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１．背景
・近年、顧客ニーズの多様化や変化のスピードが早まる中、⾃社だけで⾰新的な商品やサービ

スを開発することは困難となり、オープンイノベーションの必要性が⾼まっている。
・政府では「成⻑戦略実⾏計画（令和元年６⽉21⽇閣議決定）」において「オープンイノ

ベーション」の推進が掲げられている。
・オープンイノベーションでは外部連携が１つのキーワードになるが、「2019年版中⼩企業

⽩書」（中⼩企業庁発刊）において、⼤学や中⼩企業、公的研究機関は、⼤⼿企業から連
携相⼿として期待されており、「オープンイノベーション⽩書第⼆版」（NEDO発刊）にお
いて、中⼩企業、⼤学、公的研究機関においても外部連携意欲は⾼い傾向にある。

☆⼤⼿企業が期待する研究開発の連携相⼿☆

（出典︓2019年版中⼩企業⽩書）

☆今後の連携推進意向☆

（出典︓オープンイノベーション⽩書第⼆版）
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２．オープンイノベーションとは
・「オープンイノベーション⽩書」（NEDO発刊）において、オープンイノベーションとは

「組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やア
イデアなどの資源の流出⼊を活⽤し、その結果、組織内で創出したイノベーションを組織外
に展開する市場機会を増やすこと」とされている。

・既存のクローズドイノベーション（*）が限界に達したこともあり、オープンイノベーショ
ンが注⽬を浴びている。特徴としては、⼤⼿企業が中⼼となって外部（異業種・異分野）か
ら技術やノウハウなどを取り⼊れ、新事業展開に繋げる動きが活発化している点である。

・また、中⼩企業・ベンチャー等がオープンイノベーションに取り組むことで、⼤⼿企業との
ネットワークを構築し、新規ビジネス機会拡⼤のきっかけとなる。

＜クローズドイノベーションとオープンイノベーションの⽐較＞

（出典︓オープンイノベーション⽩書第⼆版）

※クローズドイノベーションとは、⾃社内の経営資源や研究開発に依存した「⾃前主義」体制で製品や技術を開発すること。 (出典︓オープンイノベーション⽩書第⼆版)

要素 クローズドイノベーション オープンイノベーション

⼈材 ⾃社内で最良の⼈材を有する ⾃社で最優秀の⼈材を抱えているわけではなく、社内外に限ら
ず優秀な⼈材と連携する

研究開発 研究開発から収益を得るためにも、⾃社で研究開発から販売
まですべて⾏う

外部研究開発も付加価値を創出することができる。⼀⽅、その
価値の⼀部を享受するには内部研究開発も必要である

マインド 最良のアイデアを最も多く製品化できれば優位性を築くことがで
きる 社内外のアイデアを効果的に活⽤することができるかが鍵

知的財産 ⾃社の知的財産は厳重に保護すべき 他社間とのライセンスアウト／ライセンスインを積極的に⾏うべき
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３ー①．北海道内の現状

（出典︓北海道中⼩企業総合⽀援センター「平成30年度道内中⼩企業における業況調査報告書」）

・道内では、事業所数・製造品出荷額・特許出願件数が緩やかな減少傾向にあり、現状を打開するために
は道内企業の稼ぐ⼒を⾼め、北海道経済の持続的発展実現に向けて新たな取組が必要である。

・道内企業における経営上の最優先課題としては、新製品開発、新市場・新分野進出などが挙げられてお
り、「オープンイノベーション」はこれら課題を解決するきっかけの１つ。

＜経営上の問題解決のための最優先課題＞

(出典︓特許庁年次報告書資料編)
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・オープンイノベーションという⾔葉⾃体は知っているが内容が
まだよく分からない。（中堅企業）

・⼤⼿企業とネットワークを構築するきっかけが無く、ネットワー
クを地域企業にも展開していきたい。（研究・⽀援機関）

・共同研究、販路開拓として新たな連携先を求めているが
⾃社だけでは ⼤⼿企業にアクセスが難しい。（中⼩企業）

・外部資⾦獲得が重要課題となっているが、⼀部の学部以
外では外部連携を進める場の提供を実現できていない。

（⼤学）

・これまで北海道との繋がりは限定的であり、新たなネット
ワークを構築したい。（⾷品）

・⼈員体制の問題もあって、これまで北海道含む⾸都圏以外
の地⽅に対しては積極的にオープンイノベーションを展開出
来ていない。（住宅）

・他の地域には無い、北海道の特徴である⾷に関する機能性
などを期待しており、技術シーズを発掘したい。（製薬）

・北海道の企業・⼤学・研究機関などとお付き合いを深めたい
が、誰にコンタクトしてよいかわからなかった。（機械製造）

３ー②．北海道内の現状
・道内の中⼩企業、⼤学、研究機関に個別にヒアリングしたところ、「“オープンイノベーション”という⾔葉⾃

体は知っているが内容がよく分からない」という声や、「これまでのネットワークには無い、新たな連携先
（⼤⼿企業）を求めたい」といった声が多い。
・⼀⽅、すでにオープンイノベーションを取り組んでいる⼤⼿企業からは、「北海道に対して積極的にアプロー

チ出来ておらず、北海道内の中⼩企業、⼤学、研究機関等とネットワークを形成したい」といった声が
多い。

⼤⼿企業北海道内

・オープンイノベーションへの認識
・新たなネットワーク形成、連携創出へ
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４．今年度の取組
・異業種・異分野から技術やノウハウなどを取り⼊れ新事業展開に繋げるオープンイノベーションの道内促

進を⽬指すため、「オープンイノベーション・チャレンジピッチ in 北海道」を開催。
・オープンイノベーションの先進取組事例発表や外部連携意欲の⾼い⼤⼿企業からの技術ニーズ発信のほ
か、⼤⼿企業との個別相談の機会などを設け、新たなネットワーク形成・連携創出を⽀援。

◆ 「オープンイノベーション・チャレンジピッチ in 北海道」の開催概要◆
⽇程︓2019年12⽉11⽇(⽔)13:30〜18:00
場所︓TKP札幌駅カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B
対象︓中⼩企業・ベンチャー・⼤学・研究機関・⽀援機関等
主催︓経済産業省北海道経済産業局、産業技術総合研究所北海道センター、科学技術振興機構（JST）
共催︓経済産業省関東経済産業局、北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）

◆プログラム ＜⼤⼿企業との個別相談は随時実施＞
・13:35〜オープンイノベーション促進に係る取組
eiicon company／関東経済産業局

・14:15〜道内企業によるオープンイノベーションの取組
北海道ガス株式会社

・14:30〜技術ニーズ発信企業(⼤⼿企業)によるピッチ
①株式会社LIXIL（建築材料、設備機器の⾰新的な製造⽅法等）
②サンデン・リテールシステム株式会社 （新たな冷凍・冷蔵ショーケースの開発等）
③EAファーマ株式会社（消化器疾患に対する新薬開発等）
④⼩林製薬株式会社（機能性⾷品⾷材を⽤いたサプリメント開発等)
⑤キューピー株式会社（AI原料検査装置の開発等）

・17:00〜交流会
５



参考︓⼤⼿企業の技術ニーズ



◆企業概要（株式会社 LIXILグループ ）

株式会社LIXIL

・主要事業︓
○ウォーターテクノロジー事業 ○流通・⼩売り事業
○ハウジングテクノロジー事業 ○住宅・サービス事業
○ビルディングテクノロジー事業

・設⽴︓1949年9⽉19⽇
・資本⾦︓681億2100万円
・連結売上⾼︓1兆6,648億1700万円(2018年度)
・連結従業員数︓61,140名

★住宅⽤建材事業、★ビル建材事業、★店舗⽤建材事業、★公共エクステリア事業、★新技術開発、★新商品開発、★世界最⼤規模の住⽣活企業

◆パートナーに求める技術・素材・機能性ニーズ

◆オープンイノベーションでのキーワード

◆解決したい内容
① 住宅、ビルの建築材料（内外装材、窓、ドア、エクステリア、インテリアなど）ならびに設備機器（トイレ、浴室、洗⾯、キッチンなど）
の⾰新的な製造⽅法、新素材、画期的な省施⼯法
②建築材料ならびに設備機器の、これまでにない⾰新的な価値や機能につながる技術

技術分野 求める技術・素材・機能性 内容

⼟⽊ ⼩型構造物のコンクリート基礎に代わる
新たな基礎あるいは基礎⼯事⽅法

従来のコンクリート基礎⼯事で⾏ってきた、重機による掘削、コンクリート混練、
打設、養⽣など（⼀部でもよい）が不要となる基礎の形成⽅法。⼩さな基礎です。

検知 ⼟中にある電線、ガス管、⽔道管を簡便
に検出する⽅法、装置

現在、⼟中にある電線、ガス管、⽔道管の検知には⾼価な装置が必要です。深さ５
０ｃｍ程度までに埋設されているこれらを安価、簡便に検出する⽅法や装置。

センシング 住空間において個々の住⼈の識別ができ
る安価な技術

不特定多数の⼈を対象とした識別ではなく、特定されている数名の住⼈（4，5名程
度）をタグを持たせず、画像を⽤いないで識別する⽅法。個⼈認証の必要はありま
せん。

センシング ⾮接触で⾝体の深部体温を測定もしくは
推定できる技術

通常は直腸や⿎膜、⽪膚表⾯温度の直接測定などで測定、推定する深部体温を、測
定者に負担をかけず、⾮接触で測定もしくは推定できる簡便な技術。

微⽣物 微⽣物代謝物である「ヌメリ」を再現性
良く発⽣させる技術

⽔まわり汚れの⼀つとして排⽔⼝などに発⽣する微⽣物（例としてロドトルラ）の
代謝物（ヌメリ）を再現性良く繰り返し発⽣させることができる技術。



◆企業概要

サンデン・リテールシステム株式会社

・主要事業︓
○⾃動販売機事業
〇冷凍・冷蔵ショーケース事業
〇フード機器事業

・設⽴︓2014年5⽉13⽇
*1943年創業「サンデン株式会社」の流通システム事業として展開、独⽴

・資本⾦︓9億4000万円
・連結売上⾼︓538億円(2018年度)
・連結従業員数︓866名(単体、2018年度)

★⾷の安⼼・安全の実現へ、★スタートアップ企業との連携、★コールドチェーンの改善、★⾼度調理技術、★ロボット技術による省⼈化・
省⼒化

◆パートナーに求める技術・素材・機能性ニーズ

技術分野 求める技術・素材・機能性 内容

ロボット ロボットアーム・ハンド あらゆるものを確実に取り上げられるかつ低コストでの実現が可能
な技術。

⾷品 ⾷品の⻑期保存 ⾷品を⻑期保存できる技術もしくは⻑期保存を実証できる評価技術。

⾷品 加熱処理 均⼀に加熱できる技術。

◆オープンイノベーションでのキーワード

◆解決したい内容

⾷の安全・安⼼の実現に向けたコールドチェーンの課題解決するため、連携を求めています。
特に、⽣産、加⼯、物流に関して、当社コア技術の温度管理を活⽤して現状の課題解決していきたいと考えております。



◆企業概要

EAファーマ株式会社

・主要事業︓
○医薬品の研究開発、製造、販売及び輸出⼊

・設⽴︓2016年4⽉
・資本⾦︓9,145百万円
・従業員数︓約1,250名

◆パートナーに求める技術・素材・機能性ニーズ

◆オープンイノベーションでのキーワード

◆解決したい内容
EAファーマ株式会社は、消化器疾患領域において未だ治療薬がない、または薬が効かない患者様のニーズに応えるべく、画期的新薬の創成を
⽬指しています。新薬の創成は単独の企業の⼒だけで成し遂げられるものではなく、アカデミアの皆様をはじめ、多くの⽅々との協⼒＝オー
プン・イノベーションが不可⽋です。皆様との連携により1つでも多くの新薬を世に送り出し、病気で苦しむ患者様に届けること、これがEA
ファーマ株式会社が皆様と共に解決したい課題です。

技術分野 求める技術・素材・機能性 内容

医薬 医薬品 消化器疾患領域の創薬候補、創薬標的候補

医薬 創薬⽀援 上記消化器疾患の動物モデル/バイオマーカー/評価系/DDS

医療機器 医療機器 ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）後偶発症（⾷道狭窄）予防可能な
医療機器候補

★消化器関連疾患（がんを除く）、★炎症性腸疾患（IBD）、★⾮アルコール性脂肪肝炎、★膵炎（慢性・急性）、★過敏性腸症候群
（IBS）、★NSAIDs起因性粘膜傷害、★抗がん剤などでおこる粘膜傷害、★消化器領域の希少疾患、★上記疾患に対する創薬候補、創薬標的
候補、動物モデル、評価系



◆企業概要

⼩林製薬株式会社

・主要事業︓
○医薬品、医薬部外品、芳⾹剤、衛⽣材料などの製造販売を⾏う製造販売事業

・設⽴︓1919年8⽉22⽇
・資本⾦︓34億5千万円
・連結売上⾼︓167,479百万円(2018年度)
・連結従業員数︓3,271名

★機能性⾷品、★⾷品素材

◆パートナーに求める技術・素材・機能性ニーズ

◆オープンイノベーションでのキーワード

◆解決したい内容

技術分野 求める技術・素材・機能性
機能性⾷品 ⾼齢者のQOL改善に役⽴つ機能性⾷品⾷材

今までにないサプリメントの実現に向けて、機能性⾷品の製品開発パートナーを求めています。

素材に求める要件

・単⼀化合物もしくは活性成分を含む混合物である（活性成分が未同定であってもよい）

・⾼齢者のQOL改善に役⽴つ活性を有している
・In vitroで活性が評価されていることが望ましい（酵素・細胞アッセイなどで活性が評価されている）

・In vivoで活性が評価されている（経⼝投与の代謝系を通じて活性が評価されている）

・⾷品として使⽤できる(国内外で⾷材として使⽤された実績がある者由来である・抽出溶媒として使⽤する⽔・エタノールもしくはその混合液に可溶である)

・現時点で素材が原料化されている（品質保証について、認証を取得したりマネジメントシステムを構築したりしている、またはそれらを検討中であることが望ましい・
毒性やアレルギーなどの安全性情報を取得していることが望ましい）
・提案者以外の第三者が物質または⽤途特許を取得しておらず、機能性⾷品として開発できる素材である（提案者が素材物質または⽤途特許を取得している必
要はない）
※対象とならない提案︓下記のような重篤な疾病に対して治療・予防効果がある素材は、今回の募集の対象外とします。
例）悪性腫瘍（ガン）, 先天性疾患, 稀少疾患



◆企業概要

キユーピー株式会社

・主要事業︓
○サラダ、惣菜事業 ○フルーツソリューション事業
○タマゴ事業 ○物流システム事業
○調理、調味料事業 ○ファインケミカル事業

・設⽴︓1919年11⽉
・資本⾦︓241億400万円
・連結売上⾼︓5,735億円(2018年度)
・連結従業員数︓14,808名

★ＡＩによる業界協調領域である⾷の安全・安⼼ソリューション、★ＡＩ原料検査装置を試⾦⽯とした、⾷品業界の協調領域における課題解
決とその共有

◆パートナーに求める技術・素材・機能性ニーズ

◆オープンイノベーションでのキーワード

◆解決したい内容
今回、オープンイノベーションで開発した世界初のＡＩ原料検査装置を弊社だけでなく、⾷品メーカー、原料メーカーの⽅々にお使い頂くこ
とを進めている中、多種多様な原料に対応するための分散機構、搬送機構、排出機構を開発、製作できる企業を探しています。

技術分野 求める技術・素材・機能性 内容
機械製作 冷凍農産物原料解砕 冷凍でブロック化している冷凍農産物原料を１粒単位で、傷つけることなく解砕す

る。凍結付着も防ぐ。

機械製作 農産物原料均等分散 ⼀定の⼤きさにカットされている、冷凍・冷蔵農産物原料を次⼯程コンベアへ重な
らないように、連続的均等に分散させる。

機械製作 カット野菜の均等分散 ⼀定の⼤きさにカットされている、カット葉物野菜を次⼯程コンベアへ重ならない
ように、連続的均等に分散させる。

機械製作 球形農産物の搬送 転がりを最⼩限にしながら搬送するコンベアベルト。

機械製作 不良原料排出技術 異物を搬送ラインから排出する機構。多様な異物それぞれに最適な排出技術の開発

機械製作 コンベアエッジ部剥離 コンベアエッジ部で搬送してきた付着検査対象物をコンベアに負荷をかけない、異
物混⼊にならない安全な⽅法で剥離（コンベアに付着しないように）する。

コンベアベルト素材 透視コンベアベルト コンベアを透過して下から画像検査ができるコンベアの製作。


