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市場投入
普及

大学等

ベンチャー

＜産学連携のインセンティブ強化＞
○外部資金獲得を大学職員人件費キャップの外枠化
○産学の共同研究の契約の柔軟化

＜研究人材の育成・流動化＞
○民間出向期間の退職金算定期間への通算算入
○ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰやﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援人材のｷｬﾘｱﾊﾟｽ形成
○グローバルな人材流動化への対応

＜研究開発拠点・設備の活用・ネットワーク化＞
○研究開発拠点での人材育成
○研究設備の有効活用の促進

＜産学連携ツールの効率向上＞
○産学連携仲介機関の集約化・ｱｳﾄｿｰｽ化、機能拡充
○大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援

＜「トップスタンダード制度」の導入＞
＜研究開発と一体の認証基盤の整備＞

国際標準化への対応強化
／認証基盤の整備

産業技術政策の課題（イノベーションを巡る課題）

新たな
市場創出

＜オープンイノベーション・ハブ機能の強化＞
○官民一体となった活動資金の確保
○研究コアインフラの整備と円滑な運用
○知的資産の集積と共有化
○人材の流動性の確保・実践型教育の推進

○海外市場への展開に向けた研究活動の
グローバル展開

＜政府全体として「重点技術分野」の決定＞
＜「強者連合」による取り組み＞
＜知財の管理、国際標準化への取組み＞

国家重点プロジェクトの推進

産学連携機能の強化／人材流動化

公的研究機関の役割強化

企業

○ギャップファンド機能の強化

ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出促進

技術研究組合
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産学連携を巡る課題



■産学連携を巡る問題点

産学連携活動への
インセンティブ不足

低調な
研究人材の流動性

研究開発拠点・設備の
活用・ネットワーク化の不足

●国立大学法人は、人件費キャップにより、外部資金
を獲得しても人件費の原資とはしにくいため、共同研
究獲得のインセンティブが低いのではないか？

●企業と大学の共同研究契約に関する大学側の硬直
的対応が阻害要因となっているのではないか？

●国立大学から民間企業に出向する場合に退職金算
定期間が切れるため、産学間人事交流のインセン
ティブが低いのではないか？

●プログラムマネージャーや研究支援人材のキャリア
パスが明確化されていないのではないか？

●グローバルな人材流動化を進める上で、産学連携
の際の海外人材による技術流出への懸念が足かせ
になり得るのではないか？

●共同研究の現場を活用した「活きた人材育成」が必
要ではないか？

●研究装置が大型化している中、単独の大学で購入・
維持することは非効率ではないか？

非効率な産学連携 ●ＴＬＯの活動が技術移転活動のみに特化しているこ
とは非効率ではないか？

●大学発ベンチャーの起業化の資金・ノウハウが不足
しているのではないか？
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■産学連携活動へのインセンティブの不足①
国立大学法人には人件費キャップがあるため、共同研究獲得のインセンティブが低く、産学連携活動に
積極的な教員が尐ないのではないか？

学内で産学連携に参画する教員の割合は低い

14% 13%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

東北大学

(2007)

京都大学

(2009)

九州工業大学

(2009)

（資料）経済産業省から各大学への聞き取りに基づき作成。

（研究者総数に占める共同研究実施研究者割合）

運営費交付金 自己収入（外部獲得資金）

人件費

人件費総額上限

国立大学承継職員の人件費キャップ

※国家公務員の承継職員（法人化の際に職員であった者）

共同研究の研究費の大半は１００万円以下

非連続技術分野の産学連携のみならず、外部資金獲得にかけた業務量（エフォート）見合いの

人件費収入については、承継職員を含め、人件費総額上限の対象外としてはどうか。

50%

33%

8%

5% 4%

１件当たり平均約２００万円
※海外大学に対しては
１０００万円以上が一般的

～１００万円未満

～３００万円未満

～５００万円未満

～１，０００万円未満

～５，０００万円未満

（資料）文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」（２００９年度）



企業と大学の共同研究契約に関する大学側の硬直的対応が、企業の共同研究への投資の阻害要因と
なっているのではないか？

■産学連携活動へのインセンティブの不足②

①契約の柔軟性が無い（２６％） : 「契約内容のひな形に固執」、

「不実施補償にこだわる」

②大学内の制度・運用（２２％） ：「秘密保持意識が低い」

③産学官連携の組織・体制（２１％） ：「大学・ＴＬＯの窓口が一元化されていない」

④レスポンスが悪い（１２％） ：「契約事務、処理のやり取りに時間がかかる」

（資料）経済産業省調査（平成２２年度）
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共同研究契約の柔軟化を図るため、例えば、文部科学省とともに、不実施補償の取扱い

ガイドラインの中で、契約のひな形に複数の回避オプションを設定してはどうか。

企業が指摘する大学の問題（アンケート）

（参考）海外大学との産学連携に対する
日本企業の指摘

「産官連携の知財面の契約条件等の対
応が柔軟。」
「機密保持の対処がしっかりしている。」
「内部の連携体制が整備されており、交

渉や契約が早く進む。」等

＜米国＞
ライセンス及び持ち分譲渡は、いずれも他方の同意や報告なしに、
自由に可能。

＜英国＞
ライセンス及び持ち分譲渡は、いずれも他方の同意が必要。

＜ドイツ＞

ライセンスは、他方の同意が必要。持ち分譲渡は、ケースにより自
由に可能。

＜フランス＞
ライセンスは、他方に衡平に補償金を支払うことを条件に可能。
持ち分譲渡は、自由に可能。

（資料）経済産業省調べ

不実施補償に関する海外の制度

項目

以下、４つのオプションから選択。

譲渡する
場合

独占実施する
場合

非独占実施
する場合①

非独占実施
する場合②

不実施補償
の支払い

大学の持分
を有償で企
業に譲渡す
る。

有償で独占的
通常実施権、
再実施許諾権
付独占的通常
実施権の許諾
をする。

企業は非独占実施
権を有し、事業に
貢献すると見込ま
れるとき又は貢献
したときは、実施
料を支払う。

企業は非独占実
施権を有し、不
実施補償の支払
いはなし。

大学による第
三者への実施
許諾

企業の単独特
許となる。

企業が一定期
間に正当な理
由なく実施し
ないときは、
第三者に非独
占実施権を許
諾することが
できる。

企業の事前の書面
による同意を得た
上で、第三者に非
独占実施権を許諾
することができる。
（同意しない場合
は独占的実施へ移
行。）

第三者に非独占
実施権を許諾、
持分を譲渡する
ことができる。
（企業は許諾、
譲渡に同意した
ものと見なされ
る。）

既に柔軟なオプション設定をしている大学もある

文部科学省の現行の契約ひな形

（資料）東北大学の事例に基づき
経済産業省作成
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■低調な研究人材の流動性①

国立大学から民間企業に出向する場合に退職金算定期間が切れることが、産学間人事交流のイン

センティブ低下の一因ではないか？

（資料）文部科学省「我が国の科学技術人材の流動性調査」

国立大学 国立大学独法

国立大学 国立大学

半分に

出向期間

退職金算定基礎となる勤続期間の現状

民間企業

非連続分野のプロジェクトに限らず、産学連携活動に伴う国立大学法人から民間企業への

一時的出向については、出向期間を退職金算定期間に通算算入できるようにしてはどうか。

国立大学から独法への出向の場合、
退職金算定期間は通算。

国立大学から民間企業への出向（休職出向）の場合、
退職金算定期間から出向期間の１／２は除外。

日本で研究者の流動性が増加した際のデメリット

（資料）経済産業省作成

3.77

3.83

3.79

3.66

3.43

3.69

2.93

3.57

3.46

3.04

2.54

1 2 3 4 5

所属機関は優れた人材を失いやすくなる

所属機関のノウハウが流出しやすくなる

長期の研究計画の設定が困難になる

研究テーマの継続性が失われやすくなる

業績評価が強くなるので、研究テーマが

制約され、独創性が発揮できなくなる

長期的な基礎研究の実施が難しくなる

異動によって研究者の収入が減る

研究者が退職金で不利になる

研究者が年金や保険の面で不利になる

研究者が昇任の面で不利になる

日本の研究レベルが低下する

←全く該当しない 非常に該当する→
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■低調な研究人材の流動性②
○プログラムマネージャーや研究支援人材のキャリアパスが明確化されていないのではないか？

○グローバルな人材流動化を進める上で、産学連携を行う際に、留学生を中心とする海外人材による技
術流出への懸念が足かせになり得るのではないか？

総研究者に占める
外国人研究者割合

シンガポール（２００９年） １８．７ ％

日本 （２０１０年） １．２ ％

日本国内の外国人研究者割合は低い

米国には、研究開発プログラムの選定・予算配分やプログラム全

体の運営管理を行う「プログラムマネージャー」が存在。

＜ＮＳＦ（国立科学財団）＞

プログラムマネージャー（約４００人）の内４割は大学からの出向者。

任期終了後、多くが大学に戻るが、一部はＮＳＦ内での上位ポジ

ションに就く。

＜ＤＡＲＰＡ（国防高等研究計画局）＞

産業界を含む研究者・技術者を任期付き採用（約１４０人）。任期終

了後は、国防省の他部署等政府機関や企業、大学等に転出。

○日本でのプログラムマネージャーや研究支援人材のキャリアパスのモデル事例を創出してはど
うか。

○産学連携における技術流出防止のルールの明確化を図ってはどうか。

（資料）総合科学技術会議「競争的資金制度改革プロジェクト」資料（2002年）から抜粋

（資料）シンガポール：（独）科学技術振興機構研究開発戦略センター海外動向ユニット資料
日本：法務省「登録外国人統計統計表（2010年）」及び総務省「平成２２年科学技術

研究調査」より経済産業省作成

「大学や公設試験所での秘密保持に危
機感。学生や海外からの留学生に対し
て秘密を守ることが難しいと考える。」

「重要なテーマについては留学生や学
生を関与させないでほしい。」

企業は大学における海外人材による技術流出を懸念

（資料）平成２２年度産業技術調査事業
（参考）５０社に対する産学連携における秘密保持に関するヒアリング調査

大学等の守

秘義務につ

いて否定的

コメントあり

２２社

なし

２８社

米国のプログラムマネージャーのキャリアパスは明確

0.21

0.22

0.27

0.37

0.63

0.73

0.74

韓国

中国

日本

英国

ＥＵ

フランス

ドイツ

研究者１人当たりの研究支援者数は主要国に比べて尐ない

（資料）科学技術白書（2009年）より経済産業省作成

（人／研究者）



グリーンビークル材料研究開発拠点
（イノベ拠点：未来自動車関連材料、周辺技術の開発）
【事業主体】 名古屋大学（名古屋市）
【交付決定額】 10億円

【参加企業等】 ＪＦＥスチール、
トヨタ、住友電工、中部電力、
ＩＮＡＸ、日本ガイシ、ＪＲ東海等

ナカシマ・メディカル
（がん、バイオマテリアル）

東北大学

（医療（糖尿病・がん））

北海道大学

（創薬・糖鎖）

新潟工科大学
（原子力耐震）

福岡産業振興財団
（先端システムＬＳＩ）

九州大学

（医療用ロボット）

名城大学
（ＬＥＤ技術開発）

京都大学（医療機器）
京都大学（蓄電池）

大阪大学（光科学）

東京大学（低炭素）

早稲田大学（グリーンＩＴ）
木原記念横浜財団（医薬品）
実験動物中央研（バイオ）

慶応大学（がん）

筑波大学・サイバニクス研究センター
(イノベ拠点：高齢者・障害者の生活等支援人間
装着型生活支援ロボット開発)
【事業主体】 筑波大学（つくば市）
【交付決定額】 6.0億円
【参加企業等】 サイバーダイン
Bayer、BOSCH、Medtronic、
大和ハウス工業、大林組、産総研等

有機エレクトロニクスイノベーションセンター
（フレキシブル有機ＥＬ照明等の構築・事業化）
【24月11月竣工予定】
【事業主体】 山形大学

【場所】 米沢オフィスアルカディア内
【採択額】 10.0億円

東北大学

（総合的レアメタル資源対策）

東京理科大学（光触媒）信州大学（医療機器開発）
京都大学（創薬）

京都高度技術研究所

（高機能性化学品）

福岡産業振興財団

（有機EL）

九州大学
（燃料電池）
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■研究開発拠点の活用・ネットワーク化の不足①

プロジェクトに連動して人材育成に成功した例は存在

＜ＮＥＤＯナノフォトニクス特別講座＞
（Ｈ１８年４月～Ｈ２３年３月）

○日本発のシーズ・概念・技術を技術者に移転
○技術者の受け入れ・技術研修（９社１１名）

○東大大学院の正規講義として開講し、大学院生（２０
名）も参加。

○人材交流（シンポジウム開催）

＜ＮＥＤＯ大容量ストレージプロジェクト＞
（Ｈ１４年４月～Ｈ１９年２月）

技術者の受け入れ・技術研修（８社）

東大「ナノフォトニクス

研究センター」Ｈ20年～

米国、フランス、独、豪、台湾、
韓国との交流拠点に

○技術の目利き、各社の

リーダーに。

○新たなＮＥＤＯ研究プロ

ジェクトに参加。

受け入れ技術者 大学側の受け皿

研究開発拠点等の共同研究の現場を活用した「活きた人材育成」が必要ではないか？

非連続分野のプロジェクトに限らず、「先端イノベーション拠点」「技術の橋渡し拠点」とし

て活動を行う研究開発拠点において、例えば「技術経営論」講座を設置して大学・企業が
共同で人材育成を実施するよう要請してはどうか。

実用化を見据えた共同研究拠点の整備を支援（３０拠点）

（資料）経済産業省作成



○研究に必要な装置が大型化する中、単独の大学ですべてを購入・維持するのは非効率ではないか？

○研究開発拠点が震災等の被害に対応できるよう、拠点間での融通を図るべきではないか？
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■研究開発拠点の活用・ネットワーク化の不足②

A大学

C大学B大学

各大学が設備を導入

大学共同
利用機関

C大学B大学

A大学

C大学B大学

集中研

持ち寄って共同利用

もう一つの形式として、研究設備の
維持管理等を統合し、大学や企業
による設備の有効活用を可能にし
てはどうか？

各大学がそれぞれ同様の設備を導

入するのは非効率ではないか？

大規模な設備等を大学等の研究

者の共同利用に供するシステム

は既に存在。

拠点利用の
融通を可能に

研究拠点 研究拠点

Ａ大学 Ｂ大学

研究開発拠点間で、機材や拠点利
用の融通を可能にしてはどうか。

一大学が震災等の被害に遭った際に、簡単に他大

学で対応できる体制が整っていないのではないか？

（写真）
東北大学の例



技術移転事業からの収入で自立的に経営可能なＴＬＯは日米ともに一部に限定されており、全てのＴＬＯ
が技術移転業務のみで自立可能と考えるのは限界があるのではないか？
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■非効率な産学連携①

日米のいずれも単体で自立化しているＴＬＯはわずか

企業による
実用化、市場化

企業への
実施許諾

研究・共同研究
からの技術創出

現在の技術移転の活動領域は限定的

大
学
／
研
究
者

民
間
企
業

○承認ＴＬＯの整理・統合を進めて技術移転機能の集約化を図ってはどうか。
○技術移転のみならず、共同研究創出から実用化・市場化まで、多様な産学連携機能を一体と
して進めてはどうか。

米国のTLOでもスタッフの半数は
技術移転以外の業務を担当

68機関

41機関

27

2

14

2

21

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

米

日(2009年) 

Loss 

making

Gross 

profitable

Net 

profitable

Self 
sustaining

大学、TLO全体
として赤字

大学、TLO全体
として黒字

TLO単体で黒字

完全自立化

（資料） 米国：国際特許流通セミナー2011、「産学連携-バイドール法の30年-」、Ashley J. Stevens、AUTM会長
日本：文科省、経産省合同調査結果に基づく。一部のＴＬＯに対してデータ確認中

5.69人

5.62人

その他の職員

ライセンス担当職員

（米国のTLO１機関当たりのスタッフ数）

（資料）（財）大学技術移転協議会「大学技術移転サーベイ」
（AUTM 「Licensing Survey 2008」に基づき作成）

技術の
知財権化

（資料）経済産業省作成

研究協定の交渉
ライセンス維持
契約マネージメント
会計等を担当

大学発ベンチャーの活用
他者（TLO、企業等）への売却等



大学発ベンチャーの起業化直前・直後の資金不足・ビジネス化のノウハウ不足をカバーする必要がある
のではないか？
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■非効率な産学連携②

（資料）平成２１年度「大学発ベ
ンチャーに関する基礎調査」
（日本経済研究所）

産学連携実用化補助金の活用等、大学発ベンチャーに対するギャップファンド機能を

強化させてはどうか。

8

12

11

99

123

67

7

21

10

86

72

60

10

52

26

40

29

71

大学との関係がうまくいかない

研究開発が思うように進まない

オフィス・研究所の確保が難しい

販路開拓・顧客確保が難しい

資金調達が難しい

人材の確保・育成が難しい

1位

2位

3位

（資料）平成２１年度「大学発ベンチャーに関する基礎調査」
（日本経済研究所）

もっとも資金確保が困難なステージ

起業後

研究開発初期

２９%

試作品完成・

試験販売段階

３２%

製品販売段階

３１%

その後

８%

ギャップ・ファンド

大学の基礎研究等で生まれた技術を事業
化・商業化するための追加的研究や試作
品開発（ギャップ）に必要な資金供給。

＜事例＞
金沢大学開発研究促進助成金
（ＧＡＰ ＦＵＮＤ）

国内初（2005年）設立

7000万円
（地元金融機関、地元企業、域外
企業等が出資）

大学発ベンチャーの直面する課題

（資料）金沢大学ＨＰ



公的研究機関を巡る課題



○ナショナル・イノベーション・システムは、組織や業種等の壁を越えて、技術・ノウハウ・人材を組

み合わせ、新たな価値を創造する「オープンイノベーション」への流れが世界的潮流。

○我が国の公的研究機関は、このようなナショナル・イノベーション・システムの潮流の変化に対応

した役割を十分に果たしていないのではないか。

■公的研究機関を巡る課題

○公的研究機関のオープンイノベーション・ハブ機能を強化すべきではないか。

技術開発コストの向上、製品ライフサイクルの

短縮、技術の高度化・複雑化により単一の機関

内だけで研究開発成果を出すことは困難

→単独企業内で閉じて行うイノベーションの限界

部材・材料開発 デバイス開発

モジュール化 製品開発

自前主義の終焉

ナショナル・イノベーションモデルの潮流の変化

＜出所：「日本は、何故、「複数企業を束ねた協業」が上手くいかないのか？」（東京大学客員研究員・齋藤旬）を元に経済産業省作成＞
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○公的研究機関、大学、産業界が結集するオープンイノベーション・ハブ機能を抜本的に強化

するため、官民の投資を拡大するための予算・制度的対応を図ることが不可欠。

○オープンイノベーション・ハブ機能の強化には以下の視点が必要。

①官民一体となった活動資金の確保

②研究コアインフラの整備と円滑な運用

③知的資産の集積と共有化

④人材の流動性の確保・実践型教育の推進

⑤海外市場への展開に向けた研究活動のグローバル展開

■公的研究機関のオープンイノベーション・ハブ機能の強化

14

オープンイノベーション・ハブの考え方

革新的な製品・サービス等を生み出し、それらを市場展開し
うる科学的知見・技術的知見・社会科学的知見等、幅広い
分野の知恵や技術を有する者（産学官それぞれ）が『主役
（leading actors）』として相互に外部アイデアや知的基盤を
活用しながらイノベーションの加速に向けて集う基盤（ハブ）
を指す。

（注）（１）Henry Chesbrough： Open Innovation:A New Paradigm for Understanding 

Industrial Innovation、2005、及び（２）経団連：「『イノベーション立国』に向けた今後の知
財政策・制度のあり方」、2010をもとに改変

産総研におけるオープンイノベーション・ハブの推進

産業競争力の強化

ライフ
イノベーション

先端的
技術開発

グリーン
イノベーション

オープンイノベーションの推進

国内外
大学

研究機関
産業界

行政

オープン
イノベーションハブ

産総研

人材

人材
技術シーズ

政策的
協力

技術シーズ
人材

人材
資金
装置

出典： 産総研第３期研究戦略平成23年度版



①官民一体となった研究資金の確保
○オープンイノベーション・ハブ機能の強化にあたっては、それらを活用する産学官のステイク

ホルダーが一体となった取り組みが必要。

○公的研究機関が産業界からの外部資金を受け入れる際、資金提供側のインセンティブがか

ならずしも十分ではない。

○公的研究機関の外部資金は独法化以降拡大傾向にあるが、企業からの受入研究費、寄付

金は主要大学と比較して、低い水準。

1,029

3,055

9,462

2,619

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

理研 産総研 東大 東工大

企業からの受入研究費

24 54

7,003

1,127

0

2,000

4,000

6,000

8,000

理研 産総研 東大 東工大

寄付金

公的研究機関と大学における企業からの受入研究費、寄付金の比較

出典： 企業からの受入研究費については、内閣府「独立行政法人、国立大学
法人等の科学技術関係活動に関する調査結果（平成２１事業年度）」

出典： 各法人の損益計算書より経済産業省作成

（百万円）
（百万円）
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○外部資金獲得に対するインセンティブを検討してはどうか。

○公的研究機関にも大学同様、指定寄付金制度を適用してはどうか。



②研究コアインフラの整備と円滑な運用
○実証的試験研究において、分散投資の非効率性、規模の経済の特性、事業採算性の難しさ

等の観点から、個別企業が担うことが非合理的ケースが存在し、公的研究機関に研究コア

インフラの提供が期待されている。

○設備整備及び維持運営にかかる十分な予算確保は困難な状況。

○補助対象設備は補助目的以外に研究活動に流用できないことが障害。

民間による研究コアインフラ整備の事例

京都大学ローム記念館

 グローバルな産学官連携の拠点
 先端研究・産学連携研究の推進の場
 各種国際会議・イベントの開催、情報交換の場所

東北大学が展開する「新半導体・ディスプレイ産業創製
プロジェクト」の賛同企業の支援により建設

東北大未来情報産業研究館

出典：各大学HPから加工
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○補助対象設備の目的外使用制限を緩和して、ハブで研究開発活動を行う多くの企業ニー

ズに応える柔軟な対応を検討してはどうか。

○民間に自由度をより高めた民間資金による研究設備整備を推進してはどうか。

○民間ニーズへの積極な対応（２４時間運転、ファンドリーサービス等）を進めてはどうか。



③知的資産の蓄積と共有化
○公的研究機関が複数企業と共同で研究開発を進めようとした場合、各企業の知財を持ち寄

り、パテントプールを形成して、企業が自由に実施できるようにすることで、迅速な実用化が

期待できる。

○しかしながら、現状では知財に対する発明者補償等の柔軟な運用ルールが整備されていな

いことが多く、パテントプールに供することが困難。

ＩＭＥＣの知財モデル
 

A社

B社

C社

D社

E社

B社とIMECが共同
保有する知的財産

B社が独占的に保

有する知的財産

全てのIIAP参加企業
（A～E社）がライセンス
を確保できる知的財産

研究の結果、IMECが保
有する知的財産が拡大
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○知財活用ガイドラインを策定して、共有と独占を選別した上で共有すべき領域の知的資

産の蓄積と共有化を推進してはどうか。

○発明者補償規定等の見直しを進めてはどうか。

出典： IMECのHPに基づき経済産業省作成



④産学独間の人材の流動性の確保・実践型教育の推進
○オープンイノベーション活動を加速するためには、公的研究機関、大学、企業間での人材の

流動性確保は必要不可欠。

○公的研究機関から民間、大学等への出向は限定的。

○産業界の実践型教育に対する期待は大きいが、そうした期待に応えるに大学と実践研究、

最先端インフラを有する公的研究機関の連携が重要。

我が国の組織間の研究者の移動状況
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地方大学との連携による専門教育・社会人教育の実現
大学院生の博士号授与と就職活動支援

MINATECの産学官連携モデル

○流動性を高めるためには、退職金、年金制度のポータビリティの確保が必要ではないか。

○大学と公的研究機関が連携した研究体験型教育プログラムを促進してはどうか。

出典：「科学技術研究調査報告」（総務省）に基づき経済産業省作成

CEA-LETI グルノーブル工科大学
・大学院

企業
STマイクロなど
国内外に約150社

連邦政府

AEPI

MINATEC 運営事務局

インテグレーション活動
広報活動

共創場
の提供

人材教育
研究テーマ提供
ラボスキルの向上

資金提供

地域振興、雇用創出

共同研究

規制緩和、減税措置

移住、諸手
続きの支援

大学

イーゼル県

共同研究
（リスク、
コストの低
減）

学生の就職

出典：産総研作成資料



⑤海外市場への展開に向けた研究活動のグローバル展開
○企業における研究開発活動がグローバル化している中、我が国公的研究機関も国際展開を

戦略的に加速することが求められている。

○我が国公的研究機関は、技術流出、国内企業との競合関係への配慮から、受け身かつネガ

ティブな対応となりがち。

理化学研究所の海外研究拠点

中国、シンガポール事務所等を活
用した研究交流（上海交通大学との
ナノテク・材料科学分野に関する
ワークショップ等）が進められ、アジ
アにおける研究ネットワークの拡大
を図っている。

出典：理化学研究所ＨＰを加工

英国ラザフォードアップトン研究所
（RAL）及び米国ブルックヘブン国立
研究所（BNL)内に建設された施設

で、素粒子物性の応用研究を進め
ている。

理研とマサチューセッツ工科
大学（MIT）との連携研究の拠

点で、脳科学研究を進めてい
る。

韓国ハンヤン大学との緊密な協
力を核とする日韓連携を中軸とし
て、アジア全域に研究連携ネット
ワークを展開し、多様な融合領
域研究のハブとなることを目指し
ている。
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○海外への技術移転ガイドラインを示すことで、公的研究機関が産業界と連携して研究開発活

動を通じた戦略的な海外展開をより行いやすい環境を作ってはどうか。

○戦略的な海外公的研究機関との連携、研究拠点整備（国際標準化等）を促進してはどうか。


