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産業界のイノベーションへの取組み 

2015年9月17日 
 
 

常任顧問 須藤 亮 
 TIA-nano 運営諮問会議議長 
 産業競争力懇談会(COCN) 実行委員長 
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経団連、COCNの最近の活動紹介 
 
 
東芝のイノベーションに向けた取組み 
 
 
これからの時代に求められる取組み 

1 

2 

3 



3 © 2015 Toshiba Corporation 

経団連、COCNの最近の活動紹介 1 
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１．豊かで活力ある国
民生活を実現する 

２．人口１億人を維持
し、魅力ある都市・地域
を形成する 

３．成長国家としての強
い基盤を確立する 

４．地球規模の課題を
解決し世界の繁栄に貢
献する 

2030年までに目指すべき 
（2020年代に実現すべき）国家像 

経団連ビジョン（2015年1月） 
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「日本再生」への大きな鍵は、 
「イノベーション」と「グローバリゼーション」 

１．イノベーション 
(1)技術革新 ： 果敢に研究開発や技術開発に挑戦し、新

産業・新事業を起こすこと。 
(2)社会・制度： 政治、経済、社会など、国民生活全般に

わたって、旧来の常識にとらわれず、新しい変
革を起こしていくこと。 

 
２．グローバリゼーション 
 日本の強みや魅力を世界に向けて発信すると共に、世界へ
の門戸を大きく開き、海外の活力・成長力を積極的に取り込
んでいくこと。 

経団連ビジョン② 
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《提言の構成とポイント》 

イノベーション創出の環境と基盤にかかわる政策 イノベーション政策の司令塔、 
その実効性の強化 

産官学の連携のあり方 
（オープンイノベーション）      

*CSTIによる政策の俯瞰と統合実現 
*SIP/ImPACT継続・強化と理念実現 
*科学技術・イノベーション政策への公的投資 

*基礎基盤的研究の重要性 
*ビジョン共有 
*目標管理とPDCAが必要 
*産学 双方の経営革新 
*橋渡しの意義とその活かし方 
*人財流動性 

１． ２． 

３． 

産業の 
経営革新 

大学の 
経営革新 

行政の 
経営革新 (2)技術と市場の見える人材育成 

  人材育成と教育改革 
   大学教育、初等中等教育への期待 
  大学の「経営革新」 
    先端的な研究によるシーズ創出 
    技術者等の専門教育を指向、 
    地域創生への貢献を指向 
 

(1)事業モデルの革新と新たな産業基盤 
    新しい価値の創造と経営革新 
      企業の責任と政府への期待 
      オープンイノベーションの加速 
    重点的に取組むべき技術群 
      ・分野横断の共通基盤技術の強化 
      ・社会課題解決のためのコア技術 等 
      
 

(3)地域の投資適地化と 
    イノベーションの主体 
  地域イノベーションの主体 
    地域の産業人財育成 
    産業クラスター形成 
    生活適地としての利点 
 

COCN「第5期科学技術基本計画に対する提言」（2015年3月） 
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COCN「第5期科学技術基本計画に対する提言」② 

目指すべき産業や社会の姿、実現すべき技術 
未来の産業創造や社会的な課題解決 
（What） 

予防医療、介護等 

AI 
セキュリティ 

ロボット 

Howの前提として、Whatを共有する
ことが必要 

フロンティア技術 

１．分野横断の共通基盤技術の整備 

２．社会課題の解決に必要なコア技術群 

３．産業の基盤となる戦略的コア技術群 

４．新たな産業を創出する融合技術群 
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COCN提言～我が国が重点的に取り組むべき技術群① 
分野横断の共通基盤技術の整備 
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COCN提言～我が国が重点的に取り組むべき技術群② 
社会課題の解決に必要なコア技術群 
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COCN提言～我が国が重点的に取り組むべき技術群③ 
産業の基盤となる戦略的コア技術群 
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COCN提言～我が国が重点的に取り組むべき技術群④ 
新たな産業を創出する融合技術群 



12 © 2015 Toshiba Corporation 

※ IoT(Internet of Things)： 
あらゆる「モノ」や「コト」をネットワークで
つなぎ、相互に情報をやりとりすること 

IoTにより社会・産業構造の大きな変革が到来 

社会のあらゆる課題が複雑に連鎖するなか 
「システム思考」が重要に 

COCN「第5期科学技術基本計画に対する提言」③ 
ICTによる“新しい産業革命”への挑戦 

【出所】電子情報技術産業協会（JEITA） 
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東芝のイノベーションに向けた取組み 2 
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気象監視 
災害短時間予測 

災害予測 

ﾐﾘ波 ｶﾒﾗ 

画像ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 

画像ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 

位置・運行管理 
渋滞度判定 

交通管制 

POS端末・レジ 
RFID 

Human Smart Community 

スマートメーター 
スマートグリッド 

HEMS 
CEMS 

生体センサ 
在宅医療・見守り 

フェーズドアレイ 
気象レーダ 

劣化診断 
余寿命評価 

インフラヘルスモニタ 
遠隔監視 
遠隔保守 

機器サービス 

トンネル検査 

医用機器 

エレベータ 

生体センサ ウェアラブルデバイス 

防災 交通 

インフラ・機器保守 

ヘルスケア リテール エネルギーマネジメント 

ICT応用によるソリューション創出 
東芝製品とICT技術で新たな価値の創造 
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   新    発    意 創 創 創 
アナリシス型 
イノベーション 

シンセシス型 
イノベーション 

プロセス 
イノベーション 

東芝のイノベーション 

「モノ」 から 「モノ＋こと」へ 

安心・安全・快適な社会 
Human Smart Community 

by Lifenology – the technology life requires 
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①アナリシス型 
 領域を細分化（深掘り） 真実を探求 

（ex.量子物理） 
②シンセシス型 
 複数領域の融合   新たな価値を創造 

（ex.iPhone） 

アナリシス型 
イノベーション 

シンセシス型 
イノベーション 

イノベーションの種類 
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アナリシス型イノベーション 
社会の潜在ニーズや課題をいち早く発掘し、革新技術を創出 

 

高精度照射と小型
化・軽量化、省エネ
実現 

超伝導磁石搭載回転ガントリー※2 

※1：固体酸化物形電解セル ※2：放医研へ納入予定（重粒子線がん治療システムの一部） ※3：BiCS FLASHTM 

 
情報漏洩のない通信イ
ンフラを実現 

量子暗号通信 

 

電力を高効率に水素
に変換し、大容量・
長時間貯蔵 

水素電力貯蔵/SOEC※1 

 
部屋のあかりで除菌、
消臭 

 

可視光応答型光触媒ルネキャット® 

 
ゲリラ豪雨や竜巻を最
速10秒で観測可能 
 

フェーズドアレイ気象レーダ 

 
48層積層3次元フラッ
シュメモリ※3製品化 

3次元フラッシュメモリ 



18 © 2015 Toshiba Corporation 

CEATEC JAPAN 2014でのシンセシス型イノベーションの展示 
 
 
 
 

技術資産の領域を超えた
活用  

想定顧客の拡大 
ビジネスモデルの転換 

新しい分野・産業への挑戦 

現有技術活用 視点を変えた 
顧客の要求抽出 

シンセシス型イノベーション 
幅広い技術を広い領域に活用し、相乗効果を発揮 

コミュニケーション 
アンドロイド 
「地平アイこ」 

東芝メガネ型 
ウェアラブル端末 
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目視点検→画像処理技術応用 

打音点検→産業用探傷技術応用 
状態監視→産業用モニタリング技術応用 

舗装道路面のひび割れをＭＭＳ※ 

画像から自動検出 
診断・評価まで領域 
拡大、安心・安全な 
社会インフラに貢献 

メガネ型ウェアラブル
端末を保守点検補助
ツールとして活用 

● ● ● 
■ ■ ■ 
▲ ▲ ▲ 

｢見る｣～｢診る｣まで長寿命化をサポート インフラヘルスモニタリング 

その他のシンセシス型イノベーションの例 

水・照明・空調の技術、 
半導体生産管理などの 
社内技術を 
植物工場へ活用 

水・空気・食料への取り組み 植物工場 
東芝クリーンルームファーム横須賀 
14年11月出荷開始 
ほぼ無菌状態の閉鎖型植物工場 
安心・安全な無農薬野菜 

※ＭＭＳ：Mobile Mapping System 
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プロセスイノベーション 
あらゆる業務の質・効率・スピード改善 

四日市工場 
2013年度の「GOOD FACTORY賞」
（一般社団法人日本能率協会主催）に
おいて「ファクトリーマネジメント賞」を受賞 

プロセスイノベーションの例 

製造現場
の大規模デ
ータを活用
した制御 

(次頁参照) 

数理計画
などを活用
した生産計
画立案アル
ゴリズム 

流体モデル
を適用した
高速シミュ
レータ 

… 
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CRの高度自動化によりICTを活用した生産性改善を推進 

加工制御 

300mm CR 

設備稼働改善 

生産性改善 

モノの動き＝設備の動き 

ブラックボックス化された設備 

ICT+IE 

データベース 
(16億件/日) 

製造装置 

加
工

精
度

 
日付 日付 

従来 改善後 

検査装置 
累

積
処

理
枚

数
 ⇒

 

時間 ⇒ 

データ分析 

理想 現実 

ムダ 

ムダ 
ムダ 
解析手順に沿った 
定型レポートを 
自動作成 

稼働ロス発生 

膨大なデータを処理し、生産性・歩留・信頼性改善に向け分析 
解析結果のリアルタイムな見える化 自動化された搬送システム 

解析データの 
自動生成 

加工精度バラツキ解析例 稼働分析例 

四日市工場におけるビッグデータの活用 
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産業界が考える重要事項 

１．産学官が共通に目指し、実現すべき社会の姿（What）            
 

２．産業界・大学の経営の革新 
    ビジョン共有、研究ビジネス、選択と集中、学長権限強化、ガバナンス 

 
３．オープンイノベーションによる産学連携 
     共同研究の進め方（海外との差）、人材交流、施設共同利用 
 

４．産学連携した人材の育成 
     技術と市場、システム志向、課題解決力、基礎学力強化、 
     産業界とのミスマッチの解消 
 

５．基盤技術の醸成と橋渡し（産業界ニーズの取組） 
     研究スタート時、成果実装時の相互の関与、PDCA、評価システム 
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掲記４機関に産・大学が加わり, 
研究拠点を形成。 

２００９年に茨城県つくば市に設立された、我が国最大のナノテク
研究拠点。 

筑波大 

物材機構 産総研 

KEK※ 

*KEK:高エネルギー加速器研究機構 

TIA-nano（つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点） 

※KEK：高エネルギー加速器研究機構 
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つくばSCR(Super Clean Room) 

将来の3次元NANDフラッシュメモリ配線の低抵抗化を
めざし、ナノカーボンを開発中。つくばSCR試作ラインの
活用により、極微細多層グラフェン配線を実現。 

ナノエレ（ナノカーボン開発）におけるTIAの活用 
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企業は自前主義のみの事業運営の限界を意識 
 ■基礎的学術的な研究の重要性を認識 
 ■パートナーとなり得る大学や研究機関に期待 

研究はビジネス。成果にはお金を払う。 
 ■研究者でなく組織(大学) 

の信頼感醸成が必要 

橋渡し機能 
 ■産学をリニアにつなぐのでなく、 
    課題の現場と目標を共有 
 ■研究・開発・実装を同時進行 
    させながら実現 

学・官が「経営意識」を持つ 
 ■大学や官僚の昇進資格に民間で

の業務経験 
 ■産業界の経営人材、政策人材の

交流支援 

基礎的な研究のテーマを決める前の段 
階で、産学の意見交換のような場を 

オープンイノベーションについて 



27 © 2015 Toshiba Corporation 

基礎・応用・実用化の研究フェーズを、
産学官で課題を共有して推進 

製品・サービスの高度化に伴いオープンイノベーションが重要に 

産学官連携についても、課題を共有し、基礎・応用・実用化の
研究フェーズを同時かつ連続的に推進すべき 

オープンイノベーションの本格的推進 
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産業界と大学との連携強化に向けて 

経営革新のできるもの同志が連携を強めて結果を出すことで、 
イノベーションが生まれ、生き残り競争に先行 

大学の基本的な役割は、①人材の育成(教育)、②新たな知
の創造(研究)、③地域や社会への貢献(社会性)   

    これら全てにおいて産学連携が必要 
産業界と大学とで共に知の創出を。技術の融合、組合せも推
進し、事業を通して社会変革（イノベーション）を実現 
国内の大学との共同研究費が少ない（次頁参照） 

   研究者個人が取り組みたい研究に投資する形が多い 
  海外の大学 
   企業の求める研究開発テーマを分析し、組織としてプロジェクトを企画し 
   て、必要に応じて大学側もリスクをとり、成果もコミットする形で提案 
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我が国における負担部門から使用部門への研究
開発費の流れ（2013年度） 

大学等が民間企業と共同研究を
実施する際、企業から受け入れる
研究費の額は１件あたり200万
円程度 

「企業」が負担する研究開発費
（全体の約7割）は、そのほと
んどがそのまま「企業」へ 

大学等が共同研究の際に民間企業から受け入れる
研究費（１件あたり）の推移 

（参考）企業の共同研究費と研究開発費の現状 

※出典： 文部科学省「平成25年度 大学等における産学連携等実施状況について」（2014年11月）、 
        科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2015」（2015年8月） 
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産業界としての取組み 

イノベーションの主役は企業 
民主導のイノベーション創出に向けた努力が不可避 

果敢な研究開発や技術開発に挑戦し新たな市場を創出する
「積極経営」 
 
政府の研究開発プログラムへの積極的な参画 
（SIP, ImPACT, COI, ・・・） 
 
異業種をはじめ大学や研究開発法人と積極的に連携 
（TIA-nano、文科省産学連携プログラム、 ・・・） 
大学改革により国内大学との共同研究の充実に努める 
 
大学の現状・変化の正しい理解 
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