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【研究開発体制について】

1. 研究開発体制は、コーポレートＲ＆Ｄとカンパニー事業部の二層構造。研究テーマは、

事業部が１～３年ぐらいで事業収支に貢献できるものを手がけるのに対し、研究開発

本部は３～５年ぐらいの目安。（エレクトロニクス系）

１．長期的研究の取り組みについて

■１～２年後に実用化が必要な開発（例：自動車のモデルチェンジ）は「事

業部」、３～５年後以降に実用化を目指す長期的研究は「研究開発本部」

で行う体制をとる企業が多い。通常、ＣＴＯは研究開発本部の長であり、

事業部の開発は権限の外。一部の企業では研究開発全体を統括。

■企業の長期的研究への投資（例えば、実用化まで３～５年以上）は、全体

の１割程度にすぎない。また、長期的研究のうち、実用化まで５年以上要

するものや、事業化のイメージが現時点で不透明なものなど、特に先端的

な研究への投資は全体の１～２％とごく僅か。

■リーマンショックの影響や、アナリストの評価を重視するようになってき

たこと等から、長期的研究が中短期シフトするなど、研究開発の短期化の

傾向が見られる。

■研究開発を、「既存市場／新規市場」「既存技術／新規技術」の二軸・四象

限で分類して戦略を検討する企業が多い。このうち、「新規市場×新規技

術」は企業の事業から「飛び地」の関係になるため、独力では手を出しに

くいと考える企業が大半。

■他方で、ただちに成果を問わない研究も重要と考え、別枠で資金を用意す

る企業もある。
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2. 研究開発には、①事業部サイドによるものと、②本社サイドによるものがある。事業

部では、既存の商品に対する改良やコストダウンなどの研究を中心に行っており、プ

ロジェクト期間は３～５年。本社サイドでは新領域の研究開発や事業部サイドのサポ

ート、共通基盤技術の研究開発が中心で、プロジェクトの期間は同じく３～５年。（エ

レクトロニクス系）

3. 短期テーマは事業部主体で行い、中・長期テーマは研究所が主体で実施。（機械系）

【長期的研究への投資割合、長期的研究のイメージ】

4. 「基礎研究」：「先行研究」：「次期モデル開発」＝１：３：６。「基礎研究」と「先行研

究」の違いは、例えば、技術の具体的な適用先が決まっているかいないか。単純に実

用化までの年数で分類しているわけではない。（機械系）

5. 研究開発費の長期：短期の比率は、１：９程度。長期のほとんどは国プロジェクトの

裏負担的なものであり、単独の長期はほとんどない。既存事業（本業）にかかる長期

はやらざるを得ないが、そうでない新規事業は必要ないという経営判断がされがち。

（材料系）

6. 研究開発センター（中長期的研究開発）から事業部（短期的研究開発）へ技術を移管

する基準は、顧客（営業部隊）がついているかどうか。（材料系）

7. コーポレートの打率は２割あればすごいという感覚。事業部の開発は８割打率がない

とやるべきでない。では事業部だけやればよいかといえば、事業部の開発だけでは、

一年だけの業績はよくなるが、５-１０年先の経営が危うくなる。（エレクトロニクス

系）

【先端的研究への投資割合】

8. ５年以上経ってから成果が出てくるような研究開発は、研究開発投資全体の１～２％

くらいしかできない。（エレクトロニクス系）

9. 年間約 1,000 億円の研究開発費のうち、10％を社内の共通事項を取り扱う技術開発

本部に充てており、さらにそのうちの 10％を将来への投資（基礎的研究）に充ててい

る。（エレクトロニクス系）

10. 研究開発段階は、先行開発と研究に大きく分かれ、後者はさらに製品化までの年数等

により数段階に分かれる。10 年程度先を見据えた最先端研究への投資額が研究開発費
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総額に占める割合は２％以下。（機械系）

11. いつ新市場を生み出すのかわからないような基礎的な研究開発は、ほぼゼロ。１％以

下。実用化イメージは明確でないが、漠然と異分野につながるかもしれないと期待し

ている長期研究（７～８年）への投資割合は３～５％程度。（エレクトロニクス系）

【研究開発の短期化傾向】

12. 短期・長期の研究開発のバランスは、従前７：３程度であったが、リーマンショック

後は８：２程度になりつつある。（エレクトロニクス系）

13. グローバルな競争においてオンリーワンの技術はあまりない。差別化とは自分たちが

上市してから、競合他社が上市してくるまでの時間差と考える。我々は最低でも 1 年、

願わくは 2 年差をつけたい。（エレクトロニクス系）

14. 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、社内ハードルは高い。（エ

レクトロニクス系）

15. （長期的投資は企業として難しいかとの問いに対し）Ｒ＆Ｄは企業価値の一つの指標

として捉えられる。昔に比べ、日本国内でもファンドマネーがダイナミックに動くよ

うになってからは、アナリスト評価に対する注目度が急速に高まってきた。長期的投

資に対してはアナリストに対するきちんとした説明が必要である。（材料系）

16. 株主からは資本利回りで５％以上が求められている。また、ＩＦＲＳ（国際会計基準）

を導入すると、研究開発費が費用計上ではなく、資産計上して償却する必要がでてく

る。確実性の低いものはますます手がけにくくなってきている。（材料系）

【新規分野への躊躇】

17. 技術を新規・既存、市場を新規・既存に分けて考えた場合、新技術で新市場を狙う選

択はしない。（材料系）

18. 過去に電子デバイスにまで手を広げて失敗した経験から、既存事業から飛び地になり

そうな研究はしない。異分野を手がける不経済性もさることながら、事業になった時

にマネジメントができないことも大きい。過去にデバイスで経験したのは、この分野

では決断のスピードが当社のそれとまったく違うことであり、下流の飛び地は特にマ

ネジメントが難しいと感じた。（材料系）
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19. 以前は成果がでるまで１０年かかる計画で申請しても社内で予算がついたが、今は５

年程度で何らかの売上に結びつくことが求められる。また、研究開発は特に初期段階

に多額の費用が必要となるので、そこに国の支援が欲しい。（エレクトロニクス系）

【ただちに成果を問わない研究】

20. 直接成果を問わずに研究開発本部長で決裁できる予算がある。予算規模は１テーマ１

～２千万円、年間２０テーマ程度。期間は半年～１年間実施し、発展余地がありそう

であれば正規の研究課題として取り上げる。（エレクトロニクス系）

21. 研究開発センターの中には研究者が自身のアイデアで行っているような研究が 20%

くらいある。研究とはそもそもリスクが高いものであり、大きなイノベーションを起

こすためには事業に直ぐに繋がらない研究に取り組むことも仕方ないと考えている。

（エレクトロニクス系）
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【国内大学との連携の規模、内容】

22. 大学には、専門的知見を持っている先生に基礎的な技術指導やシミュレーション等を

年間１００件程度（１件あたり２～３００万円以内の少額）依頼している。（エレクト

ロニクス系）

23. 総合研究所で実施する約４０件の研究開発のうち、１０－１５件程度で大学と何らか

の連携をしている。１件当たりの金額は１００万円以下が多い。主に出来上がったも

のの評価をお願いしている。一緒にシーズを求めることもやっていきたいが、現状は

できていない。先生にお任せではスピードが合わない。（材料系）

24. 産学連携では、熱流体の挙動等のメカニズムの解析・見える化が主体。以前は課題解

決型の依頼が多かったが、最近は、原因解明型の依頼が多い。例えば、製品の性能が

良かったとして、その要因を理論的に解明するようなことをやってもらう。「なぜなの

か」と考える研究に関して、大学のレベルは高い。（機械系）

25. ○○大学とは連携を強化しようと包括連携協定を締結したが、期待した成果があがら

ず連携の実績はほとんどない。年間 3〜4 件で計数百万円程度である。日本の大学は連

携を行う場合に誰が責任を持つかが明確でないし、やる気のある教員も大学の中での

２．産学連携の取り組みについて

■大学と連携の数は多いが、一件あたりの単価は百万円程度と少額のものが

大半。他方、最近では奨学寄付金など目的がはっきりしないものを整理し、

目的意識が明確な共同研究に移行する傾向がある。大型のものでは億円オ

ーダーのプロジェクトも存在。

■海外の大学との連携も活発に行われている。規模は国内の大学で行われて

いるものよりも大きい（桁が一つ上）。

■大学には、技術指導やシミュレーション、原理の解明が期待されている。

実用化に近づくのではなく、基礎研究の充実を望む声が大勢。

■企業が特許戦略を重視するのに対し、大学は論文を重視するため、トラブ

ルになることがある。また、スピード感など意識のズレも課題。

■最近の大学に知財に関する権利意識が強すぎることを懸念する声あり。

「知財は企業に任せて欲しい。」

■研究開発費の高騰や異分野融合の必要性の拡大を背景に、オープンイノベ

ーションの必要性に対する認識は高まっている。
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決定権を持たなかったりという状況。（機械系）

【海外大学との連携の規模】

26. 国内では 100 件強の大学との委託研究・共同研究を実施。海外とは 10 件程度。国内

では、数百万円／年・件程度、海外とは数千万円／年・件程度のスケールに至ること

もある。海外の研究費が多いのは、学生や研究者の人件費も企業側が面倒を見る必要

があるため。（エレクトロニクス系）

27. 大学への１テーマあたりの支出単価について、日本国内３０－１００万円、中国６０

０万円、欧米１，０００万円という感覚。欧米はもっと高くなりうるが、当社では出

せない。中国の単価が比較的高いのは、日本の場合は費用の対象外である学生の人件

費が金額に含まれているため。ただし、中国は教授が強制的に学生を使って事業を実

施してくるので、成果のアウトプットは日本よりも出やすい。安い費用でたくさんの

実験をしてくれる中国の評価は、社内では高い。（機械系）

【目的意識の明確化、大型化】

28. 奨学寄付はすべて整理させてもらったところ。大学とのつきあいをやめたわけではな

く、委託か共同研究に変えた。（エレクトロニクス系）

29. 大学とは寄付講座ではなく、共同研究講座を開設。株主への説明責任を考えると、広

く社会に貢献する寄付講座よりも、研究成果を明確に出来る共同研究講座が適当。ま

た、共同研究の場合、（会計上）経費が研究開発費で落ちる。学生のリクルートにもな

る。（機械系）

30. 国内１件当たりの金額は数千万円規模。装置が必要になると億単位のこともある。１

００万円程度の金額では、ドアを開けてもらってお話を伺うだけにとどまる。（エレク

トロニクス系）

31. 大学との共同研究は、現在１００件程度。個人の先生との連携が多い。人材確保も一

つの目的。今後は、１件数千万～数億円レベルの連携による技術開発を増やしていき

たいと考えているところ。包括契約を結び、研究テーマごと、目的ごとに成果を出せ

る体制を敷きたい。（機械系）

【大学の基礎研究への期待】

32. 基礎技術についての渇望は企業の方にむしろ強い。本当はそこをやってもらいたい大

学や公的機関の研究者が、どんどん企業に近づこうとする逆転現象がおきている。国

の資金を企業に与えて、それを企業が配分するようにすれば改善するのではないか。
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（機械系）

33. 独法化によって大学や公的研究機関が基礎的研究から実用研究にシフトする傾向がみ

られるが、特に大学には、「産業技術の発展に必要な基礎研究とは何か」という視点か

ら研究を進めてほしい。（材料系）

34. 大学にはテクノロジーにつながるサイエンスを期待している。自社でトライ＆エラー

で築いた技術はブラックボックス化できるが、本当の意味で強いのは、サイエンスの

裏付けのあるテクノロジー。大学に実用化研究に近づいて欲しいとは思っていない。

（エレクトロニクス系）

【企業が指摘する大学側の問題】

35. 何を「出口」とするかが産と学とで異なり、大学の先生はスピード感が合わない場合

がある。学は興味の範疇が違うため、「ここまでやる必要があるのか」というところに

こだわる場合や、製造や承認のプロセスを飛び越して、すぐにできると思っている人

がいる。（バイオ系）

36. 大学は論文発表をしたがるが、企業にとっては、特許を周辺特許も含めてネット（面）

で取得することが重要。最近はコア技術の特許を取得してから論文発表するという形

がかなり浸透してきた。ただ、コア技術の論文発表であまりにも世間から注目が集ま

りすぎると、ネットで特許を取得する時間がない場合も想定される。（エレクトロニク

ス系）

37. 国内の TLO がライセンシングを行う特許は、米国等比べるとレベルが低い。米国では

優れた研究成果→特許→ベンチャーという企業化マインドが備わっているが、日本の

場合、大学の先生は大学からの指示により特許申請を行うと、それで自分の義務を果

たしたとして後は論文にすることを考える。実施の方向を考えて研究を行わないため、

内容も骨太にはならない。大学の先生に対するインセンティブの問題があるのかもし

れない。（バイオ系）

38. 大学が知財権に関心を持ちすぎることが産学連携の障害になっている。知財権の確保

については企業に任せてほしい。その際、大学には共同研究の形で対価を支払うこと

は当然である。（エレクトロニクス系）

39. 不実施補償については、柔軟な対応を検討して頂きたい。（エレクトロニクス系）
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40. 実用化や標準化については大学の仕事ではない。市場を知らなければ実用化は難しい

ため、この領域については企業に任せてほしい。（材料系）

【オープンイノベーションへの期待】

41. 精密機器の技術開発に必要な投資は、１社が負担するにはあまりにも高額になりつつ

ある。（エレクトロニクス系）

42. 90 年代までは、基礎研究のところで産学官連携をあまりやってこなかった。しかし、

従来技術を先鋭化していっても革新的なものは出てこないという認識に至り、産学官

連携で従来技術の延長ではない新しいシーズを発掘していく方針に 2001 年頃から転

換した。その結果、2007 年の公的研究機関等との共同研究件数は 2000 年の 5 倍以

上に増加した。（機械系）
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【ＴＩＡへの期待】

43. ＴＩＡには、当社から２０名程度参画（ナノエレ、ＣＮＴ）。人材面では、新しい領域

での研究に参画させてもらえるので非常に良い。一方で、技術研究組合（技組）につ

いて心配している。プロジェクト期間内の時限的なものになると、今後どうなるかが

見えない部分が出てくる。自立して回っていくことが重要であり、技組から、（技術を

持って）新会社へ発展していけばよいと思っている。（エレクトロニクス系）

44. ＴＩＡについては、立ち位置の明確化が重要。参画するメリットを具体的に示してい

ただきたい。半導体業界に限っていえば、拠点で行って欲しいものは評価技術や、実

証環境の整備。（エレクトロニクス系）

【なぜ「つくば」なのか】

45. ＴＩＡの取り組みはすばらしいと思う。ＴＩＡのミニ版を当社単独でもやりたいと考

えている。しかしどうしてすぐに関東圏に持って行ってしまうのか、関西にあれば参

加したい。地理的な要因は大きい。（エレクトロニクス系）

46. 拠点の場所については、既存の研究集積度合いなどがふさわしいかをよく検討すべき。

ＳｉＣの場合、京都大学に先進性があり、トップメーカーも関西にいるが、ＴＩＡで

はつくばに拠点が整備された。京大にＳｉＣの拠点があれば世界中から研究者が集ま

る。競合他社が参加していても、魅力があるので必ず参加する。トップと組まなけれ

ば海外（特に中国）に負けてしまう。（エレクトロニクス系）

47. エネルギー分野の拠点が関西にあれば興味がある。（エレクトロニクス系）

【海外の研究拠点について】

３．研究開発拠点について

■ＴＩＡ構想に対しては肯定的な意見が多い。ただし、参画のメリットをも

っと企業に説明すべき、等の注文あり。

■なぜ「つくば」なのか、という意見が、特に関西の企業に多い。「地の利」

は重要との指摘。

■海外の研究開発拠点（IMEC 等）に参加する企業は多い。先端企業、先端

ニーズに応えていくために、海外の拠点との連携は必要との声。また、海

外の拠点のマネジメント能力を高く評価する意見あり。
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48. IMEC、SEMATECH に加入している。組む相手は日本企業でなくてもよく、グロー

バルに特徴のあるところを利用したいと考えている。日本メーカーと組もうにも、日

本の半導体メーカーはほとんどが撤退してしまった。今後業界をひっぱる相手と組ま

ないと、材料メーカーも死んでしまう。（材料系）

49. シンガポールのフュージョノポリスへの研究センターの設置は、先方からの話ではな

くこちらから出ると決めた。シンガポールは人、物、金のインフラが進んでいる。シ

ンガポールは自前の物は事務所が一室あるだけで、大学や公的研究機関とプロジェク

ト契約を結んで行うため基本的に変動費。場所も包括契約経費の枠内で、人もどんど

ん紹介してくれる。地政学的な環境変化が起きたらすぐにやめられる。（エレクトロニ

クス系）

50. IMEC、SEMATECH、アルバニーには参画している。先端企業、先端ニーズがきてい

る。それに応えるため参画が必要。（材料系）

51. IMEC、SEMATECH、SRC、INMP などの海外拠点において各種コンソーシアムに参

加しているが、それは海外に行ってでも取り組む価値・メリットがあるから。メリッ

トとは、技術もさることながら、ニーズ把握等の情報収集もある。（エレクトロニクス

系）

52. 日本のメーカーではなかなか企業間連携ができにくいが、ヨーロッパでは優れたオー

プンイノベーション拠点の成功事例（ＩＭＥＣ）があり、参考にすべきである。（機械

系）

53. IMEC のトップに政治力、業界への理解力があるのに加え、最適なパートナーとの組み

合わせのアレンジや、拠点内で共有する部分と壁を作る部分を区別した徹底した情報

管理、あるいは競合他社を排除する仕組み等、プロパー職員がマネジメント上でサポ

ートしてくれるので、非常にやりやすい。当社としてはつくばより IMEC の方が有益。

（エレクトロニクス系）
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【海外の大学の環境】

54. 米国の大学は産学連携をサポートする体制ができあがっている。例えば、当社が○○

大を訪ねたいと連絡したら、学長が関連する教授のリストをすぐにそろえてくれた。

また、日本で研究成果の発表をした場合も、真っ先に連絡があるのはアメリカの大学

ということがある。向こうにはそうした情報収集を専門に行うスタッフがいるのかも

しれない。（エレクトロニクス系）

55. 海外との共同研究では、教授の権限や裁量が大きいことが印象的だった。大学側が口

をはさむのは、契約金と知財に限られ、それ以外のことは教授に一任されていた。そ

のため、研究開発に関する話は教授とのみ行えばよく、しかも即断即決ができるので、

タイムロスが少ない体制と言える。（機械系）

56. 日本の大学には、米国の大学等のようにコンセプトやオリジナルな考えを示して企業

を集めるという着想がない。海外の大学の場合、人材が流動的で、また資金調達の必

要性に迫られる環境であることに対し、日本の大学は伝統的に学問の場であるという

考えが強いからかもしれない。（材料系）

57. 海外の大学の先生の発想は研究から事業化までのストーリーがつながっており、先生

自身の企業化意識が高いことに比べ、日本の大学の先生は、部分的研究でこじんまり

している印象がある。（エレクトロニクス系）

【労働法制の違い】

58. アメリカは日本のような労働法制上の制約がなく、柔軟に人材の補充などが可能。技

術漏洩のリスクを恐れていても進まない。レベルの高い人間を短期で雇って開発を行

う。（エレクトロニクス系）

４．海外の研究環境について

■企業のニーズへの迅速な対応、事務局の体制、大学教授の権限の大きさ、

労働法制の違い（解雇が容易）、研究者のマインドの違い、ベンチャー環境

（ファンドの充実）などについて、海外の研究開発環境を評価する声あり。

■中国の大学を積極的に活用する動きがある。
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【研究者のマインド】

59. 外国人と日本人を比べた場合、マインドが大きく違う。従来よりも少しよいものを目

指す日本人と異なり、外国人はまったくあたらしいものを目指すマインドがある。自

分のアイデアを世に出して、個人として実績をあげて認められたいという意識が強い。

（エレクトロニクス系）

【ベンチャー環境】

60. ファンドのモデルとして、アメリカのエンジェル制度はよい。ベンチャー企業を育て、

大手製薬会社が買収し、うまく治験まで持っていくといったサイクルができあがって

いる。日本の場合は治験以前（Early stage）でつまずくことが多い。日本国内にはフ

ァンドのよいモデルがない。国の予算だけでなく、銀行のファンドによる支援なども

期待。治験段階では、アーリーステージとは比べものにならない費用がかかり企業側

の負担になっている。（バイオ系）

【創薬支援】

61. 米国と日本では、国の関与の仕方が異なる。米国では、直接、企業への研究費の補助

がある。たとえば、バイオテックベンチャー（アムジェン、ジェネンテック等）は NIH

などの国の機関より研究費を受けている。これによってシーズを生みだし、創薬の研

究開発を進めている。（バイオ系）

【中国の研究環境について】

62. 中国は研究者人材が豊富。また、マーケットも大きいので、エレクトロニクスの中心

は、やがて中国に移ると見ている。（エレクトロニクス系）

63. 上海に共同研究のための拠点を設立し、日本側で研究テーマを設定して受託する大学

を公募している。委託先は上海交通大学や清華大学といった大学で、この拠点を利用

してもらう場合もある。一件あたり３００～５００万円のテーマを年に４０～５０件

ほど実施。各大学の TLOに当たる組織が学内で適切な研究者を選定して応募してくる

ので良い案件が集まる。将来的には本格的な研究開発拠点として利用することも念頭

にある。（エレクトロニクス系）

64. 中国の大学では知財収入、産学連携等による収入の大部分が個人所得となるため、成

果を早く出すことに懸命な研究者が非常に多く、研究活動に対して貪欲である。（エレ

クトロニクス系）
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【国への期待】

65. 民間企業の投資は、成功確率を重視せざるを得ず、研究成果の期待値（市場の大きさ）

が大きくてもリスクの大きいところには投資できない。国には「期待値」が大きい研

究開発に取り組んで欲しい。（機械系）

66. 短期的な成果ばかりを追い求め、プロジェクトが継続せず頻繁に変わっているためか、

最近の国や公的機関の研究には深みを感じない。（材料系）

67. 太陽電池は何年か前までは日本の技術が優位だと言われていたのに、事業として立ち

あがってきたら、技術のなかった中国や韓国がどんどん台頭してきて、半導体の二の

舞になりかけている。これは何か国の政策が必要ではないか。（材料系）

68. 大きな政策目標を達成するためには連続性をもたせた段階的な技術開発が必要。（エレ

クトロニクス系）

69. 今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。過去のマイクロマシンの開発は基盤研究で

あったが、当時はまったく夢物語と思っていた技術が、現在ではその要素技術が実用

化されてきたものもある。（バイオ系）

70. 大学も含め、国には①売り上げに直結しない基盤研究、②１０年から２０年先に具体

５．国の役割について

■国には、企業が単独では取り組めないリスクの高い課題について、将来の

事業化までを見据えた長期的かつ連続性のある支援が求められている。

■100％国費は、リスクの高いテーマ（太陽電池、ＣＣＳ 等）では必要

との意見。

■他方、国のプロジェクトに「大学、他社との連携の機会の提供」「海外と

の連携」「事業化段階における技術のブランド」といった機能を重視する

企業もある。これらの企業は、100%国費に必ずしも必要性を感じてい

ない。

■その他、参加者のフォーメーション、ＰＬのあり方、評価基準、国際化に

ついて様々な意見あり。
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的成果が期待される研究、③インフラにお金がかかる研究、をお願いしたい。企業と

しては、製品につながらない研究開発には投資しにくい。（エレクトロニクス系）

71. 現在の国プロは、企業がそれぞれで研究しているようなことをやっており、20 年先と

いった長期的な目的が見えない。20 年後がどうなるかは国が考えるべき。（エレクト

ロのクス系）

72. 研究開発から普及に導くには、研究開発側の後押しも必要だが、エコポイントのよう

に需要側を刺激することも重要。国が革新的な要素を含むスペックを指定して、調達

を行うことなどを検討してはどうか。（材料系）

【１００％国費事業について】

73. １００％国費の委託事業は必要だと思う。リスクの大きいテーマで、自社だけでやる

かやめるかの瀬戸際にあるときに重要。３０年前はリスクの大きかったテーマもサン

シャイン計画等の国の支援があったからこそ継続でき、今では大きな事業に成長した。

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、社内ハードルは高い。（エレクトロニクス系）

74. 地球温暖化対策など地球規模で発生する深刻かつ重大な課題のように、我が国全体の

国益に資する重要政策として行う研究開発であって、技術の見通しが立たずリスクが

大きいものについては、一企業が責任を負って行う補助事業は不適切であり、委託事

業であるべき。（エレクトロニクス系）

75. 地球温暖化対策など地球規模で発生する深刻かつ重大な課題に対する研究は海外でも

行われており、将来大きな国益につながるかもしれないので、日本でも研究を進める

必要はあると思うが、長期にわたる研究は、国が支援しないと民間企業でも優先順位

が低くなり、取組が遅れることとなる。民間企業は利益追求の発想なので、ビジネス

として見えにくいものは、株主への説明は困難。（エレクトロニクス系）

76. １００％国費事業であれば、形式的には労務費について企業負担はないが、現実には、

従業員の教育・研修コストや、総務・企画部門の間接コストなどもかかっている。ま

た、企業が一定期間、研究者を当該事業に充てることは、企業にとってリスク（機会

費用）であることも重要なポイント。人は設備よりもはるかにカネがかかる。これら

を踏まえて考えれば、１００％国費事業と言えども、企業負担は５０％を超えている

意識があり、企業がリスクをとっていないとの指摘はおかしい。（材料系）
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【国プロジェクトの参加メリット】

77. 国プロジェクトの良いところは、企業単独ではなかなか会えない学会の重鎮や異業種

の人と交わえるところ。多様な参加者がいるため、シーズだけでなくニーズも発掘で

きる。（材料系）

78. 国のプロジェクトに参画するメリットは二つ。一つは、事業としてのリスクが高いラ

イスサイエンス分野（最先端医療機器等）など、ノウハウの少ない企業に医工連携の

きっかけを作ってくれること。もう一つは企業単体では進める事が難しい海外との事

業について、政府のお金が入っている事で先方の協力がスムーズに得られること。（機

械系）

79. 国のプロジェクトに参加するメリットは３つある。①国プロジェクトに参加企業であ

ることの宣伝効果、製品が国プロジェクトの成果物であることによるブランドイメー

ジ、②最先端技術の情報が得られること、③交流を通じて人的なネットワークができ

ること。このうち、とりわけ①の効果が大きいため、負担率や助成額の多寡はあまり

問題ではない。（材料系）

【プロジェクトの戦略性】

80. エレクトロニクスの場合、川上段階の開発がうまく成功したとしても、川下のセット

メーカーが１社では、結局、事業段階で韓国のメーカーに規模の利益で対抗できずに

負けてしまう。最初から川下の事業も一緒に見据えて取り組むことが必要。（エレクト

ロニクス系）

81. 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。中国も米国も下の人を引っ張り上げる制度にはなっていない。現行

のＳｉＣプロジェクトは、ＭＩＲAI のＳｉＣ版ができてしまったという印象。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）

82. 実用化に向けては、法律、パテント、マーケティング、財務、人事等の様々な機能が

必要であり、技術だけでは企業は育たない。大学発ベンチャーは、技術だけしかない

のでうまくいっていないのではないか。アメリカの場合は大学教授もビジネス志向が

強く、プロジェクトリーダーの働きをする。また、プロジェクトが進むに従って、ベ

ンチャーが起こり、ＣＥＯが実用化の権限を持っていく。日本のプロジェクトはプレ

イヤーが多いため調整が難しく、また名前にこだわる教授が多い。実用化に向けてど

こと調整すれば良いかもわからない。（バイオ系）
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83. 予算額が毎年減額されると研究開発自体も先細りする。せめて中間評価までの３年間

は当初の予定通りの予算を確保していただきたい。（エレクトロニクス系）

【事業再編含みの研究開発】

84. 同業他社が参加する国のプロジェクトは本気になれない。（長期的な研究を初期段階か

ら共同で取り組むことによる事業再編の可能性についてどう考えるかとの問いに対

し）大歓迎である。アライアンスについて前向きに検討できる。（エレクトロニクス系）

85. 事業化を含めた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

と思ってしまう。（材料系）

【プロジェクトリーダー】

86. 大学の先生がやりたいことをやるために企業に付き合いで入ってもらってやるのが国

家プロジェクトというのが実情。企業サイドからは、中央省庁も大学の先生の意向を

重視しているように見える。企業が真面目に取り組む研究開発プロジェクトに国家が

支援するというのが理想。それには、国プロが大学主導ばかりでなく、産業界をトッ

プにして動くようにしても良いのではないか。（機械系）

87. 大学教授がプロジェクトリーダーを務めることは、参加企業に対する睨みが効くとい

う点ではよいと思う。しかし大学教授は学会などでとにかく忙しく、いざというとき

判断すべき人物がいないということになるのは好ましくない。（エレクトロニクス系）

88. 日本では研究で出世した技術者がプロジェクトのマネジメントを行っているが、必ず

しも優れた研究者が優れたマネージャーであるとは限らず、より事業化を見据えて戦

略を描ける人がマネジメントをすべき。競争で勝つためには、技術だけでは失敗する

ので、ビジネスモデルや戦略を考えられるマーケティングのセンスが必要。MBA や

MOT のバックグラウンドを持った優秀な人材が日本にはいない。産学プロジェクトの

場合、研究の中心は大学、マネジメントは企業という２本立ての責任体制でもよいと

思う。（エレクトロニクス系）

【評価について】

89. 評価基準は複雑すぎず、シンプルなものがよい。エンドユーザーは思ってもみない使

い方等をするものであり、あらかじめ活用場面を限定したスペックの評価目標は意味



17 
 

がないのではないか。（エレクトロニクス系）

90. 国プロの評価の場では、具体的な出口について問われる一方で、あまり具体的に出口

について話しすぎると、何故それを行政が支援するのかと問われるジレンマがある。

国プロのあり方の根幹に関わる部分なので、その辺りはＭＥＴＩ、ＮＥＤＯで整理を

して、評価委員等に周知して欲しい。（材料系）

91. 「産学連携の出口が事業化」という考え方はおかしいと感じる。産学が高リスクのテ

ーマについて、国プロの支援を受けて事業化の見通しをつけることが重要。その結果

に従って、産側が事業化に向けた独自の取組を始めれば、それは産学連携の出口では

ないのか。ある程度（例えば、事業化の見通しが立つところ）まで行けば「成功」と

判断すれば良いと思う。その方が、もっと幅広く産学連携に参画できると思う。逆に

考えると、「何をもって失敗というか」ということも整理しておくべき。（エレクトロ

ニクス系）

92. 企業としては、参加や脱退、目標設定などにおいてより自由度があると参加しやすい。

（材料系）

【国プロのグローバル化】

93. オールジャパンで日本を守ることを考えたいが、事業のスピードはそういうことを許

してくれない。イノベーションを起こすには、国内外に限らず組めるところと組んで

新規事業を育成しないといけないと考えている。（材料系）
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【ＮＥＤＯを評価するもの】

94. ＮＥＤＯのマネジメントについて、他の出口（製品化）の明示等によって他の企業と

の連携にもつながっており非常に感謝。材料の関係では、他社とのマッチングもあっ

た。現在、自動車技術と医療分野との連携を模索しているところ。ＮＥＤＯにいろい

ろとアレンジをお願いできればと考えている。（機械系）

95. ＮＥＤＯだと複数年度契約ができるので、複数年をまたいだ研究計画の下、継続して

研究が可能となるため、先を見据えて計画を立てられる。しかしＭＥＴＩ直轄となる

と、単年度ごとに契約が切れるので、大変になる部分も出てくる。プロジェクトが大

きくなればなるほど、ＮＥＤＯが入ることによる「継続性」という観点は重要。（材

料系）

96. NEDOは最初のコンサルティングから最後のフォローもしっかりしている。国から直

接降りてくるプロジェクトはフォローがない。また、公募に応募して採択されなかっ

たときに、不採択理由を教えてくれるので非常に参考になる。何が抜けているかがわ

かる。（材料系）

97. 企業からＮＥＤＯへの出向について、人材育成の一貫だと思っている。手弁当でも良

いので出したいと考えている。視野、人脈の広がり等、会社にとってプラスとなる。（エ

レクトロニクス系）

98. 知的財産権の取扱で共同研究機関との調整をしていただきありがたい。大学等の公的

機関に加え、企業の知財権の取扱についても配慮していただいているが、あえて要望

すると、技術研究組合の任務遂行後においても円滑に知的財産の取扱が整理できるよ

う引き続き検討していただきたい。（エレクトロニクス系）

６．ＮＥＤＯについて

■ＮＥＤＯに対しては、他社とのマッチングを含むマネジメントや複数年度

契約など国と異なる柔軟な対応ができることを評価する声がある。

■一方、ＰＲ不足から事業が十分に知られていなかったり、プロジェクトに

参加したことのある企業からは、収益納付に関するもの等の手続き事務負

担が重いという意見がある。また、成果発表による技術の海外流出を心配

する声もあった。
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【ＮＥＤＯに改善を求めるもの】

99. JST、理研など国研や国家プロジェクトの説明はときどき受けるが、個別プロジェク

トの説明よりもまず全体説明会のようなものを開催してもらえるとありがたい。（エ

レクトロニクス系）

100. プロジェクトの重複が見受けられる。ＮＥＤＯ内の縦割りの改善が必要。ただし、

同じテーマでもアプローチが違うということもあり得るので、リスクヘッジの観点も

踏まえてよく検討すべき。（エレクトロニクス系）

101. 『産業に必要な科学（シーズ）を見つけて予算を配分する』という機能なら、NEDO

よりも技術の専門家がいる産総研の方がより適切に目利き・配分ができて適任ではな

いか。ＮＥＤＯは産総研と統合してその企画部門になってもおかしくないと思う。（エ

レクトロニクス系）

102. ＮＥＤＯプロジェクトは、バイオ系のプロジェクトでも（医学ではなく）工学系

に寄っている印象がある。要素技術としてはいいが、医療として実用化に結びつける

考えが足りない。（バイオ系）

103. NEDOのプロジェクトマネジメント自体に問題はないと思うが、担当者の在任期

間が短いのは問題。役所や企業からの出向者ではなく、プロパー職員がプロジェクト

の実施期間及び終わった後もしばらくの間は異動せずに担当し続けるべきではないか。

（エレクトロニクス系）

104. METI、NEDO、JBICの３箇所からそれぞれヒアリングがあり、非常に煩雑であ

ると感じた。（バイオ系）

105. 収益納付の考え方が、ＮＥＤＯ、ＡＩＳＴで異なり、困ったことがあった。（機

械系）

106. 収益納付については利益の確定が難しい。原票の用意をと言われると厄介。納付

するのが嫌なわけではなく、売り先との伝票などまで残しておくのは大変。（エレク

トロニクス系）

107. 装置に関して、NEDOプロ終了後、使いたければ企業は残存簿価で買い取らなけ

ればならない。受託者のメリットが大きくなるように制度改革して欲しい。（エレク

トロニクス系）
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108. 韓国、中国等、各国はNEDOのプロジェクトの成果報告会をウォッチしており、

情報流出が懸念される。国のプロジェクトではあるが、何でも公表しなければならな

いのか。（機械系）
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【産総研に期待するもの】

109. 安全性について、産総研のような公的機関のお墨付きが得られることは、ビジネ

スにおいて貴重。NIST(米国国立標準技術研究所)のような部分をしっかり強化して頂

くことを望んでいる。（機械系）

110. 標準化、評価をやっていただければありがたい。（材料系）

111. 評価・分析でとても助かっている。評価・分析を受託する民間企業は研究者が関

与しない場合もあるが、産総研は研究者が評価・分析を行ってくれるので、ツボをお

さえていたり、アドバイスがもらえたりして重宝する。（材料系）

112. 産総研と大学、あるいは物材機構に期待することは同じ。基礎的な研究を期待し

ている。（エレクトロニクス系）

113. 20 年来産総研のオープンラボを拝見しているが、最近の産総研は企業と同じこと

をやっているケースが多いように思う。当事者が分かってやっているのか心配。惰性

でやっていないか。また、大学などとの重なりも多いのではないか。そのあたりを整

理して効率的にしてはどうか。（材料系）

【PR について】

114. オープンラボは産総研の研究の状況を知る上で参考になった。しかし、つくばで

年 1 回の開催では、遠方からの参加に限界がある。各地域センターにおいてポスター

セッション程度の規模でもよいので開催を期待する。（機械系）

115. IMEC はプレゼンが上手い。今後の世の中の方向性から、研究テーマを説明してい

くため、技術課題や、IMEC で研究しているテーマが明確。産総研の説明は個別テーマ

で完結しており、学会発表のようである。（エレクトロニクス系）

７．産業技術総合研究所について

■産総研に対しては、評価・分析を求める声が多い。また、基礎研究に期待

する声がある。

■今後連携を深めたいとする企業が多く、産総研からの積極的なＰＲが求め

られている。
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116. 鉄鋼部門は物材機構との付き合いの方が深いが、産総研も多くのシーズを抱えて

おり、それを活用しない手はない。オープンラボなどで訪問して百聞は一見に如かず

であった。これから交流を深めていきたい。（材料系）

117. ホームページを見てみると似たようなことを違うところでやっていて、どこにコ

ンタクトすれば良いか迷う。（エレクトロニクス系）

118. 産総研は研究分野ごとに切れているため、相談窓口がわかりにくい。台湾の

ＩＴＲＩは会社別の担当者が存在する。（エレクトロニクス系）
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その他

【人材育成について】

119. 国内の研究開発については、人材の枯渇が深刻である（特に電気、電子分野）。論

理的に理論展開してものを考えられる人材がいない。大学生の最終目的が就職となっ

ている。研究開発はレベルを重視しているので、現在はまだそうではないが、このま

まの状況が続くと人材を海外に求めるようになる。大学の先生の話でも日本の大学に

おいても留学生の方が勉強に熱心であるとのことであり、危機的な状況である。当社

でも将来的に現在の体制を維持できるか危機感を持っている。（エレクトロニクス系）

120. 例えばドイツでは、日本で絶滅危惧種と呼ばれる学術分野もしっかりと存在し、

その分野のエキスパートが存在し、研究に必要な設備も備わっている。日本では学生

の人気が先行して興味関心を惹くような学科ばかりになってしまい、ものづくりの基

盤が揺らいでしまうのではと懸念している。（機械系）

121. 米国では研究者として処遇されるためには、博士号を持つことが必須であり、持

っていないと業務やサラリー面で明確な差がある。韓国や台湾でも同様。一方、日本

の企業の研究所では、博士号はあまり実行上の意味を持たず、博士号を持つ研究者と

学部卒５年目のサラリーが同じところが多い。今後のグローバル競争社会を生き抜く

ためにも処遇やサラリー面でフォローしていくことが今後の検討課題。（エレクトロニ

クス系）

122. （大学への要望として）大学院入試が簡単になりすぎていて、有名大学の修士だ

といっても実力はわからなくなってしまった。技術者の能力は学部で決まり、基礎の

レベルが能力を物語っている。企業では、１０年、２０年と同じ分野の研究をしてい

る人もおり、修士・博士で５年程度何を専攻したかはそれほど決定的なものとは思っ

ていない。何をやっていたかをきちんと説明できることが必要。ただし、ある程度以

上の年齢の人には即戦力を期待せざるを得ない。（エレクトロニクス系）

【標準化について】

123. 標準については、早い時点から業界で意思を合わせて対応しないといけないと考

えているが、なかなか業界のスピードが合わない。（材料系）

124. 日本企業は良心的な標準化を提案するが、海外企業によっては、自社製品がすで

にある項目を提案してくる戦略をとる。そのような提案が標準化されてしまうとその
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企業の製品しか売れなくなってしまう。一企業で取り組むのは難しいので、国家戦略

として取り組んで欲しい。（バイオ系）

125. 欧州では国際標準を取ることの重要性を国の役割として理解している。標準の議

論は米国、欧州で行われることが多く、ISO や IEC で日本は弱い立場にある。例えば

世界で開催される標準委員会では、日本人が委員長を務めることはほとんどない。日

本語という問題もあるだろうが、欧州で委員会が開催される際、エッフェル塔やオペ

ラ座を借り切って開催される。日本では考えられない。これは投資金額の問題では無

く、国を含めて絶対に標準を取るという気持ちで全てをやりきらないと、国際標準を

獲ることは出来ない。（エレクトロニクス系）

126. 標準について、日本の品質基準は海外のそれからすると過剰品質なレベルになっ

ており、その結果、日本製品の相対的な競争力低下を来している。例えば、他国が 80

点でよしとするところを日本人は 100 点を取らないと気が済まない。日本標準をつく

っても、世界市場が求めている標準とが異なると強みではなくなる。基準を作ること

によって品質を維持できる一方、基準以上であればそれで良しともなり、技術革新が

なされない。本当に標準を設けることが良いかは単純ではない。（材料系）


