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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に係わる調査

のテーマの一つとして社団法人研究産業協会に「機械工業における研究開発の

アウトソーシング支援のための基盤構築に関する調査」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２３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 

 

わが国は、製造業を中心とした産業に多くの科学者・技術者の研鑽や努力による優

れた技術力や技能を投入して経済発展してきた結果、わが国の機械産業技術は、世界

トップレベルの域に到達しております。しかしながら最近では、先進諸国が世界的経

済不況からの脱却に苦しむ中、中国などアジア近隣諸国では経済回復ばかりではなく、

産業技術レベルの向上も著しく、グローバル競争が激化しています。更にわが国では

少子高齢化などの急激な社会経済環境の変化、環境問題など、多くの課題に直面して

います。これらの課題を解決してわが国が今後とも世界をリードする技術大国として

高度な機械産業技術を維持し、持続可能な経済の発展を実現するためには、わが国が

誇ってきた、ものづくり力をさらに発展させて、高度で独創的で革新的な研究・開発

を加速することが求められております。 
このような状況に対処するために、わが国の企業においても自社には保有していない技

術領域の研究テーマや、あるいは応用開発の一部で自社保有技術レベルが十分でないと判

断された場合は、積極的に外部の資源を活用するアウトソーシングが必要となってきます。    

しかしながら、日本的な研究体制、情報管理、多様な人材の確保難などから、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ります。 
本事業は、社団法人日本機械工業連合会から受託して、研究開発を行う企業にとっ

て益々必要性が増加すると考えられる研究開発に関するアウトソーシングについて、

研究開発の受け皿企業、特にベンチャー企業の現状やその支援策を中心に、近年関心

が高まっているグリーンイノベーションに関係した環境ビジネスの事例も含めて調査

し、発注側と受注側の両者のニーズに対応した支援基盤についての検討を行うことを

目的としております。 
本調査研究の推進にあたり調査にご協力いただいた研究開発をアウトソーシングし

ている大企業、研究開発を受託する側の研究開発受託企業、中小企業、およびベンチ

ャー企業、ベンチャー企業や環境ビジネスを支援する企業・機関に厚くお礼申しあげ

ると共に、研究開発アウトソーシング支援基盤構築検討委員会の委員の皆様に深く感

謝申し上げます。この報告書が各位にとってご参考になれば幸いに存じます。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 研究産業協会 

会 長  庄  山  悦  彦  
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第 1 章 全体概要 
  
1.1 調査の背景と目的 
  

わが国が今後も継続的な経済成長を実現していくためには製造業、機械工業の安定的な

振興が不可欠である。近年、機械工業においてはグローバル競争の激化に伴い、製品、サ

ービスの開発から市場投入までの期間を短縮することが求められている。また、異分野の

技術を融合することによってより付加価値が高い製品、サービスの提供を行うことが必要

となっている。この状況に対処するためには、日本企業における研究開発／商品開発なら

びにそれに関わる業務のアウトソーシング、あるいは企業間の連携を促進することが必要

であり、それを支援する基盤（場）の構築を早急に検討することが極めて重要である。 

このような状況に鑑み、平成 21 年度の「機械工業における研究開発のアウトソーシン

グ支援のための基盤構築」において、アウトソーシングする側、受託する側、これを支援

する側のそれぞれの立場からヒアリング調査を行い、わが国のアウトソーシングとその支

援活動の現状と課題を調査するとともに、研究開発アウトソーシング支援基盤のあるべき

姿について検討した。米国調査の結果を参考に研究開発アウトソーシングを外部技術活用

型（Ⅰ型）と革新技術研究型（Ⅱ型）に区別して捉えると、わが国の技術競争力を確保す

るためには特にⅡ型アウトソーシングが重要であるが、わが国ではほとんど活用されてい

ない。 

研究開発アウトソーシングを推進する上で、研究開発を行う大手企業（以下、大手企業）

の開発自前主義の弊害に対する啓蒙が必要であるが、それ以上に重要な点は研究開発の受

け皿となる企業（以下、受け皿企業）の充実である。研究開発受託会社が僅かしかない現

状では、それを補完するものとして先端的な技術指向の中小企業（以下、先端的中小企業）

や研究開発型ベンチャー企業（以下、ベンチャー企業）の存在が重要となる。このなかで

もベンチャー企業に関する情報が少なく、その実態や支援策についての更に詳しい調査が

望まれている。 

また、世界中で環境問題への関心が高まる中、わが国は「グリーンイノベーションによ

る環境・エネルギー大国戦略」を掲げ、環境・エネルギー分野の技術革新を重要な成長戦

略と位置付けている。一方、欧米では、「クリーンテック」と呼ばれる環境分野のベンチャ

ー企業への投資が急増しており、その投資額はわが国に比較して桁違いに多い。わが国の

グリーンイノベーションを推進する上において、大企業がベンチャー企業を活用すること

も必要であり、この分野における欧米のベンチャー企業の現状や支援制度を調査し、比較

検討することも重要と考えられる。 

 以上のような状況に鑑み、研究開発を行う企業にとって益々必要性が増加すると考えら

れる研究開発に関するアウトソーシングについて、受け皿企業、特にベンチャー企業の実

態やその支援策を中心に、近年関心が高まっているグリーンイノベーション領域の具体的

事例も含めて調査し、発注側と受注側の両者のニーズに対応した支援基盤についての検討

を行うことを目的とした。 
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1.2 調査内容、調査方法 
 

研究開発のアウトソーシング活性化の重要な因子である受け皿企業、特にベンチャー企

業について、わが国の実態やその支援策を調査するとともに、ベンチャー企業先進国であ

る米国や民間主導の官民連携が多い欧州についても調査し、比較検討を通じてわが国の参

考となる施策等について調査した。調査は、グリーンイノベーションに関連したわが国や

欧米の環境ビジネスの研究開発のアウトソーシングにも重点を置いて実施した。次に、研

究開発のアウトソーシング支援基盤の具体的な提案に向け、今年度の調査結果及び平成 21

年度における検討結果に基づいて支援基盤の具体策を提言の形にまとめ、その効果や阻害

要因などの課題も調査し、発注側と受注側の両者のニーズに対応した支援基盤についての

検討を行った。 

 

1.2.1 方法 
製造業研究開発部門、研究開発受託サービス企業、検査分析サービス企業、民間調査機

関の有識者からなる「研究開発アウトソーシング支援基盤検討委員会」を設置し、以下の

方法で調査を行った。  

 

（1）ヒアリング先と調査内容の検討 
研究開発アウトソーシングの受け皿としての機能を有する企業（受け皿企業）、特にベ

ンチャー企業の情報入手方法を検討し、受け皿企業やベンチャー企業について現状や支援

策を把握するためのヒアリング調査先を検討するとともに、調査内容を検討した。 

 

（2）受け皿企業やベンチャー企業に関するヒアリング調査 
上記（1）の検討を受けて、受け皿企業やベンチャー企業を訪問し、その現状や課題に

ついてのヒアリング調査を行った。また、環境・エネルギー分野の注目企業も訪問し、こ

の分野の研究開発アウトソーシングの状況も調査した。さらに、公的機関やベンチャーキ

ャピタルなどのベンチャー企業支援機関や環境ビジネスの支援機関も訪問し、研究開発ア

ウトソーシングの受け皿として期待されるベンチャー企業等に対する支援策および育成の

実態も調査した。 

 

（3）環境分野を中心とした海外のアウトソーシングや支援策に関する調査 
環境・エネルギー分野を中心に米国や欧州（ドイツなど）における研究開発アウトソー

シングやベンチャー企業支援の現状を調査するため、環境分野の注目企業、ベンチャー企

業、支援組織等を訪問し、欧米の実態やわが国の参考となる施策等について調査した。 

 

（4）支援基盤についての具体的提案に向けた検討 
（1）～（3）の調査を受けて、研究開発のアウトソーシング活性化のための方策（支援

基盤）について、発注側と受注側のニーズも踏まえた検討を行った。 

 

 

－2－



1.2.2 検討委員会の開催 
 検討委員会は、表 1.2.1 に示す通り、6 回開催し、国内外のヒアリング調査の訪問先や調

査内容を検討するとともに、調査結果を基に支援基盤についての検討を行い、研究開発ア

ウトソーシング活性化に向けた提言をまとめた。 

 

    表 1.2.1 研究開発アウトソーシング支援基盤検討委員会開催状況 

検討委員会  開催日 内   容  

第 1 回 
検討委員会  

H22 年 8 月 31 日 
・事業計画説明 
・活動内容及びスケジュールについての討議  

第 2 回 
検討委員会  

H22 年 9 月 14 日 
 

・ヒアリング調査の訪問先や調査内容について

討議し、調査の分担を決定 
第 3 回 
検討委員会  

H22 年 10 月 7 日 
・国内ヒアリング調査の訪問先を決定 
・欧米の訪問調査の計画を決定 

第 4 回 
検討委員会  

H22 年 12 月 2 日 
・国内のヒアリング調査結果の報告と討議 
・欧米の訪問調査の結果の報告と討議 

第 5 回 
検討委員会  

H23 年  1 月 20 日 
・国内ヒアリング調査結果のまとめ 
・研究開発アウトソーシング活性化の提案絞り

込み 
第 6 回 
検討委員会  

H23 年  2 月 17 日 
・報告書原稿の確認と討議 
 

 

1.2.3 ヒアリング調査の実施 

 研究開発アウトソーシングの受け皿企業、特にベンチャー企業の実態やその支援策、国

内外の環境ビジネスにおける研究開発アウトソーシングの現状と課題を調査するため、必

要と考えられる企業・機関を抽出し、ヒアリング受け入れ諾否を確認して、表 1.2.2 に示

す国内 25 企業・機関、欧米 17 企業・機関の合計 42 企業・機関についてヒアリング調査を

実施した。ヒアリング調査内容は委員会にて検討し、委員と事務局が分担してヒアリング

調査を実施した。 

 

表 1.2.2 ヒアリング調査を実施した企業・機関数 

ヒアリング訪問先 企業・機関数

研究開発の受け皿企業、ベンチャー企業 8 

環境ビジネスのプレーヤ 8 国内 

ベンチャー支援機関・企業、環境ビジネスの支援機関 9 

米国 環境系のベンチャー企業、ベンチャー支援機関、大手企業 9 

欧州 環境ビジネスの支援機関、プレーヤ 8 

合      計 42 
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1.3 調査結果の概要 
研究開発アウトソーシングの活性化に向けた課題と「場」などの今後の取組みについて、

広範囲な視点から調査すべく、研究開発受託企業、ベンチャー企業、支援機関や、商社な

どにヒアリングを行った。大手企業がコア技術は自前主義で貫くとしても周辺技術などで

アウトソーシングを活用するという考え方は少しずつ出てきているが、具体的に広がって

いるとは思えない。アウトソーシングの重要性の認識を広げるには、大手企業でのアウト

ソーシングの成功事例の公表を少しずつ限定された中でも進めること、中小企業基盤整備

機構で行われているような大企業のニーズ主導でのマッチングの場を広げることなどを推

進すべきである。さらに、アウトソーシングの主たる受け皿である研究開発受託会社の重

要性、国の技術開発方針の中で、その重要性を明確にすることで、いろいろな局面での研

究開発アウトソーシングへの支援が可能になろう。 

ベンチャー企業は、大手企業の研究開発アウトソーシングの受け皿として、研究開発

受託会社のような形では機能していないが、ベンチャー企業の生み出した革新的な新技

術が大手企業の新製品／システムの重要な部品として活用されたり、大手企業にライセ

ンスされたり、あるいはM＆Aによって技術が引き継がれることを考えると、研究開発の

アウトソーシングの視点からのベンチャー企業の役割と必要性が明確になる。新しいビジ

ネスコアの創出ひいてはベンチャー企業の創出につながる活動を期待するためには、産総

研などの公共研究機関が核としての役割を担うことも必要で、コーディネータとなりうる

人材は民間企業との人材交流により生み出すことを提案したい。また、ベンチャー企業の

育成には継ぎ目のない開発資金と経営支援が必要であるが、NEDOなどからの国の開発資

金が段階的に長期にわたって出されるような運営方法の検討、産業革新機構の支援策の充

実、広範囲なマーケティング情報を有する総合商社との連携などが期待される。ベンチャ

ー企業を将来技術として積極的に支援していこうとする大手企業の取組みとして、コーポ

レート・ベンチャーキャピタル（以下、CVC）の活動が始まっている。CVCの活動がわが

国のベンチャー企業育成に大きな意味をもつことを考え、CVCの活性化が今後の課題であ

る。 

近年の研究開発分野として注目される環境ビジネス分野について、アウトソーシングの

活用やベンチャー企業の動向などについて欧米を中心に調査した。環境ビジネスでは、単

品の製品ではなくシステムとしての製品化が必要とされ、そのため複数の大手企業や部分

的な先端技術を有するベンチャー企業などを含めたアライアンスの形成が重要施策である。

既にわが国でもアライアンス形成の動きはあるが、欧州でみられるような公共研究機関を

核とした具体的な研究開発の拡充を推進すべきである。環境ビジネス分野でのベンチャー

企業への投資は減少傾向にあると言われるが、米国では依然多くのベンチャー企業が生ま

れており、キーとなる革新技術がベンチャー企業から生まれることもまだまだ期待されて

いる。 

本年度の報告に記載した今後への提案を具体化するためには、国にたいして提案するこ

とも必要であるが、大手企業の研究部門が会員となっている研究産業協会などの団体にお

いて、小さい規模からでも具体的な動きを進めることが必要である。 
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第 2 章 研究開発アウトソーシングの受け皿およびその支援の現状と課題

  
2.1 わが国の研究開発アウトソーシングの受け皿企業の現状と課題 

 

研究開発の一部を外部に委託（アウトソーシング）することによって、研究開発のスピ

ードアップ、及び研究開発のシーズ増強が図られている1。もともと研究開発実施の目的は

その成果を使って新たな製品やサービスを生み出し事業へ貢献することにあるので、研究

開発そのものの成果を生み出すことだけでなくビジネス全体の成功に向けたアウトソーシ

ングと捉えることがより実態に即していると考えられる。 

昨年度調査では、研究開発アウトソーシング受け皿企業として研究受託、検査分析、試

作加工、技術仲介などの企業について調査を実施した2。アウトソーシングを活用し、わが

国企業の研究開発活動を活発化するためには、先端的な研究開発受託企業（報告書ではⅡ

型に分類）がわが国には少なく、一方、米国ではベンチャー企業が先端的研究開発分野で

大きな担い手となっていると考えられ、ベンチャー企業の視点が必要、などの結果が得ら

れた。今年度は、先端的な研究開発受託企業を中心とした受け皿企業の現状と課題を把握

することを目的とし、深堀調査を実施した。ベンチャー企業についても、大手企業が直接

ベンチャー企業へ投資（CVC）する際に、ビジネス展開のための新技術シードとして活用

することを想定する場合もあり、ベンチャー企業も大手企業への事業売却（M&A）をその

重要な出口として捉えるといった状況が生まれている。これらを考慮してベンチャー企業

は、大手企業の研究開発アウトソーシング先としての視点で調査した。 

調査を進めるにつれ、ベンチャー企業などの有する研究開発成果はベンチャー企業側か

ら大手企業に結びつけることは容易ではなく、研究開発成果のビジネス化を支援する機能

が重要であるとの認識に至った。また、比較のためわが国の企業だけでなく、米国におけ

るベンチャー企業の技術のビジネス化（2.3 にて詳述）の状況とも対比し、ベンチャー企

業を含む研究開発受託企業が育ちにくい状況と課題について記述した。 

 

2.1.1 現状 
これまでの調査（平成 20 年度研究開発サービス業競争力強化3、平成 21 年度アウトソー

シング支援基盤の構築調査 2）で取り上げられている企業、Web 検索などによって調査し

た企業の中から研究開発受託を中心として事業を展開していると思われる企業（表 2.1.1）、

及び、研究開発型ベンチャー企業（日本ベンチャーキャピタル協会の実施したフォーラム4

の参加企業などの国内ベンチャーキャピタル（以下、VC）が評価している技術系ベンチャ

ー20 社など）を対象として現状を調査した。  

これらの企業の置かれている状況はさまざまであるが、共通していえるのは、技術開発

の視点だけではなくビジネスを継続するための経営に関する視点が重要であり、その巧拙

                             
1 研究産業協会、平成 21 年民間企業の研究開発動向に関する実態調査報告書 
2 日本機械工業連合会、平成 21 年度機械工業における研究開発のアウトソーシング支援の

ための基盤構築報告書 
3 経済産業省、平成 20 年度研究開発サービス業の生産性向上と競争力強化に関する調査  
4 アジアベンチャーキャピタルネットワーク 2010 
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によって事業環境が大きく影響されている点である。特にベンチャー企業については VC

などからの投資がその存立の基本であるが、現状では資金以外の経営に関するサポート（マ

ーケティングや財務などの業務）は必ずしも十分ではない。 

 ここでは今回実施した訪問調査の結果などから、活発に活動しユニークなサービスを提

供している研究開発受託企業の特徴と論点を示す。 

 

企業形態、特徴  論点  
大手企業が提供す

るシードをもとに

製品プロトを試作  

• 「非コア」新技術の新市場創造プロセス  
• 町のエジソン的アプローチ  
• 実践的な用途開発、新興国市場に向いた製品具体化  

大手企業の製造プ

ロセスに必須な周

辺技術を開発  

• ユニーク技術ベンチャーの進展  
• 産学連携でユニーク技術を発展させる  
• 大手企業ユーザーの先を読んで協業をいち早く開始す

る  
• 研究開発型企業に徹し優秀な学生を確保する  

大手企業の次々世

代向けシーズ探索

装置を開発  

• 企業の先端研究用装置を試作し先物研究のデータ取り

を支援  
• 強力な産学連携関係を活用し企業の研究開発ニーズを

把握して新技術のアイデア装置を提供  
中小企業のコンソ

ーシアムによるマ

ーケティング力、

提案力の強化  

• 物づくり中小企業の総合力  
• 一芸に秀でた中小企業（100 社以上）が自立・協調して

営業活動  
• 参加企業は互いにパートナーとなって受発注する  
• 発注側から見ると大きな受け皿に見える  

  

これらの企業の事例を中心として研究開発受託企業としてユニークな事業を展開してい

くために重要と思われる点を整理すると以下のようなことが挙げられる。 

 

（1）技術力の維持：産学による新たな知恵、人材の供給 
 上記の企業にとって技術力を維持することは第一の命題である。設立当初はそれなり

の技術力を有しているが、事業を継続するには次々に製品を生み出していく新たな知恵

を入れることが必要である。その一つの方法が産学連携である。好循環企業は有力な産

学連携のルートを有している場合が多い。 

 

（2）ベンチャー企業としての技術の割り切り：固有技術に絞り込む 
 ベンチャー企業である場合、研究的な要素を持ち続けることが却って弊害となる場合

がある。大学発ベンチャーの場合、ベンチャー企業を立ち上げた後も研究志向から抜け

切れず製品化と市場化が遅れビジネスとして頓挫する例が見られる。ベンチャーを企業

として成立させていくためには一日も早い市場化が必要である。そのためには自社技術

のカバーしている領域をできるだけ正確に把握し、ある程度のところで技術を見極める

ことも重要な戦略の一つである。VC の投資を受ける場合特にこの点が重要である。 
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（3）事業成長のための顧客開拓：大企業などの将来動向を読み込んだ技術戦略 
 技術だけでは経営は続けられない。企業として存立するためには大きな顧客をつかむ

ことがベストであるが、そうでなくとも何らかの製品を受け入れてくれる顧客があり、

それをつかむマーケッティングが重要である。ベンチャー企業などでは個別のネットワ

ークに乏しいこともあり、営業的なセンスを企業間連携などによって補うことも考えら

れる。 

  

2.1.2 課題 
 現状では研究開発受託を行う企業の数はベンチャー企業を加えても多くない。研究開発

受託企業が生まれ、活発な研究開発活動が実行される状況を作り出すための課題を特にベ

ンチャー企業を中心としてまとめると以下のとおりである。 

 

（1）成長の限界 
企業の持つ優れた技術を元手にしてビジネスを行うことから出発しているので、より大

きな市場、すなわち大量生産による規模拡大については課題がある。すなわち企業規模拡

大のためには製品を企業向けだけから一般消費者向けの量産品に広げることが必要である

場合が多い。ヒアリングした企業でも量産による規模拡大を検討したが、結果的に自社技

術の強みを失うことを懸念し断念した例があった。このことはわが国のベンチャー企業に

創業者意識が強いことと関連している。この傾向は技術力によってその存在を確保してい

るベンチャー企業で強く現れ、技術開発型ベンチャー企業において検討課題である。 

 

（2）研究開発受託企業が生まれにくい環境 
米国におけるベンチャー企業との比較からも明らかなとおり、わが国ではベンチャー企

業を支援する様々なリソースが用意されていない。米国では各リソースがベンチャー企業

の成長ステージに合わせて供給されている。これに比べわが国には資金供給をはじめとし

てほとんどのリソースを切れ目なく供給する環境がない。この理由の一つにベンチャー企

業を中心としたシステムの経済規模の違いがあげられる。例えば、VC やエンジェルによ

るベンチャー企業への年度ごとの投資額は米国では年度にもよるが１0 兆円近くに上り、

わが国の研究開発投資の総額に迫る規模となっている。これに比べわが国ベンチャー投資

は数 10 の１にすぎない。 

 

（3）研究開発成果のビジネス化戦略が不透明 
ベンチャー企業では技術による起業がほとんどである。企業立ち上げ時に顧客を確保で

きるか否かが非常に重要で大企業のような大口の顧客を見つけられればよいがそれはなか

なか難しい。自社技術をどのようにしてビジネスと結びつけるかの検討が不十分なケース

がある。ビジネス化するには顧客、時期、規模などの検討が必要であるが、ベンチャー企

業においては何よりも初期の顧客を獲得することが重要で、人的コネクションや人的ネッ

トワークがない限りほとんどの場合成功しない。中小企業基盤整備機構でサポートしてい

る会計手続きなどへの支援だけでなく、技術の買い手を見つける営業、マーケッティング
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が備わってこそ、技術で優れているベンチャー企業がより成長できる環境が整えられる。 

 

（4）ベンチャー企業の視点から見ると出口が狭くなっている 
わが国のベンチャー企業は海外と比べてその数は極めて少なく、研究開発型の有望なベ

ンチャー企業も少ない。ベンチャー企業の出口には株式公開による上場と他企業（多くの

場合大手企業）への吸収合併がある。わが国においては、東証に比較してベンチャー企業

などの新興企業がより公開しやすい環境として、JASDAQ、マザーズなどの新しい公開市

場がある。しかしその株式公開基準はいずれの市場においても大同小異であることが指摘

されている5。現状ではベンチャー企業は、新規株式公開（以下、IPO）より M&A を選ば

ざるを得ない状況となりつつあり、ベンチャー企業の創設自身が細っている原因のひとつ

となっている。このような状況では、積極的な M&A 展開をはかることが必要であるが、

そのためには相手先企業とのマッチングが重要である。ベンチャー企業から大手企業への

売り込みは、大手企業側のどの部門に行くか、適切な部門へのアクセスが上手くできない、

大企業のニーズがわからない、などの課題があるため容易には進まない。一方、大企業か

ら見た場合、現状は買い手市場であることもあり、各種の展示会、仲介業（Web サーチを

含む）、技術紹介の場（ベンチャービジネス発表会など）などの多くの場が提供されており
2、比較的、技術収集は容易な状況にあると考えられる。  

 

（5）起業家となる若手研究者のキャリアパスの提示が不足 
米国では、大学発のベンチャー企業が数多く生まれている。これは単なる学生の気質に

よるものだけでなく、起業することによって開かれるキャリアパスが学生に対して明確に

提示されていることによる面もある。数多くの成功例があることによって、技術的な優位

性のあるベンチャー企業には成長過程におけるリソース（資金や人材）が次々に供給され、

そのリソースの確保の仕方、どのようなリソースが必要かの指南役など、さまざまな支援

の形が示されている。このような状況が優秀な学生がベンチャー企業を指向する要因の一

つとなっている。わが国においても大学に起業家教育の講義が用意されているが、起業し、

企業を成長させる過程での明確なキャリアパスを示すことによってその効果が上がると思

われる。 

 

研究開発受託の受け皿となる企業が増え、研究開発のアウトソーシングが活発化するた

めにはこれらの課題に対する取り組みが必要である。 

また、ベンチャー企業を活用する研究開発モデルは米国を中心に発展してきたが、この

形態が出来上がるのに数 10 年以上を要している6。当初は人為的な要因もあったが、多く

の企業が集積したのは米国の製造業全体の産業構造に立脚した必然性があったからだとい

う事実を認識することも必要である。米国モデルを短期間で模倣することは不可能であり、

かつ物理的に無理がある。わが国においても日本型のエコシステムの発展に期待するとこ

ろ大であるが、ベンチャー企業を介さない、活発な産学交流による大学知識の産業界への

                             
5 平成 16 年 ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会最終報告書 
6 平成 21 年 原山、氏家、出川、産業革新の源泉 
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直接展開や、単なる技術の受発注だけでなく、研究開発成果をビジネス化するための多様

な取り組み（マーケティング、ビジネスマネジメント、技術の移転・統合・売買などによ

る事業化やそれを支える人材層など）をどうやって進展できるかを検討すべき時期ではな

いかと思われる。 

 

  表 2.1.1  Web 検索などから抽出した研究開発受託企業例 
業務種別  企業名  事業内容（サービス）  
研究開発
支援  

フラウンホー
ファー（日本
代表部）  

フラウンホーファーはドイツを拠点として、世界的に受託研究ビジ
ネスを実施している組織で、非利益団体である。2008 年度の売り上
げ総額は約 14 億ユーロ（1800 億円）で、そのうち 12 億ユーロ（1400
億円）が受託研究によるものである。従業員は 1 万 5 千人である。
産業界からの受託研究の売り上げは 4 億ユーロで全体の 40～50％を
占めている。  
アジアでの売り上げは全体の 10％位で、そのうち日本が半分くらい
を占めており、重要な拠点と考えている。  

研究開発
支援  

㈱ケミトロニ
クス  

1 新製品の受託開発・試作・量産支援・コンサルタント  
2.専門別に技術企業集団、ケミトロニクスグループを結成し、半導
体デバイス、MEMS、バイオ、環境、エネルギー分野を中心に、ア
イデアから製品化まで専門スタッフによる技術支援により製品化の
スピードアップと成功率向上  
3.実証試験用設備とユーテリテイを東北大学近傍に創設し、顧客と
一緒に研究開発の成果を実証確認。また、大学＆民間研究機関のス
ペシャリスト OB による技術支援  

受託研究  （株）ナード
研究所  

研究支援発注側と一定期間（1 ヶ月～1 年）研究員と設備を占有する
契約を行い、発注側の依頼にもとづいて特定テーマの研究を実施す
る。   
ライフサイエンス研究を担当する 4 つのグループ、マテリアルサイ
エンス研究を担当する 6 つのグループがあり、与えられた課題に対
して最も相応しいグループが専任となって研究・開発。  

受託研究  ㈱三友化学研
究所  

世界レベルの合成ノウハウ  + 日本並みの顧客対応サービス  + 中
国現地法人(北京ラボ)での材料合成受託。専属合成チーム・化学者
を一定期間占有する契約（FTE：Full Time Equivalence ベース）を行
い、その間に顧客より指示されたプロジェクトを実施。  

受託研究  （株）リバネ
ス  

研究者のルーティンワーク軽減のための研究受託・支援サービスや
事業化支援など。  
バイオ系研究支援サービスとして、DNA シークエンス受託など。  

受託研究  TSS（株）  基礎研究から事業化まで。  
回路基板技術（樹脂成型、金属薄膜形成技術）をコアとして、薄型
ディスプレイや電子ペーパー，車載機器，輸送車両，ロボット，人
工衛星，軍事機器など様々な分野で実績。  

受託研究  中外テクノス
（株）  

守秘義務遵守のもと、多分野の専門家で構成されたプロジェクトチ
ームが、計画・装置設計製作・実験・解析評価までの研究開発全体
を一貫して引受ける。環境バイオテクノロジー分野を中心として受
託。  

受託研究  とめ研究所  先端的なソフトウェアの受託開発。  
ポスドク相当の研究者。  

受託研
究、研究
開発コン
サルティ
ング  

（株）アドバ
ンテージ・サ
イエンス  

600 名以上の研究者の研究開発力を基に、200 を超えるクライアント
（上場企業・大学・公的機関など）の「受託研究」「コンサルティン
グ」「研究開発の立ち上げ」を行う、研究開発に特化した会社（化学・
材料・バイオ分野）。  
依頼課題の分析、関連技術情報の収集・整理を行い、課題解決のた
めの具体的な研究・開発テーマを設定し提案。  
＜新技術・新製品開発支援＞  
◎燃料電池評価システムの開発  
◎自動車用ナイロン複合材料の開発  
＜各種技術課題の解決支援＞  
◎光通信用レーザーモジュール実装技術の開発  
◎軽量化・小型化に向けた金属・樹脂部材に関する調査・開発  
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総合支援  MPR アソシ
エイツ  イン
ク  

初期のアイディアレベルからでもわずか 9 ヶ月間ほどでの上市を可
能とする迅速な医療機器開発支援サービスの提供。医療機器開発に
取り組む経営者、開発責任者を対象として、コンセプトレベルから
開発、臨床試験、承認申請、生産設計までの支援。  
・コンセプト化から技術・事業性の検証、各種マーケティング要素
を踏まえた製品開発、前臨床から臨床試験、ユーザビリティを踏ま
えた工業デザイン、パッケージデザイン、承認申請から製造ライン
の設計、市販後の対応まで  
・定額のプロジェクト契約  

総合支援  EMS－JP グル
ープ  

開発・試作から共同開発→量産まで（電子機器開発に特化した、新
しい形のコンソーシアム）  
電子回路設計、ソフトファーム設計、シミュレーション、基板設計、
プリント基板、部品調達、実装・製造組立、構造設計・製造、の分
野に携わるハイスペック企業で構成されたグループ  

研究シー
ズの探
索・実証
を行う企
業  

テクノロジー  
シード  イン
キュベーショ
ン（株）  

大学等研究開発シーズの事業化支援、投資。ベンチャーキャピタル
業務。  
大企業向けに、技術シーズ探索、共同研究先の探索、M&A、事業再
生案件の探索、技術提携、M&A、出資などの際には、財務及び知的
財産の評価、受託研究の紹介  

研究開発
のアイデ
ア提供を
行う企業  

（株）テクト
ロン  

1. 商品開発の企画立案   
・アイデアの提案-提供、企画-調査-解析-評価  
2. 委託研究開発・実験   
・実証実験-試作、試験-分析、化成品の合成-調合-化学分析、電子回
路の設計、メカトロニクス応用、センサーの開発、機構開発、各種
物性試験、ライフテスト、効果テスト、破壊試験  等  
3. 設計・試作加工・デザイン   
・機械器具-玩具-電子機器-化成品-自動機-理化学機器等の設計から
試作まで  
・素材の加工、デザインからモデリングまで  
4. 特許・実用新案・意匠   
・立案原稿及び図面作成  
5. 技術指導   

 

参考文献 

1）研究産業協会、平成 21 年民間企業の研究開発動向に関する実態調査報告書 

2）日本機械工業連合会、平成 21 年度機械工業における研究開発のアウトソーシング支援

のための基盤構築報告書 －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－ 

3）経済産業省、平成 20 年度研究開発サービス業の生産性向上と競争力強化に関する調査  

4）アジアベンチャーキャピタルネットワーク 2010 

5）平成 16 年 ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会最終報告書 

6）平成 21 年 原山、氏家、出川、「産業革新の源泉」、白桃書房  
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2.2  わが国のベンチャー企業支援の現状と課題 
 

2.2.1  ベンチャーキャピタルの現状と課題 
ベンチャー企業の育成という、銀行や大手企業では負えないリスクを持って活動してい

るのがベンチャーキャピタル（以下 VC）であり、ベンチャー企業支援の要と言える VC

へのヒアリングを行った。  

わが国の VC には、銀行などの金融機関系列の組織、独立系の民間企業、そのほか大学

が関与している組織などがあり、正確な数は把握されていないが、日本ベンチャーキャピ

タル協会によると、150 ないし 200 社あると言われる。その内で、日本ベンチャーキャピ

タル協会に参加している VC は約 60 社である。大手 VC の一部ではまだ、それぞれ個別に、

投資先の探索、コンファレンスなどの行事などを行っていると思われるが、最近になって

ＶＣ間の連携も少しづつ出てきている。  

 

［現状］ 
 （1）数年前から投資金額が減少 

 わが国での VC による投資金額は、米国の 1/10 以下の規模と言われている。  

しかも、2006 年度には約 2800 億円あった年間投資金額は、その後減少傾向にあり、

2009 年度には 3 分の 1 の約 900 億円程度になったと言われている（図 2.2.1）。これは、

上場や株式取引に対する規制の影響もあり新興市場での新規上場が難しくなったこと

や、景気後退により M&A も低調になるなど、ベンチャー企業の出口が細っているた

めと思われる。  

 

     
            図 2.2.1 ベンチャーキャピタルによる投資金額  

                （出展：VEC 2010 年ベンチャービジネスの回顧と展望） 

 

 （2） 投資対象はエクスパンションステージおよびレイターステージ 
わが国の VC が投資しているベンチャー企業の成長段階のデータを見ると（図

2.2.2）、スタートアップ／シードステージは少ないものの、アーリーステージ、エクス

パンションステージ、レイターステージと拮抗しているように見える。しかしながら、

億円 
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今回ヒアリングした結果では、リスクとリターンとのバランスを考えると、長期間に

わたってアーリーステージからベンチャー企業を育成するのは難しい、との考えが多

かった。そのため、製品出荷など結果が表に出てくる時期が予測できる段階まで既に

成長しているベンチャー企業、すなわちエクスパンションステージにあるベンチャー

企業、レイターステージになっているベンチャー企業を主な対象として投資している

VC が多いと思われる。特に大学発のベンチャー企業はスタートアップ／シードステー

ジに区分されていると思われるが、スタートアップ／シードステージのベンチャー企

業を投資対象とする VC は少数派であり、開発費用を公的機関や大学に頼らざるをえ

ないと思われる。また、投資先の産業分類を見ると、少し前まで主流であった IT 系は

減少し、近年の技術動向を反映してエネルギー関連や医療関連が増加している。（図

2.2.3）。 

 

        
 

           図 2.2.2 投資対象とするベンチャー企業の成長段階（2009 年） 

                        （出展：VEC 2010 年 JVCA 投資動向調査） 

 

        
           図 2.2.3 投資対象のベンチャー企業の業種分類（2009 年） 

                        （出展：VEC 2010 年 JVCA 投資動向調査） 
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  （3） 投資対象の選定要素 
今回のヒアリングの結果では、VC が投資先候補として見いだしたベンチャー企業

に実際に投資するか否かを判断する際に重要な要素は次のような項目であることがわ

かった。  

   (A)オリジナルな No1 技術であること 

オリジナリティが必要であることは勿論であるが、ターゲットとする製品／サー

ビスの市場の伸びも重要視している。出口としては、上場だけでなく、大手企業

への M＆A も重要となってきており、大手企業が興味を示す対象かどうかも重要

な要素となっている。  

   (B)一定期間で製品を市場に出せること  

    5 年程度で結果が出る事を求めている VC が多い。 

   (C)経営者の素質  

主たる開発者である技術者には、経営ノウハウを知らない人も多く、VC からの支

援として、積極的に口を出したり、人を送り込む場合もあるが、そのようなケー

スは少数であり、わが国の VC の多くは、あまり経営には積極的な関与はしない。

それだけに、ベンチャー企業の経営者の素質が重要と考えている。技術系の経営

者であっても、経営者の周りに優秀な人材が集まっていると、安心できるとの意

見もあった。  

 

 （4）VC の目利き人材 
見いだしたベンチャー企業が、投資して育てるだけの固有技術を有しているか、市

場性はあるのか、などを見極めることができる目利き人材の存在がそれぞれの VC に

とって重要である。ただし、市場環境の変化を考るだけでも、ベンチャー企業の将来

性を十分に目利きすることは難しく、VC にとっては、リスクバランスを考えながらの

判断となる。技術内容の評価などで外部の目利き人材の活用を予想していたが、今回

のヒアリングでは、各社の社内メンバーを活用している例が多かった。  

 

 （5）VC の連携活動は今後の展開 
VC の日頃の活動、すなわちベンチャー企業の発掘、大手企業との提携などのため

のマッチング活動などは、今まではそれぞれの VC が個別で行うことが多かった。複

数の VC が共同で投資することは少ないものの、最近では探索やマッチングなどの活

動を VC が連携して実施することが増えて来ている。米国でみられるような横の連携

が今後さらに増えることで、ベンチャー企業がより多くの VC とコンタクトできる機

会が増えると思われる。  

 

 （6）CVC への期待 
コーポレート・ベンチャーキャピタル（CVC）については、米国の大手企業がすで

に活発な活動を行っているのに対し、わが国では一部の企業でその活動が端緒につい

たところである。ベンチャー企業の上場障壁の高いわが国にあっては、大手企業への

M&A をにらんだ活動として、CVC の活性化は、ベンチャー企業の育成にとって有益
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な動きである。米国での CVC の成果などの情報が広がることによって、わが国でも同

様な活動が活発になることを期待したい。  

 

［課題］ 
（1）ベンチャー企業の出口が細っている 

ベンチャー企業の出口としては、新興市場への上場（IPO）が最も望ましい形態で

あるが、わが国では、IT 企業での企業価値の不正操作が問題化して以降、新興市場で

の監視機能が強化されている。しかも、新興市場であっても、四半期での経営情報開

示が求められるので、少人数のベンチャー企業にとっては負荷が大きく、これも新規

上場を逡巡させる要因となっている。  

ここ数年のベンチャー企業の出口（VC の投資の最終形態）の推移を見てみると（図

2.2.4）、明らかに新規上場（IPO）が減少しており、直近では年間で 10 件程度である。  

              

    
            図 2.2.4 ベンチャー企業への投資出口の推移 

                          （出展：VEC 2010 年ベンチャービジネスの回顧と展望） 

 

（2）ベンチャー企業が受けられる投資の継続性 
技術アイディアを基にスタートするベンチャー企業は、最初の段階で必要な開発予

算を、公的機関の開発補助金や大学からの資金などから得るのが通例であるが、その

際の開発補助金が少額にとどまるため、必要な設備購入が困難であったり、開発スピ

ードの足かせになっている。初期のベンチャー企業の成長をさらに難しくしているの

は、次の段階に進むための開発資金の出所がほとんどないことである。わが国の公的

機関の開発補助金はその期間が 1 年ないし 2 年と短く、同じテーマで次のステップに

発展するための補助は原則不可となっている。この段階で VC から投資を受ける事は

難しいため、米国では公的機関の補助が継続されたり、エンジェル（個人大口投資家）

による投資がこの段階を支えている。わが国にはエンジェルに相当する投資体はほと

んど存在していないことから、ベンチャー企業がいわゆるアーリーステージからエク

スパンションステージに進むことが大変難しくなっている。  

なんとかエクスパンションステージに到達したベンチャー企業は、その技術的優位
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性や市場性が評価されれば、VC からの投資を受けられることになるが、わが国のベン

チャー企業への VC 1 社あたりの投資シェアは低い場合が多く、複数の VC からの支援

や公的機関からの補助との合わせ技が必要になることも多い。ところが、わが国の公

的機関の補助金は 1 件当たりが少額で、製品開発のためには不十分であったり、複数

の VC の横の連携がほとんど無いことから、ここでも十分な開発投資を受けるために

困難が伴う。  

ただ、スピンアウトやカーブアウトでできたベンチャー企業では、親元企業からな

んらかの支援を受けるケースもあると思われ、VC からの投資を受け入れられるまでの

期間で、このような困難に直面するのは、他のベンチャー企業に比べ少ないかも知れ

ない。  

 

（3）大手企業との連携／マッチングの難しさ 
ベンチャー企業の新興市場上場が難しいだけに、VC としては大手企業との連携、

ひいては M&A を狙いたい。しかしながら、大手企業に声をかけようとしても、どこ

が窓口部署か分からない、という意見が多かった。積極的に M&A を行っている企業

を除けば、どの事業部が興味を持つかが手探り状態で、仲々興味を持ってもらえる部

署に行き着かないようである。最近は、中国や韓国など外国にベンチャー企業を紹介

する事を指向している VCも多くなってきており、先端技術の国外流出も心配される。  

 

（4）VC の連携活動の拡大 
VC の活動として、ベンチャー企業の発掘、大手企業との提携などのためのマッチ

ングなどを、複数の VC が連携して行ったり、中小企業基盤整備機構の実施するマッ

チングの場に出席したりすることで横の連携が始まっている。VC の横の連携は、それ

ぞれの人脈や連携成果から広まっていくと思われるが、大手企業が研究開発のアウト

ソーシングの一環としてベンチャー企業を探す場合を想定すると、多くの VC からの

情報をなるべく効率的に入手できることが望ましい。中小企業基盤整備機構や産業革

新機構を中心として、多くの情報が得られるような機会が増えることが望まれる。  

 

 

2.2.2  商社活用の現状と課題 
わが国の産業構造のなかで特徴的な総合商社の存在が、ベンチャー企業や研究開発受け

皿企業の発展に寄与する可能性がないのか、活用の方策などを考えるべきヒアリングを行

った。  

 

［現状］ 
（1）ベンチャー育成ではなくベンチャー企業の活用 

商社のベンチャー企業との関わりは、育成してビジネスにするということは一般的

に考えられていない。特定の新規事業、例えば新エネルギーとか環境とかのビジネス

を商社として立ち上げようとする際に、大企業との連携、海外含めた大学の情報収集

などと共に、技術活用可能なベンチャー企業が見つかれば支援するという立場である。
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その際一般的には、既に製品が見えていたり量産方法が見つかっていたりする、いわ

ゆるレイターステージのベンチャー企業を主に対象としている。一部の商社では、欧

米の研究機関との共同研究や委託研究の窓口の経験があり、その場合はアーリーステ

ージやエクスパンションステージのベンチャー企業でも対象とするようである。  

現在、環境分野、新エネルギーや医療分野などの新規事業を戦略的に開拓するため

に、特別な組織を作っている商社もあり、そのような組織では特に、新分野のベンチ

ャー企業を積極的に探索しているようである。また、商社によっては、大規模ビジネ

スに発展する可能性が低い新技術であっても、他のビジネスへの波及効果を期待して

関与することもありうる。  

 

（2）多くの大手企業のニーズ把握 
総合商社の特徴は、多岐にわたる事業部組織により、ほとんどあらゆる業界との接

点を有していることや、世界中に張り巡らした営業所網での日頃の営業活動で、世の

中の商品動向をいち早くつかんでいること、既存の商品の営業活動の中で、新規商品

のマーケティング活動が可能であることなどである。研究開発のアウトソーシング活

性化の観点から見ると、多くの大手企業との日頃の接点の中で、研究開発も含めた大

手企業側のニーズ情報を多く保有していることである。今までにも、スピンアウトや

カーブアウトしたベンチャー企業の育成について大手企業から打診された経験は一部

の商社にあるとのことで、商社自らの新規事業あるいは重点事業の発展に役立つと思

われる新技術新製品に対しては、社内のいろいろな事業部との連携を通して、適切な

市場へのアクセスを支援することにより、ベンチャー企業の育成を支援することは可

能である。  

 

（3）欧米のベンチャー企業優位の認識 
商社の立場から見ると、欧米のベンチャー企業に対してわが国のベンチャー企業が

多くは育たないのは、それだけ優れた技術をベースとしたベンチャーが少ないからと

考えている。支援体制が貧弱なことはそれほどの問題ではないとの意見もあったが、

優れたスタートアップ／シードステージ技術をベンチャー企業にスタートさせる最初

の段階の支援をもっと考えないといけないのかも知れない。  

 

［課題］ 
（1）ベンチャー企業の出口探索での活用 

商社の保有する情報や営業網を使うことにより、ベンチャー企業の発展が加速され

たり、出口を見いだしうるといったことが期待されるが、今まで VC が商社と連携し

たり、ベンチャー企業が商社にアプローチするなどは積極的には行われていない。ベ

ンチャー企業と大手企業との橋渡し役に、どのようにすれば商社を活用できるかは課

題である。  

また、これは、ベンチャー企業に限った話ではなく、先端的技術を保有する中小企

業に対しても同じことが考えられ、研究開発のアウトソーシングの活性化に向けた課

題である。  
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（2）Win-Win の関係構築 
スピンアウトやカーブアウトしたベンチャー企業の提携先の探索や市場へのアク

セスなど、総合商社を活用してベンチャー企業の成長に弾みがつく場面はいくつかあ

るものの、ベンチャー企業の成長を通じて、親元の大企業と商社が共に収益を生み出

していくというイメージが必ずしも浸透していないとの指摘もあった。また、成功し

たおりの収益の分配に明確な取り決めをせずに提携してしまう従来の進め方にも問題

があるとの意見もあった。今後、アウトソーシングの活性化に商社を活用できるチャ

ンスを活かすためには、日本経済の活性化に向けて、ベンチャー企業／親元の大企業

／商社が共に次のステージに進んでいくという Win-Win の関係構築が必要である。 

 

 

2.2.3  わが国のベンチャー支援機関の現状と課題 
研究開発アウトソーシングを支援している組織として、昨年度 9 組織にヒアリングを行

い、下記のような結果となった。  

(a)コーディネータを活用したマッチングにより多くの実績が上がっているが、その多

くはⅠ型の研究開発支援である。  

(b)質の高い R&D ベンチャー企業の育成が課題であるが、そのための調査は不十分。  

特にベンチャー育成への支援のあり方について調査が必要。  

この結果を受けて、今年度は、特に(b)の項目にある、ベンチャー企業の支援機関にヒアリ

ングを行った。  

 

［現状］ 
（1）経営支援とアドバイザー紹介 

独自技術を元にスタートするベンチャー企業では、創業者が研究開発者としてだけ

でなく、経営者としての力を要求される。支援機関では経理、マーケティング、営業

など、創業者の力の足りない部分を支援するために相談を受付けたり、補完できる人

材を周りに配置できるよう、アドバイザーの派遣などを行っている。  

アドバイザーは大手企業の OB が多いものの、30 才あるいは 40 才代の若手専業ア

ドバイザーが支援している例もあった。環境変化が激しい中でベンチャー企業を支援

するには、年配の企業 OB だけでなく、フットワークが軽く最新の IT なども活用でき

る若手アドバイザーがもっと増えることが望まれる。しかし、資金に困っている企業

を支援することも多く、現在の日本ではアドバイザーのみの収入で生活するのは難し

いと思われ、若手アドバイザーを増やすことは難しく、新たな仕組みの検討が必要で

あろう。  

 

（2）マッチングへの支援は難航 
VC と異なり、支援機関では、出口として大手を含む他の企業との連携を狙ってい

る場合が多く、そのために商談会など色々な活動が行われている。しかし、大手企業

の中で、ベンチャー企業の技術内容の本質や将来の市場性を理解できる人や部署に巡
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り合うことは大変難しく、マッチングは容易ではない。ベンチャー企業にとっては、

国内市場が縮小する中で、新たな販路などを見出すためにも、マッチングへの期待は

大きい。 

 

（3）公的資金の活用とアライアンス 
支援機関が資金的に支援するためには、公的資金を得るための申請などを支援した

り、ベンチャー企業を含めて複数の企業のアライアンスを組織して、NEDO などの公

的資金を得るなどの方法が取られる。公的資金の対象期間が 2 年ないし 3 年であるこ

とから、支援機関がベンチャー企業を支援する期間も 3 年程度で終了することが多い。 

一部の公的支援機関では、コーディネータが会員企業や連携する大学などと WG 活

動を行うことで、技術的な課題や市場性を調査し、ベンチャー企業を生み出すビジネ

スコアを選定する活動を行っている（図 2.2.5）。大学発のベンチャー企業あるいはカ

ーブアウトとしてベンチャー企業を生み出すのに効果的と思われる。  

 

 

               図 2.2.5 ビジネスコア創出によるベンチャー企業  

 

（4）ベンチャー企業への見方も厳しい 
支援機関としてベンチャー企業と相対していると見えてくる状況として、ベンチャ

ー企業の経営者が、経営よりも技術偏重であるとか、技術は高くとも市場や顧客の立

場で商品や事業を見ていないとか、手厳しい意見も聞かれた。  

現在の VC の置かれた投資環境は、経済情勢を反映して、支援機関から見ていても

非常に厳しいとの話が聞かれた。  

 

［課題］ 
（1）ベンチャー企業へのスタート支援、成長へのアドバイスの拡充 

支援機関が対象とするベンチャー企業は、成長するための問題が見えてくる段階で

ある、エクスパンションステージにあるベンチャー企業か、量産に進もうとしている

レイターステージのベンチャー企業が多い。多くの大学で起業家精神を育成するため

の講義が行われ始めているもののベンチャー企業が増えていないことを考えると、ベ

ンチャー企業をスタートする時に、資金を得るための方法、周りの協力者を得るため

の方法あるいは協力者の見極め方、などをいかにアドバイスするかが支援としての課

題と思われる。公的機関などではベンチャー企業のスタートアップを支援しているが、
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大学発のベンチャー企業などに対するリスクマネーの投資環境の改善も必要と思われ

る。 

また、支援機関が擁しているアドバイザーだけではなく、ベンチャー企業を成功さ

せた、あるいは失敗した先人達の話が聞けるような、アドバイスの仕組みが考えられ

ないだろうか。  

 

（2）大企業との連携の難しさ 
革新的な新規技術の芽を見いだすために CVCの活動を始めている大企業を除くと、

大部分の大企業では、ベンチャー企業の方に日頃からアンテナを持とうとしていない。

この状態では、マッチングの窓口もなかなか見いだせない。研究開発のアウトソーシ

ング全般の活性化の課題と同じで、どのようにして大手企業を、ベンチャー企業や中

小企業の側へ向かせるかが難しい課題である。ベンチャー企業や中小企業との連携が、

大企業にとって単なる投資ではなく、革新的な技術を見いだすために社内で行う研究

開発と同列に考えるべき手段であることを認識するには、やはり多くの成功事例が必

要かも知れない。さらに、マッチングのための情報発信やコーディネートなどの面で

更なる工夫も必要であろう。  

 

（3）公的な開発資金支援が拡大してきているが、まだまだ 1 件当たりが少額 
支援機関の活動のためにも公的な開発資金が必要である。ベンチャー企業の立ち上

げおよび成長のための開発資金として、米国の SBIR を手本とした開発援助プログラ

ムが NEDO で始まっているなど、公的な開発資金支援が拡大してきている。しかしな

がら、1 件当たりの金額は 5 千万円程度が限度のようであり、設備投資を必要とする

製造業のベンチャー企業では、これで充分とは言えない。また、支援期間も 3 年程度

であり、製造業のベンチャー企業が成長して独り立ちするのには 5 年とか 10 年要する

と言われていることを考えると、十分な期間でもない。わが国ではエンジェルなどの

資金提供者が現れてくるのが難しいことを考えると、さらなる、ベンチャー企業支援

のための公的な支援拡充の方策が今後の課題である。  

 

（4）目利き人材のネットワーク 
アドバイザーを多く抱えている機関もあり、それなりの数の目利き人材はいると思

われるが、一方で、先端的な技術を扱うベンチャー企業の目利きができる人材は少な

い、との意見があった。目利き人材のネットワークができれば、是非活用したいとの

意見も聞かれた。大量に発生する大手企業の技術者 OB の活用も含め、目利き人材の

ネットワーク形成をどのような組織が担うべきか早急な課題である。  
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2.3 欧米におけるベンチャー企業支援の現状 
 
2.3.1 米国の現状 
昨年度の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調査におい

て、米国では、Ⅱ型（革新技術研究）アウトソーシングはまだこれからであるものの、Ⅰ

型（外部技術活用）アウトソーシングは定着しつつあり、膨大なデータベースを保有する

アライアンス紹介企業が複数存在し、マッチングビジネスが成立していることを報告した。

Ⅰ型、Ⅱ型いずれにおいても、ベンチャー企業が研究開発アウトソーシングの受け皿の役

割を果たすことが期待されていることから、米国においては大手企業からの研究開発を受

託するベンチャー企業が多く存在し、その活動を円滑に進めるための支援の仕組みが存在

すると考えられる。 

今回、ベンチャー企業対象の融資を中心業務とするシリコンバレーの銀行、及びベンチ

ャー企業経営人材支援会社にヒアリングを行うとともに、環境ビジネス分野を対象とした、

投資家、大手企業、ベンチャー企業を集めたビジネス創造の場である Clean Tech Forum 2010

に参加し、米国におけるベンチャー企業の活動を支援する仕組みを、資金支援、人材支援、

企業間の連携を実現するためのビジネスネットワーク形成の観点から調査した。 

 

（1）資金支援 
①切れ目のない資金流入 

ベンチャー企業に対しては、成長段階

に応じた多様な出資者が存在する。 

ベンチャー企業の成長に応じた各段階

での資金獲得のイメージを図 2.3.1 に示

す。自己資金及び親類、友人からの出資

により小規模でスタートした後、必要な

段階でエンジェル、ベンチャーキャピタ

ル（以下 VC）からの投資を受ける。ま

た、大手企業が外部技術を活用するため

に投資部門として保有するコーポレート

ベンチャーキャピタル（以下 CVC）が、

比較的初期の段階から事業化まで幅広い

ステージに対する投資家として存在して

いる。 

近年、VC は環境ビジネス分野への投資にシフトする傾向があり、これまで VC が伝統的

に投資してきた、半導体、通信機器、ハードウェア、ソフトウェアの分野においては CVC

投資の役割が重要になっている。また、ソフトウェア分野では、必要な資金が比較的小規

模であるため、特定のエンジェルが重要な役目を果たしている。 

中小企業全般を対象にした SBIR（Small Business Innovation Research）などの公的資金に

よる支援も準備されているが、比較的長期に渡る資金が確保できる半面、額が少ないこと

VC

シード/スタートアップ アーリー エクスパンション レイター

SBIR APT SBIC SSBIC

Angel

企
業
規
模

企
業
数

CVC自己
資金

親族

友人

VCVC

シード/スタートアップ アーリー エクスパンション レイター

SBIR APTSBIR APT SBIC SSBICSBIC SSBIC

AngelAngel

企
業
規
模

企
業
数

CVCCVC自己
資金

親族

友人

図 2.3.1 ベンチャー企業成長段階における出資者
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と手続きに時間がかかる（資金獲得までの期間が、VC の場合は半年以内であるのに対し

て、政府系の場合通常 1 年以上を要する）ことから、ベンチャー企業の事業資金獲得源と

しての期待は必ずしも大きくない。政府に対しては、自由経済の維持、税務、教育（科学

技術と起業文化育成）、標準化規格化など自由な企業活動を維持するための政策面でのサポ

ートへの期待が大きい。 

上記のように、多様な出資者が存在するものの、資金の獲得は日本と同様に決して容易

なものではない。VC は技術専門家とアドバイザー契約を結び、投資案件、投資先企業の

評価を行い、CVC は社内での審査に基づき投資先の決定を行う。公的機関の資金を得てい

ることが VC、CVC の投資判断材料となる場合もある。  

日米の VC によるベンチャー企業への投資額を比較すると、2008 年において米国 252 百

億円に対して日本 14 百億円、世界的景気後退の影響を受けた 2009 年において米国 159 百

億円に対して日本 9 百億円と 10 倍以上の開きがある（1 ドル=90 円換算）1。さらに米国に

おいては、2008 年にはエンジェルから約 2 兆円規模、公的資金から数千億円規模のベンチ

ャー企業への投資が存在したと見られている。 

米国では、ベンチャー企業が産業の重要な位置を占め、国力を高める推進力としての認

識が浸透しており、税政、教育などの支援政策、再チャレンジが可能な社会風土に支えら

れて、高い起業家マインド、高い投資家マインドを持った人材が正のスパイラルを形成し、

豊富な資金還流が可能となっている。 

 

②存在感を増すコーポレートベンチャーキャピタル 

自社の事業展開に必要となる技術を新たに獲得することを目的として、外部企業への研

究開発投資を実施する CVC 部門を持ち、研究開発アウトソーシングを積極的に推進して

いる大手製造業が多く存在する。CVC 部門は、自社のもつ詳細かつ広範な業界情報に基づ

き、必要な技術、投資先企業の絞込みが可能であるため、VC よりも投資効率（成功確率）

が良いとしている。CVC は投資により金銭的リターンを得ることよりも、外部で開発され

た技術を獲得することを主目的としているため、投資成功の最終的な形としては、技術あ

るいは投資先企業の自社への取り込み（M＆A）である場合が多い。 

社内にチーフイノベーションオフィサー（CIO）部門を置き、外部委託開発あるいは外

部技術導入を自社開発と同列に位置づけ、効率的な研究開発手段を選択する仕組みを持つ

企業も存在する。 

今回の調査で、GM 社、GE 社、IBM 社、Siemens 社など大手企業における CVC 部門の活

動に触れる機会があった。これら企業の CVC 投資を以下に簡単に紹介する。  

・GM 社：1 億ドル規模で、次世代自動車に必要な複数の技術を対象にベンチャー企業に

投資 

・GE 社：Ecomagination Challenge と題して、VC4 社と共同で 2 億ドル規模のファンドを

設立、スマートグリッドシーズ技術を探索 

・IBM 社：太陽エネルギー利用など、自社にないエネルギー関連技術に対して投資 

                             
1 （財）ベンチャーエンタープライズセンター「2010 年ベンチャービジネスの回顧と展望」 
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・Siemens 社：スマートグリッドに必要な通信ソフトウェア技術の獲得を目的として、

シリコンバレーのベンチャー企業に投資 

 

環境ビジネス分野における VC 及び

CVC 投資額の推移を図 2.3.2 に示す。2006

年以降 VC、CVC ともに投資額が急増し

ており、2009 年の世界的不況で大きく減

少した後、2010 年には回復していること

がわかる。CVC 投資の VC 投資総額に占

める割合は 10-15％である。他の産業分

野を含めた米国における 2009 年の CVC

の投資総額はベンチャー企業向け総投資

金額（エンジェル、公的資金などすべて

含む）の約 15％である＄3Ｂに達してお

り、その割合は今後増加することが見込

まれている。 

日本国内においては、CVC 部門を持つ大手製造業は少なく、ベンチャー企業への投資機

関としての CVC の存在感は小さいのが現状である。 

CVC 部門は大手企業に内包、あるいは関連会社として存在し、外部での研究開発実施に

関する情報集約と投資判断を行う部門と位置づけられる。CVC 部門の目的には M＆A によ

る投資先企業の吸収を含むため、一般的な研究開発アウトソーシングを超える部分もある

が、大手企業からの研究開発アウトソーシングの促進を図るうえでの大手企業側での仕組

みとして、その組織、機能は参考になると考えられる。  

 

（2）人的支援 
技術開発型のベンチャー企業においては、創業者は技術の専門家であるものの、企業の

成長とともに要求される広範囲に渡る経営能力に対応できないため、経営に問題をきたす

場合がある。このようなベンチャー企業を支援するために、CFO、CEO としてベンチャー

企業の経営に参加する人材を供給する組織（サービスプロバーダー）が存在する。財務、

法務、マーケティングなどの業務を請け負う会社は日本にも存在するが、米国には、経営

レベルへの人材供給を行う企業が存在している点で、ベンチャー企業経営のオープン化、

標準化が進んでいるものと考えられる。ヒアリングを行った西海岸の CFO 派遣会社の場合

は、環境ビジネス分野にターゲットを絞り、複数の会社において CFO として経営参画して

いる。 

VC が投資先の経営改善のために経営者を交代させる場合もあり、新たな経営者は業界の

ネットワークを通して選ばれるようである。しかしながら、多くの創業者は自ら事業を成

功させることを目的に起業しており、何度も成功を収めた新たな経営者候補は多くないた

め、投資家の意向により経営者を交代させることは必ずしも簡単ではないようである。 

米国の多くの理工系大学では科学技術教育とともに、アントレプレナーコンペティショ
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ンなどの起業家教育が行われており、産業界へ登場する時点で起業家マインドを持った人

材が多い。これらの、よい技術、アイデアを基に、成功のチャンスを狙って積極的に挑戦

する人材が、ベンチャー企業の活動を支えており、ベンチャー企業関係者からは、長期に

わたって影響を及ぼす教育の重要性が指摘されている。  

 

（3）ビジネスネットワークの形成 
シリコンバレーでは毎年 500 社が新しく生まれるといわれている。この地域では、業界、

各国団体（日本の場合、例えば JAICA）、投資家などが主催する、ベンチャー企業と投資

家を集めた会合が毎晩のように開催され、活発な情報交換が繰り広げられている。シリコ

ンバレーにおけるベンチャー企業は、このような日常的な信頼と実績に基づくネットワー

クを通じた活動でビジネスの創造と発展を図っており、多産多死のなかから一握りの大成

功例が現れているのが実態であると考えられる。 

今回の調査では、このような日常活動とは別に、環境ビジネス分野を対象とした比較的

大規模なシーズ、ニーズの出会いによるビジネス創造の場として開催された、”Clean Tech 

Forum 2010”に参加し、研究開発アウトソーシング実現のためのネットワーク形成の実態に

ついて調査を行った。  

Clean Tech Forum 2010 は Clean Tech グループ＊が主催する環境ビジネス分野をターゲッ

トとした、延べ 3 日間にわたる会合で、ニューヨークマンハッタンの中心部で開催された。

会合は政府関係者、大手企業 CVC 部門、主催者である Clean Tech グループのメンバーを

中心としたパネルディスカッション方式のセミナーと、ベンチャー企業からの技術プレゼ

ン＆展示会から構成される。ベンチャー企業と、ベンチャービジネスを支える関係者とし

て、投資家（VC、エンジェル）、大手企業（CVC）、コンサルタント、サービスプロバイダ

ーなどから約 300 名が参加、会合の期間中、参加者間の交流の場が多く提供され、盛んな

交流が繰り広げられた。 

参加企業はそれぞれ以下の目的を持って参加している。  

① ベンチャー企業：自社開発技術の事業化資金の獲得 

② 投資家：有望な投資先ベンチャー企業の探索  

③ 大手企業（CVC）：自社に必要な技術のアウトソース先、M＆A 候補の探索 

④ サポート企業（コンサルタント、サービスプロバイダー）：支援サービス業務の獲得 

 

この会合は投資家を中心とした、資金

の還流を実現するための集まりであるこ

とが特徴となっている。セミナーの内容

としては、政府関係者、大手企業 CVC

部門からの、環境ビジネス分野における

政府支援プログラム、技術普及に関する

政策、大手企業の取組といったテーマが

主となっており、技術的なテーマは少な

い。 

図 2.3.3 米国におけるベンチャービジネス創造

の場への参画者 
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また、参加ベンチャー企業の多くは、必要とする資金の用途、金額を明確にして参加し

ており、ビジネスと資金を中心とした出会いの場になっている。この点は、日本における

シーズ、ニーズ出会いの場が、技術中心となりがちであり、開発、事業化を実現するため

の資金を提供する投資家の参画が薄いことと異なる点である。投資家を中心として、資金

の還流を図ることにより、ベンチャー企業にとっては、ニーズとシーズがマッチングした

先の、研究開発遂行あるいは事業化のための資金の裏づけを得ることが出来、ビジネス実

現の成功確率を高めることが出来ると考えられる。 

以上より、米国の環境ビジネス分野では、VC、CVC などの投資家を中心としてベンチャ

ービジネス関係者が広く集まり、大手企業とベンチャー企業、あるいはベンチャー企業間

のネットワークを構築する仕組みが民間企業により運営されており、その出会いの場を提

供する企業も事業として成り立っていることが確認された。 

 

＊Clean Tech グループ(www.cleantech.com)：2002 年創業、創業者 Nicholas Parker 氏が環境

関連ベンチャー企業と投資家を集めた Trade Association としてスタートした。現在は、イ

ベント開催、調査レポート販売、コンサルティング を主要事業としている。社員は約 30

名で MBA を持つ若手が中心。社内及び契約アドバイザーとして抱えている、Smart Grid, 

Transportation, Water, Energy Efficiency 分野の技術専門家が技術調査、及び企業の技術評価

を行う。米国以外には London 事務所があり、ヨーロッパでも展示会を開催している。ま

た中国を環境ビジネスの有望投資市場と見て中国進出を進めている。 

 

2.3.2 欧州の現状 
ドイツの代表的な応用研究機関である

Hemlholts-Gemeinschaf（以下 Hemlholts

と略す）や Fraunhofer-Gesellschaft（以下

Fraunhofer と略す）では、研究者のスピ

ンオフを支援するプログラムを実施して

いる。例えば、Helmholtz では 2 年間、

Fraunhofer では 5 年間の資金供給などの

支援を実施している（図 2.3.4）。また、

ベンチャーキャピタルとのマッチングや、

マネジメント支援を内外の人材によって

行っている。Fraunhofer では通常民間企

業からの委託研究では、基本的に知財権

を自研究機関で保有し、必要に応じライ

センスしているが、公的研究機関のスポン

サーやベンチャー企業などは優遇料率で実

施権を与えることもある。また、通常のケ

ースでは譲渡はあまり行わないが、スピンアウトのような場合は譲渡も可能としている。  

Helmholtz では、年間約 10 名のスピンオフの実績があり、主要研究所ではそのサポート

図 2.3.4 各開発段階における商業化の価値 

（出所：Helmholtz） 
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メンバーが約 20 名配置されている。 

 

 
図 2.3.5 太陽光発電技術移転センター：PVcompB  

（出所：Helmholtz） 

 

Helmholtz のスピンオフの成功事例として、以下の紹介があった。      

 Celitement : 低炭素建材 

 CSP Services : 太陽熱エンジニアリング 

 Surfurcell : 太陽光発電セル 

 

Helmholtz では、技術移転に向けて、実用化の際に問題となる研究所のレベルと産業界の

ギャップを埋めるために、Network Program を実施している。とくに、医薬、太陽光発電で

は、技術移転の問題を解消するため、技術移転センターを開設している。太陽光発電の技

術移転センターは PVcomB と呼ばれるもので（図 2.3.5）、ベルリン南西部の太陽光発電の

クラスターとして、Helmholtz 半導体研究所、SurfurCell 等のベンチャー企業、SOLON 等

のメーカーが集中する地区に開設した。 

この PVcompB 技術移転センターでは、ベンチャー企業では資金的に困難となる生産等

のいろいろな技術評価に関わる設備を導入し、技術評価や試作実験を可能することにより、

支援や技術移転の促進を進めている。また、各社のメンバーが集まり易いところに位置し

ているため、コミュニケーションが容易で、Helmholtz にとっても、産業化に当たって顕在

化する各種の課題を研究に反映できるというメリットがある。 

一方、ミュンヘン工科大学では、学生、教授対象にベンチャー志望者に対して、マネジ

メント、マーケティング等の教育プログラムを実施しており、資金提供も行っている。ま

た、一般企業との共同研究やアライアンスも多く、相手先もドイツ国内ばかりでなく、日

本や中国を始め、世界的な広がりを持っている。 

RWE、Air Liquide、GDF Suez などの企業では、パートナー企業、大学、公的研究機関と

の連携は当然として、ベンチャー企業に対しても、資金供給（或いは買収）、経営などの人

的支援を行っている。  

わが国ではベンチャーキャピタルの活用や、その後の資本以外の支援に関しては十分と
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は言えない状況にある。わが国における研究者のスピンオフ支援の公的な体制構築につい

ても検討が望まれる。  

また、ドイツの中堅、中小、公的研究所、大学等の技術マッチングの場として、見本市

が見逃せないとの意見があった。ハノーバーメッセ他、業界毎の世界的な見本市がドイツ

の各地で開催されているが、ドイツの上記の企業、機関は海外に行くことなく、見本市に

出展することで、世界中の企業とコンタクトできる。また、見本市では、ベンチャー企業、

大学などは、出展費用の減額あるいは無料化が実施されており、Fraunhofer 等の公的研究

所、大学の出展が多く行われているため、最先端の研究開発成果の展開や新たな開発パー

トナーを見いだす上でも役だっていると考えられる。ジェトロが実施した企業アンケート

でも、技術発信の場として WEB に次いで見本市を重要と位置づけている。 

わが国の見本市は、一つの展示会における出展者数も多く、どちらかといえば出展者の

宣伝広告的な様相が強い。このため、商談や共同研究先の交渉というようなビジネスの場

と活用されているとは言い難い。また、こうした見本市を含め、わが国でも産学連携会議

などのシンポジウムで、大学や国の研究成果が紹介されるケースはある。しかしながら、

一般的な見本市と同様にビジネスの場として活用されるまでには至っていない。一方、JST

では大学発の技術活用展開を目的として、セミナー形式の新技術説明会や大学見本市など

開催しており、ビジネスを意識した形がとられている。ただ、大学単位で開催されること

が多く、産業カテゴリー毎にこうした場が設けられるケースはほとんど見られない。産業

カテゴリー毎に公的研究機関と民間研究機関の相互の情報共有と連携を図るための場、特

に実際のビジネスの場として活用できるような現実的な場をプロモートすることも検討の

余地がある。 

 

2.3.3 まとめ 
欧米の調査結果を以下にまとめる。 

米国においては、ベンチャー企業の各成長段階に応じて多様な出資者が存在し、切れ目

の無い資金支援を可能にしている。その中で大手企業が外部企業での技術開発への投資部

門として保有するコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）の存在感が増している。ま

た、ベンチャー企業の経営を支援するサービスプロバイダーが活用されている。ベンチャ

ー企業のビジネス創造の場として、投資家を中心とした資金的支援を伴ったニーズ、シー

ズ出会いの場が存在し、機能しており、場を運営する企業もまたビジネスとして成り立っ

ている。このように米国におけるベンチャー支援の主役は民間企業であり、政府に対して

は、自由経済の維持、税制、起業家マインドを育てる教育など政策面の支援が期待されて

いる。 

一方、ドイツにおいては、公的研究機関にスピンオフを支援する体制があり、資金支援、

マネジメント支援の他に、知財権許諾の優遇、共通設備の利用など技術開発の促進を支援

する体制を持っている。アライアンス構築や技術の産業適用のマッチングの場としては、

見本市が活用されており、ベンチャー企業に対しては出展費用の優遇が実施されている。  
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第 3 章 環境ビジネスにおける研究開発アウトソーシングの現状と課題  
 
3.1 わが国の環境ビジネスにおける研究開発アウトソーシングの現状と課

題  
 

環境分野は、国がグリーンイノベーション戦略として重点的に推進しており、再生

可能エネルギー利用の拡大、次世代自動車の普及、スマートグリッドの構築、住宅・

建築のネット・ゼロ・エネルギー化、環境未来都市の構築等が目指されている。従来

市場が伸び悩む中で、これらに係る市場は国内外を含めて急速な拡大が見込まれてお

り、多くの企業はエネルギーを含む環境分野を今後の成長分野として位置付けて経営

戦略を策定し、その下で研究開発戦略を展開している。  

環境ビジネスは、自社技術だけでは対応できないシステム等の構築や実証実験に向

けたパイロットプラント構築などが必要となることが多く、ベンチャー企業の例とし

て挙げられる IT 企業などに比べ、初期投資が桁違いに大きくなっていることが特徴づ

けられる。そのため、環境ビジネスでは大手企業中心のビジネスとなっている。  

一部の大手企業では、自社だけでなく、他の大手企業とのアライアンス形成の模

索・実施や、研究開発の目標仕様等が明確な場合には、一部の技術に対して、優れた

独自技術を有する中小企業あるいはベンチャー企業にアウトソーシングしている。  

また、環境分野での市場形成では、急速に時価資産総額を増大させた海外ベンチャ

ー企業のようなベンチャー企業育成もわが国で考えなければいけない。このような環

境ビジネスベンチャーの振興については、欧米で見られるような数十億円規模の公的

支援や VC 投資も必要と考えられる。  

 

3.1.1 大手企業の環境ビジネスにおける研究開発アウトソーシングの現状

と課題  
（1）環境ビジネスにおける事業及び研究開発戦略の傾向  

大手企業が狙う大規模な環境ビジネス市場の開拓には、上流の事業計画から下流の

運営管理に至る広範なビジネスモデル構築とシステムインテグレーションが必要とさ

れるため、国が主導するものを含めて、さまざまなコンソーシアムやビジネス推進協

議会等の連携が推進されている。コンソーシアムなどに参加する大手企業は、経営戦

略やその保有技術・人材などの特質に応じた事業機会を捉えて参画している。また、

環境分野ビジネスでは、国際競争を含めて企業間競争が激しいことから、早期に優位

な技術・システム・製品を確立して事業展開することが重要と考えられている。これ

らの技術シーズ獲得のための大手企業の連携先には大学・公的研究機関が主たるもの

であるが、一部にベンチャー企業が含まれる場合がある。また環境ビジネスの国際展

開では、従来以上に国のリーダ―シップに対する要望が強く、国プロの機能への期待

が大きい。  

環境分野の研究開発は、各企業とも本社の研究開発企画部門と担当事業部の連携及

び役割分担の下にその基本戦略を立案・推進している。特に環境分野は、大きな投資

判断を必要とする場合が多く、経営戦略のもとで大きな連携・投資・買収等の判断が
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なされている。大手企業の環境分野における研究開発戦略において、特徴的な傾向を

以下に記す。  

 

①事業拡大が見込める環境分野の研究開発における自前主義  

環境分野は、競争分野であり特に製品化・商品化に向かう段階のものには自前主義

の傾向が強い。太陽電池については、多くの企業がコア技術を 35 年前ぐらいから、長

期にわたって研究開発を行い、基礎技術を自社内に蓄積してきており、それが現在の

競争力の源泉と考えられている。この分野でも、研究開発の初期段階では共同研究な

ど外部との連携を行っていたものとみられるが、技術蓄積ができて以降は自前で製品

化までの技術開発を行う企業が多い。  

大手企業では、新たな技術・製品事業を育成する場合、大きな市場が見込まれる分

野ほど研究開発はアウトソーシングされず、自前開発の傾向を有する。初期段階から

自前で研究開発し、現在、事業に結びついている分野では今後も全て自前で開発する

としている。  

②大規模市場対応の新事業にビジネス連携で対応  

大規模市場対応の新事業への投資は、大きな経営方針のもとで行われる。環境分野

ではビジネス化に至るスピードが重要と考えられており、研究開発における連携より

ビジネスにおける連携が重視されている。  

③周辺ビジネスへの積極的な展開と迅速な意思決定  

本業の周辺でさまざまな事業を先行して拡大してきた企業や研究開発投資や連携先

の決定及び M&A に係るトップの意思決定が早い企業では、新規の環境ビジネスを行

うにあたって適切な連携先と共同しており、国の補助金導入や金融支援を含め優位に

研究開発及び事業化を進めている。  

④M&A による事業展開  

海外市場を目指す場合は、国際競争力の確保が重要と考えられている。特に、アジ

ア市場を対象とする場合は、より安価な製品をいかにつくるかが課題となり、このよ

うな状況では必要に応じて M&A が検討されている。  

 

（2）アウトソーシングの活用状況  
今回、調査対象とした電機、住宅、建設に関わる大手企業 5 社のアウトソーシング

状況をみると、環境関連分野においても総体的には昨年度の調査と同様に図 3.1.1 に

示す内容を主体とした研究開発のアウトシーシングが行われている。  

特に、環境分野において特徴的な事項を以下に記す。  

 

①技術シーズの探索  

 多くの企業が技術シーズの探索については大学を利用している。国内ではその分野

の第一人者とされる教授とのコンタクトを重視しており、共同研究や人材派遣を行っ

ている。海外大学についても、主にアジア地域との大学の連携が行われているが、そ

の目的はシーズの探索よりも、人脈形成、市場形成のための人材獲得に重きが置かれ

ている。  

－28－



②革新的技術研究・試作  

技術ロードマップに掲げられるような技術については、大学・公的研究機関への期

待が大きく、連携もそれを反映した結果となっている。また、スマートグリッドのよ

うな大型研究開発は、コンソーシアムのような企業連携で対応することが多く、参加

企業間では相互に補完的なアウトソーシングとなっている。また、これらの連携にお

いては多くのケースで NEDO 等の大型の研究助成事業を使用している。  

本格的な研究開発の一部を外部にアウトソーシングすることは行われていない。  

③評価・分析  

専門の検査分析企業への委託とともに、企業側で保有していない実験装置の利用及

び評価法が確立していない試作品の性能確認実験などが大学に委託されている。企業

側では、それらをもとにした製品の総合的な実証試験を行っており、この実証実験を

委託することはあまり見られない。  

④特許調査  

特許調査については基本的には自社で行うものの、分野によっては専門のコンサル

タント企業を使用する場合がみられる。  

 

 

新技術シーズの獲得・育成

自社アイデアの初期検証

自社技術の新規応用におけ
る初期検証

本格的研究開発段階での部
分委託

自社技術と外部技術の融合
による新製品分野開拓

分析、評価

技術動向調査

特許調査

国内大学、公的研究機関

R&Dベンチャー

R&D受託会社

先端的中小企業

ソフト開発会社

検査・分析会社

コンサルタント会社

大企業他社

市場動向調査

R&Dアウトソーシング

支援サービス企業

海外大学・企業

新技術シーズの獲得・育成

自社アイデアの初期検証

自社技術の新規応用におけ
る初期検証

本格的研究開発段階での部
分委託

自社技術と外部技術の融合
による新製品分野開拓

分析、評価

技術動向調査

特許調査

国内大学、公的研究機関国内大学、公的研究機関

R&DベンチャーR&Dベンチャー

R&D受託会社R&D受託会社

先端的中小企業先端的中小企業

ソフト開発会社ソフト開発会社

検査・分析会社検査・分析会社

コンサルタント会社コンサルタント会社

大企業他社大企業他社

市場動向調査

R&Dアウトソーシング

支援サービス企業

R&Dアウトソーシング

支援サービス企業

海外大学・企業海外大学・企業

 
図 3.1.1 大手企業における研究開発アウトソーシングの内容と受け皿の概要  

（図中の矢印の太さは、調査にもとづく傾向の強さを示す）  
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（3）アウトソーシング先の情報収集及び評価  
①アウトソーシング先の情報収集  

アウトソーシングを含めた連携先に関する情報収集では、大学、業界団体の外部委

員会、企業グループの研究会の活動を通じた人脈を利用しているものが多い。また、

筑波研究支援センター、産総研のオープンラボ、イノベーションジャパンなどの場も

情報収集の場として活用されている。これらの情報収集は、企業の産学連携担当部署

が行っていることが多い。なお、昨年度の調査で多かった外部委託先の調査における

研究開発支援コンサルタントの試用については、昨年同様に使用したことがあるとい

う状況にとどまっている。米国のベンチャー企業の情報収集について、米国の VC を

利用している企業があることは注目される。  

②アウトソーシング先の評価  

アウトソーシング先に大学が多いこともあり、第一人者のいるところでの情報収集

など、専門領域での知名度、専門性を重視した情報収集に基づき実施されている。ま

た、相手が公的研究機関や企業の場合は、技術の完成度・信頼度、及び相手側の対応

の融通性が連携先選択において考慮されている。  

 

（4）公的支援の利用及び利用上の課題  
環境分野の研究開発では、ほとんどの大手企業が NEDO の補助事業を利用している。

特に最近では、新成長戦略の下で設定された重点分野にはさまざまな支援措置が設定

されているため、大手企業はそれらを積極的に活用し、新たな環境関連事業を開拓し

ていく意欲を見せている。現在の制度上、初年度の実証実験委託事業では補助率が高

いが、これが次年度以降は共同研究事業に変わって、実質的な補助額が減らされるこ

とが問題である。実際、環境技術をビジネス展開する場合に、実証段階になるほど多

くの投資が必要となる。補助率が低下することを問題視する企業は、大手企業だけで

なく資金的に余裕がないベンチャー企業にも多い。  

米国ではベンチャー企業に多額の資金を提供し事業化しているが、わが国では国か

ら企業への資金提供が不足しているとの意見が多くある一方で、企業方針として国の

補助を受けずに事業展開を目指す企業もある。  

 

（5）ベンチャー企業及び VC との連携  
①ベンチャー企業との連携  

環境分野におけるベンチャー企業との連携については、活用していないあるいは活

用を考えない企業と活用を図りたい、興味があるとする企業に分かれている。  

ベンチャー企業を活用していない、あるいは活用を考えない企業では、自社発ベン

チャーの失敗経験をその主な理由としている。1990 年代には各企業でベンチャー企業

の立ち上げや活用をしたがほとんど成功していない。そのため、ベンチャー企業への

投資は考えにくい、企業単独でベンチャー企業と共同研究開発をやることはないとす

る大手企業が見られる。このような企業は、その一方で、事業展開のために既に確立

している企業を買収することには積極的になっており、企業買収に関する情報を組織

的に収集している。  
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ベンチャー企業の活用を図りたい、興味をもつとする大手企業では、ビジネス化の

スキームの違いを問題としており、ベンチャー企業に完成された技術を求めることが

多い。その際、対象とするベンチャー企業は、大学発ベンチャー企業や海外ベンチャ

ー企業など多様であり、連携には技術的なものをどこまで信頼して投資するのかの目

利きが重要であるとしている。  

また、ベンチャー企業の技術を発掘することを目的とし、企業数の多いアメリカの

ベンチャー企業まで探索する企業がみられる。その際、ベンチャー企業とは人的関係

の構築とビジネス機会の提供で連携しており、特にベンチャー企業側が大手企業に提

携を求めてくる場合はうまくいくとの意見があった。  

なお、日本のベンチャー企業が成功する条件として、大手企業、ベンチャー企業、

大学間での人材の流動性が不可欠であることが多くの企業からの意見として強調され

ている。しかしながら、日本のベンチャー企業は一度失敗すると次の挑戦がしにくい

など、個人的なリスクが海外に比べて高いことが、人材の流動性に対する阻害要因と

なっている。  

また、大手企業がベンチャー企業をうまく使っていたとしても、ベンチャー企業か

ら見ると WIN-WIN ではなく使われているだけという問題がある。大手企業と早いう

ちに組むとベンチャー企業としての成長が考慮されないため、大手企業と連携する場

合は初期に組むのか、ある程度成長してから組むのかなど、その連携のタイミングが

重要であるとの意見があった。  

②VC との連携  

迅速な投資を伴う連携では VC の有用性を感ずるものの、大手企業が自ら VC 機能

を保有することについては、投資判断が難しいと考えている。VC そのものの投資金

額が海外に比べて１桁以上少ないなどその弱さを指摘する声があった。また、アメリ

カでも VC が減っているのではないかとの指摘もあり、VC の活用は十分に行われてい

ない。  

 一方では、VC に技術情報の収集を目的として投資している企業があり、技術情報

収集のための手段としては VC を活用している。  

 

（6）産学官や企業間の連携促進のための支援の場や支援サービスの現状と

課題  
①産学官連携の団体・協議会における分野横断的連携の場  

環境分野では、研究開発よりも事業化に向けた活動を行う産学官連携の団体・協議

会が、ここ数年で多数発足している。NEDO や JST 等の助成事業を利用する場合でも、

多くの場合、それらの団体・協議会を通じて応募されており、これらの団体・協議会

が連携促進の重要な場となっている。特に、NEDO の実証実験などは、それらの団体・

協議会に参加している企業が、ビジネスを前提としたチームを構成して提案し、研究

開発も企業連携で対応している。  

これらの団体・協議会は産業界から発意したものもあるが、多くは官の働きかけに

より設立しているものが多く、異なる省庁に関連して同様の団体・協議会が複数存在

すると同時に、異なる省庁が同様の課題で個別に予算をもっている場合がある。企業
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側からすると、産業界としてこれらの団体・協議会を、分野別に省庁横断的に推進で

きる場が必要である。  

②公的研究機関との連携の場  

 環境分野では、大手企業は公的研究機関よりも大学との連携を選択する場合が多い。

公的研究機関と連携する場合には、限定された分野の部分的な開発や、コア技術では

ない部分において連携する程度であり、公的研究機関には、さらに先の長期的な大型

のシーズ探索及び基礎研究を求めている。また、海外の公的研究機関の方が対応の柔

軟性、融通性があるのとの意見もあった。  

③中堅・中小企業との連携の場  

環境分野で、大手企業と中堅・中小企業が早い段階からチームを組み、材料・部材

や要素製品、さらには機器間を制御するシステムなど互いの優れた技術・ノウハウを

結びつける、ビジネスマッチング方式の共同開発を進めているケースもあった。  

 

（7）大手企業から見たわが国の環境ビジネスの課題と望ましい支援策  
①産学官連携の団体・協議会における分野横断的連携の支援  

 現時点でも、多くの関連団体・協議会等が発足しているが、それらの連携を強化す

る必要がある。そのためには、分野横断的な連携の中核となる団体・協議会・企業連

合等を絞って、そこを重点的に支援することが重要である。また、企業の経営層に重

点化した連携の場を活用するメリットを理解させる必要がある。  

②人材の流動性の向上  

 欧米で共同研究が盛んな理由として、大学教授が、大学・企業間を行き来している

ことが挙げられる。また、日本のベンチャー企業が成功する条件として、大手企業、

ベンチャー企業、大学間での人材の流動性が不可欠であることが多くの企業から強調

されている。  

③国の出先機関等による支援  

わが国は、海外における環境ビジネスでは上流と下流が弱いと言われている。海外

の有望な市場・技術動向などを整理し、わが国としてどのような対応が必要かを分析

し、学会・業界に伝えていく機能の充実が課題である。また、新興国市場を狙う場合、

現地の法規・市場構造などの情報収集に対する大使館やジェトロ等の国の出先機関等

による支援も必要である。  

④環境ビジネスを促進するのに有効な制度の確立  

 産業界全体として環境ビジネスを育てるための制度設計を検討し、国に提案してい

く必要がある。太陽電池など他国のやり方を明確にして日本のストーリーを描くなど、

企業を超えた戦略の先導は重要である。例えば、ドイツではフィードインタリフは 20

年保証であるが、日本は 10 年保証で買取り価格が半額であるなど中途半端である。こ

のような制度の導入の有効性は見えていたが、対応が後手に回ってしまった。今後、

安価な製品が出てきたときに普及に対する保証をどうするかなど検討課題が残されて

いる。  

⑤事業戦略のスピードに即したタイムリーな技術開発の支援  

国の重要課題に関連する技術開発では、大手企業には新技術のトップランナーとし
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ての役割が望まれている。しかし、大手企業では企業間の競争が激しく、5 年、10 年

という長期の目標を設定することよりも、事業として 3 年ぐらいで答えを出すことが

優先されている。その結果として短期的な技術開発が多くなるが、そういう技術開発

には公的補助が出ない。公的補助を受けるには、もっと期待値の大きく、革新的な技

術開発を提案せねばならず、ビジネスモデルを含めた仕組みで提案をせざるを得ない

場合が多い。大手企業からは、技術開発としては先進性がなくとも、新たなビジネス

モデルを含め、目先のビジネス競争に勝つための仕組みへの支援が求められている。  

 

3.1.2 ベンチャー企業の環境ビジネスにおける研究開発アウトソーシング

の現状と課題  
（1）ベンチャー企業における取組みの概要  
 今回調査対象としたのは、大手企業からスピンアウトしたベンチャー企業 2 社及び

大学から起業したベンチャー企業 1 社である。  

大手企業発のベンチャー企業 1 社は、大手企業で開発していた技術のライセンスを

譲り受け、ベンチャー企業として NEDO の助成事業を使い、大学・大手企業と組んで

次世代型技術開発に取り組み、その応用を進めている。現在は、NEDO の他に地方経

済産業局の助成事業を使用し、商社をはじめ国内外とアライアンスを組んで、実用化

のためのコンソーシアムを構築中である。  

大手企業発のもう 1 社は、製品の製造、販売が主体であるが、試作・試験評価を含

めて研究開発の受託、部材開発フェーズで R&D 受託会社との共同開発、特定商品の

開発依頼にも共同開発として対応している。また、工場設計のコンサルタントもやっ

ており、国内だけでなくアジアからも要請がある。  

大学発のベンチャー企業では、大学で研究開発していた技術を基に実用化し、製造・

販売を行っている。また、環境規制に沿った材料開発を大手企業との共同開発で進め

ている。  

いずれのベンチャー企業も大学との連携は進めているが、公的研究機関との連携は

少ない。  

 

（2）主なビジネスモデル  
基本的には技術開発及び製品製造であるが、試作・試験評価を含めて研究開発の受

託や製造工場設計のコンサルタントなどに対応している企業もある。受託事業は、技

術情報の収集という面で軽視できないが、本来事業に支障をきたすことが懸念されて

おり、受託を事業化するようには考えられていない。受託の引き合いも、ウェブサイ

ト、個人的つきあい等を通じてのコンタクトが多いことなどがベンチャー企業らしさ

を表している。  

 

（3）大手企業や商社との連携  
大手企業や商社との連携は行われている。ただし、ベンチャーのような小企業で技

術開発を行う場合は、特化した研究開発を行うのでスピードアップが期待できるが、

大手企業では幅広い研究開発に対応しているため、大手企業との連携ではスピードが
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落ちるとの意見がある。  

海外企業からのコンサルタント、共同開発の引き合いも多い。アジア企業は実績が

なくとも開発できることを重視するが、日本の大手企業は実績がないと使わないとの

意見があり、大手企業の実績重視主義が海外との比較で障害になっている。ただし、

最近では環境規制が海外でも厳しくなっており、大手企業が海外でのビジネスを考え

て、自社プラントでの実証を前提に連携を打診する動きもある。  

商社については、出向者を受け入れている企業があり、マーケティング、販売、企

画について支援を受けている企業がある。ビジネスモデルを構築する場合、商社と組

むことにより可能性が広がることが期待されている。  

また、今回のヒアリング先は、創業者が社長であり連携等に対する最終決定が早く、

社長の目利きが重要とされている。  

 

（4）VC の利用  
今回のヒアリング先のベンチャー企業では、設立時から NEDO の補助事業で開発し

ているため、民間の VC は利用していない。最初から VC の資金を導入した場合、製

品も売上もないのでベンチャー企業として存続していないとの見方が多い。また、ベ

ンチャー企業の現在価値が評価されないことへの問題提起があり、アメリカの

NASDAQ のように開発段階であっても時価総額で評価することを望む意見がある。  

また、日本の VC が提供する資金の金額規模が小さすぎる、実証プロセスを支援の

対象外としている、などをもって日本の VC は十分に機能していないとする意見があ

る。  

産業革新機構についても、製品がないと支援の対象にならない、普通の VC より提

出する資料が膨大であるなど、支援対象の拡張や手続きの簡素化を求める要望がある。 

 

（5）連携促進のための支援の場や支援サービスの利用  
対象分野が国の重点分野であり、それらに関連する団体・協議会等が存在するため、

各企業ともそれらに入会して、さまざまな場を活用して連携している。また、各企業

とも国の重点分野の研究開発及び事業展開を行っているため、国からの支援等はある

程度厚くなされている。  

また、ベンチャー企業の経営者が、いくつかの大学で客員教授をしており、その関係

で大学のファンドを利用していたり、比較的安価な金額で大学施設を利用したりして

いる。  

 

（6）公的支援の利用状況と課題  
いずれの企業も比較的早い段階から NEDO の公募事業に応募して、現在も継続し

て利用している。  

問題点として挙げられているのは、設備の減価償却年限の短縮と実証実験段階での

補助率アップである。パイロットラインなどは、製造と研究が一体になっているが、

固定費として抱えてしまっており、この減価償却期間が長いことが問題となっている。

また、NEDO の補助事業では、初期の R＆D は全額補助対象になるが、実用化する際
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のパイロットプラントは数十億の投資に対して補助が半分になる。アメリカでは実績

のないベンチャー企業にも資金提供がある。今後は、NEDO の補助に頼らずに、事業

化を目指したコンソーシアムを立ち上げていく計画をもっているベンチャー企業もあ

る。  

資金の不足分を補うのが本来の VC であるが、3 年以内に IPO 化できない企業を相手

にしない傾向にある。パイロットプラントでは、設計、建設、運転にそれぞれ 1 年ず

つで、合計 3 年かかるため、日本の VC は、実証プロセスを支援の対象外としており、

プロセス型のベンチャー企業に対して十分に機能していない。  

  

 以上に述べてきたベンチャー企業における連携の概念図を図 3.1.2 にまとめる。  
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図 3.1.2 ベンチャー企業の連携の概要図  

 

（7）わが国のベンチャー企業の課題と必要な支援策  
①ベンチャー企業の現在価値評価に見合った資金提供の仕組み  

特に環境ビジネスでは、製品が開発され量産化に至るまでの設備投資が大きくなる

ので、ベンチャー企業においてその資金調達が課題になる。わが国の VC は、現状で

は、ビジネスプランによる評価が中心となっており、資金調達時にベンチャー企業の

現在価値が評価されないのは問題である。欧米のような現在価値にもとづいた資金提

供が望まれる。また、VC が提供する資金の金額規模の増大も必要と考えられる。  

②実証実験に対する補助方法の改善  

NEDO 等の補助では、初期研究開発は全額補助対象になるが、実用化する際のパイ

ロットプラント等に対する大型投資の段階では補助が半分になる。この補助率を改善

するか、公的研究機関・大学等でパイロットプラントを保有し、それを利用できるよ

うにすることが望まれる。また、企業が保有するプラントをベンチャーの実証実験に
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提供することも望まれており、その際の補助率についても改善が求められている。  

③特許出願の支援  

保有する技術については、特許でどこまで出すのかの判断が重要である。知財に精

通した専門家はベンチャー企業にはおらず、そのコンサルタント支援が必要である。

大学の TLO においてもこの判断は重要との指摘があり、コンサルタントのできる専門

家が少ないことが危惧されている。  

④海外特許申請に対する支援と海外特許出願管理の仕組み整備  

海外特許は 20 数カ国での出願が必要となり、その費用が補助事業では賄われないた

め、これに対する支援が必要である。また、大学の TLO が海外特許までカバーするこ

とにならないと、日本企業が海外でその特許を利用できなくなる危険がある。このよ

うな海外に対する知財管理の仕組みの整備が必要である。  

⑤大手企業の生産ノウハウ供与等の支援の仕組み  

大手企業には蓄積されている、工場生産体制などの生産ノウハウがベンチャー企業

には不足している。業態は違ってもよいので蓄積された生産ノウハウの提供などで協

力してもらえる機会が欲しいとの要望がある。  

⑥ベンチャー企業を志向する人材育成の仕組み  

社会の仕組みとして、優秀な学生がベンチャー企業を志向して育つようになってい

ない。ベンチャー育成の仕組みを整備し、キャリアパスが見えるようにしてから、学

生にベンチャー企業を目指せと声をかけるようにしなければならない。  
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3.2 欧米の環境ビジネスにおける研究開発アウトソーシングの現状 
 

本節では欧米の環境ビジネスについて概観すると共に、環境ビジネス分野における研究

開発動向、効果的に研究開発を進めるためのアライアンスやアウトソーシングの現状につ

いて述べる。環境ビジネス分野は、廃棄物処理や水供給などの従来領域から再生可能エネ

ルギー分野、CO2 貯留、生物多様性等の新領域まで非常に範囲が広く、技術分野も多岐に

わたっている。ここでは研究開発を効果的に進め産業化を早期に図ることにより、新たな

産業分野を創り出す領域が重要であるという観点から、環境分野の中で も成長率の高い

再生可能エネルギー分野を中心に調査を実施した。本節ではその調査結果を報告するとと

もに、研究開発アウトソーシングのあるべき姿について述べる。 
 
3.2.1 欧米における環境ビジネスの背景 

欧米における環境ビジネスの背景、特に新たな市場形成に繋がると考えられる政策的な

取り組みについて、前半で EU、後半で米国について述べる。  

現在の EU 環境政策の枠組みで も重要と考えられるのが、2009 年 4 月に EU 閣僚理事会

で採択された「気候変動・再生可能  エネルギー政策パッケージ」である。このパッケージ

では 2020 年までに域内で温室効果ガスの排出量を削減することを目標に、以下の 3 つの

「20」をキーワードとした環境政策を掲げている。  

① 温室効果ガスを 1990 年比で少なくとも 20％  削減する。  

② 再生可能エネルギーを 終エネルギー消費量の 20％まで高める。  

③ エネルギー消費効率を 20％改善する。  

また、これらを達成するための具体的な施策として次の 6 つの施策を講じている。  

① EU-ETS（EU Emission Trading System）の改正  

② EU-ETS（EU Emission Trading System）の対象とならない部門の温室効果ガス削減目

標に関する指令  

③ 再生可能エネルギーの利用促進に関する指令   

④ CO2 回収貯留のための法的な枠組みに関する指令  

⑤ 乗用車（新車）の CO2 排出量に関する規則  

⑥ 燃料品質の改正指令  

 

上記で、中心となるのが 2005 年から導入されている EU ETS（EU Emission Trading 

System）という、キャップ・アンド・トレード方式の排出権取引制度に関する施策である。

排出権取引制度は、自らコストを払い積極的に排出量を減らす企業がある一方で、そうで

ない企業が存在する中で、自社の排出枠よりも多く排出削減できた企業は、余剰分の削減

枠を達成できなかった他社に売ることができる制度である。これらは、現在多くの温室効

果ガスを排出する紙・パルプ、電力、鉄鋼、ガラス等の産業分野を対象として、各セクタ

ーの排出上限をかけることを目的に設けられている。 現在、2013 年に向けて EU ETS の

強化・拡充が検討されている。その一つが、キャップと呼ばれる上限枠で、現在 27 の加盟

国それぞれが設定している値を、将来的に EU として 1 本化しようというものである。ま
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た、上限値の決定においても 2020 年の目標値を達成すべく、2013 年から 2020 年まで 7 年

間で割り、毎年、前年度よりも厳しい上限値を決めていこうというものである。企業にと

ってはコスト増となるために、環境規制の緩やかな EU 域外に生産拠点を移転させる企業

が出てくる可能性があり、これを防止するための対策も検討されている。すなわち、国際

的な競争圧力にさらされているセクターの企業に対しては、 新技術を導入することを条

件に、排出権を無償で得ることができるような制度も検討されている。  

EU では、基本施策は EU 指令と言う形でトップダウン的に発令されているが、具体的な

政策やプログラムは 27 の加盟国にそれぞれに任されている。そのため、各国の経済状況や、

エネルギー基盤に応じて、目標値や優遇制度などのレベルは異なっている。また、加盟国

においても国内の役割分担において、具体的なプログラムは地方政府レベルによって実施

されているケースも多く見受けられる。  

EU では環境施策がトップダウン的に発令されることから、企業や産業界からのロビー

活動も活発である。また EU 全体では、フランス、ドイツ、イタリア、英国の主要 4 ヶ国

が先導しているといわれているが、政策の重点は各国のエネルギー事情や政治的な背景に

より、かなり差が認められる。  

一方、米国では 2010 年度大統領予算教書「新たな責任の時代：米国の約束の再生」（2009

年 2 月 26 日：議会提出）において、温室効果ガス排出量を 2020 年までに 14％減、2050

年までに 83％減まで削減（いずれも 2005 年比）するという環境目標値を掲げている。ま

た、これに関連する環境エネルギー関連の施策として、オークション方式による全排出権

のキャップ・アンド・トレード制度の導入、これによる収入をクリーンエネルギー技術開

発や導入支援への充当、再生可能エネルギーによる発電量を倍増するための融資保証、二

酸化炭素回収・貯留付きの石炭火カ発電所の建設、エネルギー省の二酸化炭素地中貯留実

証試験の拡大、連邦政府ビルのエネルギー効率向上、低所得者住宅の耐候性向上、州や地

方政府のエネルギー効率向上施策の支援、送配電網の整備支援を行う等の施策を掲げてい

る。  

また、オバマ大統領の就任直後に「2009 年米国再生・再投資法（H.R.1:American Recovery 

and Reinvestment Act of 2009）」で、これまでに例をみない大規模な景気対策法を打ち出し

ており、707 億ドルに及ぶ環境・エネルギー関連のプログラムへの予算配分や、200 億ドル

もの環境・エネルギー関連分野へ優遇税制措置への予算手当がなされている。また、2009

年から 2019 年までの 11 年間の合計環境・エネルギー関連予算は、以下のように大規模な

ものとなっている。  

・スマートグリッドの整備費用：110 億ドル  

・建設に関わる債務保証：160 億ドル  

・州政府のエネルギー・プログラム支援：63 億ドル  

・低所得者住宅の耐候性向上：50 億ドル  

・連邦政府ビルのエネルギー効率向上：45 億ドル  

・石炭火力発電のための二酸化炭素回収・貯留の研究開発：34 億ドル  

・再生可能エネルギーの研究開発：25 億ドル  

・先進的なバッテリーの研究開発：20 億ドル  

－38－



- 39 - 

 

一方、環境・エネルギー関連税制措置としても、2009 年から 10 年間の合計で再生可能

エネルギー発電に対する税控除の延長や資産税控除の限度額の撤廃、施設への助成債権の

発行、既存住宅の省エネ措置に対する税額控除の控除率の改善、プラグイン電気自動車の

購入に対する税控除等の優遇措置が取られている。  

金融危機以降、低迷し続ける厳しい雇用状況への対応が迫られる中、2011 年度大統領予

算教書でもエネルギー問題の重要性が唱えられており、引き続きクリーンエネルギー分野

への積極的な投資活動の実施を 2011 年度も継続していくとしている。連邦政府・州政府と

もに、政府機関のエネルギー削減目標などのエネルギー効率向上および再生可能エネルギ

ー導入促進関連の制度（規制）を設け、また、グラントやリベート制度、融資制度、税制

優遇措置といった公的な助成プログラムを用意している。  

 

3.2.2 EU の環境ビジネス市場 
（1）全体 

欧州委員会による EU 環境産業の競争力に関する報告書 (1)では、EU 環境産業の市場は

2004 年の約 2,321 億 5,416 万ユーロ（GDP 比 2.2％）から、2008 年には 3,190 億 6,005 万ユ

ーロ（GDP 比 2.55％）となり、規模は年々拡大傾向にある。環境市場の中では廃棄物管理

が比較的市場規模が大きく、続いて水供給、排水管理、リサイクル済み材料となっている

（図 3.2.1 参照）。また、再生可能エネルギー分野とリサイクル済み材料がこの 4 年間で市

場拡大している分野となっており、環境市場を牽引している分野と言える（図 3.2.2 参照）。 

 

 

 
図 3.2.1 EU の環境産業の市規規模（分野別シェア）  

(出所：’Study on the Competitiveness of the EUEco-industry, Final Report Part１’, Ecorys ( Client: European 

Commission Directorate General Enterprise & Industry)) 
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図 3.2.2 EU の環境産業の各分野市規成長率（2004～2008 年の平均成長率）  

(出所：’Study on the Competitiveness of the EUEco-industry, Final Report Part１’, Ecorys ( Client: European 

Commission Directorate General Enterprise & Industry)) 

 
EU の環境産業市場を国別で比較すると、フランス、ドイツ、イタリア、英国の主要 4

ヶ国が EU 全体に占める割合が大きく、全体の 60％を占めている。またこの 4 ヶ国の中で

はイタリアが廃棄物管理分野の占める割合が大きいのに対して、フランス、ドイツ、英国

は水供給やリサイクル材料の分野が大きくなっている（図 3.2.3 参照）。再生可能エネルギ

ー分野は各国とも 10～15％を占めている。排水管理は約 343 億 2281 万ユーロと EU で 3

番目に大きな市場であるが、国によって規模に大きな差がみられる。  

 

 
図 3.2.3 EU の環境産業の市場規模（主要国別）  

(出所：’Study on the Competitiveness of the EU Eco-industry, Final Report Part１’, Ecorys ( Client: European 

Commission Directorate General Enterprise & Industry)) 
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（2）太陽光発電分野 
世界における太陽光発電の発電容量は 2000 年から 2008 年までの 8 年間で約 10 倍に拡

大している。特に 2003 年から 2007 年までの 5 年間は毎年 30％の急成長を遂げており、2008

年には前年比約 60％という非常に大きな伸びを見せた。また、2009 年の累積設置容量は

15,861MW に達している(表 3.2.1 参照)。EPIA(European Photovoltaic Industry Association)は

2008 年における急成長の原因として、既存市場の成長に加え、政府の支援策の後押しを受

けて急激な成長を遂げたスペインを始めとする EU 市場の発展や、韓国や欧州における新

興市場での成長が挙げられている。2009 年に関しては、それまで市場を大きく拡大してき

た欧州市場が金融経済危機の影響で減速しため、成長はほぼ横ばいとなった。2008 年から

2009 年はスペインやドイツでの支援策の縮小、世界的な景気悪化などの影響を受けて、供

給超過になり、結晶シリコン系太陽電池の価格下落が大きくなった。世界的な供給過剰の

継続により、業界再編が必至な状態と見られる。しかしながら、全体としては景気回復に

伴い、2010 年には再び拡大傾向となる見込みである。  

 

表 3.2.1 2008 年末と 2009 年*における EU における累積太陽光発電設置容量(MWp) 

 

（出所：Phtovoltaic Barometer, EurObserv’ER, http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro196.pdf） *2009 年は予測値  
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欧州の 2009 年の太陽光発電の累積設置容量は約 15,000MW を超え、全体の 65％以上と

なるなど、後続する日本および米国を大きく引き離している。欧州は太陽光発電分野にお

いて、2004 年以降持続的に世界市場を牽引リードしてきた。新規設置容量をみれば、世

界全体の約 8 割を欧州が占める結果となっている(参照：GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR 

PHOTOVOLTAICS UNTIL 2014: HTTP://WWW.EPIA.ORG/PUBLICATIONS/EPIA-PUBLICATIONS.HTML) 。  

これは、EU が 2020 年までに再生可能エネルギーの割合をエネルギー消費量の 20％に引

き上げるという目標を掲げ、その達成に向け加盟各国が様々な支援策を導入していること

も大きく影響している。支援策は、固定価格買取制度(Feed-in Tariff)や税制優遇措置、補助

金制度、電力事業者に一定の割合で再生可能エネルギー電力の利用を義務付ける RPS 制度

などが挙げられる。このような支援策の充実が欧州市場の強みと考えられる。  

EU 主要国の中では、ドイツが 2007 年まで EU 全体の約 78％を占めていたが、スペイン

や、イタリアの追い上げなどにより、2008 年ではドイツの累積設置容量が EU に占める割

合はやや低下傾向にある。スペインは新たな固定価格買取制度により駆け込み需要が急増

し、2008 年の新規設置容量ではドイツ（1,814MW）を上回り、2,687MW と世界第 1 位と

なっている（参考文献 3 章(6)）。また、ベルギー、ポルトガル、フランスも着実な成長を

見せている。英国は主要 4 ヶ国に比べ、設置容量も伸び率も著しく低いが、2010 年 4 月よ

り家庭向け固定価格買取制度（太陽光・風力を対象）を開始するため、今後の成長が注目

される。  

一方で、 近では成長要因であった固定買取価格制度の見直しの動きが主要国で起きて

いる。このため、将来の市場拡大に対しては不透明感が拡大している。  

これは同制度をはじめとする支援策が太陽光市場の急速な拡大を促したものの、2009 年

にはソーラーパネル価格の著しい低下などをもたらすと共に、より安価な中国製のパネル

の流入が拡大するなど、自国の産業強化に結びついていないことへの指摘が根底にある。

こうした背景を受け、2010 年１月にはドイツおよびフランスで、買取価格の引き下げ予定

を発表している。ただし、EPIA による政策推進シナリオでは固定価格買取制度など市場に

有利な施策が継続されれば、ドイツやフランス、イタリアといった主要国が今後も市場を

牽引し、着実な伸びを示すと予測される。  

 
（3）風力発電 

風力発電の世界市場は近年、生産能力の向上に伴う生産コストの低下、太陽光発電等に

比べた規模の優位性などを背景として年率 20％で拡大しており、他の再生可能エネルギー

よりも急速に成長している。ただし、風力発電は、風のエネルギーをタービンで電気エネ

ルギーに転換するものであるため、従来の他の電力源の発電効率に比べて劣り、その向上

が重要な課題である。  

しかし、世界の風力発電設置の累積容量は毎年着実に増加しており、2009 年には約

158GW に達している。地域別に見ると、2009 年末には、欧州が約半分の 48％を占め、残

りの半分をアジア（25％）と北米（24％）で二分している。2009 年までの世界の累計設置

容量は、米国（35,159MW）、ドイツ（25,777MW）、中国（25,104MW）、スペイン（19,148MW）、

イタリア（4,850MW）の順となっている。EU 各国の累計設置容量を表 3.2.2 に示す。欧州
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では、ドイツとスペインが市場を牽引している。 2009 年にはスペインが欧州 大の

2,459MW の新規設置を行っている。また、同年には、新しい洋上風力発電ファームタービ

ンが、デンマークに 3 ヶ所、ドイツに 1 ヶ所、スウェーデンに１ヶ所、英国に１ヶ所に設

置されている。経済低迷にも関わらず、2010 年の欧州の風力発電市場は 15％の成長率で、

総容量は、86,000MW になると予想されている。  

風力発電の分野では、ドイツが先行しており、第一世代の風力タービンの交換も行われ

ている。ドイツでは、政府が 2009 年 9 月に正式に北海とバルト海における、40 の洋上発

電ファームの設置を許可しており、引き続き容量の拡大が見込まれている。目標は、2020

年までに、30 の風力発電ファームを接続し、25,000MW の容量を確保することにある。ま

た、次世代の洋上風力発電の設置に向けての研究開発にも積極的に取り組んでいる。  

 
表 3.2.2 EU 主要国の風力発電設置容量(2009 年末) 

 
(出所：Wind Energy Barometer, EurObserv’ER：http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro195.pdf) 
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これに対し、フランスでは、2008 年 8 月の省令で、固定買取価格が 2012 年まで据え置

かれたこと等が影響して、2008 年よりも 81MW 減少した。こうした影響により、フラン

スでは、2012 年までに 11,500MW という目標（陸上風力発電 10,500MW と洋上風力発電

1,000MW）の達成が危ぶまれている。  

 

（4）バイオエネルギー 
欧州においてバイオエネルギーは風力と並び再生可能エネルギーの柱の一つとして注

目されている。バイオエネルギーには様々な分野が含まれているが、もっとも市場の大き

いのは運輸向けのバイオ燃料（ガソリンに混入するバイオエタノール、軽油を代替するバ

イオディーゼル、および植物油の 3 種類）と発電、発熱用の燃料固形バイオマスと考えら

れている。エタノールを多く含んだバイオ燃料は、ホースやガスケットを腐食させるほか、

通常のガソリンより燃焼温度が高いため、更なる普及には、自動車や給油所の設備対応も

必要となることなど技術的な課題も残されている。  

EU27 ヶ国の運輸向けバイオ燃料の消費量（推計値）は 2008 年に 1,006 万石油換算トン

（TOE ; ton of oil equivalent）となっている（図 3.2.4 参照）。EU では 2003 年のバイオ燃料

指令により、2010 年までに運輸燃料に占めるバイオ燃料の比率を 5.75％に引き上げる目標

を掲げているが、2010 年での目標達成は難しい状況にある。  

市場の状況は国別に大きく異なり、 大市場はドイツである。しかし、バイオ燃料にか

かる税の免税措置の削減やバイオ燃料利用に関する割り当て制の導入などの政府の政策変

更により、2008 年に 326 万 TOE に留まるなど成長は減少傾向にある。これはドイツ政府

が、原料の食糧生産との競合など、バイオ燃料の持続可能性に対する批判が高まったこと

や、免税などによる政府の負担が大きいこと等を受けての対処に踏み切ったためと考えら

れる。  

 

 
図3.2.4 EU の運輸バイオ燃料市場規模の推移  

（出所：EUrObserv’ER http://www.EUrobserv-er.org/downloads.asp）  
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フランスも EU で 2 番目と大きな市場であり、前年比 63％と増加を示し、バイオ燃料の

比率が 5.25％となっている。また、英国、イタリア、ポーランドなども前年比 2～5 倍と

いう高い伸びを示している。しかし、英国のバイオ燃料比率は 2008 年の 2％で、2010 年の

目標達成は無理と見られている。いずれも EU 目標を達成するために割り当て制の導入な

ど、利用促進の政策連動で市場が左右される側面が強い。このため需要の急増を見越して

製造能力を増強してきた製造設備の余剰も問題となっている。  

EU は 2008 年に、運輸燃料に占めるバイオ燃料の比率を 2020 年までに 10％に引き上げ

る新たな目標を決めているため、引き続き欧州のバイオ燃料市場が成長する可能性は高い。

一方、木材や食品加工廃棄物などから作られる固形バイオマスは、主に発電や発熱の燃料

として利用されている。EU27 ヶ国の固形バイオマス生産量（一次エネルギー生産量）は

2008 年に 6,871 万 TOE で、年率数パーセントの伸びを示している。他の再生可能エネルギ

ー分野に比べ伸び率は低いが、生産量は運輸バイオ燃料の 7 倍弱と大きな比率を占めてい

る。固形バイオマスの原料は木材が全体の 76.4％と大半を占めている。国別にみると、ド

イツ、フランス、および森林資源が豊富な北欧諸国の生産量が多い。固形バイオマスを燃

料とした発電量は、2008 年で 57.8 TWh（テラワット時）で、2000 年代後半以降、年間 10％

強の伸びを示している。全体のうちコジェネレーション・プラントによる発電量が過半を

占めており、コジェネレーション向けが主流となっている。ドイツの発電量は全体の 18％

を占め、 大になっている。これは背景に他の再生可能エネルギー電力と同様、固定価格

買取制度等の政策により、バイオマス発電の投資リターンが確保されているためである。

また、スウェーデンやフィンランドでは地域熱供給・暖房システムの普及などにより、ほ

とんどがコジェネレーション用として利用されている。  

 
3.2.3 米国の環境ビジネス市場 
（1）太陽光発電 

米国では、2025 年に電力消費の 25％を再生可能エネルギーでまかなうことを目標とし

ている。再生可能エネルギーの中では、太陽光は風力と同様に大きな期待が寄せられてい

る。太陽光発電は、日照時間が長いカリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州、ニューメ

キシコ州、テキサス州などで導入が有利と考えられている。太陽エネルギー分布を世界的

な規模で比較しても、こうした州では欧州や日本に比べ、はるかに導入が有利である。  

再生可能エネルギーの導入に向けて米国は、まず再生可能エネルギー基準を定め、生産

者控除や還付制度を設けた上で、競争条件を整備し、研究開発支援などで積極的な競争を

促す施策が多い。欧州を中心に採用される電力の固定価格買取制度の導入は、米国ではや

や緩慢である。高コストの太陽光発電の高額な買取りは、価格ばかりでなく、機器導入・

管理コストも上昇するため、電力会社の財務に負担をかけ、何らかの形で消費者に転嫁せ

ざるをえないこと等が原因と見られる。現状は 7 割程度の州で、消費者が発電した余剰分

のみを買い取るネットメーターリング制度が導入されている。また、テキサス州の一部や

オレゴン州でも電力の買取制度の試験的な導入を試みる動きがある。カリフォルニア州で

は、発電した電力の買取制度が 2008 年に実現しているが、連邦政府での制度は 2010 年中

に実現の見込みであり、さらに大きく弾みがつくものと予想される。  
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太陽電池の電力買取制度導入が躊躇されている別の理由は、一部の太陽電池メーカーが

相当価格を引き下げ、いずれ既存の電力価格と同等価格となる「グリッドパリティ」が達

成される可能性があるためと思われる。現在世界 大の太陽電池生産量（1,010 MW、2009

年）を誇るアリゾナ州ファーストソーラーは「2014 年までにグリッドパリティを実現する」

と予想している。グリッドパリティを実現するには「モジュール価格を 0.7～1.0 ドル/W 以

下にする必要がある」と言われている。現在、主要メーカーの太陽電池は 2 ドル/W 台前半

とかなり下がってきている。ただ、大規模案件に特化するファーストソーラーは既に 0.8

ドル/W の製造コストを達成し、出荷時には 2 ドル/W を切るようである。  

また発電コストのうち、太陽電池本体（セルとモジュール）が占める割合は 35～40％に

過ぎないため、全体としてのシステム価格の削減が求められる。こうした価格低下による

需要喚起などもあり、今後とも市場拡大が継続すると見られる。こうした熾烈な市場競争

等によるコスト低下や支援制度が継続されることを前提とすると、北米における太陽光発

電システム市場は今後 5 年間で 6 倍程度の 160 億ドル規模にまで拡大する可能性がある（図

3.2.5 参照）。  

 

 
図 3.2.5 米国の太陽エネルギーの市場規模と予測  

 (出所：米国における環境・クリーンエネルギー産業実態調査 , JETRO ロサンジェルス／ヒューストン , 

2010 年 3 月 , http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000417/usa_clean%20energy1.pdf) 

 

太陽エネルギー分野への VC からの投資額は、2008 年には約 25 億ドルまで拡大したが、

世界需要の急激な冷え込みなどによる市場や投資環境の変化により、2009 年は 1/3 以下の

規模まで急激に減少している。2009 年は比較的規模の大きい M&A が相次ぎ、業界再編の

局面も現れた。  
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（2）風力発電 
米国における風力発電市場は 2009 年 1 年で 10GW（伸び率 39％）と、単年度ベースで

過去 高を更新するなど好調を維持するなど、急拡大している。また、風力発電の新規設

置は天然ガス発電と並び、再生可能エネルギーの中核として位置づけられており、両者で

全体の 8 割を占めるに至っている。  

風力発電のタービン製造原価は技術向上や生産効率化により、2005 年で 1990 年の 20％

程度にまで低下しており、2009 年で更に 20％程度低下している。価格低下の要因のひとつ

はゴールドウインド社やシノベルウインド社などの中国メーカーの台頭も影響していると

思われる。こうした製造原価の低下や生産税額控除などにより、新設の石炭やガス発電プ

ラントと比較しても価格競争力を有するようになってきている。  

一方で、VC をはじめとする資金調達市場は、景気低迷の影響を大きく受け、前年に比

べ 1/10 の水準にまで低下している。他方、新規株式公開や M&A は、弱含みの動きではあ

るが、VC 市場ほどの落ち込みはなく、米国市場の拡大を踏まえたヨーロッパ企業による

米国企業の買収も目立っている。  

発電能力の増大に伴い、設置場所や系統への連携制御などの問題も顕在化しつつあるが、

信頼性の向上や支援策などが継続すれば、米国の風力発電システム市場は、2015 年には現

在の 2 倍程度の 300 億ドル規模にまで拡大すると見込まれる（図 3.2.6 参照）。  

 

 

図 3.2.6 米国の風力エネルギーの市場規模と予測  

 (出所：米国における環境・クリーンエネルギー産業実態調査 , JETRO ロサンジェルス／ヒューストン , 

2010 年 3 月 , http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000417/usa_clean%20energy1.pdf) 
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（3）バイオエネルギー 
バイオ燃料市場は、米国石油製品市場の 3％、世界市場では 1％に満たない水準に留ま

っており、いわゆる「混合燃料の壁」という限界にぶつかっている。現在、その混合割合

を当面 15％まで引き上げるべく検討が行われているほか、再生燃料基準として、2022 年ま

でに現在の 3 倍以上のバイオ燃料の導入目標が定められている。  

食料の不足や温暖化防止促進の観点から、現在、改良作物や藻、合成有機物などのセル

ロース系の原料を使った次世代バイオ燃料の開発が盛んに行われている。バイオ燃料の VC

市場規模は、太陽エネルギーに次いで大きいが、景気低迷やセルロース系エタノールの商

業化の遅れなどを反映して、取引件数・取引額ともに近年は縮小傾向にある。M&A や企

業提携については、エクソンモービルとジンセテイック・ジオミクスとの 6 億ドル規模の

パートナーシップ協定（エクソン社による資金提供）など、石油企業の進出が活発化して

いることは注目に値する。  

電気自動車の急速な台頭が、バイオ燃料の発展の長期的な見通しを不透明にしている点

は否めないが、制度面での対応や製造および利用面での技術革新に加え、中国・インドな

どの需要増による化石燃料価格の上昇などを前提として考えると、当面市場拡大は継続す

るものと予想される。  

米国及び世界のバイオ燃料の 2015 年の市場規模は 2 倍以上に拡大し、米国で 400 億ド

ル規模（2010 年で約 180 億ドル規模）、世界で 960 億ドル規模（2010 年で約 400 億ドル規

模）にまで達する可能性がある（図 3.2.7 参照）。  

 

 
図 3.2.7 米国のバイオエネルギーの市場規模と予測  

 (出所：米国における環境・クリーンエネルギー産業実態調査 , JETRO ロサンジェルス／ヒューストン , 

2010 年 3 月 , http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000417/usa_clean%20energy1.pdf) 
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3.2.4 EU の環境分野の研究開発を推進する仕組みとアウトソーシングに関する

現状調査 
（1）調査目的 

欧州における環境エネルギー分野での研究開発の実態とアウトソーシングの現状につ

いて、EU の中でも環境市場分野で先進的な取り組みを行っているドイツを中心に訪問し、

実態を調査した。本調査では環境市場を動かす政策や研究開発と参加プレーヤー相互の関

連（連携やベンチャー企業の育成を含む）を明らかにすると共に、研究開発アライアンス

やアウトソーシングに関連するリソースの回り方や課題について考察を加えることを目的

とした。  

 

（2）調査先と調査概要 
 訪問調査先を表 3.2.3 に示す。訪問したドイツの機関は、主に政府系および非営利の研

究機関とエネルギー分野の企業である。また、比較のためにエネルギー事情が大きく異な

るフランスについてエネルギー関連企業を訪問し、ヒアリングを行った。  

 

表 3.2.3 調査先と調査項目 
国  調査先  調査対応者  調査項目  
 
 
 
ド
イ
ツ  

JETRO 
Düsseldorf 
＜Düsseldorf＞   

岩崎  正博 (所長 ) ドイツ全般の経済状況および研究開

発状況  
環境分野全般の動向など  

RWE 
 
＜Essen＞  

Mr. Friedrich Schulte 
（Senior Manager Corporate R&D) 

Mr. Gunnar Hoffmann (Manager Corporate R&D)
Mr. Tobias Bischkowski (Manager Corporate 
R&D) 

エネルギー事業会社における研究開

発戦略  
再生可能エネルギー分野への投資お

よび研究開発の進め方  
（アライアンス、アウトソーシング

を含む）  
Fraunhofer Institute 
for Wind Energy and 
Energy System 
Technology 
(以下 Fraunhofer 
IWES と略記 ) 
＜Bremerhaven＞  

Prof. Dr. Andreas Reuter (所長 ) ドイツ政府の再生可能エネルギー分

野の施策と研究開発投資  
Fraunhofer の風力エネルギー分野の

研究開発動向  

Fraunhofer- 
Gesellschaft 本部  
(以下 Fraunhofer と

略記 ) 
 
＜Berlin＞  

Ms. Marianne Hoffmann (アジア担当マネージ

ャ ) 
Dr. Patrick Hoyer (研究企画担当 ) 

ドイツの環境分野の応用研究開発動

向  
Fraunhofer の環境分野の研究の取り

組み  
産業界からの受託研究、アライアン

ス研究の概況  
ベンチャー、スピンアウト支援のし

くみ  
Helmholtz- 
Gemeinschaft 本部  
(以下 Helmholtz と

略記 ) 
 
＜Berlin＞  

Prof.Dr. Stefan Joos (研究部門長）  
Dr. Joern Krupa （技術移転担当）  
Dr. Klaus Lips (太陽光発電研究所副所長 ) 
Dr. Cathrin Bruechmann （地球環境リサーチ担

当）  

ドイツの環境分野の研究開発動状況

と市場支援体制  
Helmholtz の環境分野の研究の取り

組み  
産業界とのアライアンスの概況  
ベンチャー、スピンアウト支援のし

くみ  
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München 工科大学  
 
＜München＞  

Dr. Frank Diermeyer (自動車工学研究所）  
Prof. Dr. Ulrich Stimming (ナノテクセンター所

長）  
Mr. Holger Wolfschmidt (ナノテクセンター ) 
Prof.Dr. Thomas Bock (ビル建築・ロボティック

ス議長 ) 

環境分野（新エネルギー、建設市場）

の研究開発動と  
大学における産業界とのアライアン

ス状況  

フ
ラ
ン
ス  

Air Liquide 
 
＜Paris＞  

PhD. Olivier Delabroy(研究開発担当副社長 ) 液化ガス利用に関わる新エネルギー

分野の研究開発およびアライアンス  

GDF Suez 
 
＜Paris＞  

Mr. Marc Florette (研究担当役員 ) フランスのエネルギー事業会社にお

ける研究開発戦略  
再生可能エネルギー分野への投資お

よび研究開発の進め方  
（アライアンス、アウトソーシング

を含む）  
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（3）ドイツの経済状況 
ドイツ経済は、リーマンショック以降の世界経

済危機の影響を受け、落ち込んでいたが、現在は

堅調に回復しており、企業は元気である（図 3.2.8

参照）。政府系コンサルタント会社、5 賢人委員会、

ドイツ経団連の全てで、来年度についても順調に

成長すると予測されている。また、失業率も過去

低水準にあり、政府では、実質完全雇用に近い

との発表を行っている。したがって、今後は個人

消費が増大し、経済を牽引するものと予測されて

いる。個人消費動向は今年のクリスマス商戦の結

果で検証できるとしている。ドイツ産業の強みは、

TV、冷蔵庫のようなコンシュマー向けの製品では

なく、工作機械や化学製品等のプロシュマー向け

の製品を主力として「創造性」、「高付加価値製品」

が主力となっている。  

ドイツでは、産業構成（売上、従業員数）上、

中堅、中小企業の占める割合が高く、特に、中堅

企業が重要な存在を示している。中堅企業の特徴

は、非上場で家族経営を中心とした経営が挙げら

れる。こうした企業では、コモディティー製品で

はなく、ニッチな分野で世界トップのシェアを確

保するビジネスを展開している。このため、

BOSCH に代表されるような「隠れたチャンピオ

ン」が多く存在している。また、ドイツ産業は、

工作機械、自動車、化学が強く、こうした企業

の輸出が、現在の景気回復を支えていると考え

られる。これは中国をはじめとする新興国の経

済的発展に伴って、資本財や生産機械の需要の

高まりに支えられたためである。このような資

本財は、一般消費財のように中国、韓国などの低価格路線や為替変動の影響を受けず、よ

り高い性能や顧客の要望に合致した製品が求められるためである。今後は、輸出に加え、

個人消費、設備投資の三つがドイツの経済を支えると見られている。景気の堅調さを受け、

設備投資意欲、研究開発投資意欲も高くなっている。  

 

（4）環境ビジネスについて 
EU の環境市場は 3.2.2 節でも述べられているように基本的に政策誘導型であるが、ドイ

ツではとくに環境政策に対する緑の党の影響が大きく反映されていることが特徴的である。

ただし、緑の党の環境対策への意見は京都議定書の頃は非常に強いものであったが、世界

図 3.2.8 ドイツの輸出入取引の推移  
(出所：Economic conditions in Germany, 

DEUTSCHE BUNDESBANK, Monthly Report, 

August 2010) 
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情勢やエネルギー情勢の変化から 近では見直しが迫られている状況にある。例えば、そ

の後のロシアからの天然ガス供給ストップ、中東からの石油供給の不安定さや改正原子力

法の継続による原子力発電の見通しが立たないことなども影響が大きいと考えられる。こ

のため、エネルギーセキュリティーの面から、現状では再生可能エネルギー活用を戦略的

に展開せざるを得ない状況にある。  

ドイツでは、連邦政府が方向性を示す政策を作り、その実行は州政府にまかされている

場合が多い。州政府では地域の産業振興を含んだ形で連邦政府の政策を実施プログラムに

移している。政策の代表例は固定価格買取制度で、太陽電池の分野では急速に市場が拡大

してきた。例えば、Helmholtz 等からの技術移転を受けた Q-Cells 等は、10 年間でベンチャ

ー企業から世界トップ企業にまで急成長している。しかし、現在は、同制度により、ドイ

ツ企業が成長したこと、また、中国、韓国製の安い製品が普及し始めたことにより、税金

を他国籍企業のために投資するのはおかしい等との議論により、買取価格の減額や見直し

が行われている。今後も固定価格買取制度の価格の低下が暫時行われる。  

一方、風力発電ではドイツは EU の中でも も先行してきたが、電力買取価格の低さな

どから、近年新規設置数が減少傾向にある。連邦政府は洋上の買取価格を従来の 49％増と

して、洋上設置数の増加を狙っている。2025 年までに電力消費量の 25％を風力発電で供給

し、その 40％を洋上から供給することとしている。  

また、現在 EU では CO2 排出量に占める既存建物の運用時の排出量が全体の 4 割を占め

ることから、建物のエネルギー指標の表示を義務づけるなど、建物のエネルギー効率を高

める施策を推進している。エネルギー表示は英国、ドイツなどで表示が義務づけられてい

るが、建物のエネルギー性能を高めるための断熱構造化への対応に関しては、改修や建設

費用、それに伴う家賃のアップに対して、国民の負担の増加や経済発展への影響が議論と

なっている。  

 

（5）環境分野の研究開発と産業界の連携 
ドイツの研究開発投資は OECD 加盟国の中ではトップグループに位置し、図 3.2.9 に示

すように、GDP に占める割合は 2.5％をやや上回る値となっている。  

ドイツの研究開発投資の内訳は、政府が 57％で、民間が残りの 43％となっている。政

府からの研究開発政策および研究開発投資は、政策レベルからのトップダウンにより決定

されている。科学技術、研究開発政策は、Fraunhofer 会長を議長として、政府、Helmholtz、

Opel、Carl Zeiss、BASF、Siemens 他の企業・機関の会長よりなる Industry-Science Research 

Alliance によって産官学の意見を合わせて審議･決定される。  
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図 3.2.9 先進主要国の研究開発費の対 GDP 比  

(出所：Federal Report on Research and Innovation 2010 (abstract), Federal Ministry of Education and Research, 

Germany, 2010) 

 

民間の研究開発は、御三家と呼ばれる化学、機械、自動車分野の企業での研究開発投資

が多いと言われている。  

 

 

図 3.2.10  ドイツの研究開発ランドスケープ  
(出所：Federal Report on Research and Innovation 2010 (abstract), Federal Ministry of Education and Research, 

Germany, 2010) 

Sweden 
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Korea 
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政府および非営利の研究開発機構では、Max-Planck-Institut（以下、Max-Planck と略記。

基礎研究）、Fraunhofer（応用研究）、Helmholtz（基礎～中長期応用研究）、大学（学術及び

応用研究）が、それぞれの役割を持ち、運営されている（図 3.2.10 及び表 3.2.4 参照）。

Fraunhofer 及び Helmholtz の環境技術（太陽エネルギー発電、風力発電、バイオマス等の再

生可能エレルギーや EV、CCS、スマートグリッド、スマートシティ）に関する研究開発の

役割が大きい。  

 

表 3.2.4  ドイツの主要研究機関の概要  

研究所  領域  予算(B ユーロ) 人員（名）  研究所数  

Helmholtz 長期応用研究  3.1 29,600 16 

Max-Plank 基礎研究  1.6 14,300 80 

Fraunhofer 応用研究  1.6 17,000 59 

 

Helmholtz では、国及び州政府からの資金（90%；ドイツ政府、10％：州政府、その他民

間など）が主となっている。研究開発の大きな方向性は政府委員が中心となった審議会で

決定される。また、5 年毎に研究開発のレビューをし、研究の加速・増額や減額を決定し

ている。また、Helmholtz は大型で高額な研究施設や研究機器を有しており、こうした施設

の産業分野での有効利用も検討されている。従来は長期応用研究が主体で、研究開発成果

の短期的な産業界への移転に向けてこなかった面もあるが、太陽電池関連のクラスターで

は、2.3.2 で示したように PVcomB センター設置するなど、より産業分野に近い応用研究の

実施や技術移転についても実施されている。  

 

 

図 3.2.11 Helmholtz の環境エネルギー分野の研究開発項目  
（出所：Helmholtz）  
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図 3.2.12 Helmholtz の再生可能エネルギー分野の研究開発投資額  

（出所：Helmholtz）  

 

Helmholtz の環境関連の研究開発では、持続可能な将来のエネルギー供給に関する研究

（燃料変換とガスクリーン化技術、発電施設、燃料電池、高効率プロセス）と再生可能エ

ネルギー分野（薄膜太陽電池、集光太陽発電システム、地熱発電、バイオマスの化学エネ

ルギー変換）などに取り組んでいる（図 3.2.11 参照）。Helmholtz における再生可能エネル

ギー分野の研究開発投資額は図 3.2.12 に示すようになっている。  

Fraunhofer は非営利の研究機関で、予算の 2/3 は連邦政府、地方政府からの公的資金と、

企業からの受託研究から得ている。残りの 1/3 は産業界からのファンドとなっている。2007

年の実績では、公的資金；354 ミリオンユーロ、企業の受託研究：422 ミリオンユーロ、産

業界からのファンド：338 ミリオンユーロとなっている。  

研究内容は強く応用研究を意識しており、産業界との連携が強い。このため、研究開発

のアウトソーシングという意味では、Fraunhofer が大きな役割を果たしているといえる。

また各所に設置されている Fraunhofer の研究所のヘッドやスタッフを、大学教授が兼任し

ていることも多く、大学との連携も強い。このため、連携が密な分野では、大学における

研究においても、基礎研究から応用研究への移行がスムースに図られる環境が整えられて

いると判断される。  
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図 3.2.13 フラウンホッファーにおけるエネルギー分野の研究  
（出所：  Fraunhofer）  

 

Fraunhofer では大変広い応用研究分野をカバーしているが、エネルギー関連の研究開発

では、図 3.2.13 に示すように、再生可能エネルギー、新デバイスとエネルギー貯蔵、高効

率エネルギーマネジメント分野で多くの研究開発を実施している。  

Fraunhofer は再生可能エネルギー関連では、太陽光発電、風力発電、バイオエネルギー、

電力グリッド、電力貯蔵などに取り組んでいる。風力発電では、ドイツ教育研究省および

連邦政府や地方政府の支援を受けて、Bremerharven に新しい研究所（ Institute for Wind 

Energy and Energy System Technology IWES）を設立しており、風力発電業界に向けて材料

開発から、パワーグリッドの統合システムの開発までの受託研究サービスを提供し始めて

いる（図 3.2.14 参照）。  

 

図 3.2.14 Fraunhofer における再生エネルギー分野の National Transfer Center の設立概要と

風力エネルギーセンターIWES での研究概要 （出所：  Fraunhofer）  
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この施設では、ローター直径が 大 200m、ブレード重量 50ｔまでの大型ローターブレ

ードの静的・動的試験が可能となっている。これは、ドイツが北海に設置を目指している

超大型の洋上風力発電施設の開発を睨んでのことと推測される。ドイツ国内には Enercon

や Nordex 等のリーディング企業が多くあり、特に Enercon は風力発電に関する国際特許を

4 割有すると言われている。また、ドイツの風力発電メーカーは世界の風力発電の 37％の

シェアを占めている。このような背景にはドイツの政策的な支援に加え、技術開発面での

基盤整備も大きく寄与しているものと推測される。  

ドイツ大手のエネルギー企業である RWE では、電力供給に関連する種々の事業展開に

関連して、再生可能エネルギーや将来に向けた電力の安定供給に関する技術開発を行って

いる。また、確実な産業応用を果たすために、グループ会社の各研究機関ともマーケッテ

ィング部門を擁しており、各事業分野のロードマップ、事業化シナリオプランニング等に

基づいて研究開発を実施している。研究開発の推進はグループ内の会社が主となるが、外

部とのアライアンスおよび研究開発のアウトソーシングは、研究開発の課題ごとに 適な

体制を組んで実施している。RWE の公的研究機関利用割合は約 20%程度とのことである。

太陽光・風力プラント、電気自動車と充電ステーション(Essen)、CCS、バイオマスなど、

これらの分野の研究開発では、政府が推進する環境プロジェクトに提案して、他の機関と

アライアンスを組んで競争的資金を獲得して研究開発を推進するケースも多い。洋上風力

発電は政策主導の面もあるが、技術的課題が多くあり、課題や目標に応じて共同開発体制

を組んでいる。北海は比較的浅く、世界でも特殊な場所であるため比較的洋上風力を設置

しやすいが、設置場所が深くなると急激に発電コストが高くなるばかりでなく、技術的な

ハードルも飛躍的に上がるため、政府の政策や支援状況を見ながら慎重に対応していると

のことである。また、洋上風力発電の系統連携や、スマートグリッドの分野では、業態の

異なる大手企業間が連携した実証実験を進めている。  

ミュンヘン工科大学では、エネルギー分野の研究を推進するために、基礎的な研究を担

う物理学と化学、応用分野の研究を担う電気工学の 3 学科が一緒になった研究センターを

設置し、エネルギー変換技術に関わる新材料の研究から、エネルギー貯蔵やマネジメント

システム等の応用研究開発に至るまでの広範な研究開発を推進している。また、学内の 60

の研究グループを始め、ドイツや EU から広く研究資金を獲得すると共に各所の研究機関

と共同研究やアライアンスを進めている（図 3.2.15 参照）。  
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図 3.2.15 ミュンヘン工科大学(TUM)におけるエネルギー分野の研究センター構成と  

そのアライアンス先 （出所：ミュンヘン工科大学）  

 

フランスでは、フランス国立科学研究センター（Centre national de la recherche 
scientifique）を中心とした基盤研究が主体で、企業間連携や応用研究成果を展開する形

は十分に出来上がっていないようである。しかし、Fraunhofer や Helmholtz の研究成果の成

功に触発され、総合的な研究所という形態ではないがフランス原子力エネルギー庁

（CEA:Commissariat à l'énergie atomique）等で同様の研究開発を行っている。太陽エネルギ

ー分野ではサヴォア州にフランス国立太陽エネルギー研究所（INES：L'Institut National de 

l'Energie Solaire）を設立している。  

フランスの公益事業大手 GDF Suez によると、フランスの電力の 8 割が原子力、1 割が水

力、その他は火力である。原子力発電は安定的稼働が理想で、EU の冬のピーク時の受給

変動を吸収するものが代替発電として適切であると考えられている。この面で、風力・太

陽光など発電能力の変動が激しいものは代替に適さないと判断されているようである。し

かしながら、スマートメーターの導入やスマートグリッドの必要性は、電力料金と組み合

わせた運用形態によっては電力供給ピークを平準化する手法として活用できることから、

研究開発の可能性や標準化に対して興味を示しており、他の分野の企業と協業して研究開

発を進めている。  

これに対し、世界的なガス供給会社である Air Liquide 社では、エネルギーとしての水素

ガス利用やエネルギー貯蔵等の次世代のエネルギー技術や CCS に向けた技術開発などに

多大な関心を示しており、国内および国際的にこうした研究を進める研究チームとのアラ

イアンスを積極的に進めているようである。  

今回訪問した企業は、電力、ガス、水等の総合インフラ会社のコーポレート研究部門の

ためか、2020 年～2050 年を睨んだ研究開発戦略を考えており、現在の政策だけでなく、将

来の重点政策の変更（太陽光重点、風力重点、バイオマス重点か時期によって異なる）も

考慮しながら、多くの技術領域の研究状況（Helmholtz や Fraunhofer を活用）、コスト、市

場規模などのリスク分析を行って企業の研究戦略・事業戦略を決めていると見られる。  
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3.2.5 米国の環境ビジネスを推進する仕組み 
環境分野において新たなビジネスを生

み出そうとする動きは米国においても顕

著となっている。もともと米国は環境問

題（京都議定書等）については消極的で

あり、省エネなどの技術には関心が低く

技術レベルは高くない。オバマ政権に移

行して以降、米国における環境ビジネス

は、国内のエネルギー効率改善に直接影

響するだけでなく、政府が推進する輸出

拡大政策を支える大きな柱と位置づけら

れており、国を挙げて推進する勢いが感

じられる。  

この大きな流れを受けて米国においても環境分野でのビジネス機会を探る動きが活発化

してきた。米国において新技術を産業化する も大きなスキームの一つがベンチャーの活

用である。環境分野においてもベンチャー活用による事業創造が積極的に開始された。図

3.2.16 に米国における事業分野別の VC 投資額の推移を示す。2000 年前後の IT 技術、90

年代後半から立上がりその後継続的な投資が続いているバイオ分野に続き、世界的な環境

意識の高まりを背景としたビジネス拡大の期待の下、2006 年以降環境技術分野への投資が

急増したことがわかる。  

政府は、国、州、市の各レベルでさまざまな支援プログラムを提供し、ベンチャー企業、

投資家をも取り込んだ産業界全体でのビジネスの推進をサポートしている。  

環境ビジネスにおいては、例えばスマートグリッドに見られるように、発電機、蓄電器

など個々の装置をセンシング技術、ICT 技術を用いて連携して制御するといったシステム

化が重要になる場合があり、重電業界の大手企業が ICT ベンチャー企業と、大手コンピュ

ータメーカが太陽光発電ベンチャー企業と連携するなど、大手企業が自社に無い技術をベ

ンチャー企業に求める動きが起きている。このように、環境ビジネス分野は、特徴ある技

術を有するベンチャー企業にとって、大手企業あるいはベンチャー企業間での連携により

大きく飛躍するチャンスであると考えられる。  

米国では、環境ビジネス分野を対象として、研究開発及び事業化資金獲得を目的とする

ベンチャー企業と、有望な投資先探索を目的とする投資家（ベンチャーキャピタル（VC）、

エンジェル、及びコーポレートベンチャーキャピタル（CVC））が一堂に会する”Clean Tech 

Forum”と称するイベントが定期的に開催されている（主催”Clean Tech グループ”）。2010

年 10 月には上記各企業から合計約 300 名参加の下、ニューヨークにおいて”Clean Tech 

Forum 2010”が開催され、当調査委員会からも調査のために参加した。Forum での討議テー

マを以下に示す（講演者等の詳細は添付資料）。  
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図 3.2.16 米国 VC 投資額の推移（事業分野別） 

Source:  PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital 
Association MoneyTree™ Report, Data:  Thomson Reuters
Source:  PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital 
Association MoneyTree™ Report, Data:  Thomson Reuters
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表 3.2.5 CleanTech Forum 2010 での討議テーマ  

11-Oct-10 

Time Title 

5:30 pm - 5:50 pm Welcome: A Sneak Peek at the Future of Cleantech 

5:50 pm - 6:30 pm Setting the Stage: The Reality of Financing a Low Carbon Economy  

6:30 pm - 8:30 pm Welcome Reception 

  

12-Oct-10 

Time Title 

7:30 am - 8:30 am Meet the Cleantech Team Networking Breakfast 

8:30 am - 6:30 pm Cleantech Innovation Pavilion 

8:30 am - 8:55 am Financing Cleantech in the 2010's: What Does the Future Hold? 

8:55 am - 9:15 am 
The Good, Bad & Ugly: Policy Drivers & the Future of Cleantech 

Financing 

9:15 am - 10:05 am Opening Debate - Where is the Money & Who’s in the Game? 

10:05 am - 10:30 am A Model for the Future - New York's Cleantech Initiatives 

10:30 am - 11:00 am 
Fireside Chat - Straight Talk on the Smart Grid: Views from Two Former 

CEO's 

11:00 am - 11:20 am Introduction to Cleantech Subscription Research 

11:00 am - 11:30 am Networking Break 

11:30 am - 12:15 pm Entrepreneur Showcase 

11:30 am - 12:15 pm A Limited Partner Perspective - To Invest or Not to Invest? 

12:15 pm - 1:00 pm 
Financing Innovation to Scale, Innovating Finance Models: Driving the 

Next Stage of the Cleantech Revolution 

12:15 pm - 1:00 pm Entrepreneur Showcase 

1:00 pm - 1:05 pm NASDAQ Cleantech Preview 

1:05 pm - 1:20 pm Visualizing Value Migration: The Evolving Smart Grid Ecosystem 

1:20 pm - 2:20 pm Networking Lunch 

1:20 pm - 2:20 pm Limited Partner Roundtable - Invitation Only 

1:30 pm - 2:20 pm Icebreaker Discussion: Modular Waste to Energy Systems 

2:20 pm - 3:15 pm Entrepreneur Showcase 

2:20 pm - 2:30 pm Introduction: The Valley of Death - New Approaches to Financing 

2:30 pm - 3:15 pm Bridging the Gap: The Valley of Death - Cross or Die? 

3:15 pm - 4:00 pm Icebreaker Discussion: Smart Grid In Focus 

3:15 pm - 4:00 pm Creativity in Financing & Policy – Tomorrow's Energy Efficiency Drivers

4:00 pm - 4:35 pm NASDAQ Closing Bell Ceremony & Networking Break 

4:35 pm - 5:05 pm 
The Government's Role in Cleantech Financing: ARPA-E, a Catalyst for 

Transformation                       

5:05 pm - 5:50 pm Incubating Cleantech In-House 

5:05 pm - 5:50 pm Entrepreneur Showcase 

5:50 pm - 6:10 pm Policy's Role in the Clean Economy 

6:10 pm - 6:40 pm Keynote: Waste Management - A Quest for Environmental Performance 
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6:40 pm - 6:45 pm 28th Cleantech Awards - Most Promising Innovation 

6:45 pm - 9:10 pm Strolling Dinner at NASDAQ in Times Square 

    

13-Oct-10 

Time Title 

7:30 am - 9:00 am Continental Breakfast 

7:45 am - 8:45 am 
Think global Think EU: Case studies on business and funding 

opportunities in France 

9:00 am - 4:00 pm Cleantech Innovation Pavilion 

9:00 am - 9:25 am 
Keynote: United States Department of Commerce: National Export 

Initiative  

9:25 am - 9:45 am 
Global Cleantech 100: A Barometer of the Changing Face of Global 

Cleantech Innovation 

9:45 am - 10:30 am CEO Case Studies - Materials / Green Chemistry 

9:45 am - 10:30 am Interview: What Can Cleantech Financing Learn From Other Sectors? 

10:30 am - 11:15 am 
Icebreaker Discussion – “IP Monetization Strategy: What is Your 

Intellectual Property Worth?” 

10:30 am - 11:15 am How are Corporations Financing & Deploying Cleantech? 

10:30 am - 11:15 am CEO Case Studies - Green Transportation 

11:15 am - 12:00 pm Networking Break 

11:15 am - 11:45 am Introduction to Cleantech Subscription Research 

12:00 pm - 12:45 pm Water: Where is the Capital Going to Come From? 

12:00 pm - 12:45 pm CEO Case Studies - Energy Efficiency in the Built Environment 

12:45 pm - 1:40 pm CEO Case Studies - Water 

12:45 pm - 1:40 pm Smart Grid Buildout: Who Will Pay & How? 

1:40 pm - 2:45 pm Strolling Networking Lunch 

1:40 pm - 2:40 pm 
Icebreaker Discussion: Your Cleantech/Greentech Startup: How to 

Launch Your Early Stage Business 

1:40 pm - 2:45 pm CEO Roundtable Lunch 

2:45 pm - 3:35 pm The Future of "Green" Transportation 

2:45 pm - 3:35 pm CEO Case Studies - Smart Grid 

3:35 pm - 4:00 pm Fireside Chat: Cleantech Financing, Where Do We Go From Here? 

4:00 pm - 4:05 pm Closing Remarks 

4:05 pm - 5:00 pm Closing Networking Reception 

 

セミナーでは、政府関係者から、環境技術開発の必要性と推進の意気込み、支援プログ

ラムの紹介、大手企業からは自社の環境ビジネスへの取組と研究開発アウトソーシングの

考え方などベンチャー企業を勇気付ける発表がおこなわれ、ベンチャー企業からは展示会

への出展とプレゼンテーションが行われた。会合の期間中、会場を NASDAQ に移しての

レセプションなど参加者間の交流を促す機会が多く提供され、会場内では盛んな交流が繰

り広げられた。  
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フォーラムを通じて米国の環境ビジネスを中心としたベンチャー活用についてヒアリン

グした。ヒアリング先を表 3.2.6 に示す。  

 

表 3.2.6 米国ヒアリング調査先と調査項目  

米国調査先  調査対応者  調査内容  

Cleantech Group 
(Cleantech Forum にて) 

President 
Vice President, Advisory 
Vice President, Global Events 
Vice President, Research 
General Manager of China 
Director, Client Services 

環境をモチーフとしたベンチャービジ

ネス支援の実態  

Deloitte 
(Cleantech Forum にて) 

Senior Marketing Manager 
Senior Marketing Manager,  
National Clean Tech Practice 
Marketing Partner, Venture 
Capital Services Group 

環境をモチーフとしたベンチャービジ

ネス支援の実態  

Boeing 
(Cleantech Forum にて) 

General Manager, Smart Grid, 
Boeing Energy Defense, Space 
& Security. 

大手企業のベンチャー活用の実態  

GE 
(Cleantech Forum にて) 

Government Relations Leader, 
Sensing & Inspection 

大手企業のベンチャー活用の実態  

Veolia 
(Cleantech Forum にて) 

Senior Vice-President Research 
& Innovation 

大手企業のベンチャー活用の実態  

GM ventures 
(Cleantech Forum にて) 

President 
Investment manager 

大手企業のベンチャー活用の実態  

Silicon Valley Bank 
(Cleantech Forum にて) 

Head of Cleantech Practice 
環境をモチーフとした公的ベンチャー

ビジネス支援の実態  

Silicon Valley Bank 
(California) 

Head of Entrepreneur Services 
Group SVB Accelerator 

公的金融機関のベンチャー支援の実態  

Lucien 
(California) 

Founder & CEO Lucien & Co. 
ベンチャー企業を対象とした支援サー

ビス業（財務サポート）の実態  

 

この会合は、技術開発、事業化を実現するための資金の還流を主眼とした、投資家を中

心とした会合である。単なるニーズ、シーズの出会いの場ではなく、資金を主眼とするこ

とで現実的な研究開発を可能とし、ビジネスの成功確率向上に繋がるものと考えられる。

CVC 部門は本会合の中では投資家と位置づけられるが、投資による金銭的リターンよりも、

自社に無い技術を持つベンチャー企業の技術開発へ投資し、その成功時に技術あるいは企

業の取り込みを目的としている。環境ビジネス分野で大規模な投資が必要となる場合には、

ベンチャー企業にとって大手企業との連携が重要であり、CVC 部門は大きな役割を果たす

と考えられる。  

Clean Tech Forum のような場を提供する企業が事業として成り立っていることからも、

ベンチャー企業、投資家の環境ビジネスへの期待の大きさとベンチャー企業を活用したビ

ジネスが実績を積みつつあることが確認された。  

－62－



- 63 - 

 

3.2.6 まとめ  
本節では欧米の環境ビジネスについて概観すると共に、環境ビジネス分野における研究

開発動向、効果的に研究開発を進めるためのアライアンスやアウトソーシングの現状につ

いての調査結果を述べた。欧米の環境市場、とくに再生エネルギー分野は政策誘導型で急

速に発展しており、各国政府も政策に適合する分野に対しては多大な研究開発投資をして

いる。特に米国では、政府の政策を背景として、IT、バイオに続く有望市場との期待があ

り、大手企業、ベンチャー企業、投資家が一体となりビジネス創造を推進している。一方、

先端的技術を有するベンチャー企業が政策的な支援を受けて急速に発展したケースが見ら

れる反面、大手企業も構成する技術分野が多岐にわたる環境分野の研究開発に対応するた

め、アライアンスや研究機関や大学等の活用を含め、ターゲットとする市場分野に応じて

様々な形で研究開発を進めていることが明らかになった。  

米国では、環境ビジネス分野を対象として、投資家を中心としたシーズ、ニーズの出会

いによるビジネス創造の場が民間企業によって運営されており、ベンチャービジネス関係

者の環境ビジネスへの期待の大きさとベンチャー企業を活用したビジネスが実績を積みつ

つあることが確認された。  

また、ドイツでは、Helmholtz や Fraunhofer 等の国や非営利の大手研究機関が、環境分野

での研究開発に推進に大きな役割を果たしている。また、こうした大型の研究機関では、

産業界からの研究開発のアウトソーシングの大きな受け皿となっているのに加え、政府資

金を活用した大型のアライアンス研究の推進や、研究開発成果の産業界への移転に対して

も積極的な活動を続けている。ベンチャー企業の技術の活用や育成に関しては、欧米では、

国や研究機関の資金的支援や VC の活用にも積極的に取り組んでいる。  

環境分野のように商品となるシステムが大規模となる場合には、システム全体を見通し

た開発が進められない限り、産業化に結びつかないと考えられるため、ベンチャー企業が

１社でシステム開発から市場参入までを行うことは困難であるのが一般的である。この意

味では、全体の大型システムの開発を狙っている大手企業との連携が鍵となるだろう。  

わが国の政策としての重点技術分野が多すぎるとも思われ、環境分野での強力な政策が

望まれる。また、省庁ごとに異なる目標やターゲットに分割されたプログラムではなく、

全体を統合した大型の施策プログラムの誘導が必要である。  

また、研究開発に関しては、わが国ではドイツの Helmholtz や Fraunhofer 等のような役

割を果たす研究機関があまり見あたらない。これはわが国とドイツとの産業構成の差によ

るところも大きい。しかし、競争力のある新たな産業誘導を政策的に進めるためには、従

来の民間の研究開発システムに任せておけばよいという考え方からの脱却も必要である。

産業界の研究開発をリードする研究基盤の整備と活用、人材の育成や交流を進めるシステ

ムを政策的に誘導していくことが重要である。わが国においては、理化学研究所など基礎

研究部門と大学との交流はあるが、産総研などと大学との人的交流は少ないように思われ

る。また、産業化という観点から、大手企業との戦略的な人的交流も十分とは言えない状

況にある。応用研究開発という面では、産総研がそうした役割を担うべく方向転換を図っ

ているが、現段階では産総研での研究成果を実用化していこうという、シーズ技術の展開

という観点が強いようである。Fraunhofer 等の研究機関では、民間企業からの受託研究が
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全体の 3 分の１を占めることからも明らかなように、より市場サイドに立った応用研究が

行われている。また、Fraunhofer のこうした応用研究開発は、専属スタッフと大学および

産業界からの派遣研究員との共同作業によって遂行されることが多い。こうしたシステム

では、産業化に向けた課題を明確に意識しやすく、独立法人的な組織であっても、より現

実的で効率的な研究開発の実施が可能になるものと推測される。環境分野の研究開発は政

策主導という面と同時に、産業界全体として効率的な資本投下をして総合的な研究開発を

進めていく必要があると考えられる。こうした観点からは、産総研のような研究機関には

政策と連動したプロジェクトプロデュース機能と共に、その実現に向けた様々な分野の産

業化の研究課題を産業界と共同で解決していくという機能が強く求められる。  

ナノテクセンターのような国際競争力を高める研究基盤の整備に加え、産業分野と大

学・国の研究機関を結ぶ人的交流を促進し、産業強化に結びつく研究開発をリードしてい

く人材を育成していくことが重要である。このためには、ハード的な基盤整備に加え、こ

うした基盤を産業界全体でいかに効率的に活用して、産業化を加速化するためのソフト的

なプログラムが重要であると思われる。総合的で一貫した研究開発プロジェクトの創出と

共に、産業界と国や大学等の研究者の人的交流を更に進め、事業化の課題や開発スピード

に対する認識の一元化などの情報共有を積極的に図っていく必要がある。ひとつの方法と

して、研究者の身分保障を確実にした上で、一定期間だけ公的研究機関と民間研究機関を

自由に移動できるシステムや、プロジェクトに応じて公的民間の所属を問わず役職を兼任

できるようなシステムを検討すべきである。  
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第 4 章 わが国の研究開発アウトソーシング活性化への課題と提言 
 
4.1 研究開発アウトソーシング活性化への課題 
 

研究開発アウトソーシング活性化を目指した昨年度の調査結果を踏まえ、研究開発受託

企業の更なる調査を行うとともに、ベンチャー企業、ベンチャー企業支援組織、さらに商

社へのヒアリングを行った。環境ビジネスを主体とした、米国、ドイツなどでの研究開発

アウトソーシングの動向を調査した結果も含め、わが国での研究開発アウトソーシングを

活性化するための課題をまとめた。  

 

（1）研究開発アウトソーシング受け皿企業の発展 
大手企業からⅡ型の革新的技術に関する研究開発を受託できる民間企業は、わが国に

はわずかしかない。大学や公的研究機関は主としてシーズ発掘を期待されており、製品

開発につながる研究開発での役割はまだまだ小さい。一方で、小規模ながらも、新製品

のアイディア検証、設計製作、新規事業へのコンサルティングなどで大手企業からアウ

トソーシングを受けて活躍している企業や中小企業の連合体などが存在する。いずれの

場合も、定常的に研究開発の委託を得るのが難しく、専業としてビジネスが増える状況

にないため、いわゆる R＆D 受託会社が増えていける状況にはない。また、試作品やア

イディアを提供するビジネスでは、製品化、量産化に自らつないでいくことができない

ことから、研究開発を受託するだけで企業として成長することが難しい。  

グローバルな製品開発競争の激化の中で、研究開発のアウトソーシング活用が重要と

言われ、産学連携については、大学内の連携担当窓口の設置や、マッチングファンドに

よる支援などが行われて来た。しかしながら、研究開発アウトソーシングの受け皿とな

るべき民間企業に対しては、特段の支援が無かったと言える。研究開発の効率化、スピ

ードアップを狙う上で、研究開発のアウトソーシングの受け皿となりうる民間企業の重

要性についての位置づけが先ず必要な課題である。  

 

（2）ベンチャー企業の重要性と育成 
独自技術を有するベンチャー企業が、研究開発アウトソーシングの受け皿になり得る

可能性についてヒアリングを行った。その結果、研究開発受託会社と同じような形で、

研究開発アウトソーシングの受け皿として機能することは、次のような観点から考えて、

難しいと思われる。  

(a)研究開発アウトソーシングを受けるだけの体力のある R＆D ベンチャー企業は少

ない。装置や製品などのハードあるいはソフトウェアでの事業を軌道に乗せた段

階までに至らないと、大手企業からの受託研究や設計受注などを主体とするビジ

ネスは受注に波があり、事業として続けることが難しい。  

(b)発注側の希望に沿った研究開発を受け入れる、あるいは大手企業の下で仕事をす

ることで、ベンチャー企業として本来の研究開発が伸びなくなったり、ベンチャ

ー企業としての爆発的な力がそがれてしまう。  

研究開発受託会社のような機能は難しいが、ベンチャー企業の独自性のある優秀な技
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術は、大手企業にとって、新製品、新規事業の種になりうることは確かである。既存事

業の確立している大手企業にあっては、革新的な新製品への対応に問題が生じる場合が

あること、いわゆる「イノベーションのジレンマ」を克服するには、ベンチャー企業の

技術の取り込みが有効であると言われている。ベンチャー企業が研究開発のアウトソー

シングとして機能するには、ベンチャー企業の生み出した革新的な新技術が、大手企業

の新製品／システムの重要な部品として活用されたり、その技術が大手企業にライセン

スされたり、あるいは M＆A によって技術が引き継がれることが期待される。これも広

い意味での研究開発のアウトソーシングと言える。  

ベンチャー企業の育成についての調査報告は、既に今までも出ているが、今回のヒア

リングで改めて、  

(a)株式の新興市場の上場基準が外国に比べ高いことが、VC の活動低下を招き、ベ

ンチャー企業の資金調達を難しくしている。  

(b)アーリーステージでのベンチャー企業に必要な資金はそれほど高額ではないが、

この段階で資金を提供する組織が少なく、国の技術開発予算の活用の促進、予算

獲得のための手続きの簡素化が課題である。  

(c)スタートアップおよびアーリーステージのベンチャー企業がその後の成長を果

たすには、支援する人材の存在が大きく影響する。VC からもベンチャー企業に

経営や営業などの支援人材がいることで投資の決断がしやすいとの声もあった。

経営センスのある人材の多くは大手企業内にいると言われる。大手企業 OB を活

用する動きはあるが、それだけでは不十分で、米国流の人材流動を進める仕組み

をどのように誘発するかが課題である。  

(d)ベンチャー企業の育成は、5 年あるいはそれ以上の時間スパンを必要とするが、

我が国での研究開発資金として国などから出る予算は、継続性が乏しく 1 年とか

2 年で終了となり、その後 VC から資金が出るまでを継ぐ予算の出所がない。  

(e)ベンチャー企業の成功の出口（IPO など）が細っている現状では、優秀な技術を

持ったベンチャー企業は海外にでてしまい、M＆A などを通じた、国内でのアウ

トソーシングの担い手がいなくなる恐れがある。  

などの問題点、課題が見えた。  

 

（3）大手企業の開発自前主義との共存と CVC の促進 
大手企業では、研究開発のシーズ探索や新規テーマの事前検証として、大学や公的研

究機関との連携は進んでいるものの、Ⅱ型と言われる革新的技術開発で外部の研究開発

受託会社を使うことは普及していない。コアとなる技術は自社内で確保すべきであると

か、自社の研究開発要員の育成のためには外部に出すより社内で研究開発する方が良い

との意見が多い。このような状況の中で、今後研究開発のアウトソーシングを活性化さ

せるための糸口としては、コア技術は社内で開発し周辺技術の開発をアウトソーシング

することによって製品開発のスピードがあがった成功事例などの情報をどのように公

開することができるかが課題である。また、ベンチャー企業の先端的技術を取込んで新

製品新規事業に成功できた事例なども、概略情報だけでもオープンにして大手企業の意

識変革の糸口としたい。  
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最近になって、R＆D ベンチャー企業の技術を積極的に活用するための方法として、

CVC を設立し、ベンチャー企業に投資する動きも出始めている。投資と捉えると、大

手企業の中では決済が決まりにくいとも言われる。研究開発費用の一部として CVC を

捉える考え方の普及の課題である。CVC に関しても、良い事例が公表されるための方

策が課題である。  

環境ビジネスの分野では、大規模なシステムとして完成させることが必要なため、ベ

ンチャー企業が乗り出すことが難しく、大手企業がベンチャー企業を活用するのも、難

しいと言われる。長年かけて自前技術を開発しようとする大手企業もあるが、グローバ

ル競争を考えると、欧州でみられるような、公的研究機関などを核とした複数の大手企

業の連携とその中でのベンチャー企業の活用がひとつのお手本かも知れない。わが国で

どのようにしたら同じような活動が可能になるかも課題とすべきであろう。  

 

（4）アウトソーシング支援組織の課題 
アウトソーシングを支援する組織として、多くの公共機関がマッチングを促進する場

を提供したり、先端的な中小企業を支援するアドバイスを行ったりしているが、革新的

な技術開発につながるⅡ型のアウトソーシングが増える状況にはなっていない。マッチ

ングを難しくしている理由として、シーズ主導で動いていることが問題と考えられる。

大手企業からの依頼でアウトソーシング先の探査を行うビジネスモデルの民間企業が

現れているが、この活動はニーズ主導であるためにマッチングに成功率が高い。ニーズ

先行で行われている民間企業のマッチングビジネスを、公的機関の活動にどのような形

で参考にすれば良いのかも課題である。  

広い意味でのアウトソーシング先としてベンチャー企業の育成を担っているのは、大

学での起業家育成講義や初期のベンチャーインキュベーション活動、NEDO、中小基盤

整備機構や JST などからの研究開発予算と、VC の活動である。大学発で多くのベンチ

ャー企業が出来たものの成長が難しい状況にあるのは、初期の研究開発資金は NEDO な

どから入手できたとしても、公的な開発資金は継続した追加入手が困難であり、VC か

らの投資を受けられる大きさまで成長するのが難しく、ベンチャー企業支援組織の資金

の継続性が欠けていることが大きな理由である。資金提供のギャップをどのように解決

するかは難しい課題である。また、わが国の VC には、ベンチャー企業育成での横の連

携、あるいはバトンタッチが十分ではないと言われてきた。最近になって、複数の VC

が参加して、ベンチャー企業のプレゼンテーションが行える場や、VC 間での連携を模

索できる場などができ始めている。今後このような場をもっと拡充していくことも課題

である。  

核となる組織の元に複数の企業や大学などの専門家が集まり、環境分野に的を絞っ

て、新たなベンチャー企業を生み出して行く活動が始まっている。先端的技術をもった

アウトソーシング先を生み出す動きとして注目したい。また、中小企業基盤整備機構や

産業革新機構が、技術開発に熱心な中小企業や先端的な R＆D ベンチャー企業の育成支

援をする活動が始まっており、非常に重要な動きである。技術的なアドバイスや大手企

業との連携を支援する組織と相まって活動が拡大すれば、大きな支援基盤となりうる。 
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（5）わが国の特長としての商社の活用 
わが国の製造業の競争力を支えている特長の一つとして、総合商社の存在がある。研

究開発アウトソーシングの観点から総合商社にヒアリングした結果、商社がビジネスと

して活動している内容が結果的に研究開発のアウトソーシング支援となり得る可能性

を見出した。あらゆる業界とのコンタクト網、多くの大手企業の研究開発ニーズ探索能

力、マーケットの調査能力など、秀でた能力はベンチャー企業の育成や大手企業間の連

携などで大きな力となるはずであり、どのように活用していくかが課題である。また従

来、総合商社と組むのは製品が出てからであり、製品が市場にでる段階までは自前で進

めるとの考え方がメーカーに強いように思われる。革新的な新技術の活用、新製品の可

能性を早期に見いだす手段として、新しい事業開拓の手段としての商社の活用が望まれ

る。 
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4.2 研究開発アウトソーシング活性化に向けた提言 
これまで述べて来た課題を踏まえて、わが国の研究開発アウトソーシング活性化に向け

た取組み提言を課題の分類に従い記述する。  

 

(A)研究開発受け皿企業の拡充 
A-1）研究開発受託会社の重要性についての位置づけの明確化 

まず第一に、研究開発受託会社の重要性、わが国の研究開発の競争力にとっての重

要性を色々なところで認識してもらい、様々な活性化策が出てくることを期待したい。 

［期待効果］ 色々な局面での支援対策の発現  

色々な団体で支援策を検討し、積極的に具体化する動きが始まる。  

［具体的方策］経済産業省の研究開発活性化施策の中で「研究開発受託会社」の重要

性を明記する。  

 

A-2）受け皿となりうる中小企業の PR 
大手企業の集まる場所で、先端的な中小企業の紹介を定期的に進めることで、マッ

チングの可能性を拡大したい。  

［期待効果］ 先端的技術を有する中小企業を受け皿とするアウトソーシング進展。  

［具体的方策］研究産業協会の会員を対象とする情報発信、PR 会の開催から始める。 

         次の段階として、地方自治帯などで行っている中小企業 PR 会とのタ

イアップを考える。  

［懸念されるリスク］中小企業の中での不公平感の出ないような配慮。  

 

 (B)アウトソーシング機能としてのベンチャー企業育成策 
IPO の規制緩和が効果としては大きいと思われるが、リスクも大きいため、ここでは提

案から外している。また、先進国である欧米の状況からも学ぶべきであるが、以下のよう

な米国流のやり方をわが国ですぐに実現することは難しい。  

(a) アウトソーシング先の探索や、ベンチャー企業と VC などとのマッチングなどをビジ

ネスとして成立させるモデルを創出して、民間企業が主体として進める。  

(b) ベンチャー企業などの初期の開発資金を国の予算として豊富に提供する。  

(c) ベンチャー企業の成功者などが、エンジェルとして後進を支援する。  

大規模な研究機関が核となって複数の企業のアライアンスを推進したり、ベンチャー企

業生み出して行く、ドイツで取られているやり方も考えるべきであろう。  
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B-1）特定領域に的を絞った企業参加型のベンチャー企業創出 
企業側が参加し、ニーズ先導でビジネスコアを創出し、ベンチャー企業の創出ある

いはアライアンス創出を狙う。（図 4.2.1） 

［期待効果］ 革新的技術開発を担うベンチャー企業の拡大  

［具体的方策］ 産総研などの公的機関に民間からコーディネータとなるべき人材を派

遣し、ビジネスコアの創出プロジェクトを運営する。（人材交流）  

［懸念されるリスク］特定の企業優遇との批判も考えられるが、ドイツでの実施例な

どを参考に、問題回避を図る。 

 

 

図 4.2.1  産学官によるベンチャー企業の創出  

 

B-2）国の技術開発予算のフレキシブルな運用 
   NEDO などの国の開発予算はアーリーステージおよびエクスパンションステージに

あるベンチャー企業にとって非常に頼りになる収入であるが、現在のこれらの開発資

金は多くの分野をカバーするために、1 件当たりの予算額が小さく、特に環境ビジネ

ス関連など大型の設備投資を必要とする場合は、開発費用として充分とは言えない。

また、同じテーマでの次のステップへの予算を原則認めていないことから、ベンチャ

ー企業への切れ目ない投資にとって救いとなっていない。  

［期待効果］ R＆D ベンチャー企業の成功率向上 

［具体的方策］1 件当たりの予算額を増加させるとともに、段階的な補助を可能とす

るなど、予算総額は同じでも、運用をフレキシブルにする。  

［懸念されるリスク］現在のような、広範囲な技術分野での補助が困難となり、国の

方針としての重点分野のより絞り込みが必要となる。  

            運用審査が現在より難しくなる。  
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B-3）アーリーステージのベンチャー企業支援組織 
現状でも中小企業基盤整備機構などからの支援はあるものの、大学の組織は支援人

材を紹介するところまでは行わないし、地方自治体に置かれている組織は資金調達に

ついての力不足など、不十分と思われる。  

［期待効果］ ベンチャー企業の増加とそれによる新規技術の萌芽の増加  

［具体的方策］大学、商工会議所などに、ベンチャー企業の立ち上げ支援、経営や営

業、人脈形成などの専門家として補助できる人材紹介、特許戦略支援

などを行える組織を置く。  

         大手企業の人材教育の一環として出向する考え方の検討。  

［懸念されるリスク］そもそも紹介できる人材が充分存在するとは思えないので、大

手企業の集まりである研究産業協会などでの教育が必要。  

 

B-4）カーブアウト/スピンアウトによるベンチャー企業の推進 
企業からのカーブアウト/スピンアウトが技術革新のひとつの手段であるとの認識

を大手企業で持つことが必要であり、将来の可能性を有する技術については積極的な

支援を行うことで増加を図りたい。  

［期待効果］ ベンチャー企業の増加、とくに成長の早いベンチャー企業の創出  

［具体的方策］カーブアウト/スピンアウトの成功事例の公表 PR 活動 

 

(C)大手企業の開発自前主義との共存 
C-1）アウトソーシング活用事例／成功事例の紹介 
［期待効果］ アウトソーシングの有効性（コア技術自前主義との共存事例）と実施

ノウハウが伝わることで、大手企業の意識改革を図る。アウトソーシ

ング活用のヒントが得られる。  

［具体的方策］大手企業を対象とした講演会、事例発表の場の設置。  

         研究産業協会会員対象での試行から始めてはどうか。 

［懸念されるリスク］インパクトのある成功事例の発表が可能かどうか。  

            企業側はノウハウの流出を懸念すると、発表が困難に。 

 

C-2）研究開発のアウトソーシングと社内開発との同一視 
   コア技術の開発は自社内で、新規技術や周辺技術はアウトソーシングも活用すると

いう考え方を広め、同じ費用項目との考え方を広めたい。  

［期待効果］ 外部の有効活用を勧め、研究開発のアウトソーシングが活性化。  

［具体的方策］ 研究開発費についての税制優遇を行う際は、アウトソーシング費用も

研究開発費と同等に取り扱う。 
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C-3）コーポレート・ベンチャーキャピタル（CVC）の促進 
［期待効果］ ベンチャー企業を研究開発のアウトソーシングの一つとして活用。  

［具体的方策］投資ではなく研究開発費の一部として、税制優遇などを考える。  

［懸念されるリスク］研究開発は自社内との考え方による阻害。  

            コア技術は社内で新規技術は外部からとの考え方の整理が必要。 

 

(D)アウトソーシング支援組織の活性化 
D-1）ニーズ主導でのマッチング・コンファレンス 
［期待効果］ アライアンス、アウトソーシングのマッチングなどの効率化による研

究開発の加速。  

［具体的方策］中小企業基盤整備機構や産業革新機構との連携、あるいは自治体主催

のマッチング・コンファレンスを活用し、いくつかの大手企業のニー

ズをベースとした出会いの場を考える。 

［懸念されるリスク］特定の大手企業への優遇としての批判。  

            大手企業が概略でもニーズ情報を出すかどうか。  

 

D-2）公的研究機関が核となったプロジェクト型アライアンス 
B−１）の提案と基本は同一。複数の大手企業や中小企業、ベンチャー企業などが参

画したプロジェクト型のアライアンスを作る、ドイツ方式のアウトソーシング支援。  

［期待効果］ 革新的技術の国際競争力強化。強力なアウトソーシングの受け皿企業

育成にも効果期待できる。  

［具体的方策］産総研などの公的機関に民間から人材交流で派遣したコーディネータ

を中心としてアライアンスを形作る。  

［懸念されるリスク］特定の企業優遇との批判も考えられるが、ドイツでの実施例な

どを参考に、問題回避を図る。 

 

D-3）商社の活用 
［期待効果］  強力なマーケティング網を活用した、革新的技術に対するニーズ発掘。 

［具体的方策］アライアンス、カーブアウトなどでの商社の活用方法を商社側からプ

レゼンテーションしてもらう場の設定  

［懸念されるリスク］製品開発段階での商社との連携の経験のない企業の意識変革。  

 

(E)環境ビジネス特有のアウトソーシング活性策 
環境ビジネスは大きなシステムとして製品化しないと市場競争力がないことから、大手

企業のアライアンスが重要と言われるが、先端的中小企業や R＆D ベンチャーがシステム

の一部の開発を担うことで、全体の開発が加速することは充分考えられる。  
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E-1）オールジャパン体制での環境未来実験場 
［期待効果］ 国際競争におけるキーテクノロジーおよび人材の確保。海外からのリ

ソースの流入  

［具体的方策］環境未来都市のイメージ、取組み情報を発信し、拠点整備の予算をつ

ける。  

［懸念されるリスク］新興国など海外を巻き込んだ施策が必要か。国際標準化に対す

る立ち遅れをどのようにして取り戻すか。 

 
E-2）大型実験装置、実証プラントなどの整備 
［期待効果］   ベンチャー企業や中小企業の有する部分的な先端技術の有効性確認。  

        大規模システムへのベンチャー企業などの活用促進  

［具体的方策］公的研究機関に大型装置などを整備する。企業アライアンスなどのテ

ーマ創出と共におこなう。  

［懸念されるリスク］アライアンスなどをコーディネートできる人材を置かないと進

まない。民間企業から公的研究機関への人材交流必要か。  

 

以上の提言をまとめて、表に示す。（表 4.2.1） 
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表 4.2.1 アウトソーシング活性化に向けた提言 

番号 提案項目 具体的内容 期待効果 懸念されるリスク

（Ａ）研究開発受け皿企業の拡充

A-1
研究開発受託会社の
位置づけ

わが国の研究開発の活性化方針と
して重要性を明確化

色々な局面での支援策の
発現

A-2
受け皿となる中小企
業のＰＲ

協会会員への情報発信、ＰＲから始
め、自治体などとの連携も

中小企業支援。　　アウト
ソーシング受け皿拡大

中小企業の中での不公
平感

（Ｂ）アウトソーシング機能としてのベンチャー企業育成

B-1
特定領域での企業参
加型のベンチャー創
出

産総研などの公的研究機関へ民間
から派遣したコーディネータによるビ
ジネスコアの創出

革新的技術開発を担うベン
チャー企業増加

特定の企業優遇との批
判。（ドイツでの実施例
参照）

B-2
国の技術開発予算の
フレキシブルな運用

予算総額は同じでも、１件当たりの
補助予算額を増やすと共に、複数年
での継続補助も。

ベンチャー企業の成功率の
向上

広範囲への開発補助を
重点分野に絞り込み必
要となる

B-3
アーリーステージの
ベンチャー企業支援
組織

立ち上げ支援、経営人材の紹介、特
許戦略指導などを実施可能な組織
の拡充。大企業からの出向による教
育の検討。

ベンチャー企業の増加と新
規技術萌芽の増加

紹介できる人材が充分
存在せず、教育が必要

B-4
カーブアウト／スピン
アウトの推進

成功事例の公表やＰＲ活動
成長の早いベンチャー企業
の拡大

（Ｃ）大手企業の開発自前主義との共存

C-1
アウトソーシング活用
事例／成功事例紹介

大手企業を対象とした講演会、事例
発表の場。研産協での試行。

コア技術自前主義との共
存の実施ノウハウが伝わ
る。

ノウハウ流出を懸念する
と発表が困難に。

C-2
研究開発アウトソーシ
ングと社内開発との
同一視

研究開発費の税制優遇時はアウト
ソーシング費用も同一視する。

資金的メリットによりアウト
ソーシング活性化

C-3 ＣＶＣの促進
投資ではなく、研究開発費の一部と
しての税制優遇

ベンチャー企業活用のアウ
トソーシング促進

社内開発との切り分け
マネジメント力必要

（Ｄ）アウトソーシング支援組織の活性化

D-1
ニーズ主導でのマッ
チング・コンファレンス

大手企業のニーズをベースとした出
会いの場。中小機構、INCJ、自治体
との連携。

マッチングの効率化による
アウトソーシング加速

大手企業がニーズ情報
を出す意識改革

D-2
公的研究機関が核と
なったアライアンス

産総研などへの民間からの派遣コー
ディネータによるプロジェクト形成。
（ドイツ方式の変形）

革新的技術の国際競争力
強化。強力な受け皿の形
成。

特定の企業優遇批判へ
の対応

D-3 商社の活用
アライアンスなどでの活用方法のＰＲ
の場設定

強力なマーケティング力の
活用

開発段階での商社活用
の意識変革

（Ｅ）環境ビジネス特有のアウトソーシング活性策

E-1
オールジャパン体制
での環境実験場整備

環境未来都市の設定、情報発信
キーテクノロジー人材の確
保。海外からのリソース流
入。

新興国との強力体制。
国際標準化への遅れ。

E-2 大型実験装置の整備
公的研究機関に設置した大型装置
を用いたアライアンス、アウトソーシ
ング活動

ベンチャー企業などの部分
的な先端技術の実証、ア
ウトソーシング支援

コーディネート人材の配
置
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第 5 章 まとめ 
 

わが国の経済成長にとって製造業の安定的な振興が不可欠であり、グローバル競争の激

化に伴い、付加価値の高い製品、サービスを提供するための研究開発の重要性はますます

大きくなっている。このような状況で、研究開発の効率化によって新製品、サービスを短

期間で開発し提供するためには、外部に依頼する研究開発アウトソーシングの活用を進め、

自社内の研究開発との一体運営が必要である。まだまだ活用が遅れている研究開発のアウ

トソーシングを活性化するための課題を探るため、国内 25 の機関でのヒアリングを行い、

米国およびドイツを中心とした欧州での状況も調査することにより、今後への提言を行う

こととした。昨年度の結果をふまえ、本年度は特にベンチャー企業について、研究開発ア

ウトソーシングの観点で調査を行うとともに、近年の技術テーマとして重要性が増してい

る、環境分野の研究開発についての調査も行い、他の分野の研究開発の効率化と違う進め

方が必要かどうかについても検討した。 

 

（1）研究開発受託企業の発展と拡充 
研究開発アウトソーシングの活性化を図るには、まず第 1 に、アウトソーシングの受け

皿となりうる企業や組織の充実が必要である。革新的技術に関する研究受託、いわゆるⅡ

型の研究開発アウトソーシングを受けることのできる企業はわが国にはわずかしかない。

受け皿の充実に向けた第 1 歩として、研究開発受託会社の重要性を、国の技術開発方針の

中で明確に打ち出すことが必要である。それにより、いろいろな局面での振興策が生まれ

てくることを期待したい。また、わが国の特長ともいえる多くの中小企業の中には、特異

な先端技術を有する企業が少なくない。これらの先端的中小企業を研究開発のアウトソー

シングで活用できるようにするためには、大手企業との出会いの場が必須である。今まで

も自治体や中小企業基盤整備機構などで、出会いの場を設けることが行われてきたが、先

端的中小企業と大手企業の開発ニーズとの双方向の情報交換の可能な場、マッチングの場

の更なる充実が重要である。 

 

（2）ベンチャー企業の重要性と育成 
ベンチャー企業は、組織としての体力の問題や本来の独立精神などの理由から、研究開

発受託会社のような形で、大手企業の研究開発アウトソーシングの受け皿として機能する

ことは難しいことが分かった。しかしながら、ベンチャー企業の生み出した革新的な新技

術は、大手企業の新製品／システムの重要な部品として活用されたり、その技術が大手企

業にライセンスされたり、あるいは M＆A によって技術が引き継がれることにより、広い

意味での研究開発のアウトソーシングとなりうる。「イノベーションのジレンマ」の克服力

を高めるには、わが国での多くのベンチャー企業が生まれることの重要性は高い。 

新興市場への IPO が極端に狭い道になっている現状ではあるが、中小企業基盤整備機構

の起業家支援プログラムや大学発のベンチャー創出促進などの支援もあり、新たにベンチ

ャー企業を興そうとする動きは根強いものがある。しかしながら、スタートアップ直後の

アーリーステージのベンチャー企業支援が VC から資金を得ることは難しく、エクスパン

ションステージに至るまでの継ぎ目ない援助が大きな課題である。国の研究開発補助資金
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が、同一テーマでの段階的開発も対象にして継続的に出るようにすることを期待する声も

あるが、これだけでは限度があり、アーリーステージのベンチャー企業支援がビジネスに

なる仕組み構築が大きな課題である。 

ベンチャー企業の育成には、技術系創業者が多い中で、経営や人脈形成や、営業チャン

ネル構築などの多くの分野での支援人材の存在が大きい。本年のベンチャー・アワードに

選ばれた企業を見てみると、大学卒業後、大手企業で経験を積んだ後起業した起業家が多

いことからも、経営センスのある人材の多くは大手企業に存在することが分かる。大手企

業に多数存在する有能な人材を、どのようにしてベンチャー企業支援に向けるか、OB 活

用だけでは不十分であり、米国流の人材流動を進める仕組みをどのように誘発するかは、

難しい課題である。 

 

（3）大手企業での社内開発とアウトソーシングとの共存 
大手企業には研究開発の自前主義が根強くあるが、コア技術は社内開発で行い周辺技術

や将来技術の初期開発には外部にアウトソーシングするとの考え方も徐々に出て来ている。

研究開発アウトソーシングの潮流を作り出すのは、アウトソーシングの活用事例や成功事

例の紹介の場が大いに有効と思われる。しかしながら、大手企業から成功事例の公表を期

待するのは大変難しく、研究産業協会のような限定された企業の研究部門の集まりの中で

試行することが望まれる。 

大手企業が積極的にベンチャー企業の新規技術を取込んでいくための方法として、コー

ポレート・ベンチャーキャピタル（CVC）の動きがわが国でも出て来た。ベンチャー企業

育成の観点からも、研究開発アウトソーシングの機運を高めるためにも有効な手段であり、

この動きを是非活発なものとするため、税制上の優遇策の検討や産業革新機構が先導して

流れをつくることにも期待したい。 

 

（4）特定領域に的を絞った企業参加型のビジネスコアの創出 
ベンチャー企業は大抵がシーズ先行であり、そのため技術の応用先を拡大したり、大手

企業との連携を探す局面で難航することも多い。支援組織の開催するマッチングの場でも

必ずしも相手が見つからない。一方、大手企業からのスピンアウトやカーブアウトで生ま

れたベンチャー企業は、ある程度ニーズを把握して進めることができる。近年、NPO 組織

を中心に環境分野での産学連携により、新しいビジネスコアを創出し、ベンチャー企業を

生み出すという活動が始まっている。ドイツでは、公共研究機関などを核に、複数の企業

アライアンスが形成され、ベンチャー企業の発展が図られている。わが国でも産総研や自

治体の工業試験所で、産学官の連携の努力がなされているが、大きな新規ビジネスを産み

出すまでの力は出ていない。今後新しいビジネスコアの創出ひいてはベンチャー企業の創

出につながる活動を期待するためには、革新的技術のアイディアを産んだ研究者が応用研

究まで行いうるように、大学から外部への人的交流を活性化することが必要である。また、

産総研などにおいて核となるコーディネータが存在すると、新たなビジネスコアの創出に

つながり得ると思われ、産業界から産総研などにコーディネータを出せる仕組み作りを提

案したい。  
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（5）環境分野ビジネスの動向 
米国での調査や、国内の VC のヒアリングによると、環境分野でのベンチャー企業への

投資はすでにピークを過ぎ減少傾向にある。太陽電池などで、ベンチャー企業から巨大化

した例はあるが、一般に環境分野のビジネスはシステムとしての製品化が必要で、狭い分

野での得意技術を有しているだけでは競争に生き残れない。規模の大きい研究機関が核と

なって複数の大手企業や特異な技術を有するベンチャー企業も巻き込んでアライアンスを

形成しているドイツなど欧州の例を参考にして、わが国でも同じような取組みをより活発

化することが必要である。また、ベンチャー企業が環境分野で役立つ新技術を開発する場

合には、その技術の有効性の検証のために、かなり大規模な実験設備が必要となることも

ある。公共研究機関で大型の環境分野での実験設備を公開することや、オールジャパンで

検証実験のできる環境の整備も有効と思われる。 
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6 章 参考資料 
 
6.1 国内ヒアリング調査結果個表 
 

  表 6.1.1 に国内の訪問先企業・機関の記号一覧表を示す。 

次頁以降に訪問先毎のヒアリング結果個表を掲載する。  

 

表 6.1.1 ヒアリング調査訪問先企業・機関の記号一覧表  

区分 記号

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

R-8

V-1

V-2

V-3

V-4

C-1

C-2

S-1

S-2

S-3

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

T-1

T-2

T-3

訪問先一覧

研究開発の受け皿企業
（8企業・機関）

ベンチャーキャピタル
（4企業）

商社
（2企業）

ベンチャー支援機関
環境ビジネス支援機関

（3機関）

環境ビジネス推進企業
大手企業
（5企業）

環境ビジネス推進企業
ベンチャー企業

（3企業）
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国内ヒアリング調査結果個表＜研究開発の受け皿＞

ヒアリング先整理番号 R-3

質問事項 ヒアリング結果

１．主にどの様な研究開発サー
ビスを提供しているか？（自社
シーズ技術の提供、革新的技術
研究、補足的な技術開発、試
作、評価・分析、研究開発人材
の提供、など）

・本国の協会全体としては、政府の基盤的資金（交付金）、公的な競争的資金
（ドイツ連邦政府やEU）、産業界からの収入が３分の１ずつである。
・研究開発の発展段階（市場の成熟度）別に、以下のように想定している。
　　　0-2年　小規模、自己資金で実施
　　　2-4年　中規模、概念証明段階、」公的研究プロジェクト経費により実施
　　　4-8年　大規模、産業界からの受託研究により実施
・企業からの受託研究では、協会から提案していくものと、企業からの引き合い
によるもの（受け身）がある。全てが受け身ではないため、協会の成果として発
表できる製品もある。
・受託研究の場合の１件当たりの金額は、1万ユーロ(110万円）から2、3百万
ユーロ（2，3億円）程度である。受託の期間は、１ヶ月から2年程度である。

２．発注側に対してどのようなメ
リットを提供できるか？　（時間
短縮、研究開発費用の削減、発
注側にない技術の提供、など）

・　産業界が研究所を持っていない分野についてアウトソースの受け皿と成っ
ており、基礎研究と産業界との橋渡しをしている。

３．どの様なところからの受注が
多いか？　（大手vs中小、国内vs
海外、など）

・　大手からも中小からも受託している。
・　海外進出先として、米国で分子エンジニアリング分野、デジタルメディアテク
ノロジー分野で各１の研究所を設置している。

４．発注側に対してどのようにPR
しているか？　PRの場としてど
の様な機会を利用しているか？
有効な機会（場）はあるか？

・　自ら営業している。海外にも拠点を置いて営業している。

５．受注のためにアウトソーシン
グ支援機関・企業（仲介業者・機
関）や支援サービスを利用して
いるか？

－

６．現状のアウトソーシング支援
の場や支援サービスの課題
は？

－

７．新たな支援の場（PRの場な
ど）は必要か？　どの様な支援
の場が望ましいか？

－

８．公的支援を利用しいている
か？　どのような支援を利用して
いるか？　我が国の公的支援制
度の課題は？

・研究資金の多くを契約研究により獲得している。全体の1/3程度が産業から
の委託研究となっている。
・協会の研究所は、工科大学の近くに立地しており、教授が所長を兼任してい
る。大学との関連が強い。

９．我が国の研究受託企業の課
題は？どのような支援策（支援
の場）が望ましいと考えている
か？

－

10．その他
・59の研究所があり、17,000人の職員がいる。
・研究分野は７つに分かれている（ICT,ライフサイエンス、マイクロエレクトロニク
ス、ライトサーフィス、生産、マテリアルコンポネンツ、防衛）
・研究事例：　マンションのリニューアル支援、インプラント開発、耐ウィルスブド
ウの開発、レーザー金型加工、物流の効率的プラニング。
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国内ヒアリング調査結果個表＜環境ビジネスプレーヤー(大手企業）＞

ヒアリング先整理番号 O-1

質問事項 ヒアリング結果

１．研究開発を推進する上でア
ウトソーシングを活用している
か？　どの程度利用している
か？（アウトソーシングの割合）

－

２．主にどの様なアウトソーシン
グを利用しているか？（ネタ探
し、革新的技術研究、補足的な
技術開発、試作、評価・分析、な
ど）

－

３．主にどの様なところにアウト
ソーシングしているか？（大学・
公的機関、独立系R&D会社、
R&Dベンチャー、中小企業、検
査・分析会社、など）

・1990年代には各企業でベンチャー企業の立ち上げや活用をやっていた。自社
で開発してもので、自社で使わないものは、ベンチャーとして事業化し売ろうと
したが、どこも赤字になった。従って、現在、ベンチャーへの投資は考えにくく、
よほどのことがない限りむずかしい。また、単独でベンチャー企業と共同研究開
発をやることはない。
・その一方、事業展開のためにすでに確立している企業を買収することには積
極的になっている。企業買収に関する情報は、組織的に収集している。Ｍ＆A
は経営判断で決まる。
・新しい事業を育成する場合でも、事業規模がある程度大きくないと事業として
重要なものとの位置づけにはならない。グローバルマーケットで自社が事業展
開できるマーケットを志向する。このような新事業への投資は、大きな経営方針
のもとで行われる。
・事業部、研究開発センター等は、事業予算の範囲であれば、アウトソーシング
を独自に判断している。
・海外のアウトソーシング先として、中国の大学を活用。最近ではソフト関連で、
インドベトナムを利用している。

４．アウトソーシング先を選ぶ上
で重視していることは？ ・新たな技術・製品事業を育成する場合、事業が大きくなればなるほど研究開

発はアウトソースされず、自前になる。
・海外大学との連携は、人材のリクルートを目的としている。

５．アウトソーシング先の情報を
どの様にして得いているか？
アウトソーシング先をどの様に見
付けているか？　仲介機関・支
援機関を利用しているか？

・人脈形成を拡げるために委員会などに人を出しているが、その目的は1/３が
基礎研究、２/３が人脈づくりと考えている。例えば、グループの企業が参画し
て、異種業種間の業際分野に関わる研究活動を行っている団体において、ここ
の委員として参加することで人脈形成している。
・筑波研究支援センター、産総研のオープンラボなどの場を情報収集に活用し
ている。
・研究開発アウトソーシング支援企業を外部委託先の調査で試用したことはあ
る。

６．他社からの受託研究を行
なっているか？　その割合は？ －

７．どの様なところからの受注が
多いか？　（大手vs中小、国内vs
海外、など）

－

８．発注側に対してどのようにPR
しているか？　PRの場としてど
の様な機会を利用しているか？

－

９．他社からの受託研究を受け
る場合の課題は？　望ましい支
援策は？

－

10．公的支援を利用しいている
か？　どのような支援を利用して
いるか？　我が国の公的支援制
度の課題は？

・新成長戦略の下でのＮＥDO等の大型補助事業を積極的に活用し、新しい事
業開拓を目指している。
・現在の問題点は、委託が共同研究に変わって実質的な補助額が減らされる
こと。
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国内ヒアリング調査結果個表＜環境ビジネスプレーヤー(大手企業）＞

ヒアリング先整理番号 O-1

質問事項 ヒアリング結果

11．ベンチャーキャピタルを利用
しているか？　ベンチャーキャピ
タル利用の課題は？

・ベンチャーキャピタルが弱い。また、アメリカでもベンチャーキャピタルが減っ
ている。

12．産学官や企業間の連携促進
のための支援の場や支援サー
ビスを利用しているか？　有効な
場はあるか？　（あれば具体名）

・企業グループの研究団体の活用。
・NEDOの実証事件の活用。

13．現状の支援の場や支援サー
ビスの課題は？　どのような支
援策（支援の場）が望ましいと考
えているか？

・アメリカは軍が資金を投じ、ベンチャー企業が一気に工場をつくる。それに対
して日本は分野を絞らずに資金をばらまいている。日本は国が企業に投じてい
る資金が惨憺たるものであるのに対し、アメリカは露骨に国が企業に資金投下
している。

14．企業から見た我が国の環境
ビジネスの課題は？　望ましい
支援策（支援の場）としてどのよ
うなことが考えられるか？

・長期間のビジネスに関与できない。ストックとしてのビジネスを考えていく必要
がある。日本は環境ビジネスの上流と下流が弱いと言われるが、スマートコミュ
ニティでも同じことが起こるかもしれない。

15. 環境ビジネスで研究開発の
局面でアウトソーシングあるい
は、外部に助言を頼むのに、頼
りになる組織あるいは人はいる
か？

－

16.その他
・大学の先生も死の谷を乗り越える勇気が必要。プレーヤーの共通化（水平化
も含め）が必要。
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国内ヒアリング調査結果個表＜環境ビジネスプレーヤー(大手企業）＞

ヒアリング先整理番号 O-5

質問事項 ヒアリング結果

１．研究開発を推進する上でア
ウトソーシングを活用している
か？　どの程度利用している
か？（アウトソーシングの割合）

・研究開発は、オープンイノベーションとマーケットイノベーションを理念とし、産
学官連携、共同研究開発、委託研究、受託研究などの形態を活用。
・すべて自前で賄うことはできないため、共同研究開発を重視している。

２．主にどの様なアウトソーシン
グを利用しているか？（ネタ探
し、革新的技術研究、補足的な
技術開発、試作、評価・分析、な
ど）

３．主にどの様なところにアウト
ソーシングしているか？（大学・
公的機関、独立系R&D会社、
R&Dベンチャー、中小企業、検
査・分析会社、など）

４．アウトソーシング先を選ぶ上
で重視していることは？

・大学では教授の実績、その分野での指導力。
・コンソーシアムでは、リーダー及び主要参加企業の参画部署。
・大企業の場合は、基本的には相手のポテンシャルであるが、相手が複数あっ
てそのポテンシャルが同じ場合は、営業的なつながりを優先することもある。
・コンサル、分析等では、当該分野における専門性。

５．アウトソーシング先の情報を
どの様にして得いているか？
アウトソーシング先をどの様に見
付けているか？　仲介機関・支
援機関を利用しているか？

・日常的な研究開発活動のつながり。
・学協会等における人脈からの評価情報。
・売込み時に課題を与えた際の対応力。

６．他社からの受託研究を行
なっているか？　その割合は？ ・発注者からの受託研究には、研究開発方針に合致していれば対応している。

７．どの様なところからの受注が
多いか？　（大手vs中小、国内vs
海外、など）

・国内企業が主で、大手企業が多い。

８．発注側に対してどのようにPR
しているか？　PRの場としてど
の様な機会を利用しているか？

・新聞発表、学会論文発表を通じて、技術・システムの信頼性とともに企業の技
術力、実績、対応体制等をアピール。
・顧客の技術研究所見学の際に、最近の社会・技術動向に対応した研究開発
の状況やその実証を実際に見てもらう。

９．他社からの受託研究を受け
る場合の課題は？　望ましい支
援策は？

・本来の研究開発業務を圧迫しない程度に絞ること。
・自社で受けられないものを受けていただける企業を紹介する仕組み。

10．公的支援を利用しいている
か？　どのような支援を利用して
いるか？　我が国の公的支援制
度の課題は？

・大きな金額を要するテーマとなるので、ＮＥＤO,JST等の補助事業を利用し、
企業コンソーシアムを組むなどで対応している。
・我が国では、海外であれば国・大学がやる研究開発を民間企業が行ってい
る。その意味では、環境・エネルギー分野の国プロレベルの課題解決には、国
費負担分が多くて当然だが、最近それが減ってきている。

・技術シーズの探索は、自社で対応。市場動向・技術動向調査は、外部コンサ
ル事務所を利用。
・革新的技術研究はＮＥＤＯ等の補助事業を共同研究開発を利用。
・単独開発では、全体費用が大きく、国等のオーソライズが受けられないもの
については、学協会等の外部団体を利用してコンソーシアムを組み、あるいは
そういう場に参加して対応することが多い。
・補足的な技術開発として、試験体製作、実験計測の補助業務、特殊な分析業
務は外部委託することがあるが、多くは社内人材育成のために内製化してい
る。
・海外へは、留学制度を利用して国内外大学・研究機関等に研究員を派遣。人
脈づくりが主な目的。
・特許調査は基本的に自前、特殊・新規領域は専門調査会社を利用する。
・先端分野での材料開発、機器試作は専門企業に委託することが多い。材料
開発では大手企業だけでなく中小企業に委託する。
・先行的な研究・技術シーズは、主に国内大学に期待している。産総研との共
同研究もある。
・Ｒ＆Ｄベンチャーとの共同開発も機会があれば取組みたい。しかし、社内の意
思決定システムが彼らの要求するスピードに追い付いていない。
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6.2 支援の場の事例（開催プログラム） 
 

  ベンチャー企業や研究開発受託企業の支援の場の事例として、今回の調査に関連した下

記 3 件の開催プログラムを次頁以降に掲載する。 

 

・米国における環境系ベンチャー支援の場の事例 

（1）Cleantech Forum NewYork 

    開催日： 2010 年 10 月 11 日（月）～13 日（水） 

    開催場所：グランド・ハイアット・ニューヨーク（米国 ニューヨーク） 

 

・わが国の技術系ベンチャー支援の場の事例  

（2）Asian VC Network Forum 2010 

   Challenges Ahead and Role of Venture Finance for Accelerating Innovations 

    開催日：2010 年 11 月 24 日（水）～25 日（木）  

    開催場所：東京国際交流会館（東京） 

 

・研究開発受託企業支援の場の事例 

（3）（社）研究産業協会主催シンポジウム 

   「強い我が国 R&D 活動への挑戦－New オープンイノベーションの活用」 

    開催日：2011 年 2 月 10 日（木） 

    開催場所：アカデミー湯島（東京）  
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1  CleanTech Forum NewYork

Time Title & Description Speaker

5:30 pm -
5:50 pm

Welcome: A Sneak Peek at the Future of Cleantech

A kick-off of Cleantech Forum twenty eight with a sneak peek

at some of the game changing financing trends, highlights

and research findings from Cleantech Group Analysts along

with topics to be explored and debated during the next two

days

Sheeraz Haji
President
Cleantech Group

5:50 pm -
6:30 pm

Setting the Stage: The Reality of Financing a Low Carbon

Economy

Join us for an interactive discussion on how investors are

shaping the future of a low-carbon economy and how climate

change will shape investment models and markets in the

coming decades.

Deutsche Asset Management manages over €500 billion

across a broad range of asset classes globally and $4billion

of assets under management in the cleantech sector.

Moderator: Nicholas Parker, Executive Chairman, Cleantech

Group

Kevin Parker
Global Head
Deutsche Asset Management

6:30 pm -
8:30 pm

Welcome Reception

Network with industry insiders in an informal, relaxed

environment

Time Title & Description Speaker

7:30 am -
8:30 am

Meet the Cleantech Team Networking Breakfast

The Cleantech Group welcomes you to our New York Forum.

Enjoy coffee, tea, and continental breakfast while discussing

the latest trends and technologies with our analysts and other

executives.

Join table discussions on our latest work around Smart Grid,

Transport, Home Automation & Carbon Accounting, Solar,

China and Global Cleantech Innovation & Investment Trends

Cleantech Group Research Analysts
Senior Executives, and Other Cleantech
and Other Cleantech

8:30 am -
6:30 pm

Cleantech Innovation Pavilion

Throughout the day, engage and learn about emerging and

market leading cleanech companies that are showcasing their

technology and innovation.

CEOs from Leading Cleantech Companies

8:30 am -
8:55 am

Financing Cleantech in the 2010's: What Does the Future

Hold?

An exploration of the trends and challenges facing the

financing and scaling of cleantech in the next decade.

Predictions of what the future holds, including the role of

corporations, open innovation, ICT, policy and emerging

markets and creative financing models will be explored.

Nicholas Parker
Executive Chairman
Cleantech Group

8:55 am -
9:15 am

The Good, Bad & Ugly: Policy Drivers & the Future of

Cleantech Financing

A discussion on how policy is driving cleantech financing and

a realistic look at the pitfalls and opportunities.

What is the role of local and national governments in

financing cleantech and the policy tools successfully

attracting investment and jobs?

Governor George E. Pataki
Former Governor of New York & Counsel
Chadbourne & Parke LLP

12-Oct-10

11-Oct-10
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Time Title & Description Speaker

9:15 am -
10:05 am

Opening Debate - Where is the Money & Who’s in the Game?

Setting the stage for the next two day's discussion with an

interactive debate on some of the most pressing issues

facing the future of cleantech financing:  where is the capital

and what stakeholders are truly changing the game?

A diverse group of leading cleantech influencers who are

shaping the segment’s landscape will give their unique

perspective on the state of capital and cleantech.

Moderated by: Governor George Pataki, former Governor of

New York & Counsel, Chadbourne & Parke LLP

Kevin Genieser
Managing Director & Head of Clean Energy
and Renewables
Morgan Stanley
Magnotti, Frank
Frank Magnotti
Founder of Comverge & President and CEO
Fluitec
Roberts, Don
Don Roberts
Vice Chairman & Managing Director,
Renewable Energy & Clean Technology
CIBC World Markets, Inc.
van den Berg, Marc
Marc van den Berg
Managing Director
VantagePoint Venture Partners

10:05 am -
10:30 am

A Model for the Future - New York's Cleantech Initiatives

A look at some of New York State and New York City’s leading

energy and cleantech initiatives and their visions for growing

and financing the industry for the next decade.

Moderated by: Kim Pargoff, Vice President, Cleantech Group

Francis J. Murray Jr.
President and CEO
New York State Energy & Research
Development Authority (NYSERDA)
Pinsky, Seth
Seth Pinsky
President
New York City Economic Development
Corporation

10:30 am -
11:00 am

Fireside Chat - Straight Talk on the Smart Grid: Views from

Two Former CEO's

Two seasoned utility industry veterans give their views on

how they see the development of a more intelligent power

system.

Join former Chairman of ConEd, which runs one of the

country's most secure power grids and former CEO of

Nevada-based, NVPower Systems and Board Member of

Landis + Gyr for an interactive discussion.

Moderated by: Neil Suslak, Managing Partner, Braemar

Energy Ventures

Walter Higgins
Retired Chairman and CEO
NVEnergy
McGrath, Eugene
Eugene McGrath
Former Chairman & CEO
Consolidated

11:00 am -
11:20 am

Introduction to Cleantech Subscription Research

A look at the Executive Briefs, Insight Research Reports, and

Investment Monitors available to help you make smarter

decisions about your organization's cleantech strategy.

Senior Research Analysts will highlight Cleantech's latest

research reports such as:   2010 U.S. Smart Grid Vendor

Ecosystem and Revving Up - Next Generation Internal

Combustion Technologies.

Cleantech Group Research Analysts

11:00 am -
11:30 am

Networking Break

Connect with leading companies and investors in the

cleantech space.

Hosted by: UK Trade & Investment - New
York Branch
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Time Title & Description Speaker

11:30 am -
12:15 pm

Entrepreneur Showcase

CEOs from 4 leading cleantech companies present and pitch.

In the last decade, presenting CEOs have secured over $2

billion in financing and become industry leaders.

Don’t miss this view into the future of the cleantech

landscape on Wall Street!

Hosted By: Autodesk

Griffith, John
John Griffith
CEO
Climax Global Energy
Landsburg, Emily Bockian
Emily Bockian Landsburg
CEO
BlackGold Biofuels
VanDyne, Ed
Ed VanDyne
Founder & CEO
VanDyne SuperTurbo, Inc.
Zimmerman, Michael
Michael Zimmerman
CEO
BuildingIQ

11:30 am -
12:15 pm

A Limited Partner Perspective - To Invest or Not to Invest?

A discussion that looks at how Limited Partners are investing

in cleantech PE and are adopting varying approaches and

investing criteria.

What different strategies are institutional investors taking

around allocation decisions and risk mitigation?  How should

LPs invest in cleantech given the segments unique

characteristics, challenges and LP requirements?

Moderator:  Sheeraz Haji, President, Cleantech Group

Robert Kiss
Managing Director
J.P. Morgan Investment Management
Smith, Ryan
Ryan Smith
Vice President, Customized Fund Investment
Group
Credit Suisse
Zabbal, Christian
Christian Zabbal
Managing Director
Black Coral Capital
Zouber, Danny
Danny Zouber
Managing Director
Piper Jaffray Private Capital

12:15 pm -
1:00 pm

Financing Innovation to Scale, Innovating Finance Models:

Driving the Next Stage of the Cleantech Revolution

Cleantech innovation has mostly been funded by venture

capital to date – in the US, at least.  Those numbers can only

get us started.

With large institutional money still mainly on the sidelines,

project finance still only lukewarm, western governments

over-borrowed, where is the money and the models for taking

promising innovation to implementation? Where are the PE

gorilla’s? Are the corporate making up the gap?

Moderator:  Richard Youngman, Managing Director, Europe &

VP, Global Research, Cleantech Group

Hosted By:  Baker & McKenzie

David Cole
Partner
Baker & McKenzie
Deutch, Philip
Philip Deutch
Managing Partner
NGP Energy Technology Partners
Kahn, Bruce
Bruce Kahn
Director and Senior Investment Analyst
Deutsche Asset Management
Naik, Ullas
Ullas Naik
Managing Director
Globespan Capital Partners
Schroeder, Chip
Chip Schroeder
Managing Director
Wave Equity Partners

12:15 pm -
1:00 pm

Entrepreneur Showcase

CEOs from 4 leading cleantech companies present and pitch.

In the last decade, presenting CEOs have secured over $2

billion in financing and become industry leaders.

Don’t miss this view into the future of the cleantech

landscape on Wall Street!

Hosted By: Autodesk

Shane Eten
Founder & CEO
Feed Resource Recovery
Fisher, T. Joseph, III
T. Joseph, III Fisher
CEO
Contour Energy Systems
Glenn, Michael
Michael Glenn
CTO
TALKINGplug / Zerofootprint Software
Harwood, Ed
Ed Harwood
Founder & CEO
AeroFarms
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Time Title & Description Speaker

1:00 pm -
1:05 pm

NASDAQ Cleantech Preview

NASDAQ Senior Vice President of New Listings and Capital

Markets Robert H. McCooey Jr. previews the evening's

activities.

Robert H. McCooey, Jr.
Senior Vice President of New Listings and
Capital Markets
NASDAQ OMX

1:05 pm -
1:20 pm

Visualizing Value Migration: The Evolving Smart Grid

Ecosystem

This session will demonstrate cutting-edge market

visualization tools developed by Cleantech Group for the U.S.

Department of Energy and will examine key gaps and

opportunities in the evolving smart grid ecosystem.

This case study example will explore observations on how

cooperation, competition, and consolidation are reshaping

competitive dynamics and highlight how executives and

investors can employ similar thinking to unlock significant

value in a variety of cleantech sectors.

Greg Neichin
VP Advisory Services & Senior Smart Grid
Analyst
Cleantech Group

1:20 pm -
2:20 pm

Networking Lunch

Meet and mingle with other industry thought leaders at a

strolling networking lunch

1:20 pm -
2:20 pm

Limited Partner Roundtable - Invitation Only

This invitation-only luncheon will bring together leading

institutional investors and Cleantech Advisory Board

members for a discussion on LP-specific opportunities and

challenges to investing in the cleantech segment.  This

interactive discussion features perspectives from three

diverse LPs on how cleantech plays a role in their investment

decisions and allocation strategies.

Moderator: Sara Strope, Cleantech Group

Hosted By: Deutsche Asset Management

Rob Day
Partner
Black Coral Capital
Smith, Ryan
Ryan Smith
Vice President, Customized Fund Investment
Group
Credit Suisse

1:30 pm -
2:20 pm

Icebreaker Discussion: Modular Waste to Energy Systems

Join an interactive discussion on the future of smaller waste

to energy systems through a look at a new cellulosic and

waste to ethanol production systems - systems that can

produce ethanol from a variety of readily available waste or

cellulosic feed stocks.

Note: Icebreakers are interactive smaller group sessions that

provide in-depth discussion on a specific topic.   Lunch will

be served in the Icebreaker Room.

Hosted By:  Easy Energy Systems

Mark Gaalswyk
CEO
Easy Energy Systems

2:20 pm -
3:15 pm

Entrepreneur Showcase

CEOs from 4 leading cleantech companies present and pitch.

In the last decade, presenting CEOs have secured over $2

billion in financing and become industry leaders.

Don’t miss this view into the future of the cleantech

landscape on Wall Street!

Hosted By: Autodesk

Frank Magnotti
Founder of Comverge & President and CEO
Fluitec
Pettibone, Glen
Glen Pettibone
Founder & CEO
Automated Energy & Agriculture
Scuderi, Salvatore
Salvatore Scuderi
CEO
Scuderi Group
Skene, Gordon
Gordon Skene
CEO
Paradigm Environmental Technologies /
Microsludge
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Time Title & Description Speaker

2:20 pm -
2:30 pm

Introduction: The Valley of Death - New Approaches to

Financing

Cleantech companies are now aligning business strategies

with location strategy to better access markets and optimize

profits.   An introduction into global location optimization

issues critical to lowering capital costs and scaling cleantech

more efficiently.

Phil Schneider
Principal and Global Leader, Global
Expansion Optimization Practice
Deloitte Consulting LLP

2:30 pm -
3:15 pm

Bridging the Gap: The Valley of Death - Cross or Die?

Cleantech companies building production facilities and

deploying technology have been fighting the "Valley of Death”

for years. Will this capital gap be the death of scaling

cleantech or will innovation win out? What innovative

financing models will dominate? What are best and worst

financing vehicles? How does the accessibility of capital vary

globally, and where does policy fit in? Join experts for this

interactive discussion.

Moderated by: Christopher Groobey, Partner, Wilson Sonsini

Goodrich & Rosati

Neil Auerbach
Founder, Managing Partner
Hudson Clean Energy Partners
Dolezal, David
David Dolezal
Managing Director & Americas Co-head of
Renewables and Cleantech
UBS
Newendorp, Terry
Terry Newendorp
Chairman & CEO
Taylor-DeJongh
Wood, Raymond
Raymond Wood
Managing Director & Head of Global
Alternative Energy Group
Credit Suisse

3:15 pm -
4:00 pm

Icebreaker Discussion: Smart Grid In Focus

Continue the earlier conversation on key gaps and

opportunities in the evolving smart grid ecosystem by looking

at case study examples such as Cleantech Group's work for

the U.S. Department of Energy among other examples.

Note: Icebreakers are interactive smaller group sessions that

provide in-depth discussion on a specific topic.

Greg Neichin
VP Advisory Services & Senior Smart Grid
Analyst
Cleantech Group

3:15 pm -
4:00 pm

Creativity in Financing & Policy – Tomorrow's Energy

Efficiency Drivers

Creativity is on the rise when it comes to financing energy

efficiency technologies.  Startups such as Abundant Power

Group are seizing a growing market with innovative financing

methods, while ESCOs including Johnson Controls are

seeing massive growth in the energy services sector.

Where and why are we seeing success?  What are the hurdles

and what are we missing?  What unique financing

mechanisms will truly help bring cleantech to scale?

Moderated by: David Cheng, Senior Manager, Advisory,

Cleantech Group

Clay Nesler
Vice President, Global Energy and
Sustainability
Johnson Controls
Propper de Callejon, Diana
Diana Propper de Callejon
General Partner
Expansion Capital Partners
Smith, Shannon
Shannon Smith
CEO
Abundant Power Group
Sperling, Gilbert
Gilbert Sperling
Senior Advisor for Policy and Programs,
Office of Energy Efficiency
United States Department of Energy

4:00 pm -
4:35 pm

NASDAQ Closing Bell Ceremony & Networking Break

Network with cleantech industry insiders while watching a

live feed of the Cleantech Group at the NASDAQ closing bell

ceremony.

4:35 pm -
5:05 pm

The Government's Role in Cleantech Financing: ARPA-E, a

Catalyst for Transformation

In today’s challenging funding environment, pioneering

government programs such as the US DOE’s ARPA-E are

critical to fostering innovation and bridging the technology

and financing gaps in cleantech. Join us for this interactive

discussion on how these initiatives will fund tomorrow’s

pioneers and be a catalyst for cleantech transformation in the

next decade.

Moderator:  Sheeraz Haji, President, Cleantech Group

Congressman Steve Israel
New York
United States Congress
Majumdar, Dr. Arun
Dr. Arun Majumdar
Director
Advanced Research Projects Agency –
Energy (ARPA-E), US Department of Energy
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Time Title & Description Speaker

5:05 pm -
5:50 pm

Incubating Cleantech In-House

This session will explore in-depth how organizations

(including corporations) are incubating and financing

cleantech in-house and using their own IP and R & D. How are

corporations creating and leveraging VC arms to enhance

their strategic position and find new business opportunities.

What different models are out there and destined to take hold

in the future? What are the implications on the financing

landscape of the space?

Moderator: David Hague, Senior Manager, Advisory Services,

Cleantech Group

Mike Brooks
Venture Executive
Chevron Technology Ventures
Opfermann, Andreas
Andreas Opfermann
Head of Innovation
Linde AG
Porter, Liz
Liz Porter
Director, Corporate Energy Initiatives
Lockheed Martin
Sidana, Ashmeet
Ashmeet Sidana
General Partner
Foundation Capital

5:05 pm -
5:50 pm

Entrepreneur Showcase

CEOs from 4 leading cleantech companies present and pitch.

In the last decade, presenting CEOs have secured over $2

billion in financing and become industry leaders.

Don’t miss this view into the future of the cleantech

landscape on Wall Street!

Hosted By: Autodesk

Abhijit Bhattacharya
CEO
Mission Motors
Brennan, Philip
Philip Brennan
CEO
Echogen Power Systems
Harris, David
David Harris
Director of Business Development
Vecor Group
Zammataro, Frank
Frank Zammataro
President
Rentricity

5:50 pm -
6:10 pm

Policy's Role in the Clean Economy

A discussion with industry pioneers on the impacts of new

innovative policy and how that will shape the clean economy -

the opportunities, lessons learned and market implications of

the PACE program and AB32 (California’s Global Warming

Solutions Act) among others.

Cisco DeVries
President, Renewable Funding LLC &
Architect of the PACE program.
Eisenberger, Nicholas
Nicholas Eisenberger
Senior Strategist
GreenOrder

6:10 pm -
6:40 pm

Keynote: Waste Management - A Quest for Environmental

Performance

David Steiner, CEO of Waste Management Inc., the largest

waste company in North America and the largest recycler of

household-generated recyclables, will address the future of

waste and environmental services.

David P. Steiner
CEO
Waste Management

6:40 pm -
6:45 pm

28th Cleantech Awards - Most Promising Innovation

Industry leaders attending the Forum choose the most

promising innovation and technology from the Entrepreneur

Showcase Presenting Companies.

Award Recipient
Selected by Forum Attendees

6:45 pm -
9:10 pm

Strolling Dinner at NASDAQ in Times Square

Following the Cleantech Group's hosting of the NASDAQ

closing bell ceremony, all Forum attendees are invited to a

networking reception and strolling dinner at the NASDAQ

MarketSite in Times Square.

Hosted By: NASDAQ

Robert H. McCooey, Jr.
Senior Vice President of New Listings and
Capital Markets
NASDAQ OMX

Time Title & Description Speaker

7:30 am -
9:00 am

Continental Breakfast

Join fellow attendees for coffee, tea and continental breakfast

while networking.

13-Oct-10
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Time Title & Description Speaker

7:45 am -
8:45 am

Think global Think EU: Case studies on business and funding

opportunities in France

The EU, and in particular France, offers an attractive

environment for cleantech expansion and exceptional

sources of funding opportunities for R&D.  Through analysis

of two concrete case studies, this session is a unique

opportunity to gain a broad understanding of :

Finding sources of funding along with business development

and partnerships opportunities;

Learning about the most active Research and Development

centers;

Gaining support for a EU/French expansion.

Hosted by: Aderly

Frederic Benque
CEO
US Invest
de Chilly, Jacques
Jacques de Chilly
CEO / Executive Director
Aderly / OnlyLyon
Freedman, David
David Freedman
Partner
Baker & McKenzie
Jourda, Albin
Albin Jourda
Founder & CEO
French Cleantech
Martin, Jean-Frédéric
Jean-Frédéric Martin
President
Arveni

9:00 am -
4:00 pm

Cleantech Innovation Pavilion

Throughout the day, engage with emerging and market

leading companies holding significant promise in the clean

technology space. Innovations across the full spectrum of

clean technologies will be represented.

CEOs from Leading Cleantech Companies

9:00 am -
9:25 am

Keynote: United States Department of Commerce: National

Export Initiative

An interactive discussion on how Obama's National Export

Initiative, set to double U.S. exports in five years with the goal

of creating 2 million new jobs, will help scale and create

significant opportunities for the cleantech segment in the

next decade.

Moderator:  Nicholas Parker, Executive Chairman, Cleantech

Group

Courtney Gregoire
Director of the National Export Initiative,
International Trade Administration
U.S. Department of Commerce

9:25 am -
9:45 am

Global Cleantech 100: A Barometer of the Changing Face of

Global Cleantech Innovation

The Cleantech Group unveils the second annual Global

Cleantech 100, a list highlighting the most promising private

clean technology companies in the world.

Sponsored By: Autodesk

Richard Youngman
Managing Director Europe & VP, Global
Research
Cleantech Group

9:45 am -
10:30 am

CEO Case Studies - Materials / Green Chemistry

CEO sector leaders: A chance to hear from 3 'best in class'

companies discuss their company in the context of the

market dynamics.

Hosted By: Greenberg Traurig

K'Lynne Johnson
CEO
Elevance Renewable Sciences, Inc.
Stoppert, James
James Stoppert
CEO
Rivertop Renewables
Voncken, Rob
Rob Voncken
Chief Executive Officer
BioMCN

9:45 am -
10:30 am

Interview: What Can Cleantech Financing Learn From Other

Sectors?

Software and biotech, not to mention telecom and other

infrastructure industries have faced scale challenges in the

past. Like these other sectors, large risks and high costs can

dominate the lifecycle of a cleantech company, but the

potential payoffs are huge. What can cleantech learn from

these industries?

Moderator: Kim Pargoff, Vice President, Cleantech Group

Michael Goguen
Managing Partner
Sequoia Capital
Hudson, Florence
Florence Hudson
Energy & Environment Executive
IBM Corporate Strategy
Livingston, Scott
Scott Livingston
CEO
Livingston Securities
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Time Title & Description Speaker

10:30 am -
11:15 am

Icebreaker Discussion – “IP Monetization Strategy: What is

Your Intellectual Property Worth?”

Join us for an in-depth and discussion on how to extract

maximum value from your Intellectual Property assets while

protecting against potential business and litigation risks.

Note: Icebreakers are interactive smaller group sessions that

provide in-depth discussion on a specific topic.

Hosted By: Deloitte

John Hudson
Senior Manager
Deloitte
Khouzami, Marc
Marc Khouzami
Assistant Vice President
Deutsche Asset Management
Zisk, Matthew
Matthew Zisk
Counsel, Intellectual Property and Technology
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

10:30 am -
11:15 am

How are Corporations Financing & Deploying Cleantech?

In today’s cleantech market, many factors are converging to

accelerate the engagement of corporations in cleantech.

The drying up of private capital, the maturing of the cleantech

segment and increased demand for capital, and the perceived

“valley of death” and sustainability drivers are all causing

corporations to become a critical players in the viable scaling

of cleantech.

Moderated by: Greg Neichin, Vice President, Advisory

Services

William DiCroce
Chief Operating Officer
Veolia Energy NA
Lauckner, Jonathan
Jonathan Lauckner
President
General Motors Ventures, LLC
Patel, Kal
Kal Patel
President Asia, Enterprise EVP
Best Buy
Walck, Sharon
Sharon Walck
Senior Vice-President, Corporate
Sustainability
HSBC North America

10:30 am -
11:15 am

CEO Case Studies - Green Transportation

CEO sector leaders: A chance to hear from 3 'best in class'

companies discuss their company in the context of the

market dynamics.

Hosted By: Greenberg Traurig

David M Johnson
CEO
Achates Power
Norman, Mark
Mark Norman
COO & President
Zipcar
Shishko, Eric
Eric Shishko
Senior Vice President, Global Insurance
GreenRoad

11:15 am -
12:00 pm

Networking Break
Hosted by: UK Trade & Investment - New
York Branch

11:15 am -
11:45 am

Introduction to Cleantech Subscription Research

A look at the Executive Briefs, Insight Research Reports, and

Investment Monitors available to help you make smarter

decisions about your organization's cleantech strategy.

Senior Research Analysts will highlight Cleantech's latest

research reports such as:  2010 U.S. Smart Grid Vendor

Ecosystem and Revving Up - Next Generation Internal

Combustion Technologies.

Cleantech Group Research Analysts

12:00 pm -
12:45 pm

Water: Where is the Capital Going to Come From?

Global projections for investment in the water sector are as

high as $60B in the next 30 years, yet VC investment

represents just a fraction of that. Water resource management

is very opaque, with huge business risks for industry players,

ranging from private companies to municipalities. Where is

the funding going to come from? What creative funding

mechanisms are already in place? Who are the stakeholders?

Moderated by: Penfield Tate III, Shareholder, Greenberg

Traurig

Hosted by:  Greenberg Traurig

Assaf Barnea
CEO
Kinrot Ventures
Fulgham, Jeff
Jeff Fulgham
Chief Sustainability Officer and Ecomagination
Leader
GE Power & Water
Green, Jeff
Jeff Green
Founder & CEO
NanoH2O
Wescott, William
William Wescott
VP Innovation, Americas
Veolia Environnement
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Time Title & Description Speaker

12:00 pm -
12:45 pm

CEO Case Studies - Energy Efficiency in the Built

Environment

CEO sector leaders: A chance to hear from 3 'best in class'

companies discuss their company in the context of the

market dynamics.

Hosted By: Greenberg Traurig

Jim Balthazar
CEO
Nuventix, Inc.
Philips, Warner
Warner Philips
CEO
Lemnis Lighting
Pincince, Tom
Tom Pincince
CEO
Digital Lumens

12:45 pm -
1:40 pm

CEO Case Studies - Water

CEO sector leaders: A chance to hear from 3 'best in class'

companies discuss their company in the context of the

market dynamics.

Hosted By: Greenberg Traurig

Jeff Green
Founder & CEO
NanoH2O
Mandell, Aaron
Aaron Mandell
President/CEO
Oasys Water
Moeller, Bruce
Bruce Moeller
CEO
Aquaspy

12:45 pm -
1:40 pm

Smart Grid Buildout: Who Will Pay & How?

Massive capital investments are required to modernize the

energy grid - from energy management and smart meters to

distribution automation and transmission monitoring.

Governments globally have committed billions in funds, but

the full smart grid price tag could be much larger.  Without

significant infrastructure upgrades serious consequences are

inevitable.

Who will bear the long-term and near-term costs? What are

the emerging business models and applications that will yield

the returns required to spur investment?

Moderated by: Greg Neichin, Vice President, Advisory

Services & Senior Smart Grid Analyst, Cleantech Group

Michael Edmonds
Global Smart Grid Strategies Director
S&C Electric Company
Hudson, John
John Hudson
Senior Manager
Deloitte
Irwin, Christopher
Christopher Irwin
Smart Grid Standards & Interoperability
Coordinator
Department of Energy
Robb, James
James Robb
Senior Vice President, Enterprise Planning &
Development
Northeast Utilities
Smith, Chris J
Chris J Smith
General Manager, Utilities LOB and Smart
Grid
Boeing

1:40 pm -
2:45 pm

Strolling Networking Lunch

1:40 pm -
2:40 pm

Icebreaker Discussion: Your Cleantech/Greentech Startup:

How to Launch Your Early Stage Business

Please join us for a workshop to explore the do's and don'ts

of successfully launching a clean tech start-up company.  Lori

Hoberman, chair of Chadbourne & Parke's EC/VC practice

group, will lead an interactive discussion with industry

leaders on the following:

Organizational strategy and safeguarding rights of founders

Approaches to funding and finding investors

Protecting and monetizing intellectual property

Note: Icebreakers are smaller group sessions that provide in-

depth discussion on a specific topic

Hosted by: Chadbourne & Parke LLP

Jacob Hawkinson
Founder
CloveHitch Partners
Hoberman, Lori S.
Lori S. Hoberman
Chair - Emerging Companies / Venture Capital
Practice
Chadbourne & Parke LLP
Wolfe, Josh
Josh Wolfe
Founder
Lux Capital
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Time Title & Description Speaker

1:40 pm -
2:45 pm

CEO Roundtable Lunch

A roundtable discussion and networking luncheon featuring

CEO s from leading growth stage cleantech companies.

By Invitation Only

Hosted By: Greenberg Traurig

CEOs from Leading Cleantech Companies

2:45 pm -
3:35 pm

The Future of "Green" Transportation

Stakeholders active in the “Green Transportation” space

discuss key issues and challenges facing the adoption of

next-generation, energy-efficient vehicles.

Topics include: the role and future promise of internal

combustion engines, adoption of plug-in hybrid and electric

vehicles, cost and performance challenges around battery

technologies, impact of policy incentives on different

technologies, consumer reactions to vehicle options,

limitations to creating a viable charging infrastructure, and

the roles of various stakeholders such as large automakers,

start-ups and utilities

Moderator:  Debjit Mukerji, Vice President, Research

Brent Dewar
Senior Advisor, Green Order & Former Vice
President, Global Chevrolet at General Motors
Habicht, Hank
Hank Habicht
Managing Partner
Sail Venture Partners
Jacobs, Scott
Scott Jacobs
Expert Associate Principal
McKinsey & Company
Johnson, David M
David M Johnson
CEO
Achates Power
McDermott, Chuck
Chuck McDermott
General Partner
Rockport Capital Partners

2:45 pm -
3:35 pm

CEO Case Studies - Smart Grid

CEO sector leaders: A chance to hear from 3 'best in class'

companies discuss their company in the context of the

market dynamics.

Hosted By: Greenberg Traurig

Seth Frader-Thompson
CEO
EnergyHub
Fromer, Gary
Gary Fromer
CEO
CPower
Tuck, Adrian
Adrian Tuck
CEO
Tendril

3:35 pm -
4:00 pm

Fireside Chat: Cleantech Financing, Where Do We Go From

Here?

Join highly experienced industry and finance experts for

straight talk on the future of cleantech financing, drawing on

their broad experience in private equity and corporate

finance, inside and outside the world of cleantech. The

session wraps up the event with an interactive discussion

with attendees in attempts to answer “Where do we go from

here?”

Moderator:  Richard Youngman, Managing Director Europe &

VP, Global Research, Cleantech Group

Carter Bales
Chairman
New World Capital Group (former Managing
Partner, Emeritus)
Kauffman, Richard
Richard Kauffman
Chairman of the Board
Levi Strauss and Co. (former CEO, Good
Energies & Board Observer, Coalition for
Green Capital)

4:00 pm -
4:05 pm

Closing Remarks

A brief recap of the conference highlights and thoughts to

take away

Sheeraz Haji
President
Cleantech Group

4:05 pm -
5:00 pm

Closing Networking Reception

Wind down your experience at Cleantech Forum NYC with a

final networking reception and enhance the connections

made during the Forum.
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