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研究開発小委員会 報告書 骨子（案）

１．我が国の研究開発を取り巻く状況

（１）我が国が抱える危機とそこからの再生

① 人口減少、グローバル化の中での構造転換の遅れ

� 人口減少・高齢化、アジア各国の急速な台頭・経済のグローバル化

の進展等の中で、既存の経済社会システムでは限界があるにも関わ

らず、新しい時代に対応した構造転換が遅れ、失われた 20 年に陥っ

ている。

� 財政状況も日に日に厳しさが増す中で、財政健全化と社会保障改革

が喫緊の課題。

� 急速な円高の進行、欧州政府債務危機への懸念等、大きな経済変動

が我が国経済を揺るがしている。

② 大震災後のエネルギー構造改革

� 東日本大震災の発災により、甚大な被害とともに、原発事故と電力

制約が発生。

� 「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」を軸に、需要家や地域が自発的にエ

ネルギー選択に参加できる新たなエネルギーシステムを築くことで、

新たなエネルギーミックスと地球温暖化対策を実現することが必要。

③ 日本再生のためのフロンティアの開拓

� この危機を克服し、攻めに転じるため、新たな付加価値を創造し拡

大する経済への転換が必要。これまでの制度、政策にとらわれず、

世界、未来に向けて不断に我が国経済、産業構造を新しくしていく

「創造的イノベーション」が重要。

（２）危機の中での研究開発の低迷

① 民間の研究開発の短期化・自前主義

i. 民間の研究開発の縮小・短期化

� リーマンショック後の急減（平成 21 年度▲12.1%）の後、停滞（平

成 22 年度は +0.2%）。我が国全体の研究開発の 7 割以上を占める民
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間の研究開発が大きく縮小。

� そもそも、民間の研究開発の大部分（9 割）は短期の「開発」に投

資されていたところ、（業種によって差はあるものの）半数近い企業

（43.8%）がさらに短期化の傾向と回答。

� 我が国の将来の成長の糧となる長期的な研究開発が枯渇する懸念。

ii. 同業他社との重複投資・自前主義

� 研究開発の一層の効率化が求められている一方、我が国企業の自前

主義の傾向は強く、研究開発の効率化の観点から対策が急務。

� 他社との重複投資を自覚しつつも、共同開発には消極的な傾向。産

学連携も小規模（国内は平均約 200 万円、海外は 1,000 万円以上）。

外部リソースを積極的に活用する海外勢に劣後する懸念。

iii. 民間の研究開発拠点の海外移転と国際化の遅れ

� 円高の影響により、我が国企業の生産拠点の海外移転が活発化。現

地のニーズに対応するため開発拠点の移転も増加。

� 海外向け研究開発費は近年、急増（平成 13 年度 1,431 億円 → 平

成 22 年度 3,453 億円）。

� 先端的な研究拠点については国内に止まっているが、一部の企業で

は海外移転も検討されており、このままでは、国内の研究開発の相

対的位置付けが低下（空洞化）する懸念。

� 国際的な共同研究の輪から孤立する懸念（海外の発明者との共同特

許出願件数の割合：日本 2.7％、米国 11.5％）。

② 国の研究開発の小粒化、産学官連携の機能不全

i. 小粒化・近視眼化する国家プロジェクト

� 経済が上昇基調であった当時と異なり、官民共に研究予算を潤沢に

確保できる状況にはない。今後とも中長期的に厳しい財政事情が予

想される中で、全方位的で小粒な研究開発投資を続ける余裕はない。

� 我が国の研究開発予算の構造は、基礎研究を担う文科省と事業所管

官庁が別であり、省庁間の連携が必要。

� 石油ショック後のサンシャイン計画など、かつての長期・大規模研

究開発が我が国の競争力の基盤を構築した事例（太陽電池、燃料電
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池 等）もあったが、近年は短期的に成果を求められる結果、短期化・

小粒化（平成 9 年度以降、経産省プロジェクトは原則 5 年以下、一

件当たりの年間予算額は平均 9.5 億円（平成 23 年度））。

� 同業社を多数参加させる運営において、知財等に関する戦略が不足。

バイ・ドール制度により、知財等の成果が各社に分散し、研究開発

と事業化が分断され、十分な成果が上がらない懸念。

ii. 大学及び公的研究機関における脆弱な産学官連携機能

� イノベーションにつながる知の提供機能を担う我が国大学の研究開

発水準は、まだ世界レベルにあるものの、論文数シェアで中国に追

いつかれ、世界での論文の被引用割合は低下傾向にある等、相対的

な水準の低下が懸念される。

� 研究対象領域が深化・拡大した結果、大学における人材育成は特定

専門領域に特化する傾向にあり、イノベーション創出を担う人材と

して産業界の要望する基盤知識と幅広い課題発見・解決能力を有す

る修士・博士人材を十分に供給できていない。

� 産学共同研究件数は増加したが、研究者個人と個別企業の一対一か

つ少額研究が大半であり、産学連携に参画する大学研究者は一部に

限られ、産学間の人材流動化も限定的であるなど、産学連携を通じ

て新たな社会課題に応える大きなイノベーションが生まれにくい構

造にある。

� 公的研究機関が基礎研究成果を実用化に橋渡しする機能の組織ミッ

ション化がされていないことから、大学及び企業との間で組織、人、

成果をつなぐ仕組みが構築されず、その役割を十分に果たせていな

い状況にある。
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２．新たな研究開発施策の提言

（１）危機を乗り越えるための研究開発の方向性

このような状況を踏まえると、国家プロジェクトについては、民間が

担えなくなった長期的な研究開発を強化する必要がある。その際、我が

国が、震災後の厳しい「エネルギー・環境制約」を乗り越え、新しい時

代に対応した産業・社会構造への転換を図るため、まずはグリーン・イ

ノベーション、更にライフ・イノベーションに重点化することが求めら

れる。

また同時に、基礎研究を担い、これを産業界に橋渡しすることが期待さ

れる大学や公的研究機関の充実を図る必要がある。なお、我が国が国際競

争に打ち勝つためには、国の研究開発政策にも国際化の視点が不可欠であ

り、海外の知を積極的に取り入れていく姿勢が重要である。

今回の研究開発小委員会では、民間の研究開発の変化（長期的な研究開

発投資の減少、短期化、重複）を出発点に、それを補完する観点から、国

家プロジェクトや大学、公的研究機関の対応の在り方について主に議論を

行った。

他方、併せて、民間の研究開発投資自体を活性化させ、成果を迅速に事

業化・実用化に結び付けていくための担い手として、「研究開発型ベンチ

ャー」の創出・振興についても議論を行った。これらに対する具体的支援

策については、今後も引き続き検討を行うべきである。

① 新たな国家プロジェクト制度の創設

� よりリスクの高い、実用化まで時間のかかる技術テーマを失敗を恐

れず増やすべきである。

� また、研究開発と事業の両面でポテンシャルのある、世界で勝てる

体制を、グローバルな視点で構築するなど、戦略性の向上が必要で

ある。

� 文科省の実施する基礎研究との連携等、省庁の縦割りを超えた体制

を実現しなければならない。

� 「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」の２つの懸念を解決するため、海外の知を取り込み、それ

に伴う技術流出防止策を講じる必要がある。
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② 基礎研究から実用化への橋渡しの強化（大学及び公的研究機関の在り方

の見直し）

� 大学については、将来の技術の種を持続的に生み出す研究開発水準

の維持・向上と、それを支えるイノベーション創出人材の育成機能

の強化、産学間の人的流動化を促進する制度改革や魅力的な産学連

携拠点の構築、さらには、知や人材の創出拠点としてのポテンシャ

ルを十分に発揮できるような大学改革の推進が必要である。

� 公的研究機関については、橋渡し機能の充実のため、これを組織ミ

ッションとして明確化するとともに、公的研究機関が核となったオ

ープンイノベーションハブの構築のための環境整備を行う必要があ

る。

③ 研究開発成果の事業化促進によるイノベーションの実現

� 国家プロジェクトの成果を円滑に事業化するため、プロジェクトの

開始段階から出口を見据えた知財管理を行うべき。

� 諸外国のライバル企業に対して、技術で勝っても事業で負けること

のないよう、先んじて国際標準提案ができるような体制整備が必要。

� 研究開発プロジェクトの成果を迅速に事業化・実用化に結び付け経

済活性化・新規産業創出に繫げていくためには、その担い手として、

より新規性・機動性に富んだ「研究開発型ベンチャー」の一層の創

出・振興が必要。

（２）新たな国家プロジェクト制度の創設

① 未来開拓研究開発制度の立ち上げ

【概要】

「未来開拓研究開発制度」を開始。

【具体的取組】

実用化まで長期を要するため開発リスクは高いものの、経済・社会

の変革が期待でき、なおかつ我が国企業が世界市場で勝ち抜ける技術
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を国として選び、国の主導の下に産学官のドリームチームが研究開発

を推進する。

技術の選定やプロジェクト推進にあたって経済産業省と文部科学省

が一体的に取り組む体制を構築するほか、プロジェクトの成果をビジ

ネスに結実させるため、新たに創設する業界団体等の内部でのコンセ

ンサス形成を必須としない「トップスタンダード制度」を活用した迅

速な国際標準化提案や認証の活用、知的基盤の質的向上を検討する。

また、長期のプロジェクトを円滑的に実施するために、国が長期にわ

たりコミットする予算制度の活用についても検討する。

② 国家プロジェクトの国際化促進

� 海外企業等との連携促進（国プロへの参画条件の整理）

【概要】

国家プロジェクトへの海外企業の参画が望ましいケースの類型化を

行い、これを踏まえた研究体制の構築を検討。

【具体的取組】

研究開発の効率的な推進や成果の事業化促進のため、必要に応じて

研究開発の初期の段階から海外企業等との連携について積極的に検討

を行うべきであるが、国家プロジェクトに対する既成概念や個々のプ

ロジェクト参画企業等の事情を背景に、このような検討は必ずしも活

発ではない。このため、海外企業等の国家プロジェクトへの参画につ

いて検討し、プロジェクトに海外企業等の参画を検討すべき場合の類

型（技術獲得型、研究環境活用型、市場開拓型）を整理するとともに、

これに基づいた研究体制の構築を進める。

� 海外企業等との連携促進（技術流出防止策の策定）

【概要】

海外との連携に際し、技術の流出を防止する対策を検討。

【具体的取組】

国家プロジェクトへの海外企業参画等により、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とな

る。

このため、研究開発段階における技術流出に関する懸念事項の抽

出・その対応策の現状を踏まえ、我が国の企業、公的研究機関、大学



7

等が研究開発段階で遵守すべき技術流出防止策を検討する。

� 国際共同研究支援プログラムの創設

【概要】

研究開発の空洞化や、グローバルな最先端研究ネットワークからの

我が国研究活動の孤立に対する懸念を踏まえ、海外の研究開発資源を

有効活用した研究開発が国内で実施されることを促進するため、新た

な国際共同研究支援プログラムを創設。

【具体的取組】

国内において、海外のすぐれた研究リソースを活用して行う国際共

同研究開発に対する支援策の検討を進める。その際、アジア拠点化促

進施策との連携を図り、同施策に基づき国内立地した海外企業に対す

る重点支援を検討する。

（３）基礎研究から実用化への橋渡しの強化（大学及び公的研究機関のあり方

の見直し）

① ミッションの明確化

� 大学や公的研究機関の産学連携及び橋渡し活動をミッションとして

明確化

【概要】

研究成果の社会還元を徹底することで、研究活動を効果的かつ効率

的に推進するため、大学の産学連携活動や公的研究機関による橋渡し

活動を、大学や公的研究機関のミッションの一つとして、より明確に

位置づける。

【具体的取組】

・大学の特性に応じ、そのミッションに、産学連携活動を明確に位置

づける。

・公的研究機関の橋渡し活動をより明確化するとともに、研究開発・

橋渡し活動の成果を最大化する評価の実施、国際標準化活動の推進、

研究開発成果の社会への普及の観点からの評価指標の改善、研究開

発・橋渡し活動の予見困難性に即した予算要求・執行・評価の確立、

中期期間を超えた予算運用の確保、研究開発独法の指定寄附金制度

の対象化等の制度改革に向けて、関係省庁・機関と協議しつつ、取
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り組む。

� 大学の産学連携活動の実績と評価に基づく支援の充実や資源配分の

徹底

【概要】

イノベーション創出につながる知の提供を促進するため、大学の産

学連携活動の実績や評価に基づく支援の充実や資源配分の仕組みの徹

底を図る。また、大学における基礎研究から実用化をさらに促進する

ため、大学研究者のチームによる実用化に貢献する研究に対する支援

を充実させる。

【具体的取組】

・現在、文部科学省と共同で検討中の産学連携機能の評価指標の開発

を進め、試行結果を踏まえて、原則大学単位での産学連携機能の総

合的評価を本格実施するとともに、大学の個性・特色の明確化や機

能別分化を促進するような評価に基づく支援制度や資源配分方法を

検討する。

・現在、文部科学省と共同で検討中の未来開拓研究と連携する研究開

発事業における研究体制の構築や幅広い産学連携活動に対する支援

を通じて、チーム型研究体制の拡充を図る。

② 拠点の構築

（ハードの整備）

� 研究設備のオープン化の促進（研究開発資産の有効活用等）

【概要】

国の委託事業等によって大学・公的研究機関が購入した研究開発資

産について、委託事業等の遂行に支障のない範囲で、他の研究開発活

動に転用することや、最先端研究設備に係る民間資金の積極的な活用

等を検討。

【具体的取組】

研究開発資産の有効活用を可能とする運用改善に向けて、関係省

庁・機関と協議しつつ、取り組む。また、最先端研究設備を整備する

際、民間資金を積極的に呼び込むため、公的研究機関を指定寄附金制

度の対象とすることを目指す（再掲）。

また、「つくば総合特区」も活用し、研究設備の有効活用等について



9

検討する。

（ソフトの整備）

� 魅力的な産学官連携拠点の整備（インセンティブ付与、知財マネジ

メント）

【概要】

グローバルな産学官連携拠点を構築・整備し、国内外の企業や研究

者の参画を促進するため、拠点となる大学における外部獲得資金の積

立や繰越の柔軟化により海外研究者招聘や研究支援体制の整備、産学

連携活動へのインセンティブ付与を容易とする仕組みを構築する。

また、産学官連携拠点における、研究開発活動の蓄積・共有化を実

現するため、公的研究機関、技術研究組合等において、オープン領域

とクローズド領域からなる総合知財戦略を構築するとともに、組織を

超えた知財プールのクロスライセンスの運用に関する国内外の独禁法

の運用の明確化と情報の共有化を図る。

【具体的取組】

・産学連携コンソーシアムでの大学制度改革（間接経費率の明確化や

外部獲得資金の積立や繰越の柔軟化等）を要件として盛り込んだ幅

広い産学連携活動を支援する。

・知財プール・モデルの在り方及び総合知財戦略の構築については既

存の専門家会合等を活用し検討を行う。また、知財プールについて

は、独禁法に抵触する可能性を指摘する声もあることから、個別具

体的案件やニーズに即した知財プール・モデルを基に、独禁当局と

の間で議論・認識の共有を行った上で、運用解釈上の整理を行うと

ともに、情報の共有化を図る。

� 公的研究機関のグローバルネットワーク機能強化

【概要】

我が国公的研究機関の研究ネットワークを活用したグローバルな情

報収集・分析機能の強化や、海外及び我が国の公的研究機関が共同施

設利用（双方向のラボ設置）による国際共同研究・研究者交流を推進。

【具体的取組】

海外の公的研究機関や我が国企業との三者共同研究を実施するため、

国際産学官連携共同利用施設の設置に向けた検討を行う。
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（組織を超えた連携の構築）

� 組織を超えた連携の構築

【概要】

個別・具体的事業を進めるにあたって、基礎研究と実用化及びこれ

らをつなぐ橋渡し研究、異分野融合といった水平・垂直統合型の研究

開発活動を行うための体制（組織を越えた連携活動の目標・計画等の

コンセンサス形成とその実施に関する責任体制の仕組み）を整備する。

【具体的取組】

TIA をモデルにして、産総研等を中核としたソーラー、バッテリー、

ロボット等のオープンイノベーション・ハブ拠点の整備、拡充を図る。

また、福島県再生可能エネルギー研究開発拠点推進事業や未来開拓事

業等の実施にあたり、水平・垂直統合型の研究開発を行うための体制

を整備する。

③ 人材育成・流動化

� イノベーション創出人材の育成と活用

【概要】

イノベーション創出に携わる人材のポテンシャルをより効果的に引

き出すため、大学での「教育」に関する大学と産業界のより一層の意

思の疎通・協力連携や、実践的な研究現場の経験の機会となる共同研

究現場での人材育成や中長期のインターンシップの実施、公的研究機

関への企業研究者の派遣等の産学官連携での人材育成を促進するとと

もに、育成された人材の産業界による積極的な採用・活用を促進する。

【具体的取組】

・基盤技術分野等の基礎研究を充実させるために、産業界が、主要業

種毎に、大学に求める教育内容を明確化するとともに、大学へのカ

リキュラム改善点のフィードバックや改善に向けた資金的・人的支

援等、大学での教育内容への積極的貢献を促進する。

・現在、「産学協働人財育成円卓会議」において進められているイノベ

ーション人財の養成や活躍に向けた議論と連携し、大学におけるイ

ンターンシップの正規カリキュラム化や産業界における通年採用の

促進と併せた、修士・博士課程の学生の中長期インターンシップの

拡充について、産業界のニーズを踏まえたマッチング等を支援する。
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� 研究開発人材の流動化の促進

【概要】

産学官における研究開発人材の流動性を高めるために、流動性を確

保するために必要な制度（年金・退職金等の継続性担保、年俸制の更

なる活用等）の改善や、産学連携活動への参画インセンティブの向上

（外部獲得資金による混合給与の導入等）、研究支援人材も含めたキャ

リアパスの多様化に取り組む。

【具体的取組】

・大学における外部獲得資金による混合給与を可能とする方策につい

て文科省と協調して検討する。

・ポスドクや企業の若手研究人材に対する公的研究機関の実践型教育

プログラムを推進する。

また、現在、産総研から一定期間、企業に出向する場合に年金・退

職金を継続可能とする運用について、他の公的研究機関に周知徹底を

図り、他の公的研究機関が同様の運用を実施するための支援を行う。

（４）研究開発成果の事業化促進によるイノベーションの実現

� 国家プロジェクトの出口戦略（知財管理）

【概要】

国家プロジェクトの成果による円滑な事業化を図るため、プロジェ

クトにおける知財管理等の指針等を整備する。

【具体的取組】

ＮＥＤＯプロジェクトを対象に基本的な指針を策定するとともに、

知財管理により成果が生まれた好事例について、一般化に向けた展開

を検討する。

「未来開拓研究開発制度」の制度化において、事業化を加速するた

めに、成果の散逸を防ぐための相互実施許諾の確保や、プロジェクト

参加者以外への成果の提供の管理等を内容とする知財管理の規定を整

備する。

� 戦略的かつ迅速な国際標準獲得等のための体制整備

【概要】

技術で勝って事業で負けることのないよう、事業戦略と一体となっ
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た国際標準化を進めるとともに、ライバルとなる諸外国に先んじて国

際標準を獲得するため、国際標準提案に係る体制を強化する。また、

研究開発成果が円滑に事業化されるよう必要に応じて認証基盤の整備

を図る。加えて、事業者活動を支援する知的基盤の質的向上を検討す

る。

【具体的取組】

国際標準提案に係る従来の制度に加え、業界団体等の内部でのコン

センサス形成を必須としない「トップスタンダード制度」を新たに創

設し、迅速な国際標準化提案を行う体制を強化することにより、横断

分野・新規産業分野や中小・ベンチャー企業等における国際標準獲得・

活用など、国際標準化の戦略的活用を推進する。さらに、必要に応じ

て新技術等の安全性・性能に係る評価基準の策定等を研究開発と一体

的に実施することにより研究開発の円滑な事業化を支える。また、研

究開発、設計・製造、上市、リサイクル・廃棄に至る事業者のあらゆ

る活動を支援する一貫した知的基盤整備を検討する。

� 研究開発型ベンチャーの創出・振興

【概要】

企業等の研究開発プロジェクトの成果を迅速に事業化・実用化に結

びつけ経済活性化・新規産業創出につなげていくためには、その担い

手として、新規性・機動性に富んだ「研究開発型ベンチャー」の創出・

振興が必要。

研究開発型ベンチャーにとっては、遅くとも研究開発段階の終了時

点では、開発した製品・サービスを、国内はもちろん海外を含めた市

場に提供していくための具体的プランが必要。したがって、そのため

に行われるあらゆる経営資源の投入に対し、政府としても、例えば以

下のような具体的支援策を行うことを検討すべき。

【具体的取組】

・出資等のみならず人材の派遣等により経営ノウハウの提供を行うと

ともに、「目利き」機能を有するハンズオン型の民間ベンチャーキャ

ピタル等との連携の下、公的資金による支援を行う。

・最先端の製品・サービスを海外市場に提供する際の各種リスク（現

地政府の意向・規制等）を回避するため、研究開発型ベンチャーの

行う海外市場開拓のための技術実証に対する公的資金による支援強

化を行う。
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・多くの中小ベンチャー企業も活用している、現行の研究開発税制の

拡充を行う。

・欧州において導入が進んでいる、特許等の知的財産から得られる収

益に対し法人税を減免する「イノベーションボックス税制」につい

て、知財活用促進や研究開発拠点の海外流出防止の観点から検討を

行う。

・米国においても、厳しい財政事情の下、高い民間投資誘発効果が期

待されることなどから導入が進んでいる、特定の課題を最高水準又

は最速で達成した者を対象とした「懸賞金（アワード）型研究開発

制度」についても検討を行う。

・カーブアウトによる大企業発ベンチャーを創出するため、２年前に

法改正を行った技術研究組合制度については、「公的な共同研究プラ

ットフォーム」としては機能しつつあるが、これを迅速かつ円滑に

事業化・実用化段階に移行させるための具体的施策の充実を図る。

・また、大学の研究成果の事業化を担う大学発ベンチャーのグローバ

ル市場を念頭においた活動の支援や経営人材マッチングを支援する。

また、大学の研究成果と事業化の間に存在する切れ目（ギャップ）

を埋めて技術移転や大学発ベンチャー創出を促す研究開発資金等

（ギャップファンド）の支援や大学発ベンチャーに対する国立大学

法人による出資可能性を検討し、大学発ベンチャーの資金不足の解

消を図る。


