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序 

 

我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立

国維持には必須条件です。  
 しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を

始めとするアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいま

す。 そして、我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭して

きております。  
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

技術開発推進も一つの解決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取

り組む必要に迫られております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

には、ものづくり力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレーク

スルーにつながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指して

ゆく必要があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にか

ける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今

後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向調査等の補助

事業のテーマの一つとして三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

に「海外の国家プロジェクト、産学官連携の実態に関する調査研究」を調査委

託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与

すれば幸甚です。 

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 

 

 



 

 



はしがき 
 
 戦後、我が国の機械工業を中心とした製造業は目覚しい発展を遂げ、技術大国として世

界をリードしている。しかし、今後グローバルな競争の中で、我が国機械工業が競争力を

発揮していくためには、創意工夫による技術開発を通じた産業力強化が求められており、

科学技術開発の促進に加えて、科学技術人材の育成に向けた大学や研究機関の役割も期待

されている。 

 一方、世界各国においても、産学官が連携して研究開発拠点が設けられ、革新的な技術

開発が推進されている。このような世界規模の研究開発の競争の中、我が国においても産

学官が一体となって、より一層の戦略的な取組みを行っていくことが必要である。 

 さらに、現代社会では環境問題への取組みなど、多様な分野での研究開発が求められて

いる。将来を見据えた科学技術振興のためには、幅広い視点からの研究開発、さらに官と

民との知的ネットワークによる情報交換や協同による取組みが重要となる。 

 本調査研究は、このような問題意識を背景に今後我が国が力を入れるべき技術開発の方

法、産学官連携や知的ネットワークのあり方について将来像を探ることを目的としている。

海外における国家プロジェクトの動向及び産学官連携の実態に関して、文献調査を行うと

ともに、アジア、欧米において現地調査を実施した。さらに、我が国における国家プロジ

ェクト及び産学官連携の動向を調査し、海外と我が国の状況について比較検討を行った。 

 本調査研究を実施するにあたり、日本自転車振興会ならびに社団法人日本機械工業連合

会のご高配に深謝するとともに、調査にご協力いただいた方々に心より感謝申し上げる次

第である。 

 

 

平成２２年３月 

 

 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

取締役社長   水 野 俊 秀 
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1. はじめに 

 

1.1 調査の目的 

 

 我が国は世界の中でも先端の科学技術国であり、大学や公的機関による研究に加えて、

民間企業による研究開発も活発であり、我が国においては、研究開発費、研究者数や特許

数において世界でトップクラスに位置している。平成 20 年度の科学技術研究費は、18 兆

8,001 億円であり、9 年ぶりの減少となっているが、研究費が国内総生産に占める割合は、

3.78％となっている1。 

 一方で、我が国においては研究開発費に占める政府負担の割合が低いことが指摘されて

いる。平成 20 年度の科学技術研究費では、「企業等」が 13 兆 6,345 億円、「大学等」が 3

兆 4,450 億円、「非営利団体・公的機関」が 1 兆 7,206 億円であり、「企業等」の科学技術

研究費が全体に占める割合は 72.5%となっている2。企業による開発研究の割合が大きいと

いうことは、同時に景気変動による負の影響のリスクも大きいことを意味し、政府による

科学技術予算の増加の必要性も指摘されている。 
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（出所）総務省「平成 21 年科学技術研究調査結果の概要」平成 21 年 12 月 10 日より作成 
図 1- 1 我が国の研究主体別科学技術研究費の推移（1998 年―2008 年、単位：億円） 

                                                  
1 総務省「平成 21 年科学技術研究調査結果の概要」平成 21 年 12 月 10 日 
2 総務省、同上。 
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 民間企業による研究開発の場合、景気の動向や企業の経営状況によって、研究開発費に

あてられる予算などが左右される可能性も大きく、技術開発が国家経済の成長に資するこ

とから、政府による支援を実施することは非常に重要であるといえる。また、企業や大学

が単独で行うことが困難であるような技術開発の場合などには、政府による支援によって、

革新的な技術が開発されることの意義も大きい。 

 研究開発に付随する不確実性、外部性、不可分性によって、市場原理に任せるのみでは

最適な水準の研究開発投資が行われなくなる可能性があるが、国がそうした過少投資とな

っている部分を補完することが国家プロジェクトの意義として挙げられている3。その他に

も、国家プロジェクトのメリットとしては、国家による事業であるからこそ、異業種連携・

融合が促進されやすいという点も挙げられる。 

 一方、海外においても政府による研究開発が推進されている。EU では、EU を世界で

最も活力と競争力のある知識基盤型経済とすることを目指し、2002 年にリスボン戦略計画

を策定し、加盟国において、民間と政府の研究開発費の合計である総研究開発費の GDO

比を 2010 年までに 3％までに引き上げることを目標として掲げている。 

 このような世界情勢の中、我が国においても、さらなる科学技術開発の推進が求められ

ているといえる。また、優れた技術をどのようにして応用化・企業化していくのかという

視点も重要である。 

 国家プロジェクトを成功に導くためには、様々な点に留意する必要がある。例えば、ど

のようなテーマについて研究を行うのかという点、さらに人材を如何に確保するのかとい

う点も重要である。また、どのように資金を効果的に投入するのか、また最終的にプロジ

ェクトをどのように評価していくかということが鍵を握る。 

 そこで海外主要国における国家プロジェクトの形態や実施方法、主なプロジェクトの成

果や課題などの実態を把握し、我が国との比較検証を行うことにより、今後我が国が力を

入れるべき技術開発の方向、産学官連携や知的ネットワークのあり方を明確にすることは、

今後の我が国における国家プロジェクト推進や産学官連携の活発化のための指針として重

要である。 

 このような背景から、国家プロジェクトにおける資金・人材・テーマの設定と評価のあ

り方を明確にし、我が国産業の発展と競争力強化につなげることを目的として本調査を実

施する。 

 

                                                  
3 産業構造審議会産業技術分科会研究開発省委員会（第 27 回） 
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1.2 調査の方法 

 本調査は、以下の３つの項目から構成される。 

（1） 欧米、シンガポール等における国家プロジェクトの動向、世界の大学と企業、

官との知的ネットワークの状況、産学官連携の実態を調査する。 

（2） 我が国の国家プロジェクトや知的ネットワーク、産官学連携の実態との比較検

証を行う。 

（3） 今後我が国が力を入れるべき技術開発の方法、産学官連携や知的ネットワーク

のあり方について将来像を探る。 

 

 以上の調査項目に従って、文献調査、現地調査やインタビュー調査を通じて欧米、シン

ガポール等における国家プロジェクトの動向や産学官連携の実態を概観した上で、我が国

の事例との比較検証を行い、今後我が国が技術開発の上で力を入れるべき諸点を整理し、

提言としてまとめる。 
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2. 海外における国家プロジェクト及び産学官連携の実態と動向 

 

2.1 国家プロジェクトの動向 

 

2.1.1 世界的な研究開発拠点の整備の進展 

 世界的に技術開発競争が激化する中、海外では、官民の共同資金拠出で整備された大規

模な最先端の研究開発拠点を核として、活発な国家プロジェクト、産学官連携が展開され

ている。本調査では、機械産業に関わる分野として、ナノテクノロジー、マイクロエレク

トロニクス分野における世界的な産学官研究開発拠点として注目を集めている 4 つの研究

開発拠点を取り上げ、各拠点における国家プロジェクト及び産学官連携の状況を整理した。 

 

表 2- 1 本調査で取り上げた 4 つの世界的な産学官研究開発拠点 
所在国：拠点名 概  要 

ベルギー： 
IMEC 

 ベルギーでは、1984 年に、フランダース州ルーベン市において、ルーベ
ン大学の半導体研究者の主導で、フランダース州政府の資金拠出を受け、
官からも民からも独立した研究機関として「IMEC」が設立された。設立
当初はナノエレクトロニクスを中心として、現在ではエネルギーやバイオ
も含むナノテクノロジーの応用分野で、IMEC が研究プログラムを設定し、
フランダース州政府の資金で自らも研究開発を行いつつ、関心ある企業を
募り、企業への技術移転や企業と共同でのさらなる応用研究を推進してい
る欧州最大の独立研究機関である。独自の知財管理・活用ルールへの評価
が高く、日本の大手半導体デバイス・製造装置・材料メーカーを含む世界
の企業・研究機関と連携している。 

フランス： 
MINATEC 

 フランスでは、2002 年から、フランス政府、フランス原子力庁（CEA）、
ローヌ・アルプ州の地方政府が資金を拠出し、ローヌ・アルプ州のグルノ
ーブルにおいて、マイクロ・ナノテクノロジー分野の研究開発拠点
「MINATEC」の整備が進められ、2006 年 6 月に開設した。敷地内には、
フランス原子力庁電子情報技術研究所（CEA-LETI）、国立グルノーブル工
科大学、複数の企業の中央研究所と共に、共用の研究施設があり、フラン
スの産業政策上の取組である「競争力拠点（pôles de compétitivité；英語
での呼称：competitive cluster）」のうち世界的に競争できる「世界的な競
争力拠点」の一つである「Minalogic」の活動拠点となっている。 

米国： 
CNSE Albany 

 ニューヨーク州立大学アルバニー校では、1997 年から、ニューヨーク州
政府と IBM を中心とした多数の半導体関連メーカーの資金拠出により、
最先端の設備を整えた大規模なナノエレクトロニクス分野の研究開発拠点
の整備が進められている。日本の大手半導体デバイス・製造装置・材料メ
ーカーを含む世界の約 250 の企業・研究機関との間で多数の産学・産産研
究開発プロジェクトが展開されている。 

シンガポール： 
Fusionopolis 

 シンガポールでは、通商産業省 科学技術研究局 （A*STAR）科学工学
研究協議会 （SERC）傘下の 8 つの国立研究所を集約する予定の研究開発
拠点「Fusionopolis」の整備が進められており、2008 年に一部が竣工した。
バイオテクノロジー関連の官民の研究所を集約した研究開発拠点
「Biopolis」やシンガポール国立大学と共に、シンガポールの研究開発の
中心地として開発中の「one-north」内に立地している。国内企業の技術向
上を目指す科学技術局により、傘下の国立研究所と海外の大手企業、国内
企業等が参加する共同研究プロジェクトが企画・運営されている。 
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2.1.2 研究開発拠点を核とした国家プロジェクトの動向 

 

(1) ベルギー：IMEC 

 

 ベルギーでは、1984 年に、フランダース州ルーベン市において、ルーベン大学の半導体

研究者の主導で、フランダース州政府の資金拠出を受け、官からも民からも独立した研究

機関として「IMEC」が設立された。設立当初はナノエレクトロニクスを中心として、現

在ではエネルギーやバイオも含むナノテクノロジーの応用分野で、IMEC が研究プログラ

ムを設定し、フランダース州政府の資金で自らも研究開発を行いつつ、関心ある企業を募

り、企業への技術移転や企業と共同でのさらなる応用研究を推進している欧州最大の独立

研究機関である。独自の知財管理・活用ルールへの評価が高く、日本の大手半導体デバイ

ス・製造装置・材料メーカーを含む世界の企業・研究機関と連携している。 

 

①研究開発拠点の基本概要 

表 2- 2 IMEC の基本概要 
正式略称 IMEC 
読み方 アイメック／イメック 
立地場所 ベルギー・フランダース州・ルーベン 
開所年月 1984 年 
研究開発分野 ナノエレクトロニクス、ナノテクノロジー 

（出所）IMEC ウェブサイト 
 

 プロセス技術とシステム技術に関する独自のノウハウ、独自の知的財産管理・活用ルー

ル、最高級のインフラ、国際的なネットワークにより、IMEC は、将来技術の形成におい

て企業のキーパートナーになるとしている4。 

  
                                                  
4 IMEC ウェブサイトより。 
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②研究開発プロジェクトのテーマ設定方法 

 IMEC は、大学での基礎研究と産業界での研究開発の間のギャップを埋める研究を遂行

している5。研究開発を precompetitive（競争前）段階と competitive（競争）段階に分け、

precompetitive 段階にある複数企業に共通する研究開発テーマを、各研究開発プログラム

における研究開発対象として設定している6。 

 IMEC に対するヒアリングによれば、IMEC は、IMEC という官からも民からも独立し

た研究機関が研究開発テーマを設定している点が特徴で、IMEC の考え方は次のとおりで

ある。産業界に研究開発テーマを設定させると、今日直面している問題点に対する短期的

な解決策を挙げることとなるが、それは企業秘密であることが多く、共同のプロジェクト

にならない。一方、大学も、教育が主業務であり、適切なテーマ設定は難しい。そこで、

官からも民からも独立し、異なる技術の可能性を評価する能力を有しその市場を理解し、

信用があり、かつ継続的に活動する組織の存在が必要となる。IMEC は、複数の企業が共

通して直面している問題点を洗い出し、それに対して一つではなく、複数の解決策を提示

するための研究開発テーマを設定している。そのテーマは、産業界の現在のニーズよりも

3～10 年先の研究内容となる7。 

 また、IMEC は、問題点に対する解決策を、ナノエレクトロニクスを用いて提示するた

めの研究開発を推進しているが、その分野は、今後の大きな成長可能性が見込まれる、エ

ネルギーの持続的生成、質が高く効率的な医療、ユビキタス・コミュニケーションの 3 分

野に絞っており、これによって他の研究機関との差別化を図っている8。 

 

③研究開発プロジェクト遂行体制の組成方法（参加者の確保方法） 

 IMEC の研究組織は、半導体のプロセス技術を開発する「プロセス技術（Process 

Technology）」ユニットと、ワイヤレス・コミュニケーション、自動センサーネットワー

ク、バイオメディカル・ソリューション、エネルギー生成等の統合分野に適用するイノベ

ーティブな技術を開発する「スマート・システムとエネルギー技術ユニット（Smart 

Systems and Energy Technology）」ユニットの大きく 2 つに分かれている9。 

 研究開発プログラムの企画段階では、まず IMEC の自主研究として IMEC の研究者だ

けで研究を行い、時には EU の研究者と連携している大学のポスドクや博士課程の大学院

                                                  
5 IMEC ウェブサイトより。 
6 2009 年 11 月 18 日ヒアリング結果より。 
7 6 と同じ。 
8 5 と同じ。 
9 5 と同じ。 
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生等と共に研究を行う10。 

 ある程度の研究成果が蓄積されたところで、年に 10 回開催する戦略会議で諮り、プロ

グラムにすることが決定されれば、プログラム・ディレクター（program director）を任

命する11。 

 そして、IMEC のビジネス・チーム（business team）12と連携して、企業に対する研究

開発プログラムの提示と参加募集を行う13。参加企業数は、プログラムによって異なるが、

その 99％は外国企業であり、ベルギーの企業の参加は少ない14。現在、1,000 以上の企業

や研究機関と連携しており15、主要な連携先としては、パナソニック、インテル、サムソ

ンが挙げられる16。 

 
（出所）IMEC 資料 

図 2- 1 IMEC の連携企業 

 

 実際の研究開発は、一つの研究開発プログラムの下に、複数の研究開発チームが組成さ

れて推進される。各チームには、IMEC の研究者と企業研究者が参加し、プログラム・デ

                                                  
10 6 と同じ。 
11 6 と同じ。 
12 ビジネス・チーム（business team）とは、研究者によって組成される研究開発チーム（science 
team）に対する用語で、研究開発プログラムの広報・運営・管理を行う。プログラム立ち上げ

時には、プログラム・ディレクターと共に企業を訪問して、研究開発プログラムを提示し、参

加を働きかけるなど行う。現在 18 人の職員が所属している。 
13 6 と同じ。 
14 6 と同じ。 
15 5 と同じ。 
16 6 と同じ。 
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ィレクターの判断で博士課程学生が参加することもある。大学の研究者は、より長期的に

深く行う研究に専念してもらいたいとの方針で、IMEC の研究開発には参加しない。 

 

④知的財産の管理・活用ルール17 

 IMECでは、precompetitive段階のテーマについて研究開発プログラムを設定するが、

その際、IMEC がプログラム立ち上げ前等に単独で行ったプログラムの基盤となってい

る研究開発の成果と、その上に IMEC とプログラム参加者（IMEC では“partner”と

呼んでいる）とが共同で行った研究開発の成果それぞれについて、権利の帰属及び活用

に関して明確なルールを定めている。このルールが企業にとっても合理的であることが

世界中の企業を引きつけているとして評価されている。 

 ルールは、具体的には、次のとおりである： 

• プログラム・バックグラウンド（Program Background）：IMEC がプログラム

立ち上げ前等に単独で行ったプログラムの基盤となっている研究開発の成果：

権利は IMEC に帰属するが、プログラム参加者は、プログラムの成果の利用に

必要な部分の通常実施権（非独占、移転不可）を無償で受けられる。 

• 共有知財 R1：プログラム参加者は、自らが貢献した研究開発成果部分の権利

を IMEC と共有する。 

• プログラム・フォーグラウンド（Program Foreground）：研究開発プログラム

の成果：プログラム参加者は、研究開発プログラムにおいて IMEC や他のプロ

グラム参加者が行った研究開発の成果の通常実施権（非独占、移転不可）を無

償で受けられる。 

• 占有知財 R2：プログラム参加者は、研究開発成果の権利を限定的に独占的に

保有することができる（事前の承諾が必要）。 

                                                  
17 経済産業省 産業構造審議会 産業技術分科会 第 27 回基本問題小委員会 配付資料（2009 年

4 月 27 日）および 2009 年 11 月 18 日ヒアリング結果より。 
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表 2- 3 １企業の立場からみた IMEC の知財 
 権利者 ライセンス 
プログラム・バックグラウンド
（Program Background） 

IMEC 無償で通常実施権（非独占、移転不
可）を受けられる 

自社が貢献した研究開発成果⇒
共有知財 R1 

IMEC と自社 無償で通常実施権（非独占、移転不
可）を他社に与えないといけない 

他の参加者が貢献した研究開発
成果⇒プログラム・フォーグラ
ウンド（Program Foreground）

IMEC と他の
参加者 

無償で通常実施権（非独占、移転不
可）を受けられる 

自社のみによる研究開発成果⇒
占有知財 R2 

自社 －（企業の自由） 

（出所）IMEC 資料より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)作成 
 

 
（出所）IMEC 資料 

図 2- 2 IMEC における知財管理・活用ルール 

 

 IMEC に対するヒアリングによれば、研究開発プログラムに参加する企業は、プログラ

ムの研究開発成果をどの範囲で求めるか、自社のみによる研究開発成果を求めるか等のニ

ーズが異なるため、それぞれ異なる権利範囲の契約を個別に IMEC と締結している。プロ

グラム全体で参加者全員が参加する契約は締結しない。また、個々の企業の IMEC との契

約内容・金額は明らかにはされず、プログラムの総研究開発費のみが公表される。個々の

企業が支払う金額と得られる対価に対して公平感を感じることができればそれでよいとの



 10

考えである18。 

 研究開発プログラムには、基本的に終わりはなく、企業は後からいつでもプログラムに

参加できるが、後から参加する企業は、既に蓄積されている知的財産を獲得できるため、

その分、参加費が高く設定される。契約は 3 年で更新する。 

 なお、これまでに立ち上げた研究開発プログラムを終了させたことが一度だけあったが、

そこで行われていた研究活動と研究者は、他のプログラムに吸収させた。従って、研究者

の解雇はしていないという。研究者に対して、継続的な雇用を保証することも、良い研究

成果を出すためには重要と考えている。 

 

⑤研究開発プロジェクトへの投入資金額とその出所 

 2008 年の収入は約 2 億 7,016 万ユーロ（≒405 億 2 千 4 百万円）19で20、その 84％を企

業から獲得している21。設立当初は 70％をフランダース政府からの補助金でまかなってい

た22。 

 IMEC に対するヒアリングによれば、企業は、研究開発プログラムに参加するに当たっ

て参加費を支払う。このシステムの背景にある考えは、極めて基礎的な研究開発テーマの

場合は、政府による 100％補助で行うのもよいが、事業化に近いコンソーシアムについて

は参加費が無償ではかえって信頼がなくなるという考えがある。つまり、有料だからこそ、

どの程度のメリットが得られるのか参加企業は真剣に考えることになるという方針に基づ

いている。さらに参加費とは別に企業は、駐在させる研究者の人件費、家族も含めたその

滞在費も負担する。 

 IMEC が行う自主研究の費用は、フランダース政府からの補助金でまかなっている。 

 また、IMEC の自主研究や企業との研究開発プログラムに参加しているポスドクや博士

課程の大学院生の人件費も、IMEC がフランダース政府からの補助金でまかなっている。

ポスドクや博士課程の大学院生が貢献した研究開発成果部分の権利は、IMEC と大学が共

有する。大学は、将来、企業との共同研究等でその成果を自由に使うことができる。 

 

                                                  
18 以下、6 と同じ。 
19 1 ユーロ＝150 円で計算。 
20 5 と同じ。 
21 経済産業省産業構造審議会産業技術分科会研究開発小委員会「中長期的な研究開発政策のあ

り方～競争と共創のイノベーション戦略～」（2009 年 6 月）より。 
22 以下、6 と同じ。 
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⑥研究開発プロジェクトの成果の評価方法23 

 研究開発プロジェクトは、半年に一度、IMEC 研究者と参加企業の研究者が成果発表を

行い、参加企業の上司から評価を受けている。また、年に一度、翌年度の予算の増減等を

決めるため、内部で独自に評価している。 

 IMEC が行う研究開発にベルギー企業はほとんど参加していない。しかし、ベルギー全

体にとってのメリットとしては、外国からの投資を呼び込めること（IMEC との共同研究

をきっかけにベルギーに研究所や工場を設置する企業も多い）、研究者が居住することによ

り税収が増加すること、研究開発成果からスピンオフ・ベンチャーが生まれる可能性があ

ること、ベルギーの露出度・名声が高まることなどである。 

 

 

（2）フランス：MINATEC（Minalogic） 

 

 フランスでは、2002 年から、フランス政府、フランス原子力庁（CEA）、ローヌ・アル

プ州の地方政府が資金を拠出し、ローヌ・アルプ州のグルノーブルにおいて、マイクロ・

ナノテクノロジー分野の研究開発拠点「MINATEC」の整備が進められ、2006 年 6 月に開

設した。敷地内には、フランス原子力庁電子情報技術研究所（CEA-LETI）、国立グルノー

ブル工科大学、複数の企業の中央研究所と共に、共用の研究施設があり、フランスの産業

政策上の取組である「競争力拠点（pôles de compétitivité／competitive cluster）」のうち

世界的に競争できる「世界的な競争力拠点（Pôles de compétitivité mondiaux）」の一つで

ある「Minalogic」の活動拠点となっている。 

 以下では、研究開発拠点としての「MINATEC」と、そこでの研究開発主体の一つであ

る「Minalogic」について述べる。 

 

① 研究開発拠点の基本概要 

 MINATEC（Maison des Micro et nano Technologies）は、フランスのローヌ・アルプ

州（région）24のグルノーブルに開設された半導体関連の研究・開発拠点である。2002 年

1 月 18 日、政府、地方公共団体（Collectivités locales）（ローヌ・アルプ州、イゼール県、

グルノーブル‐アルプ‐メトロポル市街圏共同体25（comunauté d’agglomération）、グル

                                                  
23 6 と同じ。 
24 フランス南東部の州で、中心都市はリヨンである。 
25 ローヌ・アルプ州の 26 コミューンによる都市圏共同体（http://www.la-metro.org/）であり、
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ノーブル市）、フランス原子力庁（Commissariat à l’énergie atomique ;CEA26）、グルノ

ーブル工科大学（Institut National polytechnique de Grenoble）、預金供託金庫（Caisse de 

Déôts et Consignations）の間で枠組み協定（Convention Cadre）が調印され、発足した。 

 投資総額は 152 億 4,500 万ユーロであるが、その約半分の 76 億 2,200 万ユーロは地方

公共団体が負担している。次いで、CEA が 32 億 3,200 万ユーロであり、フランス政府の

負担は、13 億 4,200 万ユーロである27。 

 MINATEC の目的は、以下のとおりである。 

 

（１） 欧州マイクロ・ナノテクノロジーの中心的研究開発センターの役割を担う 

（２） 最先端技術のプラットフォームに研究リソースを集中させ、イノベーションプロセ

スのスピードアップと効率化を図る 

（３） 欧州や米国、日本のリサーチパークとの協力・協調 

（４） R&D 提携契約、共用ラボ、企業集団、ハイテクベンチャー企業設立により産業へ

の技術移転を支援 

 

表 2- 4 MINATEC の概要 
正式名称 Maison des Micro et Nano Technologies 
正式略称 MINATEC 
読み方 ミナテック 
立地場所 フランス・ローヌアルプ州・グルノーブル 

（Grenoble, France） 
開所年月 2006 年 6 月 
産業集積の分野 センサー、光子学、スピントロニクス、ナノエレクトロニクス、分子電子工

学等 
20 ヘクタールの敷地（10,000ｍ2のクリーン・ルームを設置） 

規模 研究者数：2,400 人 
学生数：1,200 人 
産業・技術移転エキスパート：600 人 

予算 129,111,000 ユーロ（2001 年署名時の予定予算） 
（出所）Minalogic 説明資料（2009 年 11 月 16 日のヒアリング時に受領）及び MINATEC ウェブサイト

より作成 

 

 2001 年の MINATEC 設立時の予算の割合は次の図が示すとおりである。 

                                                                                                                                                  
約 40 万の住民が居住している。La Métro とも呼ばれる。 
26 CEA ウェブサイト（http://www.cea.fr/english_portal） 
27 民間からは、22 億 8,700 万ユーロの融資が行われている。

（http://www.minatec.com/minatec/historique-minatec） 
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（出所）イゼール県ウェブサイト 
（http://www.isere.fr/6394-minatec-le-projet-a-la-loupe.htm） 

図 2- 3 予算の内訳（拠出元別） 

 

 研究活動は、テーマ別の研究プラットフォームによって行われている。プラットフォー

ムには、常勤の研究員が配置され、研究の実施、MINATEC 外部によって運営されるプロ

ジェクトに対しても支援も行っている。具体的なプラットフォームは次の表が示すとおり

である。 
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表 2- 5 MINATEC のプラットフォーム 
上流プラットフォーム   
上流技術プラットフォーム 
（ Plate-forme Technologique 
Amont : PTA） 

FMNT（Fédération des Micro et 
Nano Technologies ）及び INAC
による共同プラットフォーム 

http://www.pta-grenoble.com/ 

ナノキャラクタリゼーションプラット

フ ォ ー ム (Plate-forme de 
Nanocaractérisation : PFNC) 

CEA グルノーブルによるプラットフ

ォーム 
ミクロテクノロジー及びナノテクノロジ

ーのキャラクタリゼーションについて 

教育プラットフォーム   
CIME ナノテクプラットフォーム

（Plate-forme CIME Nanotech） 
ミクロエレクトロニックスに関する 12
の研究機関のコンソーシアム 

フランス全土から 1,200 人の学生、

200 名の研究者や R&D の専門家を

受け入れている。 
産業プラットフォーム   
MEMS 200 プラットフォーム：

200mm （ Plate-forme MEMS 
200） 

産業界との契約に基づいてプロジ

ェクトが実施される 
ミクロシステムの産業応用。磁気、周

波数、バイオロジー、ミクロスクリーン、

MEMS(Micro Electro Mechanical 
Systems)、3D パッケージング 

ナノテク 300 プラットフォーム

（Plate-forme Nanotec 300） 
STMicroelectronics と協力してい

る。アルバニーの IBM など様々な

協力関係を締結 

マイクロエレクトロニック関連 

ナノセイフティプラットフォーム

（Plate-forme de Nano sécurité） 
R&Dに加えて、コンサルティングや

研修も実施。 
ナノマテリアルに関連する安全問題

に関する研究を実施 
化 学 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

（Plate-forme Chimie） 
40 件以上の特許を申請。 界面化学・３D 化学 

集 積 回 路 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

（ Plate-forme Conception de 
circuits intégrés） 

ヨーロッパでも最大のデザインセン

ター。ANR(Agence national de 
la recherche) 、 AII(Agence de 
l'innovation industrielle) 、

Eureka、FP7(The EU seventh 
Framework Programme)及び産

業競争力拠点とも協力 

デジタル、アナログ、混合、RF 回路

作成 

応 用 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

（Plate-forme Applications ） 
ミナテックによって開発された技術

やシステムを利用したモデルの展

示 

ミナテックの技術の紹介の役割 

バイオロジー及び保健のための技

術プラットフォーム（Plate-forme 
technologies pour la biologies 
et la santé） 

グルノーブル大学のメディカル・セ

ン タ ー 、 生 化 学 の ビ ジ ネ ス

（BioMérieux, Trixell, Fluoptics）
等との協力を実施。 

バイオロジー及び健康関連の技術 

（出所）Minatec ウェブサイトより作成。(http://www.minatec.com) 

 

②MINATEC における研究開発主体の概要 

 フランス政府は、2004 年から、企業の競争力強化、雇用創出、地域活性化を目的として、

産業競争力拠点政策（politique nationale des pôles de compétitivité）を推進しており、

2008 年末時点で 71 箇所の「競争力拠点（競争的クラスター28」」を認定している。競争力

拠点は、世界的に競争できる「世界的な競争力拠点（Pôles de compétitivité mondiaux）」、

                                                  
28 和訳は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)による。 
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国際競争を志向している「国際志向の競争力拠点（Pôles de compétitivité à vocation 

mondiale）」、地域レベルで活動する「競争力拠点（Pôles de cométitivité）」の 3 つに分類

され、「Minalogic」は、7 箇所認定されている「世界的な競争力拠点」のうちの一つであ

る（詳細後述）。 

 

表 2- 6 Minalogic の基本概要 
正式名称 Minalogic 
読み方 ミナロジック 
所在地 フランス・ローヌアルプ州・グルノーブル 

（Grenoble, France） 
研究開発分野 マイクロ・ナノテクノロジーと組み込みソフトウェア 

⇒ナノエレクトロニクス 
（出所）Minalogic 説明資料（2009 年 11 月 16 日のヒアリング時に受領） 
 

 競争力拠点（クラスター）には、少なくとも 2 企業と官民問わず 1 研究機関の参加が条

件であり、イノベーティブな技術開発プロジェクトの周囲にシナジーを創出することを目

指している。 

 

③研究開発プロジェクトのテーマ設定方法 

 Minalogic で行う研究開発の分野は、マイクロ・ナノテクノロジーと組み込みソフトウ

ェア、すなわちナノエレクトロニクスである。個々の研究開発プロジェクトのテーマの設

定については、「④③研究開発プロジェクト遂行体制の組成方法（参加者の確保方法）」で

まとめて述べる。 

 

④研究開発プロジェクト遂行体制の組成方法（参加者の確保方法） 

 Minalogic 説明資料29によれば、Minalogic は、28 の企業グループまたは中小企業、18

の地方政府または経済開発機関、6 つの研究機関または大学、の合計 52 の参加者で設立さ

れた。現在では、103 の企業グループまたは中小企業（中小企業が 81％を占める）、15 の

地方政府、9 の経済開発機関、15 の研究機関または大学、3 つの投資機関の合計 145 の組

織が参加している30。 

 

                                                  
29 2009 年 11 月 16 日ヒアリング時に受領。 
30 Minalogic 説明資料（2009 年 11 月 16 日のヒアリング時に受領）より。 
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103 groups and SMEs

15 research 
centers and 
universities

25 local governments 
and economic 
development 
organisations

3 private 
investors

75 new companies 
have joined the 

cluster since 2005 

 
（出所）Minalogic 説明資料（2009 年 11 月 16 日のヒアリング時に受領） 

図 2- 4 Minalogic への全参加メンバー 

 

表 2- 7 Minalogic への中心的な参加メンバー 
マイクロ・ナノテクノロジー分野 組み込みソフトウェア分野 

CEA-Leti/Minatec, CNRS 
University Joseph Fourier, INPG 
STMicroelectronics 
Soitec 
Applied Materials 
E2v Semiconductors 
ARM 
Schneider Electric 
Lam Research 他 

IMAG, INRIA 
Bull, HP 
Sun Microsystems 
France Telecom 
Yahoo/Kelkoo 
Polyspace 
Cap Gemini 
Silicomp 
Purple labs 
Xerox Research Center 
Mentor Graphics  - Synopsys   
CWS, Design& Reuse, Dolphin integration… 

（出所）Minalogic 説明資料（2009 年 11 月 16 日のヒアリング時に受領） 
 

 Minalogic へのヒアリング31によれば、競争力拠点（クラスター）は、地域の官民のプ

レーヤーを知っている独立非営利の組織によって運営されており、この組織が、プレーヤ

ー間のネットワークを形成することを通してイノベーションを促進する。競争力拠点では、

                                                  
31 2009 年 11 月 16 日実施。 
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競合企業も協調するという意味で "co-opetiton"と称している。 

Minalogic ウェブサイトによれば、2009 年から 2011 年の戦略として、Minalogic では

「継続性（continuité）」、「拡大（Extension）」、「急変（Rupture）」の 3 つのキーワード

を挙げている。 

 継続性とは、長所の強化のことであり、具体的にはプロジェクトの強化や参加メンバー

の増加である。拡大では、ミナロジックへの参加主体の期待にこたえるため、国際的な地

位の向上、持続可能な開発への貢献、参加者への資金調達、広報活動やネットワーク活動

の充実が挙げられている。急変とは、新規活動の中での位置づけを行うことである。形成

されそうなプロジェクトにおいて中心的な役割を果たして取りまとめることや、人材のニ

ーズに柔軟に応えること、調整活動の充実などが挙げられている。 

Minalogic の運営を担当する理事会（Conseil d’administration）は、Minalogic に参加

する企業、地方公共団体、研究機関のそれぞれから選ばれた計 6 名によって構成されてい

る。一方、日常的な業務は調整ユニット（Cellule animation）が担当している。 

 

大企業大企業 中小企業中小企業 研究機関研究機関 教育機関教育機関 地方公共団体地方公共団体

代表2名 代表1名 代表1名 代表1名 代表1名

理事会（理事会（66名）名）

調整ユニット調整ユニット

EmSoC クラスター マイクロ・ナノテク・クラスター

大企業大企業 中小企業中小企業 研究機関研究機関 教育機関教育機関 地方公共団体地方公共団体

代表2名 代表1名 代表1名 代表1名 代表1名

理事会（理事会（66名）名）

調整ユニット調整ユニット

EmSoC クラスター マイクロ・ナノテク・クラスター

 
（出所）Minalogic ウェブサイトより作成 

図 2- 5 Minalogic の運営体制 

 

 Minalogic へのヒアリングによれば、Minalogic で遂行される研究開発プロジェクトの 8

割は、メンバーまたは非メンバーからの提案から始まり、残りの 2 割は、Minalogic を運

営する独立非営利の組織の企画から始まる。 

 前者は、年に 2 回、9 月頃と 1 月頃に開催される Minalogic の全メンバーが集まる会合

で提案される。提案者は、メンバーでも非メンバーでもよく、Minalogic で行うべきと思

う研究開発プロジェクトを発表する。その後ブレーンストーミングが行われるが、ここで

はプロジェクトの良し悪しを判断することはせず、参加者が相互に知り合い、ネットワー
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クが形成されることを促す。 

 このように徐々に共同で研究開発プロジェクトを遂行するコンソーシアムが組成されて

いく。また、防衛に関わるテーマでない限り、外国企業も参加することができる。この過

程で Minalogic の運営事務局が、体制組成の支援や知的財産関連や資金調達関連のコンサ

ルティングを行う。Minalogic では、研究開発を開始する前のこの時点で、コンソーシア

ムに参加する全員が納得して契約を締結することが重要としている。なお、知的財産の取

り扱いは、プロジェクトによって異なる。 

 研究開発プロジェクトでは、リーダーを「owner（オーナー）」と呼び、オーナーは必ず

企業が務める。大企業とは限らず、中小企業が務める場合もある。 

 研究開発テーマと体制を決めたプロジェクトは、通常 12 月と 4 月に公募が行われる公

的研究開発資金に応募する。概ね 70％のプロジェクトが採択される。 

 採択されなかった研究開発プロジェクトは、再構築して次の公募機会に再応募するケー

スもあれば、そのまま自らの資金で研究開発を開始することもある。 

 毎年 50～80、平均で約 60 の研究開発プロジェクトが開始されており、2009 年 11 月現

在で 153 の研究開発プロジェクトが進行中である。 

 プロジェクト進行中は、Minatec 運営事務局の職員が、年に最低 1 回、通常は数回フォ

ローを行う。例えば、参加を中止したいメンバーへの対応、倒産したメンバー企業への対

応、研究開発費が不足している場合の資金調達のアドバイス等を行う。 

 

IP guidance/
counseling

Targeted 
networking

Guidance for 
collaborative 

projects

Follow up on 
projects

Public or 
alternative 
financing

Collaborative 
resources

Communication, 
lobbying…

GOALS
Sustain companies growth 
Consolidate companies leadership
Create / maintain employment
Promote technology transfer
Educate tomorrow working force

 
（出所）Minalogic 説明資料（2009 年 11 月 16 日のヒアリング時に受領） 

図 2- 6 Minalogic の活動 
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④研究開発プロジェクトへの投入資金額とその出所 

 研究開発プロジェクトは、公的資金による支援を受けるためには、競争力拠点（クラス

ター）により認定されなければならない32。 

 Minalogic による近年の研究開発プロジェクトの認定状況と、その総研究開発費、公的

資金の出所は、以下のとおりである33。 

 

表 2- 8  Minalogic の認定した近年の研究開発プロジェクト 
認定時期 PJ 数 公的資金の出所 総研究開発費 

2006 年以降 71PJ Enterprise Competitiveness Fund 
[Fonds Unique Interministériel] 

1 億 3 千万ユーロ 
（≒195 億円） 

2006 年以降 69PJ National Research Agency [Agence 
Nationale de la Recherche] 

 

2006～2008 年 3PJ AII [Agence pour l’innovation 
industrielle] 

1 億 8 千 9 百万ユーロ

（≒283 億 5 千万円）

2006～2008 年 40PJ Directorate General for Enterprise 
[Direction Générale des Entreprises]

1 億 3 千 1 百万ユーロ

（≒196 億 5 千万円）

2006～2008 年 39PJ National Research Agency [Agence 
Nationale de la Recherche] 

3,660 万ユーロ 
（≒54 億 9 千万円） 

（出所）Minalogic 説明資料（2009 年 11 月 16 日のヒアリング時に受領） 
 

 Minalogic へのヒアリングによれば、上記の総研究開発費には、研究開発プロジェクト

への参加者による負担分も含まれている。公的資金は、大学等を除き、各参加者の研究開

発費を部分的に補助するものであり、企業グループまたは大企業の場合は 25％、中小企業

の場合は 45％、大学と創業間もないベンチャー企業の場合は 100％の補助率となっている。

合計すると平均して全体の概ね 3 割が、公的資金によってまかなわれている。 

 公的な資金の投入の内訳は表 2-9 が示すとおりであり、特に省間特別基金の割合が多く

なっている。 

 Minalogic の運営費は主に会費でまかなわれている。年会費は、企業グループまたは大

企業が 15,000 ユーロ（≒225 万円）34、中小企業がその規模に応じて 1,500 ユーロ（≒22

万 5 千円）～5,000 ユーロ（≒75 万円）、大学が 5,000 ユーロ、創業間もないベンチャー

企業が 500 ユーロ（≒7 万 5 千円）である。個別の研究開発プロジェクトに参加する際に

                                                  
32 30 と同じ。 
33 30 と同じ。 
34 1 ユーロ＝150 円で計算。 
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は、参加費は不要である。 

 

表 2- 9 ミナロジックの R&D プロジェクトへの公的資金投入内訳（1,000 ユーロ） 
 2006 2007 2008 総計 

省 間 特 別 基 金 （ Fonds 
Unique interministériel） 

22,032 23,846 30,912 76,789

地方公共団体 n/a n/a 14,772 n/a
企業支援・イノベーション機
構（OSEO） 

11,752 8,266 4,532 24,550

国立研究機構 13,269 11,354 5,781 30,405
EU の基金 n/a n/a 1,325 n/a
（出所）Tableau de bord des pôles de compétitivité, suivi statistique-édition 2009 
http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/7063-3.pdf 
 

⑤研究開発プロジェクトの成果の評価方法 

 ヒアリングによれば、フランスの競争力拠点（クラスター）は、企業の競争力強化、雇

用創出、地域活性化を目的としており、評価に当たっては、雇用の維持・創出数が最も重

視される。その他、特許件数、論文発表数、売上額または付加価値額などでも評価を行う。

また、もし研究開発プロジェクトが無かったらどうであったかを想定し、それとの比較で

評価することもある。 

 Minalogic の所在する地域では、現在、マイクロ・ナノテクノロジー分野で 24,700 人、

組み込みソフトウェアの分野で 14,000 人が雇用されている35。 

 また、Minalogic では、毎年 3,500 人の博士号取得者を輩出している36。 

 

 

(3) 米国：CNSE Albany 

 

 ニューヨーク州立大学アルバニー校では、1997 年から、ニューヨーク州政府と IBM を

中心とした多数の半導体関連メーカーの資金拠出により、最先端の設備を整えた大規模な

ナノエレクトロニクス分野の研究開発拠点の整備が進められている。日本の大手半導体デ

バイス・製造装置・材料メーカーを含む世界の約 250 の企業・研究機関との間で多数の産

学・産産研究開発プロジェクトが展開されている。 

 

                                                  
35 30 と同じ。 
36 30 と同じ。 
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①研究開発拠点の基本概要 

表 2- 10  CNSE Albany の基本概要 

正式名称 
College of Nanoscale Science and Engineering (CNSE), 
State University of New York at Albany (ニューヨーク州立大学アル
バニー校) 

大学名の正式略
称 

State University of New York at Albany (ニューヨーク州立大学アル
バニー校)は、 
SUNY または 
University at Albany (ニューヨーク州立大学アルバニー校) 、 
さらに略して、U Albany とも呼ばれる。 

立地場所 米国ニューヨーク州アルバニー 
開所年月 1997 年 6 月 
研究開発分野 ナノエレクトロニクス分野、近年はナノテクノロジーを活用したエネル

ギー・環境分野も 
（出所）CNSE Albany 説明資料（2009 年 11 月 20 日のヒアリング時に受領）及びヒアリング結果より。 
 

CNSE Albany に対するヒアリング及びヒアリング時に受領した説明資料によれば、アル

バニーは、ニューヨーク州政府が、ニューヨーク州内の 5 都市を選定し、各都市に異なる

分野の研究開発拠点の構築を目指した「ハイテク・ハイウェイ（High Tech Highway）」

構想に基づき、ナノエレクトロニクス分野の研究開発拠点の整備地として選定され、集中

的な整備が行われてきたものである。各分野の国際的リーダーシップを強化し、大学の研

究・教育レベルを向上させることにより、地域競争力の強化と雇用の創出につなげること

を目的としている。 

 
 

②研究開発プロジェクトのテーマ設定方法 

CNSE Albany に対するヒアリング37及びヒアリング時に受領した説明資料によれば、ニ

ューヨーク州立大学アルバニー校には、上述した州の構想に基づき、2001 年にナノエレクトロ

ニクス分野専門の研究科（School）が設置され、2004 年には College of Nanoscale Science and 

Engineering (CNSE)に格上げされた。本調査報告書では、CNSE をニューヨーク州立大学ア

ルバニー校内にある研究開発拠点であることが分かりやすいよう、「CNSE Albany」と称して

いる。 
                                                  
37 2009 年 11 月 20 日及び 12 月 1 日実施。 



 22

 CNSE Albany では、従来、基礎研究から応用・開発、試作・実証、量産・事業化へと

段階的に進められてきたステップを、同時に相互にフィードバックしながら進めることを

目指している。ナノエレクトロニクス分野では特に、応用・開発の成果を即、試作・実証し、

その結果をフィードバックしてさらに応用・開発を進め、その成果をまた試作・実証すること

を何度も繰り返すことが必要であり、時には研究段階にまでフィードバックする。従って、研

究開発と試作・実証を一箇所で行えることが効率的である。 

 
（出所）CNSE Albany 説明資料（2009 年 11 月 20 日のヒアリング時に受領） 

図 2- 7 CNSE Albamy における研究・ビジネスモデル 

 

 CNSE Albany は、その実現を目指し、大学の研究者と企業の研究者が同じ場所で研究

開発に取り組めるようにした研究開発施設であり、大学の施設でありながら、大学の研究

者のみならず、企業の研究者も大学と契約してそこに常駐し研究開発を行っている点が特

徴であり、「共用・共存モデル38（Shared-Use, Co-Location Model）」と称している。 

 CNSE Albany において行う研究開発のテーマは、大学・企業の研究者がそれぞれ自ら

決定している。 

 大学の研究者は、基礎研究も行っているが、企業が遂行している研究開発は、事業に即

つながるテーマが中心である。CNSE Albany は、研究開発と試作・実証を一箇所で行うこ

とができ、研究開発の成果を量産・事業化に短期間に結び付けられる環境の提供を意図し

                                                  
38 和訳は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)による。 
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ており、それを後押ししている。なお、企業が遂行している研究開発のテーマ・内容は、

大学は把握しておらず、企業は秘密保持が可能となっている。 

 大学の研究者と企業の研究者の両方が研究を推進していることから、CNSE Albany 全

体としては、基礎研究から応用・開発、試作・実証まで全てを手がけていることとなる。 

 

③研究開発プロジェクト遂行体制の組成方法（参加者の確保方法） 

 CNSE Albany へのヒアリング及びヒアリング時に受領した説明資料によれば、企業に

よる研究開発は、1 企業が単独で進めているものもあれば、複数の企業が共同で進めてい

るものもある。 

 1 企業単独の研究開発の例として、東京エレクトロン（TEL）は、同社の米国現法の技

術開発センター「TEL Technology Center」を CNSE Albany 内に設置しており、同社の

技術開発センター内は、同社の占有スペースである。 

 

 
（出所）CNSE Albany 説明資料（2009 年 11 月 20 日のヒアリング時に受領） 

図 2- 8 CNSE Albamy おいて研究開発を遂行している企業群 

 

複数の企業による共同の研究開発の例としては、IBM が中心となり、東芝、NEC、フ

リースケール等の半導体デバイスメーカーと共同で進めている共同研究や、半導体デバイ

スメーカーによる国際的な研究開発コンソーシアム「International SEMATEC39」による

共同研究があり、後者は、インテル、サムソン等が中心となって進めている。International 
                                                  
39 International SEMATEC は、1987 年に設立され、当初は米国半導体産業の国際競争力回復

を目的とした国内組織で SEMATEC と称していたが、1998 年から世界の半導体デバイスメー

カーが加盟する国際的な研究開発コンソーシアムとなった。 
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SEMATEC は、元々はテキサス州オースチンに拠点を置いていたが、CNSE Albany の環

境に魅力を感じて移転してきた。CNSE Albany 内には、それぞれの占有スペースがある。 

 これら占有スペース内の設備機器は、各企業が自らの資金で導入しており、企業に帰属

している。特に IBM は、大規模な投資をしている。 

 IBM は、デバイス製造をやめ、HDD 事業や PC 事業を売却した今、軍事、宇宙を含む

あらゆる分野で活用されているスーパーコンピュータを供給し続けるための開発費を、自

社だけではまかないきれなくなっていた。そこで、新たな技術の開発費を他社と分担し、

共同で研究を推進する拠点として CNSE Albany を活用している。これは、IBM との共同

研究に参加している東芝、NEC 等にとっても、技術開発コストを低減しながら開発の成

果を利用することができ、メリットがある。IBM は、また、過去に自社で開発した半導体

製造の特許・ノウハウを積極的に他社にライセンスすることによっても、将来の開発費を

得ており、相互に共存共栄のオープンイノベーション・モデルを推進していると言える。 

 上述した企業を含めて、CNSE Albany では、半導体デバイス・製造装置・材料メーカ

ーを中心とした世界の約 250 の企業・研究機関が研究開発を遂行している。 

 

 
（出所）CNSE Albany 説明資料（2009 年 11 月 20 日のヒアリング時に受領） 

図 2- 9 CNSE Albamy の連携企業 

 

CNSE Albany がこれらに対して共用の研究開発環境を提供することにより、元々の共

同研究グループを超えた共同研究も行われている。 
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（出所）CNSE Albany 説明資料（2009 年 11 月 20 日のヒアリング時に受領） 

図 2- 10 CNSE Albany における連携の仕組み 

 

④研究開発プロジェクトへの投入資金額とその出所 

 CNSE Albany に対するヒアリング40及びヒアリング時に受領した説明資料によれば、研

究開発拠点の年間の総運営費（研究費、大学教員以外の職員の人件費、装置運転費を含む）

は 1 億 75 百万 US ドル（≒175 億円）41である。このうち半分ほどをニューヨーク州政府

が負担している。 

 大学の研究者に対する研究資金は、主に半導体産業協会42（Semiconductor Industry 

Association）の加盟企業により結成された、ナノエレクトロニクス分野の研究開発を加速

することを目指したコンソーシアム「ナノエレクトロニクス・リサーチ・イニシアチブ

（Nanoelectronics Research Initiative; NRI）」から支給されている。主要メンバーは、

AMD、IBM、インテル、マイクロン・テクノロジーズ、テキサスインスツルメンツなど

である43。 

 NRI は、複数の大学で構成される合同大学センター（multiuniversity center）を全米

で 4 つ組織し、それぞれに所属する大学の研究者の研究を、米国連邦政府及び州政府と共

同で助成している。 

 

 

                                                  
40 2009 年 11 月 20 日及び 12 月 1 日実施。 
41 1US ドル＝100 円で計算。 
42 和訳は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)による。 
43 「ナノエレクトロニクス・リサーチ・イニシアチブ（Nanoelectronics Research Initiative; 
NRI）」ウェブサイトより。 
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（出所）CNSE Albany 説明資料（2009 年 11 月 20 日のヒアリング時に受領） 

図 2- 11 「ナノエレクトロニクス・リサーチ・イニシアチブ（NRI）」が組織し研究支援

する 4 つの大学連合 

 
（出所）CNSE Albany 説明資料（2009 年 11 月 20 日のヒアリング時に受領） 

図 2- 12 「ナノエレクトロニクス・リサーチ・イニシアチブ（NRI）」が組織し研究支援

する 4 つの大学連合の研究分野、メンバー大学及び主要スポンサー企業 
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⑤研究開発プロジェクトの成果の評価方法 

 ニューヨーク州政府は、ニューヨーク州立大学アルバニー校に研究開発拠点を整備する

ことにより、企業研究者が居住し、税収が増えることや地域で消費をして地域経済を活性

化することを評価しており、個別の研究開発プロジェクトの成果は評価しない。 

 大学に対して資金を拠出している、半導体関連の企業が共同で設立している NPO であ

る「NRI」は、毎年 1 週間ほどかけて資金を拠出している全研究開発プロジェクトに成果

発表をさせて厳密な評価を行い、助成の継続や中断を判断している。具体的には、4～5 日

間ほどかけて、助成している研究者に研究成果を発表させ、質疑応答を行い、採点を行う。 

 

 

(4 ) シンガポール：Fusionopolis 

 

 シンガポールでは、通商産業省（Ministry of Trade and Industry）科学技術研究局44

（Agency for Science, Technology and research; A*STAR）（エイスター）科学工学研究協

議会45（Science and Engineering Research Council; SERC）傘下の 8 つの国立研究所を

集約する予定の研究開発拠点「Fusionopolis」の整備が進められており、2008 年に一部が

竣工した。バイオテクノロジー関連の官民の研究所を集約した研究開発拠点「Biopolis」

やシンガポール国立大学と共に、シンガポールの研究開発の中心地として開発中の

「one-north」内に立地している。国内企業の技術向上を目指す科学技術局（A*STAR）に

より、傘下の国立研究所と海外の大手企業、国内企業等が参加する共同研究プロジェクト

が企画・運営されている。 

 

①研究開発拠点の基本概要 

表 2- 11 Fusionopolis の基本概要 
正式名称 Fusionopolis 
読み方 フュージョノポリス 
立地場所 シンガポール（Singapore） 
開所年月 2008 年 10 月（第１期） 
総延床面積 11 万 9 千㎡（第 1 期） 
研究開発分野 多用な科学技術分野にまたがる学際研究 

（出所）シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）説明資料（2009 年 11 月 13 日のヒアリン

グ時に受領）、シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）パンフレット「A World of New 
Possibilities」 

                                                  
44 和訳はシンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）職員名刺より。 
45 和訳は(独)物質・材料研究機構『2006 年物質材料研究アウトルック』より。 
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①シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR） 

 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR；エイスター）は、シンガポール通

商産業省（Ministry of Trade and Industry）の一部局であり、下部組織として、科学工学

研究協議会（Science and Engineering Research Council; SERC）とバイオメディカル研

究協議会46（Biomedeical Research Council; BMRC）を擁している。科学工学研究協議会

（SERC）の傘下には多用な科学技術分野にわたる 8 つの国立研究所があり、バイオメデ

ィカル研究協議会（BMRC）傘下にはバイオメディカル関連の 7 つの国立研究所がある。

研究所には合計で約 2,200 人の研究者が所属しており、その半数は外国人で、出身国は 60

カ国以上にのぼる47。研究所が教育省の傘下にないことが重要な点である48。 

 「Fusionopolis」は、科学工学研究協議会（SERC）傘下の 8 研究所を集約する予定の

研究開発拠点であり、隣接する「Biopolis」は、バイオメディカル研究協議会（BMRC）

傘下の 7 研究所を集約した研究開発拠点である49。 

 

                                                  
46 和訳は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)による。 
47 シンガポール通商産業省（Ministry of Trade and Industry）科学技術研究局（Agency for 
Science, Technology and research; A*STAR）説明資料（2009 年 11 月 13 日のヒアリング時に

受領）より。 
48 2009 年 11 月 13 日ヒアリング結果。 
49 47 と同じ。 
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（出所）シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）説明資料 

（2009 年 11 月 13 日のヒアリング時に受領） 
図 2- 13 シンガポール通商産業省（Ministry of Trade and Industry）の組織図 

 

 
(注)図中に SERC 傘下の研究所と BMRC 傘下の研究所の合計数は「14 研究所」とあるが、これは、研

究所として数えない場合がある機関があるためで、同じ説明資料でも、他のページでは SERC 傘下の

研究所は 8 つとなっている。 
（出所）同上 
図 2- 14 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（Agency for Science, Technology and 
research; A*STAR）の組織図 
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②研究開発プロジェクトのテーマ設定方法 

 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）の役割は、シンガポール経済を、

知識を基盤とし、かつイノベーションが牽引する経済に変革することであり、産産連携や

研究開発投資の促進、知的財産の活発な事業化を通じて、科学技術的知見の事業への応用

を促進するため、世界レベルの研究環境を整備することを戦略の一つに掲げている50。 

 科学技術研究局（A*STAR）へのヒアリングによれば、研究テーマは、日米欧の専門家

で構成され、年に数回開催される「Scientific Advisory Board」が推薦し、科学技術研究

局（A*STAR）が決定する。日米欧が先行している分野は避けて、無駄な投資をしないよ

うにしており、例えば、日本が強いロボットの研究は行わないようにしている。 

 科学技術研究局（A*STAR）の下部組織である科学工学研究協議会（SERC）のミッシ

ョンは、基礎・応用研究から生まれた知的・人的資源を利用して経済的価値を生み出すこ

とであり、5～10 年から 10 年以上の産業界中心の研究開発プロジェクトと研究開発人材

の育成を推進している51。 

 
（出所）シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）説明資料 

（2009 年 11 月 13 日のヒアリング時に受領） 
図 2- 15 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）科学工学研究協議会

（SERC）のミッション 
 

                                                  
50 シンガポール通商産業省（Ministry of Trade and Industry）科学技術研究局（Agency for 
Science, Technology and research; A*STAR）説明資料（2009 年 11 月 13 日のヒアリング時に

受領）より。 
51 同上。 
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③研究開発プロジェクト遂行体制の組成方法（参加者の確保方法）52 

 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）は、官民で構成する研究開発「コ

ンソーシアム」の企画・組成・運営を担当している。現在 10 以上のコンソーシアムが活

動している。 

 コンソーシアムは会員制で、科学技術研究局（A*STAR）傘下の研究所、大企業、中小

企業から構成される。参加機関数はコンソーシアムによって異なり、規模に応じて 1 人ま

たは複数の科学技術研究局（A*STAR）職員が運営担当として関わる。 

 大企業の 9 割は外国企業であり、中小企業は国内企業である。また、シンガポールは、

ASEAN やアジアのレベルは目指しておらず、グローバルなレベルを目指しているため、

連携する外国企業としては、欧米や日本を念頭に置いている。これらの外国企業は資金力

もあり、シンガポールのためにコンソーシアムに参加する必要性はそもそも無い。そこで、

科学技術研究局（A*STAR）の職員が参加を働きかけて説得する。説明材料は、研究開発

成果の試作や検査を自国内より低いコストで行えること、コンソーシアムに参加したシン

ガポールの中小企業から将来的に部品等を調達できること等である。主要企業の参加を得

ると、情報が入手できなくなることを恐れるライバル企業の参加も得やすくなる。 

 シンガポール国内中小企業の参加希望は多く、通常は選定が必要である。 

 外国企業によるフリーライドの懸念については、シンガポール国内の中小企業の参加を

必ず義務付けることで、国内への技術移転を図っている。 

 コンソーシアムの下で、研究開発プロジェクトが複数遂行される。研究開発プロジェク

トの体制は、通常、傘下の研究所 1 つ、大企業 1 社、中小企業が複数社であることが一般

的である。実際に研究開発プロジェクトに参加する研究者数は、傘下の研究所から約 4 人、

大企業から 1 人、中小企業各社 1 人ずつで 6～10 人が通常である。 

 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）傘下の 15 研究所は、コンソーシ

アムの下で、あるいは 1 対 1 で、毎年国内外の 200 社以上の企業と 250 件以上の研究開発

プロジェクトを手がけている53。 

 

                                                  
52 特に明記していない限り全体的に 48 と同じ。 
53 50 と同じ。 
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（出所）シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）説明資料 

（2009 年 11 月 13 日のヒアリング時に受領） 
図 2- 16 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）傘下の 15 研究所の連携

企業 
 

 機械分野の研究開発コンソーシアムの例としては、航空宇宙コンソーシアム 54

（Aerospace Consortium）がある55。 

 

BOX. シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）が企画・組成・運営する研究開

発コンソーシアムの例：航空宇宙コンソーシアム（Aerospace Consortium） 
 シンガポールには航空機メーカーは存在しないが、チャンギ国際空港が国際的なハブ空港

であるため、航空機のメンテナンス（オーバーホール、リペア）施設が優れている。 
 そこで、航空機のメンテナンスに関わる競争前（precompetitive）の研究開発テーマとし

て、部品の軽量化・製造時間の短縮を目的とした 5 年間の研究開発コンソーシアムを 2 年前

から運営している。 
 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）科学工学研究協議会（SERC）傘下

の全研究所とシンガポール国内の従業員数50～100人程度の中小企業10社が参加している。

大企業としては、シンガポール国内企業ではシンガポール航空、外国企業では、エアバス、

ボーイング、ロールスロイス等が参加している。 
 本コンソーシアムの下では 24 の研究開発プロジェクトが遂行されている。1 人の職員が運

営を担当できるプロジェクト数は年間 8 つが限界であり、本コンソーシアムには、科学技術

研究局（A*STAR）の 4 人の職員が運営に携わっている。 
（出所）2009 年 11 月 13 日ヒアリング結果 

 
                                                  
54 和訳は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
55 48 と同じ。 
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④研究開発プロジェクトへの投入資金額とその出所 

 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）へのヒアリングによれば、研究開

発コンソーシアムは、年会費制である。シンガポール国内の中小企業の年会費は、2 万～2

万 5 千シンガポールドル（≒14,000～17,500 円）56と低く設定されているが、大企業の年

会費は高く設定されている。 

 

⑤研究開発プロジェクトの成果の評価方法 

 シンガポール通商産業省 科学技術研究局（A*STAR）は、産産連携や研究開発投資の促

進、知的財産の活発な事業化を通じて、科学技術的知見の事業への応用を促進することを

目指しているため、研究開発プロジェクトは、成果がどれだけ事業化されたかで評価され

る。 

 2009 年 6 月 30 日までに 21 社の活動中のスピンオフ・ベンチャーが生まれている57。科

学技術研究局（A*STAR）はこれらの企業の主要株主となっているため、上場益を得るこ

とができる58。 

                                                  
56 1 シンガポールドル＝70 円で計算。 
57 50 と同じ。 
58 48 と同じ。 
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2.2 産学官連携の実態と動向 

 

2.2.1. EU  

 

(1) ＥＵの国家プロジェクト（共同プロジェクト）政策 

 

 EU が国境を越えた地域間協力の促進を目的として実施するプログラムとして Interreg

がある。Interreg は 1989 年に開始され、Interreg I（1989－1993 年）、Interreg II（1994

－1999 年）、Interreg III（2000－2006 年）を経て、現在は Interreg IV（2007－2013）

が実施されている。 

 Interreg には A、B 及び C の三つの軸がある。各々の概要は以下のとおりである59。 

 

Interreg A：国境を挟んだ地域協力（Cross-border Cooperation）     

 国境を挟んで隣接する地域間において「格差の解消」を狙いとする 52 のプログラム

により構成。欧州地域開発基金（ERDF）からの資金支援 56 億ユーロ。 

 対象とするテーマは多岐にわたるが、例えば以下のものを含む。 

・ 企業家精神の促進、とくに中小企業開発、観光、文化及び国境貿易の促進 

・ 天然資源の共同管理 

・ 運輸・通信ネットワークへのアクセス向上 

・ インフラの共同利用開発 

・ 行政、雇用及び労働の機会均等 

 

                                                  
59 European Commission, Regional Policy-inforegio 
  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm 
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（出所）European Commission, Regional Policy-inforegio 

図 2- 17 Cross-border Cooperation プロジェクト一覧 

 

Interreg B：国家間協力（Transnational Cooperation） 

 Interreg A よりも広い範囲（国家・地域及び地方自治体。バルト海、アルプス地方、

地中海地域等）を対象とする協力プログラムであり、通常は地理的つながりのない幾つ

かの地域により組成される。ERDF による資金支援 18 億ユーロである。 

 通信回廊、洪水管理、国際ビジネス・研究リンケージ、及びより実行可能で持続的な

市場開発等多様なテーマを対象とするが、主要なものは以下のとおりである。 

・ イノベーション、特に大学、研究機関及び中小企業間のネットワーク 

・ 環境、特に水資源、河川、湖、海 

・ 電気通信及び特にネットワークの確立等におけるアクセシビリティの改善 

・ 持続的な都市開発、特に多極的都市開発 

Interreb IV B においては、EU 域外も含めて 13 のプロジェクトが実施されている。 
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（出所）European Commission, Regional Policy-inforegio 
図 2- 18 Transnational Cooperation 実施地域 

 

Interreg C：地域間協力（Interregional Cooperation） 

 EU25 カ国（＋スイス、ノルウェイ）を東西南北に 4 区分した地域を対象とする地域

間協力であり、地域開発政策・施策の効果を高めることを目的とする。Interreg A 及び

B との大きな違いは、Interreg C の狙いが政策・施策の実施ないし実験それ自体よりも、

政策レベルでの経験の交換にある点とされる。ERDF からの資金支援は 445 百万ユーロ
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である。 

 Interreg IV C におけるプログラムの優先テーマは、EU レベルの持続的成長、技術革

新と雇用等、いわゆる「リスボン戦略」60に密接に関係する以下の分野である。 

 

表 2- 12  Interreg IV C におけるプログラムの優先テーマ 
技術革新とナレッジ・エコノミー 環境とリスク予防 

・ 技術革新、研究及び技術開発 
・ 企業家精神と SME 
・ 情報社会 
・ 雇用、人的資本及び教育 

・ 自然及び技術リスク；気候変動 
・ 水管理 
・ 廃棄物予防及び管理 
・ 生物多様性と自然遺産の保存；空気の質 
・ エネルギーと持続的運輸 
・ 文化遺産とランドスケープ 

（出所）Interreg IVC 2009 Leaflet より作成。 
 

 また、Interreg IV C において可能な活動は以下の 2 種類である。 

 

表 2- 13  Interreg IV C における活動 
地域主導プロジェクト Capitalisation プロジェクト 

・ 優先テーマ内の地域政策課題を共有するパー

トナー間での協力プロジェクト 
・ 協力の程度はネットワーキングから施策やミ

ニ･プログラムの共同実施に至るまで多様 
・ 協力の程度に関わらず、すべてのプロジェクト

は経験の交換に何らかの焦点を当てねばなら

ない 

・ 参加地域の EU 構造基金（EU Structual Fund）
の主要プログラムにおける成功事例に加えら

れるべき協力プロジェクト 
・ 既存の成功事例に基づき、政策決定者と「行動

計画」の開発を含む 
・ プロジェクトのいくつかは「ファスト・トラッ

ク・プロジェクト」と呼ばれ、経済変革イニシ

アチブの対象地域として欧州委員会による追

加的な知的支援を得ることになる。 
（出所）同上。 
 

 東西南北の区分は下記のとおりである。 

 

表 2- 14  Interreg IV C における地域の区分 
North West 

Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, 
Lithuania, Sweden, Norway 

Belgium, France, Ireland, Luxembourg, 
Netherlands, UK, Switzerland 

East South 
Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, 
Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania 

Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain 

（出所）同上。 
 

                                                  
60 「成長と雇用のためのリスボン戦略」として、2003 年 3 月の欧州理事会で採択された、EU
の経済・社会政策に関する包括的な 10 ヵ年戦略。2010 年までに、知識を基礎に置いた、世界

で最も競争力と活力がある EU 経済圏を構築することを目指す。 
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 また、応募資格は国家、地域及び地方自治体に限定されるが、公共法によって定められ

た団体についても参加を認める場合がある。 

 

(2) プロジェクトの実施体制 

 

 Interreg プログラムは「共有マネジメント（shared management）」の原則に基づき実

施される。すなわち、プログラム実施の主たる責任は実施地域（正確には各プログラムの

Management Authority）が担うとともに、欧州委員会も、監査や管理規定にもとづき、

プログラム実施ルールの正しい履行という観点から責任を負う。 

 実施体制は、プログラム毎に設置される共同技術事務局（Joint Technical Secretariat）

によって様々に示されているが、いずれも共同体規則（Council Regulation (EC) No. 

1080/2006, 1083/2006 等）に基づき構築されるため、概ね同様の体制をとっている。次の

図は、その一例として Interreg IV B – North West Europe Transnational Cooperation 

Prgogram の実施体制を示したものである。 
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（出所）INTERREG IVB, Operational Programme 2007-2013. 

図 2- 19 Interreg IVB (North West Europe)の実施体制 

 

 主要な構成機関と役割は以下のとおりである。 

 

①運営機関（Managing Authority） 

 プログラムの運営機関としての責任を負い、欧州委員会及び関係加盟諸国政府からの諸

連絡は本機関に集約される。主要な役割としては以下のものが含まれる。 

• 資金管理 

• 関係機関との連絡調整 

• プログラムのモニタリング及び評価 
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• モニタリング委員会及び承認機関（Certifying Authority）の支援 

• 年次及び最終報告の作成 

• 情報管理及び広報 

 

②承認機関（Certifying Authority） 

• プログラム実施に係る資金支出の承認と欧州委員会に対する資金支払請求 

• 運営機関の資金管理責任の監督 

• 会計記録の作成管理 

• 回収金の管理 

 

③監査機関（Audit Authority） 

• 欧州委員会に対する監査戦略及び年次監査報告の提出 

• 支出のサンプル調査 

• プログラの管理運営に対する意見の表出 

• プログラムの終了宣言 

 

④モニタリング委員会（Monitoring Committee） 

 モニタリング委員会は ERDF による資金支援の効果及び質を監督するとともに、プログ

ラムの全般的な戦略管理とモニタリングについて責任を有する。メンバーは運営機関（委

員長を担当）、承認機関、監査機関の各代表、参加諸国及び地域代表、欧州委員会の他、プ

ログラムに利害関係を有する多様な団体・組織が常任もしくはオブザーバーとして参加す

る。主要な責務は下記のとおりである。 

• プログラム実施計画及びモニタリングに使用する指標の検討 

• プログラム実施計画の修正承認 

• プロジェクト選定の基準及び選定手続きの承認 

• 共同技術事務局の作業計画及び予算の承認 

• プログラムの戦略目的達成に併せたプロジェクトの方向性の変更検討 

 

⑤運営委員会（Steering Committee） 

 運営委員会はモニタリング委員会によって設置され、プログラム参加国及び地域政府代

表、欧州委員会、運営機関、承認機関及び監査機関の各代表、さらに必要に応じてオブザ

ーバーから構成される。主要な責務は下記のとおりである。 
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• プロジェクトの選定 

• プロジェクト実施状況のモニタリング 

 

⑥共同技術事務局（Joint Technical Secretariat） 

  運営機関をはじめ、上記主要機関の業務を支援する。具体的には下記のようなプログラ

ム実施に係る日々の実務全般を担当する。 

• モニタリング及び運営委員会による決定事項の実施及びフォローアップ 

• 運営機関及び承認機関に対する必要情報の提供等事務局機能 

• プロジェクトのアイデア開発とプログラム推進のためのコンタクト・ポイント

の設置と調整連絡 

• プロジェクト提案（プロポーザル）の募集と選定準備 

• 選定プロジェクトに対する資金拠出契約の実行 

• プロジェクトのモニタリング及び資金支出状況の確認、個別の請求に対する確

認作業  等 

 

(3) プロジェクトの例 

 

  Interreg プログラムの下で実施されたプロジェクトの中から、機械産業に関わる産学官

連携が推進されたプロジェクトとして、英国、フランス、アイルランド、スペイン及びポ

ルトガルが参加した Materials Network Atlantic Area（MNAA）及び英国とアイルラン

ドの間で実施された Optronics Project を取り上げ、その取り組みと成果を紹介する。 

 

①Materials Network Atlantic Area (MNAA)61 

 本プロジェクトは、Interreg IIIB プログラムとして ERDF の資金支援を得て実施され

た、ヨーロッパの大西洋岸に所在する大学、研究機関及び民間企業の共同研究プロジェク

トである。 

 中核となったのはフランス・ナント市にある教育研究機関 Institut Catholique d’Arts et 

Metiers（ICAM）である。ICAM は 19 世紀末にイエズス会（カトリック修道会）によっ

て設立された民間のエンジニアリング教育機関であり、フランスの他、ポーランド、カメ

ルーン、コンゴ等全国 7 箇所にキャンパスを持つ ICAM グループの一機関である。毎年

                                                  
61 MNAA ウェブサイト（http://www.mnaa.org/）, ICAM によるプレゼンテーション資料（J. 
Soto, “From Interreg to FP’ project” Oct. 2008）等を参照。 
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100 名前後の修士課程修了生を輩出する他、やはり毎年 100 名程度を対象とした技術師研

修と、企業を対象とした研究技術開発を契約ベース（年間約 40 本）で実施している。主

要な研究領域は、①機械エンジニアリング、②電気エンジニアリング、③材料科学であり、

産業界主導の「ボトムアップ研究活動」を旨とする。 

産業界（特に大企業）からのより先端的な技術革新に対する要求と、他方で中小企業は

アカデミックなスキルや高額の予算を要する大規模な研究プログラムを実施し難いという

事情から、既存の産学連携ネットワークの強化拡大を目的として、Interreg IIIB プログラ

ムへの応募を決定した。 

表 2- 15 MNAA の概要 
分野 機械・電気エンジニアリング、材料科学 
期間 2003～2006（3 年間） 
主要テーマ 
 医療用特殊ステンレスの最適熱処理 

航空機用特殊部品の最適ろう付け加工 
航空機用コンポジット加工のための Semi-pregeur の設計開発 
同予備成型機械のテスト及び設計 
エアバス用コンポジット・ドレーピング機械の研究及び設計 
シヤーピン・ラッチ・パネル留めシステムの開発 

参加者 
研究機関 ICAM, INEGI(Institute of Mechanical Engineering and Industrial 

Management(ポルトガル)), IPN (Instituto Pedro Nunes (ポルトガル)), GAIKER 
Technological Centre (スペイン) 

大学 University of Aveiro (ポルトガル), University of Bristol (英), University of Exeter 
(英), University of Limerick (アイルランド), University of Salamanca (スペイン) 

企業 大企業及び中小企業（企業数は不明） 
（出所）MNAA ウェブサイト及び ICAM プレゼンテーション資料より作成。 

 

 プロジェクトの成果としては、①アカデミック・ネットワークの確立、② 参加地域の産

業団体や地域開発機関、及び ECM2、Plastipolis といったフランスの“Competitiveness 

Centres“との連携、③産業ネットワークの拡大、があげられている。しかし、大企業に

比して、中小企業については産業ネットワークの拡大は依然として遅れており、人材不足

や資金不足等の理由から、より一層の支援が必要であるとしている。 

 このため、特に中小企業のための長期的な技術開発促進を目的とした産学連携プロジェ

クト－Materials Technological Cluster for the Atlantic Area（MATECAA）を、Interreg 

IV B にアプライする予定である（2008 年 10 月現在）。 

 また、MNAA プロジェクトの別の成果として、コンポジットのリサイクルを研究対象と

した新たな産学協同プロジェクト（EURECOMP）が立ち上げられ、MNAA 参加研究機

関をはじめ、Plastic Omnium（仏）、Volvo Trucks（スウェーデン）、 Xietong Automobile 
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Accessories（中国）、SACMO（仏）、Uriarte Elektro（スペイン）といった企業や European 

Composites Recycling Services Company（ベルギー）、British Plastic Federation（英）

等の産業団体が参加し、EU の研究開発計画（第 7 次研究技術開発フレームワーク計画：

FP7（2007～2013））の対象プロジェクトとして採択されている。 

 

BOX. EU における研究技術開発フレームワーク・プログラム（Framework Programme for 
Research and Technological Development） 

研究技術開発フレームワーク・プログラムは、EU の助成金により加盟国の共同研究を支援

する 5 ヵ年プログラムである。計画は欧州委員会によって作成・提案され、欧州議会と EU 理

事会による承認を経て実施される。持続的な経済成長、産業競争力強化、雇用創出、社会変化

への対応に向けて 1984 年に開始され、現在まで 7 次に亘って実施されている。特に 2007 年

から開始された現行計画である FP7（2007 年～2013 年）は、2000 年 3 月に採択された「リ

スボン戦略」、及び 2001 年 1 月に提案された欧州としての総合的な研究活動の統一を目標とし

た「欧州研究圏構想」（European Research Area Initiative）に基づき、「知識ベースの欧州経

済社会の構築」の実現に向けた牽引役としての役割を担っている。FP7 の予算規模は 2007 年

から 2013 年の 7 年間で 532 億ユーロである（FP6 は 5 年間 175 億ユーロ）。 
FP7 においては、意欲的かつ長期的な官民パートナーシップを設立する新たな手法として、

「ジョイント・テクノロジー・イニシアチブ」（JTI）による資金提供スキームが導入されてお

り、FP7 が研究助成する共同研究 10 分野のうち、「ナノエレクトロニクス」「組み込みコンピ

ューティングシステム」「水素・燃料電池」を含む 6 分野で既に実施されている62。 
なお、FP6 においては、「《ビヨンド・ロボティクス》イニシアティブ」が取り組まれ、その

中で「COGNIRON（認知ロボットキャンペーン）」や「EURON（欧州ロボット工学研究ネッ

トワーク）Ⅱ」を含むロボット関連プロジェクトが推進されている。EURON では、2004 年 4
月に、世界における現状の最高水準のロボットと今後の開発方向性を示した「EURON 研究ロ

ードマップ」を策定している。欧州では、また、2005 年 5 月に、欧州におけるロボット工学

技術開発推進のための産学官の連携体制「欧州ロボット工学技術プラットフォーム（EUROP）」
の構築が提案されている。 

ロボティクスに関する上記の取り組みは、我が国や米国に比べて、欧州の産学官が広く連携

して共同で研究開発を推進することに対する取組が遅いとの認識に基づいており、我が国や米

国、韓国等の外国政府の取組がかなり意識されていると報告されている63。 
 

 

                                                  
62 NEDO 技術開発機構「第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画（FP7）がスタート」NEDO
海外レポート No.997. 2007 年 3 月 22 日。 
63 （財）産業研究所（委託先：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）『次世代ロボ

ット需要面から見た中長期的市場動向に関する調査研究』2006 年 3 月。 
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②Optronics Project64 

 英国（ウェールズ）とアイルランド（南東部地域）によるオプトエレクトロニクスを利

用した製造技術向上に関する予算総額 4,000 万ポンドの共同研究プロジェクトであり、

Interreg IIIA プログラムとして採択された。 

本プロジェクトを主導したのはウェールズ開発庁（WDA）とアイルランド国立レーザー

応用センター（National Centre for Laser Application）であり、ウェールズ及びアイルラ

ンド南東部地域に所在する企業に対して、レーザー技術を中心とするオプトエレクトロニ

クス技術と製造過程におけるオプトエレクトロニクス加工の低リスクの評価技術を導入す

ることを目的としていた。 

プロジェクトの準備段階では、上記 2 機関に OpTIC Technium 65及び Dalyn 

Management Consultants を加えた「パネル」により、以下の条件を満たす参加企業の募

集が行われ、その結果 50 社が本プロジェクトに参加することとなった。 

• プロジェクトの前段階にわたって研究を遂行する技術能力があること 

• 必要な資金拠出を含むプロジェクトの完遂を確約できること 

• プロジェクトの成功が自社にとって重要な競争利益をもたらすこと 

• Interreg プログラムの制約条件内でプロジェクトを完遂すること 

• 想定される成功条件を受け入れられること 

• 広報を目的とした WDA 及び EU による非機密扱いの技術利用に同意できるこ

と 

 

                                                  
64 以下は Interreg Optronics Project ウェブサイト（http://optronicswales.co.uk/）及び

Stephanie Gordon, “Wales and Ireland join forces in optronics development”, EE Times, 
Dec. 16, 2002 
(http://www.commsdesign.com/showArticle.jhtml;jsessionid=S5Z2GEOIVJ51FQE1GHPSK
HWATMY32JVN?articleID=16506295&queryText=force) 
による。 
65 ウェールズの企業、大学、ユーザー企業等で組織される Welsh Opto-Electronics Forum に

より設立されたテクノロジー・インキュベーション・センター。 
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表 2- 16 Optronics Project の概要 
分野 オプトエレクトロニクス 
期間 2002～2005（3 年間） 
主要テーマ 
 3-D プロファイリング 

フリースペース・オプティクス 
赤外線温度測定 
マシン・ビジョンによる欠陥部品感知 
光学寸法測定 
レーザーカッティング 

参加者 
大学／研究機関 National Centre for Laser Application, OpTIC Technium, ICON - Industrial and 

Commercial Optoelectronics (University of Wales), C2M2 - Cardiff Centre for 
Multidisciplinary Microtechnology (Cardiff University), 他 

企業グループ／ 
企業 

Welsh Opto-Electronic Forum、Association of Industrial Laser Users (AILU), UK 
Industrial Vision Association (UKIVA), British Machine Vision Association 
(BMVA) その他自動車、航空、通信、電気、食品、医薬品、鉄等の業種企業 

（出所）MNAA ウェブサイト及び ICAM プレゼンテーション資料より作成。 

 

 プロジェクト期間中、数回のワークショップと個別企業のための特定技術のリージビリ

ティ・スタディが実施され、プロジェクト全体として以下の成果を得たと総括されている。 

• 参加企業のオプトエレクトロニクス技術に対する知識の向上 

• 多数の企業に対して実際にオプトエレクトロニクス技術が導入された 

• 将来のプロジェクトに向けたオプトエレクトロニクス技術の利用に関するスキ

ルと知識の普及 

 

 

2.2.2  フランス 

 

(1) フランスの国家プロジェクト政策 

 

 2004 年、フランス政府は企業の競争力強化、雇用創出、地域活性化を目的として、2004

年に産業競争力拠点（クラスター）政策66（politique nationale des pôles de compétitivité）

を発表した。競争力拠点の企業、研究機関、教育機関が協力して革新的なプロジェクトを

実施し、シナジーの発揮を目指している。フランス政府では、競争力拠点に対して環境整

備の促進や研究開発の支援を実施する他、国際的な取り組みとして海外の優良なパートナ

ー特定や提携関係締結のための支援も実施している。 

                                                  
66 産業競争力拠点政府ウェブサイト：www.competitivite.gouv.fr 
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 競争力拠点として指定されるためには、2004 年に設定された政府の基準に適合している

必要がある。基準としては、以下のような項目が考慮される。 

– 競争力拠点地域の経済開発計画と整合的な開発戦略であること 

– 産業・技術面で十分な国際的なプレゼンスがあること 

– プロジェクト関係者間でのパートナーシップがあり、事業の管理と実施を行う体制が

あること 

– 研究・開発におけるシナジーを創出する能力があり、新たに高い付加価値をもたらす

ものであること。 

  

競争力拠点として選定される産業は多岐に亘り、ナノテクノロジーやバイオテクノロジ

ーの他、自動車や航空産業など幅広い産業が現在競争力拠点として認定されている。 

 産業競争力拠点は、2005 年 7 月の開始時では 67 箇所であったが、その後 2007 年に新

たに 5 箇所の拠点が認定された。拠点同士の統合もあり、2008 年末時点で総数 71 箇所の

拠点が認定されている。その中で「世界的な競争力拠点（Pôles de compétitivité 

mondiaux）」、「国際志向の競争力拠点（Pôles de compétitivité à vocation mondiale）」、「競

争力拠点（Pôles de cométitivité）」の 3 つに分類される。「世界的な競争力拠点」は 7 箇

所、「国際志向の拠点」は 10 箇所、「競争力拠点」は 54 箇所である。 
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表 2- 17 フランスの競争力拠点の例 
世界的な競争力拠点（Pôles de compétitivité mondiaux） 

産業競争力拠点 州 テーマ 
Aerospace Valley アキテーヌ、ミディ・ピレネ 航空関連、宇宙、搭載システム 
Finance Innovation イル・ド・フランス 銀行・投資機関、保険会社、資産運用会社、

金融サービス、連帯ファイナンス 
Lyonbiopôle ローヌ・アルプ 感染症、ウイルス学、寄生体学、細菌学、免

疫学 
Medicen Paris Région イル・ド・フランス 健康及び治療法のための技術 
Minalogic ローヌ・アルプ マイクロエレクトロニックス、マイクロ－ナ

ノテクノロジー、組み込みソフトウェア 
Solutions Communicantes 
sécurisées 

プロヴァンス・アルプ・コー

ﾄダジュール 
情報・通信技術 

System@tic Paris Région イル・ド・フランス 重要分野の技術（光学、エレクトロニクス、

ソフト）、電気通信、自動車・交通、安全・

国防、システム開発、ソフトの 5 分野に係る

複合システム 
国際志向の競争力拠点（Pôles de compétitivité à vocation mondiale） 

産業競争力拠点 州 テーマ 
Alsace Biovalley (ex 

Innovation thérapeutique) 
アルザス、スイス、ドイツ バイオテクノロジー、保健、薬学、医学関連

技術 
Axelera ローヌ・アルプ 化学、環境 

Cap Digital Paris Région イル・ド・フランス 情報技術、デジタルコンテンツ技術 
Images & Résaux ブルターニュ、ペイ・ド・ラ・

ロワール 
電気通信、映像、ネットワーク 

i-Trans イル・ド・フランス 情報技術、デジタルコンテンツ技術 
Industries & 

Agro-Ressources 
シャンパーニュ・アルデン

ヌ、ピカルディ 
非食用農産品の活用 

Mer Bretagne ブルターニュ 複合情報通信システム、海洋・海底技術、バ

イオロジー、海洋バイオテクノロジー、環境

Mer PACA プロヴァンス・アルプ・コー

ﾄダジュール 
海洋、海洋・海底技術、バイオテクノロジー、

情報通信 
Mov’eo オート・ノルマンディ、イ

ル・ド・フランス、バッス・

ノルマンディ 

自動車、輸送 

Végépolys ペイ・ド・ラ・ロワール 種子、野菜栽培、果樹栽培、医療・芳香植物、

観賞用植物栽培、ブドウ栽培、リンゴ栽培、

キノコ、タバコ 
（出所）産業競争力拠点ウェブサイトより作成 
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?rubrique36&lang=fr 
 

(2) 国家プロジェクトの実施体制 

 

 国家プロジェクトである競争力拠点政策の実施を所管する政府組織は、競争力・産業・

サービス総局（DGCIS：Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des 

services)である。もともと、競争力拠点政策を所管する官庁は企業総局（DGE：Direction 

générale des entreprises）であったが、DGE が観光総局（DT：Direction du tourisme）
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と 2009 年に統合した省庁である。統合後誕生した DGCIS も、産業競争力拠点の認定や

評価、プロジェクトへの助成等の活動を実施している。 

 その他、フランス全土の総合的な国土政策を管轄する機関としては、国土整備競争局強

化省間委員会（DIACT：Délégation interministérielle à l’aménagement et à la 

compétitivité des territoires67）が挙げられる。DIACT は 1963 年に設立された国土整備

地方開発委員会（DATAR：Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action 

régionale)の組織変更によって、設立された国土整備開発政策を所管する組織である。 

 

 2005 年から 2008 年の 4 年間の競争力拠点政策について、2007 年 11 月から 2008 年 6

月の間ボストン・コンサルティング・グループ及び CM インターナショナルによって評価

が行われた68。この評価では、71 拠点について、「当初の目的を達成している拠点」、「部

分的に目的を達成した拠点」、「再構成が必要な拠点」の 3 種類に分類した。この分類によ

ると、当初の目的を達成した拠点は 39 箇所、部分的な達成は 19 箇所、再構成が必要な拠

点は 13 箇所とされた。 

 この評価を受けて、フランス政府は、引き続き産業競争力拠点政策の第二フェーズ（2009

－2011 年）に対して 150 億ユーロの予算を割当てることを決定した。 

 第二フェーズでは、これまでの経験を踏まえて、競争力拠点実施について以下の点が重

視されている。 

– 第二フェーズでは、競争力拠点の活性化及び戦略的な運営を強化すること 

– 資金調達の新しい方法 

– 革新的かつ成長のためのシステムを発展させること 

 

 2009 年 12 月 14 日にサルコジ大統領は、350 億ユーロの国債を発行し、フランスの将

来発展となるような事業に対して投資を行うことを発表した69。この政策は、元フランス

首相のアラン・ジュッペ、ミシェル・ロカールの両氏による報告書「将来のための投資、

戦略的な投資及び国債（Investir pour l’avenir, priorités stratégiques d’investissement et 

emprunt national）」に基づくものである。 

 投資の優先分野として大学・研修機関、研究機関、産業・中小企業、デジタル分野、持

                                                  
67 DIACT ウェブサイト（http://www.diact.gouv.fr/） 
68 産業競争力拠点ウェブサイト参照

（http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?rubrique203&lang=fr） 
69 «L’emprunt national : une opportunité pour les pôles de copétitivité » LA LETTRE DES 
POLES DE COMPETITIVITE/GOUV.FR, Janvier-février 2010 
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続可能な発展の 5 つが定められた。それぞれ、大学・研修機関には 1,100 万ユーロ、研究

機関には 800 万ユーロ、産業・中小企業には 650 万ユーロ、デジタル分野に 450 万ユー

ロ、持続可能な発展に関しては 500 万ユーロの投資が割当てられることが発表された。競

争力拠点は、これら 5 つの分野と密接に関係することから、競争力拠点が今後のフランス

の産業政策の中核として機能していくことになる。 

大学・研修機関

31%

研究機関

23%

産業・中小企業

19%

持続可能な発展

14%

デジタル分野

13%

 
（出所）競争力拠点ウェブサイト 
（http://competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/newsletter_2010_02.pdf） 

図 2- 20 政府による今後の重点支援分野 

 

(3) 産学官連携の状況 

 

 2009 年の DGCIS の発表によると70、2008 年末の時点で 6,800 の機関が少なくとも一

つの産業競争力拠点に参加しているという結果であり、2007 年末の 5,900 機関から大きく

増加した。さらに、新しく競争力拠点に参加した機関の多くは中小企業との結果が出てい

る。 

 さらに、国際的な活動にも活発に係わっている。2008 年には、産業競争力拠点に関係す

る機関のうち 754 に関して、528 の国際的な企業グループが関係しているとの結果がでて

いる71。また、フランスの企業グループであっても海外に子会社があるような国際的な活

動を展開している企業グループも産業競争力拠点に 527 団体が参加しているという。 

 

 

                                                  
70 DGCIS « Le 4 Pages », N° 7, décembre 2009
（http://www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/4p07_dgcis.pdf） 
71 DGCIS « Le 4 Pages », N° 7, décembre 2009 
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BOX．フランスの地方公共団体 
 フランスの地方公共団体は、26 の州（région）、100 の県（département）、36,793 のコミュー

ン（commune）の 3 つに分かれている。 
 これらの地方公共団体に加えて、コミューンの共同体（établissements public de coopération 
intercommunauté）が結成されている。フランスのコミューンの規模は比較的規模が小さいこ

とから、コミューン間が協力して共同体を結成することによって、規模の経済を実現し、より

よいサービスの提供を目指している。 
 これらの共同体は、人口などによって複数の種類に分かれている。市街圏共同体は、構成コ

ミューン全体の人口が 5 万人以上であり、中心となるコミューン（単独または複数で）1 万 5,000
人を超えている共同体であり、フランス全土に 174 存在する。さらに規模が大きな共同体とし

ては、総人口が 50 万人以上の都市圏共同体（communauté urbaine）があり、これは 16 であ

る。また、コミューン共同体は（communauté de communes）下限人口は設定されておらず、

規模が小さいが、数は 2,406 と多くなっている。 
 フランスの地方制度において特徴的な点は、都市圏共同体、市街圏共同体に加えて、コミュ

ーン共同体、市街圏組合（Syndicats d’agglomélation）が課税権を有していることである。 
 フランスにおいては、地方分権の進展のため、国土整備に関して国と共に州の役割が大きく

なっていることが特徴である。 
（出所）フランス内務省（Ministère de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales） « Les Collectivités locales en chiffres 2009 »及び国土交通省ウェブサイト

（http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/france/index.html） 
 

(4) 国家プロジェクトの例 

 

 フランスでは競争力拠点政策に基づいて、産学官連携が進められている。競争力拠点政

策の評価において、「当初の目的を達成している拠点」として評価された拠点について、世

界的な拠点として認定を受けている航空関連の国際志向の競争力拠点であるアエロスペー

ス・バレー（Aerospace Valley）、国際志向の競争力拠点である自動車関連の国際競争力拠

点であるモヴェオ（Mov’eo）、機械産業に関する競争力拠点であるヴィアメカ（ViaMéca）

を例に産学官連携の実態と動向について検討する。 

 

①航空関連の国際競争力拠点：アエロスペース・バレー 

 アエロスペース・バレー（Aerospace Valley）は、ミディ・ピレネ及びアキテーヌ州の

航空関連の国際競争力拠点として指定されており、4 万から 4 万 5 千の雇用創出を目指し

ている。 
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表 2- 18 アエロスペース・バレーの概要 
分野 航空関連、宇宙、搭載システム 
主要テーマ 
 航空工学 

動力装置、推進エネルギー、 
搭載システム 
メンテナンス 
宇宙 
航空安全 
ナビゲーション、位置測定、電気通信 

参加者 
 大企業 75 
 中小企業 250 
 研究機関 42 
 そのほか 122 
主要な大企業 
エアバス、アルストム、アトスオリジン、CIE IBM フランス、ダッソー・アビアシオン、フランス電力

公社、フランステレコム、フランスガス、エールフランス、スエズ・エネルギー・サービス 
（注）中小企業は労働者 250 人未満の企業である 
（出所）産業競争力拠点ウェブサイトより作成 
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article118 
http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/7123.pdf 
 

 アエロスペース・バレーにおいても、産学官連携の一端は理事会の構成に反映されてい

る。理事会は大企業や中小企業、研究機関などそれぞれのグループから、総会で多数決に

よって選ばれた 33 人の理事（任期 3 年）で構成されている。 

 議長（Président）及び副議長（Vice-Président）は大企業から選出され、事務局長

（Secrétaire Général）、会計（Trésorier）、副会計（Trésorier Adjoint）、補佐官（Secrétaire）

については、大企業、中小企業、養成機関、研究機関、経済進行団体の中から選ばれるこ

ととなっている。 

 

理事会理事会

大企業大企業 中小企業中小企業 養成機関養成機関 研究機関研究機関
経済振興経済振興

団体団体
広域広域

行政体行政体
業界団体業界団体

7 6 4 4 4 6 2

議長
副議長

事務局長
会計

副会計
補佐官  

（出所）アエロスペース・バレーウェブサイト参照 

図 2- 21 アエロスペース・バレーの実施体制 
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表 2- 19 アエロスペース・バレーR&D プロジェクトへの公的資金投入（1,000 ユーロ） 
 2006 2007 2008 総計 

省 間 特 別 基 金 （ Fonds 
Unique interministériel） 

27,570 35,178 35,130 97,878

地方公共団体 5,040 6,975 10,427 22,442
企業支援・イノベーション
機構（OSEO）* 

1,337 72,934 75 74,346

国立研究機構 5,966 14,389 14,033 34,388
EU の基金 n/a n/a 0 n/a
（*）旧産業技術庁のプロジェクトも含む 
（出所）Tableau de bord des pôles de compétitivité, suivi statistique-édition 2009 
http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/7123-2.pdf 
 

 公的資金は、次の表が示すように、研究所に多く割当てられている。ただし、中小企業

及びそれ以外の企業も含めると、公的資金の半分は企業の研究に対して拠出されている。 

 

中小企業
23%

中小企業以外の
企業
27%

研究所
42%

研修機関
8%

 
（出所）Tableau de bord des pôles de compétitivité, suivi statistique-édition 2009 

http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/7123-2.pdf 
図 2- 22 公的資金の裨益機関内訳（アエロスペース・バレー） 

 

 

②自動車関連の国際競争力拠点：モヴェオ 

 モヴェオ（Mov’eo）はオート・ノルマンディ、イル・ド・フランス、バッス・ノルマン

ディ州の自動車産業の競争力拠点であり、環境に配慮した自動車や公共輸送の開発を目指

している72。モヴェオは、ノルマンディーのモーター・バレー（Motor Valley）とヴェス

タポリス（Vestapolis）の合併によって誕生し、2006 年 3 月に国際志向の競争力拠点とし

て認定された。モヴェオは現在ヨーロッパで有数の科学・工業・第三次産業・金融・知的

産業の集中地となっている。 
                                                  
72 http://www.pole-moveo.org/ 
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表 2- 20 モヴェオの概要 
分野 自動車、交通 
主要テーマ 
 エネルギー、環境 

道路の安全 
モビリティ及びサービス 
メカトロニック 

参加者 
 大企業 61 
 中小企業 84 
 研究機関 42 
 地方公共団体 5 
 広域行政機関・公共団体 20 
 民間団体 11 
（注）中小企業は労働者 250 人未満の企業である 
（出所）産業競争力拠点ウェブサイトより作成 
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article118 
 

 モヴェオの運営体制は、参加機関の代表となる議会及び意思決定機関としての理事会と

実施委員会から構成される。実施機関としては、実行委員会が設置されており、各テーマ

に調整や運営を行っている。また、地域委員会は各地域における運営や地域との調整を行

っている。このようにテーマ及び地域との連携が円滑に行くように図られている。 

 

財政委員会財政委員会 科学委員会科学委員会

調整委員会調整委員会

理事会理事会 議会議会

事務局事務局
運営委員会運営委員会

地域委員会地域委員会 実行委員会実行委員会

バッス・ノルマンディバッス・ノルマンディ

地域委員会地域委員会

オート・ノルマンディオート・ノルマンディ

地域委員会地域委員会

イル・ド・フランスイル・ド・フランス

地域委員会地域委員会

戦略的活動分野戦略的活動分野

エネルギー・環境エネルギー・環境

メカトロニクスメカトロニクス

交通安全交通安全

モビリティとサービスモビリティとサービス

ジェネラル・ディレクタージェネラル・ディレクター

 
（出所）モヴェオウェブサイトより作成 
http://www.pole-moveo.org/gouvernance.html 

図 2- 23 モヴェオ運営体制 
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 中小企業の参加促進を重視していることから、理事会の 10 席は中小企業の代表に割当

てられている。中小企業の活性化のために、モヴェオでは、「モヴェオ中小企業計画（Plan 

Mov’eo –PME）」を策定している。この計画では、中小企業のプロジェクト参加の促進、

中小企業と大企業の間の関係の調整、中小企業の広報活動の支援、中小企業に対する新規

の融資支援計画について政府や地方公共団体と協議することが掲げられている73。 

 各地域委員会では、展望を共有し、地域の魅力を強化するような協力やプロジェクトを

推進し、雇用の創出を促進することを役割としている。さらに、実施中のプロジェクトを

モニタリングし、シンポジウム開催やマーケティングを通じて、地域内での研究機関と産

業界とのコミュニケーションの円滑化も行っている。 

 モヴェオへの公的な資金投入を見てみると、省間特別基金が次第に増加していることが

わかる。また EU の基金からの拠出はない。 

表 2- 21 モヴェオの R&D のプロジェクトへの公的資金投入内訳（1,000 ユーロ） 
 2006 2007 2008 総計 

省 間 特 別 基 金 （ Fonds 
Unique interministériel） 

4,684 11,041 22,209 37,935 

地方公共団体 n/a n/a 10,544 n/a
企業支援・イノベーション
機構（OSEO） 

1,237 280 1,990 3,507

国立研究機構 6,012 8,662 7,598 22,272
EU の基金 n/a n/a 0 n/a
（出所）Tableau de bord des pôles de compétitivité, suivi statistique-édition 2009 
http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/4333-2.pdf 

 以上の公的機関からの資金投入の裨益機関は次の円グラフが示すように、研究所が 55％

と多くなっているが、中小企業以外の企業が 33％と大きな割合を占めている。 

                                                  
73 Rapport annuel 2009 
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中小企業
12%

中小企業以外の
企業
33%

研究所
55%

 
（出所）Tableau de bord des pôles de compétitivité, suivi statistique-édition 2009 

http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/4333-2.pdf 
図 2- 24 公的資金の裨益機関内訳（モヴェオ） 

 

③機械産業の拠点：ヴィアメカ 

ヴィアメカ（ViaMéca）は、航空機（aéronautique）、自動車（automobile）、工業設備（Biens 

d’équipement industriels）の分野に関する国レベルの拠点(Pôle national)である。ロー

ヌ・アルプ州に加えて、オーベルニュ（Auvergne）州、リムザン（Limousin）州が参加

しているが、ミディ・ピレネ（Midi-Pyrénées）北部、ラングドック・ルシヨン

（Languedoc-Roussillon）州北部、ソントル（Centre）州南部も参加している。 

 2009-2011 の目標として、2012 年までに、機械製品に関する国際的な地位を確立するこ

とを掲げている。 

 

表 2- 22 ヴィアメカの概要 
分野 機械産業：航空機、自動車、産業設備 
主要テーマ 
 エンジニアリング 

先端技術 
組立て部品 

参加者 
 大企業 35 
 中小企業 37 
 研究機関 5 
 研修・養成機関 11 
 その他 27 
（注）中小企業は労働者 250 人未満の企業である 
（出所）産業競争力拠点ウェブサイトより作成 
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article118 
 
 ヴィアメカの運営体制の中心は理事会である。理事会は、COMEC（Comité mécanique 
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central）、ICI（Ingéniérie et Création industrielle）の他、企業、研究機関、養成機関か

らの理事で構成され、産学官の連携が図られている。さらに、戦略委員会（Comité 

Stratégique）は、競争力拠点の戦略を決定することを目的としており、他の拠点とのパー

トナーシップの締結などについても管轄している。7 つの作業委員会（Commission de 

travail）が設置され、その中の一つであるプロジェクト選定委員会（Commission de 

sélection）が審査を行っている。 

 1 年に 2 回、地域パートナー推進委員会（Comité d’animation territoriale）が開催され、

関係者や地域の関係者が集まり、連携の推進が図られている。 

 

理事会理事会

事務局事務局

評価・フォローアップ委員会評価・フォローアップ委員会

プロジェクト選定委員会プロジェクト選定委員会

IEIE セルセル

会計委員会会計委員会

産業産業R&DR&D委員会委員会

教育委員会教育委員会

コミュニケーション委員会コミュニケーション委員会

テーマ別下部委員会テーマ別下部委員会

戦略委員会戦略委員会

スポンサー委員会スポンサー委員会

地域パートナー地域パートナー
推進委員会推進委員会

 
（出所）ヴィアメカウェブサイトより作成 http://www.viameca.fr/ 

図 2- 25 ヴィアメカ運営体制 

 

 ヴィアメカへの公的資金の投入内訳をみると、企業支援・イノベーション機構及び国立

研究機構による資金が多くなっている。また EU の基金からも拠出を受けている。 

 

表 2- 23 ヴィアメカ R&D プロジェクトへの公的資金投入（1,000 ユーロ） 
 2006 2007 2008 総計 

省間特別基金（ Fonds 
Unique interministériel） 

925 2,356 2,234 5,515

地方公共団体 n/a n/a 1,978 n/a
企業支援・イノベーショ
ン機構（OSEO） 

3,556 2,784 5,475 11,815

国立研究機構 6,942 3,513 1,180 11,634
EU の基金 n/a n/a 245 n/a
（出所）Tableau de bord des pôles de compétitivité, suivi statistique-édition 2009 
http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/4406-2.pdf 
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 公的資金の投入の裨益者については、研究所が 70％であり、研究所が最も多くの公的資

金を受けている。 

 

 

中小企業
11%

中小企業以外の
企業
19%

研究所
70%

 
（出所）Tableau de bord des pôles de compétitivité, suivi statistique-édition 2009 

http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/4406-2.pdf 
図 2- 26 公的資金の裨益機関内訳（ヴィアメカ） 

 

 

2.2.3  英国 

 

(1)英国の産学連携に向けた政策 

  

英国における代表的な産学連携拠点には、イングランド島の南東部に位置するケンブリ

ッジ大学を中心とする所謂「シリコン・フェン」地域74、南部のオックスフォード大学周

辺、北部のマンチェスター大学・リーズ大学周辺の地域などがある。英国における産学連

携拠点の発達の歴史的な経緯を概観すると、ケンブリッジ大学の例にみられるように大学

が中心となって自立的に発展させてきたケースと、英国政府が地域開発を図るため各地に

設置した公社が主導的役割を果たして集積を促してきたケースとに大別される。ケンブリ

ッジ大学における集積の事例では、1970 年代頃からトリニティ・カレッジなどが中心とな

って拠点の整備を進めてきたことが発展のきっかけとなった。他方、英国政府が国家政策

としてクラスター形成に積極的に乗り出したのは 90 年代の終盤である。 

                                                  
74  Fen とは「沼沢地」「湿地帯」の意味で、the Fens と言えば特にイングランド東部の沼沢

地帯を指す。「シリコン・フェン」という呼称は、米国の「シリコン・バレー」になぞらえたも

の。 
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英国政府は1998年に地域開発公社法（Regional Development Agencies Act）を制定し、

この政策に基づき全国で 9 つの地域開発公社（RDA）が各地域の開発戦略を促進している。

RDA は 1999 年 4 月から活動を開始し、当初は 8 地域で発足したが 2000 年 7 月にロンド

ンが加わり、現在では RDA の数は次の 9 つとなっている。 

 

表 2- 24 英国の地域開発公社（RDA） 
1 North West Regional Development Agency 
2 One North East 
3 Yorkshire Forward 
4 Advantage West Midlands 
5 East Midlands Development Agency 
6 East of England Development Agency 
7 South West of England Regional Development Agency 
8 South East of England Development Agency 
9 London Development Agency 

（出所）RDA ウェブサイト（http://www.englandsrdas.com/visit_rdas/） 

 

RDA を監督する組織は英国政府の省庁再編の影響などで変遷を経ており、当初の環境運

輸地域省から 2001 年には貿易産業省に、そして 2007 年には BERR （Business, 

Enterprise and Regulatory Reform）に移行、そして現在は BIS（Department for Business 

Innovation and Skills）の担当となっている。 

 

(2)産学連携推進の実施体制 

 

RDA の主要な役割は管轄地域内の地域経済発展を促進することであり、地域の持つ競争

力を強化して、地域内及び他の地域との間に存在する不均衡の削減を目指している。具体

的には、地域経済再生、競争力の強化、対内投資を主導すること、地域のパートナーと協

力して、労働市場のニーズに合致した技能訓練を行うための計画を策定すること、などが

主要な課題となっている。このようなニーズを反映し、1998 年の地域開発公社法のもとで

は、各 RDA は以下の 5 つの目的を持つと定められている75。 

・経済の発展と再生を促進すること。 

・ビジネスの効率化、投資、競争力の促進を図ること。 

・雇用を促進すること。 

                                                  
75  “England’s Regional Development Agencies” (BIS のウェブサイト、

http://www.berr.gov.uk/whatwedo/regional/regional-dev-agencies/index.html) 
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・雇用に結びつく技能の開発と応用を強化すること。 

・持続可能な発展に貢献すること。 

 また、これまでの RDA の実績として、2002 年以来 50 万人以上の雇用創出（あるいは

維持）、56,000 の新規ビジネスの創出に効果があったとされている。76 

 

英国政府のクラスター戦略では、クラスターの発展には次の 5 段階があるとされている。 

 

表 2- 25 クラスター発展の段階 
発展段階 内容 
(1)動員 興味を持たせ参加を促す。 
(2)診断 クラスターを特定、定義し、強みと弱みを分析する。  

(3)協調戦略 行動計画の明確化と開発促進。  
(4)実施 上記の行動計画の実施。 
(5)評価 モニタリングと評価、及び戦略の見直し。 

 （出所）”UK Cluster Strategy” Clusters in the UK, Department for Business Innovation and 
Skills   

（http://berr.gov.uk/whatwedo/regional/clusters/page39357.html） 
 

RDA は、この各段階においてクラスターの開発に中心的役割を担っており、地方自治体、

業界団体、教育機関、研究機関と協力して産業クラスター形成を促進する。具体的にはそ

の中立的立場を活用して、クラスター・メンバー間のネットワーキングに対する支援、ビ

ジネス界と大学との関係構築の仲介、ビジネス上のアドバイスや研修へのアクセスといっ

た様々な種類の支援策を提供している。特に、通常は競合相手である民間企業間のつなが

りを構築するためは RDA の中立性が重要となっている。また、企業間だけでなく、そも

そも産学連携の経験が乏しいセクターにとっては、RDA が果たすビジネス界と大学との仲

介役としての機能が有用である。クラスター内での産学連携の実例として、オックスフォ

ードブルックス大学で、モータースポーツに従事する企業が集まり共同でモータースポー

ツ工学コースをデザインし設置した例が挙げられる。これらの参加企業にとっては、通常

は競合関係にありながらも、卒業生の採用面などで共通の利益を享受できといったメリッ

トがある77。 

 

                                                  
76  “England’s RDAs-What we do” (RDA のウェブサイト、

http://www.englandsrdas.com/what_we_do/) 
77  この事例は、BIS のウェブサイト”What are they?” Clusters in the UK, Department for 
Business Innovation and Skills にて紹介されている。

(http://berr.gov.uk/whatwedo/regional/clusters/page39357.html) 
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(3)産学官連携の状況 

  

英国財務省が 2003 年に発表した産学連携に関する報告書  “Lambert Review of 

Business-University Collaboration”では、過去 10 年間に大学が知識の普及と創造に費や

した努力は印象的だとしつつ、製薬と航空宇宙以外の分野では産業界から大学の研究活動

に対する需要があまり大きくないため、今後は産業界（特に中小企業）が大学と更に協力

していく必要があること、産業界と大学の橋渡しのため RDA が更に積極的な役割を果た

す必要があること、等が指摘された。英国では、大学による技術移転の歴史が米国と比べ

ると比較的浅いことが指摘されているが、今日では下記に述べるケンブリッジ大学におけ

るテクノポールの整備など大きな成果を挙げている例が見られる。 

ケンブリッジ大学における産業の集積地域は、「シリコン・フェン」あるいは「ケンブリ

ッジ・クラスター」という名称で知られている。ただし、どの範囲までを「集積」とみな

すかその定義は必ずしも明確でなく、最近ではケンブリッジ市の中心から半径 25 マイル

の範囲を指して「ケンブリッジ・テクノポール」と呼ぶ例も見られる。78 この「ケンブ

リッジ・テクノポール」地域には、約 1,400 社のハイテク企業が集積し 43,000 人が雇用

されている。主要な業種は、情報技術、移動通信、バイオテクノロジー、エレクトロニク

ス、ナノテクノロジーなどである79。 

ケンブリッジにおいて産学連携を推進する仕組みとして、大学と企業の連携を支援構築

するネットワーキングのための組織が存在し重要な役割を果たしている。その主な事例は

以下のとおりである。 

 

表 2- 26 ケンブリッジにおけるネットワーキング組織の事例 

ケンブリッジ・ネットワー
ク（Cambridge Network） 

1998 年に設立された会員組織で、産業界と学会との橋渡しやメ
ンバー間の交流促進を図る。法人・個人の会員から構成され法
人会員数は 1300 社以上。主なメンバーは大学 (Anglia Ruskin, 
Cambridge, East Anglia, The Open University)、ハイテク及び
サ ー ビ ス 企 業 ( ARM, Deloitte, NW Brown) 、 自 治 体 
(Cambridge City Council)、小売業・観光業(Arts Theatre)等。
会員間の交流事業、各種のイベント、求人情報の紹介などを行
う。 
（http://www.cambridgenetwork.co.uk/） 

ケンブリッジ大学製造研究
所（Institute for 

ケンブリッジ大学工学部に属する研究所であり、産業界のニー
ズと合致した研究を企業と共同で実施している。産業界側が研

                                                  
78  この名称はケンブリッジ大学工学部の一部である製造研究所（Institute for 
Manufacturing: IfM）のウェブサイトで紹介されている。

(http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ctm/teg/cambridgetechnopole.html) 
79  Cambridge Technopole Report- Spring 2008 による。 
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Manufacturing, 
University of Cambridge） 

究を主催し、学生がこれに参加することで学生側は実業界が課
題とする現実の問題に対処する経験を得ることができる。 
（http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/） 

ケンブリッジ企業技術クラ
ブ(The Cambridge 
Enterprise & Technology 
Club) 

1980年代に貿易産業省のイニシアチブにより設立された非営利
団体で、ビジネス界、大学、技術者、サービス提供者間のネッ
トワーキングのためのフォーラムを主催。会食とセットになっ
た夜間セミナーやケンブリッジ大学構内でのパーティなどのイ
ベント機会を提供。 新技術とその応用などをトピックにした月
例会議を開催し、外部から講師を招くなどして参加者間の議論
を促進し勉強の機会をつくっている。法人と個人会員がある。 
（http://www.cameurotech.org.uk/） 

ケンブリッジハイテク小企
業協会（CHASE: 
The Cambridge Hi-Tech 
Association of Small 
Enterprises） 

ケンブリッジ地域でハイテク産業に従事する小企業を対象とす
る、1987 年に設立された業界団体。メンバーは、起業家、スタ
ートアップ会社、小企業等で、特に従業員 10 名未満のベンチャ
ー企業に焦点を当てている。毎月、スピーカーを招いたり集会
など 2 回のイベントを開催。その他、季節に応じたイベントや
会員から要望の多いテーマを扱ったコンフェレンスも実施。 
（http://www.chase.org.uk/） 

東部地域バイオテクノロジ
ー・イニシアチブ（ERBI: 
Eastern Region 
Biotechnology Initiative） 
 
 
 

1997 年に設立された、生命科学及びヘルスケア企業を対象とす
る非営利会員組織。会員数は 370 以上で、その業種は医薬品、
バイオテクノロジー、医療技術、関連の技術及び商業サービス
プロバイダー等。ERBI の使命は、メンバーのグローバルな成長
と競争力の強化である。年次総会やネットワーキングのための
会合に加えて研修事業も実施しており、メンバーのニーズにあ
った新規講座の開発を行う。またラボの消耗品等の共同購入に
より小企業を支援。 
（http://www.erbi.co.uk/） 

（出所）各組織のウェブサイトより作成 

 

(4)国際競争力を有する分野の例 

 

 英国が国際競争力を有する代表的な分野としては、バイオテクノロジー、航空宇宙、医

療、ナノテクノロジー等が挙げられる。 

 例えば、ケンブリッジ郊外に位置するサンガー研究所は、ヒトゲノム解析において世界

のトップレベルの研究機関となっている。 

 

 

2.2.4 スウェーデン 

 

(1)スウェーデンの産学連携拠点 

 

スウェーデンにおける代表的な産学連携拠点には、ストックホルム地域とウプサラ地域

がある。ウプサラは、ストックホルムの北方約 70km に位置する学園都市である。 
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ストックホルム地域では、ストックホルム大学、カロリンスカ研究所、王立工科大学と

いった高等教育機関、研究所が中心となって産学連携の拠点が形成されている。また、「シ

スタ・サイエンス・シティ（Kista Science City）」にはエリクソン、マイクロソフト、イ

ンテル、ノキアなどの世界的な IT 企業が集積し、情報通信分野における一大拠点を形成

している。 

表 2- 27  シスタ・サイエンス・シティの概要（2008 年のデータ） 
情報通信技術(ICT)分野の企業数 501 社 
情報通信技術(ICT)分野の雇用人数 20,646 人 
総企業数 4,731 社 
総雇用人数 63,749 人 
研究者(Researcher)の人数 1,100 名 
学生(students)の人数 5,000 名 

（出所）Kista Science City ウェブサイト（http://www.kista.com） 

 

同シティの地域開発は 1972 年から開始され、1976 年にはエリクソン社の一部門、1978

年には IBM が同地に移ってきた。1983 年にはストックホルム市長がシスタに新たにエレ

クトロニクス・センターを建設するイニシアチブを取り、王立工科大学がこれを支援した。

この構想に基づき 1986 年には開発の中心となるエレクトラム財団（Electrum 

Foundation）が創立され、1988 年には同財団が所有する「エレクトラム」と呼ばれるコ

ンプレックス（建物）が完成し、この場所にスウェーデン・コンピュータ・サイエンス研

究所や大学が居を構えるようになった。80 年代の後半、シスタ・サイエンス・シティは「ス

ウェーデンのシリコン・バレー」とも呼ばれるようになり、1990 年には、ノキア、マイク

ロソフト、アップルといった世界的企業も同地に進出した。IT 産業の集積はさらに進み、

大学側も 2002 年に、王立工科大学とストックホルム大学が「IT ユニバーシティ」を共同

で設立するなど産学連携体制を深めている。将来の構想として、今後 10 年から 15 年以内

に、シティ内の居住人口が 2 万人から 4 万人、学生数が 1 万 5 千人の規模に成長する潜在

性があるとされている80。 

また、ウプサラ地域においては、ウプサラ大学を中心とした産業クラスターが形成され

ており、特にバイオテクノロジー分野での成果が顕著である。 

 

(2)産学連携推進の政策と現状 

 

                                                  
80   Kista Science City ウェブサイトより。

http://www.kista.com/adimo4/Site/kista/web/default.aspx?p=1346&t=h401&l=en 
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スウェーデンは 1990 年代半ばから大幅な経済改革を推進し、規制改革と EU 加盟（1995

年）によって海外からの投資が増大した。高等教育や基礎研究には多額の投資が行われ、

GDP に占める研究開発費の割合は、イスラエルに続き世界第 2 位の水準を誇る（2005 年

現在）81。 

海外からの投資誘致に積極的な役割を果たしているのが、政府機関の ISA（Invest in 

Sweden Agency）である。ISA は本部をストックホルムに置き、東京、ニューヨーク、上

海など世界 11 ヶ所に海外拠点を有し、海外の企業や投資家に対する情報提供や支援を行

っている。スウェーデン全体で、2006 年には 11,000 社を越える外資系企業が同国に進出

し約 57 万人のスウェーデン人を雇用した（民間部門の全従業員の 23％に相当）。82 

このように、スウェーデンでの産学連携は、先に紹介した シスタ・サイエンス・シティ

の例でも典型的にみられるように、北欧や世界でも有数の大学と研究機関の存在、外資系

企業に対する積極的な誘致致策、研究開発や高等教育に対する手厚い投資、といった諸要

因がうまくかみ合ながら推進されてきた。 

シスタ・サイエンス・シティにおいて、産学連携の鍵となっているのはエレクトラム財

団である。同財団が開発した建物郡には民間企業や大学が集積し、産学連携のプラットフ

ォームの中心として機能している。 

同シティにおけるネットワーキング促進組織の一例として、シスタ・ビジネス・グルー

プ（Kista Business Group）があり、ビジネスランチや社交イベントなどの機会を提供し

ている。このグループは、同シティの開発の初期にあたる 1977 年に設立され、現在の会

員企業数は 140 社を超える。現在、グループの会長はスウェーデン IBM 社の最高経営責

任者（CEO）が務めている。 

 

 

 

                                                  
81  Invest in Sweden Agency ウェブサイトより。

(http://www2.isa.se/templates/Normal____64136.aspx) 
82  同上 (http://www2.isa.se/templates/Normal____64182.aspx) 
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（出所）Kista Science City のウェブサイト情報より作成 

図 2- 27   シスタ・サイエンス・シティにおける産学官連携の関係者 

 

 (3) 国際競争力を有する分野の例 

  

ストックホルム地域に位置するストックホルム大学、カロリンスカ研究所、王立工科大

学の 3 機関が中心となり、バイオテクノロジー分野の研究拠点である「ストックホルム・

バイオサイエンス（Stockholm BioScience）」の整備が進められている。 

既に述べたとおり、シスタ・サイエンス・シティには、IT ユニバーシティやスウェーデ

ン・コンピュータ・サイエンス研究所などがあり、モバイル・ワイヤレス技術、マイクロ

エレクトロニクス、光技術等の情報通信分野での研究が推進されている。 

ウプサラ地域では、生命科学分野でのクラスターが形成されており、ウプサラ大学や民

間企業が参加する「ウプサラ・バイオ（Uppsala Bio）」と呼ばれる産学連携プロジェクト

がある。 

大学 
●ストックホルム大学 

(University of Stockholm, 
Department of Computer and 

Systems Sciences) 
 

●王立工科大学 
(Royal Institute of 

Technology, School of 
Information and 

Communication Technology) 

産業界 
●大企業（エリクソン、マイ

クロソフト、ノキア、IBM 等） 
 

●ベンチャーキャピタル 

自治体 
●ストックホルム市 

 
エレクトラム

財団 
研究所 

●Swedish Institute of Computer 
Science (SICS) 

●Swedish Defense Research 
Agency  

●Swedish ICT Research AB 
(SICT)、等 
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3. 我が国の国家プロジェクトとの比較検証 

 

3.1 我が国における国家プロジェクト及び産学官連携の取り組み 

 

3.1.1 国家プロジェクト 

 

(1)我が国における国家プロジェクトの変遷 

 

 第二次世界大戦後、通商産業省による「国家産業技術研究開発制度(ナショプロ)」は、

戦後の我が国の産業技術の成長推進に大きな役割を果たしてきた。ナショナルプロジェク

トとしては、開始時期はそれぞれ異なるが、大きく 6 つの制度が挙げられる。まずは大型

プロジェクトと呼ばれる「大型工業技術研究開発制度」、さらに「医療福祉機器技術開発制

度」、「次世代産業基盤技術研究開発制度」がある。また、エネルギー関連では、新エネル

ギーに関する「サンシャイン計画」、省エネルギーに関する「ムーンライト計画」、環境に

関する研究開発制度としては「地球環境産業技術研究開発制度」である。 

 1990 年代になるとバブル崩壊などの経済状況が大きく変化し、こうした変化を背景に

1993 年通商産業省は、以上の 6 つのナショプロ研究開発制度を産業科学技術研究開発制

度及びニューサンシャイン計画の二つの制度に統括した。産業科学技術研究開発制度（産

技制度）は、1998 年には、「新規産業創出型産業科学技術研究開発制度」に改変され、こ

の中に「産業技術応用研究開発プロジェクト」、「大型連携型産業科学技術研究開発プロジ

ェクト」、「産業技術基盤研究開発プロジェクト」、「官民共同研究開発プロジェクト」がお

かれた83。 

 現在は、経済産業省の全ての研究開発プロジェクトは、政策目標毎に設置された 7 つの

イノベーションプログラムの下で体系的に推進され84、NEDO 技術開発機構によるプロジ

ェクトもこのイノベーションプログラムの下に位置するという構図になっている。 

 また、経済産業省は新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）等と協力し、産学

官の専門家との協同によるロードマッピング手法を取り入れ、技術戦略マップを策定して

いる。イノベーションプログラムにおける政策目標を基に、技術戦略マップの重要技術課

                                                  
83 川鉄テクノリサーチ株式会社「国家プロジェクトの運営・管理状況分析調査報告書Ⅱ ナシ

ョプロを軸とする産業技術研究開発施策のレビュー―システム的視点からの考察」平成 13 年 3
月、34－35、45 頁参照。 
84 経済産業省研究開発課「イノベーションプログラムについて」平成 20 年 5 月

http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80516a04j.pdf 
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題を抽出し、戦略的に研究開発プロジェクトを立案することが目指されている。 

 

(2)NEDO 技術開発機構による取り組み 

 

①NEDO 技術開発機構について 

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO 技術開発機構）は、1980

年「新エネルギー総合開発機構」として設立され、ナショナルプロジェクトの企画・立案

は経済産業省が行うが、プロジェクトの運営自体は NEDO 技術開発機構が担当すること

になった。1988 年に「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改組された。業務は、

1980 年の設立以来、1988 年に産業技術研究開発業務、1990 年に地球環境対策事業、1993

年には新エネルギーや省エネルギーの導入促進業務、2000 年には産業技術研究開発への助

成、産業技術人材育成の業務が追加され、日本における技術産業、エネルギー、環境技術

全体をその業務としている。2003 年に、独立行政法人化されており、現在「日本の技術産

業とエネルギー・環境技術及びその普及を推進する日本最大規模の中核的な研究実施機関

85」であり、産業技術力の強化とエネルギー・地球環境問題の解決というミッションを持

っている。 

 主な役割としては、産学官の研究開発のコーディネート、さらに研究開発のマネジメン

トについて、技術シーズの発掘から、実用化開発の支援まで研究開発のマネジメントを行

っている。NEDO 技術開発機構の年間予算は 2009 年度で約 2,347 億円である。NEDO 技

術開発機構の組織体制は次のとおりである。 
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（出所）NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 2009～2010 

図 3- 1 NEDO 技術開発機構の組織体制 

                                                  
85 NEDO ウェブサイトより引用。（http://www.nedo.go.jp/introducing/index.html） 
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 NEDO 技術開発機構がカバーしている研究開発は極めて多岐に亘り、機械システム分野、

電子・情報技術分野からバイオテクノロジー・医療技術分野などの各分野においてプロジ

ェクトが展開されている。 

 

②NEDO プロジェクトの位置づけ 

 現在、NEDO 技術開発機構におけるナショナルプロジェクトは、「民間のみでは取り組

むことが困難な、実用化までに中長期の期間を要し、かつリスクの高い技術テーマに取り

組む」プロジェクトとされている86。その他の技術シーズの育成事業及び実用化・企業化

促進事業の中間に位置付けられている。 

 

技術シーズの
育成事業

ナショナルプロジェクト 実用化・企業促進事業

連携 連携

大学ニーズと
企業ニーズの
マッチング等

優れた成果に係る
開発のステップ

アップ等

●ライフサイエンス分野
●情報通信分野
●ナノテクノロジー・材料
分野
●エネルギー分野
●新製造技術分野
●境界・融合分野及び
知的基盤研究分野

●イノベーション推進事業
●SBIR技術革新事業
●福祉用具実用化開発
推進事業
●エネルギー使用合理化
技術戦略的開発
●省エネルギー革新技術
開発事業

●産業技術研究助成事業
（若手研究グラント）

44億円 1,256億円
138億円

人材育成（フェローシップ） 1億円

その他（調査、成果普及等）7億円  

（出所）NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 2009～2010 
図 3- 2 NEDO 技術開発機構の産業技術開発関連業務 

 

③評価 

 経済産業省予算で実施する技術開発の評価については、「通産省技術評価指針」に基づき、

産業技術審議会評価部会において、中間評価及び事後評価を実施してきた。評価は、事業

の目的、目標の妥当性、事業体制･運営の妥当性、目標の達成度などの観点から実施されて

いた。しかし、2000 年 5 月の指針の改訂を受けて、NEDO 技術開発機構が実施事業の評

価を行うことが可能となった87。そのため、2001 年からプロジェクトについて技術評価委

                                                  
86 NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 2009～2010、5 頁 
87 NEDO 技術開発機構第 1 回技術評価委員会（2001 年 7 月 17 日）資料 1-2「技術評価委員会
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員会が設置され、外部の専門家や有識者による評価が開始されることになった。なお、技

術評価委員会は、2003 年に名称を研究評価委員会と改称している。 

 

表 3- 1 評価軸と標準的評価項目 
１・事業の位置づけ・必要性 
 （１）NEDO 事業としての妥当性 
 （２）事業目的の妥当性 

３．研究開発成果 
 （１）目標の達成度 
 （２）成果の意義 
 （３）特許の取得 
 （４）論文発表・成果の普及 

２．研究開発マネジメント 
 （１）研究開発の妥当性 
 （２）研究計画の妥当性  
 （３）実施者の事業参加への妥当性 
 （４）情勢変化への対応 

４．実用化・事業化の見通し 
 （１）成果の実用化の可能性 
 （２）波及効果 
 （３）事業化までのシナリオ 

（出所）産業構造審議会産業技術分科会研究開発省委員会（第 27 回）資料 
（http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90427b20j.pdf） 
 

 評価は、事前評価、中間評価、事後評価、追跡調査・評価が行われているが、中間評価

はプロジェクト実施中に行い、プロジェクトの計画見直しなどに貢献している。プロジェ

クトの評価結果についてはウェブサイト上に公表されている。 

 

3.1.2 産学官連携 

 

(1) 現在の産学官連携の状況  

 

 2004 年 4 月からの大学の独立行政法人化を受けて、国立大学法人において産学官連携

は重要な役割の一つとなっている。国立大学、私立大学においても、産学連携の窓口とな

る知的財産本部が設置され、産学官連携が進められている。また、前述の NEDO 技術開

発機構の事業においても、同様に産学官連携が促進されており、技術シーズの育成や実用

化・企業化において NEDO 技術開発機構によるコーディネートが行われている。 

 このように、産学官連携は様々な形で実施されているが、文部科学省では産学官連携に

関して、平成 20 年度における産学官連携の推進及び科学技術振興のための基盤強化のた

め、二つのポイントを挙げている88。 

 第一は、産学官連携の戦略的な展開であり、国内だけでなく国際的な視点からの戦略的

                                                                                                                                                  
の設置について」（http://www.nedo.go.jp/iinkai/hyouka/hyouka/1/1-2.pdf） 
88 文部科学省研究振興局 研究環境・産業連携課「産学官連携の推進及び科学技術振興のため

の基盤強化」平成 20 年 1 月 
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な展開を目指している。そして産学官連携の取組みに対する支援に加えて、大学等の研究

成果を基にした共同研究や技術移転に係る研究開発の推進することを掲げている。 

 第二に、科学技術活動全般を支えるための基盤の強化として、先端的な研究施設、設備、

機器などの基盤整備や効果的な利用を挙げている。 

 それぞれのポイントに関する事業予定と予算は次の表が示すとおりであり、科学技術振

興機構（JST）が重要な役割を果たしている。 

 

表 3- 2 文部科学省：産学官連携の推進及び科学技術振興のための基盤の強化 

（平成 20 年度予算案のポイント） 
①産学官連携の戦略的な展開 
【大学等の体制整備・システム強化】 
 ■産学官連携戦略展開事業                     28 億円（新規） 
 ■技術移転支援センター事業（JST）                26 億円（26） 
【大学等の研究成果を基にした共同研究等の推進】 
 ■産学共同シーズイノベーション化事業（JST）           22 億円（18） 
 ■独創的シーズ展開事業（JST）                  81 億円（90） 
②科学技術振興のための基盤の強化 
 ■先端研究施設共用イノベーション創出事業             31 億円（32） 
 ■先端計測分析技術・機器開発プロジェクトの推進          100 億円（104） 
   （うち 先端計測分析技術・機器開発事業（JST）        55 億円（48） 
(出所) 文部科学省研究振興局 研究環境・産業連携課「産学官連携の推進及び科学技術振興のための基盤

強化」平成 20 年 1 月 

 

(2)JST による取り組み 

 

①JST について 

 科学技術振興機構（JST）の目的は、「新技術の創出に資することとなる科学技術（人文

科学のみに係るものを除く。）に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等

の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通

に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うこ

とにより、科学技術の振興を図ること」である89。 

 JST の事業費の約 6 割は新技術創出研究に充てられているが、これは基礎研究に対する

支援である。応用研究に当たる事業は企業化開発であり、約 250 億円あまりが投入されて

いる。 

                                                  
89 独立行政法人科学技術振興機構法（平成 14 年 12 月 13 日法律代 158 号）第 4 条。 
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運営交付金
106,657

業務収入
8,651

その他 561

収入

115,870円

うち、

提供事業収入　5,427

開発費界集金　2,452

実施料収入　　　 279

等

 
（出所）JST ウェブサイト参照 

図 3- 3 平成 21 年度の JST の支出（単位：100 万円） 

 

新技術創出研
究 59,741

企業化開発
24,238

科学技術情報
流通 10,564

研究開発交流
支援 3,364

その他 7,344科学コミュニ
ケーション推
進 10,014

支出

115,376円

一般勘定　5,866

文献勘定　4,698

 
（出所）JST ウェブサイト参照 

図 3- 4 平成 21 年度の JST の支出（単位：100 万円） 

 

②JST の産学連携関連事業 

 JST における産学連携関連事業は、サービス提供を JST 自身が実施している事業と企業

による公募によってプロジェクトに対して支援を行う事業の二つに分かれている。 

 公募事業に関しては、これまで複数の公募制度・プログラムが並列していたが、応募し

ようとするプロジェクトが制度に当てはまらない、どのプログラムに応募すべきか分から

ない、といった声があったことから、資源配分の最適化の観点から研究成果最適展開支援

事業（A－STEP）と呼ばれる事業が平成 21 年度から新設され、この枠組みで様々なプロ

グラムが実施されることになった。 

 次の図は JST の産学連携関連事業である。 
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表 3- 3 JST の産学連携関連事業 
 技術移転支援センター事業 
 特許化支援 大学知的財産本部等への支援 

特許出願支援制度 
 ライセンス 
 マッチング支援 e-seeds.jp 
  J-STORE 
  産から学へのプレゼンテーション 
  大学見本市 
  JST Innovation Bridge 
  新技術説明会 
 産学官連携ポータルサイト 
 技術移転相談 
 目利き人材制度 
 良いシーズをつなぐ知の連携システム（つなぐしくみ） 
 研究成果最適展開支援事業 A-STEP 
 フィージビリティスタディ 可能性発掘タイプ ・シーズ顕在化 

・起業検証 
 本格研究開発 企業挑戦タイプ 
  ハイリスク挑戦タイプ 
  シーズ育成タイプ 
  実用化挑戦タイプ ・中小・ベンチャー開発 

・創薬開発 
・委託開発 

 戦略的イノベーション創出推進事業(公募) 
 若手研究者ベンチャー推進事業(公募) 
 地域イノベーション創出総合支援事業 
 重点地域研究開発推進プログ

ラム 
・シーズ発掘試験 
・地域ニーズ即応型 
・育成研究 
・研究開発資源活用型 

 地域卓越研究者戦略的結集プログラム 
 地域結集方研究開発プログラム* 
 先端計測分析技術・機器開発事業 
 産学協同シーズイノベーション化事業* 
 独創的シーズ展開事業* 
 独創モデル化 
 革新的ベンチャー活用開発 ・一般 

・創薬イノベーション 
 大学発ベンチャー創出推進 
 委託開発 
（註）*平成 20 年度で公募終了 
（出所）JST『研究成果の実用に向けて』平成 21 年度版より作成 
 
 
③JST の産学連携における実施体制 

 種々の分野における産学連携を対象としているため、JST ではプログラムごとに様々な

形で効果的な産学連携が実現できるように配慮している。 

 平成 21年度からは、新規事業として戦略的イノベーション創出推進事業が開始された。
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これは、革新的な新技術の創出を目指した JST の研究を対象に実用化に向けて、長期的で

一貫した研究開発を推進できるように設置されたプログラムである。ワークショップや外

部有識者による委員会を通して有望な研究開発のテーマを設定し、そのテーマに対してプ

ログラムオフィサーを任命する。このプログラムオフィサーは研究開発には携わらず、当

該テーマに基づいて公募により選定された複数のプロジェクトを統括する。各プロジェク

トは、プロジェクトマネージャー、民間企業及び大学等の研究機関の三者による提案でな

ければならないなどの要件が定められている。このプログラムでは、研究開発期間が最長

10 年となっており、１課題あたり年間約 1 億円の支援が与えられることになる。研究開発

期間中、各プロジェクト間でも情報の共有が図られることになり、コンソーシアムの相乗

効果が期待できる。長期の研究開発期間が想定されていることから、中間評価も実施され、

効果的な研究となるように配慮されている。 

 

④JST による産学連携促進のためのサービス 

 JST は産学連携促進のためのサービスを数多く提供している。その内の一つが、技術移

転可能な特許情報を無料で公開している J-STORE と呼ばれる研究成果展開総合データベ

ースである。このデータベースは、大学、公的研究機関等における成果を目的とした特許

のデータベースであり、未公開特許も含み、約 14,000 件の特許情報が公開されている。

閲覧者は、データベース上の問い合わせ既往により、大学もしくは研究機関に対して直接

問い合わせをすることが可能となっている。このデータベースに掲載されている情報は、

大学や公的研究機関から提供された特許情報を掲載しているものである。 

 新たな技術を応用したい企業にとって、未公開特許に関する情報は有用であり、新たな

技術の応用化を期待することができる。 

 その他大学や公的研究機関が実際に実用化を視野にいれた技術説明を行う機会も JST

によって提供されている。これは新技術説明会というもので、研究者自身が発明技術に関

して説明を行うというイベントである。発表された技術への質問や共同研究や技術導入に

関しては、個別に相談スペースが設けられ直接企業が研究者とコミュニケーションをする

機会も用意されている。この新技術説明会は、年間 50 回ほど開催されている。 

 

⑤JST における今後の産学連携のあり方 

 現在の科学技術の発展や、規制物質や希少金属、また海洋に関する研究など、企業側で

特定の事項を決めることができないことに関する研究が求められる場合が今後発生すると

考えられていることから、応用化を念頭に置いた研究のみならず、産学連携においても基
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礎研究を促進するプログラムを導入することを検討している。 

 

3.2 我が国と海外の比較をふまえた我が国の国家プロジェクトの課題 

 

 国家プロジェクトにおいては、設定したテーマに対する資金・人材の投資を行い、開発

された技術を実際に活用していくことが求められている。また、さらにプロジェクトの成

果を次につなげていくための評価の仕組みが重要である。海外の国家プロジェクトにおい

ては、それぞれのプロジェクトに適した様々な形での資金や人材の投資を実施している。 

 

表 3- 4 海外の国家プロジェクトの資金や人材投資 
国家プロジェクト 資金 人材 

IMEC ・フランダース州政府の資金拠出 
・企業の拠出（研究開発プログラムへ
の参加費、駐在研究者の人件費・滞在
費等） 

・IMEC の研究者と企業研究
者 
・大学研究者は IMEC への研
究開発には参加しない 
・研究者の継続的雇用への配
慮 

MINATEC
（Minalogic） 

・約 3 割が公的資金（フランス政府、
フランス原子力庁、ローヌ・アルプ州
政府など） 
・年会費（企業、大学） 

・雇用維持・雇用創出が重視 

CNSE Albany ・ニューヨーク州政府 
・半導体関連メーカーの資金拠出 

・企業同士の研究開発 
・大学の研究者による研究開
発 

Fusionopolis ・シンガポール政府 
・企業からの年会費 

・国立の研究所 
・企業研究者 

（出所）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
 

 上記の国家プロジェクトにおいては、まず研究開発拠点ごとに研究分野が定まっている

ため、投入される公的資金が、特定の研究テーマに対する集中的な割当につながりやすい

といえる。また、公的資金だけでなく参加企業に対して参加費を徴収しているが、そうす

ることによって、企業の研究開発へのインセンティブを与えることができる。また、企業

からの拠出によって、参加研究主体が資金の効果的な利用に配慮するようになるというメ

リットもある。 

 人材についても、研究開発拠点の研究者と企業の研究者の共同研究によって、研究の相

乗効果が期待できる。その一方で、IMEC では、大学研究者については、より長期的に深

く行う研究に専念すべきであるという方針の下で、IMEC の研究に大学研究者は参加しな

いことになっており、大学機関による研究とは一線を画した人材配置が行われている。こ

のような大学機関とは異なる選択的かつ戦略的な人材投資も、国家プロジェクトにおける
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戦略的な人材投資の一例として指摘できる。 

 我が国においては、NEDO 技術開発機構で、実用化までに中長期の期間を要し、かつリ

スクの高い技術テーマに取り組むプロジェクトがナショナルプロジェクトとして位置づけ

られている。ナショナルプロジェクトは、その他の技術シーズの育成事業及び実用化・企

業化促進事業の中間に位置付けられ、技術開発が進められ、様々な技術開発が生み出され

てきた。しかし、諸外国の事例のような研究開発拠点における産学官連携に対する、集中

的な資金・人材投資ではなく、様々なプロジェクトに対して薄く広く公的資金が配分され

る傾向が強い。 

 さらに、我が国の研究開発費の約 7 割は民間企業が拠出しているという点も我が国の技

術開発における特徴として指摘できる。これは好景気の時は民間企業による研究開発に期

待することができるものの、景気後退で民間投資が落ち込んだ時には、研究開発費が削減

する可能性が高い。したがって、不況期に、国家プロジェクトの重要性が増した時に、我

が国の技術開発の国際競争力の低下につながる懸念があるといえる。 

 評価に関しても、それぞれ独自の評価システムを組み込んでいる。例えば、フランスの

競争力拠点政策においては、外部機関が産業競争力拠点政策全体を踏まえ、各競争力拠点

の状況に関して評価を実施している。そして、その評価に基づいて、政府は産業競争力拠

点の第二フェーズにおける予算割当を決定しており、評価が今後の政策にフィードバック

されるようになっている。こうした予算割当に評価をフィードバックさせていく方法は、

IMEC や CNSE Albany でも行われており、評価のフィードバックとしては有効であると

いえる。 

 以上の点の他、海外の国家プロジェクトの評価では技術開発そのものではなく、研究開

発拠点が地域にあることのメリットも重視されていることに留意する必要がある。例えば、

IMEC や CNSE Albany の例では、研究者が地域に居住することによる税収の増加、地域

経済の活性化や地域の名声が高まることが重要な利点として評価されている。したがって、

CNSE Albany の場合では、ニューヨーク州政府は特に個別の研究開発プロジェクトにつ

いて評価は実施していない。こうした国家プロジェクトによる地域経済の活性化は、雇用

創出などの面からも算定することが可能であるといえる。 
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表 3- 5 海外の国家プロジェクトの評価とフィードバック 
国家プロジェクト 評価方法 評価のフィードバックなど 

IMEC ・研究開発プロジェクト：
成果発表を実施。 
・内部での独自評価 

・研究開発プロジェクト：参加企業の上司か
らの評価 
・内部での独自評価：翌年度の予算の増減 
・IMEC のメリットとして、外国投資を誘
致する効果、研究者が居住することによる税
収増加、スピンオフ・ベンチャーの可能性、
ベルギーの名声が高まることなどが挙げら
れている。 

フランス産業競争
力拠点政策 

・外部機関による各競争力
拠点に対する評価 

予算割当などの面において、政策の第二フェ
ーズへのフィードバック 

CNSE Albany ・ニューヨーク州政府：で
は個別の研究開発プロジ
ェクトの成果は評価しな
い。 
・企業側（NRI）：全研究
開発プロジェクトに成果
発表を行い、厳密な評価を
実施 

・ニューヨーク政府：企業研究者の居住によ
り税収の増加や地域経済の活性化を評価 
・企業側（NRI）：翌年度の資金増減。 

Fusionopolis ・成果の事業化で評価 ・スピンオフ・ベンチャーが活動中。科学技
術研究局は、上場益を得ることができる。 

（出所）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
 

 以上より、国家プロジェクトに対する評価としては、予算割当を検討する際に事業の成

果を考慮するなど、具体的に事業の成果を反映させていくことが、重要といえる。さらに、

技術開発そのものの成功のみならず、税収の増加や雇用の創出なども含めた地域経済活性

化といった地域への経済効果、当該地域への外国投資を誘致する効果などについても考慮

しなければならない。 

 その他、海外の国家プロジェクトの特徴として、国境を越えて様々な国籍の企業や研究

機関との連携が促進されていることが挙げられる。EU では、EU 内での国境を挟んだ地

域協力、国家間協力、地域間協力を促進するプログラムが実施されている。また、スウェ

ーデンでは、シスタ・サイエンス・シティによる外資系企業の誘致なども実施されている。 

 我が国においても、近年では、海外との連携も視野に入れた産学官連携が JST や NEDO

技術開発機構によっても積極的に取り組まれているものの、海外の企業や研究開発との連

携は志向されていない。その背景には、海外との連携を見据えた知財の管理・活用システ

ムが未整備であるということも考えられる。例えば、IMEC では、権利の帰属及び活用に

関して規則を設定しており、それが世界中の企業を惹きつける魅力として評価されている

という。企業によって研究開発成果に対するニーズが異なることから、IMEC では個別に

企業が IMEC と権利範囲の契約を締結するというシステムを採用し、プログラム全体で参
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加者全員が同じ契約を締結するというシステムとはなっていない。このような個別の対応

も、各企業にとって参加しやすいといえる。また、研究開発プログラムがある程度進んだ

時点で既存の研究開発プログラムに参加する企業は、既に蓄積されている知的財産を獲得

できるという利点があるが、その分参加費が高く設定されている。つまり、自由な企業参

加が確保されている一方で、知的財産に対する配慮がきめ細かい制度設計となっているの

である。 

 我が国における研究開発プロジェクトにおいて、海外からの参加を促進するにあたって

は、このような分かりやすく、かつ合理的な制度を構築する必要がある。 
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4. 提言 

 

 国内外の国家プロジェクトの比較をふまえ、我が国産業の国際競争力の維持・強化のた

めに、我が国の国家プロジェクトに今後求められる鍵となるポイントは、社会における出

口を見据えた資金・人材の戦略的集中投入と海外の強い知を取り込むオープンイノベーシ

ョンであると考えられる。さらに、資源投入に対する評価を次にフィードバックするシス

テムの組み込みも必要である。 

 

4.1 社会における出口を見据えた資金・人材の戦略的集中投入 

 

4.1.1 戦略的集中投入 

 

 海外の国家プロジェクトと比較した日本の国家プロジェクトの最も大きな違いの一つは、

資金・人材の投入の集中度である。ベルギーやシンガポールは一箇所に集中投下しており、

フランスでは研究開発拠点に 3 段階のランク付けを行うことで、最高ランクの世界的な競

争力拠点については、1 分野 1 箇所に絞っている。一方、日本では、公的資金を集中投入

することに対する批判が根強いこともあり、公的資金は、多数の対象に対して薄く広く配

分される傾向が強い。研究開発も、あちらこちらで似たようなプロジェクトが進行し、研

究開発拠点も、国内各地に類似の施設が整備される。公的資金が潤沢であった時代はそれ

でもよかったかもしれないが、我が国経済が安定成長期に入った今日、全体として投入で

きる資金に限りがある中で、必然的に、個々のプロジェクト・拠点に対する投入資金や人

材は貧弱なものとならざるを得ない。その結果、個々の進展も遅くなり、目指した成果が

得られるのにも時間がかかることとなってしまう。 

 こうした現状をふまえ、我が国では、経済産業省傘下の(独)産業技術総合研究所、文部

科学省傘下の(独)物質・材料科学研究機構、筑波大学、(社)日本経済団体連合会の 4 者が共

同で、つくばにナノテクノロジーの研究開発拠点「つくばイノベーションアリーナ（TIA 

nano）」を整備する構想が進められている。TIA nano は、ナノエレクトロニクス、パワー

エレクトロニクス、N-MEMS、カーボンナノチューブ、ナノグリーン、ナノ材料安全評価

の 6 つのコア研究領域において、産学官が連携して研究と人材育成を一体的に推進するこ

とを計画しており、ナノテクノロジー分野での我が国の国際競争力強化に寄与することが

期待される。 

 ただし、これは、研究開発拠点を必ずしも一つに絞らなければならないということを意
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味するのではない。米国では、「ナノエレクトロニクス・リサーチ・イニシアチブ（NRI）」

が全米で 4 つの大学連合を組織し研究助成しているなど、同じ分野で複数の研究開発拠点

がある。投下すべき対象数は、分野や国の規模によっても異なるだろう。重要なことは、

できる限り集中投資する方が効果的であることを認識した上で、日本全体としての戦略を

立案し、いくつの対象に資金・人材を投入するかを戦略的に決めることである。配分を希

望する研究開発主体や拠点のほぼ全てに公平に配分するのでは、グローバルな技術開発競

争に遅れをとってしまうとの危機感を持たなければならない。 

 

4.1.2 社会における出口 

 

 「社会における出口」とは、技術開発の成果がどのような製品・サービスとなり、社会

に何が提供されるのかを意味している。現状の国家プロジェクトは、技術の内容（“～がで

きる技術を開発する”等）が目標となっていることが多い。達成すべきミッションが設定

され、そのための技術開発を行う国家プロジェクトも一部推進されている90ものの、多く

のプロジェクトは、技術シーズから企画されており、その成果がどのように社会で活用さ

れるかについては将来の遠い夢か総花的に記述されていることが多い。 

 今後は、社会の課題が解決された、あるいは社会がより良くなった姿を目標に置き、そ

れを実現するための製品・サービスをイメージし、その製品・サービスに必要な技術を開

発するという逆方向の発想で技術開発テーマを設定することが必要である。すなわち、技

術シーズから出発して国家プロジェクトを企画する「シーズ・プッシュ型」ではなく、目

標とする社会の姿から出発して必要な技術開発プロジェクトを企画する「デマンド・プル

型」とすることが求められる91。 

 

                                                  
90 例：NEDO プロジェクト「戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト」 
91 何に役立つか分からない研究の意義ももちろんあるが、それは専門の研究者ではない国が的

確に企画立案することは不可能である。そうした研究は、国家プロジェクトとしてではなく、

研究者の発案により提案され、研究費補助金で手当てされるべきものと考えられる。 
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（出所）経済産業省産業構造審議会産業技術分科会基本問題小委員会「イノベーション力を強化する産業

技術政策の在り方 中間報告案（概要）」（2009 年 7 月） 
図 4- 1 「シーズ・プッシュ型」の技術開発と「デマンド・プル型」の技術開発 

 

4.2 海外の強い知を取り込むオープンイノベーション 

 

4.2.1 オープンイノベーション 

 

 技術の高度専門化・複雑化が進展するに伴い、自社内で基礎研究から応用研究、事業化

までの全てを一貫して行う「自前主義」には限界が生じてきている。特に、電気機械をは

じめとする機械産業の分野では、一つの製品を製造するのに必要となる特許とそれを保有

する企業の数が増えており、一企業で製造を完結することは極めて困難になってきている。

また、開発に必要な投資額も増大している一方、製品サイクルは短縮しており、投資の回

収も難しくなっている。 

 こうした中、かねてより「オープンイノベーション」の重要性が言われるようになって

いるが、そのオープンイノベーションも、自社に無い技術を相互に出して補完し合う「イ

ンバウンド型」のオープンイノベーションから、複数の企業が持てる技術を出し合い協働

して新たな価値を創造する「アウトバウンド型」のオープンイノベーションを目指すのが

主流になってきている。例えば、IBM は、自社の半導体製造に関わる特許やノウハウを積

極的にライセンスするだけでなく、CNSE Albany において、東芝、NEC 等の企業と開発

費を共同で負担して共同で技術開発を推進することにより、最先端の設備機器を整えて最

先端の技術を獲得することを実現している。 
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（出所）経済産業省産業構造審議会産業技術分科会研究開発小委員会「中長期的な研究開発政策のあり方

～競争と共創のイノベーション戦略～」（2009 年 6 月） 
図 4- 2 「インバウンド型」と「アウトバウンド型」のオープンイノベーション 

 

 これまでは、複数の企業が重複して切磋琢磨して開発し、事業化段階になって初めてク

ロスライセンスすることが一般的であった技術も、最初から複数の会社が共同で投資し開

発する方が効率的とする考え方が浸透してきており、上述した世界的な研究開発拠点がそ

れに「場」を提供している。 

 今後は、我が国の国家プロジェクトも、このように一歩進んだ「アウトバウンド型」の

オープンイノベーションを基調にしていくことが求められる。 

 

4.2.2 海外の強い知を取り込む 

 

 海外の国家プロジェクトや産学官連携による技術開発では、積極的に海外の企業・大学・

研究機関の参加を仰いでおり、日本からも多数の企業などが参加している。ベルギーの

IMEC などは連携企業の 99％は外国企業であるが、IMEC との共同研究をきっかけに外国

企業がベルギーに研究所や工場を設置するなど投資を呼び込めることや、研究者が居住す

ることにより税収が増加すること、研究開発成果からスピンオフ・ベンチャーが生まれる

可能性があること、ベルギーの露出度・名声が高まることなどを期待・評価して IMEC を

推進している。フランスの MINATEC で活動している Minalogic が組成する共同研究を行

うコンソーシアムについても、防衛に関わるテーマでない限り、外国企業も参加すること

ができる。シンガポールは、国内企業への技術移転による技術力向上を期待し、研究開発

コンソーシアムへの外国の大手企業の参加を政府機関が熱心に働きかけている。 

 一方、我が国の国家プロジェクトでは、流出を懸念して海外の企業が参加しているケー

スはほとんど見られない。 

 もちろん、日本の技術が強い分野において、海外の企業に技術を「フリーライド」され
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ることは避けねばならない。国費を投入して行う国家プロジェクトであればなおさらであ

る。 

 しかしながら、複数の企業が持てる技術を出し合い協働して新たな価値を創造する「ア

ウトバウンド型」のオープンイノベーションを、グローバルな規模で推進する動きが世界

的に加速している中で、我が国としても海外の「強い」知を取り込んでいくことが、今後

は必要になってくると考えられる。特に、日本が必ずしも世界的に高いレベルには至って

いない分野においては、有益であると言える。 

 また、国家プロジェクトに海外の知を取り込むためには、知財の管理・活用に関して規

則や制度を整備することが必須である。その際には、我が国の技術流出を懸念した管理シ

ステムを構築するのではなく、我が国の技術が広く海外でも活用されることで対価を得る

ビジネスモデルを念頭に、知財の活用の仕組みも構築することが重要である。さらに、優

れた海外の知の参加を得てオープンイノベーションを活発に展開していくためには、海外

にとってもメリットのある合理的なルール・システムとする必要がある。 

 同時に、我が国の国家プロジェクトが、海外から選ばれるプロジェクトになると共に、

我が国も、参加を仰ぐ海外の企業や研究機関など提携・協力相手を選んでいくことも肝要

である。 

 

4.3 資源投入に対する評価を次にフィードバックするシステムの組み込み 

 

 資金・人材を集中投入するからには、その成果を的確に評価し、次に反映させるシステ

ムを国家プロジェクトの企画立案・運営の中にあらかじめ組み込んでおく必要がある。 

 経済産業省の国家プロジェクトの実施機関である NEDO 技術開発機構は、2001 年に同

機構自身がプロジェクトの評価をすることになって以降、研究評価部を設置し、熟慮を重

ねて構築された評価手法によって、全ての国家プロジェクトの評価を行い、その結果をウ

ェブサイト上に公表している。しかし、評価の歴史は比較的新しく、それ以前の大型プロ

ジェクトの時代等には十分な評価が行われていないプロジェクトもあり、次の国家プロジ

ェクトの企画立案に過去の評価結果が常に活用できる状態にまで蓄積されるには道半ばだ

と言える。また、国家プロジェクトの立案は、経済産業省において行われており、NEDO

技術開発機構の評価結果は活用されているものの、評価結果を企画立案にどのように反映

しなければいけないのか、という点については必ずしも明確に定められてはいない。 

 今後、国家プロジェクトの評価結果の蓄積が進んだ際には、それをどのように次の国家

プロジェクトの企画立案にフィードバックするのか、企画立案・運営のシステムの中に組
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み込むことが重要と考えられる。 

 なお、評価をすることは決して、成果が上がらなかったプロジェクトをそれだけで低く

評価したり、打ち切ることを意味するものではない。国家プロジェクトとは、そもそも民

間企業では取り組み難いリスクの大きい課題を扱うものであり、全てが成功することを期

待すべきではなく、ある程度の確率で発生する失敗は許容することが必要である。そうで

なければ、成功の可能性の高いテーマやほぼ開発が終了しているテーマのみが国家プロジ

ェクトとして設定されてしまうことになり、国家プロジェクトの小粒化が進み、本来の意

義が達成されない危険性がある。目標に達成しなかったプロジェクトについても、それの

みで低い評価を下すのではなく、経済・社会環境の変化や競争環境の変化なども考慮して

評価し、その上で必要とされるのであれば、さらなる資金・人材の投入につなげていくこ

とも重要である。 
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