
239

「ものづくり技術」は、製品、プロセス等に新たな
価値を付加し、我が国の経済を支える産業の国際競争
力の強化のほか、生活水準の向上や安全・安心の確保
など国民生活における課題の達成に貢献するものであ
る。第4期科学技術基本計画（2011年8月19日閣議
決定）の中でも、我が国の産業競争力の強化に向けて、
多様な市場のニーズに対応できるよう、新たなものづ
くり技術の共通基盤の構築が求められている。ものづ
くりを更に強化しつつ、新たな産業基盤を創出するた
め、最先端の計測分析技術・機器の研究開発や最先端
の大規模研究開発基盤の着実な整備及び共用等を通
じ、多くの産業に共通する波及効果の高い基盤的な領
域において、世界最高水準のものづくり技術の研究開
発を推進することが重要である。

（1）�ものづくりのニーズに応える新しい計測分析
技術・機器の研究開発

先端計測分析技術・機器は、世界最先端の独創的な
研究開発成果の創出を支える共通的な基盤であるとと
もに、その研究開発の成果がノーベル賞の受賞につな
がることも多く、科学技術の進展に不可欠なキーテク
ノロジーである。このため、（独）科学技術振興機構
が実施する「研究成果展開事業（先端計測分析技術・
機器開発プログラム）」を通じて、世界最先端の研究
者やものづくり現場のニーズに応えられる我が国発の
オンリーワン、ナンバーワンの先端計測分析技術・機
器の開発などを産学連携で推進することで、研究開発
基盤の強化に取り組んでいる。開発されたプロトタイ
プ機が製品化に至った事例は、2012年度末の時点で
28件になる。

2012年度は、ターゲット指向型の研究開発を強化
し、グリーンイノベーションへの貢献として、太陽光
発電、燃料電池、蓄電池等の飛躍的な性能向上と低コ
スト化を目指す研究開発成果の創出に必要となる計測

ものづくりに関する基盤技術の研究開発1. 分析技術・機器の開発を推進した。

（2）�イノベーション創出の基盤となるシミュレー
ションソフトウェアの研究開発

ものづくりに必要となる高性能・精緻化した最先端
の複雑・大規模シミュレーションソフトウェアの研究開
発を緊密な産学連携体制の下で推進した（イノベー
ション創出の基盤となるシミュレーションソフトウェア
の研究開発事業）。2012年度は、広範にわたる産業界
のニーズを反映したソフトウェアを完成させ、フリーソ
フトウェアとして広く一般に公開した。その際、専門
的な知識を持たない一般の技術者でも容易にソフト
ウェアを利活用できるようにするためのユーザーマ
ニュアルの拡充を行うとともに、開発したソフトウェア
のアウトリーチ活動等に利用するため解析事例のデー
タベース化を推進した。これらの施策により、高度な
ソフトウェアの戦力化が促進され、産業イノベーショ
ン創出の強化に大きく貢献できることが期待される。

（3）�最先端の大規模研究開発基盤の整備・活用の
推進

①X線自由電子レーザー施設（SACLA）の整備・共用
SACLA（SPring-8 Angstrom Compact Free 

Electron Laser）は、波がそろっており、短パルス
の光である「レーザー」と、原子を見分けることので
きる高い空間分解能を持った輝度の高い光である「放
射光」の両者の特徴を併せ持つ光である「X 線自由電
子レーザー」を利用できる世界最高性能の研究基盤施
設である。この光を用いることで、例えば、原子レベ
ルの超微細構造、化学反応の超高速動態・変化を瞬時
に計測・分析することが可能になる。第3期科学技術
基本計画における国家基幹技術として、2006年度よ
り国内の300以上の企業の技術を結集しつつ開発・整
備を進め、2011年6月に世界最短波長の光の発振に
成功、2012年3月に広く研究者等への共用を開始し
た。また、SACLA の共用開始後、早期に利用研究を
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開拓していくことを目的とした ｢X 線自由電子レー
ザー重点戦略研究課題注1｣ を実施した。今後、医薬品
や燃料電池の開発、光合成のメカニズムの解明など、

幅広い研究分野で革新的な成果が生まれることが期待
される。

注1　 X 線自由電子レーザー利用推進計画において重点的に推進すべき分野として「生体高分子の階層構造ダイナミクス」及び「ピコ・フェムト秒ダイナ
ミックイメージング」が指定されている。

写真：SACLAの鳥瞰図（兵庫県佐用郡佐用町）
提供：（独）理化学研究所

写真：スーパーコンピュータ「京」（兵庫県神戸市）
提供：（独）理化学研究所

写真：電子を光速近くまで加速するCバンド加速管

図：自動車の風洞解析シミュレーション

②革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・
インフラ（HPCI）の構築
革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・

インフラ（HPCI）は、世界最高水準の計算性能を有
するスーパーコンピュータ「京」を中核とし、多様な
利用者のニーズに応える革新的な計算環境を実現する
ものである。「京」は2012年6月にシステムが完成し、
同年9月末に共用を開始した。また、「京」を利用し
た研究成果については、同年11月に「約2兆個のダー
クマター粒子の宇宙初期における重力進化の計算」が
世界最高の成果と評価され、ゴードン・ベル賞注1を受
賞するなど、「京」を利用した研究成果が2年連続で

受賞を果たし、成果創出に向けた取組が着実に進捗し
ている。また、「次世代ものづくり」を含む戦略分
野注2における研究開発や我が国の計算科学技術体制の
整備を行う「HPCI 戦略プログラム」を実施しており、
具体的には、各分野4～７の研究開発課題に取り組む
とともに、計算科学技術推進体制の構築のための研究
支援体制整備、HPCI 資源の効率的マネジメント、人
材育成等を行っている。例えば、自動車の開発などで
従来行われていた風洞実験等をシミュレーションで代
替することにより設計の効率化に貢献するなど、今
後、産業競争力の強化に資する画期的な成果創出が期
待される。

注1　 米国計算機学会（ACM）が、毎年ハードウェアとアプリケーションの開発において最高の成果をあげた論文に付与する賞。
注2　 「京」を中核とした HPCI を最大限利用して画期的な成果を創出し、社会的・学術的に大きなブレークスルーが期待できる分野として、以下の五つの

分野が設定されている。
　　  分野1：予測する生命科学・医療及び創薬基盤　　　分野3：防災・減災に資する地球変動予測　　分野５：物質と宇宙の起源と構造
　　  分野2：新物質・エネルギー創成　　　　　　　　　分野4：次世代ものづくり
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③大型放射光施設（SPring-8）の共用
SPring-8（Super Photon ring-8GeV）は世界最

高性能の放射光を利用する施設である。放射光を用い
ることで微細な物質の構造や状態の解析が可能なこと
から、ライフ・イノベーションやグリーン・イノベー
ションなど、日本の復興や経済成長を牽引する様々な
分野で革新的な研究開発に貢献している。SPring-8の
産業利用に関する課題数は、全利用数の2割を超えて
おり、放射光を用いた X 線計測・分析技術は、企業
におけるものづくりのための材料評価において欠くこ
とができないツールとして、ものづくりに関する研究
開発を後押ししている。
④大強度陽子加速器施設（J-PARC）の整備・共用

J-PARC（Japan Proton Accelerator Research 
Complex）は、世界最高レベルのビーム強度を持つ
陽子加速器から生成される中性子線等を利用して、難
病治療薬の研究開発や大容量小型電池の開発など、

様々な産業利用に貢献している。特に中性子線は、X
線と比較して軽元素もよく観測できること、ミクロな
磁場が観測できること、等の特徴を有するため、X 線
との相対的な利用が期待されている。現在進んでいる
高度化によって中性子線の強度が増すと、技術的に困
難なタンパク質の大型結晶化を行わなくても、それら
が観測できるようになり、新たな創薬技術などが生ま
れる可能性がある。
事例1：アミロイド症の原因タンパク質の構造解明、

J.Struct. Biol. 177（2012）283
　【専門家による生物医学分野論文のトップ2％の優

秀論文に選定】
事例2：新しいセラミックスリチウム電池材料の開

発、Nature Materials 2011/07/31号
事例3：ゴム補強材（フィラー）量に対するポリマー

分子のダイナミクスを観測し、高性能次世代タイヤ
の素材を開発【住友ゴム】

最先端設備を活用して民間企業による製品開発を強力に支援
－（公財）高輝度光科学研究センター（JASRI）－

（公財）高輝度光科学研究センター（JASRI）は、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」
に定める登録施設利用促進機関として、SPring-8の利用者選定・支援等を担っている。

SPring-8では発生した放射光を取り出し、実験を行うためのビームラインを最大62本設置でき、2013
年４月時点で55本が稼働中、２本が整備中となっている。これらのビームラインのうち、一般に利用可
能なものとしては、利用課題を公募し、審査・採択されたものが利用できる「共用ビームライン」が26
本ある。また、企業や企業グループ、大学、自治体が自らビームラインと検出器等を建設して自身の研究
開発に利用する「専用ビームライン」も18本ある。

共用ビームラインの中には、特に産業利用向けに整備したビームラインが3本あり、2001年度より順
次稼動を開始している。それにあわせ、JASRI では2000年度にコーディネーター制度を導入し、さらに
2005年度には産業利用推進室を設置し、主に利用経験の浅い企業技術者を対象として、放射光利用技術
の修得を目指した研修会や企業による放射光利用事例を紹介するワークショップの開催、測定データ検討
や報告書作成等に関するアドバイスを行う体制を構築した。産業利用推進室の活動の基本は「ものづくり
にフィードバックできるような結果を提供すること」である。そのために、ユーザー企業が求めているこ
とと、実験で解明できることを互いに理解し、ユーザー企業の満足が得られる結果を出せるよう努めてい
る。
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（4）その他のものづくり基盤技術開発
（独）物質・材料研究機構においては、幅広い分野

に波及する、計測分析基盤技術やナノ構造創製制御技
術等のナノテクノロジー共通基盤技術の研究開発を推
進するとともに、次世代を担う革新的シーズを創製す
るナノスケール新物質創製・組織制御研究や、社会的
ニーズに応える材料研究開発を実施している。
①新物質・新材料の創製に向けたブレークスルーを目
指す横断的先端研究開発の推進
我が国が幅広い分野で最先端の科学技術を生み出し

ていくためには、多様な科学技術分野の土台となる基
盤的な科学技術の発展が必要条件である。そのため、
本項目においては、計測技術、シミュレーション技術、
材料の設計手法や新規の作製プロセスの開拓、物質の

無機、有機の垣根を越えたナノスケール特有の現象・
機能の探索など、新物質・新材料の創製に向けたブ
レークスルーを目指す物質・材料の基礎研究及び基盤
的研究開発を行っている。
②社会的ニーズに応える材料の高度化のための研究開
発の推進
環境・エネルギー・資源問題の解決や安心・安全な

社会基盤の構築という人類共通の課題に対応し、環
境・エネルギー材料の高度化、高信頼性・高安全性を
確保する材料の研究開発を推進している。高温の燃焼
ガスにさらされる発電タービン・ジェットエンジンに
活用可能な超耐熱合金や、高効率で耐久性に優れた次
世代の白色 LED 照明用材料、次世代太陽電池材料等
の研究開発を行うとともに、構造材料の信頼性や安全

2012年度に SPring-8を利用した企業は、共用ビームライン、専用ビームラインの両方を合わせると
165社程度に達している。共用ビームラインの利用企業は120社以上であり、2012年度に企業が主体的
に実施した課題数は約290件と、共用ビームラインの全課題数のおよそ20%にも及ぶ。利用企業の業種は
エレクトロニクスや素材から食品や生活用品まで多岐にわたっている。また、大企業のみならず、中堅・
中小企業の利用例もある。

研究の内容については、一歩先の技術開発を目指した目的志向の基礎研究から、ものづくりに直接つな
がる開発研究まで幅広く行われている。例えばニッケル水素電池の電極材料の劣化計測を通じて、新材料
の開発に寄与するなど、エネルギー・環境関連の成果も目立って増えている。また、潤滑剤メーカーによ
る分子レベルで塗布状態を制御する技術の検証、ポリマーセメント会社による施工現場の様々な環境条件
における反応の経時的な解析など、技術及び製品の検証にも使用され、我が国の品質の高いものづくりを
支えている。

SPring-8は、国家レベルだからこそ設置・運用可能な大規模設備である。こうした最先端設備を民間企
業が自らの製品開発のために活用できる環境こそ、技術大国たる日本の大きな「強み」であるといえる。

写真：大型放射光施設 SPring-8（スプリング・エイト）の全景と実験ホール内部
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性を確保するための研究開発を実施している。
③光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発

光・量子科学技術は、材料、ライフサイエンス、IT
環境等の広範な科学技術や微細加工等の産業応用に必
要不可欠な基盤技術である。そのため、我が国の光・

量子科学技術のポテンシャルと他分野のニーズとを結
合させ、産学官の多様な研究者が連携融合するための
研究・人材育成拠点の形成を推進していくことが必要
である。

レアアース等の希少元素を使わない高性能永久磁石材料の開発

レアアース等の希少元素（ハイブリッド自動車のモーターに用いられる高性能磁石などの先端産業を支
える部材や、社会インフラを支える高強度材に不可欠）の供給を輸入に頼る我が国は、世界的な需要の急
増や資源国の輸出管理政策により、深刻な供給不足に直面している。文部科学省では、我が国の資源制約
を克服し産業競争力を強化するため、レアアース等の希少元素を用いない革新的な希少元素代替材料の創
製を行うことを目的として、2012年度より「元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞」を開始した。
本事業では、我が国の産業競争力に直結する四つの材料領域（磁石材料、触媒・電池材料、電子材料、構
造材料）を対象に、それぞれ卓越した物質観を持った代表研究者の強力なリーダーシップの下、物質の機
能を支配する元素の役割の理論的な解明から新材料の創製、特性評価までを、拠点を中核として形成する
共同研究組織の密接な連携・協働によって一体的に推進することとしている。

例えば、磁石材料領域の拠点設置機関である（独）物質・材料研究機構では、磁石の性能に与える元素
の役割を基礎物理に遡って解明することにより、ハイブリッド自動車の駆動モーター等に用いられている
現在の最高性能を有する希土類（レアアース）永久磁石（ハイブリッド自動車のモーターに用いられるネ
オジム（Nd）磁石には、高温下においても磁石性能を維持するため、ジスプロシウム（Dy）が添加され
ているが、我が国はそのほぼ全量を中国から輸入）と同等の性能を有する磁石を、希少元素を用いること
なく作成することを目指している。現在、従来の単相の希土類磁石を超える性能の磁石が開発され、希土
類磁石を超える永久磁石が実現可能であることを実証しており、国内外の産業界等から注目を集めてい
る。
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量子ビームを活用した製品開発の加速
－（独）日本原子力研究開発機構（JAEA）高崎量子応用研究所－

（独）日本原子力開発機構（JAEA）は、民間企業や大学の要望により1963年に設立され民間企業や大学
との共同研究を行うなど、量子ビーム（イオン、ガンマ線、電子線）応用研究の中核拠点として活動を行っ
ている。

同研究所では、量子ビーム技術を活用して、革新的な材料の開発やバイオテクノロジーの高度化、環境保
全材料などに役立つ研究開発を行っている。また、同研究所は産学連携による成果創出にも努めており、現
在139件の他機関との共同研究を行っている。そのうち、民間企業と連携しているものは34件に及んでいる。
加えて、民間企業からの技術相談に積極的に応じている。その結果として、本施設で研究開発した成果を活
かして企業が実用化に成功した製品が生まれている。

量子ビームを活用することで、プラスチックやゴムなどの高分子鎖同士を繋げ（「橋かけ」という）、網目
状構造を構成することにより強度や耐熱性を向上させることができる。また、高分子鎖に新しい機能を付与
する接ぎ木（「グラフト重合」という）により新しい材料を効果的に生み出すことができる。これらの技術
によって、自動車のラジアルタイヤ、航空機のタービン用炭化ケイ素、医療用の傷口シート、ボタン型電池
隔膜など生活に密着した製品に使われる高機能性材料が誕生した。

最近の研究開発として、企業との共同開発で、電子線グラフト重合技術により、水に溶けている放射性セ
シウムだけを選択的に吸着できる補修材の開発に成功し、この補修材を充填したカートリッジを製品化した。

量子ビームは、他にも植物等の新品種開発をはじめとするバイオ分野や、医療用具の滅菌など医療分野で
の製品にも活用されている。その代表例として、同研究所と鹿児島県の農業試験場との共同開発により生ま
れた新品種である無側枝性キク「新神（あらじん）」が挙げられる。量子ビームの中のイオンビームは、植
生物に照射すると突然変異を誘発する確率が高くなる。この特徴を生かして、キクの一部にイオンビームを
照射し、脇芽の数を従来の30％に減らした新しい品種を開発することに成功した。脇芽が少ない品種の開
発によって、栽培作業を25％に省力化でき、花のボリューム化や製品の均質化を実現することができた。

こうした従来の手法では困難であった製品開発は、量子ビーム発生装置という先端的な設備や、それを扱
うための知識・経験を有する同研究所の存在なしには実現できないものであった。「将来何に役立つか」を
常に意識して研究開発に努める同研究所は、日本の量子ビーム応用研究の中心的役割を担っている。その存
在は、日本だからこそ有する「強み」であると言えるだろう。

コラム

写真：量子ビーム活用で品種開発された「新神」とセシウム除去用カートリッジ
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図332-1　大学等における共同研究件数等の推移

民間企業との
共同研究

民間企業との
受託研究 特許出願件数 特許権実施等件数及び

実施等収入額

民間企業との共同研究に
伴う研究費受入額

民間企業からの受託研究
に伴う研究費受入額 特許出願件数 特許権実施等収入額

年度 年度 年度 年度

（1）�大学等と企業等の共同研究、技術移転のため
の研究開発、成果の活用促進

ものづくり基盤技術の高度化や新事業・新製品の開
拓につながる多様な先端的・独創的研究成果を生み出
す「知」の拠点である大学等と企業の効果的な協力関
係の構築は、我が国のものづくりの効率化や高付加価
値化に資するものである。

こうした産学官連携活動は、2004年4月の国立大
学法人化などに伴い着実に実績を上げている。大学等
と民間企業との共同研究数は、リーマンショック後の
世 界 的 な 経 済 不 況 の 影 響 も あ り（景 気 動 向 指 数

（2013年2月分・改定）によれば、CI 一致指数は、
2009年1月に前月差マイナス6.2ポイントと過去最大
の下降幅を記録している。）、2009年度は前年度に比
べて若干落ち込んだが、2011年度は1万6,302件と
増加している（図332-1）。また、大学等における民
間企業からの受託研究数は、2011年度は5,760件が

産学官連携を活用した研究開発の推進2. 実施されており、大学発ベンチャー数は2011年度末
で累計2,143社を数えている。（図332-2）

大学等発ベンチャーにおいては、最適な事業化構想や
知財戦略の構築ができずに、販路・市場の開拓、収益確
保、資金調達が大きな課題となっている。このため、文
部科学省では、発明（特許）の段階から、ベンチャーキャ
ピタル等の民間の事業化ノウハウを持った人材を活用し
つつ、大学の革新的技術の研究開発支援と事業育成を
一体的に支援し、世界市場を目指す大学発ベンチャー等
を創出する取組として、2012年度より大学発新産業創
出拠点プロジェクト（START）を実施している。

また、我が国の産学共同研究については、規模が小
さく、社会的インパクトの大きな成果が生まれにく
く、海外と比べ産業界や社会のニーズに基づく産学連
携拠点がないということが課題となっている。その課
題に対して、「国際科学イノベーション拠点整備事業」
として、産学官が人材、設備、知財を一つ屋根の下で
共有して革新的課題の研究開発に取り組む「場」の構
築を推進している。
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各年度の設立数
設立累計

※2009年度実績までは文部科学省科学技術政策研究所の調査によるものであり、2010年度以降の実績は本調査による。
※2010年度実績および2011年度実績は、当該年度に設立された大学等発ベンチャー設立数のみを調査し、科学技術政策研究所の
2009年度実績までのデータに合算している。

※設立年度は当該年の４月から翌年３月までとし、設立月の不明な企業は4月以降に設立されたものとして集計した。
※設立年度の不明な企業９社が2009年度実績までにあるが、除いて集計した。
注）ベンチャー数は各機関のベンチャー設立数を合算した延べ数で、一つのベンチャーに複数の機関が関わっている場合があり、グラフ
の「設立累計」数と合計数は一致しない。
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図332-2　大学等発ベンチャーの設立数累計

（独）科学技術振興機構においては、産学連携によ
り大学等の研究成果の実用化を促進するため、知的財
産を活用した産学による共同研究開発（研究成果最適
展開支援プログラム）や世界最先端の計測分析機器開
発（先端計測分析技術・機器開発プログラム）、基礎
研究の成果を基にした大規模かつ長期的な研究開発

（戦略的イノベーション創出推進プログラム）、産業界
に共通する技術的課題の解決に資する基盤研究（産学
共創基礎基盤研究プログラム）を研究成果展開事業と
して実施している。また、大学等の外国特許出願への
支援や大学等の研究者から企業への新技術の説明等を
行う場の提供等により、大学等の知的財産活動を専門
的に支援する「知財活用支援事業」を実施している。

また、2012年度補正予算において、優れた研究成

果の企業化の加速のため、国から出資された資金等に
より、大学等の技術を用いて企業等が行う事業化開発
の支援を実施している。

さらに、共同研究などを通じた試験研究を促進する
ため、民間企業等が大学等と行う試験研究のために支
出した研究費の一定割合を、法人税や所得税から控除
することができる税制上の特例措置を設けている。

（2）�大学等における研究成果の戦略的な創出・管
理・活用のための体制整備

大学等の優れた研究成果を生かすためには、成果を
統合発展させ、国際競争力のある製品・サービスとす
るための産業界との協力の推進が不可欠であり、これ
はものづくり産業の活性化にも資するものである。そ



247

素材の摩耗を防ぎ、長寿命化が期待される人工股関節の開発に成功

日本メディカルマテリアル（株）は、東京大学の研究成果を基に、
関節部分の表面をナノスケール（ナノは10億分の1）の生体適合性に
優れた MPC ポリマーの膜で覆うことにより関節面に生体擬似膜を形
成し、良好な耐摩耗性を持つ人工股関節の開発に成功した。2011年
4月に医療機器の製造販売承認を取得し、同年10月より医療現場への
適用を開始している（独創的シーズ展開事業 委託開発（現 研究成果
展開事業 研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）委託開発）の
成果）。

高齢者人口の増加に伴い、関節の機能に支障をきたし、運動不全と
なる人口も増加しており、人工股関節に置き換える手術が国内で年間
4万件以上行われている。しかしながら、この人工股関節置換術は、
関節面がこすれることにより生じる摩耗粉などによる深刻な合併症を
回避するために再置換手術の必要があるなどの問題がある。

本技術の活用により、摩耗粉が少なくなり、再置換手術に至るリス
クの低減が期待され、その結果、患者の長期にわたる QOL（生活の
質）の維持・向上に貢献すると考えられる。

コラム

写真・図：耐摩耗性を持つ人工股関節
（A-STEP の成果例）

のため、大学等において、研究成果の民間企業への移
転を促進し、それらを効果的にイノベーションに結び
つける観点から、戦略的な産学官連携機能の強化を
図っている。

1998年に制定された「大学等における技術に関す
る研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法
律」（大学等技術移転促進法）は、上記のような研究成
果移転の促進により、我が国の産業の技術の向上と大
学等における研究活動の活性化を図ることを目的とし
た法律である。本法に基づき実施計画を承認された
TLO（Technology Licensing Organization）注4は、
2013年3月1日現在で39機関に上る。2011年度にお
ける特許実施許諾件数は3,123件となっており、近年
は、国立大学法人において法人内部型 TLO の設立や、
承認 TLO への国立大学法人からの出資など大学と

TLO の連携強化に向けた取組が見られている。
文部科学省では、大学等の研究成果を効果的に社会

につないでいくため、国際的な産学官連携や大学間の
連携等による特色ある産学官連携活動の強化（47機
関：2012年度）（図332-3）、産学官連携コーディネー
ター配置（49名：2012年度）（図332-4）等の支援を
行い、大学等が持続的な産学官連携活動を実施できる
環境の整備を図る「大学等産学官連携自立化促進プロ
グラム」を実施している。本取組により、各大学等に
おいて、産学官連携部門と知財管理部門を一元化し、
副学長等をトップに据えた全学的・横断的な体制の整
備、知的財産ポリシーをはじめとする基本ルールの策
定など、大学等における基盤的な体制整備が進展し、
産学官連携活動が活性化している。

注4　 大学等の研究成果に基づく特許権等について企業に実施許諾を与え、その対価として企業から実施料収入を受け取り、大学等や研究者（発明者）に
研究資金として還元することなどを事業内容とする機関。
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図332-3　大学等産学官連携自立化促進プログラム【機能強化支援型】実施機関地域分布図

2012年度

資料：文部科学省調べ

図332-4　大学等産学官連携自立化促進プログラム【コーディネーター支援型】配置先一覧

2012年度

資料：文部科学省調べ
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図332-5　地域イノベーション戦略支援プログラム

国際競争力強化地域型

国際的に優位な大学等の技術シーズ・企業集積があり、海外からヒト・モノ・
カネを惹きつける強力なポテンシャルを有する地域

地域の特性を活かしたイノベーションが期待でき、将来的には海外
市場を獲得できるポテンシャルを有する地域

研究機能・産業集積高度化地域
※★は2011年度採択地域
※★は2012年度採択地域

山形有機エレクトロニクス
イノベーション戦略推進地域

愛知県「知の拠点」ナノテク
イノベーション戦略推進地域

くまもと有機エレクトロニクス
連携エリア

首都圏西部スマートQOL技術開発地域

ふくいスマートエネルギーデバイス開発地域

かがわ健康関連
製品開発地域

三重エネルギーイノベーション創出拠点

環びわ湖環境産業創造エリア

ながさき健康・医療・福祉
システム開発地域

けいはんな学研都市
ヘルスケア開発地域

次世代産業の核となるスーパーモジュール供給拠点(長野県全域）

北大リサーチ＆ビジネスパーク

あおもりグリーン＆ライフ・シナジー
イノベーション創出エリア（青森県全域）

ふくしま次世代医療産業集積クラスター

ぐんま次世代環境新技術創出拠点

やまなし次世代環境・健康産業創出エリア

浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション

福岡次世代社会システム
創出推進拠点

みやざきフードバイオ・
イノベーション創出エリア

和歌山県特産農産物を活用した
健康産業イノベーション推進地域

秋田グリーン＆ライフイノベーション創出地域
ぎふ技術革新プログラム推進地域

いしかわ型環境価値創造産業創出エリア

えひめ水産グリーンイノ
ベーション創出地域

ひろしま医工連携ものづくり
イノベーション推進地域

ひょうご環境・エネルギーイノベー
ション・クラスター戦略推進地域

関西ライフ・イノベーション
戦略プロジェクト推進地域

高知グリーンイノ
ベーション推進地域

奈良県植物機能活用地域

次世代自動車宮城県エリア（復興）

知と医療創生宮城県エリア（復興）

いわて環境と人にやさしい次世代
モビリティ開発拠点（復興）

再生可能エネルギー先駆けの地
ふくしまイノベーション戦略推進地域（復興）

（3）産業力強化のための地域科学技術振興
地域における科学技術の振興は、地域産業の活性化

や地域住民の生活の質の向上に貢献するものであり、
ひいては我が国全体の科学技術の高度化・多様化につ
ながるものとして、国として積極的に推進している。

また、都道府県等においても科学技術振興策を審議
する審議会等を設置するとともに、独自の科学技術政
策大綱や指針等を策定するなど科学技術振興への積極
的な取組がなされている。

文部科学省、経済産業省及び農林水産省では、地域
イノベーションの創出に向けた地域の産学官に新たに
金融機関が加わり連携した主体的かつ優れた構想に対
して、「地域イノベーション戦略推進地域」として共
同で選定を行っている。選定された地域のうち、特に
優れた戦略を有する地域に対しては、関係府省の施策

を総動員して、大学における基礎研究から企業におけ
る事業化までを切れ目なく支援していくこととしてい
る。また、2012年度より新たに、復興庁を加え、4
省庁において、被災地における地域イノベーションの
創出に向けた主体的かつ優れた構想に対して、「地域
イノベーション戦略推進地域（東日本大震災復興支援
型）」として共同で選定を行い、その構想の実現に向
けた取組に対して支援することとした。

文部科学省では、当該選定地域のうち、地域イノ
ベーション戦略の実現に大きく貢献すると認められる
地域に対し、研究者の集積、知的財産の形成、人材育
成等のソフト・ヒューマンを重視した取組を支援する

「地域イノベーション戦略支援プログラム」を実施し
ている（図332-5）。

第
3
節

産
業
力
強
化
の
た
め
の
研
究
開
発
の
推
進

第3章 ものづくりの基盤を支える教育・研究開発


