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＜ポイント＞ 

近、産業界の様々な場面で企業連携が活発に行われている。この背景には、地域の企

同士が新たなネットワークを構築し、連携しながら持てる技術や技能を活かすアプロ

チが企業や産業の競争力強化や地域経済の再生に有効であるとの認識が深まっている

とがある。 
稿では、地域の大企業と中小企業が連携することにより新製品・新規事業開発で成果

あげている事例として、（１）愛媛県で相次ぐ地縁による企業連携の事例、（２）北陸

繊維関連企業の連携による新規事業創出の事例、を取り上げ、これらのケーススタデ

を通じて戦略的な企業連携推進のポイントを考察してみた。 
業連携で成果を出すためのポイントとしては、企業トップの連携への熱意、連携ビジ

ンの共有と明確な技術戦略・事業化構想、筋の良いテーマを選ぶ目利き力、大企業の

域連携への参画、などを指摘することができる。 
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はじめに 
最近、産業界の様々な場面で同業種や異業種間の企業連携が活発に行われている。地域に

おける企業連携により新製品や新技術の開発・事業化に取り組むことが、日本の製造業の競

争力強化、地域の中小企業の生き残り、地域経済の活性化につながるという認識が、企業の

みならず政府や大学の間で強まりつつある。 
 本稿では、今なぜ企業連携が求められるのかを整理した上で、地域の大企業と中小企業が連

携することにより新製品・新規事業開発で成果をあげている事例を取り上げる。そして、それ

らのケーススタディを通じて、地域における企業連携を成功させるポイントについて考察して

みたい。 
 
１．地域における企業連携の必要性 

 
今なぜ連携なのか 

 近年、連携の動きが盛んになっている背景には、大企業、地場中小企業、地方自治体、大学

の各主体のそれぞれに次のような連携を促す要因が出てきていることが挙げられる。 
①大企業 
日本の大企業は、国際競争の激化を背景に商品開発・新規事業開発のスピードアップを

迫られていることや、技術の高度化・多様化により研究開発コストが上昇していることな

どから、他企業や大学、研究機関等との連携を進めつつある。 
とりわけ、1～2年前から大企業はリストラを終えて成長拡大戦略に転じ、次世代の事業
の柱となる新規事業の開発に乗り出している。しかし、新規事業の開発をスピード感をも

って進めるには、自前の経営資源だけでは限界があるほか、同じ環境に長く浸った者同士

では新規性の高い着想が出にくいことなどの理由から、積極的に外部との連携を進める企

業が増えている。 
 ②地域の中小企業 

地域の中小企業は、取引先企業の海外生産移転の進展や「系列」の崩壊を背景に、ヨコ

の連携に活路を求めている。 
 ③地方自治体 

地方自治体も、地域経済の活性化を図るために地域における産学官の連携促進を支援し

ている。 
④大学 
国立大学の独立行政法人化に伴い、大学も地域との連携を積極的に進めている。 

 これらの理由から、今、産学官の各主体が連携に前向きに取り組んでいるわけである。 
 
新たな企業間ネットワーク構築の必要性 

 日本の製造業は重層的なピラミッド型の分業関係により強い競争力を発揮してきた。上層の

企業が下層の企業から製品を仕入れるという購買の関係だけにとどまらず、長期継続的取引関

係を保証することによるコストダウン、新たな生産技術やコスト削減のための手法を関連企業

が共有できる親密な協力関係といった企業間ネットワークが形成されていることが競争力の源

泉となっていた。 
 しかし、グローバルな競争圧力にさらされ、海外生産移転や系列の崩壊が進む中、こうした

日本の従来型の企業間ネットワークは縮小を余儀なくされている。こうした中、地域に存在す
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る企業同士で新たなネットワークを構築し、戦略的に連携しながら持てる技術や技能を活かす

アプローチが企業や産業の競争力強化や地域経済の再生に有効であるとの認識が深まりつつあ

る。 
 
企業連携の成功事例に学ぶ 

 最近、地域において戦略的な企業連携が声高に叫ばれていることは、上記のような文脈で捉

える必要があるが、連携の取り組みの多くは掛け声こそ大きいものの、具体的な成果につなが

っているものは少ないのが現実であろう。 
 以下、２では、地域の大企業と中小企業が連携することにより新製品・新規事業開発で成果

をあげている事例として、（１）愛媛県で相次ぐ地縁による企業連携の事例、（２）北陸の繊維

関連企業の連携による新規事業創出の事例、を取り上げ、これらのケーススタディを通じて３

では戦略的な企業連携推進のポイントを考察してみたい。 
 
 
２．地域の企業連携による新製品・新規事業開発の事例に学ぶ 

（１）愛媛県で相次ぐ地縁による企業連携事例 

最近、愛媛県で中堅・中小企業が大企業と連携して新製品開発や共同受注を行う事例が目立

つ。図表１に掲げたように、地域の企業間あるいは産学官のコラボレーションから新製品や新

事業が続々と生まれている。 
 系列や既存の下請け関係にとらわれない連携が形成されつつあるが、これは偶然でなく、仕

掛け人がいる。その人は、樋口富壯・国立大学法人愛媛大学理事・社会連携機構長（前東レ専

任理事・愛媛工場長）である1。 
 

図表１　　愛媛県の企業連携による新製品・技術開発事例

ベースとなる素材 開発製品・技術 連携主体（企業、大学、行政、研究機関）
　炭素繊維 　透水性樹木保護材 　高木建設㈱、シンコー㈱、東洋殖産㈱
　（東レ） 　「パイルスルー」

　光触媒方式の空気清浄機 　松下産業㈱、東洋殖産㈱
　「エアリフレッシャー」
　強度の高いコンクリート製の側溝用の蓋 　興国コンクリート㈱、東レ㈱複合材料研究所、
　（ＣＦＲＰ混入集水蓋）「とおるくん」 　東洋殖産㈱、愛媛大学

　高耐食溶融メッキ鋼板 　高耐食溶融メッキ鋼板を使った新工法 　東矢工業㈱、日新製鋼㈱、関西ティーイーケィ㈱、
　（日新製鋼） 　「ＺＡＭ新工法」 　東レ㈱
　光消臭繊維など 　消臭・抗菌・防臭のふとんとタオル 　㈲木下ソーイング、クラレ西条㈱、東レ㈱、
　（クラレ西条㈱） 　「花ひらく」シリーズ 　県繊維産業試験場、県工業技術センター
　特殊機能膜 　ボイラー水処理新技術 　三浦工業㈱、東レ㈱愛媛工場、松山市
　（東レ） 　（無薬品添加ボイラー水管理）
　セルローススポンジ 　松山発環境対応型スポンジ 　東レ・ファインケミカル㈱、東レ㈱、松山市
　（東レ・ファインケミカル）
　環境浄化微生物 　消臭・汚泥減少剤用途開発（排水、生ゴミ等） 　東洋殖産㈱、愛媛県工業技術センター、
　（愛媛県工業技術センター） 　産業排水処理施設 　関西ティーイーケィ㈱、東レ㈱
出所 ： 愛媛大学 社会連携機構資料 をもとに作成

                                                  
1 本稿の愛媛県の事例をまとめるに際しては、国立大学法人愛媛大学理事・社会連携機構長の樋口富壯氏が快
くインタビュー取材に応じてくださった。この場をお借りして御礼申し上げたい。 
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なぜ地域連携に取り組むのか 

樋口氏が愛媛県や四国で地域の企業間、産学官の連携を積極的に推進、支援するようになっ

たのは、東レの愛媛工場長を務めていた 2001 年以降のことである。同年夏、愛媛県経済労働
部からの依頼で行った講演の中で、樋口氏は地域の産業空洞化や中小企業の将来を憂慮し、地

域の企業交流による地域産業活性化策を提案した。この提案は愛媛県の施策として採用され、

県経済労働部と共に同氏が地域連携の推進役として県内企業への呼びかけを行うことになった。 
大手メーカーの愛媛工場長といえば、地元の名士の一人として、自社の工場をしっかり管理、

運営していればよいとの考え方もあろう。なぜ樋口氏は企業の枠を超えて地域産業の活性化や

地場企業の将来まで考えて連携を推進しているのだろうか。 
出発点は、自社グループの改革だったと樋口氏は語る。2000年、東レ愛媛工場長に就任した
樋口氏は、タテ割り型組織の弊害を除去し、工場一丸となって安全や地域の問題を含む経営の

諸問題に取り組める体制を作るため、組織をピラミッド型に改め、窓口を一元化した。東レ本

体だけでなく、関係会社、協力会社との連携を強め、愛媛における東レグループ会社を形成し、

グループ一体となって四国全土での事業展開を図っていった。その過程で、地域で東レグルー

プだけが繁栄すればいいのかという問いに直面したが、樋口氏の答えはNOだった。地域の中
小企業が生き残れないと国内産業が空洞化し、大手企業も駄目になる。地域との共存共栄なし

には企業の繁栄はないとの考え方から2、地域連携に真剣に取り組むようになったという3。 
 
製品・技術等交流会（ビジネスマッチング）を開催 

 樋口氏の発案により、愛媛県経済労働部主催で大企業と中小企業の製品・技術等交流会（ビ

ジネスマッチング）が立ち上がり、2002年 6月を皮切りに毎年 1回開催されるようになった
（図表２参照）。この交流会は、先端的で競争力のある素材や技術等（シーズ）をもつ企業や研

究機関と、新製品開発や新分野展開に意欲（ニーズ）をもつ企業とのマッチングを図り、企業

間・産学官のコラボレーションによる新製品開発や事業化を促進することを狙いとしている。 
 参加するシーズ提供機関は回を重ねるたびに増加し、2005年 10月の第 4回製品・技術等交
流会では、20機関（企業 14社、学術研究機関 2機関、公設試験研究機関 4機関）がシーズを
提供した。 
 この交流会は単に出会いの場ということではなく、勉強会や研究会の開催など次のステップ

に進み、事業化を目指すことを狙いとしており、それを前提として参加を要請している。出会

いの後は、(財)えひめ産業振興財団を中核支援機関とする県の地域プラットフォームの既存事
業で総合的な支援を行うことになっている。 
 同会をきっかけとして、今まで付き合いのなかった異業種の地元企業の交流が進み、各社が

様々な夢を膨らませて新製品・新事業開発に取り組む事例が増えている。 

                                                  
2 大企業が地域連携を進めることは、地域で何か予期せぬトラブルが発生した場合に双方の被害を小さくでき
ることにつながることも期待されると樋口氏は指摘する。 
3 大企業の中の特定個人が地域連携の熱心な推進者であっても、企業トップや組織の理解や後押しがなければ
本腰の入った取り組みは期待しにくい。樋口氏の場合、「会社（東レ）が 4つの経営基本方針の 1つに“地域社
会への貢献”を掲げていると同時に、トップ（特に前田勝之助・名誉会長）から地域連携の仕事をしっかりや

るように指示され、応援されていた」ため、地域連携の仕事に注力できたという。 
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図表２　　愛媛県の製品・技術等交流会（ビジネスマッチング）の様子

出所：愛媛県

 
 
「地縁」による新製品・新事業開発 

愛媛県内大手企業には世界 No.１の高性能素材がたくさん生産されていることに注目し、地
元企業との連携でこれら高性能素材を活用して中国など海外では生産できないような高付加価

値品を開発することを目指したと樋口氏は語る。地域にいる大企業、中小企業、研究機関、県

や市町村などの「地縁」による連携で新製品・新事業開発に取り組んだ。いわば「地方の総力

戦体制」で新製品開発を行い、大競争時代に生き残れるだけの国際競争力を持つ企業を育てよ

うとしたのである。 
 地域の中小企業や研究機関にとっては、単独では難しい新製品の開発・事業化が可能になる。

素材を提供する大企業にとっては、その素材の売り上げ増や屑のリサイクル活用につながる。

地方自治体にとっては、地域における雇用創出や税収増につながる。 
 地理的に近い者同士の協働の場合、技術交流が容易に早くでき、即時の現場対応が可能なほ

か、物流コストが安いなどのメリットがある。 
 
なぜ大企業と中小企業の連携か 

 愛媛県の製品・技術等交流会は、「大企業と中小企業の出会いの場」という位置づけがなされ

ている。県がビジネスマッチングにおいて、企業連携の中でも特に大企業と中小企業との連携

を仕掛けようとしているのはなぜだろうか。 
 これは樋口氏の次のような提案に基づくものである。愛媛県内には国際競争力を有する高性

能素材や先端技術を保有している大企業が存在している。これらの高性能素材に地元企業なら

ではの新たな知恵を加えることにより新製品・新事業を開拓することは、成功確率が高く（失

敗リスクが小さく）、短期の開発期間で実を結ぶ可能性が高い。つまり、地域における大企業と

地元企業の連携は即効性のある県内企業活性化策になりうると考えたわけである。 
地域の連携による新製品・新事業開発の成功実績を早期に作り上げるためには、有望なシ
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ーズをもつ大企業を巻き込むアプローチが効果的という判断がベースにある。 
 
四国全土に広がる企業交流促進の取り組み 

 四国全土での地域連携の促進を目指す四国経済産業局の依頼を受けて、樋口氏は四国全域を

対象にビジネスマッチングも手掛けている。2005 年 3 月には「新機能素材と中小事業者との
出会いの場シンポジウム」を開催した。 
 このほか、各大学の主催で、ロマンとやる気のある人同士が結びつく機会を設けるために「5
時半クラブ」が設けられたり、大学のもつ技術シーズの展示会（飲み放題付き）が開催された

りしている。 
愛媛県でのビジネスマッチングの成功は他の自治体にも刺激を与えている。山口県周南市で

は、徳山地域の約 40社が集まって「周南新商品創造プラザ」が発足しており、2005年には各
社が保有技術を提示し共同開発案件を選定した。 
 
愛媛県ビジネスマッチングの成果事例 

上記のような取り組みが奏功して、愛媛県では地域の企業間連携による新製品・新事業の芽

が出てきている。以下では、その中から 4つの事例を簡単に紹介したい。 
 

 
 
ケース① ボイラー水処理新技術開発 

＜連携主体＞ 

三浦工業㈱、東レ㈱愛媛工場、松山市 
＊三浦工業･･･本社：愛媛県松山市、社長：高橋祐二、小型貫流ボイラー事業の最大手 

＜開発製品概要＞ 

特殊機能膜を使ったボイラー水処理新技術を開発、実用化した（2003 年）。新技術に
おける特殊膜を東レが開発・生産し、この特殊膜を搭載した専用装置の開発・商品化お

よび処理水水質に応じた水管理開発などを三浦工業が担う。 
従来ボイラー水管理で多く利用されている薬品を使うことなく、低コストで汎用的な

新規ボイラー水管理技術を確立したもので、ボイラー運転において環境への貢献、安全

性の向上、役務の軽減等が可能になる。 
＜経緯＞ 

愛媛県経済労働部から県内各社に対して、県内企業同士の技術交流を通じて地域発信型

の新技術・新商品を生み出せないかとの提案があったのを受けて技術交流活動が開始され

た。さらに松山市長の仲介で両社トップが合意したことで活動が進み、新技術が生み出さ

れた。 
実用化当初は、売れ行きが伸び悩んでいたが、その後、新技術がシステムとして整備さ

れてからは引き合いが相次いでいるという。 
＜意義＞ 

ともに水処理分野で強みとする技術力をもつ、愛媛に拠点をもつ企業でありながら、三

浦工業と東レはほとんど縁がなかったが、愛媛県の呼びかけや松山市長の口利きにより連

携が進み、地域発信型で、しかも環境貢献型の新技術が生まれた。 
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ケース② 高耐食溶融メッキ鋼板を使った新工法の開発 

＜連携主体＞ 

東矢工業㈱、日新製鋼㈱、関西ティーイーケィ㈱、東レ㈱ 
＊東矢工業･･･本社：伊予郡松前町、社長：東矢季吉、金属加工 

日新製鋼･･･本社：東京都千代田区、社長：鈴木英男、ステンレス冷延で首位級、高炉第５位 

関西ティーイーケィ･･･本社：滋賀県大津市、東レエンジニアリングの関係会社で、機械・電気・計

装関係の技術・技能集団として事業展開 

＜開発製品概要＞ 

プラント設備を支える架台を従来よりさびにくい特殊なメッキ鋼板を使って作る新工

法（薄くても重いものを支えられる設計や施工法）の共同開発。これにより施工コスト

が 2割以上削減できる。 
＜経緯＞ 

愛媛県の製品・技術等交流会がきっかけ。参加していた金属加工メーカーである東矢

工業の東矢社長が、シーズ提供された日新製鋼東予製造所の新型メッキ鋼板「ZAM」に
注目。ちょうど東レ愛媛工場から新プラントの架台を受注していた東矢社長が日新製鋼

の ZAMを使うことを東レに提案。ZAMの主力商品化を目指す日新製鋼とも利害が一致
して共同開発の話がトントン拍子に進んだ。 

 
 
 
ケース③ 炭素繊維強化プラスチックを利用した高強度コンクリート製品の開発 

＜連携主体＞ 

興国コンクリート㈱、東レ㈱複合材料研究所、東洋殖産㈱、愛媛大学 
＊興国コンクリート･･･本社：愛媛県八幡浜市、代表取締役：宮本洋志、コンクリート製品の製造販売 

 東洋殖産･･･本社：愛媛県伊予郡松前町、社長：水野正春、東レの関係会社で、東レ関連商品販売事

業等を展開 

＜開発製品概要＞ 

商品名はコンクリートグレーチング蓋「とおるくん」。炭素繊維強化プラスチック（Ｃ

ＦＲＰ：Carbon Fiber Reinforced Plastics）の廃材（素材品質は変わらないが規格チェ
ックにかかり製品にできなかったものを細かく粉砕したもの）をセメントに混ぜること

で強度が 3 倍以上向上したコンクリートを用いて、強度の高いコンクリート製の側溝用
の蓋を開発することに成功。従来のスチール製の蓋に比べ 30％以上のコスト削減も実現
した。 
＜経緯＞ 

県内大手のコンクリート二次製品メーカーである興国コンクリートは、2001年から独
自技術の製品化で生き残りを図ろうと自社製品の開発に着手。こうした中で、東レ愛媛

工場が主催する「カーボンファイバー用途開発研究会」に参画し、同会を通じて、2002
年 6月から、興国コンクリート、東レ（東洋殖産）、愛媛大学工学部の 3者で同製品の共
同開発に着手、実用化、製品化に成功した。 
興国コンクリートでは、同製品を四国全域の自治体等を対象に営業活動を展開してい

る。 
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ケース④ 環境浄化微生物を使った消臭・汚泥減少剤用途開発、産業排水処理施設 

＜連携主体＞ 

東洋殖産㈱、愛媛県工業技術センター、関西ティーイーケィ㈱、東レ㈱ 
＜開発製品概要＞ 

愛媛県工業技術センターが開発した環境浄化微生物「えひめAI－1」（酵母・乳酸菌・
納豆菌を主体に糖蜜等を用いて独自の方法で発酵培養させた酵素を含む複合微生物で、

油脂やタンパク質を分解する微生物を活性化する働きがある）というシーズを活用して

東洋殖産が中心になって開発（東レ愛媛工場は支援）。 
消臭剤については世界各国から引き合いがきている。 

＜意義＞ 

公設研究所の成果を民間企業の手で大規模利用につなげようとする事例であり、地域

の産官協力のモデルとして注目を集めている。 
 
 

（２）北陸の繊維関連企業の連携による新規事業創出の事例 

最近、北陸の繊維関連企業の間で、企業連携によるユニークな新規事業創出の動きが見られ

る。本節では、その一例として地産・地消の循環型ユニフォーム事業「ホクリンク」の事例を

取り上げたい4。 
 
 
 
ケース： 北陸３県の企業連携による地産・地消の循環型ユニフォーム事業 

事業の概要 

冨士経編㈱（本社：福井県鯖江市、社長：野尻利雄）と㈱コマツインターリンク（本社：石

川県能美市、社長：西田勝彦）は、2006 年 3 月、環境に配慮した素材を使った循環型ユニフ
ォーム「ホクリンク」の販売を開始した（図表３参照）。 
北陸の企業が連携することから「ホクリンク」と名付けられた同事業は、北陸 3 県（福井、
石川、富山）を中心とした繊維産地企業集団「東レ合繊クラスター」5の自立事業分科会から生

まれたもので、2005年度の経済産業省「中小繊維製造事業者自立事業」にも採択された事業で
ある。 
クラスターの参加企業が持つそれぞれの得意技を結集し、福井県での販売の担当でもある冨

士経編が中心となって生産したユニフォームを、石川県や富山県での販売を担当するコマツイ

ンターリンクと共に、クラスター参加企業のネットワークを利用して販売・回収・リサイクル

を行う仕組みである（図表４参照）。 

                                                  
4 本稿の同事例に関する部分をまとめるに際しては、野尻利雄・冨士経編㈱社長、野田茂行・㈱コマツインタ
ーリンク専務、荒井由泰・ケイテー㈱社長、木下健一・東レ㈱北陸支店長、の 4氏が快くインタビュー取材に
応じてくださった。この場をお借りして御礼申し上げたい。 
5 北陸では、2003年以来、北陸繊維産地の縮小に歯止めをかけ、国際競争力を持った産地として発展に転じる
ため、「北陸繊維産業クラスター」が構想されてきた。「東レ合繊クラスター」は、同構想を受けて、民間ベー

スの実践的な運営母体として 2004年 11月に設立されたもので、産地企業同士や合繊メーカーとの経営力・技
術力を結集することにより、世界に類のない原糸・高次一貫の連携体制を構築、日本の国内繊維産業の再活性

化を目指すことを狙いとしている。参加企業数は 2006年 6月現在 101社。 
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 図表３ エコロジーユニフォーム「ホクリンク TM」 

出所：東レ合繊クラスター

図表４　地産・地消の循環型ユニフォーム事業「ホクリンクTM」のフロー図

出所 ： 東レ合繊クラスター
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素材素材にはペットボトルを処理加工した再生ポリエステル繊維などを使用し6、北陸繊維産地

企業7の持つ織り・編み・染色・縫製などの技術を結集してユニフォームを生産、北陸 3県のユ
ーザー（官公庁、民間企業、学校等）へ販売する。使用後のユニフォームは下取りの形で回収

し、固形燃料化して製紙工場などで使用されるほか、軍手や建築資材用フェルトなどの商品に

再生される。 
この事業は生産から販売（消費）、回収・リサイクルまで一貫して北陸 3 県で行う地産・地
消ビジネスとして地域活性効果が期待できる。また、環境配慮型素材を使うだけでなく回収し

再利用するため、「環境に二度優しい」仕組みでもある。同事業で生産されたユニフォームは財

団法人日本環境協会が認定するエコマークを取得しているほか、グリーン購入法の適用商品で

もあり、環境問題に関心の高い企業や自治体向けに販売活動を展開している。2006 年 3 月の
販売開始後、既に金沢市内の梱包資材製造会社をはじめ、次々と採用が決定し始めているとい

う。 
 

企業連携のメリット 

 まず、「ホクリンク」事業の企画自体が、東レ合繊クラスターの自立事業分科会でのフェース･

ツー・フェースの議論の中から出たアイデアであった。クラスターの定例会以外に同事業の参

加メンバーによる会合が頻繁にもたれる中で、製品開発・事業開発がなされていった。「近くに

いる者同士だからいつでもすぐに集まって議論できる」と、野尻・冨士経編社長は地域クラス

ター発の連携ならではの地理的近接性のメリットを指摘する。 
 また、冨士経編は、自社企画・開発提案型ニットの総合メーカーとして優れた企画力、技術

力をもつ企業であるが、従来はホテル等向けの不特定多数のゲスト用の製品を中心に取り扱っ

ていたため、顧客の要望に合わせた別注対応のユニフォームの生産・販売体制を作り上げるこ

とは単独では難しかったという。「小松精練はじめこの分野のノウハウを持つ企業と連携して

はじめて別注対応可能なシステムの構築が可能になった」と野尻社長は語っている。 
 さらに同事業では、顧客ニーズを吸い上げ、それを製品開発に活かしていく上で、地場中小

企業の連携が大きな力を発揮するという。「現場のユーザーの声に耳を傾け、たとえば高熱や火

気を発生する工場向け製品での防融・防炎加工、食品工場向け製品での体毛が下に落ちない工

夫など、顧客ニーズに応えた製品開発を小松精練の差別化加工素材を活用してチームプレーで

行っていくことができる」と野田・コマツインターリンク専務は力強く語る。 
 
事業化に際して苦労した点 

 使用済みユニフォームは、下取り・リサイクルをしようとなると一般ゴミでなく産業廃棄物

とみなされ、廃棄物処理法など環境に関する諸規制を遵守する必要がある。これらの問題を解

決して、事業スキームを作り上げるプロセスを中小企業が単独で行うのは難しく、この部分で

はリサイクル事業のノウハウや環境関連規制に関する知識の蓄積のある東レが重要な役割を果

たしたという。 
 
企業連携の意義 

「ホクリンク」事業のみならず、東レ合繊クラスターの取り組みによって、川中の企業だけ

                                                  
6 立ち上げ時は東レが原糸を供給するが、その後は他社素材を含めて対応することになっている。 
7 経編みや布帛素材を冨士経編、ケイテーニット、創和テキスタイルなどで生産、染色を小松精練、縫製を冨
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でなく川上や川下の段階でも、改めて日本の繊維産業における優れた技術力・商品開発力を認

識し、日本ならではの強み・個性を持った商品への関心が高まったという。地域の企業連携の

取り組みを通して、自立・自販への挑戦による企業体質の強化が促進されるという効果がある。 
 
今後の課題 

東レ合繊クラスターでは、発足後 1年数ヵ月で上記の「ホクリンク」のほか、世界初のアレ
ルゲン抑制機能搭載カーテン「アレルバスター カーテン」といった具体的な成果が生まれてい
る。今後は、これらの成果をどのような販路を通じて、どのような形態で販売していくのかが

課題になる。 
この意味で、「開発中心の第１ステージから販売やＰＲに取り組むべき第２ステージを迎え

ている」と荒井由泰・クラスター副会長（ケイテー社長）は語っている。「販路開拓や販売形態

を検討するマーケティング部会や独自の広報担当も設置し、またシンボルマークおよびキャッ

チフレーズも設定したので（図表５参照）、今後はこれらの体制をいかに機能させていくかが課

題であると認識している」とのことであった。 
 

＜マークの意味・由来＞
対比色であるブルーとオレンジで北陸の豊かな自然と光を
表現しながら、合繊クラスター（Gousen Cluster）の英文字Ｇ
とＣをモチーフに、人と人とが「協調」「先進力」「手を結ぶ」と
いったイメージを表現している。
また、日本／北陸の「北」もあわせてイメージしたデザインで
ある。

＜キャッチフレーズの意味＞
“つなぐ　つちかう　つくりだす”
当会の目的が、「産地企業の協調（つなぐ）、高度な技術力
による新商品開発（つちかう）、他にない日本オリジナル商
品の発信（つくりだす）を推進する」事であるといった意味が
込められている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所 ： 東レ合繊クラスター

図表５　　東レ合繊クラスターのシンボルマークおよびキャッチフレーズ

 
 
３．地域における企業連携を成功させる秘訣 
 昨今、全国各地で企業連携の必要性が叫ばれ、異業種交流会などが開催されているが、多く

は集団お見合い型の名刺交換会か仲良しクラブ的な親睦会に終わっているといわれる。 
本節では、前節でみたケーススタディを踏まえつつ8、地域における企業連携で成果を出すに

は何がポイントになるのかを考察してみたい。 
 
企業トップの連携への熱意 

 成功事例に共通しているのは、企業トップが地域連携による新事業開発に強い思いを持ち実

                                                                                                                                                  
士経編が行う。 
8 今回の取材先がいずれも東レ関連の企業連携であったため、取り上げたケースは大企業として東レが絡む事
例がほとんどとなった。しかし、これらの連携事例の観察・分析から得られる示唆は、特にバイアスのかかっ

たものではなく、ある程度の普遍性をもつものであると考えられる。 
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行力を発揮している点である。「念ずれば花ひらく」9のである。技術開発の担当者だけでなく、

トップ自らが連携に熱意をもって、連携のスキームをつくるマネジメント力を発揮するケース

は成功確率が高い。 
この点で、地元出身のオーナー社長の会社は、連携に成功しやすい。一方、地域拠点のリー

ダーに十分な権限委譲がなされていない大企業では、地域連携に本腰が入りにくいケースが多

いようだ。 
 
連携ビジョンの共有と明確な技術戦略・事業化構想 

 連携が手段でなく目的となってしまっている場合は、交流会等で企業が集まっても、出口の

ない議論に終始してしまうことが多い。 
 成功事例に共通しているのは、参加企業が戦略的な連携ビジョンを共有している点である。

そのためには、熱意のある企業トップが目的を共有することが早道である。 
連携ビジョンを共有した上で、明確な技術戦略や事業化構想を持つことが成功のカギとなる。

核となる企業が事業化構想や商品化計画を策定し、自社の内部資源の限界を客観的に把握した

上で連携に臨むことが重要であろう。 
 一般に、大企業の場合、連携で目指すべき新規事業領域については明確な事業戦略を持って

いない場合が少なくないことが、企業連携による新製品開発の成果が出ない一因になっている

と思われる。 
 
筋の良いテーマを選ぶ目利き力 

 地域連携による新製品・新事業開発で成果を出すには、筋の良い開発テーマを選ぶことが重

要である。有望技術と市場ニーズの把握が大事であり、そのためには技術の目利きの存在が欠

かせない。目玉となるキーテクノロジーがないと企業連携は進みにくく、この意味で強みのあ

るシーズが提供される仕組みづくりが重要である。 
 愛媛県のケースでは、コーディネーター役である樋口氏が筋の良いテーマを見極める力を備

えていた点が指摘できる（同氏は、東レ愛媛工場長就任以前に研究開発畑を歩み、東レの繊維

研究所長、技術部長、繊維学会理事、繊維機械学会理事などを歴任していることが目利き力の

養成につながったと述懐している）。 
 北陸のケースでも、東レ合繊クラスターの自立事業分科会で産地企業の連携、協働による具

体的な成果をいち早く出したいという熱意から、目利き能力のあるキーパーソンが集まってユ

ニークな事業化構想を設定、共有したことが成果につながったと考えられる。 
 
大企業（出身）のコーディネーターが活躍 

 本稿で紹介した愛媛県および北陸の事例は、大企業もしくは大企業出身者が連携のコーディ

ネーター役を務めているという点で共通している。愛媛県では、東レ出身の樋口氏がコーディ

ネーター役となり、北陸では連携を生む苗床ともいうべき東レ合繊クラスターの推進で東レが

コーディネーター役を果たしている。 
 これらの例に限らず、地域の企業連携では、大企業の人間あるいは大企業出身者（主として

技術系）がコーディネーターとなっている事例が少なくない。 

                                                  
9 愛媛在住の癒しの詩人、坂村真民氏の随筆集のタイトル。樋口・愛媛大学理事の座右の銘の一つとのことで
あった。 
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 キラリと光る強みをもっていても、資本も規模もない中小企業が単独で新製品を開発し事業

化するのは容易ではない。営業力や製品開発力の強化のために企業連携を促進する必要がある

が、知名度の低い中小企業が自らネットワーク構築に動くことは難しい。そこでコーディネー

ターの役割を有効に果たしうるのは大企業（出身）の人間であると考えられる。 
大企業には、様々な事業運営上のノウハウが蓄積されているほか、大企業の肩書きがあれば、

突然、企業や研究機関の受付を訪れても門前払いされにくいため、ネットワークづくりを進め

る上で有利に働く面があるからである。 
 
大企業の地域連携への参画 

 愛媛県の事例は、地域の連携による新製品・新事業開発の成功実績を早期に高い成功確率で

作り上げるためには、高性能素材や先端技術といった強みのあるシーズをもつ大企業を巻き込

むことが有効であることを示している。また、大企業の人間がコーディネーター役を務めるこ

とのメリットは上述した通りである。 
 したがって、大企業が地域連携に積極的に参画することが成功の近道といえる。産業クラス

ターに関する既往の研究でも、成長しているクラスターに共通してみられる要素の一つは、大

企業が参画してクラスター内の中小・ベンチャー企業と連携していることだと指摘されている

10。大企業の関与は地域連携促進にとって重要な要件なのである。 
 ところが、ここで問題となるのは、概して大企業は他者と連携しなければ生き残れないとい

った切羽詰まった状況にまで追い込まれておらず、比較的余裕があるため、地場中小企業に比

べると連携への熱意やモチベーションが低い傾向があることである。また、大企業で連携に従

事する人材にとって企業連携推進の成果が個人の成績に直接リンクしていない例が多いことも、

担当者がモチベーションを維持しにくい一因と考えられる。 
 この点において、愛媛県の事例の場合、樋口氏が地域連携の仕事に注力できた大きな理由と

して、「会社が 4 つの経営基本方針の 1 つに“地域社会への貢献”を掲げていると同時に、ト
ップから地域連携の仕事をしっかりやるように指示され、応援されたこと」を指摘しているこ

とに注目すべきであろう。これがあったからこそ、「地域の中小企業が生き残れないと国内産業

が空洞化し、大企業も駄目になる」、「地域との共存共栄なしには大企業の繁栄もない」と考え

るキーパーソンがリーダーシップを発揮できたと考えられる。 
 また、北陸の事例のように、国内繊維産業の再活性化を目指して大企業が産業クラスターの

形成に注力している場合など、大企業側が連携に本腰を入れて取り組んでいる事例は成果を生

みやすいといえる。 
 
地域の資源を活かすことが地方再生のカギ 

 本稿でみた愛媛県の連携事例、北陸の連携事例は、ともに地域のもつ競争力のある素材や技

術などの強みを活かしながら新製品開発や事業化を推進したものである。 
 愛媛県の場合は、県内企業のもつ世界No.１の高性能素材を核として地縁による連携を進め、
「地方の総力戦体制」（樋口富壯・愛媛大学理事･社会連携機構長）で新製品開発を実現してい

る。一方、北陸のケースでは、産地企業同士や合繊メーカーの強みを結集して世界に類のない

原糸・高次一貫の連携体制を構築しようとしている。「従来は自社が得意技を持っていればやっ

                                                  
10 前田昇「欧米先進事例から見たクラスター形成・促進要素」、石倉洋子・藤田昌久・前田昇・金井一頼・山
崎朗（2003）『日本の産業クラスター戦略－地域における競争優位の確立』所収 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                  200６. 6. 28 

13 



ていけたが、これからは地域の企業が互いの得意技を持ち寄って連携し、合わせ技で勝負しな

いと生き残れない」（木下健一・東レ北陸支店長）との発想がその根底にある。 
 山口義行・立教大学教授は、地域再生のためのキーワードは「壊す」や「捨てる」ではなく、

あくまで「活かす」でなければならないと指摘している11。その地域の中に培われてきた諸条

件を活かし、そこに存在する人や企業の能力を活かすことで地域の活力を取り戻すことを目指

すべきであり、そのために連帯、参画、協同を図ることを説いている。 
本稿で取り上げた事例は、まさに地域の資源を「活かす」地域再生の実践例といえよう。 

 
連携が起こりにくい風土の地域でも成せば成る 

 企業連携による共同開発で成果を上げている地域というのは、連携が起こりやすい県民性や

風土をもった地域なのだろうか。前節で取り上げたケースを見れば、必ずしもそうではないこ

とがわかる。 
 もともと、四国は小ぶりな人口をもつ各県が文化的にそれぞれ違う方向を向いている地域だ

といわれる。なかでも、松山人の気質について言えば、保守的、官僚的で、内気で他の地域の

人に心を許さない性格とされている12。松山市を中心とする地域を中予と呼ぶが、中予人は文

人肌でおっとりしているが排他的な気質といわれているのである13。 
 一方、北陸地方の人間の気質は、粘り強くて勤勉だが、保守的、受動的で、人見知りをする

性格だといわれる。とりわけ、福井県民は、他人の下で働いたり協働したりするよりも、一国

一城の主になることを好むという。福井県は人口 10 万人当たりの社長輩出数（都道府県別）
が全国最多の 1600人超であるという事実がそれを裏付けている14。 
 こうした県民性だけから判断すれば、前節で取り上げた企業連携の舞台となった地域は、ど

ちらかといえば他社との連携によるイノベーションが起こりにくい地域といえるかもしれない

15。しかし、現実には前節で見たように、これらの地域でも連携による新製品開発・事業化の

成果が生まれている。連携が起こりにくい土壌の地域でも、交流・融合を促進する仕掛けや当

事者の熱意次第で為せば成るということであろう。 
 
成果を生む連携のカギは人の融合 

 最後に、地域における企業連携による新製品開発を成功させるために、技術戦略の面で忘れ

てはならない重要な点を指摘しておきたい。それは、技術は人についているということである。 
まず、協業して運命共同体になって開発しようという際に、ものをいうのは信頼関係である

から、連携を形成する上で人脈など人のつながりが非常に大事な要素となる。連携の成功事例

を取材すると、開発がうまく進む時にはここぞというタイミングで信頼できる人との出会いが

あったというケースが非常に多い。 
さらに、技術の融合によるイノベーションを実現するには、人の融合が不可欠である（技術

は人についているから、これは当然である）。そのためには、多様な当事者が戦略的なビジョン

                                                  
11 出所：山口義行（2004）『経済再生は「現場」から始まる』中公新書 
12 土井中照（2002）『松山城の秘密』アトラス出版 による。 
13 武光誠（2001）『県民性の日本地図』文春新書 による。 
14 武光誠（2001）上掲書および木下・東レ北陸支店長（福井出身）のコメントによる。 
15 四国の工業構造をみると、基礎素材型産業と生活関連型産業が全国平均より高く、加工組立型産業が全国平
均より低い。つまり、四国はデジタル家電、自動車など地域への波及効果の高い加工組立型産業が少なく、一

方で集積の厚い素材型産業の多くは地域で加工されずに中間素材として出荷されている。こうした産業構造面

からも、四国は企業間連携が起こりにくい地域特性を持っているといえる。 
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を共有し、明確な技術戦略や事業化構想を持ちながら相互の交わりを深めるといったマネジメ

ント体制が必要となろう。 
本稿で事例として取り上げたタイプの戦略的企業連携に限らず、広義の企業連携の一つで

あるＭ＆Ａの場合でも、人の要素は重要である。たとえば、米国のシスコシステムズは企業

買収を繰り返して急成長を続けてきた会社であるが、同社が買収戦略の中で「技術を手に入

れることは人材を獲得すること」と銘記し、買収先の社員のエンパワーメント（権限付与）

や人材流出防止策に意を尽くしている点にこそ我々は注目すべきだろう。 
掛け声だけの連携から成果を生む連携への脱皮のカギは人の融合にあるといえよう。 

 
以上 
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