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序 

 

我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立

国維持には必須条件です。  

 しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を

始めとするアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいま

す。 そして、我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭して

きております。  

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

技術開発推進も一つの解決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取

り組む必要に迫られております。  

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

には、ものづくり力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレーク

スルーにつながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指して

ゆく必要があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にか

ける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今

後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向に係わる調査

のテーマの一つとして三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社に「機

械工業のオープンイノベーションに関する調査研究」を調査委託いたしました。

本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 

 

 



 

 



はしがき  
 
 近年、製品開発に必要な投資額が増大している一方、製品のライフサイクルは

短縮しており、開発投資の回収が難しくなっていると言われている。技術の高度

化・複雑化も進展しており、自社内で基礎研究から応用研究、事業化までの全て

を一貫して行う「自前主義」には限界が生じてきており、「オープンイノベーショ

ン」の重要性がますます指摘されている。しかしながら、これまで報告されてい

る事例の多くは情報通信や電子部品、医薬品などで機械工業は少ない。  

 戦後、我が国の機械工業は目覚しい発展を遂げ、現在では世界 高水準の技術

力で世界をリードしている。しかし、新興国における技術の進展は目覚ましく、

グローバルな競争は激化している。また、現代社会では、環境問題への取組みな

ど、多様な社会ニーズに応えた対応が求められている。  

 こうした中で、日本の機械工業が今後も強い国際競争力を維持するためには、

自前主義から脱却し、社内の資源のみならず社外の資源を活用するオープンイノ

ベーションへの取組みが重要になると考えられる。  

 そこで、本調査研究では、オープンイノベーションを再度定義から見直し、機

械工業に的を絞って、オープンイノベーションに対する考え方や取組実態・事例、

課題等を日欧で比較調査した。その上で、機械工業におけるオープンイノベーシ

ョンを促進する気づきの一助とするため、オープンイノベーション戦略やその促

進のための方策に関して提言を行った。  

 本調査研究を実施するにあたり、日本自転車振興会ならびに社団法人日本機械

工業連合会のご高配に深謝するとともに、調査にご協力いただいた方々に心より

感謝申し上げる次第である。  

 

 

平成２３年３月  

 

 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社  

取締役社長   水 野 俊 秀  
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1 はじめに 

 

1.1 調査の目的 

 

 「自前主義」の限界、「オープンイノベーション」の重要性が指摘される中、機械工業で

は、情報通信や電子部品、医薬品等に比べてその事例が少ない。しかし、新興国において

技術力・生産力が急速に進展し、地球環境問題へのより一層の対応が求められる中、日本

の機械工業が今後も強い国際競争力を維持するためには、社内の資源のみならず社外の資

源を活用するオープンイノベーションへの取組みが重要になると考えられる。機械工業の

オープンイノベーションに対する考え方や取組実態・事例、課題等を日欧で比較調査し、

その課題を整理分析して、促進方策を提言することにより、機械工業におけるオープンイ

ノベーションを活発化する気づきの一助とし、我が国の機械産業の発展と競争力強化に貢

献することを目的とする。 

 

 自社内で基礎研究から応用研究、事業化までの全てを一貫して行う「自前主義」の限界

や「オープンイノベーション」の重要性がますます指摘されている。しかしながら、これ

まで報告されている事例の多くは情報通信や電子部品、医薬品などで機械工業は少ない。 

 戦後、我が国の機械工業は目覚しい発展を遂げ、現在では技術力も生産規模も世界 高

水準を誇り、世界をリードしている。しかし、新興国における技術力や生産力の進展は目

覚ましく、工作機械においては、2009 年に中国が生産額で世界トップとなり、日本は 1982

年から継続していた首位から転落して 3 位となった。2010 年も、中国が引き続きトップ

を維持しているが、日本は前年 2 位のドイツを抜き 2 位となっている。 

 このように新興国の発展は著しく、かつ新興国市場の将来性を見込んだグローバル競争

も激化している。また、近年、地球環境問題の重要性はますます高まり、資源・エネルギー

の枯渇問題もあり、排ガス削減・省資源・省エネルギーへのより一層の対応が求められて

いる。 

 こうした中で、日本の機械工業が今後も強い国際競争力を維持するためには、自前主義

から脱却し、社内の資源のみならず社外の資源を活用するオープンイノベーションへの取

組みが重要になると考えられる。 

 そこで、オープンイノベーションを再度定義から見直し、機械工業に的を絞って、オー

プンイノベーションに対する考え方や取組実態・事例、課題等を日欧で比較調査した。そ

の上で、機械工業がオープンイノベーションに取り組むに当たっての課題を整理分析して、
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促進方策を提言した。 

 本調査は、以上により、機械工業におけるオープンイノベーションを活発化する気づき

の一助とし、我が国の機械産業の発展と競争力強化に貢献することを目的としておこなっ

たものである。 

 

1.2 調査の方法 

 

 本調査は、以下３つの内容から構成される。 

1. オープンイノベーションの再定義：改めて定義および、技術開発ばかり重視され

がちだが、開発の過程で創造される知財の蓄積・管理や資金調達等も含めて事業

化までの全体に関わることを再確認した上で分類を行う。 

2. 機械工業におけるオープンイノベーションの実態把握：日本と欧州の機械工業に

おけるオープンイノベーションに対する考え方や取組実態、成功・失敗事例やそ

の要因、課題等を、文献およびヒアリングにより調査し、比較を行う。これによ

り、日欧に共通する機械工業特有の問題なのか、日本の機械工業特有の問題なの

か、あるいは日本のオープンイノベーションをとりまく環境の問題なのか等を明

らかにする。 

3. 機械工業におけるオープンイノベーション促進の課題分析と提言：日本の機械工

業においてオープンイノベーションを進めるに当たっての課題を整理分析した

上で、機械工業におけるオープンイノベーションを促進する気づきの一助とする

ため、企業や政府に向けたオープンイノベーション戦略やその促進のための環境

整備のあり方を探る。 

 

 本調査では、文献調査及び日本と欧州におけるヒアリング調査を通じて、オープンイノ

ベーションに対する考え方や取組実態・事例、課題等を把握・整理分析して、オープンイ

ノベーションの促進方策を検討した。 
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2 オープンイノベーションの再定義 

 

2.1 オープンイノベーションの定義の再確認 

 

 「オープンイノベーション」は、米国カリフォルニア大学バークレー校のヘンリー Ｗ．

チェスブロウ（Henry W. Chesbrough）氏によって提唱された、イノベーション実現のた

めの新たなコンセプトである。イノベーションとは、“技術開発”にとどまらず、開発の過

程で創造される知的財産の蓄積・管理や資金調達も含め、マーケットでの販売という“事

業化”までの全体に関わるものである。すなわち、オープンイノベーションとは、技術開

発における共同研究やライセンス、販売・マーケティングにおける提携、合併や買収（M&A）

も含めて社外の経営資源を社内の経営資源と同様に活用することである。 

 

 「オープンイノベーション」は、米国カリフォルニア大学バークレー校のヘンリー Ｗ．

チェスブロウ（Henry W. Chesbrough）氏によって提唱された、イノベーション実現のた

めの新たなコンセプトであり、同氏の著書の『Open Innovation』（2003）では次のように

定義されている。 

Open Innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use 

external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, 

as the firms look to advance their technology. 

（オープンイノベーションは、企業が保有技術を世に出そうとする時に、社内のアイ

デアと共に社外のアイデアを用いマーケットまで社内および社外の経路を用いること

ができるとする行動規範であり、また用いるべきだとする行動規範である。） 
 

図表 2-1 オープンイノベーション と クローズドイノベーション の模式図 

  
(出所) Henry W. Chesbrough 著、大前恵一朗訳『OPEN INNOVATION－ハーバード流イノベーション

戦略のすべて』（産業能率大学出版部、2004 年） 
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 上述の定義で重要なことは、“マーケット”へとつなげることである。イノベーションと

いう用語が、日本で一時期、“技術革新”と翻訳されていた経緯もあり、イノベーションを

“新技術を開発すること”だとの誤解がしばしばみられるが、イノベーションとは、“技術

開発”にとどまらず、開発の過程で創造される知的財産を蓄積・管理することや資金調達

も含め、マーケットでの販売という“事業化”までの全体に関わるものである。新技術は

開発されたが、売り先が不明だったり、用途が分からなかったりするケースはイノベーシ

ョンとは言えない。すなわち、オープンイノベーションとは、技術開発における共同研究

やライセンス、販売・マーケティングにおける提携、合併や買収（M&A）も含めて、社外の

経営資源を社内の経営資源と同様に活用することである 

 

 

2.2 オープンイノベーションの種類 

 

 これまでに言われているオープンイノベーションの様々な形態を確認・整理した。オー

プンイノベーションには、技術を相互に出して補完し合う「インバウンド型」のオープン

イノベーションと、複数の企業が持てる技術を出し合い協働して新たな価値を創造する「ア

ウトバウンド型」のオープンイノベーションとがあり、後者を目指すことが主流になって

きている。また、チェスブロウ氏は、「アウトバウンド型」のオープンイノベーションとし

て、5 種類のパターンを紹介している。 

 

 2009 年度に(社)日本機械工業連合会がおこなった「平成２１年度『海外の国家プロジェ

クト、産学官連携の実態に関する調査研究』報告書」で指摘されている通り、「オープンイ

ノベーション」には、技術を相互に出して補完し合う「インバウンド型」のオープンイノ

ベーションと、複数の企業が持てる技術を出し合い協働して新たな価値を創造する「アウ

トバウンド型」のオープンイノベーションとがあり、後者を目指すことが主流になってき

ている。 

 客観的な上述の表現を、一企業の立場から言い換えると、前者の「インバウンド型」の

オープンイノベーションは、自社に無い技術資源や人的資源を外部から内部に取り込んで

補完することによりコストや時間を節約し、研究開発・イノベーション創出を効率化する

ことを指し、後者の「アウトバウンド型」のオープンイノベーションは、自社の選択と集

中から外れた技術の開発・事業化を外部に委ね、必要な資金や人材の一部だけを負担する
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ことによりコストや時間に加えて失敗のリスクを軽減し、成功した場合にはそれを第三者

と共有することを指す。 

 

図表 2-2 「インバウンド型」と「アウトバウンド型」のオープンイノベーション 

 
(出所)経済産業省 産業構造審議会 産業技術分科会 研究開発小委員会「中長期的な研究開発政策のあり方

～競争と共創のイノベーション戦略～」（2009 年 6 月） 

 

 具体事例の一つとしては、「平成２１年度『海外の国家プロジェクト、産学官連携の実態

に関する調査研究』報告書」に紹介されている IBM が挙げられる。IBM は、電子デバイ

スやハードディスクドライブ、パーソナルコンピュータ（PC）製造から撤退し、情報サー

ビス業に資源の大半を集中させることを選択した。しかし、米国の軍事・宇宙を含むあら

ゆる分野で活用されているスーパーコンピュータは供給し続けなくてはならなかったが、

そのための開発費を自社だけではまかないきれなくなっていた。そこで、オープンイノベー

ションを明確な方針として打ち出し、過去に開発した半導体製造に関わる特許やノウハウ

を積極的にライセンスすることに加えて、米国ニューヨーク州立大学にあるナノテクノロ

ジー研究開発拠点「CNSE Albany」において、東芝、NEC 等の企業と開発費を分担して

共同で技術開発を推進することにより、 先端の設備機器を整えて 先端の技術を獲得す

ることを実現している。 

 厳しい事業環境においては、コア技術・事業への資源の選択と集中は不可欠だが、絞り

込み過ぎると、コア事業以外の分野で成長しようとした際に成長の土台が無いといったこ

とになりかねない。「アウトバウンド型」のオープンイノベーションは、コア技術・事業に

資源を集中させながら、将来の成長のための選択肢を確保しておくことができる方法でも

あり、不況期にこそ注目すべき戦略であると指摘されている。1 
                                                  
1 ヘンリー Ｗ．チェスブロウ（Henry W. Chesbrough）（カリフォルニア大学バークレー校 ハー

ス・スクール・オブ・ビジネス 客員教授）、アンドリュー Ｒ．ガーマン（Andrew R. Garman）
（ニュー・ベンチャー・パートナーズ 創業者兼マネージング・パートナー）「『インサイド・ア

ウト型』オープン・イノベーション（How Open Innovation Can Help You Cope in Lean 
Times）」『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』2010 年 4 月号（ダイヤモンド社）
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 オープンイノベーションの提唱者であるチェスブロウ氏は、2009 年 12 月（日本語訳は

2010 年 4 月）に発表した論文「How Open Innovation Can Help You Cope in Lean Times」

において、「アウトバウンド型」のオープンイノベーションを次の 5 種類のパターンに分

類している。 
 

図表 2-3 「アウトバウンド型」のオープンイノベーションの 5 つのパターン 

1 社内プロジェクトを外部化し、

その顧客またはサプライヤーに

なる 

製品の開発とその上市を自前で行う代わりに、

別会社としてカーブアウトし、その顧客やパー

トナーとなる。 
2 戦略にそぐわないイニシアティ

ブの開発を他社に任せる 
開発を肩代わりしてくれる投資家に、そのイニ

シアティブをスピン・アウトする。こうして開

発資金を他社に出してもらう一方、その事業が

成功した場合のために株式の一部を保有する。

うまくいったベンチャー子会社は買い戻しても

よい。 
3 自社と他社のために知財をさら

に活用する 
自社が生み出した知財の活用と開発を他社に委

ね、ライセンス料を受け取る。 
4 成長が停滞していてもビジネス

生態系の発展に注力する 
潜在的なイノベーション・パートナーが集まる

ビジネス生態系をつくり、将来有望なプロジェ

クトを育成する。育てたプロジェクトは適当な

事業部門で採用するか外部から資金調達して事

業化に取り組む。 
5 オープン・ドメインを用意して

コストを削減し、参加者を増や

す 

情報やアイデアを交換したり、施設やサービス

を共有したりできるオープン・ドメインを用意

する。 
(出所)ヘンリー Ｗ．チェスブロウ（Henry W. Chesbrough）（カリフォルニア大学バークレー校 ハース・

スクール・オブ・ビジネス 客員教授）、アンドリュー Ｒ．ガーマン（Andrew R. Garman）（ニュー・

ベンチャー・パートナーズ 創業者兼マネージング・パートナー）「『インサイド・アウト型』オー

プン・イノベーション（How Open Innovation Can Help You Cope in Lean Times）」『DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レビュー』2010 年 4 月号（ダイヤモンド社）（原文は『Harvard Business 
Review』2009 年 12 月号掲載）より三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)作成 

 

                                                                                                                                                  
（原文は『Harvard Business Review』2009 年 12 月号掲載）より。 
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2.3 本調査での調査対象 

 

 本調査では、単独の企業内で行われるイノベーションは調査対象外とし、また、日本の

強みとされる、長期取引慣行を土台として行う、“摺り合わせ”型・垂直統合型の開発・生

産は、オープンイノベーションとは別のものと捉えることとした。 

 

 本調査は、オープンイノベーションをテーマとしているため、単独の企業内で行われる

イノベーションは調査対象外とした。また、日本の強みとされる、原材料から完成品に至

る多数のサプライヤーが長期取引慣行を土台として行う、いわゆる“摺り合わせ”型・垂

直統合型の開発・生産は、オープンイノベーションとは別のものと捉えることとした。 
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3 機械工業におけるオープンイノベーションの実態把握 

 

3.1 調査対象の絞り込みの検討 

 

 本調査では、機械工業のうち生産財に絞り、中でも、工作機械、建設機械、産業用ロボ

ットに的を絞って調査を行うこととした。そして、日本および日本と同様に機械工業が盛

んな欧州において、各製造品目における業界トップクラスの企業を調査対象として、オー

プンイノベーションに対する考え方や取組実態・事例、課題等を調査した。 

 また、オープンイノベーションの一手段である企業の提携や合併・買収（M&A）におけ

る役割が大きく、企業の協業や合併等の情報が集まるベンチャーキャピタルが、機械工業

のオープンイノベーションをどのように捉えているかも調査した。 

 

3.1.1 機械工業の調査対象と調査項目 

(1) 調査対象とした機械工業製品とヒアリング調査先 

 本調査では、機械工業のうち生産財に絞り、中でも、工作機械、建設機械、産業用ロボ

ットに的を絞って調査を行うこととした。 

 調査対象とした機械工業製品について、日本および日本と同様に機械工業が盛んな欧州

において業界トップクラスの企業を 1 社ずつ選定して、訪問ヒアリング調査の対象とした。

また、建設機械については、(社)日本建設機械工業会に対しても訪問ヒアリング調査をお

こなった。 

 その他、ドイツ機械工業連盟（ドイツ語名称：Verband Deutscher Maschinen-und 

Anlagenbau e.V.；VDMA）（英語名称：German Engineering Federation)にもヒアリン

グ調査をおこなった。 

 

図表 3-1 調査対象とした機械工業製品とヒアリング調査先 

 日本 欧州 

工作機械 A 社 
（本社：日本） 

B 社 
（本社：ドイツ） 

建設機械 (社)日本建設機械工業会 
C 社（本社：日本） 

D 社 
（本社：スイス、訪問先子会

社：フランス） 
産業用ロボット E 社 

（本社：日本） 
F 社 

（本社：ドイツ） 
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(2) 機械工業に対する調査項目 

 機械工業におけるオープンイノベーションに対する考え方や取組実態、外部連携先の組

織形態（他企業、大学・研究機関、ベンチャーキャピタル（VC）等の金融機関・投資家等）、

成功・失敗事例やその要因、課題等を、文献およびヒアリングにより調査した。調査結果

を日欧で比較し、日欧に共通する機械工業特有の問題があるのか、日本の機械工業特有の

問題があるのか、あるいは日本のオープンイノベーションをとりまく環境に問題があるの

か等を検討した。 

 

図表 3-2 機械工業に対する調査項目 

○オープンイノベーションに対する考え方 

 ＊企業戦略として取り組んでいるのか 

 ＊オープンイノベーションの対象とする領域としない領域を分けているか 

○オープンイノベーションへの取組実態（連携先、取組内容等） 

 ＊ベンチャーキャピタル、オープンイノベーションの総合プロデュース機関の関与状

況も含む 

○これまでのオープンイノベーションの成功・失敗例とその要因 

○オープンイノベーションに取り組むに当たっての課題 

（機械工業特有の課題があるのか、国のオープンイノベーションをとりまく環境に問題

があるのか、等） 

 

(3) ヒアリング調査先選定に当たって参考にした機械工業関連データ 

 業界トップクラスの企業を選定するに際しては、以下のような調査データを参考にした。

機械工業製品の区分方法、製品売上か部門売上か会社全体の売上か、金額か台数か市場シ

ェアか等により順位が異なるため、参考として利用した。 
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① 工作機械 

図表 3-3 工作機械各社売上高（2008/2009 年） 

（億円）
1 ヤマザキマザック 2,495
2 GILDEMEISTER AG （ギルデマイスター) ドイツ 2,264
3 トルンプ ドイツ 1,989
4 アマダ 1,877
5 オークマ 1,654
6 沈陽机床 （シェンヤン） 中国 1,636
7 森精機製作所 1,553
8 ジェイテクト 1,507
9 MAGインダストリアル・オートメーション・システムズ 米国 1,493

10 大連机床 中国 1,377
(原典)ガードナー社ウェブサイトや決算短信などから経済産業省作成

(出典)経済産業省『2010年版ものづくり白書』（2010年6月）

(注)沈陽机床は2004年にドイツのSCHIESS GmbH を買収。  

 

図表 3-4 切削型工作機械各社売上高（2007/2008 年度） 

（百万ドル、概数）
1 ヤマザキマザック 2,600
2 GILDEMEISTER AG （ギルデマイスター) ドイツ 2,450
3 森精機製作所 1,800
4 オークマ 1,780
5 沈陽机床 （シェンヤン） 中国 1,650
6 ジェイテクト 1,520
7 MAGインダストリアル・オートメーション・システムズ 米国 1,400
8 大連机床 中国 1,380
9 Doosan Infrascore 韓国 1,000

10 牧野フライス製作所 850
(原典)Gardner Publications "Metalworking Insiders' Report"

(出典)東レ経営研究所「工作機械業界の現状と課題」『TBR産業経済の論点』（2009年8月4日）

(注)沈陽机床は2004年にドイツのSCHIESS GmbH を買収。  
 

図表 3-5 工作機械各社連結売上高（2008） 

（百万円）
1 オークマ 167,368
2 森精機製作所 157,202
3 牧野フライス製作所 100,353

(原典)各社決算短信

(出典)(財)機械振興協会経済研究所『日本の機械産業2009』（2009年10月）  
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図表 3-6 マシニングセンター国内生産額シェア（2009） 

（％）
1 ヤマザキマザック 23.4
2 森精機製作所 19.8
3 オークマ 15.5
4 牧野フライス製作所 8.7
5 新日本工機 7.8

(原典)経済産業省、シェア算出は日経

(出典)『日経産業新聞』2010/8/19

(注)(株)矢野経済研究所調査では例年1位は森精機製作所  

 

図表 3-7 NC 旋盤国内生産額シェア（2009） 
（％）

1 ヤマザキマザック 25.7
2 森精機製作所 20.0
3 オークマ 16.9
4 オーエム製作所 6.9
5 村田機械 5.8

(原典)経済産業省、シェア算出は日経

(出典)『日経産業新聞』2010/8/19  
 

図表 3-8 プラスチック加工機各社部門連結売上高（2008 年度） 
（億円）

1 住友重機械工業 2,311
2 日本製鋼所 1,178
3 東芝機械 644
4 日精樹脂工業 270

(原典)各社有価証券報告書

(出典)(財)機械振興協会経済研究所『日本の機械産業2009』（2009年10月）  
 

図表 3-9 プラスチック射出成型機国内生産台数シェア（2009） 

（％）
1 ファナック 30.3
2 住友重機械工業 25.6
3 日精樹脂工業 14.9
4 日本製鋼所 11.2
5 東芝機械 6.7

(原典)日本産業機械工業会、シェア算出は日経

(出典)『日経産業新聞』2010/7/30

(注)ファナックは2008年から2009年で大躍進  
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図表 3-10 工作機械売上高（2009 年 3 月決算） 
（億円） （％）

1 ファナック 3,882 11.3
2 安川電機 3,502 10.2
3 マキタ 2,940 8.6
4 アマダ 2,257 6.6
5 不二越 2,048 6.0
6 ジェイテクト（工作機械部 1,867 5.4

(出典)「業界動向サーチ」web  
 

② 建設機械 

図表 3-11 建設機械部門売上高（2008 年） 

（億円）
1 Caterpillar 米国 31,804
2 コマツ 20,217
3 日立建機 7,441
4 Volvo グループ スウェーデン 6,730
5 CNH グローバル オランダ 4,464
6 ディア 米国 4,818

(原典)各社公開資料から経済産業省作成

(出典)経済産業省『2010年版ものづくり白書』（2010年6月）

(注)CNHはイタリアのフィアットの子会社で建機部門本社は米国。コベルコ建機と提携し合弁会社も設立している。  
 

図表 3-12 建設機械部門売上高（2004） 
（百万ドル） （％）

1 Caterpillar 米国 18,848 20.9
2 コマツ 9,871 11.0
3 Terex 米国 5,000 5.6
4 Deere & Co. (JDCFC; John Deere Construction and Forestry Company) 米国 4,214 4.7
5 日立建機 4,187 4.7
6 Liebherr （リーブヘル） ドイツ 3,781 4.2
7 Volvo （VCE; Volvo Construction Equipment） スウェーデン 3,654 4.1
8 CNH （Case New Holland）Construction 米国 3,545 3.9
9 Ingersoll-Rand （インガソール・ランド） 米国 3,269 3.6

10 JCB 英国 2,180 2.4
(原典)各社アニュアルレポート

(出典)日機連、日本建設機械工業会「平成17年度 我が国建設機械産業の将来展望調査報告書」（2006年3月）

(注)CNHはイタリアのフィアットの子会社で建機部門本社は米国。コベルコ建機と提携し合弁会社も設立している。  
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図表 3-13 建設機械各社（部門）連結売上高（2008 年度） 
（億円）

1 コマツ 17,494
2 日立建機 6,604
3 タダノ 1,628
4 古河機械金属 630
5 加藤製作所 164

(原典)各社決算報告書

(出典)(財)機械振興協会経済研究所『日本の機械産業2009』（2009年10月）  
 

図表 3-14 油圧ショベル国内出荷台数シェア（2009） 

（％）
1 日立建機 25.2
2 コマツ 23.7
3 コベルコ建機 20.5
4 キャタピラジャパン 16.3
5 住友建機 7.8

(原典)日本建設機械工業会、シェア算出は日経

(出典)『日経産業新聞』2010/8/2

(注)日立建機は2008年に3位から2位に浮上、 2009年に1位に。コマツは世界2強のうちの1社  

 

図表 3-15 掘削機械生産高（2009） 
（億円） （％）

1 コマツ 2,300 28.7
2 キャタピラージャパン 1,060 13.3
3 日立建機 1,060 13.3
4 コベルコ建機 660 8.3
5 クボタ 170 2.1

(原典)(株)矢野経済研究所調査

(出典)『日本マーケットシェア事典 2010年版』（2010年5月20日）  
 

③ 産業用ロボット 

図表 3-16 多関節ロボットシェア世界出荷額シェア（2008） 
（％）

1 ABB スイス 27.3
2 安川電機 19.0
3 ファナック 17.8
4 KUKAロボター ドイツ 10.7
5 川崎重工業 6.0

(原典)国際ロボット連盟統計、シェア算出は日経

(出典)『日経 市場占有率 2010年版』（2009年10月23日）  
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図表 3-17 ロボット部門売上高（2009 年） 

（億円）
1 川崎重工業 3,364
2 安川電機 1,141
3 ファナック 1,068
4 ヤマハ発動機 859
5 富士機械製造 564
6 不二越 362

ABB スイス 758 百万USドル

KUKAロボター ドイツ 324 百万ユーロ

(原典)各社公開資料から経済産業省作成

(出典)経済産業省『2010年版ものづくり白書』（2010年6月）  
 

図表 3-18 産業用ロボット生産高（2009） 
（億円） （％）

1 安川電機 900 16.1
2 パナソニック 800 14.3
3 ファナック 460 8.2
4 川崎重工業 400 7.1
5 不二越 290 5.2

(原典)(株)矢野経済研究所調査

(出典)『日本マーケットシェア事典 2010年版』（2010年5月20日）  
 

図表 3-19 産業用ロボット国内出荷額シェア（2009） 
（％）

1 安川電機 24.4
2 パナソニック 16.9
3 川崎重工業 7.7
4 ファナック 5.3
5 不二越 5.0

(原典)日本ロボット工業会、シェア算出は日経

(出典)『日経産業新聞』2010/8/16  
 

図表 3-20 産業用ロボット各社（部門）連結売上高（2008 年度） 

（億円）
1 パナソニック 10,717
2 ファナック 3,883
3 安川電機 3,502
4 川崎重工業 3,405

(原典)各社有価証券報告書

(出典)(財)機械振興協会経済研究所『日本の機械産業2009』（2009年10月）

(注)パナソニックは、(株)パナソニック溶接システムとPFSC(株)の連結。

　　 パナソニックは実装機が中心  
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図表 3-21 垂直多関節ロボット生産高（2009） 
（億円） （％）

1 安川電機 500 32.3
2 パナソニック 292 18.8
3 川崎重工業 245 15.8
4 ファナック 168 10.8
5 不二越 145 9.4

(原典)(株)矢野経済研究所調査

(出典)『日本マーケットシェア事典 2010年版』（2010年5月20日） 
 

3.1.2 ベンチャーキャピタルに対する調査 

 オープンイノベーションの一手段である企業の提携・合併・買収において、ベンチャー

キャピタルの果たす役割は大きい。そこで、企業の協業や合併等の情報が集まるベンチャー

キャピタルが、機械工業のオープンイノベーションをどのように捉えているかを調査した。 

 

(1) ベンチャーキャピタルに対する調査項目 

 ベンチャーキャピタルによる投資動向を統計データにより調査するとともに、ベンチ

ャーキャピタルが機械工業におけるオープンイノベーションの動向をどのように捉えてい

るか、他業界と比較してどうか、また、機械工業の中のどの製品分野・技術分野に目を向

けているか等をヒアリングにより調査した。調査結果をふまえ、機械工業がオープンイノ

ベーションに取り組むに当たっての課題等を検討した。 

 

図表 3-22 ベンチャーキャピタルに対する調査項目 

○機械工業におけるオープンイノベーションへの取組状況をどう捉えているか 

 ・他の業界と比較してどうか 

 ・特に、工作機械、建設機械、産業用ロボットにおける動向、事例 

 ・その他の製品・技術分野における動向、事例 

○ベンチャーキャピタルとして注目している機械工業の分野や動向 

○機械工業がオープンイノベーションに取り組むに当たっての課題     等 
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3.2 機械工業におけるオープンイノベーションの実態 

 

3.2.1 工作機械における実態 

 

 日本の工作機械の完成品メーカーは、社内で部品を内製化もしくはグループ内で部品か

ら完成品までを垂直統合型で開発・生産しているが、ドイツの工作機械の完成品メーカー

は、部品はもちろん設計についても、必要に応じて外部から 高の技術を調達する発想が

ある。 

 日本の工作機械メーカーでは、デザイナーとの連携で外装デザインに加えて操作性に優

れた工作機械を開発した事例があるものの、オープンイノベーションの相手は顧客企業で

あり、多種多様な顧客ニーズにきめ細かく応える中で進化しているとの認識である。 

 ドイツの工作機械メーカーでは、逆に、個別の顧客ニーズには応えず、それらを集約し

て自社で開発方向を決定する方針としている企業がある。また、買収により技術と顧客の

基盤を獲得した上で、他社製 6 台分を代替する革新的な工作機械を、他社製と容易に交換

できる仕様で開発し、市場シェアを逆転させた事例がある。さらに、製品種類が異なる同

業他社と、グローバルな販売・サービスで提携している事例がある。 

 日本とドイツの工作機械業界では、また、(株)森精機製作所とドイツのギルデマイスター

が 2009 年 3 月に業務・資本提携を発表し、注目を集めている。 

 

(1) 日本A社の事例 

① オープンイノベーションに対する考え方 

 日本は協力企業も一緒になって垂直的なものづくりを行っており、部品で内製している

ものも少なくない。それに対して、欧州の工作機械メーカーは様々な専業メーカーにパー

ツを作らせ、自らはアセンブリメーカーとしての要素が強く、それ故に欧州は産業構造的

にオープンイノベーションの素地があるという。また、ドイツの工作機械メーカーは大学

との共同研究も盛んで、機械設計についてもドイツやオランダの も優れた設計者に委託

する場合があり、欧州は必要に応じて外部から 高の技術を調達すればよいという発想が

定着しているという。 

 このような土壌の違いはあるものの、大きな転換期にある日本の製造業が変化を遂げ、

より発展していくためには、他社や異業種と連携し、共同研究することは十分あり得ると

のことである。しかし、A 社にとっての共同研究相手は相互に win-win 関係にある顧客企
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業であり、顧客が求めるニーズに応え、顧客がやりたいことを手助けするのが A 社の役割

であると考えている。 

 工作機械メーカーは、専門領域ごとに特化して企業数が多いが、それは顧客ニーズがあ

まりにも多種多様であることにも起因している。同じようなモノを生産していたとしても、

少量生産か大量生産かで顧客ニーズは大きく異なり、世の中が進歩すれば顧客が求める商

品も変わる。その時に、顧客が求める工作機械も変わってくる。こうした、多種多様な顧

客ニーズに“あうんの呼吸”で対応しているのが日本の工作機械メーカーであり、その中

で日々の進化を遂げている。 

 

② オープンイノベーションへの取組状況と事例 

(a) 開発段階からのデザイナーとのコラボレーション 

 A 社では、ユーザーにとって使いやすい工作機械を開発するため、インダストリアルデ

ザイナー奥山清行氏とのコラボレーションによる人間工学を追求した 5 軸加工機を開発す

るなど、デザインを重視した開発を進めている。従来より、外装デザインは社外のデザイ

ナーに委託していたというが、これまでは機械が出来上がってから外装デザインを依頼し

ていたのに対し、奥山氏には開発段階から踏み

込んでデザインを依頼するなど、操作性から外

装デザインまでの広義のデザインを依頼してい

る。 

 美しい見栄えは商品価値を高めることになる

が、工作機械は見た目が美しいだけではなく使

いやすいことが重要であり、それ故に、A 社は

人にやさしいなど、人とのかかわりを重視した

デザインが必要と判断した。 

 奥山氏とのコラボレーションで開発した 5軸

加工機は、2010 年度グッドデザイン賞も受賞した。 

 

 
(出所) A 社提供資料 

 
2 

                                                  
2 以上、A 社ヒアリング調査結果（2011 年 2 月 23 日）より。 
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(2) 欧州B社（本社：ドイツ）の事例 

図表 3-23 B 社企業概要 

持株会社所在地 スイス 
本社所在地 ドイツ 
主な事業所所在地 ドイツ、ハンガリー、スイス 
設立年 1863 年 
主な事業内容 ・歯車生産のための工作機械の製造 

・歯車生産のための工作機械のメンテナンス（工具の再研磨） 
・歯車測定機の製造 
・歯車の受注生産 

 

① 事業概要 

 歯車生産のための工作機械や歯車測定機

の製造とメンテナンス（工具の再研磨）、歯

車の受注生産を手がけている。 

 特に、自動車向けのスパイラル・ベベル

ギア（傘型歯車）切削盤／研削盤に強みを

有している。 

 また、歯車測定機は、競合他社は多いが、測定誤差が±0.001mm と精密であるため、

競合他社製より高額でも結果的に生産コストを低減できるので売れているとのことである。 

 製品は、発展途上国を含めて全世界同一価格で販売している。 

 

② イノベーションに対する考え方と取組状況 

 イノベーションの推進分野としては、切削工具、歯車の設計に重点を置いている。 

 研究開発は、いったん止めると遅れを取り戻すのは大変だと考えており、間断なき継続

が重要と認識して、毎年、利益の 8～10％を研究開発に投資している。 

 工作機械は、製品寿命が長く、当社も 10 年稼働する機械を開発しているため、十分に

投資は回収できている。研究者は忘れがちだが、市場での成功が無ければイノベーション

とは言えないと考えている。 

 

③ オープンイノベーションに対する考え方 

 顧客とは共同研究しない方針とし、また、顧客には開発中の技術や製品の詳細は伝えな

いようにしている。 
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 世界中の各顧客を年 1 回、「テクノロジー・デイ」と称して訪問し、秘密保持契約を交

わした上で将来ニーズの開示を受けているが、顧客ニーズは多様であり、互いに相反する

こともあるため、個別の顧客ニーズに応えてしまうと開発の方向性が引きずられ過ぎてし

まう危険性がある。そこで、年に 2 回、全ての顧客ニーズを集約し、研究開発部門と販売

部門、生産技術開発部門が共同で技術トレンドを見極め、開発方向を決定している。 

 イノベーションには時間がかかるため、四半期毎の成果報告を求めがちなベンチャーキ

ャピタルや銀行とは距離を置いている。 

 

④ オープンイノベーションへの取組状況と事例 

(a) 買収による技術と顧客の獲得、市場獲得への工夫 

 当社の社長は、現在創業者から 7 代目である。創業当初から、大型歯車生産のための工

作機械や切削工具を製造していたが、戦時中に軍需に対応していたことから、戦後、大型

を手がけることができなくなった。 

 1993 年に、スイスに本社を置く大手企業の工作機械部門を母体とした会社を買収した。

同社がスパイラル・ベベルギア技術と自動車業界の顧客を有していたことから、自動車業

界との取引が始まった。 

 1993 年当時の当社の市場シェアは 15％で、残り 85％を米国企業が占めていた。 

 市場を獲得すべく当社は、数年間かけて1997年にドライカット技術を開発し発表した。

それは、米国製よりも 12～15％高額だが、冷却オイルが不要となるため環境に良いことに

加え、米国製機械 6 台分を 1 台で代替できるためオペレータの人件費を大幅に削減できる

革新的な（イノベーティブな）技術であった。 

 工作機械において既存市場を獲得するのが難しい理由として、現状の機械で充足してい

るユーザーにとって新規の機械を導入する理由が無いことがよく挙げられる。当社製は十

分に革新的であったが、その革新性に対する信用が無かったので、当社は、革新性を実感

してもらって信頼を勝ち得るため、機械を 1 年間無償で貸し出した。また、米国製機械か

ら当社製機械への交換が容易に行えるよう、当社製機械は、米国製機械で生産する歯車と

同じ設計思想で生産できるようにつくった。 

 こうした工夫により、2000 年には当社は、市場規模が一定であった中で市場シェアの

60％を獲得するに至った。その頃までには米国企業もドライカット技術に参入したが、追

いつけなかった。 

 現在では、ドイツ・フランス・イタリア・米国の全自動車メーカー、中国の全トラック

メーカーが顧客である他、日本でも、自動車メーカーや、自動車や一般機械向けの歯車と
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歯車製造設備を製造している企業と取引している。 

 

(b) ベンチャー企業への技術開発委託 

 中小企業やベンチャー企業と連携した技術開発もおこなっており、博士号を取得したば

かりの人が起業したレーザー光学を専門とする従業者数 15 人のベンチャー企業に対して

現在、歯車を検査するセンサーシステムの開発を委託している。 

 

(c) 大学への研究委託 

 歯車技術を研究している大学、例えばアーヘン大学やミュンヘン大学、ドレスデン大学

等に研究費を提供して研究プロジェクトを委託し、成果を受け取っている。社員を大学に

派遣する等はしていない。 

 大学の研究成果は、ただしシーズ段階であり、種々のアイデアの可能性を把握するため

のものと位置付けている。フィージビリティ・スタディにより事業化するかを判断する。 

 

(d) 同業他社との販売提携 

 大手建設機械メーカーの工作機械部門を担う子会社と 20 年来、提携関係を結び、歯車

に関する技術コンサルティング、設計、サービスを統合的にグローバルに展開している。

国外では、いずれか片方の会社だけが代理店を置き、両社の製品を取り扱っており、例え

ば、日本では当社だけが事業所を置いている。 

 製造している歯車の種類が異なるため、顧客は共通だが競合しない。また、従業員規模

も同程度であり、対等な関係を築いている。資本関係が無いばかりか、特に契約書も交わ

しておらず、信頼関係だけで成り立っている。 

 

(e) 公的研究開発プロジェクトは成果上がらず 

 政府の研究開発プロジェクトには以前参加したことがあるが、二度と参加するつもりは

ない。技術課題は 2 年～2 年半で解決したいが、公的プロジェクトは 5 年等と長すぎる上、

マイルストーン毎にレポートが求められるなど、書類手続の手間が大き過ぎる。 
3 

                                                  
3 以上、B 社ウェブサイト、B 社ヒアリング調査結果（2010 年 12 月 10 日）より。 
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(3) (株)森精機製作所（本社：奈良県大和郡山市）とGILDEMEISTER AG〔ギルデマ

イスター〕（本社：ドイツ・ビーレフェルト(Bielefeld)）の業務・資本提携 

図表 3-24 (株)森精機製作所とギルデマイスターの企業概要 

 (株)森精機製作所 GILDEMEISTER AG 

〔ギルデマイスター〕 

本社所在地 奈良県大和郡山市 ドイツ・ビーレフェルト(Bielefeld)
設立年 1948 年 1870 年 
主な事業内容 工作機械の製造・販売 工作機械の製造・販売 
資本金 326 億 9 千 8 百万円 1 億 1,258 万 7 千ユーロ

従業員数（連結） 4,184 人 6,451 人

売上高 
2,022 億 6 千万円

（2007 年 4 月～2008 年 3 月）

19 億 4 百万ユーロ

〔≒2,903 億 6 千万円〕

（2008 年 1 月～12 月）

純利益 
159 億 7 千 5 百万円

（2007 年 4 月～2008 年 3 月）

8 千 1 百万ユーロ

〔≒123 億 5 千 3 百万円〕

（2008 年 1 月～12 月）

(注)1 ユーロ＝152.5 円で計算されている。 
(出所)(株)森精機製作所プレスリリース（2009 年 3 月 23 日） 

 

 工作機械において現在注目されている大型のオープンイノベーション事例は、(株)森精

機製作所とドイツのギルデマイスターの業務・資本提携である。両社は従来、資本関係は

もちろん取引関係も無かったが、工作機械の主要消費・生産地であるアジアと欧州のそれ

ぞれの市場において 大規模の工作機械企業が手を結ぶことで、販売面、供給面ともに業

界において圧倒的な地位を築きあげることを目的として業務・資本提携に踏み切った。 

 2009 年 3 月 23 日のプレスリリースでは、相互に議決権割合 5.0％の株式を取得し、(株)

森精機製作所の社長がギルデマイスターの監査役に、ギルデマイスターの CEO が(株)森精

機製作所の専務執行役員に就任すること、また、業務提携の分野としては、①製造、②購

買、③開発、④販売・サービスなどを企図しており、詳細については両社協議の上決定す

ると発表された。 

 2010 年 3 月 11 日のプレスリリースでは、2009 年 7 月から拠点統合を開始し、日本を

含む 9 カ国において拠点を統合したことと、2010 年 4 月からは、さらに米国とインドに

おいて共同会社が共同販売・サービスを開始すると発表した。 

 また、2010 年 11 月 17 日には、共同販売・共同購買・製品の相互供給が確実に成果を

上げており、協業の拡大を図るに当たり、資本関係を強化することを検討していると発表

された。 
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3.2.2 建設機械における実態 

 

 日本の建設機械の完成品メーカーは、重要部品であるエンジンや油圧機器を含めた部品

を外部調達して完成品を組み立てており、機械全体の設計思想と、部品の摺り合わせ、コ

ントロールシステムにノウハウがある。長期取引を土台として部品メーカーと共同開発し

ているため、他のメーカーとのオープンイノベーションは、部品メーカーの技術開示にも

つながりかねず、取り組みにくい環境にある。また、新規の環境規制に対応できないなど、

よほどの理由が無ければ、取引先を変えることはない。 

 技術的にも現在は世界のトップレベルにあるため、少なくとも根幹技術についてはオー

プンイノベーションの必要性は低いが、初期には欧米から技術を導入し、また、1980 年代

には技術研究組合を組成して共同研究を行うという「アウトバウンド型」のオープンイノ

ベーションに取り組んだ例がある。また 近では、日本の技術を国際標準にして海外の競

合企業に対する競争優位を確立するため、建設機械の「燃費測定標準」を世界に先駆けて

共同開発した。 

 欧州の建設機械メーカーも、建設機械は多様な技術が必要なため自前で全てを開発する

のは難しいとの認識であるが、エンジンや油圧機器等、製品開発に直結する部品の開発は、

グループ内の部品部門の会社からの調達を基本としている企業がある。グループ内から調

達できない場合には、社外から調達しており、ソフトウェア等の技術の開発は、大学や研

究機関等の社外との連携を中心としている。頻繁ではないが顧客と連携するケースもある

とのことである。 

 

(1) 日本の建設機械における実態 

 日本の建設機械産業の実態については、日本建設機械工業会および C 社へのインタビ

ュー調査をベースに以下にまとめている。 

 

① 建設機械の開発・生産の特徴 

 建設機械の性能は、エンジンと、エンジンで生まれた回転力を動力に変える油圧機器で

ほぼ規定される。とりわけ、日本の油圧機器メーカーの技術力は世界トップクラスにある。

油圧機器は必要量が多いため建設機械メーカーでも内製している部分はあるが、 先端の

製品は油圧機器メーカーに依存しているところが大きい。 

 このように、建設機械メーカーはエンジンや油圧機器等の部品を外部から購入し、完成

 22



品を組み立てており、機械全体の設計思想と、部品の摺り合わせ、コントロールシステム

にノウハウがある。分解しても設計者の意図を把握することは難しく、ブラックボックス

になっている。 

 

② オープンイノベーションへの取組状況と事例 

(a) 欧米からの技術導入 

 日本の建設機械は欧米からの技術導入でスタートし、自前で実力を蓄えたのち、欧米と

のライセンスを解消し、自力でやってきた経緯がある。すなわち、国産化をスタートさせ

る時点ではオープンイノベーションを利用した。 

 

(b) 公的研究開発プロジェクトで世界 先端技術を共同開発 

 建設業界では、過去に、政府の大規模なナショナルプロジェクトでオープンイノベーシ

ョンに取り組んだ例がある。 

 1980年代に5年間のNEDOプロジェクトで7～10社が集まって技術研究組合を組成し、

石炭鉱山用の世界 大の建設機械（油圧ショベルとホイールローダー）を開発した。開発

には成功したが、参加各社の経営方針が汎用建設機械に転向し、事業化はされなかった。

しかし、共同研究によって得られた要素技術は、その後の日本の建設機械の発展に大きく

寄与している。 

 

(c) 国際標準の共同開発 

 各社ともその気になれば自前で開発する資金力があり、共同研究の必要性は薄れている

ものの、海外のコンペティターに対する競争優位を確立するために、日本の技術を世界的

なデファクトスタンダードにしていくために必要な分野では協力してやっていこうという

雰囲気はある。 

 たとえば、自動車の燃費の測定標準に該当するものが、建設機械の業界には存在しなか

ったため、建設機械の「燃費測定標準」を世界に先駆けて共同開発した。これを ISO に持

ち込み、日本が考えている燃費測定標準を世界で通用するものにすれば、日本の建設機械

の絶対的な比較優位性が立証される。「日本の建設機械は優秀だ」というお客様の満足度は

自己的なもので客観的な物差しではない。しかし、日本の建設機械が優秀だと立証する世

界共通の物差しがあれば、初めて購入するお客様にも、なぜ日本の建設機械が優れている

かを理解してもらいやすい。 
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(d) 大学への素材開発委託 

 建設機械は摩耗が激しく、素材の耐久性・耐摩耗性は重要である。素材開発は操作性の

向上といった顧客満足度を高める上でも重要であり、ここは自前では限界があるので大学

に依頼して開発してもらっているところがあり、素材開発におけるオープンイノベーショ

ンは成立しうるかもしれない。ただし、建設機械の性能を規定するのはあくまでもエンジ

ンと油圧機器であり、素形材は補完要素になる。 

 

③ オープンイノベーションに対する考え方 

 現在、日本の建設機械は世界トップ水準で、製品としても完成した領域にあり、根本的

な技術については、オープンイノベーションで取り組もうというよりは、他社や他業界か

ら技術供与の依頼を受けた場合、許される範囲で対処して活用してもらおうというスタン

スにある。 

 2006 年の排ガス規制への対応のように、環境規制のような大きな環境変化に直面すると

きには、環境・省エネといった領域で建設機械業界におけるオープンイノベーションが成

立する可能性もある。 

 

④ 建設機械がオープンイノベーションに取り組むに当たっての課題 

 日本の建設機械では、完成品メーカーの全体設計思想に基づき、エンジンや油圧機器の

部品メーカー（ベンダー）は、長期取引を土台として摺り合わせで部品を共同開発してい

るため、オープンイノベーションに取り組みにくい環境にある。 

 コンペティターとオープンイノベーションを行うということは、ベンダーの技術を開示

することにもなってしまうからである。また、要素技術であるエンジンと油圧機器以外の

領域での共同研究は、イノベーションといえるほどのものにはなりにくい。 

 また、よほどのインパクトが無ければベンダーを変えることはない。2006 年 4 月に建

設機械など公道を走行しない特殊自動車の排出ガスを規制する「オフロード法」が施行さ

れた際、新たな規制に対応できなかったエンジンメーカーとの取引を見直した建設機械

メーカーがあるが、これは例外的なケースに該当する。 

 

⑤ 機械工業におけるオープンイノベーション促進方策 

 技術研究組合を設立すれば、法人格は持つことができる。 

 しかし、技術組合を設立しなければ法人格は持てず、法人格が無いと、補助金や融資等、
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当事者が拠出する以外の資金は得られない。 

 法人格の無いグループに対しても資金を拠出するような、もっと積極的に共同研究活動

を支援する枠組みがあってもよい。 

 
4 

                                                  
4 以上、ヒアリング調査結果（2010 年 10 月 18 日）より。 
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(2) 欧州D社（本社：スイス）の事例 

図表 3-25 D 社企業概要 

持株会社所在地 スイス 
主な事業所所在地 ドイツ、フランス、オーストリア、スイス 
設立年 1949 年 
主な事業内容 以下の製品の開発・製造・販売 

・土木機械・鉱山機械（掘削機、積み込み機等） 
・可動式クレーン 
・建設用クレーン、ミキサー 
・港湾用ガントリークレーン 
・工作機械（歯車切削盤／研削盤）、搬送機械 
・航空機、輸送システム 
・家庭用冷蔵庫 
・部品（機械部品、油圧機器、電子デバイス、制御機器） 

 

① 事業概要 

 製品の用途毎に部門を分けて部門

統括子会社を設置し、その傘下に複

数の製造子会社や販売・サービス子

会社を置いている。 

 製品の中では、掘削機、積み込み

機（loader）、可動式クレーンが主力

製品である。 

 中央研究所は置いておらず、製品

毎にエンジニアリング技術センターを置き、事業部全体を 1 人の責任者が統括している。 

 

② オープンイノベーションに対する考え方 

 建設機械は、振動や固い地面、寒暖差等の過酷な環境で動作する必要があることから、

エンジン、油圧機器、電子デバイス、ソフトウェア等の多様な技術が必要で、複雑である

ため、１社で全技術を開発することができる企業は少ない。一方、建設機械は、急激に技

術が進歩している業界ではなく、今後の開発の方向性としては、a)環境規制に対応するた

めの排ガス削減等や、b)生産性の向上や価格の引き下げといった顧客ニーズへの対応が考

えられるとしている。 

 当社では、あらかじめロードマップを策定し、どの技術を自社内で開発し、どの技術を
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誰と連携して開発するか、あらかじめ定めている。基本的な方針は、重要かつ本質的で基

盤的な技術は自社内で開発し、そうでない技術は社外から調達する。 

 直接的な競合他社とは連携しない方針である。 

 また、頻繁ではないが顧客と連携することもある。 

 

③ オープンイノベーションへの取組状況と事例 

(a) グループ内に無い場合は大学や研究機関等を中心とした社外と連携 

 社外から調達する場合も、グループ内の部品部門の会社がエンジンや油圧機器を開発・

製造しているため、まずはグループ内の部品部門の会社から調達し、グループ内から調達

できない場合に、社外から調達する。 

 開発の種類で分けると、エンジンや油圧機器等、製品開発に直結する部品の開発は、グ

ループ内の部品部門の会社と連携し、ソフトウェア等の技術の開発は、大学や研究機関等

の社外との連携が中心である。従って、大学は、機械学部ではなく情報系やソフトウェア

系の学部との連携が多い。 
 
(b) 公的研究開発プロジェクトに参加 

 トラック、バス、農業機械、建設機械等の商用車のためのソフトウェアを開発する、ド

イツ政府のイノベーションクラスター・プロジェクト「Digital Commercial Vehicle 

Technology innovation cluster」に参加している。 

 リーダーは、Fraunhofer Institutes for Industrial Mathematics（ITWM）（フラウンホー

ファー技術・経済数学研究所）とFraunhofer Institutes for Experimental Software 

Engineering（IESE）（フラウンホーファー実験ソフトウェア・エンジニアリング研究所）

5で、両研究所から参加要請を受けた。プロジェクトは、ドイツ政府から資金助成を受けて

おり、総予算は 6 百万ユーロである。 初の 3 年間が終わり、現在も継続している。 

 多数の商用車メーカーが参加し、欧州各国の市場毎の特性を統計データから分析して、

各市場に適した技術を予測し、開発プロセスを 適化するソフトウェアの開発が取り組ま

れている。 
6  

                                                  
5 いずれも所在地はドイツ・カイザースラウテルン（Kaiserslautern）。日本語名称は、フラウ

ンホーファー日本代表部ウェブサイトより。 
6 以上、D 社ウェブサイトおよび「Annual Report 2009」、フラウンホーファー「Innovation 

clusters」ウェブサイト、D 社ヒアリング調査結果（2010 年 12 月 9 日）より。 
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3.2.3 産業用ロボットにおける実態 

 

 ロボットについては、日本においても欧州においても、政府主導で産学官連携による多

様な公的研究開発プロジェクトが継続的に数多く推進されている。日本のナショナルプロ

ジェクトは、次世代ロボットおよびその要素技術の開発を目指したものが主流であり、欧

州では中小製造業の現場に簡単に導入できる産業用ロボットの開発などが成功を収めた。

プロジェクトの成果から、製造現場で人間と協働できるロボットが事業化された例もある。

産業用ロボット業界ではオープンイノベーションは活発に取り組まれていると言える。 

 こうした中で日本の産業用ロボット業界では、用途に無限の可能性があるロボットのア

プリケーション・インターフェースをオープンにして、異業種との連携でロボットの用途

開発・市場開拓に取り組む意向を持つ企業がある。また、ロボット技術（RT）により、複

数の個別用途の自動化機械が利用されている一連の作業や、技能や技量に依存している一

連の作業をフルオートメーション化し、新たな産業を創出することも構想されている。 

 一方、欧州では、コアコンピタンス技術は自社内で開発し、多様な専門性が必要な場合

や自社でゼロから開発すると時間もコストもかかる場合は、外部から導入する方針として

いる企業がある。同社は、公的研究開発プロジェクトにも積極的に参画しており、多くの

プロジェクトでコーディネーターや事務局を務めている。 

 

(1) 日本E社の事例 

① オープンイノベーションに対する考え方 

(a) オープンイノベーションでロボットのアプリケーションを開発 

 ロボットは、用途が限定されておらず、使われ方には無限の可能性がある。ここを自社

だけでクローズしていたら、所詮、自社の能力を超えた領域には手を出せないため、E 社

は、ロボットのアプリケーションについてこそ、オープンイノベーションで取り組む意義

があるという。 

 オープンイノベーションのあり方としては、ロボットの動作を司るコア技術はオープン

にはしないものの、ロボットが様々な領域においてユーザーの思い通りに使われるための

アプリケーション・インターフェースをオープンにする。そして、アプリケーションを創

出するためにも、異業種とのオープンイノベーションをより重視している。 

 また、大学や研究機関との連携を強化し、ユーザーニーズと結びついて活かせる技術シー

ズを取り込むことも重視している。 
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(b) 高齢化、介護、農業など構造的課題を抱えているところにアプリ市場創出の可能性 

 高齢化社会はネガティブな要素であるが、それ故に、技能をロボット技術（Robot 

Technologies；RT）で置き換えたり、RT を用いてニッチ技術をつないだりと、新しいオー

トメーションシステムや社会システムをつくるところに産業創出の可能性があり、それは

世界に輸出できる産業に育つ可能性を秘めている。農業についても、収穫機や選別機、殻

むき機やスライサー等の機械が個別に開発されているが、栽培から出荷までの一連の作業

を RT でフルオートメーション化できれば、新しい市場が生まれる。介護についても RT

を活用したフルオートメーション化という発想があり得るという。 

 このようなオープンイノベーションを推進していく上での日本の課題はシステムインテ

グレーターの育成にあると、E 社は指摘している。日本には、垂直統合の中に入った帰属

意識の強いインテグレータは存在するものの、資本関係の無い多様なメンバーを束ねてイ

ンテグレートしていく力は欧州の方が強い。とりわけ、欧州のロボットメーカーにはこの

ようなセンスを持つ企業が少なくないという。 

 そこで、E 社は日本においてはグローバル市場に強く、パッケージ化して売り込む能力

に優れている商社と連携していく方法が有効と考えている。 
 
(c) ロボット技術（RT）はオープンイノベーションを橋渡しできる 

 日本以外の国では水平分業構造をとり、分業の中でバリューチェーンをつくる傾向にあ

るが、日本は社内やグループ内にサプライチェーンもバリューチェーンも全て保持し、全

体でコストダウンや品質向上を図る垂直統合構造である。グループ内でクローズドしてい

るが故に、競争することでさらなる生産能力やコスト管理能力等を自社内に蓄え、技術力

を高めてきたところがある。 

 このように、日本は垂直統合が強みであるため、オープンイノベーションが苦手といわ

れるが、RTがオープンイノベーションの橋渡しをできると考えている。つまり、RTを日

本的なオープンイノベーション、ものづくりの連鎖をつなぐ橋渡しのツールとして考える

べきで、とりわけ人の技能や技量に依存している分野において、柔軟性を生かしたRTを生

かせば、ものづくりの障壁をそのまま維持しつつ海外へ持って行くことができるので、グ

ローバル化の支援にもなるし、日本にマザー機能を残す価値観も生まれるという。垂直統

合してきた強さ（技術）は日本国内に豊富にあり、それにRTを活用してオートメーション

という屋根をかぶせて内部をブラックボックス化し、同時に商品価値を２倍にも３倍にも

高めることが可能となる、と考えている。 7 

                                                  
7 以上、E 社ヒアリング調査結果（2010 年 10 月 20 日）より。 
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(2) 日本政府主導のオープンイノベーション 

 日本では、ロボットについては、経済産業省および(独)新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO 技術開発機構）が主導して、(社)日本ロボット工業会会員企業をはじめと

した企業、大学、(独)産業技術総合研究所等の公的研究機関の総力を結集したナショナル

プロジェクトが数多く推進されている他、文部科学省、厚生労働省など他府省でも様々な

公的研究プロジェクトが推進されている。 

 経済産業省のナショナルプロジェクトでは、特に、生活、介護・福祉、災害救助支援等

の分野で活用されることを想定した次世代ロボットおよびその要素技術の開発を目指した

大規模なプロジェクトが継続的に取り組まれており、プロジェクト名称に「オープンイノ

ベーション」を冠したプロジェクトもある。これらのプロジェクトは、産業用ロボットの

開発を直接的な目標としたものではないが、産業用ロボットメーカーが数多く参加し、産

業用ロボットにも転用できる技術開発が行われており、産業用ロボット業界ではオープン

イノベーションは活発に取り組まれていると言える。 

 

図表 3-26 日本のロボット産業政策の全体像 

ﾛﾎﾞｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ推進協議会 〈06年12月発足〉
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構
築

ロ
ボ
ッ
ト
・ロ
ボ
テ
ク
に
よ
り
人
間
の
一
部
の
機
能
が

表彰制度（「今年のロボット」大賞） 〈 06年～〉

社会的受容の形成、制度等について検討
（情報セキュリティ、他分野機器との結合検討等）

戦略的先端ﾛﾎﾞｯﾄ要素技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 〈06～10〉

技術戦略マップに沿ったミッション型「本格実用ロボット」実現

に向けた先端技術開発（産業用、サービス、特殊環境用）

戦略的先端ﾛﾎﾞｯﾄ要素技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 〈06～10〉

技術戦略マップに沿ったミッション型「本格実用ロボット」実現

に向けた先端技術開発（産業用、サービス、特殊環境用）

基盤ﾛﾎﾞｯﾄ技術活用型
ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ 〈08～10〉

ロボットの基盤技術の普及
と標準化・活用事例の創出

基盤ﾛﾎﾞｯﾄ技術活用型
ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ 〈08～10〉

ロボットの基盤技術の普及
と標準化・活用事例の創出

 
(出所) (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（委託先：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)）

「次世代ロボット分野における国内外技術動向調査と技術戦略マップのローリング」（2009年3月） 
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(3) 欧州F社（本社：ドイツ）の事例 

図表 3-27 F 社企業概要 

持株会社所在地 ドイツ 
本社所在地 ドイツ 
主な事業所所在地 ドイツ、ハンガリー 
設立年 1898 年 
主な事業内容 ・産業用ロボットの開発・製造・販売 

・サービスロボットの開発・製造・販売 
 

① 事業概要 

 自動車産業を中心として産業用

ロボットを開発・製造・販売する

とともに、サービスロボットを開

発・製造・販売している。 

 レンズなど一部の部品を除き、

コントローラー、ワイヤーを含め

てほとんどの部品はハンガリーに

ある工場で内製化し、全てのロボ

ットは、本社工場で完成品に組み

立てている。 

 

② オープンイノベーションに対する考え方 

 F 社は、社内だけで行うイノベーションと社外との連携で行うイノベーションのいずれ

も重視しており、技術の特性により開発方法を選択している。 

 具体的には、コアコンピタンス技術は自社内で開発し、多様な専門性が必要な場合は社

外と連携している。 

 また、世の中で既に開発されている技術が自社に無い場合は、時間とコストで判断して

いる。自社でも同様の技術の開発に取り組む場合もあるが、自社でゼロから開発すると時

間もコストもかかってしまうと判断すれば、その技術を有する組織が他社か公的機関かに

かかわらず、その技術を購入することを、しばしばおこなっている。 

 開発の内容としては、多くは製品開発であるが、製品イノベーションが起きない分野で

は、製造プロセスの開発に取り組んでいる。 
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③ オープンイノベーションへの取組状況と事例 

(a) 産学官連携による公的研究開発プロジェクトに積極参加 

 ドイツ政府やババリアン州政府、EU の公的研究資金を受けて行う産学官連携プロジェ

クトにも熱心であり、常時 5～10 のプロジェクトに参画している。（当社は大企業だが）

中小企業は、公的研究開発プロジェクトに人を出すことも難しく、また事務手続きも負担

になるため、負荷をできるだけ当社が担って中小企業が参加できるよう、公的研究開発プ

ロジェクトのコーディネートや事務手続を専任で行う社員を 3 人置き、多くのプロジェク

トでコーディネーターや事務局を務めている。人件費を含めると、受け取る補助金よりも

費用は多くかかるが、他社や研究機関・大学等とのネットワークが得られることと、当社

単独で開発するよりも開発スピードを速められる点がメリットであると考えている。 

 

(b) 他社と連携した新製品開発 

 ある企業から技術ライセンスを受け、同社と共同で、世界で初めて人が乗って操縦でき

る産業用ロボットを 2003 年に開発した。開発した製品は、同社によって販売されており、

F 社はロイヤリティ収入を得ている。また、Ｆ社においても、開発した製品をベースに、

DLR (ドイツ航空宇宙研究所)やフライトシミュレーターを開発する企業等を交えて、空や

宇宙の飛行を疑似体験できる装置を開発し、遊具として遊園地に、教育設備として科学館

等に販売し、世界中の拠点を活かして設置・運営・メンテナンスのサービスを提供してい

る。 

 

(c) ネット販売での提携 

 販売面では、世界中に子会社を置いているため、他社とは提携しておらず、また、製品

のインターネット上での販売はしていないが、教育・研究用の卓上可動式ロボットに限っ

て、別の企業と連携してインターネット上で販売している。 

 
8 

 

                                                  
8 以上、F 社ウェブサイト、F 社ヒアリング調査結果（2010 年 12 月 13 日）より。 
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(4) 欧州政府主導のオープンイノベーション 

① EUにおけるオープンイノベーションの政策的背景 

(a) リスボン戦略と欧州研究圏構想 

 EU（European Union; 欧州連合）では、EUを「世界で も競争力のあるダイナミック

な知識基盤型の経済にする」ことを目指した「リスボン戦略9（Lisbon Strategy）」が 2000

年 3 月に始まり、2002 年 3 月にスペイン・バルセロナで開催された欧州理事会において、

EUの研究開発費の対GDP比を 2000年の 1.9％から 2010年までに 3.0％に引き上げるとい

う具体的な数値目標が付された10。「リスボン戦略」は、2005 年に、中間レビューが行わ

れ、持続的な成長と雇用の確保に優先事項を再設定するとともに知識・イノベーション・

人材の 適化を重視した「成長と雇用のためのリスボン戦略（Lisbon Strategy for Growth 

and Jobs）」と名付けられた「再生リスボン戦略11（renewed Lisbon Strategy）」に改訂さ

れた12。 

 一方、2000 年 3 月の欧州理事会において、EUと各国が並行して実施してきた研究開発

を根本的に変え、欧州全体で一つの戦略・構想の下に研究実施組織を協調させ、世界中の

優秀な研究者が集まる研究圏を構築して、欧州の科学技術力を向上されることを目指す「欧

州研究圏13（European Research Area）」構想が打ち出された14。 

 

(b) フレームワークプログラム 

 「フレームワークプログラム15（Framework Programme；FP）」は、「再生リスボン

戦略」および「欧州研究圏」構想の実現に向けた 大の手段として位置付けられており16、

2002～2006 年の 5 年間の「FP6（the Sixth Framework Programme；第 6 次フレームワー

クプログラム）」に続き、現在、2007～2013 年の 7 年間の「FP7（the Seventh Framework 

                                                  
9 和訳は文部科学省『平成 20 年版 科学技術白書』より。 
10 文部科学省『平成 20 年版 科学技術白書』、文部科学省 科学技術政策研究所「科学技術を巡

る主要国等の政策動向分析」（2009 年 3 月）より。 
11 9 と同じ。 
12 文部科学省 科学技術政策研究所「科学技術を巡る主要国等の政策動向分析」（2009年 3月）、

欧州委員会より欧州理事会、欧州議会、欧州経済社会評議会、欧州地域評議会への報告書

「Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU」

［COM(2006) 502］（2006 年 9 月 13 日）より。 
13 9 と同じ。 
14 文部科学省 科学技術政策研究所「科学技術を巡る主要国等の政策動向分析」（2009 年 3 月）

より。 
15 9 と同じ。 
16 10 と同じ。 
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Programme；第 7 次フレームワークプログラム17）」が推進されている。 

 

図表 3-28 リスボン戦略とフレームワークプログラムの関係 

 
(出所) 文部科学省『平成 20 年版 科学技術白書』 

 

 「フレームワークプログラム（FP）」では、いくつかのテーマ別分野を設定し、各分野

においていくつかの研究開発プログラムを定め、その下にいくつかのイニシアティブを定

め、さらにその下で採択したいくつかのプロジェクトに対して資金を助成している。プロ

ジェクトの中には、イニシアティブに属さずプログラムから直接資金が助成されている

オープン・スキームのものもある。 

 例えば、「FP6」では、７つのテーマ別分野が定められていたが、そのうちの「情報社会

技術18（Information Society Technologies）」におけるプログラム、イニシアティブ、プ

ロジェクトの構造は、以下の通りである19。 

 

                                                  
17 和訳は文部科学省『平成 20 年版 科学技術白書』より。 
18 和訳は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
19 (財)産業研究所（委託先：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)）『次世代ロボットの

需要面から見た中長期的市場動向に関する調査研究』（2006 年 3 月）より。 
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図表 3-29 フレームワークプログラムの構造（第 6 次の一部を例にとり） 
「第6次研究技術開発フレームワークプログラム（ＦＰ６）」

「未来新興技術（ＦＥＴ） 」プログラム
7
つ
の
テ
ー
マ
別
分
野

「ビヨンド・ロボティクス」イニシアティブ

「情報社会技術（IST）」

「ヒューマン・マシン・インターフェイス」

「知覚･認知テクノロジー」

「マイクロロボティクス」

「安全性のための応用技術や環境モニ
タリングに関するロボット工学ロボット」

COGNIRON

EURON II

I-SWARM

NEUROBOTICS

プロジェクト

HYDRA

MARVEL

MICRON

SWARM-BOTS

オープン・スキーム

テーマ別分野

 
(出所) (財)産業研究所（委託先：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)）『次世代ロボットの需要面

から見た中長期的市場動向に関する調査研究』（2006 年 3 月） 

 

 「FP7」では、少し構造が変わり、全体が大きく「協力（Cooperation）」、「アイデア（Ideas）」、

「人材（People）」、「キャパシティ（Capacities）」の 4 つの「特定プログラム（specific 

programme）」に分類され20、「協力」において 10 のテーマ別分野が定められている21。 

 各分野において資金助成を受ける研究開発プロジェクトは、3 カ国以上の参加が原則と

なっており、標準的な補助率は 50％である22。ただし、研究機関や中小企業は 75％、基

礎研究やネットワーク活動、研修、普及活動等は 100％まで助成が受けられる。EU加盟国

以外が参加できるプログラムもあるが、日本や米国、オーストラリア等の工業先進国は、

資金助成は受けられないこととなっている。23 

 

(c) 欧州テクノロジー・プラットフォーム（ETP） 

 欧州委員会（European Commission；EC）は、「FP6」（2002～2006 年）から、産業分

                                                  
20 文部科学省 科学技術政策研究所「科学技術を巡る主要国等の政策動向分析」（2009 年 3 月）

より。FP7 は、「アイデア」において、「欧州研究会議（European Research Council；ERC）

が設立され、基礎研究も支援するようになった点（基礎研究を行う科学者・技術者に対して

各国政府ではなく EU が直接資金援助するようになった点）が、FP6 と異なる大きな特徴と

されている。 
21 FP7 ウェブサイト＜http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html＞より。 
22 文部科学省『平成 20 年版 科学技術白書』、ドイツ企業ヒアリング調査結果より。 
23 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構「第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画（FP7）
がスタート」『NEDO 海外レポート』No.997.（2007 年 3 月 22 日）より。 
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野毎に一つの「戦略的研究アジェンダ24（Strategic Research Agenda；SRA)」を定める

ようになり、その策定のために、産業界、学界および投資家といった主要な利害関係者を

結集させた「欧州テクノロジー・プラットフォーム25（European Technology Platforms；

ETP）」を産業分野毎に組成するようになった26。 

 また、「FP7」（2007～2013）では、「欧州テクノロジー・プラットフォーム（ETP）」の

中でも産業競争力のある分野の「戦略的研究アジェンダ（SRA）」を遂行するために新た

な資金調達のフレームワークを提供する「ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ27

（Joint Technology Initiatives；JTIs）」が開始された。これは、研究開発よりも市場に近

いイノベーションの段階を支援するものである。28  

 

(d) クラスター 

 EUは、2006 年に「包括的イノベーション戦略（broad-based innovation strategy）29」

を採択し、欧州において「クラスター（cluster）」を強化していくことを、イノベーショ

ンの促進を成功させるための 9 つの戦略的優先事項の一つとして位置付けている。「クラ

スター」をEUは、「同一の活動分野におけるビジネスグループ」と定義し、複数の企業と

大学や公的研究機関により構成されるとしている。そして、欧州における国境を越えた大

規模な多国間協力（cooperation）を推進し、公的研究機関と産業界との間の知識移転、企

業・大学間の戦略的パートナーシップを強化する必要があるとしている。また、クラスター

における研究とイノベーションには多額の資金が必要であるとして、フレームワークプロ

グラムをはじめ多様な手段で資金を提供するとしている。30 
 
 以上見てきたように、欧州では、関連する様々な政策により、産学官連携・オープンイ

ノベーションが積極的に促進されている。 

                                                  
24 和訳は文部科学省 科学技術政策研究所「科学技術を巡る主要国等の政策動向分析」（2009
年 3 月）より。 

25 和訳は文部科学省 科学技術政策研究所「科学技術を巡る主要国等の政策動向分析」（2009
年 3 月）より。 

26 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（委託先：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン

グ(株)）「次世代ロボット分野における国内外技術動向調査と技術戦略マップのローリング報告

書」（2009 年 3 月）より。 
27 25 と同じ。 
28 文部科学省 科学技術政策研究所「科学技術を巡る主要国等の政策動向分析」（2009 年 3 月）

より。 
29 25 と同じ。 
30 欧州委員会より欧州理事会、欧州議会、欧州経済社会評議会、欧州地域評議会への報告書

「Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU」

［COM(2006) 502］（2006 年 9 月 13 日）より。 
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② ロボットにおけるオープンイノベーション・プロジェクトの事例 

(a) CARE（Coordination Action for Robotics in Europe）（ケア） 

 ロボット分野では、2005 年 5 月に、当時、欧州域外、特に韓国や日本、米国では、ロ

ボット関連の様々な研究開発において産学官が連携し、多額の資金が投入されているのに

対し、欧州では、複数の機関がばらばらに活動をおこなっていたため、欧州でロボット工

学に関わる産学の主要利害関係者や国家当局すべてを団結させ、産業界にとって重要な研

究目標や優先事項、スケジュールや行動計画について合意を取り、連携して取組を進める

ための場が必要と、欧州においてロボット研究に携わる大小 30 以上の民間企業や研究機

関が提案した31ことがベースとなり、2005 年 10 月に、ロボット分野における「欧州テク

ノロジー・プラットフォーム（ETP）」として、「EUROP (European Robotics Platform)」

が組成された32。 

 「CARE (Coordination Action for Robotics in Europe)（ケア）」は、EUROPが 2006

年に策定した 初の「戦略的研究アジェンダ33(SRA)」を見直すことを目的とした、2006

年 1 月 11 日～2009 年 10 月 31 日までの 3 年半強のプロジェクトで、「FP6（第 6 次フレー

ムワークプログラム）」の 7 つのテーマ別分野のうち「情報社会技術34（Information Society 

Technologies）」の下で欧州委員会（EC）より資金助成を受けた。130 以上の組織が参加

し、2009 年 7 月に、第２期「戦略的研究アジェンダ」を発表した。35 

 

図表 3-30 CARE (Coordination Action for Robotics in Europe)の概要 

期 間：2006 年 1 月 11 日～2009 年 10 月 31 日 
内 容：ロボット分野における研究の優先順位を定め、EUROP (European Robotics 

Platform)が 2006 年に策定した 初の「戦略的研究アジェンダ（Strategic 
Research Agenda :SRA)」を見直す 

事務局：KUKA ロボター (本社：ドイツ・アウグスブルク) 
(出所) 「CARE AN EXECUTIVE SUMMARY OF THE STRATEGIC RESEARCH AGENDA FOR 

ROBOTICS IN EUROPE」 

                                                  
31 「Building the European Robotics Platform ：The High Level View」（2005 年 5 月）よ

り。 
32 「Robotic Visions to 2020 and beyond - The Strategic Research Agenda for robotics in 
Europe」（2009 年 7 月）より。 
33 和訳は文部科学省 科学技術政策研究所「科学技術を巡る主要国等の政策動向分析」（2009
年 3 月）より。 

34 和訳は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
35 「CARE: AN EXECUTIVE SUMMARY OF THE STRATEGIC RESEARCH AGENDA 

FOR ROBOTICS IN EUROPE」、「Robotic Visions to 2020 and beyond - The Strategic 
Research Agenda for robotics in Europe」（2009 年 7 月）、KUKA ロボターヒアリング調査

結果（2010 年 12 月 13 日、2008 年 9 月 25 日・10 月 1 日）より。 
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(b) euRobotics（European Robotics Coordination Action） 

 2010 年 1 月 1 日に開始された「euRobotics（European Robotics Coordination Action）」

は、産学連携の向上と欧州におけるロボット工学に対する一般市民の認識の強化を目的と

したプロジェクトである。産学連携を促進するため産学間交流の促進や、一般市民や一般

科学メディア、ロボット工学に隣接する分野に対する情報発信をおこなっており、「FP7」

の「Information and Communication Technologies (ICTs)（情報通信技術）」分野の下で

欧州委員会（EC）より 100％の資金助成を受けている。予算額は 200 万ユーロである。36 

 本プロジェクトは、オープンイノベーションの土壌形成のためのプロジェクトと言える。 

 

図表 3-31  euRobotics（European Robotics Coordination Action）の概要 

期 間：2010 年 1 月 1 日～ 
予算額：200 万ユーロ (欧州委員会 (EC)が 100％補助) 
内 容：産学連携の向上と欧州におけるロボット工学に対する一般市民の認識の強化 
事務局：EUnited Robotics（本社：ベルギー・ブリュッセル) 
メンバー： 
［ロボットメーカー］ 
・KUKA Roboter GmbH（KUKA ロボター）（ドイツ） 
・Alenia Aeronautica S.P.A.（イタリア） 
・EUnited Robotics（ベルギー） 
・Fatronik Tecnalia（スペイン） 
・GPS Gesellschaft für Produktionssysteme GmbH（ドイツ） 
・R. U. Robots Limited（英国） 
〔公的研究機関〕 
・Commissariat à l'Energie Atomique (CEA)（フランス原子力庁） 
・ Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

〔Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA)〕(フ
ラウンホーファー生産工学自動化研究所)（ドイツ） 

〔大学〕 
・Katholieke Universiteit Leuven（ルーベンカトリック大学）（ベルギー） 
・Technische Universität München (TUM)（ミュンヘン工科大学）（ドイツ） 
・Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA)〔University of Naples 

Federico II〕（ナポリ大学）（イタリア） 
(出所) euRobotics ウェブサイト、KUKA ロボターヒアリング調査結果（2010 年 12 月 13 日） 

 

                                                  
36 euRobotics ウェブサイト＜http://www.eurobotics-project.eu/cms/index.php＞、KUKA ロ

ボターヒアリング調査結果（2010 年 12 月 13 日）より。 
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(c) SMErobot (エスエムイーロボット) 

 「SMErobot (エスエムイーロボット)」は、現状の自動化技術は大企業向けに開発され

ており高額で複雑なため中小企業（SME; small and medium-sized enterprises）には利

用できないとの認識の下、中小製造業に手の届く価格で中小企業のニーズに応える自動化

ロボットを開発・提供することを目指した 2005 年 3 月 1 日からの 4 年間のプロジェクト

で、正式名称は「the European Robot Initiative for Strengthening the Competitiveness 

of small and medium sized enterprises(SME) in Manufacturing」である37。 

 欧州の多数の国の大企業・中小企業と公的研究機関、大学が参加した「アウトバウンド

型」オープンイノベーションのプロジェクトで、「FP6」の下で欧州委員会（EC）が資金

を補助して成功したプロジェクトの一つに位置付けられている38。 

 プロジェクトのコンソーシアムの構成は、コーディネーターをFraunhofer IPA 

(Fraunhofer Institut Produktionstechnik und Automatisierung)(フラウンホーファー生

産工学自動化研究所)39のMr. Martin Hägele 氏が務め、Fraunhofer IPA (フラウンホーフ

ァー生産工学自動化研究所)からスピンオフした技術移転会社であるGesellschaft für 

Produktionssystem GmbH (GPS)のDr. Matthias Hans 氏が共同でプロジェクトを管理

した。産業界からは、欧州の 5 大ロボットメーカー全てが初めて一緒に参加し、部品メー

カー、システムインテグレーター、およびユーザーである中小企業も参加して、中小企業

にロボットを供給するための新たなサプライチェーンを構築した。また、中小製造業を対

象にコンサルティング業を展開しているPro Support B.V.社40が、中小企業のグループを

組成し、中小企業のニーズの取りまとめや、中小企業へのロボットの導入や教育、実証試

験や評価に当たって中小企業とサービスプロバイダーの橋渡しを担った。41 

 

 本プロジェクトでは、具体的には次の 3 つを実現するロボットの開発が目指された：a)

人間と同様の指示命令を理解できること、b)人間が直接接して安全かつ生産的であること、

c)3 日で導入できること42。以上のコンセプトで開発された縦長アーム型の溶接ロボットは、

ロボットを手で持って一度動かすだけで、ロボットはその動作を覚えてそれを自律的に繰

り返し行うようになるというものである。多様な部品を用いる製造現場にコンピュータを

                                                  
37 SMErobot 紹介 DVD、SMErobot ウェブサイト＜www.smerobot.org＞より。 
38 FP7 ウェブサイト＜http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html＞より。 
39 所在地はドイツ・シュトゥットガルト。日本語名称は、フラウンホーファー日本代表部のウ

ェブサイトより。 
40 所在地はオランダ。 
41 SMErobot ウェブサイト＜www.smerobot.org＞より。 
42 37 と同じ。 

 39



導入しようとすると、部品が変わる都度プログラムを組み直す必要が生じ、かえって非効

率であるが、本ロボットは、作業対象の部品が変わっても対応でき、動作をプログラミン

グする必要が無いため、製造現場に容易に導入することができる。43（補足的にコンピュー

タで動作速度や角度を修正・変更することもできるようになっている44。） 

 安全性も考慮されており、一定の範囲に人間が入らないよう避けるように動き、また入

ると動作を停止するため、人と同じ作業現場で協同して動くことができる。一方、人がや

さしく触れれば動かすこともできる。45 

 大きさは作業台の上に置けるほどコンパクトで重量も軽く、自由に設置場所を変えるこ

とができる。（なお、開発されたロボットを紹介するDVDが作成されている。）46 

 

 開発されたロボットは、上述したコンソーシアム体制で参加メンバーが連携し、様々な

業種の中小企業の実際の製造現場への導入がおこなわれた47。48 

 

図表 3-32 SMErobot (the European Robot Initiative for Strengthening the 

Competitiveness of small and medium sized enterprises(SME) in Manufacturing)の 

概要 

期 間：2005 年 3 月 1 日～2009 年 2 月 28 日 (4 年間) 
内 容：中小製造業に手の届く価格で中小企業のニーズに応える自動化ロボットを開

発・提供する。 
 
コーディネーター： 
・Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) (フラウ

ンホーファー生産工学自動化研究所)（ドイツ） Mr. Martin Hägele 氏 
 
プロジェクト管理担当： 
・Gesellschaft für Produktionssystem GmbH (GPS) (ドイツ) Dr. Matthias Hans 氏
 ・・Fraunhofer IPA からスピンオフした技術移転会社 
・Pro Support B.V. (オランダ)・・中小製造業を対象としたコンサルティング会社 

                                                  
43 SMErobot 紹介 DVD より。 
44 Fraunhofer IPA(フラウンホーファー生産工学自動化研究所)ヒアリング調査結果（2008 年 9

月 29 日）より。 
45 43 と同じ。 
46 43 と同じ。 
47 SMErobot 紹介 DVD、SMErobot ウェブサイト＜www.smerobot.org＞より。 
48 「3.2.3(4)②(a)(c)(d)」は、一部、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（委託先：三菱

ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)）「次世代ロボット分野における国内外技術動向調査と

技術戦略マップのローリング」（2009 年 3 月）をベースとし情報を更新している。 
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メンバー： 
［ロボットメーカー・部品メーカー］ 
・ABB Automated Technologies Robotics (スウェーデン) 

・Comau S.p.A. (イタリア) 
・KUKA Roboter GmbH（ドイツ） 
・Reis Robotics GmbH & Co. Maschinenfabrik (ドイツ)・・産業用ロボット 
・Güdel AG (スイス)・・ロボットのコンポーネント・モジュール・システム 
・Casting technology International LTD by Gurantee (イギリス)・・鋳造 
・Visual Components Oy (フィンランド)・・三次元シミュレーション 
・Rinas ApS (デンマーク)・・自動化ソフト 
［中小企業ロボットユーザー］ 
・SMEEIG (Small and Medium sized European Economic Interest Group)・・中小企

業グループ 
・K.MET Ltd. (エストニア) 
・Josef Som (ドイツ) 
・Norton Cast Products Ltd. (イギリス) 
・Paul Treffler Stahl- und Maschinenbau (ドイツ) 
・Hirschvogel Umformtechnik GmbH (ドイツ) 
［システムインテグレーター］ 
・KINE Robot Solutions Oy (フィンランド) 
・ZS Automation GmbH & Co. KG (ドイツ) 
・Jayway AB (スウェーデン) 
［その他］ 
・Cetim (Centre technique des industries mecaniques) (フランス)・・機械系技術者の

組織 
・Prospektiv Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestaltung GmbH (ドイツ)・・研

究・コンサルティング会社 
［研究機関］ 
・Fraunhofer IPA (フラウンホーファー生産工学自動化研究所) (ドイツ) 
・DLR (ドイツ航空宇宙研究所) Institute of Robotics and Mechatronics (ドイツ) 
・ルンド大学 (Lund University) Institute of Technology (スウェーデン) 
・University of Coimbra / ADDF (ポルトガル) 
・Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione (ITIA-CNR) (イタリア) 
・Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI)（フラウン

ホーファー システム・イノベーション研究所）(ドイツ) 
・Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie (ISIT)（フラウンホーファー シリコン

技術研究所）(ドイツ) 
(出所) SMErobot ウェブサイト＜www.smerobot.org＞ 
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(d) PHRIENDS (フレンズ) 

 本プロジェクトは、人間と場を共有して協働することができる、“安全でかつ信頼性の高

い (dependable)”ロボットを開発することを目標とし、そのためのキー・コンポーネント 

(key components)を開発したもので、正式名称は「Physical Human-Robot Interaction: 

DepENDability and Safety」である49。一言で言えば、ロボットと人間とを“友達”にす

ることを目指したプロジェクトで50、「PHRIENDS」は“friends”にかけている。安全な

ロボットはしばしば動きが遅すぎて実務的に役立たないことがあるが、本プロジェクトで

は、安全であるだけでなく、役に立つパフォーマンスを行う“信頼性の高い (dependable)”

ロボットを開発することが目指された51。 

 プロジェクトの期間は、2006 年 10 月 1 日～2009 年 9 月 30 日の 3 年間であり、予算総

額は 354 万 9,814 ユーロ (≒5 億 3,247 万円)で、うち 215 万 8 千ユーロ (≒3 億 2,370 万

円)を「FP6」の下で欧州委員会 (EC)が補助した52。 

 

図表 3-33 PHRIENDS (Physical Human-Robot Interaction: DepENDability and 

Safety)の概要 

期 間：2006 年 10 月 1 日～2009 年 9 月 30 日 (3 年間) 
予算額：354 万 9,814 ユーロ (うち 215 万 8 千ユーロを欧州委員会 (EC)が補助) 
内 容：人間と場を共有して協働することができる、“安全でかつ信頼性の高い

(dependable)”ロボットを開発することを目標とし、そのためのキー・コンポーネン

ト (key components)を開発する 
コーディネーター：ピサ大学(Università di Pisa) Centro “E.Piaggio” Dr. Antonio 

Bicchi 氏 
パートナー： 
・DLR (Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt)(ドイツ航空宇宙研究所 ) 

Institute of Robotics and Mechatronics Dr. Alin Albu-Schaeffer 氏 
・KUKA Roboter GmbH Dr. Rainer Bischoff 氏 
・CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)(フランス国立科学研究セン

ター) LAAS (Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèms)(解析・制御

技術研究所) Rachid Alami 氏 
・ローマ大学 (Università di Roma) “La Sapienza” DIS Prof. Allessandro De Luca 氏
・ナポリ大学 (Università di Napoli) PRISMA Lab/DIS Prof. Bruno Sicilliano 氏 

(出所) PHRIENDS ウェブサイト(www.phriends.eu、www.phriends.org)およびパンフレット 
                                                  
49 PHRIENDSウェブサイト(www.phriends.eu、www.phriends.org)およびパンフレットより。 
50 49 と同じ。 
51 KUKA ロボターヒアリング調査結果（2010 年 12 月 13 日、2008 年 9 月 25 日・10 月 1 日）

より。 
52 PHRIENDS ウェブサイト(www.phriends.eu、www.phriends.org)より。 
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 「PHRIENDS」プロジェクトそのものは、参加した各研究機関や企業が共同研究した

ものではなく、個別に研究を進めたものであった53が、本プロジェクトで公的研究機関が

研究した成果を企業が購入して事業化に結びつけたオープンイノベーションの例がある。 

 DLR（ドイツ航空宇宙研究所）のInstitute of Robotics and 

Mechatronicsは、「PHRIENDS」の一環で、世界で初めて人

間と同じ場所で、フェンスで囲むことなく安全に協働できる

ロボット「lightweight robot（LWR）」を開発した54。LWR

は、7 自由度（degree of freedom）であるため 360゜あらゆ

る方向に自由に動かすことができるアーム型の 7 軸多関節ロ

ボットで、アームの先端部分から一定範囲内に人間が近づく

と、それに応じて人間から離れる、また、もし追従が間に合

わず、ロボットに手や壁が当たれば自動的に停止する55。 

 このLWRを、KUKAロボターがDLRから技術移転を受け、

「CARE (Coordination Action for Robotics in Europe)」プロジェクト56の一環で、自動車

メーカーからの要望を受けて産業用に改良し、製造現場で人間と協働できるロボットに改

良した57。 

 

 

                                                  
53 KUKA ロボターヒアリング調査結果（2010 年 12 月 13 日、2008 年 9 月 25 日・10 月 1 日）

より。 
54 PHRIENDSウェブサイト(www.phriends.eu、www.phriends.org)およびパンフレットより。 
55 53 と同じ。 
56 「3.2.3(4)②(a)CARE」を参照。 
57 53 と同じ。 
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3.3 ベンチャーキャピタルからみた機械工業のオープンイノベーション 

 

3.3.1 統計でみたベンチャーキャピタルの投資状況 

 

 ベンチャーキャピタルおよびファンドによる投資状況を調査した(財)ベンチャーエン

タープライズセンターの「ベンチャーキャピタル等投資動向調査」によれば、投資先企業

の業種は、IT 関連やサービス、バイオ・医療が中心である。製造業では IT 関連機器が中

心であり、機械工業は、主要な投資先にはなっていない。 

 

 オープンイノベーションの一手段である企業の提携や M&A（合併・買収）において、

ベンチャーキャピタルの果たす役割は大きい。そこで、企業の協業や合併等の情報が集ま

るベンチャーキャピタルが、機械工業のオープンイノベーションをどのように捉えている

かを調査した。 

 日本のベンチャーキャピタルが企業本体で、もしくはファンド（投資事業組合）を組成

して行うベンチャー企業に対する投資の状況は、(財)ベンチャーエンタープライズセン

ター（VEC）がベンチャーキャピタルに対して毎年アンケート調査を行い集計している「ベ

ンチャーキャピタル等投資動向調査 報告書」により把握することができる。同調査の平成

20 年度報告書（2009 年 1 月）58によれば、新規に投資した企業の業種分布は、IT関連や

サービス、バイオ・医療・ヘルスケアが中心である。 
 

図表 3-34 新規投資先企業の業種分布（金額比率） 

その他
1.9%

不明
0.8%

産業／エネル
ギー計
20.1%

製品／サービス
計

29.3%

IT関連計
33.7%

バイオ／医療／
ヘルスケア計

14.2%

 
 (注)「産業／エネルギー計」には、農業/森林/漁業、建設、産業/エネルギー関連、製造、輸送、公益事

業が、「製品／サービス計」には、ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｻｰﾋﾞｽ、消費者関連、金融/保険/不動産が含まれる。 
(出所) (財)ベンチャーエンタープライズセンター「平成 20 年度 ベンチャーキャピタル等投資動向調査 

ベンチャーキャピタル・ファンド等ベンチマーク調査 報告書（データ編）」『２００８年ベンチャー

ビジネスの回顧と展望』（2009 年 1 月） 

                                                  
58 平成 21 年度以降は、調査結果報告書は限定公開となり、業種分布は公開されていない。 
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 「産業／エネルギー計」には“製造”が含まれているが、大手ベンチャーキャピタルへ

のヒアリング調査によれば、情報通信機器や半導体製造装置等の IT 関連機器等が多く、

調査対象とした工作機械、建設機械、産業用ロボットは少ないとのことである。 

 また、日本のベンチャーキャピタルは、従来、投資回収の手段を株式新規公開（IPO）

に大きく依存してきたが、2007 年頃から新興市場での IPO 企業数が急減したことからそ

のビジネスモデルに限界が生じ、投資先ベンチャー企業と大企業や他のベンチャー企業と

の M&A を目指す動きを強めていると報告されており、企業の協業等においてベンチャー

キャピタルの果たす役割はますます高まっている。 

 

3.3.2 ベンチャーキャピタルからみた機械工業のオープンイノベーション 

 

 機械工業界を外から見ると、コスト低減や技術改良は求めていても、イノベーションに

対するニーズは低い印象があるとの声が聞かれる。オープンイノベーションの一手段であ

る企業の提携や M&A（合併・買収）において、ベンチャーキャピタルの果たす役割は大

きく、ベンチャーキャピタルには一般的に情報が集まるが、機械工業に関する情報はほと

んど入ってきていない。 

 一貫製造ラインで導入されることが多く、一部を担う機械が開発されても導入されにく

いことや、導入しても成長が見込みにくい成熟産業である点も、機械工業がオープンイノ

ベーションに取り組むことを難しくしている。 

 

① 注目している分野 

 大手ベンチャーキャピタルにヒアリングしたところ、ベンチャーキャピタルの投資ター

ゲットは、3～5 年で出口に至る、伸びているところであり、現在の中心的な投資分野は、

IT 関連、環境関連、ライフサイエンス関連とのことである。 

 

② 機械工業におけるオープンイノベーションへの取組状況に対する認識 

 機械工業におけるオープンイノベーションについては、機械工業界の外から見ていて、

イノベーションを求めているように見えないとの声が聞かれた。 

 必要な部品や材料を低コストで調達しようという発想はあっても、ベンチャー企業の技

術を導入して一緒に育てようという姿勢はないのではないか、イノベーション技術などは
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必要としておらず、改良技術程度しか欲していないのではないかとのことで、“オープン改

良”になっている印象があるとのことである。 

 ベンチャーキャピタルには企業の協業や合併等に関する情報が集まるが、工作機械、建

設機械、産業用ロボットの分野に関する情報はほとんど入ってこないとのことである。た

だし、サービスロボットに関しては技術開発の動きがあり、投資実績もある。 

 

③ 機械工業がオープンイノベーションに取り組むに当たっての課題 

 機械工業でオープンイノベーションに取り組むのが難しい理由として、大手メーカーが

部品等を内製化している傾向が強いことと、特に工作機械や産業用ロボットについては、

一貫製造ラインで納入されるため、仮に一部を担う機械が中小・ベンチャー企業により開

発されても、大手メーカーはラインの一部に採用せず、ユーザーもラインの一部だけ別メー

カーから導入する費用対効果が低いので導入されにくいのではないかとの指摘があった。 

 また、現状で十分対応できているのに、ラインの一部だけを交換するためには、相当画

期的である必要があり、そうでない場合は“次回の設備投資の時期に検討する”というこ

とになりがちな点も、導入のハードルを高くしている。 

 さらに、新技術を導入すれば成長できる見込みも低く、新技術を急いで導入する必要性

が小さい成熟産業であることも、そもそもイノベーションに取り組むインセンティブを下

げている面があると指摘している。 

 

④ 機械工業におけるオープンイノベーション促進方策 

 ベンチャーキャピタルからは、機械工業においてオープンイノベーションを促進するた

めには、完成品メーカーが、自社が必要としている技術ニーズを開示してはどうかとの提

案があった。そうすれば、ニーズに応えて新技術の開発に取り組む中小・ベンチャー企業

も現れることになり、また、ベンチャーキャピタルも、完成品メーカーと中小・ベンチャー

企業を仲介することができるとのことである。 

 仮に単独の企業が自社ニーズを開示するのが困難であれば、機械工業界全体として、技

術開発を期待するイノベーションの方向性を開示する方法が考えられる。 

 
59 
 

                                                  
59 以上、ヒアリング調査結果（2011 年 2 月 7 日）より。 
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4 機械工業におけるオープンイノベーション促進の課題分析と提言 

 

4.1 機械工業におけるオープンイノベーション促進の課題 

 

 機械工業におけるオープンイノベーションに対する考え方や実践事例を分析整理する

と、「インバウンド型」と「アウトバウンド型」、「垂直連携」と「水平連携」など様々な形

態がみられる。しかし、日本の機械工業では、長期取引慣行を土台とした“摺り合わせ”

型・垂直統合型の開発・生産が現在も主流であることや、急速な技術進歩は起こっていな

い成熟産業でありイノベーションニーズが逼迫していないこと、一貫ラインでの導入が基

本であるため一部を担う技術が開発されても導入されにくいことなど、オープンイノベー

ションを困難にしている課題がみられる。 

 

4.1.1 機械工業におけるオープンイノベーション事例の分析整理 

 本調査で調査した、機械工業におけるオープンイノベーションに対する考え方や実践事

例を分析整理すると、下表の通りとなる。 

 「インバウンド型」「アウトバウンド型」のオープンイノベーションとは、「インバウン

ド型」が技術を相互に出して補完し合うことであり、「アウトバウンド型」が複数の企業が

持てる技術を出し合い協働して新たな価値を創造することである。一企業の立場から言い

換えると、「インバウンド型」のオープンイノベーションは、自社に無い技術資源や人的資

源を外部から内部に取り込んで補完することによりコストや時間を節約し、研究開発・イ

ノベーション創出を効率化することを指し、後者の「アウトバウンド型」のオープンイノ

ベーションは、技術の開発・事業化を外部に委ね、必要な資金や人材の一部だけを負担す

ることによりコストや時間に加えて失敗のリスクを軽減し、成功した場合にはそれを第三

者と共有することを指す。 

 また、「垂直連携」と「水平連携」については、製品やサービスを供給するバリューチェー

ン上で川上の工程にいる企業と川下の工程にいる企業が連携するのが「垂直連携」であり、

同じ工程におり同じ製品やサービスを提供する企業が連携するのが「水平連携」である。 

 製品やサービスを供給するバリューチェーン上の川上の企業と川下の企業は、本来、利

害関係が対立している。すなわち、川下側は、より安く調達しようとし、川上側は、より

高く納入しようとする。垂直連携とは、バリューチェーンの上下の企業が、 も川下での

競争力向上という目標を共有することで連携し、コスト削減と利益の確保の同時実現を図

ることであると言える。 
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 本調査では、長期取引慣行を土台として行う、“摺り合わせ”型・垂直統合型の開発・生

産は、オープンイノベーションとは別のものと捉えることとした。これは、常時同じ相手

とのみ連携しているのは、オープンではなくクローズドであると考えられるためである。

しかし、必ずしも常時同じ相手と連携しているわけではなく、従来連携していなかった相

手と連携したケースなどは、垂直連携であってもオープンイノベーションと言える。 

 

図表 4-1 機械工業におけるオープンイノベーションの分析整理 

製

品 

日

欧 

考え方、事例 インバウンド型／

アウトバウンド型 

垂直連携／

水平連携 

日 開発段階からのデザイナーとのコラボ

レーション 
インバウンド型 垂直 

日 個別顧客のニーズにきめ細かく対応 インバウンド型 垂直 

工

作

機

械 欧 買収による技術と顧客の獲得、市場獲得へ

の工夫 
インバウンド型 水平 

 欧 ベンチャー企業への技術開発委託 インバウンド型 垂直 
 欧 大学への研究委託 インバウンド型 垂直 
 欧 同業他社との販売提携 インバウンド型 水平 
 日

欧 
(株)森精機製作所とギルデマイスターの

業務・資本提携 
インバウンド型か

らアウトバウンド

型を目指す 

水平 

日 欧米からの技術導入 インバウンド型 水平 
日 公的研究開発プロジェクトで世界 先端

技術を共同開発 
アウトバウンド型 水平＆垂直

日 国際標準の共同開発 アウトバウンド型 水平 

建

設

機

械 
日 大学への素材開発委託 インバウンド型 垂直 

 欧 グループ内に無い場合は大学や研究機関

を中心とした社外と連携 
インバウンド型 垂直 

 欧 公的研究開発プロジェクトに参加 アウトバウンド型 水平 
日 オープンイノベーションでロボットのア

プリケーションを開発 
インバウンド型／

アウトバウンド型 
垂直 

日 公的研究開発プロジェクト アウトバウンド型 垂直／水平

欧 自社開発より時間とコストを低減できる

場合は社外から調達 
インバウンド型 垂直／水平

欧 他社と連携した新製品開発 インバウンド型 垂直 
欧 ネット販売での提携 インバウンド型 垂直 
欧 公的研究開発プロジェクト アウトバウンド型 垂直／水平

産

業

用

ロ

ボ

ッ

ト 

欧 公的研究開発プロジェクトの成果を導入

して事業化 
インバウンド型 垂直 
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4.1.2 機械工業におけるオープンイノベーション促進の課題 

 日本の機械工業においてオープンイノベーションを促進するに当たっての課題を以下に

整理する。 

 

① “摺り合わせ”型・垂直統合型の開発・生産が主流 

 本調査でおこなったヒアリング調査により、日本の機械工業では、原材料から部品、完

成品に至る企業が長期取引慣行を土台として“摺り合わせ”型・垂直統合型で開発・生産

を行う形態が現在も主流であることが明らかとなった。 

 日本の建設機械メーカーは、重要部品であるエンジンや油圧機器を含めた部品を外部調

達して完成品を組み立てており、長期取引を土台として部品メーカーと機械全体の設計思

想を共有し、部品を摺り合わせで開発し、完成品メーカーが全体をコントロールしている。

他のメーカーとのオープンイノベーションは、部品メーカーの技術開示にもつながりかね

ず、取り組みにくい環境にある。また、2006 年 4 月に建設機械など公道を走行しない特

殊自動車の排出ガスを規制する「オフロード法」が施行された際、新たな規制に対応でき

なかったエンジンメーカーとの取引を見直した建設機械メーカーがあるが、これは例外的

で、よほどの理由が無ければ、取引先を変えることはない。 

 日本の工作機械においても同様であり、グループ内で部品から完成品までを垂直統合型

で開発・生産しており、社内で内製している部品も少なくない。個別顧客の多様なニーズ

にきめ細かく応えることが重要な技術開発であると認識されている。 

 欧州の機械工業では、建設機械は、日本と類似している面があり、多様な技術が必要な

ため自前で全てを開発するのは難しいとの認識であるが、エンジンや油圧機器等、製品開

発に直結する部品の開発は、グループ内の部品部門の会社からの調達が基本とされている。 

 しかし、グループ内で調達できない場合は、社外から調達しており、ソフトウェア等の

技術開発は、大学や研究機関など社外との連携を中心としている。また、欧州の工作機械

メーカーでは、同業他社の買収で技術と顧客を獲得した例がある他、産業用ロボットメー

カーでは、コアコンピタンス技術は自社内で開発するものの、そうでない技術や、自社で

開発すると時間もコストもかかってしまう技術については、他社や大学・研究機関等から

導入する方針としている例があり、日本よりはオープンイノベーションの土壌があると言

える。 
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② イノベーションニーズが逼迫していない 

 本調査で調査対象とした工作機械、建設機械、産業用ロボットはいずれも、製品寿命が

パソコンや携帯電話等の消費財のように短くない。また、特に工作機械と建設機械は、急

速に技術が進歩している業界ではなく、成熟産業であるとの声が日欧両方で聞かれた。 

 日本の建設機械においては、欧米先進国へのキャッチアップを目指していた時期には、

欧米企業とライセンス契約をし、技術導入を行う「オープンイノベーション」が行われた。

また、1980 年代には、複数企業が技術研究組合を組成し、国の資金で世界 先端の技術開

発に取り組んだこともある。 

 しかし現在では、日本の建設機械は、世界 高水準の技術力・製品力を誇るまでになっ

ており、新技術を急いで導入する必要性が低い、すなわち、イノベーションニーズが逼迫

していない状況にある。そのため、少なくとも根幹の技術に関しては、外部から技術を導

入するなどの「オープンイノベーション」は必須ではないとの認識がある。 

 製品寿命が長く、投資資金を回収する時間が十分にあることも、各社とも自前で開発す

ることができる状況につながっている。近年、技術の高度化・複雑化が進展し、製品開発

に必要な投資額が増大している一方、製品のライフサイクルは短縮しており、開発投資の

回収が難しくなったと言われているが、機械工業では、そのような状況が生じているとは

言い難い。 

 ベンチャーキャピタルからも、機械工業は、イノベーションに対するニーズは低い印象

があるとの声が聞かれた。 

 一方、ドイツの工作機械では、製品寿命は長いと認識しながらも、毎年、利益の 8～10％

を研究開発に投資し、間断なき継続が重要と認識して、ベンチャー企業や大学に開発を委

託しながら技術イノベーションを推進している例がみられる。 

 また、産業用ロボットでは、日欧ともに政府主導の産学官連携による共同研究開発プロ

ジェクトが多数推進されており、オープンイノベーションが活発に取り組まれている。 

 他の機械工業においても、今後は、イノベーションが必須となる可能性は十分にある。

例えば、自動車は、2～3 万点の部品を組み立てる必要があり、“摺り合わせ”型の代表的

な製品として、日本が強い国際競争力を誇ってきている分野であるが、近年、登場した電

気自動車では、部品点数は激減してモジュラー型の製品となり、自動車に基盤を持たない

他産業からの参入が続出している。工作機械や建設機械においても、今後、付加価値創造

の仕組みが抜本的に変わるような環境変化が起これば、イノベーションが必須となる可能

性がある。 

 また、現時点でも、深刻化する環境問題への対応や安全性の向上などは、オープンイノ
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ベーションで取り組むべき領域と言える。 

 

③ 一貫ラインでの導入が基本で一部を担う技術が開発されても代替されにくい 

 本調査で調査対象とした製品のうち、特に工作機械や産業用ロボットは、複数の製品が

一貫製造ラインとして開発・納入されることが多い。そのため、仮に一部を担う機械が中

小・ベンチャー企業により開発されても、大手メーカーが自社のラインの一部に採用する

には、相当革新的な技術であるなどの理由が必要である。また、ユーザーにおいても、ラ

インの一部だけ別メーカーから導入すると、手間も費用もかかることになる可能性があり、

相当のメリットがないと導入されにくいと考えられる。 

 また、既に機械を導入しているユーザーの場合、現状の機械で充足している中で、ライ

ンの一部だけを交換するためには、それにかかる時間や費用を上回る画期的な効果が得ら

れる必要がある。そうでない場合は、“次回の設備投資の時期に検討する”ということにな

りがちであり、それも新規に開発された機会の導入のハードルを高くしている。 

 ドイツの工作機械メーカーで、このハードルを乗り越え、市場シェアを逆転させた事例

がある。まず、開発した工作機械は、他社製 6 台分を代替するという極めて革新的な機械

であった。それだけでも十分に革新的であったが、その革新性に対する信用が無かったの

で、同社は、革新性を実感してもらい信頼を勝ち得るため、機械を 1 年間無償で貸し出し

た。さらに、その工作機械は、既に導入されている他社製機械と容易に交換できる仕様で

開発されていた。 

 機械工業の場合、市場参入に当たり、このような工夫が要求される点も、オープンイノ

ベーションを困難にしている一因である。 
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4.2 機械工業におけるオープンイノベーション促進に向けて 

 

 機械工業においてオープンイノベーションを促進するには、完成品メーカーが技術ニー

ズを開示し、中小・ベンチャー企業を含む企業や大学・研究機関等におけるイノベーショ

ンを促すことが必要である。その際には、自社の競争領域と非競争領域を明確に区別し、

競争領域では技術を秘匿するなどして競争力を担保した上で、非競争領域においてイノ

ベーションニーズを開示することが重要である。外部資源を取り込む「インバウンド型」

のオープンイノベーションの際だけでなく、「アウトバウンド型」のオープンイノベーショ

ンに取り組む際にも同様であり、オープンイノベーションに取り組むべきは、まずは非競

争領域である。具体的にオープンイノベーションに適した領域としては、環境問題対応や

安全性向上のための技術などが挙げられる。また、ロボットでは、従来ロボットが利用さ

れていない分野でのロボットの活用可能性を検討してもらい、そこでロボットによるサー

ビスを提供するために必要となる技術を開発していくことで、新たな用途に用いられるロ

ボットおよび新たな市場を開発することが構想されており、これもオープンイノベーショ

ンと言える。また、新興国の技術力や生産力が急速に発展する中で、国際競争力を維持・

強化していくに当たっても、提携や M&A、技術標準の共同開発といったオープンイノベー

ションは重要な役割を果たす。技術開発では、公的研究資金により共同で技術開発を推進

することも有効である。また、新規技術を開発した企業や大学・研究機関等と完成品メー

カーを結び付ける仲介者としてベンチャーキャピタルや商社を活かすことが重要である。 

 

① 完成品メーカーによるニーズの開示 

 機械工業においてオープンイノベーションを促進する方策の一つは、完成品メーカーが、

自らが必要としている技術ニーズを開示することである。完成品メーカーとして、今後ど

のような開発方向を目指しているのか、それに必要な技術は何か、そのうちどれは現在保

持しており、どれは保持していないのか、保持していないもののうちどれは現在開発中で、

どれは未着手、すなわち外部から調達したいと考えているのか、いつまでに欲しいのか、

といったイノベーションの方向性と具体的ニーズを明らかにする。そうすれば、それに応

えられると考える中小企業やベンチャー企業を含む企業等が開発に挑むようになり、イノ

ベーションが進み、 もニーズに応える開発に成功した企業と完成品メーカーとの間で新

たな取引が生まれる、というシナリオである。 

 この手法は、1990 年代に米国の半導体業界が成功した手法である。1980 年代に圧倒的

 52



な強さを誇った日本の半導体に対抗するため、米国政府は、1987 年に半導体メーカーおよ

び半導体製造装置メーカーによる SEMATECH （ Semiconductor Manufacturing 

TECHnology Consortium）を組織し、共同で技術開発を行うと同時に、技術ロードマッ

プの作成に取り組んだ。1992 年には米国全体の、その後、韓国や台湾とも連携し、1997

年にはITRS（International Technology Roadmap for Semiconductors）を発表した。そ

れは、各社が秘密情報をオープンにして創り上げた「購買者が裏側にいる」詳細なロード

マップで、「技術開発の目標・期限・問題点が明示」されているものであった。ターゲット

が明示されたことによって、多数のベンチャー企業が参入し、ベンチャーキャピタルも資

金を集中投資するようになり、「オープンな競争を通じてイノベーションが連続的に引き起

こされ」た。明示されていたのは購買ニーズであり、開発に成功すれば購入してもらえる、

ビジネスチャンスが得られるということが、開発を加速し、結果、日本企業はその競争力

を失っていくこととなった。60 

 本調査でヒアリングしたベンチャーキャピタルからは、機械工業がイノベーションを欲

しているように思えない、イノベーションに対するニーズが低い印象を受けるとの声が聞

かれた。仮に技術開発しても導入される見込みがないのであれば、開発する側のインセン

ティブは低減してしまう。 

 まずは、機械工業の完成品メーカー側が、目指している技術開発の方向性や技術ニーズ

をオープンにし、企業や大学・研究機関等におけるイノベーションを触発していくことが

必要である。これは、単独の企業のニーズが明らかになる形ではなく業界全体として共同

で開示する形態でも構わない。 

 

② 競争領域と非競争領域の明確な区別 

 イノベーション促進のためニーズを開示するに当たって重要なポイントは、競争領域と

非競争領域を明確に区別し、非競争領域におけるニーズを開示することである。ニーズ開

示は、主に、外部資源を取り込む「インバウンド型」のオープンイノベーションの際の話

であるが、「アウトバウンド型」のオープンイノベーションに取り組む際にも、競争領域と

非競争領域の区別は必要である。オープンイノベーションに取り組むべきは、まずは非競

争領域である。 

 2009 年度に(社)日本機械工業連合会がおこなった「平成２１年度『海外の国家プロジェ

                                                  
60 内閣府 科学技術基本政策担当「『オープン・イノベーション』を再定義する～モジュール化

時代の日本凋落の真因～」『総合科学技術会議 基本政策専門調査会』（第７回）参考資料（2010
年 4 月 15 日） 
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クト、産学官連携の実態に関する調査研究』報告書」で調査した、国際的な共同研究開発

拠点であるベルギーの「IMEC（アイメック）」61も、米国ニューヨーク州立大学アルバニー

校の「CNSE Albany」62も、非競争領域における共同研究の拠点である。IMECでは、IMEC

がプログラム立ち上げ前等に単独で行ったプログラムの基盤となっている研究開発の成果

と、その上にIMECとプログラム参加者（IMECでは“partner”と呼んでいる）とが共同

で行った研究開発の成果それぞれについて、権利の帰属及び活用に関して明確で合理的な

ルールを定めていることが、世界各国の企業から高い評価を得ることにつながっている。 

 前述の SEMATECH も、競争領域は各社それぞれが取り組む領域として残した上で、微

細加工技術という共通領域において共同開発をおこなった。 

 本調査でおこなったヒアリング調査でも、重要技術やコアコンピタンス技術は自社内で

開発し、非競争分野や多様な専門性が必要な技術は、他社や大学・研究機関等の社外と連

携するとしている企業がみられた。 

 自社の競争力の源泉となる競争領域を明確に把握して、競争領域では技術を秘匿するな

どして競争力を担保した上で、非競争領域において、オープンイノベーションに取り組む

ことが重要である。 

 

③ オープンイノベーションに適した技術ニーズの発掘 

 イノベーションを触発するような技術ニーズは、簡単なものや小さなものではなく、応

えるのに新規の発想や革新的な技術が必要となるようなもので、開発すれば大きなビジネ

スチャンスが得られるものである必要がある。それはまた、導入する側にも大きな飛躍を

約束するものであるはずである。 

 個別の顧客ニーズに細かく応えるための技術開発は、重要なことではあるが、イノベー

ションを触発するような技術ニーズではないかもしれず、またそれは、各企業が工夫を行

                                                  
61 IMEC は、ベルギー・フランダース州ルーベン市において 1984 年に、ルーベン大学の半導

体研究者の主導でフランダース州政府の資金拠出を受けて設立された、官からも民からも独立

した欧州 大の研究機関である。設立当初はナノエレクトロニクスを中心として、現在ではエ

ネルギーやバイオメディカル、コミュニケーション等のナノテクノロジーの応用分野も含む分

野において、自主研究を行いつつ、IMEC が研究プログラムを設定し、関心ある企業を募り、

企業への技術移転や企業と共同でのさらなる応用研究を推進している。独自の知財管理・活用

ルールへの評価が高く、日本の大手半導体デバイス・製造装置・材料メーカーを含む世界各国

の企業・研究機関が研究者を派遣している。 
62 CNSE Albany は、米国のニューヨーク州立大学アルバニー校において 1997 年から、ニュー

ヨーク州政府と IBM を中心とした多数の半導体関連メーカーの資金拠出により整備が進めら

れている大規模なナノエレクトロニクス分野の研究開発拠点である。これまでに日本の大手半

導体デバイス・製造装置・材料メーカーを含む世界の 250 以上の企業・研究機関が研究者を派

遣するなどして本研究開発拠点を利用している。 
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うべき競争領域であると考えられる。このような領域ではない技術ニーズを見出していく

ことが必要である。 

 しかしながら、本調査におけるヒアリング調査では、機械工業は成熟産業であり、急速

に技術が進歩している業界ではないとの声が日本でも欧州でも多数聞かれた。他業界では、

製品開発に必要な投資額が増大する一方、製品のライフサイクルが短縮し、開発投資の回

収が難しくなったことが、オープンイノベーションを強力に押し進めた経緯があるが、機

械工業においては、この前提が現時点では必ずしも成立していない。このことが逆に、各

社が開発ニーズを有する技術は、自社内の資源で十分に開発できてしまう、という実態に

もつながっていると考えられる。 

 一方で、革新的な技術開発が今後は必須になるとの認識もみられた。具体的には、地球

環境問題がますます深刻化する中で、排ガス削減等の環境汚染の低減や、省資源・省エネ

ルギーを実現することや、より一層安全性を高めていくこと、さらなる生産効率を図るこ

となどである。このような環境問題対応や安全性向上等のための技術は、開発が急務とな

っており、オープンイノベーションで開発に取り組んでいくべき技術と言える。 

 また、現在も技術開発が盛んに行われているロボットにおいては、従来ロボットが利用

されている分野とは異なる分野での利用法を見いだし、新たな市場を開発していくことに

おいてオープンイノベーションを推進したいとの意向が聞かれた。新たな分野でのロボッ

トの活用可能性を検討してもらい、そこでロボットによるサービスを提供するために必要

となる技術を開発していくことで、新たな用途に用いられるロボットおよび新たな市場を

開発するというものである。従来接点の無い企業が連携して取り組む必要があるという点

で、これもまさにオープンイノベーションの領域と言える。 

 

④ 国際競争力強化のためのオープンイノベーション 

 国際競争力を強化するに当たっても、オープンイノベーションは重要な役割を果たす。 

 

(a) 提携やM&Aによる国際競争力強化 

 欧州の工作機械メーカーには、同業他社の買収により技術と顧客の基盤を獲得し、その

後の技術開発で市場シェアを逆転させた例がみられる。また、製品種類が異なる同業他社

とグローバルな販売・サービスで提携し、国外ではいずれか片方の会社だけが代理店を置

き、両社の製品を取り扱っている例がある。後者の例は特に、契約関係は無く、信頼関係

ベースで成り立っている点も興味深い。また、工作機械業界では、日本と欧州を代表する

メーカーである(株)森精機製作所とドイツのギルデマイスターが 2009 年 3 月に業務・資本
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提携し、共同販売、共同購買、製品の相互供給など幅広い側面で成果を上げ、さらなる協

業の拡大を図ろうとしている。 

 提携や M&A では、外部の資源を一気に獲得できるため、その資源の獲得に通常かかっ

たはずの時間を短縮することができる。新興国の台頭で国際競争が激化する中、技術開発

や販売・サービス等における同業他社との提携や M&A は、国際競争力を一気に強化する

ことができる手法である。 

 

(b) 技術標準の共同開発による国際競争力強化 

 国際競争力を強化する方法として、もう一つ、技術標準を獲得する方法がある。自社の

技術を準拠しなければならないスタンダード技術にして広く世界の企業に利用してもらう

ことで、対価を得ていくビジネスモデルである。 

 日本の建設機械業界では、従来無かった建設機械の燃費を測定する「燃費測定標準」を

世界に先駆けて共同開発し、現在国際標準化を目指している。 

 新興国の技術水準や生産力が急速に向上している中で日本の機械工業が今後も国際競争

力を維持していくために、日本の技術を世界のスタンダードにしていくことは極めて有効

である。 

 ただし、その際、標準化を図るべき技術領域をきちんと見極める必要がある。競争領域

の技術は、ノウハウとして秘匿しておくべきであり、広く世界の企業に利用してもらうこ

とで対価を得ていくビジネスモデルが確立できる領域を見極めた上で取り組むことが必要

である。こうした領域の代表例が、前述したような環境問題対応や安全性向上のための技

術と言える。 

 なお、国際標準化を図る際には、日本国内だけで完全に出来上がってから世界に働きか

けるのではなく、開発段階から他国と共に検討する場に持ち込み、受け入れてもらうこと

が重要であり、取り組み方にも留意する必要がある。 

 

⑤ 公的研究資金による共同研究開発プロジェクトの活用 

 技術ニーズに応えるための技術開発は、各企業が個別に競争しながら行う方法と、複数

企業が協調して共同で行う方法がある。 

 本調査でおこなったヒアリング調査では、公的研究開発プロジェクトに対するスタンス

は、日本でも欧州でも積極派と消極派の両方がみられた。 

 しかし、民間ではリスクが大きい研究開発において、公的研究資金は、一定の有用性が

あると言え、効果的に活用することでイノベーションを加速することが可能となる。また、
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特に、複数の企業が持てる技術を出し合い協働して新たな価値を創造する「アウトバウン

ド型」のオープンイノベーションにおいて、公的研究開発プロジェクトを活用することは

極めて有益である。 

 日本の建設機械業界では、1980 年代に国からの資金を受けて、技術研究組合を組成し、

石炭鉱山用の世界 大の建設機械の開発に取り組んだ。ロボットにおいては、日欧ともに

現在も、産学官連携による多様な公的研究開発プロジェクトが継続的に多数、推進されて

いる。従来連携が無かった大手完成品メーカーの水平連携が実現したプロジェクトがある

が、それも、公的研究資金導入の効果と言える。 

 今後は、ロボットだけでなく他の製品分野においても、前述した環境問題対応や安全性

向上のための技術のような、オープンイノベーションで取り組むことが有益な技術領域で

公的研究資金により共同で技術開発を推進することが有効である。その際には、機械工業

界と政府が連携して適切なテーマを設定することが重要であり、そのためには、機械工業

界側が技術ニーズを開示することが必要である。 

 

(a) 共同研究開発グループへの資金供給の拡充 

 共同研究を促進するに当たっての環境整備として、法人格の無い共同研究開発グループ

への資金拠出を容易にする仕組みが望まれる。 

 現状、技術研究組合を組成すれば、法人格が得られ、補助金や融資等を受領できるが、

法人格の無いグループは、グループとしては、グループメンバーが拠出する以外の資金を

得ることができない。公的研究支援制度では、法人格を持つ組織を管理法人として、管理

法人を通してグループメンバーに資金拠出をする仕組みや、グループメンバーのうちの 1

社に資金を拠出してそこから各社に配分する仕組みが採られているが、共同研究開発をよ

り積極的に促進するには、グループを直接支援してほしいとの要望があった。 

 

⑥ ニーズとシーズをつなぐ仲介者の活用 

 完成品メーカーが技術ニーズを開示し、それに応えて中小企業やベンチャー企業を含む

企業や大学・研究機関等が開発に挑んだ際、両者を結び付ける仲介者としてベンチャーキ

ャピタルや商社の役割が重要になる。 

 半導体業界では、国際的な技術ロードマップである ITRS（International Technology 

Roadmap for Semiconductors）により技術開発ニーズが明示されたことによって、多数

のベンチャー企業が参入し、そこにベンチャーキャピタルが資金を集中投資したことで、

イノベーションが連続的に引き起こされた。 
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 本調査でおこなったベンチャーキャピタルへのヒアリング調査でも、技術ニーズが公開

されれば、ベンチャーキャピタルは、それに応えることができる企業や大学・研究機関等

を探したり、それらの組織と完成品メーカーを仲介したりといった役割を自然に担い始め

るとのことであった。 

 また、従来ロボットが利用されている分野とは異なる分野における新たな用途のロボッ

トとロボット市場の開発に取り組んでいる産業用ロボットメーカーでは、商社と連携して

多数のヒアリングを行い、物流分野で従来人手に頼っていた仕分け装置への商品投入作業

をロボットで代替するデモラインを開発した例がある。 

 オープンイノベーションを推進する際には、ベンチャーキャピタルや商社を触媒／仲介

者として活かしていくことが有用である。ベンチャーキャピタルは、また、リスクマネー

の供給者としても機能することができ、リスクの高い技術開発を円滑に推進する意味でも、

ベンチャーキャピタルを活用することが重要である。 
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