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はじめに 

 

地域機械工業を巡る状況は、新興国の著しい経済成長、絶え間ない金融不安の発生、環境・

エネルギーへの要請、原材料の確保、環境ビジネス等新たな産業の広がり等、大きく変化し

てきており、各企業はその特性や優位性をもってそれら課題に対して積極的かつ先取りする

形で取り組む必要性に迫られています。 

 

これらの課題に向けての取り組みは、現実的に企業１社だけでは不可能な状況にあり、企

業等間の連携、さらには行政（国、地方公共団体）と一緒になった展開が求められていると

ころであります。このため、現状の地域機械工業を取り巻く環境変化を的確に把握、分析し、

地域機械工業の新たな展望に係る方向性を示すことは緊急かつ重要なものとなっています。 

 

本調査は、地域機械工業全般に関する調査・分析、課題等の抽出を行うととともに、近畿

地域の特性に沿った一部分野（環境・エネルギー、ライフサイエンス等）の個別分野に着目

した方向性をも示しました。これによって、今後の地域機械産業の発展に寄与するとともに

近畿地域経済の活性化等に資することになることを願っております。 

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「地域機械産業事業活動推進調査専門部

会」の大槻先生および委員各位、アンケートおよびヒアリング調査にご協力いただいた企業の皆様

さらには調査研究委託先である(株)ダン計画研究所に厚く御礼を申し上げます。 
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一般社団法人 日本機械工業連合会 

     会長          伊藤 源嗣 

                        （関西事業活力研究委員会）   

                               委員長         毛利 修三 
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本調査の概要 

 
（１）事業名称 

平成２３年度近畿地域機械工業の事業活動推進に関する調査 

－激動する経済環境下における近畿地域機械工業の発展方策－ 

 

（２）事業の目的 

地域機械工業を取り巻く現状の環境変化を的確に把握、分析し、地域機械工業の新たな

展望に係る方向性を示すことによって、地域機械産業の発展に寄与するのみならず近畿地

域経済の活性化等に資することを目的に本調査を実施した。 

 

（３）事業の内容 

本調査は、主に文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査及び調査結果の分析とまと

めからなり、その概要は以下のとおりである。また、調査活動は、進捗状況を日本機械工

業連合会に設置される「平成２３年度地域機械産業事業活動専門部会（以下、専門部会）」

に適時報告し、審議を受けながら実施した。 

 

①文献調査 

2009年工業統計等による近畿地域機械工業の現況分析を実施するとともに、公的研

究機関等による各種レポートの収集、整理を行う。また、今後の発展方策に関する内

外、他地域の参考事例についても把握に努める。 

 

②アンケート調査 

近畿地域の機械工業関連企業に対して1,000通程度送付する。その結果を基に、激

しい環境変化が企業活動に与える影響を把握し、地域機械工業の発展の方向性検討の

基礎資料として活用する。また、日機連事業へのニーズも発掘する。 

 

③ヒアリング調査 

原則、地域内のアンケート調査回答企業及び行政・関係機関10箇所程度に対して行

う。アンケート調査結果を深堀するとともに、今後の地域機械工業の発展の方向性に

関する意見を聴取する。また、参考とすべき事例については地域外でのヒアリング実

施も検討する。 

 

④課題分析、まとめ 

近畿地域機械工業の今後の発展に向けた課題について整理、分析した後、当該工業

の今後の発展の方向性について整理、提案を行う。最終的には、専門部会の指導を受

けて、とりまとめる。 
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（４）事業スケジュール 
 

平成 23年度

上半期 

平成23年度 

下半期 

8 9 10 11 12 1 2 3 

・文献調査 
 

       

・アンケート調査  
 

      

・ヒアリング調査     
 

   

・調査結果分析、とりまとめ 

 

  
 

  
 

  

・専門部会への報告  ○    ○    ○ 

・報告書の作成       
 

 

 

 

■平成２３年度地域機械産業事業活動専門部会 開催概要 

 

○第 1回専門部会 平成 23年 9 月 5日 開催 

議事内容 

１．「激動する経済環境下における近畿地域機械工業の発展方策」の調査・研究概要 
について  

  ２．アンケート調査質問事項、対象先（案）及びヒアリング対象先について 

 
○第 2回専門部会 平成 24年１月 18日 開催 

議事内容 

１．アンケート調査等結果について 
  ２．報告書骨子（案）について 

 

○第 3回専門部会 平成 24年 3 月 19日 開催 

議事内容 

１．報告書（案）について 

 

 

  

期・月別 

事業項目 
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■平成２３年度地域機械産業事業活動専門部会 委員名簿 

（敬称略：五十音順） 

 

＜主査＞ 

大槻 眞一 (一社)関西産業活性化協議会（KIAC）理事長 

 

＜委員＞ 

大西 賢治 大阪機工(株) 技術開発部 部長 

内藤  勉 オムロン(株) LAB販売統括事業部 西部支店長 

石毛 立也 川崎重工業(株) 関西支社業務課 課長 

織田 晃敏 (株)栗本鐵工所 技術開発本部 技術統括部長 

森畑 通夫 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 関西支部統括調査員 

森田 光浩 住友重機械エンバイロンメント(株) 環境システム統括部 

西日本営業所 部長 

小西 洋二 (株)椿本チエイン 経営企画室経営企画課 参事 

松居 真一 パナソニック(株) コーポレート R&D戦略室技術政策グループ 

技術外交チーム参事・チームリーダー 

村山 幸三 三井造船(株) 支社長代理 

徳弘 仁志 三菱重工業(株) 関西支社支社長付 

向垣内 淳夫 ヤンマー(株) ものづくり改革部 副部長 

 

＜事務局＞ 

赤井 誠次 (一社)日本機械工業連合会 大阪事務所所長 

中村 恭一 (一社)日本機械工業連合会 大阪事務所課長 

調査委託先  (株)ダン計画研究所  
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■近畿地域機械工業の事業活動推進に関する調査「激動する経済環境下における近畿地域機械工業の発展方策」概要 その１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総輸出額に占める機械産業の割合（2010年貿易統計） 

・近畿の輸出額 3.1 兆円（全国の 21.5％）の内、機械工業関

連は 61％を占める（全国比 20.4％）。 

・電気機器の割合が高く、全国の 36％。電気機器+一般機械で

近畿圏輸出額の 53％。 

※工業統計は福井県を含む 2府 5県貿易統計は大阪税関の 2府 4県 

 

○製造業に占める機械産業の割合（2009年工業統計） 

 ①事業所数 1.1万事業所（近畿製造業の 24.2%） 

 ②従業者数  49.6万人（同 37.4％） 

 ③製造品出荷額等 16.9兆円（近畿製造業の 37.4%） 

・製造業全体に占める機械産業の割合：近畿＜全国。 

・輸送用機械工業以外についてみると、近畿機械工業シェアは

およそ 20％で近年、微増。 

・シェア 20％以上の品目多数、部分品等で強み。 

■近畿地域機械工業の現況 

 

「日本再生基本戦略～危機の克服とフロンティアへの挑戦～」(平成 23年 12月 24 日 閣議決定） 

＜新成長戦略の実行加速と強化・再設計＞ 

○更なる成長力強化のための取組 

 ①経済連携推進 

 ②国内環境整備  

 ③成長果実の還流・アジア拠点化 

 ④世界でのビジネス展開拡大 

○新産業・新市場の領域 

①グリーン（省エネ製品、分散型エネルギーシステム等） 

②ライフ（革新的な医療機器等） 

③化学技術（各地域の産学官共同研究開発） 

④情報通信（クラウドの普及、異業種・異分野の産業融合） 

⑤海洋・宇宙（海洋資源獲得、宇宙空間開発・利用） 

⑥創業支援・中小企業・規制緩和（中小企業のものづくり技術の強化等） 

○内外参考事例 

・近畿経済産業局「JUMP UP KANSAI」（関西メガリージョン構想）  ・関西イノベーション特区   

・全国各地での医工連携、次世代自動車、グリーン・イノベーション、国際化支援の取り組み 

（立地大手企業と中小企業との連携促進、大学シーズを中心とした大型産学連携プロジェクト等） 

○「KANSAIモノ作り元気企業」掲載企業（2008年版～2010年

版の掲載企業 300社の１／３が機械関連） 

・計測、特殊・微量の分析技術  

・精密加工、精密加工機、特殊加工装置等 

・センサー関連技術に強み  

・医療機器、航空、環境、水ビジネス等の領域に強み 

・研究開発で産学連携に活発な取り組み 

■経営環境変化、グローバル化 

○非常に重視する項目 上位 
①急激な円高への対応 ②コスト削減要請への対応 
③価格競争の激化   ④海外新興国の急激な経済成長、市場の拡大 

○急速に進みつつある円高への対策 上位 
①国内でのコスト削減策の推進 ②新興国等での現地生産の拡大 
③原材料や製品、部品等の輸入の拡大 

○従来から売上高の大きい市場 
①中国（香港を除く）、②米国、③韓国、④台湾、⑤タイまたは国内 
○急成長の新たな有望市場 
①中国（香港を除く）、②インド、③ベトナム、③インドネシア、⑤タイ 

■要望、オープン・イノベーション等 

○公益法人等への取り組みに関する要望 
 ①人材確保や人材育成、②政府への要望活動、③新技術開発や技術普及 
 ④海外や需要先業界との関係強化または④機械工業のあり方の調査提言 
○オープン・イノベーションの積極方針企業（2 割）と、課題があるため様
子見企業（同）、わからない（ほぼ半数）に３分化。 

■売上動向 

○近畿地域の機械工業関連企業に対しおよそ 1000 送付、155 回収 
○売上増加企業 全体の１／4（増減傾向は１つのみ回答） 
○今後３年間の売上増加 15％以上プラスの領域は、環境、新エネ、省エネ、
インフラ、医療、生産設備関連に期待感。 

○50 人から 299 人規模の企業で、売上高増加傾向企業が半数近くみられた。 

■グローバル化 

○急速なグローバル化に直面、新たな開発を続けるしかないとの意見多数。 
○日本の製造業の空洞化は懸念しつつ、進出せざるを得ない状況。 
○語学と現地経験のある人材、生産技術指導のできる人材が不足。 
○海外での模倣対策の必要性から、知財にも関心。 
 

■外部資源活用による開発力向上 

○近畿地域の機械工業関連企業に対し 15 社実施。 
○技術開発力のある企業は産学連携、公的資金活用に熱心。大学への人材派

遣、大学への装置提供、海外大学との連携も行われている。 
○異分野の研究者、産学コーディネーター、用途開拓先のニーズ、資金供給

者とのマッチングにニーズ。研究プロデュース人材も企業内に必要。 
○オープン・イノベーションの積極方針企業（2 割）と、課題があるため様

■要望・アイディア 

○課題解決のプロセスを共有できるオープンなディスカッションの場 
○産学連携コーディネーターと産学連携希望企業が一堂に会する場 
○都心立地型工業団地の整備と、中小企業の集積促進（横連携に期待） 

■国等の関連施策動向や内外参考事例 

 

第 1章.近畿地域機械工業を取り巻く現況 第２章．アンケート調査結果にみる現況と動向 

第３章．ヒアリング調査結果にみる動向 
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■近畿地域機械工業の事業活動推進に関する調査「激動する経済環境下における近畿地域機械工業の発展方策」概要 その２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

■近畿地域機械工業の強みとニーズ、地域の可能性 

○輸送用機械を除く機械工業でみると 20％前後で推移し、シェアがやや回

復傾向。近畿の輸出額 3.1 兆円の内、機械工業関連は 6 割。 
○グローバルに活躍する大手企業に加えて、技術開発に熱心な中小企業が

集積。計測・分析、精密加工、センサー等に強み。医工連携、航空宇宙、

環境・エネルギー、水ビジネス等の領域で活躍する企業が多い。 
○海外進出、外部資源利用による研究開発力向上、海外との連携、知財戦

略等、経営戦略で一歩先を行く中小企業も存在。 
 ○異分野の研究者、産学コーディネーター、用途開拓先のニーズ、資金供

給者との多様なマッチングにニーズ。 
○企業内の研究プロデュース人材にニーズあり。グローバル化の中で、語

学と現地経験のある人材、生産技術指導のできる人材にニーズあり。 
○「関西イノベーション国際戦略総合特区」に９地区（京都、けいはんな、

大阪駅周辺、夢洲・咲洲、神戸医療産業都市、播磨科学公園都市、関西

国際空港、阪神港）。上記分野は、①医薬品、②医療機器、③先端医療（再

生医療など）、④先制医療、⑤バッテリー、⑥スマートコミュニティ。 
○学術・研究機関の集積、豊富な産業インフラ等。 

 

第４章．近畿地域機械工業の発展に向けた課題および可能性と発展の方向性 

■地域事業環境の激変と、その中のチャンス 

○ニーズの出し手であり、システム統合の担い手だった大手企業生産拠点の

海外流出と、これらの動きに伴う中小企業のグローバル化対応の本格化。 
※震災後、円高の影響もあり、設備投資は海外重視の傾向にあり、研究開発

拠点についても海外への懸念がみられる。原発停止による電力不足懸念に

より、生産拠点のさらなる流出も懸念される。 
○福島第一原発事故後のエネルギー戦略の抜本的見直しと省エネ・新エネ技

術への高い関心。 
※従前から続く本社機能、金融機能等の首都圏への中枢機能の流出と人材の

流出、長期的な人口減少傾向、都心部に少ない大学立地、空港インフラ等

の利用面での不満等に弱み。 

■グローバルな経営環境の激変と、その中のチャンス 

○急成長するアジア新興国市場への期待と関心。 
○欧州等で進む再生可能エネルギーへの世界的な関心。 
○長期的な資源環境制約の懸念がある中で、これを克服するために必要な技

術の開発等の新たなニーズあり。 
※ただし、アジア新興国との厳しい価格競争、近年ではデザイン・商品開発

面でも競争が進む点、急速に進んだ円高等の厳しい環境変化に直面。 
 

【近畿地域の機械工業発展に向けた課題】 

激変する経済環境のもと、近畿地域機械工業が発展をとげていくためには、 

近畿地域機械工業の強みと地域の可能性を活かし、 

激変する環境変化の中に内在するチャンスをとらえて 

次代の新たな開発を送り出し続ける“世界のものづくりイノベーション拠点” 

を目指した取り組みや提言活動が必要 

【課題解決に向けて、今後取り組むべき方向性】 

 
方向性１ 産学・産産連携のさらなる促進に向けたマッチングの場づくりと情報発信 

方向性２ グローバル化人材の国内還流・登用等の促進と技術者育成 

方向性３ 機械工業の高付加価値化と知財保護（組み込みシステム、デザイン、コンテンツとの連携） 

【ターゲット領域】 

①グリーン・イノベーションの技術シーズ+近畿地域ものづくり技術 
（近畿地域が得意とする省エネ・新エネの機器と組み合わせによるソリューション型ビジネス） 

②ライフサイエンスのニーズ+近畿地域ものづくり技術 
（医工連携、医農連携、再生医療とものづくり等のライフサイエンス周辺機器・システム） 

③第 1次産業やサービス産業のニーズ+近畿地域のものづくり技術 

【取り組みイメージ】 

近畿地域機械工業の強み 

○大手企業の集積 

○技術開発力に優れた中小

企業の集積 

 

地域で共有しうる資源 

○大学・研究機関（技術シーズ、

評価力、理論、研究手法） 

○グローバル・シニア人材 

○組み込みシステム企業、デザ

イナー、知財専門家 

 

＜マッチング・協働・提言＞ 

○産学・産産のマッチング 

○機械工業のノウハウ共有 

○人材のマッチングと育成 

○公的資金獲得 

○関連機関との協働 

○調査提言活動 
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第 1章．文献調査にみる近畿地域機械工業の現況 
 
１－１ 平成 21年工業統計にみる近畿地域機械工業の現況 

 
（１）製造業に占める機械工業の割合 

2009（平成 21）年には、近畿地域における機械産業の事業所数は 1.1万事業所（近畿

製造業全体の 24.2％）、従業者数は 49.6万人（近畿製造業の 37.4％）、製造品出荷額等

は 16.9 兆円（近畿製造業の 37.4％）である。 

近畿地域の製造業全体に占める機械産業の割合については、事業所数は 24.2％（全国

26.6％）、従業者数は 37.4％（全国 41.1％）、製造品出荷額等は 37.4％（全国 43.8％）

であり、近畿地域製造業における機械工業の割合は全国に比べて低くなっている。 

※以下、特に記載がない場合、 

近畿：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県の２府４県 

資料：平成 21年「工業統計」 

図表 1-1 製造業に占める機械工業の割合（従業者４人以上の事業所） 

  事業所数 
従業者数
（人） 

製造品出荷額等 
（百万円） 

全国製造業（2009 年） 235,817 7,735,789 265,259,031 

近畿製造業（2009 年） 46,794 1,327,585 45,093,226 

製造業 近畿／全国シェア 19.8% 17.2% 17.0% 

【内、機械工業】       

全国機械工業（2009 年） 62,809 3,183,272 116,177,984 

近畿機械（2009 年） 11,347 496,249 16,850,422 

機械 近畿／全国シェア 18.1% 15.6% 14.5% 

【機械工業の占める割合】       

  事業所数 従業者数 製造品出荷額等 

全国（2009年） 26.6% 41.1% 43.8% 

近畿（2009年） 24.2% 37.4% 37.4% 
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ただし、「輸送用機械・器具製造業」を除くと、近畿地域機械工業が製造業全体に占め

る割合は全国に比べて高く、従業者数では 31.3％（全国では 28.9％）、製造品出荷額等

では 30.1％（全国では 26.0％）となる。 

 
図表 1-2 製造業に占める輸送用機械を除く機械工業の割合 

（従業者４人以上の事業所） 

  事業所数 
従業者数
（人） 

製造品出荷額等 
（百万円） 

全国輸送用を除く機械（2009 年） 51,308 2,235,568 68,991,361 

近畿同上（2009 年） 9,995 416,162 13,557,625 

【輸送用機械を除く機械工業の占める割合】     

  事業所数 従業者数 製造品出荷額等 

全国（2009 年） 21.8% 28.9% 26.0% 

近畿（2009 年） 21.4% 31.3% 30.1% 
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（２）機械工業に占める中分類割合 

①事業所数 

機械工業の中分類別の割合をみると、2009 年における近畿地域のはん用機械器具

（17.9％）、生産用機械器具（37.1％）、電気機械器具（18.6％）の事業所数の割合は全

国よりも高い。この傾向は、2008年も同様である。 

他方、輸送用機械器具については、2009 年および 2008 年とも近畿は全国よりもおよ

そ 6％程度、割合が低い（2009 年 11.9％、2008年 11.5％）。 

 
図表 1-3 機械工業に占める中分類割合：①事業所数（従業者４人以上の事業所） 

  近畿事業所数 全国事業所数 

  2009年 2008年 2009年 2008年 

はん用機械器具 17.9% 18.4% 12.9% 13.0% 

生産用機械器具 37.1% 37.5% 33.3% 33.7% 

業務用機械器具 6.7% 6.6% 7.8% 7.7% 

電子部品・デバイス・電子回路 5.8% 5.9% 8.1% 8.2% 

電気機械器具 18.6% 18.1% 16.2% 16.1% 

情報通信機械器具 1.9% 2.0% 3.5% 3.5% 

輸送用機械器具 11.9% 11.5% 18.3% 17.8% 

機械計 100% 100% 100% 100% 
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②従業者数 

近畿地域における電気機械器具、情報通信機械器具の従業者数は、2008 年から 2009

年にかけてやや増加している（電気機械器具でプラス 0.7％、情報通信機械器具でプラ

ス 0.7％）。 

また、2009 年の近畿地域のはん用機械器具（16.2％）、生産用機械器具（21.1％）、電

気機械器具（20.0％）の３分類では、全国の構成比よりもそれぞれ４％から６％程度多

くなっている。他方、輸送用機械器具については、2009 年および 2008 年とも近畿は全

国よりも 10％以上、割合が低い（2009年 16.1％、2008年 16.5％）。 

 

図表 1-4 機械工業に占める中分類割合：②従業者数（従業者４人以上の事業所） 

  近畿従業者数 全国従業者数 

  2009年 2008年 2009年 2008年 

はん用機械器具 16.2% 16.3% 10.2% 10.3% 

生産用機械器具 21.1% 21.8% 16.9% 17.4% 

業務用機械器具 6.87% 7.0% 6.86% 6.9% 

電子部品・デバイス・電子回路 13.2% 13.3% 14.5% 14.8% 

電気機械器具 20.0% 19.3% 15.0% 14.5% 

情報通信機械器具 6.5% 5.8% 6.8% 6.8% 

輸送用機械器具 16.1% 16.5% 29.8% 29.2% 

機械計 100% 100% 100% 100% 
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③製造品出荷額等 

近畿地域の製造品出荷額等については、2008 年から 2009 年にかけて、はん用機械器

具、電気機械器具、情報通信機械器具で増加している。また、2009年の近畿のはん用機

械器具（16.7％）、生産用機械器具（16.3％）、電気機械器具（19.7％）の製造品出荷額

等は全国よりも６％から８％程度多い。 

他方、輸送用機械器具では、2009 年には近畿 19.5％、全国 40.6％（2008 年には近畿

19.5％、全国 40.9％）と、近畿は全国よりもおよそ 20％以上低い。 

 

図表 1-5 機械工業に占める中分類割合：③製造品出荷額等（従業者４人以上の事業所） 

  近畿製造品出荷額等 全国製造品出荷額等 

  2009年 2008年 2009年 2008年 

はん用機械器具 16.7% 15.6% 8.5% 8.0% 

生産用機械器具 16.3% 19.0% 10.3% 12.3% 

業務用機械器具 5.7% 5.9% 6.1% 5.5% 

電子部品・デバイス・電子回路 13.3% 15.6% 12.8% 13.2% 

電気機械器具 19.7% 17.5% 11.8% 10.8% 

情報通信機械器具 8.7% 6.9% 9.9% 9.3% 

輸送用機械器具 19.5% 19.5% 40.6% 40.9% 

機械計 100% 100% 100% 100% 
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（３）輸出に占める機械工業の割合 
2010年の輸出に占める機械工業の割合をみると、近畿地域の機械工業関連の輸出額は

全国の 20％を占め、輸出額全体に占める近畿地域の割合 21％とほぼ同じである。 

商品別にみると、電気機器の割合が高く全国の 36％をカバーしている。電気機器と一

般機械を合わせた近畿圏輸出額は、近畿圏輸出額全体の 53％に達しており、全国の同割

合 39％よりも 14％多い。 

 

図表 1-6 輸出に占める機械工業の割合（2010年） 

※図表６のみ資料：「貿易統計」（平成 22年版）、近畿地域：福井県を含まない。 

 

全国 

輸出価額 

(百万円) 

商品別

割合 

近畿地域 

輸出価額 

(百万円) 

商品別 

割合 

近畿／ 

全国 

シェア 

食料品 406,115 0.6% 95,644 0.7% 23.6% 

原料品 946,147 1.4% 199,844 1.4% 21.1% 

鉱物性燃料 1,104,977 1.6% 211,608 1.5% 19.2% 

化学製品 6,925,266 10.3% 1,874,408 13.0% 27.1% 

原料別製品 8,784,805 13.0% 2,233,659 15.5% 25.4% 

一般機械 13,316,635 19.8% 3,102,100 21.5% 23.3% 

電気機器 12,650,452 18.8% 4,523,617 31.4% 35.8% 

輸送用機器 15,258,136 22.6% 696,564 4.8% 4.6% 

その他 8,007,092 11.9% 1,484,600 10.3% 18.5% 

輸出合計（2010 年） 67,399,627 100.0% 14,422,043 100.0% 21.4% 

機械工業関連（一般、電気、輸送） 41,225,223 61.2% 8,322,281 57.7% 20.2% 

機械+その他の科学光学機器 43,238,760 64.2% 8,830,885 61.2% 20.4% 

(その他の中の科学光学機器） 2,013,537 
 

508,604 
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（４）製造業に占める機械工業の割合の地域比較 

2009 年の製造業に占める機械工業の割合を地域別にみると、事業所数（24.2％）、従

業者数（37.4％）、製造品出荷額等（37.4％）のいずれにおいても、近畿地域が最も低

い状況となっている。中部地域では事業所数以上に、製造品出荷額等（60.1％）、従業

者数（50.1％）において、機械工業の占める割合が全国に比べて製造品出荷額でおよそ

16％、従業者数でおよそ 9％高い。 

 

図表 1-7 製造業に占める機械工業の割合 地域比較（従業者４人以上の事業所） 

2009年機械工業 事業所数 従業者数 製造品出荷額等 

全国 26.6% 41.1% 43.8% 

近畿 24.2% 37.4% 37.4% 

中部 29.8% 50.1% 60.1% 

関東 31.5% 43.1% 42.4% 
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（５）機械工業における中分類割合 地域比較 

①事業所数 

2009 年における機械工業（中分類）の事業所数を地域別にみると、はん用機械器具、

電気機械器具では近畿が最も割合が高く、輸送用機械器具では近畿が最も低い。また近

畿は、業務用機械器具、電子部品・デバイス・電子回路、情報通信機械器具、輸送用機

械器具という多くの業種において全国よりも低くなっている。 

 

図表 1-8 機械工業における中分類割合 地域比較： ①事業所数（従業者４人以上の事業所） 

2009年事業所数 近畿 全国 関東 中部 

はん用機械器具 17.9% 12.9% 11.0% 12.4% 

生産用機械器具 37.1% 33.3% 30.7% 37.3% 

業務用機械器具 6.7% 7.8% 10.3% 5.1% 

電子部品・デバイス・電子回路 5.8% 8.1% 9.3% 4.3% 

電気機械器具 18.6% 16.2% 16.7% 13.5% 

情報通信機械器具 1.9% 3.5% 4.7% 1.4% 

輸送用機械器具 11.9% 18.3% 17.4% 26.0% 

機械計 100% 100% 100% 100% 

 

 
 
  



14 
 

②従業者数 

2009 年における機械工業（中分類）の従業者数を地域別にみると、はん用機械器具、

生産用機械器具、電気機械器具では近畿が最も割合が高く、輸送用機械器具で最も低い。

また、電子部品・デバイス・電子回路、情報通信機械器具、輸送用機械器具において、

近畿は全国よりも低くなっている。他方、中部の輸送用機械器具が５割を超える高さと

なっている。 

 

図表 1-9 機械工業における中分類割合 地域比較： ②従業者数（従業者４人以上の事業所） 

2009年従業者数 近畿 全国 関東 中部 

はん用機械器具 16.2% 10.2% 9.9% 7.7% 

生産用機械器具 21.1% 16.9% 16.4% 14.9% 

業務用機械器具 6.87% 6.86% 9.5% 3.7% 

電子部品・デバイス・電子回路 13.2% 14.5% 12.2% 9.7% 

電気機械器具 20.0% 15.0% 16.7% 10.9% 

情報通信機械器具 6.5% 6.8% 8.8% 2.7% 

輸送用機械器具 16.1% 29.8% 26.5% 50.4% 

機械計 100% 100% 100% 100% 
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③製造品出荷額等 

2009年における機械工業（中分類）の製造品出荷額等を地域別にみると、はん用機械

器具、生産用機械器具、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具では近畿が最も

割合が高く、輸送用機械器具で最も低い。また業務用機械器具、情報通信機械器具、輸

送用機械器具において、近畿は全国よりも低くなっている。他方、中部の輸送用機械器

具が 62.3％と著しく高い。 

 

図表 1-10 機械工業における中分類割合地域比較：③製造品出荷額等 

（従業者４人以上の事業所） 

2009年製造品出荷額等 近畿 全国 関東 中部 

はん用機械器具 16.7% 8.5% 8.6% 4.7% 

生産用機械器具 16.3% 10.3% 11.1% 6.7% 

業務用機械器具 5.7% 6.1% 8.4% 5.1% 

電子部品・デバイス・電子回路 13.3% 12.8% 9.5% 11.0% 

電気機械器具 19.7% 11.8% 14.5% 6.6% 

情報通信機械器具 8.7% 9.9% 13.8% 3.6% 

輸送用機械器具 19.5% 40.6% 34.1% 62.3% 

機械計 100% 100% 100% 100% 
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（６）出荷額の地域別シェア変化 

製造品出荷額の地域別シェア変化をみると、近畿圏製造業全体では 17％前後、近畿圏

機械工業では 15％前後のシェアを維持している。 

 

図表 1-11 製造業全体における出荷額の地域別シェア変化（単位：％） 

  1985年 1990年 1995年 2000年 2004年 2008年 2009年 

近畿 19.1 18.3 17.7 17.0 16.3 16.6 17.0 

中部 16.1 17.3 17.0 17.8 19.8 21.1 20.1 

関東 42.2 42.4 41.6 40.9 38.8 36.8 36.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 1-12 機械工業における出荷額の地域別シェア変化（単位：％） 

  1985年 1990年 1995年 2000年 2004年 2008年 2009年 

近畿 15.7 14.9 14.8 14.7 13.6 13.9 14.5 

中部 19.4 21.1 20.7 22.3 26.1 28.3 27.6 

関東 48.5 47.5 45.4 42.8 39.6 36.5 35.5 
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近畿圏機械工業出荷額は、輸送用機械を除くとシェアは回復傾向にあり、およそ 20％

となっている。 

 

図表 1-13 輸送用機械を除く機械工業出荷額の地域別シェア変化（単位：％） 

  1985年 1990年 1995年 2000年 2004年 2008年 2009年 

近畿 20.2 18.7 18.3 18.1 17.9 19 19.7 

中部 11.3 13 12.5 13.4 16.3 17.9 27.6 

関東 51.8 51 48.8 46.1 42.7 39.9 39.4 
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（７）小分類品目別の製造品出荷額の近畿シェア 

2008年以降、工業統計調査用産業・品目分類の改定が適用されており、単純比較はで

きないが、製造品出荷額 1000 億円以上の機械工業関連品目において近畿シェアが特に

高いのは、2004年においては、エアコンディショナ（ウインド形、セパレート形除く）、

監視制御装置、その他の内燃機関電装品などであり、2009年においては、蒸気機関・タ

ービン・水力タービン部分品等、その他の光電変換素子、原子動力炉・同部分品等など

である。 
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図表 1-14 近畿地域 製造品出荷額 1000億円以上の機械工業関連品目、および当該品目の近畿シェア 

【2009年】 18品目   
※ただし、各府県で1又は2の事業所のみが当該品目を算出している場合はデータが秘匿されているため、本来は

近畿圏のシェアが高いと目される品目（例 リチウムイオン蓄電池）についてはシェアを把握できない点に留意

を要する。 

品目 
2009年近畿 

出荷額（百万円） 

2009年 

近畿シェア 

駆動・伝導・操縦装置部品 440,411 9.4% 

その他の自動車部品（二輪含む） 311,100 6.2% 

その他の光電変換素子 306,959 64.0% 

コネクタ（プリント配線板用コネクタを除く） 261,640 41.8% 

原子動力炉・同部分品等 254,165 55.3% 

蒸気機関・タービン・水力タービン部分品等 212,650 66.7% 

他に分類されない電子部品・デバイス・電子回路 204,559 10.8% 

その他の内燃機関電装品 185,051 40.9% 

監視制御装置 175,354 25.1% 

舶用ディーゼル機関 169,586 50.8% 

建設機械・鉱山機械の部分品等 164,235 33.6% 

舶用機関の部分品等 157,825 42.5% 

固定コンデンサ 147,727 23.1% 

無線応用装置 128,531 19.3% 

ショベル系掘さく機 120,131 18.5% 

内燃機関電装品の部分品・取付具・附属品 113,925 12.0% 

自動車用内燃機関の部分品・取付具・附属品 112,146 4.5% 

エアコンディショナ 103,471 23.8% 
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【（参考）2004年】 22品目   
※平成20年以降、工業統計調査用産業・品目分類の改定が適用されており、単純比較はできない 

品目 
2004年近畿 

出荷額（百万円） 

2004年 

近畿シェア 

その他の電子部品 624,116 19.2% 

駆動・伝導・操縦装置部品 354,202 7.5% 

その他の自動車部品（二輪を含む） 303,170 4.7% 

ショベル系掘さく機 235,614 30.7% 

自動車用内燃機関の部分品・取付具・附属品 189,691 6.1% 

原子動力炉、同部分品・取付具・附属品 159,420 32.1% 

液晶素子 153,931 8.8% 

監視制御装置 153,848 34.8% 

その他の内燃機関電装品 153,848 34.8% 

固定コンデンサ 152,446 19.0% 

エアコンディショナ（ウインド形、セパレート形除く） 151,743 43.2% 

他に分類されない電気機械器具 149,537 21.4% 

エアコンディショナ 147,993 27.0% 

フラットパネル・ディスプレイ製造装置 136,942 21.3% 

コネクタ（プリント配線板用コネクタを除く） 128,882 31.0% 

建設機械・鉱山機械の部分品・取付具・附属品 123,262 27.4% 

シリコントランジスタ 117,344 32.1% 

リジット配線板 115,217 14.7% 

内燃機関電装品の部分品・取付具・附属品 114,747 11.2% 

ビデオカメラ（放送用を除く） 109,528 13.6% 

その他の一般産業用機械、同装置 102,530 20.8% 

その他の一般産業用機械、同装置の部分品等 102,404 22.7% 
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部分品・取付具・附属関連品目における製造品出荷額の近畿シェア（2009年）をみる

と、自転車、蒸気機関・タービン・水力タービン、ちゅう房機器などが高い。 

 

図表 1-15 近畿地域 部分品・取付具・附属関連品目における製造品出荷額シェア
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（８）「KANSAIモノ作り元気企業」掲載企業にみる機械工業関連企業の特徴 

近畿経済産業局が発行する「KANSAIモノ作り元気企業」の 2008年版から 2010年版の

掲載企業 300 社について機械工業関連企業の掲載状況を把握したところ、全体のおよそ

１／３が機械工業関連企業とみられた。近畿地域のものづくり分野で活躍する元気な企

業の強みとして、主に以下のような特徴がみられた。 

・計測、特殊・微量の分析技術に強みがある企業が多い 

・精密加工、精密加工機、特殊加工装置等に強みのある企業が多い 

・センサー関連技術に強みのある企業がみられ、組み込みソフト開発企業もみられる 

・医療機器、航空機部品、環境や水ビジネス等の領域に強みを有する企業がある 

・研究開発で産学連携に活発な取り組みを進め、公的資金を獲得する企業も多い 
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１－２ 近年の機械工業に関連する産業分野の施策動向 

 
（１）国施策の方向性 

東日本大震災後、我が国は大きな変化に直面している。昨年 12 月に日本再生に向け

た方向性がまとめられた「日本再生基本戦略～危機の克服とフロンティアへの挑戦～」

(平成 23 年 12 月 24 日 閣議決定）では、日本を取り巻く現状認識として「２つの危機

の真っ只中」にあるとの認識の上、この「危機の克服を図り、『フロンティア』への挑

戦に臨む」として、以下の内容が取り上げられた。 
 

（資料）「日本再生の基本戦略（概要）」平成 23年 12月、国家戦略室 

【日本を取り巻く現状認識】 
 「そこにある危機」 ：構造転換が遅れ、失われた 20 年 
 「危機の中の危機」 ：東日本大震災・原発事故・円高等 
【基本的な考え方】  

危機の克服を図り、「フロンティア」への挑戦に臨む。 
東日本大震災や原発事故等を受けて、東日本の復興を支え、震災前から直面した課題

に対応するため、本戦略を取りまとめた。 
・被災地においては、「新成長戦略」の施策を先進的に実施することで、被災地の復興を

日本再生の先駆例としていく 
•「新成長戦略」は加速・断行をした上で、経済連携やイノベーションを推進し、グロー

バル化のもたらす便益を追求し経済成長に繋げる 
•グローバル化と向き合いつつ、分厚い中間層を復活し、持続可能で活力ある地域社会を

構築する 
•インクルーシブな成長、人間の安全保障など、人の温もり・地域の温かさを大切にする

取組を内外に展開する 
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【「３．新成長戦略の実行加速と強化・再設計」における成長分野に関する記述】 

 ものづくり分野等で、イノベーションを起こす。成長分野を中心としたイノベーショ

ンを通じて、新産業・新市場を創出。 
  ①グリーン（省エネ製品、エネルギーマネジメント、分散型エネルギーシステム等） 
  ②ライフ（革新的な医療機器等） 
  ③科学技術（各地域の産学官共同研究開発） 
  ④情報通信（クラウドの普及、異業種・異分野の産業融合） 
  ⑤海洋・宇宙（海洋資源獲得、宇宙空間開発・利用） 
  ⑥創業支援・中小企業・規制緩和（中小企業のものづくり技術の強化等） 
 
 
（２）近畿経済産業局「JUMP UP KANSAI」における重点施策 

近畿経済産業局では、平成 21 年 3 月、地域の経済団体、自治体、大学等研究機関が

連携して取り組む広域経済活性化戦略として「関西メガ・リージョン活性化構想」を策

定し、構想実現のためのアクションプランを提示してきている。 
このアクションプランを含めて、同局では今年 3 月に近畿経済産業局の主要施策を網

羅的にまとめた初めての施策集として、「JUMP UP! KANSAI ～関西メガ・リージョ

ン活性化に向けて～」を公表している。この施策集で取り上げられている項目は以下の

通りであるが、関西地域の強みとしては大学・研究機関の集積、グリーン・イノベーシ

ョンに関する集積（電池関連を中心とする）、ライフ・イノベーションに関するに集積、

文化の集積、ならびに関西発の新商品・サービスを取り上げている。 
 
（資料）「近畿経済産業局施策集 JUMP UP! KANSAI ～関西メガ・リージョン活性化に向けて～」

平成 24年 3月、近畿経済産業局 
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 【近畿経済産業局の主要施策の内容】 
１．成長分野の推進（関西メガ・リージョン活性化構想の実現） 
（１）グリーン・イノベーション 
①次世代電子・エネルギー技術産業創出プロジェクト 
②蓄電池・燃料電池関連分野の振興  ③スマートコミュニティ構想の実現 

（２）ライフ・イノベーション 
④世界屈指の創薬・医療機器開発拠点の形成 

（３）イノベーション創出戦略 
⑤イノベーション拠点形成支援    ⑥イノベーション拠点立地推進事 
⑦トップスタンダード制度       
⑧レアアース・レアメタル使用量削減・利用部品代替支援事業 
⑨情報環境の整備          ⑩知財活用の支援 
⑪産学連携による実践型産業人材育成 

（４）クールジャパン戦略 
⑫デザインと感性を活かしたものづくりの活性化 
⑬クリエイティブビジネスの新たな市場形成  ⑭伝統的工芸品産業の振興 

（５）中小企業海外展開支援 
⑮中小企業の海外展開支援      ⑯関西国際航空機市場参入等支援事業の展開 
⑰環境・省エネビジネスのアジア展開支援   ⑱ＪＡＰＡＮブランドの育成支援 
⑲貿易・海外投資リスクの軽減 

（６）中小企業の研究開発から事業化までの支援 
⑳ものづくり中小企業の研究開発支援 21新連携支援 
22農商工等連携支援         23地域資源活用支援  
24環境ビジネスの推進        25優れた中小企業の発掘、ＰＲ 

26中小企業向け金融支援（成長戦略総合支援プログラム） 
27エンジェル税制 

 
２．地域経済基盤の形成 
（７）地域活性化戦略 

28企業の立地支援         29中心市街地・商店街活性化 

30関西広域投資交流・集客プロモーションの推進 

31アジア拠点化立地推進事業     

（８）中小企業のセーフティネット 

32中小企業向けの金融支援     33中小企業の経営力向上支援 

34中小企業の事業承継税制     35中小企業の再生支援 

36下請取引の適正化の推進 
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３．安全・安心な社会の構築 

（９）省・新エネルギー、地球温暖化対策戦略 

37無料省エネ診断及び省エネルギー機器導入の支援  

38電力需給対策（節電エコ補助金、自家発電設備導入促進事業） 

39住宅用太陽光発電及び民生用燃料電池の導入支援 

40エコカー補助金   41クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 

42（参考）車体課税の見直し  43国内クレジット制度の活用支援 

（１０）国民の安全・安心の確保 

44製品安全確保対策      45消費者取引被害の防止 

46安全保障貿易等輸出、輸入管理の円滑な実施 

47資源・エネルギーの安定供給の確保 

 

 

 

（３）関西イノベーション特区の概要 

「新成長戦略」（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）の中で位置づけられた総合特別区域

制度は、平成 23 年 8 月１日に施行された総合特別区域法に基づき、現在、国の総合特

別区推進本部において、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合

的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を

図ることを目的に推進されている。 
近畿地域では、この中の「国際戦略総合特区」に係る指定申請を関西３府県（京都府・

大阪府・兵庫県）・３政令市（京都市・大阪市・神戸市）共同で行い、同年 12 月 22 日

に国から指定を受けた。 
今後、特に医療、エネルギー分野において、実用化、市場づくりをめざしたイノベー

ションを次々に生み出す仕組みをつくることで、大阪・関西経済の再生につなげていき

ます。関西の産学官が、各地方公共団体の行政区域を超えて戦略的かつ有機的に連携し、

一体化した取組みを進めることで、国内外に広く開かれたイノベーションのプラットフ

ォームを構築し、アジアにおける新産業創出の中核拠点となるために、取組みの具体化

を図ることを目指すものとしている。また、総合特区法に基づき「関西イノベーション

国際戦略総合特別区域地域協議会」（以下「協議会」という。）が、平成 23 年 9 月に設

置されている 
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（資料）「関西イノベーション国際戦略総合特区の概要」大阪府ホームページより 

 

１．ねらい 

 産業の国際競争力の低下や円高等による空洞化の進行など、我が国経済は危機的な

状況に陥り、生産拠点の海外移転が止   まらず、関西でも先端技術の海外流出が

進んでいる。震災からの復興を果たし、我が国が持続的な成長を図るためには、関西

産業の活性化が一つの鍵となっている。このため、関西は、世界レベルのポテンシャ

ル（世界屈指の大学や研究機関、リーディング企業の集積、産業インフラなど）を活

かし、国際戦略総合特区により、「イノベーション」を次々に創出する仕組みづくりを

行う。 

 

２．特徴 

(１)「実用化、市場づくり」をめざした「イノベーションを次々と生み出すための仕

組み（プラットフォーム）」を構築する。 

(２)単独の企業や自治体では不可能な課題に「府県域を超えて産学官オール関西」で

取り組む。 

(３)「７つの地区と空港・港湾」で「一体的」に取組む。選択と集中により地区を絞

り込むとともに、取組む事業も先駆性と 波及効果のあるテーマに  絞って実

施する。 

 

３．取組みの柱 

(１)研究開発から実用化へのスピードアップとわが国の製品の高い性能を国際競争力

に結び付けるための性能評価、規格化の推進 

(２)先端技術分野での産学官連携、多様な産業、技術の組み合わせによる国際競争力

の強化 

(３)人材育成、物流・産業インフラの充実強化によるイノベーションの基盤の強化  

 

４．ターゲット分野 

 医薬品、医療機器、先端医療技術（再生医療等）、先制医療、バッテリー、スマート

コミュニティ 

 

５．具体的な取組みと仕組みづくり 

・PMDA（医薬品医療機器総合機構）の関西での機能の整備やバッテリー戦略研究セン

ター機能の整備など、３２事業を提案 

・薬事法や電気事業法関連など１２７項目の規制緩和・制度創設を提案 
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【イノベーションプラットフォーム 概念図】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
【関西イノベーション国際戦略総合特区 全域地図】 
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（４）関西地域産学連携支援機関におけるオープン・イノベーションの取り組み 

当連合会では今年度、本調査と平行して「関西地域中堅・中小機械工業の産学連携推

進調査・研究」を実施し、産学連携推進をテーマに関西地域における産学連携支援関連

機関等へのヒアリングを行い、各機関におけるオープン・イノベーションに関する取り

組み内容を把握した。その主な内容は以下の通りである。 
独立行政法人産業技術総合研究所関西センターでは、「技術研究組合リチウムイオン電

池材料評価研究センター（LIBTEC）」を企画運営し、参加企業は同センターの評価装置

や評価技術を活用することが可能である。そのため、電池の材料開発企業が多く参加し

ている。また、京都の「京都環境ナノテククラスター」ではシリコンカーバイドによる

パワー半導体を開発し、各段の省エネにつながることが期待されるため、内外の注目を

集めている。 
電池や材料関連に加えて、関西地域の大学の強みの一つであるライフサイエンス分野

においては、京都リサーチパークの「再生医療とものづくり」での研究者と中小ものづ

くり企業とのマッチング、大阪商工会議所の「次世代医療システム産業化フォーラム」

等、医工関連の産学連携促進の取り組みが着実に進められている。ヒアリング先機関以

外では神戸市機械金属工業会においても、「医療用機器開発研究会」に中小企業およそ

70 社が参画し、医療用機器開発のニーズを把握しながら、開発に取り組んでいる。 
大学での取り組みでは、経験豊富なリーダー的コーディネーターが所属する神戸大学

を拠点に、コーディネーター育成が進められている。また、立命館大学では「農商工連

携」に取り組み、地域を巻き込んだ取り組みを提案型で進めている。ものづくり企業相

互の連携にとどまらない幅広い異分野企業が参加しており、注目事例の一つである。 
ものづくりビジネスセンター大阪（旧 クリエイション・コア東大阪）では、国内大

手企業のニーズを把握し、大阪のものづくり企業が手を挙げられる環境を整えて大規模

商談会を開催している。同センターでは平成 16 年から大規模商談会の開催に取り組ん

でおり、営業秘密の取り扱いについても実績を積んでいる。 
また、おおさかナレッジフロンティア推進機構では、中小企業内の「研究プロデュー

サー人材」の育成に取り組んでおり、他にほとんど例がないユニークな取り組みである。

大学側だけでなく、今後は企業内で産学連携をマネジメントできる人材も必要との観点

からの取り組みである。 
これらのヒアリング先機関以外にも、関西地域では多くの関連機関が取り組みを進め

ており、産学連携促進に向けた豊かな人的ネットワークの形成が進んでいるものと期待

される。 
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■図表 1-15 関西地域産学連携支援機関のオープン・イノベーション関連事業 

№ 支援機関等名称 

【ヒアリングのテーマ】 

ヒアリング関連事業 ヒアリングにみる事業のポイント 

1 産業技術総合研究所関

西センター 

【リチウム電池の技術

研究組合】 

技術研究組合リチウム

イオン電池材料評価研

究センター（LIBTEC）

を企画運営。 

・材料系メーカーが自社内では困難な

「電池」としての性能を組合員とな

ることで利用可能（利用については

年間費用が必要）。 

2 立命館大学総合理工学

研究機構 

【産学連携による情報

交流】 

「明日の農と食を考え

る会」を企画運営。 

・異業種の企業が参画し、農業分野に

ついて学びながら情報交流。大学発

の農地の土壌肥沃度診断手法の普及

も目指し、産学連携に取り組む。 

3 神戸大学産学連携本部

【大学側 人材育成】 

産学連携担当の特任教

授が大学側産学連携コ

ーディネーター人材育

成に取り組む。 

・産学連携のコーディネーターを育成

するために、毎週金曜日に研修を実

施している。入門コース、初級コー

ス、中級コースと進めて、コーディ

ネーターの役割を伝える予定。 

4 財団法人京都高度技術

研究所 

【地域産学研究プロジ

ェクト】 

地域産学官連携科学技

術振興事業費補助金 

地域イノベーション戦

略支援プログラム（グ

ローバル型）「京都環

境ナノテククラスタ

ー」 

・知的クラスター創成事業（第Ⅰ期）

の実績を踏まえ、ナノテクロノジー

を核に地球環境問題に対応しうる

「環境ナノ」をテーマにすえる。 

・次世代半導体材料シリコンカーバイ

ドを使い、超低損失 SiCパワーデバ

イスを開発、注目を集めている。 

5 京都リサーチパーク 

【再生医療における医

工連携】 

京大再生医療研究グル

ープと連携し、「再生

医療サポートプラット

フォーム」を立ち上げ。 

・薬事法の認可が必要にならない段階

＝研究開発を支える理化学機器開発

として、中小ものづくり企業の取り

組みを支援。再生医療をわかりやす

く解説。 

6 大阪商工会議所 

【医工連携】 

次世代医療システム産

業化フォーラムを主

催。 

・産学連携でも最もハードルの高い医

学部・病院とモノづくり企業をつな

ぐ。地域は全国でとらえる。 

7 ものづくりビジネスセ

ンター大阪 

【オープン・イノベーシ

ョン】 

国内大手自動車メーカ

ー等と大阪ものづくり

企業の大規模商談会 

・平成 16年ころから大手企業のニー

ズを把握し、大阪のものづくり企業

のマッチングを図る商談会を開催。 

・アジア新興国センターによりアジア

新興国市場への販路開拓支援も企画

推進中。 

8 おおさかナレッジフロ

ンティア推進機構 

【企業側の人材育成】 

企業側の研究プロデュ

ーサー人材育成事業を

推進。 

・参加にあたって面接があり、参加者

を厳しく選考、合宿形式も取り入れ

る。 
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（５）他地域の取り組み事例 

他地域の取り組み事例の内、地域機械産業に関連があるとみられる主な取り組みにつ

いて、以下に取り上げた。 
近畿地域においても、近畿経済産業局「JUMP UP KANSAI」の中に「関西国際航空

機市場参入等支援事業」が取り上げられ、航空宇宙産業への中小企業参画支援が行われ

ているが、中部地域では岐阜県・愛知県等が進める「アジア№1 航空宇宙産業クラスタ

ー形成特区」が国際戦略総合特区に選定され、航空機等の材料開発から保守管理にいた

るまでの一貫した体制づくりが進められようとしている。 
また、東日本大震災以前からの取り組みであるが、半導体関連工場が集積地である宮

城県では「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」により、高度電子機械市場に関する中

小企業の参入支援や、県外大手企業からの受注を目的とする展示会開催等が進められて

きた。 
大手自動車の工場が立地する県においては、自動車関連産業の取り組みが近年、活発

になっており、栃木県、埼玉県、福岡県、広島県、岡山県等で関連する取り組みがみら

れる。栃木県では加工技術を中心に研究開発や人材育成に取り組み、埼玉県や岡山県で

は次世代自動車に関する技術開発、広島県ではカーエレクトロニクスに焦点を絞った取

り組みと、テーマはそれぞれ異なる。福岡県では、自動車メーカーの企業 OB 等がアド

バイザーとして部品メーカーの受注を目指す地場企業を支援するとともに人材育成に

も取り組んでいる。 
関西地域では先に取り上げたように、地域の大学や研究機関の集積を活かして、ライ

フ・イノベーションに関連して医工連携の取り組みが盛んになっているが、全国的には

岡山県、富山県・石川県等で医療用機器開発への取り組みがみられる。 
グリーン・イノベーションに関連しては、関連するテーマで総合特区の指定や環境未

来都市の指定を受けた地域を中心に全国的に取り組みが活発化している。他にも多数の

取り組みがみられるが、代表的な例として福岡県・北九州市が進める「グリーンアジア

国際戦略総合特区」（環境未来都市にも選定）、柏市が民間企業とともに進める「柏の葉

キャンパス『公民学連携による自律した都市経営』特区」（環境未来都市にも選定）を

取り上げた。 
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■図表 1-16 他地域における地域機械産業振興に関連する取り組み 

№ 事業名【テーマ】 主体 概要 

1 アジア№１航空宇宙産

業クラスター形成特区

（国際戦略総合特区。指

定区域は岐阜県、各務原

市、愛知県、名古屋市、

半田市、春日井市、常滑

市、小牧市及び弥富市並

びに愛知県西春日井郡

豊山町及び海部郡飛島

村） 

【航空宇宙産業】 

岐阜県、愛

知県他 

・アジア最大・最強の航空宇宙産業クラスター

形成を目指す。具体的には、①材料を含む研

究開発から設計・開発、飛行試験、製造・販

売、保守管理までの一貫体制を整備、②ボー

イング７８７の量産化への対応やＭＲＪの生

産・販売の拡大などにより、航空宇宙産業の

世界シェア拡大を目指す。 

・主な取り組みの中に、「関連中小企業の効率

的な生産・供給体制の構築」（航空宇宙部品

の一貫受注システムの構築、工場アパートの

整備）、「次世代複合材技術確立支援センタ

ー（ナショナルコンポジットセンター）の整

備」等がある。 

2 みやぎ高度電子機械産

業振興協議会 

（副会長：ソニー㈱ 仙

台テクノロジーセンタ

ー代表、㈱日本セラテッ

ク 取締役 執行役員 セ

ラミック事業部長等が

協力、東北大学参画） 

【高度電子機械】 

宮城県 経

済商工観

光部 新産

業振興課 

・半導体製造装置、医療機器、ロボット等の高

度電子機械市場に関する「市場理解セミナー」

を開催。 

・県内外のデバイス，セットメーカー等発注企

業において、県内部品･加工企業の製品･技術

の展示会を開催。 

・高度電子機械関連の新技術の開発費用を助成。

産学連携を基本とし、将来的には国の研究開

発委託費の獲得を目指す。 

3 とちぎ自動車産業振興

協議会 

（顧問（5団体）：いすゞ、

日産、本田技研工業㈱等

の工場、研究所が参画） 

【自動車（加工技術中

心）】 

栃木県 産

業政策課 

・自動車産業分野が求める質の高い多様な人材

の育成・確保のため、人材育成研修や大学等

と連携した人材確保支援を実施する。 

・研究開発支援事業では、自動車産業分野にお

ける加工技術や製品等の具体的研究・開発等

を進めるため、研究会や研修会等を実施する。 

・自動車産業関連の販路開拓支援事業、企業立

地支援事業、資金調達支援事業にも取り組む。 

4 埼玉次世代自動車環境

関連技術イノベーショ

ン創出センター 

【次世代自動車】 

国立大学

法人 埼玉

大学 等 

・電気自動車(EV)を中心として、ハイブリッド

車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)な

ど、次世代自動車関連基盤技術開発のための

産学官共同研究等の実施。（充電システムお

よびＳｉＣ素子応用技術等に取り組む） 

・研究会は以下を運営 

１．EV充電インフラ研究会 

２．EMC・電波応用研究会 

３. 次世代自動車関連半導体デバイス研究会 

４．モビリティと経済活性化研究会 
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№ 事業名【テーマ】 事務局 概要 

5 北部九州自動車１５０

万台先進生産拠点プロ

ジェクト 

【自動車】 

福岡県 

自動車産

業振興室 

・高機能部品産業の集積を目指して、産学官共

同研究を実施。 

・自動車産業アドバイザー（自動車メーカー現

役社員・OB等５名）が、一次部品メーカー等

からの受注を目指す地場企業を支援。 

・自動車先端人材の総合的育成に向けて、産学

官で「自動車先端人材育成委員会」を設置。

中小企業中核技術者等の育成、高度人材の育

成等に取り組む。 

・高齢者にやさしい自動車の開発等を推進。 

6 カーエレクトロニクス

推進センター 

【カーエレクトロニク

ス】 

財団法人 

ひろしま

産業振興

機構 

・環境技術、安全・情報化技術、エレキ基盤技

術を重点に、コーディネーターが新技術の開

発を支援。 

・中国地域次世代自動車開発人材育成プログラ

ムを県内の大学等と連携して企画運営。 

・ベンチマーキングセンター（地域共同研究の

ＢＭ活動）により、ベース技術・知識・情報

の共有化や教育の場を提供。 

・価値創成（ＶＥ）センターにより、企業ＯＢ

人材等が自動車部品サプライヤー等の県内中

小製造業者に対してＶＥ活動の普及指導、人

材育成業務を支援。 

7 おかやま次世代自動車
技術開発センター設置
事業 
メディカルネット岡山 
【自動車、医工連携等】 

財団法人 
岡山県産
業振興財
団  

○おかやま次世代自動車技術開発センター 

・試作開発 EV（岡山モデル）の開発を通じ、県

内部品メーカーの強みを活かした技術開発の

推進、設計・開発力強化のための人材育成を

行い、国際競争力のある部品・ユニットを生

み出す「次世代自動車産業クラスター」の形

成を目指す。 

○メディカルネット岡山 

・岡山県内のミクロものづくり企業を中心に岡

山県産業の重点 5分野の一つである高度医療

機器部門の受注確保を目指して設立された共

同受注グループ。23社の会員で大手メーカー

からの部品加工受注の獲得促進を図る。 

8 ほくりく健康創造クラ
スター 
【医療用機器開発、医薬
品産業等】 

(財)北陸
産業活性
化センタ
ー 
富山県、石
川県 

・文部科学省「地域イノベーション戦略支援プ

ログラム」採択。知的クラスター創生事業「と

やま医薬バイオクラスター」「石川ハイテク・

センシング・クラスター」の２つを統合。 

・ライフサイエンス研究開発拠点を構築し、機

械産業、医薬品産業への波及をねらう。加え

て、観光産業・食品業界等との融合により、

裾野の広い県子鵜関連産業の創出を意識。 
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№ 事業名【テーマ】 事務局 文献調査による事業のポイント 

9 一般社団法人 首都圏産
業活性化協会 
【環境に配慮したもの
づくり産業】 

一般社団
法人 首都
圏産業活
性化協会 

・「環境分野」に対する取り組みに重点を置き、

世界的競争力のあるものづくり産業の集積を

推進する。 

・産学連携促進事業・研究開発促進事業、助成

金・特許戦略セミナー、「若者とＴＡＭＡ企

業とのネットワーク構築事業」等による連携

促進。 

・TAMA-TLO、ＩＴ経営応援隊経営者研修会、コ

ーディネーター派遣制度等を実施。 

・ＴＡＭＡファンドによる事業化資金の供給支

援、中核人材及びビジネスプラン作成支援事

業等を開催。 

10 グリーンアジア国際戦
略総合特区 
【グリーン・イノベーシ
ョン】 

福岡県、北
九州市、福
岡市 
（グリー
ンアジア
国際戦略
総合特区
地域協議
会） 

・国の新成長戦略のうち｢グリーン・イノベーシ

ョン｣と｢アジア経済戦略｣の２つを柱にする。 

・世界の環境課題対応先進国として我が国が培

ってきた、都市環境インフラ関連産業や技術

をパッケージ化してアジアの諸都市へ提供す

るとともに、グリーン・イノベーションの新

たな創造をさらに推し進め、アジアの活力を

取り込みアジアから世界に向けて展開し、ア

ジアと共に成長する拠点となることを目指

す。 

※北九州市は「環境未来都市」にも選定 

11 柏の葉キャンパス「公民
学連携による自律した
都市経営」特区 
（柏の葉キャンパスを
中心とする柏市全域が
総合特区指定） 
【スマートシティ】 

柏市、三井
不動産㈱、
スマート
シティ企
画㈱、柏の
葉アーバ
ンデザイ
ンセンタ
ー、TX アン
トレプレ
ナーパー
トナーズ 

・「公民学連携による自律した都市経営」をテ

ーマとして、エネルギー分野、健康・介護分

野、都市経営の仕組みづくりに取り組み、規

制緩和や税制措置などを複合的に提案。 

・エネルギー分野：太陽光発電システムなどで

創出したエネルギーを大規模蓄電池に蓄え、

地域エネルギーを街区間で融通等。 

・健康・介護分野については、医療機関でなく

ともリハビリ事業所を開設することを可能に

するための取り組みを推進等。 

※同プロジェクトは「環境未来都市」にも選定。

スマートシティ企画㈱はスマートシティ関連

大手企業 23 社（平成 23年 12 月時点）が参画

するジョイントベンチャー。 
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第２章．アンケート調査結果にみる近畿地域機械工業の現況と動向 
 

 ■調査実施概要 

○アンケート対象： 日機連会員企業、公的資料やＨＰ等に掲載されている機械工業企業 

＊近畿経済産業局「KANSAI モノ作り元気企業 100 社」掲載企業 

＊大阪商工会議所等ＤＢの機械工業該当企業 

＊関西各府県の産業振興関連団体の内、機械工業関連企業 

＊関西各府県内の機械に関連する団体の会員企業 等から抽出 

○手法： 郵送による送付、回収（一部、メールによる返信を含む） 

○調査対象機関数： 999機関（機械工業に関連の強いとみられる機関に絞り込んで実施） 

○調査回収数  ： 155 機関から回答を得た（回収率 15.5％） 

○調査対象地域 ： 関西地域（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県） 

○調査時期   ： 平成 23年 10月 

○主な調査項目 

はじめに．ご回答機関について（回答機関プロフィール） 

問１．貴社の業種や概要について 

・業種、資本金の規模、従業員数、本社所在地 

問２．貴社の売上高動向について 

・最近 3年間の売上動向 

・事業分野別の売上増減動向、売上増減予測（記述式）・要因 

問３．社会経済環境変化やグローバル化について 

・重視する経営戦略 

・円高への対応策 

・市場、競合相手、生産拠点として重視する国や地域 

問４．貴社の設備投資動向について 

・近畿圏の拠点数、位置づけ 

・設備投資動向 

問５．機械工業が抱える課題と今後取り組むべき方策等について 

・公益法人が取り組むべき方策 

・産学官連携、オープン・イノベーション、標準化等の取り組み実績 

・今後のオープン・イノベーションに向けた方針、進めたい分野やテーマ 

・機械工業の今後の発展に向けた課題や取り組み等（記述式） 
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２－１ 売上動向等について 

 
（１）回答企業の業種や概要 

 

問１－① 回答企業の業種別構成 

・回答企業の業種別構成のうち、20％を超えて回答があった上位３業種は以下の通り。 

①生産用機械器具製造業（23.9％） 

②電気機械器具製造業（23.9％） 

③その他の製造業（20.6％） 

（参考）2009年工業統計 近畿地域機械工業「事業所数」の業種別構成比 

①生産用機械器具製造業（37.1％） 

②電気機械器具製造業（18.6％） 

③はん用機械器具製造業（17.9％） 

 
図表 2-1 問 1-①回答企業の業種別構成 

※１つのみ回答。以下、特に記載がない場合は同様 

業種 回答数 ％ 

はん用機械器具製造業 9 5.8% 

生産用機械器具製造業 37 23.9% 

業務用機械器具製造業 16 10.3% 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 5 3.2% 

電気機械器具製造業 37 23.9% 

情報通信機械器具製造業 2 1.3% 

輸送用機械器具製造業 15 9.7% 

その他の製造業 32 20.6% 

無回答 2 1.3% 

全体 155 100% 
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問１－② 回答企業の資本金規模別構成 

回答企業の資本金規模別構成のうち、10％を超えて回答のあった上位３分類は以下の

通りとなった。 

①資本金 1,000万円以上、3,000万円未満（30.3％） 

②資本金 5,000万円以上、１億円未満（15.5％） 

③資本金 3,000万円以上、5,000万円未満（14.8％） 

 

資本金が 5,000 万円未満の企業で全体の 47％を占める。一方、資本金 100 億円以上の

大手企業も 10.3％を占め、資本金 10億円以上では 21.3％を占めている。 

 
図表 2-2 問 1-②回答企業の資本金規模別構成 

資本金規模 回答数 ％ 

1,000 万円未満 3 1.9% 

1,000 万円以上、3,000万円未満 47 30.3% 

3,000 万円以上、5,000万円未満 23 14.8% 

5,000 万円以上、１億円未満 24 15.5% 

１億円以上、３億円未満 12 7.7% 

３億円以上、10 億円未満 12 7.7% 

10 億円以上、100億円未満 17 11.0% 

100億円以上 16 10.3% 

無回答 1 0.6% 

全体 155 100% 
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問１－③ 回答企業の従業員数別構成 

回答企業の従業員数別構成のうち、10％を超えて回答のあった上位４分類は以下の通

りであった。 

①従業員数 10人～49 人（38.7％） 

②従業員数 100人～299人（18.7％） 

③従業員数 50人～99 人（13.5％） 

④従業員数 300人～999人（12.3％） 

 

従業員数が 50人未満の企業で全体の 4割（40.0％）を占め、100人未満では 53.5％と

半数を超える。一方、従業員数 1 万人以上の大手企業も 5.8％みられ、従業員数 1000 人

以上では合わせて 14.8％を占めている。 

 
図表 2-3 問 1-③回答企業の従業員数別構成 

従業員規模 回答数 ％ 

10 人未満 2 1.3% 

10 人～49人 60 38.7% 

50 人～99人 21 13.5% 

100人～299 人 29 18.7% 

300人～999 人 19 12.3% 

1,000 人～1 万人 14 9.0% 

１万人以上 9 5.8% 

無回答 1 0.6% 

全体 155 100% 
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（２）回答企業の売上高動向                             

 

問２－① 回答企業の売上高動向 

回答企業のうち、「過去３年間の売上高が増加傾向」にある企業は全体の 1/4（25.2％）

に達した。 

「過去 3年間の売上高が横ばい」（34.2％）、「過去 3年間の売上高が減少傾向」（31.0％）

にある企業の方が、いずれも増加傾向にある企業よりも多い。 

 

図表 2-4 問 2-①回答企業の売上高動向 

最近３年間の売上動向 回答数 ％ 

過去３年間、増加傾向にある 39 25.2% 

過去３年間、ほぼ横ばいである 53 34.2% 

過去３年間では減少傾向にある 48 31.0% 

その他 7 4.5% 

無回答 8 5.2% 

全体 155 100% 
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【従業員数×最近３年間の売上動向 クロス集計結果】（無回答企業を除く） 

最近３年間の売上動向と従業員数をクロス集計した結果、従業員数 1 人～49 人の企業

では、「ほぼ横ばい」と回答した企業が 45％と最も多く、次に「減少傾向」の 38.3％が続

いている。 

50人～299人の企業では、「増加傾向」（44.7％）が最も多く、「ほぼ横ばい」、「減少傾

向」がそれぞれ２割を超えている。 

300 人以上の企業では、「ほぼ横ばい」（37.5％）、「減少傾向」（32.5％）が多いという

結果となった。 

 

図表 2-5 問 2-①従業員規模別の売上高動向 
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問２－② 事業分野別にみた売上高 15％以上増加分野 

 

①過去３年間の「売上高実績 15％以上プラス」の事業分野 

46 社（29.7％）から回答があり、分野としては、ＬＥＤ関係、太陽光発電関連、電池

関連を含めたエネルギー分野、インフラ、医療、環境、生産設備関連等がみられた。機械

工業の領域としては電気電子、工作機械、自動車関連等がみられた。特定製品・商品を挙

げた企業も多い。 

 

②今後３年間の「売上高予測 15％以上プラス」の事業分野 

47 社（30.3％）から回答があり、分野としては環境関連装置・機器等の環境分野、発

電関連、新エネ、省エネ等を含めたエネルギー分野、医療、海外を含めたインフラ、生産

設備関連等がみられた。また、過去実績よりも海外事業分野を挙げる企業が増えている。 

過去３年間の実績とほぼ同様の傾向にあるが、過去実績に比べて環境関連や発電関連、

海外事業での売上増加を予測する企業がやや多くなっている。 

 

（具体的な記述内容については、次頁以下に掲載。分類は調査事務局での分類） 
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図表 2-6 過去３年間の「売上高実績 15％以上プラス」の事業分野 

分類 記述内容 

省エネ LED 

省エネ ＬＥＤ事業、電子蛍光灯事業 

省エネ 液晶、LED関係の生産設備 

新エネ 太陽光発電用部品、工作機械用部品 

新エネ 太陽電池 

電池 電極分野（汎用機材） 

電池 誘導発熱ジャケットロール（リチウムイオン電池製造工程関連） 

インフラ 建設機械部品 

インフラ 公（官）民間とも建築設備のやりかえ or新築の需要 

インフラ 公共向け水処理事業 

医療 医療製薬用消耗品事業 

医療 調剤機器、電子カルテ 

環境 メンテナンス、環境装置 

環境 環境事業、精密機械事業 

生産プロセス FA 事業（工場自動化向け制御機器事業） 

生産プロセス 生産工場（建機、造船等）向け生産管理機能付き空気動工具の販売分野 

生産プロセス 製造 

電機電子 タッチパネル、電子ペーパー 

電機電子 産業用電機品分野 

電機電子 電子デバイス部門（薄型テレビ・IPhone）、新エネルギー・太陽電池 

半導体 半導体機器事業 

半導体 半導体製造装置事業 

工作機械 工作機械工具保持具（ツーリング） 

工作機械 工作機関連 

自動車 自動車業界向け設備機械 

自動車 自動車部品製造 

情報通信 情報通信 

制御関連 センサー事業 

精密 精密機械事業 
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（続き） 

分類 記述内容 

特定商品、製品 ステンレス魔法瓶の製造・販売 

特定商品、製品 セラミック加工、油圧ポンプ 

特定商品、製品 ダイカスト事業 

特定商品、製品 ばね機械事業（過去 2 年） 

特定商品、製品 ポンプ製造 

特定商品、製品 鋼球の製造・販売 

特定商品、製品 産業用回転機 

特定商品、製品 専用機 

特定商品、製品 船舶用送風機 

特定商品、製品 微粉砕 

特定商品、製品 油圧機器 

特定商品、製品 油圧機器、航空機部品 

機械全般 機械事業部、電気事業部 

機械全般 機械設計、基金訓練 

機械全般 機械部門 

海外 海外事業(子会社群） 

物流 流通物流事業 

消耗品 消耗品 
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図表 2-7 今後３年間の「売上高予測 15％以上プラス」の事業分野 

分類 記述内容 

環境 プラント・環境事業、精密機械事業 

環境 環境・省エネ事業 

環境 環境試験事業分野 

環境 環境事業、精密機械事業 

環境 環境装置 

エネルギー 原動機 

エネルギー 
火力発電水力も含め生産量増加（例：ポンプケーシング、排気ケーシン

グ等） 

エネルギー 熱交換器事業、生活産業機器事業、バルブ事業 

省エネ ＬＥＤ事業 

省エネ 光学機器、LED関連機器 

省エネ 
昨期より LED応用商品を新事業として立ち上げた。主として防犯灯・庭

園灯として販売。 

新エネ 
新エネルギー・太陽電池、環境関係・リサイクル部門、車関係（電気自

動車） 

新エネ 太陽光発電用部品 

新エネ 太陽電池 

制御関連 電力・ゴミ・食品・鉄鋼業界で使用される監視制御システム 

制御関連、省エネ センサー事業、LED 事業 

電池 誘導発熱ジャケットロール（リチウムイオン電池製造工程関連） 

インフラ 建設機械部品 

インフラ 公（官）民間とも建築設備のやりかえ or新築の需要 

インフラ（水） 民間向け排水処理事業 

インフラ（水）、海

外 
海外における下水汚泥処理分野 

医療 メディカル用途 

医療 医療製薬用消耗品事業 

医療 医療分野、環境分野 

医療 調剤機器、電子カルテ 
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（続き） 

分類 記述内容 

生産プロセス IA 事業、FA 事業を含む産業向けオートメーション事業 

生産プロセス 生産工場（建機、造船等）向け生産管理機能付き空気動工具の販売分野 

生産プロセス 微粉砕、微粉級 

生産プロセス 分析計測機器、産業機械 

生産プロセス 溶接メカトロ事業 

電機電子 タッチパネル、電子ペーパー 

電機電子 電子基板事業、基板検査機事業 

半導体 半導体製造装置事業 

自動車 自動車機器事業 

自動車 自動車部品製造 

工作機械 工作機関連 

情報通信 情報通信 

特定商品、製品 ステンレス魔法瓶の製造・販売 

特定商品、製品 鋼球の製造・販売 

特定商品、製品 産業用回転機 

特定商品、製品 油圧ポンプ 

特定商品、製品 油圧機器 

特定商品、製品 油機械部門 

機械全般 機械設計 

機械全般 機械部門 

海外 海外事業（コンポーネント） 

海外 海外事業(子会社群） 

流通、海外 流通物流事業、海外事業 

消耗品 消耗品 
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問２－③ 事業分野別にみた売上高 15％以上増加の主たる要因 

 

①過去３年間の実績に寄与 

過去３年間に売上高 15％以上増加の事業分野について回答があった企業に対して、そ

の主たる要因を尋ねたところ、無回答を除き 46社から回答があった（複数回答）。 

売上高増加の主たる要因として、20％を超える回答がみられた上位３つは以下の通り

である。 

①国内 B to B市場における需要増加、競争優位 32.6% 

②海外新興国等の消費者市場における需要増加、競争優位 23.9% 

③海外新興国等の B to B市場における需要増加、競争優位 23.9% 

 

主として、国内および海外新興国の需要増加に対応した事業分野で、かつ自社の競争

優位を発揮できる分野において、B to B 市場を中心に売上高増加がみられた。 

 

図表 2-8 問 2-③事業分野別にみた「売上高実績 15％以上プラス」の主たる要因 

（N=46、無回答は除く、複数回答） 

主たる要因（実績） 回答数 ％ 

国内消費者市場における需要増加、競争優位 9 19.6% 

国内 B to B 市場における需要増加、競争優位 15 32.6% 

国内のインフラビジネス市場における需要増加、競争優位 7 15.2% 

海外主要先進国の消費者市場における需要増加、競争優位 7 15.2% 

海外主要先進国の B to B 市場における需要増加、競争優位 8 17.4% 

海外主要先進国のインフラビジネス市場における需要増加、競争優位 5 10.9% 

海外新興国等の消費者市場における需要増加、競争優位 11 23.9% 

海外新興国等の B to B 市場における需要増加、競争優位 11 23.9% 

海外新興国等のインフラビジネス市場における需要増加、競争優位 6 13.0% 

その他 1 2.2% 
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③今後３年間の実績に寄与 

今後３年間の予測において、売上高 15％以上増加の事業分野について回答があった企

業に対して、その主たる要因を尋ねたところ、無回答を除き 47 社から回答があった（複

数回答）。売上高増加の主たる要因として、20％を超える回答がみられた上位５つは以下

の通りである。 

①海外新興国等の B to B市場における需要増加、競争優位 36.2% 

②国内 B to B市場における需要増加、競争優位 29.8% 

③海外新興国等の消費者市場における需要増加、競争優位 27.7% 

④国内消費者市場における需要増加、競争優位 23.4% 

⑤海外新興国等のインフラビジネス市場における需要増加、競争優位 23.4％ 

過去３年間の売上高増加に寄与した主たる要因と比較すると、海外新興国における需

要への期待度が、B to B 市場（過去実績では 23.9％、12.3 ポイントアップ）、消費者市

場（同左 23.9％、3.8ポイントアップ）、インフラビジネス市場（13.0％、10.4ポイント

アップ）のいずれにおいても高い。 

 

図表 2-9 問 2-③事業分野別にみた「売上高予測 15％以上プラス」の主たる要因 

（N=47、無回答は除く、複数回答） 

主たる要因（今後予測） 回答数 ％ 

国内消費者市場における需要増加、競争優位 11 23.4% 

国内 B to B 市場における需要増加、競争優位 14 29.8% 

国内のインフラビジネス市場における需要増加、競争優位 8 17.0% 

海外主要先進国の消費者市場における需要増加、競争優位 4 8.5% 

海外主要先進国の B to B市場における需要増加、競争優位 9 19.1% 

海外主要先進国のインフラビジネス市場における需要増加、競争優位 5 10.6% 

海外新興国等の消費者市場における需要増加、競争優位 13 27.7% 

海外新興国等の B to B 市場における需要増加、競争優位 17 36.2% 

海外新興国等のインフラビジネス市場における需要増加、競争優位 11 23.4% 

その他 2 4.3% 
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図表 2-9 問 2-③事業分野別にみた「売上高予測 15％以上プラス」の主たる要因 

（N=47、無回答は除く、複数回答） 

主たる要因（今後予測） 回答数 ％ 
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海外新興国等の消費者市場における需要増加、競争優位 13 27.7% 

海外新興国等の B to B 市場における需要増加、競争優位 17 36.2% 

海外新興国等のインフラビジネス市場における需要増加、競争優位 11 23.4% 

その他 2 4.3% 
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２－２ 経営環境の変化について 

 
（１）社会経済環境変化について 

 

問３－① 経営戦略上、重視する経営環境変化 

 

①非常に重視する項目 

今後、３年間の経営戦略上、経営環境変化の内、「非常に重視する」項目（３つまで）、

および「重視する」項目（５つまで）について尋ねた。非常に重視する項目については、

円高、コスト削減、内外の競合相手との価格競争激化が上位３つを占め、いずれもコス

トに直接関係のある項目であった。 

一方、今後のビジネス・チャンス拡大にあたっては、「海外新興国の急激な経済成長

と市場の拡大」が、非常に重視する項目として上位４番目に多く挙げられた。 

非常に重視する項目では、上位５番目に「国内における人材確保難や人材育成難等の

人材面の課題」（21.3％）が挙げられたが、上位４項目とは開きがあり、以下の上位４

項目が特に重視されている様子がうかがえる。 

 

＜非常に重視する項目 上位＞ ※30％を超えて回答があったもの 

①急激な円高への対応 42.6% 

②取引先や市場からのコスト削減要請への対応 34.8% 

③内外の競合相手との価格競争の激化  32.9% 

④海外新興国における急激な経済成長、市場の拡大 31.0% 

 

②重視する項目 

一方、重視する項目は５つまで選択可能であったこともあり、非常に重視する項目に

比べるとやや分散している。 

コスト削減、価格競争、円高対応については、非常に重視する項目と同様に回答が多

かったが、それ以外にも内外の競合相手とのマーケティング力や商品力、技術力の競争

激化が挙げられており、企業経営における内外の競争が多方面にわたり激化している様

子がうかがえる。 

 

＜重視する項目 上位＞ ※20％を超えて回答があったもの 

①取引先や市場からのコスト削減要請への対応  36.1% 

②内外の競合相手との価格競争の激化  33.5% 

③内外の競合相手との技術力の競争激化 29.0% 

④内外の競合相手とのマーケティング力や商品力の競争激化 29.0% 

⑤急激な円高への対応 25.2% 

⑥主要先進国における経済の低成長や金融不安  24.5% 
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図表 2-10 問 3－①重視する経営環境変化 （N=155、複数回答） 

※以下の図表は「非常に重視する項目」の回答比率の多い順に整理。 

経営環境変化 
非常に重視 

（％） 

重視 

（％） 

急激な円高への対応 42.6 25.2 

取引先や市場からのコスト削減要請への対応 34.8 36.1 

内外の競合相手との価格競争の激化 32.9 33.5 

海外新興国における急激な経済成長、市場の拡大 31.0 18.7 

国内における人材確保難や人材育成難等の人材面の課題 21.3 18.7 

内外の競合相手との技術力の競争激化 20.6 29.0 

低炭素化、省エネ、新エネルギー導入等への対応の必要性 18.7 14.2 

内外の競合相手とのマーケティング力や商品力の競争激化 9.7 29.0 

主要先進国における経済の低成長や金融不安 6.5 24.5 

環境、耐震、防災、食等を含めた安心・安全への関心の高まり 5.8 12.3 

国内における少子高齢化の長期的傾向 4.5 11.6 

国内における電力不足への懸念とその対応 4.5 15.5 

法人税増税等の負担増への懸念 4.5 19.4 

国内における災害時対応を意識したリスク分散の必要性 3.9 13.5 

急速に進むネット社会への対応 3.2 11.0 

二国間、多数国間の貿易自由化の動向 2.6 7.1 

国内における災害時対応を意識したリスクマネジメントの強化 1.3 13.5 

国内外で進むオープン・イノベーション、標準化への対応 0.6 2.6 

知的財産をめぐる競合相手との攻防 0.6 9.7 

その他 0.6 1.3 

国債格付けや金利等の動向 0.0 1.3 

無回答 5.8 5.2 
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図表 2-10 （続き） 
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【従業員数×非常に重視している経営戦略 クロス集計結果】（無回答企業を除く） 

非常に重視している経営戦略と従業員数をクロス集計した結果、従業員数が１人～49

人の企業では、「取引先や市場からのコスト削減要請への対応」、「内外の競合相手との

価格競争の激化」がそれぞれ４割前後と多く、次に「国内における人材確保難や人材育

成難等の人材面の課題」が続いている。 

従業員数 50 人～299 人の企業においては、「急激な円高への対応」を挙げる企業が約

半数に達した。続いて「取引先や市場からのコスト削減要請への対応」、「内外の競合相

手との価格競争の激化」は３割前後となっている。 

従業員数 300 人以上企業では、「急激な円高への対応」という回答が著しく多く、６

割を超える結果となり、「海外新興国における急激な経済成長」も 56％と非常に多い。

「取引先や市場からのコスト削減要請への対応」は４割弱である。 

 

 ＜従業員数１人～49人の企業 上位３位＞ 回答 57社 

  ①取引先や市場からのコスト削減要請への対応 40.4％ 

  ②内外の競合相手との価格競争の激化     38.6％ 

  ③国内における人材確保難や人材育成難等の人材面の課題 33.3％ 

 ＜従業員数 50人～299人の企業 上位３位＞ 回答 48社 

  ①急激な円高への対応 47.9％ 

  ②取引先や市場からのコスト削減要請への対応 31.3％ 

  ③内外の競合相手との価格競争の激化     29.2％ 

 ＜従業員数 300人以上の企業 上位３位＞ 回答 41社 

  ①急激な円高への対応 63.4％ 

  ②海外新興国における急激な経済成長     56.1％ 

  ③取引先や市場からのコスト削減要請への対応 39.0％ 
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図表 2-11 従業員規模別問 3－①非常に重視する経営環境変化(N=146、無回答は除く、複数回答) 

※下記グラフは、従業員「1 人～49 人」の回答の多い順 
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（２）円高への対応策について

 

問３－② 円高への対応策 

急速に進みつつある円高への対策としては、上位３つに回答が集中した。 

①国内でのコスト削減策の推進 61.9％ 

②新興国等での現地生産の拡大 40.6％ 

③原材料や製品、部品等の輸入の拡大  36.8％ 

 

回答企業が重視する新興国の経済成長や新しい市場開拓の要因に加えて、円高対策の

側面からも、新興国での現地生産の拡大が、今後一層進むものと予測される。 

 

図表 2-12 問 3-②円高への対応策 （N=155、複数回答） 

対応策 回答数 ％ 

国内でのコスト削減策の推進 96 61.9% 

新興国等での現地生産の拡大 63 40.6% 

欧米での現地生産の拡大 12 7.7% 

原材料や製品、部品等の輸入の拡大 57 36.8% 

為替変動分の製品価格への上乗せ 13 8.4% 

決済通貨の円への切り替え 10 6.5% 

機動的な為替予約 18 11.6% 

その他 11 7.1% 

無回答 14 9.0% 
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（２）円高への対応策について

 

問３－② 円高への対応策 

急速に進みつつある円高への対策としては、上位３つに回答が集中した。 

①国内でのコスト削減策の推進 61.9％ 

②新興国等での現地生産の拡大 40.6％ 

③原材料や製品、部品等の輸入の拡大  36.8％ 

 

回答企業が重視する新興国の経済成長や新しい市場開拓の要因に加えて、円高対策の

側面からも、新興国での現地生産の拡大が、今後一層進むものと予測される。 

 

図表 2-12 問 3-②円高への対応策 （N=155、複数回答） 

対応策 回答数 ％ 

国内でのコスト削減策の推進 96 61.9% 

新興国等での現地生産の拡大 63 40.6% 

欧米での現地生産の拡大 12 7.7% 

原材料や製品、部品等の輸入の拡大 57 36.8% 

為替変動分の製品価格への上乗せ 13 8.4% 

決済通貨の円への切り替え 10 6.5% 

機動的な為替予約 18 11.6% 

その他 11 7.1% 

無回答 14 9.0% 
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【業種×円高への対応策 クロス集計結果】（無回答企業を除く） 

円高への対応策と業種をクロス集計してみると、はん用機械器具製造業の企業のうち、

「国内でのコスト削減策の推進」と回答した企業が７割近くに達し、次に多いのは「新

興国等での現地生産の拡大」の 55.6％である。 

生産用機械器具製造業の企業では、「国内でのコスト削減策」が 75％と非常に多く、

「原材料や製品、部品等の輸入の拡大」は半数近くとなっている。 

業務用機械器具製造業では、「国内でのコスト削減策」が７割を超える高さとなり、

続いて「新興国等での現地生産」が６割近くとなっている。 

電子部品・デバイス・電子回路製造業では、回答企業数は少ないが、「国内でのコス

ト削減策」が８割にも達しており、次いで「原材料や製品、部品等の輸入」が４割とな

っている。 

電気機械器具製造業では、「国内でのコスト削減策」が６割を超え、「新興国等での現

地生産」が５割近くになっている。 

情報通信機械器具製造業では回答企業が２社のみであるが、そのうち１社が「原材料

や製品、部品等の輸入」と回答している。 

輸送用機械器具製造業では、「国内でのコスト削減策」が８割を超えており、次に「新

興国等での現地生産」が７割近くに達している。 

その他の製造業では、「国内でのコスト削減策」（62.1％）、「新興国等での現地生産」

（34.5％）が多い。 
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図表 2-13 業種別円高への対応策 （N= 141、無回答は除く、複数回答） 
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２－３ 海外市場について 

 
（１）従来から売上高の大きい市場と急成長の新たな有望市場 

 

問３－③ 重視する国や地域 

 

・従来から売上高の大きい市場として重視する国や地域の上位の内、10％を超えて回答が

あったのは以下の通りだが、中国が調査時点で既に売上高の大きい市場として突出した

存在となっている。また米国に続いて、東アジア諸国との取引が多い様子がうかがえる。 

・一方、急成長の新たな有望市場としても中国は第１位に挙げられたが、インド、ベトナ

ム等が有望市場として大きく注目を集めている。人口が急増する平均年齢が若いアジア

の新興国への注目度が高い様子がうかがえる。 

 ※なお、当アンケート調査は平成 23年 10月下旬から 11月にかけて深刻化したタイの大規模洪水前に実

施している。同洪水後は、重視する国や地域が本調査時点とは異なっている可能性もある。 

 

＜従来から売上高の大きい市場＞ 

①中国（香港を除く） 43.2％（急成長有望新市場としてももっとも多い） 

②米国   18.7％（急成長有望新市場としては 1.3％、17.4ポイントの差） 

③韓国   14.8％（同上 4.5％、10.3 ポイントの差） 

④台湾   13.5％（同上 3.2％、10.3 ポイントの差） ※以下、同率 

タイ   13.5％（同上 12.3％、1.2ポイントの差） 

基本的に国内重視 12.9％（同上 3.9％、9.0ポイントの差） 

 

＜急成長の新たな有望市場＞ 

①中国（香港を除く） 36.8％（従来からの市場としてももっとも多い） 

②インド   36.1％（従来からの市場としては 5.2％、30.9ポイントの差） 

③ベトナム   20.6％（同上 2.6％、18.0 ポイントの差） 

④インドネシア 18.1％（同上 8.4％、9.7 ポイントの差） 

⑤タイ   12.3％（同上 13.5％、▲1.2ポイントの差） 
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図表 2-14 問 3－③売上高の大きい市場および急成長の新たな有望市場 

（N=155、複数回答） 

国、地域 
売上高の大きい市場 

（％） 

急成長の新たな市場 

（％） 

中国（香港を除く） 43.2 36.8 

米国 18.7 1.3 

韓国 14.8 4.5 

台湾 13.5 3.2 

タイ 13.5 12.3 

基本的に国内重視 12.9 3.9 

インドネシア 8.4 18.1 

その他ＥＵ諸国及びロシア 7.1 5.8 

中東諸国 5.8 1.9 

インド 5.2 36.1 

ドイツ 5.2 0.6 

マレーシア 3.9 7.1 

シンガポール 3.2 3.2 

ベトナム 2.6 20.6 

英国 2.6 0.0 

フランス 2.6 0.0 

その他 2.6 1.9 

香港 1.9 0.6 

フィリピン 1.9 1.9 

カナダ 1.9 0.0 

ブラジル 1.9 8.4 

その他アジア諸国 0.6 1.9 

オーストラリア 0.6 0.6 

アフリカ諸国 0.6 1.3 

無回答 21.3 25.8 
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図表 2-14（続き） 
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（２）生産拠点物流拠点および技術・価格面の競合相手 

生産拠点や圏域の物流拠点として重視する国・地域としては中国に次いでタイ、ベト

ナムが上位となった。タイ、ベトナムともに中国やインドに近接しており、アジアの拠

点として成長が期待される国、地域である。 

回答状況から、タイに生産拠点等を置く企業が回答企業に一定含まれるものと推察さ

れ、現地での洪水の影響が懸念されるところである。 

一方、技術力や価格面での競合相手として重視する国や地域は、中国、韓国、ドイツ

等が上位となった。市場として重視する国・地域や生産拠点・物流拠点として重視する

国・地域とは中国を除いて異なる傾向となっており、これらの国・地域とは、技術面・

価格面を含めて、わが国企業が有望市場において厳しい競合関係にあるものと推察され

る。 

 

＜生産拠点や物流拠点として重視する国・地域＞ 

①中国（香港を除く） 42.6％ 

②タイ 17.4％ 

③ベトナム 12.3％ 

④韓国 9.7％ 

⑤台湾 7.7％ 

インド 7.1％ 

 

＜技術、価格面の競合相手として重視する国・地域＞ 

①中国（香港を除く） 43.2％ 

②韓国 32.9％ 

③ドイツ 15.5％ 

④台湾 12.3％ 

⑤米国 9.7％ 

基本的に国内重視 9.0％ 
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図表 2-15 問 3-③生産拠点・物流拠点および技術・価格面の競合相手 

（N=155、複数回答） 

国、地域 
生産拠点や物流拠点

として重視（％） 

技術、価格面の競合

相手として重視（％） 

中国（香港を除く） 42.6 43.2 

香港 0.0 0.0 

台湾 7.7 12.3 

韓国 9.7 32.9 

シンガポール 3.2 1.3 

タイ 17.4 3.2 

インドネシア 6.5 1.3 

マレーシア 3.9 0.6 

フィリピン 1.3 0.0 

ベトナム 12.3 1.3 

インド 7.1 4.5 

その他アジア諸国 1.3 0.6 

米国 3.9 9.7 

カナダ 0.0 0.0 

ブラジル 0.0 0.0 

その他南米諸国 0.0 0.0 

オーストラリア 0.0 0.0 

ドイツ 0.0 15.5 

英国 1.3 0.0 

フランス 0.0 1.3 

オランダ 0.0 1.3 

ベルギー 0.0 0.0 

ルクセンブルク 0.0 0.0 

その他ＥＵ諸国及びロシア 0.6 5.2 

中東諸国 0.6 0.0 

アフリカ諸国 0.6 0.0 

基本的に国内重視 6.5 9.0 

その他 0.0 0.6 

無回答 32.3 31.0 
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図表 2-15（続き） 
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２－４ 設備投資動向

 
問４－① 近畿圏の拠点数 

近畿圏の生産拠点数について尋ねたところ、１以上 10.0未満に集中しており、88.4％

となった。 

 

問４－② 近畿圏の拠点の位置づけ 

本アンケート調査は、基本的に近畿圏に本社を置く機械工業関連企業を対象に実施し

たため、近畿圏の拠点の位置づけとしては「本社が所在し、本社機能を中心的に果たす」

とする回答が 81.9％と最も多い。 

また、国内生産の中心としての位置づけ（57.4％）、研究開発の中心としての位置づ

け（51.6％）もされているものの、本社機能としての回答よりは低く、本社を近畿圏に

置きながら他地域に生産や開発の中心的な機能を置く企業も一定数みられるものと推

察される。 

 

図表 2-16 問 4-②近畿圏の拠点の位置づけ （N=155、複数回答） 

近畿圏の位置づけ 回答数 ％ 

本社が所在し、本社機能を中心的に果たす 127 81.9% 

本社が所在するが、本社機能を補完的に果たす 2 1.3% 

国内生産の中心 89 57.4% 

国内生産の中で一定の役割を担う 15 9.7% 

研究開発の中心 80 51.6% 

研究開発の中で一定の役割を担う 5 3.2% 

国内物流の中心 45 29.0% 

国内物流の中で一定の役割を担う 7 4.5% 

その他 8 5.2% 

無回答 9 5.8% 
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問４－③ 今後の設備投資動向 

今後３年間を目途とする今後の設備投資動向については、今後３年間の予定は特にな

いとの回答が 32.9％と最も多かった（選択肢は１つのみ）。 

そういった中ではあるが、今後、国内を中心に近畿圏で設備投資を増やす方針の企業

も 25.2％みられる。 

一方、今後３年間、海外を中心に増やす方針の企業も 20.0％と全体の２割を占め、国

内・海外ともに増やす方針の企業と合わせると 31.0％と全体の３割を超え、円高の動向、

新興国市場の動向、国内における電力の安定供給の動向等によっては、海外での投資が

加速する懸念もあると考えられる。 

 

図表 2-17 問 4-③今後の設備投資動向 （N=155） 

今後の設備投資動向 回答数 ％ 

今後３年間、国内・海外ともに増やす方針 17 11.0% 

今後３年間、国内を中心に近畿圏で増やす方針 39 25.2% 

今後３年間、国内を中心に近畿圏以外で増やす方針 4 2.6% 

今後３年間、海外を中心に増やす方針 31 20.0% 

今後３年間の予定は特にない 51 32.9% 

その他 4 2.6% 

無回答 9 5.8% 

全体 155 100% 
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（参考）日本政策投資銀行「全国設備投資計画調査（大企業）」（2011 年 7 月調査）にみる

近年の傾向 

 

 

 

  

・国内投資は分野により濃淡。海外投資は多くの業種で大幅に増加。 

・大企業（資本金 10 億円以上）の 2011年度国内設備投資額は、製造業（12.5％増）、

非製造業（4.6％増）とも増加。 

・震災の影響は、①増加要因：復旧・復興投資、関連投資（耐震・自家発電・移転・省

エネ機器等）、②下押し要因（電力不足他）の２面 

・スマートフォン、環境関連成長分野への投資の底堅さ（一部に一服感も） 

・次世代自動車、二次電池、LED 等で投資継続、太陽電池関連は一服感  

・製造業（12.5％増）は、一般機械、化学、自動車、電気機械等を中心に増加 

・海外投資（49.2％増）は、自動車を中心に化学、一般機械等が現地需要の取り込み、

第三国輸出向け能力増強、非鉄金属等で資源関連の投資。 

・海外／国内投資比率が大きく上昇 

全産業 2010 年度 24.1％→2011年度 33.1％ 

製造業 2010 年度 39.5％→2011年度 51.4％ 
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２－５ 機械工業が抱える課題と今後取り組むべき方策等について 

 
（１）機械工業が抱える課題と今後取り組むべき方策等 

 

問５－① 機械工業全体の課題のうち、公益法人が取り組むべき課題 

機械工業全体の課題のうち、（一社）日本機械工業連合会のような公益法人が取り組

むべき課題について尋ねたところ、技術・技能人材の確保や人材育成（52.9％）や円高

への対応策や法人税などに関する政府への要望活動（41.3％）、コスト削減や合理化に

つながる新技術開発や技術普及（33.5％）等の個々の企業努力では対応が難しい課題へ

の取り組みについて、30％を超える回答がみられた。 

上記以外で 15％以上の回答がみられた課題は、高齢化、低炭素社会等の社会経済環境

変化に関連するものと、海外新興国機械工業界や需要先業界との関係強化といった海外

との連携強化を求めるものがあった。 

15％以上の回答があった選択肢は以下の通りである。 

①技術・技能人材の確保や人材育成 52.9% 

②円高への対応策や法人税などに関する政府への要望活 41.3% 

③コスト削減や合理化につながる新技術開発や技術普及 33.5% 

④海外新興国機械工業界や需要先業界との関係強化 18.7% 

⑤低炭素化や省エネ・新エネ普及に貢献する機械工業の在り方 17.4% 

⑥高齢化社会に貢献する機械工業の在り方 16.8% 
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図表 2-18 問 5-①機械工業全体の課題のうち、公益法人が取り組むべき課題 

（N=155、複数回答） 

公益法人が取り組むべき課題 回答数 ％ 

高齢化社会に貢献する機械工業の在り方 26 16.8% 

技術・技能人材の確保や人材育成 82 52.9% 

低炭素化や省エネ・新エネ普及に貢献する機械工業の在り方 27 17.4% 

機械工業における安心・安全面の強化 15 9.7% 

非常時対応やリスクマネジメント等の強化 16 10.3% 

コスト削減や合理化につながる新技術開発や技術普及 52 33.5% 

電力確保に向けた政府や関係機関への要望活動 19 12.3% 

円高への対応策や法人税などに関する政府への要望活動 64 41.3% 

主要先進国機械工業界や需要先業界との関係強化 7 4.5% 

海外新興国機械工業界や需要先業界との関係強化 29 18.7% 

二国間、多数国間の貿易自由化に向けた政府等への要望活動 17 11.0% 

国内外で進むオープン・イノベーション、標準化への対応 7 4.5% 

知的財産保護や海外模倣対策等に関する情報発信や取り組み 13 8.4% 

その他 1 0.6% 

無回答 7 4.5% 
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【従業員数×公益法人が取り組むべき課題 クロス集計結果】（無回答企業を除く） 

公益法人が取り組むべき課題と従業員数をクロス集計した結果、従業員数 1 人～49

人の企業では、「技術・技能人材の確保や人材育成」が６割に達し、続いて、「コスト削

減や合理化につながる新技術開発や技術普及」、「円高への対応策や法人税などに関する

政府への要望活動」が３割以上となっている。 

従業員数 50 人～299 人の企業では、「技術・技能人材の確保や人材育成」が半数を超

え、「コスト削減や合理化につながる新技術開発」、「円高への対応策や法人税など」が

続いている。 

従業員数 300 人以上の企業では、「円高への対応策や法人税など」が圧倒的に多く、

７割を超えている。「技術・技能人材の確保や人材育成」が半数を超え、「コスト削減や

合理化につながる新技術開発」は 1／4を超えている。 

 

図表 2-19 問 5-①従業員規模別公益法人が取り組むべき課題 
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（２）産学官連携、オープン・イノベーション、標準化等の取組実績 

産学連携等の実績を尋ねたところ、国内大学と１対１での産学連携実績がある企業が

45.8％と全体のほぼ半数弱を占めた。本アンケート調査の回答企業の３割は資本金

3,000 万円未満の企業であることを考え合わせると、産学連携が近畿圏の機械工業関連

企業に一定、根付いている様子がうかがえる。 

また、国内企業の企業間連携による研究開発も 36.8％と４割近い企業で取り組み実績

がみられた。企業間連携の多くは取引関係のある企業間での共同開発が主と推察される。 

国内大学と複数企業が参加する研究開発プロジェクトへの参加実績についても

22.6％の回答があり、産学連携を舞台にオープン・イノベーションへの取り組み実績の

ある企業が徐々に増えてきているものとみられる。ただし、一方で本設問への無回答企

業は 25.8%と全体の 1／4を占めており、産学連携やオープン・イノベーションに積極的

な取り組みを進める企業と、機会のない企業との差は拡大しているものと推察される。 

また、国際的あるいは国内での標準化検討の場への参加や要請の実績のある企業がそ

れぞれ 11.0％、15.5％あり、大手企業中心とは推察されるが標準化への取り組みも一定

みられた。 
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図表 2-20 問 5-②産学官連携、オープン・イノベーション等への取組 

（N=155、複数回答） 

 
産学官連携、オープン・イノベーション等への取組 回答数 ％ 

国内大学との１対１での産学連携による研究開発 71 45.8% 

海外大学との１対１での産学連携による研究開発 12 7.7% 

国内大学と複数企業が参加する研究開発プロジェクト 35 22.6% 

海外大学と複数企業が参加する研究開発プロジェクト 4 2.6% 

国内企業の企業間連携による研究開発 57 36.8% 

海外企業を含めた企業間連携による研究開発 16 10.3% 

国際的な標準化を検討する場に参加、要請 17 11.0% 

国内での標準化を検討する場に参加、要請 24 15.5% 

その他 11 7.1% 

無回答 40 25.8% 
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国内大学と複数企業が参加する研究開発プロジェクト 35 22.6% 

海外大学と複数企業が参加する研究開発プロジェクト 4 2.6% 

国内企業の企業間連携による研究開発 57 36.8% 

海外企業を含めた企業間連携による研究開発 16 10.3% 

国際的な標準化を検討する場に参加、要請 17 11.0% 

国内での標準化を検討する場に参加、要請 24 15.5% 

その他 11 7.1% 

無回答 40 25.8% 
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問５－③ 今後のオープン・イノベーションの方針 

 

今後、オープン・イノベーションへの取り組みについて、方針を尋ねたところ、最も

回答が多かったのは「わからない」46.5％で、全体の半数弱みられた。オープン・イノ

ベーションに関連した講演やビジネスマッチング・イベントなども開催されるようにな

り、必要性が言われるようになってきているが、メリットや課題が明確にならない間は、

取り組みを進めるべきか否かについて検討中の企業も多いと推察される。 

一方で、積極的に強めていく方針の企業（4.5％）と強めていく方針を検討している

企業（14.8％）を合わせると、全体の 2割弱の企業がオープン・イノベーションに取り

組む姿勢を打ち出すか検討しているところである。また、オープン・イノベーションの

成果について、知的財産の取り扱い等の課題があることから、強めていく予定はないと

の回答も 21.9％と２割強となっている。 

 

図表 2-21 問 5-③オープン・イノベーションの方針 （N=155） 

方針 回答数 ％ 

積極的に強めていく方針 7 4.5% 

強めていく方針を検討 23 14.8% 

成果の知的財産の取り扱い等の課題があり、強めていく予定はない 34 21.9% 

わからない 72 46.5% 

その他 5 3.2% 

無回答 14 9.0% 

全 体 155 100％ 
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【今後のオープン・イノベーションの方針×最近３年間の売上高増減傾向 クロス集計結果】 

（無回答企業を除く） 

オープン・イノベーションの方針と最近３年間の売上高増減傾向をクロス集計してみ

ると、サンプル数が少ないものの「積極的に強めていく方針」の企業では、売上高増加

傾向の企業の割合が回答企業全体の割合（27.4％）よりも約 15 ポイント高くなってい

る。 

 

図表 2-22 最近３年間の売上動向別 問 5-③オープン・イノベーションの方針 

（無回答は除く） 

 

 

 

問５－③付属 オープン・イノベーションを進めたい分野やテーマ 

オープン・イノベーションを「積極的に強めていく方針の企業」および「強めていく

方針を検討している企業」（合わせて全体の 19.3％）に対して、オープン・イノベーシ

ョンの分野やテーマを尋ねたところ、「省エネ等のエネルギー利用の高効率化やスマー

ト化」（35.7％）、「新エネルギーの導入や安定的なエネルギー供給関連」（32.1％）の２

つが 30％を超えて回答が多かった。東日本大震災後、省エネや新エネ等のエネルギー関

連のニーズが高まりをみせ、機械工業関連企業も関心を強めているものとみられる。 

また、医療・健康関連も 21.4％とエネルギー関連に次いで回答が多くみられた。 
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図表 2-23 問 5-③オープン・イノベーションの分野やテーマ （N=30） 

※オープン・イノベーションの方針のある企業のみ 

オープン・イノベーションの分野やテーマ 件 数 ％ 

震災復興に貢献する社会インフラ関連 1 3.3% 

防災、耐震、食、環境等の暮らしや環境面の安全安心 5 16.7% 

新エネルギーの導入や安定的なエネルギー供給関連 10 33.3% 

省エネ等のエネルギー利用の高効率化やスマート化 11 36.7% 

治療・診断や健康予防等に関連する医療・健康関連 6 20.0% 

高齢者等の生活の質の向上に関連する福祉・介護関連 5 16.7% 

革新的材料開発、代替材料開発、ナノテク等の材料関連 6 20.0% 

その他 1 3.3% 

特になし 4 13.3% 

無回答 1 3.3% 
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（参考）自由回答欄記入内容 

※以下の分類は調査事務局の分類による 

分類 全 体 

円高影響による空洞

化対策 

円高が進行している現在、国内空洞化を止められるような新技術やコス

ト削減技術が必要。 

円高影響による空洞

化対策 

円高を至急阻止してほしい。産業空洞化を止めなければ日本の明日はな

い。TPP・FTAへの早急の加盟が必要。貿易に少しでも関係があれば反対

できないはず。 

円高影響による空洞

化対策 

日本の空洞化の問題。円高による海外進出が原因になる。 

円高影響による空洞

化対策 

この円高では最早日本での発展は、力のある企業以外は何をしても無理。

当社も中国へのシフトをしいているが、これは本意ではない。円高の解

消を求む。 

空洞化対策 機械工業の部品加工はぜひとも国内の企業で制作してほしい。 

空洞化対策 近畿圏は機械工業の要として発展してほしい。海外進出が必要であるこ

とは理解できるが、国内の機能が低下する事は心配。零細、中小企業の

それぞれのノウハウをある程度共有しながら共に取組み、発展に向けて

いくのが原点。点と点を結び、輪に出来上がればと思う。圏内を１企業

と見立て、各分担、協力、努力を行いたい。 

空洞化対策 空洞化対策。 

海外取引 海外取引におけるリスクマネジメント支援（相手先診療調査・貿易保険）。 

海外進出 海外進出の際の情報共有の仕組み。窓口の一体化。 

TPP TPP 

展示会等 展示会が東京に偏っており、情報収集・出展に不利。セミナー、講演、

勉強会などが東京のみのケースが多く、参加しにくい。 

大規模展示場 製造関連の大規模展示会場が無い為、関西圏、近畿圏の会社の展示回数

や関西ユーザに見てもらうチャンスがほとんど無い。インテックス大阪

では小規模。韓国や中国ではドイツや米国に匹敵する会場を持っている。

関西に大規模展示会場が必要。 

分散化 開発、生産、物流拠点の分散化に対する支援や提案の強化。（2 社（製

造・販売）連結で回答） 

情報整備 機械加工能力（設備）を各社公開にし、一覧で閲覧できる環境があると、

新規取引先を調査したい時迅速に行える。 

産産連携 企業間の連携強化、技術・ノウハウの共有による新製品の開発が必要。 

イノベーション 近畿には古来より新製品・新商品を生み出す土壌がある。グローバル競

争の時代に対応した R&D（イノベーション）事業とは、今後如何にある

べきかが問われる。 

GSR GSRは企業、今後の社会（業界）として必要。 

税制改革 大阪市の事業所税等時代錯誤な税金の廃止対策。 

企業誘致、税制改革 より付加価値の高い機械工業を近畿圏へ誘致させることを可能にする。

税制等も含めた優遇措置の検討。 

制度 道州制は、関西をもっとダメにする。 

制度 民主党マニフェストによる最低時給 1000 円は製造業の体力低下をまね

くため、撤退を望む。 
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第３章．ヒアリング調査結果にみる近畿地域機械工業におけるオープン・イノ

ベーション等およびグローバル化の動向 
 

■調査実施概要 

 

○手法： 訪問によるヒアリング調査 

※ヒアリング先の抽出にあたっては、（財）大阪科学技術センター ATAC（企業技術系

ＯＢによる技術や経営のコンサルティングを行うグループ）メンバーの協力を得て、

実施した。 

 

○調査対象数： 企業 15社 （参考：大学・支援機関等 8機関） 

※基本的には機械工業に関連がありそうな企業を主な対象としつつ、光学機器等に組

み込まれるレンズメーカー、組み込みソフト開発企業、電池関連の部品加工業等、

幅広いものづくり企業にヒアリングを実施した。いずれも技術力が高く、産学連携

により公的資金などを獲得して開発を進めている研究開発型の中小企業である。ま

た、大学や支援機関側に対しても、産学連携支援の取り組み内容を具体的に把握す

るとともに、今後、取り組むべき方向性等についてのヒアリングを実施した。 

 

○調査対象地域 ： 関西地域（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県） 

○調査時期   ： 平成 23年 12月から平成 24年 2月 

○主なヒアリング項目： 

 ・産学連携促進やオープン・イノベーションに関する実績・動向や要望 

 ・グローバル化の動向や要望 

 

 
３－１ 産学連携促進に関するニーズ等ヒアリング結果 

 
（１）産学連携の実績 

本調査では、機械工業を含めて関西圏においてものづくり分野で活躍する以下の 15

社にヒアリングを実施し、これまでの産学連携の実績を把握するとともに、産学連携に

関する問題点や公的支援事業への要望等を把握した。 

ヒアリング先企業の産学連携実績は豊富であり、公的資金を利用して、中小企業がプ

ロジェクトのリーダーとなり複数の大学と連携している事例もみられた。また、複数の

企業において大学側からのアプローチを受けて産学連携が始まった事例がみられた。こ

れらの事例における大学の研究者はいずれも企業での実務経験のある研究者であった。
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産学連携の理由やきっかけは様々ではあるが、上述の通り、公的資金の獲得に向けた取

り組みや大学や研究機関からのアプローチがきっかけとなった例がみられた。 
社長自らが大学で博士号を取得していたり、著名な発明者である企業もみられた。社

長が海外で研究していた経験のある企業では、海外の大学との産学連携にも積極的に取

り組んでいる。中には、英国ケンブリッジ大学との共同出願で特許を取得し、米国企業

へライセンスしている企業の事例もあった。オープン・イノベーションの取り組みは、

先端的な分野（当該事例ではナノカーボン）においては、急速に進んでいるものと推察

される。 
現在、グローバル化の途上にある企業も多く見られた。これらの企業では、グローバ

ル化に対応し海外での事業を展開するために必要な人材の確保も重要な課題となって

いる。 
 

図表 3-1 ヒアリング対象企業の属性・数 

分野 事例数 

ベンチャー、ベンチャーからの成長企業 2 

装置メーカー 4 

部品メーカー、素材メーカー 5 

センサー開発、組み込みソフト開発、コー

ディネート企業等 
4 

抽出事例数 15 

 

■図表 3-2 ヒアリング先企業の概要（15 社） 

＜ベンチャー企業、ベンチャー企業からの成長企業＞ 
№ 企業名 

（所在地） 

資本金 

従業員 

事業内容 大学との関係・産学連携実績等 

1 S 社 

（京都市） 

12億 13百万円 

158名 

半導体製造装

置。 JASDAQ 上

場。 

・社長が NASA研究員経験あり、現在、

理工学系の研究科で客員教授。 

・英国ケンブリッジ大学内にラボを置

き、過去 14年間、共同研究を行う。1

名駐在。ケンブリッジ大学と特許を共

有し、米国企業にライセンスアウト

済。 

2 K 社 

（京都市） 

19億 5百万円 

95名 

球状シリコン

太陽電池の開

発、製造販売。 

・パナソニック出身で創業時は京都大学

の大学研究者とともに創設（社長も工

学博士）。 
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＜装置メーカー＞ 
№ 企業名 

（所在地） 

資本金 

従業員 

事業内容 大学との関係・産学連携実績等 

1 Y 社 

（大阪市） 

63億円 

15,459名 

プロジェクト

マネージメン

ト、プロデュー

ス、コーディネ

ート、技術者、

研究者のエー

ジェント事業、

プログラムオ

フィサー等育

成事業等 

・今は情報を集めている段階で、まだ具

体的な共同開発までは至っていない。 

・農機分野で世界進出を続けている。 

・ビジネスをスピードアップしたいとい

うニーズがあり、産学連携にも今後取

り組みを強める意向。 

2 

 

S 社 

（尼崎市） 

1億円 

180名 

合成樹脂を主

要材料とした

耐蝕化学装置

機 器 類 の 設

計・制作・施工

等。 

・新規事業分野であるライフサイエンス

分野で、委託研究として大学に微生物

の研究を依頼。（微生物を使った脱臭

装置を開発）。 

3 D 社 

（豊中市） 

14百万円 

100名 

包装機械、塩ビ

溶接機の製造

販売。宇宙事業

関連でも使わ

れる技術。 

・プラスチックの接合に関する研究のた

めに大学から問い合わせが入り、無償

で機械を提供し当社で成果の発表会

を開いてもらった。その中で社会人大

学院生の話が出て、大学院に２名派

遣、博士号取得。 

・ロボット関連で補助金に企業２、大学

３のチームで応募。 

4 K 社 

（伊丹市） 

60百万円 

175名 

 

無線通信制御

機器等各種電

子電気機器の

製造 

通信、重電の制

御盤に強み 

・マイクロ波に関して、化学分野の大学

の先生と連携し、大学や産総研で利用

してもらっている。 

・ロボットについては、JAXA、大学、産

総研と連携。 

・産学連携では一緒に一から開発するの

ではなく、ある程度我々が基礎技術の

ところを担い、それに合った製品をニ

ーズを確認しながら作っていき、指導

してもらっている。 
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＜部品メーカー、素材メーカー＞ 
№ 企業名 

（所在地） 

資本金 

従業員 

事業内容 大学との関係・産学連携実績等 

1 N 社 

（大阪府

三島郡） 

80 百万円 

250名 

プラスチック

光学素子メー

カー、すばる望

遠鏡にも搭載

されるレベル。 

・社長自身もアリゾナ大学博士号取得。 

・日本にはレンズの設計をやっている大

学がなく、アリゾナ大学へ社員を派

遣。 

・文科省の大阪府「地域結集型共同研究

事業」（平成 9年度事業開始、５年間）

の「テラ光情報基盤技術開発」プロジ

ェクトに参加。プロジェクト全体で

は、阪大、奈良先端大、府大、市大、

京工繊大、徳島大等が参画。 

2 I 社 

（大阪市） 

76 百万円 

120名 

液晶プロジェ

クター等光学

レンズ。経産省

「元気なもの

づくり中小企

業 300 社」、プ

ロジェクター

用レンズの世

界シェア 60％

以上。 

・産総研において大学の先生からのアプ

ローチにより大学と連携。京都工芸繊

維大学とも産学連携。 

・産総研との共同開発により、リチウム

イオン二次電池用の高性能負極活材

を開発。 

・技術者を育てるために 50 年前から大

阪工業試験所（産総研関西センター）

に人を派遣。当時も今も中小企業が研

究所に人を送るということは少ない。 

3 F 社 

（大阪市） 

20 百万円 

48 名 

家電・自動車・

住宅建材の金

属部品の製造 

アルミのイン

パクトプレス

加工に強み。 

・産学連携のきっかけは、得意先企業か

らの紹介。(学からアプローチ） 

・素材メーカー、同志社大学と産学連携

で補助金に応募。大型リチウム電池ケ

ースの開発を進めている。 

・１回に成型ができ、つなぎ目がないア

ルミのインパクトプレスを改良中。 

4 I 社 

（高槻市） 

10 百万円 

60 名 

セラミックフ

ァイバーの紡

織品、耐熱・難

燃繊維製の防

熱服、燃料電池

用高性能断熱

材等の開発 

・高効率の燃料電池の断熱材を大阪府立

産業技術総合研究所とともに開発。 

・府立大に二代目を派遣し、事業継承に

ついて学んでいる。 

・当社は特定の産業に依存しない会社構

造を作り、取引業界を分散。 

5 N 社 

（尼崎市） 

100百万円 

110名 

有機、無機、金

属、ナノ複合材

料、製薬などフ

ァインケミカ

ル、機能性材料

の合成研究開

発 

・太陽電池、蓄電池の分野で、サポイン

の形で大学と共同開発。材料の評価を

担当し、電池の評価は大学が担当（い

ずれも大阪府立大学との連携）。 

・バイオ分野で広島大学の薬学部と共同

開発。それを海外に販売することを検

討中。 
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＜センサー開発、組み込みソフト開発、コーディネート企業等＞ 
№ 企業名 

（所在地） 

資本金 

従業員 

事業内容 大学との関係・産学連携実績等 

1 M 社 

（和泉市） 

10 百万円 センサー、測定

機器、マイクロ

コンピュータ

システム、自動

制御機器設計、

製作及び販売 

・関西テレビ専門学校の講師から起

業。 

・いち早くコンピュータに関わり制御

技術に強み。大手企業開発部門の顧

問や特許を有するベアリング業界で

顧問的に開発を行ってきた実績が豊

富。（発明功労賞、褒章等） 

2 S 社 

（大阪市） 

10 百万円 

50 名 

組込みシステ

ム、電子手帳の

ソフト開発か

ら始まり、現在

は医工連携も

取り組む。 

・九州工業大学における研究の実用化

に向けて産学連携で共同開発を進め

ている。 

3 K 社 

（大阪市） 

89 百万円 

190名 

電力系統監視

機器を主とし

た総合計測機

器およびシス

テム、情報通信

関連機器およ

びシステム。 

・京大防災研究所との地震計測機器開

発の実績に長年の歴史。 

・主力取引先である電力会社等との産

産連携も豊富。節電モニタリング用

ソフト、太陽光発電システム監視ユ

ニット、速度型地震センサー等で開

発進む。 

4 F 社 

（大阪市） 

（非公開） プロジェクト

マネージメン

ト、技術者、研

究者のエージ

ェント事業等 

・中部圏大学の太陽光電池研究の企業

グループをコーディネート。首都圏

大学の産学連携交流グループを企画

運営。 
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（２）産学連携に関する問題意識や要望 

 ①産学連携に関する問題意識 

ヒアリング先企業の多くは、大学の理論によって自分たちの開発を高めていけること

に産学連携の大きな意義を見出している。出てきたデータは経験側的にはわかっていて

も、それを評価してくれ、理論づけてくれる存在として大学を頼りにしている企業は多

い。 
また、共同研究を通じて、大学での研究手法のやり方を学び、自社に取り入れた企業

例や、研究開発力向上や人材育成のために、社員を大学の博士課程に派遣した企業例が

みられた。また、公的研究機関に人材を長年、継続して派遣し、産学連携の中で人材を

育成してきた企業の事例もみられた。 
産学連携の問題点としては、大学シーズと企業の開発ニーズがうまく合わずに、産学

連携がスムーズに運ばない例があることや、開発には成功したものの、成果をどうビジ

ネスにつなげるかが難しいとのコメントもあった。 
知財経営に強い企業では、海外大学との共同出願や権利共有も契約で明確にしている。

ヒアリング対象企業の多くは研究開発には熱心な企業であるが、共同研究における知財

関連の契約については、まだ十分に対応できていない企業も多いと推察される。 
 

■図表 3-3 ヒアリング先企業の産学連携に関するコメント 

＜産学連携による効果＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

大学の理論が必要 ・ポンプ、スクラバーを作る技術はどこにも負けないという自負はあ

るが、自動化装置や今までとは全く違ったものを作るとなると、従

来技術では無理。先端の研究をしている大学や大手、制御技術に強

い会社との連携がなければ今後の発展はないと認識している 

・ものづくりの技術はあるが、原理がどう作用しているのかとなると

我々の手には負えない。その点は、大手メーカーの技術者や大学の

先生から学ばないと強くならない。原理を知った上でやらなければ

発展がない。 

大学の研究手法を取

り込んだ効果 

・産学連携の成果として、大学における研究の手法やノウハウを会社

に持ち込めたことが役に立っている。 

・お客様からの相談にも効果的に対応でき、理論に裏打ちされた数値

化した結果やレポートを出すことができるようになった。 

・企業出身の先生ということもあるためか、大学院の研究室に社会人

大学院生 OB が定期的に集まっている。よくわからないところを他

の企業の人や大学の先生に聞くと相談に乗ってくれる。大学の設備

も無料で使わせてもらえる。研究課題を持ち込むと院生が研究して

くれる可能性もある。 
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＜産学連携による問題点＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

評価には連携が必要 ・当社は受託開発を主とするため、連携相手で一番多いのは企業だが、

大学との取引もあり、共同研究はいくつか実施。自社の技術、製品

を生み出したいと考え、数年くらい前から産学連携に力を入れてい

る。 

・新たな開発を進めようとする際、連携は不可欠。特に評価について

は、我々は装置を持ち合わせていないので連携する必要がある。 

大学のシーズとの不

一致 

・共同研究の目的である大学に４、５回相談に行ったが、なかなか大

学のシーズとぴったり合わなかったため、共同研究はしていない。

当社だけでは評価面がマンパワーを含めて不足（燃料電池等）。大

学や研究機関は、論文は盛んに出されているが現物がない。 

信用できる人材 ・信用できる人材の集まりを先に作り上げることが産学連携の早道。

実際に機能している産学連携例では、先生方が個人的に自分の裁量

の範囲で進めている方がうまくいっているように思う。 

ベンチャー企業と大

学 

・私立大学の例では、ある先生の特許を活用するために、あるベンチ

ャー企業に大学が出資することも出てきている。そうなると、出資

という形で大学は関与するが、利用にあたっては当該ベンチャー企

業と利用したい企業との契約になり、スピードが全然違う。 

大学の公共性と独自

性のぶつかり合いが

課題 

・公共性を問われる国立大学と、特許を取得して独占排他的に独自の

技術を事業化したい企業とが連携するのは難しい。大学は客観性を

求められ、企業は技術で独自性を求められる。大学は企業の独自性

（排他的な側面を有する）を了解しなければ、真の連携は働かない。 

成果を売る難しさ ・産学連携の成果を次に売るのが難しい。売る会社が必要。あるいは

大手企業が目を付けてくれることが必要。 

新規参入の難しさ ・ある取引先から泳ぐ内視鏡の制御について開発しないかと誘われた

が、医療分野なので諦めた。技術的にはできると思ったが、許認可

などに非常に時間がかかる。技術的には対応できてもアプリケーシ

ョンの世界では経験がなくリスクが大きかった。 

＜国の研究開発投資に関する内容＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

国の事業による研究

成果 

・10 年くらい前、地域結集型共同研究事業（文科省）で研究した成果

が、今、コア技術になっている。後で成果が出てきたり、形を変え

ながらつながっている。 

国の研究開発投資の

偏重 

・国の研究開発投資の重点分野が今、急激に EV 関連にシフトしてい

る印象を持つ。燃料電池は実用化されたためか支援が減っている

が、もっと改良すべき点が多い。 
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＜人材に関する内容＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

人材派遣の効果 ・当社の強みは、この容器にはどんなガラスが向いているかを調べる

研究設備を自前で持っていること。 

・ただ、多様な評価装置を揃える費用は中小企業には厳しい。その点、

外部の研究機関に人を派遣すれば人材教育にもつながり、間接的に

装置も利用可能。 

・産学連携で大学の先生方や産総研などと共同開発をしていると人材

育成になる。無料で人材育成していただいているようなもの。 

大学院によるものづ

くり 

・近代の大学院（総合理工学研究科 「東大阪モノづくり専攻」）には

面白い制度があり、企業で実習することが大学院の講義のようにな

っていて単位になる。 

インターンシップ ・大学や政府が進めているインターンシップ等の制度は期間が短く、

その学生がどこへ就職するか分からないため、肝心なことを教えに

くいのが問題。 

＜知財に関する内容＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

知財に関する大学と

の契約 

・ケンブリッジ大学との契約書の中に特許権に関する記載がかなりあ

る。欧米の大学は知的財産を大変重視している。 

・米国ナノエレクトロニクス社からの申し出があり、取引が始まった。

ケンブリッジの知財部と当社と話し合い、契約を行った。権利は大

学側のみにあると良く聞くが、それではいけない。当社では、50：

50 と決めている。 

企業と大学の知財 ・アリゾナ大での共同研究は発明者にはなれるが、共同出願人にはな

れない。特許を取っても実施利用権を請求してくる。金儲けがうま

い。 

・企業の特許の許諾と大学の特許の許諾では意味合いがかなり違う。

企業の場合、ビジネスまで、ある程度の責任は持つが、大学の場合、

それはしなくてもよい。 

知財管理 ・事業化の段階に応じて、産学連携→産産連携へと必要な連携のステ

ージは変わる。産学連携は学の知恵を分ける場合と、パートナーと

して開発し、知財を共有する場合の２種類がある。後者の知財管理

が課題。 

・具体的には、大学側が技術で貢献するという目的で産学連携をして

いるにも関わらず、知財の権利は独立行政法人の従業者であるため

大学に帰属してしまい、実施するときに大学に実施料を払う必要が

ある。共同研究の成果である以上、確かにそうなのだが「大学側が

技術で社会に貢献する」といった点につながっていない。 
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 ②産学連携に関する公的支援への要望 

公的支援機関には中小企業と大学の間にあるミスマッチをつなぐ役割、情報をつなぐ

役割が求められている。中小企業に技術ニーズがあり、大学の技術シーズを求める例が

主になると思われるが、それ以外にも中小企業が技術シーズを持ち、それを活用してく

れる思いがけない異分野とのマッチングを期待する企業もある。B to B で活躍する企業

の場合、技術力には優れているものの、市場ニーズとの接点が少ないことが多い。この

ため、大学が中小企業の新たな技術を解説するとともに、公的機関が新たな技術の普及

や産産連携促進の役割を担うことが期待されている。 
産産連携では、大手企業とのマッチング、ベンチャーキャピタルのような資金の出し

手とのマッチングに関するニーズもみられた。 
また、中小企業が産学連携に取り組みながら研究開発を進めていくためにも、公的支

援制度の利用を後押ししてほしいとの要望もあった。さらに、公的資金を利用して購入

された装置等については公設試で安価に提供する等、企業が有効活用できるようにして

ほしいとの要望もみられた。 
人材育成では、自社だけでは技術者育成に限界があることから、首都圏が中心になり

がちなセミナーを関西圏で受講できるように公的支援を望むとのニーズもみられた。 
 

■図表 3-4 ヒアリング先企業の公的支援に関するコメント 

＜情報交流、マッチング＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

産と学のミスマッチ

を埋める場 

・中小企業の新たな技術が一般の市場にどのように説明すれば一つの

技術になるか、産業になるかについて、学者はあまり関心がない。

社会とのミスマッチを埋めてほしい。解説と合わせた発表の場を求

める。 

情報のコネクション ・助成金の情報を紹介してもらえるコネクションがあると、では応募

しようとなる。一方的な情報提供でなく、そういうつながりを公的

支援機関につくってもらいたい。 

産産連携に大学をマ

ッチング 

・公的支援機関による産産連携促進の取り組みは大いに歓迎。産学連

携で大学とやると大学は資金を出さないが、企業間連携であれば、

お互いに折半できる。ただ、クオリティ面から見ると特許を押さえ

るレベルが必要で、質を高めるために大学に入ってもらうのは１つ

の戦略だと思う。 

産産連携のマッチン

グ 

・公的な業界団体であれば会員の大手ユーザー企業とのマッチング支

援等を望む。 

ニーズの掘り起こし ・当社の得意とする無線通信の事業は幅が狭く、どのようなニーズが

あるかの掘り起こしが難しい。研究者が知ってくれていても、ニー

ズが出てこない。 

・たとえば、マイクロ波を使う技術を持つある企業の場合、技術シー

ズはできたが、それを活用するニーズの情報がなくて困っている。 
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＜装置、補助金利用に向けた支援等＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

改良技術への国の投

資 

・改良技術にも国の研究開発投資を望む。 

装置を安く利用した

い 

・非常に投資のかかる装置は、企業が自由に利用または安く利用でき

ることを望む。地域結集の中で大阪府立産業総合研究所に引き継い

だ装置が置かれている。ドイツでは企業が自由に使えるようにして

いるので高価な装置は企業が自由に使ったり安く使ったりできる

ようにすることを要望したい。医療工学センターで１日使うと 60

万円かかる装置もある。 

補助金利用に向けた

支援 

・補助金は産学官のメンバーが集まり、財団の管理事務局があり、３

年間と決まっていて報告も毎年行うため甘えが出ない。中小企業の

場合、開発で一番問題になるのはお金である。この補助金は研究に

しか使えないから研究が必ず進む。決められた期間の中でやるとい

うのも良い。中小企業にとって公的資金による研究は大変役に立つ

と思う。補助金等の利用を支援してもらいたい。 

・サンプル出荷までは補助金の対象にならない。サンプル出荷をして

ビジネス化が進むのであり、ここを支援してほしい。 

＜人材育成＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

知財の人材教育 ・知財の人材が不足している。国は知財立国を言う以上、これまで以

上に人材教育に力を入れるべき。 

技術者向けセミナー ・技術者育成に役立つセミナーが東京でしか開催されていないことが

多い。東京で開催されたのと同様の内容で、技術者向けの基礎的な

セミナーを関西で開催されたらありがたい。 

＜資金支援＞ 
キーワード 産学連携に関するコメント 

紛争の調停・交渉への

サポート 

・特許出願までのサポートしかないため、紛争の調停、交渉という問

題に対するサポートを望む。 

ＶＣと大手とのコラ

ボレーション 

・中小企業は開発資金が乏しく、米国のＶＣを大阪に呼び込んで、日

本の中小企業にお金を出すような仕組みを作ってほしい。お金につ

いてはＶＣ、販売力については大手とのコラボレーションを望む。 

前払い・中間払い ・中小企業が向上するためには人材の確保、新製品を開発するための

資金が必要である。補助金や大手企業からの支払いも、後払いでは

なく前払い、せめて中間払いを取り入れてほしい。 
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③オープン・イノベーションに関するコメント・要望等 

オープン・イノベーションについては、海外での実体験のある企業は比較的イメージ

を持ちやすい傾向がうかがえた。これらの企業は、海外大学との特許共有実績のある企

業や、海外展示会でのオープンなディスカッションへの参加経験のある企業である。 
国内では産学連携よりも産産連携がイメージされやすく、大手企業がニーズの出し手

となり、中小企業が技術シーズで手を挙げるといった形の産産連携の経験が自らある企

業や、大学や取引先からの要望に応える形でレベルアップしてきた企業の場合、オープ

ン・イノベーションに積極的な傾向がみられた。ただ、営業秘密の管理面で懐疑的な企

業もある。オープン・イノベーションのテーマとしては、環境・エネルギーに関連する

内容が多くみられた。 
オープン・イノベーション促進に向けた要望としては、１対１の産学連携に比べて参

加メンバー間の調整が難しくなると予測されるため、企業側の参加メリットを明確にす

る必要があるとの意見があった。 
また、具体的な提案としては、米国展示会併設の発表交流のセッションを経験した企

業から、同業他社が自社の課題をどう解決したかのプロセスをオープンに語り合える場

をつくっていくべきとの提案があった。加えて、わが国製造業の海外への拠点移転が加

速する中、公有地を活用し、技術力に優れた企業を関西に残せるように、都市型の工業

団地を整備して集積を促進してほしいとの要望もあった。 
 

■図表 3-5 ヒアリング先企業のオープン・イノベーションに関するコメント 

＜オープン・イノベーションのイメージや参加意欲等＞ 
キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

オープン・イノベーシ

ョンはまだ 

・オープン・イノベーションと言えば聞こえはいいが、呉越同舟のよ

うな部分もある。 

人の行き来が重要 ・世の中は、人が行き来する事で経済効果が生まれ、知識のベースが

上がる。インターネットではいけない。 

独自性と客観性のぶ

つかり合いが問題 

・オープン・イノベーションも同様、独自性を求められる企業と、客

観性を求められる国立大学や研究機関はなかなか連携できない。ど

ういう手続きを踏めば、公的な機関に所属する人材が民間企業とコ

ラボができるかが重要な課題である。 

課題解決プロセスの

オープンなディスカ

ッション 

・日本は閉鎖的で、研究していることなどはせいぜい学会誌や業界誌

に出るくらいである。アメリカでは、展示会併催のシンポジウム等

で、各企業と大学などのディスカッションをする場があり、色々な

経験が全部オープンにされる。どういった課題をどう乗り越えてき

たかの経験をオープンに聞ける。他社の苦労話やトラブルをどう乗

り越えたかは非常に参考になる。 
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＜オープン・イノベーションのイメージや参加意欲等 続き＞ 
キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

知財等の問題 ・オープン・イノベーションに対しては、我々はオンリーワンで静か

にやっていた方がよいのではないかと感じる。知財の問題もあり、

大手と一緒にやるのはどうかと疑問。今までのような形で、個々の

産学連携の方がよいのではないかというイメージはある。 

クローズドとオープ

ン 

・クローズドもオープンも両方必要だと思う。オープン・イノベーシ

ョンの中で具体の商品開発を進めるには無理もあると思う。 

間に入るエージェン

ト的な人材が必要 

・地域結集のプロジェクトには、技術エージェントがついた。企業と

大学とが個別に連携を進めるとき、間に何らかのエージェント的な

人材が入るとよいが、学者とメーカー技術者とはベクトルが合いに

くい。 

要望に応える中でレ

ベルアップ 

・中小のものづくり企業は、取引先や連携相手からのややこしい要望

に応えることができないといけない。そうでなければ情報も入って

こない。 

大学側からのアプロ

ーチ 

・当社は大学側からつくってほしいというアプローチがあることが多

い。 

産産連携に参加希望 ・大手家電メーカーでは以前、「バラシズム」というものがあった。

製品をばらして見せ、できるところが手を挙げる。そういうものが

あれば当社も参加したい。 

・系列がなくなり、グローバル競争の中で、日本の中小企業は自立が

必要。小さい会社にも広報室と研究室が必要である。次世代で何を

作るのか、それをどこへ売るのかの２つが必要となる。安いモノで

は値段で中国企業に負ける。 

＜オープン・イノベーションの守秘義務＞ 
キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

メンバーを選ぶ ・オープン・イノベーションについては、「和をもって尊しとなす」

であることを感覚的にわかっている人を最初から選んで集めるの

が得策と思う。 

参加メンバー間で秘

密を守る 

・知財に関しては、たとえばＡ社が特殊な新素材を供給してくれた場

合、その特許はＡ社が単独で保有するが、その素材の活用ノウハウ

はブラックボックス化して、参加メンバー間で秘密を守るという体

制を組むことも考えられる。 
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＜オープン・イノベーションのテーマ等＞ 
キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

伸びる産業へのシフ

ト 

・国内で産業として伸びる分野にシフトしたい。燃料電池、エコキュ

ートの断熱材に今は力を入れている。 

エネルギーシステム ・エネルギーシステムも同様に、機器だけの話ではだめで、ネットワ

ークと電力が入っていけば実現する。 

燃料電池のベンチャ

ー 

・京都のベンチャーと組んで、「震災対策技術展」に小型の燃料電池

の試作品、防災用途の非常用電源という切り口で出展予定。自社に

この技術はないので燃料電池のベンチャーと組んでいる。 

関西の組合せ技術 ・京都から大阪にかけて、分析、計測、センサーが強く、組合せ技術

では関西は強い。関西地域では、過去に誰も発想しなかったような

組み合わせができる。どのように組み合わせると世の中に広まるか

という発想の力がある。 

分散型エネルギーシ

ステムの整備に係る

社会的インフラコス

ト 

・分散型エネルギーシステムについては、技術的な問題と経営的な思

惑を分離して論議すべきだと思う。実務家を集め、分散型エネルギ

ーシステムの整備に係る社会的インフラコストの中立的・客観的な

算出などを中立的機関に望む。 

三次産業との連携 ・ある企業と組んで、ヘルスケア関連の測定ソフトを開発。機器メー

カー＋ソフトメーカーに加えて、サービス提供側のスポーツジム、

薬局、病院との連携が入ってきた。ものづくり相互やものづくりと

組込ソフトとの連携から、次は三次産業との連携に入ってきてい

る。 

・それだけ、健康管理にお金を払う時代になったということでもある。

ビジネスとして成り立つ。 

＜オープン・イノベーションに関する提案等＞ 
キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

参加メリットを明確

に 

・産学連携でオープン・イノベーションをと言った時に企業から見る

ともっと参加メリットを明確にしてほしい。企業が複数入るので、

調整が難しく企業側の活用等に制限があるように感じる。 

情報交換の場 ・アメリカとは風土の違いはあるが、皆が課題を乗り越えたノウハウ

を共有できるような情報交換の場を望む。 

都市型工業団地の整

備 

・豊中の空港騒音対策の国有地を活用し、技術力に優れた企業が集積

できる都市型工業団地の整備を望む。日本にものづくりのノウハウ

や技術を温存する方策を考えていただきたいと思う。その場所でな

ら企業間の横での連携が進み、イノベーションが起こりやすいは

ず。 
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３－２ グローバル化の動向と要望 

 
近年、経済のグローバル化の進展、特に急成長するアジアなどの新興国におけるビジ

ネスの拡大によって、日本の製造業の海外展開は急速に増加している。こうしたなか、

日本の雇用・技術流出による産業の空洞化や模倣品の問題に危機感を抱く企業が多くみ

られた。機械や製薬の分野における研究開発機能さえも海外に流出するリスクがあると

懸念している企業もあった。 
こうした新興国の激しい追い上げの中で、わが国が国際競争力を有する技術を持ち続

けるためには、知的財産権を保護していくことが喫緊の課題であると指摘する意見が多

い。 
人材に関しては、語学と現地経験のあるグローバル人材を望んでいる企業や、現地で

生産技術を行える技術と管理を担うグローバル人材のニーズがみられた。他方、日本の

大手企業の技術に強いＯＢ人材が韓国等へ流れているため、そうした人材の国内での活

躍を望む声や、海外からのヘッドハンティングを警戒した方がよいという意見もあった。 
大手の取引先が海外に進出した際に、ともに進出して供給できるような体制を整える

こと、各企業が技術を持ち寄って海外と対抗できるものをつくること、海外にも研究拠

点を持ち、その国のニーズに沿う努力をすることなど、企業それぞれがグローバル化に

対応した戦略を考えている。そのなかで、開発・製造機能を日本に残し、日本独自のも

のをつくるための努力をしていくことが重要だという考えは多くの企業に共通してい

るようである。 
 

  



88 
 

■図表 3-6 グローバル化の動向 

＜グローバル化の問題点＞ 
キーワード グローバル化に関するコメント 

模倣に対する知財戦

略 

・グローバル化の中で模倣の問題が出てくると、大きな障害になって

くる。早期からの知財への取り組みが重要。 

研究開発の海外流出 ・ライフサイエンス分野では、製薬企業がかなり海外に研究開発をシ

フトしておりアジアでも欧米に留学した人はレベルが高く、我々と

能力的に変わらない。電池など日本が優位な分野では、企業と公的

機関が組んでいかないとグローバル競争の中で生き残っていけな

い。今後は機械においても、そういう状況になる可能性があり、早

くから手を打っておくべき。 

リスク対策 ・危機管理面では、海外の取引先から、日本企業は地震のリスクがあ

ると思われている。取引の低下につながらないか懸念し、リスク対

策を徹底的に進めているところ。 

国内におけるサポー

ト 

・経産省のプログラムを見ても、海外へ展開する中小企業を援助する

というプログラムはたくさんあるが、海外から素材や材料を仕入れ

て国内で伸ばしていくことに対してはサポートがない。矛盾してい

るように思う。 

＜人材に関する内容＞ 
キーワード グローバル化に関するコメント 

ＯＢ人材の国内還流 ・韓国等へ流れている大手技術ＯＢ人材の国内還流を望む。日本のト

ップ企業の優秀な人間 100人くらいが、どのように海外に流出して

いるか、国は一度、調べた方がいいと思う。 

ヘッドハンティング ・日本で№１の人にはあまり講演させない方がよい。すぐにヘッドハ

ンティングに来る。 

グローバル人材 ・海外に納めた過去のエンドユーザーを全部調べ、うちの営業マンが

世界を回っている。売りっぱなしの時代は終わった。語学と現地経

験のある人材がすぐに必要。海外との契約に関する実務担当者も不

可欠。 

グローバル人材 ・急速な海外展開の中で、各地の拠点で生産技術を指導でき、拠点の

マネジメントを任せられる人材が不足している。貿易取引関連の人

材は不足ということはない。 
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＜製造・開発方法に関する内容＞ 
キーワード グローバル化に関するコメント 

Ｒ＆Ｄ ・日本は、本当のＲ＆Ｄ大国でなければ生き残れない。シリコンバレ

ーやケンブリッジなど、ある部分についてトップの場所で何をする

がが大事。企業がＲ＆Ｄ開発を国内で行っていれば、空洞化にはな

らないと思う。日本と海外を行き来する中で、情報も増え、人材も

育ち、大事なものは日本に残る。 

海外向け・国内向けの

規格 

・海外向けの規格がある場合、国内向けも含めて２種類を作るという

わけにはいかないので、全部海外に対応したものを作り、国内でも

海外でも売るという作り方をしている。 

取引先の海外進出 ・大手の取引先が海外に進出し、それについていく形で進出している。

すぐに供給できるような体制を整えている。 

技術を出し合う ・各企業が技術を持ち寄って海外と対抗していこうというものをつく

っていくべき。その場合、自分のところで知財を保有しようとしす

ぎると、その分野が伸びない。技術を出し合って、日本として早く

製品化していく流れにした方がよいと思う。 

海外での研究拠点 ・一般的には、海外で安い人件費を使おうとしている。しかし海外に

も研究拠点を持ち、そこの国、民族に合ったこともしないといけな

い。インドやインドネシア、韓国等にも素晴らしい人材がいるはず。

人件費が安いので、上手に利用すればよい。 

すり合わせができる

分野 

・日本が生きる道として、すり合わせができるような分野を狙うと良

いと思う。日本人は細かく緻密にものを考えていく。日本人の一番

得意とする分野ではないか。 

＜要望＞ 
キーワード グローバル化に関するコメント 

開発におけるサポー

ト 

・当社は改良のために素材を世界中から取り寄せ、開発で特許を重視

する戦略。新しい素材を海外から仕入れて国内で活用し、開発につ

なげる点についてはあまりサポートがない。この点の支援を望む。 

研究の海外流出 ・ものづくりのところで歯止めをしなければ、研究の部分も海外に流

出していくリスクがあり、国としての対策を考えるべき。 

人材の還流 ・大手企業で海外経験のある人材を、中小企業でグローバル化の人材

不足に直面している企業に還流させてほしい。これまでは、アジア

諸国で現地企業の指導を中心に活躍されていると思うが、ライバル

企業を育てている面があり、国内中小企業で活躍してもらいたい。 
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３－３ 産学連携等支援機関側ヒアリング結果のポイント 

本調査では企業の他に、大学や研究機関、産学連携支援機関、産業振興関連機関等へ

のヒアリングも併せて実施し、各機関での取り組み内容を把握した。 
独立行政法人産業技術総合研究所関西センターでは、「技術研究組合リチウムイオン電

池材料評価研究センター（LIBTEC）」を企画運営し、参加企業は同センターの評価装置

や評価技術を活用することが可能である。そのため、電池の材料開発企業が多く参加し

ている。また、京都の「京都環境ナノテククラスター」ではシリコンカーバイドによる

パワー半導体を開発し、各段の省エネにつながることが期待されるため、内外の注目を

集めている。 
電池や材料関連に加えて、関西圏の大学の強みの一つであるライフサイエンス分野に

おいては、京都リサーチパークの「再生医療とものづくり」での研究者と中小ものづく

り企業とのマッチング、大阪商工会議所の「次世代医療システム産業化フォーラム」等、

医工関連の産学連携促進の取り組みが着実に進められている。 
大学での取り組みでは、経験豊富なリーダー的コーディネーターが所属する神戸大学

を拠点に、コーディネーター育成が進められている。また、立命館大学では「農商工連

携」に取り組み、地域を巻き込んだ取り組みを提案型で進めている。ものづくり企業相

互の連携にとどまらない幅広い異分野企業が参加しており、注目事例の一つである。 
ものづくりビジネスセンター大阪（旧 クリエイション・コア東大阪）では、国内大

手企業のニーズを把握し、大阪のものづくり企業が手を挙げられる環境を整えて大規模

商談会を開催している。同センターでは平成 16 年から大規模商談会の開催に取り組ん

でおり、営業秘密の取り扱いについても実績を積んでいる。 
また、おおさかナレッジフロンティア推進機構では、中小企業内の「研究プロデュー

サー人材」の育成に取り組んでおり、他にほとんど例がないユニークな取り組みである。

大学側だけでなく、今後は企業内で産学連携をマネジメントできる人材も必要との観点

からの取り組みである。 
これらのヒアリング先機関以外にも、関西圏では多くの関連機関が取り組みを進めて

おり、産学連携促進に向けた豊かな人的ネットワークの形成が進んでいるものと期待さ

れる。 
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■図表 3-7 ヒアリング先支援機関のオープン・イノベーションに関するコメント 

№ 支援機関等名称 

【ヒアリングのテーマ】 

ヒアリング関連事業 概要 

1 産業技術総合研究所関

西センター 

【リチウム電池の技術

研究組合】 

技術研究組合リチウム

イオン電池材料評価研

究センタ- （LIBTEC）

を企画運営。 

・材料系メーカーが自社内では困難な

「電池」としての性能を組合員とな

ることで利用可能（年間 1500 万円必

要ながら人気）。 

2 立命館大学総合理工学

研究機構 

【産学連携による情報

交流】 

「明日の農と食を考え

る会」を企画運営。 

・異業種の企業が参画し、農業分野に

ついて学びながら情報交流。大学発

の農地の土壌肥沃度診断手法の普及

も目指し、産学連携に取り組む。 

3 神戸大学産学連携本部

【大学側 人材育成】 

産学連携担当の特任教

授が大学側産学連携コ

ーディネーター人材育

成に取り組む。 

・産学連携のコーディネーターを育成

するために、毎週金曜日に研修を実

施している。入門コース、初級コー

ス、中級コースと進めて、コーディ

ネーターの役割を伝える予定。 

4 財団法人京都高度技術

研究所 

【地域産学研究プロジ

ェクト】 

地域産学官連携科学技

術振興事業費補助金 

地域イノベーション戦

略支援プログラム（グ

ローバル型）「京都環

境ナノテククラスタ

ー」 

・知的クラスター創成事業（第Ⅰ期）

の実績を踏まえ、ナノテクロノジー

を核に地球環境問題に対応しうる

「環境ナノ」をテーマにすえる。 

・次世代半導体材料シリコンカーバイ

ドを使い、超低損失 SiCパワーデバ

イスを開発、注目を集めている。 

5 京都リサーチパーク 

【再生医療における医

工連携】 

京大再生医療研究グル

ープと連携し、「再生

医療サポートプラット

フォーム」を立ち上げ。 

・薬事法の認可が必要にならない段階

＝研究開発を支える理化学機器開発

として、中小ものづくり企業の取り

組みを支援。再生医療をわかりやす

く解説。 

6 大阪商工会議所 

【医工連携】 

次世代医療システム産

業化フォーラムを主

催。 

・産学連携でも最もハードルの高い医

学部・病院とモノづくり企業をつな

ぐ。地域は全国でとらえる。 

7 ものづくりビジネスセ

ンター大阪 

【オープン・イノベーシ

ョン】 

国内大手自動車メーカ

ー等と大阪ものづくり

企業の大規模商談会 

・平成 16年ころから大手企業のニー

ズを把握し、大阪のものづくり企業

のマッチングを図る商談会を開催。 

・アジア新興国センターによりアジア

新興国市場への販路開拓支援も企画

推進中。 

8 おおさかナレッジフロ

ンティア推進機構 

【企業側の人材育成】 

企業側の研究プロデュ

ーサー人材育成事業を

推進。 

参加にあたって面接があり、参加者を

厳しく選考、合宿形式も取り入れる。 



92 
 

第４章．近畿地域機械工業の発展に向けた課題と取り組みの方向性 

 
４－１ 近畿地域機械工業の発展に向けた課題 

近畿地域の機械工業が有する優れた技術開発力等の強みと地域の可能性を活かして、

激変する内外の経済環境のもとで近畿地域機械工業が今後、発展をとげていくためには、
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②地域事業環境の激変とその中のチャンス 

 【地域事業環境の変化】 
・ニーズの出し手であり、システム統合の担い手だった大手企業生産拠点の海外流出と、

これらの動きに伴う中小企業のグローバル化対応の本格化。 
・福島第一原発事故後のエネルギー戦略の抜本的見直しと省エネ・新エネ技術への高い

関心。 
【懸念材料・弱み】 
・震災後、円高の影響もあり、設備投資は海外重視の傾向にあり、研究開発拠点につい

ても海外への懸念がみられる。原発停止による電力不足懸念により、生産拠点のさら

なる流出も懸念される。 
・従前から続く本社機能、金融機能等の首都圏への中枢機能の流出と人材の流出、長期

的な人口減少傾向、都心部に少ない大学立地、空港インフラ等の利用面での不満等に

弱み。 

③グローバルな経営環境の激変と、その中のチャンス 

 【グローバルな経営環境の変化】 
• 急成長するアジア新興国市場への期待と関心。 
・欧州等で進む再生可能エネルギーへの世界的な関心。 
・長期的な資源環境制約の懸念がある中で、これを克服するために必要な技術の開発等

の新たなニーズあり。 
【懸念材料・弱み】 
・アジア新興国との厳しい価格競争、近年ではデザイン・商品開発面でも競争が進む点、

急速に進んだ円高等の厳しい環境変化に直面。 

 

【近畿地域の機械工業発展に向けた課題】 

激変する経済環境のもと、近畿地域機械工業が発展をとげていくためには、 

近畿地域機械工業の強みと地域の可能性を活かし、 

激変する環境変化の中に内在するチャンスをとらえて 

次代の新たな開発を送り出し続ける

“世界のものづくりイノベーション拠点”

を目指した取り組みが必要 
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４－２ 方向性と求められる取り組み内容

 

方向性１ 産学・産産連携のさらなる促進に向けたマッチングの場づくり 

と情報発信 

 

本調査のヒアリング調査結果の中で、技術開発力に優れた中小企業の連携ニーズとし

て、たとえば材料系の企業が電池の性能評価をできる異分野の研究者とのマッチングを

求めていたり、大学等の産学コーディネーターと企業経営者が一堂に会した場へのニー

ズが出されたり、用途開拓を期待する相手としての大手企業とのマッチング・ニーズや、

さらにはベンチャーキャピタル等の資金供給者にいたるまで、多様な相手とのマッチン

グについてニーズがあることが把握された。また、公的資金を技術開発に活用したい企

業も多く、この場合も公的機関との連携や、参加にあたっての産学連携、プロジェクト・

メンバーとしての産産連携等が必要となってきていることが多い。中には海外大学との

産学連携や特許の権利を共有している企業もみられた。 
事例調査で取り上げた取り組みでも、たとえば再生医療分野において求められる装置

や機器開発へのニーズを、ものづくり企業に伝える取り組み等がみられる。また、グロ

ーバル競争の中で開発のスピードが格段に速くなり、かつ新興国との競争の中で求めら

れるレベルが高くなるにしたがって、機械工業関連企業のマッチング・ニーズは規模の

大小に関わりなく、これまで以上に多様な相手先へと及んでいるものと考えられる。こ

のため、潜在的なマッチング・ニーズも含めて、今後、適切なマッチングの場づくりを

増やすための取り組みと、関連情報の発信が必要である。 
場づくりに向けては、機械工業関連の団体等のみで完結するのでなく、既に産学連携

や人材育成の取り組みを進めている関連機関との協働が必要であり、共催等による相乗

効果の発揮や同じような内容が、わずかな日程の差で別々に開催されることがないよう

な、企画内容の調整も必要である。このような各機関の連携を進めるためには、関連機

関やコーディネーターの情報交流の場も必要となる。 
さらに、連携の成果を事業へとつなげていくためには、開発段階に加えて販路開拓等

の事業化段階での支援も必要であり、たとえば首都圏等域外における営業拠点提供や、

施設等の提供や市場化調査等の支援についても検討していく必要がある。 

＜取り組み 想定案＞ 

・多様なマッチング促進事業の企画展開と、関連情報の発信に向けた効果的な支援

（セミナー等による地域内交流促進、地域横断的交流の促進等） 

・機械工業における技術開発の課題解決プロセスのノウハウをディスカッションで

きる機会と場づくり（テーマ別にクローズでの開催等の工夫は必要） 

・産学連携や公的資金により得られた技術成果の事業化までの支援（「営業拠点」と

「研究施設等」の提供、製品等の市場調査、販路開拓の支援） 
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・中小企業等の公的資金獲得に向けた産学マッチング支援 

・産学連携に係る提案活動（商談会･展示会の集合化等）の強化、要望活動 

・産学連携支援機関との協力関係の構築（省庁／自治体予算・補助金の獲得） 

・関連機関の組織、コーディネーター人材ＤＢ化（ニーズ、シーズのＤＢ化を含む） 

 

 

方向性２ グローバル化人材の国内還流・登用等の促進と技術者育成 

 

海外市場の獲得やリスク分散、コスト削減等の目的により、大手企業の海外生産拠点

移転が進み、今後、さらに現地ニーズに応じた開発拠点も含めて海外展開が進むことが

予測される中、これまで海外に拠点を置いていなかった中小企業にいたるまで海外進出

の必要性に直面している。 
こういった急速に進展するグローバル化の中で、大手企業では海外で生産現場を指

導・管理できる人材や開発をリードできる人材が不足しているとともに、中小企業にお

いても現地経験があり語学力と現地での人脈を有する人材や、海外取引の契約等を管理

できるグローバル対応人材が求められている。 
生産技術を外国語で指導できる人材や開発をリードできる人材は、近畿地域機械産業

のみならず我が国の製造業全体で必要になる人材であり、機械工業界で育成に取り組む

とともに国や大学等への人材育成について要望を行っていくことが重要と考えられる。

留学生や海外での優れた人材の確保や活用についても今後、さらに重要性が高まるもの

と予測される。 
また、中小企業が求めるグローバル対応人材については、ビジネス開拓や海外との契

約管理に関する内容も含まれ、こういった経験を有する大手企業 OB 人材が、国内で中

小企業において活躍してもらえるしくみづくりが必要である。大学生と中小企業を結び

付ける就活イベントは盛んに行われているが、中小企業のグローバル化対応の中で必要

な経験を有するシニア人材と中小企業とを結びつけるようなイベントやセミナー等も

検討していく必要があると考えられる。 
さらに、グローバル競争の中で、スピーディな開発を実現していくためには、外部資

源の活用がこれまで以上に重要になっており、企業内部での研究開発プロデューサー人

材や海外対応を含めた知財管理の専門家等についても、人材育成を進める必要がある。

近畿圏にはこれらの人材育成に取り組む産業振興関連機関もみられることから、機械工

業界のニーズを伝え、共催等の取り組みを進めることも考えられる。 

＜取り組み 想定案＞ 

・大手企業のグローバル・シニア人材と中小企業とのマッチング・イベントやセミ

ナー等の開催 

・産学連携等に向けた企業内の研究プロデュース人材育成（関連機関間での共催等
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の促進や提案） 

・機械工業の発展のために求められる人材に関する調査研究と提言活動 

・顕彰制度に向けた支援 

 

方向性３ 機械工業の高付加価値化と知財保護 

 

本調査のヒアリングの中で、多くの企業がコアとなる優れた技術を持ちつつ、さらに

新たな開発を進めることでしか、日本のものづくりが生き残る道はないとの意見が多く

把握された。技術開発を常に進めていくためには、産学連携や産産連携等の外部資源の

活用に向けた取り組みが必要であり、これらに関する取り組みの必要性と方向性につい

ては既に述べたところである。 
一方、優れたコア技術を有しているものの、新たな開発に向けてセンシング技術に強

い企業との産産連携を望む意見や、新たな技術を開発してもニーズ開拓に苦慮する企業

の例も本調査のヒアリングの中で把握された。また、近年の液晶テレビ等における韓国

企業の攻勢にみるように、コンテンツによって機器のイメージ形成を進め、マーケティ

ングやデザインも含めた総合力によって市場を拡大した例もみられる。 
このため、今後、近畿地域機械工業がさらなる発展をとげるためには、機械工業の高

付加価値を進めることが重要であり、組み込みシステム開発企業や、デザイナー、コン

テンツ制作者等の価値を付加することを可能とする相手との連携を促進し、市場ニーズ
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・関連イベントやセミナー等の共催、機械工業向けのアレンジに向けた要望活動 

・成功事例等の調査や提案 等 
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■ターゲット領域と取り組みイメージ 

 

今後、取り組みを進め、あるいは各方面に提言・要望を行う上で、当面のターゲット

領域としては、「関西イノベーション特区」等でも取り上げられている関西が強みを有

する分野を踏まえて、以下の対象を想定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

【ターゲット領域】 

①グリーン・イノベーションの技術シーズ+近畿地域ものづくり技術 

（近畿地域が得意とする省エネ・新エネの機器と組み合わせによるソリューシ

ョン型ビジネス） 

②ライフサイエンスのニーズ+近畿地域ものづくり技術 

（医工連携、医農連携、再生医療とものづくり等のライフサイエンス周辺機器・

システム） 

③第 1次産業やサービス産業のニーズ+近畿地域のものづくり技術 

 

【取り組みイメージ】 

近畿地域機械工業の強み 

○大手企業の集積 

○技術開発力に優れた中小

企業の集積 

 

＜マッチング・協働・提言＞ 

○産学・産産のマッチング 

○機械工業のノウハウ共有 

○人材のマッチングと育成 

○公的資金獲得 

○関連機関との協働 

○調査提言活動 

地域で共有しうる資源 

○大学・研究機関（技術シーズ、

評価力、理論、研究手法） 

○グローバル・シニア人材 

○組み込みシステム企業、デザ

イナー、知財専門家 
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