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[要 約] 

本調査研究は、産学官連携による研究開発をより身近なものとし、その規模の拡大と今

後の事業を成功に導くための機械工業の現状に即した産学官連携の在り方を探り、真に効

果の出る連携を促す方策について提案したものである。 

機械工業においてはグローバル競争を勝ち抜くために研究開発の重要性が増している。

さらに研究開発の領域も多様化して自社単独では迅速な製品開発や新分野における独自製

品の開発は困難な状況となっている。本調査では、企業の製品開発が主目的な場合の技術

の製品化や具現化に着目した成功・失敗事例のヒアリング、アンケート調査を実施し、成

功要因の分析と課題の抽出を行った。 

その結果、成功した事例の全てに共通することは、産と学との徹底した話合いの上で開

発目標を設定していること、人材の相互交換などでコミュニケーション頻度を高くとり、

さらに産と学との相互信頼ができているということである。調査事例を類型化して整理を

試みた結果、幾つの傾向が見えた。①企業サイドが技術的なリーダーシップを採る方が成

功しているケースが多い、②企業が自分にない技術シーズを大学に求めて新製品開発を行

う方が企業活動の周辺の改善よりは成果が出易い、③企業側から戦略的に連携を持ちかけ

た場合の方が成功する率が高い、④企業のトップの関心が高い方が成功する率が高い、と

いう結果である。どのようにゴール設定を実施し、どのように工夫してコミュニケーショ

ンの向上を図ったかは、調査事例で採り上げた成功事例の中に示している。機械工業各社

の立場で読み替えることにより、各社の産学官連携の成功のためのヒントとなるものと思

われる。また失敗事例ではないが、技術成果があったが製品開発にまで至っていない事例

からも産学官連携での目標設定での徹底した産学のすり合わせと両者の壁を作らない運営

を 大限工夫することが製品開発を成功させるための極めて重要な要素であることが再認

識できる。事業化を考えるに当たっては、事前に自社技術の見極め、ビジネスモデルと開

発商品の検討、市場調査等のマーケティング関係、これらに基づいた目標設定（ゴール）

などをしっかり準備しておくことが不可欠である。 

産学連携を成功に導くために重要なことは、産学のコミュニケーションを密に保つ工夫
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を積上げ、ゴールの設定を産学で徹底して議論することと結論づけた。そして更にその根

底にあるのは短期間に広い視野で優れたパートナーを早く人選できるスキルないしはシス

テム構築（行政支援による）、目標の共有と統一、そして連携マネージメントである。 

現在のグローバル化は想定を超える速度で日本の機械工業に影響を与えていると思われ

る。今後、日本企業と中国の大学との産学連携事例が増大し、欧米の大学に加えて中国の

大学の存在感が増してくるものと想定される。このような中で、各社が個別対応のみに終

始すると、機械工業に係る日本の学の力が弱体化することが大いに懸念される。日本の学

が弱体化することは、基盤技術の低下や求める人材の不足、その質的低下という点で機械

工業に影響を及ぼす。このような危機感に対応するためには、日本における戦略的に選択

された機械工業に係る重要な技術を強化することや日本の大学におけるプロジェクト運営

力を強化して国際的な競争力を高めることなどについて機械工業界として政府・関係省庁

に情報発信して行くことの重要性について提案した。 

 

第 1 章 調査研究の概要 

 1.1 調査研究の目的 

  産学官相互を取り巻く環境の変化に伴い、産学官連携の在り方に関する問題も複雑化

している。企業は先行きの見えにくい研究開発よりも自らの強みに特化し、投資家の動

向を意識した事業連携に目を向けがちになる。一方、大学も少子化の時代となる中で学

生確保に向けてさまざまな特徴を打ち出すなどの努力を進めるものの、先々を見据えた

研究がおろそかになる危惧もある。このような状況下において、産学官連携による研究

開発をより身近なものとし、その活動を一層活性化させ今後の事業を成功に導くことは

企業側および大学側の双方にとって重要である。 

  本調査研究において、機械工業の現状に即した産学官連携の在り方を探り、真に効果

の出る連携を促すことで、今後の我が国の研究開発分野での産業競争力を高めていくこ

とを目的とする。 

1.2 調査研究の背景 

 産学官連携の促進が我が国の研究開発分野において産業競争力を高めるために重要で

ある。機械工業や金属材料などの産業においては、近年の切実な問題として、ものづく

りに関する基盤人材の育成や基盤技術の確保という観点で議論されることが増えてきた。

しかし、産学官連携の本来の視点は、機械工業においても研究開発の効率化や開発速度

の向上、あるいはイノベーションの創出である。特にスピードとグローバル対応が従来

にも増して要求され、米国金融危機以降の経済・経営環境として、企業は本業に集中せ
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ざる得ない環境下にあり、また極限までスリム化した結果としての開発要員の不足や技

術の幅が減ったことによる新しい技術領域とマージするイノベーション機会の低減、更

に新入社員の科学技術面での質的低下など、企業にとっては大学という外部リソースの

活用が従来にも増して重要となっている。 

1.3 調査研究の内容 

  機械工業を十分に意識し、その実状に即した応用可能な、新しい具体的な視点で成功

要因分析を行うとともに、その裏側にある失敗事例について要因考察を付加することで、

因果関係を立体的に把握し、機械工業の今後の産学官連携事業を成功に導くための方策

を考察し提案するため、以下のように調査を実施した。   

(1) 機械工業における研究開発および産学官連携の動向調査 

(2) 産学官連携の実態調査 

・産学官連携の成功事例収集とインタビュー 

・産学官連携の失敗事例収集（アンケート調査） 

・海外大学との連携に対する意識調査（アンケート調査） 

(3) 産学官連携における成功要因分析と課題 

・成功事例および失敗事例から、成功要因分析と課題の抽出 

・成功要因の本質と課題についての考察 

(4) 産学官連携事業を成功に導くための方策の提案 

 

第 2 章 機械工業における研究開発および産学官連携の動向 

 2.1 産官学連携の必要性の高まり 

機械工業を取り巻く事業環境の急速な変化に対応して機械工業企業の研究開発や事

業化に対する取り組み方の転換が求められているが、市場の変化のスピードが加速され

るに伴い、事業のライフサイクルが短くなり、企業においては次々に新たな商品開発や

新規事業の立ち上げを短期間で行わないと競争に勝ち残れなくなってきている。 

この市場変化のスピードに対応するために、機械工業企業においても、研究開発

の自前主義から脱却し、オープンイノベーションへと転換が進められており、その

一つの方法として産官学連携の有効活用が従来から採り上げられてきた。 

2.2 機械工業を取り巻く市場環境 

我が国の機械工業は、2008 年の上期までは新興国市場の経済成長を背景とした輸出の

増加により拡大を続けてきたが、2008 年 9 月のリーマンショックを契機とする世界的

な景気の大幅な落ち込みにより生産額を大きく減少させている。 
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このような市場環境のもとで、他の製造業と同様に機械工業各社は売上高の減少とと

もに営業利益の低迷に苦しんでおり、今後の事業展開についても、国内、海外とも消極

的な姿勢に転じていることが示されている。 

一方、現在はこの世界的な不況からの脱出の過程にあるが、いち早く立ち直りを見せ

ているのが新興国市場であり、この新興国市場では日本企業の得意としてきた高付加価

値製品や高品質製品よりも安価で 低限の基本機能に限定した標準製品が求められてい

ることが明らかとなっている。 

2.3 機械工業の研究開発動向 

  前述のような厳しい経営環境にありながら、新興国企業とのグローバル競争や新興国

市場に対応するために 2008 年度は企業収益の悪化に伴い、増加は頭打ちになったもの

の研究者数、研究費とも増加傾向が続いてきた。特に内需の長期的な低迷から、金額的

には少ないものの機械工業にあっては「ライフサイエンス分野」や「ナノテクノロジー

分野」への研究支出の伸びが特徴的である。 
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2.4 機械工業と産学官連携 

一方、機械工業の社外支出比率は、製造行全体と同様の上昇傾向を示している。前項

までで述べてきたような内容を踏まえてみると、研究開発における産学官連携の重要性

は一層増しているものと見られる。 
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この背景には、たとえ大企業であっても幅広い分野の専門家を抱えておくことは困難

で、さらに必要となる専門分野も市場環境の変化も早く、従来のように社内人材を育成

する時間的な余裕もなくなってきていることがあると考えられる。 

以上のことから企業の研究開発活動における産学官連携の重要性は以前にも増して重

要になっていると考えられる。 

2.5 産学官連携における課題認識 

これらの問題点、課題は機械工業においても共通していると考えられるが、機械工業

における産学官連携に基づいて研究開発を行い事業化の成功に至った事例について、ど

のように課題解決されたか、あるいはされなかったかを把握し、事業化失敗事例から課

題解決のヒントを学び取るために、課題認識をしておくことが重要である。 

2.6 本調査の事例調査実施における課題認識について 

以上の認識を踏まえながら、我が国の機械工業における産学官連携の現状を大企業、

中小企業それぞれの視点から捉え、うまく活用できている事例、うまく活用できなかっ

た事例を分析し類型化して総括する。 

  

第 3 章 産学官連携の実態調査 

 3.1 事例調査の目的とポイント 

  第 2 章で産学官連携の動向について文献などで調査したが、連携活動そのものに焦点

を当てるものが多く、連携活動による製品化や技術の具現化という視点に活動成果の評

価の行われているものは少なかったため、ヒアリング調査が不可欠であると考えた。ヒ
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アリングに際しては、各企業の規模、事業領域、対象となる技術や研究開発に要したコ

ストなど様々な要因が関係すると思われるので、極力幅広い背景情報についても留意し、  

次の観点でインタビューを実施した。 

・開発の経緯、産学官連携を決断したタイミング・理由 

・産学官連携による成果 

・産学官連携をしなかった場合と比較した場合の連携の効果 

・連携のマイナス面 

・開発の成否、事業化についての評価 

・成功や失敗（十分な成果が得られなかった）の想定される理由、など。 

 3.2 事例調査の実施実績と実施要領 

事例調査の実施実績は以下の通りである。 

 (1) 機械工業関連の産学官連携事例の収集と整理 

 産学官連携の公開情報から機械工業関連の事例を 41 例収集し整理した。内訳は、

日本機械工業連合会の技術研究開発委員会の委員メンバー企業の事例 18 例（13 社）

とその他の企業の事例 23 例（23 社）。 

(2) 日本機械工業連合会の会員企業へのインタビュー調査 

  日本機械工業連合会の技術研究開発委員会の委員メンバー企業 11 社（14 事例）の

インタビューを実施した。 

(3) 日本機械工業連合会の会員企業への失敗（十分な成果が得られなかった）事例の

アンケート調査 

   日本機械工業連合会の会員企業のうち、インタビューを実施した企業を除く 39 社

にアンケートを実施し、インタビュー時の回収分を含め 15 社から回答を得た。 

(4) その他の企業および大学・官側の連携機関へのヒアリング調査  

  日本機械工業連合会の会員企業以外の企業 6 社および連携機関 2 箇所にヒアリング

を実施した。 

 (5) 成功事例の実績を持つ機械工業企業に対して、海外大学との連携に対する意識

調査をアンケート形式で実施した。 

調査の実施要領としては、事前の調査内容に基づき、「関係組織と体制」、「活動期間」、

「事例概要」、「主な成果」、「成功のレベル」および前述の影響因子を事前に記入した調

査票を持参して内容の確認を行った。   

3.3 ヒアリング、アンケートによる事例調査 

 ヒアリング調査を実施した事例は以下のとおりである。その個別内容は本文参照。 
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No 名 称 成功のレベル

1 新しい車両運動制御技術「G-Vectoring 制御」 A 

2 イメージガイド放射線治療装置 AAA 

3 合成ガスを原料とするエタノール製造技術 A 

4 廃棄物溶融炉用耐火物の耐食性向上技術の開発 A 

5 畜産施設を対象とした脱臭装置の開発 
ディーゼルエンジンを利用した燃焼脱臭･発電システムの開発 AA 

6 浮流重油自動追従ブイ A 

7 YBCO 超電導モータの開発 A 

8 高密度用超小型磁気ヘッドの開発研究と実用化 AAA 

9 家畜ふん尿の再資源化技術（バイオガス） AA 

10 金属メッキ剥離装置の開発 A 

11 光硬化型ナノ金型に関する研究開発 AA 

12 風レンズマイクロ風車の開発 AA 

13 高効率熱電発電システムの開発 AA 

14 乳がん用近接撮像部位別 PET 装置の開発 A 

15 自律型セル生産ロボットシステム開発 A 

16 表面プラズモン共鳴光導波路分光装置の開発 AAA 

17 三次元顕微レーザーラマン分光装置の開発 AAA 

18 レーザー延伸装置の開発 AA 

19 同心円配置超微細パターン作成用高精度高速電子線加工装置 AAA 

20 3 次元曲げ加工機の開発 AA 

21 軌道面安定型高精度 NC サーボプレスの開発 AAA 

 

また、失敗事例調査および海外大学との産学連携等に関する意識調査はアンケート

を実施した。 

3.4 調査結果の概要 

今回の調査事例については、各調査事例を幾つかの共通的な要素で類型化し、成功要

因や課題について整理し、連携のあり方に注目して類型化を試みた。連携のあり方とし

ては、次のような観点から整理を実施した。 

①技術シーズやコア技術の保有 
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設定された開発テーマにおいて、その技術シーズやアイディア、製品化や技術の具

現化のためのコア技術を連携関係者の誰が保有していたか。 

②自社事業分野と連携対象分野 

連携対象分野が、既存の自社事業分野の周辺または派生分野か、全くの新分野か。 

③連携構築の主体 

連携構築に当たって、開発のゴールをあらかじめ想定して連携先を探したか、ある

いは連携の体制が先にあり連携当事者間の調整の中で開発テーマやそのゴールを設

定したか。 

④トップの姿勢 

連携構築や連携推進に関して、経営トップが積極的に関与しているか、設定された

テーマと経営課題との関連性が強いか。 

 例えば、連携構築の主体で整理をした結果では、次のように企業側から戦略的に連携を

持ちかけた事例に成功事例が多いことが分かった。 

連携構築の主体 事例の概要 対象事例番号 

企業側 技術シーズの事業化等にあたって、人材や設備、評

価技術、市場情報等の不足を補うために、連携の構

築を行っている。一般にコア技術については、企業

側で保有している場合が多いが、大学側の持つコア

技術に着目して、企業側が連携を仕掛けたケースも

ある。事業化まで至った事例も多く、事業化まで至

らなくても現在でも継続的に活動を行っている事例

が大半である。 

1、2、3、8、9、

16、20、21 

大学や公的研究

機関側 

大学等が技術シーズやコア技術の一方または両方を

保有しており、企業の設計能力や製造能力を活用し

て、実用化や技術の具現化を狙って企業に働きかけ

て連携している。企業側も新たなビジネスチャンス

ととらえて協力しているが、一定の成果を上げた段

階で、中止や中断に追い込まれている事例が多い。

5、6、12、17、

18、19 

既存の連携から 先に構築された連携関係の中で、事業の新展開や新

事業の創出を目的に共同開発や共同研究のテーマを

決定して活動したものである。企業のテーマ選定に

4、7、10、11、

13、14、15 
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おける主体性や評価の適切性により、成果が左右さ

れているように見えるが、生きの長い研究テーマが

多く、その連携の是非の判断は困難なものが多い。

3.5 失敗事例調査の概要 

調査結果から、いずれの視点から見ても「④技術的な未成熟・目論見外れ」、「⑤実用

化・製品化でのコスト面の課題」、「③想定市場が実現せず」、「⑦開発の遅れ等による時

期逸失」に関わる要因が失敗の原因と考察される。 

連携に入る前段階の用意周到な計画、具体的には 適な先生、研究者探しとその保有

技術の評価など見極め（目利き）に関すること、ビジネスモデルと開発商品の検討、市

場調査等のマーケティング関係などがしっかり準備されていなかった点である。これら

に基づいた目標設定（ゴール）が曖昧（連携を進めながら考える、あるいは調整する）

であった可能性が高い。二番目は産学官連携のマネージメントとコミュニケーションの

不足が原因で失敗している。前項の事前準備が事前マネージメントとすれば、目的を摺

りあわせスケジュール管理等を行なう連携マネージメントであり、これをスムーズに遂

行するためのしっかりしたコミュニケーションが重要である。三番目はコスト削減技術

の徹底強化である。通常、高い品質、機能を求めた技術開発が優先的に行なわれるが、

これからアジア市場の獲得をメインに狙っていこうとするならば、同じくらいの重きを

置いてコスト削減技術の開発に並行して取り組む必要がある。 

3.6 海外大学との産学連携等に関する意識調査 

我が国機械工業各社もほとんどの企業が今後海外との連携を増やしたいと考えてい

る。パートナーとする学の選択肢としては、特に大企業にとっては、実力を持っている

相手であれば海外、国内のどちらの大学でも構わないというスタンスである。一部には

海外の大学の方が、スピードが速く成果が明確に得られ易いと評価する機械工業企業も

ある。今回の調査で特徴的であったのが、中国の大学との連携意識について、我が国の

機械工業企業も今後中国の大学と連携を拡大したいとの思いが大きいということが判

明したことである。成長著しい現地需要に対応するための大学人脈を通じての市場参入

やマーケティング情報の入手である可能性も高いが、機械工業企業も遅ればせながら着

実に海外との産学官連携にも目を向け始めている。 

 

第 4 章 産学官連携における成功要因と課題 

 4.1 成功事例における成功要因分析と課題 

今回の調査の中で成功した事例のすべてに共通することは、産と学との徹底した話合い
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の上で開発目標を設定していること、人材の相互交換などでコミュニケーション頻度を

高くとり、更に産と学との相互信頼ができているということである。次の要素を丹念に

積上げて具体的に実施していることである。 

・目標設定に関して産学官の議論を繰り返すこと 

・企業から大学に人を定期的に、或いは長期に亘って派遣する。同時に、大学からの

人の派遣のインターンシップでの受入れなども実施しているケースも多い。 

・継続的にプロジェクトを運営するための会議の仕組みを作っている。 

  以上の項目は既に周知の極めて当たり前のことであるが、調査事例を類型化して整理

を試みた結果、幾つの傾向が見えた。①企業サイドが技術的なリーダーシップを採る方

が成功しているケースが多い、②企業が自分にない技術シーズを大学に求めて新製品開

発を行う方が企業活動の周辺の改善よりは成果が出易い、③企業側から戦略的に連携を

持ちかけた場合の方が成功する率が高い、④企業のトップの関心が高い方が成功する率

が高い、という結果である。これらの成功率を根底で支えているものはコミュニケーシ

ョンを通して実現する連携のマネージメントにあると思われる。産学のコミュニケーシ

ョンがいかに良好であったかが、成功か失敗かとの相関が高いように思われる。 

各社がどのようにゴール設定を実施し、どのように工夫してコミュニケーションの向

上を図ったかについては、調査事例で採り上げた成功事例の中に示している。この調査

事例に示された運営の工夫を、各社の立場で読み替えることにより、各社の産学官連携

の成功のためのヒントとなるものと思われる。 

4.2 失敗事例に学ぶ成功要因分析と課題 

 今回の事例調査では、失敗事例についてもヒアリングをお願いしたが、多くの事例

を収集することが難しかったために、アンケート調査の形で調査を実施し、不足点を補

足した。その結果、成功例調査の裏返しの特徴を把握することができ、成功事例のポイ

ントや課題を確認することができた。 

産学官連携の成功事例としてヒアリングした中には、要素技術は獲得できたが、実用

化のゴールのためには別な課題が出てきて現在それを実施中であるという事例も存在す

る。これらは企業サイドから見て産学官連携の成果はあったが製品化を目的とした成功

には至っていない事例と考えることができる。失敗事例ではないが、技術成果があった

が製品開発にまで至っていない事例からも、産学官連携での目標設定での徹底した産学

のすり合わせと、両者の壁を作らない運営を 大限工夫することが、製品開発が成功す

るための極めて重要な要素であることが再認識できる。事業化を考えるに当たっては、

事前に自社技術の見極め、ビジネスモデルと開発商品の検討、市場調査等のマーケティ

 11



ング関係、これらに基づいた目標設定（ゴール）などをしっかり準備しておくことが不

可欠である。 

4.3 成功要因の本質 

成功要因の本質は、以下のように考えられる。 

●産学官連携前は、 

①優れた目標・事業化プランの設定 

②有能な 良のパートナー（先生等）の探索・選定、 

③優れた技術の見極め・目利き 

●産学官連携開始後は、 

①連携マネージメント 

②密なコミュニケーション  

4.4 成功要因と課題についての考察 

産学連携を成功に導くために重要なことは、産学のコミュニケーションを密に保つ工

夫を積上げ、ゴールの設定を産学で徹底して議論することと結論づけた。そしてさらに

その根底にあるのは短期間に広い視野で優れたパートナーを高速で人選できるスキルな

いしはシステム構築（行政支援による）、目標の共有と統一、そして連携マネージメント

である。いかに、この結論に確率高く導けるか、この結論に導くためのコストが妥当か、

という点が重要な視点ではないかと想定する。今回の事例調査からは、コミュニケーシ

ョンを密に保つ工夫やゴール設定の課題について、企業側がほとんどを負担して苦労し

ている。この点に時間やコストのムダなど課題があると認識する。 

事例調査の結果と追加アンケート結果を総合すると、日本の産学連携の課題は、企業

側からの視点で見た場合に、大学の先生によっては事業化成果達成への共通目的意識を

得ることに苦労し、大学の事務方を含めた連携の手続きが複雑でスケジュール管理をし

ていただけない、結果としてスピードが遅く成果が出せる確率が低い、ということに課

題があるように思われる。 

今回の追加アンケート調査からは、中国との産学連携については、特に秘密漏洩の観

点などから、慎重なスタンスをとるものの、今後連携を増やしたいと考える企業の割合

が多かった。中国の大学の存在感は明らかに向上している。ものづくりが既に日本から

中国にシフトし始めている感触も別の調査で得ている。多くの問題点があっても、恐ら

くは、今後、日本企業と中国の大学との産学連携事例が増大し、欧米の大学に加えて中

国の大学が入ってくるものと想定される。機械工業に係る日本の学の力が弱体化するこ

とが大いに懸念される。日本の学が弱体化することは、基盤技術の低下や求める人材の
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不足という点で機械工業に悪影響を及ぼす。このようなグローバル化の中では、全ての

技術分野で日本の大学が欧米中に対して優位に立つことを想定することは難しい。日本

の置かれた現状を考えると、どの技術領域を強みとして日本に残し、どの技術領域を海

外に求めて行かざるを得ないのかといった国家レベルでの技術戦略が必要な時期に来て

いるのではないかと考える。また、中堅・中小企業にとっては日本の大学あるいは技術

知識を集約した機関の存在がこれからも重要であることを強く意識する必要がある。日

本の産業に対して貢献してもらえるための、大学や国や地域の研究機関のマネージメン

トが益々重要になってきているように思われる。 

 

第 5 章 産学官連携事業を成功に導くための方策提案 

個々の企業にとって、産学官連携を成功させるための方策やポイントについては、如何

にして効率的・効果的に産学官の目標設定と意識の統合が取れるかである。しかし現状の

ようにグローバル化が進む中、産業も大学もその影響を受けており、中国が台頭する中、

従来にも増してスピードが要求されている。日本の機械工業が日本の大学との産学官連携

を活性化し続けて、将来の新製品開発や技術基盤を高めるためには、個々の企業が従来の

ように個別に大学との連携の運営方法を工夫するだけでは限界があるように思われる。企

業連合や工業会として、次の点についての考慮をして行くことが重要ではないかとの結論

に至った。 

（1）日本の大学との産学連携が機械工業企業の国際競争力を確保するためには、スピー

ドを向上し産学官連携の成功率を向上させることが重要である。そのためには、 適

なパートナーとの出会いの確率を級数的に高めるシステムの構築や、大学の事務方に

産学連携のスケジュールコントロールをしていただける機能を確保することが重要で

はないかと考える。 

（2）グローバル化が進む中、日本の大学がすべての技術領域でトップの状態にあること

は現実的ではない。日本の学の領域で、産業界から見て重要な技術領域を戦略的に設

定することによって、産業界が必要とする技術分野で日本の大学での人材の継続を図

ることが重要である。 

（3）中小企業に対して、日本の大学が機械工業の基盤技術や知識を提供できるかどうか、

グローバル化が進む中、益々難しくなる可能性がある。中小企業に対して工業技術の

知識集積が成されるような、大学や国・地域の研究機関を充実させることが必要にな

ってくるものと思われる。 
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 これらの課題は、関係者が多く調整が難しいことが容易に想定され、解決は簡単ではな

い。しかし、世の中が急激に変化している今、機械工業会としても議論を始め、関係省庁

や政策サイドに意見を伝えていくことが重要と考えられる。 
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