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　 　巻頭言　Foreword

我々のような顧客サービスを基本とする企業が科学の位置付けを認識するにあたって、科学とは、先人の
知恵の集合体であり、科学する姿勢が事業経営における必須要件であると考えています。
肥後銀行は、昨年１１月に公益財団法人日本生産性本部が主催する日本経営品質賞を銀行として初めて受
賞しました。その受賞理由に、体系的組織変革と人づくりが挙げられていますが、その背景には先人たちの
研究から生まれた三つの理論をベースに組み立てられた組織変革論を、デジタル・テクノロジーをベースに
展開した成果が評価されたと思っています。
その第１の理論が「変化の速度の差の原理」であり、以下６種類の経営資源は同時に変化するものでは
なく、「情報・カネ＞モノ＞ヒト＞意識＞制度・法律＞価値観」の順で変化しにくくなるという分析であり
ます。我々の変革は、最も変化の速い情報機能を組み込んだコンピューター・ベースの仕事環境づくりを
行い、ＩＴスキルを向上させ、古い価値観をデジタル社会に適応できる価値観に転換し続ける努力から始
まりました。
第２に、「表と裏の競争力」という考え方の導入です。営業店における表の競争力（マーケットシェア）
を強めるためには、本部と経営が商品開発や管理・検証業務の効率化そして組織編成など、顧客から見えに
くい裏の競争力強化が重要です。
第３に、「モラトリアム人間の時代」という認識です。昭和の時代は社会的責任や義務の履行が始まる青
年からオトナ社会への移行期をモラトリアム（猶予期間）として、ある一定期間全体で容認していた時代で
ありました。しかし、平成に入り高度情報化社会に突入して以降、青年期特有のモラトリアムが、あらゆる
年代層、階層に共有される普遍的傾向になりました。その背景にデジタル技術の発展、グローバリゼーショ
ンの進展、大都市部への人口集中などの大きな変化が挙げられ、結果、組織運営が年功序列では難しくなっ
たわけです。組織運営の標準化には、明確な運営ルールとコンピューター・サポートが必要となっています。
今後、Ｓｏｃｉｅｔｙ５. ０を目指すデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の伸展により、デジ
タル・デバイド（情報格差）はますます拡大していく可能性のある地方経済社会において、また、人口減少
社会で既存の制度・システムを維持していくためにも、デジタル・テクノロジーの活用は必須であります。
肥後銀行は伸展するＤＸの地方経済社会における受け皿となるべく、ＤＸの組織的体質化を図ってきまし
た。このノウハウを地方のＤＸが伸展していない中小企業を支援すべく、展開を始めています。ビジネス教
育会社を作り、ＩＴスキル・アップと礼儀礼節を指導する部隊を中心に活動し、地道な説明が浸透し、ニー
ズが顕在化してきた段階であります。
昨年１２月には、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）と地域産業発展による持続可能な地域社
会づくりの推進を目的とし、連携協定を締結しました。地方銀行として、地元の産学官連携を促進するに際
し、不知の科学分野へのアクセスの円滑化と科学的知見をベースとした協力が得られるものと期待しており
ます。

科学を活かす仕事の仕方

株式会社肥後銀行 代表取締役会長
熊本経済同友会 代表幹事

甲斐　隆博
かい　たかひろ
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Feature 産学連携に関する２０２０年度予算

大学を中心としたスタートアップ・エコシステムの強化
近年、経済社会構造が資本集約型から知識集約型に急速に変化し、オープン・イノベーションの加速が不

可欠となりつつあるなか、イノベーションの担い手としてスタートアップの役割が重要性を増している。
２０１９（令和元）年６月に閣議決定された「統合イノベーション戦略２０１９」にもあるとおり、世界

的に研究開発型スタートアップが増え、大規模化しているなか、日本においても起業家精神にあふれる人材
の潜在能力を最大限に発揮できる環境を整備していくことが必要である。その具体的施策として、内閣府を
中心として策定された「Beyond Limits. Unlock Our Potential ～世界に伍するスタートアップ・エコシ
ステム拠点形成戦略～」においては、拠点都市への集中支援、ランドマーク・プログラムの招致などを通じ
世界と伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成を推進していくことや、大学を中心としたス
タートアップ・エコシステムの強化を推進していくこととされている。

大学等の革新的な研究成果を基にした大学発ベンチャーの市場価値は、２兆円程度まで成長している。一

文部科学省
オープンイノベーションの加速に向けて

文部科学省 
科学技術・学術政策局 
産業連携・地域支援課
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方で、わが国における大学発ベンチャーの設立数は、ここ数年は増加傾向にあるものの、依然として一時に
比べて低調である。また、わが国では起業意欲が国際的に見て低いのが現状である。教職員・学生の起業意
欲やベンチャーへの関心の低さ、アントレプレナー育成への支援体制の不足、日本全体のアントレプレナー
シップ醸成が不十分といった点が課題である。

そのため、文部科学省では、２０１７（平成２９）年度より次世代アントレプレナー育成事業（ＥＤＧＥ
－ＮＥＸＴ）を実施している。本事業は、これまで各大学などで実施してきたアントレプレナー育成に係る
取り組みの成果や知見を活用しつつ、受講生の拡大や、アントレプレナー育成のロールモデル創出加速に向
けたプログラムの発展に取り組むことで、アントレプレナーシップ醸成を促進し、わが国のベンチャー創出
力を強化することを目的としており、複数の大学が連携したコンソーシアムに対して、アントレプレナー育
成のための実践プログラムの開発やそのために必要なネットワーク構築・体制整備等を支援している。

本事業については、これまでに各コンソーシアムの累計で２万人以上の学生や教職員、社会人などがプロ
ジェクトに参加し、受講者のアントレプレナーシップ醸成に一定の成果を上げている。一方、世界に伍する
スタートアップ拠点を形成していくためには優れたアントプレナーの輩出、そのためのわが国全体でのアン
トレプレナーシップ醸成が必要不可欠であり、ＥＤＧＥ－ＮＥＸＴ参加機関のみならず、より裾野を拡大
し、拠点都市はじめ各地の大学を巻き込んでいく必要がある。今後はＥＤＧＥ－ＮＥＸＴに参画していない
大学などや起業家育成を支援する個人や企業、団体なども対象に見据え、ＥＤＧＥ－ＮＥＸＴ関連の積極的
な情報発信やマッチング支援などを通じて、日本全体としてのアントレプレナーシップ醸成とエコシステム
構築の加速を図っていく。

本格的産学官連携の推進および地域科学技術の振興
このほか、文部科学省においては、大学における企業の事業戦略に深く関わる大型共同研究の集中的なマ

ネジメント体制の構築を支援する「オープンイノベーション機構の整備」（２０２０年度予算額（案）：約
１９億円）に取り組むとともに、地域の競争力の源泉（コア技術など）を核に、社会的インパクトが大きく
地域の成長・国富の増大に資する事業化プロジェクト等を推進する「地域イノベーション・エコシステム形
成プログラム」（２０２０年度予算額（案）：約３６億円）や、自治体、大学などが中心となって地域の社会
課題を科学技術イノベーションにより解決し、未来ビジョンの実現を目指す「科学技術イノベーションによ
る地域社会課題解決（ＤＥＳＩＧＮ－ｉ）」（２０２０年度予算額（案）：約３千万円）などについて着実に
取り組むことで、「組織」対「組織」の本格的産学官連携を通じたオープンイノベーションの加速および地
方創生に資するイノベーション・エコシステムの形成を図っていく。
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農林水産省では、様々な分野の多様な知識や技術を結集し、産学の連携により革新的技術を生み出す新た
な仕組み（「知」の集積と活用の場 ®）を介して、民間の資金を活用しつつ研究開発を加速化する取り組み
を実施している。

イノベーション創出強化研究推進事業
（２０２０「令和２」年度予算概算決定額：３８. ５億円）

『「知」の集積と活用の場®』からの提案など、異分野のアイデア・技術などを農林水産分野に導入し、革
新的な技術・商品・サービスを生み出す研究を支援する。特に、地域（中山間地域）や品目（露地野菜、果樹）
ごとの空白領域に対応したスマート農業技術や輸出促進に資する技術などの研究開発を重点的に支援する。
委託先：民間団体等

「知」の集積による産学連携推進事業（２０２０「令和２」年度予算概算決定額：２. ４億円）
『「知」の集積と活用の場®』における協議会の運営や、生産者と研究機関が交流するための展示会の開催
など、イノベーションの創出に向けた取り組みを支援する。
委託先：民間団体等

農林水産省
「知」の集積と活用の場®等による
産学連携推進について 農林水産省 

農林水産技術会議事務局 
研究推進課

○「知」の集積と活用の場®は、オランダのフードバレー等の産学官が連携したイノベーション創発の仕組みを参考に
しながら、わが国における新たな産学連携研究の仕組みとして、２０１６（平成２８）年４月から活動を開始。

プロデューサーを中心と
し、新産業創出のため
の研究戦略等を策定

商品化・事業化に
つながる革新的な
研究開発を実施

多様な会員が集
まり交流や意見
交換を実施

「知」の集積による産学連携推進事業 イノベーション創出
強化研究推進事業

「知」の集積と活用の場®づくり
の推進

イノベーション創出に向けた
研究開発の推進

研究開発プラットフォーム

研究コンソーシアム

多様な主体の「知」の集積と活用の場®から、イノベーションを創造します。

産学官連携
協議会

農林水産・
食品産業を
成長産業へ。

新たな商品化・
事業化を通じて

生命科学

医学

情報工学

流通工学

機械工学

社会科学

化学

物理学

新たな産学連携研究の仕組み（「知」の集積と活用の場®）
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ムーンショット型農林水産研究推進事業（２０１９「令和元」年度補正予算額：５０億円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２０２０「令和２」年度予算概算決定額：１億円）
農林水産分野の成長産業化に向けて、国立研究開発法人農研機構生物系特定産業技術研究支援センターに

基金を設置し、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題などを対象とした挑戦的な研究
開発を推進する。
委託先：民間団体等

農林水産研究推進事業（２０２０「令和２」年度予算概算決定額：２２. ９億円）
農林水産業・食品産業の競争力強化に向け、国主導で実施すべき研究分野について、戦略的な研究開発を

推進するとともに、研究開発と研究成果の社会実装を効果的に行えるよう、知的財産マネジメントの強化や
アウトリーチ活動強化などの環境整備を実施する。
研究開発：①現場ニーズ対応型プロジェクト　　　②脱炭素・環境対応プロジェクト　
　　　　　③次世代育種・健康増進プロジェクト　④人工知能未来農業創造プロジェクト
環境整備：①海外・異分野動向分析　②アウトリーチ活動強化　③知財マネジメント強化

委託先（研究開発）：生産者、民間団体、大学、研究機関等から構成される研究グループ等
委託先（環境整備）：民間団体等

スマート農業総合推進対策事業（２０２０「令和２」年度予算概算決定額：１５億円）
スマート農業を総合的に推進するため、先端技術の現場への導入・実証や、地域での戦略づくり、科学的

データに基づく土づくり、教育の推進、農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）の活用促進のための環境整備等
の取り組みを支援する。
委託先：生産者、民間団体、研究機関等から構成される実証グループ等

スマート農業技術の開発・実証プロ
ジェクト（２０１９「令和元」年度
補正予算額：７１. ５億円）
国際競争力の強化に向け、ロボット・ＡＩ・

ＩｏＴなどの先端技術を活用した「スマート
農業」を現場に導入・実証し、経営効果を明
らかにするとともに、スマート農業の最適な
技術体系を検討し、情報提供を行うことによ
り、スマート農業の社会実装を加速化する。
委託先：�生産者、民間団体、研究機関等か

ら構成される実証グループ

経営管理システム
ドローンを活用した

生育・病害虫モニタリング
重量野菜の
自動収穫機

経営管理 耕起・施肥 栽培管理 収穫

産地の戦略・体制づくり
農業者

普及組織

その他関係機関自治体

民間企業

スマート農業の社会実装・実践

スマート農業加速化実証プロジェクト

スマート農業教育の推進

農業データ連携基盤の活用促進
（WAGRI）

データの提供

ロボット技術の安全性確保

安全性確保
ガイドライン

リスクアセスメントの実施 ガイドライン等へ反映

共通カリキュラム作成

自動走行トラクタの
無人協調作業

各段階で
データを
取得し、
経営分析

科学的データに基づく土づくりの推進

土壌診断の実施と
データベース構築生物性評価の検証

スマート農業実証事業のイメージ
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経済産業省では、イノベーション創出に向けた環境の整備を重点的に取り組む政策の一つと位置付け、官
民協調による次世代の産業を生む若手研究者の発掘支援や産学融合拠点の創出、J-Startup を中心とした研
究開発ベンチャーエコシステムの構築・強化などを推進する。

官民による若手研究者発掘支援事業（２０２０「令和２」年度当初予算案額１５．０億）
【大学連携推進室】

わが国における企業の総研究費に占める大学への研究費の拠出割合は主要国と比較して低く、産業界が大
学の機能・リソースを十分に活用できているとは言い難い状況だ。破壊的イノベーションにつながるシーズ
創出をより一層促すためには、有望な研究者と企業をマッチングし、産学連携を加速させる仕組みの構築が
必要である。

本事業では、目的指向型の創造的な基礎または応用研究を行う大学、公的研究機関などに所属する有能な
若手研究者を発掘するとともに、若手研究者と企業とのマッチングを伴走型で支援。加えて、企業との共同

経済産業省
産学官連携によるイノベーション創出に向けた
環境の整備

経済産業省 
産業技術環境局 大学連携推進室 
技術振興・大学連携推進課
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研究などによる研究開発を積極的に支援することで、企業との連携を促進し、官民協調による若手研究者の
発掘および育成の実現を目指す。

＜官民による若手研究者発掘支援事業スキーム（案）＞

産学融合拠点創出事業（２０２０「令和２」年度当初予算案額２．０億）【大学連携推進室】
企業が自前主義から脱却し、オープン・イノベーションを志向するために、大学と産業界が役割分担論を

超えて、一体的で融合的に研究開発や人材育成を行う産学連携の新たなステージへと転換が求められている。
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本事業では、各地域において大学と企業などのネットワークを創設し、シーズ発掘から共同研究立ち上げ
までを一気通貫に支援することで、産学融合拠点の先行モデルを実現。

また、大学等が組成した全国の地域オープン・イノベーション拠点の中で、企業ネットワークのハブと
して機能しているなど、特色・強みが鮮明なものを選抜し、信用力を高めるとともに支援を集中。併せて、
トップ層の引き上げや拠点間の競争を促す選抜制度を創設する。

研究開発型スタートアップ支援事業（２０１９「令和元」年度補正予算案額３０．２億円
２０２０「令和２」年度予算案額２７．５億円）【技術振興・大学連携推進課】

研究開発型スタートアップは、技術イノベーションの担い手として期待される存在で、その創出や成長の
ための環境整備が重要となる。

しかしながら、研究開発に要する期間の長さ、資金調達の難しさ、成功ノウハウ蓄積の少なさなど、研究
開発型スタートアップを取り巻く環境は依然として厳しく、自律的で連続的に創出や成長が繰り返される

「エコシステム」の構築にはいまだ至っていない。特に、事業化の前段階における、研究と事業化の間のＧ
ａｐ（空白）を埋める資金（Ｇａｐ Ｆｕｎｄ）は、リスクが高く民間からの調達が困難な状況である。

そこで、本事業において、Ｇａｐ Ｆｕｎｄを通じてシーズ案件を重点的に支援し、創業数を向上するこ
とで、その後の支援フェーズにつなげ、ユニコーン組成を後押しする。

具体的には、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）を通じ、優れた技術シー
ズを活用した事業構想を持つ起業家候補などに対し、スタートアップ立ち上げ活動を支援。さらに、急成長
の可能性を秘めた研究開発型スタートアップに対し、ベンチャーキャピタル、研究機関、事業会社などの協
力を得ることを条件に、実用化開発等に係る費用を支援することにより、エコシステムの構築を目指す。

（   ）内は令和元年度予算額
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Feature 産学連携に関する２０２０年度予算

環境省の科学技術関係予算
２０１８（平成３０）年４月に閣議決定された第５次環境基本計画において、わが国が環境、経済、社会

に関わる複合的な危機や課題に直面していること、また、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の採択やパリ
協定の発効など脱炭素社会に向けた時代の転換点が到来していることを踏まえ、新たな文明社会を目指し、
大きく考え方を転換（パラダイムシフト）すべきことが打ち出された。
これからの環境政策は、世の中を脱炭素型かつ持続可能な形へと転換（シフト）させていくことで、様々
なイノベーションを引き起こし、それによって環境保全と経済・社会的課題との同時解決を図りつつ、新た
なマーケットを創出していくこと――、つまり環境政策がこれからの成長の「牽引（けんいん）役」となっ
ていくこと――、が重要である。その実践として、地域においては、地域の主体性を生かし、自立分散で、
相互連携により補完し合い、循環と共生を実現する「地域循環共生圏」を創造し、将来にわたって質の高い
生活をもたらす「新たな成長」につなげていく。
環境省（原子力規制庁分を含む）における２０２０（令和２）年度科学技術関係予算案については、図１
のとおり、総額約１，８７９億円となっている。次年度は、一般会計やエネルギー起源ＣＯ２排出削減に係
る科学技術についての予算（エネルギー対策特別会計分）での科学技術関係予算は増額し、特にエネルギー
特別会計の科学技術関連予算が１９．８％の増額と大きくなっている。そのため、科学技術関係予算総額が
前年度比９．７％の増額となっている。

環境省
環境研究・技術開発の一層の推進に向けた
取り組みについて

環境省 
大臣官房総合政策課 
環境研究技術室

総額 １,８７９億円（ １,７１２億円） 対前年度比９．７％増
うち新しい日本のための優先課題推進枠（要望枠） ８２億円

※原子力規制庁予算も含む

令和２年度予算（案） 令和元年度
当初予算

対前年度
増▲減率うち要望枠

科学技術関係予算 合計 1,879 82 1,712 9.7%

一般会計 417 67 395 8.1%

うち科学技術振興費 291 67 282 3.2%

エネルギー対策特別会計 1404 15 1172 19.8%

復興特別会計 58 0 145 ▼60.0%

（単位：億円）

令和元年度
二次補正予算

73

64

61

9

0

 図１ 　２０２０（令和２）年度科学技術関係予算案の概要
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環境研究総合推進費について
環境研究総合推進費（以下「推進費」）は、環境省が必要とする研究テーマ（行政ニーズ）を提示して公

募を行い、広く産学官民の研究機関の研究者から提案を募り、外部有識者で構成される評価委員会および分
野ごとの研究部会の審査を経て採択された課題を実施する、環境政策貢献型の競争的資金である。持続可能
な社会構築のための環境政策の推進にとって不可欠な科学的知見の集積および技術開発の促進を目的として
いる。
研究対象領域は、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」（２０１９「令和元」年５月環境大臣決定）の
構成に沿って、統合領域、気候変動領域、資源循環領域、自然共生領域、安全確保領域の５領域であり、
２０１９（令和元）年度は１４２課題および戦略的研究開発を９プロジェクト実施している。
推進費の公募スケジュールについては、図２に示す通り、例年１０月から約１カ月間の公募期間の後、書
面・ヒアリング審査を行い、２月ごろに採択課題が決定する。採択された場合は４月から研究が開始できる。

環境省では推進費による研究成果の環境政策への一層の貢献を図るべく、制度の基本方針の検討・策定、
行政ニーズの策定・提示、環境政策への活用および制度全体の管理・評価について強化を図っていくととも
に、引き続き産学官連携の研究開発を促進していく。

 図２ 　環境研究総合推進費の公募スケジュール
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Feature 産学連携に関する２０２０年度予算

研究成果最適展開支援プログラム（Ａ－ＳＴＥＰ）の制度変更
１）Ａ－ＳＴＥＰについて

研究成果最適展開支援プログラム（Ａ－ＳＴＥＰ）は、大学等で生まれた科学技術に関する研究成果を国
民経済上重要な技術として実用化することで、研究成果の社会還元を目指す技術移転支援プログラムである。
２０１９（令和元）年度現在、Ａ－ＳＴＥＰは、大学等の研究成果の実用化に向けた産学連携の可能性を検
証する機能検証フェーズ、実用化に不可欠な中核的技術の構築を行う産学共同フェーズ、さらに製品化に向
けた実証試験を行うための実用化開発を実施する企業主導フェーズの三つのフェーズで構成される（表１）。
Ａ－ＳＴＥＰは産学共同のアーリーフェーズから実用化開発まで幅広いフェーズを対象としており、さらに
は、医療分野を除く全ての研究分野を対象としている。このように、社会的・経済的なインパクトにつなが
ることが期待できる、幅広い分野の研究開発を支援対象としている。
２）今後のＡ－ＳＴＥＰの取り組み、２０２０（令和２）年度Ａ－ＳＴＥＰの制度・運営の変更

産学連携による研究開発の拡大・活性化が求められており、そのためにＡ－ＳＴＥＰが取り組むべき内容
は次の通りである。一つは、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）戦略的創造研究推進事業や科学
研究費助成事業などで創出された先端的な基礎研究をＡ－ＳＴＥＰに早期に接続し本格的な産学共同研究に
導き、Ａ－ＳＴＥＰの研究課題のステップアップをより円滑にすることで、切れ目のない研究開発の体制を
取ること。もう一つは、産学共同研究に取り組む多様なシーズを持つ研究者を積極的にＡ－ＳＴＥＰに取り
込み、産学共同の研究開発を行う研究者の裾野拡大を図ることである。

上記取り組みの強化のため、２０２０（令和２）年度からＡ－ＳＴＥＰの制度・運営を以下の通り変更する。

科学技術振興機構
産学連携に向けた取り組みについて 国立研究開発法人科学技術振興機構

産学連携展開部
イノベーション拠点推進部
産学共同開発部

 表１ 　２０１９（令和元）年度のＡ－ＳＴＥＰと２０２０（令和２）年度からのＡ－ＳＴＥＰ

ズーェフ導主業企ズーェフ同共学産ズーェフ証検能機ズーェフ
支援タイプ 試験研究 実証研究 シーズ育成 NexTEP-B NexTEP-A

支援対象

大学等のシーズが企業
ニーズの解決に資する
かどうか確認するため
の試験研究を支援

企業との本格的な共同
研究に進むために必要
な実証的な研究を支援

大学等の研究成果に基づく技
術シーズの可能性検証および
実用性検証を行い、中核技術
の構築を目指す産学共同の研

究開発を支援

研究開発型中小企業に
よる大学等の研究成果
に基づく技術シーズの
実用化開発を支援

企業による大学等の研
究成果に基づく技術
シーズの大規模な実用

化開発を支援

課題提案者 大学等の研究者 企業と大学等の研究者 企業

支援規模
～300万円
原則1年

～1,000万円
原則1年

2,000万円～5億円
2～6年

原則、上限3億円
原則、最長5年

原則、1億円～15億円
原則、最長10年

資金の種類 ドンァフグンチッマトンラグ 返済型

支援メニュー トライアウト
体主業企同共学産

育成型 本格型 マッチング型 返済型

支援対象
大学等のシーズが企業
ニーズの達成に資するか、

可能性を検証する

大学等の基礎研究成果を
企業との共同研究に繋げ
るまで磨き上げ、共同研
究体制の構築を目指す

大学等の技術シーズの可能
性検証、実用性検証を産学
共同で行い、実用化に向け
て中核技術の構築を目指す

実用化・事業化に向けて、大学等の研究成
果・技術シーズに基づく企業主体による

実用化開発を行う

課題提案者 大学等の研究者 大学等の研究者 企業と大学等の研究者 企業

支援規模
上限300万円（総額）

最長1.5年
上限1,500万円（年額）

最長2.5年
上限1億円（年額）

最長4.5年
上限5億円（総額）／

最長5.5年
原則上限10億円（総
額）／最長5.5年

資金の種類 ドンァフグンチッマドンァフグンチッマトンラグ 返済型

強化促進策
産学連携に挑む研究者を支援
若手研究者を積極的に採択 ベンチャー企業への支援拡充（柔軟な企業負担）

※令和２年度Ａ－ＳＴＥＰ予算 ６,７７９百万円
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まず制度面では、従前の三つのフェーズをトライアウト、産学共同、企業主体の三つのメニューに再編し、産
学共同の下に育成型と本格型、企業主体の下にマッチング型と返済型の二つのタイプを置く。産学共同育成型
は２０２０（令和２）年度から新たに設置される（表１）。運営面では、Ａ－ＳＴＥＰの開発主監（PD）＊１と
各メニューのプログラムオフィサー（PO）＊２から構成される会議体（以下Ａ－ＳＴＥＰ全体会議という）
を設置し、Ａ－ＳＴＥＰの有望な研究課題を共有し今後の支援の方策などについて議論する。個別の研究課
題に対しては、研究推進上の助言を与える推進アドバイザー＊３を配置する。
３）２０２０（令和２）年度Ａ－ＳＴＥＰの狙い

切れ目のない研究開発推進の取り組みの一つとして、２０２０（令和２）年度新設の産学共同育成型では、
先端的な基礎研究成果を本格的な産学共同研究に早期に接続する。産学共同育成型へは、共同研究相手の企
業が確定していない企業探索段階で大学等研究者が単独で応募することができる。大学等研究者は、相手先
企業の探索、企業ニーズとシーズの擦り合わせによるシーズ技術の検証、シーズ技術の知財化を行い、本格
的な産学共同研究を行うための体制構築と具体的な研究開発計画の策定を行う。研究終了時には、産学共同
本格型にステップアップすることが期待される。

同時に、産学共同の研究開発に取り組む研究者の裾野拡大を図る。従前の機能検証フェーズを引き継ぐト
ライアウトでは、３００万円／最長１. ５年のみとし、より多くの研究課題に対して産学連携に挑む研究者
を支援する。また、トライアウトと産学共同育成型では、４０歳未満の若手研究者の採択・支援を強化する。
さらに、産学共同本格型と企業主体では、設立１０年以下の企業に対するマッチング条件を緩和する。

Ａ－ＳＴＥＰに取り込んだ先端的な基礎研究成果、Ａ－ＳＴＥＰのメニュー間での円滑なステップを図る
ためには、適切なマネジメントが重要となる。Ａ－ＳＴＥＰ全体会議では、Ａ－ＳＴＥＰの有望な研究課題
をＰＤ、ＰＯが共有し今後の支援の方策などについて議論することで、メニュー間での研究課題の円滑なス
テップアップを促すための体制を取る。このようなプログラム全体を俯瞰（ふかん）するマネジメントに加
え、個別の研究課題に対するマネジメントも強化していく。特に、産学共同育成型では、共同研究相手の企
業の探索、産業界・企業ニーズの詳細な把握が重要である。各研究課題に配置する推進アドバイザーが、研
究者に対し、企業探索活動、シーズ技術の戦略的な知財化、具体的な研究開発計画の策定などに関する助言
を行い、本格的な産学共同の研究開発の開始に向けた支援を行う。

共創の場形成支援プログラム＊４の発足
「共創の場形成支援プログラム」は大学・国立研究開発法人、企業および自治体などの多様な機関の参画

によるコンソーシアム型の研究チームや運営体制により産学連携拠点形成を行うプログラムである。本プロ
グラムは、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に基づいた「ビジョンの探索・共有」を目指し、「バックキャ
スト型研究開発」と「持続的なシステムの構築」の一体的支援を行うものであり、２０２０（令和２）年度
公募開始を予定している（図１）。

これまでの拠点形成事業は、様々なコンセプトのプログラムが林立し、また公募が 1 回限りの場合が多
いなど、申請者への負担が指摘されていた。また特定研究分野・大規模大学へ資金が集中する一方で、支援
終了後は拠点が縮小し解散してしまう懸念事項があった。

そこで本プログラムでは、既存の拠点型産学連携制度の大くくり化を進める中でこれまでの拠点プログラ
ムの良い点を継承しつつ、定期公募の実現を含めさらなる改善を図っている。本プログラムの制度方針は以
下の通りである。
１）ビジョンの探索・共有

自然科学系のみならず人文・社会系を含めた多様なステークホルダーを巻き込み、ＳＤＧｓに基づいた国
や地域の特性・持続可能性・イノベーションの観点を統合した、独自ビジョンの探索・共有を支援する。
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２）バックキャスト型研究開発
将来のビジョン達成からバックキャストし、新たな価値創造につながる研究開発目標とテーマの設定、その

実行を支援する。研究課題の概念実証（Proof of Concept：ＰｏＣ）以降は外部リソースによる研究実施へ段
階的に移行することを求め、研究テーマの新陳代謝を促進する。また募集分野の一部を政策的に重要な分野と
して設定することで、地域特性や独自的な発想に基づくプロジェクトから政策的に重要度が高いプロジェクト
まで、様々なタイプの研究機関・研究提案に柔軟に対応していく。
３）持続的なシステムの構築

価値創造に必要となる機能（外部リソース獲得、研究人材・マネジメント人材育成等）を備えたシステムを
構築し、プロジェクト終了後も代表機関が中心となり持続的に運営する体制の整備を支援する。また、組織
内外の様々なリソースを統合し、ビジョン達成に向けた研究開発体制（バックキャスティングからの研究テー
マ、研究開発マネジメント体制、サイエンス基盤等）の構築も併せて支援する。その一方で、プロジェクト共
通の基盤整備、例えば共用設備維持費や人件費などの経費は基盤的経費として扱い、安定的に措置できる枠
組みとする。基盤整備の経費を保証しつつ研究課題の社会実装を促すことで、新たな研究開発課題の誘起と
価値創造の仕組みと体制の持続的運営化を期待する。

支援メニューには、価値の創造を目指す異分野融合領域の研究開発と、そのために必要となるプラット
フォームの構築・マネジメントなどを最大１０年間一体的に支援する「本格型」と、目指す社会像と新たな
価値の設定、その実現を目指す研究テーマの組成、研究開発体制・マネジメント体制の整備等を２年間一体
的に支援し、本格型への移行を目指す「育成型」の２通りを設定する。特に育成型では、今まで拠点型プロ
グラムに採択されていない機関からの応募を期待する。

＊ 1　Ａ－ＳＴＥＰを含むＪＳＴ産学連携事業について、マネージメントシステムの改善、プログラムの運営方針策定と統括などを行う。
＊ 2　本プログラムの運営、研究課題の審査・評価・フォローアップ等を行う有識者。
＊ 3　研究課題ごとに選任され、研究者等に研究開発推進上の助言等を行う有識者。
＊ 4　本記事の情報は２０２０年２月時点。最新情報は本プログラムのウェブサイト参照。https://www.jst.go.jp/pf/platform/

 図 1 　共創の場形成支援プログラム概要

https://www.jst.go.jp/pf/platform/
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リポート　Report

これまでに、８００を超える研究開発プロジェクト
福岡県は理工系大学の集積率が西日本で最も高く、この頭脳を有効に活用し、産業界の技術ニーズと大学

などの先端的研究シーズを仲介して、研究や技術の交流を促進するため、１９８６年「２１世紀へのプラン」
の中で、産・学・官連携システムの検討を行った。
１９８７年に、推進機関の設立準備が始まり、公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団の前身となる

「財団法人福岡県科学技術振興財団」が１９８９年１１月１日に設立された。事業内容は、（１）産学官の共
同研究による創造的研究開発支援事業、（２）科学技術に関する研究交流事業、（３）国際的科学技術交流推
進事業、（４）科学技術振興調査事業の四つである。
１９９０年、県庁近くに事務所を開設し、初めての産学官共同研究開発事業を公募して２テーマを採択す
るとともに、科学技術庁から研究開発事業も受託した。
１９９５年には、それまでの機能をさらに強化するため、基礎から事業化までの一貫支援、その成果を地
域展開することで、本県産業の高度化や産業育成を目指す「財団法人福岡県産業・科学技術振興財団」へ改
組した。また、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）からＲＳＰ事業（ネットワーク構築型）のコー
ディネーター４人が配置され地域での支援基盤が整った。
これまでに実施してきた産学官共同研究開発プロジェクトは、文部科学省やＪＳＴ、経済産業省や国立研
究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）などの大型事業をはじめとする、国が推進す
る事業３７５件、県事業４０１件、民間事業４２件など、合計８００件を超えた。

発展可能性が高い分野で、新産業を育成
福岡県の新産業振興施策は、一

般的な地場産業振興とは組織や施
策を区別して、発展可能性が高い
分野に絞り込み、地域の大学や産
業の高いポテンシャルを活用した
産学官連携による総合的な取り組
みを基本として推進し、その実践
が当財団の役割となった。これは
福岡県の特徴的な手法で、大変有
効なシステムとなった。
２００１年、福岡県は東アジア
の半導体設計開発拠点化を目指し
た「シリコンシーベルト福岡構想」
を開始し、財団内に推進室と技術
者育成や集積を進める「人材育成

先端技術開発で、新産業と
第４次産業革命をけん引 公益財団法人福岡県産

業・科学技術振興財団
ロボット・システム開発
センター長

神谷　昌秀
こうや　まさひで

図 1　5 つの支援センター
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カレッジ」を開設した。２００４年に福岡市早良区に、独立行政法人中小企業基盤整備機構による大学連携
型企業家育成施設「福岡システムＬＳＩ総合開発センター」が建設され、当財団はインキュベーション施設
や共用設計ツールなど、半導体関連分野の支援環境を整えながら、企業の開発や事業化、育成、集積促進に
取り組んだ。
その後、糸島市に半導体分野の試作開発を行う「三次元半導体研究センター」や実証試験を行う「社会シ
ステム実証センター」、博多区に「福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター」、福岡市西区に「有機光
エレクトロニクス実用化開発センター」を開設し、現在、図１に示す５センターによる支援体制となった。

第 4次産業革命の基盤構築
近年、ＡＩやＩｏＴなどの第４次産業革命に向けた取り組みが進んでいる。これらを実現する基盤技術

は、電子デバイスやソフトウェアなどの半導体関連技
術であり、福岡県内には図２のように４１７関連事業
所が集積した＊＊1。当初の取り組みは、設計開発分野の
集積を目指したが、近年はソフトウェア分野が急増し
ている。
財団内には、これらを支援するインキュベーション
が合計８８室・３６ブースあり、県内事業所の２１％
となる８８事業所が入居し様々な事業を行っている。
ＡＩ開発の支援を行うため、経済産業省とＮＥＤ
Ｏが進める「ＡＩチップ開発事業」のサテライト拠点
に指定され、その設計開発環境も整備された。

①電子デバイスの試作開発
自動車ＥＶ化や５Ｇなどの高速通
信が拡大し、その電子デバイスは高
機能化や小型化、高集積化などへの
対応が強く要求されている。
三次元半導体研究センターは、半
導体実装分野の設計から試作開発、
試験評価を一貫支援できる国内唯一
の公的試験研究機関である。その機
器利用件数は年々増加し、昨年は開
所時の３倍以上となる４６６件、累
計２，２１０件。企業などとの共同
研究開発も、累計１１５件となった。
図３に機器利用企業の分布を示すが、
福岡県内が最も多く、関東など国内
各地からも多くの企業に利用されて
いる。その目的は、材料開発や製品
試作開発・評価が半分以上で、近年
は自動車関連企業が増加している。

図 2　福岡県内の半導体関連事業所数
資料）�笹野尚著「産業クラスターと活動体」、2018 年：ふくおか

IST 調査

図 3　三次元半導体研究センターでの機器利用
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②ＩｏＴ機器の開発・実証・導入
ＩｏＴの普及では、製造現場では何をどうすれば良いか分からないとかＩＴベンダーからは現場ニーズが
分からないと言う意見が多く、その乖離（かいり）が普及の阻害となっている。
当財団では、導入希望がある企業へ複数ＩｏＴベンダーが参加し、意見交換やマッチングを行う「現場
ニーズ把握会」を県と実施し、現場への導入普及を進めている。
また開発製品に温度や振動、衝撃をかけて可動限界を評価する「ＨＡＬＴ試験機」や「無線通信評価室」
なども整備し企業を支援している。

③企業技術者の育成
当財団が運営する「システム開発技術カレッジ」は、電子デバイスやシステムのハードからソフト、ＡＩ
やデータサイエンスなど、基本から応用までを学べる国内最大のリカレント教育機関である。講座体系は、
電子回路などの「基盤技術」とセンサーや通信などの「要素技術」、システム品質などの「システム構築技術」
の３体系で、財団内や企業への出張講座など、年間８０回以上を開催し、これまでに１万８０００人以上が
受講した。
本年度、内閣府や経済産業省が実施する「第８回ものづくり日本大賞の人材育成支援部門」で、経済産業
大臣賞を受賞した。

④有機ＥＬ材料の実用化
有機光エレクトロニクス実用化開発センターは、公益財団法人九州先端科学技術研究所などと連携して、
九州大学で開発された世界最先端有機ＥＬ発光材料の実用化を進めている。デバイスの試作評価、基礎物性
や解析、プロセス開発をはじめ、企業の参入支援も行い、支援企業である九州大学発ベンチャー株式会社Ｋ
ｙｕｌｕｘ（キューラックス）では、開発した黄色単色材料のパネルメーカーへの採用が決まった。

先端技術開発で、今後の第４次産業革命をけん引
福岡県は、第４次産業革命を支える産業集積や人材が豊富で、高い地域ポテンシャルがある。当財団に

は、これまでの取り組みによって構築してきた多様な支援機能やノウハウがあり、今後の新産業振興や第４
次産業革命を担う重要な役割がある。
特に、三次元半導体研究センターが福岡大学と開発してきた

「部品内蔵基板技術」は、これまでの電子基板や機器を飛躍的に
小型化、高速化、高信頼化できる画期的な技術であり、今後の第
４次産業革命の基盤になると大きく期待される（図４）。
今後も当財団は、企業への新技術開発や人材育成などに積極的
に取り組み、福岡県をはじめとした国内のイノベーションや新産
業の育成・振興に取り組んでゆく所存である。

＊＊ 1　九州経済 調査月報「シリコンアイランド九州の新しい地平」．公益財団法人九州経済調査協会．2018．11，p22-27

図 4　部品内蔵モジュール
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互酬性の規範

「一億総中流意識」という言葉が死語になってしまっ
た。「お互い様」のつながりが社会を支えていた昭和の
時代を懐かしく思い出すことが増えた。
日中は家の鍵をかけることがなく、隣のおじいちゃ

ん、おばあちゃんに怒られ、時にはおやつをもらえた時
代。お裾分けが普通だったご近所付き合いが今となって
は懐かしい。
茅葺（かやぶ）きの家に住み、お腹が空けば鶏小屋

で卵をもらい、秋には山中で栗や叺（かます）一杯のア
ケビを取って食べた子ども時代。母親が町に買い物に出
て、ゆで卵一個を買って食べるのをためらい帰って来た
話を聞いたことを今も思い出す。貧しいなかでも精一杯
に子どもに愛情を注いできた母親。
今の時代はどうだろう。産・学・官それぞれのなか

で格差が開き、「互酬性の規範」を失い、「信頼」や「絆」

を失いつつあるのではないか。企業格差、自治体の格差、
大学の格差。研究領域での格差。研究者間格差。ある種
の「行き過ぎた能力主義や暴走する資本主義」が様々な
「格差」のスパイラルを生んではいないか。
産学官連携を担う者にとって、「信頼」や「お互い様

の精神」は重要な心構えである。日本にはあの巨大災害
時に、世界中から驚きを持って称賛された「お互い様」
の精神文化が息づいているはずである。
人付き合いを広げ、維持するためには時にエネルギー

を必要とする。情熱が必要である。「夢」は安らぎになる。
「希望」は力になる。「願い」は行いになる。もっと「夢・
希望・願い」を語り合える機会を持ちたいものである。

北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 地域連携推進センター長 
知的財産部門長 教授　山本 外茂男

世界レベルの研究が地方公立大で

自治体が母体の公立大学といえば、地元密着の地域
連携と想像する人もいるかもしれない。当然だが研究に
関しては世界がターゲットだ。
都内で行われた横浜市立大学の「記者懇」では、ま

さに世界レベルの最先端研究に触れることができた。中
でも先端医科学研究センターは共同研究支援、バイオバ
ンク、大型国家プロジェクト、研究開発と医科学の要だ。
ゲノム解析によって希少遺伝性疾患の原因解明で世

界をリードしてきた松本直通教授をはじめ、脳卒中後の
リハビリテーション効果を促進させる新薬の候補化合物
「エドネルピクマレアート」の特定では高橋琢哉教授が
説明。自然免疫の過剰な反応を防ぐ新たな仕組みを発見

し、その破綻と自己免疫疾患の関わりの解明を田村智彦
教授が、さらに、エイズの原因となるヒト免疫不全ウイ
ルス（ＨＩＶ）が宿主細胞内の防御システムから逃れる
分子メカニズムを明らかにしたことを梁明秀教授が説明
した。
難治性疾患は原因の特定が先決である。原因が分か

らなければ対症療法に頼るしかなくずっと病と付き合っ
ていくしかない。これらの解析や発見、特定は、治療を
待つ患者の希望になる。

本誌編集長　山口 泰博

視点：Point of view

編 集後記：Editor's note
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