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[要 約] 

 グローバルな技術開発競争の中、世界各国で国家プロジェクトや産学連携が推進されて

いる。シンガポール、フランス、ベルギー、アメリカにおいても、産学官が連携し研究開

発拠点が設置され、革新的な技術開発が行われている。 

我が国においては、新エネルギー・産業技術総合開発機構によるプロジェクトや科学技

術振興機構による様々な産学官連携が実施されている。しかし海外の国家プロジェクトと

比較すると、我が国においては海外との連携不足が課題である。我が国産業の国際競争力

の維持・強化のためには、将来を見据えた資金・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と資源投入に対する評価システムを組み込むことが必要

である。 

 

1. はじめに 

1.1 調査の目的 

 グローバルな競争の中、我が国においては科学技術開発の推進が求められており、国家

プロジェクト及び産学官連携の果たす役割が期待されている。本調査は、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する。 

 

1.2 調査の方法 

 本調査では、文献調査及び欧米及びアジアにおける現地調査を通じて、海外における国

家プロジェクトの動向や産学官連携の実態を把握し、我が国の事例との比較検証を行った。 
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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。 

 

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ス市において、カソリック大学の半

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。 

 

（２）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、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、フランスの産学官連携活

動である「世界的な競争力拠点（クラスター）」の一つである Minalogic の活動拠点とな

っている。 

 

（３）米国：CNSE Albany 
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 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。 

 

（４）シンガポール：Fusionopolis 

 シンガポールでは、シンガポール科学技術研究局（A*STAR）の科学工学研究協議会

（SERC）傘下の 7 つの国立研究所を集約した研究開発拠点「Fusionopolis」の整備が進

められており、2008 年に一部が竣工した。シンガポール国立大学、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」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。国内企業への技術向上を目指すシ

ンガポール科学技術研究局により、国立研究所や大学と海外の大手企業、国内企業が参加

する共同研究プロジェクトが企画・運営されている。 

 

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。また、Interreg には地域間協力の範囲に応じて、A（Cross-border 

Cooperation）、B（Transnational Cooperation）及び C（Interregional Cooperation）の

3 種がある。 

 

（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、

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。 
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（３）プロジェクトの例 

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の例として、英、仏、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) 、

英国とアイルランドの間で実施された Optronics Project がある。前者は既存の産学連携

ネットワークの強化拡大を目的として実施され、大企業を中心に成果を上げた。後者はオ

プトエレクトロニクスを利用した製造技術向上を目的として実施され、多数の参加企業に

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。 

 

2.2.2 フランス 

（１）フランスの国家プロジェクト政策 

 フランスでは、2004 年に企業の競争力強化、雇用創出、地域活性化を目的として策定さ

れた産業競争力拠点（クラスター）政策が発表された。この政策に基づき、産業競争力拠

点として認定された拠点に対して、環境整備や研究開発の支援が実施されている。産業競

争力拠点は、「世界的な競争力拠点」、「国際志向の競争力拠点」、「競争力拠点」の 3 つに

分類される。 

 

（２）国家プロジェクトの実施体制 

 競争力拠点政策を管轄する省庁は、競争・産業・サービス総局（Direction générale de la 

compétitivité, de l’industrie et des services：DGCIS）である。また、2007 年から 2008

年の間、外部コンサルタントによって産業競争力拠点に対する評価が行われ、この評価に

基づき、現在は産業競争力拠点の第二フェーズが実施されている。 

 

（３）産学官連携の状況 

 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

いう結果がでており、特に中小企業が積極的に参加している。 

 また、国際的な活動を展開しているフランスの機関も産業競争力拠点に参加している。 

 

（４）国家プロジェクトの例 

 航空関連の国際競争力拠点のアエロスペース・バレーでは、大企業も参加した航空関連

の研究開発を実施している。 

 自動車関連では、国際志向の競争力拠点であるモヴェオが、環境に配慮した自動車や公

共輸送の開発を目指して研究開発を行っている。 
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 競争力拠点として、機械産業の拠点であるヴィアメカがエンジニアリング、組立て部品

などのテーマで研究開発を実施している。 

 

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、イングランド島南東部のケンブリッジ大学

を中心とする所謂「シリコン・フェン」地域、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。 

 

（２）産学連携推進の実施体制 

 RDA を管轄する政策官庁は、かつては貿易産業省（DTI）であったが、現在は BIS

（Department for Business Innovation and Skills）の担当となっている。RDA は、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において中心的役

割を果たしており、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。 

 

（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、今日ではケンブリッジ大学におけるサイエンスパークの整備など大きな成果を挙げ

ている例が見られる。 

 

（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
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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。 

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。 

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 

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。 

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）。 

このように、スウェーデンでの産学連携は、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いながら推進されてきた。 

 

（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・
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バイオサイエンス（Stockholm BioScience）」の整備が進められている。 

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。 

 

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 

 我が国においては、戦後の産業技術推進に通商産業省によるプロジェクトが大きな役割

を果たしてきた。現在、経済産業省は新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO 技術

開発機構）等と協力し、産学官の専門家との協同により技術戦略マップを策定し、戦略的

な研究開発プロジェクト立案を目指している。 

 

（２）NEDO 技術開発機構による取り組み 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構は国家プロジェクトの運営を担当している。民間

のみで取り組むことが困難な実用化までに中長期の期間が必要で、かつリスクの高い技術

がテーマの研究開発をナショナルプロジェクトとして実施している。 

 

3.1.2 産学官連携 

（１）現在の産学官連携の状況 

 我が国では、産学官連携への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が目指されている。また、科学技術活動全般を支えるための、

研究施設、設備などの基盤整備など基盤の強化にも取り組んでいる。 

 

（２）JST による取り組み 

 科学技術振興機構（JST）においては、JST 自身がサービス提供を行う事業と企業によ
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る公募に対して支援を行う事業の二種類の産学連携の事業を実施している。それぞれの事

業について、様々なプログラムが設けられており、資源の最適化に配慮しつつ、産学官連

携を促進し、科学技術の振興を図っている。 

 

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 

 海外の国家プロジェクトと比較した我が国の国家プロジェクトの重大な課題として、分

散投資による資金・人材の散在と、知財の管理・活用システムの未整備を背景とした海外

との連携不足が挙げられる。また、我が国の研究開発費の約 8 割は民間企業が拠出してい

るため、景気の影響により我が国の技術開発の国際競争力が低下する懸念があること、先

端的なテーマに関する研究実績や技術をもった企業への集中的な研究開発投資が困難であ

ること等がある。 

 

4. 提言 

 

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我が国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。我が国では、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。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、我が国としての戦

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が重要である。 

 

4.1.2 社会における出口 

 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、

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という「社

会における出口」を念頭に置き、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。 

 

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 
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 技術の高度専門化・複雑化に伴い、一企業が研究や事業化の全てを一貫して行うことが

困難になる中、オープンイノベーションの重要性が指摘されている。今後、国家プロジェ

クトでは自社に無い技術を相互に相手から受け取って補完し合う「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 

 我が国の国家プロジェクトでは、海外の企業の参加はほとんどないが、今後「アウトバ

ウンド型」のオープンイノベーションを推進するにあたり、海外の知見を取り込むことが

必要となる。そのためには、知的財産の管理・活用等について規則や制度を整備していく

ことが必要である。 

 

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 

 資源投入に対して的確に評価・反映させる制度を、国家プロジェクトの企画立案・運営

の中に組み込むことが必要である。また、評価にあたっては、目標の達成のみならず、経

済・社会環境や競争環境の変化なども考慮することが重要である。 

 

  

       この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

http://ringring-keirin.jp 
 

 

 

                             


