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■非連続型研究への取組を検討するにあたっての課題
 官民の研究開発が短期化

• １９９０年代の景気後退時から、企業の研究開発は、成果が事業に直結する短期的なものが増加。リ
ーマンショック、技術や市場の急速な変化により、更に短期化。

• 企業の短期化を受け、国の研究開発も短期化（早期に経済、雇用に効果のあるものを重視）。経済産
業省は１９９７年以降、プロジェクト実施期間を原則５年以内とするよう制度を見直し。

• 第一次科学技術基本計画（１９９６年）において「厳正な評価を実施し得る適切な評価の仕組みを整
備する」とされたことを受け、技術評価を制度化。ハイリスクな研究テーマへの取組を難しくした可能
性。

 企業間の重複投資

• 企業間の研究開発の重複が解消されず、非効率な投資となっている懸念。

• １９９４年以降は、産業科学技術開発制度等において、公募による実施者選定を原則化。技術力の高
い企業を幅広く集めることができる一方、技術面で優れた企業が事業化段階の利害関係と無関係に
複数採択されると、結果として重複投資を温存する可能性。

• １９９９年に導入された日本版バイ・ドール制度の下、同業種の企業が複数参加するプロジェクトにお
いて成果（知財等）が各社に分散すると、各社の事業化戦略が立てにくくなる懸念。

 プロジェクトの企画・立案機能と実施機能の分離

• ２００１年１月の省庁再編で、研究開発の企画立案機能は本省、実施機能はＮＥＤＯに整理。更に、重
要な研究実施機関であった産総研も独法化により本省から分離。

• 政策の企画と実施の距離が開くと、企画能力の維持・向上にマイナス。また、研究開発から事業化ま
での一貫した政策が機能しにくい（ずれる）恐れ。

• 産総研も本省の一部として企画や実施を補完していたが、独法化後、純粋な研究機関となり、政策と
の距離が開いている可能性。
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■過去の研究開発制度との比較①

過去の研究開発プロジェクト 現在の研究開発プロジェクト

良い点／
成功要因

1. 長期的な戦略に基づく取り組み
 サンシャイン計画（1974年発足）における太
陽光発電研究では、約20年後である1995年
における導入目標を750万kWに設定した。

 その後、1980年代半ば石油価格が低下した

ものの、地球環境問題への関心の高まりを
背景に着実な研究開発を推進。

2. 産業政策との連携
 大型工業技術研究開発制度（1966～92年

度）では、貿易・投資の自由化圧力を背景に
技術のキャッチアップを加速。

 例えば、レーザー応用技術複合生産システ
ム（1977～85年度）の成果は、我が国の工作
機械の国際競争力の向上に大きく貢献。

 また、次世代産業基盤技術研究開発（1981
～92年度）では、自動車、電機産業の競争力

が向上したことから、材料、バイオ、素子等
の基盤的な産業育成に重点化。

 例えば、ファインセラミックス（1981～92年度）

の成果により市場が拡大し、プロジェクト終
了後１５年で生産額が倍増（1992年：約１兆
1600億円→2007年：2兆3500億円）

3. 普及促進策と一体的に推進
 太陽光発電：家庭用太陽光発電システムの
普及のため、系統電力に連係するための制
度改革、住宅用太陽電池への補助金、大規
模な実証事業などを一体的に推進。

1. 評価の着実な実施と評価結果のプ
ロジェクトへの反映
 ＮＥＤＯでは中間評価（５年プロジェクトの場合、
３年目に実施）を踏まえ、成果が期待でき加速す
る必要がある事業を増額、そうでない事業は減
額するなど柔軟に対応。

 例えば、有機ＥＬ照明のプロジェクトにおいて、プ
ロジェクトの成果である有機ＥＬデバイスの実用
化を加速するため約３億円の予算を追加して製
造装置を開発。

 この成果は民間企業に引き継がれて量産出荷
が始まっている。

 また、プロジェクト終了後、成果が実用化したの
か、或いは実用化していない場合の要因などを
継続的にフォローする体制を整備（追跡調査とし
てNEDOは2004年度から、ＭＥＴＩは2010年度から
実施）。

 ＭＥＴＩの追跡調査の調査対象となった102事業
のうち約２割で製品化していることが判明。

 例えば、電子タグ関連技術開発（2004～07年

度）では、（株）日立製作所において研究開発の
成果である電子タグの売り上げが8億円（2009年
度）となっている。



■過去の研究開発制度との比較②

過去の研究開発プロジェクト 現在の研究開発プロジェクト

課題／反省点 1. 硬直的な研究計画
 国の審議会で定める研究計画を技術
の進歩に応じて柔軟に見直すことがで
きなかった。

 三次元回路素子（1981～90年度）では、

積層構造による半導体の高集積化を
目指した。その後の二次元の集積技術
の進歩により事業の意義を失ったが、
研究計画は大きな修正なく維持された。

2. 画一的な評価
 産業技術審議会に評価部会が設置さ
れる1997年まで、研究の評価は推進側
の一部として実施されてきた。

 プロジェクトの評価がおざなりとなり、そ
の教訓が活かされなかった。

【参考とすべき米国・ＥＵの取り組み】
1. 明確な戦略

米国：トランスフォーマティブ（新しいパラダイム創出につながる）技術に注力。
2007年、エネルギー省に先端研究計画局（ＡＲＰＡ－Ｅ）を新設し、高性能蓄電池、二酸化炭素回収等の技術開発を支援。

2. 基礎研究から実用化までの一貫した取組
 米国のエネルギー・イノベーション・ハブ → 産学官の研究コンソーシアムで人工光合成などのテーマについて基礎研究から
実用化までを一貫して実施。

 ＥＵ：ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ → 基礎研究の成果の実用化を目指し、ナノエレクトロニクス、革新的医薬品など
優先度の高い革新的技術について産業が主導で取り組む。

3. 人材、資金を世界から集める
EUのFramework Program 7 (ＦＰ７) → 特定のテーマについてはＥＵ域外の企業、研究機関、大学も助成の対象とする。



（参考）ケーススタディ（太陽光発電の例）
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太陽電池セル・モジュール（億円） 周辺機器等（億円） 設置費用等（億円） 対GDP割合

（出所）「太陽光発電技術研究開発の技術・産業・社会へのインパクトに関する追跡調査報告書」（2011年３ 月、三菱総合研究所）

【１．長期的な戦略】
 サンシャイン計画（1995年を目標年次）

• １Ｗ当たり100～200円の製造コスト
• 750万kW(210万戸の住宅、１万棟のビル）

 ニューサンシャイン計画（2000年初頭を目標年次）
• システム価格１Ｗ当たり220円程度
• 発電コスト20円/kWh程度

（参考）現状（2007年）
• システム価格 １Ｗ当たり700円
• 発電コスト 43円／KWh

• 導入量 262万kW(2009年）

【３．普及促進策】
 1986年、六甲アイランドで太陽発電システム設置の住宅100軒を系統電力に
連系する実証実験を実施。

 90年、電気事業法の省令を改正し、住宅用太陽発電システムの設置に際して
電気主任技術者を不要化。

 92年、余剰電力買い取り制度発足。
 93年、逆潮流あり系統連系ガイドラインの制定。
 94年、住宅用太陽発電システムモニター制度発足（設置費の1／2補助）
 2003年、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の施
行（新エネによる一定割合の電気供給を義務づけ）

【２．産業政策との連係】
 アモルファス太陽電池の研究開発を推進
する際、通産省は国内最高水準の技術
を有するＡ大学とＢ社を選定。同様にプロ
ジェクトへの参加を希望したＣ社はその
技術的能力を勘案して外すこととした。

 結果として、世界最高水準の発電効率を
誇る技術が誕生。

太陽光発電の経済的インパクト
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■非連続型研究に対する取組の在り方 （提案）
○企業の研究開発は短期化。更に企業間の重複投資が解消されない現実を踏まえると
、将来の成長の糧となり得る「非連続型研究」については、国が主導して推進する必要
性が高まっているのではないか。

○過去の制度の長所、短所等を踏まえ、「非連続型研究」を対象とする新たな国家プロ
ジェクトは、例えば以下のようにあるべきではないか。

１．国の強力なコミットに基づく長期・大型プロジェクトの実施

３～５年に限定せず、長期（最長２０年）の大型投資も可能とする。

予算総額は、プロジェクト開始時にコミット。

対象となるプロジェクトを産官学の幅広い関係者により検討する仕組みを構築。

２．事業化を念頭においたプロジェクト推進体制の構築

国が主導して技術面・事業面ともにポテンシャルのある「強者連合」を構築。参加企業のコミットを重視。

「強者連合」と国等が「推進協議会」を組織。研究成果を分散させず、プロジェクト期間中にも成果を活用
した事業を次々と生み出す仕組みを構築。また、外部有識者の支援も得たステージゲート評価や、オープ
ンとクローズを組み合わせた知財戦略等を検討、実行。

研究開発と並行し、事業環境整備（業界コンセンサスを要しない国際標準提案制度（トップスタンダード制
度）、認証、導入促進策、規制緩和 等）を推進。

３．総合科学技術会議、文部科学省等との連携強化

総合科学技術会議、文部科学省等とプロジェクト立案や成果利用等について連携を強化。

４．グローバル化の促進

真の「強者連合」の実現のため、国益につながることを前提に、外国企業の参加を促進。
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文部科学省 等

■非連続型研究に対する取組の在り方 （提案）

企業 Ａ 企業 Ｄ 大学 Ｅ企業 Ｃ 公的研究
機関

産官学の幅広い関係者でプロジェクトのテーマ
選定について徹底的に議論

○○用 △△用
××用

Ａ社とＥ大学ベ
ンチャー合弁
△△事業

Ａ社とＣ社
合弁

××事業

Ａ社
○○事業

「推進協議会」 （国等と「強者連合」で組織）

プロジェクトの推進（ステージゲート評価、知財戦略 等）

テーマ選定や成果利用
等について連携

総合科学技術会議

経済産業省

企業 Ａ 企業 Ｃ 大学 Ｅ 公的研究
機関

大学 Ｆ

海外企業
Ｘ

市場環境整備
（トップスタンダード、認証、導入支援、規制緩和 等）

海外企業の参画

長期・大型プロジェクト
予算総額を当初に明示
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○我が国が直面する課題（エネルギー制約、急速な尐子高齢化）を解決し、世の中に大
きなインパクトを与えることを目的として、従来の技術の改善・改良ではない、リスクは
あるが技術の飛躍性が高い研究開発（「非連続型研究」）に重点化すべきではないか。

■研究テーマの重点化

革新的エネルギー

成長型長寿社会

再生医療

最先端の再生医療技術により、これまでは
対応が難しかった失われた身体機能の回復
新しい創薬技術を実現

iPS細胞

再生可能エネルギー 省エネルギー・低炭素

量子ドット型太陽電池
ナノカーボン技術

革新的触媒技術

共通基盤技術

新型パワー半導体

超電導技術

最先端の再生可能エネルギー技術を活用し
た自律型分散電源システムの実現

最先端の省エネ技術によってエネルギーをス
マートに活用する社会の実現

新エネ・省エネ技術を支える材料分野等にお
ける革新的な技術の開発

・ナノレベルの構造制御等により、
太陽光の幅広い波長を吸収。発
電効率を３倍に。

超電導ケーブル

・電力制御・変換の高効率化に不可欠なパワー半
導体の小型化等を実現。モーター等の消費電力
を３割以上削減 等

・最先端の触媒技術により、石油に依存せず、ＣＯ２等
を原料とする化学品等の製造プロセスを実現 等

リチウム空気電池

・正極に空気を使うことで軽量化。重量当たりの蓄
電密度をリチウムイオン電池の10倍に向上 等

・液体窒素温度で電気抵抗がゼ
ロとなる技術を利用し、送電ロ
スを10分の1に低減。

・軽量性、強度等において
優れた物性をもつナノカ
ーボン技術等を確立。
自動車等を３割軽量化。量子ドット

介護

生活支援ロボット 幹細胞技術

・体内のあらゆる細胞に変化可
能なiPS細胞等の幹細胞の精
製技術を確立し、安全かつ安
定に再生医療に活用。

・介護、移動支援等で活用でき
る生活支援ロボットの対人安
全技術等を確立し、実用化。

ロボット技術を家庭や職場に導入し、日常生
活や労働を効果的・効率的に支援する社会を
実現

搭乗型ロボット

がん対策

我が国の死亡原因第１位であるがんの早
期発見・治療技術の開発

微小がん治療機器

・最小限の切除で確実な治療を実現 等

超早期高精度診断機器

・微小ながんを早期発見。

高精度Ｘ線
治療機器
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（参考）文部科学省等との連携 － 科学技術予算の構造

○我が国の将来を担う非連続型研究開発については、省庁の枠を超えた真の「ナショナル・プロジェクト」

制度を新たに創設し、政府一体となって設定した重要課題に集中投資することが必要ではないか。

○資源配分方針（H22.7.16総合科学技術会議決定）

グリーンイノベーション・ライフイノベーションを最重点化

課題に設定。

○科学技術重要施策アクションプラン
（H22.7.16 総合科学技術会議報告）

グリーンイノベーション・ライフイノベーションを対象に、

科学技術予算の重点化・効率化するため、平成23年度
要求から新たに策定。

＜科学技術関係予算の府省庁別割合（H23年度）＞

（出典）総合科学技術会議
資料より作成

H23年度当初 H22年度当初 増減

科学技術予算総額 36,485 35,735 2.1%

うち文部科学省 24,494 23,236 5.4%

うちｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 134 108 23.4%

うちﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 645 604 6.7%

うち経済産業省 5,862 5,388 0.9%

うちｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 3,112 2,676 16.0%

うちﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 83 85 ▲3.0%

（単位：億円）
＜科学技術関係予算の配分構造（日米比較）＞

＜H23年度科学技術予算における重点化＞

文部科学省
65.4%

経済産業省
16.8%

防衛省
2.9%

大学
34.3%

厚労省
4.4%

総額
3兆5,723億円

(FY2010)

農水省
3.3%

内閣官房
1.7%

総務省
1.8%

国交省
1.5%

その他
2.2%
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学術研究 事業化研究

異分野融合による自然エネルギー変換材料
及び利用基盤技術の創出

次世代太陽光発電に資する革新材料の開発

先端的低炭素化技術開発

H23年度予算額： ２１．０億円（ＪＳＴ運営費交付金）
研究実施主体： ＪＳＴから研究者が所属する機関へ委託
（CREST：12課題、さきがけ：50課題、ERATO：1課題）
研究内容：
・高効率太陽電池の開発のための物理現象理解、物性
研究、原理解析技術の高度化研究 等

H23年度予算額： ９．１億円（物材機構運営費交付金）
研究実施主体： （独）物質・材料研究開発機構
研究内容：
・色素増感型太陽電池の発電効率倍増（11%→20%）
に向けた材料の構造解析等による基礎データの蓄積等

H23年度予算額： ５．７億円（ＪＳＴ運営費交付金）
（注）太陽光発電関係のみの額

研究実施主体： ＪＳＴから研究者が所属する機関へ委託
研究内容：
・太陽電池に関する新材料や新構造に関する探索的
研究

革新型太陽電池国際研究拠点整備事業

H23年度予算額： ２０．６億円（ＮＥＤＯ運営費交付金）
研究実施主体： ＮＥＤＯから企業、大学、研究機関等への委託
研究内容：
・集光型多接合太陽電池の開発・動作解析、量子ドット型太陽電池の
研究開発等（東大ほか）
・薄膜多接合太陽電池の実現に向けたデバイス化技術の開発、各セ
ルの効率向上に向けた研究開発等（産総研ほか）

太陽光発電システム次世代高性能技術の開発

H23年度予算額： ５９．８億円（ＮＥＤＯ運営費交付金）
研究実施主体： ＮＥＤＯから民間企業等への委託（一部補助）
研究内容：
・結晶シリコン太陽電池の高歩留まり化技術の開発
・化合物系太陽電池の効率向上のための技術開発
・有機半導体材料の発電モジュールへの実装
・材料の長寿命化、発電量評価、信頼性評価技術の開発 等

（非連続型研究） （実用化・実証研究）

太陽光発電工学研究

H23年度予算額： １．２億円（産総研運営費交付金）
研究実施主体： （独）産業技術総合研究所
研究内容：
・シリコン使用量削減、コスト低減技術の開発
・新型太陽電池の性能や耐久性に関する評価法の開発
・各種太陽電池の試作ライン構築や、大規模製造のための
技術開発 等

（参考）文部科学省等との連携
－ 太陽光発電に関する文科省と経産省の研究開発プロジェクト（例）

＜戦略的創造研究推進事業＞

＜戦略的創造研究推進事業＞

9
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■企業の研究開発費の減尐
○リーマンショック後、研究開発費は２年連続で減尐。２００９年度は対前年比▲１２％と
急減。

○研究開発の効率化が課題となる中、研究成果の早期製品化を図る観点から、研究
開発部門に再編の動き。

10.9 

11.5 
11.6 

11.8 11.9 

12.7 

13.3 

13.8 
13.6 

12.0 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

研究開発部門の再編の事例

○日立製作所

・ 国内の８研究所を３研究所に
再編。

・ 応用部門を持つ「中央研究所」
と学術的な「基礎研究所」を統
合し、研究成果と市場を接続。

○武田薬品工業

・ 国内２カ所（大阪市、つくば市）
の研究拠点を統合（藤沢市）。

・ 探索研究から応用研究までを
直結し、研究開発を短縮化。

出所：2010年科学技術研究調査

急減

（年度）

（兆円）

企
業
の
研
究
開
発
費

出所：報道ベース
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■企業の研究開発の短期化①
○企業の研究開発費の大部分は、既存技術の改良に充当。将来の成長の種になる長
期的研究への投資は薄く、このままでは、画期的な新製品開発に向けたイノベーショ
ンが枯渇するおそれ。

○約８５０社を対象とするアンケートによれば、４割以上の企業において短期的な研究
開発が増えている。

研究開発の内容の変化

出所：2010年度産業技術調査
（オープンイノベーションに
関する企業アンケート）

（回答数）858社

短期的な
研究開発が
増えている
43.8%

中長期的な研究開発
が増えている 12.7%

変わらない
43.5%

市
場
開
拓
型
研
究

非
連
続
型
研
究

９割程度１割程度
1～2%

技術の飛躍は必要だが、市場は見えている研究
（事業化まで５～１０年）

例）有機ＥＬ、電気自動車、リチウムイオン電池

技術的に極めて困難で、現時点では市場が不透明
な研究 （事業化まで１０年以上）
例）量子ドット型太陽電池、リチウム空気電池、ナノカーボン

例）自動車のモデルチェンジ、
携帯電話の「春・夏モデル」

既存技術の改良
（事業化まで３年以内）

企業の研究開発の内訳（※）

既
存
技
術

改
良
型
研
究

※研究開発費の多い企業約５０社の技術担当役員から上図のように３分類した場合の

構成比を聞きとった結果から推定したおおよそのイメージ
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○業種別に見ると、医薬品分野など、中長期の研究開発が増加している割合が比較的
高い分野もあるが、エレクトロニクス産業をはじめ技術や市場の変化が激しい分野ほ
ど、多くの企業が短期的な研究開発が増加していると回答。

■企業の研究開発の短期化②

出所：2010年度産業技術調査
（オープンイノベーションに関する企業アンケート）

短期が増加
56%

変わらず
36%

中長期が増加 8%

電気機器

（n=88社)

短期が増加
24%

医薬品

変わらず40%

中長期が増加 36%

（n=33社)

短期が増加
39%

化学

変わらず42%

中長期が増加 19%

（n=28社)
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○企業の研究開発担当役員等からの聞き取りにおいても、研究開発が短期化している
との声が聞かれた。

○他方、長期的研究の必要性を訴える企業は多く、国への期待感がある。

■企業の研究開発の短期化③

研究開発期間が短期化

○利益貢献の仕組みがないものは切らざるを得ない。経営の観点からすれば、例えば３年連続赤字だっ
たら撤退。３年後に黒字の絵が書けなければ、社内のハードルは高い。（エレクトロニクス系）

○従来から短期の比率が高い傾向であったが、リーマンショック後はさらに短期の比率が高くなった。

（エレクトロニクス系）

長期的研究の必要性について

○ここ数年は排ガス規制への対応など、喫緊の課題の解決に向けた研究が多かった。韓国、中国等、各
国の追い上げをかわすためには、基礎部分に腰を据えてじっくり取り組む必要性も感じているところ。

（機械系）

○今の（国の）プロジェクトは実用化ということに重きを置き、短期の成果が求められ過ぎるゆえに、無理な
計画を立てさせられている。マイクロマシンのプロジェクトは基盤研究であったが、当時はまったく夢物語
と思っていた技術が、現在では実用化されてきたものもある。（バイオ系）

出所：「ＣＴＯインタビュー２０１０」

企業の声
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○パワー半導体の分野の特許出願で上位１０社中８社は我が国企業。しかしながら、
市場シェアでは下位に甘んじている。

○国内企業同士の研究開発投資の重複が、技術のポテンシャルを事業面で活かしき
れない要因の一つとなっている可能性がある。

■企業の研究開発の重複について①

パワー半導体の特許出願人別ランキング

出所：2010年度特許出願技術動向調査報告書

（2000年～2008年に日欧米中韓への出願されたもの）

パワー半導体のメーカー別世界市場シェア（2009年、金額ベース）

出所：2010年度特許出願技術動向調査報告書

三菱電機 5.5％

東芝 4.4％

パナソニック 4.0％

デンソー 3.6％

住友電工 3.4％

ルネサスエレクトロ
ニクス 3.1％

インフィニオン テクノ
ロジーズ(独) 2.9％

富士電機システムズ
2.6％

クリ―(米) 2.3％

トヨタ自動車 2.3％

その他 65.9％

三菱電機 3.5％

NXP(蘭) 3.6％

東芝 3.6％

ビシェイ(米)3.8％

フェアチャイルドセミコ
ンダクター(米) 4.7％

ＴＩ（米） 7.1％

ＳＴマイクロ(伊・仏) 8.2％

その他 59.7％

インフィニオン テクノ
ロジーズ(独) 5.8％
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■企業の研究開発の重複について②

ＳｉＣウエハの特許出願人別出願件数ランキング

出所：2010年度特許出願技術動向調査報告書

（2000年～2008年に日欧米中韓への出願されたもの）

ＳｉＣウエハ市場売上シェア（2008年）

出所：各種資料より経済産業省作成

三菱電機 1.3％

デンソー 4.4％

パナソニック 3.6％

新日鐵 2.9％

トヨタ自動車 2.6％

ブリヂストン 2.3％

住友電工 2.2％

産総研 1.8％

クリ―(米) 5.3％

日産自動車 1.3％

その他 70.7％ ソイテック(仏) 1.6％

日本企業
2％

欧州企業
16％

米国企業
79％

その他3％

○パワー半導体のＳｉＣウエハでは、世界の特許出願件数上位１１社中９社を我が国企
業が占める一方、売上シェアはわずか２％。

○研究開発が、事業化に十分に結びついていない。
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○エレクトロニクス業界の研究開発の集中度は、韓国では上位２社で８割を超えるのに
対し、我が国は上位５社でも６割に満たない。

○我が国は韓国と比べ、研究開発投資が企業間で重複する可能性が高い構造。

■企業の研究開発の重複について③

1 パナソニック 4,601

2 ソニー 4,320

3 日立製作所 3,724

4 東芝 3,232

5 ＮＥＣ 2,760

小計（Ａ） 18,637 

エレクトロニクス産業※1

全体（Ｂ）
34,117

割合 Ａ／Ｂ 54.6%

日本 韓国（単位：億円） （単位：兆ウォン）

出所：企業アニュアルレポート、科学技術研究調査、 EU R&D Scoreboard、OECD, MSTI 2010-1

（２００９年度）

1 サムスン 7.5

2 ＬＧ 2.8

小計（Ａ） 10.3 

エレクトロニクス産業※2

全体（Ｂ）
12.7

割合 Ａ／Ｂ 81.1%

※1 総務省作成『2010年科学技術研究調査』表１５ 産業、性格別研究費（自然
科学に使用した研究費）における「電子部品・デバイス・電子回路製造業」、「電
気機械器具製造業」及び「情報通信機械器具製造業」の合計値。

※2 OECD作成『MSTI 2010-1』Business enterprise R-D expenditure by 

industryにおける「Office, accounting and computing machinery」、「
Electrical machinery and apparatus n.e.c.」及び「Radio, TV and 

communications equipment and apparatus」の合計値。

（２００８年）
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○約８００社を対象とするアンケートによれば、企業は自身の研究開発のうち６割以上
が国内の競合他社と重複していると認識している一方、８割以上については他社と共
同研究ができないと考えている。

○我が国では自前意識が強いため、重複投資が多く、非効率な研究開発となっている
懸念。

■企業の研究開発の重複について④

自身の研究開発のうち、他社と重
複していると認識している割合

重複開発のうち、他社と共同開発で
きると考えている割合

重複している
６２％

重複していない
３８％ 共同研究

できない
８１．４％

共同研究
できる
１８．６％

出所：2010年度産業技術調査
（オープンイノベーションに関する企業アンケート）

（n=824社) （n=807社)
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○半数近い企業が研究者の人事異動が難しいために必要性が低いテーマを継続した
ことがあると回答。

○人材の流動性が低いことが、企業間の重複投資が解消されにくい要因の一つとなっ
ている可能性がある。

■企業の研究開発の重複について⑤

研究開発者の人事異動が難しく、必要性が低くなっ
たテーマの継続をすることがあるという企業の割合

よくある、
多尐ある
４５％

ない ５５％

出所：2010年度産業技術調査
（オープンイノベーションに関する企業アンケート）

（n=862社)
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○共同研究について「積極的」だと回答する割合は、役員クラスでは５割近いのに対し、
担当者クラスでは１／４以下にとどまる。

○共同研究を進めるには、役員を含む経営者の強いリーダーシップが期待される。

■企業の研究開発の重複について⑥

共同研究に対する姿勢
（役員クラス）

共同研究に対する姿勢
（担当者クラス）

積極的
４７．２％

どちらともいえ
ない
４５．２％

消極的
７．６％

積極的
２４．１％

どちらともいえ
ない
５８．８％

消極的
１７．１％

出所：2010年度産業技術調査
（オープンイノベーションに関する企業アンケート）

（n=865社) （n=862社)
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○企業の研究開発担当役員からの聞き取りでは、国の研究開発プロジェクトについて、
護送船団型に対する懸念の声が多く聞かれた。

■企業の研究開発の重複について⑦

護送船団型による研究開発の懸念

○国は先頭に立っている人を引っ張り上げるべきで、下の人を引っ張り上げるのでは国際的
に勝てない。もっと垂直を意識した尖ったプロジェクトにしないと日本は世界でまた負ける。
（エレクトロニクス系）

○同業他社が参加する国のプロジェクトには参加しづらい。

（エレクトロニクス系）

○同業他社が多く参加する形のプロジェクトには参加しづらい。例えば、５社共同によって世
界シェアをとったとしても、その２割しか自社が享受できないということであれば、プロジェク
トに参加しなくても、独自に２割くらいのシェアは確保できるのではないかと思っている。

（材料系）

出所：「ＣＴＯインタビュー２０１０」

企業の声
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○１９９７年１月に産業科学技術研究開発制度やニューサンシャイン計画を見直し、プロ
ジェクトの期間を原則５年以内としたこと等を契機として、経済産業省の研究開発も、
過去の大型プロジェクトと比べ、小粒化・短期化。

・2010年度研究開発プロジェクト 105プロジェクト 予算総額 994億円

（1プロジェクト平均予算額 9.5億円、期間3～5年）
・サンシャイン計画 （1プロジェクト平均予算額 36.0億円、期間5～19年）

■国の研究開発の短期化について

（参考）2010年度研究開発プロジェクト （ナノテク・材料分野）
（単位：百万円）

プロジェクト名 開始年度 終了年度 期間 2010年度予算
サステナブルハイパーコンポジット技術の開発 2008 2012 5 600

マルチセラミックス膜新断熱材料の開発 2007 2011 5 126

革新的省エネセラミックス製造技術開発 2009 2013 5 168

革新的ガラス溶融プロセス技術開発 2008 2012 5 356

革新的セメント製造プロセス基盤技術開発 2010 2014 5 140

低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト 2010 2014 5 2,000

異分野異業種融合ナノテクチャレンジ 2005 2014 2～5 2,592

ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造基盤技術開発 2007 2011 5 233

ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 2007 2011 5 500

半導体機能性材料の高度評価基盤開発 2009 2011 3 40

次世代蓄電池材料評価基盤技術開発 2010 2014 5 133

希尐金属代替材料開発プロジェクト 2007 2014 2～5 1,240

グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発 2008 2015 2～5 1,080

次世代高信頼性ガスセンサー技術開発事業 2008 2011 4 85

鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発 2007 2011 5 350

低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料プロジェクト（ＮＥＤＯ交付金分） 2010 2014 5 1,500

スピントロニクス不揮発性機能材料技術開発 2006 2010 5 320

三次元光デバイス高効率製造技術 2006 2010 5 248

低損失オプティカル新機能部材技術開発 2006 2010 5 300

カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト 2006 2010 5 205

革新的マイクロ反応場利用部材技術開発 2006 2010 5 313

循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト 2007 2010 4 669

高感度環境センサ部材開発 2006 2010 5 150

超ハイブリッド材料技術開発 2007 2010 4 446

先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発 2006 2010 5 478

次世代光波制御材料・素子化技術 2006 2010 5 146

高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発(委託費) 2007 2010 4 280

マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト 2006 2010 5 152

ナノ粒子の特性評価手法開発 2006 2010 5 401
22



海外企業

技術研究組合 Ｘ

（基盤研究 等）

企業
Ａ

企業
Ｂ

企業
Ｃ

知
財
Ａ

知
財
Ｃ

知
財
Ｂ

企業
Ｂ

企業
Ａ

企業
Ｃ

知
財
Ａ

知
財
Ｃ

知
財
Ｂ

プロジ
ェクト
終了

競合

クロスライセンス等

実施許諾？

実施許諾？

事業化

事業化

事業化

実施許諾？

開
発
投
資

開
発
投
資

開発
投資

研究開発が成功しても、事業で勝てない。

■国の研究開発の体制について
○同業の企業が多数参加するプロジェクトにおいては、研究開発成果が上がっても、終了後、参
加各社が開発研究や設備投資を重複させることに変化はなく、結果として国際競争に勝てない
懸念。

○バイ・ドール制度の適用によって参加企業に成果（知財等）が分散。事業化段階で企業間で円
滑に実施許諾がなされない場合もあり得るため、事業化戦略が立てにくくなる懸念。

○事業化意欲の低い企業などから、クロスライセンス等を通じて成果の一部が海外の競合相手に
活用され、国内企業の国際競争力を低下させる可能性もある。
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