを立ち上げて、全
国から寄せられる技術的調査依頼に対応する中で、併せて当社の知りた
い防災メカ関連情報を収集している。

10.結果あるいは現況

　ノイズにより誤動作(消火ガス放出)しないようにする技術は特許出願
し、製品化に成功した。漏れのない容器弁の開発は今のところ、容器弁
の漏れ評価をどのように行うか検討中である。

事例１４
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11.成功(失敗)のポイ
ント

　コア企業に必要なことは、ほとんど他の力を借りなくて良いくらいに
しっかりと自分で事業枠組みを考えた上で、さりとて餅は餅屋なので専
門の企業を入れるという程度に連携を考えるということである。本当は
自分だけでできないことはないけれどという気構えが必要である。相手
と共同で進めるということは、共同無責任になってしまいがちなので気
をつけなければならない。
　連携をする場合は、最適な連携相手を選ぶことが重要である。そのた
めには連携相手を良く知っていること、連携相手の強み、得意な技術が
連携目的に生かせるかどうかを見極めておくことが必要である。ただ
し、連携相手が最適であっても、連携で成し遂げようという目的が市場
ニーズに合致していなかったり、市場ニーズの変化や法規制等により市
場環境が変化してしまったりする場合もあるので、注意が必要である。

12.障害となった事項
(とその克服)

　開発した新技術に対してその評価が難しいことがある。評価のために
想定以上の費用がかかることが判明したり、評価できる設備のある場所
が限られているなどの障害である。こうした障害を乗り越えるための企
業間連携もありうる。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　親しい相手と連携する場合でも、客観的な第3者を間において契約を
取り交わしておくことが必要である。

14.現在・今後の連携
方針

　今後も企業間連携を進めていく。海外で事業を展開するとなると連携
は必要である。

15.その他

　当社にとって、初めての企業間連携は、大手機器メーカーの要請に
よって海外において、同業の下請け企業と折半出資の現地法人を設立し
たことである。目的は大手機器メーカーに納入する製品コストの低減で
ある。当社は既に海外に於ける委託生産のノウハウを持っていたので、
そのノウハウで同業下請け企業と連携して海外生産をスムーズに立ち上
げて欲しいというのが大手機器メーカーの意向であった。連携相手は海
外が初めてであったが1年もすればコツを飲み込むことができるので、
手助けがなくとも自分たちだけで運営する自信がつく。利潤の配分の問
題も予見され、同業ライバル同士の連携の長続きは見込めないと判断し
当社は３年でこの事業から撤退し、国内に軸足を据えた事業に特化する
ことにした。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 食品用「凍結機」「解凍機」

3. 連携の目的 新製品の開発、販売

4. 連携の形態 ベンチャー企業と、中小・商社

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 20人以下　　設立: 1990
年代
主要製品: 産業用フリーザー、食品プラント機器

6. 連携相手 M社(中小企業):実機生産　　　S社(中小企業):販売・マーケティング

7. 連携のきっかけ

　当社は、産業用フリーザー、食品プラント機器のメーカーで、1990年
代に設立された工場を持たず開発・設計を主とするベンチャー企業であ
る。当社は2000年代初頭に新しい製品として、食品の鮮度を保ったまま
高効率で凍結できる凍結機を開発した。この装置は調理したものの凍結
も可能である。
　当社の大型装置を生産するメーカーの紹介で小型装置を大量に製造で
きる製造会社M社と実機生産で連携することにした。販売は、当社も直
接販売するが、販売量を増やすには全国に販売網を持っている食品機械
メーカーのS社に総代理店となることを依頼した。S社とは、冷凍機前後
の機械がS社品であったこともあり取引があった。

8. 連携の役割分担
　当社とM社、S社の役割は明確である。S社には、当社の総代理店とな
ることを依頼した。総代理店としての契約はしていない。

9. 連携の内容・活動
推移

　当社の社長と連携相手の社長とは信頼関係(腹割って話し合える)があ
る。
　日常的に担当部門同士は交渉している。
　当社の責任者は計画目標を念頭において活動している。

10.結果あるいは現況 　未だ連携時に作成した計画通りの売り上げはない。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　連携を旨く進める方法は、お互いの特にトップ同士の信頼関係に尽き
る。いいたいことを言い合うことでうまくいく。

12.障害となった事項
(とその克服)

　障害は特にないが、売り上げがもっと増えれば良いのだが。本製品に
ついては、客先であるエンドユーザーに説明をきちっとする必要があ
る。本商品導入に当たり、客先のユーティリティつまり、排水、配管、
蒸気等が既設かどうか、どのような工事が必要になるのか、設置スペー
スは十分かなどの説明を十分にしておかないと、購入意欲はあっても実
質的に導入ができない結果を招く。S社はこれらの技術内容を十分には
分からないので当社技術者が同行するが、全部のところは回りきれな
い。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　販売面が伸びていない。S社は食品機械会社であるが、凍結機のノウ
ハウはない。
　装置のコストを下げたいが、販売量が少ないのが現状である。M社は
生産能力に余力があるので当社品以外も製造している。
　販売面でS社以外との連携もありうる。S社が全国をカバーしているわ
けではないのでS社が行けないところに出るのは問題ない。S社の商圏を
冒すのでなく補完関係でおこなうということで考えている。S社は食品
カット工場等を中心に販売している。当社は、商品の需要が食品産地
や、食品加工であっても最終消費者(たとえばお好み焼き屋)にもあると
考えており、S社の対象顧客ではない。

事例１５
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14.現在・今後の連携
方針

　当社はもともと独立心が強いので自分の力で遂行していきたいという
考えだが、大手企業との結びつきも考えないわけではない。
　海外への販売も考えている。S社の進出先国で具体的商談がある。こ
れとは別に商社と連携して輸出も考えているがまだ実現していない。寿
司の凍結で評価を得た外国もあるが、海外では凍結機の良さをわかって
もらうのが難しい。

その他

　冷凍品は味が落ちるといわれているが、そうでないことを知らしめる
ためにレストランを開店している。新鮮(生)野菜といっても産地から輸
送する間に70%程度にまで鮮度が落ちている。産地で調理凍結すれば鮮
度を95%ぐらいで維持できる。
調理が済んでいるのでレストランにシェフが要らない。調理師免許が要
らない。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 検電器、直流リレー付ブレーカー、充電式LED作業灯

3. 連携の目的 新製品の開発、販売

4. 連携の形態 中小と大企業、中小同士、外国企業

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金:2,000万円～1億円未満　　従業員数: 50人～299人　　設立:
1970年代
主要製品: 検電器、検相器、地絡継電器

6. 連携相手
(1)大企業、(2)中小メーカー、(3)中小メーカー。(その他)欧州メー
カー

7. 連携のきっかけ

  中小企業は、狭い範囲だが優れた技術がある。しかし、規模が小さい
だけに何でも自分のところでやろうとしても自ずと限界があろうし、国
内・国際的競争に勝てない。連携して対応することが望ましい。特徴の
ある企業同士がいかに結集するか。テーマが決まれば前に進める。お互
いやる気が大事。企業同士が技術を足して割って別の製品をつくるとい
うのが連携である。

(1)大企業との検電器開発の連携
  大企業の工場で感電事故があり、その対策として15年前より全員に検
電器を持たせるということで当社の検電器を使用してもらっていたが、
その後環境エコの高まりから従来の電池を交換する一次電池式でなく、
充電式の検電器の開発打診があり、共同開発にこぎつけた(2007年)。

(2)ブレーカーとセンサ（直流漏電警報）の複合品の開発販売連携
　当社はニッチな分野の専門メーカーであるが、当社の技術と他社の技
術を合わせて複合品を作ることで新しい市場が開拓できるのではと考え
ていた。そこで当社の直流センサを他社製品のブレーカーに組み込み一
体化することで、世の中にない新しい製品ができると設計開発を進め、
当該業界でも堅実なブレーカーメーカーに提案し、連携することになっ
た(８年前)。

(3)充電式LED作業灯の開発連携
　毎夜長時間の夜間工事のため、作業灯の電源である一次電池(乾電池)
の消耗交換、大量廃棄が課題となっていた大企業顧客から、環境面に配
慮して充電式照明器具ができないか、求められた。

8. 連携の役割分担

(1)大企業との検電器開発の連携
　環境エコへの志向が強い大企業がデザイン、カタログ内容等でリーダ
シップをとり、当社が仕様を詰め、設計を固めていった。

(2)ブレーカーとセンサ（直流漏電警報）の複合品の開発販売連携
　当社ではセンサー部分の回路設計と実装基板提供を行い、ブレーカー
メーカで同センサーを組み込んだブレーカーを設計、製造し、出来上
がった製品は再度当社へ持ち込まれて電気特性試験をする、といったそ
れぞれの得意分野はそれぞれが担当する形で開発は進められた。

(3)充電式LED作業灯の開発連携
　当社にとってLEDは初めてであった。LEDメーカー、プラスチック・ゴ
ムの成形メーカー、基板メーカー、基板実装メーカーなどと緻密に連携
したが、当社が設計と業者間のコーディネートを担当し、他社が部品供
給・加工・製造を行う形で進められた。

事例１６
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9. 連携の内容・活動
推移

(1)大企業との検電器開発の連携
　開発費用は大企業が負担した。世界初の充電式検電器であるが、販売
は当社が自由にできる形になっている。なお、充電用電源の数が限られ
ている場合に備え、複数の検電器を同時に充電することができる連結式
充電器も開発した。
　この充電器(連結式)は他の製品の充電器にも活用できるので、当社の
新しい商品メニューとなっている。

(2)ブレーカーとセンサ（直流漏電警報）の複合品の開発販売連携
　ブレーカーと直流センサを複合品(セット品)として商品化した(2003
年）製品で、いわば日本でオンリーワンの商品である。発電所等の需要
を狙ったが、実績がないため当初販売不振であったが、昨今の太陽光発
電の需要がでてきたこともあって、徐々に日の目を見つつある。
  それぞれの販売チャンネルでこのセット品を販売しているが、当社に
とっては、新しくブレーカー専門メーカーの販売チャンネルに当社製品
を乗せて売れるということに大きな意味を見出している。

(3)充電式LED作業灯の開発連携
　どのLEDを使うかはLED専門屋と相談して決めたほか、基板・プラス
チック・ゴムなどもそれぞれ得意な会社と一緒になって製作してきた。
落下させても簡単には壊れぬようプラスチック成形が得意な企業と実験
を重ねながら仕様を決めていった。試作品に対しても客先からは改良
ニーズが出てくるが、これも即座に対応した。

10.結果あるいは現況

(1)大企業との検電器開発の連携
  連携の結果、新製品が開発でき、順調に出荷されたが、実際の出
荷数は永年利用されてきた電池式検電器の方がまだまだ多い状況。
(2)ブレーカーとセンサの複合品の開発販売連携
　当社が考える複合品の成功例となっている。
(3)LED作業灯の開発連携
　当社にとってLED関連製品は初めてであるが、企業間連携のおかげ
で製品化にこぎつけた。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　勢いのある企業を相手に連携したほうが成功しやすい。
また連携の秘訣は、大上段に構えずにやるということ。例えば技術屋同
士で一杯のむなどして、まず気持ちが通じ合うことが大切である。両社
の役員同士が連携しようと意気投合しても、テーマが決まらなければ動
けない。テーマは技術屋同士の気持ちが通じ合うところから生まれてく
る。

(1)大企業との検電器開発の連携
　検電器は広く使われており既に成熟した製品であると当社技術者は考
えていたため、大企業から新たな開発打診があったときは消極的であっ
たが、会社方針として連携すると決断をしたのが、新技術習得につな
がった。

12.障害となった事項
(とその克服)

　ブレーカーとセンサの複合品のように、今までにない新製品は、「実
績がない」ということでなかなか購入してもらえなかったが、当社と提
携先は販売先を仕分けして営業努力した結果、少しづつ出荷されるよう
になっていった。

　(1)～(3)の事例以外のケースであるが、連携相手が倒産したこともあ
る。大手企業から開発依頼があった照明器具を共同開発していた連携相
手が倒産してしまった。引き下がる訳にもいかず、急遽新しい連携相手
を探してやり直しに取り組んだが、信用を落としかねない状況が一時続
いた。
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13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

(3)LED作業灯の開発連携
　当社が設計を行い、連携相手に発注してコーディネートするわけであ
るが、なかなか意思が通じないことがある。製品の使われ方、使われる
現場はどういうところか、を連携相手皆が熟知していないと、強度面、
耐候性面でのトラブルが後になって出てくる。
　各社技術者は、それぞれの製品・技術のプロではあるために、自分た
ちの考え方が全てだと思っているため、間違いが生じることがある。製
品がどのような使われ方をするのか、一緒に現場を見、認識を共有する
ことが効果的であるし、参加者皆が実際の使われ方に思いを至らすよう
になると、各社の技術力もあがってこよう。

　外注先選定ではいろいろな先を候補として検討する。同じ会社に反復
して出す場合もあるが、価格的に馴れ合いになってしまうとか、それぞ
れの会社にも得手不得手があるため、できるだけ幅広く外注先を検討す
ることにしている。
　候補の探し方は、人づてであったり、資材担当、技術担当が展示会、
交流会に足繁く訪問すること等である。小さな技術で光っている会社は
それなりの苦労をしているので、直ぐにできるとは言わない。コーディ
ネートする者はそういう会社をどれだけ知っているかが大事で、果敢に
行動に移せる人、好奇心が旺盛な人が良い。
　経験豊富な担当者、年配の担当者はとかく自ら行動せず、自分の頭の
中で考えてしまうことがありがち。当社では若手の成長に期待してい
る。一度製品をつくると製品作りプロセスの面白さが分かる。技術屋は
もっと現場に出よ、お客、外注先に行けというのが社長の口癖である。

14.現在・今後の連携
方針

　他社と連携して複合品を開発していくことは当社の方針の一つであ
る。連携先候補は常に探している。複合品は、故障した場合どこが悪い
か分かりづらい。メンテナンス(点検)ビジネスを新たに興すニーズが出
てくる。複合製品はシステム販売へと発展するし、システム的なアフ
ターサービスが求められる。　中小企業がアジアとの競争に負けずに生
きていく一つの方向であると考えている。
　当社はコーディネータとしての位置づけを認識し、設計能力、デザイ
ン能力を向上させ、発揮することが必要。

15.その他

<欧州企業との連携>
　当社は2008年に欧州の安全器具メーカーと連携した。この欧州メー
カーは20数年前、日本に駐在員を置いており連携話は当時からあった。
当社と欧州メーカーは海外で競合する関係でもあるが、お互いに補完で
きる相手商品を互いに輸入し販売するということで提携した。当社に
とっては、欧州の技術基準を知り、それに適合する製品を開発すること
で欧州市場に販路を広げることができるし、欧州で商品を使ってもらう
ことで欧州のニーズの把握もできる。この欧州メーカーの倉庫は国別に
なっている。即ち、国別の仕様の違いをしっかり把握している、それだ
けの情報力を持っているということ。当社が情報を収集する一つの方法
として、同業他社とも手を結ぶことが必要と感じた。当社は台湾、韓国
には商品を供給しており従来からその技術基準・市場ニーズは把握でき
ていた。これからはアジアに加え欧州の技術基準・ニーズを知ることで
国際商品が誕生するのでないかと考えている。

海外メーカーとは直取引で行っているが為替変動のリスクはある。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 バイオ関連分析装置

3. 連携の目的 新製品の開発、販売

4. 連携の形態 ベンチャー企業と複数大企業・中堅・中小企業と公設試験研究機関

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 20人以下　　設立: 2000
年以降
主要製品: バイオセンサー

6. 連携相手
診断薬(大企業)、計測(大企業)、酵素(中堅企業)、試薬ディラー(中小
企業)、公設試験研究機関、大学

7. 連携のきっかけ

　当社は製造工場なし(ファブレス)、研究所なし(ラボレス)のベン
チャー企業である。当初は半導体事業を手がけていたが、半導体をバイ
オに使いたいとの発想をいだいた。2000年代初頭に大学研究者と共同で
バイオセンサの研究を行い、公設試験研究機関にも相談していた。公設
試験研究機関研究者からバイオセンサをタンパク質解析に応用できない
かとの提案があり、試作して評価を受けたところ好評で、2000年代半ば
に研究コンソーシアムを形成することになった。研究開発には、センサ
のほか、センサを動かすための周辺回路、ソフトウェア、試薬、周辺部
材が必要となる。当社のほかの参加企業は、大学研究者と公設試験研究
機関研究者が声を掛けた。この公設試験研究機関研究者グループは、地
域のバイオや計測関連の企業のサポートをしているので企業の状況、企
業のニーズは良く知っていた。診断薬、計測、酵素の大手・中堅企業、
試薬ディラーなどが参加し、大学研究者をリーダーとし、公設試験研究
機関研究者をサブリーダーとするコンソーシアムが発足した。

8. 連携の役割分担

　公設試験研究機関主導で、研究計画、役割の分担、スケジュール管理
が行われた。参加各社が、試薬、回路、ソフト、周辺部材につき、「各
社が出せる範囲で最良のものの提供を依頼する。その見返りとして、試
験結果については情報開示する」とのプロジェクト方針に呼応した結
果、当社単独では得られない最良パーツが集まり開発は急進展した。

9. 連携の内容・活動
推移

　コンソーシアムで装置の基本システムが開発できた。コンソーシアム
での研究開発が終了した後も公設試験研究機関や参加企業との関係は続
いており、公的資金のもとで装置を評価するプロジェクトの発足につな
がっている。

10.結果あるいは現況

　当社は2008年度から装置を販売しているが販売員は置いていない。販
売を担当している会社は、コンソーシアムに参加していた試薬・機器販
売ディーラーである。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　企業の連携にあって、その端緒に公的機関に介在してもらうことはベ
ンチャーにとっては有効である。ベンチャー企業が他社に頭を下げて依
頼をしたら、当初から連携相手に対し弱い立場にたってしまう。公的機
関を介在することで客観的公正性が保たれ、対等に近づくことができ
る。連携相手には「今あるものの最良のものを提供して欲しい。見返り
はこれこれである。興味があったら研究してください。メリットはない
かもしれないがデメリットもないはず」と決して無理はさせないことも
連携をスムーズにするために必要なことである。そうすれば、連携相手
企業も社内で、公的機関や大学の先生から頼まれたら仕方ないなという
ことになりやすい。連携企業からは市販品よりも最適なものを安価に提
供してもらえることがあった。

事例１７
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　当社にとって、大学や公設試験研究機関研究者と連携できたことは他
企業との連携、それに基づく装置開発に大いに役立った。

　客観的公平性を保つという意味では開発段階で、将来の利益の配分の
話はすべきでない。言い出す会社があるとギクシャクするからである。
「開発がものになるかを見て、旨くいくようなことがあったら参入す
る」という了解でベースを揃えることが必要であろう。

12.障害となった事項
(とその克服)

　当社の分析装置は研究支援用である。当社のセンサは手に入るものの
中では最良のセンサであるとの評価も一部で受けているが。顧客に技術
が認知されないと売れない。そのためには、大学や公的機関に買っても
らってデータを出してもらうという期間(5年)が必要である。新しい計
測法が普及するまでにはその誕生から10年ぐらいかかるとも言われてい
る。

　産産学連携にあたっては、企業と大学研究者のメリットは何か、企業
や大学研究者からもらうものと返すもののバランスをどうとるか、特に
コーディネータ役は気を使うところであるようだ。最近の、産学連携に
よる産業界への貢献が大学研究者の評価に加わっている点は連携推進に
好ましい。共同開発においては先生方には装置のプロトタイプを分析用
試薬提供込みで使ってもらい、それを使って論文発表してもらう形にす
ることが望ましい。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　研究コンソーシアム(プロジェクト)における連携の難しさは、大手と
中小は目的がバラバラで違うので、プロジェクトのリーダー役、コー
ディネータがその違いをどうやって吸収、調整するかにある。
 大学研究者にプロジェクト参加を依頼する場合には、そのプロジェク
トに近い先生を探すことが重要で、またどれだけ先生の研究に沿った形
でお願いをするかが課題である。大学研究者にモノづくりや分野の全く
異なることを依頼してもそれは難しい。

14.現在・今後の連携
方針

　当社は、バイオセンサーについて先導的役割を果たしたい。行うべき
ことはいろいろあるので連携して進めたい。
当社の次のステツプは食品安全のための分析装置である。近畿地域の大
学の食品関係の研究者と共同開発を進めようとしている。センサは完成
しているが、ケミカル(試薬)の開発がポイントである。本件は市場が集
中する外国にも開発拠点をおき、補助金を得て進めることにしている。
　当社の分析技術は、従来技術に比べて装置の小型化が容易である、試
薬の量が少なくて済む、リアルタイムで分析できる等数多くのメリット
があるので、医療関係でも有望ではあるが、医療分野のこの種の分析は
既存技術・既存装置が完成定着しているので、医療に進むことになる
と、使いやすさ、スループット、信頼性、技術的根拠を示す必要がある
こと、治験が必要である等の大きな障害を乗り越える必要がある。それ
には費用・経験面で、ベンチャー単独では無理があり、大手装置メー
カーと連携する必要があると考えられる。

　装置の売上げが将来、一定規模を越える段階で、ベンチャーとして
は、装置製造に関して新たな連携を含めた選択が必要になると言われて
いる。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 細菌等の熱殺装置

3. 連携の目的 新製品の製造、販売

4. 連携の形態 中小企業同士

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 2,000万円～1億円未満　　従業員数: 21人～49人　　設立:
1960年代
主要製品: 電子応用機器、非破壊検査装置の開発、設計、製造

6. 連携相手 M1社、M2社、M3社、M4社: 装置製作、　　S社: 販売

7. 連携のきっかけ

　当社が会員となっている府県単位の中小企業経営者団体に所属する
メーカー有志が共同受注・開発グループを1999年に組織した。細菌・
ウィルス瞬間熱殺装置を開発してみないかという話は2002年に産業振興
機関から中小企業経営者団体にもたらされ特許が開示された。そこで共
同受注・開発グループのある会社が幹事会社となり当社を含むグループ
メンバーが特許の方法で製作したがうまく行かなかった。そこで自分た
ちで新たに開発したが装置が過大で高価過ぎるとの評価が下されたため
その幹事会社は撤退したが、中小企業経営者団体の何とか事業として育
てようとの意向を受けて当社が幹事会社を引き継いで開発を続けること
になった。当社は電気関係を業としているだけなので、共同受注・開発
グループの中から機械、熱交換器等の得意なメーカー4社と販売担当1社
も加わってコンソーシアムを組みなおし、2005年にはその装置開発・事
業化計画が国の中小企業連携を支援する制度で認定された。

8. 連携の役割分担

　連携企業(コンソーシアム)の役割分担は次のとおり。2009年3月まで
はこの体制であった。
当社; 全体総括・システム設計(高濃度イオン殺菌、酸素ラジカル発
生、温度制御等)
M1社: 医療用具製造技術(高温技術等)
M2社: 装置組立(量産対応等)
M3社; 熱交換器製造(精密板金加工等)
M4社; フィルタ製造
S社; 販路開拓

　特許出願は2003年、前任幹事会社の時に行い、2009年に特許登録され
た。出願人は共同受注・開発グループ(法人)である。

9. 連携の内容・活動
推移

　当社は本業として他社や大学と連携(タイアップ)して開発的な仕事を
多く手がけてきているので、他社と共同で仕事をすることには慣れてお
り十分習熟している。異業種の会社を動かすことは問題がない。
　2009年3月で国の認定による支援が終わり、卒業ということになった
が、開発装置はできあがったので、連携活動(コンソーシアム)を継続
し、次は事業として進めていくことにした。この時点で、話し合いによ
り幹事会社を当社からM1社に代わってもらった。本装置は電気装置とい
うよりは殆ど機械装置であって、今後の製造を考えた場合に幹事は機械
関係の会社が適しているということでボイラ関連装置も製作しているM1
社に交代した。

事例１８
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　2009年3月までに、開発・事業化は思うような経過をたどれず成果を
得られなかったが副産物はあった。例えばコンソーシアムの中で、イン
ターネットの活用に取り組んだが、M4社はそれを自社に適用してリ
ニューアルした。また、M3社は新しいやり方を会社に持ち帰って、新顧
客開拓、海外への進出に活かしている。コンソーシアムの成果を自社に
役立てるというのは当初からの目的の一つだったので、意義はあったと
いえる。

　産業振興機関から話があった当初、本装置の用途は、病院の手術室や
集中治療室と聞いており、そのためには薬事法による医療機器許認可も
必要とされたが、その後、市場を調べてみると本装置の用途はそのよう
な場所ではないこと、薬事法の許認可を受けるまでには多額の費用と相
当の年数がかかることの理由から、本装置は許認可をとる必要がないと
のアドバイスを専門家から受けた。本装置は薬事法適用外の雑品(経済
産業省管轄)の扱いとしている。

10.結果あるいは現況

　まだ本式に装置が売れるところまでには至っていない。しかし、市場
調査の結果、雑菌のない状態が必要という分野(有機肥料分野や動物実
験分野等)が見えてきたので、今後それらの分野にアプローチする。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　本件ということではないが、中小企業は連携しないと市場ニーズに応
えていけない。しかし連携といっても、ダラダラやっていてはだめであ
る。どこかがリーダーとなって連携仲間のシーズを吸い上げて動かして
いくことが大事である。

　これから連携を考えている企業には、パートナーのことに気を遣いす
ぎるな、とアドバイスしたい。早く前に進めるためには、ある程度ゴリ
ゴリやっていくことが必要である。結果的に仲違いしなければいい。良
い結果を出すことが一番のパートナーシップになる。

12.障害となった事項
(とその克服)

　連携で進める場合、コア企業である当社から機械設計を依頼しても、
忙しいから勘弁して欲しいと言われることがあった。各社とも本業を
持っているのでつらいところではあるが、連携案件を片手間に見ている
ともいえる。連携相手以外の他社に依頼することもままならず(国から
の認定の制約)、仕方ないので当社の機械屋を使ってしのいだが、連携
にあってはこのようにペースが合わないということが生じる。連携の弊
害である。

　一般的に、中小企業にとって海外特許出願、海外特許権取得の費用は
高負担である。出願時の弁理士費用は国内出願が数十万円であるのに海
外出願だと数百万円となる。特許権の維持には一千万円以上の費用がか
かるとのことである。支援があれば有り難いと考える。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　企業単独で進める場合に比べて、中小企業間の連携の難しいところ
は、進捗ペースがダウンしてしまうことにある。中小企業経営者の集ま
りだから各社好き勝手を言う傾向にある。その中でペースを守るのは至
難の業である。
　コア企業が指図しても「忙しいんだすまん」と連携企業に言われたら
どうしようもない。際どいところに来たら自分の会社を優先する。そう
ではなく「言ってきたのだから何とかしよう」と踏み込んでくれるとい
いのだが。
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<一般の異業種交流会と共同受注・開発グループの違い>
　一般の異業種交流会では連携は難しい。自治体主導が多いため、参加
者の意識がバラバラである。当社が所属する共同受注・開発グループ
は、中小企業経営者団体のメンバーで構成されている。この中小企業経
営者団体は、良い経営者になろう、良い会社を作ろうという共通の目標
で動いているし、良い経営者はお互いにコンペティター同士のままでは
いけないということで運営している。従って共同受注・開発グループ
は、この中小企業経営者団体の縛りがあるので、一般の異業種交流会と
比べたら全然違うが、そういうメンバーから成る共同受注・開発グルー
プですら、前述した弊害を抱えている。

14.現在・今後の連携
方針

　中小企業は専門範囲が狭過ぎるので1社単独で総合的なニーズに応え
ることは無理である。総合的なニーズに応えるには、色々な企業が保有
するシーズを集めて連携しないと、大手に勝っていけない。
　当社では連携も行うが、独自開発による製品を持つことも重要と考え
ている。大手企業と下請けでなく横請けの関係(対等のパートナーシッ
プ)を築いてきたが、リーマンショック以降、ばったりと発注がとまっ
てしまうという現実がある。しかし、当社は5年前から自社で開発した
ものを自社で販売する路線を設けてきており、この路線の商品は大きな
打撃を受けていない。自社で独自開発することによって自社のリエンジ
にもつながる。

15.その他

<他の産産学連携事例>
　当社は、コンソーシアムを組んで開発を進めると、顧客のペースに合
わないという教訓を得ている。コンソーシアムを組んで、ノロノロ打ち
合わせをしているうちに顧客が逃げてしまう。中小企業の経営者は忙し
いので集まって打ち合わせをするにしても半月に1回がやっとである。
ゆっくり時間をかけて行うテーマならばそれでも良いが、急ぎのテーマ
では間に合わない。
  当社が現在大学等と進めている産産学連携案件(当社の他にメーカー
や顧客の土木工事会社などが参加)は、当社が所属する共同受注・開発
グループから当社が一時預かって当社が単独で参加している。顧客への
試作品は先生と相談しながら仕様を決め、当社が製作し供給している。
顧客に供給した試作品は工事現場に設置されて、データが取れるように
なるので製品開発が進展する。試作品製作は一時的に当社の機械屋が担
当しているが、事業化が見えてきて量産になる時点では共同受注・開発
グループ内の機械メーカーの連携で製作することになる。現在は、客を
逃さぬよう早い対応が必要なので当社のみでの取り組みが適している。

　なお、この産産学連携では、大学の先生がコーディネートしながら、
顧客のニーズに対応した技術の開発方向を定め、当社等の参加メーカー
が試作開発品を製作する。さらにこの産産学連携に参加している顧客
は、試作品を現場で使用試験した評価を新聞に投稿する。そうすると記
事を読んだ他の工事会社が関心を示す。複数のメーカーと顧客が加わっ
たトータル技術の連携である。
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<大企業との連携>
　安全･安心分野というわけではないが、当社は計測技術・センサ技術
で大企業とも連携している。当社は設立以来、電気屋として、大手金属
企業からの計測器ニーズにきちんと対応してき、その後は、大手の電気
製品メーカーにも納入するようになり、自社開発型の商品・技術を生み
出すまでになってきた。
　大企業との連携例の一つは、電気製品メーカーの商品に当社の技術ノ
ウハウを組み込むことで技術提携した。連携例の二つ目は、大企業とお
互いの特許技術を組み合わせてセンサを共同開発した。大企業との連携
といってもその担当セクションとの連携となれば規模も同等である。連
携例の三つ目は計測器に関する提携で、両社で共同出願し製造は当社の
みが行うというもの。この例では、当社にとって海外出願は費用が高い
ので重荷であったが共同出願としたことで半分のみの負担で済んだこと
はメリットがあったし、製造権の確保も大きかった。大企業との連携は
先方から持ちかけられる場合もあるし当社から持ちかける場合もある。

<特許係争>
 中小企業は資金力がないため長期の裁判に耐えられず大企業との特許
係争には体力負けしてしまう。大企業が中小企業の特許を侵害すること
があるとしたら、こうした体力の違いを背景としていると思う。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 非常用発電装置

3. 連携の目的 新製品の製造、販売

4. 連携の形態 中堅企業と大企業

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金:2,000万円～1億円未満　　従業員数: 300人～999人　　設立:
2000年以降
主要製品: 空調システム、発電システム等の製造・販売・施工・メンテ
ナンス

6. 連携相手 A社(大企業):製造

7. 連携のきっかけ

　当社は停電時などにバックアップする非常用発電装置を製造してい
る。非常用発電装置の用途には、震災や火災などのときに、非常照明や
スプリンクラーなど防災設備を働かせるための災害用予備電源としての
用途のほかに、雷害等による瞬時電圧低下や自然災害による長時間停電
から通信機器やコンピュータを守る保安用の発電装置がある。一般に非
常用発電装置はエンジンが起動し発電電源を供給し始めるまでに数 約
10秒を要すので、瞬時電圧低下には対応できなかった。このためユー
ザーは無停電電源装置を別途購入設置し、瞬時電圧低下及び短時間停電
は無停電電源装置で対応、長時間停電には発電装置で対応していた。陸
上トラック競技にたとえると前者は短距離用装置、後者は長距離用装置
である。しかし、個別設置された両装置のメンテナンス管理が煩雑、無
停電電源装置用蓄電池の交換が必要なことなどの課題があった。

　当社製品では瞬時電圧低下に対応できなかったので、瞬時電圧低下の
装置・技術・ノウハウをもった企業と連携する必要がある状況ではあっ
た。そのような状況の中、当社の代理店からA社が開発したばかりの瞬
時電圧低下補償装置を当社の発電装置に組み合わせて使えないかとの提
案があり、それを受けて当社とA社の営業担当同士が初めて接触したの
が当社とA社の連携のきっかけである。その代理店はA社の製品も扱って
いた。A社は電気部品メーカーであるので当社製品の中にはその電気回
路にA社製部品を使用することはあったとしても、当社とA社は異業種な
のでそれまで接点はなかった。

8. 連携の役割分担

　瞬時電圧低下補償装置は当社にない技術であった。当社とA社の営業
担当同士は、まず相手会社がどのような企業なのかを確認し合い、両社
それぞれが市場調査を行い、瞬時電圧低下に対する市場ニーズがありそ
うだと合意した上で、両社の開発部門同士の接触となった。A社の製品
を当社の発電装置に組み込み一体化装置とするという構想のもと、先行
開発(半年間)を開始した。全く新しいものなので、A社とやりとりしな
がら課題を洗い出し、本当に商品開発にまで行けるかどうかの目処をつ
けた。そのあと正式な開発フローに乗せていった。両社でいつまでに開
発するという目標を設定した。
　共同開発契約のなかで、両社に起因する発明は共同で出願し、片方に
起因する発明は片方単独で出願するということにした。基本特許は数件
取得している。
　A社が瞬時電圧低下補償装置を作り、当社がそれを部品として購入し
当社の発電装置とともに一体型として組み上げる。販売は当社の既存
ルートに乗せ、メンテナンスも当社が行う。

事例１９
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9. 連携の内容・活動
推移

　先行開発の開始に当たりワーキンググループを組織した。両社の営
業、開発技術者を構成メンバーとし月1回、場所はほぼ交互で会議を行
い、営業担当が音頭をとって、課題とその対応策、いつまでにどちらが
担当して行うかを決めた。それにより技術の目処をたてながら商品の枠
組みをぼんやりと形成していく。商品をつくるとまた新たな課題がでて
くるし、商品化に当たってはPLやメンテナンス性も課題となるので、商
品が完成するまでワーキンググループの会議は続いた。ワーキンググ
ループの会議で方向性を決め、別途に技術者間、品質保証担当者間での
細かい打ち合わせが行われた。
　他社とのこうした仕事の進め方は、当社と当社に部品を供給する会社
との間では頻繁に行っており、当社がイニシアティブをとって進めると
いう経験が多くあるので、A社との間も違和感なく進められた。A社もこ
うした仕事の進め方には慣れていた。

　今回の連携は餅は餅屋という面があった。製品技術はお互いにある程
度確立していたので、それをマッチングするなり、市場の要望に合った
ような仕様にするシステム化のための開発であった。したがって、苦労
したところもあったが、お互いの装置に大きな変更を加えるということ
がなかったため、軌道に乗ったら早かったのかなと思う。お互いの部品
をもっと変更する必要があったら開発にもっと時間がかかったであろ
う。

10.結果あるいは現況
　開発期間目標どうり、両社が先行開発を開始してから１年半で今まで
市場にない全く新しい商品の販売開始となった。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　企業間の連携とはいえ、結局は企業のなかで働いている人間同士なの
で、お互いにWin,Winを目指し、お互いのコミュニケーションをよくす
るべく会話を密にやること。主従関係なく、全メンバーが誠意を持つこ
と。
　開発が順調に進んだのは、開発期間中お互いにメンバーが変わらな
かった点も効いている。

12.障害となった事項
(とその克服)

　相手の製品は今までクリーンな環境で使われてきた商品であるが、当
社の発電装置はエンジン仕様なので振動などの厳しいストレスを部品に
与える環境である。当社からA社の装置に求める性能条件(耐振動性な
ど)はA社の基準に比べると高いものとなったが、当社としては品質上譲
れない条件だったので、少々の摩擦もあった。また、いつまでに課題の
対応を行うかというスケジュールの設定で揉めることがあった。

　今まで市場にない新しい商品でありメリットは認められても、公共団
体などでは、稼働実績がない点が購入の足かせになっている。民間向け
として期待していた顧客は設備投資に回す資金余裕がなくなったため購
入を中止している。装置が売れていないので当社販売部門はA社からの
プレッシャーを感じている。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　異業種間の連携なので当社と相手の使用する言葉に違いがあった。A
社の装置を当社製品として販売するのでその中身を理解しなくてはなら
ないが、初めての製品なので理解するまでに苦労があった。

14.現在・今後の連携
方針

　当社の事業内容と関連が強いところで当社が持っていない技術があれ
ばそれは連携の対象となる。現在、そのような技術を模索中である。太
陽光発電や風力発電のような新エネルギー分野や二次電池なども連携の
対象になりうると考えられる。
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1. 連携分野 安全･安心

2. 連携商品 認証装置

3. 連携の目的 新製品の製造、販売

4. 連携の形態 大企業同士

5. 連携企業(当社)の
概要

資本金: 10億円以上　　従業員数: 1,000名以上　　設立: 1945年以前
主要製品: 情報処理機、自動販売機

6. 連携相手 A社:開発、製造、販売

7. 連携のきっかけ

  当社はコア技術である認識・識別技術をもとにして、指紋認証など特
定の認識技術要素の生体認証技術を開発し、それらを用いたセキュリ
ティ機器を新事業分野として推進している。A社は、各種認証システム
を構築しているが、新しい用途としての入室管理システムなどに、特定
の認識技術要素を組み込んだシステムが適用できないかと検討してい
た。2003年頃にA社から、当社の特定の認識技術要素を評価したいと申
し入れがあり、A社が当社の特定の認識技術要素を採用して特定分野向
けの認証システムを提供していくことで合意した。
　当社にとってもその特定分野の認証システムは初めてであり、市場で
経験を有しているA社との連携は市場や顧客ニーズを知る上でメリット
があった。当社では、A社からの申し入れがあった際、市場や他の認証
システムメーカーのことも調査した上で、当社単独の場合、他のメー
カーと連携の場合と比較し、A社との連携がより好ましいと判断し選択
した。

8. 連携の役割分担

　A社が特定分野のニーズを把握し、そのニーズを実現するために、ど
うしたら一番性能が出やすいか、当社とA社がお互いの技術を最適化す
ることで進めた。

9. 連携の内容・活動
推移

　A社の求めに応じて、展示用や客先へのデモンストレーション用に認
証ユニットを開発し(あるものは費用をもらいながら)、A社に渡す。A社
は当社の認証ユニットをA社の認証システムに組込みデモンストレー
ション用等のシステムを製作した。デモンストレーション現場等での評
価を得ては修正することを繰り返しながら、活動を行った。A社とはあ
る期間特化して開発の打ち合わせを行っている。

10.結果あるいは現況

　その認証を組み込んだシステムの市場は未だ明確に形成されていな
い。しかし、A社との連携により当社の認識技術の知名度は高まった。A
社との連携は未だ続いており、A社の営業案件に対して、その用途向け
に当社技術を最適化した認証ユニットを販売提供している。
　その認証技術については、A社以外にも複数の企業と連携を行ってい
るし、指紋認証ユニットも玄関ドア向けに販売している。認証ユニット
は、当社のセキュリティ機器分野で大きなウェイトをしめている。

11.成功(失敗)のポイ
ント

　連携が続いているのは、双方が連携のメリットを理解しているからで
あると思う。当社はその特定分野に出るためにはA社との連携が有利と
考え、今のところA社は当社の認証技術よりも適した方法を他に見い出
していないということであろう。なお、当社の認証技術は特許で保護さ
れ、技術のブラックボックス化も行われている。

事例２０
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　会社の社長同士が合意した連携は、連携の第一線の当事者を律するこ
とになり連携を促進しやすい。しかし、連携企業の当事者同士の信頼関
係がもっとも大事である。信頼関係を築くには相手の立場に立ってもの
を考えることが必要である。また、相手の立場にたってものを考えるこ
とによって、自分(自社)がどう見られているか、その客観的位置を知る
ことができる。
　「成功」・「失敗」は自社だけの評価であって、連携相手側では「ま
ずかった」・「うまくいった」と逆の評価になっていることがある。よ
ほどの成功事例でないと、両社がハッピーであるという状態にはならな
い。

　新分野について取り組みをしていく場合は、市場についての知識が十
分あるわけではないし、顧客に直接聞けているわけでないので、リスク
をいかに低減していくかという観点から、その市場を良く知っている企
業と連携する必然性は当初の段階ではあると思う。
　その連携によって市場が見えてきた段階で、改めて、この市場に進む
のが良いのかどうか、進む場合に、当初の連携相手のままで良いのか、
独力が良いか、別の他社と連携するのが良いかを判断することが重要で
ないか。

12.障害となった事項
(とその克服)

　障害というのではないが、安全・安心分野なりの難しさがある。身の
安全については、ソフトウェアだけでは安全は確保できず、ハードウェ
アが必要となるという人もいる。テロ事件などをみると確実な安全はな
いということでもある。安全の商品づくりは難しい。一方、安心であれ
ば、安心の度合いが向上したかどうかという判断になる。ソフトウェア
である当社の認証技術を使うことで、今までよりも安心度合いが向上す
るかというところが需要のポイントになる。まだまだ、今のところはそ
の特定技術要素による認証の市場は形成されるにまで至っていない。

13.連携にあたっての
問題点・改善点、課題

　企業間連携で、相手との間に問題が生じるのは、いわば当然のことで
もある。連携による効果への期待値が高い側は、相手の実行力に不満を
持ちやすいし、期待値が低い側は、おしつけがましいと不満をもちやす
い。また、連携企業のどちらかに緊急性がなかったり、必要性が弱かっ
たりする場合は、活動が進まない。

　一般的に連携相手が当社を重宝がってもそれは相手にとって当社が便
利なだけで、ビジネス上は当社は余りいい状況で推移していないことが
ある。当社が、きついな、この関係はやりたくないなと思っている時
は、逆に相手はもっと付き合って欲しいと思っているだろうし、こちら
がもっと付き合いたいと考えているときは、相手はもう勘弁して欲しい
と思っているのではないか。連携した商品が売れ、利潤が大いに得られ
てようやくお互いがWin Winになる。

14.現在・今後の連携
方針

　当社はどちらかというと独力で行うことを好む傾向がある。しかし、
当社に不足している技術は他社と連携して進めている。その意味では新
しい分野では連携が多い。この特定技術要素による認証は独自技術なの
で技術面での連携はないが、販売面、市場ニーズへの応用面では企業間
連携、産官学連携を進めている。

15.その他

　当社のセキュリティ分野の商品には、入退室管理システムやデータ消
去機(HDDやカード)などの機器があるが、これらは、一部の自社製品を
除いて、他メーカー品である。連携ということではないが、当社は情報
処理機の顧客の要望に応じて、他メーカーの販売代理店となって供給し
ている。顧客には当社の営業の勧める商品ということで当社営業力に信
頼を置いて使ってもらっていることになる。
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[付録]

バイオ産業振興支援機関事務局の見解

バイオベンチャーの企業間連携について

連携の状態

　バイオベンチャーは資金面で足腰が弱く、どこのベンチャーも苦労し
ている。近畿地域にはいろいろなインキュベータがあるが、ベンチャー
が撤退した例を良く耳にする。
　ベンチャーは、共同開発相手として大企業から開発資金を出してもら
うことが必要になってくるので、バイオ産業振興策として今後ベン
チャーと大企業との見合い(マッチング)を進める予定である。開発や企
業化などいろいろな段階でのマッチングを進めていく。ベンチャーは
「死の谷」を越えるのが大変であるので、ともかく大きな企業との見合
いを進めていくことがポイントと考えている。

　ベンチャーと大企業とのマッチングは大事であるが、大企業はベン
チャー側にある程度の研究成果がないと連携にまで踏み込まない傾向が
強い。中小メーカーはベンチャー側にそこそこのデータがあればあとは
自社で開発を進めていくところもあるので、ベンチャー(あるいは大学
研究者)とマッチングしやすいという面もある。

連携にあたっての課題

　特許、契約はベンチャーにとって大事である。権利関係をどうする
か、販売はどちらが担当するかといったことを最初に取り決めるべきで
ある。商売が絡む場合に必ずもめるので、売り上げの何%をもらうとい
うようなところは始めに決めておく必要がある。それなりの人が入っ
て、契約をきちんと決めておくのがよい。問題はベンチャーにはそうい
うスタッフが不足していることである。要望があれば人材を紹介するこ
とは当機関でも行う。
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中小企業活性化支援機関プロジェクトマネジャーの見解

企業間連携について

　企業間連携で大事なことは、価値観を共有すること、成功するまで活
動すること、強みを持つ同士が連携することと、一般に言われている。
しかし、連携して事業を進めることには、連携相手が居るがゆえの難し
さがある。連携相手は、当初の思い通りにならずに壁らしきものに当た
ると連携から手を引いてしまうということが起こりやすい。

事業がうまく進まない
原因

　事業がうまく進まないケースをみると、次の3点に原因があるよう
だ。
1)マーケットのニーズを見るのに甘さがある。
2)シーズが優れたものでは、あれもこれもと範囲を広げすぎる。
3)経営者のあきらめが早い。

中小企業の強みと実際
　中小企業には、大企業にない強みがある。しかし、実際には、下記の
ようにその強みを活かしていない場合が多い。

1.<強み>
  経営リソースに限りがあるので、事業目標や対象市場の絞込みの　決
断がし易い。
　<実際>
  市場を見定めて絞りこみをし、小さく生んで大きく育てるということ
をせずに、大きな市場を相手にしてしまう。

2.<強み>
  組織が小さいので商品発売後、顧客ニーズに合った商品への改良が迅
速に行える。
　<実際>
  経営者に最初の商品は顧客ニーズに100%は合致しない場合が多い　と
いう認識が低く、そのような素直な決断を迅速に行わない。

3.<強み>
  経営者の意思で、徹底した事業推進活動ができる。
　<実際>
 経営者の事業推進に対する徹底度、深み、が足りない。

4.<強み>
  経営者の意思で、売れるまで活動がつづけられるので新事業が成功す
る確率が高い(大企業の場合は新事業が売れないと、新事業トップの継
続意思とは別に撤退が決定されることがある)。
　<実際>
経営者に商品がよければ売れるという錯覚があり、とにかく売れるまで
は活動するんだという忍耐と執念が足りない。

「事業の成功」に関す
る所感

　事業の成功とは何かということを考えさせられる。新市場に参入し売
り上げが上がってもそのために設備投資を行い、景気の変動で投資回収
ができない状況に陥ったり、その結果、他企業の傘下に入らざるを得な
い状況に陥る場合も有る。新事業には事業開始段階、事業成長段階、本
格事業段階のそれぞれに常に異なった事業リスクが潜在する。決して成
功したと思わないのが成功の鍵であると思う。

95



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          平成２１年度「地域産業状況に関する調査」 
 
      （近畿地域機械産業の企業間連携等における成功事例等調査） 
 
  
 

平成２２年３月 
 

発行 社団法人 日本機械工業連合会  
東京都港区芝公園３－５－８（機械振興会館） 

                  ＴＥＬ（03）3434-5384       ＦＡＸ（03）3434-6698 
      
                  同 大阪事務所  

大阪市北区梅田２－５－２（新サンケイビル） 
ＴＥＬ（06）6345-6327       ＦＡＸ（06）6345-2876 

 
 


	序章　調査目的及び調査内容
	企業間連携事例20事例のまとめ　（連携をうまく進めるためには）
	第1章　連携事例の分析・評価・まとめ
	Ⅰ　連携のきっかけ
	1.連携のねらい（企業のねらい）
	2.連携が必要だった理由
	3.連携相手の見つけ方
	4.その連携相手を選んだ根拠

	Ⅱ　連携の役割分担、連携活動
	1.連携の役割分担
	2.費用の分担
	3.知財の取扱い、契約
	4.販売について
	5.連携活動の進め方
	6.連携の成果

	Ⅲ　連携の障害要因、課題
	1.認知を得るまでの期間が長い
	2.販売面の課題が大きい
	3.利益配分では揉めることが良くある
	4.連携目的がなかなか達せられない
	5.コストの問題がある
	6.連携当事者の、技術の理解、市場の理解、顧客ニーズの理解が難しい
	7.連携企業の意識がバラバラ
	8.医療分野の機器は許認可や治験で費用がかかる（安全・安心分野）
	9.連携関係が変化することがある
	10.技術流出を防ぐことが難しい
	11.知財権、契約には問題がある
	12.海外での連携、海外との連携には困難がある

	Ⅳ　連携の成功要因
	1.連携相手と関係を深める
	2.良い連携相手を選ぶ
	3.複合製品を狙う連携は製品化が進む
	4.連携企業同士で価値観を共有する
	5.連携企業の双方のメリットがあるようにする
	6.企業間連携では平等ということでなく、コア企業がリードする方が良い
	7.我慢・ねばりが必要

	Ⅴ　まとめ
	1.昨年度調査「近畿地域機械産業における産産・産学連携の動向とあり方調査」で指摘された課題等と事例との関係
	2.総括

	[参考]各社の企業間連携に関する方針や考え

	第2章　企業間連携事例個票（事例1～事例20）
	事例1
	事例2
	事例3
	事例4
	事例5
	事例6
	事例7
	事例8
	事例9
	事例10
	事例11
	事例12
	事例13
	事例14
	事例15
	事例16
	事例17
	事例18
	事例19
	事例20
	[付録]バイオ産業振興支援機関事務局の見解
	[付録]中小企業活性化支援機関プロジェクトマネジャーの見解




