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1．サポイン実施事業者の現状分析と事業動向マッピング

 過年度サポイン企業の動向について、以下の4つの目的から整理した。
 サポイン支援事業の事業化の進捗状況
 サポイン⽀援事業分野の（新規事業分野）の成⻑⾒込み
 既存事業分野の市場性
 上記を踏まえたヒアリング先企業の選定

 上記4つの目的に加えて、次の3つの視点を考慮した分析・検討を実施
した。

サポイン企業の動向を整理するうえで、大きく2つの評価軸を設定した。

Ａ：既存（コア）事業の市場規模
「既存（コア）事業の市場規模」は、前述の3−1−1．(3)現状整理の補
足で記載している「既存事業の状況」で算定した、『既存技術の市場規
模（製造品出荷額等）』を用いることで、当該サポイン企業が属してい
る産業技術分野での現時点での市場規模を評価軸として設定した。

Ｂ：新規事業の状況（サポインで研究開発した技術の将来性）
「新規偉業の状況」は、サポイン支援を受けて研究開発した技術の現状
の『注目度』を評価している。

 サポイン企業が属している市場規模が2,000億円未満から1兆円以上の全
てのレンジで新規事業の状況（技術の注目度評価）が高い（6点以上獲
得している業界）が多いのは、プラスチック成形加工と鋳造技術で、そ
れに溶射・溶液・蒸着の技術の注目が高くなっている。これは、新素材
の加工に関しての世界的なニーズの高さが反映されているものと思われ
る。

 これに対して、切削加工は新規事業の状況（技術の注目度評価）が相対
的に低い位置にある企業が多くなっている。既存事業の市場規模が
5,000億円から1兆円を有している切削加工の会社において、新規事業の
状況（技術の注目度評価）が高くなっている切削加工技術の会社が見ら
れる程度となっている。これは、切削加工技術からプラスチック成形や
溶射・溶液・蒸着などに素材加工のニーズがシフトしていることによる
影響と考えられる。

 また、新規事業の状況（技術の注目度評価）が相対的に高いサポイン企
業は、サポイン成果を事業化している企業の比率が相対的に低い企業よ
り多くなっている。

サポイン企業の動向

 今回の整理では、ヒアリング先選定での活用も考慮し、業種区分を「金
型」、「金属プレス加工」、「切削加工」、「鋳造」、「電子部品、デ
バイス実装」、「組み込みソフトウェア」、「溶射・溶接・蒸着」、
「プラスチック成型加工」と当該サポイン企業の有している技術側面か
らの区部を用いた。また、市場規模のその企業が有する技術側面で分類
した業種での市場規模となっている。

 このため、その企業の主な取引先の産業の市場規模と当該企業のもつ新
規事業の状況（技術の注目度評価）の関係性が把握しにくくなっている
点で整理の仕方に見直しの余地はあると考えられる。

 業種区分の考え方として、主な取引先の産業として、例えば、航空・宇
宙産業、自動車関連産業、環境産業、医療・製薬産業などの区分により
当該サポイン企業の属する産業を表すことで、事業化の進捗状況と産業
の関係や新企業の状況（技術の注目度評価）と産業の関係を分析するこ
とが可能となると考察される。

業種区分の見直し



 サポイン企業の既存事業の市場規模別でのマッピング結果を掲載している。市場規模の区分としては、「2,000億円未満」、「2,000送円以上5,000億
円未満」、「5,000億円以上1兆円未満」、「1兆円以上」の4区分となっている。

【既存事業の市場規模（2,000億円未満）】 【既存事業の市場規模（2,000億円以上5,000億円未満）】

【既存事業の市場規模（5,000億円以上1兆円未満）】 【既存事業の市場規模（1兆円以上）】

金型
金属プレス加工
切削加工
鋳造
電子部品、デバイス実装
組み込みソフトウェア
溶射・溶接・蒸着
プラスチック成形加工
その他



2．ヒアリング調査結果

 ヒアリング先選定の観点は次のとおり。
 フォローアップ調査回収企業532社を⺟集団として、条件1〜条件4で
段階的に絞込を行っている。

 条件2までの選定で86社の絞込が行われた。その上で、条件３で35社
が選定され、残りは条件2の86社の中から条件４の観点で改めて拾い
上げるという流れとなっている。

ヒアリング項目は、以下の21項目。
既存事業関連
事業概要
既存事業の商品・サービスを支えるコア技術はなにか？（―技術分野、
技術内容）/既存商品・サービスの市場での位置付けはどうか？（現状
と課題）（―競合の状況、―市場の規模・成⻑率・シェア（国内・海
外））/既存事業の発展可能性はあるか？（既存事業から新規事業への
シフトの可能性等）/貴社の生産設備はどのような状況にあるか？（―設
備名、台数等、―過不足感、稼働率等）/貴社の生産体制（特に技能工な
どの人員）はどのような状況にあるか？（―年代構成等、―過不足感、
人員計画等）/生産性向上に係る取組みの状況はどうか？（現状及び今
後について）（―製造設備、―AI/IoTの採用状況、―人材育成、大企業
OBの再雇用 等）/コア技術、既存事業の商品・サービスを支えるコア
技術はなにか？（―技術分野、技術内容）/現在、コア技術はどのような
状況にあるか？（―市場での位置付け、−特許有無、他社技術と比較し
た自社技術の強み・弱み）

サポイン事業関連
新技術の概要/新技術の内容（特徴・独自性、競争力など）はどのよう
なものか？（−技術の特⻑・セールスポイント、−従来の技術との違い
−本技術が対応できるニーズ（シーン））/事業化、製品化の状況はど
うか？（−サポイン事業終了後、さらに高度化した内容（技術内容の深
化など）、−既存事業との関連性）/特許取得の状況について/売上状況
等（市場性）/新技術を活用した製品の売上状況はどうか？（−引き合
い、納入実績（採用例）等）/将来的な製品の売上目標はどの程度を想
定（期待）しているか？/今後の販売ターゲット、をどのように想定し
ているか？/生産／販路及び販売体制/事業化に向けた生産体制の状況は
どうか？（取引先確保、人員確保、原料調達、品質・原価・納期等に関
する優位性の有無等）/新技術を用いた製品等の販路、販売体制は確立
できているか？（−想定していたサンプル品出荷先との状況について
事業化を飛躍させる上での課題）/事業化につなげ、安定的な売上を確
保するにあたって現状抱えている問題は何か？何をどのように改善すれ
ば、安定的な売上を確保できるようになるか？取引、提携、協業先の具
体的なイメージはあるか？（−川下事業者（大手企業）に提案・協業し
たい分野、−想定している出荷先）

【ヒアリング実施体制】
 受託事業者である有限責任監査法人トーマツがヒアリング実施の主
体となりながら、技術面の知見やマッチング先の検討などを行うた
めに経営支援NPOクラブのメンバーが各ヒアリング先に同行する体制
とした。また、関東経済産業局の担当者もスケジュールの調整がつ
く限りヒアリング先への同行を行った。



 本年度事業でのヒアリング先選定は、事業化進捗度（条件１）、事業改
題・⽀援及び成⻑分野との関連性（条件２）、新規事業の技術評価（条
件３）、既存事業の市場規模評価（条件４）の視点で順番に絞込を行い
選定している。

 例外として、2月に開催された「オープンイノベーション・チャレンジ
ピッチ」登壇企業のテーマ性を勘案してヒアリング先に反映させるため
に、ヒアリング予定40社のうち5社分について、登壇企業が確認できる
時点での調整を行った。これは、事業スケジュールの関係からヒアリン
グ先選定を12月上旬までに行う必要があったことによる。

 ヒアリング先の選定はヒアリングを行う目的によって選定基準は当然に
変わるものである。また、どうしてもスケジュール上の制約により予定
されるヒアリング先総数に対して、例えば選定を半分半分にして、それ
ぞれ異なるヒアリング目的で選定の基準を変えるなどの方法も検討され
る。

 本年度事業で一部調整を行った「オープンイノベーション・チャレンジ
ピッチ」も11月と2月に開催されており、それぞれ登壇企業は異なるこ
とから、11月対応のヒアリング先、2月対応のヒアリング先と分けて選
定することも考えられる。

 さらに本年度事業では、事業化が進んでいるサポイン企業を中心にその
成功要因と事業化を促すための課題の確認を大きな主眼としていたこと
から、条件１に事業化進捗度を設定したが、例えば、成⻑領域に係る研
究開発をおこなっているサポイン企業の事業化を進める上での課題を確
認することを主な目的とするならば、その条件を最初の抽出条件とする
なども検討される。また、技術領域ごとに5社ずつ事業化が進んでいる
事業者を選定し、核技術領域別での事業化に向けた課題を確認するなど
の考え方もある。

 このように、ヒアリング先選定を柔軟に行うためにも、選定スケジュー
ルに本年度よりも余裕をもたせ、ヒアリング目的を分解し、それぞれの
目的に則して選定を1回で済ませずに、目的ごとにヒアリング先の割合
を変化させて選定を進められることが必要となる。

 少なくとも11月の「オープンイノベーション・チャレンジピッチ」の
登壇企業のニーズにあう事業者へのヒアリングを進めるためには、そ
の分の選定作業を8月には終わりになるような作業スケジュールの設定
が必要となる。

ヒアリング先選定方法等の検討について
【技術概要シートのイメージ】



3．事業化促進に向けた課題と支援の方向性の検討

 41社へのヒアリング結果を踏まえると主に次のような関係性が観察される。
 『①ベンチャー型（大企業独立・大学発）』では、事業化ケースのパターンとして「パターンＡ」、「パターンＢ」に一部、「パターンＣ」が入る。
 『地域中核企業or/and強力なリーダーシップ内在型（事業承継型）』では、「パターンＤ」と「パターンＥ」が主なパターンとなるが、一部に「パ
ターンＣ」と「パターンＦ」も見られる。

 『川下事業者明確型（ビジネスモデル上、川下（売り先）が明確）』では、「パターンＧ」が中心となるが、一部に、製品化や事業化をサポイン支
援開始当初から見込んでいない「パターンＦ」も見られる。



 我が国のものづくりの環境が平成時代に入り激動期を迎え、特に2000年以降、中国がものづくりにおいて台頭してきた影響から、誰しもが「従来の延⻑
線上では生き残れないのではないか」という深刻な危機感に直面した中にあって、今回ヒアリングを実施した各社においては、サポイン支援の開発成果
が、各社の事業の存続に直結したというケースが大半であった。「あの支援がなければわが社の『いま』はなかった」という言葉を異口同音に耳にした
が、それくらいサポイン支援は各社にとってクリティカルな支援であったと言える。

 また、サポイン支援による開発成果を活用して、既存の事業ドメインへの過度の依存からの脱却を図り、未来につながる事業転換のきっかけとしようと
する事例も今回多くうかがえた。（例えば、金型事業から成形加工事業への業容拡大や、医療分野、車載関連分野などの新しい顧客セグメントへの進出
など）

 総じて、今回我々がヒアリングした中小企業の多くは、戦後創業され、その後の日本のものづくり産業の隆盛と苦難を支えてきた企業群であった。厳し
い価格競争や大手製造業の海外移転という逆風の中、自分たちにしかできないオンリーワンの独創技術を求めて今なお真摯にものづくりと向き合う、宝
ともいうべき人々であった。サポイン支援はそうした企業や経営者・技術者にとっては慈雨であり、命綱であり、反転のきっかけとなりうる支援であっ
たことは間違いない。

 また単に個社の存続に生かされたというばかりではなく、前述のとおり、企業によっては、業容転換、体質強化にも活かされているという現実も今般多
く観察できた。こうした個社強化の側面は、今後ますます各地で活発になるであろう新産業の創出、地域クラスターの形成を促進する上での土台を成す
とも考えられ、そうした意味からも非常に重要な支援施策といえる。

 このように、サポイン支援は地域の事業者に対してポジティブな影響を及ぼしている施策である一方、サポイン支援を受ける際に設定した目標に自ら制
約を設けることで、プロジェクト以外の事業への転用に消極的になり研究開発成果を活かしきれていない場合も一部ではある。また、事業者の中には、
複数発生した研究開発成果のうち、その単体だけでも事業化の可能性があることまでは分かっているが、当該、成果を活かせる業界への関係性や人脈を
有していないがために製品化や事業化への展開に消極的になっている事例もあった。

 以上のように研究開発成果を活かしきれていないのではないかというケースもあるが、サポイン支援は地域経済を支える中小モノづくり事業者に対し
て生き残りに直結している支援としての効果が発揮されているものだと考えられる。

サポイン支援の効果

 サポイン支援による事業化という観点からは、『川下事業者明確型』で
の事業化への成果は高い。しかし、この類型にあてはまるパターンでは、
サポイン支援制度の有する、中小企業の隣接する事業ドメインへの進出、
新しい顧客の獲得（新分野への進出）、新産業創出、地域クラスターの
構成事業者としてのポジション確保といったよりダイナミックな支援成
果にはつながりにくいという側面も否めない。

 こういった、サポイン支援制度に内包されている中小企業に対しての隣
接、新分野進出、新作業創出といった潜在的なポテンシャルを発露して
いくためにも、事業化にはサポイン支援終了後もある程度の時間はかか
り、サポイン企業独自の絶え間ない経営面（特に営業戦略面）での努力
も必要となるが、そのチャレンジに正面から向かう覚悟やモチベーショ
ンの高い企業へのサポイン支援採択のウェイトを高めていくことも地域
経済創出、地方創生という観点からは必要と考えられる。

サポイン企業採択の視点



 企業の自立性と自主性を重んじる観点からは、サポイン支援の
あり方に関して特段の課題があるとはいえない。

 他方、公的資金による支援であればこそ、もっと早期の成果の
刈り取りや、もっと個社や地域に不連続なインパクトと成果を
期待する観点もまた首肯される。

地域の中核的企業の場合

 中小企業特有のリソース上・ネットワーク上の制約によりサポ
イン成果が本来持っているポテンシャルを充分に発揮しきれて
おらず、これらを補完することで、サポイン支援成果をより製
品化、事業化に結び付けていくように誘導していくことが課題
となっている。

中規模事業者の場合

 小規模事業者の場合、サポイン支援成果を水泡に帰させず、世
の中で広く頒布・普及させるための出口戦略も今後はより柔軟
でダイナミックなものが必要と思われる。

 小規模事業者個社の現況やポテンシャルに係る不断のモニタリ
ングときめ細かい対話が欠かせないように思われる。

小規模事業者の場合

 サポイン支援の成果を事業化にまで進められた
事業者でも、生産設備や人的なリソースの問題
から継続的な取引につなげるにはこれからだと
いう中規模事業者が多くみられた。

 これに対して事業成果を継続的な売上につなげ
ている事業者は、ファブレス型での経営を行っ
ている事業者が多くなっている。

 リソースに制約のある中小規模の事業者の場合、
自社での製造販売にこだわることなくファブレ
ス型での製品化・事業化もひとつの方向性とな
ると考えられるが、この場合でも販売先の確保
と外注先の確保、そして売上の計上と外注支払
のタイムラグを埋めるような資金管理など経営
面での課題は多い。

 一定の確立した経営の仕組みとリソースをもっ
ている。こうした基盤を活用してサポイン支援
後も事業化に向けた試行錯誤が継続的に行われ
ている。

 すぐに目に見える成果に直結せずとも、忍耐強
く一定程度の時間の経過を覚悟しながら、サポ
イン支援の成果を次の事業につなげていくとい
う飽くなき試行が恒常的に行われている。

【サポイン企業の事業化にサポイン成果事業化に向けた経営課題】



【サポイン成果事業化促進に向けた支援施策の方向】

 業界別、テーマごとに年度レンジで
の継続的なマッチングイベントのサ
ポイン企業への紹介

 各分野へのリレーションビルディン
グが可能な支援人材の確保

 新規顧客開拓をおこなうための社内
体制整備支援

 技術営業や業界慣行、成功事例の共
有などの「学び」の機会の提供

支援施策のメニューイメージ

新規顧客開拓支援

支援施策の方向

 開発特化型事業者の掘起し（フォロ
ーアップ調査の活用と訪問）

 サポイン企業との継続的な関係性の
構築

 継続的な技術開発支援が可能となる
支援スキームの検討

技術開発支援

 研究成果の事業化計画立案支援
 研究成果である知的財産活用支援
 研究成果を踏まえた経営戦略の見直
し支援

研究開発成果を経
営戦略化していく
ための支援

右記参照
サポイン成果事業
化促進のインフラ
整備

【サポイン成果事業化促進のための「協創の場」のコンセプトイメージ】

 新規顧客開拓支援、技術開発支援、研究成果を踏まえた経営戦略化支援で
は、いずれも相互に必要な情報が提供されおりアクセスできる機会が増え
ることが重要である。

 新規顧客開拓支援では、サポイン支援成果が自社の既存産業以外でどのよ
うなニーズに対応できるのか、参入したい業界とのリレーション形成の場、
そういった業界との接点を持つことができる展示会、商談会などの開催タ
イミングや開催場所などの情報の流通が限定的であることからダイナミッ
クな潮流へと昇華しきれていないという事情もうかがえる。

 同様に、技術開発支援や経営戦略化支援などでも技術交換やニーズ側の情
報入手がサポイン企業に難しいこと、またサポイン企業側も活用したい成
果の情報発信力が弱く相互に情報交換機会が限定的であることは否めない。

 これら、サポイン成果とサポイン成果などを必要とする企業の情報交換の
場を整備することで事業化になかなか進まない、埋もれてしまっている技
術の活用の活性化に資する、言い換えれば「協創の場」のようなインフラ
整備が求められる。
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