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SDGsで自社を考え、
SDGｓから新しいビジネスを考える

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。
持続可能な開発のために国際社会が2030年までに達成すべき目標として、17の目標を掲
げています。
企業が取り組んでいる社会課題解決について、SDGsをテーマに今後どのような事業が展開
できるか、株式会社ローザ特殊化粧料では、インターンシップの学生とともに考えました。

関東経済産業局から オープンイノベーションの重要性と関東経済産業局の取組
専門家コラム Vol.1 大手企業から中小企業への発注と連携活動 ― 設計技術者の視点から 他
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Case Study
株式会社ローザ特殊化粧料
東京都昭島市のローザ特殊化粧料は、Fruits、Flour、Vegetable、Seawood Stone、Treeといった自
然植物から化粧品に有効な成分を抽出する独自の技術「FFVST技術」により、オリジナルやOEMでのエシカ
ル・保湿エコ化粧品の企画製造を行っています。
当社では、毎年多くのインターンシップ学生の受け入れを行っており、今年は工学院大学、日本大学、明星
大学の学生10人がインターンシップとして化粧水やハンドクリームなどの試作品製造を体験し、原料やマーケ
ティングについて学びました。

製品をつくる責任と原材料をつくる努力
インターンシップの後半、当社のものづくりの考え方からSDGsについて学び、考えるワークショップが開催されま
した。自然植物を扱うからこそ、製品をつくる責任と原材料をつくる努力をしていきたいと語る角屋専務取締役。
SDGsを自分たちの生活に沿ったものであると認識するために、学生一人ひとりが日々の中で行っている
SDGs17のゴールにつながる行動について話しました。「リサイクル品を使う」「留学生と交流する」「見た目で人
を判断しない」といった取り組みが、持続可能な世界につながることに気づきます。
続いて、当社の事業・取り組みが17のゴールに当ては
まるかについて考え、SDGsについての理解を深めた後、
SDGsをテーマに当社がどのような強みを発見できるか、
どのような新しい取り組みが可能かディスカッションを行い
ました。
「男性化粧品の製造、スキンケアトラブルがない化粧
品による女性の社会進出促進から、“ジェンダー平等の
実現”」「FFVST技術による各地・各国の資源活用から、
“海の豊かさ、緑の豊かさの保全”“パートナーシップの実
現” 」、といった事業とSDGSの関連が見えてきます。

SDGsから新しいアイデアが生まれる
17のゴールのために、当社ができることは何か。
SDGsで示された社会課題の解決と目標の実現に向けて何ができるかを考えた結果は、新しいアイデアの発
見です。新製品の企画だけでなく、パッケージ、機能、使用後のサービス展開など、他の企業と連携してこそ実
現できるアイデアにあふれていました。
• 誰もが手に取りやすいパッケージ・形状にし、ジェンダー平等を実現
• 使い切った後の化粧品の補填サービス
展開でユーザーのリサイクル活動を実現
• 子どもの石鹸づくり体験などにより教育機会の創出と
安全な水への意識啓発を実現
株式会社ローザ特殊化粧料
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東京都昭島市昭和町3-10-14

従業員

10名

業務内容

化粧品製造

2018. September. No06

創業

1982年

Kanto METI

オープンイノベーションの重要性と

関東経済産業局から

関東経済産業局の取組

― オープンイノベーションのトレンド
外部の力を自社に組み入れてイノベーション創出を図る「オープンイノベーション」は、もはや日本の大手企業
を中心にあたりまえの手法となりつつあります。グローバルな競争化において競争力を維持しながら自社のみで
イノベーションを起こすことはもはや不可能とも言われています。
大手企業各社は社内にオープンイノベーション担当を設置し、自社の課題の解決や顧客に新たな価値をも
たらす企業や、新規事業のパートナーとなり得る企業を常に探索しています。また、SDGsなど世界的な課題
解決においてもオープンイノベーションを活用する動きもあり、企業だけでなく、ユーザーや社会にも連携を求め
る動きもあります。
当局では、これまでも産業クラスター政策などネットワークに着目した政策を展開してきましたが、昨今のオー
プンイノベーションの重要性が再認識されてきたことにあわせて、新たなオープンイノベーションのネットワークを形
成しようと試みています。
― オープンイノベーションを活用した
中小ベンチャーの成長支援
当局では中小ベンチャーのオープンイノベーション
支援として企業の課題を軸に連携を創出する
「ニーズプル型マッチング」、AIやIoTなどの産業の
革新を行う可能性のあるシーズを軸とした「シーズ
プッシュ型マッチング」、お互いのポテンシャルや方向
性を共有しながら対話する「ビジョン共有型マッチン
グ」を試行しています。
これらによって中小ベンチャーにおいても外部と連
携しながら新分野進出や、新事業創出の実現が
できるように支援していきます。

オープンイノベーションを実現するには、コアコンピタンスが明確であり、それを外部に明確に示していくことが重
要です。これらを支援する支援機関・金融機関やそこに属するコーディネーター、また、協議や契約をサポートす
る弁護士、弁理士などのサポーターの役割も非常に重要です。
オープンイノベーション白書 オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会
https://www.joic.jp/joic_members/open_innovation_hakusyo
― オープンイノベーション担当の配置
当局は今年4月に地域経済部産業技術革新課を設置
（産業技術課から改組）するとともに、課内にオープンイ
ノベーション担当を配置しています。

大手企業のオープンイノベーションの活動と地域の産業
界とを結びつける活動を行っています。
問合せ 関東経済産業局地域経済部
産業技術革新課オープンイノベーション担当
TEL: 048-600-0422
10月5日（金）、技術連携交流会にて「オープンイノベーションの潮流と関東経済産業局の取り組み」を
テーマに関東経済産業局よりご講演をいただきます。（詳細は4ページ）
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今後のイベント・セミナー

Event

Seminar

皆さまの「知りたい」「聞きたい」「話したい」によるセミナー・研修・交流会を開催します。
ニーズ・テーマのご希望は事務局へご連絡ください。また皆さまの事例・講師紹介もお待ちしています。

10月5日、技術マッチング会、展示会、セミナー、研究・シーズ発表会などを同日開催します。
展示会・セミナー・発表会は、当日ご自由にご来場・ご参加できますので、ぜひお越しください。

地域イノベ・技術連携交流会
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10660

[日
[会
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時] 2018年10月5日（金）12:00－18:30
場] 中野サンプラザ（東京都中野区中野4-1-1）

当地域に留まらず日本全国の産業を更に活性化する目的で、地域の大学、研究機関等と連携しながら、
ものづくりの大手企業と中小企業の連携を促進し、「地域イノベ・技術連携交流会」を毎年開催しています。
「地域イノベ・技術連携交流会」は、大手企業約40社と優れた技術を持つ中小企業約150社、8校以上の
大学研究者が全国各地より参加し、これまで創ることのできなかった“新しい価値の創出”や、解決することが
難しいとされていた“課題の解決”をするマッチングの場です。
ビジネスマッチングへの参加は、予め大手企業・中小企業・大学から面談指名を受けた方、企業・大学等の
ニーズ情報に対し解決策や対応策等をエントリー頂いた方が対象となりますが、当日展示会にご来場いただき、
展示企業と面談することも可能です。
プログラム
12：00～13：00

受付、展示会（1）

13：00～13：50

開会式、特別講演

特別講演（13:15～13:45）
『オープンイノベーションの潮流と関東経済産業局の取り組み』
経済産業省関東経済産業局 地域経済部産業技術革新課
課長 門田 靖 様
14：00～15：30

大学、大手企業、中小企業との個別面談会

15：30～16：00

休憩、展示会（2）

16：00～17：30

大学、大手企業、中小企業との個別面談会

17：30～18：30

展示会（3）・名刺交換会
13階 コスモルーム

展示企業数
約100社

6階・15階

13階 スカイルーム 15階フォレストルーム

12:00
13:00
14:00

展示会
（12:00～18:30）
開会式・特別講演
（13:00～13:50）

15:00

個別面談
（14:00～15:30）

16:00
17:00

個別面談
（16:00～17:30）

ダイバーシティ・
セミナー
女性研究者
シーズ発表会・
研究内容ポスター
展示
(14:00～18:00)

知財マネジメント
セミナー
（14:00～16:00）

都産技研センター
技術プレゼン
（16:30～18:00）

18:00

問合せ：事務局（羽村サテライト） 山本・笠井
Email:tcs@tamaweb.or.jp
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TEL:042-570-3481

FAX: 042-570-3482

ダイバーシティ・セミナー
女性研究者によるシーズ発表会
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10305
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[日 時] 2018年10月5日（金）14:00－18:00
[会 場] 中野サンプラザ13階スカイルーム

◆ダイバーシティ・セミナー［14:00～14:30］
『従業員１８人の会社が世界のトップアスリートを振り向かせた！』～その働き方と産学連携のメリット～
講演者：株式会社ソーケンメディカル 代表取締役 石渡弘美氏
◆女性研究者によるシーズ発表会［14:30～17:10]
○QOL向上に関する発表［14:30～16:30]
・埼玉大学 清水 由紀氏 『文化によって異なる子どもの発達』
・電気通信大学 阿部香澄氏 『子育てのあり方を変える遠隔育児支援ロボットChiCaRo』
・東京都立産業技術研究センター 秋山 美郷氏 『挟み込み構造のワイヤレス給電アンテナの開発』
・東京農工大学 ベンチャー・ジェンチャン氏×（有）サーフクリーン 加藤 聖隆氏
『車いす生活をする方の健康モニタリング：研究シーズから実現へ』
・国際農林水産業研究センター 廣瀬 千佳子氏
『サブサハラにおけるコメ安定生産のための水資源の有効利用』
○海外でのビジネス機会に関する発表［16:30～17:10]
・東京外国語大学 桐越 仁美氏 『西アフリカの歴史的商業ネットワークと現代の流通システム』
・東京農工大学 聶 海松氏 『中国におけるシルバー産業の現状と動向』
◆研究シーズポスター展示［14:00～18:00]
申込み・問合せ： HPにて受付中。 事務局 池田・長谷川
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140

東京都産業技術研究センター
技術シーズプレゼン
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10592

FAX:042-631-1124
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[日 時] 2018年10月5日（金）16:30－18:00
[会 場] 中野サンプラザ15階フォレストルーム

・商品展示用ディスプレイ向け静電植毛加工技術と評価方法の検討 電気・機械グループ 長谷川 孝氏
・ノッチフィルタとスイッチ回路を用いた放射ノイズ発生源探査手法の提案 電子・機械グループ 佐野 宏靖氏
・弾性率変化を用いた高効率研削砥石の検討 電子・機械グループ 鈴木 悠矢氏
・挟み込み構造のワイヤレス給電アンテナの開発 電子・機械グループ 秋山 美郷氏
・低エネルギー光照射によるナノ粒子の凝集制御法 光音技術グループ 海老澤 瑞枝氏
・クラウドサービス上での利用でも安全な属性ベース暗号の開発 情報技術グループ 大平 倫宏氏
問合せ：東京都産業技術研究センター 本部( 情報技術グループ・光音技術グループ）総合支援窓口
TEL:03-5530-2140
多摩テクノプラザ（電子・機械グループ） TEL：042-500-2300
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自社技術を“守る”・自社技術で“攻める”
[日
マネージメントセミナー
http://www.tamaweb.or.jp/archives/ 10197

時] 2018年10月5日（金）14:00－16:00
[会 場] 中野サンプラザ15階フォレストルーム

中小企業30社のリアルな失敗事例から取りまとめたケーススタディをもとに、取引方法・管理方法・契約・秘密保
持・特許・ブランド・デザインなどの知的財産権の取扱いについて、参加者同士のディスカッション（互学互修）を通
じて、ビジネス戦略の立て方を習得していきます。
問合せ： HPにて受付中。 事務局 小倉・平田・密田
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140

FAX:042-631-1124
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第3回つなぐWaSession
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10553
おかねについて考える。
景気のいい今に余裕をもって備えておくことは。
内 容：

[日 時] 2018年10月10日（水）18:30－20:30
（終了後懇親会開催予定）
[会 場] 八王子市学園都市センター
（八王子旭町9-1 八王子スクエアビル12階）
[定 員] 15人（先着順）
[参加費] 1,000円（別途懇親会費 1,000円）

財務・会計の観点から、景気のいい今、将来に備えておくことを皆さんと考えます。
ワークでは、自社の財務状況を「銀行格付」の手法を使って確認。他社で発生した残念な事例を参考にし
ながら財務・会計の観点で備えておくことを考えます。
豊富な経験を持つ専門家・実務家と、常日頃の金融機関との付き合いのヒントなどこの場限りの話しも交
え、少人数開催ならではの丁寧なワークと自由な意見交換でお金について考えます。
持ち物：財務資料（「損益計算書」、「貸借対照表」、「製造原価報告書」、「販売費及び一般管理費内
訳書」、電卓
プレゼンター：

・ソニー生命保険株式会社 新宿ライフプランセンター中央第二支社第7営業所 部長 石岡氏
・山梨中央銀行 国分寺支店 支店長代理 内田氏
申込み・問合せ： HPにて受付中。 事務局 池田
Email:info@tamaweb.or.jp

第4回 はむらイブニングサロン
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10652
生産システム／加工技術

【工場見学あり】

内 容：
機械稼働率を向上させ経営ツールとなりうる
CAD/CAMシステムによる5軸加工の現場
見学とプレゼン、生産システムの構築についての
プレゼンを行います。

TEL:042-631-1140

FAX:042-631-1124

[日

時] 2018年10月24日（水）16:30－20:00
（19:00～交流会）
[会 場] コダマコーポレーション株式会社
（東京都羽村市栄町3-3-9）
羽村市生涯学習センターゆとろぎ
（羽村市緑ヶ丘1-11-5）
[参加費] 2,000円（交流会費）
[主 催］羽村市
本事業は、羽村市から（一社）首都圏産業活性化が委託を
受け、企画運営を行っています。

プレゼンター
・コダマコーポレーション株式会社 代表取締役 小玉 博幸氏
・東洋大学 産官学連携推進センター 産官学連携コーディネーター 名誉教授 工学博士 神田 雄一氏
集 合：コダマコーポレーション株式会社（東京都羽村市栄町3-3-9）
※お車でいらっしゃる方は予めご連絡ください。
申込み・問合せ：HPにて受付中。 事務局 平田
Email:info@tamaweb.or.jp TEL:042-631-1140

FAX:042-631-1124

お知らせ
平成30年9月5日に開催いたしました平成30年度第3回理事会において、
下記2名の参与就任が決まりました。
参 与
井口 一世
林 英夫
任 期
6
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株式会社井口一世 代表取締役
武州工業株式会社 代表取締役

2020年度通常総会まで
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専門家コラム
Vol.1

首都圏産業活性化協会には、100人を超える中小企業診断士などの専門家を
「TAMAコーディネーター」として登録しています。
「専門家コラム」では、コーディネーター自身の経験と支援事例から企業に役立つ情報
を掲載していきます。
初回は、大手企業・中小企業のマッチング会「技術連携交流会」を目前に、大手企
業の立場で中小企業との連携を実践してきたコーディネーターからのコラムです。

大手企業から中小企業への発注と連携活動

― 設計技術者の視点から
TAMAコーディネーター

木島 研二

総合電機で企業への発注や連携活動を行い、知財･技術･事業の調査による投融資や連携先の
探索・評価を経験し、中小企業診断士として企業診断や企業支援、マッチング等を行ってきました。
これらの経験から、大手企業と中小企業の産産連携に関して①企業の技術者、②中小企業診断
士、③コーディネーターの視点で3回に分けて掲載します。
第1回は、技術活用、製品開発、設計･製造、製造委託等、様々な形態がある大手企業との連
携について、大手企業技術者側の視点です。
１．発注や連携の進め方
目的や技術に適した中小･ベンチャー企業を
探索し、企業や技術の診断･評価を行います。
候補企業に仕様を提示し、社長と面談、企
業訪問と現場の調査、連携の可能性や支援
の必要性の検討も行います。
ここでは、中小企業の優れた技術力（独自
性や完成度）、対応力（生産管理、顧客対
応等）が重要視されます。
特に産業財では品質（設計、製造、信頼
性）が重要で、発注仕様に適した納期とコスト
対応ができるかどうかが基本です。
２．大手企業の抱える課題
最近では業務の細分化、技術の専門化、
IT偏重で技術者も対応できる領域が狭くなっ
ており、境界領域や複合化した技術、製品、
生産管理全般を見る能力が限られています。
木島 研二

中小企業の実態についての理解が不足してサ
ポート能力も不十分な面もあると感じています。
そのため、開発･設計技術者や調達購買等、
キーマンとのコミュニケーションや発注形態も重
要です。

３．中小企業への期待
大手に無い独自、革新的な技術は魅力です
が、製品化（実現性）や事業性（競争力）
が必要です。
一方で、安定した供給とニーズに沿った品質、
総合的なコストも重要です。
大手の実情を理解したリソースの活用提案や
連携体制、総合的な生産管理や複数の中小
企業の取りまとめ等も期待しています。
併せて、情報やノウハウ等の管理も適切に
行って欲しいと思います。

中小企業診断士、知的財産管理技能士、TAMAコーディネーター

1974年より総合電機にて開発・設計、製造、顧客対応等に従事し、多くの大･中
小企業と開発やものづくりで連携を経験。2003年より知財･技術･事業の調査や評
価、活用支援を行い、現在は中小製造業を中心に診断や支援も行っている。各種
支援制度の調査、審査、活用支援、マッチングやコーディネート等も手がけている。

広げよう会員の輪

新規会員の紹介

新規会員との意見交換・面談を希望する方は、
事務局へご連絡ください。

留学生と企業の未来をつなぐ
株式会社明晴インターナショナル
所在地

東京都福生市武蔵野台1-5-10

TEL

042-552-0851

URL

http://meisei-int.jp

外国人留学生と企業の架け橋として外国人活用に関する相談や採用、
アフターフォローまで企業のグローバル採用をきめ細かくサポートします。
グループ校である新日本学院の就職コースに在籍する理工系大学出身
のベトナム人留学生を中心に、製造業・IT企業等に紹介。
インターンシップを通じミスマッチによる早期退職を防ぎ、さらに採用後のト
ラブル対応、事務手続きサポート等万全なアフターフォローで長期的な目線
での採用計画のご支援が可能です。
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地域を

Connecting the region

地域企業を紹介するサイトが開設されました。企業情報の探索に、ぜひご活用ください。

神奈川県厚木市

埼玉県狭山市

「厚木市ものづくり企業データベース」
https://atsugi-sangyodb.jp/

「本物づくりのまち 狭山」
https://sayama-honmono.jp/

厚木市内製造業の情報をお探しなら、「厚木市もの
づくり企業データベース」を活用しませんか。

狭山市では、市内のモノづくり企業を中心とした製
品・技術をＰＲし、若者へのモノづくりに関する興味
関心を喚起するとともに、市内企業の人材確保と活
性化を図るため、狭山市企業PRサイト「本物づくりの
まち 狭山」を作成しました。

厚木市内のものづくり企業（製造業）の優れた技
術・製品をインターネットにより広くPRするものです。
新たな取引先の開拓やビジネスチャンスの拡大を図り、
ものづくり企業の成長と産業の活性化を目的としてい
ます。
業種別、加工種別、製品種別など、様々な項目か
ら検索でき、一括問合せ機能で素早く商談を開始。
ぜひご利用ください。

『技術が光る！自慢の企業』などの特徴ごとに検索が
できる「企業紹介」ページ、社員の方に会社を選んだ
きっかけや、仕事の楽しさなどについてインタビューした
記事が見られる「活躍する先輩の姿」ページ、狭山市
近郊企業の「求人情報」ページ、更には、企業の方
向けの「イベント／連携事業」の紹介や、「ビジネス
マッチング」に繋がる情報を提供しています。

問合せ 厚木市産業振興課

発行元・問合せ

問合せ 狭山市産業振興課

一般社団法人首都圏産業活性化協会会報「つなぐWa」は会員へ配布しているほか、
自治体・商工団体・金融機関へ配布しています。

一般社団法人首都圏産業活性化協会

Emai：info@tamaweb.or.jp
八王子事務所

＜八王子事務所＞

〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1
八王子スクエアビル11階
TEL／FAX：042-631-1140／042-631-1124
羽村サテライト
[地域イノベーション戦略推進事業担当]
〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1
羽村市産業福祉センター1階
TEL／FAX：042-570-3481／042-570-3482
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＜羽村サテライト＞

産業福祉センター
八王子スクエアビル

