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はじめに
昨年度、筆者は米国国立科学財団（National 

Science Foundation 以下　NSF と略す）をはじめ
とした米国の科学技術開発助成金制度に関する調
査を行ったが、この調査で知り得た事実の中で、
特にイノベーションにつながるプログラムである
ERC（Engineering Research Centers）、I/UCRC

（Industry & University Cooperative Research 
Program）の仕組みや評価の方法が、今後の日本
の企業の研究開発（産学連携）の参考になるので
はないかということを強く感じた。

日本でも昨今、数々の助成金プログラムにおい
て、イノベーションの創出、産学連携がうたわれ
ているが、上述の ERC プログラムや I/UCRC プ
ログラムは、単なるうたい文句にとどまらず、イ
ノベーションを積極的に生み出す具体的な仕組み

を持っている。その仕組みによって大学研究機関
での研究と、企業の実用化研究の間の死の谷を埋
めることを意図しており、研究の適切な継続や助
成金終了後の自立的な運営などを助ける総合的な
システムとして確立している。

ERC 等の仕組みや評価方法、考え方などが全て
正しく、現在の日本の競争的資金の運営や評価方
法が間違っているわけではない。また、米国と日
本では大学の教育システム、運営システムにも違
いがあり、かつ、特有の研究風土や国民性を持っ
た日本では、米国の方法の全てをそのまま導入す
ることは困難であることも確かである。しかし、
企業の基礎研究における予算等が減少していると
いう現状を勘案すると、ERC プログラムや I/
UCRC プログラムがわが国の今後の産学連携や競
争的資金運営を考える上での、ひとつの打開策に
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❶	 	平成22年度の科学技術研究費の総額は、17兆1,100億円と3年連続で減少している。
❷	 	ERCプログラムは、イノベーションが生み出される仕組みになっており、仕組み、評価方法等、
独自性が高い。

❸	 	民間企業における研究の期間は10年前と比較して、短期化の傾向にある。
❹	 	新しいものづくりという視点でみると、長期的な基礎研究も重要である。
❺	 	ERCプログラム等を参考にして、よりよい産学連携の仕組みを考える必要性がある。
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なるのではないかと考えられるのである。そこで、
本稿では、特に ERC プログラムを例に取り上げ
て考えたい。

NSFとは何か？
最初に、ERC プログラム等を運営する NSF と

いう機関について、簡単に述べる。米国の研究開
発助成機関としては健康・医療に関係する研究を
助成対象としている NIH（National Institute of 
Health）が有名であるが、NSF は科学工学分野を
対象とした基礎研究や教育を促進するために設置
された連邦機関であり、その位置づけは NIH に並
ぶ。

NSF の全体予算は約 74 億ドル（約 7,400 億円）、
R&D 予算は約 59 億ドル（約 5,900 億円）であり、
全体予算の 8 割近くが R&D の予算として充てら
れている。NSF は他の連邦機関と異なり、研究者
の雇用や研究所の運営を行っておらず、純粋に研
究助成金を分配する機関であることから、R&D 予
算の比率を高くできるという特徴がある。

NSF の助成金には一般的な研究助成金（日本の
科研費と同等）と特定助成金という二種類があり、
一般的な助成金は広い分野の研究に関わる研究者
個人を対象としているのに対し、特定助成金は
NSF が設定した領域やテーマについて、センター
を対象に助成するものである。

NSFの研究提案の評価基準
NSF では 1997 年に、全ての助成金プログラム

について知の発展につながる「知的メリット
（Intellectual Merit）」と教育や社会的便益等の向
上につながる「より幅広いインパクト（Broader 
Impact、ブローダーインパクト）」という二つの視
点を持つ共通の評価基準（Merit Review Criteria）
を導入した。
「知的メリット」は研究の独創性や学際性、ビ

ジョンを問う項目であり、日本でも通常に使われ
ている評価項目である。一方、「ブローダーインパ
クト」は NSF 独特の評価項目で、若年から大学

院までの教育や少数者（人種、女性等）への教育
や雇用などの配慮、企業への技術移転等、幅広い
波及効果に関する項目が含まれる。

この「ブローダーインパクト」の底流にあるのは、
まぎれもなく「科学技術は社会の進歩と啓発に貢
献すべきである」という思いに他ならないが、こ
の考え方は米国のサイエンスコミュニティに容易
には受け入れられず、米国でも数回の改訂を加え
られてはいる。しかし 1997 年から現在まで、NSF
はこの「知的メリット」「ブローダーインパクト」
の二つの評価基準を維持し続けており、そこには
科学技術開発の評価基準として知的メリットだけ
ではなく、幅広いインパクトという視点が欠かせ
ないという NSF の強い考え方がうかがえる。

また、上記の共通な評価基準に加えて、助成金
プログラム特有の基準が設けられる場合もある。

NSFのセンター制度について
NSF のセンター制度について簡単に述べる。米

国の多くの大学ではセンターや研究所と呼ばれる
研究組織を持っている。米国でのセンター組織は
19 世紀後半に始まり、その総数は第二次世界大戦
前では 1,300 程度であったが、1980 年台前半には
5,500 以上にまで増加している。米国におけるセ
ンター組織の利点は多数あるが、中でも多様な専
門分野の研究者が集まることで学際的な研究が可
能である点は大きな利点といえる。また、セン
ターをつくることによって研究マネジメントの効
率化や研究ビジョン等が明確になり、外部資金等
を得やすくなってポスドクなどの採用も可能とな
るというメリットも見逃せない。

NSF では、1973 年に Industry/University 
Cooperative Research Centers プログラムを創設
し、以後多くのセンタープログラムを設立した。
NSF はこのようなセンター組織への最大のスポン
サーと言われており、ERC プログラムもそのひと
つである。

NSF のセンタープログラムは以下の六つの目的
を持ち、運営されている。
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①　研究リソースの集積と統合
②　 異なる学問分野の人材を集め、特定の研究目

標に焦点を置く
③　研究と教育の統合
④　産業界、政府、教育界全体との連携
⑤　革新的でリスクの高い研究
⑥　 研究および教育活動のビジョン、戦略、マネ

ジメントにおけるリーダーシップの開発

①〜⑤項についてはセンタープログラムを含む
特定研究プログラムの募集条件や採択の基準に盛
り込まれているが、採択評価や中間評価基準を含
めると⑥項を含めて全ての項目についてセンター
運営の改善を求めることが可能な制度になってい
る。

①〜⑥を満たす NSF のセンター制度の特徴は、
（i）学際的で、さまざまな研究者の共同研究、（ii） 
NSF の助成終了後もセンターで継続的に研究が継
続できる。

センタープログラムは通常、最長 10 年程度の
研究費の補助期間が設定されており、3 〜 5 年で
中間審査を行い継続の有無を決める形を採ってい
る。中間審査の結果によっては、助成の継続が行
われないという判断が下されるケースもある。

このような NSF の管理やプログラムの運営に
より、独創的で将来のイノベーションにつながり、
企業から見て魅力的なセンター研究が採択され、
継続を認められる仕組みになっている。この仕組
みによって米国では大学と企業を結びつける枠組
みが活性化し、研究開発成果が実用化されるチャ
ンスも増大している。このように NSF は具体的
にイノベーション創出を実現する仕組みを作り上
げ、実行しているのである。

イノベーション創出のために大学と企業の提携
や大学間の学際的な研究を統合した研究の仕組み
は日本でも行われているが、日本と大きく異なる
のは、NSF のプログラムでは大学を中心としたセ
ンター制度の下に統合した研究組織を立ち上げ、

多数の企業の参画を促し、センターの自立継続を
前提にした助成金になっているという点であると
いえる。

ERCの背景
さて、この NSF が実施している ERC プログラ

ムであるが、ERC の C はセンターの C であり、前
章で述べたセンター制度の中に含まれるプログラ
ムのひとつが ERC である。この ERC は、産業界
と大学が連携して研究活動する中で大学の「発見
志向の文化」と産業の「イノベーション志向の文化」
という異なった文化が交わる場として 1985 年に
創設され、第 1 世代、第 2 世代と経て、現在は第
3 世代のプロジェクトが採択され実施されている。

第 3 世代では、ナノテクノロジーによる産業の
大きな変革に対する期待という社会的要請を満た
し、ナノテクノロジーの進歩に貢献するべく、「発
見」「教育」および「イノベーション」の間に強力
な橋を架けて、学術界が米国経済の競争力向上に
貢献するモデルを構築しようとしたものである。
図表 1 には ERC の制度によって、研究とイノ
ベーションの間に横たわる “Valley of Death（死
の谷）” を “Valley of Opportunity （チャンスの谷）”
へと変えようとする考え方が示され、プログラム
を進行させている。

ERCの研究体制
ERC は、異分野が融合する学際的組織の中から

図表 1　チャンスの谷

出所：NSF	ERC“2012	ERC	Annual	Meeting”
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新しい工学を創出することを目的としているが、
この目的を実現するためには基礎科学から応用、
さらにシステム化までをカバーできるような幅広
い人材が必要となる。

採択時には、前に述べた「知的メリット」と「幅
広いインパクト」という二つの評価軸の他に、 
①使命や戦略（新産業創出の潜在的可能性、最先
端の知識を発展させるための戦略など）、②教育や
産学連携という活動（産業界連携相手の選択や参
加の仕方、大学入学前学生などへの教育・普及啓
発（アウトリーチ）活動など）、③センターの組織
構成やその環境（センターの組織構成の目標に対
する妥当性、人材の妥当性、リソースの妥当性な
ど）、④現実に運営可能であるかを見極め（企業が
実際に参加することの可能性、産業界との合意内
容［知的所有権等を含む］）等が追加され審査を受
ける。また、採択された後も助成対象となったセ
ンターは NSF の指導の下で ERC 関係者委員会

（Committee of ERC Participants）が作成したセ
ンター運営のマニュアル（ベスト・プラクティス・
マニュアル）に沿って NSF による厳しい管理や
指導を毎年受けることになる。

このように、ERC の研究活動は基礎→応用技術
→商品化という時間軸の上に捉える従来の考えと
は全く異なる発想である。基礎から応用、商品化
という方法は、基礎研究を理解し、その後の商品
化（応用）まで同時に理解できる人間が関わらな
いかぎり、基礎研究が社会的インパクトのある企
業活動にまですぐに至ることが難しい。そのため
に生まれる「死の谷」は避けがたい存在であったが、
ERC は三つの異なる種類の活動（異なる層）をひ
とつのセンターの中に同時並列に、しかも有機的
に活動させ、各層の相互作用の中から新しい発想
が生まれることを期待する。そのために、ERC は
前述のセンターとしての要件に加えて、ビジョン
実現のための戦略チャートとして、研究活動を基
盤、技術、システムという 3 層構造にして描く

（図表 2）ことが要求される。各層の連携は NSF
によって厳しく評価され連携を促す管理が行われ
ている。各層の中にも異分野融合のシナジーを期
待する制度になっている。米国ではこのような制
度が 1985 年に始まり、現在まで続いている点は
評価できる。

ERC の活動から新しい知識と知的財産が生まれ
ると、参加企業の事業部が引き取ってさらに商品

図表 2　ERC の 3 階層構造

出所：『大学評価・学位研究』第3号（2005）

日本の産学連携を考える（米国の競争的資金との比較）
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化に向けて技術を育てるか、スタートアップ企業
が育てるという形で技術移転が行われる。企業に
対して移転されるものは、具体的技術にとどまら
ず、学生の雇用など、単に技術移転だけではなく、
人材の移動にもつながるような仕組みになってい
る。

ERC の企業参加の仕組みとして、プロジェクト
メンバーになる場合と、協力企業になる場合があ
る。協力企業の中でも企業の資本金や、受けるこ
とができる情報の量などにより、異なる金額の資
金提供を行う。比較的低額の費用で参加すること
も可能である（大企業で、$30,000 〜 $50,000 くら
い）。よって、多くの企業が参加でき、技術移転の
可能性も高くなる。

ERCの運営と枠組み
ERC は採択されると 5 年間の契約でプロジェク

トがスタートする。3 年経過した時点で NSF の評
価チームがプロジェクトの本拠地を訪問し、評価
を行う。評価結果がよければ、さらに 3 年延長さ
れ、トータル 8 年間のプロジェクトとなる。ただ
し、評価結果が悪ければ、5 年目の終了に向け助
成金の額は減らされ、収束する。
「8 年間継続プロジェクト」になったものは、6

年目に 2 度目の評価が入り、同様に評価が悪けれ
ば、8 年目の収束に向けて助成金が減らされるが、
結果が良い場合はさらに 3 年、最長 11 年の助成
金を受けることが可能になる。

イノベーションの実現を掲げるプログラムにお
いて、これらのプロジェクト期間の考え方は理に
かなっているといえる。研究プロジェクトも 3 年
間実施すると、そのプロジェクトの筋の善し悪し
はかなり見えてくるはずである。その時点で 5 年
打ちきりにするか、継続を認めるかを判断する。

筋が悪くても 3 年で直ちに停止しないのは大学
院生など働いている人の雇用を守ること等が考慮
されているためである。日本でもプロジェクト終
了 1 年前くらいになると、研究者たちは次の雇用
先を探すことに一生懸命になるケースも多く、最

後の 1 年の研究成果にマイナス影響を与えている
といわれている。多くの研究者を確保し有効にプ
ロジェクト運営をしていくためにも雇用に関する
配慮は重要であろう。

ERC は最長 11 年で打ち切りになるが、プロ
ジェクトは NSF の助成金だけではなく協力企業
等から複数の助成を受けている。また、プロジェ
クト終了後に自立することが基本的な前提になっ
ているので、プロジェクト期間中にも NSF の助
成金以外の資金収集の努力を行うことが求められ
ることになり、逆にいえばそれができる可能性の
ある提案が採択されているともいえる。NSF から
の助成金を受けながら、徐々に自立に向けてセン
ターを運営する上で 10 年という期間は合理的な
期間であるといえよう。

日本企業の研究開発における現状
平成 25 年版科学技術白書によると、企業等の

民間が負担する研究開発費については、増加の傾
向にあったが、2008 年のリーマンショック以降落
ち込んでいる（図表 3）。特に日本においては、我
が国全体の研究費のうち、企業の研究活動分が大
きな部分を占めていたが、リーマンショック以降、
企業が研究開発に充てる経費が減少傾向にある。
一方、日本とは対照的に中国、韓国は研究開発に
関する政府投資・民間投資共に増加をさせている。
我が国においては研究開発にかける経費とともに、
1 〜 4 年程度で成果の求められる研究が増加し、5
年以上の研究開発期間を要する研究テーマが減少
していることが分かる（図表 4）。長期的な研究
テーマが減少している理由としては、「短期で成果
を出すことに対する上層部の要求」や「中長期テー
マのリスクへの懸念」等の理由が文部科学省の実
施した調査の結果として報告されている。

研究の短期化の理由のひとつに、国際競争の激
化が挙げられる。短期的に確実な成果を出すため
に、企業では、以前よりも外部との取り組みが進
んでいる。外部連携の目的は自社の所有しないス
キルや発想等を期待しているが、実際には大学と

産業技術
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の連携は少なく、ほぼ企業間での連携が中心であ
る。しかも、企業間の連携とはいっても半分以上
が親子会社の連携であることが分かっており、外
部連携といっても実は名ばかりで、実質的な意味
の外部連携は少ないのが実情なのである。また、
他社との共同研究が進まない理由として挙げられ
ている点は「自社の技術、ノウハウが共同研究相
手に知られることの脅威」や「知財の取り扱い」
などである。こういった問題の打開策として、先
に述べたような米国のセンター制度がひとつの解
になり得るのではないかと考える。

日本でもイノベーション創出を想定したプログ
ラムはできつつあるが、大学に対する支援である
ものが多く、米国のセンター制度のようなシステ

ムは存在していない。センター制度のようなシス
テムを導入すれば、知財等の権利等、いくつかの
問題は解決することができるばかりでなく、イノ
ベーションを目指し、基礎研究から製品開発まで
のスピーディーな産学連携と継続的な研究開発を
確立することができるであろう。日本の企業も大
学も潜在的な技術力は、他国に負けていない。我
が国において、効果的な産学連携が行われること
により、脅威を増しつつある中国、韓国の対策に
もつながるのではないかと考える。

まとめ
ものづくりを得意としていた日本においては、

研究というのはひとつの柱であり、独創的な基礎
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図表 3　主要国等の民間負担の研究開発費の推移

出所：文部科学省『平成25年版　科学技術白書』
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図表 4　民間企業における研究の期間

出所：文部科学省『平成25年版　科学技術白書』
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研究からの製品化へのスムーズで、速いペースで
のイノベーションが期待される。

日本の状況を勘案しながら、前に述べた NSF
の ERC プログラムを顧みると、協力企業および、
プロジェクト参加企業に入るためにかかる費用は、
企業が単独で行う研究開発費に比較すれば、多大
なものではない。また基礎的な研究成果を得られ
るメリットも多い。

また、この ERC プログラムの面白さは、成果
の評価が、基礎的研究の側面で検討し研究を発展
させていくグループ、基礎的研究の成果を応用面
に展開すべき点を考えていくグループと、それぞ
れの分担がされ、時系列で並行に進行する。

例えば基礎的研究に従事している人は、このよ
うな応用が考えられるということに思考が及んで
も、それを構築するプロセスまでともに考えるこ
とは困難であるといったケースも多い。また逆も
しかりである。よって、相互連携しながら、同時
に研究を進めることは、科学技術の発展とともに、
社会経済への発展も同時に期待できる。

さらに、ERC では組織がプロジェクト終了後も
自立することを目的に運営されているので、プロ
ジェクト終了後も研究が継続され、持続的な研究
が可能である。

日本でも、リーマンショック後の企業の経済状
況や、国立大学の独立法人化が進み、国立大学が
研究費を自ら獲得しなければならない状況を考え
ると、産学連携はより重要になってきていると考
える。また、イノベーション創出のために大学と
企業との提携や学際的な研究を統合した ERC の
ような研究組織は十分受け入れられるのではない
かと考えている。

最後に付け加えれば、NSF の共通評価基準のブ
ローダーインパクトやプログラム特有の評価基準
の中には、少数派の参加や、学生に対する教育プ
ログラムも必ず実施しなくてはならない項目と

なっている。日本の女性研究者、外国人の研究へ
の参加、また理科離れ等の技術職離れにも貢献で
きるものと考える。

現在、日本でもいろいろな機関で、NSF 等欧米
のシステムが研究されている。日本の大学の文化
や、企業の体質等に合わせた産学連携プログラム
や、評価基準の改善や新設が今後なされていくこ
とを期待したい。
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