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1. 本調査の概要 

1.1 調査の背景・目的 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）では、平成 27年度よ

り開始された第 4 期中長期目標期間において、我が国のイノベーションエコシステム形成

のため、基礎研究と事業化の結節点としての「橋渡し」機能を担い、同機能を強化すること

等を目標に掲げ活動を行っている。 

本調査では、令和元年度に第 4 期が終了し、令和 2 年度より第 5 期中長期計画が開始と

なることから、第 4 期中長期期間中の産総研の活動の総括を行うとともに、諸外国の事例

を参考にしながら、第 5 期の産総研の方針、ミッションについて検討し、産総研の第 5 期

中長期計画の方向性を示すことを目的とする。 

1.2 調査内容及び調査方法の概要 

1.2.1 調査の基本方針 

本調査では、調査の目的に照らして、「産総研の第 4期中長期計画期間中の総括」「外部

環境の変化」「第 5 期に産総研が取るべき方針」に注目し、図 1-1 の成果 1 から成果 3 ま

でを把握することで、第 5 期中長期期間における産総研の在り方について検討することと

した。検討にあたっては、「第 5期の中長期目標策定に参考になる海外拠点での取組」につ

いても成果 4 として整理することで、産総研の組織の評価軸の在り方等の検討の参考とし

た。 

 

 

 

図 1-1 調査の基本方針 
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1.3 調査内容及び調査方法 

本調査では、図 1-1に示した調査の基本方針に従って、産総研の第 5期中長期計画の方

向性を示すことを目的として、有識者からなる委員会（勉強会）を組織し、検討を行った。

また、勉強会において、産総研の第 5 期中長期期間中の方向性検討に資する参考資料を提

供することを目的として、諸外国における先進的な政策事例について把握した。 

1.3.1 勉強会の開催 

先行調査や公表資料、審議会での検討状況等を踏まえ、第５期中長期期間中の産総研の方

針、ミッションについて検討を行うための勉強会を設置し、計 4 回開催した。勉強会の設

置、日程調整、開催準備、議題設定やそれに必要な情報の収集・整理、及び会合で使用する

各種資料の作成、議事録取りまとめを行った。 

1.3.2 海外の産学連携・研究プラットフォーム拠点及び政策に関する現状調査 

勉強会において、産総研の第 5 期中長期期間中の方向性検討に資する参考資料を提供す

ることを目的として、オランダの 2拠点における先進的な事例について把握した。 
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図 2-3 ideagramによる分析方法及び結果の読み方 

 

各問（除く問 4）で寄せられた意見の重要性から「アイデア偏差値」「多数決ランク」で

分析を実施した。 

 

2.3.2 「ミッション実現のため取り組んでいる・取り組むべき点」の再整理（問 1） 

自然言語処理により各回答から「キーワード」を抽出し、キーワードに基づき、 「ミッ

ション実現のため取り組んでいる・取り組むべき点」を 10の項目として再整理を実施した

（下線は、ideagram分析後に追記）。回答の多くは、設問時に提示した項目に分類される

結果となった。 

 

「ミッション実現のため取り組んでいる・取り組むべき点」 素案 

① 社会課題解決や新産業創出などに繋がる長期・融合的挑戦 

② 長期的な成果を見据えた研究力の強化 

③ 事業化へのコミット意識、産業界との結びつき強化 

④ 産業界のとりまとめ、連携促進や標準化等への取組 

⑤ 公設試や公設試を通じての地域企業との連携強化 

⑥ 大学等との連携強化 

⑦ アカデミア・産業界も含めた人材交流・育成のさらなる促進 

⑧ 国の政策との連携強化 

⑨ 国際的な連携及びプレゼンスの強化 

⑩ 産総研運営体制の強化 

 

 



 

7 

 

2.3.3 「産総研として推進すべき機能・取組に関する意見（問 2） 

問 2では、産総研が「ミッション実現のため取り組んでいる・取り組むべき点」を実行す

るために、「どのような機能・取り組みが必要であるか」に関する設問を設定した。以下は

その回答の一例である。 

 

 

図 2-4 問 2の注目回答の整理（例） 

 

2.3.4 「今後注力すべき研究開発分野」（問 4） 

問 4では、産総研が今後どのような研究開発分野に注力すべきか、最大 10分野まで回答

する形式とした1。各回答について、記載されていた回答の理由を考慮の上、以下の 12の分

野へ暫定的に分類した。なお、分野は産総研の現在の領域をベースとし、ヘルスケアを追加

した。 

 

                                                        
1 問 4では、意見の相互評価は実施していない。 
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図 2-5 問 4の回答傾向 

⚫ 回答数：164（複数回答） 

✓ 産総研：63 

✓ 経済産業省：57 

✓ 企業等：33 

✓ 大学：16 
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2.4 勉強会各回の検討結果 

勉強会では、第 4 期中長期期間中の産総研の活動の総括及び第 5 期の産総研の方針、ミ

ッション等について議論が行われた。議論の内容は「国立研究開発法人産業技術総合研究所

の中長期目標期間終了時における業務・組織全般の見直しについて（令和元年 9月、経済産

業省）」の検討にあたっての基礎資料として活用された。 

以下では、本勉強会で議論・指摘された主なポイントを整理する。 

2.4.1 第 5期中長期目標策定に向けた論点 

第 5期中長期目標期間における産総研の在り方に関して、委員からは以下のような意見・

指摘があった。 

(1) 第 4期の目標（橋渡し機能強化）の総括と第 5期の方向性 

⚫ 産総研は、大学と企業の間の「橋渡し」の橋ではなく、太陽のように、自らが中心

となる研究所を目指すべきである。 

⚫ 産総研は、国の機関として、①将来にわたる重要な基盤技術を産総研で作って広め

ること、②産業をサポートすること、の 2つの機能がある。特に後者に関しては、

産総研はまだやり尽くしていない部分が残っている。 

⚫ 橋渡しについては、カスタマーペイン（顧客の悩み）を発掘することが重要である。

実用化までは非常に時間がかかるが、社会が求めるもの（コモンペイン）からスタ

ートすべきである。1 分野や 1 領域でできないような大きなテーマを設定すれば、

複数の研究機関が連携し、結果としてオープンイノベーションとなる。 

⚫ 例えば、Holst Centreで設定されている研究テーマ「Manufacturing Process for 

Flexible Electronics」に見られるように、Holst Centreでは求心力のある大きな

テーマが設定されている。 

⚫ 産総研が、研究・事業の最初から最後まで関わることが重要（例：オランダ Holst 

Centre）。産総研の場合は、大学と企業との間に入るだけでなく、産総研のシーズ

を使って、企業との連携をすることもある。シリコンバレーのエコシステム的な考

え方と同様、事業化するための橋渡しに取り組むことも求められる。 

⚫ 今後は「OILは企業との連携」、「冠ラボは大学との連携」と双方をつないでいくこ

とが重要であろう。 

⚫ 「産学」の連携だけでなく、国研と大学の結びつきも重要ではないか。日本は「官

学」、すなわち国研と大学との共同研究で世界に後れを取っている。 

⚫ 地域においても、シーズ発の視点から転換し、少子高齢化等大きな社会的課題から、

必要な技術やサービスにもっていくニーズ発の視点とすることで、破壊的イノベ

ーションにつながる。 
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(2) 産総研に求められる機能・取り組み 

1) 取組の前提 

⚫ 経済産業省としては産業競争力の強化が本務である。産業競争力を強化するため

には、「世界的な社会課題への対応力強化」及び「イノベーションを支える基盤整

備」の 2 つを進める必要があり、産総研もそこに追従していただきたい。産総研

は、経済産業省の技術政策を体現したような組織であり、政策に関係するところに

は、産総研にリソースを配分していく必要がある。 

2) 世界の社会課題への対応力強化 

⚫ 「世界の社会課題への対応力強化」は、産総研にとっては夢のある目標である。し

かし、「世界」の社会課題に貢献する必要はあるか。産総研のミッションである「産

業競争力強化」の観点からは、大規模な国際プロジェクト 1つではなく、国内のプ

ロジェクト 10個の積み上げでもよい。 

⚫ 世界の社会課題（SDGsを意識したもの）をもう少し広いビジョンで捉えると、世

界の科学技術を産総研が担うことは重要である。「世界の社会課題への対応力強化」

のために、オープンイノベーションを国際的に進展させると、一方で技術の流出が

生じる。しかし、少子高齢化が進む日本において、今後の産業活動を考えた場合、

世界のエコシステムを描かないと発展しないかもしれない。 

3) イノベーションを支える基盤整備（人材） 

⚫ 様々な分野を経験し、様々なことを理解して「話ができる人」がイノベーションを

推進している。このような、ゲートキーパーとしての人材を創ることが求められて

いる。 

⚫ 大学院生の活用をもっと進めるべきである。また、18 歳未満人口が減っており、

女性研究者の確保も求められる。 

⚫ 産総研の研究者はコーディネーターの仕事もこなしている印象がある。しかし、若

手の博士課程学生は論文を書くことが求められるため、コーディネーターの育成

には時間がかかる。 

⚫ 産総研の研究者が、どういう人材になりたいのか、研究者個人が選択できるように

なると良い。 

⚫ 「業務・組織見直し」の中心は、対外的にも内部的にも研究者であろう。機動的で

課題融合的な研究開発、とあるが、実際はどうやって実現するのか。権限をどうや

ってリーダーに渡すか。権限の委譲がポイントである。また、どんどん行うだけで

はなく、取捨選択するようなリソースマネジメントを検討すべきではないか。 

⚫ 産総研は研究所なので、研究力を上げることが最大の目標。そのためには、人材育

成、とりわけ優秀な学生を育てることが重要であろう。今後、人材流動性が高まる

中で、自身の能力を上げることが成果の創出につながり、その結果、他でも働ける

ようになるというサイクルが生まれる。 
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(3) 組織の評価軸 

1) 組織評価指標の考え方 

⚫ 定量評価は平等であるが、正当な評価ではない場合が多い。一方、定性評価では平

等性がない。他研究所の例では、定量評価が 2/3、上司による評価が 1/3 であると

いうのがおおむねの結果である。 

⚫ 産総研の組織評価指標は、多様な評価方法を採り入れつつも、最終的には組織の評

価を定量評価にしないといけないことは課題である。 

⚫ 大きな組織であれば目標はシンプルにすべきである。アウトプットなら世界的に

インパクトのある論文、橋渡しであれば技術移転件数、輩出した人材数等、目標が

明確になれば議論は可能である。皆がわくわくし、モチベーションを持つような目

標設定ができればよい。 

⚫ 組織も個人も、評価軸を定めるとそれが目的化してしまう。産総研としての在りた

い姿を明確にし、それに対する評価項目を設定すべきである。第 4期は、民間資金

獲得額を絶対値で規定したことに課題があったのではないか。 

⚫ 産総研のミッションには、内外技術を融合することがうたわれている。それに対し

て、評価を領域ごとに行うことには違和感がある。 

⚫ 成果実績主義のように、期初の目標設定及びその達成度だけで個人評価を行うと、

自身の目標達成のみが目的化してしまう。必要なことは、チームとしての目標を置

き、目標達成度だけでなく、期初・期中に発生する課題、見落としていた課題も含

めたプロセスにおいて、個々がどのような貢献をしたのかを評価することではな

いか。それにより、チームとしての成果を得ることにつながると考えられる。また、

成果が出やすい仕事だけでなく、成果が出にくい裏方の仕事もあるので、関係者全

員が相互に評価をすることが平等であろう。 

⚫ 地質、計量の評価軸は、他の 5領域とは別にすることは良いと思うが、5領域それ

ぞれについても、異なる重みづけがあって良い。 

⚫ 個人評価には、多面的に加点式の評価を導入すべきである。 

⚫ 組織評価において、他律的でない自律的な指標を設定する場合、研究員の個人評価

軸については、何を目指すかによって、研究員自身が選択できるようにすると良い。 

2) 評価軸・組織評価指標 

⚫ 顧客からの信用を得るには、資金獲得額ではなく、共同研究企業のリピート率が重

要である。 

⚫ 産総研として社会的・経済的価値創出という見えない尺度をあげる努力が、地域貢

献の観点からは重要。大企業から得る資金とは違うベースの話が必要である。 

⚫ 産総研から人材を輩出できるような点に、主なテーマを設定しても良いのではな

いか。産総研で 5 年働くと自分の人材価値があがりキャリアとして誇りを持てる

ようになる、そのような形式で組織の運営ができれば目標の設定もできる。 

⚫ 領域横断に関する客観的指標について、プレスリリースの回数等を指標に採り入

れてはどうか。ただし、積極的に発表すると乱雑になる弊害があるため、その弊害
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に対するセーフティーネットは必要である。ある公設試では、顧客に対してサービ

スを提供した際に、それを金銭的な定量的評価として顧客にアンケートし、それを

組織の評価指標に用いようとしたこともあった。定量的評価に定性的評価も含め

られる一つの例である。 

⚫ 人事戦略の見直しも避けては通れない。研究者として職場で働くことに誇りを持

ち、研究者の満足度ややる気を高め、産総研で働きたいと思えるようなこと、

GPTW（Great Place to Work；働きがいのある会社）のような軸があるとよいの

ではないか。 

2.4.2 長期的視点での産総研の在り方に関する意見 

長期的視点での産総研の在り方に関して、委員からは以下のような意見・指摘があった。 

(1) 人材の「採用」 

⚫ 人材の採用、特に博士課程を修了後の優秀な研究者を採用することが重要である。

ここで失敗するとリカバーできない。22歳と 30歳前後での採用は全く異なる。 

⚫ 産総研に期待される機能は①将来にわたる重要な基盤技術を産総研で作って広め

ること、②産業をサポートすること、の 2つがあるが、それぞれに適した人材は異

なる。徹底的に専門性が高い人材、基盤技術を支える研究人材、一方でリーダーシ

ップ要素をもつ人材も必要である。 

(2) 産総研に求められる機能 

⚫ 大学は、様々なシーズを事業化する段階において、知財関連の知識、コスト意識、

競合への意識が欠けていることが多い。産総研の橋渡しが技術のみではなく、そこ

を意識したものに変わっていけば面白い。 

⚫ 産総研は OIL も冠ラボもそれぞれ行っているが、三位一体でまわしているわけで

はない。Holst Centreは、公的研究機関 TNOとして接する場があり、目利きして

マッチングを行う。点と点をつなぎ線にするのが、これからの公的研究機関であり、

シーズとニーズをつなぐような人材が必要。 

⚫ 顧客が産総研に近づくことで何か良いことはあるのか、産総研はどのような価値

材料を提供できるのか。IC が橋渡しを行うのであろうか。産総研は技術のプロフ

ェッショナルということは当たり前であるが、付加価値は別である。IC として価

値材料を産業界に植え付けていただきたい。 

⚫ 産総研のステークホルダーは多い。企業や研究者にとって、産総研とは何かを、産

総研に引き出していただきたい。 

(3) 産総研の理想像 

⚫ 産総研の理想像を白地で誰か描けないか。日本の産業技術、科学技術全体の現状は

あまり良くない。今の体制内で、可能な範囲で努力をしているが、それだけでは限

界が見えてきている。経済産業省に対する期待は大きく、産総研には、日本の研究
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全体をけん引していただきたい。 

⚫ 産総研がこのような規模（サイズ）でよいのか。もっと拡大すべきではないか。こ

の規模で地域まで面倒を見ることができるか、デジタル時代に対応できているか。

デジタルの時代に、つくばに研究所を置いて良いのか、丸の内に設置した方が良い

のではないか。 
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3. 海外の産学連携・研究プラットフォーム拠点及び政策に関する現状調査 

3.1 調査の目的 

本調査では、産総研が第 5 期実施期間中に目指すミッションやその方向性、機能につい

ての示唆を得ることを目的として、諸外国の公的研究機関が関与する産学官連携拠点にお

いて、公的研究機関がどのような役割を果たしているかにつき調査を行った。 

3.2 調査対象国・機関の選定 

本調査では、公的研究機関の役割把握に参考となる拠点として、表 3-1 に示すオランダ

の 2つの研究開発拠点を対象とした。その理由は、以下の通りである。 

 

⚫ 公的研究機関が、研究開発から社会実装までの過程に関与している。 

⚫ 外部資金や既存の研究リソースを活用した研究を行っている。 

⚫ 多対多の連携が実現している。 

⚫ 様々な機能（研究開発機能、社会実装機能、人材育成機能、ベンチャー創出機能など）

を提供している。 

⚫ 諸外国の企業も含めた国際連携が実現している。 

 

表 3-1 調査対象国・機関 

調査対象機関名 国 

Holst Centre（High Tech Campus 内） オランダ 

Brightlands Materials Center（Brightlands Chemelot Campus内）

及び Brightlands Chemelot Campus 

オランダ 

 

3.3 調査方法 

先行文献や公開情報等に基づく文献調査に加え、文献調査で得られない事項については、

調査対象機関へのインタビュー調査により把握した。 
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3.4 調査項目 

本調査では、調査対象機関に対して、表 3-2の項目を設定して調査を行った。 

 

表 3-2 調査項目一覧 

調査項目 問題意識 

1) 設立と発展の経緯 調査対象先では、参画研究者・参画機関をどのように

巻き込み、活動の規模を拡大しているのか。 

2) 推進・参画機

関、活動内容及び活

動の目的 

⚫ 推進・参画機関の構成 

⚫ 研究者数と属性 

⚫ 主な資金源 

⚫ 施設・整備の概要 

研究者の規模（数）と属性の把握、資金源、施設・整

備の概要と運営母体 

⚫ 主な活動内容・活動の

分野・領域 

⚫ 各キャンパスにおける

活動の目的 

主な活動内容と、各キャンパスが特定の領域に焦点を

当てる理由は何か。 

3) 各キャンパスが提供する機能 それぞれの拠点において、どのような機能（研究開発

機能、社会実装機能、人材育成機能、ベンチャー創出

機能）を誰に提供しているのか。 

4) 研究プログラム・プロジェクト遂行までのプロ

セスにおけるマネジメント 

キャンパスに入居した公的研究機関（TNO等）や大

学、企業が、他ステークホルダーとの協業をどのよう

に進めているのか。 

関係構築からテーマ設定、プロジェクト実施までのプ

ロセスで把握する。 

それにより、異なるステークホルダー同士がどのよう

な接点を持ち、中長期プランを共有し、研究開発・社

会実装活動を実現しているのかについて明らかにす

る。 

5) 参画機関から見た参画のインセンティブ 参画機関から見た（国内外の民間企業、大学、公的研

究機関）から見た参画のインセンティブについて把握

する。 

 

3.5 調査結果 

オランダでは、複数の地域で、企業の研究開発跡地を活用した「オープンイノベーション・

キャンパス」を設置し、オープンイノベーションを推進する動きが進行中である2。本調査

で対象とするのは、オランダ南部の 2拠点、Philipsと ASML（半導体関連企業）がけん引

してきたHigh Tech Campus 及び DSM（化学・ライフサイエンス企業）がけん引してきた

Brightlands Chemelot Campusに入居する研究機関である。 

両キャンパスの所在は図 3-1の通りである。High Tech Campus は、北ブラバント州の

アイントホーフェン市に位置しており、Brightlands Chemelot Campus は、オランダ南東

                                                        
2 「JST/CRDS 科学技術・イノベーション動向報告～オランダ編～（2016年度版）」（令和元年 8月閲

覧）< https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2016/OR/CRDS-FY2016-OR-05.pdf > 
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部の Sittard-Geleenにあり、ベルギー及びドイツとの国境近くに位置している。 

以降では。この 2つのキャンパスでの取り組みについてまとめる。 

 

 

 

図 3-1 オープンイノベーション・キャンパスの所在地 

出所）「JST/CRDS 科学技術・イノベーション動向報告～オランダ編～（2016年度版）」（令和元年 8

月閲覧）< https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2016/OR/CRDS-FY2016-OR-05.pdf > 

3.5.1 Holst Centre（High Tech Campus Einthoven内） 

(1) ハイテクキャンパスの設立・発展の経緯 

Holst Centre が入居するHigh Tech Campus Einthoven（以降、「ハイテクキャンパス」

とする。）の設立は 1998年である。 

フィリップス（Philips）はキャンパス設立後まもない 2001年に、アムステルダムに本社

を移転することとなった。当時、オランダのアイントホーフェン市に大規模研究施設と優秀

な研究者を多く抱えていた Philipsのトップは、「会社の発展のためには自社の研究所で研

究を行うだけでは足りず、イノベーションは自社内で行うのではなく他者との協力によっ

て行われるべき」という考えに至り、2003年に、外部機関に解放した経緯がある。 

ハイテクキャンパスのコンセプトは、「自社キャンパスの開放」「施設の共有」「リサー

チプログラムの共有」であり、現在にまで引き継がれている。 

2019 年現在、ハイテクキャンパスには 150 社以上が集まり、キャンパス全体で 12,000

人の研究者が在籍する規模に成長している。3 

  

                                                        
3 Holst Centreへのインタビュー調査結果に基づく。 
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表 3-3 High Tech Campus Einthoven の特徴 

自社キャンパスの開放 

「High Tech Campus Einthoven」を設立し、High Tech Campusは多くの

企業、研究施設を呼び込み、ハイテク研究が、Campusを中心に行われる

よう働きかけた。 

施設の共有 

⚫ フィリップスの最新の機器を広く提供するため、フィリップスイノベー

ションサービスを立ち上げ、施設の管理、貸出し等を実施。 

⚫ ユーザーは時間単位で使用料を払う。全ての機器を貸し出しているわけ

ではなく、社外秘のものもある。 

リサーチプログラムの

共有 

⚫ フィリップスは、参加者が対等に扱われ研究に集中できる場を提供した

いと考えたが、営利企業であり中立の立場をとることができない。 

⚫ そこで、TNO（オランダ応用科学機関）とベルギーの IMECに、両者

共同の研究施設 「Holst Centre」 をハイテクキャンパス内に設立する

ことを提案した。 

 

(2) Holst Centreの推進・参画機関、活動内容及び活動の目的 

Holst Centre は、オランダアイントホーフェン市のフィリップスの研究所跡地に、ベル

ギーの IMECとオランダの公的研究機関 TNO（応用科学研究機構）とが共同出資の下立ち

上げた研究機関であり、ハイテクキャンパスの中に設置されている。 

Holst Centre で行われる研究活動には、大学・TNO／IMEC、企業が参画しており、そ

れぞれ以下のような特徴を持っている。4 

 

表 3-4 Holst Centreに参画する大学、TNO、企業の特徴 

大学 

⚫ 低コストでより深く、広範囲の研究が可能なプレイヤーである。イノベーションのシーズ

を数多く生み出す可能性がある。 

⚫ 多くの研究を行うことができる一方で、学生を抱えていることから、（企業側は必ずしも

必要としない）論文執筆も重視している。また、個々の教員は、小さなプロジェクトを抱

えている傾向がある。 

TNO ⚫ プロジェクトの経験・プロジェクト管理能力がある研究機関である。 

企業 
⚫ 論文執筆に興味はなく、イノベーションに注力したいと考えているプレイヤーである。 

⚫ マーケットの知識、生産・アップスケールの知識を有する。 

 

(3) Holst Centreが提供する機能 

1984年に設立された IMECは、非競争領域及び競争領域における優れた「オープンイノ

ベーション」のマネジメント5で知られる研究機関であり、Holst Centreは、IMECと同様

                                                        
4 Holst Centreへのインタビュー調査結果に基づく。 

5 永野博、「諸外国の研究開発マネジメント等に関する特徴と変革（平成 22年 9月 3日）」、
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のコンセプトで作られた研究機関である。 

IMECは、600社ほどいる会員企業のニーズを見ながら、多くの会員企業のニーズに応え

られるような R&Dサービスを提供する特徴がある。できるだけ多くの企業のニーズに応え

る形で Shared Researchを行い、その後 1対 1の Dedicated Research/Bilateral Research

に進み、特定の企業のニーズに応えている。Shared Researchに入る前の段階から、より多

くの企業のニーズがありそうなテーマを常に模索している。6 

(4) 研究プロジェクト遂行までのプロセスにおけるマネジメント 

1) Holst Centreの研究スコープ及び決定プロセス 

Holst Centreは今後、Flexible Wireless Systemの分野において中心的な存在になるこ

とができると判断し、研究のスコープをWireless Sensor SystemとManufacturing Process 

for Flexible Electronicsの 2つに絞って研究活動を展開している。 

研究は、実現したい「アプリケーション」の特定からスタートし、実現するための技術や

テクノロジーの開発を進める形をとっている。ここで開発された技術を別分野に適用し、新

たなアプリケーションが開発されることもある。ベースとなる技術が同じであれば、分野の

枠を超えることは問題ではないという考え方がある。 

Holst Centre では、研究活動や技術開発の目標やスコープを決定する際に、様々な分野

の者と話をすることを重視している。大学、企業ではそれぞれ独自の言語で目標が語られる

ことが多いとの認識のもと、Holst Centreの職員は、企業・大学の結節点となり、互いに一

緒に話し合い、共同で「ロードマップ」を作成している。7 

2) Holst Centreにおける技術開発プロセス 

Holst Centreは、世界水準のセンターになるために、ある特定の能力・技術（Capability）

について非常に高いレベルに達する必要があること、また、汎用的な一般技術の開発では、

特定の能力・技術の実現が困難であるという問題意識を持っている。 

Holst Centreの技術開発では、図 3-2に示す通り、まず 1つの非常に困難なアプリケー

ション（Lead Application）の開発をゴールに選び、その実現に向けて Capability を開発

していく方法を採っている。結果、非常に優れた Capabilityを手に入れることになり、1つ

のアプリケーション向けの Capability だったものから、別分野の新しいアプリケーション

を開発することができるとしている。8 

 

                                                        

<http://www mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/11/18/1297372_1.pdf>（令和

元年 8月アクセス） 

6 Holst Centreへのインタビュー調査結果に基づく。 

7 Holst Centreへのインタビュー調査結果に基づく。 

8 Holst Centreへのインタビュー調査結果に基づく。 
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図 3-2 Holst Centreにおける技術開発プロセス 

出所）インタビュー結果に基づき株式会社三菱総合研究所作成 

3) Holst Centre設立により生まれた新しい研究開発モデル 

従来型のオランダの大学から公的研究機関へ、公的研究機関から企業へのリニアモデル

では、多くの研究シーズが次のステップで生かされず、次のステップでまた別の機関がシー

ズを作る必要があり、商業化までたどり着けないという悪循環が生まれていた。 

その点、Holst Centre は大学・TNO・企業が 1 つのプログラムに「並行」して「同時」

に関わるコンセプトで運営されており、大学・TNO/企業の 3者が、プロジェクトを並行し

て同時に進めることで、各自の持つ能力を効果的に活用できるとしている。9 

 

  

                                                        
9 Holst Centreへのインタビュー調査結果に基づく。 



 

20 

 

 

図 3-3 Holst Centre設立により生まれた新しい研究開発モデル 

出所）インタビュー結果に基づき株式会社三菱総合研究所作成 

(5) 参画機関から見た参画のインセンティブ 

Holst Centreに参画する大学、TNO及び企業は、それぞれ参画のメリットがあるとの認

識の下、活動に参画している。 

大学にとっての Holst Centreへの参画のインセンティブは、自身のアイデアを他参加機

関に共有し、研究成果を商業化につなげる機会を得られるところにある。 

Holst Centreに参画する TNOは、IMECとの共同出資機関であるものの、専門分野の研

究プログラム/プロジェクトには TNO 自身が企業や大学と単独で関わり、IMEC の技術も

必要になる場面では共同研究を行うという、バランスの取れた活動を肯定的に捉えている。

TNOはより多くの企業、大学と関わることで、Holst Centreとしての業務範囲も広がって

いるとのことである。 

Holst Centre に参画する企業は、最新の機器にアクセスし使うことができるほか、イノ

ベーションのシーズを見つけ、商業化につなげることができることがインセンティブとな

っている。10 

  

                                                        
10 Holst Centreへのインタビュー調査結果に基づく。 
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(6) Holst Centreの設立が他地域に与えた影響 

Holst Centreの成功を受け、TNOは異なる研究テーマごとに、オランダ国内の異なる地

域に、様々な Joint Innovation Centre を設立している。以下に示す組織は全て、Holst 

Centreの立ち上げ後、TNOが、大学や企業等と共同で設立した機関である。11 

 

⚫ AMSYSTEMS 

⚫ Biorizon 

⚫ Brightlands Material Center 

⚫ Embedded Systems Innovation 

⚫ ICCC 

⚫ QUTech 

⚫ Smart industry 

⚫ SOLLIANCE 

⚫ VOLTACHEM 

  

                                                        
11 Holst Centre提供資料に基づく。 
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3.5.2 Brightlands Materials Center（Brightlands Chemelot Campus 内） 

(1) ケメロットキャンパスの設立・発展の経緯 

Brightlands Chemelot Campus（以降「ケメロットキャンパス」とする。）は、オラン

ダの化学企業 DSMなどが入居する既存の化学系工業団地内に、バイオ材料系のイノベーシ

ョンの促進を目的とした、産学官の関係機関が集積する研究拠点である。設立は 2016年で

ある。 

ケメロットキャンパスの設立は、1900年頃、政府が、鉱山発見に伴い DSM(Dutch State 

Mines)を設立したところまで遡る。DSM設立後、多くの企業や労働者が集まり発展したが、

1960年に天然ガスが発見された後、オランダは鉱山の閉鎖を決定し、60,000人が失職した。 

その後 DSM は、石炭から石油化学製品の生産へ移行し、雇用拡大に貢献した。同時に、

政府は、Medical Science（医学）に特化した大学をマーストリヒトに設立して研究を進め

た結果、ヘルスケアが、オランダの 2つ目の大きな産業の柱となった。以降、オランダは国

営の自動車メーカーを設立し、雇用を生み出していった。 

この間、DSMは、石油化学製品からライフサイエンスへビジネスを移行した。それに伴

い、DSM は製造工場を SABIA、OCI 等の海外企業に売却し、これら企業が同じ地域に工

場を建設した。 

リンバーグ州は、この産業地域に、国内外の大企業が何社もいることに危機感を覚え、化

学産業が順調に発展していくことが重要であること、また、イノベーションが生まれる場所

を作る必要があるとして、州・マーストリヒト大学・DSMと「Golden Triangle」を形成し、

ケメロットキャンパスを立ち上げた経緯がある。 

この産業地域は、化学材料、特に非金属の製品、プラスチックでは欧州で一、二番であっ

たことから、その強みに TNOが注目し、TNOが出資する Brightlands Materials Center

（BMC）が設立された。 

(2) ケメロットキャンパスの推進・参画機関、活動内容及び活動の目的 

本キャンパスの推進機関は Chemelot Campus B.V.（Royal DSM、リンバーク州、マー

ストリヒト大学による共同出資機関）であり、入居する参画機関には、自発的な活動を促し

ている。入居機関はトップマネジメントで組織されているのではなく、緩やかに組織されて

いる。 
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表 3-5 ケメロットキャンパスに入居する機関の概要 

大学 

⚫ マーストリヒト大学を始め、隣接する地域の大学の大学院生などが、半年から 1年間の

インターンとして各施設に入居可能である。 

⚫ スタートアップを希望する教員などが、大学を離れ、入居している。 

R&D 

Centre 

⚫ BMC（Brightlands Materials Center）：Holst Centreと同様の研究開発機能を有する

機関を、TNOと、州が出資する機関が共同で設立。大学・企業との産学連携を実施。 

⚫ AMIBM（Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials）が Center Court内に

立地する。AMIBMはマーストリヒト大学とアーヘン工科大学（ドイツ、RWTH 

Aachen）の連携による研究機関である。企業とも連携をするが、BMCよりアカデミッ

クよりの研究を行う。 

企業 

⚫ 海外から参入する企業は大企業が中心である。日本からは、積水化学、三井化学などが

参画している。 

⚫ Campus内の中小企業は地元の企業が多く利用している。 

(3) ケメロットキャンパスが提供する機能 

キャンパスのセンター施設（Center Court）には、会議室、レストラン、バー、宴会場な

どの機能があり、異なる機関の者同士が、徒歩圏で入居者同士がいつでも集まり、互いに気

軽に相談できる環境がある。 

また、センター施設から徒歩圏内に、化学プラント等の設備、研究室、オフィス、会議室

等が備わっている。特に、プラントとして “Pilot Plant and Mini Plant Facilities”が備わ

っており、企業向けに R&Dインフラが提供されている。プラントを利用する企業は、材料

生産のテスト、アップスケールの検討等が可能であり、ケメロットキャンパスのテナント以

外の機関も利用可能となっている。 

その他、キャンパスが提供する機能として、リンバーグ州出資の Venturing Fund（企業

向け）や、入居者同士の交流を促すためのコミュニティの提供（レクチャーの実施、スポー

ツ施設、飲食設備等）、教育機会の提供（アカデミック、プロフェッショナル向け）等があ

る。 

(4) BMCが提供する機能 

BMCは、2015年、Holst Centreと同様の研究開発機能を有する機関を、TNOと、リン

バーク州が出資する機関が共同で設立した、設立間もない研究機関である。センター施設の

目の前の建物に入居している。 

BMCのビジネスモデルは Holst Centre、IMECと同様である。BMCは、Holst Centre

のモデルと同様、多くの企業の参画が可能となるような、非独占的に共通で利用できる技術

を開発し、その技術をできるだけ増やしたいと考えている（Shared Research）。しかしな

がら、Shared Researchを進めるのは容易ではなく、企業は BMCと話をすれば、2者間の

共同研究を求めてくる傾向にある点が課題であると認識しているとのことである。 

また、プロジェクトごとに、必要とされる知識も必要とされる装置・設備も異なる。必要

とされる個々の知識も、装置・設備も安価ではなく費用がかかる点も、BMC では課題とし

て認識されている。 
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加えて、BMCは参画企業に対して、以下のような機能を提供している。12 

⚫ 参画企業と、当該プログラムに関するビジョンを描く。 

⚫ BMC自身がまず、Shared Researchごとのビジョン・戦略・計画を立てる。通常

は、数年以上にわたる。参画企業とのやりとりを通じ、毎年見直しを実施する。 

⚫ BMCから企業に対して、未解決の課題に対して「このようなトピックで取り組む

べきではないか」と提案する。 

(5) 研究プロジェクト遂行までのプロセスにおけるマネジメント 

1) BMCの研究スコープ 

BMCでは以下のプログラムが実施中又は検討中である。 

⚫ Additive Manufacturing（3Dプリンター部品など） 

⚫ ライトウェイトオートモーティブ（環境に配慮した軽量の素材（ポリマーなど）） 

⚫ Sustainable Buildings（ビルのエネルギー消費削減：窓ガラスコーティングなど） 

⚫ Packaging（リサイクル可能な素材、パッケージデザインの開発） 

 

Sustainable Buildingsの例では、「革新的な材料とコーティングに関する開発」を行っ

ている。その開発を行うことにより、建物の冷暖房の際に消費するエネルギーの削減を実現

するためのビルディング・エンべロープ（建物内部・外部の境界）に活用しうる技術が実現

される、と説明されている。また、技術開発のアプローチとして、2ステップの戦略を踏む

とのことである。13 

⚫ Step 1: increase the energy efficiency 

⚫ Step 2: address needs with on site renewable energy generation 

2) BMCにおける技術開発プロセス 

BMCによるプログラム運営には、以下の特徴がみられる。 

まず、BMCの各プログラムには、企業、TNO、大学等から専任のプログラムマネージャ

ーを複数雇用することが可能となっている。加えて、マーケティングを活発に行い、プロジ

ェクトに興味のある企業を探し出す Business Developer を配置している。このように、

BMCには人員選定のフレキシビリティがある。 

各プロジェクトにはプロジェクトマネージャーが配置される。European Union 等からの

資金獲得に向けた提案書の作成、他機関との連携、Administration等を担当する。 

プロジェクトマネージャーはプログラムマネージャーと定期的にミーティングを実施し、

プログラムマネージャーは、四半期ごとに Board とミーティングを行い、経過報告を行っ

                                                        
12 BMCへのインタビュー調査結果に基づく。 

13 BMCウェブサイト, <https://www.brightlandsmaterialscenter.com/programs/sustainable-buildings/>（令和元年

8月アクセス） 
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ている。 

Shared Research に参加する企業は、プロジェクトが成功しない場合のリスクも理解し

ており、プロジェクトの成功よりも実行の過程で得られる知識、経験に価値を見いだす傾向

にあるとのことである。 

BMCが関わる活動形態は「共同研究」である以上、リスクも共有されるべきという考え

方があり、契約書にはすべてのリスクについて互いに議論すると明記されている。14 

(6) 参画機関から見た参画のインセンティブ 

大学や企業は、BMCへの参画のインセンティブについて、以下の 3つのメリットを挙げ

ている。15 

⚫ DSMを始め、多様な企業に、徒歩圏で容易に会うことができること 

⚫ コーヒーや昼食などを通じて、気軽に交流することが可能であり、プロジェクトを

始めることも容易であること。 

⚫ 大きな刺激のある連携の場になっていること。 

また、日本企業にとっては、ケメロットキャンパスにいる欧州出身者の研究開発のやり方

を学習することに加えて、本キャンパスのメンバーと知り合い、知りえた結果を自社に持

ち帰ることができることが参画のインセンティブになっている。すなわち、日本企業の興味

が、欧州の市場だけでなく欧州の技術にもあることを理解している。16 

(7) 日本企業と欧州企業の違い 

BMC側から見ると、以下の点において、日本企業と欧州企業とでは傾向が異なっており、

また、参画に消極的な欧州企業に対しては、連携を促す工夫を行っていることが明らかにな

った。17 

1) 欧州企業の連携の動機付けは「コスト」 

一般的に、欧州の企業は、他国よりも、自社だけでの研究の限界をよく知っている傾向

にある。欧州企業は、5 年程度かかる研究を自前で行うと相当なコストがかかることを良

く理解しているとのことである。それが企業間で連携する一つの動機付けになっていると

考えられる。 

2) 日本企業よりもオープンな欧州企業のビジネスマインド 

日本企業の場合、どちらかとクローズなビジネスマインドを持っている傾向が強い。そ

れに対して、欧州の企業は、日本企業よりも、企業同士がオープンになり、まずは連携を

                                                        
14 BMCへのインタビュー調査結果に基づく。 

15 BMCへのインタビュー調査結果に基づく。 

16 BMCへのインタビュー調査結果に基づく。 

17 BMCへのインタビュー調査結果に基づく。 



 

26 

 

試みるという傾向がみられる。 

3) 企業内志向が強い欧州企業への参画を促す工夫 

企業内志向が強く、連携に必ずしも積極的でない欧州企業も存在する。そのような企業に

対して、BMC は、少額の費用のプロジェクトから参加を促すようにしている。BMC では、

アイディアの提供についても支援しながら、BMC と当該企業、企業同士の信頼を構築し

て、次のステップに進む努力をしている。 

3.6 調査結果から得られる示唆 

本調査結果から得られる産総研への示唆や、今後求められる産学連携拠点への示唆は以

下の通りである。 

(1) 公的研究機関が研究・事業の最初から最後まで関わることが重要 

産総研が、Holst Centreのように、研究・事業の最初から最後まで関わり、異なる体質を

持つ大学や企業の結節点として機能することにより、大学、企業、公的研究機関の能力を効

果的に発揮することにつながると考えられる。 

その際、産総研には、それぞれ異なる言語で目標が語られる大学や企業と議論をするため

に、ロードマップを作製したり、取り組むテーマを提案したりする能力が求められる。 

(2) 組織の外で、実験的な試みを繰り返すことが重要 

大きな組織を一度に変えていくことは困難を伴うが、組織の外で、実験的な試みを繰り返

すことで、組織を変化させることができる可能性がある。 

TNOが imecと共同出資してできたHolst Centreは、開始当初は実験的な試みだったが、

その成功を受け、現在は多くの Joint Innovation Centreが生まれている。 

(3) 求心力のある大きなテーマ設定を行うことが重要 

例えばHolst Centreでは、「Manufacturing Process for Flexible Electronics」といっ

た、求心力の高い、大きなテーマ設定がなされており、産総研側の「テーマ」提案の参考に

なると考えられる。 

また、Holst Centreの技術開発プロセスで見られた通り、「創ったら終わる」技術ではな

く、汎用的な技術が、技術開発初期の段階で、戦略的に盛り込まれていることが重要である。 

(4) 産学官連携拠点では人材育成機能も必要 

企業から、Holst Centre のような研究開発拠点に一定期間出向させることは、オープンな

環境に入らないと技術のトレンドに乗り遅れるからという理由がある。もう 1 つ重要な視

点としては、人とのつながり、エース級の人材が集まる中に優秀な人材を送りこむことによ

る人材育成効果がある。 
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(5) 世界水準の産学連携拠点には、グローバル企業の参画が不可欠 

世界水準の産学官連携拠点を作るには、グローバルに活躍する企業と連携することは不

可欠であると考えられる。Holst Centreは、現在 30か国から企業が集まり、センター内の

グローバル化が進んでいる。特定のテーマの研究をグローバルに行う、というポリシーがあ

る。 

また、オランダの場合、世界中から知識やアイデアを集結し、国際的な研究センターを作

ることが目的となっており、センターに在籍する海外の企業がオランダ政府の資金の恩恵

を受けたとしても問題ではない、という政府の柔軟な姿勢も、センター発展の後押しをして

いる。 
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