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愛知県製造業企業におけるイノベーション活動に関する
アンケート調査報告
A Questionnaire Survey on Innovation Activities in Aichi Manufacturing Firms
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The purpose of this paper is to clarify whether it is possible to create "high-level innovation" that brings about discontinuous
and epoch-making changes in Japan. Previous studies have shown that collaboration with external organizations is an important
factor that promotes radical innovation. Using a questionnaire survey targeting manufacturing firms in Aichi Prefecture, we
investigate the effect of collaboration with external organizations at the research and development stage on realization of highlevel innovation. We show that collaboration with other organization is a significant method for realizing high-level innovation in
Aichi Prefecture as well. Furthermore, we find that not only collaboration with private companies but also collaboration with
public research institutes and universities has a positive effect in inducing innovation.
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ベーション戦略を検証し，諸制度と整合的なイノ

Ⅰ. はじめに

ベーション戦略を採用しない企業であっても制度上

日本では，他に類をみないスピードで少子高齢化

の不利を克服できることを示している。例えば，硬

が進んでおり，労働市場の構造が大きく変化してい

直的な労働市場経済をもつ国の典型例として知られ

る。これに対応するため，生産性の向上が急務となっ

るドイツやイタリアにおいても，ラディカル・イノ

ており，イノベーションの重要性がますます高まっ

ベーションに必要な「一般的技能」を確保するため

ている。こうしたなか，今日急速に進展するAI，

に国際労働市場から高度人材を確保したり，従業員

IoT，ビッグデータなどのデジタル技術が社会や産

との非定型的な契約を締結したりして，制度上の不

業のあり方を大きく変革させている。シュンペー

利を回避しているのである。Herrman（2008）の

ターがこうした「創造的破壊」が経済発展の本質で

ように，比較制度優位に基づくイノベーション・シ

あると指摘したように，イノベーションは生産性向

ステム論を超えて企業がどのようにしてイノベー

上や経済成長の推進力となり得るため，その創出プ

ションを創出するのかという点に着目した理論的・

ロセスについては様々な角度から分析が行われてき

経験的研究は，現在では数多く積み重ねられている。

た。Lundvall（1992）は，現代経済の最も基本的な

例えば，Chesbrough（2003）は，外部のアイデア

資源が知識であり，イノベーション・システムの鍵

や知識を取り入れて自社の研究開発と融合させると

は学習であると主張した。さらに，学習は社会に埋

ともに未利用のアイデアや知識は他社に活用させる

め込まれた相互作用的なプロセスであることから，

という「オープンイノベーション」がイノベーショ

イノベーション能力やその創出プロセスは経済構造

ン の 創 出 に は 有 効 で あ る と 述 べ て い る。 ま た，

や制度的な枠組みに強く依存するとした。Nelson

Becker and Dietz（2004）は，イノベーション活動

（1993）は，イノベーション・システムが歴史的に

を実施する企業は自社内で生み出せない知識を得る

どのように形成されてきたかを経験的に検証し，国

ために研究開発連携の必要性があることを認識して

の科学技術に関する諸制度が国民のイノベーション

いると述べ，研究開発の協力パートナーの数がプロ

能力に決定的な影響を与えていると主張した。また，

ダクト・イノベーションに与える影響を分析してい

Hall and Soskice（2001）は，一国の制度的枠組み

る。さらに，Nieto and Santamaria（2010）は，中

が企業の製品戦略を限定する比較制度優位論を展開

小企業はそのリソース及び機能の制約を外部パート

した。例えば，ドイツや日本などの「コーディネー

ナーとの技術的コラボレーションによって克服する

トされた資本主義経済（CMEs）」では，手厚い雇

ことができると指摘している。Un et al.（2010）は，

用保護や失業補償によって硬直的な労働市場が形成

研究開発のコラボレーション相手に応じて企業に提

される。このような労働市場では，労働者はある企

供される新たな知識の範囲やそのアクセスのしやす

業ないしある産業でのみ価値のある特殊的技能の獲

さが異なるため，コラボレーションの相手次第でイ

得に投資するため，企業は製品の品質や生産プロセ

ノベーション実現に与える効果が異なると主張して

スの改善といったインクリメンタル・イノベーショ

いる 1 ）。

ン戦略によって競争力を維持する傾向にある。反対

以上のように，諸外国においてラディカル・イノ

にアメリカやイギリスのような「自由な資本主義経

ベーションを実現する企業は，組織内部で不足して

済（LMEs）」では，小さな雇用保護や失業保護に

いる知識や技術を外部との連携によって補完してい

よる流動的な労働市場によってレイオフや新たな労

る。そして，これらの先行研究を踏まえると，欧米

働者の雇用が容易であるため，新しい製品戦略を採

諸国とは制度的配置も産業構造も異なる日本におい

用する際のリスクを受け入れやすい。したがって，

てもイノベーションの実現には外部組織との連携が

リスクの大きいラディカル・イノベーション戦略は

必要になるのかという問題が，自然と浮かび上がる

LMEsで導入される傾向にある。

だろう。このような課題に取り組むために，本研究

以上のような一国の支配的な制度的構造が企業の

では製品戦略，研究開発や人材育成といったイノ

イノベーション戦略に大きな影響を与えるとするナ

ベーション活動の実態，ひいてはより新規性の高い

ショナル・イノベーション・システム論に対し，

イノベーションの実現状況について，愛知県の製造

Herrman（2008）は，異なる制度的枠組みを持つ

業を対象に包括的な調査を行った。具体的には，複

ドイツ，イタリア及びイギリスの製薬会社のイノ

数の製造業企業へのインタビューをベースにしてア
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ンケート調査票を作成し，2020年 8 月から 9 月にか

1 ．調査の対象と方法
調査対象は次のように選定した。第 1 に，調査対

けて「愛知県製造業におけるイノベーション活動実

象とする業種を製造業に限定した。イノベーション

態調査」を実施した。
本調査の最終的な目的は，企業の階層（ティア）

を論じる上で重要な視点となる研究開発について

や企業規模などの企業属性，主力製品の要素技術の

は，製造業が主な担い手であるから，そのように対

変化のサイクル，製品戦略，研究開発投資の大きさ

象を絞った。第 2 に，調査対象の企業については，

や実施方法，人材マネジメントなどの諸要因が企業

愛知県内に本社を有する企業に限定している。経済

のラディカル・イノベーション実現にどのような影

産業省「2020年工業統計調査結果（速報）」によると，

響を及ぼしているかを解明することであるが，紙面

2019年の愛知県の製造品出荷額等は47兆9,043億円

の都合上，本稿では次のとおり分析焦点を絞ってい

（従業者 4 人以上の事業所に限る）と全国の約14.9%

る。すなわち，Ⅱ節では調査の概要を説明した後に

を占め，さらに43年連続全国第 1 位であるという事

回答結果の分析を行い，先行研究と比較する。また

実が示すように，愛知県は日本有数のものづくりの

Ⅲ節ではイノベーション活動のパフォーマンスを規

集積地域である。そのため，この地域を対象とした

定する諸要因の分析を行う。最後にⅣ節において結

調査は日本のものづくりの将来像を考察するうえで

論を述べる。

大きな価値があると考えられる。第 3 に，本研究で
は調査対象となる企業の事業規模を無差別に抽出し
た。これは，大企業と中小企業のイノベーション戦

Ⅱ. アンケート調査の概要

略の違いやそのパフォーマンスを明らかにすること

本節では，「愛知県製造業におけるイノベーショ

を目的としているためである。これらの条件を踏ま

ン活動実態調査」の集計結果を紹介する。愛知県の

え，最低限必要な有効回答数を200社に設定したう

製造業企業に配布したアンケート調査票は，「 1 基

えで，過去の同種の調査による回収率を勘案して

本事項について」，
「 2 研究開発活動について」，
「3

3,200社に調査票を送付することとし，東京商工リ

市場に投入した新製品について」，「 4 人材マネジ

サーチに対して企業の抽出を依頼した。

メントについて」の 4 つの大セクションに分かれて

アンケート調査票の発送は2020年 8 月14日に行

おり，合計で26の設問から構成されている。以下で

い，さらにアンケート調査をWeb上に公開し，イ

は，はじめに調査の対象と方法を説明し，その後に

ンターネットを通じて回答できる環境を整えた。期

調査票の結果を説明する（ただし，紙面の都合上，

限の 9 月15日までにWebで53社，郵送で272社，合

いくつかの設問と「 4 人材マネジメントについて」

計で325社（回収率：10.2%）の有効回答が得られた 2 ）。

については割愛している）。

図 1 は回答企業を業種別に分類したものである。
最も大きい割合を占めるのは「鉄鋼業・非鉄金属・

その他

輸送用機械

情報通信機器

電気機械

はん用・生産用・
事務用機械
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電子部品等

鉄鋼業・非鉄金属・
金属製品

窯業

プラスチック・
ゴム・革製品等

化学工業・石油・
石炭製品

木材・家具・パルプ・
紙・印刷等

繊維工業

食料品・飲料品

図 1 業種別回答企業数（単位：社）
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金属製品」
（63社）で19.4%を占めている。次いで「は

たものである 3 ）。最も大きな割合を占めているのは

ん用・生産用・業務用機械」（57社，17.5%），「輸送

従業員数及び常用雇用者数ともに「 6 人〜20人以下」

用機械」（41社，12.6%）の順となっている。「2020

であり，中小企業基本法における小規模企業者（従

年工業統計調査結果（速報）」によると，愛知県に

業員20人以下）は回答全体の40.6%（132社）を占め

おける業種別の事業所数で最も多いのは金属製品が

ている。

2,147事業所で全体の14.3%を占めており，次いで生

（1-1）貴社の会社概要についてお答えください。

産用機械2,121社（14.1%），輸送用機械1,671社（11.1%）

▪常用雇用者（パートタイムを除く）の平均勤

の順となっており，本調査の回答企業の業種別の分

続年数

類は愛知県全体の産業構造と大きく異なっているも
のではないと考えられる。

（

）年

常用雇用者の平均勤続年数を尋ねたところ，全体
の平均は15.9年であり，日本の全産業の平均勤続年

2 ．回答結果の概要

数11.9年より 4 年長くなっている（厚生労働省「令

以下では，主要な回答結果のみを抜粋し，アンケー

和 2 年賃金構造基本統計調査」）。日本の製造業にお

ト調査票の順番通りに説明する。

ける平均勤続年数は14.5年であることから，一般的

1 ．基本事項について

に製造業は他の産業と比較して勤続年数が長くなる
傾向にあるといえる。これはアメリカでも同様の傾

（1-1）貴社の会社概要についてお答えください。

向がみられ，全産業における平均勤続年数は4.1年

▪設立年（西暦）


（

    

であるのに対し，製造業は5.1年となっている（労

）年

働省Employee Tenure in 2020）。

この設問では回答企業の設立年を尋ね，そこから

（3）貴社の主力製品をお答えください。

企業年齢を求めた。創業10年以下の若い企業が2.4%，
11年以上20年以下は6.5%である一方，21年以上50年

（3-1）貴社は完成品メーカーとサプライヤーの

以下の企業が46.2 %，51年以上の企業は45.0%となっ

どちらに位置付けられますか。

ている。経済産業省「2019年企業活動基本調査」に

どちらか 1 つ選び，番号に◯印を付けて

より全国の状況（製造業）をみると，企業年齢11年

ください。サプライヤーの場合は，貴社

以下の企業は全体の3.2%，12年以上21年以下は6.2%，

が完成品メーカーからみて第何次サプラ

22年以上51年以下は31.7%，52年以上は58.9%である。

イヤーに当てはまるかお答えください。

創業10年程度までの若い企業の割合や創業20年程度

① 完成品メーカーである

までのやや若い企業の割合は全国と同程度となって

② サプライヤーである→第（

おり，愛知県製造業も日本全体の製造業と同様，伝
統のある企業が多いことがわかる。

この設問では，回答企業の具体的な事業内容を把
握するため，その主力製品について尋ねている。ま

（1-1）貴社の会社概要についてお答えください。
▪従業員数（単体） （

た，一般的に企業は複数の製品を同時に生産してい

）名

るが，全ての製品を想定するとこの後の問いが回答

うち常用雇用者数（パートタイムを除く）


（

できなくなることから，主力製品を初めに問うこと

）名

とした。以後では，この設問で回答した主力製品を

図 2 は，従業員数及び常用雇用者数（パートタイ

想定して回答するよう促している。

ムを除く）について尋ねた設問の回答結果をまとめ

図2

）次

回答企業の従業員数・常用雇用者別分類
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が完成品を生産している企業であった（サプライ

回答した企業が最も多いのは「窯業」（83.3%，10社）

ヤーは63.6%（204社））。図 3 のように業種別にみる

であり，
「食料品・飲料品」（66.7%，10社）や「木材・

とばらつきがみられ，「食料品・飲料品」について

家具・パルプ・紙・印刷等」（50.0%，11社）も半数

は82.4%（14社）が完成品メーカーであるのに対し，

以上を占めている。一方，「情報通信機器」につい

「輸送用機械」は92.7%（38社），「プラスチック・ゴ

ては，全ての企業（ 3 社）が「10年未満」と回答し

ム・革製品等」及び「鉄鋼業・非鉄金属・金属製品」

ており，「電子部品等」も約65%が（ 6 社）10年未

の 8 割以上がサプライヤーという結果であった。ま

満と回答している。

た，「サプライヤー」と回答した企業をティア別に

（6）過去 3 年間（2017年度〜2019年度）に重点

分類すると，第 1 次サプライヤー（以下「ティア 1 」

的に採用した製品戦略について，当てはま

という）が77社で37.7%，ティア 2 が72社で35.3%を

るもの全てに◯印を付けてください。

占めている。
（5）貴社の主力製品の要素技術（根幹をなす技

① 既存製品の改良

② 新しい製品の導入

③ 製品の低価格化

④ 製品の高品質化

術）はどのくらいの期間で変化しますか。

⑤ 製品アイテム数の拡大

当てはまるものを 1 つ選び◯印を付けてく

⑥ 製品アイテムを少数の主要製品に限定

ださい。主力製品が複数ある場合は，代表

⑦ 既存顧客の満足度

的なもの 1 つについてお答えください。

⑨ 自社技術を応用した異分野への参入
（具体的に

10年以上 5 年以上 3 年以上 1 年以上
20年以上
1 年未満
20年未満 10年未満 5 年未満 3 年未満
変化なし
で変化
で変化 で変化 で変化 で変化

⑧ 新規顧客の開拓
）

この設問は，過去 3 年間の製品戦略を尋ねること
により，企業の中期的なイノベーション戦略とその
手段を把握することを意図している。図 5 が示すと

この設問では，主力製品の要素技術がどのくらい

おり，全体では「①既存製品の改良」を141社（約

の サ イ ク ル で 変 化 す る の か を 尋 ね て い る。 洞 口

43.4%）が採用しており，最も高い割合となった。

（2006）によると，要素技術の変化はイノベーショ

次に「⑦既存顧客の満足度」（135社，41.5%），「④

ンの起点となりうる。なぜなら，要素技術の開発は，

製品の高品質化」（131社，40.3%），「⑧新規顧客の

製品の持つ機能を科学的に高度化させる働きがある

開拓」（114社，35.1%）と続いており，愛知県製造

ためである。したがって，要素技術がどれくらいの

業は比較的インクリメンタル・イノベーション戦略

サイクルで変化しているのかを把握することで，
「イ

を採用する傾向にあることがわかる。なお，「自社

ノベーションの起こりやすさ」をみることができる。

技術を応用した異分野への参入」を採用していると

図 4 は要素技術の変化のサイクルを業種別に集計し

回答した企業のなかには，例えば，自動車部品メー

たものである。要素技術が「20年以上変化なし」と

カーのＡ社は移動支援サービスへ，バルブ・ポンプ

図3

完成品メーカーかサプライヤーか（単位：社）
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図4

業種別要素技術の変化のサイクル
0

①既存製品の改良
②新しい製品の導入
③製品の低価格化
④製品の高品質化
⑤製品アイテム数の拡大
⑥製品アイテムを限定
⑦既存顧客の満足度
⑧新規顧客の開拓
⑨異分野への参入

20

40

60

80

76

100

120

103

131

114

21

160

141

63

12

140

135

図 5 過去 3 年間に採用した製品戦略（単位：社）

等の流体制御用機器メーカーのＢ社は再生医療・航

この設問は，過去 3 年間の研究開発投資について

空宇宙分野へ，金属プレス製品メーカーのＣ社は炭

尋ねることによってイノベーション活動の実施状況

素繊維技術の開発による医療分野へ，発泡スチロー

を把握するためのものである。Gregory et al.（2001）

ル成形加工品メーカーのＤ社は高齢者向け健康維持

では，研究開発の強度と特許等のイノベーション成

器具等の介護分野へ参入したと回答している。

果の指標には強い正の相関があることが示されてい
る。次の表 1 は各年度の平均研究開発費を業種毎に
まとめたものである。本アンケート調査では，全て

2 ．研究開発活動
（1）過去 3 年間における貴社の研究開発費（単
体）をお答えください。自己資金，社外か
ら受け入れた資金を問わず貴社で使用した
研究開発費を記入してください。
なお，研究開発には，製品や生産工程など
に関する開発や技術的な改善を図るために
行われる活動も含みます。
2017年度（

）円

2018年度（

）円

2019年度（

）円

の年度において「輸送用機械」の研究開発投資が大
きくなっている。全国的にみても，輸送用機械は他
の業種と比較してより多くの研究開発投資を実施し
ていることがわかる（経済産業省「2019年企業活動
基本調査」）。
次に企業規模（常用雇用者数）別の平均研究開発
投資額をみると，常用雇用者数300人以上の大企業
の研究開発費が各年度突出している。企業規模が大
きくなるほど研究開発投資も大きくなるのは，自明
である。また，平均勤続年数別の平均研究開発費を
みると，表 2 のとおり，平均勤続年数が長いほど研
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表1

業種別 1 社あたりの平均研究開発費（単位：円）
2017年度

2018年度

2019年度

＜参考＞全国

食料品・飲料品

5,333,900

3,024,700

3,968,545

276,977,640

繊維工業

4,990,688

5,567,338

10,486,944

245,726,115

木材・家具・パルプ・紙・印刷等

568,750

256,250

193,750

292,789,855

化学工業・石油・石炭製品

257,020,793

237,918,224

237,820,324

2,428,527,919

プラスチック・ゴム・革製品等

826,264,775

104,838,869

87,183,793

99,617,648

窯業

2,843,750

3,037,500

2,200,000

341,941,964

鉄鋼業・非鉄金属・金属製品

6,498,430

4,848,491

10,312,730

468,006,329

電子部品等

123,514,286

135,000,000

143,585,714

2,781,675,410

はん用・生産用・業務用機械

188,159,851

223,486,133

224,399,521

1,664,488,288

電気機械

929,173,005

884,670,133

858,737,708

2,452,243,560

13,203,333

13,746,667

13,250,000

3,354,724,138

6,033,038,845

6,339,708,006

7,002,863,761

8,482,805,970

620,000

640,000

960,000

832,005,747

情報通信機器
輸送用機械
その他
表2

平均勤続年数別研究開発費
3 年未満

3 年以上 5 年未満

5 年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上

0円

3,261,111円

10,918,381円

18,503,330円

1,500,397,008円

究開発投資も大きくなっている。つまり，研究開発

（3）貴社は研究開発を他の組織と連携して実施

活動すなわちイノベーション活動を積極的に実施し

していますか。連携したことのある組織全

ている企業は，外部から流動的に労働力を調達する

てに◯印を付けてください。

のではなく，社内教育や研修によって長い時間をか

① 外部コンサルタント・民間研究所

けて従業員に必要なスキルを身に付けさせているの

② ベンチャー企業・起業家（①を除く）

である。

③ 中小企業（①，②を除く）
④ 大企業（①，②を除く）

（1-1）過去 3 年間（2017年度〜2019年度）にお
いて，研究開発費を確保するために国や

⑤ 公的研究機関

地方公共団体の支援を受けましたか。当

⑥ 大学
⑦ その他（具体的に

てはまるもの全てに◯印を付けてくださ

）

（3-1）（3）で⑤を選択した方に伺います。

い。
① 国の補助金

愛知県では，付加価値の高いモノづくりを

② 地方公共団体の補助金

支援するため，下記のような研究開発拠点・

③ 国の融資制度

研究機関において共同研究や技術開発支援

④ 地方公共団体の融資制度

を行なっています。この中で，貴社が利用

⑤ 研究開発費の税額控除

したものはありますか。当てはまるもの全
てに◯印を付けてください。

この設問は国や地方公共団体の支援制度を活用し

① 知の拠点あいち（豊田市）

た研究開発費の調達実績を訪ねている。最も利用件

② 産業技術センター（刈谷市）

数の多かったのは「国の補助金」（48件）であり，

③ 窯業試験場（常滑市・碧南市・瀬戸市）

次いで「研究開発費の税額控除」（31件），「地方公

④ 食品工業技術センター（名古屋市西区）

共団体の補助金」（30件），「国の融資制度」（11件），

⑤ 繊維技術センター（一宮市・蒲郡市）

「地方公共団体の融資制度」（ 1 件）と続いた。過去
3 年間（2017年度〜2019年度）に研究開発投資を実

この設問は，研究開発のパートナーについて尋ね

施している企業（149社）のうち，支援制度を活用

ている。イノベーションを創出するために必要な知

していない企業は79社（53.0％）であった。

識やスキルを全て社内で獲得することは困難であ
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表 3 研究開発のパートナー（単位：社）
外部コンサル・
民間研究所

ベンチャー企業・
起業家

中小企業

大企業

公的研究機関

大学

その他

無回答

33

18

53

50

51

63

4

182

る。そこで，Chesbrough（2003）が提唱したように，

人材の育成を実施しており，地域企業の付加価値の

外部のアイデアや知識を取り入れて自社の研究開発

高いものづくりに向けた取組を実施している 4 ）。

と融合させるとともに，未利用のアイデアや知識は

（5）過去 3 年間（2017年度〜2019年度）におい

他社に活用させるという「オープンイノベーション」

て，新製品開発のための研究開発プロジェ

が求められるのである。しかし，本アンケート調査

クトが実行できなかった（意思決定段階で

の回答企業325社のうち研究開発を連携して実施し

の断念もしくは意思決定後の計画中断）こ

ていない（無回答）企業は182社あり，全体の56%

とはありますか。どちらか 1 つ選び，◯印

を占めている。完成品メーカー・サプライヤー別に

を付けてください。

みると，完成品メーカーの47.9%（56社/117社），サ

① はい

プライヤーの59.8%（122社/204社）が他組織と連携

② いいえ

（5-1）
（5）で「①はい」と回答した方に伺います。

して研究開発を実施していない。文部科学省科学技

実行できなかった理由について，当てはま

術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する

るもの全てに◯印を付けてください。

調査報告2019」によると，日本の73.5%の企業が研

① 自己資金の不足

究開発において他組織との連携を実施しており，愛

② 金融機関や投資家による融資・投資の

知県は単独で研究開発を実施している割合が高いこ

不足

とがわかる。

③ 助成金・補助金の獲得が困難

次に，研究開発を他の組織と連携している場合の

④ 研究開発コストが高すぎる

連携先を表 3 にまとめた。研究開発のパートナーと

⑤ 社内における能力のある人材の不足

して最も多いのは「大学」であり，63社で連携実績

⑥ 他社・他機関等の協力相手の不足

がある。続いて「中小企業」（53社），公的研究機関

⑦ 情報を利用するための権利・機会不足

（51社），大企業（50社），となっている。

⑧ 新製品に対する需要の不確実性

なお，「公的研究機関」を選択した企業に愛知県

⑨ 過度な市場競争

の研究開発拠点・研究機関の利用状況を尋ねたとこ

⑩ 他に優先すべきことがあった

ろ，
「産業技術センター」が35社，
「知の拠点あいち」

⑪ その他（具体的に

26社，「繊維技術センター」15社，「食品工業技術セ
ンター」12社，
「窯業試験場」 9 社の利用実績があっ

）

この設問は，過去 3 年間（2017年度〜2019年度）

た。これらの研究開発拠点は，次世代のものづくり

において，新製品開発のための研究開発プロジェク

に必要な産業技術と科学技術の発展に寄与するため，

トを実行できなかったことがあるか，そして実行で

技術相談・指導，依頼分析，研究，情報発信，技術

きなかった場合にはその理由を尋ねている。プロ

図6

プロジェクトが実行できなかった理由（単位：社）
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ジェクトを実行できなかったことが「ある」と回答

製品名（

した企業は28.0%（91社/325社），「ない」と回答し

説明：

た企業は49.5%（161社/325社）であった。
図 6 はプロジェクトを実行できなかった理由を示

イ その製品をどのように開発しましたか。

している。最も多かったのは「新製品に対する需要

当てはまるものを 1 つ選び，記号に◯印

の不確実性」（48社）であり，次に「社内における

を付けてください。

能力のある人材の不足」（42社），「他に優先すべき

① 自社のみで開発した

ことがあった」（37社）の順であった。

② 自社が他社・他機関と共同で開発し

図 7 は「社内における能力のある人材の不足」を

た

選択した企業を常用雇用者の平均勤続年数別に分類

③ 他社・他機関が開発したものを自社

したものである。平均勤続年数が10年以上になると

で転用・修正した

人材不足を理由に新製品のための研究開発プロジェ

④ 他社・他機関が開発した

クトを実行できなかった企業が急増している。勤続

イ で②〜④を選択した方に伺います。

年数が長くなればOJTや研修等の社内の人材育成に

他 社・他機関に当てはまるものをａ

より，従業員は必要な知識や技能を習得することが

〜ｈから全て選び◯印を付けてくだ

できると通常は考えられる。しかし，この結果は，

さい。

新製品開発プロジェクトを実施するためには外部の

a．親・子会社

知識や情報を取り入れることが必要であることを示

b．サプライチェーン内の他企業

唆しており，雇用が硬直的な企業ほど外部の人材を

c．ｂを除く同業他社（競合他社）

活用できていないという実態を表している。

d．異業種他社
e．知 の拠点あいち・産業技術セン

3 ．市場に投入した新製品

ター・窯業試験場・食品工業技術
センター・繊維技術センター

（1）過去 5 年間（2015年度〜2019年度）に，貴

f． e を除く公的研究機関

社は「これまでにどの競合他社も提供した

g．大学

ことのない全く新しい製品」を販売しまし

h．その他（具体的に

たか。どちらか 1 つに◯印を付けてくださ
い。
① はい

）

この設問は，過去 5 年間に「これまでにどの競合

② いいえ

他社も提供したことのない全く新しい製品」，すな

（1-1）
（1）で「①はい」と回答した方に伺います。

わち「新規性の高いイノベーション」を実現したか

次のア・イの質問にお答えください。

どうかを尋ねるものである。なお，イノベーション

ア それはどのような製品ですか。代表的な

は，市場に投入されて初めて実現されるものである

ものを 1 つ選び，その新規性について

ことから，販売実績がすでにある新しい製品につい

簡単にご説明ください。

て尋ねている。また，新製品（イノベーション）の

平均勤続年数別「能力のある人材不足」（単位：社）
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表4

新製品の開発方法
自社のみで
開発

他社・他機関と
共同で開発

他社・他機関が開発した
ものを転用・修正

他社・他機関が
開発

計

全体

29社
（58.0%）

20社
（40.0%）

1社
（2.0%）

0社
（ 0 %）

50社
（100%）

完成品
メーカー

17社
（73.9%）

6社
（26.1%）

0社
（ 0 %）

0社
（ 0 %）

23社
（100%）

サプライヤー

12社
（44.4%）

14社
（51.9%）

1社
（3.7%）

0社
（ 0 %）

27社
（100%）

新規性の範囲を測る必要があるため，「これまでに

3 年間の平均研究開発費別に分類した。興味深いこ

どの競合他社も提供したことのない」という高いレ

とに，研究開発投資が5,000万円を超えると「これ

ベルの新規性を持つ新製品を対象とした。

までにどの競合他社も提供したことのない全く新し

2015年度から2019年度の 5 年間で「これまでにど

い製品」を市場に投入した企業が急激に減少すると

の競合他社も提供したことのない全く新しい製品」

いうことである。この結果は，企業のリソースをよ

を市場に投入した企業は合計50社であった。業種別

り多くの研究開発投資に当てることが必ずしも新製

にみると（図 8 ），
「情報通信機器」及び「化学工業・

品に繋がるわけではないことを示している（Gregory

石油・石炭製品」の約 3 割の企業で新規性の高いイ

et al.（2001））。

ノベーションが実現している。ここで，主力製品の

次に，「これまでにどの競合他社も提供したこと

要素技術の変化のサイクルを尋ねた問 1（5）の結果

のない全く新しい製品」をどのように開発したかを

をみると，「10年未満」と回答した企業は「情報通

尋ねたところ，表 4 のとおり「自社のみで開発した」

信機器」で100％，「化学工業・石油・石炭製品」は

と回答した企業が約 6 割（29社）を占め，「自社が

53.8％を占めている。要素技術の変化のサイクルが

他社・他機関と共同で開発した」と回答した企業が

短いということはイノベーションが起こりやすいこ

残りの 4 割（20社）を占めた。当該新製品の開発方

とを含意するため，新規性の高いイノベーションの

法について完成品メーカーとサプライヤー別にみる

実現を尋ねた本設問の結果とも整合的である。

と，完成品メーカーは「自社のみで開発した」と回

続いて，図 9 のように，2017年度から2019年度の

答した企業が 7 割以上を占めているのに対し，サプ

図8

過去 5 年間の「全く新しい製品」販売実績（業種別）

図9

過去 5 年間の「全く新しい製品」販売実績＜平均研究開発費別＞（単位：社）
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図10 「他社・他機関」内訳（単位：社）

ライヤーは半数以上が「自社が他社・他機関と共同

ンには正の関係があることを指摘している。これを

で開発した」と回答した。

考慮し，設問 2（1-1）
「過去 3 年間（2017年度〜2019

さらに，「他社・他機関と共同で開発」，「他社・

年度）において，研究開発費を確保するために国や

他機関が開発したものを自社で転用・修正した」，
「他

地方公共団体の支援を受けましたか。」において 1

社・他機関が開発した」を選択した企業に「他社・

つでも該当するものがある場合に，新規性の高いイ

他機関」にあてはまるものを尋ねたところ，図10の

ノベーションの実現に影響があるかどうかを調べ

ように「サプライチェーン内の他企業」と回答した

た。その結果，公的支援を受けている企業のうち新

企業が 7 社（26.9%）と最も多く，次に「異業種他社」

規性の高いイノベーションを実現した企業の割合は

6 社（23.0%）が続いた。

28.9％である（図11）。その一方で，公的支援を受
けずにイノベーションを実現している企業の割合は
12.6％となっており，公的支援を受けてイノベー

Ⅲ. イノベーション活動の規定要因の分析

ションを実現している企業の約半分であった。

本節では，企業のイノベーション，とりわけより

続いて，企業の製品戦略と新規性の高いイノベー

新規性の高いイノベーションの実現に寄与する要因

ションの実現との関係を検討する。自明なことであ

を明らかにする。はじめに，企業のイノベーション

るが，長期の経営戦略目標として新製品開発を設定

活動と新規性の高いイノベーションの実現の関係性

している企業ほどイノベーション実現確率が高くな

を回答結果から分析し，その後に外部組織との研究

る傾向にあることが知られている（黒川・周（2018））。

開発の連携が新規性の高いイノベーションの実現に

製品戦略によって人的資源や資金などのリソースを

どの程度影響を与えるのかをロジット分析により明

どのように配分するかが決まることを踏まえると，

らかにする。なお，この調査では，新規性の高いイ

製品戦略が新規性の高いイノベーションの実現に影

ノベーションの実現について，設問 3（1）
「過去 5 年

響することが想定されるためである。
設問 1（6）では，過去 3 年間（2017年度〜2019年度）

間（2015〜2019年度）に，貴社は「これまでにどの
競合他社も提供したことのない全く新しい商品」を
販売しましたか。」に「① はい」と回答したかどう

に重点的に採用した製品戦略について，「既存製品
の改良」，「新しい製品の導入」，「製品の低価格化」，
「製品の高品質化」，「製品アイテム数の拡大」，「製

かで測ることとする。

品アイテムを少数の主要製品に限定」，「既存顧客の
1 ．新規性の高いイノベーションを生み出す諸要因

満足度」，「新規顧客の開拓」，「自社技術を応用した

まず，公的支援と新規性の高いイノベーションの

異分野への参入」の 9 項目から該当するもの全てを

実現との関係性についてみてみよう。西川・大橋

選択するよう求めた。本節では，このうちプロダク

（2010）は，公的助成とプロダクト・イノベーショ

ト・イノベーションに関連する製品戦略である「既

公的支援あり
公的支援なし

図11

公的支援と新規性の高いイノベーション
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存製品の改良」，「新しい製品の導入」，「製品の高品

図13が示す通り，連携先として「研究機関」を選択

質化」，及び「自社技術を応用した異分野への参入」

した企業は最も新規性の高いイノベーションを実現

の 4 つに着目する。

した企業の割合が高い（38.9％）ものの，連携先に

図12が示すように，「自社技術を応用した異分野

よる差はあまり大きくないことがわかる。

への参入」を選択した企業の52.4％が新規性の高い
イノベーションを実現していることがわかる。一方，

2 ． イノベーション活動と新規性の高いイノベー
ション実現の関係

漸進的なイノベーション戦略といえる「既存製品の
改良」や「製品の高品質化」を選択した企業は，新

最後に，日本で新規性の高いイノベーションを促

規性の高いイノベーションの実現率が 2 割程度にと

進させるために外部組織との研究開発の連携が有効

どまっている。

であるのか，そして連携するパートナーのタイプに

次に，他の組織と連携して研究開発を実施するこ
とが新規性の高いイノベーションに与える影響を検

応じて新規性の高いイノベーションの実現確率に影
響はあるのか，という 2 つの問題にアプローチする。

討する。設問 2（3）では，「①外部コンサルタント・

先に述べたように，設問 3（1）
「過去 5 年間（2015

民間研究所」，「②ベンチャー企業・起業家（①を除

〜2019年度）に，貴社は「これまでにどの競合他社

く）」，
「③中小企業（①，②を除く）」，
「④大企業（①，

も提供したことのない全く新しい商品」を販売しま

②を除く）」，「⑤公的研究機関」，「⑥大学」，「⑦そ

したか。」に「① はい」と回答した企業を新規性の

の他」 7 項目のうち，連携して研究開発を実施した

高いイノベーション実現企業と定義し，被説明変数

ことのあるものすべてを選択するよう企業に求めた。

とする。被説明変数は 2 値変数であることから，被

まず，これら 7 項目のうち，1 つでも当てはまる（連

説明変数が 1 となる確率が 0 と 1 に収まらない線形

携している）場合と，該当するものがない（連携し

確率モデルではなく，ロジット分析を用いる。また，

ていない）場合を比較する。新規性の高いイノベー

被説明変数が 1 をとる確率が 0 をとる確率よりも圧

ションを実現している企業50社のうち，研究開発を

倒的に低いことから，累積密度関数に標準正規分布

連携している企業は42社と大勢を占めていることが

を用いたプロビット分析ではなく，ロジスティック

わかった。

分布を用いたロジット分析を行うこととする。
また，説明変数は以下のとおりである。

次に，新規性の高いイノベーションを実現してい
る企業を連携先別に検討する。本節では，「② ベン

⑴

平均勤続年数

チャー企業・起業家」，
「③ 中小企業（①，②を除く）」，

必要なスキルを従業員に身につけさせる教育訓練

「④大企業（①，②を除く）」の 3 つを「民間企業」

が主にOJTを通じて行われていることは，よく知ら

として 1 つにまとめ，さらに「⑤ 公的研究機関」

れている。従業員の離職リスクが低い場合には企業

及び「⑥ 大学」をまとめて「研究機関」とする。

の人材育成投資インセンティブは高まることから，

図12

製品戦略と新規性の高いイノベーション

図13

研究開発の連携先と新規性の高いイノベーション
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表5

記述統計量
標準偏差

最小値

新規性の高いイノベーション実現

変数

290

N

平均
0.1724

0.3783927

0

最大値
1

企業年齢

325

48.9

21.91071

0

172

常用雇用者数

306

154.1

875.1607

0

14,439
60

281

15.9

8.922684

0

325

0.2677

0.443439

0

1

325

0.4338

0.4963686

0

1

製品戦略

平均勤続年数
公的支援
既存製品の改良
新しい製品の導入

325

0.3169

0.4659946

0

1

製品の高品質化

325

0.3169

0.4912724

0

1

325

0.06462

0.2462251

0

1

325

0.44

0.4971524

0

1

自社技術を応用した異分野への参入
研究開発連携
連携先

コンサルタント等

325

0.1077

0.3104694

0

1

民間企業

325

0.2862

0.4526591

0

1

大学・公的研究機関

325

0.2708

0.4450423

0

1

常用雇用者の平均勤続年数を企業内部の教育訓練の

に 1 ，そうでない場合を 0 としたダミー変数とする。

代理指標とみなし，説明変数に取り入れる。

民間企業は「② ベンチャー企業・起業家」，「③ 中

⑵

小企業（①，②を除く）」，
「④大企業（①，②を除く）」

公的支援（ダミー変数）
設問 2 （1）「過去 3 年間（2017年度〜2019年度）

の 3 つを 1 つのダミー変数にまとめ，さらに研究機

において，研究開発費を確保するために国や地方公

関は「⑤ 公的研究機関」及び「⑥ 大学」をまとめ

共団体の支援を受けましたか。」において 1 つでも

て 1 つのダミー変数とした。

該当するものがある場合を 1 ，該当がない場合を 0

⑹

企業年齢
Abernathy and Utterback（1978）によれば，製

としたダミー変数を取り入れる。
⑶

品のドミナントデザインが出現することによって市

経営戦略（ダミー変数）
設問 1（6）の選択肢のうち，以下のようなプロダ

場が急拡大する「移行期」や生産効率を上げてコス

クト・イノベーションに関連する製品戦略について，

ト削減を図る「固定期」では，インクリメンタル・

該当する場合は 1 ，該当しない場合は 0 としたダ

イノベーションが中心となる。また，こうした局面

ミー変数を取り入れた。ダミー変数として採用した

では企業が過去に蓄積した情報や知識，経験を活か

ものは，「① 既存製品の改良」，「② 新しい製品の

せるため，既存企業が有利とされている。一方，既

導入」，「④ 製品の高品質化」及び「⑨ 自社技術を

存企業は過去のノウハウや知識などの蓄積がリスク

応用した異分野への参入」の 4 つである。

の高い新技術への投資を躊躇させるため，ラディカ

⑷

ル・イノベーションでは新興企業が有利とされてい

研究開発連携（ダミー変数）
研究開発を連携して実施する企業は，新規性の高

る（一橋大学イノベーション研究センター, 2017,

いイノベーションの実現可能性が高いという仮説を

pp.64-65）。したがって，企業年齢が新規性の高い

検証する。設問 2（3）のうち 1 つでも該当するもの

イノベーションの実現に影響すると考えられるた

がある場合は 1 ，そうでない場合は 0 とするダミー

め，会社設立年から算出した企業年齢をコントロー

変数を取り入れる。

ル変数として追加する。

⑸

⑺

研究開発の連携先（ダミー変数）

常用雇用者数

連携する相手によってイノベーション実現に必要

Nieto and Santamaria（2010）によれば，中小企

な知識へのアクセスの容易さが異なると考えられる

業の方が大企業と比較してイノベーションのための

ため，本節では連携先を「コンサルタント等」，「民

リソースついて制約がある。つまり，イノベーショ

間企業」及び「大学・公的研究機関」の 3 種に分類

ン活動とイノベーションの実現に対しては企業規模

する。先に述べたとおり，コンサルタント等は「①

が大きな影響を及ぼす。したがって，企業規模が新

外部コンサルタント・民間研究所」を選択した場合

規性の高いイノベーションに与える影響を制御する
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戦略が有意水準 1 ％で正となっている。これは，黒

ため，常用雇用者数を説明変数として追加する。
なお，各変数の記述統計量は表 5 のとおりである。

川・周（2018）が指摘するように，組織としての目

また各変数の相関係数を調べたところ，研究開発連

標をイノベーションに定め，企業内リソースを投入

携 ダ ミ ー と 公 的 支 援 ダ ミ ー の 相 関 係 数 が0.430と

することがイノベーション実現のためには重要であ

なっており，強い相関が認められる。したがって，

ることを示唆している。

公的支援ダミーをmodel 3 以降のモデルから外して

model4の結果から，研究開発を連携して実施す

多重共線性を回避している。その他の変数は一部弱

ることで，新規性の高いイノベーションの実現確率

い相関がみられるものの，多重共線性が発生してい

が約21.6％上昇していることがわかる（有意水準
1 ％）。このモデルでは，これまで有意にマイナス

る可能性は低いと判断できる 5 ）。
最後に，ロジット分析の結果を表 6 に示す。推計

の関係であった平均勤続年数が有意でなくなってい

するモデルは，はじめに平均勤続年数によって新規

る。model 1 では平均勤続年数と新規性の高いイノ

性の高いイノベーションの実現確率を説明する単純

ベーションの実現確率に負の相関が見られたが，平

なモデル（model1）を推計し，その後に段階的に

均勤続年数以上に研究開発を外部組織と連携するこ

説明変数を追加する。model2では，公的支援が新

とが新規性の高いイノベーションの実現にとって重

規性の高いイノベーションの実現に与える影響を検

要であることを示唆する結果となった。

証する必要があるため，研究開発の資金調達として

model5の推計結果をみると，
「企業」との連携に

公的支援を受けたか否かを表すダミー変数を

ついては 5 ％の有意水準でプラス，「公的研究機関・

model1に追加した。model3では，企業の製品戦略

大学」については10％有意水準でプラスとなった。

が新規性の高いイノベーションの実現にどう影響す

また限界効果をみると，1.3ポイント企業の方が高

るのかを検証するため，製品戦略に関するダミー変

くなっている。このことから，研究開発の連携によっ

数をmodel1に加えた。model4では，外部組織との

て新規性の高いイノベーションの実現確率が高まる

研究開発連携の効果をみるため，model3に研究開

こと，そのなかでも企業との連携が最も効果的であ

発を連携して実施しているかを表すダミー変数を

るという仮説は支持された。公的研究機関や大学も

model3に追加した。model5では，研究開発の連携

新規性の高いイノベーションの実現に一定の有効性

先による新規性の高いイノベーション実現に与える

があることが示された。

効果の違いを調べるため，パートナーを「コンサル

ただし，以上の分析は予備的なものであって，新

タント等」，「民間企業」，「公的研究機関・大学」に

規性の高いイノベーションの実現の要因を正確に探

わけ，それぞれとの連携実績を表すダミー変数を追

るためにはさらなる分析が必要である。本調査では，

加したものである。

設問「過去 5 年間（2015〜2019年度）に，貴社は「こ

model1の推計結果をみると，平均勤続年数は 5 %

れまでにどの競合他社も提供したことのない全く新

の有意水準で負となっており，平均勤続年数が長く

しい商品」を販売しましたか。」に「はい」と回答

なるほど新規性の高いイノベーションの実現にマイ

した企業を新規性の高いイノベーション実現企業と

ナスの影響を及ぼしていることがわかる。この結果

定義しているが，その新規性自体を精査する必要が

は，新規性の高いイノベーションを実現するための

ある。また，以上のような関係性に関する分析は，

知識やスキルは企業内部から習得することが困難で

因果関係を意味するとは限らない。その意味では，

あることを示唆している。

本研究の結果の読み取りには十分な注意が必要であ

続いてmodel2の推計結果をみると，研究開発費

る。

の獲得にあたり公的支援を受けた企業は，新規性の
高いイノベーションの実現に有意水準 5 ％でプラス
の影響を及ぼしている。Mazzucato（2013）が指摘
するように，イノベーション活動には政府や行政の
関与が重要である可能性がある。
model3の推計結果をみると，製品戦略のなかで
も，
「新しい製品の導入」及び「自社技術を応用し
た異分野への参入」といったイノベーティブな製品
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表6

0.001475911

0.0113641
（0.0096387）

企業年齢

0.000834544

-0.2147916
0.0121386
（0.0103852）

-2.4749267***
（0.6433420）
0.001388455

-0.2830898

限界効果

model3（N=240）
Estimate
（Std. Error）

製品戦略
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-3.0129136***
（0.6779948）

-0.3195986

0.0606

211.51

AIC

207.87

197.27

0.2587
178.59

注：pR2は疑似決定係数であり， 1 に近いほど当てはまりが良いことを表す。AIC（赤池情報量規準）は値が小さいほど当てはまりが良いことを表す。
***：有意水準 1 %未満で有意，**： 5 ％，*：10％

研究開発連携先

pR 2

0.7670496*
（0.4237513）

大学・
公的研究機関

190.42

0.2225

0.08136576

0.09446252

0.8905152**
（0.4438779）

民間企業

0.1638807

0.06681177

0.1017038

0.04863834

0.2164550

2.0943467***
（0.5310768）

1.5449327***
（0.5959150）

0.6298466
（0.4090971）

0.9587797**
（0.4102614）

-0.0291660
-0.003093815
（0.4278974）

-0.0404815
-0.004294131
（0.0336600）

0.4585224
（0.5207656）

0.182943

0.0638041

0.112647

-0.01100900

1.7700982***
（0.5990830）

0.6173476
（0.4132639）

1.0899365***
（0.4166886）

-0.1065194
（0.4354014）

-0.00401753

コンサルタント等

研究開発連携

0.1632

0.2113977

1.8481553***
（0.5517813）

異分野参入

0.0866

0.05744680

0.5022316
（0.3915714）

製品高品質化

1.157761

0.1301948

0.9161457**
（0.3839237）

1.1382348***
（0.3932754）

既存製品改良

-0.3782280

限界効果

model5（N-240）
Estimate
（Std. Error）

0.0052306
0.0067080
0.0007115644
0.0005405962
（0.0103180）
（0.0104778）

-3.6596089***
（0.7603402）

限界効果

model4（N=240）
Estimate
（Std. Error）

-0.0490375
-0.006197016
-0.0531244*
-0.0388724
-0.006076530
（0.0308979）
（0.0320044）
（0.0336354）

新製品導入

-0.008149361

0.005147468

-0.00627476**

0.0450020
（0.4113319）

公的支援

平均勤続年数

0.0066038
（0.0097001）

-1.6996639***
（0.5363002）

限界効果

model2（N=240）
Estimate
（Std. Error）

0.0006317
0.0004573
0.00005779118
0.0003953
0.0001779
0.0001627
0.00008204054
0.00004521668
0.0000183884
0.00001725996
（0.0004404）
（0.0004176）
（0.0004638）
（0.0003157）
（0.0003390）

-0.1827924

-1.4074454***
（0.5225293）

Intercept

常用雇用者数

限界効果

Estimate
（Std. Error）

model1（N=240）

ロジット分析による推計結果
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経済科学第 69 巻第 4 号（2022 年）
にされている。

Ⅳ. おわりに

2 ）なお，質問項目によっては無回答の企業があるため，
質問ごとに回答企業数は異なっていることに注意され

本稿では，2020年 8 月から 9 月にかけて愛知県の

たい。

製造業企業3,200社を対象とした「愛知県製造業に

3 ）なお，従業員数 6 人〜20人以下の企業には常用雇用

おけるイノベーション活動実態調査」の結果を概説

者数 5 人以下の企業が複数存在するため，「従業員数」

した。さらに調査結果の一部のデータを用いて，日

5 人以下の企業数よりも「常用雇用者数」 5 人以下の
企業数の方が多くなっている。

本で新規性の高いイノベーションを促進させるため

4 ）特に「知の拠点あいち」は，先端計測分析施設であ

に外部組織との研究開発の連携が有効であるのか，

る「あいちシンクロトロン光センター」を有し，最先

そして連携するパートナーのタイプに応じて新規性

端の技術開発・研究開発への支援を実施している。本

の高いイノベーションの実現確率に影響はあるの

調査結果からも，地域企業の産・学・行政連携による

か，という 2 つの問題を検証した。分析の結果，愛

共同研究のニーズが高いことがわかる。

知県においても研究開発の連携は新規性の高いイノ

5 ）説明変数間の相関係数行列の逆行列の対角要素をと
るVIF統 計 量（Variance Inflation Factor） を み て も

ベーションの実現にとって重要な手法であることが

全てのモデルにおいて1.5未満となっており，この点

示された。この結果は，漸進的なイノベーションを

からも多重共線性の可能性は低いと考えられる。

促進するとされる安定的な長期雇用，産業・企業特
殊的な技能形成を促進する教育システム，垂直的な
企業間関係などの日本的な制度的枠組みのなかにお
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