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[要 約] 

研究開発のアウトソーシング支援のための基盤構築の第 1 年度にあたり、わが国の研究

開発アウトソーシングとその支援活動の現状と今後の課題をまとめた。国内及び米国の研

究開発をアウトソーシングする側と、受託する側、およびこれを支援する側の 37 企業・機

関へのヒアリング結果と、国内外の研究開発アウトソーシング支援企業・機関のウェブサ

イト 104 サイトの調査結果を基にわが国の研究開発アウトソーシングとその支援活動の現

状と、今後、アウトソーシングが幅広くかつ効率的に行われることを支援するための提言

を整理すると共に 2年目に向けての課題を整理した。 

 

第 1 章 全体概要 

1.1 調査の背景と目的 

経済のグローバル化に伴い、絶え間ないイノベーションとその加速化が求められている

中、わが国の企業においても自社にはない技術領域の研究テーマや、応用化開発の一部で

アウトソーシングが必要であるとの考えが増えてきており、今後益々その必要性が増すと

考えられている。産学あるいは産官での共同研究は増加しているものの、製造業から研究

開発サービス業への研究開発のアウトソーシングは、まだ端緒についたばかりである。 

研究開発アウトソーシングの拡大を阻む要因として、研究開発のアウトソーシングを受

託する企業が少ないこと、研究開発サービス業は、中小規模の企業や新しく事業を始めた

企業も多いため、認知度、信用度が低いこと、などが指摘されている。また、研究開発に

ついての情報は、企業にとって極めて機密性の高い情報であることもアウトソーシングを

阻害していると言われている。したがって、研究開発サービス業（受注側）の適切かつ詳

細な情報が研究開発を行う企業（発注側）に伝わり、また発注側の要求内容が機密性を確

保された状態で受注側に正確に伝わるような「場」を創設することが強く求められている。

以上のような状況に鑑み、本事業では、研究開発アウトソーシングが幅広くかつ効率的に

行われることを支援するために必要な基盤（「場」）の望ましい形態および要件についての

調査・検討を行い、その結果に基づいて試行的な基盤構築を検討することを目的とする。 

 

1.2 調査内容、調査方法 
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 本年度は、わが国の研究開発アウトソーシングとその支援活動の現状と今後の課題を調

査するため、研究開発をアウトソーシングする側の企業から 4名、研究開発、或いはその

一部を受託する側の企業から 3名、民間シンクタンクから 1名の方々に委員を委嘱し、(社)

研究産業協会内に「研究開発アウトソーシング支援基盤構築検討委員会」を立ち上げた。 

 検討委員会は、7 回実施され、研究開発アウトソーシング及び、その支援基盤について

の現状、課題、あるべき姿について、ヒアリングすべき企業・機関の選定、ヒアリング内

容の検討が行われた。国内 32 企業・機関、米国 5企業・機関を分担訪問し、ヒアリング結

果を整理すると共に、国内を中心に、一部海外を含め、ウェブサイト 104 サイトについて

調査を行い、その特徴を整理した。これらの調査結果を基に、わが国の研究開発アウトソ

ーシングとその支援活動の現状と今後の課題について検討し、まとめを行った。 

 

1.3 調査結果の概要 

今回の米国での調査の結果、研究開発アウトソーシングを、Ⅰ型（外部技術活用、Exploit

型）と、Ⅱ型（革新技術研究、Explore 型）に区別して考えると良いことが分かった。今

後の継続的な技術競争力を確保するためには特にⅡ型の研究開発アウトソーシングの発展

が重要と思われる。 

しかし、研究開発をアウトソーシングする側の大企業からのヒアリングの結果、大学や

公的機関などとの産学官連携や、一部の製造業で始まっているⅠ型アウトソーシングを除

くと、Ⅱ型研究開発アウトソーシングは、まだほとんど活用されていない。現時点では、

Ⅱ型研究開発アウトソーシングを幅広く取り入れようという機運を更に高めるために、ア

ウトソーシングの成功事例の発表や、公的機関が有する情報の横断的利用を可能とする場

や、大企業側から必要とする技術内容情報を発信する場の創設、およびマッチングを仲介

する「目利きエンジニア」の継続的な創出が必要と思われる。また、今後大量に排出され

る大企業の研究者 OB を目利きエンジニアに養成し活用することも期待される。 

一方、アウトソーシングの受け皿として期待される、R&D ベンチャー企業や先端的中小

企業については、今回の調査では不十分であり、ベンチャー育成への支援のあり方や先端

的中小企業の情報収集方法などについては今後の調査が必要と考える。 

また、大企業の中核技術の研究開発を産学官が相互に一体感を持って連携できるための 

施策についても今後調査検討が必要であろう。 

 

第 2 章 わが国における研究開発アウトソーシングの現状と課題 

2.1 研究開発のアウトソーシング 
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 今回、研究開発アウトソーシングの受け皿としては、幅広く捕らえ、R&D 受託企業、検

査分析会社の他に、大学、公的研究機関、先端的中小企業、R&D ベンチャー企業も同列で

扱う一方、ソフト開発、技術動向調査、コンサルタント会社は、調査対象から外した。 

 また、本報告書の中で、現状分析や、課題の抽出、提言を行う場合、研究開発アウトソ

ーシングを下記の 2種類に分類して整理した。なお、本分類は米国調査で得たものである。 

① 外部技術活用型(Exploit 型)：本報告書ではⅠ型と表記する。 

② 革新技術研究型(Explore 型)：本報告書ではⅡ型と表記する。 

 

2.2 大企業の研究開発アウトソーシングに対する意識、取組みと課題 

(1)大企業の研究開発アウトソーシングの現状と課題 

今回、調査した大企業 10 社は、研究開発のアウトシーシングを行っている。 

上記Ⅱ型アウトソーシングでは、先端的・将来的シーズの獲得・育成の効率化、スピー

ドアップを、またⅠ型アウトソーシングでは、製品開発の効率化、スピードアップ、リス

ク分散、費用対効果の向上を目指す一方で、技術蓄積、研究者育成、長期的技術戦略との

整合が保ちにくいなどの課題がある。その克服のために、テーマの選定、進捗管理、成果

管理、コミュニケーション、社内社員のモチベーション管理、評価方法や、成果の社内へ

の取り込み方法等の明確化、アウトソーシング先やシーズの探索・評価方法、産学連携等

における契約管理・運営管理などさまざまな取組みが行われている。 

(2)研究開発アウトソーシングの受託側の具備すべき要件、受託側への要望希望 

受託側企業に対しては、魅力ある技術を持つこと、目に見える成果を出していること、

費用対効果が高く、秘密保持の確実性が高いことを求めている。 

国内の大学に対しては、研究開発スピード及びマネジメントの点を課題に挙げる一方、

知的財産確保については、全般的に改善されてきているとの意見が聞かれた。 

公的研究機関に対しては、シーズ情報の発信に対する改善が求められている。 

 海外の大学へのアウトソーシングは、費用や知財権の帰属の問題や情報管理レベル等を

考慮して、対象の国や大学、アウトソーシングする内容が選択されている。 

(3)研究開発アウトソーシング支援企業・機関の具備すべき要件、要望 

 アウトソーシング支援企業を活用している大企業は、膨大なデータベースの中から連携

相手候補を紹介する点、専門分野以外の領域での情報収集力、テーマの切り出し方、募集

の可否、募集方法などのアドバイス、募集時の匿名性などを高く評価している。一方、コ

ア技術周辺の重要課題では、既に把握している以上の情報が得られない場合が多いとの指

摘や、大学とのシーズ育成や学会活動を通じての情報獲得を重視する企業もあった。また、
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国の機関等による研究開発アウトソーシング支援サービスを求める意見も聞かれた。 

(4) 企業間連携について 

大企業間の連携は、お互いが連携により Win-Win の関係にあり、連携により製品化のス

ピードアップが図れる場合は、積極的な連携が図られている。連携の場としては、国プロ・

研究組合・IMEC のような場が活用されており、これらの多様な場とそれを支援する仕組み

の充実が求められている。 

ベンチャー企業の活用の評価は、企業により異なり、(2)で示した要件を満たした企業へ

アウトソーシングした企業は、その効果を評価している。しかし、わが国におけるベンチ

ャーを取り巻く環境は厳しく、ベンチャーへの支援は十分な状況にはないとの認識がある。 

 中小企業との連携ではコミュニケーションがとりやすいことが利点であり、ターゲット

が明確な技術開発、ピンポイント的な技術開発については中小企業を利用することもある。 

(5)研究開発アウトソーシングを支援する「場」の必要性、あるべき姿、課題、提言 

調査したすべての大企業が産学官等の連携を推進する窓口を有しているが、技術やパー

トナーの良し悪しを判断したり、アウトソースするテーマを切り出したりする目利きに対

するスキルアップと組織能力の向上が課題であるとしている。 

企業外部とのマッチングをする前の情報が不足しており、また情報はあってもアップデ

ートされていない等の指摘がある。特に、大学からのシーズ情報の発信に対する要望は強

い。また、研究開発では特に学会に出てこない中小企業やベンチャーとの出会いの場がな

く、彼らに関する情報提供の場に対する期待があった。 

Ⅰ型アウトソーシングのマッチングビジネスモデルは確立しているが、特定の技術分野

での、信頼性と機密保持に優れた精度の高いマッチング支援を必要とする意見は多い。 

 

2.3 研究開発受託企業の現状と課題 

(1)先端的中小企業、R&D ベンチャー企業について 

 連携成功の要件として、発注側と受託側双方の情報共有化、成功ステップ毎の有償開発

など資金面での配慮、大手企業の迅速な意思決定などが必要とされている。 

 特に、国内 VC の投融資額が大幅に減少している中、（株）産業革新機構による支援や、

税制優遇など、国の支援策が期待されている。また、株式上場以降の新興企業支援策や、

即戦力となる研究開発人材確保のため、人材流動化促進策の検討が必要とされている。 

 また、自社技術の新たな適用先企業との出会いの場や、広範囲の事業分野の企業に効率

的に技術を紹介できる場などが必要とされている。また、自社技術をマーケットにつなげ

る最適な提携先企業の選定ができる技術・市場の目利き、専門家が必要とされている。 
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(2)R&D 受託会社について 

わが国において研究開発の受託を主業務として活動している企業は極めて限られている。 

2.1 に示したⅡ型（Explore 型）の受託研究企業は、主に国内企業から受託しており、応

用研究に関する知識と経験、あらゆる規模の企業に対するコンサルタント能力が要求され

る一方で、契約以降に発生した知的財産権は発注者側に帰属させる場合も多いようである。 

また、高い機密性が求められ、これを維持できることが重要な要件となっている。 

海外に主拠点をおく研究受託機関の日本事務所から入手した資料によれば、本体の事業

規模は、国内受託企業・機関に比べて桁違いに大きく、母体は非営利組織で、長期的な視

点から運営されている。米国では国立の研究機関などからの委託研究や研究所運営委託な

ども一般的であるが、日本では国レベルの研究委託を研究開発受託企業が受けても事業と

して成立し難い状況にある。 

 また、R&D 受託会社からは、発注側企業に対する研究開発アウトソーシング推進のメリ

ットなどの啓蒙や広報、事業化へのコンサルティングなどの支援機能を求める声があった。   

一方で、新たな企業が研究サービス産業に参加できるしくみづくりが求められている。

このためには、支援組織や受託研究組織は非営利団体が望ましいという意見もあった。 

(3)検査・分析会社について 

 検査・分析会社は、研究受託会社の業務に最も近い位置にある企業と考えられる。しか

し、受託する業務範囲は、各企業で異なる。今後、受託研究への対応も検討する可能性が

あると考えられている企業では、独自のコア技術や高い技術レベルを持つことや、契約に

おける秘密保持契約や知的財産権などの権利の確保、あるいは研究マネジメントができる

人材の確保などが課題であると認識されている。一方、研究開発アウトソーシングを支援

する基盤「場」の構築は、ハードルが高いが必要であると認識され、その運用については、

単なる企業の紹介の場ではなく公平性や機密性を保持しながら情報交換が出来ることや、

認定を受けた OB の有効活用など具体的な対応策についても意見が出された。 

 

2.4 わが国における研究開発アウトソーシング支援基盤の現状と課題 

(1)研究開発アウトソーシング支援基盤の現状 

 調査した支援企業・機関の運用形態は、2.1 で述べたⅠ型（外部技術活用型＝Exploit

型）研究開発のマッチングを支援するものがほとんどであり、Ⅱ型（革新技術研究型＝

Explore 型）研究開発のためのアウトソーシング支援機関は一部に限られる。 

アウトソーシング支援企業・機関がマッチングに成功するためには、多様なニーズ、シ

ーズ、研究者、開発者、研究内容などのデータベースをいかに多く、具体的に集められる
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かが重要である。また、マッチングの際に、その可能性、要求技術の内容を精査し、問題

点を明確にしたりする、コーディネーターの役割が大きく、その力量がマッチング成功の

大きな要素になっている場合が多い。今後、こうしたマッチング成功の工夫をする支援企

業・機関の活動が期待される。 

アウトソーシング支援企業・機構の財産である「個別情報」は厳重に管理されている。

依頼元に対しては社名等の匿名性の確保が、受託側に対しては保有技術や開発中の技術に

対する機密保持が、十分なレベルで行われている。 

(2)研究開発アウトソーシング支援基盤の課題 

 今後、研究開発アウトソーシングが幅広くかつ効率的に行われるためには、Ⅱ型研究開

発アウトソーシングをいかに支援するかが重要であり、支援企業・機関は、コーディネー

ターとして熱意を持った、質の高い、OB を継続的に確保することが必要である。 

その一方で、発注側である大企業においても、成果が不確実な研究開発をアウトソーシ

ングすることにより、研究開発費は固定費から変動費に変わるとの意識改革により、研究

開発を積極的にアウトソーシングする必要がある。また、これに伴い受託する側の R&D 受

託企業や R&D ベンチャー企業は、仕事が増減するというリスクを背負うことになるため、

今後は、そのようなリスクを考慮した発注価格体系の検討も必要である。 

更に新たな R&D 受託企業や R&D ベンチャー企業の育成も課題である。 

 

第 3 章 米国における研究開発アウトソーシングとその支援サービスの現状 

3.1 米国における研究開発アウトソーシングの現状 

 米国では研究開発アウトソーシングを、外部技術活用型(Exploit 型)（本報告書ではⅠ

型と表記）と、革新技術研究型(Explore 型)（本報告書ではⅡ型と表記）の 2 種類に分類

している。この分類はわが国のアウトソーシング基盤支援を考える上でも有効と思われる。 

Ⅰ型（外部技術活用型）アウントソーシングは、1980 年代後半から米国内での企業間連

携が行われ始め、2000 年以降、インターネットを利用して、それぞれ独自の技術提供者の

巨大なデータベースを所有し、アウトソーシング先を紹介するビジネスを行なっている企

業が出現している。近年になって、米国のマッチング・ビジネスを行う会社が、日本に支

社を設立して国内でのビジネスを展開し始めている。 

Ⅱ型（革新技術研究型）アウトソーシングの主流は産学連携、産官連携やベンチャー企

業の活用である。産学連携は着実に浸透しているが、大学と企業との考え方や、開発スケ

ジュールの時間的感覚の相違などの問題を解決する対策のひとつとして、NSF（National 

Science Foundation）の予算により、大学教員と企業研究者との共同ワークショップが始
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められている。また、大学と州政府、自治体、地元企業が共に大学発のベンチャーを育て

る試みも始まっている。一方、企業間のⅡ型（革新技術研究型）アウトソーシングは、米

国でもまだこれからと言った状況である。製造業の研究部門の団体である IRI では、会員

に共通する「オープンイノベーションの推進ツールの整備」といったテーマでの活動を始

めており、研究開発でのアウトソーシングへの努力がなされている。 

 

3.2 米国における研究開発アウトソーシング支援の現状 

 米国では、Ⅰ型（外部技術活用型）の研究開発アウトソーシング先を紹介する民間企業

が、アウトソーシング先となる候補リストを精力的に作成し、活動しているため、学協会

などで同様なマッチング、紹介はせず、民間企業を使うとの認識が固まりつつある。 

 一方、Ⅱ型（革新技術研究型）のアウトソーシング支援は、IRI などが、オープンイノ

ベーションの成功事例の PR や、CTO フォーラムなどでの企業同士の出会いの場の提供や、

オープンイノベーション推進のためのガイドライン、ツールの作成、アライアンスのため

のマネジメントツールの作成などを行っている。なお、米国では、ベンチャー企業の育成

などを除くと、国が関与してアウトソーシングを推進していることはないと思われる。 

 

第 4 章 わが国の研究開発アウトソーシング支援基盤のあるべき姿 

4.1 Ⅰ型（外部技術活用型）アウトソーシング支援基盤について 

 わが国の産業基盤を支えている中小企業が発注側として開発の一部をアウトソーシング

する場合も考えると、民間のマッチングビジネスだけでなく、学協会、公的研究機関、各

地の自治体や NPO などによるマッチング活動を活性化することが重要と考える。Ⅰ型アウ

トソーシング支援基盤の構成要素としては、下記の 5点が必要と考えられる。 

①広範囲な分野でのアウトソーシング先データベース構築と継続的なアップデート 

②発注側の要求内容を技術要素に分解し、技術提供者を見極められる目利き技術者 

③発注側、受託側とフェイストゥフェイスの打合せを可能とする体制 

④守秘義務、成果の帰属問題などについての相互の契約の標準パターンの作成 

⑤マッチング紹介後のフォローを可能とする陣容 

 

4.2 Ⅱ型（革新技術研究型）アウトソーシング支援基盤について 

 Ⅱ型のアウトソーシング支援基盤の必要な構成要素と課題は、下記の 5点が考えられる。 

①成功事例発表、表彰の場設定によるアウトソーシング奨励、推進 

②発注側と受託側とが情報を共有化しうる組織、体制（特に発注側が情報発信する場） 
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③技術的課題、目標レベルなどを調整可能な目利きエンジニアの存在とその育成 

④守秘義務、成果の帰属問題などについての相互の契約の標準パターンの作成 

⑤R＆D受託会社の拡充、先端的中小企業の力の活用、ベンチャー会社の育成 

 

第 5 章 まとめと今後の課題 

 国内、米国の 37 企業・機関へのヒアリングと国内外の研究開発アウトソーシング支援企

業・機関の 104 のウェブサイトを調査し、得られた大量のデータから以下の結論と今後の

課題が明らかになった。 

 

5.1 調査の結論 

 (1)研究開発アウトソーシングは、下記の 2種類に分類できることが分かり、アウトソー

シングの現状や課題、今後の支援の場などについてもこの区別で整理することとした。 

① 外部技術活用型(Exploit 型)：本報告書ではⅠ型と表記する。 

② 革新技術研究型(Explore 型)：本報告書ではⅡ型と表記する。 

(2)わが国では、従来外部との研究開発は、産学連携や国プロでの連携が主体であり、最近

研究開発アウトソーシングの積極的活用の必要性が認識されてきている。しかし、その

活用はⅠ型で始まったばかりであり、Ⅱ型ではまだこれからの段階である。アウトソー

シングする側の大企業も、また受託する側の企業、産学官連携における大学や公的研究

機関も、研究開発アウトソーシングを推進する上での種々の問題点を抱えていることが

判明した。一方米国ではⅠ型のアウトソーシングのマッチングは、既にビジネスモデル

が確立しつつあり、Ⅱ型のアウトソーシングについては、主流は産学連携と R&D ベンチ

ャー活用であり、その両方をさらに拡大するためのプロジェクトが進行中である。 

(3)従って、今の段階でわが国ができうる対策を打っていかないと、ソフトウェアの分野で

米国西海岸のベンチャーに太刀打ちできなくなったことと似たような事態が、製造業で

も危惧されると言っても過言ではなかろう。 

(4)Ⅰ型およびⅡ型共通のアウトソーシング支援（場）について、下記を提言する。 

 ①成功事例を発表できる場、成功や失敗事例に学ぶ場を創設。 

 ②アウトソーシングの契約関係の標準化 

 ③中小企業のアウトソーシングを支援する公的機関での目利きエンジニアの継続的確保 

 ④各公的機関が保有する、人脈、技術情報の共有の核となる機関の設定 

(5)Ⅱ型（革新研究開発）アウトソーシング支援（場）について下記を提言する。 

 ①アウトソーシシングの受け皿として R&D ベンチャー企業を育成する。 
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 ②（株）産業革新機構による大企業と R&D ベンチャー企業の連携支援 

 ③大企業と先端的中小企業のマッチングとそれを支える目利きエンジニアの継続的確保 

 ④大企業側からアウトソーシングに関する情報の発信 

 ⑤（株）産業革新機構に産学相互の時間感覚のズレを修正するための訓練の場を設置 

(6)現時点では、Ⅱ型アウトソーシングを進展させる機運を醸成すべく、周辺条件を整える

ことが重要である。その中でも特に大企業の研究者 OB に、中小企業やベンチャーの目線を

研修で習得させ、マッチング成否の鍵を握る目利きエンジニアを育成することによって、

その継続的確保の一助とすることを提言する。 

 

5.2 今後の課題 

(1)今回の調査の結果、今後追加すべき調査項目は、下記の通りと考える。 

①Ⅱ型アウトソーシング受け皿としての先端的中小企業の情報入手方法の調査 

②Ⅱ型アウトソーシング受け皿の選定方法調査 

③R&D ベンチャー企業の現状とその支援策および育成の実態の調査 

④米国の R&D ベンチャー企業支援策の調査 

(2)今後、アウトソーシング支援の場の具体化に向け、各公的機関が保有する情報の横断的

連携の場、アウトソーシング成功事例公表の場、大企業の情報発信の場、目利きエンジニ

ア育成の場などについて実現するための方策を検討する必要がある。 

 

第 6 章 参考資料 

6.1 国内訪問調査結果個表 

今年度訪問した国内 32 企業・機関のヒアリング結果を個別に表にまとめた。 

 

6.2 研究開発アウトソーシング支援機関のサービス内容に関する調査結果 

 国内及び一部海外の研究開発アウトソーシング支援企業・機関ウェブサイト 104 サイト

を調査した結果を整理し、各サイトの個別調査結果表をまとめた。 

 

 

        この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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