
 

｢テクノ未来塾｣ 

オープンフォーラム in 京都（第167回） 
 

 

 

150年企業の元CTOが語る 

「技術を活かして未来をつくる」 

    企業経営から見た「研究開発マネジメント」 

 

 

（１３：１０～１５：２０） 

 

 

講 師  津田 雅也氏 
 

 

 

 

 

 

 

 

●日 時  ２０１７年８月５日（土）１３：００～１７：３０ 

                                            （１２：３０開場） 

          ●会 場  キャンパスプラザ京都 ４階 第４講義室 

                            

                        主  催 特定非営利活動法人「テクノ未来塾」 
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テクノ未来塾オープンフォーラム in 京都 

 150年企業の元ＣＴＯが語る 

 「技術を活かして未来をつくる」 
             企業経営から見た「研究開発マネジメント」 

 
  ２０１７．８．５ 

  立命館大学 客員教授 

  津田 雅也             （印刷用）                                                         
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本日のアジェンダ 
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• はじめに（私の紹介） 

• （株）ＳＣＲＥＥＮホールディングスの概要 

      （株）ＳＣＲＥＥＮの歴史 

      （株）ＳＣＲＥＥＮの技術紹介・新規分野 

       過去の他分野への挑戦（異色の製品や失敗作） 

• 研究開発で大切なもの 

• 研究開発のマネジメントの要 

• むすび（まとめ） 

• 付録：京都の企業・人について 
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講演の要旨 

・（株）ＳＣＲＥＥＮホールディングスを通じて学んだこと・・・・・ 
 

・研究開発（Ｒ＆Ｄ）の「Ｒ」は「研究のリサーチ」のみならず「市場
（マーケット）のリサーチ」の「Ｒ」でもあり、「Ｄ」は「製品のディベロッ
プ」のみならず「顧客・市場のディベロップ」の「Ｄ」である。 
 

・一人ひとりの研究開発者が、時代・技術の動きを読みながら、自ら
現場へ出掛け顧客（マーケット）との対話が重要である。 
 
・研究開発マネジメントの大切さ（最初が肝心）もお話したい。 
 
・京都の企業・人についての「はなし」＋大学についての「はなし」 
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（株）SCREENホールディングス 

 （旧大日本スクリーン製造株式会社）の概要 
（2017年3月末時点） 

◇代表者：名誉会長 石田 明 

     取締役社長 垣内 永次 

◇設立：1943年10月11日 

◇資本金：５４０億円 

◇連結売上高：３００２億円（ 2017年3月末） 

◇連結従業員数：５４２２人（201年3月末） 

◇連結グループ会社：４５社 

◇証券コード：７７３５東証第一部（電気機械） 

◇事業内容： 
   ・半導体製造機器事業 

   ・ＦＰＤ（フラットパネルディスプレー）製造機器事業 

   ・メディア＆プレシジョンテクノロジー事業（印刷・プリント基板関連） 

   ・ライフサイエンス、再生エネルギー、検査・計測機器、 

    プリントエレクトロニクス関連製品 
4 M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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事業別連結売上高（２０１７．３） 

• 連結売上高：     ３００２億円（参考：前年：２５９６億円） 

• 半導体機器：  ２０６０億円（６９％） 

• 液晶機器 ：      ３８１億円（１３％） 

• 印刷・精密機器：  ５４７億円（１８％） 

• その他        １２億円（０％） 

 
• 創業事業は印刷関連 

• 印刷関連の技術→半導体・液晶分野へ展開 

• 海外売上比が大きい 

 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 5 
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ルーツは明治元年、京都で 

創業した銅版印刷会社。 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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ＳＣＲＥＥＮホールディングの歴史 

①１４９年の歴史：明治→昭和に初めまで印刷会社 

②昭和１０年代：印刷会社→「スクリーン」製造会社 

③１９４４年～７０年間：業態変化「３回」する 

④製版機器総合メーカ→電子部品分野に進出→半導 
体・液晶製造装置・印刷関連メーカ。 

⑤この１４９年間：４度の業態変化：社長が交代ごとに 
行う：経営の決断＋フォトリソグラフィ技術＋研究開発
→１４９年の歴史を継ぐ。 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 7 
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創 業 明治元年（1868年） 

創業者 石田才次郎 銅版画家（初代旭山）  

大正6年 「転写紙」特許取得 

大正7年 「石田式フイルム版」特許取得 

  

「イノベート」、知財の意識 

石田式フイルムの特許 

ルーツは京都の印刷会社「石田旭山印刷所」 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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銅版画：京都地図（祇園） 

石版印刷 

「石田旭山印刷所」 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 

■銅版印刷や石版印刷では写真画像の印刷再現 

 ができない。 

■日本の印刷文化の発展には写真印刷が必須。 

■写真製版用ガラススクリーンの国産化に着手、 

 研究部門を社内に設置。 

 

最初の『業態変革』（昭和初期） 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 10 
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大日本スクリーンの誕生 

2代目旭山 石田敬三  初代 大日本スクリーン製造社長  

「石田旭山印刷所」のガラススクリーン研究部門が独立 

 1937年        「大日本スクリーン製造所」設立 

                   設立の原点は「ベンチャー起業」 
   

 1943年10月11日「大日本スクリーン製造株式会社」設立  

          

 

 

役員4名、従業員7名 計11名でスタート 

資本金13万円 

初年度売上 5万3,313円70銭 

昭和9年「ガラススクリーン蝕刻法」 

特許取得 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 

1934年（昭和9年） 
「写真製版用網目スクリーンの蝕刻法」特許を取得。ガラススクリーンの国産化に成功。 

1938年（昭和13年） 
ガラススクリーン第一号商品が完成（60線四切／売値130円）。 

～ガラススクリーン～ 

写真原稿から印刷用の点々の画像に変換する器具。 

細かい格子状のラインが刻まれたガラススクリーンに、写真画像の光が通過すると、 

強い光の部分は大きな網点が、弱い光の部分は小さな網点が形成されます。 

当時、ガラススクリーンの生産には、手作業で約1週間の時間を要していました。 

写真製版用 ガラススクリーン 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 12 
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3代目旭山 石田徳次郎 二代目社長就任 1947年  

ガラススクリーンだけのビジネスに限界 

写真製版機器全般の開発 

 

 

 

 

 

 

ガラススクリーン製造技術を電子部品分野に応用 

「思考展開」を経営信条とする 

   

 

     

写真製版機器の総合メーカーへと成長。（2度目の業態変革） 

「エレクトロニクス産業分野」への進出（3度目の業態変革） 

木製カメラ 
回転式感光材塗布機 焼付機 

金属メッシュ ブラウン管用マスク 

14 

・ガラススクリーン製造技術（塗布技術、精密エッチン 

 グ技術）を応用し、電子部品産業分野に進出。 

 

・「思考展開」を経営信条に制定（1964年） 

金属メッシュ ブラウン管用マスク 

 三度目の業態変革 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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第10世代 

液晶ディスプレー製造装置 

６０ｍ 

４代目旭山 石田 明  ３代目社長就任 1989年  

 ◇石田旭山印刷、写真化学で経営修行 

 ◇印刷製版関連機器、半導体・液晶製造装置 

 ◇事業環境の激変（紆余曲折） 

         

 

 

半導体製造装置 デジタル印刷機 

事業と経営の「思考展開」→「志高転改」 
「脱本業・拡本業」で業容拡大（4度目の業態変革） 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 

石田家代々のDNA「旭山」（創業家の雅号）   
業態変革の根幹 

・初 代：石田才次郎 / 1868年 銅版画家、創業者 

・２代目：石田 敬三 / 1943年 ガラススクリーン開発 

・３代目：石田徳次郎 / 1947年 「思考展開」 

           写真製版機器、電子部品進出 

・４代目：石田 明 / 1989年「脱本業・拡本業」   

  社会の電子化が進み、創業事業の印刷製版機器から 

  主力事業が半導体、液晶にシフト 

・前社長 橋本 正博/2005年   キャシュフロー経営 

 ・現社長 垣内 永次/2014年～  新事業推進 

 

16 M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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ＳＣＲＥＥＮと京都企業 

• 京都企業として意識したことは？ 
 あえて言えば 
• 会社名をいえば言えば創業者は「何方さん」と言える。 

• ハイテクで独自のコア技術を持っている。 

• 企業の独立性が高い（系列に属さない） 

 

 やはり「地理的」かも 

• 京都：「狭い・近い・厚い信頼」＋「多くの大学」
＋「産官学連携」 

• 「本社は京都」への「こだわり」。 

17 M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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現CEO(石田 明)の業態変革への理念は 

「脱本業」と「拡本業」 

脱本業  

保有技術を異分野に展開 

 

拡本業 

保有技術で 

既存事業領域を拡大 

       既存技術        新規技術 

 
 
 

新
規
市
場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

既
存
市
場 

拡本業 
印刷 

PCB 液晶 半導体 

コア技術展開 

市
場
調
査

 

脱本業 

新事業・新製品 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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業態変革の根幹はコア技術 

プロセス技術 機械技術 

描く 

計測 

分析 

 

精密 

制御 

 

大量 

処理 

塗る 洗う 

主力製品 写真製版技術 

（フォトリソグラフィー）を培い 

生まれたコア技術 

コア技術の３つのキーワード 

コア技術を支える３つの専門技術 

光学・露光技術 画像処理技術 

半導体製造装置 

液晶製造装置 

PCB検査装置 

＋α 

技術戦略 

POD 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 

フォトリソグラフィーとは 

• Photolithography（フォトリソグラフィー）＊ 

     ＝写真製版・写真腐食技術 

 

• 半導体・液晶の生産プロセスの前工程には 

     フォトリソグラフィーが不可欠です。 

 

＊感光性の物質を塗布した物質の表面をパターン状に露光す
る事で、露光された部分と露光されていない部分からなるパ
ターン生成する技術 

 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 20 
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ガラススクリーンの製造プロセス 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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① 磨き上げたガラス板に特殊な「ろう」を均一に塗る 

線引き→ 露光 

「ろう」     

②「ろう」の上から1インチ当たり65～175本の細い線を描く 
線を描くと「ろう」が削れて溝になる 

③ 薬液を流し込む 
薬液 

④ 薬液がガラスを腐蝕して、ガラス板に溝が彫られる 

⑥ 彫られた溝に、黒インクを詰める 

⑤ 余分な「ろう」を削り、薬液を洗い流す 
ガラス板に溝ができる 

洗浄 

アルミ板 ⇒刷版 
シリコン ⇒半導体 
ガラス ⇒LCD 
樹脂 ⇒PCB 

エッチング 

露光 
描画 

塗布 「ガラス板」 

22 

銅版 

ガラススクリーン 

シャドウマスク 
（ブラウン管用マスク) 

半導体ウエハー洗浄装置 

液晶用コーターデベロッパー 

印刷用CTP／POD装置 

◆インクジェット印刷機 

◆有機ELディスプレー用機器 

 技術と製品の変遷 

１４９ 
年 

 1868 

（明治元年） 

石田旭山印刷所創立  

1943年 会社設立 

２０１７ 

（平成２９年
） 

石版 

主力製品 
◆直接描画露光装置 

新製品 

半導体
機器 

FPD

機器 

印刷
機器 

製版カメラ 

スキャナ 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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半導体回路形成も印刷技術の応用 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 

スギ花粉 
0.03mm 

ミジンコ 
0.5mm 

髪の毛 
0.1mm 

インフルエンザ 
0.1ミクロン（0.0001mm） 

1万分の1ミリ 

半導体回路 
10ナノ（0.00001mm） 

10万分の1ミリ 

半導体製造装置 

回路線幅はナノの単位 

半導体回路線幅は、 

スギ花粉粒子の100分の１ 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 24 
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バッチ式洗浄装置 

FC-3100 
枚葉式洗浄装置 

SU-3200 

スピンスクラバ 

SS-3200 

半導体製造装置 世界シェア 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 25 
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液晶ディスプレーも印刷技術の応用 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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塗工乾燥装置 

RT series 
コーターデベロッパー 

SKシリーズ 

LIAプラズマCVD ／ 

スパッタ装置VC/VS 

series 

フラットパネルディスプレー製造装置 
世界シェア 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 27 

   CTP 装置 

PlateRite HD 8900Z 

フルカラーデジタル印刷システム 

Truepress Jet520ZZ 

CTP POD 

直接描画装置 

Ledia 

  印刷関連機器、プリント基板 

（デジタル印刷機、印刷版出力機）世界シェア 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 28 
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世界シェアＮｏ.1の製品 
 

• 半導体関連：枚様式洗浄装置 

          バッチ式洗浄装置 

          スピンスクラバー 

• 液晶関連：コータデベロッパー 

• 印刷関連：ＣＴＰ装置 

• プリント基板関連：直接描画装置 

 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 29 

半導体チップ 

高精細液晶パネル 

説明書・パッケージ 
請求書…etc 

スマートフォンとスクリーンの技術 

半導体製造装置 

プリント基板 

FPD製造装置 

プリント基板製造装置 

インクジェット印刷機 

文字はヒラギノフォント 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 30 
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半導体機器事業 

1975年～ 

フラットパネルディスプレー機器事業 

1976年～ 

プリント基板関連） 

1970年～ 

印刷関連機器事業 

1943年～ 

創業事業からの展開（亀の甲経営） 
ライフサイエンス分野 

検査計測分野 
プリントエレクトロニクス分野 

再生可能エネルギー分野 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 31 

現在取り組んでいる 

「脱本業・拡本業」 

 
（新規事業分野） 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 32 
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新規事業領域 

SCREENが誇る3つのコア技術を「発展」させ「組み合わせ」 

によって応用展開。 

新たな領域として「エネルギー」「検査計測」「ライフサイエン 

ス」「プリンテッドエレクトロニクス」の4つの分野が 

ターゲット。 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 33 
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新分野への挑戦－ライフサイエンス分野 － 

培養された細胞 

体積・個数などを計測＆イメージング 

画像処理技術・光学技術の応用 

3D細胞培養対応 

 細胞イメージング・計測装置（細胞スキャナー） 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 34 
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新分野への挑戦－ライフサイエンス分野－ 

インクジェット技術の応用 

錠剤印刷機 

薬を間違えないように 

錠剤の表面に「何の薬か」 

などを高速に印刷する 

1時間あたり30万錠を印刷 

35 

36 

新分野への挑戦－自動車部品分野－ 

画像処理技術の応用 

検査計測機器 

自動車部品の外観検査を 

自動化。 

表面凸凹のばらつきを精査、
微細な欠陥を確実に検出。 

36 
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新分野への挑戦－ﾌﾟﾘﾝﾃｯﾄﾞｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ分野－ 

37 

プリンテッドエレクトロニクス： 

 まるで紙に文字を印刷するように電子パターンを基板上
に印刷して回路を形成する技術。薄く/軽く/曲げられる
基板への回路パターン形成を実現。 

製版技術 

耐刷向上技術 印刷装置技術 

インク技術 トータルプロセス
技術 

量産に適したグラビアオフセット 

印刷技術を確立 

新分野への挑戦－再生可能エネルギー分野－ 

均一塗工 高速乾燥 

FPD製造装置で培った 

「塗る」技術を応用展開 

   リチウムイオン電池 電極板製作技術の開発 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 38 
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RtoR 塗工乾燥装置 RTシリーズ  

二次電池量産用のほか、 

 各種次世代電池実験等にも対応 

LiB 

 LCDの量産装置システムを活用した 

 車載用などの大型高性能電池の量産装置 

 生産安定性を追求した新型塗工部 

 乾燥時間を約40%大幅カット 

（弊社乾燥シミュレーション結果） 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 39 

過去：取り組んだ 

「脱本業・拡本業」 

 

（印刷関連分野） 

 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 40 
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過去に行った異業種挑戦の紹介 
（印刷関連：津田の体験：これだけ？） 

• ①カード業界：１９７２年：カード社会を意識する 
• ②服装業界：１９７４年：仕上がり時間の短縮 
• ③美容業界：１９８０年：ヘアーシュミレターの開発 
• ④放送業界：１９８０年：報道映像→印刷画像 
• ⑤環境技術：１９９５年：海洋投棄全面禁止 
• ⑥カメラ業界：１９９５年：プロ用デジタルカメラ 
• ⑦ネットワークビジネス業界：１９９５年：ＩＳＤＮ 
• ⑧乗り遅れた事例：ＤＴＰ業界：品質問題が？ 

 
• ＊失敗も沢山しながら、新技術に挑戦を続けた 
• ＊自由にやらせてくれた、時代が良かった 

 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 41 

42 

    振り返って見れば 

＜失敗の原因：反省：学んだ事＞ 

いろいろあるが（先見・我慢・世界視野・執念・・・） 

 

 ・時代に早すぎた（技術関心だけで突っ走っていた） 

 ・もっと市場を見ていれば。 

 ・国内目線だけで考えていた。 

  （海外事情を把握せず） 

 ・時代の流れが読めず（読もうとしてなかった） 

 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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振り返って見れば（続き）：行動 

• 技術者一人一人が、マーケットをみる。 

• →「技術の動き」＋「世の中の動き」をみる。 

 

• 「時:タイミング」の大切さを知る。 

• 自分の「目」と「足」で動く。 

 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 43 

研究開発とは（その１） 

• 企業にとって研究開発は、死活問題です。 

• 研究開発を取り巻く環境は厳しい。 

• 研究開発は「リスク」が高い。 

• 研究開発の歩留まりの向上がポイントです。 

  ←「モノにならない」研究開発が多い。 
 

 ←そのため企業はいろいろ工夫をしている。 

44 M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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研究開発（R＆D）とは（その２） 

企業現場における：津田の私見 

• Rとは＝研究の意味するところ 

     →Market Research 

• Dとは＝開発の意味するところ 

     →Business Development 
 

→「モノにするには」 

 市場（ビジネス）・現場の重視 
 

45 M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 

2012年度 組織学会研究発表大会特別講演 2012.6.17 

1. INCA 

2. SLM 

3. AMATとの事業提携 

 

4. ホワイトカンバス洛西 

5. 彦根・プロセス技術センター 

6. 上海交通大学との提携（立命館とも） 

7. 人材育成施設（京都、彦根） 

8. ホワイトカンバスMON-NAKA 

 

9. CTPからPODへ 

10. 有機ELディスプレー製造装置 

11. NEDOディスプレー印刷技術 

12. 太陽電池・計測器 

13. エネルギーセンター 

M&A 

オープン 

イノベーション 

と 施設新設 

新分野開発 

拡本業・脱本業のアクション（2000年～） 
     （研究開発関連） 

46 
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→研究開発戦略が大切 

1. マーケッティング（先を読む） 

2. 研究開発の強化 

 

3. 研究開発スピードアップ 

4. 商品リリースのタイミング 

 

5. コラボレーション（産学連携） 

6. 人材育成・DNAの伝承 

プロセス 

研究開発 

人 

研究開発の流れ：３つの要素 

（研究開発マネジメントと人） 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 47 

マーケッティング：そのために何をするのか？ 

調査レポート､論文集など 

関連資料＋業界レポート            

特許などなど  →情報を集める：「出版物」など公開情報
⇄インターネットの活用 

 

ユーザ訪問をする 

展示会に行く 

学会に出る →「人の繋がり」からの情報 

 ⇄対面する：＜普段と何か違う、何か変や＞ 

 →社外（学外）の「友人」を作る 

 →自分の「眼」と「足」 

 →「熱意」も大切→熱く語る。 

48 M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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ユーザと話をする＋学会に顔を出す効果とは。 

• 人脈を広げる→仕事の幅を広げる。 

 

• 想像力→創造力→実行力 

 

• 外の世界を知る 

 （井の中の蛙大海を知らず） 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 49 

2012年度 組織学会研究発表大会特別講演 2012.6.17 

現場（マーケット）へ 

インターネットカフェ開設 

 背景：業績の逆転（1994年：電子 ＞ 印刷） 

 電子化の時代を「現場」で見る 

 インターネットの影響は？ 

・市場の動きを知りたい 

・現場の空気を知りたい 

・1996年3月 インターネットカフェをオープン 

   （←1995年：インターネット元年） 

（1996年3月：東京渋谷） 

50 
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2012年度 組織学会研究発表大会特別講演 2012.6.17 

プロビジョン （1996年～1999年） 

 インターネット元年に合わせ 

＜インターネットカフェを兼ねた アンテナショップ＞ 

カールスモーキー
石井 

久保田利伸 

こんな人達もご来店 

51 

カフェで学んだこと 

インターネット時代（1995年～）とは？。 

 

・首から「ネクタイ」、目から「ウロコ」を 

 外して、変化を見ることが大事。 

・「茶髪：若い世代」が「時代」を創る。 

・労働時間の考え方、労働とは？。 

   →今までの「概念」を捨てること。 

52 M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 
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→研究開発戦略が大切 

1. マーケッティング（先を読む） 

2. 研究開発の強化 

 

3. 研究開発スピードアップ 

4. 商品リリースのタイミング 

 

5. コラボレーション（産学連携） 

6. 人材育成・DNAの伝承 

プロセス 

技 術 

人 

研究開発の流れ（研究開発マネジメントと人） 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 53 

2012年度 組織学会研究発表大会特別講演 2012.6.17 

研究開発の強化＋スピード向上のために 

変われるチャンス！  

・ オープンの場へ 

 

・ 技術強化・融合 

 

・ 現事業の拡大だ
けでは手詰り 

 

・ 異業種交流 

未来の予感がする空間を創造 
（新事業・新技術創出空間） 

「ホワイトカンバス洛西」の設立 

・オープンコラボレイションを掲げる 

2006年に洛西へ研究開発を集中移転 

54 
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オープンイノベーション戦略 

◇企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ 

 価値を創造すること 

◇積極的に外部のアイデア、研究開発成果を取り 

 入れる必要があり、また、自社のアイデア、 

 研究開発成果を商品化する場合にも、自社以外 

 のリソースの活用をする。 

      ・チェスブロー「open innovation戦略のすべて」より 

         （立命館：玄場先生：２０１２．１２の講義より） 

◇自分達のアイデアもドンドンと出す＋相手のアイデアも採用 

 ←このことが大切である。（津田の体験） 

 ←現実体験：技術主導・ビジネスが絡むと難しい 

    
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 55 

オーペンイイノベーションの準備 

• どの技術を｢オープン」にするのか？（知財問題） 

• どの技術を㊙：死守するのか？ 

• 自分達の技術の棚卸しをする 

  ・コア技術 

  ・補完技術 

  ・周辺技術 

  ・未利用技術 

• →自社の技術を知る＋自社技術の客観的評価 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 56 



29 

 研究開発の強化として「Ｍ＆Ａ」 

M&A 

1. 英国・ケンブリッジ  

 Inca Digital Printers社 （2005年6月）  

2. 米国・シリコンバレー 

 Silicon Light Machines社 

 （2008年6月）  

3. アプライド マテリアルズ社との提携 

（2006年7月 株式会社SOKUDO 設立） 

 →2009年6月に子会社化 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 57 

海外企業（ベンチャー）のＭ＆Ａは。 

（津田の体験：視点を明確にする） 

• 異文化交流←理解（他者交流） 

• 海外ベンチャー精神 

• 大学との強い結びつき 

 

☆異文化理解⇔日本文化理解 
  ←「橋渡し人」が必要です。 

 

・R＆D現場では、「混乱調整」が必要 
  ←視点：する側/される側 規模拡大/研究開発 

 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 58 
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  研究開発マネジメントと人 

プロセス 

・企画・マーケッティング・研究開発をいかに時間短縮するか 

 

・開発から製造への移管をスムーズにするか 

     ←経費削減 

     ←研究開発時間厳守 

（design review法）ステージゲート法を採用 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 59 

（研究・開発）技術開発 

事業開発 

新事業 

商品開発へ 

技術開発 

商品開発へ 

開発のフェーズ 

開発企画 

開発計画 

開発実施 品質検証確認会議 

技術移管 商品化会議 

技術移管審査 

DR0 
開発管理規定 

DR1 

DR2 

DR3 

DR4 

開発計画会議 

開発企画会議 

DRの重視： 

ビジネスになるかどうか 

   ステージゲート法の採用：DRの徹底 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 60 
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ステージゲート法で大切なモノ 

• 審査員の役割が重要である。 

→ゲートキイパーとゲートブースター 

→どんな人が適任者なのか？ 

・テーマの将来有望性が見通せる人 

・大局的に、自企業での適応性が分かる人 

・自分の専門分野のみならず、複数の部署の体験が 

    ある人→→→「目利き」の活用 

   ※ステージゲート法がすべてでない 
M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 61 

目利き、どんな人？ 

• 深く広い体験を有している人 
• 大所高所から判断できる人 
• 修羅場を経験している人 
  （天賦の才で努力して出来る類ではない？） 
• →「井の中の蛙大海を知らず、されど天の蒼さを知る」 
• →これを多人数・多様な人で組織的に目利きの能力

を維持する 
               出典：イノベーション戦略の論理：原田勉著：中公新書 
 

• →津田の体験：事業責任者など最終ステージで集団
知で判断する。 
 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 62 
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  DR0／1 研究開発スタート段階での開発テーマの評価 

       商品開発 技術開発 DR4→DR1へ 
①成長性 

②投資効率 

③競争力 

DR0／1 

技術戦略 

「開発方針」 

顧客のニーズ 

判断：定量的＋主観的 

（経営の思い） 

・社会情勢／顧客動向 

・開発資金力 

・技術者・推進者の気力 

・戦略的経営判断 

・ビジネスになるかどうか 

・儲かるか 

・競争力があるか 

・戦略に合っているか 

M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 63 

平たくいえば 

DR0／1の判断基準（その１） 

 できますか？ → 技術（研究開発） 

 

 売れますか？ → マーケティング 

 

 儲かりますか？ → ビジネスモデル 

（立命館MOT 阿部教授より） 
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DR/1・4の判断基準（その２） 

• MOTの考え方を参考にします。 
• 使ったお金に対してどれだけ多くの収益を得るようにする

こと。 

 

• 「どんなに独自性を持った研究であってもそれが市場化 

      されることによって、企業経営に収益をもたらさない限 

     り、その技術は技術経営上、戦略技術とはならない」 

 

• 「開発された技術が市場化されるためには技術の壁、市場 

      の壁の両方を突破する必要がある」 

 
   出典：William Miller （MOTの創設者） 

          日本機会学会誌２０１５．６ Vol.118 

 M.Tsuda 2017.8.5 テクノ未来塾 65 

DR0とは？ 

その研究開発は、最終的に利益を生むか？ 

研究開発・技術のコンセプト（夢を語る） 

営業／製造からの見方 

事業の立場からの見方 

どんどん自分の意見を言い合う場（真剣勝負？） 

責任者クラスの「場」の共有化 

 資料だけでは理解されない 

コミュニケーションの場が重要 

不確実性の共通認識（失敗もある） 
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      「場」の共有化とは 

集団知の活用⇨価値創造（共有財産） 

 ・同じ時空間を持つ 

 ・多様な人々の情報交換 

 ・対面によるコミニケーション 

 ・メンバーが自由に話せる→触発＋創発 

 

時には非公式の場の設定も 

 →思わぬ効果を生む 
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DR4とは？（事業化移行段階） 

「見切り千両」→ 「鬼手仏心」（経営の責務） 

 次のテーマの準備が肝心 

                  

技術開発 

DR4（コーポレート） 

技術開発の完成/未完成 

商品開発 

DR1（カンパニー） 

ビジネスに なる／ならない 

 一番つらいこと／決断が難しいのは 

 →商品化開発（開発）を「中止すること」である。 
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コラボレーション（産官学連携） 

 ・政府、公的研究機関のプロジェクト参加 

 ・国内外の大学と共同研究 
 ・企業連携 

 
人材育成・DNAの伝承（自ら学ぶ意思） 

 ・社内の各種教育、技術発表会（技術者の評価場） 

 ・海外留学 
 ・学会活動 
 ・経営者が語る会（DNAの伝承）=企業文化の伝承 

人 

  研究開発マネジメントと人 
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     人材の育成 

 やっぱり、事業・組織の成功は「人」 

＋ 修羅場の体験 

大日本スクリーンの事例 

次世代の経営幹部育成 

国内外留学 

海外法務留学 

起業家育成・MOT教育 

  ・・・など 
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     修羅場って何？ 

世界初の研究開発 

国際会議で発表 

海外赴任（若くして責任者） 

孤立無援での判断・遂行 

海外で単独でのビジネス交渉など・・・ 

 

  

困難な課題の責任を任されて、     

自分でマネジメントする 

平たく言えば 

心臓に毛を生えさせる 

こと 

異文化の人と友達になれる 

キーワードは「海外」 
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・花を咲かせるには 

 窒素・リン酸・カリ＋目肥 

         

 

・開発を成功させるには 

 人・物・金＋トップの関心 

 

 

 

Ｒ＆Ｄ成功のカギ 
（津田の私見）：目肥が大切 

(心配り） 
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創造のため・人の育成のための「場」 
「場」の重視 

• 現場 
• 市場 

• 討論の場 

• 修羅場 

• 土壇場 

 

 →自分の目と足 

 →熱き思い 
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研究開発マネジメントの要は？ 

イノベーション 

グローバル化 

競争力の再定義 
・ 
・ 

経済環境の変化 

 変化 の激しい中 

→ その方向付けとマネジメントが、ますます重要 

→研究開発戦略の作成←市場との対話が必須。 

→ 研究開発は、どこに行くのか？：（VISIONの作成） 

その要として「CTO･トップ」の役目がある 
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ＣＴＯを必要とする背景 

企業活動の多様性 

 ・活動地域の多様性、市場の多様性、         
必要な技術の多様性、製品の多様性。 

 ・企業の方向性がばらばらになり、資源が分散化 

各事業が自分勝手にやっている時代ではない。 

全体最適を考える余裕がない。 

  →活動の多様化→選択と集中 

  →ビジネスモデルの作成（トップと共に） 
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ＣＴＯの役割 

• 開発予算の確保と配分 

• 技術開発戦略（ビジョン）の作成 

• 研究・開発・技術の方向付け（交通整理） 

• 経営人をＲ／Ｄのファン（理解者）にする 

 

• →全社の技術系指揮官 

• →横串をさす人 

• →全体を見る人 
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ＣＴＯの共通の悩み 

• 研究テーマの選定 
 

• 研究テーマの移管 
   研究開発部門→事業・製造部門 
 
• 研究者の育成 

 
            「日本ＣＴＯフォーラムの参加体験」より 
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研究開発費に対するスタンス 
（私見）世代間で差がある 

• 若い世代 

 研究費は青天井だ、ドンドン使うぞ。 

• 管理職 

 何とかこの研究費で成果を出してみせる。 

 

• 経営サイド 

 「研究費が足らない、もっと多く出せ」と文句を 

 言って来い！←新テーマへの期待。 
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  まとめ：事業成功のため（その１） 

研究開発：VISION・夢を持つ。 

（マーケッティング：市場との対話：出口を考える） 

 

評価･振返の重視:ステージゲート法の適用 

 ・ＤＲ０／１の重視（ビジネス性を見る） 

 ・ＤＲ４の重視（ものづくり主体の判断） 

 

｢場」の共有 

 ・集団知の活用⇨価値創造（共有財産） 
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    ・研究者・開発者の思い 

  ・ものつくり人たちの思い  

  ・売る人の思い 

  ・各部署の思い 

  ・経営の思い 

   →「思いの結集」：良いモノを世に出したい。 

→これらを如何に調和・一致させるか重要 

→経営戦略と技術戦略の一致 

→時には、トップダウンも必要 

      

  まとめ：事業成功のため（その２） 
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• 企業（組織・事業）⇄「人」なり。 

  ※人が変われば組織も変わります。 

 

• 企業（組織・事業）⇄「経営トップ」なり 

 

• ｢人」を支える「システム」が必要。 

  ※システム＝スタッフ＋情報 

 

81 

  まとめ：事業成功のため（その３） 
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小休止 

• 京都の地名読み：なんて読みますか？ 

  ・上七軒 （かみひちけん） 

  ・七条  （ひちじょう・ななじょう△・しちじょう×） 
    ←「京都ぎらい」より 

 

   地名ではありませんが 

  ・質屋（ひちや・しちや） 

   ←津田の質問です 
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付録：お話し（その１） 

•京都の企業・人をより知って
頂くための「お話」 
 

・ 「京都ぎらい」：井上 章一著 朝日新書  

      ←読まれたことありますか？ 

・ もしかして、井上先生：「京都ぎらい」→「京都だいすき」 
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ご存知ですね？① 

• 「おいでやす」と「おこしやす」は 
  どう違う？ 
 
  「おいでやす」→どなたでもどうぞ。 
           （一見さんＯＫ） 
  「おこしやす」→なじみ客 
           （ごひいき筋） 
 
・・・・・小生は「？」：使い分けは「？」 
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ご存知ですね？② 

• 訪問したとき 

  「お茶漬けでもどうどす」 

  と言われたら、どうしますか？ 

 

• 「そろそろお帰り下さい」という意味 

 

・・・・・小生は「？」、最近は「お茶漬け」は「？」 
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ご存知ですね？③ 

• お茶のおかわりどうですか？ 

 

• こう言われたら、早々引き上げるのが 

 京都のマナー 

 

・・・・・最近は「？」かも 

 
・事例：最初は「お茶」、３０分後は「コーヒ」、その次は「メモ」＝ 
やっぱり引き上げですよね。 
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京都人の気持ち・意識① 

• 「天皇さんは、ちょっと東京に遊びに行かはた
んや」 

  →「そのうち戻ってきはりますわ」 

 

・「商いは、＜おでき＞や＜屏風＞とおなじや」 

  →「大きく広げたら、つぶれますわ」 
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京都人の気持ち・意識② 

• 京都の人が話の中で「この前の前の戦
争の時にね・・・・・」と言ったら、いつの戦
争のこと？ 

 
• 「前の戦争」は「第二次世界大戦（１９４５年）」

のこと 

• 「前の前の戦争」は「応仁の乱（１４７７年）」の
こと 
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京都人の気持ち・意識③ 

• 飛行機でキャビンアテンダントが機内サービ
スのときに 

• 「チキンにしますか？ビーフにしますか？」 

 

• 東京人は「チキンを下さい」 

• 大阪人は「両方くれ！」 

• 京都人は「どっちでも よろしおす～」 
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京都人の気持ち・意識④ 

• 京都人の気質 
• 「曖昧」が美徳＋「はんなり」の精神 
• 保守的・腹の内を見せない・気位が高い 
• 好み：うす味 

 
• しかし！：意外な側面 
• 府政・市政は革新系が強い＋アンチ体制 
• ラーメンは「こってり、トンコツ醤油」が主流 
• 世帯あたりの「パン」・「コーヒ」・「牛肉」の消費量は 
  全国１位 
• マクドナルドの「企業カラー」は「赤と黄色」？ 
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京都企業が誕生した背景 

• 保守性（伝統）と革新性の共存・融合 

 

• 高い誇り・アンチ東京・反骨精神 

 

• 曖昧性→→超個性派人材を生む 
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京様式の定義（その1） 

堀場 厚（堀場製作所 社長）著 出版：講談社 

「京都の企業は なぜ独創的で業績がいいのか」 

  

• 人のマネはしないという考え方 

• 目に見えないものを重視する 

• 事業を一代で終わらせず受け継いでいくという
考え方 

• 循環とバランスという考え方 
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京様式の定義（その2） 

末松 千尋（京都大学教授）著 出版：日本経済新聞社 

「京様式経営 モジュール化戦略」 
  

• 系列を否定して自主路線を貫き、自己資本比
率が高い 

• 最終製品にこだわらず、1つの技術に特化し
ている 

• その市場であらゆる企業とオープンな取引関
係を有し、高いシェアを握っている 
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京様式の定義（その3） 

村山 裕三（同志社大学教授）著 出版：NHKブックス 

「京都型ビジネス独創と継続の経営術」 
  
• 職人文化 
• 伝統とテクノロジーを融合させる 
• 歴史資産から新たな価値を生み出す 
• 文化ビジネスを継続させる 
• 文化を組み合わせる 
• 京都文化をグローバル化させる 
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付録：お話し（その２：大学関連） 

• 企業･大学の研究開発の相違点・共通点 

 

• 大学とのお付きあい 

 

 ←小生の私見です。 
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※ まとめ：企業・大学：研究の相違点・共通点 

人・金・モノの視点から 
  ・相違点（金・モノ） 
       ・企業：経済合理性：◎（→最近は？） 

       ・大学：経済合理性：△～？ 

   ・共通点（人） 
     ・企業：〇 
     ・大学：◎ 
 
☆私見：お互い持ち味・持ち場がある＋協力関係を築く 
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大学とのお付きあい 

具体的テーマがある 

 ①大学・研究室のホームページを調べる 

 ②リエゾンオフイス・産学連携室にコンタクト 

 ③公開講座・研究発表会の参加（アンケートに記す） 

 ④研究室を訪問（責任者も同席が良い） 

 ⑤人材を派遣 

 
 ※課題を示す＋窓口任せはダメ＋信頼関係を築く 
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※研究Ｒと開発Ｄ 

・企業：R＋D  

・大学：R＋D 

 

・大学＋企業＝R＋D＝共同研究 
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ご清聴有り難うございました 
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津田 雅也（つだ・まさなり） 
 

立命館大学 理工学研究科 客員教授 

企業連携コーディネータ 

 

・２０１５：立命館大学客員教授 

・２０１２：立命館大学特別招聘教授 

・２００９：大日本スクリーン製造株式会社 

      取締役副社長 最高技術責任者（ＣＴＯ） 

・２００７：同社 専務取締役 技術開発カンパニィー社長 

・２００４：同社 専務執行役員 ＦＰＤ機器カンパニィー社長 

・１９９５：同社 取締役 ビジネスソリューション事業部長 

・１９９４：グラフィックアーツ営業企画部長 

・１９９１：第３開発部長 

・１９６７：同社 入社 

・１９６７：立命館大学理工学部卒業 

 

 

※大日本スクリーン製造株式会社は、２０１４年に 

「株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス」に名称変更しています。 

講師プロフィール 


