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第 1 章 本事業の実施目的と概要 

1.1 本事業の実施目的 
経済産業省中部経済産業局では、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出

を目的として、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（以下、「法」という。）に基づ

き、中小企業者が策定した特定研究開発計画等の認定を行い、戦略的基盤技術高度化支援事

業（法による認定を受けたものづくり中小企業を含む共同体が実施する研究開発計画について、

研究開発から試作品開発等までの取組を支援する制度。以下「サポイン事業」という。）等、当該計

画の遂行に係る支援措置を講じている。 

一方、当該計画によって生み出される新たな技術・製品等の事業化に向けては、研究開発計画

の策定段階から研究開発実施段階、開発した技術・製品等の事業化段階それぞれにおいて多く

の課題を抱えているのが現状である。 

一方で、中部経済産業局では、こうした事業化に向けた課題の解決を図るため、平成２８年度に

は、ものづくり中小企業の事業化活動に着目し、ものづくり中小企業による研究開発を事業化に結

びつける２０のポイントをとりまとめた。さらに、平成２９年度には、ものづくり中小企業の事業化にあ

たって重要な役割を果たす事業管理機関に着目し、事業管理機関の業務を詳らかにするとともに、

研究開発を事業化するために必要な支援策や役割などをマニュアルとしてとりまとめた。 

こうしたなか、本年度は、これまでの取組を踏まえ、事業管理機関の更なる事業化支援機能の向

上を図る目的で、大学・公設試や川下企業、金融機関など、技術支援や事業化支援などを実施し

ている機関と事業管理機関とのネットワークを強化するための方策を検討する。また、検討した結

果は、適宜、事業管理機関にフィードバックすることで、中部地域におけるサポイン事業の事業化

支援ネットワークの構築を目指す。 

 

1.2 本事業の実施概要 
本事業では以下 5 つのタスクを実施するとともに、実施に当たり定期的な打ち合わせを実施した。

各タスクの実施概要は以下の通りである。 
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大学・公設試等との連携強化【タスク 1】 
サポイン事業に取り組むものづくり企業は、申請手続きなど研究開発の前段階だけでなく、事業

の実施中・実施後にかけて、常に技術的な課題に直面しており、技術面の助言、支援を必要として

いるケースが多い。そのため事業管理機関には、事務的な支援だけでなく、大学・公設試等とのネ

ットワークを強化し、活用することで企業を技術面においても支援することが求められる。そこで、本

事業では、事業管理機関と大学・公設試との連携を強化することを目的に、大学や公設試（10 機

関程度）、事業管理機関（10機関程度）、大学・公設試をうまく活用しているサポイン企業（5社程度）

などへのヒアリングを実施し、事業管理機関とサポイン企業がどのように大学・公設試と接点をもっ

ているか、どのように活用しているのかを整理するとともに、大学・公設試をうまく活用しているサポ

イン事例を 5 件程度選出し、その特徴を分析し、サポイン事業にとって望ましい産学連携の在り方

を検証した。 

 

川下企業との連携強化【タスク 2】 
サポイン企業や事業管理機関が、研究開発プロジェクトを組成する過程で、川下企業とどのよう

に接点をもったか、プロジェクト実施中において川下企業がどのように関与しているのか、また今後

どんな役割を期待するのか等、サポイン事業における川下企業の関わり方や、実態を把握するた

めに、事業管理機関（10 機関程度）、サポイン実施企業（5 社程度）、川下企業（5 社程度）などに、

ヒアリング及び調査分析を行い、サポイン事業における川下企業の関わり方の現状や課題を整理

し、今後新たに川下企業との関係構築を進めていくうえで役立つツール（手順やリスト、活用できる

既存施策など）、注意すべき点などを取りまとめた。また研究開発の円滑化や事業化につながるた

めの道筋となるように、川下企業の業種や規模による違いや、川下企業特有の組織形態や商取引

の状況についても、可能な限り把握し成果物に盛り込んだ。 

 

金融機関との連携の可能性把握【タスク 3】 
金融機関が実施している研究開発の支援（案件発掘、産学連携、ベンチャー育成、補助金申請

支援、ファイナンス等）、について先駆的な取組を行っている 10 機関程度の金融機関にヒアリング

を行い、今後のサポイン事業への参入の可能性や、事業管理機関、産業支援機関との連携の可

能性を把握した。 
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第 2 章 事業の実施内容と成果 

2.1 大学・公設試等との連携強化【タスク 1】 
サポイン事業に取り組むものづくり企業は、申請手続きなど研究開発の前段階だけでなく、事業

の実施中・実施後にかけて、常に技術的な課題に直面しており、技術面の助言、支援を必要として

-いるケースが多い。そのため事業管理機関には、事務的な支援だけでなく、大学・公設試等との

ネットワークを強化し、活用することで企業を技術面においても支援することが求められる。 

そこで、本事業では、事業管理機関と大学・公設試との連携を強化することを目的に、大学や公

設試、事業管理機関、大学・公設試をうまく活用しているサポイン企業などへのヒアリングを実施し、

事業管理機関とサポイン企業がどのように大学・公設試と接点をもっているか、どのように活用して

いるのかを整理するとともに、大学・公設試をうまく活用しているサポイン事例を５件程度選出し、そ

の特徴を分析し、サポイン事業にとって望ましい産学連携の在り方を検証した。 

 

2.1.1 ヒアリング対象 
事業管理機関に対しては、中部経済産業局管内の機関を対象とし、9 機関に対してヒアリングを

行った。 

大学・公設試に対しては大学 3 機関、公設試 3 機関、また中部経済産業局との協議の上、単独

の大学・公設試との連携に留まらず、複数の大学・公設試を巻き込みながらネットワーク化して企

業支援を行うとみられる産学官連携ネットワーク 4 機関に対して実施した。 

なおこれらのヒアリングは、対面の面談形式、書面形式、電話形式のいずれかで実施した。 

 

2.1.2 ヒアリングの視点 
サポイン事業に取り組む企業が、大学・公設試と連携体制構築を行う段階として、大きく以下の

三段階の視点で検討した。 

 

 

図 2-1. ヒアリングの視点（大学・公設試等との連携強化）  
 

事業管理機関の支援機能強化に向け、今後「事業管理機関自身が出来ること」「他の機関と連

携しながら進めることが望ましいこと」双方から検討を行う必要があると考える。 

そこで、各段階において、「誰（事業管理機関 or 他の機関）がどこまでの支援を行っているのか」

「またその際に企業が抱えている問題は何か」「支援機関が抱えている問題は何か」を把握した。 

大学・公設試との連携
内容や連携方法を

模索する

相談できる大学・公設
試と出会う

具体的に協業・連携に
向けて大学・公設試と

内容を詰める
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2.1.3 ヒアリング結果 
事業管理機関へのヒアリング結果から、中小企業の事業化に向けた支援の方策や取組の方向

性として以下の示唆が得られた。 

 

【大学・公設試との連携内容や連携方法を模索する】 

大学・公設試との連携の入り口として、中小企業がどのような支援を期待しているのか。またそう

した支援を行う上で、事業管理機関や公設試といった産業支援機関がどのような役割を果たしうる

のか。ヒアリングを通じて取組や意見を把握した。 

 

＜企業から期待される大学・公設試の役割＞ 

 

 大学及び公設試を活用して中小企業の技術に理論的補強や数値的な裏付け・お墨付きを与える 

企業が大学を活用する目的として、自社技術の評価を大学に依頼し、その精度等を数値化して

もらいたいと考える企業が多い。中には、単に「大学の先生からのお墨付きを得た」ということで、自

社技術のブランド価値を高めたい考えている企業も多く存在する。 

その理由の一つに、自社の開発成果を川下企業等で採用してもらおうと思っても、川下企業に

とってはそのメカニズム（すなわち「現象としては認めるが、なんでこうした現象が得られるのか」）が

実証されていないと採用しにくい背景があるからである。 

ただし、こうした大学の活用目的には、否定的な見方も存在する。それは、アカデミアが行う性能

評価はある特定条件下で得られたデータを基にその性能が出たということを証明するにすぎず、全

ての条件下において適用できるわけではないからだ。中小企業が作る製品そのものの保証をして

いるわけではないにも関わらず、企業は「先生から技術の有効性に対してお墨付きをもらった」と解

釈してしまいがちであり、トラブルのもとになってしまう。 

そのため、産学連携をコーディネートしているある産業支援機関では、なるべくブランディング目

的での大学との産学連携は勧めないようにしているという。ただし、企業がどうしても望む場合は大

学に繋ぐが、その際には大学と NDA や受託委託契約など、種々の契約条項によって、企業が大

学の名前を出す範囲やその条件などを明確に取り決めさせている。 

また他方、ヒアリングを行った公設試からは、上記のような状況のなかで、自機関（すなわち公設

試）がこうした大学による理論的裏付けを補完する機能を担っている取組も把握された。それは、

上述のような理由から、大学のデータが必ずしも市場化した際に川下企業に提示するような定量

化されたデータとして利用することは難しい場合に、公設試の方でも計測試験を行い、「大学が言

っているデータほど出ないけれども、(公設試のやった開発研究の成果として)これぐらいの精度は

担保できるから、これで産業化しますか」と補強することで、数字とか実験の事象の裏付けを行う上

で大学と企業との間に入っている。 

 

 共同研究のきっかけとして、企業の技術課題に対する技術指導を大学が行う 

企業が求めているのは必ずしも大学の先生の先端的な研究や技術だけではない。従来からある一般
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的な技術であっても、中小企業には専門性・知見がないことも多く、大学等からの技術指導・支援を必

要としている。一般的な教科書に載っているようなものであっても中小企業にとっては非常にためにな

る。 

そのため、ある産業支援機関では産学連携支援のスキームの中に、通常の産学連携の取組（大学の

技術の実用化のための中小企業とのマッチング）だけではなく、中小企業の様々な困りごと（課題）を解

決するために大学教員が指導・支援するために企業と大学をマッチングさせ、共同研究体を組成する

プログラムを実施している。そのために企業の困りごとのヒアリングや、適任の先生探しを行っている。 

ただしこうした従来技術の技術指導をすることに対しては、大学の先生からしたら技術的な新規性が

なく、参画するメリットがないようにも思われるが、必ずしもそうではない。一般的な技術であっても新しい

分野（従来想定していなかった出口分野）に結びつける際には、繋ぎとなるインターフェースを開発する

必要があるため、そこに研究の新規性が生まれる可能性はある。そこで得た知見は、大学にとっては査

読論文にはならないまでも、卒業論文や修士論文に役立つことも考えうる。 

また、これまで実用化されずに埋もれてきた研究結果を活用するきっかけにもなり、技術としては昔か

らあるものであっても、企業の依頼を受けて支援することで新しい技術の出口が見つかり、オープンイノ

ベーションに繋がることもあるという。こうしたメリットを、大学の先生に説明して理解いただくことで、こうし

た企業支援型の産学連携を推進している。 

 

 企業や大学が行う中核技術開発に対して、公設試が事業化に向けた周辺技術の開発を行う 

産学連携のスキームの中で、中核的な技術開発を行う企業や大学に対して、事業化を行うため

の補完・周辺技術を公設試が行うことが期待される。 

事業化に向けては、大学（や企業）が開発を行っている中核技術だけではなく、周辺技術や具

体的な製品としてのインターフェース設計の検討などが必要となることも多い。しかし大学は、その

組織ミッション上真理の追究に主眼を置いているため、事業化に意識が必ずしも向かなかったり、

周辺技術の開発にまで目が向かなかったりすることがある。そこで、企業支援及び事業化を組織ミ

ッションとして置いている公設試が、事業化に求められる周辺技術等の開発要素を補完する形で

開発に従事することが期待される。 
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【連携先の大学との接点構築を行うための手段】 

 大学の先生個人とつながることで連携可能性を見極める 

課題を抱える企業と大学を繋ぐために、日常的に研究者と直接接点構築をし、コミュニケーショ

ンの中で「この研究者は企業支援に適切か」を見極めている機関が多く見られた。 

こうした機関では、接点構築を行う先生を探すにあたり、日常的にイノベーション・ジャパンのよう

な研究室が出展する展示会や、新技術説明会のような会合、また大学が独自で開催するシーズ紹

介フェアなどに参加して、先生と直接話をする。話をしていると、 

 大学側のメリットと併せて企業の研究の発展も重視し、バランスのとれた考え方をしている 

 自身の研究の発展や研究のための外部資金を得ることだけに目線が向いている 

 すでに大型研究や大企業との共同研究をすでに多くこなしており、中小企業との連携を

行う余裕がない 

など、先生の産学連携に向けた意識や人柄が把握できる。中小企業との連携に理解を示し、企

業に紹介しても上手くやっていけそうな先生をある程度把握しておく意図がある。そうすることで企

業に先生を紹介する際に、事前の交通整理とすることが出来る。 

企業も、ニーズに合う大学の先生を探しているときに、「この先生がダメだったら次」のように幅広

く相談することは憚られる。それは一つには企業としても開発技術をあまりあちことで話すことはし

たくないことと、また一つには企業の立場として、一度大学の先生へ相談に行くと、断りづらい側面

があるからである。 

そのため企業としても可能な限り相談できそうな先生を事前にある程度ピンポイントで絞ることは

重要であり、そのためにも支援機関として、日常的に先生を見極めている。大学研究室の HP から

わかることも多く、 

 この研究室は院生が沢山いるだろうか（→すなわち中小企業を支援するだけの余裕があ

るか） 

 「研究者の写真を出しているか」 

 「展示会など外部のイベントに頻繁に出ているか、さらに言えばそうしたイベントに院生を

置いておくだけではなく、自身が参加しているか」 

といった観点から見るようにしている。  

 

 連携先の大学の先生を探してくれる大学の産学連携窓口と繋がる 

大学の研究室の先生個人とは接点はないながらも、大学の産学連携担当者とのネットワークを

構築し、企業からの相談に応じて企業を産学連携窓口に紹介する機関も見受けられた。研究室の

先生と直接接点をつくるのではなく、産学連携部門に繋ぐ理由として、一部の機関では、（必ずしも

技術的な知識もない）機関自身が構築できる研究者の先生の数には限界がある中で、企業のニー

ズを満たす適切な先生の探索は必ずしも満足にできないため、大学の研究を良く知っている産学

連携部門がその役割を担えばよいという意見が得られた。 

また一部の機関からは、大学・企業の連携構築に向けてはどのタイミングであるにせよ、連携開

始前に、大学の産学連携部門が介入し、契約等の整理を行わなければならないため、産学連携
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部門の知らないところで直接先生と協議を行うのではなく、最初の段階から産学連携部門を巻き込

むべきであるという意見も得られた。 

こうした大学の産学連携窓口に繋ぐための産学連携窓口との接点構築について、機関によって

は大学と産学連携協定のような形で、機関と大学の連携体制を確立を図っている場合もあれば、

日常的な交流（例えば県等が主催する産学連携イベント等で頻繁に顔を合わせるなど）から自然と

接点が生まれていき、企業から技術相談があった際にそうした接点から繋いでいるような体制も見

受けられた。 

 

 産学連携ネットワークを活用して連携先の大学・公設試を探索する 

複数の大学・公設試の産学連携担当者が組織単位での連携体制を構築している産学官ネット

ワークの取組を把握した。こうした産学連携ネットワークは主に、地域に根付いたネットワークであり、

地域に拠点を置く大学や公設試の産学連携担当者のネットワークである。 

ある機関では産学連携コーディネーター同士が一同に会す機会を設けるなど、各大学・公設試

や、産業支援機関の担当者間で、「こういう案件があるんですけれども、何とかなりませんか」などと

地域の企業から受けた技術相談等が情報共有の場を設けている。こうした場が企業と大学・公設

試との接点構築の場となることもある。 

ただし産学連携ネットワークによっては、複数機関の産学連携担当者が顔を合わせて企業から

の相談などを共有する機会は、年に数回程度しか行っておらず、実態としては担当者同士が（上

述したような）個々の交流から個別に連携を図っている。その理由としては、こうした産学連携ネット

ワークの活動に予算が付いているわけでもなく、各機関中小企業支援というミッションがあるからこ

そ何とか「手弁当」でも集まっている状況であり、産学連携ネットワークの活動を前面に押し出しす

ことはできない。また特に大学の産学連携部門は、自らの大学の先生の特許を企業に出して事業

化することを主なミッションとしているがゆえに、こうした活動には中々乗り気にはなりにくい側面も

ある。 

また、企業からの相談を受ける立場である大学の産学連携窓口担当者からは、こうした産学連

携ネットワークの有効性を疑う意見も得られた。それは、こうしたネットワークで情報共有される企業

からの技術ニーズを聞いていても、必ずしも「自分事」とは思えず企業の支援になれる研究室の先

生を一緒になって探そうとは思えない側面があるからである。すなわち、企業から直接相談があっ

て「こんなこと困っている」と言われたら多少は自分事と思えるが、ああいう会議の場で紙一枚で「ニ

ーズシート」と言われても、企業の真剣度が伝わってこず、大学としても本気・真剣に向き合おうと

はあまり思えない。 

 

 試作をきっかけとして大学と企業の接点構築を行う 

ある機関では大学の研究試作を加工技術のある地域の中小企業に繋ぐことで、大学との連携構

築のきっかけづくりを行っている。 

地域内に研究室を構える 50 大学と連携体制を構築している中で、大学から、研究成果として創

出した部品等の試作に中小企業の技術力を活用したいという要望が多くある。こうした試作は、通
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常大学院生などが行うことが多いが、すぐ壊れてしまったりしていいデータが取れなかったりするこ

ともある。そこで企業からの協力により、高い精度のものをつくり、より良い評価をしたい。 

企業側としては、中小企業の経営者では接点が持ちづらかったアカデミアの有名な教授と、こう

した技術支援の機会で意見交換、接点構築をすることが出来る。それがきっかけとなって、県や市、

国レベルの様々なレベルの補助金や補助施策を利用する際に、大学との連携を頼みやすい側面

がある。 

 

 

【大学と企業が円滑に連携を行うための取組】 

 企業と大学の円滑な関係構築に向けたコーディネート（交通整理・調整・仲介・通訳）を行う 

＜大学と企業の連携上発生しやすい問題と、間に入る機関によるコーディネートの取組＞ 

大学と公設試が連携する際には、以下のような問題が生じることが多い。 

そもそも、（特に大学との共同研究の経験がない企業などでは）、大学の支援に対して理解して

おらず、大学に対して的外れな相談をしてしまうことがある。「大学はなんでもただでやってくれる」と

いう幻想のもと、「○○分野で何か新しい事業をやりたいので、何か面白い技術がないか」といった漠と

した相談があることも、大学としても対応しきれないところがある。 

そのため、調査対象とした大学からは、直接大学に来る前に、産業支援機関等外部機関が間に

入ることで、過度な期待をさせない、不適切な相談を大学に提示しないための交通整理に期待す

る意見が示された。 

さらに、大学と企業では、目指す成果が違う。大学は基本的にトップデータで研究をとにかく上

げるところが目的で、産業化できるかどうかは二の次で考えている。たとえもともと産業出身の先生

でも、大学にいると産業化には目が向かず、企業が産業化しようというときに、否定から入り、うまく

いかない。 

 大学と企業では、研究開発におけるスピード感も異なる。大学は、5 年ぐらいの研究で成

果が出なくても、その失敗したこと自体が成果になるが企業は、技術課題は経営課題でもあり、

解決は急務であることも多い。 

 事業化対する意識、想定している規模感が異なる。例えば大学の先生は「500 万円から

始めよう」と思っていても、事業を意識する企業は「最低市場規模 50億円からでないと難しい」。

考えている産業規模感にギャップがある。 

以上のような視点から、企業と大学が直接コミュニケーションをすると、それぞれの研究開発やそ

の事業化に対する目線が異なり、双方を否定するようなことも少なくない。そのため、連携に向けた

コミュニケーションが成立しないようなこともある。 

そこで、一部の機関では、大学と企業を繋ぐ機関には、上述したような大学や企業それぞれの

思惑やミッションの違いを踏まえながら、双方に協業のメリットがある体制を構築を支援（コーディネ

ート）している。それは例えば、以下のような取組である。 

 企業と大学の連携に向けた話し合いの場に、コーディネーターが同席して、企業に代わ

って大学に参加する意義を説明している。企業と大学が直接話をすると、思惑が異なることか
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ら、会話が成立しないこともある。そこで、双方のかんに障るようあ物言いは避け、「うまい」言

い方をする 

 双方にとってのメリット、すなわち支援を受ける企業だけではなく支援をする大学にもメリ

ットを提示し、連携に向けた動機付けを行う。（機関では、大学の先生にとってどういうことがメ

リットになりうるか、を把握しているためメリットを検討し、提示しやすい。）それは、金銭的なメリ

ットだけではなく、例えば「将来研究室から当該企業に就職するルートが構築される」といった

副次的な効果も含まれる。 

 企業と大学がそれぞれ何を求めているかを見極めて、目的のすれ違いが無いようにして

いる。例えば、先生は製品化したい場合に設計力の無い企業をマッチングしないようにしたり、

製品化したい企業に対して論文を重視している先生を紹介しないようにしたりしている。 

 

また、上述したようなコーディネートを行う人物に望ましい要件として、以下の見解を得た。 

 担当者自身がある程度技術に精通した上で、研究側でも事業側でも成功していること。

技術について広く偏っていない視点で見られるか。 

 大学に圧を掛けられる人。有名大学のそれなりに名をはせた研究室を出た会社の顧問

など、大学に結構圧を掛けられる。それは、特に先生の思惑に引っ張られないためにも重要

視点だ。大学の先生も偉くなればなるほど、とがっている人が多く、ある程度大学の先生に対

して納得感のある発言を行い、先生を巻き込んでいかないといけない。 

 

大学の産学連携窓口の役割としては、大学にどのようなメリットがあるかを研究室の先生と調整し

ながら検討することであるとの見解が示された。 

 大学の立場としては、企業の意向に添うように努めながらも、最終的には大学にメリットが

あり、研究が進む形でしか引き受けられない。一方で、そうした「大学のメリット」を考えることは、

産業支援機関や銀行などでは難しく、それはなぜなら支援機関は企業の OB などであり、大

学の方針や意義を必ずしも適切に理解しているとは言い難い。そのため、大学の立場から産

学連携担当者がそのメリットづくりを行う必要がある。 

 

＜大学と企業の連携コーディネートを行う上で、公設試の果たす役割＞ 

今回実施したヒアリングでは、上述したような、大学と企業の間で連携を円滑に行うコーディネー

トを行う役割として、接点のつなぎとなる産業支援機関や大学、（2.3 章で記載する金融機関）など

からその役割を把握した。その中でも特に、公設試の果たす役割として技術および事業化双方の

視点を持つ立場からの産学連携のコーディネートの果たす役割について、見解を得た。 

すなわち上述したように、事業化に向けては、大学（や企業）が開発を行っている中核技術だけ

ではなく、周辺技術や具体的な製品としてのインターフェース設計の検討などが必要となることも

多い一方で、大学は主として真理の追究に主眼を置いているため、事業化という意識を必ずしもも

っていない。そのため企業や大学だけでは、このような事業化に求められる開発要素の細かいとこ

ろまで目を向けられないこともある。 



 

 
 

10 

そうした中で公設試の役割は開発すべき技術の全体設計を行うところにあるのではないか。 

公設試は技術的な知見を持つ専門家だが、組織ミッションとして、企業支援を軸とし、事業化を

見据えた技術開発を行うという点で、企業と同じ目線を持っている。そこで、事業化に向けてはどの

ような技術課題が必要か、といった技術開発の全体像を描いた上で、より専門的な視点から大学

等との技術的な調整・仲介を行い、企業と大学の間に入ることで、技術のことがわからない他の支

援機関よりも一歩踏み込んだコーディネートを行うことが期待される。 
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2.2 川下企業との連携強化【タスク 2】 
本タスクでは、サポイン企業や事業管理機関がサポイン事業における川下企業の関わり方の現

状や課題を整理し、今後新たに川下企業との関係構築を進めていくうえで注意すべき点などを把

握した。 

 

2.2.1 ヒアリング対象 
中部経済産業局と協議の上、本調査では川下企業から見た中小製造業の見解把握に重点を

置いた。川下企業を選定する視点として、サポイン事業にとらわれず、幅広に川下企業からの見解

を把握することを目的に、特段サポイン事業でアドバイザーとして参画している川下企業などとする

のではなく、受託者の接点のある川下企業の中から、異なる業種の企業を広く選定した。 

また、川下企業の中でも、中小製造業と付き合いがあるである部署は調達部門・技術開発部門・

新規事業部門など多岐にわたり、それぞれが異なる見解を持っていると考えられる。そのため、こ

れら異なる部門の担当者がヒアリング先に含まれるように留意した。最終的に、川下企業 8 社にヒア

リングを行った。 

 

2.2.2 ヒアリングの視点 
川下事業者が、中小企業と接点構築を行う過程でどのような判断をくだし、どのような見解を中

小企業に対して抱くかを把握するために、接点構築の過程を大きく「連携検討段階」「ニーズ発信・

シーズ探索段階」「実際に中小企業と連携・取引をする段階」に大きくわけ、それぞれの段階にお

いて把握した。 

 

 

 

図 2-2. ヒアリングの視点（川下企業との連携強化） 
 

検討・探索プロセス 把握する事項の例

• 中小企業と取引をする際の商慣習はあるか
• 協業関係を構築するまでに、企業との間で取り決める事項は何か（知財の扱い等）
• 中小企業との連携上の課題は何か（「知財に対する意識・知識格差がある」等）

実際に中小企業と連携・取引
をする段階

• 中小ベンチャー企業との連携の方向性を検討する際
（部品・部材の供給、共同開発、委託開発など）中小企業に期待する役割は何か
• 中小企業との連携方針は、社内のどの方がどのプロセスで検討するか
• 自社の開発計画を踏まえ、具体的な技術ニーズに落とし込む際に自社内で完結せず、外部事業者

(コーディネーターなど)と連携することはあるのか

連携検討段階

• 貴社の技術ニーズをどの様な媒体・ルートで発信しているか
• 中小企業（シーズ）をどの様な媒体・ルートで情報収集しているか
※既存の取引先からの紹介、個社のHP、発注候補先のまとめサイト（京都試作ネット、NCネットワーク
等々）、業界紙・専門誌、展示会・見本市、学会・勉強会など
• 上記は社内のどの様なお方がどの様なプロセスで検討するか
• 中小企業をどの様な観点から見られているか。特に技術力以外に会社基盤等で中小企業に期待する
ことは何か

※事業体制、特定の品質保証の国際標準規格保有状況など

ニーズ発信・シーズ探索段階



 

 
 

12 

2.2.3 ヒアリング結果 
川下企業は中小企業と連携する際、コア技術については期待しておらず、中小企業には川下

企業が提示する設計図通りに製造・加工することを期待するとの意見が多く挙げられた。 

従って、新規委託先を探す際も、長年の付き合いのあるサプライヤーや、社内・社外からの推薦

を受けた企業等、実績のある企業から選ぶことが多い。 

展示会は、情報収集やネットワーク構築のために用いられ、そこから連携につながることは多く

はないものの、中小企業の自社の技術に関する発信方法については、改善の余地があるとの声が

多く挙げられた。中小企業はとかく自社の技術の特異性や特許について言及しがちであるが、そ

れでは川下企業もそれを具体的に使う方法がイメージできず、連携へと発展しない。川下企業側

のニーズをくみ取り、その技術を用いることで川下企業の QCD のどのようなインパクトがあるか、と

いった目線での情報発信が必要であるとの意見が多く挙げられた。 

 

【川下企業の中小企業との連携検討段階】 

 

＜ものづくり中小企業に対する期待＞ 

 中小企業にはコア技術の開発ではなく、自社（川下企業）で設計・開発った製品の製図を期待す

る 

今回インタビューを実施した企業では、自社で開発・設計した製品や部品の製造・加工等を中

小企業に発注・依頼しており、中小企業に対して自社の製品やその部品を構成するコア技術の開

発までは期待していない、といった声が多く見られた。すなわち川下企業は自社で技術の開発を

行い、中小製造業には、自社が提示した設計図通りに製造・加工することを期待している。 

その背景として、製品の開発を含めて外注してしまうと、自社にノウハウが残らないためサプライ

ヤー企業に主導権を奪われてしまい、自社内でのコストコントロールが出来なくなるという問題意識

がある。それは例えば、製品の設計・製造を丸投げしてしまうと、時間経過に伴いマイナーチェン

ジ・フルモデルチェンジが起こり、その過程で中小製造業が技術力をつけ、製品のスペックを握っ

てしまう。そのため、その企業の言い値になってしまい、例えばコストダウンをしようとして他社に切り

替えることが難しくなる。（一部企業からは、もしコストダウンに決定的につながるような「その企業に

しかない」技術があるのなら非常に魅力的である一方で、コスト競争力の観点からそういった企業

は躊躇なく買収して自社傘下に取り入れてしまうだろう、といった見解も得られた。） 

さらには、サプライヤーに開発を任せすぎると、トラブルに対応するノウハウや製品に対する評価

のノウハウなどが調達先に移行してしまい、同社の世代が変わった際にそうした技術が失われてし

まう。そのため、川下企業はどのサプライヤーでも製造・加工が可能な製品を設計するよう心掛け

ている。 

 

 革新的新技術を中核とした新規事業創出に向けて、中小企業との連携を画策する 

一方で川下企業において、自社にない新技術を中核とした新規事業を構築するために、自社

にない技術シーズをもつベンチャー企業、中小製造業者と積極的に接点構築を行っている取組も
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見られた。それはいわゆるオープンイノベーションの視点であり、川下企業としても、既存の事業の

みで生き残れるのかという問題意識のもとで、自社のこれまでの製品・技術とは異なる領域で次の

事業の柱を検討している。その中で、異業種の展示会等に出席するなかで、技術をもつ企業を探

索している。 

 

＜中小企業と接点を持つ部署＞ 

今回実施したヒアリング企業では、主として調達部門が企業との接点を持っており、技術開発や

設計部門の現場担当者が積極的に中小企業との接点構築を行っているわけではな必ずしもない

状況であった。 

 

 調達部門が中小企業との連携窓口となり、QCD の面から企業と交渉する 

上述のように、コスト競争力の観点から、「どのサプライヤーでも製造・加工が可能な製品設計を

目指している」企業では、調達部門が主たる窓口となり、価格交渉を行うことが多い。 

サプライヤー企業への発注プロセスは企業によって異なるが、ある川下企業では、ある企業に発

注する際に、「製品を作る事業部（技術部門）」「品質保証部門」、最後に「調達部門」と三つの部門

による目が入るという。技術部門は、その企業が仕様・図面に満たす部品を作れるのかを見て承認

する部門であり、品質保証部門では、その企業の信頼性（例えば、品質保証の規格の保有状況や、

基本契約が円滑に結べるか、保証・クレーム対応が適切に行えるか、など）を検査している。最後

に調達部門が技術部門や検査部門の承認が通った候補企業に対して、発注権限をもっている。 

ただし調達部門では必ずしも候補を値段だけで比較するのではなく、その企業の将来性等も含

めて検討しているという。それは例えば、比較する会社 A 社、B 社について、「発注時点では A 社

の方がコストが安いが、同士の生産体制等を踏まえたうえで将来的には B 社の方が価格交渉の余

地があり、長期的に見てコストダウンが可能」と判断すれば、発注時点でコストの高いB社に発注す

ることもあるという。 

 

 設計・開発部門が調達部門と一緒に中小企業と価格交渉にあたる 

中小企業との価格交渉は必ずしも調達部門のみで行うというわけではなく、技術のことがわかる

設計・開発部門が加わる可能性もある。今回ヒアリングした企業の中には、価格交渉に積極的に設

計担当者を入れるようにしている企業も見られた。それは中小製造業に発注を行う際に、発注先の

企業に合わせて必要に応じて設計の仕様を変えることでコストダウンや納期短縮につなげる「開発

購買（プロジェクト購買などともいわれる）」という考え方に基づいている。調達・購買部門では技術

の中身がわからないため、発注先の中小製造業とのやりとりの中で、製品の設計を変えるというとこ

ろまでは踏み込めない。したがって、発注先サプライヤーから「このコストでしかできない」と言われ

たらそれ以上交渉することができない。したがって、発注時に設計者も中小製造業と連携すること

で、中小企業の能力や、中小企業からの「こうすればもっと早く出来るのに」という提案に合わせて

設計を変えることが可能になる。 
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 設計・開発部門が技術開発の段階から独自の裁量で中小企業と連携する 

上述したように、ヒアリングを行った多くの企業から、中小企業には、技術開発要素を求めておら

ず、自社で開発・設計した通りの部品製作を期待している。ただし一部の企業からは、技術開発・

製品開発の過程で、中小企業との連携は各事業部ごとに委ねられており、担当者が自身の裁量で、

自身の製品開発上の技術課題の解決に向けて連携を行う可能性がある旨も把握された。 

ただし、中小企業と共同開発を行うような場合でも、製品化を見据えた場合には、共同開発の初

期の段階から調達部門が入り込み、具体的なコスト感を検討し、製品化に至った場合の価格交渉

を行うようなこともある。そのため、ある程度量産体制が整っていない企業だと、この価格交渉の段

階ではじかれてしまうという見解も得られた。 

 

 企画部門、新規事業部門などが独自に中小企業と連携する 

一方で、自社にない技術シーズをもつベンチャー企業、中小製造業者と共に新規事業を行うこ

とを期待する企業においては、調達の部署以外にも、事業開発部が独自にこれらの企業と接点構

築を行っているケースが見られた。 
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【川下企業による連携先中小企業のシーズ探索】 

 

＜中小ものづくり企業のシーズ探索ルート＞ 

 調達部門や社内他部署の口コミルートで紹介を得る 

新たな中小モノづくり企業を探索する際に、展示会に行って一から接点を構築するより、知って

いそうな社内外の人から紹介を受けるといった見解を多く得た。 

それは例えば、社内であれば中小ものづくり企業の候補を多くストックしている調達部門（多くは

過去に付き合いがあった企業等）に相談したり、他の事業部等で付き合いのある企業から紹介して

もらったりする。また社外であれば、川下企業が共同研究開発を行っている大学の先生から紹介し

てもらったり、付き合いのある商社や測定装置メーカーにさりげなく「こんなこと出来る企業知らない

か？」と聞いてみたり、また外部のコーディネーター（電機メーカーを退職してコンサルタントをして

いる人物等）に相談をかけるようなケースも見受けられた。 

このように推薦・紹介を重視する理由は、やはり業界の中での知名度があるなど、実績や信頼と

いった観点を重視しているからである。 

なお、こうした実績・信頼といった観点からすれば、例えば特定の業界紙に広告を出したり、技

術報告をしている企業であれば、コンタクトを取る可能性があるとの見解を示した企業もあった。 

 

 展示会等イベントを活用した情報収集・接点構築を行う 

川下企業調達部門担当者や技術開発部門などそれぞれが、主に情報収集やネットワーク構築

のために展示会等のイベントを活用している。 

その情報収集の目的としては、技術開発の現場担当者が、自身の開発製品に関して技術課題

を抱きながら、素形材産業の展示会に対して「技術課題を解決してくれるのか」を探しにいくような

場合や、調達部門が、現在付き合っているサプライヤーに納期・品質面などで不満を抱えており、

新規サプライヤーに発注先を変えたい（転注したい）と考えていて、その転注先候補となる企業を

探しに行くような場合もある。 

一方で、「次世代自動車展」のような産業ごとの展示会等では、新規事業担当者が新事業につ

ながるヒントを探して参加したり、技術開発部門担当者が業界最新動向を把握したりと、トレンドの

把握を主たる目的として参加している。 

こうした展示会の場で中小企業等と接点構築することもあるが、後述するような理由から、展示会

から実際の取引につながるといった企業は多くはなく、その場での意見交換で終わってしまう場合

も多い。 

 

 WEB サイトなど、公開情報を活用して情報収集を行う 

 ヒアリングを実施した複数の川下企業では、技術を持つ中小企業を探す際に、必ずしも専門誌

や展示会等に頼ることなく、Google 等の検索サイトから始まって、中小企業のホームページを見て

情報収集を行っている。 

中小企業のホームページ等を見ている中で、「技術のことは詳しく解説してあるが、なぜその技
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術を開発したのかが見えにくい」「ホームページの更新がおざなりにされており、最新の情報が載っ

ていないように思う」といった意見や、「そもそもホームページのデザインが見にくいことがある。彼ら

はウェブサイトの発信力を軽視していないか。製品・技術一つを見せる際にも、その見せ方一つで

変わってくる。Web デザイナーなどを頼り、洗練された見せ方にするべきではないか。また国内外

広く関係者が見ることを踏まえれば、最低でも日英併記にするべきでないか。」といった厳しく評価

する見解も把握された。 

 

 そもそもものづくり中小企業との新たな接点構築は目指さない 

今回ヒアリングした企業の中で、複数企業から、長年の付き合いで信頼関係のあるサプライヤー

中小企業との付き合いを重視し、新たな接点構築は積極的には目指さないような意見も複数企業

からうかがえた。 

そうした企業では、自社と長年の発注・受注関係で納期・品質等で信頼を寄せているサプライヤ

ー企業で構成される組織「協力会」を組織し、協力会に属する自社サプライヤーとの付き合いを重

視している。中には、「協力会の企業を守ることは我々大企業の使命である」という意識を持ってい

る川下企業も見受けられた。 

 

＜川下企業にとっての、中小企業が発信する技術の見え方＞ 

 川下企業にとって、自社の課題解決にどうつながってくるかが見えにくい 

今回ヒアリングを実施した川下企業からは、展示会等で中小企業の技術シーズを把握したとして

も、自社の課題解決にどのように貢献してくれるのかが不明瞭なため、具体的な付き合いにまで行

きづらいという見解を得た。 

 具体的には、以下のような見解が得られた。 

 展示会などで出されているモノづくり中小企業の技術は、特許自慢のように見えるときが

ある。中小企業も見せられる技術、見せられない技術がある中で、展示会ので見せている技

術は結局、特許で押さえている部分のみだ。そうなると極めてピンポイント技術になり、視点が

狭くなってしまい、話を聞いている分には面白いが、実務となるとあまり興味がわかないところ

がある。 

 技術の発信をされても、それが具体的に「我々川下企業の QCD にどう訴求するか」「うち

に頼めば、もっと御社の製品のこれとこれがよくなりますよ」みたいな具体的な提案をしてくれ

ると良いが、なかなかそうはならない印象を受ける。 

 

 「信頼できるか」が判断しやすい見せ方に期待する 

上述したように、川下企業にとっては新たな企業との付き合いを始める際には、その企業が信頼

できるのか、それはすなわち安定的かつ持続的に製品・部品・部材を提供してもらえるのか、また

本当にこの中小製造業は自社にとって有益な技術を持っているのかといった視点から検討してい

る。その中で、今回のヒアリングで得られた見解として、 

 具体的に自社(中小製造業)の技術が「こんな風に川下企業の QCDに訴求した事例があ
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ります」などといった事例を紹介してもらえると、より検討の具体性が増す 

 安定的かつ持続的な製品提供の観点から、中小製造業の製造工程で、一人の技術者

に製造のノウハウが集中していないか、また会社経営の後継者がいるかといった事業の安定

性を重視している 

 中小企業に技術ノウハウがどれだけ開示できるか。中小企業側はノウハウをストックした

いという思惑があるのは理解しているものの、川下企業としては品質や供給の安定性を確保

する観点からある程度製品の技術ノウハウを把握することは必要であり、最初の段階でどこま

で開示できるかは重要である 

といった見解を得た。 

 

 連携して新規事業を始める上で、ビジネスモデルの発想や、想定市場動向の理解に期待する 

上述したような、自社にない技術シーズをもつベンチャー・中小製造業者と連携することで新規

事業を行うことを検討する川下企業では、自社にはない技術を持つ中小企業・ベンチャー企業を

幅広く探索している一方で、ベンチャー・中小製造事業者に対しては、技術の提案だけではなく、

技術の出口に対する新たなビジネスモデルの発想や、参入を検討している市場に対する業界知

識についても併せて期待する見解が得られた。それは、必ずしも川下企業やベンチャー・中小製

造事業者の直接的な想定顧客だけではなく、エンドユーザーの抱える課題（例えば医療系であれ

ば、医療機器メーカーだけではなく、その先にある病院現場の医師の抱える課題）に対する理解が

あることが望ましい。 

こうしたビジネスモデルや業界知識の有無を見ているのは、事業化を考えるときに、技術のこと

だけではなく、顧客の課題解決やそのための手段としての製品・技術の観点から考える姿勢がある

かを確かめるためであるという。 

 

＜川下企業自身のニーズ発信＞ 

 展示会や専門誌等での情報発信を行う 

ヒアリングでは、川下企業自身が、その製品開発・研究開発の動向や技術課題などの発信を行

う取組について把握した。 

企業によっては、自社が展示会等に登壇し、自社の動向や課題を広く発信したり、「技術報告」

のような冊子を作成して、研究開発の動向を発信する取組がうかがえた。一方で、そうした展示会

や技報などの発信の場を中小企業との接点構築の場として必ずしも期待しているとは言えず、むし

ろ他社や外国から真似されるリスクや知財的なリスクを懸念して、自社の技術ニーズの公開に消極

的になっている状況がうかがえた。 

また、こうした場で発信を行っても、現状として必ずしも中小ものづくり企業等との新たな接点構

築の場とはなっていない。例えば、展示会等で川下企業が企業動向の紹介をすると、中小ものづ

くり企業を含め多くの企業から名刺交換の希望があるものの、その後具体的な商談の話に進むこと

はない。また、技報では、技術開発を行っている担当者の氏名・連絡先を記載している一方で、実

際に問い合わせがあることは殆どないという。 
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今回ヒアリングを行った複数の川下企業から、「中小製造業の方も、我々と接点を持つことに躊

躇しているのではないか。我々としては名刺交換を基にした問い合わせ、技報等に対する問い合

わせを拒むものではなく、実際に問い合わせがあったら時間をとって話したい。他に適切だと思う

担当者がいればその担当者を割り当てる。」といった前向きな見解が見られたが、実態として接点

が名刺交換で止まってしまっている状況が把握された。  
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2.3 金融機関との連携の可能性把握【タスク 3】 
タスク 3 では、金融機関の支援機能に着目した。研究開発を行う中小製造業に対する支援機関

は、これまでみてきた産業支援機関、大学・公設試に限らず、研究開発の実施有無に関わらず企

業と接点のある金融機関が果たす役割は大きく、必ずしも融資支援にとどまらないと考えられる。

一方で、サポイン事業をはじめとした研究開発の中で、金融機関の果たしている役割・位置づけは

必ずしも明確であるとは言えない。そこで、ヒアリングを通じ、金融機関の今後のサポイン事業への

参入の可能性や、事業管理機関、産業支援機関との連携の可能性を検討した。 

 

2.3.1 ヒアリング対象 
本調査においては、地域の中小製造業に対して金融支援を行っている金融機関として、信用金

庫および地方銀行に対してヒアリングを行った。 

ヒアリング対象の選定にあたっては、受託者が公開情報等を基に探索した。単なる金融支援にと

どまらず、企業の経営サポート等を積極的に実施していることが確認できた金融機関（例えば、研

究開発に向けた補助金（ものづくり補助金等）の申請支援に注力している、産学連携を推進してい

る、ものづくり企業による製品・技術のマッチングを積極的に行っている、など）を選定した。また中

部経済産業局より推薦のあった東海地域の信用金庫も含めた。 

最終的に、信用金庫 5 庫、地方銀行 4 行に対してヒアリングを行った。 

 

2.3.2 ヒアリングの視点 
本タスクでヒアリングした金融機関では、そもそもサポイン事業のような大規模研究開発事業に

対する支援スキームは有していないと考えられることから、中小製造業に対する支援を幅広に把握

することを目的として、以下の視点からヒアリングを行った。 
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図 2-3. ヒアリングの視点（金融機関との連携可能性把握） 
 

  

 

インタビューにおける論点 
 

 貴行における、中小モノづくり企業等への事業支援内容 
 企業の現場で抱える経営課題の解決から、新たな事業創出等に向けて、貴行ではどのようなご支援を提供

しているか 
 とくに企業からの貴行に対するニーズが高いご支援内容は何か 
 実施している事業支援は、貴行の経営戦略上のどのような位置づけにあるか（例えば、融資業務とのつな

がりなど） 
 今後のご支援内容拡充に向けた方向性や、現状お感じになられる課題等はあるか（他機関との連携や外

部支援に期待することなど） 
 
 公的補助金を活用した研究開発（ものづくり補助金やサポイン事業など）への支援可能性 
 貴行がこうした公的補助金制度を、今後顧客支援ツールとして活用しうるか（想定されるメリットやリスクな

ど） 
 今後顧客支援ツールの一つに取り入れていく場合、どのようなご支援が提供可能か 

※例えば、下記のような支援は可能か： 
研究開発案件発掘・組成、研究開発計画・事業計画の検討支援、技術の専門家や川下ユーザーとのマ
ッチング支援、販路開拓支援、補助金申請支援、補完研究等の資金援助など 

 貴行が自ら事業管理機関となることは可能か（想定されるメリットやリスクなど） 
※事業管理機関とは、サポイン事業において国との総合的な連絡窓口を担い、サポイン事業にとりくむ企業
の補助事業の遂行に向けた進捗管理や経理管理を行うと共に、企業に対して開発成果の事業創出に向
けた支援を行う機関。 
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2.3.3 ヒアリング結果 
金融機関では、補助金に関連した支援は、本部機能が担うことが多い。企業の日常的な担当者

である営業店から、補助金申請支援に関する相談が引き継がれるほか、企業から直接コンタクトを

取ってくることもある。 

金融機関が補助金申請の支援を行う目的としては、短期的な融資につなげることというよりかは、

長期的な目線で地域活性化や取引先との関係構築であるといった意見が多く挙げられた。 

支援内容としては主に、ものづくり補助金を中心とした研究開発助成金の申請支援と、他機関

（大学・公設試・他企業）とのマッチングが挙げられた。 

金融機関が事業管理機関を担う可能性については、人的リソースの不足や情報セキュリティ上

の問題から、検討は難しいとされた。 

 

 

【支援対象や金融機関の支援体制】 

 

＜金融機関が対象とするものづくり中小企業＞ 

地域の信用金庫や銀行の支援対象となる企業はヒアリングを実施した金融機関によって異なる

ものの、財務基盤や体制が整っていない中小企業や零細企業が多く、サポイン事業のような大規

模研究開発事業に取り組むだけの企業体力に余裕がない企業が多いとの意見が示された。 

そもそもこうした企業では「研究開発を行いたいので、ものづくり補助金、サポインといった公的

補助金を活用したい」というピンポイントな支援ニーズがあるというよりも、「漠然と悩みはあるものの、

それをどこに相談したら解決できるのかがわからない」と考えている。 

 

＜金融機関の支援体制＞ 

今回調査対象とした金融機関における支援体制としては、本部（本店営業部）機能として、中小

企業（製造業に限らず、幅広い業種を支援）の経営課題解決や事業創出に向けた支援を行って

おり、その一環として、補助金事業に関連した支援を行っている。 

営業地域内各地にある営業店の担当者が、顧客企業との日常的なカウンターパートであるもの

の、担当する地域の顧客企業と接する中で受けた相談がきっかけとなり本部に引き継がれ、本部

で支援を行う場合や、顧客企業が直接本部に相談を行うこともある。 

また、情報セキュリティ等の観点から、営業店では担当者の個別の連絡先（メールアドレス等）を

有さず、本部機能に連絡窓口を設けている場合が殆どであり、補助金の申請をはじめ、書類のやり

取りを伴う支援は本部機能でしか行えないという側面も見受けられた。 

 

＜企業の経営支援を行う目的やメリット＞ 

調査対象とした金融機関からは、金融業務に加えて企業の経営支援を行うことの目的として、企

業からの短期的な見返りや目先の融資を期待するものではなく、支援メニューを通じて顧客の経営

課題や今後の見通しを把握して事業性を把握したり、支援を通じた長期的な顧客との信頼関係構
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築を行い、長い目で見た融資等につなげたいという意図が把握された。 

例えば、後述するような「ものづくり補助金」の申請支援では、補助金を活用して設備投資を行

いたい企業の補助金申請を支援して、無事に申請が採択されれば、企業が購入する設備費のうち、

補助金で賄うことのできなかった不足分を、金融機関が新たに融資に回すことが出来るという、い

わば短期的なメリットに期待する声もある。 

一方で、中には申請の採択されるかどうかは必ずしも重要ではなく、申請のプロセスで企業と一

緒に経営課題を考えることそのものに意義がある、という見解もみられた。すなわち、補助金の申請

書作成の過程で、企業が何を事業課題としていて、今後そういった事業の柱を立てていかなけれ

ばならないかといったことを企業と腹を割って話すことが出来る。 

 こうした過程を通じて、企業に寄り添う姿勢を見てもらう中で企業と信頼関係を構築し、将

来的に融資が必要になったら、自機関を融資元として選んでくれればよい 

 金融機関としても、こ過程は、その企業に対する長期的な融資に向けた事業性評価の一

つとも捉えることができ、今後その企業とどう付き合っていけば良いかを検討する良い機会に

なる。 

といった見解が把握された。 

 

【支援内容】 

今回調査を行った金融機関からは、金融機関による企業支援の内容として、大きく 

 ものづくり補助金を中心とした研究開発助成金の申請支援 

 金融機関による研究開発資金の助成・出資 

 企業の研究開発に関する他機関とのマッチング 

の 2 つの取組が把握された。 

 

＜ものづくり補助金を中心とした研究開発助成金の申請支援＞ 

多くの金融機関では、ものづくり補助金を中心とした研究開発助成金の申請支援を行っている。

その支援の方法は主に 2パターン把握され、一つは、金融機関の担当者が企業と一緒になって申

請書の作成等を支援する場合であり、もう一つは外部の支援機関を紹介する場合である。 

 

 金融機関の担当者が直接支援・指導する 

企業からの相談を受け、金融機関の担当者は企業と一緒になって申請書の内容となる研究計

画や事業化計画を検討し、作成に向けた支援・指導を行う。支援・指導にあたっては、必ずしも担

当者自身に技術的な知識があるわけではないが、企業に対して、補助金申請で重要となる論点

（すなわち、申請書で訴求すべきポイントはどこか）を示しながら、企業から考えを引き出す中で、

企業が「ここの技術にひと手間かけている」「この技術はよそがやっていない」などといったストーリ

ー構築を行っている。調査した金融機関によっては、過去に同様の補助金を申請を支援し、採択・

不採択の経験を多く積んできた中で、「良い申請書」に対するノウハウが蓄積され、そのノウハウが

企業を支援する上での強みとしている機関もあった。 
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こうした金融機関にとって、企業からの補助金申請の支援依頼を、後述するような他機関（他の

支援機関や民間コンサルティング会社など）へ委託・回付するのではなく、自機関の担当者が直接

支援を行う狙いとして、 

 外部機関に委託してしまうと、金融機関におけるものづくり補助金の申請に関するノウハ

ウが残らなくなるから 

 こうした支援自体が顧客の事業課題を知る良い機会であり、他機関に任せると顧客のこ

とが分からなくなるから 

 民間コンサルティング会社等の活用は、申請作業そのものを代行して高い確度で採択さ

れるかもしれないが、申請を他者に任せてしまうと、企業自身が自社の経営課題や今後の経

営目標等について考えなくなるのではないか。これらを考えるプロセス自体が補助金申請の

核心であり、自身でやってらうようにしている。 

といった見解が得られた。 

また、今回ヒアリングを行った金融機関においては、支援体制として、金融機関の本部機能の担

当者が単独で行っており、外部機関等との連携は行っていない機関が多く把握された。上述した

ように、金融機関には必ずしも技術的知見や専門知識は求められず、申請の論点提示だけでも、

有意義であると考えている一方で、研究開発の数値目標の妥当性などを判断するためには技術

的な理解が必要になることもあり、金融機関のみでは支援に限界がある場合もある。そのため、一

部の金融機関からは、今後の支援強化に向けた課題として、技術的な知見を持つ大学・公設試と

の連携等、外部機関の協力を得ることも重要ではないか、との意見も把握された。 

 

 補助金申請の支援に向けて外部の支援機関を紹介する 

金融機関が自機関では支援を行わず、地域の公益財団法人系の産業支援機関や、よろず支

援拠点、自機関と連携体制を築いている民間会社等、他の機関に企業を紹介する方法をとってい

る金融機関もみられた。 

その理由として、金融機関としてその支援ノウハウ・スキルに限界があり、こうした支援を専門とし

ている外部機関に委託したほうが採択率が上がるためという意見が挙げられた。その上で、金融機

関として、補助金申請等の相談をどこに行ったらよいかがわからない企業から、入り口として相談を

受け、企業の抱える課題や相談内容を整理することで、企業の適切な外部支援活用を促進するこ

とを、自機関の役割として見出している。 

 

＜金融機関による研究開発資金の助成・出資＞ 

一部の金融機関（主に大規模地方銀行）では、企業からの技術開発に関わる相談を踏まえ、企

業に対して出資・助成を行う取組が把握された。その運用形態は機関によって様々ではあるが、直

接「助成制度」という形で銀行から出資する形式もあれば、金融業務との関係性に留意して、金融

機関の系列組織を通じて間接的にファンドを運営するような機関も見られた。その上で、助成・投

資を通じて事業化に向けた戦略策定など、伴走支援を行っている。 

これらの助成事業では、助成規模はサポイン企業ほどは大きくはないものの、サポイン事業等大
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規模研究開発事業を見据えた助走として支援するなど、企業の状況に合わせて資金獲得の選択

肢を提供している。 

 

 

＜産学連携や、企業間連携を促進するマッチング支援＞ 

調査対象とした金融機関からは、多くの機関から、大学等との産学連携や他企業とのマッチングを促

進する取組が把握された。 

 

 産学連携の連携先となる大学を紹介・及びその前裁きを行う 

企業から産学連携に関する相談を受けた際に、金融機関が企業と大学を繋ぐ役割を果たすこと

がある。 

企業と大学を繋ぐ場合、今回調査対象とした金融機関の多くが、担当者の自ら接点を持つ大学

等から企業に紹介を行うというよりも、企業の相談を踏まえて、大学の産学連携窓口や、産学連携

コーディネーターに相談する方法をとっている。大学の産学連携窓口や産学連携コーディネータ

ーの担当者などが大学の研究者との間に入り、仲介業務を担う。金融機関によっては、特定の大

学と産学連携の包括協定を結んでおり、企業から相談を協定先の大学の産学連携窓口に繋ぐよう

な取組も見られた。 

一方で、一部の金融機関（大規模地方銀行）では、金融機関の支援担当者自身が大学研究者

と直接接点構築を行う中で、企業に対して紹介するような取組も見られた。当該機関では、地域の

理工系大学と包括協定を構築しており、支援担当者自身も協定先の大学における客員産学連携

コーディネーターとして兼務するなど、金融機関と大学の中で人材の行き来、密な連携体制を構

築している。 

以上のように、企業と大学の繋ぎ役を担う際に、各金融機関では企業からの相談内容の事前整

理・前裁きを行っている。企業からの相談は、その内容が明確でなかったり、そもそも大学に相談

するような内容ではなかったりする。例えば、（特に大学との共同研究の経験がなく、大学の役割を理

解していないような企業では、）「自身が今の事業のままだと非常に厳しい中で、今後新しい柱を事

業として何がいいか相談したい」といった、漠とした相談もあるという。そうした中で、金融機関の支

援担当者が「大学とはこういうことを支援してくれる人たちだ」というイメージを企業に示し、企業が

正しい産学連携の意識を持てるようするとともに、本当に大学に相談できるものだけを大学に紹介

するといった前裁きの役割を担っている。 

ある金融機関では、大学に相談を持っていく前に、具体的な技術開発課題（例えば、こういう素

材を用いて、これくらいの精度を実現したい、など）を企業に書類に纏めさせ、事前に相談内容が

具体化するようにブラッシュアップ指導をした上で、大学の産学連携担当に回付している。そうする

ことで、大学が「どの研究室を紹介するのが適当か」「研究室の先生から見て、その内容は支援で

きる内容なのか」を判断するための下準備を行っている。（なお、この金融機関ではこうした取組な

どから大学から一定の信頼が得られており、当金融機関を経由した相談であると、（企業が直接大

学に行くような場合と比べて）、大学側もより支援を前向きに検討してもらえることが多いという。 
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 連携先の大学と企業の間に入り、調整（コーディネート）を行う 

 今回ヒアリングを行った金融機関の中には、上述したように企業と大学を引き合わせ、紹介の

みで終わる機関もあったが、複数機関では、引き合わせたあとも実際の連携体制の構築に向けて、

企業と大学の間に入り、コーディネートを行っている金融機関も存在した。 

 コーディネートの粒度や方法については機関によって異なるが、企業と大学の協議の場に同

席し、双方の間に入ることによって、それぞれのミッション・産学連携に対する意識の違い等を踏ま

えたうえで、双方にすれ違いが生じないような手助けをしている。それは例えば、企業側のニーズ

を詳しく把握している立場として、企業がうまく大学の研究者や産学連携担当者に要望が伝えられ

ない際に、「社長さんこういうことやりたいんですよね」と一言添えたり、大学側の立場にも配慮しな

がら、企業の意図を、伝え方を工夫するすることで上手く伝える、といったコミュニケーション上の後

押しをしている。 

 この際には、金融機関担当者では、必ずしも技術的・専門的な内容はわからないものの、技術

課題の内容に踏み込むというよりも、企業がその技術課題を通じて成し遂げたいことや事業の展望

を理解した立場として議論の場に参加し、企業を後押しする役割を担っている。 

金融機関が間に入ることによって、企業にとっては大学に相談しやすい、心強さを与えることが

出来、また大学にとっても、「金融機関さんが間に入られているから、話を聞いてみようか」といった

相談を受ける上での安心感を与えるような効果もあるとの見解を得た。 

 

 顧客企業同士のマッチングを支援する 

顧客である企業同士のマッチング支援としては、企業からの相談内容に併せて、自機関の取引

先顧客同士を引き合わせたり、顧客同士が接点構築が行えるようなイベントを開催している取組が

把握された。また、地域外の他の金融機関と連携し、双方の取引先同士をマッチングしたり、商談

会のようなイベントを開催する取組も実施されており、中小製造業にとっては、販路開拓や技術開

発のパートナー探しに有用な場となっているだけでなく、取引先企業に自分たち以外の業界の企

業にも目を向かせることで、商流の違いなどから自らの業務を振り返り、今後の事業の方向性や課

題について考えるきっかけとなっている。 

 

【事業管理機関としての支援可能性】 

金融機関が事業管理機関になることについては、現時点では検討が難しいとする見解を多く得

た。 

理由は大きく 3 つ挙げられ、一つ目は、人的リソースの不足である。現時点でも補助金業務に人

的リソースが足りていない機関もあり、他業務もある中でさらに管理基幹業務を担うことは難しいと

いう意見が挙げられた。 

二つ目は、立場上の問題であり、顧客である企業に対して、進捗管理や経理管理を実施するこ

とは、立場上難しいとの意見が挙げられた。 

三つ目は情報セキュリティの問題である。管理機関として得た情報を金融機関として用いること

はできないが、もし金融機関が事業管理機関を担う場合、顧客からは情報は不正に使われるので
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はないかという懸念が起こるだろう。金融機関としては情報管理上のリスクは非常にナーバスに考

えているとのことである。 

ただし、財団法人や準公的機関からの相談に応じて、取引先企業とのマッチングや、情報提供

という形でのサポートは可能であるとの意見も挙げられた。 
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第 3 章 終わりに（調査結果から得られた示唆と今後の施策に向けて）  

以下では、本調査事業全体から得られた取組視点を踏まえて課題解決に向けた今後の施策に

対する考察を示す。 

本調査でヒアリング対象とした大学・公設試や産業支援機関、また川下企業、金融機関の取組・

見解は、特定の一部機関の取組・見解であり、大学・公設試の取組・見解、川下企業の取組・見解、

金融機関の取組・見解等を代表するものではない。ただし、その得られた取組・見解から、事業管

理機関をはじめとしたサポイン事業の支援機関に対して以下のような示唆が得られたと考える。 

 

【大学・公設試との産学連携促進に向けて】 

企業の研究開発課題の解決に向け、大学・公設試との一層の連携が期待される。 

 

＜大学・公設試との接点構築の促進に向けて＞ 

研究開発を行う企業による大学・公設試の活用に向けては、「大学に対して何を相談してよいの

か（どのような相談にのってくれるのか）わからない」、「大学との出会いの場がない」、などと感じる

中小製造業が多い中で、これらの課題を外部支援によって加速させることも重要だ。 

「大学に対して何を相談してよいのか（どのような相談にのってくれるのか）わからない」に対して

は、支援機関が企業の支援ニーズを把握し、大学・公設試に対して相談すべきことをまとめていく

ことが期待される。支援ニーズの把握は、必ずしも産業支援機関(事業管理機関)や公設試等のコ

ーディネーターだけが対応する必要はなく、企業との接点が多い地域金融機関が、日常的な企業

とのコミュニケーションの中で行うことも考えられる。なお、今回実施したヒアリングにおいては、「金

融機関では技術的な知見がなく、産学連携や研究開発の話がしづらいところがある」といった意見

も一部把握されたが、金融機関においてすべて対応を行うということではなく、企業から技術支援

等の話題が出た際に、速やかに関連する産業支援機関等に連携できるような体制を整えておくこ

とも重要ではないかと思われる。 

また、ヒアリングでは「企業によってはそもそも大学に対して依頼するようなことではない、的外れ

な支援依頼をしてしまう」といった意見が把握されたように、企業から把握した支援ニーズを踏まえ、

大学に依頼できるのかどうかを事前整理することも必要である。そもそも、企業が産学連携に対す

るイメージをしやすくするために、産学連携の事例や、大学の活動、シーズ情報を積極的に企業に

対して発信することも一案だ。 

「大学との出会いの場がない」に対して、企業と大学の接点構築を促進していくために、産業支

援機関をはじめとした外部機関が、大学と企業が出会うきっかけを提供することも重要である。接点

のきっかけとして、いきなり共同開発のような体制構築を目指すのではなく、まずは企業と大学が気

軽な交流が行える場をつくることも一案だ。例えば、ヒアリングで把握されたある機関では、大学か

らの相談を受け、研究室で実験等に用いる研究試作品の製作を、技術力のある地元中小企業に

依頼するための仲介を行っている。こうした仲介がきっかけとなって企業が、単独では接点を持ち

づらかった大学と接点を持つことができるため、いざ企業が研究開発で困った際に、気軽に相談

することもあるという。このように、企業が困った際に頼れる素地を整えておくことも重要ではない
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か。 

 また、大学との接点構築においては、企業に支援が出来る適切な支援を行える大学の先生の

探索が欠かせない。 

企業からの相談に応じて、該当領域の知見を持つ適切な研究者にたどり着くための手段は、産

業支援機関の担当者が接点をもつ研究者から探す、大学等の産学連携窓口を経由して探す、イ

ンターネットや学会誌等の情報源から検索する、など様々に考えられる。 

ただし、産業支援機関の担当者が、企業からのあらゆる相談に対応できる、幅広い領域の研究

者と個人的な接点構築を行うことは必ずしも現実的ではないため、研究者と接点のある組織や窓

口と接点を持ったり、複数の情報源を把握しておくなど、企業のニーズに合わせて幅広い探索が

行える素地を整えていくことが期待される。 

また、特に企業の支援機関に対して期待されることは、企業の技術相談に対して知見があると考

えられる研究者がいた場合に、企業が大学の先生に支援を依頼するにあたり、先生の人柄や、や

る気、支援するだけの余裕があるかなどを見極めることであろう。 

「本当に大学に対して支払う対価に見合っただけの支援をしてくれるのか、実際は研究室の学

生に任せて終わりではないのか」、「リソースに限りのある中小企業への支援に理解があるか」、「他

に進行している企業等と共同研究で手一杯ではないか」、「先生の他に、サポートしてくれる院生は

豊富にいるか」といったことは、大学との連携に不慣れな中小企業では、なかなか見極めることが

難しい側面がある。その際に、事前に支援機関が研究室と直接コミュニケーションをとる中で見極

め、研究室に依頼するにふさわしい研究者か否かを見極めることが期待される。こうした大学側の

支援の余裕や人柄等は、必ずしも技術的な知見が必要とされない側面もあり、企業の支援を行う

あらゆる機関（産業支援機関の担当者や、大学・公設試の産学連携窓口、金融機関の担当者など）

に期待される取組であると考えられる。 

 加えて、「大学の先生のやる気」を見る、という視点だけではなく、「先生をやる気にさせる」とい

う取組まで、産学連携の支援担当者には期待されるのではないか。すなわち、支援を受ける企業

だけではあく、支援をする大学に対してもメリットを提示し、連携に向けた動機付けを行う。それは

必ずしも、研究費の獲得や(クロスアポイント等による)人件費の獲得といった金銭的なメリットだけで

はなく、研究室の学生の教育的側面などといった副次的な効果も考えうる。 

 

＜大学と企業の産学連携事業の設計＞ 

大学と企業の間で産学連携体制、すなわち大学による技術支援や、共同研究開発事業の体制

構築を行う際には、事業の目的を踏まえたテーマや目標設定、その実施手段、役割分担などとい

った事業計画を適切に設計し、参画する大学と企業の間で共通の認識をもつことが肝要である。

その際に、外部支援の果たす役割は大きい。 

大学と企業では連携体制を作っていても、その目指すところに異なる考えを持っていることが多

く、ヒアリングでも把握されたように、以下のような観点から、大学と企業との間ですれ違いが発生す

る可能性がある。 

 研究の成果として、大学では研究開発の精度（トップデータ）を追求する一方で、企業は
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研究自体の精度を求めるというよりも、産業化に資するだけの精度を求める 

 研究開発におけるスピード感覚・時間感覚として、大学は長期的な開発も視野に入れる

一方で、企業（特にリソースの限られる中小企業）は技術課題の可決が急務であることもある 

 事業化に対する意識（例えば想定する市場規模など）が異なる 

こうした違いから、企業と大学が連携を進めた後でトラブルが生じないよう、外部支援により、企

業と大学がそれぞれ何を求めているかを見極め、共同体制開始後に目的のすれ違いが生じない

よう、事前に整理することが期待される。 

また、ヒアリングからも把握されたように、研究開発の計画を立てる上で、事業化を目指すために、

大学や企業が開発を行う中核技術だけではなく、周辺技術や具体的な製品としてのインターフェ

ース設計の検討など、技術的な補完が必要となることも考えられる。 

企業は、彼らの技術課題の解決を行うことに集中しており、また大学は主として真理の追究に主

眼を置いているため、事業化という意識を必ずしももっていないなど、企業や大学だけでは、事業

化に求められる開発要素の細部まで目を向けられないこともある中で、外部支援によって第三者

的に事業化に向けた全体像を提示し、開発すべき技術の全体設計を行うことも期待される。 

以上のような、研究開発事業の設計や共通認識の構築に向けた外部支援を行うには、大学の

研究開発に対する理解、企業の事業状況に対する理解の双方が必要となると考えられる。また、

事業化の視点に加え、大学・企業双方と開発課題を検討をすることが出来るだけの技術的・専門

的知見も一定程度求められる。そのため、支援の担い手として、産業支援機関の産学連携コーデ

ィネーターや公設試等の果たす役割は大きいと考えられ、一層の支援機能の強化が期待される。 

特に、事業化を見据えた開発計画を立て、実行していく際には、周辺技術や具体的な製品とし

てのインターフェース設計など、補完技術の開発を進めることの出来る公設試を開発体制に巻き

込む意義は大きいのではないか。 
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図 3-1. 大学・公設試等との連携強化に向けて期待される外部支援 
  

大学・公設試との
接点構築

大学・企業の連携
事業(技術支援や
共同開発など)の設
計

大学・公設試に対して、何を相談したら良いか、
わからない

企業の支援ニーズを把握する

大学との間で、事業の目的・手段、役割分担や
目標設定等、共通認識を持つことが難しい

・公設試
・産業支援機関
・金融機関

必ずしも技術的な知見が必
要とされない側面もあり、企業
の支援を行うあらゆる機関に
期待される取組である。
併せて、技術的な知見が必要
になる際には、関連する専門
家等おと速やかに連携できる
体制を整えておくことも重要

企業の困りごと 期待される外部支援

大学・公設試との出会いの場がない

大学への相談内容の事前整理
(その相談は、大学に対して行うのが適切なのか?)

企業に対して、研究開発のイメージや、大学の
活動に対する正しい認識を提示する

(共同研究等以外にも)大学と企業が気軽に交
流できる連携スキームを提供する

企業支援が可能な適切な大学研究者を探索す
る

大学研究者の人柄・やる気・余裕を確認する

大学に対して、企業支援のメリットを設計・提示す
る中で、支援の動機付けを行う

自社の研究開発内容にリソースをとられ、事業
化に必要な要素をカバーしきれない

大学と企業のミッションや思惑の違いを事前整理
し、事業中に、すれ違いが発生しないようにする

事業化に求められる開発要素の全体像を棚卸しす
る

周辺技術やインターフェース設計など、事業化に向
けて補完すべき技術要素の開発を担う

主な外部支援の担い手

・公設試
・産業支援機関
大学の研究開発に対する理
解、企業の事業状況に対する
理解の双方が必要となる。ま
た、事業化の視点に加え、大
学・企業双方と開発課題を検
討をすることが出来るだけの技
術的・専門的知見も一定程
度求められる。
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【川下企業との接点構築に向けて】 

 

＜川下企業との接点構築の強化＞ 

研究開発成果の事業化を図る上では、「研究成果の販売先となる川下企業に対して、いかにし

て販売に向けた効果的な糸口や接点を構築し、維持するか」がカギとなる。 

ヒアリングで把握されたように、川下企業としても、名刺交換や名刺交換を基にした問い合わせ、

技報等に対する問い合わせを拒むものではなく、実際に問い合わせがあったら時間をとって話し

たい、と中小企業との接点構築を前向きに考えている一方で、実態として中小企業からの連絡、打

ち込みがあることは少ないという現状が把握された。事業管理機関をはじめとした支援機関におい

ても、サポインを実施する中小事業者と共に、展示会や技報などといった、川下企業との接点構築

の糸口を探索したり、連絡を促すなど、中小企業が川下企業と積極的に接点構築を行う後押しが

可能ではないか。 

また、川下企業への調査からは、接点構築を行う先として、調達部門が主たる窓口となることが

多く、開発部門の担当者では接点構築を必ずしも行えていない現状も把握された。一方で、「開発

購買」の視点にもあるように、サプライヤーとの価格交渉に積極的に開発部門も関係構築をしてい

きたいと考えていることもまた現状である。 

上記の状況を踏まえると、サポイン事業者においては開発部門と日常的に接点構築を目指すこ

とも重要であり、開発部門とのやり取りを継続的に実施することが結果的に社内の調達部門への到

達や意思決定への近道になる場合があると考えられる。 

（今回ヒアリングした川下企業からは、中小企業側も調達とばかり名刺交換（＝接点構築）を行お

うとし、開発部門との関係構築が出来ていない、とみる見解があった。） 

 

＜川下事業者との信頼関係の構築に向けて＞ 

ヒアリングから把握されたように、川下企業が付き合いを大切にしている中小企業は、例えば、サ

プライヤーの協力会を組んでいる企業など、大手企業からしたらQCDを満たしていたり、改善活動

への協力が長年の実績として認められた企業である。また、新しい中小企業との接点構築を行う際

にも、展示会などでゼロから探しに行くよりも社内外での口コミルートを頼ることが多いという。こうし

たことから、川下企業にとって、「技術力だけではなく、信頼できそうな企業とお付き合いしたい」と

いう観点が念頭にあると考えらえる。 

そのため、サポイン事業を実施する中小製造業者が、開発製品・技術のニーズ把握、販路開拓

等を目的として川下事業者と接点構築を行う際にも、技術力をもとに正面突破で川下企業に打ち

込みに行くだけでなく、長期的な接点構築を視野に入れ、「信頼できる企業」としての素地を整える

ことも重要であると考えられる。それは例えば、 

 （川下企業が）共同研究を実施している大学の先生からの紹介 

 川下企業と付き合いのある、サプライヤーとの間に入る商社からの紹介 

 特定の業界紙、協会誌等で取り上げられている企業 

などといった、口コミや紹介のルートに入り込むことが出来るように、多様な立場、組織等との接
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点構築を行ったり、サポイン事業の成果発信を行っていくことも重要ではないか。 

併せて、事業管理を務める産業支援機関では、事業化を意識したサポイン事業の組成に向け

て、すでに川下企業との信頼関係の素地を持った企業を発掘し、日常的に関係性を構築しておく

ことは重要である。 

また、川下企業との関係構築にあたっては、（特に新たな関係構築を目指す場合には）、中小製

造業者が川下企業に対して、あえて自社の持つ技術ノウハウを一定程度開示するなど、信頼を得

るための取組も期待される。中小企業側はノウハウをストックして秘匿化することが競争力につなが

る（≒不利益にならない）という思惑はあるものの、販路先の川下企業の立場からすると、品質や供

給の安定性を確保する観点から、ある程度製品の技術ノウハウを把握し、「この企業に本当に任せ

て大丈夫なのか」という判断が出来るようにしたい、といった見解も今回川下企業に対して実施した

ヒアリングから把握された。 

サポインの開発成果は中小企業の資産ではあるものの、事業化を図る上では一定程度の情報

開示と共有がむしろ事業化が必要である。そのため、特許権をはじめとした知的財産の権利関係

を明確にするとともに、権利関係にはなかなか落とすことができないノウハウやデータについては、

どのようにして授受の線引きをするか、侵害や違反をした場合にはどのような対応を取るか、といっ

た点から、サポイン事業を実施する中小製造業者が相談・検討することが可能な体制整備や、事

業管理機関をはじめとした外部機関による検討支援が期待される。 

 

＜川下企業への訴求ポイントを明確にした見せ方＞ 

中小製造業者によるサポイン事業の成果等を発信する展示会の場などは、川下企業にとっても

一定の関心がみられた一方で、そうした場における中小企業の展示が技術的な発信の場になって

しまっていて、「川下企業にとってどのような価値があるか（何が嬉しいか）」という視点に中々つな

がらない。 

「何が嬉しいか」は、一つには「その企業の製品の QCD にどのように貢献できるか」であり、それ

は必ずしも調達部門だけではなく、開発部門の担当者に対しても、そのような見せ方を行う必要が

ある。（開発部門の技術開発課題も、新たな機能を付加した製品を開発するだけではなく、モデル

チェンジ等を機により低コストの製品・部品の開発を志向する場合もあると考えられる） 

また、特に川下企業が、（サポイン事業の成果も含め、）中小製造業者の製品・技術を活用して、

新規事業の展開を視野に入れて検討するような場合、中小製造業者には、製品・技術の川下企業

に対する価値のみに留まらず、新規事業のビジネスモデル（その製品・技術を活用して川下企業

がどのような製品・技術あるいはサービスを生み出すことが出来るのか、川下企業にとっての想定

顧客は誰で、そうした製品・技術・サービスが、想定顧客に対してどのような価値を提供するのか、

など）に対する視点を提供したり、川下企業がビジネスモデルを検討するための有益な知見（例え

ば、想定顧客の抱える課題や業界動向など）に対する期待も大きい。 

以上のことをふまえ、事業管理機関をはじめとした外部支援機関においては、サポイン事業を実

施する中小製造業者に対して、訴求ポイントを意識した見せ方とするように指導する役割も期待さ

れるのではないか。その指導にあたっては、サポイン事業の実施企業の展示資料、ホームページ、
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といった広報資料のレイアウトデザインなどに対するテクニカルな支援の他、技術経営の視点に基

づく技術の顧客価値・訴求ポイントを棚卸しするための考え方の指導、川下企業（あるいはさらにそ

の顧客）の業界動向把握やビジネスモデルの検討支援など、その期待される支援は多岐にわたる

と考えられる。 

 

 

図 3-2.川下企業との連携強化に向けて期待される外部支援 
  

川下企業が中小製造業者に期待すること 事業管理機関等、外部支援に期待されること

川下企業との
接点構築

川下企業に対する
訴求ポイントの明確化

 名刺交換に留まることなく、より積極的に中小企業側から
の提案・打ち込みをしてきてほしい

 調達部門との接点に偏ることなく、設計・開発部門とも接
点構築を促進してほしい

 技術の紹介ではなく、川下企業への価値（主にQCDな
ど）を中心とした見せ方にしてほしい

 中小製造業者の製品・技術を活用して、川下企業が生み
出す製品・サービスのビジネスモデルに対する視点や、想定
顧客の顧客課題・業界動向などの知見を提示してほしい

 社内外の口コミなどで名前が挙がるなど、「信頼できそうな
企業」として一定のお墨付きを得ている企業と付き合いたい

 （特に新たな接点構築を行う場合）中小製造業者が信
頼できそうか、を判断する材料として、技術ノウハウを一定
程度開示してほしい

川下企業との
信頼関係の構築

 展示会や技報といった、川下企業との接点構築の糸口を探索
したり、連絡を促すなど、中小企業が川下企業と積極的に接
点構築を行う後押しをする

 口コミ等で名前上がるような素地づくりとして、多様な立場、組
織に対する接点構築、サポイン事業の成果発信を後押しする。

 事業化を意識したサポイン事業の組成に向けて、すでに川下
企業との信頼関係の素地を持った企業を発掘し、日常的に関
係性を構築しておく

 中小製造業者の資産ともいえる技術ノウハウについて、どのよう
にして開示するか、知財等の観点から検討を支援する

 訴求ポイントを意識した見せ方とするような指導を行う。
※例えば、

• サポイン事業の実施企業の展示資料、ホームページ、といった広
報資料のレイアウトデザインなどに対するテクニカルな支援

• 技術経営の視点に基づく技術の顧客価値・訴求ポイントを棚卸
しするための考え方の指導、

• 川下企業（あるいはさらにその顧客）の業界動向把握やビジネ
スモデルを検討するための情報源や視点の提供

など
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【金融機関との接点構築に向けて】 

本調査で実施した金融機関に対するヒアリングから、金融機関の中小製造業者に対する支援の

状況や、支援に対する意識・考え方等が把握された。その支援状況として、現時点でサポイン事業

に直接関わる支援を行っているとは言い難いが、その取組を踏まえて、今後サポイン事業の事業

管理機関が連携可能であると考えられる点は少なくないと考えられる。 

 

＜サポインをはじめとした研究開発事業の案件組成・弾探しで金融機関と連携する＞ 

金融機関はサポイン事業をはじめとした研究開発事業の案件組成・弾探しで一翼を担いうる。 

金融機関は、ヒアリングでも把握されたように、地域の企業と最も密接に接点があり、企業回り等

を通じて経営課題の把握に努めている。その中に研究開発のネタも含まれており、企業の研究開

発ニーズを吸い上げ、研究開発事業を組成するきっかけを提供できるのではないか。 

その際に、金融機関の担当者自身に研究開発や技術の中身が分からなくとも、地域の産業支

援機関や大学・公設試に繋ぐなどにより、早期に具体的な案件組成に繋げることができると推察さ

れる。 

今回の調査対象の金融機関の中で、一部の機関では企業の研究開発ニーズを積極的にサポ

イン事業の事業管理を多く手掛ける地域の産業支援機関に紹介するような積極的な取組がみられ

た他、多くの金融機関が、ものづくり補助金等の申請支援の取組を行っている。金融機関の手が

ける事業は、必ずしもサポイン程の大規模研究開発事業ではなく、また金融機関の支援する企業

自身も、現状ではサポイン事業を実施する程の余裕・体力はない可能性もある。そのため、すぐに

サポインのような大型研究開発事業には繋がらなくとも、その前段として自機関でファンドを行って

いる機関であればファンドや、国・県・産業支援機関などが実施する少額の補助金等を上手く活用

できるようにコーディネートすることで、事業化に向けた確度やインパクトが小さい弾でもよりインパ

クトが強くエッジが効いた弾へと育てていき、長期的にはサポイン事業を実施する可能性も考えら

れる。逆に、研究の計画を立てる前段階において、金融機関が直接融資をするにはまだステージ

としては早いと想定されるのでサポインやモノづくり補助金を活用しよう、というような考え方もあるか

もしれない。 

サポインの事業管理を担うことの多い公益財団法人系産業支援機関や、大学・公設試などは、

担当者やコーディネーターが意識的に企業回りをしているような取組もみられるものの、その支援

は企業からの相談ありきになってしまう側面がある。そこで、上述した観点から、金融機関のように、

日ごろから積極的に営業店担当者等が企業回りをする中で、企業の課題把握に努めているような

機関との連携体制を促進することで、より効率的に弾探しができるのではないか。 

なお、金融機関が研究開発事業の案件組成・弾探しを担っていく上では、金融機関における研

究開発ニーズを把握する能力の向上も併せて期待される。 

金融機関における企業支援体制として、今回ヒアリングを行ったような、企業の経営支援を担う

本部機能に加えて、各エリアを担当する営業店ならびにその担当者の果たす役割は大きい。彼ら

が企業との対話の中で、技術開発の悩み・課題を把握しうるからである。一方で、今回のヒアリング

で一部の機関から把握されたように、研究開発というキーワードに対して馴染みのない営業店担当
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者では、現状として企業からの研究開発ニーズをとらえきれないだけでなく、国の補助金事業等の

活用案内や指導が必ずしも適切に行えていないところもある（例えば、ある信用金庫からは「営業

店からは研究開発の相談があがってこない」というような意見も聞かれた）。 

営業店担当者の研究開発支援そのものの存在や支援の必要性への理解や意識の浸透も含め、

金融機関全体で研究開発支援を行える体制づくりを行っていくことも望ましいと考えられる。その際

には、特に 

 地元企業の抱える課題解決手段の一つとして、サポイン事業等の研究開発助成金の活

用が選択肢としてあること 

 「今すぐにでもサポインにだせるかどうか」というスポット的な視点で融資や資金提供の可

能性を判断するのではなく、「中・長期的に弾を育てる」、「良い弾を育成してから刈り取る」と

いう発想をもつ 

という観点からの理解・意識の浸透を図ることが重要ではないか。 

 

＜企業の技術課題解決・産学連携に向け、金融機関と連携する＞ 

【大学・公設試との産学連携促進に向けて】でも先述したように、金融機関は、企業がその技術

課題解決や研究開発等で大学・公設試と連携する上での、企業と大学・公設試との接点づくりや

接点の前裁きを担うことが出来る。 

その前裁きは、必ずしも研究開発の技術的・専門的知識が必要ではないことも多く、相談内容の

事前整理等は事業管理機関等と共に行うことが出来ると考えられる。 

また、ヒアリングで把握されたように、大学・公設試等にとって、「金融機関さんが間に入られてい

るから、話を聞いてみようか」といった相談を受ける上での安心感を与えるような効果があるのだと

すると、事業管理機関のおいても、要所要所で金融機関の同席を求めるなど、コミュニケーション

が円滑に進む効果も考えうる。 

 

 

＜金融機関が事業管理機関になる可能性＞ 

2.3.3 ヒアリング結果でも示したように、今回対象とした金融機関（地方銀行および地域の信用金

庫）からは、サポイン事業の事業管理業務を担うことに対して、必ずしも前向きではない見解が得ら

れた。 

それは、そもそもサポイン事業や、その事業管理業務の内容について認知していなかった他、 

 銀行の付随業務としてどこまで認められるのか 

 金融機関に求められる情報セキュリティの関係から、事業管理業務は難しいのではない

か 

 現状のリソースや、業務として手が回っていない中で、金融機関としてそこにコストを投入

するだけのメリットがどれだけあるのか 

などといった、金融機関として、新たに事業管理業務を開始するリスクに対する懸念が多く確認さ

れた。 
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以上のことから、サポイン事業の事業管理機関として、金融機関を巻き込んでいくためには、まずはサ

ポイン事業を始めとした研究開発助成事業に対する理解や、サポイン事業の中での事業管理機関の果

たす役割に対する理解浸透を図ることが期待される。その上で、事業管理法人を担うことによる、金融機

関にとってのメリットを提示するとともに、金融機関が抱える懸念事項等の解消を図ることも重要ではな

いかと考えられる。 

 とくに、事業管理機関となることに対する金融機関にとってのメリットをどのように見出し、金融機関に

対して提示していくかは、本調査においては調査・検討をしきれなかったところであり、今後引き続き金

融機関等とのコミュニケーションなどを通じて、検討していくことが望ましい。 

 また、今後金融機関が事業管理機関を担っていく入り口として、（地域の小規模信用金庫と比較して）

事業管理業務を担うための体制・リソースに比較的余裕のあると考えられる、地域のトップ地方銀行や、

銀行が付設するシンクタンクなどが担うことも一案であると考えられる。 

  



 

 
 

37 

【調査実施・報告書の作成】 

 

（受 託） 

PwC コンサルティング合同会社 

 

（メンバー） 

鐘ヶ江 靖史 シニアマネージャー 

田村 亘  シニアアソシエイト 

 

 

 

  



 

 
 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 禁 無 断 転 載  

 

この報告書の著作権は経済産業省中部経済産業局に帰属します。 

 

 

 

平成 30 年度中部地域ものづくり中小企業の事業化支援事業 

報告書 

平成 31 年 3 月 

 

（委 託）経済産業省中部経済産業局 

（連絡先 中部経済産業局 地域経済部 産業技術課） 

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目 5 番 2 号 

 

（受 託） PwC コンサルティング合同会社 

東京都千代田区丸の内 2-6-1 丸の内パークビルディング 

 

 


	第1章　本事業の実施目的と概要
	1.1本事業の実施目的
	1.2本事業の実施概要
	大学・公設試等との連携強化【タスク1】
	川下企業との連携強化【タスク2】
	金融機関との連携の可能性把握【タスク3】


	第2章　事業の実施内容と成果
	2.1大学・公設試等との連携強化【タスク1】
	2.1.1 ヒアリング対象
	2.1.2 ヒアリングの視点
	2.1.3 ヒアリング結果
	【大学・公設試との連携内容や連携方法を模索する】
	【連携先の大学との接点構築を行うための手段】
	【大学と企業が円滑に連携を行うための取組】

	2.2川下企業との連携強化【タスク2】
	2.2.1 ヒアリング対象
	2.2.2 ヒアリングの視点
	2.2.3 ヒアリング結果
	【川下企業の中小企業との連携検討段階】
	【川下企業による連携先中小企業のシーズ探索】

	2.3金融機関との連携の可能性把握【タスク3】
	2.3.1 ヒアリング対象
	2.3.2 ヒアリングの視点
	2.3.3 ヒアリング結果
	【支援対象や金融機関の支援体制】
	【支援内容】
	【事業管理機関としての支援可能性】


	第3章　終わりに（調査結果から得られた示唆と今後の施策に向けて）
	【大学・公設試との産学連携促進に向けて】
	【川下企業との接点構築に向けて】
	【金融機関との接点構築に向けて】

	【調査実施・報告書の作成】

