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地域で進むオープンイノベーションによる
新製品・新事業創出の動き

Point
❶  本稿では、地域におけるオープンイノベーションの取り組みが増えている背景を考察した後、地域
で企業がオープンイノベーションによる新製品・新事業の開発に取り組んでいる事例について紹介
する。続いて、第4次産業革命による企業行動・産業立地の変化を踏まえた地域活性化策のあり方
について考察し、最後に地域における企業のオープンイノベーション推進と地域活性化策のポイン
トを示したい。

❷  地域経済の持続的な活性化のためには、内発型の発展を実現することが課題であり、そのためには
オープンイノベーション推進が重要である。

❸  実際に、地域においては、企業間連携や産学官連携を進め、オープンイノベーションによる新製品・
新事業の創出に取り組んでいる事例が数多くみられる。本稿では、①愛媛県における炭素繊維関連
事業創出に向けた連携、②リンカーズ（株）のサービスを活用したオープンイノベーション事例、
③（株）リバネスが支援している地域におけるオープンイノベーション事例、④郡山市における中
小企業のオープンイノベーション事例、について紹介する。

❹  第 4次産業革命期に生じる企業行動・産業立地の変化を踏まえれば、地域経済活性化策として地域
における企業のオープンイノベーションを促進することが不可欠である。その際、個々の企業を支
援する視点よりも、オープンイノベーションが生まれるネットワーク構築を支援する視点が重要で
ある。

❺  日本の地域活性化策に挑戦的な手法が導入された（2017年 7月施行された地域未来投資促進法、
同年12月に経済産業省が公表した「地域未来牽引企業」）。支援対象企業候補をデータから地域の
牽引度合を分析して選定することや、応援すべき主体を国が選んで公表することなど、これまでに
ない政策が動き始めた。

❻  オープンイノベーションと地域産業活性化策の要諦としては、「事業を創る」発想の重要性、有能
なコーディネーター（コミュニケーター）の重要性、地場中小企業で見られる新規事業創出意欲、
大学を核としたイノベーションのエコシステムの可能性、町工場とベンチャー・大企業をつなぐイ
ノベーション拠点の可能性、素材産業クラスターの可能性、等を挙げることができる。
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1    本稿におけるオープンイノベーションの現状分析に当たっては、リンカーズ（株） 取締役副社長 加福秀亙氏、（株）リバネス 執
行役員CMO 坂本真一郎氏、郡山商工会議所 中小企業相談所 副所長 山田剛氏 にインタビュー取材をさせていただき、貴重な知
見をご教授いただいた。この場をお借りして御礼申し上げます。

1．いまなぜオープンイノベーションか
内発型の産業活性化しか道はない
　地域活性化の方法には、大きく分けて、①地域
の内部資源を活用した内発型の産業活性化、②企
業誘致、③財政依存、の3通りがある。
　企業の立地戦略がグローバルな視点で行われる
時代になったことや、特定の企業・工場に依存し
た地域経済が脆弱であることを踏まえれば、企業
誘致による活性化には限界がある。また、先進国
最悪の財政状況にある日本では財政依存も持続可
能ではない。
　したがって、地域が自立し、持続的な発展を遂
げるためには、企業誘致や財政に頼った外来型の
開発ではなく、結局は内発型の産業活性化を進め
るしかない。
　地域が内発型の発展を目指す方向性は、グロー
バル化とローカル化の混成語であるグローカル化
（グローカリゼーション）と近い概念である。地球
規模の視野を持ちつつ、地方にある資源を生かし
て、地域の所得循環を厚くして地域を富ませる視
点を重視する考え方だ。

オープンイノベーションに取り組む企業が増えて
きた背景
　地域が内発型の発展、グローカル化という課題
に取り組む際に重要になるのは、オープンイノベー
ションの推進である。
　今の時代、地域活性化に限らず、新たな付加価
値を創出して競争優位を手にするためにオープン
イノベーションを推進することが世界の企業に
とって重要な課題となっている。安倍政権の成長
戦略「日本再興戦略」においても、2015年 6月閣
議決定の初年度版から、「民間の積極的な研究開発
の促進に加え、自前主義からオープンイノベーショ
ンへの展開を加速し、実用化・事業化へとつなが
る科学技術イノベーションの好循環を生み出す」

とうたわれている。
　米欧企業に比べて、日本企業のオープンイノベー
ションの取り組みは遅れていたが、最近になって
事例が増えてきている。
　近年、オープンイノベーションに乗り出す企業
が増えてきた背景には、次のような要因がある 1。
①  ITの発達やグローバル競争激化を背景に、コ
モディティー化の速度が上がり製品ライフサイ
クルが短くなる中、新製品・新事業を開発する
際に、外部と連携して「時間を買う」ことが必
須となってきた。

② 開発対象が多様な分野や融合領域に広がったた
め、大手企業でも自社単独で開発することが難
しくなり、外部と連携して研究開発効率の向上
や新事業の創出を図るようになった。

③ 既存事業が成熟化し頭打ちとなる中、自社で生
かし切れていない保有技術（死蔵特許など）を
他者と組んで活用（または現金化）する動きが
増えてきた。

ビジネスマッチング支援機関の活用が広がる
　これらの要因から、自社にない経営資源を持つ
事業パートナーと連携したいというニーズを持つ
企業は以前から存在したが、既存の業界構造、縦
割り型の組織、自社内での擦り合わせ型の設計思
想の中では、パートナー同士が出会うことが難し
かった。あるいは、相手と出会うための取り組み
を行うことに慣れていなかった。
　ところが近年は、効率のよいビジネスマッチング
の支援や仲介サービスを行う民間企業（リンカーズ
（株）や（株）リバネスなどがその代表例）が成長
してきた。NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構）や地方自治体や商工会議
所などの公的機関も、こうしたビジネスマッチング
支援を強化している。また、地域金融機関も、金
融庁の指導を受けて地域密着型金融（リレーション
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シップバンキング）の機能強化を図っており、中小
企業に対するビジネスマッチング業務に注力して
いる。これらの官民のサービスの利用が広がってき
たことが、オープンイノベーションに取り組む企業
の増加の一因になっていると考えられる。

2．  地域におけるオープンイノベーションの
取り組みの実例

　本節では、地域において企業がオープンイノベー
ションによる新製品、新事業の開発に取り組んで
いる事例について見ていきたい。
　取り組み事例を調査するにあたっては、地域に
おける企業のオープンイノベーションを支援、推
進する活動をされていて、最近の企業連携や新製
品・新事業開発の動向に造詣の深い、次の4名の
方へのインタビュー取材をさせていただき、貴重
な情報と知見をご教授いただいた。
　•   愛媛県中小企業団体中央会 ものづくり支援本
部 地域中核企業創出・支援事業コーディネー
タ／ものづくり企業連携コーディネータ／
高機能素材活用産業事業化コーディネータ 
樋口 富壯氏

　•   リンカーズ株式会社　取締役副社長　
加福 秀亙氏

　•   株式会社リバネス　執行役員CMO　
坂本 真一郎氏

　•   郡山商工会議所　中小企業相談所 副所長　
山田  剛氏

　以下の事例紹介は、そのインタビュー内容およ
び文献調査をもとにまとめたものであるが、文責
はあくまで筆者に属し、ありうべき誤りはすべて
筆者の責任である。

（1）  愛媛県における炭素繊維関連事業創出に
向けた連携

　愛媛県では、炭素繊維関連で新事業創出に向け

た企業連携の動きが活発に見られ、炭素繊維の加
工拠点が形成されつつある。

なぜ炭素繊維の加工拠点か？

　炭素繊維は、軽くて、強くて、硬くて、さびな
いといった特徴をもつ新素材である。優れた素材
であるが、成形に時間がかかることや価格が高い
ことから、長らく用途が広がらなかった。ところが、
近年、航空機や自動車向けが伸長し、市場が年々
拡大している。炭素繊維分野では日本企業が圧倒
的に強く、主要メーカー上位3社は東レ（株）、帝
人（株）、三菱ケミカル（株）と日本勢が並び、この
3社が生産能力でみた世界シェアの6割超を占める。
　愛媛県には、世界最大の炭素繊維供給基地であ
る東レ（株）の愛媛工場と同社の複合材料研究所
が立地しているほか、帝人（株）の松山事業所（同
事業所は研究開発拠点化が進んでいる）も存在す
る。また、愛媛大学には、炭素繊維研究分野で優
秀な研究者がおり、学術面や基礎設計技術面など
からの指導も期待できる。加えて愛媛県には、厚
みのあるものづくり産業集積があり、炭素繊維を
活用した新事業創出への期待が大きい。
　この愛媛県で炭素繊維を用いた新事業創出のた
めの企業連携が相次いでおり、産学官連携して炭
素繊維の加工拠点の形成を目指す動きがある。そ
の立役者は、愛媛県中小企業団体中央会でものづ
くり企業連携コーディネータや高機能素材活用産
業事業化コーディネータを務める樋口富壯氏（元・
東レ（株）専任理事・愛媛工場長）である。
　樋口氏は東レ勤務時代に約40年間にわたり技術
開発・研究に携わり、170件もの特許取得に貢献
した人物だ。同氏は、東レ在籍中のみならず、退
職後も愛媛において、地元中小企業が世界最先端
素材である炭素繊維を活用した新製品・新事業の
開発を行うことを支援するため、産学官連携の動
きを後押しするなど精力的な活動を続けている 2。

2    筆者は、2006 年に本誌に発表したレポートでも、樋口氏が推進役となった愛媛県における企業連携による新製品・新事業開発事
例について取り上げたことがある（増田貴司「シリーズ 製造業の現場は今（7） 戦略的連携による新製品・新事業開発のポイント」
『経営センサー』2006年 5月号）。

産業経済



2018.7・8　経営センサー
77

オール愛媛の産学官支援体制を構築

　樋口氏の尽力もあって、愛媛県が中心になり、
東レ（株）の支援のもと、愛媛大学、愛媛県中小
企業団体中央会、えひめ東予産業創造センターな
どを巻き込み、関係企業と連携して開発と事業化
を推進する「オール愛媛の産学官支援体制」が構
築された（図表1参照）。
　四国の産学官組織が2014年、10年先を見据え
てまとめた「四国産業競争力強化戦略」に基づく
行動計画では、「“地域資源” を生かして高機能素
材関連産業を創出する」と明記された。同年、愛
媛県は『えひめ炭素繊維関連産業創出ビジョン』
を策定し、2020年度までに、新商品事業化で40社、

加工事業化で10社を立ち上げること、高度な技
術人材を100名育成することなどを目標に掲げて
いる。
　基本戦略としては、愛媛県、愛媛大学、えひめ
産業振興財団、愛媛県中小企業団体中央会、えひ
め東予産業創造センターなどが、えひめ炭素繊維
関連産業創出ネットワーク組織を作って、関係組
織を総動員して、参入企業の発掘、高度な技術人
材等の養成、製品・技術開発および事業化への支
援、成長市場分野への展開支援を行っている。
　樋口氏は、参入企業の発掘について、最初のテー
マ設定段階から相談に乗り、東レ（株）の支援も
得ながら、技術開発、事業化に努めている。「もの

図表 1　愛媛県の炭素繊維関連産業創出事業　実施体制と基本戦略

出所：愛媛県
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づくり産業の育成は一朝一夕に成らず。明確なビ
ジョンを掲げると、企業が決断をしやすくなる」
と樋口氏は語る。

事業創出の現状（事業化成果と開発トピックス）

　このような産学官支援体制のもとで、愛媛県で
は炭素繊維の加工拠点の形成を目指す動きが進行
している。炭素繊維を用いた新事業創出のための
企業連携や産学官連携の取り組みは着実に成果を
あげており、これまでに愛媛県で創出された炭素
繊維関連事業は16件にのぼっている。公表され
ている主な取り組み事例は、図表2に掲げたとお
りである。

愛媛県の炭素繊維加工拠点づくりの特徴

　愛媛県における産学官連携による炭素繊維加工

拠点形成の取り組みは、世界最先端の素材の製造
拠点とそれを取り囲むユーザー企業が集まり、さ
まざまなオープンイノベーションの取り組みが行
われる拠点、すなわち素材産業クラスターの形成
を目指す動きと言っていいだろう。
　愛媛県経済労働部産業支援局長の関口訓央氏は、
同県の産学官連携の特徴として、次の4点を挙げ
ている 3。
　① 地域の課題解決のため、手厚い連携体制で各
方面との信頼関係の醸成を重視し、現場第一
主義で臨むこと。

　② 「実需の創出」すなわち、最終需要につなが
る取組であって、連携する産業界、事業者の
利益に直結する取組を重視すること。

　③ 既存の産業集積・先端技術をフル活用するこ
とで、県南西部の1次産業、東部の2次産業、

3    関口訓央「世代の知をつなぐ地方創生とイノベーション 愛媛県の取組」（日本学術協力財団『学術の動向』2017年 2月）。

社名（地元企業） 取り組み内容

（株）コスモ精機
ダーツで国内シェア 60％を占める。ダーツのシェフトは金属製で重かった。プラスチック製にして軽量化
すると、床に落ちた時や交差した時に折れるという問題があった。そこでシャフトをCFRP（炭素繊維強化
プラスチック）にすることで、軽くて強いシャフトが出来上がった。

ウィンテック（株）
紙おむつ用不織布製造での蛇行修正装置で国内シェア 9割を占める。世界シェアは 2位。従来、アルミロー
ラーが使われていたが、軽量化すればスピードがあがることから、カーボンローラーの採用に踏み切った。
さらに、竹のような構造でつなぎ合わせた軽量で長尺のロールを低コストで製造する技術を開発した。

（株）横崎製作所
水産物や農産物を選別する選別機を製造し世界に販売している。選別機の天秤部分をカーボン製にして軽量
化・小型化した。通常、カーボンを使用すると値段が高くなるが、同社の場合、カーボンを使って天秤を小
型化することにより、選別機全体を小型化・軽量化でき、選別機トータルの価格を安くすることに成功した。

（有）愛トリノ
ひざ関節治療装置を製造・販売している。当初、同社の装置はステンレス製で重かった。医療用途のためで
きるだけ軽くしようと、主材にCFRPを使って開発した。あわせて、素材が肌に直接さわることで痛みが
出る問題についても、地元の今治タオルの会社やゴム会社に依頼して、着用感が良い、軽い装具を開発した。

（有）ホリエ 同社は加工事業として、カーボン構造体をウオータージェット切断加工する事業を展開している。

東洋殖産（株）
東レ（株）の関係会社である同社は、以前からカーボン製のバレーボールの支柱を生産販売している。従来
のスチール製のバレーボールの支柱は重く、取り付けるのに苦労していたが、カーボン製にすることでスチー
ル製支柱の 3分の 1の重さに軽量化できた。

東レACE（株）
東レ（株）の関係会社である同社は、炭素繊維を添加配合した外装材を開発し事業化した。耐久性が良くな
り、耐火性も強くなった。

（有）オルソ本田 カーボン製の軽量で強い義肢、CFRP製下肢装具を開発し、事業化している。

（株）新来島ドック カーボン製ハッチカバー（貨物船で人が出入りするハッチのカバー）を開発中。

ヤマセイ（株）
カーボン製バス部品を開発中。同社の親会社、ビューテック（株）は、自動車部品の製造（樹脂部品）及び
加工（ガラス組付）（自動車ガラスの組付け分野で世界トップクラスのシェア）。

田中技研（株） 愛媛大学や東レ（株）と連携して、CFRP製異形パイプを開発中。

小川ポンプ工業（株）
愛媛支社と東洋殖産（株）

消防ポンプ車メーカーの小川ポンプ工業（株）と東洋殖産（株）は、CFRPを用いた船舶用部品を開発。県
産業技術研究所の支援を受けて開発したもので、大型貨物船の貨物室や通路で作業員の落下防止や区画整理
のポールとして使用する。鉄製の従来品と比べて約 80％軽量化した。

図表 2　愛媛県で新規に創出された炭素繊維関連事業の事例（一部開発段階を含む）

出所：  樋口富壮氏講演資料 「愛媛県炭素繊維関連産業創出事業 － 産学官連携による炭素繊維加工拠点の形成」（2016年3月2日、
広島県立総合技術研究所 炭素繊維複合材料利用研究会での講演）、および各種新聞記事をもとに作成
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中央部の3次産業、各々の強みの活用に注力
すること。

　④ 産学官のキーパーソンの粘り強いリーダー
シップと各方面に信頼の厚いコーディネー
ター（調整役）の存在。

　④の「信頼の厚いコーディネーターの存在」が
なければ①～③を実行できないという意味で、コー
ディネーターの役割は特に大切である。よきコー
ディネーターの確保、育成、およびその後継者づ
くりが地域にとっての最重要課題と言えよう。

（2）  リンカーズ（株）のサービスを活用した
オープンイノベーションの事例

　リンカーズ（株）は、仲介ビジネスのリーディ
ングカンパニーで、ものづくり系メーカーマッチ
ングサービス「Linkers」を運営する。

　これまでは、最適なパートナー企業の探索には
多くの時間とコストがかかっていた。また、明文
化されていない暗黙知を含む非公開情報は探索し
にくいという問題があった。リンカーズ（株）は
この二つの課題を解決するサービスを提供してい
る。それを可能にしているのが、同社が持ってい
る「人づてネットワーク」（産業コーディネーター
と産業支援機関から成る）の活用である（図表3）。
　同社は研究開発パートナー選定を多段階評価で
絞り込んでいく際に、企業にとって技術やニーズ
情報を出しやすい仕組みを採用している。まずは
セミオープンの場で数千社に対して限定的な情報
を公開する。次のセミクローズドの場では連携の
可能性のある数社にのみ、より詳細な情報を提示。
最終的には1対 1のフルクローズドの場でさらな
る詳細情報を開示するといったプロセスをとって

出所：リンカーズ（株）「リンカーズサービスご説明資料」より抜粋

図表 3　  従来のパートナー企業探索方法の課題とリンカーズの
【人づてネットワーク】

地域で進むオープンイノベーションによる新製品・新事業創出の動き
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いる。
　「Linkers」の活用により実現したオープンイノ
ベーションの事例を以下に2例紹介する。
　
個人用段ボール防音室の開発（バンダイナムコ

グループの（株）VIBE. と神田産業（株））

　バンダイナムコグループの（株）VIBE. は、段
ボール製防音室の開発・製造メーカーを探索する
際に「Linkers」を活用した結果、事業パートナー
である福島県の神田産業（株）と出会い、個人用
段ボール防音室「だんぼっち」の開発、量産化に
成功。同商品は年間売上1億円のヒット商品と
なった。
　（株）VIBE. の同商品開発企画は、実現できる業
者が1年間見つからず、頓挫していたが、「Linkers」
を活用することで（目利き役は福島県産業支援セ
ンター）、わずか1週間で神田産業と出会い、量産
化にこぎつけたという。工場拡張により地域には、
数十名の雇用が創出された。

リモコンボートによる3次元水中測量サービス開始

（（株）小松製作所とコデン（株）の連携）

　本例は、大企業がオープンイノベーション（中
小企業との連携）により新規事業の創出に成功し
た事例である。
　コマツ（（株）小松製作所）は、「スマートコン
ストラクション」を掲げ、建設現場の課題解決の
ためのソリューション事業に取り組んでいる。そ
の一環として、コデン（株）（社長：幸田 耕二郎、
本社：東京都豊島区）との協業により、リモコン
ボートによる高精度な3次元水中測量を行うサー
ビスを2016年 12月から開始した 4。同サービス
は、従来は見えにくかった水中の地形を安全で高
精度に測量することで、河川治水などの浚渫工事
の施工進捗および土量の動きの「見える化」を実
現するものである。

　コマツは、地上だけでなく地中や浅瀬などの水
面下も「見える化」するために、リンカーズ（株）
に「水中（川底、港湾、浅瀬）の正確な地形形状
計測と3D技術を持つパートナー探索」のマッチ
ングを依頼。その結果、センシングに先端技術を
用いたイヤースコープ（耳かき）などを開発して
いるコデン（株）と出会い、協業が実現した。
　ラジコンボートで水面下を計測することは、一
見簡単そうに見えて、実は奥が深く難しいという。
まさに日本の中小企業の高い技術力が必要となる
開発案件だった。
　コマツは海外との連携は得意としているが、国
内の中小企業との連携が弱いという問題を抱えて
いた。日本の中小企業は高度な技術を持っていて
も発信が不得手な場合が多いため、独力では希望
通りのパートナーを探し出すのが難しい。リンカー
ズ（株）のサポートを受けたことで、同社はこう
した問題を解決することができた。
　本開発案件においてコマツは、コデン（株）を
イノベーション推進のための事業パートナーと位
置づけている。これは大企業がコストばかりに重
きを置いて、中小企業に自社向けのものを作らせ
て取り込む形の関係ではない。大企業が推進して
いるイノベーションを理解してくれ、一緒に巻き
込まれてくれる事業パートナーとしての連携関係
を、技術力のある中小企業との間で構築している。

協業相手の探索は地元企業にこだわらない

　リンカーズ（株）は、全国の数多くの自治体、
自治体の外郭団体、第3セクター、民間団体、大学、
研究機関等と秘密保持契約を締結し、ネットワー
クを築いている。これを活用した最適な事業パー
トナー探しを通じて、さまざまな地域におけるオー
プンイノベーションを支援している。
　企業がオープンイノベーションを指向する場合、
優れた技術は全国に散らばっているので、特定の

4    コマツのプレスリリース資料（2016年 12月 15日）、およびリンカーズ（株）のホームページに掲載された「コマツCTO室技術
イノベーション企画部長 富樫良一氏のインタビュー記事」を参考にした。
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狭い地域内だけで連携相手を探していては、最良
のパートナーとは出会えない。こうした考え方か
ら、リンカーズ（株）は、広く全国・全世界から
ベストな開発パートナーや部品調達先、OEM委託
先等を探索して、マッチングを支援している。
　最近は、地域の企業も協業相手を地元にこだわ
らず、広いエリアの中から見つけ出そうとしてい
る。今回筆者が行った有識者インタビューでも、
域内企業同士の連携にこだわっているのは地方自
治体の人間くらいだと指摘する声が多く聞かれた。

（3）  （株）リバネスが支援している地域における
オープンイノベーション

　（株）リバネスのコア・コンピタンスは、サイエ
ンスとテクノロジーを分かりやすく伝えることで

ある。例えば、最先端の研究成果を子どもたちに
も分かるように伝えれば、子どもたちの頭の中に
は新たな「知識」が生まれる。また、技術シーズ
を探索している企業に伝えれば、知識の組み合わ
せによって新たな「事業」が生まれる。
　こうした営みを同社は「知識製造業」と呼んで、
2002年の創業以来、取り組んできた。このプロセ
スから得られた知見や関係性が蓄積されていった
結果、同社には「知識プラットフォーム」と呼ば
れる巨大なネットワークが形成されている（図
表4）。
　（株）リバネスの事業領域は、学生向けの科学教
室から、研究者と企業の橋渡し、スタートアップ
と町工場の連携後押しと幅広い。国内外の教育機
関、研究者、ベンチャー、企業、町工場との異分

図表４　リバネスの「知識プラットフォーム」

出所：（株）リバネス　ホームページ
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野連携により、社会課題の解決に資する多数のプ
ロジェクトを生み出している。
　同社は、全国の中小企業が持つユニークなスキ
ルやノウハウ（現状は地方に眠っている）と、新
事業開発などのために技術を求める大手企業とを
マッチングする事業を行っている。日本は狭い国
だが、地域ごとに分断されていることが多く、宝
の持ち腐れになっている場合が多い。壁を壊して
最適なマッチングを図れば商機が生まれるという
発想である。
　（株）リバネスは、大学の先生とのネットワーク
が充実していることに加え、同社の幅広い事業を
通じて、人材教育、広報、CSR、研究所、研究開
発企画、経営企画、新規事業開発など、企業の多
くの部門と接点を持っていることが、オープンイ
ノベーション推進機関としての強みとなっている。

大学発ベンチャー支援に注力

　（株）リバネスが注力している事業の1つが、大
学発ベンチャー支援である。同社は IT以外の技
術分野において、大学から生まれるシーズを中心
に新規スタートアップを発掘し、それを大企業の
オープンイノベーション戦略とつなぐためのエコ
システムとして「テックプランター（T E C H  
PLANTER）」を推進している。テックプランター
は、シーズを育てるアジア最大のエコシステム（生
態系）で、日本中のテクノロジーベンチャーが集
まる、若手起業家のコミュニティである。
　かつて大学発ベンチャーが注目された時期（経
済産業省が2001年 5月に「大学発ベンチャー
1,000社計画」を発表した後しばらく）にも、産
学官一体でTLO（技術移転機関）の強化が目指さ
れた。しかし、大学発の技術でイノベーションを
起こすには、大学で生まれた発明を権利化し企業
に技術移転するだけではだめで、最初の発明に対
してさらなる研究開発を行い、競争力のある知財
に育て、製品化・事業化をすることが重要だと分
かってきた。
　そこで、（株）リバネスは、大学発ベンチャーの

会社化自体を目的とするのではなく、手段として
大学の持つ技術を社会に広めるための共同研究を
支援し、そのパートナー企業を探索することに注
力している。こうした方法で、結果的に地域に大
学発ベンチャーが生まれ育つことにつながる活動
を展開している。
　現在、熊本をはじめ、滋賀、徳島、つくば、宮崎、
沖縄などでテックプランターを展開している。

熊本大学と組んでベンチャー支援

　熊本県の例をみると、県と熊本大学、（株）リバ
ネス、肥後銀行、熊本県工業連合会が「熊本県次
世代ベンチャー創出支援コンソーシアム」という
共同事業体を組織している。同コンソーシアムが、
アグリ・バイオなど自然共生型産業等の創出を目
指す創業支援プログラム「熊本テックプランター」
を運営するなど、産業創出を支援する活動を行っ
ている。その一環として、（株）リバネスの専門家
が熊本大学に常駐し、研究室を巡って有望な研究
を拾い上げ、創業に向けた支援を重ねている。
　さらに熊本大学は2018年 4月、大学発ベン
チャーや共同研究をしている中小企業を認定・支
援する制度を新設した。①教職員や学生が大学発
の技術を基に起業する「熊本大学発ベンチャー」、
②法人登記済みで大学とライセンス契約を結んだ
ベンチャーを対象とした「熊本大学『認定』ベン
チャー」、③法人登記済で大学と共同研究していて
ライセンス契約も済ませている中小企業を対象と
した「熊本大学認定法人」、の3種類の認定制度を
導入し、支援効果の増大を図っている。

岡山の農業機械メーカー、小橋工業（株）と

（株）リバネスの連携

　（株）リバネスは岡山県でもオープンイノベー
ションの支援を行っているが、この取り組みのきっ
かけは、岡山市に本社を置く農業機械メーカー、
小橋工業（株）からの依頼であった。
　小橋工業（株）と（株）リバネスは、研究者や
技術者の知識を組み合わせて新しいものを生み出
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す（株）リバネスの「知識プラットフォーム」を
活用し、農業に新たな価値を創造するための新規
事業を構築する取り組みを行っている。
　小橋工業（株）は、1910年創業で、「農家の手
作業を機械に置き換える」を事業理念として、耕
うん爪、トラクタ用ロータリー、トラクタ用代か
き機、野菜収穫機などの農業機械・部品の開発、
製造、販売を行っている。一方、（株）リバネスは、
国内外の教育機関、研究者、ベンチャー、企業、
町工場との異分野連携により、社会課題の解決に
資するプロジェクトを多数生み出してきたが、農
林水産分野においても、植物工場や農業 ICT技術
の開発、実証などに取り組んできた実績があった。
そこで、両社の強みを生かした研究開発を推進す
るとともに、担い手不足・重労働など課題が多い
農業の分野で新たな価値を創造するため、連携強
化を図っている。

大阪市内にベンチャー企業と町工場・大企業をつなぐ

施設を開設

　（株）リバネスは、2018年 4月、大阪市内の中
小企業2社と連携して、両社の自社工場でベン
チャー企業支援やオープンイノベーションを促す
拠点2カ所を開設した（図表5参照）。研究開発
型ベンチャー企業や研究者を呼び込み、新しい技
術や発想を自社の技術力向上や新分野進出に生か
すことや、ベンチャー企業の試作や量産、販路開
拓といった事業化を後押しするのが狙いである。

　ベンチャー企業のアイデアと町工場の技術、大
企業とをつなぐオープンイノベーション拠点とい
う性格をもつ施設を新設することで、大阪市や地
元企業などと連携し、地域活性化にもつなげたい
考えである。両施設とも、大阪市の2017年度大
阪市イノベーション拠点立地促進助成制度を活用
した拠点認定施設として、大阪で培われたものづ
くり技術と国内外の技術系ベンチャー企業のアイ
デアとを結びつけることで新産業や新事業の創出
につなげようとしている。

町工場をオープンイノベーションの拠点に

　（株）リバネスは、これらの施設でオープンイノ
ベーションを推進し、ベンチャー企業のプロトタ
イピングを行うことを狙っており、そのために地
元の名士とベンチャーがつながる仕組みを作って
いる（成光精密（株）の高満洋徳社長を施設の運
営者としているのもそのためだという）。
　町工場の連携先のベンチャー企業として、（株）
リバネスは海外にも目を向けている。ものづくり
を志向するベンチャー企業は海外にも多く存在す
るが、精密な加工技術を持つ企業が海外には極め
て少ない。こうした事情から、シンガポールのハー
ドウエアベンチャーなどアジアの起業家が、日本
の町工場の技術力に強い関心を示しているという。
　新興国の労務費アップと日本の長年にわたるデ
フレの結果、日本と新興国の立地コスト差が縮小
したことで、東南アジアのものづくりのスタート

名称 概要

ガレージミナト
（大阪市港区）

金属加工業の成光精密（株）（高満洋徳社長）本社工場 2階に開設。
同社が長年培ってきた高度な精密加工技術と、日本の町工場の
持っている専門性・ネットワークを活かし、「世界を変えたい」
と志すクリエーター達が持つアイデア・先端技術とを融合させる
ことで新事業創設をめざすオープンイノベーション拠点。起業家
が思い立ったばかりの設計図のないアイデアでも、同施設にある
マシニングセンター（MC）やフライス盤などの工作機械を使って、
形にすることができる。

ガレージタイショウ
（大阪市大正区）

機械式圧力計製造の（株）木幡計器製作所（木幡巌社長）本社工
場2階にあり、3Dプリンターや各種測定器、検査装置を開放する。
木幡計器製作所はこの拠点での外部との交流を生かし、自社の成
長分野である IoT 関連技術や医療機器分野を伸ばす。

図表 5　 大阪市内に誕生したベンチャー企業と町工場・
大企業をつなぐ施設

出所：リリース資料、新聞記事等をもとに作成
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アップが、日本の町工場の交流拠点に関心を示し
始めているという事情もある。
　もちろん、すべての町工場を救うことはできな
いが、（株）リバネスは、活性度の高い町工場と連
携することで、世界を視野に入れて技術ベースの
事業をサポートしている。町工場の施設でものづ
くりスタートアップの試作や小・中規模生産まで
を引き受けることを狙っている。

（4）  郡山市における中小企業のオープン
イノベーション事例

　福島県郡山市でも、近年、地域の中小企業がオー
プンイノベーションによる新製品や新事業の開発
に取り組む事例が増えている。
　郡山商工会議所中小企業相談所副所長の山田剛
氏にご紹介いただいた事例を中心に、いくつか取
り組み事例を見てみよう。

地域の金型メーカーが北海道企業と連携して

「IoTの犬小屋」を開発

　地域の金型メーカー、（株）ケイ・エス・エム（郡
山市、佐藤理恵代表取締役）は、大手メーカーの
厳しい注文をクリアし、家電・電子機器のプラス
チック部品を成型する金型を供給してきた。近年、
受注単価の下落が進む中、同社は金型製造工程の
一部を韓国・台湾企業と連携し、海外にシフトし
た。また、医療機器分野にも進出、複数の手術器
具を世に送り出すなど、ビジネスモデルの破壊と
再構築を重ねて生き抜いてきた。
　同社は、最近では、オープンイノベーションに
よる新規事業の創出に取り組んでいる。その一例
が「IoTの犬小屋」である。ペット市場が拡大す
る中、空調の効いた部屋でくつろぐ愛犬の画像を
スマホに送信し、離れていても愛犬と同じ時間を
共有できることが売りの商品だ。これは同社が東
北大学イノベーションプロデューサー塾への参加

をきっかけに知り合った北海道の IoT企業と連携
して開発した新製品で、材料の木型を同社が供給
している。大阪の商社と連携して販路の開拓を進
め、京セラドームの展示会で発表。2018年夏には
ホームセンターにペットの預り所として同製品を
設置し、来店客にペットを気にせず、ゆっくり買
い物ができる時間を提案し、普及を狙う。

福島県内の企業間連携で純国産の医療機器を開発

　（株）マイステック（福島県郡山市、金井克也社
長）は、田中医科器械製作所（東京都北区）の子
会社として福島県に設立された医療機器開発企
業。自らは工場を持たない（ファブレス）で、医
師と製造業者との「通訳」の役目を果たしている 5。
　同社の金井社長は田中医科器械製作所で25年
間営業マンを務め、外科用鋼製器械の知識に造詣
の深い人物で、福島の地でも企業間連携に取り組
みつつ、医療産業の活性化を目指して挑戦を続け
ている。
　2014年から、同社の自社製品第1号となる「脊
椎手術用開創器システム」の開発に着手。これは
脊椎手術の際、切開部位を継続的に開けておくた
めの固定器具である。皮膚を大きく切ってしまう
と、治癒に要する期間もそれだけ長くなってしま
うため、近年は低侵襲（小さな傷）の手術が求め
られており、低侵襲でも的確な手術ができるよう
医師を補助する器具だ。海外製では同用途の製品
があったが、福島県内の企業がすべて「Made in 
Fukushima」で製造して、海外メーカー品と同等
以上の性能の商品を作ること目標に開発に着手し
た。
　（株）マイステックが共同開発パートナーとして
選んだのは、車載用AV機器の開発、設計を中心
に行っている地元企業、ひさき設計（株）（福島県
郡山市、吉田慶太社長）である。ひさき設計（株）
と連携したことで、製品開発が本格的に始動した。

5    ミラサポ 未来の企業★応援サイト「ニッポンをバトンリレーちいさな企業の輪！ Vol.10 企業間連携で純国産の医療機器を開発 
医師とモノづくり企業をつなぐ「通訳」に」（2018年 2月 26日） を参考にした。
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　医療業界の常識とものづくり業界の常識とでは
食い違う部分が多いが、医療機器開発のノウハウ
を有する金井社長が両者間のズレを埋めるべく「通
訳」することで、問題解決を図った。こうして、
2017年 1月に、脊椎手術用開創器システムの商品
化を果たした。開創器システムの開発とともに、
オプション品としてこれまで扱ったことのない
LED光源装置の開発にも乗り出している。

地域の包装資材製造メーカーと物流会社が連携して

新事業を創出

　（株）有明（郡山市、内田善啓代表取締役）は、
機能性フィルム・ポリ袋の製造加工を中心に、包
装資材や物流の機械、産業機械を取り扱う会社で
ある。包装資材の卸売からものづくり企業へと転
身しており、販路は食品、自動車、家電業界等に
拡大し取扱商品も装資材分野から産業資材、物流
機械、工業部品など多岐にわたっている。
　（株）有明は、2017年末に物流コストが約4倍
に上がったことを契機に、郡山商工会議所青年部
で懇意にしている運送会社の（有）ゼスト（本宮市、
佐藤大輔代表取締役）との連携を開始した。（有）
ゼストは、一般貨物運送のほか、産廃、倉庫業、
包装資材の製造販売など、物流だけにとどまらず
幅広く事業を展開している企業である。
　（有）ゼストは（株）有明との連携を機に、倉庫
での包装資材の製造販売も開始し、「作って、売っ
て、包んで、運ぶ」会社になった。「業界の垣根を
壊して、物流の可能性を広げたい」と佐藤大輔・
代表取締役は語る。

産学官連携で強みを発揮する地域のGNT企業、

フロンティア・ラボ（株）

　フロンティア・ラボ（株）（福島県郡山市、渡辺

忠一社長、1991年創業）は、経済産業省が選定し
たグローバルニッチトップ企業（ニッチ分野にお
いて高い世界シェアを有し、優れた経営を行って
いる中堅・中小企業）の1つで、機能型熱分解装
置を利用する高分子材料分析システムの開発など
を手がけ、第5回（2017年度）ものづくり日本大
賞 経済産業大臣賞（製品・技術開発部門）を受賞
した企業である。
　同賞の受賞理由として、①渡辺社長のグループ
の「多機能型熱分解装置を利用する高分子材料分
析システムの開発」が、「独自の営業部門を持たな
いビジネス戦略、大学等との連携による物質デー
タの蓄積により、競合しうる大企業と差別化し、
上手な連携を可能とするビジネスモデルを確立」
したものであること、②同社が「戦略的な競争領
域設定を通じてグローバルトップを狙うことがで
きる企業」であること、などが評価ポイントに挙
げられている 6。
　なお、同社は、2017年 12月に経済産業省が公
表した「地域未来牽引企業」7にも選定されている。

3．  第 4次産業革命による企業行動・産業立地
の変化を踏まえた地域活性化策

地域活性化に求められる新たな課題
　冒頭で述べたとおり、地域の持続的な活性化の
ためには、企業誘致頼みの外発型や財政依存型の
繁栄ではなく、内発型の発展を目指すことが課題
となる。これは、何年も前から必要性が指摘され
ていた、古くて新しい課題だ。
　さらに世界は今、第4次産業革命と呼ばれる変
革期を迎えている。IoT（Internet of Things）や人
工知能（AI）などの新しいデジタル技術とそれが
生み出すビジネスモデルが融合し、掛け合わされ
て、どの産業においても、既存の業界構造や市場

6    素材ポリマーの柔軟性を増して壊れにくくする可塑剤として日用品等に広く使用されているフタル酸エステルについて、近年、
使用規制の動きが強まっている（アメリカでは、プラスチック製の子供用玩具や育児用品に対するフタル酸エステルの使用規制
が導入され始めた）。フロンティア・ラボ（株）は、このフタル酸エステルを従来の手法よりも簡便、低コスト、かつ高精度で定
量分析する手法を開発し、注目されている。

7    選定企業数は全国で 2,148 社、福島県では 52社。地域未来牽引企業については、本稿 4．で後述する。
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の競争環境が激変しつつある。こうした中で、今後、
地域が内発型発展を目指す際には、第4次産業革
命期に登場した新たなテクノロジーによって、企
業行動や産業立地が大きく変わりつつある点を意
識して戦略を立てることが重要となる。

第4次産業革命の進展による企業行動・
産業立地の変化
　第1に、IT（情報技術）の進化により製造コス
トに占める人件費の割合が下がるため、工場を労
務費の安い場所に置くメリットが低下する。加え
て3Dプリンターがあればどこでも製造が可能に
なるため、製造拠点が分散化する。消費地の近く
で生産する動きが活発になる。
　第2に、自社に必要な技術を持った人材確保の
ために、それらの人材を抱える大学や事業パート
ナーが存在する地域に研究開発拠点等を置く企業
が増える可能性がある。
　第3に、異業種から競合企業が出現するのが当
たり前となり、業種の壁がなくなる中、開発分野
において融合領域が一段と広がるため、どの企業
も（大企業でも）自社単独では新商品開発が不可
能になり、他社・異業種との連携がますます必須
なものになっていく。特に、あらゆるものがネッ
トにつながる IoTビジネスでは、異分野の「協創」
が不可欠である 8。この意味で、第4次産業革命
期には、新製品・新事業を創出するイノベーショ
ンを起こすために最も重要なソリューションが連
携関係の構築になる。

新時代に求められる地域活性化策とは
　企業行動・産業立地に生じるこれら3つの変化

は、一見すると、産業の大都市圏への集中を加速
させる要因となり、地方圏にとっては逆風になる
ようにも見える。
　もちろん、地域がこれらの変化への対応を怠り、
無策でいるとすれば、新潮流によってもたらされ
る企業立地の分散先は地方にはやってこず、結局
大都市圏への立地が促進されるかもしれない。だ
が、既存の企業の行動や立地戦略、サプライチェー
ンが大きく変わる（見直される）大変革期を迎え
ていることは、これまで劣勢だった地方圏にとっ
て、この企業行動や産業立地の変化を先取りして、
そのニーズに応える受け皿の整備にいち早く動け
ば、地域にとってチャンスになりうると考えられる。
　第1の変化（製造拠点の分散化）、および第2
の変化（欲しい技術・人材がいる大学・企業が存
在する地域への研究開発拠点設置）が進めば、企
業がこれまで大都市圏や新興国に置いていた拠点
を見直し、国内の地方部への移転や新設を検討す
る動きが増える可能性がある。これは、強みを持
つ大学や企業・産業を抱える地方都市にとっては
好機である。拠点の移転・新設を考える企業が立
地先として魅力を感じるような環境の整備（大学
発ベンチャーの創出支援策、オープンイノベーショ
ン促進策など）に取り組むべきだろう。
　また、第3の変化（業種の壁の崩壊と異分野連
携の必須化）を踏まえれば、地域活性化策は単一
の産業分野にターゲットを絞って誘致するアプ
ローチから、多様な産業や人材を呼び込み、ネッ
トワーク形成を促す方向へと転換すべきであろう。
　ここで注意すべきは、地域に多様な産業を集め
ればいいというわけではないことだ。産業集積を
つくること自体が目的となってはいけない 9。多

8    日本政策金融公庫総合研究所「IoT時代にサービスで新たな付加価値創出に取り組む中小製造業」（2018年 6月）によれば、IoT 
等を活用して新たなサービスやソリューションを提供し価値創出に取り組んでいる中小製造業者は、他者との協業を行っている
ことが示されている。また、中小製造業者が IoT の構想段階から他者と協業することで事業化に成功している例があることも紹
介されている。

9    細谷祐二氏は、『地域の力を引き出す企業』（2017 年）で、「クラスター」という言葉は誤解を生みやすく、集積を作り出すこと
がクラスター政策の目的だという勘違いが起こりやすいと指摘している。クラスター政策の本来の目的は、地域活性化のために
新製品を開発し、市場化に成功し、新たな雇用に結びつけることであり、集積を作り出すことではない点に留意が必要である。
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様な集積があるだけでは、地域でオープンイノベー
ションは生じない。各事業主体が相互に結びつき、
知を共有し、地域に好循環をもたらす生態系（エ
コシステム）を形成できるかどうかが最大の鍵と
いえよう。

日本の地域経済活性化策に新たな動き
　ここまで本稿では、地域経済が内発型の発展を
遂げるためにはオープンイノベーションが重要で
あること、第4次産業革命期には企業が新製品・
新事業を創出する際にオープンイノベーションが
必須となることを見てきた。
　これを踏まえれば、地域経済活性化策としては、
地域における企業のオープンイノベーションの取
り組みを活発にする政策を推進することが望まし
い。
　その際、個々の企業を支援する発想よりも、地
域でオープンイノベーションが生まれるネット
ワークの構築を支援する発想のほうが重要となる。
　また、地域経済の活性化につながるオープンイ
ノベーションの発生を促し、それに参加するプレー
ヤー全体を、点ではなく面として応援することが
期待される。
　しかし、これまでわが国の中小企業政策は、弱
い立場にある中小企業を支援するという社会政策
としての側面が強く、地域経済を牽引する潜在力
のある特定企業を選んで重点的に支援するといっ
た産業政策的な要素が欠けているという問題が
あった。
　ところが、ここにきてわが国の産業政策が転換
し始めている。2017年 7月、企業立地促進法の改
正法として地域未来投資促進法が施行され、同年
12月には経済産業省が、今後の地域経済を牽引す
ることが期待される「地域未来牽引企業」を公表
した。この政策では、従来の日本の産業政策には
なかった挑戦的なアプローチが導入されている点
が注目される。

「地域未来牽引企業」という挑戦的な取り組み
　従来の企業立地促進法は、製造業の誘致を中心
とした政策で、非製造業は実質的に支援の対象外
だった。それが新法の地域未来投資促進法では、
非製造業を含む幅広い業種の取り組みが支援対象
になっただけでなく、地域の特性を生かして高い
付加価値を創出し、地域に経済的波及効果を及ぼ
し地域の成長を力強く牽引する事業に取り組む「地
域未来牽引企業」を重点的に支援することにより、
事業性の高い地域産業や良質な雇用・賃金が地域
に投資・人材を呼び込む好循環を形成することが
目指された。
　この支援策の背景にあるのは、地域にはつながっ
ている複数の企業が面として存在しており、その
中核の企業を持ち上げると地域全体が活性化する
という発想である。
　ここでは、これまでの製造業企業の誘致をメイ
ンターゲットとする外来型の地域産業政策ではな
く、視野をサービス産業にも広げ、地域の力を引
き出し、地域に落ちる付加価値を大きくするよう
な企業の取り組みを、つながっている企業のネッ
トワークを重視しつつ、面として支援するといっ
た内発型のアプローチへの転換がみられる。
　また、これまでの中小企業施策は「困っている
企業が申請をする」ことで補助金を交付するとい
う立て付けであり、ある程度の事業規模をもつ中
堅企業に対する支援策がなかった。しかし、今回
国が選んで公表した支援対象企業の中には、グロー
バルニッチトップ企業と呼ばれる強い中堅企業も
含まれている。

「地域未来牽引企業」の選定方法
　経済産業省の「地域未来牽引企業」は、①高い
付加価値を創出していること等について、企業情
報のビッグデータから定量的な指標を用いて選ぶ
こと、②自治体や商工団体、金融機関等の地域の
関係者からの推薦を受け付け、今後の地域経済へ
の貢献期待を評価し選ぶこと、の2つの方法で選
ばれている。
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　①については図表6に示した 6つの指標を用い
て選定している。抽出にあたっては、性質の異な
る指標群を公平に評価するための統計処理がなさ
れている。
　6つの選定指標群の中で特徴的なものが、地域
経済の取引の結節点としての役割を評価する「コ
ネクター度」と「ハブ度」である。「高い付加価値
を創出し、成長が見込まれる企業であるとともに、
地域経済のバリューチェーンの要を担っているこ
とが、地域経済を牽引するために重要だ」という
考え方に基づいて、コネクター度とハブ度が取り
入れられている。地域におけるオープンイノベー
ションの振興を図る観点からも、コネクター度と
ハブ度を重視するのは適切な方法といえるだろう。

データを活用して地域経済を「見える化」する
動き
　今回の地域未来牽引企業を支援する政策には、
もう1つの意義がある。それは、同政策は、国が
支援対象企業をデータに基づき地域の牽引度合い
を分析して選定しており、「証拠に基づく政策立案
（EBPM：Evidence-Based Policy Making）」が初
めて導入されたという点である。
　地域未来牽引企業支援策は、ビッグデータを使っ
て地域経済と関係の強い中核企業を抽出して、さ
らにそこにつながっている取引先まで生態系とし
て捉えて応援することで、中堅企業そして中小企

業までその政策効果が波及することを狙ってい
る。「地域経済好循環エコシステム」というビッグ
データ由来のクラスターを応援するという形に
なっている。
　このように、データを活用して地域経済を「見
える化」して分析し、証拠に基づく政策の立案・
実行の動きが出てきたことは評価に値する。
　ただし、重要なことは、こうした取り組みが単
年度で終わらず継続的に実施されることである。
支援対象となる地域未来牽引企業の更新が毎年行
われ、今後、地域の産業政策に「証拠に基づく政
策立案（EBPM）」が根付いていくのかどうかを注
視していく必要があろう。

4．  まとめに代えて－オープンイノベーション
と地域活性化の要諦

　本稿では、地域における企業のオープンイノベー
ションの取り組みの現状を、他社と連携して新製
品や新事業の創出に取り組む動きに絞って見てき
た。そして、地域経済が内発型の発展を遂げるた
めには、オープンイノベーションによる新製品・
新事業創出が重要であり、第4次産業革命期の到
来でその必要性がますます高まっていることを示
し、新時代に求められる地域産業活性化策につい
て考察した。
　最後に、今回取材した識者の方々からいただい
た知見を集約する形で、地域における企業のオー

評価軸 指標名 定義 評価
ウェイト

高い付加価値の
創出

利益貢献度 過去 3カ年の営業利益の平均値 15％

雇用貢献度 過去 3カ年の従業員数の平均値 15％

成長性
利益成長性 過去 3カ年の営業利益の幾何平均増加率 20％

雇用成長性 過去 3カ年の従業員数の幾何平均増加率 20％

地域経済の取引
の結節点

コネクター度 各都道府県の域外販売額に占めるシェア
（推計） 15％

ハブ度 各都道府県の域内仕入額に占めるシェア
（推計） 15％

図表 6　地域未来牽引企業を選定する 6つの指標

出所：帝国データバンク 『ビッグデータで選ぶ 地域を支える企業』日経BP社、2018年
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プンイノベーションと地域産業活性化に関する重
要ポイントを、筆者なりに10項目にまとめて列
挙し、本稿の結びとしたい。

①「事業を創る」発想が重要
　地域の企業も「事業を創る」という発想をもつ
ことが重要で、これが地域の内発型発展につなが
る。事業を創るには異業種との連携や産学官連携
が不可欠である。
　さらに、事業を生み出すだけでなく、持続させ
る取り組みも重要である。

②異業種連携は開発ニーズ把握にも有効
　地域の中小企業が、新製品・新事業の開発に向
けてのニーズをつかむための有効な手段は異業種
との連携である。同業者との連携では、競合関係
が生じやすい上、顧客・ユーザー層が重なり、同
質的な情報しか得られない。一方、異業種との連
携では顧客・ユーザーが広がり、互いの常識が異
なるため、新たな視点や発想が得られやすい。

③地場中小企業で見られる新規事業創出意欲
　地域の地場中小企業で、2代目・3代目などの
若手経営者への代替わりを機に、IoTビジネスへ
の取り組みを含めた新規事業創出への必要性を認
識し、ベンチャーとの連携に関心を持ち始めてい
る企業が増えている。

④連携相手の探索方法の変化
　地域の企業が新事業・新製品開発のための連携
相手を探す場合、地域にこだわらずに最適なパー
トナーを探索することが一般的になっている。か
つてはネットワーク構築やビジネスマッチングの
仕組みが存在しなかったが、今ではそれを支援す
るさまざまな官民のサービスが提供されており、
これらを有効に活用すべきである。

⑤  大学を核としたイノベーションのエコシステム
構築

　地域の大学が大学発ベンチャーの成長を支援し、
大手企業がオープンイノベーションの実現に向け
て大学発ベンチャーと効果的に連携することに
よってベンチャーの成長を後押しするといった形
で、イノベーションのエコシステムを形成してい
くことが、地域活性化の有効なアプローチとなる。

⑥  町工場とベンチャー・大企業をつなぐ
イノベーション拠点

　日本の町工場とベンチャー企業・大手企業を結
び付けて新事業が生まれるイノベーションの拠点
をつくる動きがある。最近では、東南アジアなど
海外のものづくりスタートアップが日本の町工場
との連携に関心を示し始めている。

⑦  地域活性化策にはオープンイノベーション促進
が不可欠

　第4次産業革命期には、地域経済活性化策とし
て、地域における企業のオープンイノベーション
を促進することが不可欠である。その際、個々の
企業を支援する視点よりも、オープンイノベーショ
ンが生まれるネットワーク構築を支援する視点が
重要である。

⑧素材産業クラスターという1つの方向性
　日本の素材メーカーは、技術開発にあたってエ
ンドユーザーと長期的視点から共同研究開発に取
り組んできたことで、世界最高水準の技術力を蓄
積してきた。また、素材メーカーの場合、工場の
現場に一定の開発機能（頭脳部分）が備わってい
るという特徴がある 10。そのため、工場がユーザー
企業と密接に連絡を取ってニーズを探索し、それ
を製品の改良につなげることで需要の拡大や新た
な素材開発ニーズの発見につながる可能性がある。
　したがって、世界に誇る先端素材の生産拠点と

10    東京に本社がある組立加工業種の工場の場合は、地方工場に本社機能、開発機能などの頭脳部分がない場合が多い。

地域で進むオープンイノベーションによる新製品・新事業創出の動き
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それを取り囲むユーザー企業とが連携し、地域に
オープンイノベーションによる応用製品開発が群
発する「素材産業クラスター」の形成を目指す方
向性が考えられる 11。

⑨   IoT ビジネスでは地域に中核機能が置かれ
やすい

　従来型産業の場合、大手企業の地方にある出先
の生産拠点には本社機能や高度人材が置かれない
ことが多い。しかし、IoTを活用した新事業の創
出などでは、地域に中核を担う機能や人材が置か
れることも想定できる。
　地域に有能な IoTコーディネーターがいれば、
連携を促進し、地域の力を引き出し、域外から仕
事を持ち込んで地域に付加価値が落ちるようなビ
ジネスモデルを構築できる可能性がある。

⑩  連携成功の鍵は有能なコーディネーター
（＝コミュニケーター）
　事業パートナーとの連携を成功させる鍵は、有
能なコーディネーターの存在である。よきコーディ
ネーターは、単なるつなぎ役、調整役ではなく、
コミュニケーターとしての役割を果たす人物であ
る。
　コミュニケーターの役割とは、両者をつないだ
後に、自分もプレーヤーとして参画して、三者一
緒になってソリューションを見つけること。使用
言語の違う両者の間に通訳として入って、両者の

強み・弱みを分析して関係性を企画し、仮設を立
てて検証するプロセスを繰り返すことである。
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