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A. 今年度事業の方向性
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ものづくり中小産業のあるべき姿は、各企業の持つ高い技術や尖った
取組みが正当に評価され、妥当な対価で取引されている状態
ものづくり中小産業のあるべき姿
モノづくり知見の無い顧客
> コンセプト・
イメージや
価値を創出
> 価値は
考えられるも、
モノに落とし
込めない

価値ベースで提案する
素形材企業（＝目指したい姿）
> コンセプト・価値をモノに落と
し込む、モノを逆提案できる
> 高収益を期待

モノづくりの分かる顧客
Source: Roland Berger

> 素形材企業が「実現する価値」で
議論ができることで、高い技術力も
相まって、そのような顧客との
高収益な取引きを始められる
> それにより、対応できる顧客の幅が
広がると共に、将来にわたって新しく
生まれるコンセプト・イメージをモノと
し実現できる企業となれる

これまでの素形材企業
> 仕様が明確
> 図面で議論・
依頼が可能

> 一方、優れたコンセプト・イメージや
価値のアイディアを持つも、実物に
落とし込みきれていない顧客
（クリエーター、等）も存在

> 仕様書通り・図面通りに、
早く／安く作る
> 低収益

> 現在、多くの素形材企業は顧客が
作った仕様・図面の通りに早く/安く
作ることが競争力とされている
> 故に、高い技術を持つ素形材企業も
価格競争により低収益を余儀なく
されている
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そこで、各社は現状の取引はそのままに、新たな顧客との取引を始め
ることで安定かつ潤沢な収益体制を目指すべき
ものづくり中小産業のあるべき姿
新規顧客との価値ベースの取引
素形材企業
価値転換ステージ

素形材企業

ベンチャー企業

デザイナー

ベンチャー企業

デザイナー

素形材企業

大企業

既存企業との安定した取引

既存顧客との取引を大切にしながら、あくまでも積み上げとして新規顧客との取引を目指していく
Source: Roland Berger
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従前、近しい関係の顧客との取引をしていたが、今後は価値表現を
自在に操ることで、様々な業界の遠くの顧客とも取引を行いたい
価値起点での表現力

"技術素人顧客"の領域
デザイナー

インテリア業界

様々な用途を横断する視野の広さ
クラウド
ファンディング

"準玄人顧客"の領域

CMプランナー
工場長
ベンチャー企業

自動車メーカー

素形材企業

自動車メーカー社長
エンタメ業界

Source: Roland Berger

"技術玄人顧客"の領域

家電メーカー

SWエンジニア
医療機器メーカー

組み合わせによる
更なる価値拡大
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昨年度、パイロット企業訪問を経て事業コンセプトを初期的に検証。
今年度は打ち手を実際にトライアルし、その展開方法を検討
昨年度／今年度事業のカバレッジ
昨年度

今年度
A～C章

D～E章

コンセプトの初期的検証

打ち手のトライアル実施

打ち手の展開方法考案

> 価値提案力を向上させるための
方向性をとりまとめ
– 12社のパイロット企業を対象に
WSを開催
> 中小企業が価値提案力を把握・
向上させるためのツールを作成
– フローチャートへの回答により、
どの価値ステージに属するか、
現状がわかる
– 質問表への回答と顧客との対話
の繰り返しにより、成長に繋げる

> サポイン企業のDBから、中小企業
成長に対するボトルネックを抽出
– 価値ステージ向上におけるネック
– 事業プロセス進行におけるネック
> ボトルネックの解消に資する打ち手
を30弱考案し、一部のサポイン企業
がトライアルを実行
– 打ち手軸での整理（カード）
– 企業軸での整理（"カルテ"）

> 今年度実施した打ち手を全国に
スケールさせる方法を考案
– 実行主体は誰か

Source: Roland Berger

- 政府系中小企業支援者
- 民間事業者、等

– 担う役割は何か
- トライアルの周知
- 適する打ち手の選定
- 当日の打ち手への協力

> 加えて、打ち手横断的に関係する
いくつかの重要論点を考察
– コミュニティの在り方
– デジタルの活用可能性
– 需要家への働きかけ
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まず、ものづくり中小企業の成長のボトルネックを特定するため、価値
起点への到達ステージ×ビジネスプロセスをマッピング
成長ストーリーマップの概要
縦軸：素形材企業の価値転換到達ステージ（H30）1)
H30年度

ステージ・企業の目安

高
中

サポイン

ステージ⑤/⑥
ステージ③④

> ”価値目線での行動に
チャレンジしている” 企業群

低

> ”価値の大切さに気づいてはいるが、
やり方がわかっていない” 企業群

ステージ①②
ステージ外

> ”価値目線での思考や取引を
自分たちだけで出来ている” 企業群

超
低

※今事業では対象外

展開

試作段階で
顧客が見つかる
／成果が生まれる

商談成立

事業化

資金調達

試作

R&D

事業構想

”価値起点”での
事業構想

宣伝・
マーケ

横軸：中小企業のビジネスプロセス

製品化／量産化に
成功する

マップの考え方
> ものづくり中小企業の成果創出に有効な打ち手を
施すため、企業のボトルネックと打ち手をマッピング
– 素形材企業が価値起点に転換、かつビジネスが
進み、新たな成果を生み出すことがゴール
– そのため、ものづくり中小企業の価値転換「到達
ステージ」や「ビジネスプロセス」のボトルネックが
あるかをマッピング
– ボトルネックに対応するように打ち手を施すことで、
より効果的に企業の成果創出を支援可能
> ものづくり中小企業の成長ストーリーは複数あるが、
いずれも成果創出が共通目標
– 「ステージ」、「プロセス」共に、下から上／左から
右に綺麗に流れていくわけではなく、様々な
ストーリーが存在
– 一方で、全企業の共通目標は「より高収益での
取引の成立」

1) 平成３０年度戦略的基盤技術高度化支援事業（素形材企業の価値提案型転換に向けたモデル創出調査事業）を参照
Source: Roland Berger
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何種類かの成長パターンがあり、そのなかで7個のボトルネックポイン
トがあるものと考えられる
素形材企業の成長パターンとボトルネックポイント

✗ ：ボトルネック

中小企業の事業構想から収益獲得に至るビジネスプロセス
事業構想

R&D

試作

資金調達

事業化
（試作）

⑥

3

④

サポイン企業

⑤
③

1

2

✗

②

素形材企業価値転換ステージ

✗

4

✗

宣伝・マーケ

：打ち手による価値転換

商談成立
（製品化）

6

更なる展開
7

✗

✗
新規顧客
との取引

5

✗

✗

①
既存顧客との取引は継続

超
低

既存顧客
との取引

※今事業の対象外
Source: Roland Berger
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成長ストーリーにおいて、ステージごとに7個のボトルネックを大別。
価値ステージの上昇に対し、課題となるプロセスの進捗も連動
ものづくり中小企業のボトルネック
仮説

詳細

1

構想していない

2

ステージ

プロセス

”下請けの仕事をひたすらにこなしており、事業構想をしようと思ったこと
がない。ただ何かをしようと思い、技術をもとに製品を作っている”

”低”

事業構想

強みが
わからない

”「価値が重要とはわかっている」ものの、自社の強みがわからないため
どう構想したらいいか、どう事業を構想したらいいかわからない”

”中”

事業構想

3

資金の不足

”試作に成功し、事業化に結び付けたいけど、銀行などから資金が集め
られておらず事業化に進めない”

”中-高”

資金調達

4

試作止まり

”試作に成功したが、実際に製品の大口契約や使用目途が立っていない
ために試作から量産に移る目途が立たない”

”中-高”

事業化
（量産）

5

良さが
伝わらない

"ある程度顧客起点＝価値ベースで試作ができているものの、実際に良
さを伝えたり、お客さんに売り込むことが難しく、製品化につながらない"

”中-高”

宣伝・
マーケ

6

事業が
拡がらない

”製品は完成し高い価値を提供できるが、市場が小さい／ニーズが限ら
れてビジネスとして小粒にとどまり、なかなか事業が拡がらない

”高”

宣伝・
マーケ

7

展開できない

”事業化に成功したものの、新たなビジネスの展開先を探すうえで、既存
技術の有用な展開方法がわからない”

”高”

横展開

Source: Roland Berger
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（ご参考）サポイン企業データの分析結果として資金力や販売力を
原因として、試作段階で停滞してしまう企業が多いことが検証された
i) 試作品未完成

26.7%

技術力
7.6%

設備・機器水準

5.3%

ネットワーク力
(人材交流・連携等)

4.4%

事業マネジメント力
研究開発マネジメント力
川下企業との連携
その他

Source: Roland Berger

5.3%

4.0%
5.8%
12.0%

13.0%
6.5%
4.3%

7.7%

8.0%

7.6%

14.0%

4.5%
11.2%

6.5%

9.9%

7.3%
14.6%

5.2%

13.7%
3.8%
2.3%

12.2%

21.7%

6.8%

9.2%

6.8%

383
(16.7%)

15.3%

6.3%

4.1%
13.1%

15.3%

11.3%

13.9%

vi) 事業化未達成

16.8%

15.8%

5.0%

6.5%

131
(5.7%)

14.4%

16.0%
5.9%

v) 事業化に加え、
同業・他産業へ
研究成果普及

222
(9.7%)

15.4%

13.3%
6.6%

iv) 事業化達成
（製品等）

12.7%

10.3%

10.2%

5.3%

338
(14.8%)

19.7%

18.7%

資金力

マーケット調査力

992
(43.3%)

225
(9.8%)

合計

販売力

ii) 試作品完成

iii) 事業化達成
（試作品）

11.2%
9.4%
3.7%

9.2%
6.9%

12.0%
8.1%
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（ご参考）やはり、支援としても、試作が完成した企業が商談会や
展示会といった宣伝・商談成立の場を求めていることがわかる
i) 試作品未完成
合計
金融支援
(信用保険法特例)
金融支援
(低利融資)
テストマーケティング

4.4%
10.7%

11.2%

8.7%

15.4%

13.7%

9.3%

ネットワーク構築支援

4.2%
15.1%

設備投資支援
4.4%
5.9%

4.5%
11.3%

3.9%
8.0%

16.5%

6.2%

12.7%

5.3%

3.6%

15.7%

11.2%
7.2%

15.2%
7.6%

13.7%
21.5%

12.2%

13.8%
5.9%

9.9%

20.7%

14.0%

8.1%

8.0%

17.7%

17.2%

3.5%
10.8%

7.1%
15.2%

16.3%

17.6%

3.6%

8.3%

vi) 事業化未達成
344
(12.5%)

251
(9.1%)

3.5%
10.1%

10.2%

製品化支援

Source: Roland Berger

3.9%

8.7%

7.8%

v) 事業化に加え、
同業・他産業へ
研究成果普及

iv) 事業化達成
（製品等）
605
(21.9%)

356
(12.9%)

4.7%

展示会出展支援

その他

996
(36.1%)

205
(7.4%)

商談会・マッチング

税制上の優遇措置

ii) 試作品完成

iii) 事業化達成
（試作品）

17.2%
8.4%

14.3%
7.2%
3.6%

10.5%
4.1%
9.0%
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（ご参考）また、事業プロセスが進化している企業ほど、より広く分野の
展開を狙う傾向にあることが判明
i) 試作品未完成

569
(40.4%)

136
(9.6%)

合計

6以上

展開を狙う分野数

5

13.2%

13.2%

3

14.0%

1

Source: Roland Berger

9.5%

19.0%

30.9%

23.4%

24.1%

17.3%

19.9%

vi) 事業化未達成

16.4%

18.4%

18.7%

11
(0.8%)
30.4%

19.1%

12.2%

17.7%

v) 事業化に加え、
同業・他産業へ
研究成果普及

115
(8.2%)

10.2%

10.6%

17.4%

17.6%

22.6%

11.9%

13.7%

iv) 事業化達成
（製品等）

353
(25.0%)

226
(16.0%)

17.0%

11.0%

4

2

ii) 試作品完成

iii) 事業化達成
（試作品）

10.4%

15.7%

13.0%

11.3%

18.2%

9.1%

0.0%

18.2%

18.2%

36.4%
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分析では、ものづくり中小企業が事業の進め方を十分に見通せていな
い状況が明らかになった
サポイン企業DB分析の示唆
サポイン企業DBにおけるファクト

考慮すべきバイアスや解釈の余地

> 多くの企業は「試作品の完成」まで到達も、「事業化」に
進むことが出来ない
– 多くの企業は「技術力」を課題としており、サポイン
企業特有の現象の可能性
– 一方、ビジネス面では「資金力」「マーケット調査力」
「川下企業との連携」が課題

> 回答された企業の課題が、本質的かは不明
– 「資金力」を必要としているが、課題が不明確
– 「設備・機器水準」を課題とせず、支援を求める
企業が多数など、ただ闇雲に支援を求めている
のでは

> 「資金力」は全フェーズで大きな課題、「販売力」「マー
ケット調査力」はフェーズが進むにつれ顕在化
– 「金融支援」、「設備投資支援」の推移とほぼ対応
– 「商談会」や「展示会支援」ニーズは事業化フェーズで
高まり、ほぼ「販売力」「マーケット調査力」と連動

> ”課題が顕在化していないこと”自体が課題か
– 「試作品未完成」では「マーケット調査力」や
「ネットワーク力」の意識が希薄
– 本来なら試作前にマーケット調査を実施すべき

> また、事業化フェーズが進むにつれて、企業がその技術
で展開を狙う分野が広がる傾向にある

> アンケートの性質上、事業化が進んだ技術ほど
その後の展開を予見しやすく、より広く回答できる
可能性も

事業の今後を見通せておらず、計画性なく事業を行っている状況。ビジネスの在り方を更に周知する必要
Source: Roland Berger
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B. 今年度検討・実施した
トライアル

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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打ち手コンセプトを幅出しし、具体的にアクションに落とし込むことで
中小企業の成長に効果的な多様な打ち手を考案
打ち手の幅出しの観点

> 手段×マッチング相手の観点から、打ち手を幅出し
– IT,展示会、ファンド、WS、人材交流の手段
– 素形材企業、玄人顧客、準玄人顧客、素人顧客の
マッチング相手
> 多様な打ち手を出すために更に幅出ししていく
– 海外展開／地域展開で効果的な打ち手
– ボトムアップの打ち手／トップダウンの打ち手
– ビジネス成立／素形材企業の単なる出会いを
生む打ち手
– 玄人・素人顧客だけ／全顧客を巻き込む
打ち手

> 対象企業のステージや、対象企業の数／準備の手間と
いった観点で、コンセプトから具体的な打ち手へと進化
– 打ち手の対象企業の多寡の観点
– 打ち手のための企業への準備期間の観点
– 対象となる素形材企業のステージの観点
– 最終的な出口となる企業／組織の観点

素形材
企業
ＩＴ
ファンド
展示会

素人
顧客

玄人
顧客

・・・

>
>
>
>

海外展開
産業集積地
ボトムアップ
トップダウン
etc・・・・・・

> 最終製品メーカー担当者と
素形材企業工員の交換
– ユーザー側の感じる価
値に気づく
– 事業構想への打ち手

価値： 高

打ち手の具体的なアクション出し

価値： 低

打ち手の初期的なコンセプト作成

> デザイナーの素形材企業
への受け入れ
– 新たな製品開発への
刺激
– 横展開への打ち手

・・
・
Source: Roland Berger

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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多様な打ち手から、重要性・実行可能性・ボトルネックに対する網羅性
の観点から、本年度に実施する打ち手をスクリーニング
本年度に実施する打ち手の考え方
Excelのロングリスト

1

打ち手の本質的な素形材企業への効果

> 稼ぐ力向上に資する打ち手かどうかをを判別
– 打ち手が各企業にマイナスの影響を及ぼさないか
– 打ち手の目的が本質的か

2

成長ストーリー・ボトルネックへの対応

> 企業の成長を有効に支援できるものかを判別
– ボトルネックの解消を期待できるか
– 打ち手が効果的な対象企業が存在するか

3

事業の優先度

> 開催期間や準備期間・規模の観点から、実行可能な
打ち手を選定

本年度に実施する打ち手

Source: Roland Berger

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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また、多様な打ち手を行うにあたり、今後も継続しやすい状況を作り
出すために既存のプラットフォームをうまく活用
打ち手とプラットフォームの関係
他のPFと連携／PFの打ち手の一部としてトライアルを実施

単独で成果を生み出す
素人交換留学

大人の工場見学

”
かち”
づくり支援
ファンド

”
地域密着”
交流会

価値コーディ
ネーター派遣

価値磨き上げ
マッチング

工場長むけ提案会

“
サンプル持ち寄り”

WS

”
他社価値拡大”

WS

”
他社紹介”
プレゼン

打ち手

・・・

・・・

PFなし

既存PF
新価値創造展
ビザスク

PF

> デザイナー×中小企業に
よる課題解決
– 課題解決のWSを通して中
小企業は価値起点に成長
– 成果として企業／政府
から資金調達も可能

Source: Roland Berger

> エキスパートによる技術から
の事業仮説構築・検証
– 技術をもとにビジネス
アイデアを創出
– 大企業含むユーザーを
集め、FB・商談へ繋げる

Batonz

スミファ

> 既存の取組み”価値”要素を
取り入れながらトライアル
> 出口として来年度以降も
そのまま利用可能

打ち手のみで完結

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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結果、各ボトルネックに対する27の打ち手が考案された
ボトルネックに合わせた打ち手のマッピング（ver. 6.0）
中小企業の事業構想から収益獲得に至るビジネスプロセス
R&D

事業構想

事業化
（試作）

資金調達

試作

宣伝・マーケ

商談成立
（製品化）

更なる展開

14 ”見た目だけ”展示会
⑥

1 ”交流型”工場見学

⑤

24

22

”一気通貫”WS3)

④

新価値創造展

21 ”業界エキスパー
脱・下請け
グローバル展示会
ト”・マッチング

川崎ビジックス

12 ”パートナー探し”交流会
27
カレッジマッチング
19 価値磨き上げマッチング1)
4 準玄人交換留学
16 ”じぶんごと”で考える
8
工場長むけ
もの補助展

③
②

素形材企業価値転換ステージ

2 大人の工場ツアー

ビザスク

✗

✗

✗

✗

✗

18 ”イメージをカタチに”
スミファ

25 ”あったら
いいな”
展示会4)

5 ”業界オタク”展示会
6
”地域密着”交流会
26 ”地域のお困り事解決”P/F
11 ”かち”づくり 15 価値.com 20 ”かち”づくり展
23 ”冊子だけ”
支援ファンド
スミファ

✗

J-Good Tech

Batonz

サミット

7

Batonz

✗

“サンプル
持ち寄り”WS

17 "あこがれにチャレンジ"WS
3

素形材企業×
デザイナー"キャンプ"

マーケティング2)

①

WS
”プレゼン練習会”
13 価値コーディネーター
9 オフライン
J-Good
Tech
派遣
”提案会 ”

10 ”他社紹介”
プレゼン

1) 2) リンカーズ社の"Linkers Marketing"、 "技術シーズ配布サービス"にそれぞれ対応 3) 4) FEEL GOOD CREATION社の"SENSE Labに向けたWS・プロトタイプ製作"、
"SENSE Labスタートアップイベント"にそれぞれ対応
Source: Roland Berger

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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これらの打ち手は考案に留まらず、実際に試行。トライアル上のポイン
トを改善案の具体例とともに多様な切り口でまとめ、1つずつカード化
トライアルを行った打ち手毎のカード
概要
> 今年度トライアルした打ち手を全国展開にむけて
カード化
– 新たな打ち手が、どんな企業に向けて、どのような
効果があるものなのかが一目瞭然でわかる
– 実行上でのポイント、トライアルの改善案が多様な視点
でまとめてあり、今後のトライアルの自走に繋がる
- かかるコスト
- 運営に必要なロジ
- 協力企業、等
– 加えて、直接トライアルには参加していないサポイン企
業へのヒアリングで得たTipsもポイントに織り込み済み

> 各打ち手カードと紐づける形で、本報告書次頁
以降バックアップの資料を付随
– トライアルに関連する議論・やりとりのメモ
– 打ち手のアウトプットの写真／データ、等

Source: Roland Berger

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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Backup 19 価値磨き上げマッチング

Linkers Marketingの検証

Linkers Marketingとは？
Linkers Marketingの中小企業への周知に関して
アンケートと考察

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Backup 19 価値磨き上げマッチング

Linkers Marketingとは？
自社技術のマーケティングに悩んでいる方向けのサービスです。

自社技術を使った新規事業を検

展示会くらいしか有効な

討しているが、検証するための

研究所で産まれたシーズは事業部 顧客企業確保の手法がない・・

検証顧客が見つからない・・・

や商社が担いでくれない・・

もっと他にはいないのか・・

ビジネスのきっかけとなる
顧客企業を探したい・・・

新規事業推進

R&D部門・技術企画
Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Backup 19 価値磨き上げマッチング

Linkers Marketingは何をしてくれるのか？
弊社独自の企業ネットワーク*を駆使した顧客開拓システムです。

* 研究開発・企画・新規事業などの技術そのものに興味を持ち評価いただける独自ネットワークです
** システム上に反映されるのは辞退企業で辞退コメントをいただけた場合のみ。面談希望企業には面談時に直接ユーザにご確認ください
Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Backup 19 価値磨き上げマッチング

本プロジェクトにおけるLinkers Marketingの位置づけ

中小企業の価値起点の提案を行うツールとしての利用可能性を検証する
•
•
•

Linkers Marketingは2018年よりリンカーズがトライアル的にサービスを提供しており、2019年8月から正式に
サービスとしてリリースをしたもの
これまでは、大企業のユーザネットワークを武器として、大企業のシーズをマッチングさせていた
しかし、研究開発や企画を中心とした大企業のユーザネットワークを活用すれば、中小企業の価値起点の提案を容
易に行うことができるのではとの仮説を検証すべく、本プロジェクトで中小企業のシーズを担いで、大企業ユーザ
への提案を行った

大企業
（川下企業）

一次下請け

異業種展開

•

大企業
（川下企業）

•
•

二次下請け～

一次下請け

これまで二次下請け企業が大企業（川下企
業）に対して直接取引を行うことは困難で
あった
しかし、技術の価値を起点とした提案活動を
行うことで直接取引の道が開ける可能性
さらに、異業種の川下企業へも直接展開の道
が開ける可能性

取引階層の
上昇

二次下請け～

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Backup 19 価値磨き上げマッチング

Linkers Marketingとは？
Linkers Marketingの中小企業への周知に関して
アンケートと考察

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Backup 19 価値磨き上げマッチング

Linkers Marketingの中小企業利用の検証

Linkers Marketingの特別料金プランを設定し検証先を募集した
•

中小企業は価格感度が高いと考えられるため、まずは検証先を探すために中小企業（資本金3億円以下or従業員
300人以下）の要件を満たす製造業に対して特別プランを提示して募集を実施。

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.

p. 26

Backup 19 価値磨き上げマッチング

中小企業へのLinkers Marketing提供チャネル

3パターンで周知を行ったが、有効なのは金融機関チャネル
•
•
•

今回の特別プランについて、大きく３つのチャネルで周知を行った。その結果、金融機関からの紹介が有効なチャ
ネルと検証できた。
中小企業へのヒアリングの結果、販路開拓に関して銀行を頼りにしている実態がある模様。
チャネル１、２を有効化させるには、時間と工夫が必要と考えられる。

周知チャネル１
リンカーズの
NWからの提案
周知チャネル２
中小企業向け
セミナー

周知チャネル３
金融機関からの紹介

2社/約30社

28社に対して特別プランを提示したも
のの、関心をいただけた企業は1社のみ。
（次頁以降参照）

1社/約40社

横浜銀行、みなと銀行による中小企業
向けセミナーで周知を行った結果1社ご
利用意向をいただいた。
（次頁以降参照）

6社/9社

岡崎信用金庫を中心に周知活動を行っ
た結果、高い打率で利用に移行した。
（次頁以降参照）

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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中小企業へのLinkers Marketing提供チャネル

参考）リンカーズより提案した28社のリスト
従業員（名）

資本金（億円）

売上高（億円）

F株式会社

1,000

1.64

183

株式会社C

140

0.20

12

株式会社N

5

0.45

不明

株式会社F

179

0.50

34

株式会社A

62

0.786

不明

株式会社K

280

0.90

不明

H株式会社

145

1.00

35

株式会社C

30

1.00

29

T株式会社

10

2.61

不明

O株式会社

122

4.00

48

株式会社I

245

1.00

112

株式会社D

233

10.20

25

K株式会社

不明

0.95

78

T株式会社

18

6.55

不明

M電子株式会社

118

4.00

115

株式会社A

286

16.61

120

株式会社I

72

0.30

72

A株式会社

80

0.90

不明

M株式会社

50

24.33

不明

株式会社F

51

32.85

1

F株式会社

846

3.00

235

7

0.10

不明

S株式会社

122

2.40

不明

N株式会社

23

0.68

不明

T株式会社

197

0.80

40

T株式会社

180

3.06

不明

株式会社A

10

0.73

不明

S株式会社

1,691

0.10

不明

C

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.

【M社のコメント】
M化学から弊社へ出向されている方々を含め、
社内関係者とも
何かヒントになるような事案がないか議論して
みました。
さらに、先週行われたA協業検討会にも展開して
みましたが、どちらも今一つの反応で、残念な
がら関係者からは、直近でのアイデアは出ませ
んでした…
また、何かの機会に、今回のご紹介がヒントと
なるような事がありましたら、ご相談させて下
さい。
まずは、現時点ではご期待に添えるような反応
が無かった事を、お伝えしておきます。すみま
せん…

【D社のコメント】
当社のゲージ製品な特徴は「高度な品質」です。
これを可能にする「ハイレベルな加工技術（特
に研削）」がシーズですが営業活動として積極
的に展開し提案して行くか？現時点で判断がつ
きかねます。
今後依頼させていただくことがありました、ご
連絡・ご相談させて貰います。
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中小企業へのLinkers Marketing提供チャネル

参考）リンカーズが横浜銀行と連携して行った中小企業向けセミナー
•

横浜銀行の取引先の中小企業に対して、オープンイノベーションに関するセミナーを実施し、その中で特別プラン
についても周知を行った。

アンケート結果

 講演内容については概ね満足い
ただいた。
 講演後に１社よりLinkers
Marketingについての詳細案内
の希望あり。

聴講者のコメント
 従来、自社（個人）ルートでオープンイノベーションへの取組みをしてきたが、大
企業との相対で難しい面があった。（メーカーとしての技術面etc.）今後は、もう
少しオープンイノベーションのやり方、取組手法を勉強して、対応したいと思いま
した。社内（自社内）の体制を整えることも必要かと思っています。
 自社の強みとは何かを再考する必要があり、まだまだやることがある。市場投入の
やり方。
 新しい情報でした。当社は中小とも言えない企業ですが、オープンイノベーション
の必要性を大きく感じました。

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Linkers Marketingとは？
Linkers Marketingの中小企業への周知に関して
アンケートと考察

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Backup 19 価値磨き上げマッチング
ご利用企業へのアンケート

専門ノウハウが必要なタスクに対する期待が高い
•
•

用途仮説、リスト作成、フライヤ作成のコンサル的要素が入るタスクに対する期待は高い
上記タスクを代替もしくは簡単に実施できる仕組みが無いと、支援のスケールは困難

以下は、【弊社Linkers Marketingの各サービス】についての質問です。
以下のそれぞれのサービスについて、貴方のお考えに最も近いものをお選びください。
Q.弊社営業による用途仮説の支援

N:9

仮説構築に関するニーズは
意見が分かれている
Q.貴社による提案先リストの事前のご確認
どこに提案するか事前に確
認をしたいユーザが多い

Q.フライヤー（パンフレット）の作成
技術をPRできる分かりやすい
制作物は必要との意見

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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ご利用企業へのアンケート

Linkers Marketingについての評価は高く、繰り返し利用を望む声がある
•

アンケートの「どちらともいえない」は、現時点では面談フェイズまで進んでいない企業からの回答であり、面談
を実施いただいた企業からは基本的には高評価

Q.
弊社Linkers Marketing利用後の全体の印象について、
貴方の感覚にあてはまるものをお選びください。
概ね好評ではあるが、面談フェイズに移行
していない企業は判断に迷っている模様

Q.
弊社Linkers Marketingについて、再度のご利用はお考え
でしょうか？
貴方のお考えにあてはまるものをお選びください。
リピート意向を示している企業は多いが、
面談フェイズに移行していない企業は判断
に迷っている模様

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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ご利用企業へのアンケート

Linkers Marketingの妥当金額として30～60万円が最も多い
•
•

現行のLinkers Marketingの価格である最大140万円では利用ユーザは限られる
一方で30～60万円程度ならば負担可能性があり、その価格感にミートできる仕掛けが必要
• 今回ご利用いただいた企業は大手展示会にも出展経験があり、マーケティングに必要なコスト感を持ってい
ると思われる

Q.
どの程度のサービス価格が妥当とお考えですか。当ては
まる金額感を教えてください。
（面談費含めたトータルの費用として）
30～60万円のラインが妥当との意見が多
い

N:9

Q.
他にご利用されている技術・製品のマーケティング手段が
ありましたら教えてください。

大規模展示会、商談会、自社サイトの順で
利用手段が多い

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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ご利用企業へのアンケート

技術シーズに関してはなるべく広く展開したい要望が多いが、一部は制限が必要との意見
•
•

技術シーズ情報を競合や既存顧客に対して展開されてしまうことを嫌がるユーザがいると思われるが、概してなる
べく広く展開を望んでいる
そのため、Web等を用いて閲覧制御をかけながらのサービスがあれば要望にミートする可能性

Q.
弊社にご依頼頂いたシーズ技術についての質問です。
ご依頼頂いたシーズ技術を広く提案したい場合、どの程度の範囲まで提案
したいとお考えでしょうか？
あてはまるものを全てお選びください。（複数回答可）
N:9

広く技術シーズを周知したいとの意見が多く、
思いがけない引き合いを望んでいる模様

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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ご利用企業へのアンケート

提案先との面談について、満足度は高い
•
•

技術シーズ情報を競合や既存顧客に対して展開されてしまうことを嫌がるユーザがいると思われるが、概してなる
べく広く展開を望んでいる
そのため、Web等を用いて閲覧制御をかけながらのサービスがあれば要望にミートする可能性

Q.
提案先とのご面談はいかがでしたか？貴方の感覚にあてはまるものをお選びください。
（ご面談まで進んでいないお客様は「面談まで進んでいない」をお選びください。）
「どちらでも無い」を選んだのは面談に進んでいない企業
であったので、面談した企業の意見では面談に対して満足
している

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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ご利用企業へのアンケート

Linkers Marketingの狙い通り、直接大手に提案できたことを評価されている
•
•

大手企業に対して技術の価値を提案し、それに対する関心のある方との面談を実現しているため、話がスムーズに
できている模様
一方、リンカーズのアナログ的な対応部分（営業対応など）を期待・評価する声も多く、中小企業ならではのフォ
ローが必要か

利用者アンケートにおけるコメント
弊社のような小規模の製造業が大手企業に提案する場合、商社を通じての提案がほ
どんどになります。その場合、取引や問い合わせ時に間に商社がはいることで、情
報が不正確になってしまうことが多いのですが、リンカーズマーケティングを使用
した場合、直接大手に提案、商談が可能になるため、この点非常に有効な手段と感
じました。
A社 社長

B社 経営企画部長

不明な点に対する回答が迅速かつ丁寧で
ある。マッチングに対し詳細な点まで詰
めて頂き、熱心な対応がうかがえる。

一方、技術を提案する50社リスト選定時については、御社と弊社との間でリスト
を選定した理由（仮説当）についてもう少し共有したいと感じました。このあたり
にもう少しお時間をかけていただけるとありがたいです。

C社 社長

提案先企業に情報がうまく伝わっていた。
会議がスムーズに進行できた。

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.

D社 営業部長

担当者の対応が良い。
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今回依頼をいただいたテーマの分類

すぐに“売れる”技術のマーケティング支援が中心となった一方で、
シーズの種類に関係なく成果（面談）が生まれている
•
•

研究開発フェイズでのユーザニーズ検証目的での利用は無く、どのテーマも実際の顧客獲得目的が中心。（豊川温
室は研究開発フェイズだが、コンサルを実施することですぐにサービス提供を行いたい意向）
N数が少なく確かなことは現時点では言えないが、シーズの種類に依らず面談を実現できている。

1提案平均面談3件
提案開始：1件
面談合計：3件

製品・量産フェイズ
•
•
•
•
•

B社
D社
E社
F社
I社

•
•
•

1提案平均面談4.5件
提案開始：2件
面談合計：9件

A社
C社
G社

既存技術の
横展開

新技術の
用途開拓
ー

•

H社
提案開始：1件
面談合計：1件

研究・開発フェイズ
Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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※提案が始まって時間が経っておらず今後面談は増える可能性
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Linkers Marketingの技術提案の特徴

大企業に対する提案では、適切な部署に展開することで
組織を超えてシーズ情報の横展開が可能
•
•

Linkers Marketingでは技術に感度が高いと思われるキーマンに対して提案を実施している。その結果、組織を超
えて当該シーズに関心のある方にたどり着くケースが多い。
一方、展示会等ではボトムアップ的なアプローチのため、組織内でシーズ情報の展開が行われにくいのではないか。
（仮説）

Linkers Marketingの提案

一般的な展示会などでの提案

適切なキーマンに提案を行うことで、組織を超
えてニーズを持つ個人を特定可能

ボトムアップ的な技術提案では、ターゲティン
グが難しい（シーズにフィットするニーズを持
つ個人の特定が困難）

技術シーズ
キーマン

キーマン

興味
あり

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Linkers Marketingの技術提案の特徴

昨今はオープンイノベーションのKPI設定によりシーズ展開が行われている模様
•

特に近年はオープンイノベーションが盛んになっており、大企業の技術情報の窓口となっている部署は有望な技術
シーズを社内展開するモチベーションが高くなっている模様。

オープンイノベーションの先進企業担当者コメント
当社オープンイノベーション部門は有効提案
数や面談数などのプロセスKPIをウォッチさ
れている。

オープンイノベーションのKPI設定イメージ

ニーズ
創出

提案

マッ
チン
グ

面談

結果

アウトプット

プロセスKPI
主要
KPI

ニーズ件数



OIの現場浸透度
顧客起点のR&D

有効提案数



面談数

自社NWの活性度

OIのブランディング 

成果

マッチング数

質疑応答数

自社NWの活性度

OIで見つかっ
たソリューショ
ン




など

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.

OIによる売上
増
OIによる特許
数
OIによる契約
数

アウトカム




R&D費変遷
R&D期間変遷
外部露出
など
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Linkers Marketingの中小企業へのトライアル提供のまとめ

Linkers Marketingの検証結果
•

Linkers Marketingは中小企業の持つ技術でも大企業と面談を実現できることが分かった
• 中小企業のブランディング力にはあまり左右されず、大企業のR&D／企画の方々は技術そのものを見て判
断を行っている模様
• 提案する技術については必ずしも新規技術だけでなく、既存技術の横展開でも面談に至っておりLinkers
Marketingを活用できる中小企業の幅は広い

•

しかし、中小企業が希望する費用感と現状のLinkers Marketingの費用はフィットしておらず検討の余地があ
る
• 半額程度で支援できるメニューを構築する必要がある

•

また、「技術」の販路開拓に慣れていないケースが多いと思われ、「用途仮説構築の支援」「パンフレット作
成支援」に対する期待も大きいことが分かった
• 無料で行う用途仮説構築は限界があるためビザスク社のサービス「ビザスクWeb展示会」を用いた専門家
ネットワークによる用途仮説構築が有効と考えられる（未検証）

用途仮説が不要で安価に提供できる別の販路開拓ツールを検討した（次頁以降）

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Linkers Marketingの課題
技術シーズ配布サービスとは？
検討結果と今後方向性
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Linkers Marketingのサービスフローと課題

中小企業向けにはLinkers Marketingはオーバースペックか
•
•
•

Linkers Marketingは、ユーザからシーズを預かった後に、「ターゲットリスト作成」「パンフレット作成」「電
話とメールで提案」「面談調整」といった人が介在する作業が発生している
そのため、限界費用が高く安い金額での提供は困難であるが、中小企業にとっては現在の定価（最大140万円）は
高いと感じている
そのため、140万円の半額以下で有効な施策が打てないか検討を行った

Linkers Marketingのフロー
ご相談期間
所要期間

サービス内容

約4カ月

ー
 提案先リスト作
成のためのヒア
リング

面談調整

リスト作成・提案

 提案先リスト作成
（最大50名）
 提案用パンフ作成
 提案先へのインサイド
セールス
 提案先の現場の声を弊社
システム上で閲覧
 有望ユーザーへの一斉
メール配信（任意）

 初回面談のご支援

赤枠：社内専門チームによる
工数をかけた作業

工数と専門ノウハウが必要となるため、中小企業が期待する安価な価格での
提供が物理的に困難
Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Linkers Marketingの課題
技術シーズ配布サービスとは？
検討結果と今後方向性
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技術シーズ配布サービスの検討

技術シーズ配布サービスは手渡しで「技術シーズ」が掲載された冊子を渡すサービス
•
•

Linkers技術シーズ配布サービスは、リンカーズの営業チームが実施している年間約2,000件の訪問や約30のセ
ミナーで技術資料を配布するサービス。
リンカーズの普段の活動そのものをメディアとして活用する。

技術パンフレット

年間2,000件以上の
訪問によるパンフレットの手渡し

年間30以上の
公開／非公開セミナーにおける配布

研究開発・企画・新規事業などイノ
ベーションにかかわる部署への訪問

20名～100名越えのオープンイノ
ベーションや先端技術に関するセミ
ナーを実施

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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技術シーズ配布サービスの位置づけ

Linkers Marketingとポジショニングが異なりカニバらないサービス
•

ユーザ視点では、「既存技術の横展をしたいものの、どの業界に受け入れられるか分からない」技術シーズのユー
ザ開拓に適している。

用途仮説
構築状況

技術シーズ配布
サービス

用途仮説なし
（売込みたい業界が
見えてない）

用途仮説あり
（売込みたい業界が
見えている）

Linkers Marketing

研究開発段階

量産段階

技術シーズの
開発フェイズ

• 競合先にも資料が配布される可能性があるのが気になる。他社に気づきを与えてしまうかもしれない。製品
化に至ったものならば冊子サービスは良いかもしれない（装置メーカ大手S社コメント）
• 要素技術や未完成の試作品を検証する用途としてLMが有望（機械部品メーカ大手N社コメント）
Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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参考）配布する冊子のイメージ
配布する冊子はリンカーズの出版物と位置付けて、シーズ情報以外にオリジナルコンテンツも用
意する。

表表紙

裏表紙

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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制作した「技術シーズ配布サービス」の説明資料

提案資料

Linkers 技術シーズ配布サービス（仮）
～プル型版 技術提案サービス～

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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提案資料

Linkers技術シーズ配布サービスの仕組み

Linkers技術シーズ配布サービスは、リンカーズの営業チームが実施して
いる年間約2,000件の訪問や約30のセミナーで技術資料を配布するサー
ビスです。
技術パンフレット

年間2,000件以上の
訪問によるパンフレットの手渡し

年間30以上の
公開／非公開セミナーにおける配布

研究開発・企画・新規事業などイノ
ベーションにかかわる部署への訪問

20名～100名越えのオープンイノ
ベーションや先端技術に関するセミ
ナーを実施

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Linkers技術シーズ配布サービスで得られるバリュー

提案資料

通常ではPRが難しい、BtoBの技術ニーズをお持ちの方々に対するPRを
行うことができます。

思いもかけない業界
からの引き合いが欲
しい

当サービスは、多くの業界の企
業・担当者に配布を行います。
そのため、思いもかけない業界や
用途での引き合いが生まれる可能
性があります。

せっかくの新製品、
多くの企業にPRした
い

当サービスは、手渡した相手のみ
ならず社内関係者の目に留まるよ
うに社内回覧をいただける可能性
があり、配布数以上のPR効果が見
込まれます。

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.

BtoBの広告手段は
どれも効果が薄い

当サービスは、ものづくり企業・
技術のユーザ企業（ゼネコン等）
の中で、イノベーションにかかわ
る方を中心に配布を行います。
そのため、新技術・新製品に関す
る感度の高いセグメントに限定し
たPRが可能です。
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提案資料

Linkers技術シーズ配布サービスのコンセプト

Linkers Marketingと組み合わせると、網羅的にユーザ開拓活動を行うこと
が可能です。

用途仮説構築

用途全体

Linkers Marketing
による検証
用途全体

Linkers技術シーズ配布
サービスによる検証
用途全体
有望用途

有望用途

用途仮説

用途仮説

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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提案資料

Linkers技術シーズ配布サービスのコンセプト

Linkers技術シーズ配布サービスは、どの用途に使われるか分からない技
術シーズあらゆる業界に打診することで可能性を検証するツールです。
用途仮説の
準備

提案業界数

Linkers
Marketing

ある程度
必要

5業界程度

Linkers
技術シーズ
配布
サービス

不要

あらゆる
業界

参考：
一般的な
展示会

必要

少ない

提案の刺さ
りやすさ

面談までの
時間軸

価格

提案開始
プッシュ型
から数週間

50～140
万円
（1回）

プル型

提案開始
から数か月

5万円～
（1カ月）

プル型

出展準備半
年＋出展後
数か月

200万円
～

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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訪問先の属性情報を毎月レポーティングさせていただきます。

提案資料

あらゆる業種・部署・役職の方に月間200件強の面談を実施しております。

リンカーズ技術シーズ配布サービス

2020年1月レポート

業種

部署

役職

自動車部品

生産技術部

部長

自動車部品

先進開発部

課長

住設・建材

研究開発企画部

係長

情報・通信

イノベーション部

ー

建機・農機

中央研究所

研究所長

・・・

・・・

・・・

訪問先業種比率

訪問先売上高比率

訪問先部署分類

※同一企業の複数部署に訪問している場合もあります
Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.

p. 52

Backup 23 ”冊子だけ”マーケティング

Linkers Marketingの課題
技術シーズ配布サービスとは？
検討結果と今後方向性
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技術シーズ配布サービスの検討結果

事業性はあるものの、スケールが困難
•

•

ユーザヒアリングや、リンカーズ社内で技術シーズ配布サービスを検討した結果、技術の出し手・受け手ともに一
定のニーズはあるが、紙媒体という物理的な制約のためスケールさせることは困難という結論
• 年間1億円の事業を創出するためには、166個のシーズを掲載する必要があり、80ページを超える冊子とな
り営業がすべての顧客に配布するのは「重すぎる」という課題がある
そのため、技術シーズ配布サービスと並行してWebを用いたサービスについても検討が必要

自社の視点

シーズの
出し手側
顧客の視点
シーズの
受け手側

競合（特にWeb媒体）
の視点

Pros

Cons

• 大企業R&D／企画への訪問機会を
最大限活用できる

• 冊子に掲載するシーズが多くなると
物理的に冊子の運搬が困難
• 大企業R＆D／企画への訪問件数を
確実にコミットすることが困難（コ
ロナウィルスの影響等）

• 大企業のR&D／企画の方々に確実
にリーチできる
• 用途仮説など無くてもターゲット
にリーチ可能

•
•
•
•

• リンカーズの営業が訪問時に有望
なシーズ情報を提供してもらえる

• 冊子に掲載するシーズが多くなると
読む時間が無い

• 手渡しというアナログ手法が差別
化ポイントとなる

• 紙媒体は検索性／即時性に乏しいた
め、Web媒体の方が適している

即時性に乏しい
効果計測が難しい
掲載情報スペースが限られる
機密情報の掲載は不可能

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
ポ
イ
ン
ト

事業として継続可能性はあるが、物理的制約と検索性からWebサービスのように
スケールさせることは困難
Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Backup 23 ”冊子だけ”マーケティング

参考）「技術シーズ配布サービス」に関するヒアリングメモ①
サービスについて
K社
（中小企業）
I社
（中小企業）

金額について

ー

外部の技術コンサルが月に１回とか来ていただき、10
万円/月くらいの金額なので、10万円/月程度ならばアリ
ではないか。

冊子を配布するのは非常に価値を感じる

展示会１回分（数十万円）くらいの価値があるのではな
いか
１～２件くらい仕事が来ればペイできる

S社
（中堅企業）

子会社にIoTデバイスを製造している会社があるが、当社
本業とIoTデバイスは全く異なる営業先であり、営業にカ
タログを持たせようとしたら専門知識が無く無理だった
10万円/月は大手企業から見れば非常に安く見える

T社
（中堅企業）

安いと思っても技術者がやる気にならないと意味がない
これまでも様々な取り組みを行ってきたが費用対効果が
出なかったことがあり、冊子サービスも経営からは費用
対効果を求められる
全く引き合いが無い可能性もあり、賭けのような形に
なってしまう。ただ、技術の担当者がやりたいと思えば
やってもらうのは良いと思う
面談数をKPIとすると冊子サービスは使いにくい。あくま
でも販促費の形で使うと使いやすい
当社の測定器のようなものならばアリだと思った。逆に
上手く行っている事業ならば不要だと思う。

冊子サービスは展示会や営業マンのコストとの比較にな
るが、気軽に使えそう

S社
（大企業）

当社は広告宣伝活動はほとんどやっていない
以前、業界雑誌に広告を出したり、DMを送ったことも
あったが成果が得られなかった

ー

K社
（中堅企業）

冊子サービスは伝手が無いところに置いてこれるのはう
れしい
以前クボタに営業しようと代表電話にTELしたら担当が
わからないと繋いでくれなかった

広告に近いものなのでやってみる価値はあるように見え
る。また、金額感もリーズナブルに見える

T社
（中堅企業）

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.
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Backup 23 ”冊子だけ”マーケティング

参考）「技術シーズ配布サービス」に関するヒアリングメモ①
サービスについて
•
N社
（大企業）

•
•

•
S社
（大企業）

•
•

金額について

自分の所属している部署（新規事業）ならば、冊子
サービスよりLMの方が向いていると思う
要素技術や未完成の試作品を検証する用途としてLM
が有望
冊子サービスは商品になっているものの方が向いて
いると思い、その場合は当社の場合事業部の営業が
担当している
競合先にも資料が配布される可能性があるのが気に
なる。他社に気づきを与えてしまうかもしれない
製品化に至ったものならば冊子サービスは良いかも
しれない
ただ、本当にニーズの強いお客をつかむにはLMの方
が向いていると思う

•
•

Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.

LMは開発費として捻出ができると思うが、冊子
サービスは販促費という形になると思う
販促費の場合、当部署（研究）で負担するのが困難
であり、開発費の方が出しやすい
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Backup 23 ”冊子だけ”マーケティング

今後の方向性

Web化で中小企業が価値起点で提案できる仕組みを構築すべき
•
•
•
•

Linkers Marketingに立ち戻って考えると、Linkers Marketingにる面談創出ルートは以下の通り2パターンがある
• １．用途仮説を元にリンカーズが提案先リスト（50社分）を作成し、一社ずつ提案活動を行う
• ２．普段から技術シーズに関心のある窓口（約150社分）に一斉にDM配信を行い関心のある方を見つける
「１」のパターンはリストへの提案作業が発生するが、「２」のパターンはDM配信がベースとなっているため大
きく工数はかからず費用を下げられる可能性がある。また、DMによる一斉配信のため精緻な用途仮説も必要とし
ない。
そこで、「２」をWeb化することによって中小企業にもフィットする販路開拓の可能性がある
今後、リンカーズでは更なる中小企業の技術シーズの拡販を支援すべく「２」にフォーカスをして検討を進める

現在のLinkers Marketingの仕組み
１．リストを作成して提案
•
•

「用途仮説」に基づいて「提案先リス
ト」を作成し、一社ずつ丁寧に提案作業
が必要
そのため用途仮説の準備と、ある程度の
費用が必要

２．DMで一斉メール配信よる提案
•

•

技術シーズに関心がある方（特に大企業
の技術企画やオープンイノベーション担
当）をネットワークしておき、そこに
DMで一斉配信による提案
精緻な用途仮説は不要で、大きな作業も
発生しない

この部分を切り出してWeb化すること
で新たな支援ツールを構築したい
Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved.

p. 57

Backup

24 ”一気通貫”WS

25 ”あったらいいな”展示会

デザイン視点で取り組む
素形材企業の価値起点提案

COPYRIGHT
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Backup

24 ”一気通貫”WS

25 ”あったらいいな”展示会

■技術・素材系企業の悩み

優れた「技術・素材」があっても・・・
・認知されない
・活用の仕方がわからない
・新たな市場を開拓したい

2011年からの取り組み

来場者

技術者

展示会などでは｢共通言語｣が
なく価値の共有が難しい

■CMF TOKYO SENSE の取組み
「技術・素材」をベースに

技術をデザインで翻訳し、
日本のものづくりを活性化

Phase 1

Phase 2

Phase 3

価値を見出し
引き出す

オリジナルの
サンプルづくり

伝える・繋げ
る場づくり

■Phase１、Phase２

「技術・素材」をデザインの力で「翻訳」

技術を価値起点で解釈する
にはデザインの視点が重要

｢技術･素材｣の 本質/可能性/価値を見出して､視覚的・直感的に
魅力が伝わるようにサンプルをデザイン
デザイン翻訳前

デザイン翻訳後

デザイナーが技術を再解釈し、モノづくり企業の新規市場開拓のきっかけを作ったが、
自社の技術を自らで価値起点アプローチを行うには至っていない
「技術・素材」を端的に表現した
既存のサンプル

COPYRIGHT
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「技術・素材」の価値をデザインの力で
翻訳したオリジナルのサンプル
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Backup

24 ”一気通貫”WS

25 ”あったらいいな”展示会

価値起点Labの必要性
素形材企業の「成長したい」モチベーションが
日本のものづくりを活性化

COPYRIGHT

C FEEL GOOD CREATION INC. All Rights Reserved

60

Backup

24 ”一気通貫”WS

25 ”あったらいいな”展示会

【素形材企業進化イメージ】

「価値」をベースに技術を提案

技術起点 ⇒ 価値起点 へ

素形材企業のあるべき姿
自社の技術を様々な視点で理解・表現
でき、幅広い市場にアプローチできる

請負体質からの脱却

案件減少
低収益構造のスパイラル

課題を自ら解決

独り立ち
自立

新規市場の広がり

マインドセットによる
ニーズの深い理解

（価値提案型事業にシフト）

素形材企業の成長

高収益構造に転換

日本のものづくりの活性化

COPYRIGHT
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Backup

24 ”一気通貫”WS

25 ”あったらいいな”展示会

SENSE Labとは
設定されたテーマをベースに素形材企業が自らで
価値起点に変換し、新規市場に伝えていくための研究開発Lab

COPYRIGHT
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Backup

24 ”一気通貫”WS

25 ”あったらいいな”展示会

＜ SENSE Lab （共同研究開発Lab ）とは＞
本質的豊かさがある社会作りを目指し、素形材企業の新しい
視点（価値起点）による成長をサポートする活動体
デザイナー×技術者×社会活動家が互いの領域を超え、様々な社会課題に取り組み、
プロトタイプを生み出すことで、素形材企業による新規事業のきっかけをつくります。

デザインの視点を活用し、
素形材企業のあるべき姿を
実現するためのLab
SENSE Lab

Labで取り組むテーマ

DESIGNER
デザイナー

現在、SDGｓ等、取り組むべき数多く
の社会課題課題があるが、中小企業
が単独では取り組みにくい。
本Labに参加することで、取り組むべ
き社会課題解決（デザイン視点で
テーマ設定）に自社技術をベースに
考えることで、価値起点の発想がで
きる。

COPYRIGHT

Lab参加メンバー
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SENSE Lab
Prototyping
TECHNOLOGY
技術者

SOCIAL
社会活動家

社会活動家
課題の現実や本質などニーズを提供
デザイナー 人の感情や価値を起点にアイデアを提供
技術者
物理的な解決方法（技術）を提供
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Backup

24 ”一気通貫”WS

SENSE Labが設定したテーマをベースに
共同研究開発トライアル

COPYRIGHT
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Backup

24 ”一気通貫”WS

■SENSE Lab 取り組み報告
１．テーマ設定

WS/マインドセット

デザイナーと社会活動家で事前にテーマを設定
・クリエイター/社会活動家による活動テーマの決定（SDGsより）
→今回は高齢者問題、災害、環境問題の3つから災害時の避難生活をベースにテーマアップ
→素形材企業の開発テーマとして具体的に分かり易いシーン設定
サンプル

デザイナー＋社会活動家によるテーマ設定。
素形材企業が解決アイデアを出していくことを
前提に、課題を抽象化していく。
実際課題解決につながりそうな技術アイデアも
サンプル的に考えておく。
テーマを出すときのポイントは、最終商品を
作らず【価値】で解決できるように、商品を
想起させないようにする。

素形材技術で解決出来そうな
抽象度の高いテーマを抽出

COPYRIGHT
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Backup

24 ”一気通貫”WS

■SENSE Lab 取り組み報告

WS/マインドセット

２．WS：デザイン思考/アイデア展開
① WSで素形材企業のメンバーとテーマに対する理解・共感などを深める
② 1回目のWSに続き、困りごとを解決するアイデアを出す
③ 2回目のWSのアイデアを精査し、プロトタイプ化

参加企業：株式会社由紀精密/株式会社仙北谷/国産合金株式会社/由紀ホールディングス株式会社

●得られた成果
・各シーンに合わせた技術の価値起点アイデア
・参加企業の強みや差別化ポイントの言語化
・デザイン思考（ユーザー中心設計）の体験
・多種多様なユーザーへの共感
・技術者とクリエーターの対話
・本事業を前進させるための新しい気づき、視点
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Backup

24 ”一気通貫”WS

■SENSE Lab 取り組み報告

WS/マインドセット

２．WS：デザイン思考/アイデア展開

① WSで素形材企業のメンバーとテーマに対する理解・共感などを深める
②1回目のWSに続き、困りごとを解決する技術アイデアを出す
③ 2回目のWSのアイデアを精査し、プロトタイプ化

●得られた成果
・参加企業の技術を使って困りごと解決の為の具体的なアイデア（複数案）
・今回の社会課題テーマに対するコンセプト
「feelgoodを創り出す道具」「量産ではなくシェアして使う」「災害時のファブラボ」
・メーカー、クリエイター、社会活動家の対話から技術を展開する新しい可能性
・本事業を前進させるための新しい気づき、視点

COPYRIGHT

C FEEL GOOD CREATION INC. All Rights Reserved

67

Backup

24 ”一気通貫”WS

■SENSE Lab 取り組み報告

WS/マインドセット

２．WS：デザイン思考/アイデア展開

現在作製中

① WSで素形材企業のメンバーとテーマに対する理解・共感などを深める
②1回目のWSに続き、困りごとを解決するアイデアを出す
③ 2回目のWSのアイデアを精査し、設計

現在作製中

素形材企業の技術

困りごと解決のアイデア

COPYRIGHT

プロトタイプ化に向けアイデアを分かり易く整理
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プロトタイプ図面
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Backup

24 ”一気通貫”WS

■SENSE Lab 取り組み報告

WS/マインドセットまとめ

抽象化したテーマを準備することで価値起点の発想ができた。今後はプロトタイプを
作製することで、さらに価値起点を体感。継続によりマインドセットが可能。
■進化ポイント

■課題

価値起点発想の重要性・必要性（＝気づき）価値起点の発想
が新しい価値を生むという実感（＝モチベーション）
■参加企業コメント
・あえて通常業務とは異なるテーマでアイデア出しを行うことで
価値起点で考えられた。
・自社技術について従来用途以外の使い道をこれまで考えたことがなかった。
良い経験になった。
・feelgoodという切り口が面白かった。「人の心がほっとすること」
（価値起点）の大切さに気づいた。
・社会課題解決は自社の理念（技術で世界を幸せにすること）と合致した。
・参加者の皆さんに自社技術を知ってもらうことで新しい価値が
生まれるかもしれないと感じた。
・自社ならではの強み、特徴に改めて気づいた。また、自社技術の
提供だけでなく、仕組み作りを合わせて考えることの必要性を発見した。

COPYRIGHT

・様々な企業に対応出来る、汎用性のあるテーマや
メソットが必要
・時間と手間＝費用が掛かるため、最終の成功イメージが
必要。
・マインドセットは1回では不可能。継続する必要がある。
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Backup

25 ”あったらいいな”展示会

SENSE Labの技術価値PR施策
技術素人向け技術展
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Backup

25 ”あったらいいな”展示会

※2月26日～28日まで予定していた【 SENSE Labスタートアップイベント】が
■SENSE Lab 取り組み報告
新型肺炎の影響で延期となりました。次回開催予定は5月末～6月上旬をイメージ

３．成果発表展示会

していますが、新型肺炎の状況によります。

SENSE Lab独自のPR施策
技術素人顧客向け、価値起点の技術展示会を開催
出来上がったサンプルの成果発表会を開催し、素形材企業の新規市場拡大を目指す。
来場者は大企業のデザイナー、新規事業部、CSR事業部、大手デベロッパー、
自治体、ベンチャー企業、素形材企業など。

●成果イメージ（想定）
・来場者が参加企業の技術活用イメージを知り、共同プロジェクト（開発案件など）を立ち上げる
・テーマからインスパイアされた新規市場から新たな相談を受ける
・自社技術の応用範囲の可能性を知る
・価値起点の新しい可能性を実感し、新たなステージへ進化を目指す（モチベーション）
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Backup

24 ”一気通貫”WS

25 ”あったらいいな”展示会

SENSE Lab

技術価値起点トライアル
まとめ
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以上に加え、多くの企業が一歩でも前進できるよう、既存の打ち手の
他に、手軽に素早く試行できる小さな打ち手も考案
大小打ち手の位置づけ
（大きな）打ち手

小さな打ち手

中小企業のマインド・スキルを大きく変えられる

これまでの打ち手より手軽に素早く実行できる

> 価値転換ステージ向上・事業プロセス進行には、
大きな7つのボトルネックが存在

> 工数やコストの負担を減らすことで、多くの企業に高い
頻度で打ち手を実行してもらえる

> 価値ステージ・事業プロセスを前に進めるため、
各ボトルネックに対応する形で打ち手を考案

> 小さな打ち手の狙いを3種に分け、中小企業毎に適し
た打ち手をトライアル

– 弊社コネクションを最大限活用

– 浸透：既に行った打ち手を、社内メンバーに広める

– 既存PFも上手く利用

– 定着・進化：既に行った打ち手での学びを定着・進化させる
– 自習：まだ打ち手を行ったことのない企業に考え方のエッセン
スを伝える

単独でも効果はあるが、複数の打ち手を組み合わせて実施することにより、中小企業の稼ぐ力向上の更なる加速が可能
Source: Roland Berger

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx

73

C. トライアルを行った企業の
成長／進化

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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打ち手軸での整理を行った一方、各企業を主語とした整理も実施。
トライアルに参加した企業の成長／進化を1社ずつ"カルテ"化
トライアルを行った企業毎の"カルテ"
概要

> 1枚目
> 2枚目以降

> 打ち手に参加した企業の経営課題や価値
転換の状態を元に、1社ずつカルテを作成
– 事業内容や強みとなる技術・製品など、中小企業の
概要を整理
– 価値ステージ向上／事業プロセス進化における
取組みや直面している課題を整理
– 打ち手を経た中小企業の成長／進化を見える化
- 1枚目にサマリ
- 2枚目以降に企業のBefore/Afterを詳述
– さらに成長するためのNext Stepを記載
- 実行したトライアルの延長線上の取組
- 別のトライアルの推薦、等

Source: Roland Berger

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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D. 適切な打ち手の当て方と
打ち手の広げ方
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全国の企業に適切な打ち手を当て、素早く広げるため、各実行主体に
合わせた役割を担っていただく
打ち手の全国へのスケール方法
打ち手の実行までに担う役割

基本的な考え方
> 適切な打ち手の実行
– 各々の企業が置かれている状況
により課題は異なる
– 置かれている課題に対する
打ち手を上手く選ぶ
– 万が一上手くいかなかった場合、
すぐ次の打ち手を試せる

Source: Roland Berger

> ex.経営指導員
> ex.INPIT
政府系
> ex.公益／一般
中小企業
社団／財団
支援者
法人

実行主体

> 全国に広げるための手離れの良さ
– アリモノの最大限の活用
- 既存P/F
- 既存ネットワーク
– RBが生み出したツールの
最大限の活用
- 質問表・フローチャート
- 打ち手カード
- 小さな打ち手集
- 企業カルテ

打ち手の周知

金融機関

民間
サービス
事業者

> ex.地銀
> ex.第二地銀
> ex.信用金庫

打ち手の選定

打ち手の実行支援

✔

✔

✔

✔

✔

✔

> ex.Batonz
> ex.ビザスク

✔

✔
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政府系支援者として、経営一般の指導を行う経営指導員や社団・財団
法人の他に、知財をメインに扱うINPITや産業財産権専門官が候補
政府系中小企業支援者候補
主要業務

規模

支援実績

経営指導員／補助員

> 経営一般・税務の
アドバイス

> 商工会・商工会議所に
所属し、11,570人1)

> 指導回数は約450万回/年

公益／一般
社団／財団 法人

> 地域の経営課題解決の
総合サポート

> 全国各地に213団体3)

> N/D

INPIT
（工業所有権情報・研修館）

> 中小企業への知財支援
（特許庁・知財総合支援
窓口を'15年に引き継ぎ）

> 独立行政法人として、
全国47都道府県に知財
総合支援窓口を設置

> 支援実績は約10万者/年

産業財産権専門官

> 特許・知財の支援策の
紹介

> 特許庁に所属し、全6名2)

> 合計訪問中小企業数は
約300社/年

– ex.県産業支援センター
– ex. 中小企業診断士協会

1) 2015年4月時点 2) 2018年8月時点 3) 2019年12月時点
Source: Roland Berger
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各地域の有望素形材企業を地場の士業と共にチーム制で訪問し、
諸ツールを最大限活用しながら、打ち手を周知・選定・実行
政府系中小企業支援者の役割
概要

ポイント
訪問チーム

政府系支援者

✔
地場の士業

> 現状、有象無象の企業を指導する中で、
進化の兆しが見えず経営指導員は疲弊
> 進化の確度が高い企業から訪問すること
で、経営指導員の心理的負担を軽減

経営指導員/
補助員

公益/一般
社団/財団
法人

INPIT

産業財産権
専門官

Source: Roland Berger

中小企業
診断士

＋

打ち手の
周知・選定・ 素形材企業
実行支援
公認会計士

各地域の有望企業を中心に訪問し、
モチベーション向上

✔

チーム制の訪問による指導の質担保

✔

これまでのツール活用により打ち手の
選定が適切かつ容易に

> 各分野に精通した者でチーム制で訪問
することで、指導の質を担保

> 質問表とフローチャートにより、訪問企業
の現状を分析し、カード・カルテにより最適
な打ち手を提案
> 一度打ち手を行った企業に次の打ち手も
提案
> 場合によっては打ち手実行のファシリテー
トまで実施
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それに先んじて、取組みへの協力意欲の高い経営指導員をプル型・
プッシュ型両面から集め、全国の地域ごとにレクチャーを実施
経営指導員への研修
経営指導員の選定

RBからのレクチャー

新しい取組みへの意欲の高さが大前提として必要。
公募・個別アタックの組合せで経営指導員を募集・選定

地域ごとに意欲の高い経営指導員を集め、価値起点の
考え方や打ち手実行に向けた研修会を実施

一般公募（プル型）
> 全国の商工会／商工会議所へのメール
> 中企庁HPへの1枚紙の掲載、等

「価値起点の
考え方は～～
～～～～～」

RBからの個別アタック（プッシュ型）
> 中企庁さま・特許庁さまによるバイネームのご推薦
– ex. 山形県商工会連合会
– ex. 草加商工会議所
> 意欲の高い経営指導員による、芋づる式のご推薦

Source: Roland Berger
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効率的な中小企業支援を図るため、各実行主体に昨年度・今年度
事業のツールを使い方とともに授ける
各ツールの概要と使い方
ツール概要

使い方

最終報告書
（全体版／
抜粋版1)）

> 今年度事業の成果・考察を取りまとめたレポート
> 抜粋版では特に、本事業のコンセプトや全国の
素形材企業の一般的なボトルネックが分かる

> まず全体像を把握するため、抜粋版を一読
> 全体版は各ツールを使う際に辞書的に使用

フローチャート／
質問表

> 企業の現状と成長の指針を把握するためのツール > どの価値ステージに属するか、現状を知る
ため、まずフローチャートに回答してもらう
> 素形材企業にそれぞれ回答してもらうことで、企業
の現状の価値起点への転換度合と成長の大まか > 成長の指針を把握するため、定期的に質問
な方向性が分かる
表に回答してもらう

打ち手カード

> 企業を成長させる打ち手の候補をまとめたツール
> 多様な打ち手が目的や実績、成果を生むための
ポイントとともに分かる

> 企業の現状と「概要・目的」「こんな企業に」
を照らし合わせ、打ち手を選定・推薦
> 実行に移す際は「実行上のポイント」を参照

小さな打ち手リスト

> 打ち手カードよりも気軽に勧め、実行できる小ネタ
の候補をまとめたツール
> 多様な小ネタが狙いや実行時のコツと共に分かる

> リストを中小企業に見せ、「できそう／やりた
い」ものを選んでもらう
> 実行に移す際は「コツ・ポイント」を参照

企業カルテ

> 打ち手による企業の成長をまとめたツール
> どのような特徴を持つ企業にどの打ち手を行い、
どう成長したか、時系列で分かる

> 企業の成長イメージを知るために打ち手選
定時に参照
> 他社との比較感をつかむため、打ち手実行
時の参照も推奨

1) 今後、経営指導員との議論を経て抜粋すべき頁を選定後、抜粋版を作成予定
Source: Roland Berger

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx

81

（参考）経営指導員へは以下文面の配布・共有を初期的に想定（1/2）
XX：具体的なツール名

> 大企業と中小企業の対立構造での”価値の取り合い”ではなく、大企業と中小企業が合わさり”生み出す
価値の総和を大きく”し、日本の産業全体を活性化させることを本質的な目的に掲げ、中小企業庁とRBは
3年にわたり、プロジェクトを推進してきた
> 中小企業の中には、高い技術を保有し、尖った取組みを行う企業も存在するが、多くの中小企業は大企
業の下請けといった商慣習に甘んじ、その力を発揮し切れていないのが問題の所在
> 2017年度は、稼ぐ力向上のコンセプトを策定。中小企業は大企業の下請ではなく、自社の技術や製品を
価値ベースで考え、それを需要家に伝え、事業に繋げることで「稼ぐ力」を高めていくことが必要である、と
の結論に至った
> 続く2018年度ではパイロット企業調査を通じた具体的な稼ぐ力向上のアプローチを抽出。中小企業がどの
程度価値起点で考え、需要家に価値起点で提案できているのか、現状を把握した（＝フローチャート）
上で、企業のステージに合わせた成長の大まかな指針を理解する（＝質問表）ためのツールを作成した
– （使い方）カウンセリングする中小企業がどの価値ステージに属するか、現状を知るため、まずフローチャートに回答し
てもらい、その上で成長の指針を把握するため、定期的に質問表に回答してもらう

Source: Roland Berger
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（参考）経営指導員へは以下文面の配布・共有を初期的に想定（2/2）
XX：具体的なツール名

> 更に、2019年度は中小企業の価値起点転換度合を高め、事業プロセスを進めるために多数の打ち手を考
案し、全国の中小企業に対して打ち手のトライアルを実施。それぞれの打ち手が目的や実績、成果を生
むためのポイントとともに分かるよう、カード形式で打ち手毎に取りまとめた（＝打ち手カード）
– （使い方）支援する中小企業の現状と「概要・目的」「こんな企業に」を照らし合わせ、打ち手を選定・推薦。実際に打ち
手の実行を支援する際は「実行上のポイント」を参照

> トライアルやヒアリングを実施する中で、考案してきた打ち手に加え、工数や費用を掛けずに実施できる打
ち手も必要なことが分かってきた。そこで、（大きな）打ち手と組合せて実施したり、初めの一歩として気軽
に勧めたりできる小ネタも考案し、多様な小ネタがその狙いや実行時のコツと共に分かるよう、リスト化し
た（＝小さな打ち手リスト）
– （使い方）リスト内の小さな打ち手から「できそう／やりたい」ものを中小企業自身に選んでもらい実施。打ち手を実行に
移す際は「コツ・ポイント」を参照

> これらの大小さまざまな打ち手により、どのように中小企業が成長・進化したか、時系列で手に取るように
分かるよう、中小企業を主語とした整理も実施した（＝企業カルテ）
– （使い方）打ち手を選定する際に、企業の成長イメージを詳しく時系列で理解するために参照。打ち手実行時の他社と
比較する（進んでいる／遅れている）ための参照も推奨

> 以上のような価値起点への転換のコンセプトやその必要性、2019年度事業で生んだ成果や考察、各協力
先との議論等、細かい要素も含め、1つの報告書として取りまとめた（＝最終報告書）
– （使い方）まず取組みの全体像を把握するため、報告書抜粋版を一読。報告書全体版は各ツールを使う際に辞書的に
使用
Source: Roland Berger
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（参考）また、経営指導員への武器として、商工会・商工会議所単位で
の生産設備導入も一案か
例："SWANYデザインファクトリー"（有限会社スワニー）
設備概要
プラスチック部品の試作～3,000個迄の生産をコンパクト(6m×5m)・
高速で実現し、活用可能性は多岐。パッケージ化により横展性も担保
パッケージ
カバー内容

活用例

>
>
>
>
>
>

デザイン・設計・試作・型設計
金型製作・型仕上げ
成形
金型保管
寸法検査・部品評価
部品集結・組立・梱包・出荷

>
>
>
>

大企業のエンジニア育成・試作
中小企業の完成品デリバリー
ベンチャーの試作
デザイナーの技術への理解深化、等

経営指導員へのメリット

✓ 中小企業支援時の飛び道具・武器に
> 支援を行いたい中小企業に対し、プロトタイプ製

作を伴う打ち手の打診が容易に
> ex. 「何度も試せるので、一度使ってみませんか」

✓ デザイナーとのコネクション構築の武器に
> デザイナーの協力が必要な打ち手の実行時に、
デザイナーへの打診が容易に
> ex.「アイデアがすぐにカタチになるので、一度

使ってみませんか」

中小企業にとって、失敗してもすぐにまたチャレンジできる環境だから、
「まずはやってみよう」とビジネスの初速を高められる。デザイナーにとって
も、自分のデザインの幅を広げることができるし、製品開発の初期段階が
スピーディに進むため、製品の細部までこだわることができる
スワニー 社長

Source: スワニーHP, Roland Berger
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金融機関は各地域の有望取引先に対し、打ち手を周知・選定し、場合
によっては実行に際し金銭的にも支援可能
金融機関の役割
概要

ポイント

✔
> 地域金融の担い手として、個人
事業主や中堅・中小企業の
取引先に金融サービスを展開
> 全国各地に104行1)

> これまでの取引の経験を活かし、進化の
確度が高い取引先から打診
> 地域の金融機関として培ってきた信頼関
係により、打ち手の紹介がスムーズ

地方銀行／ 周知・選定・ 素形材企業X
第二地方銀行 実行支援
（融資）

✔
> 地銀よりもさらに地域に根差し
た金融機関で、利用者と共に
地域の繁栄を図る
> 全国各地に259行1)

1)2019年3月31日時点
Source: Roland Berger

信用金庫

周知・選定・ 素形材企業Y
実行支援
（融資）

これまでの取引実績の活用により
効率的に成果創出が可能に

諸ツール活用により、打ち手選定が適
切かつ容易に
> 各ツールで各企業に最適な打ち手を提案
> 一度打ち手を行った企業には更なる打ち
手も提案

✔

金融機関側にもインセンティブが存在
> 打ち手実行の際、進化確度が高い取引先
に融資し、高確率でリターンを得る
> 中小企業の価値ステージ向上・事業プロ
セス進行により、現業の金融サービスの
展開が容易に
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民間サービス事業者は、自社の中小企業向けサービスを周知し、
その実行にも協力。経営指導員・金融機関とのチーム提案も一案
民間サービス事業者の役割
概要

ポイント

周知・
実行支援

事業者A

＋
事業者B

経営指導員／
補助員

＋
事業者C

地銀・信金

✔

積極的な営業のインセンティブ

✔

各企業に合わせた柔軟な対応

✔

チーム提案による制約可能性の向上

素形材企業X

周知・
実行支援

周知・
実行支援

素形材企業Y

素形材企業Z

> 新規顧客開拓が売上に直結するため、
積極的に自サービスを営業活動

> 中小企業の規模感に応じ、トライアル
内容（特に金額面）をカスタマイズ

> 場合によっては経営指導員や金融機関と
組むことで権威付けを担保し、営業成功
確率をUP

リンカーズマーケティングのトライアル打診に
は、地場の金融機関経由が有効だった。
地銀・信金は地場で既にオーソリティが確立
されており、中小企業も耳を傾けてくれる
リンカーズ
取締役

Source: Roland Berger
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E. 重要論点の考察
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トライアルやヒアリングを進める中で、個別の打ち手に留まらず、打ち
手横断的に重要となる論点もいくつか存在しており、別途考察
各打ち手を跨ぐ重要論点

1

コミュニティの在り方

> ヒアリングから、協業や事業
連携には、コミュニティが肝で
あることがわかった
> コミュニティの中核となる企業
が独力では競争力に欠ける
企業を引っ張る構図が理想

Source: Roland Berger

2

デジタルの活用可能性

> 打ち手のスケールの更なる加
速や事業プロセスを進めるた
めに、デジタルの活用も一案
> 部分的にデジタルをアナログ
にアドオンできないか検討

3

需要家への働きかけ

> 出口が明確な企業はビジネス
進行がスピーディ
> 但し、今年度検討してきた打
ち手は基本的に供給側である
素形材企業に働きかけるもの
> 需要家のニーズが把握できる
よう、需要家への働きかけも
必要
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1

コミュニティの在り方

打ち手のスケールにあたり、コワーキングスペースを運営するサン
コーと議論。目指すコミュニティの方向性を策定
サンコー（墨田区）との議論（1月22日）
議論のポイント

目指すコミュニティのイメージ

> コミュニティの形成には、地場の勉強会の活用も
有効に機能
– ex. 地域企業の後継者育成を目的とした「フロンティアすみ
だ塾」によるコミュニティ形成

最終顧客（素人顧客）

大手・準大手企業（玄人顧客）

価値をベース
にした仕事の
依頼

より大きな価値を創出
事業や顧客の幅を拡大

> コミュニティには、ものづくり中小企業のみならず、
製造業以外の協業者も必要
– 特に、ビジネス感覚に優れたブレインの存在が鍵

> コミュニティの中核者として、既に自社のみでトータ
ルソリューションを提供する企業は一案
– ex. 水上印刷（新宿区）はロジスティクス、印刷、コンサル
ティングを自社内で完結
– 斯様な企業は、得意領域を持つ企業を取り込む求心力、
インセンティブともに十分
フロンティアすみだ塾では、月に1,2回勉強会をし、
勉強会後の飲み会に毎回出席していた。
結果、1年経ち、受講が終わる頃には、会社経営
について本気で議論ができる仲間を作ることが
サンコー社長
できた
Source: Roland Berger

1

コミュニティ中核者
地場の中堅企業／地場の勉強会、
等

中小・零細

3
製造業以外の協業者

中小・零細
共通領域は高め合い、
得意領域は効率的に分業

地場のデザイナー・コンサルタント・マーケ
ター、等

中小・零細
中小企業
巻き込み

2 価値向上に向け、中核企業を起点
としたコミュニティ組成
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1

コミュニティの在り方

コミュニティ総体として稼ぐ力を向上させるためには、いくつかのポイン
トをおさえる必要
コミュニティによる稼ぐ力向上に向けた勘所（案）
> それぞれのプレイヤーがコミュニティに参画・組むメリットを認識できる

– まだコミュニティに参画していない企業は、参画することのメリットを成功事例と共に理解する必要
– 他方、既にコミュニティを率いている中核企業は、他中小企業や製造業以外の協業者をコミュニティに巻き込む
ことで得られるメリットを当該企業の得意技と共に理解する必要

> 素形材産業に限らず、地域産業全体が恩恵を受けられる

– 需要を増やすという観点では、コミュニティの属する地域産業全体の発展が重要
– そのため、コミュニティ内の素形材企業だけが儲けるのではなく、最終顧客（地場の小売など）ひいては生活者まで潤
う設計を行うことで持続性が保てる

> コミュニティが単発の繋がりではなく、多様な案件で繋がりを生むような持続的なものとなる
– 特定の案件に限らず、コミュニティ内ではいつでも、誰でも、（飲み会含め）簡単に声をかけて繋がれる状態を構築
– コミュニティの中の企業同士が、個別の案件ごとに各企業の得意技に応じた最適なチームを編成し、価値を創出

> 中小企業が、コミュニティのなかで自分の得意技が分かり、それを共有できる

– 従前、中小企業は自社に閉じ、受注型で動いてきたため、他社から見てどのような価値が大きいか分からない可能性
– そのため、コミュニティの中での自社の得意領域・求められる役割が分かるよう、中核企業との対話やサポートが必要
– また、認識した得意領域を、コミュニティの仲間企業に伝え、相互理解できる仕掛けが肝。特に、デザイナーなど製造
業以外の協業者に対し、価値起点で自社の製品・技術を伝えられる仕掛け・打ち手が必要

Source: Roland Berger
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2

デジタルの活用可能性

アナログが有効な場面も多く残存するが、接点の絶対数増加、営業
コスト削減、高精度データ解析、等の利点をデジタル活用で享受可能
アナログ・デジタルの棲み分け
アナログでしかできないこと

デジタルだからこそできること

> 言語化がなされていない需要を発見できる

> かかわりを持つことができる相手の絶対数が
増える

– 需要が顕在化していない場合、現場の観察が極めて
有効なアプローチ
– 対象者が生活シーンの中で何に困っているか気づくこ
とができる

> 「協業・事業提携の決断」に至る前に人となり・
性格を知ることができる
– 協業相手の素性を理解した上で、気持ちよく仕事を引
き受けられる

> 実際の製品・技術を語る上で五感をフルに活用で
きる

– 自社製品をWeb上で一気にアピールできる
– 知り得なかった他社の技術・製品の情報がWeb上で手
に入る

> 大量のデータから示唆出し・判断を下す際、
理論上の正解が分かる
> これまで掛かっていた全般的なコミュニケーション
に伴うコストを削減できる

– 特に、触覚はデジタルで補完し得ない要素だが、デザ
イナーとの対話では重要

Source: Roland Berger
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2

デジタルの活用可能性

各特長に鑑み、事業プロセスの全デジタル化は難しいものの、デジタ
ルの部分的な追加可能性は存在
デジタルの追加案（ex. 事業提携・協業）
中小企業の事業構想から収益獲得に至るビジネスプロセス
事業構想

R&D

試作

デジタル

資金調達

事業化
（試作）

デジタル

宣伝・マーケ

商談成立
（製品化）

更なる展開

デジタル

パートナー初期的探索時の
マッチングWeb P/Fの活用

資金調達時のクラウド
ファンディング活用

顧客開拓時のマッチングWeb P/F
の活用

> 自社既存技術・製品をコストを掛けずに
展示会よりも多くの企業にアピール
> 他社の有望技術・製品を常時チェック
> ロングリストからパートナー候補をデー
タに基づき絞り込み

> 試作したプロトタイプに
価値起点の事業構想・
ストーリーを追加
> 一般消費者を含む多数か
らクラファンで資金を調達

> パートナー探索時と同様、試作した製品
をコストを掛けずに展示会よりも多くの
企業にアピール
> ロングリストからデータに基づきアタック
リストを作成
アナログ

アナログ

協業に至る直前のF2Fでの議論
> 協業候補の工場・製品・技術を実際に
現場で確認
> 飲み会・会食含め、人となりを知り、
気持ちよく連携できる人間性か見極め

デジタル

アナログ

従来のチャネルの活用
> 馴染みのある地域の金融
機関
> 各種補助金制度、等

従来のチャネル・パイプラインの
活用
> 展示会出展により、試作した製品を来
場者・出展企業にアピール
> 既存顧客に試作した製品を直接訴求

ビデオ会議・テキストベースのコミュニケーションの最大限の活用
> 必要性の薄いF2Fの議論をビデオ会議・テキストに積極的に置換。コミュニケーションコストを削減、議論をスピーディ化

Source: Roland Berger

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx

92

2

デジタルの活用可能性

（参考）また、デジタルツールに対する中小企業の要望が多々寄せら
れており、中小企業がより使いやすいデジタルツールにしていく必要
デジタルツールの改善案
1

初期費用の無料化・低価格化

"初期費用は抑えてほしい。逆に、マッチング成立後、売上が立ち始め
たら気持ちよくP/F運営者にお金を払える"（印刷用資機材メーカー）
"J-Good Techはたくさん中小企業

を紹介してくれるが、有象無象。
紹介されても、ピンとくる技術・
製品に巡り合えていない"

登録の手間の簡素化

"P/Fへの登録の手間を省いてほ
しい。J-Good Techは登録が面倒
だから登録していない"
（IoT機器開発メーカー）

（めっき加工メーカー）
4

2

P/Ferからのリコメンド
精度向上

"WebのP/F上で技術／製品の価値がきちんとわかるようにしてもらえた
ら、もっとマッチングに繋がりそう"（印刷用資機材メーカー）

技術・製品の見える化

3

今後、SIerやリンカーズ、J-Good Tech等のP/Ferとビッグデータの活用含め、議論を実施予定
Source: Roland Berger
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需要家への働きかけ

顧客・ニーズが明確な企業は新製品開発・提案に成功しているため、
需要を見つけ、需要と素早く繋がる仕掛け作りが肝
新製品開発・提案プロセス
現状のアクション

伸び悩む
企業

上手くいっ
ている企業

ヒアリングコメント

> "金型コーティング技術を自社開発したが、非常に
> 新たに作った製品を、どこに売ればいいかがクリ
アでない
マイナーな技術であり、ニーズがあるかどうかが
分からず、販売が止まっている"（金属表面処理
> 出口が見えないため、新たに何を作ればよいかが
メーカー）
わからない
> "新たにセラミックスを開発したのだが、リソース

不足から市場調査ができておらず、販売に苦戦
している"（複合金属製品メーカー）

> 主要顧客との対話でニーズを把握。或いは、これ
までの取引状況・企業活動からニーズを先読み
> 顧客のニーズが分かっているため、製品開発・
提案がスピーディに進み、手戻りも少ない

> "まず顧客を見つけることが大切。売上の80%以上
を占有する自動車Tier1サプライヤとは、単なる下

請け関係ではなく、ニーズに合った製品の共同開
発もさせてもらっている"（自動車・航空機部品メー

カー）
> "ニーズを先読みして開発した製品を展示会に持っ

て行った結果、これまでコネクションのなかった大
手自動車OEM会長の視察企業 に選定された"
（金型メーカー）

Source: Roland Berger
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需要家への働きかけ

その足掛かりとして、大企業の価値起点のニーズを動画配信し、中小
企業から立候補を募集・絞り込みの後、オフライン提案会実施を検討
J-Good Tech（中小機構）のP/Fを活用したトライアル概要
バーチャル
大企業
（自動車
メガ
サプライヤ）

部門A

オフライン
部門B

自動車の表面
に車検に通る
範囲で装飾し
たい

部門C
日差しを防
ぎつつ景色
を楽しめる
窓が欲しい

車内に、
人の匂いを
残したくない

部門C
触れた人の匂いを
消し切るシートベル
トを作ることができ
ます

カーシェアの需要が増加するため、前に
乗った人の匂いを車内に残さず、利用者
が気持ち良く車に乗れるような工夫を
探しています
充満したにおいを素早く逃が
すようなエアコンの吹き出し
口を作ることができます
部門A

J-Good Tech P/F

中小企業

太陽光を遮断しつ
つ、透明でクリアな
窓を作り、乗る人に
景色を楽しんでもら
えます

部門B

自動運転に伴い、運転に集中する必要が
なくなるため、車内空間を快適に楽しめる
ような工夫を探しています
弊社では、窓を曇らないようにし、景
色を楽しんでもらえるフィルムを作る
ことができます。良ければ、窓を共同
開発しませんか!?

Source: Roland Berger
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需要家への働きかけ

本トライアルは各者にとってベネフィットがあり、大企業にとっても
ユーザーを向いた事業開発や中小企業の技術活用の契機になりうる
トライアル参加意義

大企業（自動車メガサプライヤ）
> OEM、ひいてはユーザーを向いた今後の事業開発の基盤に
– 価値起点でのニーズ公表・中小企業と議論する過程による気付き

> 中小企業の提案により、思わぬ技術・製品に気付きうる

– 15,000社の中小企業の中には、尖った技術を持つ企業も存在
– オフライン提案会当日、中小企業同士の組合せ提案が生まれることも

Win-Win-Win
を生むトライアル

中小企業
> 価値起点の提案を仕掛ける良い練習機会に

– 実在の大企業ニーズを元にトライアル可能
– 他中小企業の価値提案を聞き、自社の提案を見直す契機にも

> トライアル当日の他中小企業と協業につながることも

中小機構
> J-Good Techの更なる活性化の機会に

– 従前、マッチングの場をWebに限定し、年間約7,000件のニーズとシーズの情報
交換
– オフラインの場を持ち、周知することで、更に情報交換数を増やせる可能性も

Source: Roland Berger
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需要家への働きかけ

今後、需要家ニーズと中小企業のマッチングの場作りの前段階から、
価値起点の需要を作り出すため、需要家のマインド転換も必要
：次年度以降、新たに必要なアプローチ
：既に検討、実施に向け動き始めているアプローチ

需要家へのアプローチ
需要家への価値起点思考の浸透・価値起点ニーズの創出

経営トップ層への擦り込み
> マクロトレンドや海外プレイヤーの
競争力向上等を背景に、価値起点
への変革の必要性をレクチャー
– ホラーストーリーの提示
– 先進事例の紹介、等

需要家の価値起点のニーズ
とのマッチング

ミドル層への波及

中小企業との結び付け

> コスト削減に傾注しがちなミドル層の
マインドをトップダウンで変革

> J-Good Tech提案会を出発点に、電気
電子、航空宇宙等、他業界へ横展開
> 他にも、需要家と中小企業を繋げる
打ち手ラインナップを拡張

調達部長

経営トップ
（CXO）

営業部長

・
・・

生産管理部長

Source: Roland Berger
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F. Next Step
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今後、製品・技術の供給側に限らず、需要側に対する施策も多数打つ
ことで、産業全体で価値起点提案がなされる状態を作り出していく
Next Step
供給側（中小企業）に対するアクション
> 今年度、確立した打ち手に関しては、全国への
横展開を支援・実行

需要側（大企業）に対するアクション
> 中小企業の潜在力を引き出し、自社の競争力も高
めるための価値起点思考を、需要家の経営トップ
層、ミドル層に対し浸透
> 更に、J-Good Tech提案会トライアルを踏まえ、多様
な産業の大企業をパイロット需要家として中小企
業との価値起点でのマッチングに協力いただく

自動車
（既に今年度
取組み中）

> また、今年度検討・検証が不十分であった打ち手
はトライアルで確立し、順次横展開を実施
> 加えて、コミュニティとして価値創出を高めるトライ
アルを別途実施

航空宇宙

産業機械

電気電子

消費財／生活用品

加えて、供給側・需要側問わず中小企業ビジネスに係る情報を全て蓄積し、最適なアクションをリコメンドするDB開発も一案
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G. その他関連資料
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（参考）素形材企業の到達ステージ峻別のフローチャート
• フローチャートに回答することで、現在の立ち位置を確認できる

”より稼ぐ力を向上するために、日々新たな価値の創出や、価値を展開できるシーンを探しており
いままでに無かったようなイメージやコンセプトによる取引さえも行える”

YES
NO

YES

”会社のすべての製品の価値について、デザイナーからメーカーまであらゆるお客さんの立場で
表現できていて、単なる下請けではない立場での取引ができている”

6

NO

”新たなうれしさで
お客さん商売を広げる”
ステージ

5 ”うれしさがお客さんに伝わ
り認めてもらえる”ステージ

4

YES

”自分たちのこの製品の価値を理解していて、さまざまなお客さんの視点でそれを理解・表現でき、
コスト積み上げではない価格での取引できる場合がある”

NO

”自分が提供できるお客
さんにとってのうれしさが
わかる”ステージ

YES

”うちのこの製品に関しては、まったくの新しい相手との取引だとしても１－２回の商談で、
そのお客さんにとっての使い方を理解し、うれしさを伝え、理解してもらえる”

NO

YES

”とあるお客さんの気持ちになることができ、製品の価値を理解している。その中でも
お客さんの反応やFBを元にさらに価値が伝わりやすい営業となるように表現や見せ方も変えている”
お客さんに対して、自ら図面などを作成し提案したことがある
"何となく、経験の蓄積のおかげか、自社のサービスや製品が、
お客さんにどこで、どのように使われているのか、感覚としてわかっている"
”お客さんの反応やFBを経て、取引の中でお客さんにわかりづらかった部分や
よかった部分など振り返って、取組み自体のカイゼンに取り組んでいる”
”付き合いのあるお客さんにも、新規のお客さんにも、
自社の能力をうまく伝えきれておらず、もっとできると歯がゆい思いをしている”

YES

YES

NO

3

NO

2

YES
NO

”思い浮かんだアイデア
から試している”
ステージ

YES
NO
YES
NO
YES

"なんとなくこのままではマズいと思っており、足元での決まった業務が忙しいなかで
ここ1年で、なんとか時間を捻出して新たな取組を行っている”

”お客さんにとっての
うれしさとは何か
イメージがわく”ステージ

NO

1

”なにから手を出して
いいかわからない”
ステージ

YES

”このままではマズいと思っていて、変わりたい気持ちがあり、新たな商売を模索している”
Source: Roland Berger

YES

NO
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（参考）素形材企業の到達ステージ
• 素形材企業の取組を下に、成長ステップを作成。到達ステージとして、価値起点への
6
変換度合いを企業の状態により分類
”新たなうれしさで

お客さんや商売を広げる”ステージ

Goal

あらゆる顧客の目線で、自社の価値を拡大することに常にチャレンジしつづけている

”価値を活用し、ほかの価値との
組み合わせによる展開を行う”

5

誰とでも価値による対等な取引が行え、さらなる付加価値の創出や価値の展開ができる
誰にでも伝えられるほどに自社製品のうれしさを表現でき、新たな値付けを行っている

”高収益でのと取引実現のために、顧客
目線での製品の良さを理解し、伝えられる”

4

自社製品のうれしさを様々な視点で想像でき、伝えられるが、お金がうまく取れていない
製品のうれしさをより伝えるために、顧客からのFBや振り返りによって表現を磨いている

3

Start

高い技術を持っているが、今後生き残っていくために何をすべきかわからない

”お客さんにとってのうれしさとは
何かイメージがわく”ステージ
”製品やサービスを顧客目線で
捉えることの重要さに気づいている”

2

”思い浮かんだアイデア
から試している”ステージ

"危機感をもって、取組を行ってはいるものの
なかなか成果がでていない"

取組はあるも、技術用語(仕様、図面)を用いて、下請けとして顧客と対話している
将来のために、リソースが不足しているものの、とりあえず新たな取組を始めている

”自分が提供できるお客さんにとって
のうれしさがわかる”ステージ
”顧客目線での自社製品の良さを理解し、
その視点で取引することに挑戦している”

顧客と何度も対話し、製品がどう使われるか／何を求められているかを理解している
対話の中で、顧客からのFBや振り返りを行い、製品の使われ方を理解しようとしている

”うれしさがお客さんに
伝わり認めてもらえる”ステージ

1

”なにから手を出して
いいかわからない”ステージ
"危機感は感じているものの、
なにをすべきかわからない”

令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業）調査報告書（公開版）.pptx
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打ち手

1

"交流型"工場見学

価値ステージ

5～6

事業プロセス

事業化（試作）、
宣伝・マーケ

受入側にとってのうれしさ
思わぬ商談に繋がる！

自社の強みが知れる！

見学側にとってのうれしさ
相手の強みを
手に取るように知れる！
企業の新たな取組みや、
気づきを得られる！

概要と目的

• 素形材企業が、別の素形材企業のHD／取引関係のあるいくつかの企業の工場に
て"交流"し、見学者と工場勤務者の双方向でコミュニケーションする
• 工場見学による技術紹介
• 見学者による発表

• 個社ではなく、複数の企業を跨ぐ大きなシナジーを見据えた交流が目的

• 製造業HDであれば、シナジーが起きれば波及的に全社に拡大
• 取引関係のあるいくつかの企業の見学の場合、複数企業での共同開発・共同PR等の可能性
が検討可能

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 単なる工場見学で終わらせるのではなく、
その後のシナジーについても議論
• また、単なる議論で終わらず、見学・案内
企業ともにスピーディな決定が下せる状
態（経営トップの参加）
• 見学者・案内者とも、意思決定権を持ち、
技術と経営の両面に精通した人材の同
席も鍵

運営の
ために
必要な

コスト

• 1日で回るために、見学工場が近接して
いる必要

協力
者

• 特に必要としない（中小企業同士で完結）

こんな

• HD単位・企業群単位での大きなコネク
ションを求める企業／経営者

企業に

• その後の繋がりの観点からも、見学側・
受入側が地理的に近接しているとベター
• 参加人数：見学側2,3人、受入側各社1,2
人×1回
• 時間：1～1.5時間×1社
• 必要金額：0円

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.
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2019年度

実績

• 由紀HDで実施し、1日の案内により、3件
の商談に発展
• 更にそのうち1件は受注

打ち手

2

イノベーション創出
工場ツアー

価値ステージ

5～6

事業プロセス

事業化（試作）
～宣伝・マーケ

受入側にとってのうれしさ
新たな事業構想
が生まれる
自分の仕事の価値を
再認識できる

見学側にとってのうれしさ
事業連携相手
が見つかる
企業の取組みを生で
見て、発想が膨らむ

概要と目的

• 5-30人の異業種需要家を中心に、ツアー形式で中小企業の工場を案内し、協業や
アイデアの獲得につなげる
• 各工程では工程の担当者による解説を設け、技術的強みや製品が生まれた背景、経営理念
などを紹介
• デザイナー、ベンチャー企業、異業種需要家から自由に質問

• 異業種や技術に馴染みのない人々による新たな視点でのイノベーション発想が
狙い
• 現場と直接対話することで、事業連携や共同開発等、新たなビジネスに繋げる
• 各工場を比較しながら実際に工程を見学することでインスピレーションを獲得

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 工程の説明に時間をかけすぎず、ビジネ
ス議論にも時間を確保。見学／工場側の
双方向の対話の時間を設定
• 以下2種のツアーをセッティング
①訪問先が明確な人（5～10人程度）に対
する議論密度の濃いツアー：
各企業とつながりの強いガイドが訪問
企業を選定・推薦
②多様な発想を獲得するため、量に
フォーカスしたツアー：
6～8工場を短時間で周り、インスピレー
ションを獲得）

運営の
ために

• 需要家に早期にツアーへの参加を要請。
特に、他の需要家にも顔が利くキーパー
ソンを呼び込み、芋づる式の集客を狙う
• 既存オープンファクトリーを最大限活用

必要な

• 参加人数：需要家5-30人、中小企業5,6人

コスト

• 時間：工場見学・議論各1時間
• 需要家：無料、中小企業：オープンファクト
リー参加料

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
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協力
者

• 見学する需要家（デザイナー、ベンチャー、
大企業）
• オープンファクトリー運営者
（ex.スミファ実行委員会）
• 地場中小工場に精通したツアーガイド

こんな

• 普段からオープンファクトリーなどに参加
している企業

企業に
2019年度

実績

• 製造工程を見せないと強みが分かりにく
い企業

• 2日間のスミファで計12名を引率し、参加
したデザイナーや需要家からは好評
• ”実際に工程・製品を見てみて、このウレ
タンはもっと売れるのではないかと思っ
た”（デザイン会社社長）
• オープンファクトリーへの参加をきっかけ
に本業（編物）のWS参加者が増加する
企業も

打ち手

3

素形材企業×デザイナー
"キャンプ"

価値ステージ

3～4

事業プロセス

更なる展開

中小企業にとってのうれしさ
価値起点での事業構想

デザイン思考による新製品の
アイデアが生まれる

派遣

ユーザーが感じる
価値を知れる

デザイナー

デザイナーにとってのうれしさ
全5回

より技術を理解して
デザインできる
新たなプロダクト開発の支援

自分のやりたいことを
実現するツールが増える

概要と目的

• デザイナーを素形材企業に5回程度派遣し、WSを行う

• 価値起点での自社製品の価値とシーンのブレスト（第1～3回）
• ブレストした価値とシーンの表現のブラッシュアップ（第3～4回）
• 押し出したい価値の選定とアウトプット作成・発表、Next Step検討（第5回）

• 素形材企業が価値起点の考え方を体得し、新たな製品やその訴求方法を生み出
せるようになることが目的

• ユーザーにとっての嬉しさを起点に、デザイナーと素形材企業が共に製品・技術を考える
• アウトプットの質自体を向上させるよりも、アウトプットを作成するプロセスで価値起点で考えら
れるようになることに主眼

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 【宿題】毎回、中小企業の自走を促すため、次回
WSまでにWSの延長の宿題を設定
• 【心構え】価値起点の考え方体得が狙いであり、
成果物の質にはフォーカスしない
• 【ブレスト】他人任せにならないよう、各人に付箋
を配り、10分程度個人ワークの後、全体に口頭
発表／発案を促すべく、人数は5-10名程度とし、
どんな意見も批判しない雰囲気づくり
• 【まとめ上げ】抽象化に苦戦する傾向があるため、
消費者起点の価値を3,4つ括る機会を序盤（第2・
3回）から設定
• 【発表資料】展示会ポスターや営業ツールを作成
し、押し出したい価値とシーンを選定

運営の
ために
必要な

• デザイナーに報酬面含め早期に相談
• ファシリテーターは1名が進行、1名が書記
• 参加人数：（デザイナー2名+ファシリテーター2名+
素形材企業2～10名）×1回

コスト •

時間：3時間/回×5回

• 必要金額：デザイナー報酬100万円/人
This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
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協力
者

• デザイン会社
• ファシリテーター（コンサルタント、中小企業
診断士、経営指導員など）

こんな

• 製品を既に販売しているものの、その価値を
自社でも理解し切れていない企業

企業に

• ブレストやそのまとめなど、デザイン思考的
観点を学びたい企業

2019年度 • 2社で実施し、価値起点でブレストできるよう

実績

になった
• 一方、ブレストした価値のまとめ上げ（抽象
化）に時間があまりかけられず、消費者起点
の価値を括り上げて伝えることには苦戦
• 成果物としてはブレスト結果を1枚の図にまと
め、発表までできた

打ち手

4

準玄人交換留学

価値ステージ

3～4

事業プロセス

事業構想

中小企業にとってのうれしさ
自社製品がなぜ使われて
いるのかわかる
使われ方を踏まえて
新たな製品を考えられる

大企業にとってのうれしさ
技術でどんなことが
できるかよくわかる
中小企業への効果的な
発注法がわかる

概要と目的

• 取引先大企業のR&D/経営企画と中小企業のR&D/局長が職場を交換
• 留学期間は2～3ヶ月程度
• 完全にお互いの職業を交換し、全く別の就業体験を実施

• 素形材企業と取引先大企業が相互の仕事を理解し、より付加価値の高
い取引を生み出すことが目的
• 素形材企業にとっては、自分の目で製品の使われ方を見ることで、次の製品を
考える良い機会
• 一方、大企業にとっては、中小企業の製造工程をリアリティを持って理解するこ
とで、中小企業の潜在力を引き出すための発注法を考える良い機会

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• お互いが多様な生産ラインに入り
込み、製品がどのように生まれ、
使われるのかを見る必要
• 特に、中小企業側はビジネスサイ
ドの議論にも積極的に参加
• 両企業の受入体制に鑑み、留学
期間は柔軟に変更
• 留学する社員以外も含めた懇親
会・飲み会等を開催し、受入の心
理的障壁を緩和
• 参加人数：各社1,2人
• 所用時間：2,3ヶ月
• 必要金額：特に発生しない
（出向扱いとし、給与は本所属企
業から支払い）
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協力
者

• 発注先の中小企業の潜在力を
引き出し、ひいては自社の競争力
を高めたい大企業

こんな

• 現状、大企業からの発注をこなす
ことで手一杯になっている企業
• 製品の使われ方を確認し、ビジネ
スの議論に参加することで、新た
な製品への着想を得たい企業

企業に

2019年度

実績

• N/A

打ち手

5

"業界オタク"展示会

価値ステージ

4

事業プロセス

資金調達
～事業化（試作）

中小企業にとってのうれしさ
自分たちの技術・製品
が日の目を見る
素人顧客に全く
新たな取引ができる

参加者にとってのうれしさ
マニアックな情報
を知れる
熱量高いコミュニティで
取引ができる

概要と目的

• 各業界をテーマに、実際に使用される新技術／新製品から玩具まで、
各々の技術・試作品の展示会やアイテムの即売会、商談会を行う
• 防衛や鉄道など、業界別に実際の使用者、最終製品メーカーから下請けの
町工場、素人ファンまで参加

• 多様な来場者と触れ合う中で、自社価値の再認識や、試作品へのFBを
頂くことが目的
• 普段接しないエンドユーザーや、業界のオタクから褒められることで、自分の仕
事に誇りが持てるようになる
• 取引先のみならず、エンドユーザーや業界オタクから新しい視点でFBがもらえる

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の

• 多様な属性（コアファン～ライト
ファン、老若男女）の来場者を集
め、様々な角度からFBが生まれる
環境を作り出す必要
• 特に、"業界オタク"に対しては、適
切なチャネル（SNS・掲示板等）で
宣伝し、集客
• 展示レイアウトを業界別配置

協力
者

• 展示会運営者

こんな

企業に

• 試作品へのFBをエンドユーザーも
含めていただき、改善に活かした
い企業

2019年度

• N/A

• 既存の展示会を最大限活用

ために
必要な

コスト

• 参加人数：各社2,3人
• 所用時間：展示会開場時間に準
ずる
• 必要金額：展示会出展料
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実績

打ち手

6

"地域密着"交流会

価値ステージ

3～4

事業プロセス

資金調達
～宣伝・マーケ

中小企業にとってのうれしさ
地域で自分達の
仕事に誇りを持てる

工場体験
座談会

地場の顧客・仲間ができる
クリエイターとの
協業に発展する

商談プレゼン

協力相手にとってのうれしさ
思いもよらない
技術・製品に出会える
地域の人々や工場と
密接にやりとりできる

概要と目的

• 地場の需要家（地場中堅企業、ベンチャー企業、デザイナーなど）を引き
連れ、地域に根付く中小企業の工場を回る
• 地域の関係強化とビジネスへの発展が目的

• 地域の人々に、町工場の技術を体験してもらい、中小企業の地域の輪を拡大
• 様々な工場で作成された製品、最新技術、工場見学から座談会を価値ベース
で行い、地域での産業の盛り上がりや商談に繋げる
• ツアー終了後は親睦をさらに深めるため、懇親会を開催

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 地域の一般住民・需要家との交流を育む
ため、手作りでモノがつくれるWSを開催
• 懇親会（飲み会）では、地域産業を盛り上
げるため、積極的に各々の知り合いを紹
介し合う
• 特に需要家に対しては、ビジネスへの発
展を狙い、工程説明に留まらず、企業理
念やニーズ等、ビジネス要素を含む議論
も組み込む

運営の
ために

• 需要家に早期にツアーへの参加を要請。
特に、他の需要家にも顔が利くキーパー
ソンを呼び込み、芋づる式の集客を狙う
• 既存オープンファクトリーを最大限活用

必要な

• 参加人数：4～8人×1回

コスト

• 時間：3～4時間×1回
• 需要家：無料、中小企業：オープンファクト
リー参加料、別途懇親会費
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協力
者

• オープンファクトリー主催者
（ex.スミファ実行委員会）
• 地場中小工場に精通したツアーガイド
• クリエイター
• 需要家（地場中堅企業、デザイナー、写
真家など）

こんな

• オープンファクトリーに参加している／
今後参加を検討する企業

企業に

• 地場企業と仲良くし、地元でのプレゼンス
を高めたい企業
• 地場企業とビジネスに繋げたい企業

2019年度

実績

• 2日間のスミファで計12名を引率し、参加
したデザイナーや需要家からは好評
• 終了後の懇親会には約150名が参加し、
地域の関係を強化

打ち手
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"サンプル持ち寄り"WS

価値ステージ

5

事業プロセス

更なる展開

中小企業にとってのうれしさ
サンプル・製品へのFBを
デザインのプロから貰える

クリエイターや他企業
との協業に発展する

参加者にとってのうれしさ
ものづくりの知見
が得られる
自分のやりたいことを実現
するツールが増える

概要と目的

• 素形材企業が既存製品・サンプルを持ち寄り、ものづくりに関心のある
デザイナーとWSを開催
• 大人数で実際に製品のサンプルを用いながら話し合い、活用アイデアを
ブレスト
• 有力な活用イメージをイラストで起こし、参加者に共有プレゼン

• 製品・サンプルのさらなる進化や今後の協業への発展が目的

• デザイナーの視点から製品・サンプルのデザイン性やキャッチコピーにFB
• 展示会出展企業同士／デザイナーとの事業連携、共同開発に発展する場合も

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 【ブレスト前】サンプル・製品が生まれた
背景やコンセプト、顧客からの声などを素
形材企業から全体に紹介
• 【ブレスト】他人任せにならないよう、各人
に付箋を配り、10分程度個人ワークの後、
全体に口頭発表／発案を促すべく、人数
は5-10名程度とし、どんな意見も批判しな
い雰囲気づくり

運営の
ために

• 地理的にも近い企業同士であれば、その
後の協業にもつながりやすい

必要な

• 参加人数：各社2,3人×1～3回

コスト

• 時間：1～3時間×1～3回
• 必要金額：0円
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協力
者

• デザイナー

こんな

• コンセプトが固まっている状態で、製品・
サンプルのデザインやPRフレーズを改良
し、よりユーザーに刺さる製品に仕立てた
い企業

企業に
2019年度

実績

• 2社で実施し、既存製品の更なる活用
シーンの広がり・新製品の開発案が各社
計50～100案創出
（#3「素形材企業×デザイナー"キャンプ"」
の一部）

打ち手
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工場長向け
"プレゼン練習会"

価値ステージ

2～3

事業プロセス

事業構想

中小企業にとってのうれしさ
成果の出る提案
ができるようになる

取引相手の求める
ことが分かる

協力相手にとってのうれしさ
自分の知識や経験を
人のために活かせる

概要と目的

• 技術起点で対話している中小企業と大企業OBをマッチングし、プレゼン
の練習を実施
• 大企業サイドが何を求めているかを明らかにしながら、プレゼンのアドバイス
• フライヤーなど、わかりやすく伝えるコツについてもアドバイス

• 価値ベースでの提案を行うと、成果が出やすいことを理解してもらうこと
が目的
• 大企業OBを招くことで、手触り感のあるアドバイスが可能となり、中小企業の
マインド変化のきっかけに

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• 資料の見栄え・クオリティに捉わ
れすぎず、大企業側のニーズを
把握すること／大企業に刺さるた
めのプレゼンの要件を把握するこ
とを主目的にプレゼンを磨き上げ

協力
者

• 技術・ビジネスサイドいずれにも
精通した大企業OB
（主要顧客のOBであればベター）

• 可能であれば、地域の2,3社の中
小企業に声をかけ、一度に集め
て実施できれば効率的

こんな

企業に

• 技術起点で営業・プレゼンを行っ
ている企業
• 需要家が求めていることを詳しく
知りたい企業

• 参加人数：中小企業各社1,2名、
大企業OB1名×1回
• 所用時間：2～3時間×1回
• 必要金額：大企業OBへの報酬

2019年度

• N/A
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実績

打ち手
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オフライン"提案会"

価値ステージ

2～3

事業プロセス

事業構想～試作

中小企業にとってのうれしさ
実在の大手企業のニーズを
元に提案を仕掛けられる
有望素形材企業
ともつながれる

大企業にとってのうれしさ
これまで知らなかった
尖った技術に気付ける
自社も価値起点で考え、競争
力を高めるきっかけとなる

概要と目的

• 大企業の価値起点のニーズを動画配信し、中小企業から立候補を募
集・絞り込みの後、オフライン提案会実施

• 大企業が動画で公表した価値起点のニーズに対し、中小企業が立候補
• 立候補の後、大企業・P/Ferが相談の上、提案会参加企業を選定
• 当日、ピッチイベント形式で各素形材企業から提案。当日、他素形材企業との
共同提案の可能性も

• 大企業からの実在需要をもとに事業構想を行い、実際に価値ベースで
の提案を行うことが目的

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 技術仕様ではなく、価値ベースでのニー
ズを大企業が公開できるよう、第三者（コ
ンサルタント、経営指導員、等）が表現を
ブラッシュアップ
• 中小企業の立候補インセンティブを担保
するため、動画でニーズを公開する際は、
大企業の名前を実名で公表
• 中小企業は、そのニーズに基づき、自社
が提供できる嬉しさとともに立候補・プレ
ゼン準備。プレゼン準備も必要に応じて
第三者がブラッシュアップ

運営の
ために
必要な

コスト

協力
者

• 大企業・中小企業を共に抱えるP/Fer
• ニーズの表現・プレゼン準備を支援でき
るアドバイザー（経営指導員、コンサルタ
ントなど）
• 製造業の大企業（自動車、航空宇宙、産
業機械など）

こんな

• 暗中模索ではなく、実在のニーズを元に
事業構想・R&Dを行い、プレゼン・提案し
たい企業

企業に

• 競合への漏洩リスクに鑑み、大企業ニー
ズは中小企業に対しクローズドに公開
• 既存P/F（ex.J-Good Tech）を最大限活用
• 参加人数：中小企業各社1,2名、大企業35名×1回（提案会当日）
• 所用時間：2～3時間×1回
• 必要金額：特になし
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2019年度

実績

• 中小機構との複数回の議論を経て、実施
要項が明確化
• 自動車のTier 1サプライヤにトライアル協
力を打診中

打ち手
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"他社紹介"プレゼン

価値ステージ

1

事業プロセス

事業構想

ステージ低企業にとってのうれしさ
自社製品の価値が分かる
自社の強みが分かる

ステージ高企業にとってのうれしさ
他企業との交流でビジ
ネスチャンスが生まれる
新たな価値に気付ける

概要と目的

• 展示会で共同ブースを出展し、お互いに違う企業に関してプレゼンテー
ションを行う
• ステージの高い企業と低い企業を組み合わせ、１グループとして自社の価値を
プレゼン

• ステージ低企業が価値起点の技術・製品の語り方を体得するのが目的
• ステージ高企業がどのようなフレーズで製品の良さを訴求しているかを隣で学
べる
• 学んだ表現を早速プレゼンで実践することができる

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• スムーズにプレゼンに入れるよう、
展示会出展前に企業同士の相互
理解を簡単に行っておく
• 事前WS・交流会の開催も一案

協力
者

• 展示会運営者（ex.新価値創造展
を主催する中小機構）

• 既存展示会を活用
• 展示会運営者より、他社と合同で
ブースを出展する許可を早期に
獲得する必要

こんな

企業に

• 展示会に出るも、顧客開拓に結び
つかない企業
• 展示会で異業種連携先を見つけ
たい企業

• 参加人数：各社2,3人
• 所用時間：展示会開場時間に準
ずる
• 必要金額：展示会出展料

2019年度

• N/A
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実績
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"かちづくり"支援ファンド

価値ステージ

3

事業プロセス

資金調達

中小企業にとってのうれしさ
資金繰りに困らず
事業ができる

事業継承の機会になる

投資家にとってのうれしさ
既にプロトタイプ・製品が
あり、成長確度が高い
企業に投資できる
技術が分からなくても
投資できる

概要と目的

• 優れた技術、製品・プロトタイプを持つ素形材企業に対し、クラファンや
投資家とのマッチングを起こすことで、事業化・事業拡大を支援
• 大量生産・事業化に必要な資金を投資してもらう

• 金銭的なサポートにより、優れた技術、製品・プロトタイプを大量生産・事
業化に結び付けるのが目的

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• 技術がわからない投資家にもわ
かるよう、価値起点で技術・製品
を説明
• 第三者（コンサルタント、経営指導
員、等）が表現をブラッシュアップ

協力
者

• クラファン・マッチングP/Fer
• アドバイザー（経営指導員、中小
企業診断士など）

• 中小企業の金額感に即した料金
にする必要（P/F利用料無料、マッ
チング成功報酬30万円以下が理
想的）

こんな

• 製品、技術は優れているものの、
資金面で詰まっている企業
• 事業継承を考えている企業

• 参加人数：1社最低1人
• 所用時間：Web原稿作成
約5～10時間程度
• 必要金額：P/F利用料、P/Ferの仲
介手数料、投資家への成功報酬
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企業に
2019年度

実績

• Batonzとの複数回の議論を経て、
実施要項が明確化
• 素形材企業2社が原稿提出も、
マッチング成功報酬（50万円）を
気にかけ利用に至っていない

打ち手
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"パートナー探し"交流会

価値ステージ

3～4

事業プロセス

事業構想～R&D

中小企業にとってのうれしさ
多数企業に数日間、集
中的にアプローチできる
自社だけでは開発できない
技術・製品に巡り合える

協力者にとってのうれしさ
個社のオフィス・工場を回ることなく
一度に多数企業を支援できる
中小企業の新たな価値
創出を支援できる

概要と目的

• 展示会に出展し、事業連携のパートナーを探索、商談
• 他社のブースを積極的に訪問し、価値ベースでの自社ができることの提案・訪
問先ができることのヒアリングにより、事業連携の可能性を模索
• 展示会運営者や中小企業支援者が訪問すべき企業をリコメンド／ブース訪問を
促進
• 自社のみでは開発できない新たな製品・技術を他社の力を借りて生み出すことが
目的
• 数十～数百ある展示会出展企業や来場者の中には、尖った技術・製品を持つ
企業も
• 斯様な企業との将来的な事業連携に向け、コネクション構築／具体的に商談

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 「どのような技術・製品を持つ企業とマッ
チングしたいか」に鑑みた訪問企業の事
前仮説の構築が肝。検索性の高いWebを
構築する必要
• 訪問企業をアドバイスするコンシェルジュ
を設置。各コンシェルジュが分野ごとのエ
キスパートに
• 訪問企業への価値ベースの提案に限ら
ず、ニーズを引き出すために質問を繰り
返すことも重要

協力
者

• 展示会運営者
• 経営指導員やINPITなど、政府系中小企
業支援者

こんな

• 長い目で、寄り添った支援を求めている
企業

企業に

• 目的のない訪問促進も一案（ex.訪問した
企業数に応じた粗品贈呈）

運営の
ために
必要な

コスト

• 展示会運営者に限らず、各地域の経営
指導員等、公的リソースも最大限に活用
• 参加人数：中小企業各社最低2人、マッチ
ング促進者20-50名、コンシェルジュ5,6名
時間：1～3日間
• 必要金額：展示会出展料に準ずる
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2019年度

実績

• 価値起点の重要性は少し理解しているが、
事業構想が練られていない企業

• 川崎ビジックス・大阪もの補助展・新価値
創造展でアナログマッチングにトライした
が、上手くマッチングできず
• アンケート結果も踏まえ、異業種連携に
向けた要件整理までが完了

打ち手
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価値コーディネーター
派遣

価値ステージ

1～2

事業プロセス

事業構想～R&D

中小企業にとってのうれしさ
何に詰まっているの
かクリアになる
今後とる打ち手が分かる

コーディネーター
にとってのうれしさ
現業でのツールに加え、
更なる武器が手に入る
自分のこれまでの
経験が活きる

概要と目的

• 経営指導員や中小企業診断士などのコーディネータと地域の素形材企
業をマッチングし、質問票を活用
• 各素形材企業が自社の現在地を知り、それに合わせて適切なアクション
を取れるようにするのが目的
• 2018年度の「質問票」「フローチャート」を活用し、素形材企業の現在地と現状課
題を把握
• 2019年度の多様な打ち手からいくつかをリコメンド

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 質問票・フローチャートだけでなく、他企
業との比較も取り入れながら現状を把握
• アドバイスの質を上げるため、担当中小
企業のこれまでに詳しい支援者を活用

協力
者

• 中小企業支援者（経営指導員、
中小企業診断士など）

こんな

企業に

• 課題意識はあるが、何に詰まっているの
か、何から始めてよいのかわからず悶々
としている企業

2019年度

• N/A

• 各素形材企業のリソースに合わせた打ち
手を提案

運営の
ために

必要な

コスト

• 地理的障壁を低くするため、各地域の支
援者を活用
（地域的に近いことは、今後の支援を考
える上でもプラス）
• 参加人数：素形材企業1～2人・コーディ
ネータ1人
• 所用時間：1社1時間
• 必要金額：コーディネータ人件費
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実績

打ち手
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"見た目だけ"展示会

価値ステージ

6

事業プロセス

宣伝・マーケ

中小企業にとってのうれしさ
優れた技術が
日の目を見る
ビジネスのきっかけになる

展示会運営者にとってのうれしさ
より多くの顧客の
集客に繋がる
中小企業の優れた技術に
気付いてもらえる

概要と目的

• 展示会の場で、素人顧客、一般来場者をターゲットに、見栄えの良い
サンプルや製品を展示
• 見た目や価値にフォーカスし、機能や製造工程をストーリーとして紹介
• 出展企業を、見た目やストーリー軸でカテゴリ分け

• より多くの顧客に優れた技術を伝えることが目的

• 美術館・博物館に近い展示の仕方により、一般人・素人顧客を集客
• 必要に応じ、口頭で来場者に製品・技術を説明することができる

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• 素人顧客・一般人の目を引く
技術・製品を絞り込み
• 価値起点で説明できるよう、スクリ
プトを出展前に準備

協力
者

• 展示会運営者

• 既存展示会の枠組みを活用
• 展示会運営者が展示レイアウトな
ど、展示会要項を早期に検討し、
出展者に伝える必要

こんな

企業に

• 展示会に出るも、顧客開拓に結び
つかない企業
• 展示会でより多くの一般人、顧客
からの認知を獲得したい企業

• 参加人数：各社1,2人
• 所用時間：展示会開場時間に準
ずる
• 必要金額：展示会出展料

2019年度

• N/A

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.
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実績
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価値.com

価値ステージ

3

事業プロセス

事業化（試作）

中小企業にとってのうれしさ
様々な顧客と
ビジネスができる
営業なしで仕事が取れる

需要家にとってのうれしさ
技術が分からなくても
ものづくりができる
最適な企業を見つけられる

概要と目的

• 価値ベースで素形材企業の紹介／情報発信を行えるマッチングP/Fを
開設する

• 素人向け／準玄人向けなど、ターゲット別に向けたカテゴリの検索などが可能
• 価値で企業をソートできるため、誰でも中小企業の技術が理解でき、活用できる

• 営業コストを抑えながら、需要家とのビジネスにつなげることが目的
• WebのP/Fに掲載した後、実際に営業を仕掛けに行く必要がない
• 価値ベースで書き下してあるため、需要家とのビジネスに発展しやすい

実行の上でのポイント

ために

• 製品の価値を表す用語をタグ化し、
検索時にヒットしやすいように
• マッチング成果に応じ、表現・
原稿を定期的にアップデート

協力
者

• システムエンジニア
• または、既に中小企業データベー
スを持つプレイヤー（ex.中小機構
のJ-Good Tech）

運営の

• 開発コスト・期間を削減・短縮すべ
く、既存P/Fを最大限に活用

こんな

• 自社Webを改修／新設しようと考
えている企業
• 従来の営業でマンパワーが足り
ない企業

成果の

ために

必要な

コスト

• 参加人数：中小企業担当者、エン
ジニア、各最低1名
• 所用時間：N/A
• 必要金額：P/F利用料、マッチング
時の成功報酬

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.
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企業に
2019年度

実績

• 中小機構との複数回の議論によ
り、将来的にはWebでマッチング
完結を目指すものの、差し当たり
#9「オフライン提案会」を開催する
ことに注力との結論

打ち手
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"じぶんごとで考える"WS

価値ステージ

2～3

事業プロセス

R&D～試作

中小企業にとってのうれしさ
お互いに刺激が
与えられる

事業展開のヒントが
見つかる

中小企業同士の
コネクションができる

概要と目的

• 価値起点への転換に成功した中小企業同士で他社製品・技術を用いた
新技術・新製品展開を検討
• 10分ほど自社紹介のプレゼンを聞き、他社のサンプルをもとに事業を考える
• のちに考えた結果を発表し、お互いにFBする

• 新技術・新製品展開への発想の獲得、中小企業同士のコネクション
構築が狙い

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• 筋の良いアイデアが浮かびやすく
なるよう、既存製品が生まれた経
緯や現状の課題などをクリアにし
た上でWSに臨む

協力
者

• 特に必要としない（中小企業同士
で完結）

• 地理的にも近い企業同士であれ
ば声かけしやすく、集めやすい
（その後のつながりの観点でもベ
ター）

こんな

企業に

• 従前付き合いのなかった優良中
小企業との接点を持ちたい企業
• 新たな発想を他中小企業の視点
から獲得したい企業

• 参加人数：各社2,3人
• 所用時間：2時間程度×1回
• 必要金額：0円

2019年度

• N/A

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.
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実績
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あこがれにチャレンジWS

価値ステージ

4

事業プロセス

更なる展開

ステージ低企業にとってのうれしさ
自分たちの目指す
姿が分かる
事業展開のヒントが分かる

ステージ高企業にとってのうれしさ
新たなビジネスチャンス
が生まれる
技術に関する
深い相談ができる

概要と目的

• 価値起点への転換に成功した企業とまだ価値起点に転換していない企
業がマッチング。WSを開催し、他社の価値の拡大方法を検討
• 主目的は、価値起点に転換できていない中小企業の支援や中小企業同
士のWSによる刺激の与え合い
• ステージが高い企業が低い企業に、中小企業の目線から事業展開のアイデア
を与える
• また、ステージが高い企業は技術レベルの対話を通じ、更に技術を深められる
チャンスを獲得

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• 筋の良いアイデアが浮かびやすく
なるよう、既存製品が生まれた経
緯や現状の課題などをクリアにし
た上でWSに臨む（特に、価値起点
に転換できていない企業）

協力
者

• 特に必要としない（中小企業同士
で完結）

• 地理的にも近い企業同士であれ
ば声かけしやすく、集めやすい
（その後のつながりの観点でもベ
ター）

こんな

企業に

• 優良中小企業との接点を持ちた
い企業
• 同じ中小企業という括りでの成功
事例を確認したい企業

• 参加人数：各社2,3人
• 所用時間：2時間程度×1回
• 必要金額：0円

2019年度

• N/A

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.
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”イメージをカタチに”
サミット

価値ステージ

5～6

事業プロセス

更なる展開

中小企業にとってのうれしさ
新たな顧客と取引ができる
ベンチャーとの
コネクションができる

ベンチャーにとってのうれしさ
イメージをカタチにできる

すぐに試作、検証できる

概要と目的

• ものづくりの技術を持つ、価値起点に転換している中小工場と、ビジネス
を実現する上でモノを作りたいベンチャー企業をマッチング
• WebのP/Fを活用し、多数のベンチャー企業にものづくり企業の技術が触れるよ
うにする
• ベンチャー企業がイメージしているものを実際に試作／カタチに落とし込む

• 主目的は、ベンチャーのコネクションを活用した新たな顧客の開拓

• 試作、プロトタイプ、市場での検証を定期的に行い、ものづくりを実現しつつ新た
な顧客を開拓

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• 多数のベンチャーの目に触れるよ
う、WebのP/Fを活用
• 技術がわからないベンチャーにも
わかるよう、価値起点で技術・製
品を説明。場合によっては第三者
が表現をブラッシュアップ

協力
者

• ベンチャー企業をユーザーとして
多く持つP/Fer（ex. Batonz）
• アドバイザー（経営指導員、中小
企業診断士など）

• 中小企業の金額感に即した料金
にする必要。P/F利用料無料、マッ
チング成功報酬30万円以下が理
想的

こんな

• ベンチャーとのコネクションが欲し
い企業
• ベンチャーを活用し、新たな顧客
にアプローチしたい企業

• 参加人数：各社1,2人
• 時間：Web原稿作成約10時間程度
• 必要金額：P/F利用料、P/Ferへの
マッチング成功報酬

2019年度

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.
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企業に

実績

• Batonzとの複数回の議論を経て、
実施要項が明確化
• 素形材企業2社が原稿提出も、
マッチング成功報酬（50万円）を
気にかけ利用に至っていない

打ち手
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価値磨き上げ
マッチング

価値ステージ

3～4

事業プロセス

事業構想～R&D

中小企業にとってのうれしさ
仮説構築～提案まで一貫した支援
仮説構築

価値の磨き上げ

実際の大企業に仮説を
ぶつけ、検証・再検討できる

提案

仮説構築から
支援してもらえる

協力事業者にとってのうれしさ
大企業・中小企業ともに
NWを拡大できる
成果創出した分だけ、
売上を増加させられる

概要と目的

• 尖った技術・製品を持つ中小企業が用途仮説を構築し、大企業の研究開発・企画と
コネクションを持つ民間事業者が技術の価値起点で提案。新たな製品・事業構想を
生み出す
• 優れた技術・製品を持っていても、大企業の研究開発や企画とのコネクションを持たない企業を
ターゲットに、別の事業者が提案（従前、銀行や商社などのチャネルは利用できたが、前者は経
理や総務などの間接部門、後者は調達・購買などの部門へのアプローチに限られ、研究開発・
企画へのアプローチは難しい）
• 必要な企業には、事業仮説構築段階で大企業エキスパートにインタビュー実施可能なプランも
提供。エキスパートの知見の引き出しにより筋の良い仮説を構築

• 実際の大企業を相手にした技術・製品の用途仮説検証とその先の商談の設定が
目的

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 中小企業に入り込めるよう、既に信頼関
係のある地銀・信金などの地域金融機関
経由での中小企業募集が極めて有効
• 中小企業はトップダウンが強いため、
経営層に対する直接の提案を行う必要
• サービスの利用料金に見合った成果が
得られることをきちんと伝える必要（成功
事例を伝える）

運営の
ために

必要な

コスト

• 事業者のリソースの観点からも、地域の
金融機関を活用し、サービスを周知

協力
者

• 大企業とコネクションのあるP/Fer（リン
カーズ、等）
• エキスパートインタビュー事業者（ビザス
ク、等）
• 地域の金融機関

こんな

• 自社製品・技術をもとに新たな事業を構
想する企業

企業に

• 大企業とのつながりが薄い中小企業

• 中小企業の金額感に即した料金に近づ
けていく必要。P/F利用料無料、マッチング
成功報酬30万円以下が理想
• 参加人数：中小企業担当者、民間サービ
ス事業者担当者、各1名
• 時間：1か月～3ヶ月
• 必要金額：サービス利用料、マッチング成
功報酬（合計50～140万円）

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.
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2019年度

実績

• 3/23現在、リンカーズ社が地銀・信金、自
社ネットワークを活用し、9社を支援。うち4
社は面談まで確定
• 更にうち1社はサンプル作成まで到達

打ち手
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"かち"づくり展

価値ステージ

3

事業プロセス

宣伝・マーケ

中小企業にとってのうれしさ
強みや凄さを理解し、
ビジネスチャンスになる
自社の価値をアピールできる

来場者にとってのうれしさ
アートの視点で
もの作りが分かる
日本の技術を知れる

概要と目的

• 実際の製品やサンプルを芸術品として展示し、アートとして／ストーリー
としての価値に着目した展覧会を実施。製品・グッズも販売
• 博物館や美術館、21_21 design sightなど、芸術品を扱う施設に展示
• 芸大・美大などの卒業制作発表会を間借り

• より多くのエンドユーザーに優れた技術を伝える方法を学ぶことが目的
• アートとしての魅力を訴求することで、一般人・素人顧客を集客
• 製品が生まれた背景等を口頭で来場者に説明することもできる

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• 来場者の目を引く製品を絞り込み
• 価値起点で説明できるよう、出展
前にスクリプトを準備
• 可能であれば新たにアート向けの
プロトタイプ製造／グッズ販売
• 既存の博物館・美術館の雰囲気
に合うよう、素形材企業を選出

• 参加人数：各社1,2人
• 所用時間：開場時間に準ずる
• 必要金額：出展料

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.
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協力
者

• 博物館・美術館など、芸術品を展
示する施設
• 21_21 design sightなど
• 美大・芸大

こんな

企業に

• 一般の展示会に加え、別チャネル
でも自社製品を訴求したい企業
• エンドユーザーに近い製品を製造
する企業

2019年度

• N/A

実績

打ち手
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価値ステージ

5

事業プロセス

事業化（試作）
～宣伝・マーケ

中小企業にとってのうれしさ
普段交流のない、OEM
や一般の人と交流できる
業界での知名度を
上げられる

業界にとってのうれしさ
業界の根幹である中小
企業のことを知れる
パーツレベルでの
高付加価値化を狙える

概要と目的

• 業界ベースでマッチングや交流を生み出すためのSNS／P/Fを作成
• 自動車や航空など、ジャンルを限定することで、濃い盛り上がりを創出

• 当該業界における素形材企業のプレゼンス向上が目的

• 素形材企業だけでなく、Tier1/2やOEM、一般人とも交流できるようにし、より多く
の人に素形材企業が知られる
• モーターショーなど、リアルの場とも繋がりを持つことで、業界内での存在感を
高める

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために

必要な

コスト

• SNSやWeb掲示板を活用し、だれ
でも自由に意見発信できるような
環境を整備
• マッチング成果に応じ、表現・
原稿をアップデート

協力
者

• システムエンジニア
• または、既に大・中小企業データ
ベースを持つ法人（ex.中小機構）
• モーターショーなど主催者

• 既存P/Fやショーを最大限に活用
し、開発コスト・期間を削減・短縮

こんな

企業に

• OEMやTier1/2、一般人の垣根なく、
フラットに交流したい企業
• 交流の場としてデジタルを活用し
たい企業

• 参加人数：N/A
• 所用時間：N/A
• 必要金額：P/F利用料、マッチング
時の成功報酬

2019年度

• N/A

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
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実績
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脱下請け
グローバル展示会

価値ステージ

5

事業プロセス

資金調達

中小企業にとってのうれしさ
親子関係を無視して
ビジネスができる
収益の高い取引ができる

海外顧客にとってのうれしさ
高技術の製品を使える
技術が分からなくても
取引できる

概要と目的

• 技術力の高い素形材企業が、海外顧客向けに事業開発／海外輸出を
行うのを支援
• 海外顧客であれば、これまでの親子関係、下請け関係を気にする必要がない
• 優れた技術を価値転換させながら海外顧客に有用性をアピール
• NDA締結など、必要だが煩雑な間接業務もすべてサポート

• 新たな収益源としての海外顧客開拓が目的

• 定期的に海外のニーズを踏まえて開発することで、安定して高収益取引ができ
るようにする

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 海外顧客に有用性を理解してもらえるよ
う（少なくとも日本語で）、価値を語れるよ
うにする／語れる企業を対象とする
• 海外実績が豊富で、間接業務のボトル
ネックに精通した代理店を活用
• また、海外ネットワークを豊富に持つ機関
（ex. JICA）とも協力

運営の
ために
必要な

コスト

• 多くの中小企業がチャレンジできるように
するため、初期費用を可能な限り抑える
（初期費用を掛けなくても活用できる代理
店に交渉・協力を要請）
• 参加人数：素形材企業海外担当最低2名、
代理店最低1名
• 所用時間：N/A
• 必要金額：代理店との契約次第

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any
information provided in this publication without receiving speciﬁc professional advice. Roland Berger GmbH
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協力
者

• 海外にチャネル・実績を豊富に持つ機関
（JICA、海外代理店）

こんな

• 海外進出を企図しているが、
リソース不足（人数、英語人材）に陥って
いる企業

企業に

• 既存の親子関係などを気にせずに事業
を行いたい企業

2019年度

実績

• サポイン企業訪問により、海外進出した
いもののリソースが足りない企業を確認
• 同じく、サポイン企業訪問により、JICAの
活用が有効と判明

打ち手

"冊子だけ"
マーケティング
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価値ステージ

2～3

事業プロセス

宣伝・マーケ

中小企業にとってのうれしさ
✓
✓

直接営業せずに大企業
に自社のシーズを宣伝できる

営業の現場

用途仮説がなくとも横展開できる

Webサイト

協力事業者にとってのうれしさ
工数をかけず、既存業務の
延長で中小企業を支援できる

✓
✓

概要と目的

• 中小企業の技術シーズを冊子化し、大企業への営業を行う民間サービ
ス事業者に配布を委託
• 配布に留めることで、中小企業側・サービス事業者側も工数をかけずにアプ
ローチ可能
• 自社技術の用途仮説がなくても横展開の可能性を広げることが可能
• 一方で、あくまでプル型のアプローチであることには留意も必要。別途、別の
チャネルでの営業と上手く組み合わせる必要

• 工数をかけずに多くの企業に技術シーズをアピールすることが目的

• 特に、元々大企業とのコネクションが少ない中小企業には、数少ない機会に

実行の上でのポイント

成果の
ために

• 配布した後読んでもらえるよう、読みたく
なる仕掛けを構築する必要
（価値ベースでのアピールポイントを特に
目立たせる／技術シーズ以外にコラムも
載せる、等）
• 他者に気づきを与えてしまう危険性があ
るため、試作開発段階でなく、既に製品
化に至ったものを掲載

運営の
ために
必要な

コスト

• 民間サービス事業者も工数をかけず、既
存営業やセミナーの延長で冊子を配布
• 重さ・分厚さや検索性に鑑み、ゆくゆくは
「Web+DMでの周知」への移行が必要
• 参加人数：中小企業担当者、サービス事
業者各最低1名
• 時間：原稿執筆5-10時間程度
• 必要金額：サービス利用料（1か月5万円
～）
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協力
者

• 大企業を多数訪問する民間サービス事
業者（リンカーズ、等）

こんな

• 大企業とのつながりが薄く、新規営業す
るリソースも足りていない企業

企業に
2019年度

実績

• リンカーズ社が大企業～中小企業まで9
社にヒアリング。技術コンサル・展示会出
展等と比べ、5～10万円/月の価格感は問
題ないとの結果
• 一方、紙媒体ではスケールおよび技術
シーズの検索が困難であるため、Web化
をする方向性に

打ち手
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"一気通貫"WS

価値ステージ

4～6

事業プロセス

事業構想～試作

中小企業にとってのうれしさ
ブレスト

プロトタイピング
自社の技術を価値に置き換え、イン
パクトある新規事業に繋げられる

自ら価値起点で考えることで意識
を変えるトレーニングができる
素形材
企業

デザイナー

協力企業にとってのうれしさ
優良な技術を持った
中小企業と繋がれる

デザイナー

社会活動家

概要と目的

• ある社会課題を設定し、多様な属性のメンバーでアイデアを価値ベースでブレストし、
プロトタイピングまで一気通貫で実施
• 「災害時の避難生活」等、誰しも直面する可能性のある社会課題をセット
• 素形材企業に限らず、クリエイターや社会活動家、コンサルタント等のメンバーで社会課題を解決
するための価値起点のブレストを実施
• 出たアイデアを設計し、素形材企業の持つ技術により具現化

• 素形材企業による価値起点の新規事業のきっかけづくりが目的

• 多様な属性のメンバーが互いの領域を超え、共通の課題について考えることで多数の筋の良い
アイデアを創出
• ブレストに留まらずプロトタイピングまで実施することで受け取り手が製品を想像しやすくなり、マッ
チング成功率が向上

実行の上でのポイント

成果の

• 【テーマ設定】誰しもが価値起点で自然に考えられるよう、汎用
性の高い社会課題（ex.災害時の避難生活）を設定

ために

• 【ブレスト】
• 効果を最大化するため、WSを事前に設計／発言を恐れな
いよう、どんな意見も批判しない雰囲気作り

協力
者

• ファシリテーター
• クリエイター（デザイナー）
• 社会活動家

こんな

• 優れた技術の価値への変換により新規事業を構想したい
企業

• 他人任せにせず、主体的に考えるため、まずは各人に紙を
配布し、個人ベースでアイデアとイラストを書き込んでもらう
• 他者のアイデアから気付きを得るため、4～6人の小グルー
プで発表の後、全体に発表し、再度小グループでブレスト
• アイデアをそのままにせずプロトタイプモデル製作に繋げる
• 【プロトタイピング】出たアイデアのイラストをシーンに落とし込
み、わかりやすく整理してから製図

運営の
ために
必要な

企業に •

既存市場の延長ではなく、新しい市場に広げたい企業

• 時代に合ったニーズを知りたい企業

• 出たアイデアを貼り、一覧できる大きな壁が必要
• クリエイター・社会活動家など専門家に協力を早期に要請
• 参加人数（目安）：素形材企業3社+クリエイター・社会活動家
各2名程度+ファシリテーター1名

コスト •

時間：WSブレスト3h×3,4回+プロトタイプデザイン・製作

• 必要金額：WS設計・ファシリ費20万円+協力企業の参加費80
万円（5万円×4名×4回）+WS会場費+プロトタイプデザイン費
30万円/個+プロトタイプ製作費
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2019年度

実績

• 「災害時の避難生活」をテーマに設定
• 価値起点の計25個のアイデアが創出
• 出たアイデアのうち、「組み立て式ハンマードリル」「タイラッ
プパンチャー」「防寒マット」「たためるスツール」「やぐらハ
ウス」の5つのプロトタイプを現在作成中

打ち手
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"あったらいいな"展示会

ものづくり展

新しい素材で
作りました！

デザインを共同で
いかがでしょう

価値ステージ

4～6

事業プロセス

宣伝・マーケ

中小企業にとってのうれしさ
御社のものに
組合わせて・・・

来場者と協業・
共同開発につながる
FBが貰えることで新たな
用途開発に繋がる

デザインのヒント
がみつかるかも

来場者にとってのうれしさ
難しい技術用語ではなく
技術の価値が理解できる

パンフレットを
お持ちください

社会課題解決の種に
出会える

概要と目的

• 中小企業が社会課題解決に向け、価値起点で製作した「あったらいい」
アイデアのプロトタイプを展示し、技術素人顧客と繋がれるイベントを
開催
• 打ち手#24と連続で実施
• 来場者は大企業のデザイナー・新規事業部・CSR事業部、大手デベロッパー、
自治体、ベンチャー企業等を想定

• 来場者との新たなビジネスの可能性を探り、事業を前に進めるのが狙い
• 特に、元々大企業とのコネクションが少ない中小企業には、自社をPRする良い
機会に

実行の上でのポイント

成果の
ために

• プロトタイプだけでなく、使われるシーンや生まれた背
景・ストーリーなどを伝えられるよう、素形材企業側が
パンフ・ポスターなどを準備する
• 様々な業界・職種の来場者に向け、多角的に興味と
イメージを持ってもらえるよう、可能な限り状況を再現
し、デザイン性の高い展示にする（ex. 避難所を再現し
たやぐら、等）

協力
者

• トークイベント登壇者（社会活動家、コンサルタント、
中小企業経営者など）
• 展示会運営者（空間構成エキスパート、PRコンテンツ
製作デザイナーなど）

こんな

• 自社技術を新規市場や取引先、大企業との直接のコ
ミュニケーションなどに拡大したい企業

• 多様な来場者に興味を持ってもらえるコンテンツ
（ポスター、webなど）を準備
• 更なる集客を図るため、ものづくりや社会課題に精通
したエキスパートのトークイベント開催）

運営の

• 価値起点で技術を伝えるためのノウハウを持つ専門
家やトークイベント登壇者に早期に協力を要請

企業に

ために
必要な

コスト

• 参加人数：中小企業2,30社／年、イベント運営者5～
10名程度（、トークイベント登壇者3名程度）
• 時間：展示会本番2,3日間+通年活動
（ イベント運営・事前準備の事務局）
• 必要金額（目安）：計1,500～2,000万円（賃料、PR費
（パンフ、リーフレット、写真撮影等製作外注含）、空
間構成、イベント運営人件費、会場費）
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2019年度

実績

• 2020年2月末開催予定も延期（新型コロナウィルスの
感染予防のため）。2020年秋に第1回目を開催予定

打ち手

"地域のお困り事解決"
P/F
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価値ステージ

3～4

事業プロセス

事業化（試作）

中小企業にとってのうれしさ

椅子が壊れた！

地域との関係性を強化できる
ちょっとしたことから
価値提案ができる
カーテンを切りたい！

素形材
作業員

地域住民・法人にとっての
うれしさ
ちょっとした困り事でもすぐに
地域の企業に解決してもらえる
今まで知らなかった
地域の企業に出会える

概要と目的

• 地域住民や法人の小さなお困りごとがリアルタイムでアップされ、お困り
事を解決できる中小企業とマッチングするP/Fを構築
• 「椅子の足が取れてしまった」「カーテンをきれいに裁断してほしい」など、日常
に根差したお困りごとを素形材企業が解決
• 初めは地域の掲示板など、アナログで実施するのも一案だが、スケール可能性
を考えると、市のHPなど、Webを活用するのが好ましい

• 地域住民との関係強化、技術素人顧客との接点による新たな気付きの
獲得が目的
• 売上は小さいが、日々地域住民からお困り事が寄せられる点は魅力的

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために
必要な

コスト

• 素形材企業からの立候補が上が
りやすいよう、お困り事をタグ付け
• 素形材企業から素早く立候補が
上がるよう、高い更新頻度を担保
し、利用者側の満足度を向上

協力
者

• 各自治体のHP運営者
• 地域の配送業者

こんな
• 物品をスムーズに輸送・修繕する
ため、地域の配送業を担う事業者
と連携

企業に

• toBだけでなく、toCにも技術・製品
を活用できる企業
• 地域住民や法人との関係性を
強化したい企業

• 参加人数：中小企業最低1名
• 所用時間、必要金額：利用者が素
形材企業に対価を支払い（額は
修繕の程度に依存）

2019年度

• N/A
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実績

打ち手
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カレッジマッチング

価値ステージ

3～4

事業プロセス

事業構想～試作

中小企業にとってのうれしさ

研究員

大学教員からアドバイス
がもらえる

学生という安価なリソースを
活用し、R&Dを進められる

学術機関にとっての
うれしさ

共同開発

学生の卒論・修論を
一歩先に進められる
素形材企業

学術機関

概要と目的

• 地域の素形材企業と地場の大学・高専などの学術機関を結びつけるP/F
を構築する
• 将来的には、産総研や県の産業技術センターなど、行政系研究機関もP/Fに巻
き込み、R&Dが活性化する仕掛けを作る

• 地域の企業・大学のコネクション構築、単独企業・大学では進めづらい
研究の加速が目的

実行の上でのポイント

成果の
ために

運営の
ために
必要な

コスト

• 積極的な研究への協力を促すた
め、過去に産学連携の実績を保
有する大学・研究室に集中的に
打診
• 企業側からだけでなく、大学・研
究機関側からも発注できるよう、
P/Fを整備
• 理系大学生が多く登録する既存
P/Fを活用
• 参加人数：中小企業担当者・大学
教員各最低1名、学生2,3名程度
• 所用時間：半年～1年
• 必要金額：P/F利用料
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協力
者

• 地域の学術機関
• 行政系研究機関
• 大学生を多くユーザーに抱える
P/Fer

こんな

企業に

• 地域に有望／企業との連携に前
向きな大学を持つ企業
• 単独ではリソースやナレッジなど
が不足している企業

2019年度

• N/A

実績

素形材企業への小さな打ち手（ver. 4.0）
#

小さな打ち手

概要

位置づけ
自習

コツ・ポイント
社内への浸透 定着・進化

1 「私が買ったモノ」プレゼン

毎日の朝礼or終礼で2,3分程度、持ち回り制で自分の最近買ったものを価値起点で説明してみる

1

1

・気軽にできるよう、スライドなどは作成せず、現物または写真のみで説明

2 営業One Team

営業先で「刺さった価値起点のフレーズ」を週に1度課内で共有し、今後の自分の営業に取り入れてみる

1

1

・F2Fでのミーティングも良いが、Slackなど、デジタルツール活用により、共有・投稿のハードルを下げるのも一案

3 価値の曼陀羅図

価値のブレスト結果をマッピングし、社内に貼り、更にアイデアを集めてみる

1

1

・気軽にできるよう、スライドなどは作成せず、現物または写真のみで説明

4 価値メルマガ

週に1度、持ち回り制で社内にメールで価値起点の製品紹介を流してみる

1

1

・読んでもらえるよう、2～3行程度で完結に。必要に応じて画像・URLも添付

5 価値ランチ

2週に1回程度、昼食を食べながら自社製品とは関係のない日用品の価値を考え、意見交換する

1

1

6 クリエイティブ目安箱／チャット／ノート 日々生まれる価値ベースのアイデアを貯めるための目安箱／チャットグループ／ノートにアイデアを集め
る

1

1

・固く考えず、雑談の延長で気軽に実施
・「誰が」「なぜうれしくなるか」に着目した質問を繰り返し、参加者の間で嬉しさのイメージを共有
・自由なアイデア投函を促進するため、匿名性を採用（記名性にすると、自分の仕事が増えることを恐れ、アイデア投函に後ろ向きに
なる可能性）
・一方、記名性にすることにより、秀逸なアイデアを表彰できるというメリットも。各企業に合わせた方式を採用

7 Who Knows What

世の中のニーズを把握するため、まずは社内全メンバーの得意なこと・趣味を見える化し、彼ら
に最新のトレンドやニーズを聞ける状態にする

1

1

・誰もが簡単にアクセスできるようにするため、イントラネットなどに掲載し、ハッシュタグ検索ができるように

8 課題ワイガヤ会

あるひとつの大きなテーマ（ex. 「食」）に対し、グループ会社の社員で自由に課題・困りごとをブレストし、
それぞれの製品開発に活かす

1

1

・和やかな雰囲気を醸成するため、軽食を用意
・どんな突飛なアイデアも批判しないことを注意事項として伝える
・発言を人任せにしないよう、各人に付箋を配布し、5-10分個人ワーク
・個人ワークの後、各人が全体に向けて発表（付箋に書くのは難しくとも、口頭での説明であれば容易に感じる人も）
・発表に基づき、更なるアイデアを追加
・（余力があれば）イラストも添えるとよりイメージがわきやすい

9 価値的ビフォーアフター

パンフレット内の1ページを選び、機能・技術起点で書かれた製品・技術紹介を価値起点に書き換えてみる

1

・ブラッシュアップするため、2,3人のグループで同じページを書き換え、意見交換

10 スモールキャンプ

デザイナーを招き、目安箱にたまったアイデアから更に別のアイデアをブレストしてみる

1

・どんな突飛なアイデアも批判しないことを注意事項として伝える
・発言を人任せにしないよう、各人に付箋を配布し、5-10分個人ワーク
・個人ワークの後、各人が全体に向けて発表（付箋に書くのは難しくとも、口頭での説明であれば容易に感じる人も）
・発表に基づき、更なるアイデアを追加
・（余力があれば）イラストも添えるとよりイメージがわきやすい

11 アイデア表彰パーティ

社内に蓄積されたアイデアから、秀逸なものをいくつか表彰し、その後実際に製品化につなげる

1

・実際に製品化につなげる場合は、人を十分にアサインするか、発案者の現業の負担を減らす

12 名刺でさらっと製品紹介

名刺の裏に価値起点での製品紹介を1つ入れ、名刺交換の際に相手に紹介してみる

1

・製品紹介を読んでもらえるよう、表面に、裏面を誘導する文面を入れる

13 署名でさらっと製品紹介

メールの署名欄に価値起点での製品紹介を1つ入れ、メールを送った先の反応を伺ってみる

1

・読んでもらえるよう、2～3行程度で完結に。必要に応じて画像・URLも添付

14 ファクトリーTV

工場の様子を定点カメラで録画し、YouTube等で流し、視聴者からの反応を伺う

1

・同じ工程でも、別の角度から撮って、視聴者の反応を伺ってみる

15 自宅で工場レクチャー

自分の家族（特に子ども）に自分の仕事の価値をわかりやすく説明してみる

1

・話を聞く側は、「何が嬉しいのか」わからない場合、本音ベースで質問（家族だから気兼ねなく聞ける）

16 ファミリー工場参観

自分の家族に工場の日常を見に来てもらい、工程とその価値をわかりやすく説明してみる

1

・職場への理解も同時に図るため、同僚とのランチセッション等の設定も一案

17 価値ペン先生

Webページの表現をクリエイターや経営指導員に1ページ単位から気軽に添削してもらう

1

・添削時、答えを完全には言わず、中小企業が自力で進化する余地を与える

18 1日教育実習

地域の小学校を訪問し、小学生にもわかりやすいように製品や技術を価値起点で語る

1

19 社内外の知り合い「大交流会」

いつものメンバーの飲み会に、各人1人ずつ他社のゲストを呼び、自分の仕事の価値について説明してみ
る
初期投資のかからないプロトタイプをとりあえずつくり、営業先に持って行き、反応を伺ってみ
る
業務後にプライベートで作ったプロトタイプを失敗作も含め社内ギャラリーに展示し、社内メン
バーの反応を伺ってみる／アイデア創出を促してみる
自社社長・役員の一般向け講演会に参加し、社外の人向けにどのような価値を伝えているのかを聞き、自
分のプレゼンや営業に活かしてみる
体得した価値起点の考え方を社内でレクチャーしてみる

1

・可能であれば、学年に応じて表現感を変え、バリエーションを持った説明にしてみる（ex.小6には伝わりやすいが、小1には難解、な
ど）
・まずはチームビルディングが優先。初めはプライベートの話がメインで構わない

20 営業withプロトタイプ
21 プロトタイピング"展示会"
22 社長に学ぶ価値起点
23 価値の社内伝道師
24 気軽に！ブレスト大会

ビジネスの観点は度外視し、日常のトピック等、とっつきやすいトピック（ex.穴を開けたいもの）でブレスト
のみの練習をしてみる

25 刺さる！フレーズトレーニング

コピーライター・WEBマーケター等が出版している刺さるフレーズやキャッチコピーの本を読み、感想を共
有してみる

1
1
1
1
1

1

・プロトタイプを見せる際、価値ベースのアピールポイントも添える
・どんな発案・背景からプロトタイプ製作に至ったかも説明
・どんな発案・背景からプロトタイプ製作に至ったかも添える
・共通の意識を持てるよう、可能であれば、講演会後、クローズドな社長への質問タイムも設定
・または、社内向けに講演会形式で社長のプレゼンを聞く場を設定するのも一案
・まず、感度の高そうな方からレクチャーを実施し、徐々にその輪を広げていく
・どんな突飛なアイデアも批判しないことを注意事項として伝える
・発言を人任せにしないよう、各人に付箋を配布し、5-10分個人ワーク
・個人ワークの後、各人が全体に向けて発表（付箋に書くのは難しくとも、口頭での説明であれば容易に感じる人も）
・発表に基づき、更なるアイデアを追加
・（余力があれば）イラストも添えるとよりイメージがわきやすい
・各々、担当箇所を決め、ゼミナール形式にするのも一案

