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１．研究開発の国際化の現状         
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 グローバルネットワークから孤立する日本企業① 

○我が国は、海外の発明者との共同特許出願件数の割合は低く、最近では低下
傾向。先進国の中で、我が国の低下傾向は特徴的な動き。 
○我が国企業はイノベーション活動において海外と協力した企業の割合も低い。 

14.8 14.6
13.6

11.4

8.0 7.9 7.8 7.7

6.4 6.2
5.3

4.8

2.8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

デ
ン

マ
ー
ク

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

ベ
ル
ギ
ー

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

ノ
ル
ウ
ェ
ー

オ
ラ

ン
ダ

イ
ギ
リ
ス

ス
イ
ス

フ
ラ

ン
ス

オ
ー

ス
ト
リ

ア

ド
イ
ツ

日
本

イノベーション活動で海外と協力した企業の割合
（割合、％）

（出所）国際比較を通じた我が国のイノベーションの現状（2010年9月、文部科学省科学技術政策研究所）

（注）日本：2006-2008年 スイス：2003-05年 ニュージーランド：2004-2005年 左記以外の国：2002-2004年

例えば：日本の場合、2006年から2008年の3年間において、新製品・新サービスの市場投入、新プロセスの導入等をした企業のうち、国外の組織と

橋梁した企業の割合
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海外の発明者との共同特許出願件数の割合
（国際特許出願（ＰＣＴ出願））

（％）

イギリス 24,5％

フランス 20,5％

ドイツ 16,9％

米国 11,5％

ＥＵ27か国 10,4％

世界全体 7,2％

韓国 3,8％

日本 2,7％

（出所）"OECD Patent Database", OECD
（注）ＰＣＴ出願: 特許協力条約（PCT : Patent Cooperation Treaty）に基づく国際特許出願制度。ひとつの出願願書を条約に従って提出すること

によって、加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度。
上記の割合は、１者以上の海外の発明者との共同特許出間件数を、国内の発明者のみによる特許出願件数で除したもの。後方3年移動平均。
ＥＵ加盟国については、ＥＵ域内国との共同特許出願件数は除く。

＇出所（‘OECD Patent Database’, OECD 

＇注（PCT出願：特許協力条約＇Patent Cooperation Treaty（に基づく国際特許出願制度。 

ひとつの出額願書を条約に従って提出することによって、加盟国であるすべての国に
同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度。 

上記の割合は、１者以上の海外の発明者との共同特許出願件数を、国内の発明者
のみによる特許出願件数で除したもの。過去３年間の平均。ＥＵ加盟国については、
ＥＵ域内国との共同特許出願件数は除く。 

＇出所（国際比較を通じた我が国のイノベーションの現状＇2010年9月文部科学省科学 

 技術政策研究所（ 
＇注（日本：2006-08年、スイス：2003-05年、ニュージーランド：2004-05年、左記以外： 

2002-04年。 

例えば日本の場合、2006年から2008年の3年間において、新製品・新サービスの
市場投入、新プロセスの導入等をした企業のうち、国外の組織と協力した企業の割
合。 



 グローバルネットワークから孤立する日本企業② 
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情報通信分野では、国際的な共著論文の割合については海外企業は増
加しているが、日本企業は横ばいか低下傾向。 

論文著者の所属機関＇共著関係にある企業の数（ 国際的な共著論文の割合 

出典：富士通総研 経済研究所 研究レポートＮｏ．３７２ Ａｐｒｉｌ ２０１１ 



 グローバルネットワークから孤立する日本企業③ 

グローバルに優れた研究成果を戦略的・効率的に活用し、如何に早くグーバ
ル市場を獲得するかのグローバルイノベーション競争が進展。我が国企業は、
研究開発のグローバルネットワークから孤立化しているとの指摘あり。 

○半導体産業の事例 
       ＇一橋大 中馬教授からのヒアリング（ 

•インテル社は、半導体技術の複雑化の進   

 展に伴い、研究を同時並行的に進めるた  

 め、世界の研究所等と連携し研究を分散 

 させ、同時に世界のサイエンスナレッジが 

 自動的に集まる仕組みを構築。研究があ 

 る程度のところまで進展すると、一転してク 

 ローズド戦略で市場を獲得。 

•技術が複雑になる程、世界のサイエンスナ 

 レッジへのアクセス速度を上げる必要があ 

 り、そのためには世界の知とのネットワー 

 クが重要。日本企業はネット ワーク構築に 

 乗り遅れ、研究コストが高く競争力が低下 

 している危機的状況。 
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最先端の半導体プロセス技術のグローバルネット
ワークにおいて、我が国企業は世界のネットワー
クの離れ小島に位置。 

※最先端の半導体プロセス技術であるHigh-k/Metal Gateに係る  

  研究者間の共発明･共著の回数を示す。 

※緊密度の高い研究者が図の中央に、緊密度の低い研究者が図 

  の周辺に位置する。 

 ＇出所（「半導体産業における国際競争力低下要因を探る」中馬宏之 



 グローバルネットワークから孤立する日本企業④ 

○製薬産業の事例＇大手製薬企業からのヒアリング（ 
•”The world is  our  laboratory” ＇Dr.ストフェル Ｊ＆Ｊ研究開発責任者（に象徴されるよう 

  に、ベンチャー企業等の自社以外のグローバルな知を活用するビジネスモデルが一般的。 

  これはゲノム情報公開時代において簡単な標的が尐なくなったこと、米国規制当局＇ＦＤＡ（ 
 の安全性基準の厳正化等による研究開発コストの一層の増大が背景にある。 

•欧米大手製薬は、外部のベンチャー等からのシーズを効率的に導入する様々な新たなビジ 

 ネスモデルを構築＇自社で研究開発しないシーズに、外部のＶＣ等から資金、ベンチャーの 

 知を入れて再生させ、また自社内に戻すスキームなど。（ 
•日本企業の一部は海外ベンチャーの買収等により海外のシーズの取り込みを始めている 

 が、欧米大手製薬に比べると大きく出遅れ。 
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（出所）"Science and Engineering Indicators 2010", 国立科学財団（NSF), 2010年

（注）技術提携：研究開発等の技術的内容を含む企業間の提携。共同研究契約の締結、研究開発の受託・委託、研究開発に関連する共同出資会社の設立等が

含まれる。新聞・雑誌等に掲載された企業の公表情報をもとに集計。

グラフ上の技術提携の件数は、国内企業及び外国企業との技術提携の件数。

＇出所（‘Science and Engineering Indicators 2010’, 国立科学財団＇ＮＳＦ（、2010年 

＇注（技術提携：研究開発等の技術的内容を含む企業間の提携。共同研究契約の締結、研究開発の受託・委託、研究開発に関連する共同出資会社の設立等が含 

まれる。新聞・雑紙等に掲載された企業の公表情報をもとに集計。グラフ上の技術提携の数は、国内企業及び外国企業との技術提携の件数。 



 6  

 グローバルネットワークから孤立する日本企業⑤ 

日本国内に研究開発拠点を持つ外資企業において、国際戦略の見直しによる研
究開発拠点の再配置や、事業全体のリストラクチャリングにより、日本国内から撤
退する例がみられる。 

＇出所（新聞報道、各社ホームページから作成。 

機密性２ 

企業名 内容 

バイエル 

（ドイツ、製薬） 

・2007年、神戸市の神戸リサーチセンターを閉鎖。 

・親会社の方針として、同センターの研究対象である再生医療が戦略分野から外れたため閉鎖することとされた。 

グラクソスミスクライン 

（イギリス、製薬） 

・2007年、筑波研究所の活動を閉鎖。 

 

ファイザー 

（米国、製薬） 

・2007年 1月、業績悪化のため、日本の中央研究所（愛知県）の閉鎖を決定。 

（2008年 7月、同研究所の研究者が、ファイザー等からの出資を受けて新会社を設立。研究開発活動を継続） 

ノバルティス 

（スイス、製薬） 

・2008年末、筑波研究所を閉鎖（07年 12月末の所員数：123 人）。 

・同社の研究開発部門全体のグローバル戦略の一環として、循環器と糖尿病･代謝領域の研究を統合することとなり、同筑波研究所

の循環器領域に関する基礎研究機能は、米国の研究拠点に統合． 

テキサス・インスツルメンツ 

（米国、電機） 

・2009年 6月、筑波テクノロジーセンターを閉鎖。 

・同センターのデジタル家電向けのＬＳＩ（大規模集積回路）の研究開発機能は、インド・米国の拠点に移管。 

メルク 

（米国、製薬） 

 

・2009年 8月、メルクの子会社である万有製薬が、同社のつくば研究所を大鵬薬品工業に売却で合意。親会社であるメルクの研究開

発のグローバル戦略の一環。 

・なお、万有製薬は、2006年末、親会社のメルクの業績低迷により、愛知県岡崎市と埼玉県熊谷市の 2 つの研究所を閉鎖している。 

ノキア 

（フィンランド、通信） 

 

・2009年 11月、日本における携帯電話端末の研究開発部門の 220人の削減を発表。同社の研究開発部門全体のグローバル戦略の一

環であり、当該発表の前には、フィンランド・デンマークの研究開発部門の人員削減について既に発表されていた。 

・なお、ノキアは、2008 年 11月、日本における携帯電話端末の販売の打ち切りを発表。 
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 日本企業における研究開発拠点の海外展開① 

○日本企業は、中国・インド等の新興国に、研究開発拠点を新設している。 
○国内需要の拡大が続く新興国での市場獲得を目指し、現地市場向けの商品開
発を現地で行うことや、現地開発人材の活用が、主な目的と思われる。 

中国  
・パナソニック 

2009年6月、浙江省杭州市に研究開発拠点を設立。 
現地市場向け白物家電の開発等。  

・トヨタ 
2013年までに、江蘇省常熟市にテストコースを含む研
究開発拠点を設立予定。ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の部品も開発。  

・日本精工 
2009年10月、江蘇省昆山市に研究開発拠点を設立。 
現地市場向け自動車用ベアリングの開発等。 
 
 

 

韓国  
・ＪＳＲ 

2011年7月、研究開発拠点を設立。 
液晶ディスプレイ用材料の開発等。 

 
・アルバック 

2011年6月、研究開発拠点の設立を決定。 
有機ＥＬ等の関連製品の開発。 

 
・東京エレクトロン 

2011年末、研究開発拠点を設立予定。 
半導体製造装置の開発等。 

 
 
 

インド  
・スズキ 

2015年までに、テストコースを含む
研究開発拠点を設立予定。 

 
・パナソニック 
2011年5月、研究開発拠点を設立。 
現地市場向け商品の開発等。 

 
・日立製作所 
2010年11月、研究開発拠点を設立。 
現地市場向けの商品の開発。 
 
 

＇出所（各社ホームページより作成 
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設計 
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出典：経済産業省製造産業局公表資料 平成23年10月「ものづくり産業に起こっていることー製造業の海外展開の実態ー」より 

■ 日本企業における研究開発拠点の海外展開② 

我が国の海外現地法人＇製造業（の生産、販売等の拠点機能に引き続き、研究
開発の拠点機能についても、設立以降、現在及び今後とも増加傾向。 

海外において拠点機能＇生産、販売、研究開発等（を有する企業の割合 



9 

 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇EU（① 

ＥＵ「リスボン戦略＇２０００年策定（」の２大目標 

①欧州の研究開発費の対GDP比を2010年までに３％に引き上げること。 

②欧州単一市場をヒト・モノだけでなく、科学・研究にも取り入れ、規模のメリットを活か 

  す「欧州研究エリア構想＇ERA: European Research Area（」の実現 

目標達成のための最大ツール 

FP (Framework Program（ 
潤沢な予算＆グローバルかつオープンな体制 

世界中の優秀な技術、 

人材、知恵、知識の結集 

・ＥＵ製品のグローバル展開 

・国際標準化 etc. 

○イノベーション政策を推進する各国政府は、最先端の知を取り込むべく優れた企業や 
  研究者が自国内で研究活動を実施するよう研究環境整備で競争。 
○EUは、欧州域外国を含めたオープン・イノベーションや国際標準化によって、グロー 
  バル市場での優位性を確立すべく、フレームワーク・プログラムを実施。 
○海外の知を欧州内に取り込んで欧州を最先端の研究開発領域にするＥＲＡ＇欧州研 
  究領域（構築を目的。ＦＰ７予算は、７年間＇2007～2013年（で約５３０億ユーロ。 



－ＦＰ７のＥＵ域外の参画 

○ＦＰ７のスキームのうち、基礎研究についてはＥＵ域外国の研究者等であってもEUから 
の助成対象となっており、積極的に世界の知を取り込んで研究開発を実施。 

○共同研究プログラムはＥＵ域外国の企業・研究所も参画可能であるが、ＥＵからの助成  
 の対象外。ただしＢＲＩＣｓからの参画はＥＵの助成対象。 
○特定の研究テーマについてはＥＵ域外の先進国の企業、研究機関、大学も助成対象と 

するなど、柔軟に対応している模様。 

研究者支援＇People（ 

主にポスドク以上を対象
にキャリア形成支援 

基礎研究支援＇Ideas（  
先端的な基礎研究に対する支援 

＇出所（日欧産業協力センター 資料等より作成 

共同研究支援＇Cooperation（   

基盤整備・競争力強化＇Capacity（  

欧州の研究インフラ整備、中小企業
の研究開発体制支援等 

＜FP7へのEU域外からの参加要件の概要＞ 

EU域内で基礎研究等を実施する
場合、国籍を問わず支援  

EU３機関以上との共同であれば、
参画可能。 
→EU外の参加者に係る費用は原  
 則自己負担＇EUの支援対象外（。 
→ただしＢＲＩＣｓからの参画はＥＵ  
 の助成対象 

10 

＜ FP7共同開発における知財の扱い＞ 
 
特許権は実際に開発した参加者に帰属。 
 
プログラム実施段階では、全てForeground 

   ＇FP７で生まれた知財（について参加者は 

    無料で通常実施権。Background＇元々、参 

    加者が保有している知財（については、 

    事前に特段の定めを設けない限り、原則 

    無料で通常実施権。 

 

商業化段階では、Foreground、商業化に必 

   須なBackgroundについては、当事者同士   

 の取り決めにより、通常実施権を付与。 

 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇EU（② 
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上記以外のＥＵ域外国「第三国」（日本を含む）
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－ＥＵのＦＰにおける国際協力への取組みの強化 
○ＥＵの研究開発プログラム＇ＦＰ（では、ＥＵの研究開発能力の向上、地球的課題の解決等を図るため、
国際協力が強化されている。 

○現行のＦＰ７以降の同プログラム＇Horizon 2020（においても、引き続き国際協力が推進される見込み。 

ＦＰ６の事後評価＇2007年（ 

・ＥＵ域外の先進国＇米国・日本等（及び新興国＇インド・中国・ブラジ
ル（との協力については、ＥＵの研究開発能力を向上させるため、
更に強化すべき。 
・発展途上国との協力については、発展途上国に係る特有な課題、
ＥＵの研究者が世界をリードする分野に集中させるべき。 

ＦＰ７における国際協力 

・新たに以下の２つのアプローチにより、国際協力を推進。 
－ＦＰ７に含まれる事業全般について、国際協力に取り組む。 
－発展途上国等における特定の問題を解決するため、特別の事
業＇SICA, Specific international cooperation actions（を創設。 

ＦＰ７以降の発プログラム＇Horizon 2020（における対応＇2011年（ 

・「Horizon 2020」に係るパブリック・コメント＇2011年2～5月（におい
ても、国際協力は地球規模の課題への取り組みや、ＥＵの戦略上
の利益の確保を図るための主要な原動力であり、先進国等との協
力強化が必要、といった国際協力の強化の必要性が指摘。 

ＦＰ７の中間評価＇2010年（ 

・国際協力は価値が高い。アジア等の研究開発能力の急速な向上
や、地球的課題への対応の緊急性から、研究開発の国際協力の
必要性は高まっている。 

 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇EU（③ 

＇出所（’The fourth FP7 Monitoring Report’, 欧州委員会、2011年8月 

‘A more research-intensive and integrated European Research Area: Science, 

Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009’, 欧州委員会、2008年 

＇注（「ＥＵ域外国の参加者数の割合」は、研究開発フレームワークのすべての事業 

における参加者数のうち、ＥＵ域外の参加者数の割合。ＦＰ７の対象期間は、2007年～2013年。
上記数値は、参加者数が公表されている2010年までの割合。 
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○中国との共同研究のメリット 
・ＥＵのＦＰ６に参加した欧州の企業・大学等に対して、アンケート調査を実施＇2009年（。 
・中国との共同研究について、コストよりベネフィットが上回ったと回答した者は、全回答者数＇170（のうち55％。 
・メリットよりコストが上回ったと回答した者は、同18％。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－欧州から見た中国との共同研究のメリット 

○ＥＵのＦＰに参加した欧州の企業・大学等のなかでは、中国と共同研究について、メリッ
トが大きかったと評価する者が多い。 
○具体的には、中国の研究者・技術の導入、新たなネットワークの構築等が、メリットとし
て評価されている。 

＇出所（"Evaluation of Chinese participation in the EU Framework Programme" , Technopolis, 2009年 

○具体的なメリットに対するコメント＇例（ 

・中国の専門家・知見に対するアクセス ・新たなネットワークの構築 ・中国側の研究開発のクオリティ ・安くて豊富な人材 

 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇EU（④ 



 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇米国（① 

13 

○米国は優れた企業、研究者、学生を世界中から集め、国内でのイノベー ショ 

ンを喚起。特に大学が核となったグローバルなネットワークで企業も海外と
のつながりを拡大。 

○米国は国内の研究資源に十分な厚みがあるため、欧州のような海外の知を 

取り込むことを目的とした国際連携の必要性が薄いとの見方もある。  

○平成２３年度年次経済財政報告、第２章「新
たな「開国」とイノベーション」に以下の趣旨が
記載。 

 
･米国企業は過去３０年近くにわたって新規の技
術提携が増加、欧州企業は2000年代になると
大きく伸びてきた。我が国は長期的な基調とし
ては横ばい。 

･欧州は域内各国の地理的な近接性が共著を
盛んにしているのに対し、米国は国内の研究
資源に十分な厚みがあり国際連携の必要性
が薄いと考えられる。 

･我が国も研究資源では一定の厚みを持ってい
るが、科学研究における国際的連携にはさら
に拡大の余地がありそうである。 
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企業間の技術提携の件数
（件）

（出所）"Science and Engineering Indicators 2010", 国立科学財団（NSF), 2010年

（注）技術提携：研究開発等の技術的内容を含む企業間の提携。共同研究契約の締結、研究開発の受託・委託、研究開発に関連する共同出資会社の設立等が

含まれる。新聞・雑誌等に掲載された企業の公表情報をもとに集計。

グラフ上の技術提携の件数は、国内企業及び外国企業との技術提携の件数。

（年）

米国

欧州

日本

＇出所（‘Science and Engineering Indicators 2010’, 国立科学財団＇ＮＳＦ（、2010年 

＇注（技術提携：研究開発等の技術的内容を含む企業間の提携。共同研究契約の締結、研 

究開発の受託・委託、研究開発に関連する共同出資会社の設立等が含まれる。新聞・
雑紙等に掲載された企業の公表情報をもとに集計。グラフ上の技術提携の数は、国内
企業及び外国企業との技術提携の件数。 



○研究開発費を助成する際の海外企業の取扱い＇例（ 
 
①エネルギー省＇ＤＯＥ（ 
・海外企業の米国子会社の参加が認めれるケースが多くみられる。 
・ただし、ＡＲＰＡ－Ｅ＇エネルギー高等研究計画局（では、研究成果の商業化を米国内で実施することが求められている。 
 

②商務省・国立標準技術研究所＇ＮＩＳＴ（ 
・技術革新プログラム＇ＴＩＰ（では、海外企業の米国子会社の参加が認められている。 
・ただし、同米国子会社の参加が、米国内の研究開発費・雇用の増加に貢献し、研究成果の商業化が米国の製造業の振興や、米
国の部品・素材の競争力向上に寄与することが求められることがある。 

 
③国防総省・高等研究計画局＇ＤＡＲＰＡ（ 
・研究開発プロジェクトの参加を公募する際、海外企業は除外されておらず、ケースバイケースで海外企業の参加は可能と思われ
る。 
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 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇米国（② 

○米国エネルギー省、商務省等のプロジェクトにおいては海外企業による米国子会社の
参加が認められるケースが多く見られる。ただし、その際に研究成果の商業化を米国内
で実施すること等、「米国の利益」を求められる。 

○国防総省の研究開発プロジェクト＇ＤＡＲＰＡ（では、海外企業の参加は可能となってい
る。米国においては、米国政府研究開発プロジェクトにおける海外企業の参加について
は、各政府機関・プロジェクトごとに柔軟に対応されていると考えられる。 

＇出所（各省の研究開発プロジェクトの公募要領等により作成。 

○公的研究機関が外部と共同研究を行う場合の海外企業の取扱い＇例（ 
 
・ＤＯＥ傘下の公的研究機関が、外部の企業・大学等と行う共同研究＇CRADA, Cooperative Research and Development Agreement（
において、海外企業の参加は可能。 
・ただし、米国の競争力向上の観点から、研究成果の商業化を米国内で実施することが求められている。 
 ＇出所（エネルギー省によるＣＲＡＤＡのガイドラインから作成。 
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○「国際科学ビジネスベルト」について 
 
・2011年5月、韓国政府が、大田市＇デジョン（・大徳地区＇デドク（を主要拠
点とすることを決定。同地区は、既に韓国科学技術院＇KAIST（等の研究
機関が多数立地。 

 
・同主要拠点には、政府の研究機関として「基礎科学研究院」とその付属
の最新型の研究施設として「重イオン加速器」を整備。 
＇注（重イオン加速器：新しい元素の発見等、様々な研究に用いられる研

究施設。 
 
・主要拠点以外に、大邱＇テグ（、光州＇クァンジュ（、浦項＇ポハン（、蔚山
＇ウルサン（等にも、上記「基礎科学研究院」の研究機能が置かれ、ネッ
トワーク化。 

 
・また、主要拠点に隣接する、清原＇チョンウォン（、燕岐＇ヨンギ（、天安
＇チョンアン（の3地域を、基礎研究の成果の商業化を支援する役割を担
う「機能地区」として指定。 

 
 
 

ソウル 

大田 

光州 

大邱 

浦項 

蔚山 

国際科学ビジネスベルト 

主要拠点 

○韓国における国内誘致策① 「国際科学ビジネスベルト」 
○基礎研究等の拠点整備を行う大規模な国家プロジェクト「国際科学ビジネスベルト」が、2011年から
開始されている。 

○大田市＇デジョン（・大徳地区＇テドク（を主要拠点として最新型の研究施設＇重イオン加速器（を新設
するとともに、その他の地域にも研究機能を置いて研究開発のネットワークを構築。2017年までに、 
5,2兆ウォン＇3,952億円（投資予定。 

○韓国政府は、最新型の研究施設の整備等により、国内外の優秀な科学者に対する魅力を高めつ
つ、国内の基礎研究の水準の向上を図り、将来の経済成長の原動力となることを目指している。 

＇出所（教育科学技術省ホームページ等より作成 

 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇韓国（① 
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○世界水準研究拠点大学＇WCU, World Class University（ 
 
・2008年から開始。2008～2012年の予算総額＇計画（は、8,250億ウォン
＇約630億円（。 

 
・海外の研究者1人当たりに対する政府による支援の上限。  
①海外の研究者に対する給料 
ノーベル賞受賞者等 ： 年間3億ウォン＇約2,280万円（ 
上記以外          ； 年間1億ウォン＇約760万円（  

②研究設備の購入費    ： 年間2億ウォン＇約1,520万円（  
③共同研究に係る費用 ：  年間１億ウォン＇約760万円（  
④研究支援者の人件費 ； 年間3,500万ウォン＇約270万円（ 

 
・2008～2009年に決定された海外の研究者に対する支援 
  米国163人、日本28人、ドイツ12人、イギリス11人、中国11人、カナダ10
人等。合計約350人。 

 
 
 

 

○韓国における国内誘致策② 「世界水準研究拠点大学＇WCU（」 

○国内の大学の教育・科学技術水準を世界最高水準に引き上げるため、海外の優れた研究者を国内に
招聘する事業である「世界水準研究拠点大学＇WCU, World Class University（」が実施されている。 

○海外の研究者本人の給料の他、研究開発に必要な研究設備の購入、研究支援者の人件費等を支援。 
○ただし、韓国国内では、招聘した研究者の水準が不十分であることや、数ヶ月の招聘期間に高額の報
酬が支払われることから、大学の水準向上への効果を疑問視する見方がある。 

＇出所（教育科学技術省ホームページ 

      韓国研究財団＇NRF（ホームページ等より作成 

○当該事業に対する批判 
・大学の準備期間が短く、水準に満たない海外の学者
も誘致するケースも多いのではないか。 
・こうした学者を誘致するよりも、国内の優秀な学者を
支援すべきではないか。 
・海外から招聘した学者の韓国での滞在は、実際には
数か月の場合があり、こうした学者に高額の報酬を
支払うのは問題ではないか。 

＇出所（中央日報等より作成 

○招聘されたノーベル賞級の研究者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名前 ノーベル賞受賞歴
アイヴァー・ジェーバー レンセラー工科大学 物理学賞(1973年)
アンドリュー・ファイヤー スタンフォード大学 生理学医学賞(2006年)
ジョージ・スムート カリフォルニア大学 物理学者(2006年)
パウル・クルッツェン マックス・プランク 化学賞(1995年)
クルト・ヴュートリッヒ チューリッヒ工科大学 化学賞(2002年)
ロバート・グラブス カリフォルニア工科大学 化学賞(2005年)
ロジャー・コーンバーグ スタンフォード大学 化学賞(2006年)
ルイ・イグナロ カリフォルニア大学 生理学医学賞(1998年)

＇出所（韓国研究財団＇NRF（ホームページより作成 

 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇韓国（② 
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○「海外の研究者の国内誘致策」＇例（ 
 
①「百人計画」 
・開始時期：1994年。実施主体：中国科学院 
・事業開始当初、20 世紀末までに国内外から100 人の科学技術分野の若手リーダーを招致・養成することを目標としたことから、
「百人計画」と呼ばれる。 
・海外で助教授以上のポストに就いた研究者等を対象に、任期3年間、研究開発費として年間100万～200万元＇約1,300万～3,600
万円（支給。 

 
②「111計画」 
・開始時期：2006年。実施主体：教育部・国家外国専門家局 
・世界のトップ100の大学・研究機関から、1,000人以上の研究者を招き、国内の優秀な研究者との合同研究チームを約100か所形
成することを目的とする。 
・海外の研究者を招聘する中国の大学1 校あたり、5年間にわたって、年間180 万元＇約2,340万円（の助成が行われる。 
 

③「千人計画」 
・開始時期：2009年。実施主体：中国共産党中央組織部 
・海外の研究者を招聘し、研究開発に係る国家プロジェクトに参加してもらう制度。 
・海外で博士号を取得した55 歳以下の教授職以上の研究者が対象。一時金として100万元＇約1,300万円（が支給される。 
 

○中国における国内誘致策 「海外の研究者の国内誘致」 

○科学技術の急速な発展による先進国へのキャッチアップを目指して、1990年代から、海外の優秀な
研究者＇国内出身者を含む（を国内に誘致する様々な政策を実施している。 

○2011年3月に策定された、「第12次5か年計画＇2011～2015年（」においても、海外の優れた人材の
国内誘致を促進することが定められている。 

＇出所（科学技術振興機構ＨＰ等より作成 

○「第12次5か年計画＇2011～2015年（」   ＇2011年3月、全人代（ 
 ＇抜粋（ 
－海外の優れた人材・先進技術を導入し、外国企業が中国に研究開発拠点を新設することを促進する。 

 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇中国（ 
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○「バイオポリス」 

・2003年に開設＇第1期（。 

・総工費＇第1期（；5億シンガポール・ドル＇約370億円（ 

・2011年現在も拡張工事が続けられている。 

＇共用研究施設（ 
・高性能顕微鏡、ＤＮＡシークエンサー、フローサイトメトリー
＇細胞等の分析装置（、ハイコンテントスクリーニング＇高度
に自動化された細胞分析装置（、マイクロアレイ＇ＤＮＡ解析
用装置（、ＮＭＲ等。 
・その他に、実験用器具の供給・洗浄、微生物学用の培地の
提供等のサービスがある。 

＇進出企業（ 
ＧＳＫ＇イギリス（、イーライ・リリー＇米国（、ノバルティス＇スイ
ス（、武田薬品、富士通、ファーマ・ロジックス＇三井物産・中
外薬品（、ニコン、理化学研究所、早稲田・オリンパス・バイオ
サイエンス研究所等。 

「バイオポリス」・「フュージョノ・ポリス」 

○バイオ医療分野を対象とした「バイオポリス」、情報通信・物理・工学分野を対象とした「フュージョノ・
ポリス」を、それぞれ国際研究開発拠点として整備。 

○国内の関連する公的研究機関を移転・集約、企業・大学等の研究開発のための研究開発棟・共用
研究施設や、研究者用の住宅等の生活関連施設を整備し、国内外の企業・大学等を誘致。 

○低い法人税率等の良好な事業環境が、企業の研究開発拠点として魅力のひとつとなっているもの
と思われる。 

＇出所（シンガポール科学技術研究開発庁＇Ａ）ＳＴＡＲ（のホームページ等から作成。 

○「フュージョノポリス」 

・2008年に開設＇第1期（。 

・総工費＇第1期・第2A期（：8.5億シンガポールドル＇約600億
円（。 

・2011年現在も拡張工事が続けられている。 

＇共用研究施設（ 
・無響室＇音響計測用施設（、クリーンルーム、半導体試作用設
備等。 

＇進出企業（ 
タレス＇フランス（、ベスタス＇デンマーク（、イリノイ大学＇米
国（、日東電工、セイコー・インスツルメント等。 

 

 

 

○研究者の生活関連施設の整備。 

・「バイオポリス」、「フュージョノポリス」が含まれる地区は、「ワン・ノース＇シンガポールが位置する北緯一度という意味（」と呼ばれ、
前二者の研究開発拠点を中心に、オフィスビル、生活・娯楽用施設、公園、住宅等が開発されている。 

・安価な住宅の提供：海外から移住した外国人向けに安価な賃貸住宅を提供する制度がある。 

 最先端の知を取り込もうとする各国政府＇シンガポール（ 



２．研究開発の国際化に向けた対応の方向性        
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○研究開発の国際化に係る２つの懸念 
(1)我が国の研究開発機能の空洞化の懸念 
(2)我が国研究開発のグローバルな先端研究 
    ネットワークからの孤立化 

   

○今後の取り組みの方向性 
 
＜海外の知の一層の取り込み＞ 
 ＇１（世界の優れた企業や研究者を我が国に呼び込む研究開発環境整備 

 ＇２（グローバルな知を戦略的かつ積極的に取り込む政府研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進  
 ＇３（グローバルネットワーク構築のための公的研究機関の機能強化 
＜技術流出防止策＞ 
 ＇４（海外との連携の促進に伴う一層の技術流出防止策  

■研究開発の国際化に向けた対応の方向性         

○海外での研究開発に係る環境整備 
  競争が激化 
 欧米や新興国は最先端の知をグローバルに取り 
 込むべく優れた企業や研究者が自国内で研究活 
 動を実施できるよう研究開発環境整備で競争。 

○各国政府における研究開発に係る環境整備の競争が激化している中、 「研究開 
発機能の空洞化の懸念」 、「グローバルネットワークからの孤立化」の２つの懸念を 
同時解決する必要あり。 

○そのためには、世界の優れた企業や研究者が我が国に集結するような環境整備 
の推進と、海外との連携促進に伴う一層の技術流出防止策をパッケージで講ず 
ることが重要。 
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 (１)支援対象 
 ①我が国のグローバル研究開発拠点等に呼び込んだ海外企業･研究所等との共同 
  研究であって、海外企業･研究所等の優れた研究リソース＇技術、研究者等（を活用 
  するもの。 
 ②未来開拓型研究開発のシーズになり得る研究開発であって、海外企業･研究所等 
  が優れた研究リソース＇技術、研究者等（を投入し、国内で研究開発が実施される共 
  同研究。   

世界に先駆けたイノベーションを創出する研究開発が、海外研究開発リソースを有効活
用しつつ、国内で実施されることを促進するための新たな国際共同研究支援プログラム
の創設。   

＇１（世界の知を戦略的かつ積極的に取り込む国際共同研究支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの創設 

■海外企業・人材を我が国に呼び込む環境整備 

  (2)支援内容 
   我が国企業及び海外企業に対して、共同研究開発費用の定額補助を実施 
   ＇例外的に海外企業に研究開発費用の補助を行わない場合も想定（。   

○新たな国際共同研究支援プログラム(案（ 
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 ○アジア拠点化促進の主な施策 
 (1)戦略的な企業誘致策の実施＇インセンティブ措置の整備（ 
  ○アジア拠点化立地推進事業費補助金 

  ･研究開発拠点などの高付加価値拠点の国内立地を支援するため、研究開発拠点等の整備事業を行うグローバル企業に対 
    して、当該拠点の整備に伴う初期投資費用の一部を補助。＇２３年度予算  ５億円（ 

    ･設備費、施設工事費＇賃借料も含む。（等の補助対象経費について中小企業１／２以内、中小企業以外１／３以内＇上限額 
１０億円（を補助。 

 ○アジア拠点化推進法案による優遇措置 

  ・法人税特例 ：5年間、20%の所得控除＇これにより、約7～8％の実効税率引下げを実現（ 

  ・所得税特例 ：親会社＇外国企業（が付与するストックオプションに対する課税を日本企業と同等の取扱いとする  
  ・特許料軽減 ： 研究開発事業の成果に係る特許料を軽減＇中小企業に限る。（  等 

(2)事業環境の整備  
 ○ＪＥＴＲＯによるワンストップサービス機能の強化･拡充 

 ○行政手続の英語での申請処理 等 

  (3)生活環境の整備 
○外国人向けの教育・医療環境等の整備 等  

＇２（外国人研究者受入れのための研究･生活環境の整備  

海外の優秀な企業や研究者を呼び込むためには、研究環境や生活環境の整備が重
要。「アジア拠点化推進法案」のもと、戦略的な企業誘致策の実施、事業環境や生活環
境の整備等を図る。   

■ 海外企業・人材を我が国に呼び込む環境整備 

アジア拠点化促進施策で呼び込まれた海外企業と我が国企業との国際共同研究
について、新たな国際共同研究支援プログラムの対象とする等、更なるインセン
ティブを付与してはどうか。 



41.4

25.2

11.9

25.4

38.1

5.1

2.1

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ

ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ

ＭＩＴ

ｲｴｰﾙ

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ

日本全体

東京大学

総得点 研究者
評価

産業界
評価

被論文
引用

教員学
生比率

外国人
教員比
率

外国人
学生比
率

1 ケンブリッジ １００ １００ １００ ９２．７ ９８．９ ９８．４ ９６．６

2 ハーバード ９９．３４ １００ １００ １００ ９６．４ ７６．９ ８６

3 ＭＩＴ ９９．２１ １００ １００ ９９．６ ９９．９ ５０ ９７．９

4 イエール ９８．８４ １００ １００ ９７．２ １００ ８４．３ ６５．６

5 オックスフォード ９８ １００ １００ ８２ １００ ９８．２ ９５．９

6 ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙｶﾚｯｼﾞﾛﾝﾄﾞﾝ ９７．６４ ９９．８ １００ ７９．６ ９９．７ ９９．７ ９９．９

7 ＵＣロンドン ９７．３３ ９９．４ ８２ ８９．５ ９９ ９６．２ ９９．７

8 シカゴ ９６．０８ ９９．９ ９０ ９２．３ ９５．８ ７１．５ ８１．４

9 ペンシルバニア ９５．７３ ９８．７ ９０ ９４．９ ９９．５ ６４．１ ６６．３

10 コロンビア ９５．２８ ９９．９ １００ ９５．８ ９５．８ ８６．２

25 東京大学 ８５．９ １００ ９０ ７４ ９２．２

32 京都大学 ８２．８６ ９９．８ ５９．４ ７０．９ ９６．５

○世界の優秀な研究人材を我が国に継続的に引き入れるためには、国際的な研究者のキャリアパ

ス・人材流動システムの中に、日本がどう位置づけられるかが重要。 
○日本の大学の研究環境の充実化を図り、質の向上を図るとともに、世界におけるプレゼンスを維

持・向上させるべく、世界大学ランキングトップ１０に入る大学の輩出を目指してはどうか。 

世界大学ランキングでは、「国際化」＇外国人教員比率、 
外国人学生比率（「引用」で差がついている状況 

トップ１０入りを目指す重点大学を決め、外国人比率＇教員・学生（比率目標を設定し、それに応
じた支援・寄附の仕組みを強化してはどうか。 

世界の有力大学に比べ、我が国大学の
外国人教員比率は低い 

＇％（ 

東大の外国人教員比率を
２５％に引き上げるために
は、約８８０人の教員を外
国人にする必要あり。 

＇資料（「QS World Ranking 2011/2012」QS Quacquarelli Symonds Limited 

＇参考（空欄は３０ﾎﾟｲﾝﾄ以下で非公表。 

３０ポイント以下は非公表 

■ 海外企業・人材を我が国に呼び込む環境整備 

＇３（世界の優秀な研究人材の我が国への引き入れ 

23 

＇資料（「QS World Ranking 2007」QS Quacquarelli Symonds Limited 

     「学校基本調査」＇H19年（、「国立大学法人等の科学技術 

     関係活動に関する調査参考資料」＇H22年度（ 



■ 海外企業・人材を我が国に呼び込む環境整備 

○世界の知を集結し、グローバルな最先端研究ネットワークの一翼を担う魅力ある研究開
発拠点の形成が必要。 

○グローバルを志向する新たな産学連携コンソーシアムにより、研究開発拠点の運営を独
自のガバナンスで実施し、国内外の企業・研究者の参画を促進してはどうか。 

＇４（海外企業を呼び込むグローバル研究開発拠点の整備  
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共同研究の実施＇一対一（

研究施設・設備の共用

産学連携ｺﾝｿｰｼｱﾑ

○会費納付

○運営への関与

○人材育成への関与

○最先端研究情報の共有

○知財の無償・安価での実施

○企業研究者・技術者の出向

○研究費提供

場合によって

ライセンス料支払い

知財の蓄積・
共有

大学等企業

人材育成・
人材供給

企業

運営チーム
＇産学共同運営ボード（

＇会員企業（

会員企業と大学との
定期的意見交換
＇多対多（

大学等

外国企業

海外大学等産業化・実用化

＇独自権限を与えられた大学学内組織、
事業共同体 ＮＰＯ、技術組合、株式会社等（

共同研究契約

評価・実証研究

大学発VB支援

企業

＜産業界の積極的関与＞ ＜大学改革を伴う 効果的な
共同研究の仕組み＞

＜産学一体での人材育成＞ ＜他大学等とのネットワーク化＞

外部企業

＜プロジェクトや産学共同研究の実施＞

＜拠点の効果的運営＞

○教職員の参加 
 ＇ｴﾌｫｰﾄに応じた人件費支払い（ 
 

○大学院生の研究プロジェクトへの参加＇雇
用契約・人件費支払い（ 

 
○教育プログラム提供 
 ＇学生・大学院生への単位付与（ 
 
○施設使用料受け取り 
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基礎研究 

国
際
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

・国内イノベーションを喚起 

・国際人材を企業でも活用 

競争領域 競争領域 

協調領域 

標準化、市場化利益 

技術流出防止措置 

 (1)政府研究開発プロジェクトにおける海外研究開発資源の導入の考え方  

基礎研究から実用化までを見据えた政府研究開発プロジェクト全体についての海外研
究資源の導入の考え方を整理して、政府一体となって取り組むことが重要ではないか。   

・非競争領域では積極的なオープン戦略 

・グローバルな知を我が国に呼び込んで 

 国内のイノベーションを喚起 

実用化を見据えた研究開発 

・協調領域と競争領域を峻別したオープ  

 ン＆クローズド戦略的国際連携 

・標準化、市場化等も視野に入れた国際 

 連携 

■ グローバルな知を戦略的かつ積極的に取り込む政府研究開発プロジェクト 



(2)政府研究開発プロジェクトへのグローバルな知の取り込み促進策 

■ グローバルな知を戦略的かつ積極的に取り込む政府研究開発プロジェクト 
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○国プロをより効果的、効率的に進めるため、グローバルな知の戦略的かつ積極
的な取り込みが求められている。特に、 

(1)海外の企業や大学に技術的な優位性がある場合 ＇技術獲得型（ 

(2)人材、設備、知財、規制等の面で優れた環境を有する研究拠点が海外に
ある場合 ＇研究環境活用型（ 

(3)研究成果の有力ユーザーが海外企業である場合や、技術実証、標準化の
取組が、海外企業等との共同実施により促進される場合 ＇市場獲得型（ 

 については、国プロへの海外企業等の参加を積極的に検討する必要があるので 

 はないか。 

○このような検討を国プロの企画段階において促進するため、海外企業等の参加
が検討されるべきケースを類型化し、それぞれについて国費投入の有無や知財
管理の在り方等の方向性を国として提示すべきではないか。 
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■ グローバルネットワーク構築のための公的研究機関の機能強化 

関連情報 

公的研究機関 国際産学官連携共同利用設備＇仮称（を核としたグローバルネットワークの構築＇案（イメージ図 

1F 

2F 

3F 

オープンスペースラボ 

技術調査・海外連携相談室＇仮称（ 

公的研究機関 国際産学官連携共同利用設備＇仮称（ 

国内の研究機関 

の水平連携 

海外研究機関・日本企業と三者共同研究 

海外の研究トレンドを調査・分析→情報発信 

海外の公的研究機関・大学・企業等 

●研究ネットワークを活用した世界の知に係る情報収集・分析機能を強化すべき。 
●我が国企業の研究開発における国際連携を促進する機能を強化すべき。 
●我が国への海外研究機関の取込みと日本の公的研究機関の海外進出＇双方向のラボ設置（を進めるべき。 

理研 

産総研 

物材機構 

海外研究機関内に国内公的研究機関のラボを設置 

国際産学官連携共同利用設備を拠点とした国際共同研究・研究者交流の推進により、グローバル
ネットワークを構築すべきではないか。 

海外 

国内 
＇つくば等（ 

海外の公的研究機関と共同研究活動を基本とした研究者の派遣及び研究設備の利用 

海外研究者支援
センター＇仮称（ 

ＮＥＤＯ、ＪＥＴＲＯ等 

海外事務所 

海外の公的研究機関等の出先事務所及びラボ
の誘致 



我が国に海外企業が呼び込まれること等により海外との連携が活発化することに伴

い、技術流出防止の観点からの一層の対策が必要。 

○政府は、企業、公的研究機関、大学等の研究開発部門が遵守すべき技術流出防止管理ガイドライン

を策定し、これを踏まえ各機関が自ら技術流出防止マニュアルを策定すべきではないか。 

○各機関における技術流出防止マニュアル策定を促進するため、同マニュアル策定を政府研究開発プ

ロジェクトの要件にすること等も検討すべきではないか。 

■ 海外との連携の促進に伴う一層の技術流出防止策 
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･意図せざる技術流出の防止を目的として、平成１５年に経産省は「技術流出防止指針」を策定。 

･国内法＇外為法・不正競争防止法（の及ばない製造業の海外活動における技術流出の防止に焦点。 

＇参考（委託研究開発事業から派生した特許等の国外流出といった事態を防ぐために、平成２１年度に産業技術力強化法第19条 
＇いわゆる日本版バイ・ドール条項（を改正し、第3者への知財権の移転または専用実施権の設定には、国の事前承認を受け
ることが必要とする制度を導入。 

＇２（プロジェクトに参加する海外企業への一方的な技術流出防止 

＇１（ガイドライン策定等による技術流出防止 

委託研究開発プロジェクトの知財マネジメントの基本方針として、プロジェクトの成果として発生した知財
及びプロジェクト開始前に有する知財について、プロジェクト内の採択者において相互に実施権を付与す
ることを検討。採択者間で知財を共有することで、プロジェクトに参画した海外企業への一方的な技術の
流出を防止する効果も期待。 



類型 

1.技術獲得型 
2.研究環境 
活用型 

3.市場獲得型 

①技術補完（キャッチアップを含む） ②既存技術確保 ①ユーザー参画 ②実証・標準／ 共同研究 

概要 

国プロの研究要素の一部について、

海外企業等が優位であり、当該海外企

業等の参加によって、国内企業とwin-

winの関係が期待できるケース。 

国内企業の技術が海外企業等に比べ

て遅れている場合に、海外企業等の技

術を取り込んでキャッチアップするケー

スを含む。 

国プロ開始時点で既に海外企業等

が保有している特許が研究開発の推

進やその後の事業化において重要

であり、国プロの中で代替技術を開

発するよりも、これを確保するために

当該海外企業等と連携することが効

率的と判断されるケース。 

人材、設備、知財、規

制面等の環境が我が国

よりも優れている海外の

研究拠点と連携し、研究

開発の一部を海外で実

施することで、研究開発

を加速させるケース。 

研究開発の成果である製品等

のユーザーとして海外企業が参

加するケース。 

海外企業は、国内の参加企業と

直接の競合関係にはなく、あくま

でユーザーとして技術を評価。 

将来の市場確保を念頭に連携。 

国内では実証が難しい技術を海

外企業等と共同で実証するケー

ス。 

実証の過程で、製品の性能評

価方法等に係る共同研究を実施

し、複数国による国際標準の提案

を実現。事業化を有利に推進。 

イメージ（注） 

ロボティクス分野での産総研（メカトロ

ニクス等）と仏 国立科学研究センター

（制御理論等）の共同研究 

環境適合型次世代超音速推進システ

ム開発（米国メーカー等と共同研究） 

SiCパワー半導体研究開発 

（将来の事業化を見据え、国内企業

が米国企業とクロスライセンス契約） 

ベルギーのIMECやシ

ンガポールの

fusionopolisを利用する

ケース（日本企業も参

加） 

NEDO EUVプロジェクト（EUVの大

手ユーザーである米国メーカー等

と連携） 

NEDO実証プロジェクト（スマート

グリッド等） 

アジア基準認証推進事業 

研究体制 

国費の投入 

知財の扱い    

         等 

海外企業等も国内企業と同じ条件で

参加。 

国内における研究開発の実態の有無

に関わらず、海外企業等の研究開発に

対しても国費を投入。 

海外企業等もバイドール制度に基づ

いて知財を確保する一方、国内企業は、

海外企業等の知財の実施権を確保し、

事業化を円滑化。 

バックグラウンド知財を含めて相互に

実施許諾することで、戦略性を向上。 

海外企業等は、国プロそのものに

は参加せず、国内企業で構成するコ

ンソーシアムと特許の実施許諾契約

を締結することで連携。原則として、

海外企業等に国プロに係る知財は発

生しない。 

必要に応じ、海外企業等の知財の

実施権の確保のため、国費を投入

（国プロ期間中に限る）。 

国プロで発生した知財は、必要に

応じて海外企業に実施許諾。 

海外の研究拠点は、国

プロそのものには参加せ

ず、国内参加企業で構

成するコンソーシアムと

の共同研究等の形態で

連携。 

国プロで発生した知財

は、必要に応じて海外の

研究拠点に実施許諾。 

必要に応じ、海外の研

究拠点の知財の実施権

を確保。 

海外企業は、国プロそのものに

は参加せず、国内参加企業で構

成するコンソーシアムとの共同研

究等の形態で連携。 

国内企業は、有力ユーザー企

業の意見を踏まえて研究開発を

推進。 

海外企業等は、国プロそのもの

には参加せず、国内参加企業で

構成するコンソーシアムとの共同

研究等の形態で連携。 

必要に応じ、国プロで発生する

知財を海外企業に実施許諾。 

論点 

国内に研究実態がない場合でも海外

企業等に国費を投入することの是非。

（FP7では、先進国企業に対して国費投

入なし。） 

国プロに直接参加しない海外企業

に対して、国費や国プロの成果を提

供することの是非。 

国プロの一部が海外で

実施されることを積極的

に認めることの是非。 

国内にユーザー企業が存在す

る場合、当該企業と競合関係にあ

る海外企業を参加させることの是

非。 

国プロへの技術的な貢献が少

ない海外企業に対して国プロの成

果を提供することの是非。 

（参考資料）国プロにおいて海外企業、大学との連携を検討すべき類型（検討のたたき台） 

 ※ 厳密な議論のためには、「海外企業」の正確な定義が望まれるが、まずは「純然たる海外企業」を想定して類型化を試みた。 

 ※ 海外企業等の参加は、研究開発段階のみならず、事業化段階をも含めた全体の戦略を踏まえて判断されるべきであるので、一つの国プロに複数の類型が該当する場合もあり得る。 

 注 「イメージ」に記載した事例の運営は、必ずしも「研究体制」と一致するものではない。 
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