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1. 事業の背景・目的 

我が国は、高い技術力を背景に良質な製品を生み出し、1980年代までに大きな経済成長を遂げた。ところが、
1990年代以降は、長期にわたり生産性が伸び悩み、国際競争力が低下している。 

我が国の国際競争力低下の一つとして、研究開発の成果を社会的価値につなげる力やイノベーション力が諸外
国に比べて低い点が指摘されている。 

その要因の具体例として、民間企業の研究開発が自前主義に陥っていることや、国際競争が激化していること
により民間企業の研究開発投資の多くが短期的研究に振り向けられていること、我が国の研究人材の流動性が
低いために組織を超えた人材の活躍が見られないこと、我が国が世界の研究者のネットワークから孤立してい
ることなどの課題が挙げられている。 

WEFイノベーションランキング2016-2017年版 世界の研究者の国際ネットワーク（共著関係） 

出典：通商白書2017 

出典：通商白書2017 
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1. 事業の背景・目的 

一方で、研究費総額の対GDP比率は、日本は韓国に次いで世界2位となっており、研究開発活動に積極的に資
源配分している国の一つと言える。 

1990年以降、米国の大企業は、競争環境激化を受けて中央研究所の縮小を相次いで行い、日本でもそれを追
従し「中央研究所の衰退」「研究開発の短期化」が進んだが、 2000年以降、一部の企業では新たな中央研究
所を設立しており、研究開発重視の姿勢が見られる。 

研究開発費総額の対GDP比率 

出典：経済産業省産業技術環境局技術政策企画室「我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向」
（平成30年2月） 

日米の研究開発組織の変遷 

米国 

 AT&T・デュポン・IBMなど基礎研究を活発に行う企業のシェアは高かっ
たが、1990年以降の規制緩和などにともなう競争激化により、研究開発
の重点を中央研究所から事業部研究所へと移すようになった。企業が基礎
研究の割合を減らし、大学が代わりに基礎研究を行う動きがみられた。 

 伝統的な中央研究所に頼るのではなく、インテルは外部の研究所や大学と
の共同研究やベンチャー投資などを通じて、新たな技術にアクセスしよう
としている。 

日本 

 米国と同様、中央研究所ブームと縮小があった。当初は米国企業のキャッ
チアップを主な目的としていたが、1970年代後半に長期的な視野に立っ
た研究を行う場として再定義された。 

 1990年代に入ると、中央研究所の廃止やリストラが進んだ。しかし、近
年では中央研究所を復活・拡大させる動きもあり、キヤノンや富士フイル
ム、セイコーエプソン、日産などは、2000年代中盤以降，新たな中央研
究所を設立している。 

参考：久保田達也「研究開発組織のマネジメント：既存研究のレビューと課題」（社会イノベーショ
ン研究第11巻第2号（2016年3月）） 
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1. 事業の背景・目的 

本調査は、我が国がこれらの課題を打破し、国内外の人材・技術を取り込んで新たな付加価値を創造するため
に、国内外の産業技術をめぐる状況の変化を把握し、課題について調査分析を行うことで、今後の我が国の産
業技術政策の立案に役立てることを目的とする。 

特に本事業の主要業務である研究会運営においては、「産業技術を取り巻くフロンティアの知に触れる機会」
と位置づけ、「先進的な取組事例」や「新たな知見・学説」に関する内容を主な対象とした。 

先進的な事象や取組 

新たな知見・学説 

理論としての一般化、活用・応用 

 産業技術に関する企業等の先進的な取組事例につい
て、その意図や戦略を含めて研究会で議論し、今後、
政策的に深めるべき新たな論点や視点の獲得を期待。 

 先進的な取組を分析し、新たな知見や学説として体
系化を試みている学術研究等について、その内容を
研究会で議論し、新たな政策・施策立案に係るフ
レームワーク等の獲得を期待。 

 世の中に体系化された知識・理論として受容され、
既に政策・施策に活用・応用されているもの。 

 今回の研究会以外の方法でも、獲得可能な知である
ため、本研究会のターゲットからは外す。 

研究会の主なターゲット 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.0 調査対象と方法 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

主要国（米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国）の科学技術政策・産業技術政策の推進体制（政府や公
的研究機関等）や、政策推進のための主要な計画等について文献調査を行った。具体的には、まずJST CRDS
「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略」によって各国のポイントを押さえた。 

特に直近1年以内（2018年1月～2019年1月）において、科学技術関連で特筆すべき動きがあった国について
は、分野横断的な科学技術政策・制度、ボトムアップ型のファンディング制度について、JST CRDS「デイ
リーウォッチャー」等のWeb文献調査を実施した。 

 

2.2 注目すべきイノベーション関連政策や制度 

2.1で調査した主な動向や後述する研究会の内容等を踏まえて、以下のイノベーション関連政策や制度につい
て注目し、その概要等について調査を実施した。 

• 米国 起業家人材育成プログラム「I-CorpsTM」 

• 諸外国における若手研究者スタートアップ支援制度 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

 連邦政府の各省庁がそれぞれ所管分野に関して政策立案と研究開発を
担う多元的な体制であり、科学技術を一元的に所管する省庁はない。 

 科学技術政策の基本的な方向性の決定、推進・調整は大統領府の科学
技術政策局（OSTP）が担う。また、大統領、副大統領、各省長官等か
ら成る国家科学技術会議（NSTC）が大統領府に置かれ、各省庁の政策
調整を行う。 

 全米科学アカデミー（NAS）や米国科学振興協会（AAAS）等の学術団
体が政策立案に大きな影響を与えている。また、ブルッキングス研究
所やランド研究所のような総合シンクタンクや、カーネギー財団のよ
うな非営利団体が、調査に基づく提言活動を展開している。 

 研究開発予算を計上している主な省庁は、2018年度の予算額の大きい
順に、国防総省（DOD）、保健福祉省（HHS（NIH含む））、エネル
ギー省（DOE）、航空宇宙局（NASA）、国立科学財団（NSF）となっ
ている。 

 基本政策は「米国競争力法」と「米国イノベーション戦略」に基づい
ている。米国イノベーション戦略は2015年に改訂されている。米国の
特徴として、基礎研究への継続的な支援が必要だという考え方が貫か
れている。 

科学技術イノベーション政策に関する組織・体制 

 2018年は研究開発関連予算は、研究開発費の定義変更によって削減と
なり、基礎・応用・施設部分の予算が減額された一方で、DODが多く
を占める開発費は増額された。（以前の定義を適用すると前年増。） 

 各省の研究開発予算においても、DOEのハイリスク研究プログラム
ARPA-Eの廃止、HHS（NIH）の研究開発費19％削減、NSF研究開発費
12％削減等が提案された。 

 

科学技術イノベーション政策の主要動向 

米国連邦政府の科学技術関連組織図 

（出典）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（参考資料）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（１）米国 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

米国では、I-CorpsプログラムやCAREERプログラム等、研究ベンチャー支援の強化やキャリア初期の若手研
究者支援が進められている。 

国名 注目すべき研究開発制度の動向 概要等 

米国 NSFのデータ・サイエンス最先端研究支援にアマゾン、
グーグル、マイクロソフトが900万ドルを上限として
支援協力（2018年4月） 

BIGDATAは2017年度のNSF横断型ビッグデータおよびデータ・サイエンス
研究、教育、研究インフラに対する1億ドル超の支援の一環。支援されたプ
ロジェクトが、クラウドベースの保存データやコンピューティングにアクセ
スできるといったクラウドクレジットを受けることができる。 

米国議会下院が「イノベーターから起業家へ」法案を
可決（2018年5月） 

国立科学財団（NSF）のイノベーション部隊（I-Corps）プログラムを更新
し、商業化に備える研究ベンチャーを支援するコースを開発するようNSFに
要求するもの。SBIRと中小企業技術移転（STTR）のグラントの一部をI-
Corps支援に充てることで、I-Corps参加者を増やす。 

NSFが工学およびコンピュータ科学分野の若手研究者
に1億5,000万ドルを投資（2018年10月） 

307名の工学およびコンピュータ科学分野のキャリア初期の研究者（若手研
究者）に対して1億5,000万ドルを投資。今後の5年間で、各々の研究者は最
大50万ドルの研究費を受け取る。また、有望な若手研究者が最先端研究を
進めながら、同時に卓越した教育を進めることができる機会を提供する
Faculty Early Career Development（CAREER）プログラムも開始。 

（１）米国 

（参考資料）JST CRDS デイリーウォッチャー（http://crds.jst.go.jp/dw/）よりMURC作成 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

 ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が研究開発およびイノ
ベーションの促進を中心的に担っており、研究会議やInnovate UK等、
約50の組織を傘下に擁する。 

 BEISだけでなく、保健省（DH）や国防省（MoD）等も傘下に研究所
を抱えており、課題に応じて各省庁が連携しながら対応している。国
防科学技術研究所（Dstl）は米国DARPAを意識した、革新的でハイリ
スク・ハイポテンシャルな研究に対する助成を行う機関である。 

 研究資金助成機関としては、BEISを所管省とし、基礎研究や応用研究
に競争的資金を配分する研究会議、高等教育機関への助成を行う高等
教育資金会議（HEFCs）、企業を対象とするInnovate UKがある。 

 Innovate UKでは、研究開発助成に加えて、カタパルト・センターを
通じた産学連携の加速を図っている。カタパルト・プログラムとは、
特定分野の拠点を産学連携の場として、イノベーション創出や研究成
果の実用化を図るものである。また、Innovate UKは、ポスドクや大
卒者のプロジェクト参画を支援する知的パートナーシップ（KTP）を管
理・運営し、雇用創出や収益増加といった効果があるという。 

 2014年に発表された「成長計画：科学とイノベーション」が現行政策
となっている。 

 

科学技術イノベーション政策に関する組織・体制 

 官民合わせた研究開発費は増加傾向にあるが、2015年度の研究開発費
は日本の4分の1程度である。対GDP比は、産業界の研究開発活動が活
発でないこと等を要因に、近年1.6％前後をほぼ横ばいで推移している。 

 英国の研究者総数（フルタイム換算）は2000年代前半は増加していた。
後半は横ばいに推移していたが、2011年以降は順調に増加している。 

科学技術イノベーション政策の主要動向 

英国の科学技術関連組織図 

（出典）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（参考資料）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（２）英国 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

英国では、米国I-Corpsを模倣したICUReが開始され、研究ベンチャーによる大学研究の商業化が支援されて
いる。また、大学だけでなく企業の研究者を含む、キャリア初期段階のイノベーターに対するファンディング
を提供し、世界中から優れた人材の育成・獲得を図っている。 

国名 注目すべき研究開発制度の動向 概要等 

英国 研究とイノベーションをつなぐ「産業戦略チャレンジ
基金」（2018年4月） 

産業戦略チャレンジ基金（ISCF）は、産業界・社会の重要課題に対処する
べく、英国の起業と研究者を支援。「健康的な老化」「農場から食卓までの
食料生産の変革」「未来の観客」「製造業と未来の材料」等が支援対象の課
題として挙げられている。第1次課題には10億ポンド、第2次課題には7億ポ
ンドが割り当てられた。 

大学研究の商業化プログラムの規模拡大に800万ポン
ド支援（2018年7月） 

米国NSFのI-Corpsプログラムを模倣した大学研究の商業化に向けたイノ
ベーション（ICURe）プログラムを、800万ポンドまで拡大。キャリアの浅
い研究者に対して、商業化への的確な経路を発見できるように指導し、必要
とされるビジネススキルや、人脈、専門知識の獲得を支援。 

世界最高級の人材を獲得するための新規大型ファン
ディング（2018年11月） 

ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）は、科学・イノベーションに
おける最高級の人材を育成・獲得するべく、英国の人材とスキルに対する新
たな大型投資を行うと発表。特にUKRI初の未来のリーダー・フェローシッ
プ制度（Future Leaders Fellowships）では、キャリア初期の大学研究者
や企業のイノベータに対して最長7年間のファンディングを提供。世界中の
研究者に開放されており、最も優れた人材を英国が引き続き獲得できるよう
にするもの。 

（２）英国 

（参考資料）JST CRDS デイリーウォッチャー（http://crds.jst.go.jp/dw/）よりMURC作成 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

 科学・イノベーションの主要所管省は連邦教育研究省（BMBF）であり、
連邦政府の研究開発予算の約60％を管理している。外部からの助言や
協力を得ながら戦略を作成しており、代表的な外部機関としては、連
邦政府や州政府の関連省庁から成る合同科学会議（GWK）や著名な研
究者により構成される研究イノベーション審議会（EFI）、ハイテク・
フォーラム、科学審議会（WR）等がある。 

 研究資金助成機関としては、大学における基礎研究への助成を行うド
イツ研究振興協会（DFG）や、民間企業や非営利団体などに政府が委
託するプロジェクト・エージェンシーがトップダウン型のファンディ
ングの管理・運営を行っている。連邦政府と州政府が分担してファン
ディングしている点も特徴である。 

 研究開発実施機関としては、大学の他に、マックス・プランク科学振
興協会、フラウンホーファー応用研究促進協会、ヘルムホルツ協会ド
イツ研究センター、ライプニッツ科学連合など公的研究協会の研究開
発が活発である。 

 科学技術イノベーションに関する基本政策は「ハイテク戦略」などに
基づいている。 

科学技術イノベーション政策に関する組織・体制 

 ドイツは大学の質が一定である一方、世界のエリート大学に比して優
秀な研究者にとっての魅力度が欠けていたことから、選ばれた少数の
大学に集中的に助成する「エクセレンス・イニシアティブ」プログラ
ムを2006年に開始。2018年以降も継続が決定。 

 2011年に、ハイテク戦略2020の下、「インダストリー4.0」を掲げ、
産官学が一体となって取組を推進。 

 政府支出研究開発費は、連邦政府も州政府も増加傾向にあり、分野と
しては、健康・ヘルスケア、バイオ、エネルギーへの支出が大きい。 

科学技術イノベーション政策の主要動向 

ドイツの科学技術関連組織図 

（出典）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（参考資料）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（３）ドイツ 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

ドイツでは、新たに飛躍的イノベーション復興庁を設立し、イノベーション・マネージャーの裁量の高い画期
的なアイデアの実用化支援を開始。合意形成による審査・評価とは一線を画すことで、画期的なアイデアをサ
ポートする、米国DARPAのマネジメントにも似た、新たな試みと言える。 

国名 注目すべき研究開発制度の動向 概要等 

ドイツ 革新的中小企業向け工業化目前の研究への投資
（2018年5月） 

連邦経済エネルギー省（BMWi）は中小企業の応用研究への投資を強化する
ため、公益の産業研究機関にてこ入れする。科学的・技術的インフラの改善
に向けた投資と並びドイツの構造的に弱い地域における研究開発プロジェク
トを優先的に助成するINNO-KOMでは、予備研究から市場指向開発までを
対象に、全ての成果は中小企業全体の利用に供される。 

飛躍的イノベーション振興庁がスタート（2018年8
月） 

飛躍的なイノベーションの推進を目的とした機関として、画期的アイデアを
実用につなげるための資金および自由を与える飛躍的イノベーション振興庁
を設立する閣議決定。非常に優れた想像力のあるイノベーション・マネー
ジャーを登用し、高い自由度と権限を与え、アイデア発案から応用までのプ
ロセスを自由に選ぶだけでなく、場合によってはプロジェクトの延長や終了
を決めることも可能にする。 

グリーンタレント・コンペティション2018で持続可
能性研究の若手研究者を表彰（2018年10月） 

国連の持続可能性目標（SDGs）実現に向けた世界21カ国の25名の若手研究
者が表彰された。既に230人以上が受賞しており、受賞者はScience Forum
の2週間滞在、自ら選んだ研究機関に3カ月間滞在等、世界的ネットワーク
を形成することができる。 

（３）ドイツ 

（参考資料）JST CRDS デイリーウォッチャー（http://crds.jst.go.jp/dw/）よりMURC作成 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

 大統領を頂点に首相が政策全般を所掌しており、研究戦略会議
（Counseil Strategie Recherche）が国の研究戦略を立案している。
科学技術・イノベーションの主要所管省は高等教育・研究・イノベー
ション省（MESRI）で、政策や予算を所管している。 

 大学やグランゼコールでの研究はあまり活発ではなく、MESRIと関連
省庁の傘下にある、国立科学センター（CNRS）や原子力・代替エネル
ギー庁（CEA）等の国立研究機関が主な研究開発の推進主体である。
また、複数機関の出身者からなる混成研究室（UMR）を設置すること
が一般的になってきている。 

 研究資金助成機関としては、基礎研究から技術移転まで幅広く手掛け
る国立研究機構（ANR）や、中小企業によるイノベーション創出活動
を中心に資金配分をする公共投資銀行（Bpifrance）などがある。 

 2013年に公表され、2020年までを視野に入れた研究戦略である
「France Europe 2020」に掲げられた社会的課題に基づいて、研究の
方向性が示されている。 

 ANRは、2005年より若手研究者の支援プログラムであるJCJCを開始し
ており、１件あたり平均3年間で15万ユーロを支給している。また、博
士号取得者の企業採用を促進するCIFREなどの仕組みがある。採用さ
れた学生の雇用先は、中小・中規模企業の割合が61%であった。 

科学技術イノベーション政策に関する組織・体制 

 政府支出の研究開発費は、2009年までは増加傾向にあったが、リーマ
ンショック以降は減少傾向にある。 

 他方で、研究人材数（フルタイム換算）は増加傾向にあり、2014年時
点で27.1万人となっている。 

科学技術イノベーション政策の主要動向 

フランスの科学技術関連組織図 

（出典）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（参考資料）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（４）フランス 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

フランスでは、若手研究者に対するボトムアップ型ファンディングを行っている。さらに、研究者の起業等に
関するルールの明確化や、ベンチャーへの技術移転強化のファンディング等、研究ベンチャーの創出に取り組
んでいる。 

国名 注目すべき研究開発制度の動向 概要等 

フランス 2018年次共同研究室（LabCom）プロジェクト公
募の開始（2018年1月） 

国立研究機構（ANR）の共同研究室（LabCom）プログラムは、イノベー
ション連鎖の重要なリンクである企業、とりわけ中小企業（PME）や中堅企
業（ETI）との強力な双方向の提携の確立に向けて、このような実行機関を
支援するものであり、共同研究室の立ち上げ段階および初期運用段階の実行
機関に対して、36か月で最大30万ユーロをファンディングする。 

CNRSが若手研究者を対象とした提案公募開始
（2018年4月） 

国立科学研究センター（CNRS）は、画期的・革新的プロジェクトに挑む全
世界・全分野の若手研究者を対象としたプログラム「Momentum」の2次公
募を開始。最高6万ユーロ、2年間のポスドク採用等の助成手当を受けるこ
とができる、分野横断的プログラム。 

研究者の産業界への参画を促進するための措置
（PACTE法案）の採択（2018年9月） 

企業の成長と変革に関するPACTE法第41条が採択された。企業の創設と発
展における研究者の関与について規定するルールを大幅に簡素化し、信頼の
環境を作るもので、会社創設、科学技術アドバイザーの任にあたること、会
社資本への参加、会社のガバナンスへの参加の認可に関する手続きが簡素化
されている。起業や研究コンサルティングへの研究人材の移動を促進し、研
究成果の経済界への移転を促進する措置である。 

MESRIがイノベーション活性化のために取組む3
つの優先課題（2018年9月） 

高等教育・研究・イノベーション省（MESRI）は、フランスをイノベーショ
ンのリーダーとするため、イノベーション・産業基金によるシードファン
ディング措置等を行う「起業家育成の加速」、破壊的イノベーションをもた
らす公的研究由来のスタートアップの創出を促進し、企業との共同研究の強
化を支援する「公的研究と企業との交流強化」、「研究の技術移転環境の構
築」の3つの戦略的課題に取り組む。 

（参考資料）JST CRDS デイリーウォッチャー（http://crds.jst.go.jp/dw/）よりMURC作成 

（４）フランス 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

欧州諸国は、EUの政策との関連性が高いため、EUの動向も記述する。EU Horizon2020プログラムの中では、
ERC先進助成金やERCシナジーグラント等、研究者及び研究者グループに対するボトムアップ型のファンディ
ングが行われている。 

国名 注目すべき研究開発制度の動向 概要等 

EU 欧州全体で269名の研究者がERC先進助成金を獲得
（2018年4月） 

ERC先進助成金はHorizon2020の一環であり、対象研究はあらゆる学問分野
を網羅している。いかなる国籍にも開放されており、今回は27カ国の研究
者が資金援助を受けている。今回は2,167件の研究提案が提出され、その内
12％がファンディング対象に選ばれた。 

50名のERCグラント受賞者が研究成果実用化のため
の追加支援を受ける（2018年5月） 

50名のERCグラント受賞者は、ERCの支援を受けた自身のフロンティア研究
の成果の商業的または社会的な可能性を探るために、POCを通じて、追加の
資金配分を受ける。１プロジェクトあたり15万ユーロが配分されるPOCは、
例えば、ビジネスチャンスの探求、特許出願の準備、科学的概念の実用性検
証などに利用することができる。 

イノベーションの早期市場導入支援のため79件のプ
ロジェクトに1億4,600万ユーロを投資（2018年5
月） 

「欧州イノベーション会議（EIC）パイロット」の下で79件の革新的プロ
ジェクトを支援する。EICパイロットの「中小企業支援策（フェーズ2）」
および「イノベーションに対する早期対応策」の下で、上記プロジェクトは
総額で1億4,617万ユーロの支援を受ける。Horizon 2020の下、起業家、中
小企業、科学者を支援するもの。 

ERCプロジェクトのインパクト調査：79%のプロ
ジェクトがブレークスルーや大きな進歩を生み出す
（2018年5月） 

ERCが資金支援するフロンティア研究の成果として、19％がブレークス
ルーに、60％が主要な科学的進歩につながり、すでに半分が経済、社会、
政策立案に大きな影響を与えている。多くのプロジェクトが学際的であり、
約70％が分野を超えて革新的な相互関係を創出している。 

ERCシナジーグラント、欧州地域の27の研究グルー
プに2億5,000万ユーロを資金支援（2018年10月） 

欧州地域の27の研究グループが、ERCシナジーグラントを獲得した。
Horizon2020の一部であり、2名から4名のトップ研究者からなるグループ
が最先端の研究課題に共同で取り組むために、補完的なスキル、知識および
リソースを結集することに向けられる。 

（参考）EU 

（参考資料）JST CRDS デイリーウォッチャー（http://crds.jst.go.jp/dw/）よりMURC作成 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

 科学技術政策の主な実施主体は国務院傘下の科学技術部（MOST）が
担っている。MOSTは、基礎研究のみならず、産業技術にかかる研究領
域も所管。MOST傘下に、科学技術政策に係るシンクタンクである中国
科学技術発展戦略研究院（CASTED）と、科学技術情報基盤の構築を
担う科学技術情報研究所（ISTIC）が置かれている。 

 ファンディングは大きく、①中央政府が拠出する競争的研究資金、②
傘下機関への資金提供（例 教育部から大学に配分）、③地方政府が
拠出する競争的研究資金の３つに分かれる。 

 そのうち、①はボトムアップ型の研究資金である「国家自然科学基
金」が国家自然科学基金委員会（NSFC）に管理されているほか、トッ
プダウン型の研究資金である「国家科学技術重大プロジェクト」「国
家重点研究開発計画」がMOST等の傘下にある資金管理センターによっ
て管理されている。 

 基本方針は「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006～2020年」に
記載されているほか、「国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016
～2030年）」を発表している。後者は、次期計画を前倒ししたもので
あり、2030年までにイノベーション力世界5位以内に食い込み、2050
年までにイノベーション強国を建設し、世界の科学技術とイノベー
ションの中心になることを掲げている。 

 

科学技術イノベーション政策に関する組織・体制 中国の科学技術関連組織図 

（参考資料）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（出典）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

 政府研究開発費は伸び続けており、地方政府支出が国を上回っている。 

 米国・欧州からの人材呼び戻し政策として、2008年より「千人計画」
が実施されているほか、2011年には海外経験ある若手を呼び寄せる
「青年千人計画」を開始。 

 深圳市では、2011年に「孔雀計画」を打ち出し、海外ハイレベル人材
に1,000～2,000万円、研究チームに1.2億円の一括補助をしている。 

科学技術イノベーション政策の主要動向 

（５）中国 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

中国では、研究者個人に対する税制上の優遇措置や科学技術に資する金融サービス等の制度を新たに導入する
ことによって、大学等研究者の技術移転に係るインセンティブを高めていく動きがみられる。 

国名 注目すべき研究開発制度の動向 概要等 

中国 中国科学技術部、中国工商銀行と科学技術金融の協力
を更に強化（2018年3月） 

中国科学技術部と世界メガバンクの中国工商銀行は科学技術金融の協力を更
に強化することを発表。ハイテク技術企業や科学技術型中小企業に対する金
融サービスの強化、科学技術企業への技術に対する投融資評価を探索、科学
技術イノベーション政策と金融政策を連結・連動させる等、科学技術成果の
技術移転と産業化を支援。 

教育部による大学院生の学術学位論文16275編の抜打
ち検査：不合格論文には6つの普遍的な問題が存在
（2018年5月） 

教育部は全国規模で2014年度大学院生（修士）の学術学位論文の抜打ち検
査を行い、1.76％を不合格とし、「著者の科学研究能力が不足」「論文の
規範性が欠けている」「論文の革新性と価値性が高くない」等の特徴を抽出。
教師による授業の質を業績審査に取り入れる、指導レベルを新入生募集資格
審査の重要指標とする、大学院生の学術に対する敬意を強化する等、課題に
対する助言を行っている。 

大学等の研究成果の実用化促進のための研究者への奨
励金に税制上の優遇措置を決定（2018年4月） 

中国科学技術協会は、職務上得られた研究成果の実用化に伴い得られた現金
奨励の個人所得税における特例措置の実施を定めた。これによって、研究成
果の実用化の促進を図る。 

中国国務院、イノベーションを刺激すべく、多数の新
しい改革施策を講じる（2019年1月） 

中国国務院はイノベーション・創造の活力を更に引き起こすため、新たに以
下３つの取組みについて全国展開を義務付けさせた。①管理・研究職の者に
「技術+現金」でエクイティを持たせる制度、大学等が嘱託する形で企業技
術開発への参加等の技術移転インセンティブメカニズムの強化、②政府系エ
クイティファンドによるスタートアップ企業支援の推進、特許実施保険/特
許被侵害保険の設立等、科学技術に資する金融サービスの革新、③国有研究
機器の市場化運営と共有を推進。 

（５）中国 

（参考資料）JST CRDS デイリーウォッチャー（http://crds.jst.go.jp/dw/）よりMURC作成 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.1 各国の科学技術政策の推進体制やイノベーション政策の主な動向等 

 大統領制であり、トップダウンで政策が展開。現政権は、若手研究者
の待遇改善や研究者主導による基礎研究費を2020年までに2倍に拡大
する方針を示している。 

 科学技術政策を担うのは科学技術情報通信部（MSIT）であるが、科学
技術の革新コントロールタワーを整備・強化することを掲げており、
科学技術政策の調整・諮問機関を一元化する「科学技術革新本部」を
国家科学技術諮問会議に新設するとしている。 

 MSIT傘下の韓国科学技術企画評価院（KISTEP）は国家プロジェクト
の評価や技術予想等を実施するシンクタンクである。科学技術政策研
究院（STEPI）やサムスン経済研究所等も政策提言を行っている。 

 ファンディングはMSIT傘下の韓国研究財団（NRF）が担っており、産
学連携コンソーシアムに伴う資金配分等を行う韓国産業技術評価管理
院（KEIT）もある。 

 2017年に「国政運営5か年計画」を発表し、戦略の1つに「科学技術の
発展が先導する第4次産業革命」を挙げている。科学技術政策は「第4
次科学技術基本計画」に基づいて進められている。 

 海外にいる韓国人科学者やエンジニアに、韓国に来て仕事をしてもら
うようにするためのプログラムである「ブレインプールプログラム」
が1993年に設計され、運営されている。 

科学技術イノベーション政策に関する組織・体制 韓国の科学技術関連組織図 

（参考資料）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

（出典）JST CRDS「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018年）」 

 韓国の研究開発費は増加傾向にあり、対GDP比も10年程度で4.3％近く
まで増加した。 

 韓国の研究者数（フルタイム換算）も増加し続けており、2015年には
35.6万人となっている。 

科学技術イノベーション政策の主要動向 

（６）韓国 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.2 注目すべきイノベーション関連政策や制度 

 米国では、イノベーションを創出する可能性がある中小企業
に対して、グラントを提供する省庁横断型プログラムSBIR
（Small Business Innovation Research）を1982年から実
施。 

 SBIRは、3つのフェーズ（フェーズⅠ：フィージビリティス
タディ段階、フェーズⅡ：本格的研究開発段階、フェーズ
Ⅲ：商業化段階）に分けて、研究段階から死の谷を越えた商
業化を支援している。 

 さらにNSFは、2011年より起業家人材育成プログラムI-
CorpsTMを開始。大学教授、大学院生やポスドク、起業や企業
勤務経験のあるメンター3人一組で応募し、採用されると5万
ドルが支給。 

 7週間をかけて、研究成果を商品化する方法や顧客開発プロセ
スを学ぶ。ワークショップに参加してビジネスプランモデル
を作成し、6週間かけて100件近い潜在顧客と意見交換し、ビ
ジネスモデルを修正し、製品開発を進める。その際、メン
ターは顧客候補の紹介や助言を行う。 

 これまで採択された905チームのうち、361チームが起業して
いる（2017年2月時点）。脳科学の知見を活用した動画作成
を行うネオン・ラボ社、グラフェンセンサーを開発するグラ
フェン・フロンティア社等、起業後に大きく成長した企業も
輩出している。 

米国 起業家人材育成プログラム「I-CorpsTM」 

NIHの商業化支援プログラムの全体像 

（参考資料） JST CRDS「海外の研究開発型スタートアップ支援」（2018年3月） 
  犬塚隆志、岡本摩耶「企業と大学等の連携による人材養成」 NISTEP Hrizon 
  レポート（2018 Vol.4 No.2） 

（出典）犬塚隆志、岡本摩耶「企業と大学等の連携による人材養成」 NISTEP 
Hrizonレポート（2018 Vol.4 No.2） 
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2. 国内外の産業技術をめぐる動向についての調査、整理 

2.2 注目すべきイノベーション関連政策や制度 

 2.1でも見たように、世界中で優れた研究者の頭脳の獲得競争
が激化しており、特に将来の科学技術イノベーションの担い
手として期待される、若手研究者の独立やスタートアップを
支援する制度が諸外国で普及している。 

 欧州各国で支援制度が設けられていることに加えて、2007年
より欧州研究会議（ERC）も若手助成グラントを創設し、5年
間の若手助成金150万ユーロ、独立移行助成金200万ユーロを、
ハイリスク・ハイリターン・ハイインパクトな研究に取り組
む若手（博士号取得後2～12年）を支援。2010年度ノーベル
物理学賞を36歳の若さで受賞したコンスタンチン・ノボセロ
フ氏は、ERCグラント採択者であった。 

 さらにERCは、世界中の優れたPI2～4名のチームが、EU加盟
国等の研究機関で実施する研究に対して、最大6年1,000万
ユーロを支援する「シナジー・グラント」を創設。 

 中国でも、優秀な海外ハイレベル人材を呼び寄せる「千人計
画」に加えて、2011年からは40歳以下の海外経験ある若手研
究者を対象にした「青年千人計画」を開始。研究スタート
アップ資金200～400万元や住宅手当等のサポートを受けるこ
とができる。 

諸外国における若手研究者スタートアップ支援制度 

諸外国における若手研究者支援の事例 

（参考資料） 永野博「世界が競う次世代リーダーの養成」近代科学社（2013年） 
  木村良、阪彩香「青年千人計画に見る中国若手研究者の国際流動状況」 
  科学技術動向（2014年11・12月号） 

（出典）永野 博「世界が競う次世代リーダーの養成」科学技術・学術審議
会人材委員会第80回（2018年4月）  

ERCシナジー・グラントのポジショニング 

（出典）濱口道成「国際的な科学技術動向を踏まえて」第10回科学技術情
報整備審議会資料6（2018年7月）  
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3. 研究会の開催 
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3. 研究会の開催 

3.1 研究会の実施概要 

毎回異なる有識者を講師として招聘し、有識者によって提供される講演内容について、経済産業省の職員等と
の意見交換を行う形式によって実施した。 

講師は、科学技術や産業技術を巡る「先進的な取組事例」や「新たな知見・学説」を持つ有識者を、大学・民
間企業から選定。事務局として研究会を開催・運営し、後日、開催概要を取りまとめた。 

先進的な事象や取組 

新たな知見・学説 

理論としての一般化、活用・応用 

研究会の主なターゲット 講師選定の主な視点 

 企業等における先進的な取組事
例。 

 先進的な取組等を経て、推進責
任者・担当者が得た知見・経験。 

 新たな知見・学説の体系化を試
行している若手・中堅学識者。 

 国の審議会・委員会等への参加
経験が少ない学識者。 

講師選定の主な方法 

文献・Webによる公開情報検索 

過去の調査研究等を通じて得た弊社知見や人
的ネットワークの活用 

技術経営、イノベーション等分野の大学院研
究科ホームページより教授未満の役職で検索 

科研費の研究課題より教授未満の役職で検索 

寄稿やインタビュー記事等を参照 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成30年9月21日（金） 株式会社リバネス 代表取締役社長COO 髙橋修一郎氏 

 当社のコアコンピタンスは「サイエンスとテクノロジーをわかりやすく伝える」こ
と。これは出前実験教室のみならず、アクセラレーターとして対起業家、対企業と
接する上でも強みになっている。 

 大企業のオープンイノベーションをサポートする際は、既存事業の延長線上に無い、
飛び地に未来を創出することを掲げ、共感してもらえる企業と一緒に取り組む。 

 0から1を生み出す取組を進めるには、個人が仕掛けることが重要。個人が「何をや
りたいか」を絞りだすことを大切にしており、0から1を生み出すQPMIサイクル
（Question Passion/Personal Mission/Member Innovation）のフレームワークを
重視している。多数で決めると問題意識のオーナーシップや魂が抜けてしまう。 

 スタートアップや新規事業のように新しいことをやるときは、非合理の中で情熱を
もって切り開いていく姿勢が重要となる。PDCAは100→1000のスケールアップに
は有効だろうが、静止摩擦係数の大きい０→１の段階ではQPMIサイクルが重要。 

 スタートアップは、当然に資金調達も必要だが、法人設立前の夢や仮説のハイリス
クな段階で、信じてサポートするところが重要である。ビジネスモデルや特許も未
だなく、仮説のみの段階。仮説はいくら金銭的投資をしても生み出せないものであ
るため、仮説段階からハンズオンでサポートしてくれるようなパートナーが必要で
あり、そういう場をどのように創っていくかが大事なのではないか。 

 リバネス研究費等を通じて、リバネスには数千人の熱い若手研究者や研究申請書の
情報が蓄積されている。大企業から何か相談案件があれば、そのデータベースを基
に一気に知識・アイデアを集めることができる。これが当社が掲げる「知識製造
業」である。 

 

講演概要 

講演題目・テーマ：コミュニケーターによるイノベーション創出 

(図表出典)株式会社リバネス 代表取締役社長COO 髙橋修一郎氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成30年10月1日（月） 京都大学大学院総合生存学館（思修館） 教授 山口栄一氏 

 日本は科学とイノベーションの同時危機のさなかにある。 

 科学アクティビティ（学術論文数）の変遷をみると、日本だけが21世紀に入って伸
び悩んでいる。さらに、物理学、材料科学、生化学・分子生物学といった「産業の
タネ」となる分野の論文数が減少している。 

 イノベーションのプロセスを、「イノベーション・ダイヤグラム」で見ると、既存
技術Aを出発点とし、演繹により機能や物性などが加えられ、A’が生まれる。Aから
A’は「パラダイム持続型（改善型）イノベーション」にあたるが、これは必ず行き
詰まる。 

 そこで、サイエンスの「土壌」にある既存の知Sに戻り、Sを元にした科学的研究に
よる創発（SからP）が成功すれば、新しい知Pに移り、Pから演繹（開発）された技
術は、パラダイム破壊型イノベーションA*となる。 

 新しい知からパラダイム破壊型イノベーションを生むためには、土壌の中に「共鳴
場」があることが重要。共鳴場は、土壌の中にあり、横に進む科学研究者と、社会
に価値を与えたい人材の出会いの場。 

 かつて、企業の中央研究所は土壌であったが、価値を生まないとして切り捨てたた
め、パラダイムイノベーションを生み出せなくなってしまった。また、近年は、iPS
細胞の例のように、分野を越えた回遊も重要となっている。 

 米国には、ポスドクや無名の科学者を起業家・イノベーターにするSBIRの制度によ
り、サイエンス型ベンチャー企業を多数生み出し、７年後から急速に付加価値を生
み出した。若き科学者を起業家にする取組を10年続けることが必要。 

 同時に、科学行政官を育成する必要がある。科学行政官はイノベーションソムリエ
として、科学的ブレイクスルーを見極めるサイエンティストであり、博士号を持ち、
大学助教相当以上で自ら「創発」の経験がある人がふさわしいと考える。 

 

講演概要 

講演題目・テーマ：科学技術イノベーション政策のパラダイム転換に向けて 

(図表出典)京都大学大学院総合生存学館（思修館） 教授 山口栄一氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成30年10月12日（金） GROUND株式会社 代表取締役社長CEO 宮田啓友氏 

 Amazonを中心とした、米国におけるＥコマース市場の成長や最先端の事例を紹介する。
Amazonは、約15年という月日をかけて米国内の物流ハブ・基幹センターと中継拠点を構築し、
現在でも年間約1兆円の物流インフラ投資※を継続することにより、圧倒的優位を築こうとして
いる。さらに、ラストワンマイルを強化し、出荷頻度トップ2,000品目を1時間以内に配送する
体制をも整えようとしている。 

 Amazonは2012年に買収したKiva Systemの搬送ロボットを最大限に活用し、倉庫内オペレー
ションの自動化を進めている。公開されている映像では、ロボットによる非常に高度なオペ
レーションと倉庫内の最適化を実現しており、技術的にも数年先を走っていると分析している。 

 物流をはじめとする産業ロボットの開発競争はハードからソフトウェアへ移行した。今後は、
iPhoneや電気自動車Teslaのように、ソフトウェアを更新することで新しい機能を提供する
「ワイヤレス・アップデート・システム」が主流になると予測。 

 Amazonは最新技術を買収・開発し、自社で物流インフラを構築している。一方、当社は物流
事業者（荷主）が従量課金で参画できる、先端技術を活用したオペレーションを提供するプ
ラットフォームの構築を目指している。その第１段階として、物流ロボットとAIによる装置産
業化を推進している。 

 現在は次のステージに入り、物流ロボットやソフトウェアの共有・流動化に取り組んでいる。
同一の物流拠点を使用する複数の荷主間で、需要に合わせたロボットやソリューションの共有
および最適配置が可能になる。 

 ロボットソリューションの研究・開発を行うR&Dセンター「playGROUND(プレイグラウン
ド)」を新設し、物流・流通業界が抱える課題の一助となる画期的なロボットの実証実験をはじ
め、その物流オペレーションの研究・開発を行うことにより、早期実用化や最適化を図ってい
る。 

 国内の物流において、最も重要な課題は、物流データのマスタが整備されていないことであ
る。そのため、荷主各々が手作業で物流データを整備しなければならず、テクノロジーによる
自動化推進のボトルネックとなっている。国主導で物流データ・マスタの整備を進めて欲しい。 

※参考 Statista：https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/ 

講演概要 

講演題目・テーマ：Intelligent Logisticsが導く物流の将来 

(図表出典)GROUND株式会社 代表取締役社長CEO 宮田啓友氏 講演資料 

https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/
https://www.statista.com/chart/6527/amazon-shipping-costs/


27 Mitsubishi UFJ Research and Consulting  

3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成30年10月25日（木） 早稲田大学大学院経営管理研究科 准教授 牧兼充氏 

 1980年代に米国のバイオテクノロジーを対象としたZucker & Derbyの一連の研究にお
いて、遺伝子配列の発見に貢献した327人のスター・サイエンティストは、研究者全体の
0.7%の人数で、17.3%の論文を出版している。スターが関与したベンチャーは、特許数、
製品数等の成果も多く、業績も高かった。成功したバイオベンチャーの４割の経営にス
ターが関与しており、７割はスターとの共著論文を出している。 

 また、ベンチャーと関わるとスター・サイエンティストの研究パフォーマンスも上がる。
定性的であるが、ベンチャーでの実務を通じて、実用化を見据えた社会的インパクトの
高い研究テーマが設定できるとのヒアリング結果もある。 

 日本も1980年代には、スターの人数は米国に次いで世界２番目に多く、企業との連携率
も高かった。契約によらないインフォーマルな共同研究から共著論文が生まれ、企業が
特許化し、その見返りに奨学寄附金を渡す日本型メカニズムがうまく回っていた。しか
し、1998年のTLO法制定後、米国型産学連携を模倣したことで日本型メカニズムが成立
しなくなった。 

 「医療界のエジソン」と呼ばれたスター・サイエンティストのRobert S. Langerは、基
礎研究が応用研究に影響されることがあるとしている。「基礎研究」は実用的でないと
思われがちだが、真理の追求のみを目指す「ボーア型」のものと、真理の追究と実用性
の両面をもつ「パスツール型」のものがあり、多くの分野がパスツール型に属する。 

 米国では、スターの周りにベンチャーが集積している。スターが持つ最先端の知は、ま
だ論文や特許により形式知化されていない暗黙知の割合が多い。ベンチャーがスターに
近接して立地し、共同研究を行うことでスターの知がベンチャーに移転される。 

 現在の日本におけるスター・サイエンティストの分布を見ると、東大・阪大・理研に多
いが、地方の大学にも幅広く分散していることがわかる。また、スター・サイエンティ
ストと起業の関係を見ると、ポスドク時代の指導者が起業や共同研究活動をしているか
どうかということが大きい。 

講演概要 

講演題目・テーマ：スター・サイエンティストと日本のイノベーション 

(図表出典)早稲田大学大学院経営管理研究科 准教授 牧兼充氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成30年11月8日（木） 東京工業大学物質理工学院 教授 一杉太郎氏 

 元気な大学であれば、質の高い学生が集まって、良い人材を産業界に輩出し、その人
材によって産業が発展し、産業界にとっても大学が魅力的になる。すると、さらに大
学が元気になる、というのが理想的なサイクルだと考える。 

 メディアで「大学の研究力が低下している」という記事を目にするが、これでは産業
側の投資も減り、学生が集まらない負のスパイラルに陥ってしまう。化学・材料分野
では、海外より研究環境が整備されているという現場感覚を持っている。大学院で博
士課程に進学する学生は半分になっているのに、論文は4%しか減っていないし、特
許は増え、起業も増えている。大学はメディアとコミュニケーションを取り、正しい
情報を伝えていく必要がある。それにより、大学を「前向き」に支援していく雰囲気
を作り、企業や学生を惹きつけることが重要。 

 大学の研究者は、まず、体系的なマネジメント理論を学び、研究のマネジメントと生
産性向上に向けた努力を行うべき。次に、魅力的な研究テーマの選定が重要になって
くる。学生がやる気を出してくれるようなテーマ設定が必要。 

 自身の研究室では、「AI/ロボットを活用した材料研究」を推進。学生が減少する中、
実験室の作業を自動化することが不可欠。AIやロボットに繰り返し作業は任せて、
研究者は、新しい発想を生み出すような、付加価値が高い研究活動に注力すべきだと
考えている。 

 NEDOには、研究室独立時に「若手研究グラント」で大変お世話になった。ステージ
ゲートで打ち切りになったときに、担当者が、自身の強みや個性を生かせる研究テー
マに変更するよう親身に相談に乗ってくれた。研究を深く理解して評価や助言をする
「Peer」（仲間）の存在は、新しいチャレンジをする上で非常に重要だと考える。 

 近年、研究奨励賞や奨学金、ファンディングの審査過程において、「人」を見て評価
すべきところを、エビデンスベースで数字を評価され、馴染まないと感じることがあ
る。数字だけでなく、Peer（仲間）による「人」の評価も重視するべき。 

 

講演概要 

講演題目・テーマ：前向き、発展的に、大学と産業の新しい関係を模索する 

(図表出典)東京工業大学物質理工学院 教授 一杉太郎氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成30年11月27日（木） 東京工業大学環境・社会理工学院 教授 梶川裕矢氏 

 国の経済成長は、主に「イノベーションシステム」「国のガバナンス」「経済のオープ
ンネス」「政治システム」の4つの因子で決まる。その中でも、論文数や特許数などから
成る「イノベーション力」とGDPの相関が高い。 

 イノベーションの定義は多様だが、OECDのオスロマニュアルでは、「新たな製品や
サービス、マーケティング手法等の社会実装」といった定義をしており、「事業をやめ
て収益性を改善する」、「M&Aによる事業領域拡大」といった内容はイノベーションと
呼ばないとしている。 

 イノベーションを論じた文献は多岐に渡る。従来型の”Linear”や”User-driven”の他、近
年は”Ecosystem”などが新たなイノベーションモデルとして注目され、多様なタイプの
イノベーションが同時多発的に生じている。ベストプラクティスを求められることが多
いが、万能薬はなく、条件が変われば妥当性も変わるため、技術や事業の特徴に応じた
イノベーションの方法を選択する必要がある。近年は特にエコシステム型のイノベー
ションにおいてプラットフォーマーが収益の大部分を享受しており、このタイプのイノ
ベーションにおいて、特に日本は立ち遅れている。 

 計量書誌学とは、論文、特許、その他の書誌情報を定量的に分析し、研究開発や科学技
術政策の意思決定のエビデンスとして活用していく学問分野である。政策決定を厳密に
エビデンスベースにすることは難しいが、少なくともエビデンスを踏まえた意思決定で
あるべきと考えており、そこに計量書誌学が貢献できる。 

 計量書誌分析が可能な学術俯瞰システムでは、研究開発動向を把握した上で萌芽的領域
を抽出したり、異なる分野の関連性の分析により革新的研究開発課題の設計などが可能。
特に現状の記述的な分析に加え、新たな革新的研究開発課題の設計を行うことは他のシ
ステムでは実施できない。例えば、燃料電池の研究者が、関連性分析により燃料電池の
知見をアンモニア合成に使えるという新たな知見を得て、現在も研究を進めている。 

 データ分析の成果を組織で活用するためには、実施能力に加えて、組織的な分析・企
画・評価能力をどう高めるかが重要となる。 

講演概要 

講演題目・テーマ：イノベーションとイノベーションモデル 

(図表出典)東京工業大学環境・社会理工学院 教授 梶川裕矢氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成30年12月20日（木） 東レ株式会社 オートモーティブセンター 主幹 尾関雄治氏 

 2002年に創業以来初めて営業赤字となったため、不採算事業の整理と並行して、研
究開発においては自前主義からの脱却を目指し、2005年より全社的にオープンイノ
ベーション（OI）推進に取り組んだ。 

 当社のOIの取組は大きく三つある。一つは社外技術活用型OIで、エージェント経由
で世界中の技術を集めてくるもの。二つ目は技術育成型OIで、国プロ等に参画して
他社と一緒に長期的な技術をつくるもの。三つ目はサプライチェーン連携型OIで、
ボーイングやユニクロ等の顧客企業と一緒になって開発を進めるもの。 

 外部技術活用型OIの事例として、DNAチップのアレイ内において、血液中の特定物
質と反応するDNAマーカーの提供を募り、社外から得られた知見などを元に、13種
類のがんをまとめて検知可能なシステムが開発できた。また、スマートフォン画面に
指紋痕が残らないようにするコーティング技術も、このタイプの事例である。 

 特に、社外技術活用型OIは、強いコア技術があり、強い周辺技術も部分的にあると
きには、補完する良い周辺技術が集まりやすく、成功確率は非常に高い。他方で、コ
ア技術はあるが周辺技術がほとんど無い際の成功確率は低くなりがちで、コア技術が
ない場合の成功確率はほぼゼロである。 

 最初に直面する主な課題は、NIH症候群（Not Invented Here syndrome：「ここ
で発明されたものでないから受け入れない」症候群）、不確実な取組に対する投資判
断、オープン／クローズの切り分けである。特に難しいのがオープン／クローズの切
り分けであり、コア領域の特定がポイント。 

 2010年ころからOIが浸透してきたが、新たな課題が出てきている。一つ目は、OI活
動は属人化しやすく、担当が変わると突然止まってしまうことが良くある。二つ目は、
OIから革新的な新事業が創出されにくいことであり、小粒な技術導入で終わりがち
である。OI組織をつくるだけでなく、経営トップがコミットして、組織横断的な体
制を整備することで、実行力がでてくる。 

講演概要 

講演題目・テーマ：オープンイノベーションを活用した新商品、新事業の創出 

(図表出典)東レ株式会社オートモーティブセンター 主幹 尾関雄治氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成31年1月17日（木） オムロンサイニックエックス株式会社 代表取締役社長 諏訪 正樹 氏 

 オムロンサイニックエックス（OSX）は2018年に設立。社名は、オムロンの創業者 立
石一真氏の提唱した「SINIC理論」に由来する。創業者は、「経営者の仕事は未来を語
ること」と考え、未来をどう捉えて経営の羅針盤にするかを日頃から考えており、1970
年の国際未来学会で、社会と科学と技術の相互進化を基盤とする「SINIC理論」を発表
した。 

 1960年代、オムロンは世界初の社会システムの一つとしての自動改札機を開発した。自
動改札機の基本的なコンセプトデザインは60年経過した今も変わっておらず、いかにプ
ロダクトやシステムの近未来をデザインすることのインパクトが大きいかが分かる。 

 OSXは、創業者が暗黙知・ノウハウとしてやっていた思考（近未来デザイン）を仕組み
化する「ソーシャルニーズの創出プロセスを組織知化するための組織」。 

 近未来デザインは、単なる未来予測ではなく、事業アーキテクチャとして、必要となる
ビジネスモデルや技術、知財を明確にする。事業アーキテクチャを考える段階では、社
内に閉じることなく描き、ステークホルダーを検討し、それらにもとづいてオムロンが
どこで貢献できるかを考える。現状との間にある「ジャンプ感」を克服することがカギ。
既存の事業やビジネスモデルに縛られずに描くことも重要。 

 近未来デザインから出てきたアイデアや、事業部の中で埋もれていたアイデアは、イノ
ベーション推進本部というプラットフォームに移し、会社のプロジェクトとして成果創
出を目指す。思いを持つ社員は誰でもプロジェクトに参画するチャンスがあるので、自
分ごととして本気で取り組むことができる。 

 OSXは近未来デザインの象徴的組織であり、従来の事業から離れた「出島」であるため、
社内にいるとなかなか出会えないような方々と議論することができる。社会インフラの
将来を考える電力・ガス事業者、フィンテックが金融をどう変えるかを考える金融事業
者、リテール・飲料メーカー、ベンチャー企業、地方自治体等、様々な方との議論を進
めている。 

講演概要 

講演題目・テーマ：近未来デザインによるソーシャルニーズの創造 

(図表出典)オムロンサイニックエックス株式会社 諏訪正樹氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成31年1月22日（火） 株式会社ZMP 代表取締役社長 谷口 恵恒 氏 

 2001年の創業当初は研究用ロボットを提供していた。その後、家庭用ロボットの量産に
力を入れ、家庭用二足歩行ロボット、自律移動型音楽ロボットを発売。しかし、2008年
のリーマンショックを機に、自動運転車両の開発に着手。現在は、ロボットおよびその
サービス会社として、人材をグローバルに募集し、約30ヶ国から採用。日本語能力も不
問にしている。 

 信頼性の高い独自の自動運転技術の、私有地における早期商用化を進めている。単なる
デモンストレーションやセレモニーにとどまらないことが大事。大手建機メーカーやゼ
ネコンと建設機器の無人運転を進めている他、空港内の荷物搬送カートの2020年自動運
転化に向けた実証実験を進めている。 

 完全自動運転（レベル４）の実現に向けて、東京都の支援事業で、日の丸交通と自動運
転タクシーの営業サービスの実証を実施。車両や人の往来が少ない状況では、ドライ
バーの介入をまったく必要とせず自動運転で目的地まで到着し、事故なく期待以上の成
果を挙げた。一方で、危険な割り込みがあった際にドライバーの介入が必要になるなど
課題も明らかになった。地方での実証実験に向けた具体的な検討も進んでおり、公共交
通が不足する地方の「交通弱者」を「交通楽者」にしたいという想いがある。 

 2016年に物流支援ロボットCarriRo®を商品化。これまで100社以上に納入し、海外で
も中国、韓国、シンガポール、タイに納入実績がある。さらに、屋外での近距離搬送を
行う宅配ロボットCarriRo® Deliを開発。品川駅近辺のビルや慶應SFCキャンパス、東大
本郷キャンパスでの実証実験等を進めており、2019年内に量産を計画している。宅配ロ
ボットは、欧州ではスターシップテクノロジーズ、中国ではジンドンが、実環境・公道
での実証実験を行っており、自社も自動車やバイク、歩行者等が行き交う場での実験が
できないと、実用面での課題の洗い出しが進まない。規制緩和を求めたい。 

 自動運転は道路環境や交通ルールに依存し、各フィールドに適合するAIを作り込むこと
が必要。米国や中国企業も各フィールドで必死に実証・開発を繰り返しており、その代
表格であるGoogleは「競合でなく同志」とお互い認識している。 

講演題目・テーマ：株式会社ZMPの取り組み 

講演概要 

(図表出典)株式会社ZMP 提供資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成31年1月24日（木） 株式会社電通国際情報サービス 2020テクノロジー＆ビジネス開発室 
    オープンイノベーションラボ 森田浩史氏 

 2008年のリーマンショックで当社は創業以来初の営業赤字に陥り、経営基盤の強化
と併せて、新たな強みの創出が喫緊の経営課題となっていた。そこで、「最新のテク
ノロジーを積極的に取り入れ、オープンイノベーション（OI）で価値を協創する」
ことを目的にオープンイノベーションラボ（イノラボ）を2011年に設立した。 

 イノラボでは「最新のテクノロジーを使い、試作と実証により他社に先駆けて価値を
証明できれば、ビジネスも成立するはず」という仮説に立ち、早く作って早く発信す
ることに取り組んでいる。消費者に提供できる「価値のデザイン」も行ったり、新た
なアイデアを出しやすくするために、明るく楽しく取り組むことも重視している。 

 東京大学の暦本純一教授や筑波大学の落合陽一学長補佐・准教授のような未来志向の
有識者からのアイデアを取り入れ、事業会社として受け止めることで、社内の思考を
大きくストレッチさせるようにしている。 

 「スマートシティ」「スポーツ」「モビリティ」「食」の4領域でOIを推進。スマー
トシティ関連では、大阪で街の情報を発信するプラットフォームを立ち上げた際には
商業施設の情報配信にとどめず、来街者の笑顔度を判定するサイネージを設置するな
どで街の活性化につなげた。一方、北海道で指紋認証技術を活用したキャッシュレス
タウンの実証実験を行った際には、個人情報を預託することへの抵抗感が浮上した。
テクノジーをユーザーが受容するかは、やってみて初めて分かるものである。 

 地方創生関連では、宮崎県綾町において、ブロックチェーン技術を活用し、有機野菜
の栽培履歴等を証明書として管理。従来は、手間の割に販売価格に反映できなかった
が、ブロックチェーンで消費者のプロセス信頼性へのニーズと、有機栽培の生産プロ
セスが生み出す価値をマッチング。販売価格を上げても完売することができた。 

 OIの出口はプロジェクトごとに多様で、当初の想定とは異なる成果が出てくること
が多い。協業相手の強みを生かすことで、共に成長できるという側面もある。 

講演概要 

講演題目・テーマ：〜 2020 and Beyond 〜 Open Innovationの取り組み 

(図表出典) 株式会社電通国際情報サービス 森田浩史氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成31年2月4日（月） 復旦大学生命科学学院 教授 服部素之氏 

 中国出身の妻の希望もあり、中国でポストを探すことになった。Nature Jobs等の公
募サイトから応募して複数のオファーをもらい、復旦大学にPI（研究室主宰者：教授
職）として採用された。研究室立ち上げ時には、「青年千人計画」にも応募し、採択
された。 

 過去10年で中国は、基礎科学の論文数が366％増加し、トップ10％論文も543％増
加しており、量も質も急伸。 

 研究の量と質を伸ばすためには、優秀な研究者と研究費が必要。中国政府は、2008
年から海外の優秀なシニア研究者を招致する「千人計画」を、2011年から40歳以下
の若手を対象にした「青年千人計画」を実施。青年千人計画採用者の大半は、海外留
学している中国人で、中国の大学で研究室を立ち上げる際の補助として利用。この
10年間で7,000人以上の研究者が帰国している。また、日本の科研費に相当する基
礎研究資金の額は、21世紀に入ってから毎年10～20％伸び続けている。 

 採用時の判断は、過去の研究業績を重視しており、インパクトファクター（IF）の高
い論文を出していることが強く求められる。その一方でIFに留まらない研究内容その
ものも重視されるようになってきている。優秀な人材を採用するため、面接の交通費
を支給。さらに、採用チームが海外出張して、大学や研究機関にいる研究者を面接し
て回ることもある。 

 研究費審査でも研究業績を重視。IF至上主義の傾向がまだまだ強いが、研究者コミュ
ニティーの成長につれ、論文実績に加え、研究内容そのものを評価する流れも感じる。 

 企業との共同研究が強く推奨されているとは感じないが、特許の取得は勧められてい
る。特許の権利の研究者取り分が1/3～2/3程度に定められており、産学共同研究や
ベンチャー企業設立による実用化の取組を行うインセンティブになっている。 

講演概要 

講演題目・テーマ：中国でサイエンスをするということ 

(図表出典)復旦大学生命科学学院 教授 服部素之氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成31年2月7日（木） 株式会社メルティンMMI 代表取締役 粕谷昌宏氏 

 人間は知能によって機械や道具を発明し、環境を変化させて活動領域を拡大してきた。
一方で、近い将来、機械や道具を身体を使って操作することが、発展のボトルネック
になる可能性があり、身体に依存しない新たな手法が必要になると考えている。そこ
で、人と機械が融合するサイボーグ技術によって、人間の可能性を広げることを当社
のビジョンにしている。 

 サイボーグ技術は大きく二つの要素があり、一つは多彩な生体信号を高精度かつリア
ルタイムに解析し、信号の意味を識別する生体信号処理技術である。もう一つは、人
間の手の複雑な動作をワイヤー駆動によって実現するロボット技術である。一般的に
は、器用さ（関節数）とパワーはトレードオフになっているが、当社の技術は、人の
手と比較しても遜色ないほどの、器用さとパワーが実現できている。 

 最終的には、脳さえあればあらゆる身体行動を可能にするサイボーグ技術の実現を目
指している。三本目の手・腕を制御するなど「身体的制約の突破」、遠隔地のアバ
ターロボットをリアルタイムに動かす「空間的制約の突破」、脳とコンピュータの連
携により直接伝達する「正確・迅速な意思疎通の実現」を目指している。 

 アバターロボットのコンセプトモデルとしてMELTANT-αを開発した。人間の大人と
同程度のサイズで、ロボットハンドは特殊なワイヤー技術によって人間の腱のような
動きを模しながら、耐久性も実現している。また、リアルタイムの操作性も実現して
おり、地球2/3周分の距離でも、ほとんど遅延なく操作可能なことを確認している。 

 2020年ころまでに量産モデルを完成させ、2021年に市場投入することを目指す。危
険な作業や過酷な環境から導入されていくことを想定している。 

 創業翌年の2014年にNEDOの起業家シリコンバレー派遣事業に参加したことで、ビ
ジネスやプレゼンスキル、投資家の認識を学ぶ良い機会となった。また、サイボーグ
が実現した社会の倫理観を議論する国際サイボーグ倫理委員会を設立し、議論を開始
しながら参加者を募っており、国のバックアップがあると大変ありがたい。 

講演概要 

講演題目・テーマ：MELTINのサイボーグ技術とその社会実装活動 

(図表出典)株式会社メルティンMMIホームページ 
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3. 研究会の開催 

3.2 各研究会の概要 

平成31年2月21日（木） 東京大学政策ビジョン研究センター 特任講師 江間有沙氏 

 技術と社会の関係を考える際、新しい技術が社会を変える「技術決定論」や、社会や
関係者が技術の発展の方向性を決める「社会決定論」ではなく、科学技術と社会の相
互作用といった観点から検討を進めていく必要がある。また、社会との関係を議論す
る際にも、「調整型」と「再構成型」の二つのアプローチがある。 

 調整型は、先進技術の導入によって社会の課題を解決しようとする際、人材や法、倫
理などの多面的な影響を踏まえて、「この技術が社会に受け入れられるためにはどう
していけばよいか」というアプローチ。再構成型は、社会問題の設定そのものが正し
いか問い直すアプローチであるため、制度や考え方を改めて技術そのものが不要にな
るという結論もあり得る。人文・社会科学の知見はステイクホルダー間の議論の調整
だけではなく、根本となる問題設定や価値を見つめ直す上でも重要である。 

 自動運転を例にすると、調整型では「自動運転車導入」のための障害をどう取り除く
かという技術視点になりがち。再構成型ではそもそもの目的である、人と車が安全に
空間を共有する方法や価値の変遷についても模索する。二つのアプローチは、優劣で
はなく、両方のプランのバランスをとることが重要である。 

 AIの倫理を取り巻く状況を世界的に見ると、産業界では、抽象的な原理原則論から、
業種や企業ごとにどう取り組むかの具体論に移っており、米国ではプラットフォー
マーを中心としたPartnership on AIが、事例収集からアルゴリズムが抱えるバイア
スの克服を議論している。学術界は、哲学科の下にAI研究センターを設立する動き
が広がっている。IEEEでもAI倫理のプロセス標準に関する議論が開始された。官で
は、すでに60か国以上がAI戦略を策定。ドバイでは、20代のAI担当大臣が誕生。 

 日本の取組を見ると、産業界では研究開発で追いつくことが重視され、倫理への関心
が低い。官の議論は原則作りに注力しているが、世界では産学官民が協力して具体的
な手続きや事例研究に関するデータを得る段階にシフトしている。一方で、地政学的
な位置づけから、海外の専門家からの日本に期待する役割も大きい。 

講演概要 

講演題目・テーマ：人工知能が浸透する社会での人文・社会科学の研究と貢献 

(図表出典)東京大学政策ビジョン研究センター 特任講師 江間有沙氏 講演資料 
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3. 研究会の開催 

3.3 研究会を通じて得られた示唆や主な論点等 

個人・人に焦点を当てたファンディング等の支援が重要 

• 諸外国では、若手研究者のキャリアスタート時の設立支援や海外研究者を呼び込む制度、研究者個人のボトムアップ型の
研究テーマを支援する制度等が行われており、最先端の「知」を求める国際競争が繰り広げられている。また、米国「I-
CorpsTM」や英国「ICURe」のように、研究室から起業家人材を輩出する人材育成プログラムも開始されており、起業家
人材を介した技術移転が一層進むことが見込まれる。 

• 研究会においても、「最もハイリスクな仮説・アイデア段階の個人のサポートが重要」 「新しい挑戦をする上では仲間
（peer）の評価や助言は重要」 「スターサイエンティストがベンチャー企業の業績を押し上げ、ベンチャー企業と関わ
ることで研究業績も向上する」「若き科学者を起業家にする取組を10年続けることが必要」など、バックグラウンドの異
なる講師から、個人・人に着目した支援等が重要であるという主張があった。 

• ハイリスク・ハイリターンな取組を支援する国の研究開発の性格を踏まえると、個人・人に対する支援を通じて「人を育
て、技術を育て、新たな市場や産業を創出する」ことが求められているのではないか。実際、経済産業省・NEDOは、か
つて「先導的産業技術創出事業（若手研究グラント）」を通じて、1千人近くの若手研究者のボトムアップ型の研究を支
援し、研究者としてのキャリアアップだけでなく、実用化・事業化の面でも一定の貢献を果たしている※。 

• 第四次産業革命の到来、イノベーションモデルの多様化といった昨今の産業技術を取り巻く環境を踏まえて、若手研究グ
ラントの今日的な意義を再評価し、新たな若手研究策の支援策を検討することも一案ではないか。 

 

研究開発は未来の産業や事業をデザインして不足を埋めるための選択肢の一つ 

• 研究会を通じて、イノベーションを創出するためには、科学技術のブレークスルー以外の要素も重要であることを示唆す
る主張があった。（ただし、産業の基盤・根幹をなすような技術については、今後も継続的に研究開発を進めることが産
業政策的にも重要だと考えられる。） 

• 例えば、一つの製品・システムでもアーキテクチャ設計やデザインといった要素が重要である。さらに、製品・システム
が社会に実用化され、普及していく上では、法制度や倫理、文化など、社会システムを構成する要素を調整したり、再構
築することを検討するプロセスが重要である。 

（※参考資料）NEDO「産業技術シーズ発掘事業における 大学・公的研究機関等の研究開発への取組に関する調査」 
    https://www.nedo.go.jp/content/100863869.pdf 


