令和 2 年 9 月 11 日
東北管区行政評価局

産学官連携による地域活性化に関する実態調査
＜結果に基づく通知＞
総務省では、地場産業の創出・育成の手法の一つであり、地域活性化の手法としても
重要性を増している「産学官連携」の取組の実態を調査しました。
調査した全国 33 の先行事例には、産学官連携に取り組む関係者が困難を克服しよう
とするときに役立つ知識や視点等が含まれており、以下のとおり、取りまとめました。
今後、地域において産学官連携に関わる皆様の取組に資することを期待しております。
1:事例を分類し、各分類ごとの連携活動の特徴や傾向を整理
＜分類分けの概要＞
①目指した成果による分類 (商品開発、生産拠点づくり等)
②想定する市場による分類 (原産地近隣、国内、海外等)
③活動の主体別に分類
(産・学・官のどこが中核となっているか)

2:各事例に共通してみられる課題の克服のために工夫した取組
＜共通する課題とそれに対する取組＞
①「産・学・官」等のマッチング環境を事前に整備する等の取組
②マッチング時に企業との相談・交渉等を円滑にするための取組
③研究開発後の事業化を支援する取組
④人材育成の取組

3:事例集

～1･2 で整理した工夫の詳細を 33 事例ごとに紹介～

＜33 事例のうち東北管内の事例＞
①TOLIC（東北ライフサイエンス・インストルメンツ・クラスター）（岩手県内の事例）
②バイオクラスター形成促進事業
（山形県内の事例）
③ふくいろキラリプロジェクト
（福島県内の事例）

※

概要・結果報告書は、総務省行政評価局ホームページに掲載しています。
URL：https://www.soumu.go.jp/main sosiki/hyouka/hyouka kansi n/ketsuka nendo/R02.html

※

調査結果に関することは、総務省行政評価局評価監視官
（財務、文部科学等担当）へ御照会下さい。
総務省行政評価局 評価監視官（財務、文部科学等担当）
担当：長澤、中村(一)
電話：０３－５２５３－５４３３（直通）

【本件連絡先】
総務省東北管区行政評価局 評価監視部第４評価監視官
担当：井澤
電話：０２２－２６２－９２４９（直通）

産学官連携による地域活性化に関する実態調査の結果（概要）

総務省
公表日：令和2年9月11日

調査の背景
◇ 地域活性化は我が国の重要課題であり、日本全国で地場産業の創出・育成などに取り組
んでいる。その手法の一つとして、産学官連携が重視され、その活用例も増えている。

（億円）

（件）

◇ 先行して取り組まれている事例は、産学官連携の活動を進める中で生じる困難を克服しよ
うとするときに役立つ知識や視点等を含んでおり、今後、産学官連携に取り組む関係者にも
参考となる。
◇ 本調査は、地域活性化を図る中で重要な要素を占めるようになった産学官連携について、
33事例の取組の実態をつまびらかにし、国を始めとする行政による推進施策の実施や、今
後、地域の関係者による産学官連携の取組に資するために実施
【調査等対象機関】文部科学省、農林水産省、経済産業省、道県（23）、市町村（18）、関係団体等

主な調査内容

（注）「平成30年度 大学等における産学連携等実施状況について」
（文部科学省）掲載データを基に当省が作成

【実施時期】平成31年4月～令和2年9月

本調査結果に期待する効果

Ⅰ 幾つかの視点から事例を分類して見た場合の連携活動の特徴や傾向を整理

「地域伝統産業の復活を目指す事例」や「「学」や「官」が中核となっている事例」など、
調査対象とした事例を幾つかの視点から分類した場合に、分類に応じて連携活動に一
定の特徴や傾向がみられるものについて、その内容を紹介

・ 今後、産学官連携に取り組む関係者
が自らの事例と同様の分類に属する先
行事例での特徴や活動傾向を把握
・ 関係機関とより円滑に連携活動を進め
ていくための工夫例を把握

Ⅱ 各事例からうかがえる課題克服のために工夫した取組

「「産・学・官」等のマッチング環境を事前に整備」することや「研究開発後の商品化を
見据えた支援を実施」することなど、連携活動を進める上で生じた課題を関係機関がど
のような工夫をして克服したのかについて、その内容を紹介
Ⅲ 事例集

今回調査した33事例ごとに、開発・取組の概要やその成果、各機関のマッチングの
経緯のほか、上記の整理結果の詳細を事例集として紹介

・ 国を始めとする行政による効果的・効
率的な産学官連携の推進施策の実施や
支援策の検討
・ 地域において産学官連携に関わる各
関係機関の取組
の参考になることを期待
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Ⅰ

事例を分類し、連携活動の特徴や傾向を整理
分類分けの概要

◇ 目指した成果による分類
・商品開発を目指す
（地域伝統産業の復活、地場産品の活用等）

・産学官連携活動の促進を目指す
・生産拠点づくりを目指す

◇ 想定する市場による分類
・原産地近隣での消費や観光客向け
を想定
・国内の一部市場を想定
・全国又は海外市場を想定

主な調査結果

結果報告書P5～6

地域伝統産業の復活を目指す事例 <目指した成果による分類>

● 「⑭三浦真珠プロジェクト」の事例では、真珠養殖技術の復活に向けた取組のほか、
地域の小中学校における海洋教育や真珠の核入れ体験等を実施
● 「㉜新シルク蚕業構想」の事例では、通年の養蚕システムの開発に向けた取組の
ほか、市内の小学校における蚕の飼育体験を市民向けセミナーのステージ上で発表。
好評を得て、市内小中高等学校での飼育体験や出張授業等の活動に拡大

◇ 連携活動の主体別に分類
・「産」が中核となって活動
・「学」が中核となって活動
・「官」が中核となって活動
特徴や傾向
子供たちの地域への関心の深まりが今後
の地域活性化につながる等の考えから、当
該産業を身近に感じてもらえる取組を行う
傾向あり
郷土や地元産業への関心が増し、地元
就職を考えるきっかけになる等の声あり

結果報告書P23～30

「学」や「官」が中核となる事例 <連携活動の主体別による分類>

● 研究拠点の設置や企業の誘致のため、「学」が大学内に企業との共同研究拠点を
設置したり、「官」が廃校の施設や土地を貸与したりするなど、「産」や「学」を積極的
に誘致 （事例⑨ライスミルク、⑪ヨウ素 等）
● 住民が参画する企画の展開や自治体の総合計画に開発方針を記載するなど地域
内外に向けた産業のPR活動を実施 （事例⑤鶴岡バイオ、㉕希少糖 等）
・ 「㉖伯州綿」の事例では、地域住民が栽培活動に参画。収穫した伯州綿を製品化したもの
を新生児等に配布し、翌年には次に受け取る親子のために種まき等を行う企画を展開
・ 事例の中には、自治体が策定する総合計画や産業振興計画等で、産学官連携で開発する産
品や産業等についての内容の紹介やブランド化、技術開発、各種支援等の方針を記載してい
るものが複数あり

地域において新しい産業を興し、地域活
性化を図るような開発等をより積極的に支
援
研究費助成に限らない多様な支援、特に
連携活動の開始に必要な基盤作りに係る
支援を積極的に行っている傾向あり

上記以外にも、分類分けした内容ごとに、取組の傾向や特徴を整理して紹介
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Ⅱ

連携活動上の課題を克服するためにとった工夫を整理
調査の内容

◇ 産学官連携においては、各機関が出会い、研究開発等を行い、その研究成果の事業化や地域展開を図るといった段階を踏むのが一般
的だが、これらの各段階を前に進め、連携による成果を生み出すまでには、様々な課題が発生し、その課題を関係機関が協力して克服
◇ 各事例に共通してみられる幾つかの課題について、どのような工夫で克服したのかを整理
主な調査結果

結果報告書P35～42

課題：大学等の敷居の高さから、企業が抱える技術的な課題についての相談をちゅうちょし、企業ニーズが潜在化

● 「産・学・官」等のマッチング環境を事前に整備
・ 大学による企業訪問や自治体、公益財団法人等が異業種交流団体等に参加することにより、企業ニーズを把握 （事例㉘転倒予防くつ下 等）
・ 地域の複数の大学、産業団体、金融機関等がネットワークを構築し、公設試験研究機関が技術相談のワンストップ窓口となってマッチング
を実施 （事例 KCみやぎ）
結果報告書P43～50
課題：企業において、共同研究の目的が不明確だったり、企業の期待と大学研究の実態にギャップが生じる場合あり

● マッチング時に企業との相談・交渉等が円滑に進むよう工夫
・ 企業が大学の研究者に接触する前に、大学や金融機関等に置かれているコーディネーターが企業のニーズを確認・補完したり、教授等
に接触する場合に同行して支援 （事例⑯冷凍耐性こんにゃく、㉘転倒予防くつ下）
・ コーディネーター等があらかじめ企業と大学間で生じ得るギャップについて説明し、研究に要する時間、研究成果の見込み等についての
認識を共有した上で、共同研究を推進 （事例⑦温泉トラフグ、⑯冷凍耐性こんにゃく 等）
結果報告書P51～59
課題：企業にとっては商品のブランド化・販路開拓が、大学等にとっては研究開発シーズの利活用のしやすさが課題

● 研究開発後の商品化等を見据えた支援を実施
・ 自治体が、開発した新商品の記者発表や展示会への出展の機会を提供。「産・学・官」が合同で記者発表し、研究に携わった教授等が研
究成果等を説明しており、注目度や製品への信用力の高まりを指摘する意見あり。 （事例⑩ワイヤレス給電、㉓排水処理 等）
・ 複数の研究機関との長年の研究から、特許等の所有状況が複雑化してる場合に、関係者が連携して知的財産の集約化を図り、一元的に
管理・運用する企業を設立することで、多種類多品目の商品開発に成功している例あり。 （事例㉕希少糖）
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Ⅲ

事例集
主な調査結果

結果報告書P65～

● 今回、調査対象とした各事例について、次の点を統一的に整理
・ 産学官連携による開発や取組の概要
・ 開発の成果等
・ 原材料や当該事例の背景事情

事例集

・ 研究の動機
・ 関係機関同士のマッチングの経緯

として取りまとめ
● 上記に加え、次の点等を公的機関の取組を中心として整理
・ 各機関が、産学官連携の活動を進展させるために行った工夫

事例集に掲載した①～㉝の事例のうち、
東北管内の3事例を次ページ以降に掲載

・ 地域活性化に資するために行った取組

事例④

TOLIC(東北ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ･ｸﾗｽﾀｰ)
（岩手県内の事例）

事例⑤

バイオクラスター形成促進事業
（山形県内の事例）

事例⑥

ふくいろキラリプロジェクト
（福島県内の事例）

（このほか参考事例「KCみやぎ推進ネットワー
ク」（宮城県内の事例）についても掲載）
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事例④：TOLIC（東北ライフサイエンス・インストルメンツ・クラスター）

結果報告書P79～

◆開発や取組の概要
○

TOLIC（Tohoku Life science Instruments Cluster）は、産学官を含むライフサイエンスの事業
化連携体のことで、東北地域のベンチャー企業等が有する先端工学技術と、医学的インテリジェン
スを融合させることで、ユニークなライフサイエンス機器の迅速な創出を可能にし得る、民間主導
ほうが

の萌芽事業集積拠点の形成を目的として、平成26年8月に設立された。
○

TOLIC自体は、カンファレンスの開催、企画会議、学会・展示会共同参加、競争的資金の獲得等
を通じて、産学官連携コーディネート活動を実施している。

◆開発の成果等
○ カンファレンスの開催等を通じて、TOLICの会員企業が、当初の4社から21社に増加。高校生も15
回の開催中、12回で参加しており、取組が地域に浸透

ライフサイエンスの事業化連携体／出典：TOLIC作成資料

○ ㈱アイカムス・ラボは、TOLICの会員企業と、マイクロアクチュエーターの技術を応用した共同
開発を行い、「接触角・液滴計測装置」（TOLICブランド）の製品化につながった。

◆基礎データ
（主な関係機関）
「産」（法人会員）：岩手県内の企業 21社
以下個人会員 54人（24団体）
「産」：15人（県内のベンチャーキャピタル会社、
金融機関 6社）
「学」：18人（県内の大学、岩手県・秋田県の公設
試等 10 機関）
「官」：21人（岩手県、盛岡市等 8機関）
（岩手県）

人口：1,250,142人（平成31年1月）
予算：約9,355億円（令和元年度）

（盛岡市）

人口：290,136人（平成31年1月）
予算：約1,115億円（令和元年度）

（開発地域等の事情・マッチングの経緯等）
○ 岩手県盛岡市では、平成4年に企業、行政、大学がシームレスにつながる連携体として岩手ネット
ワークシステム（INS）が構築されており、INSでは約46の研究会・勉強会を組織し、積極的に共同
研究が展開されていた。
また、盛岡市には、岩手大学、岩手県立大学、岩手医科大学など共同研究シーズを有する研究機
関が集積しており、例えば、岩手県内の下請企業は、製造技術の開発において、岩手大学理工学部
の金型や磨耗など金属工学に関する知見を活用
○

平成14年に地元経済に大きな影響力を有していた大手企業の盛岡工場（技術者がいる開発型工
場）が閉鎖され、その際に、同社を退職し、盛岡市に残った技術者によるベンチャー企業の起業が
相次いだ。

○

平成19年8月には、盛岡市が岩手大学構内に「盛岡市産学官連携研究センター」（コラボMIU）を
開設し、コラボMIUに上記ベンチャー企業など県内の中小企業が入居し、岩手大学との共同研究を行
いやすい環境が整備された。

○

平成26年、㈱アイカムス・ラボを中心としたTOLICが設立。TOLICは、上記の環境の中で、ベン
チャー企業等が開発した新技術の利用先として、医療分野につながったことを契機として、それら
が結果的にライフサイエンスに係る産業集積につながっている。
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結果報告書P84～

事例⑤：バイオクラスター形成促進事業
◆開発や取組の概要
○

山形県には慶應義塾大学先端生命科学研究所（以下「IAB」という。）や山形大学などの学術研究機関、
山形県工業技術センター等の公設試験研究機関等、先導的なバイオ分野の研究を行う研究機関がある。
○ バイオクラスター形成促進事業は、山形県主導により、県内バイオ産業の更なる発展・展開を目指し、
IABのメタボローム解析技術（※）を中心としたバイオ研究シーズや上記研究機関の研究成果を県内企業
等が利活用できる機会を創出するとともに、産学連携の共同研究により新製品開発や事業化等につなげ
るべく、コーディネーターによるマッチング活動や相談対応、産学官研究交流の推進等の事業を軸に
「先導的なバイオ技術を核とした知的・産業クラスター」の形成に向けて取り組むものである。

◆開発の成果等

鶴岡サイエンスパーク（バイオクラスター形成）の外観
／出典：鶴岡市提供資料

（※）メタボローム解析技術：生体内に存在する数千種類の代謝物質を一斉に測定することを可能にした技術

○ IAB発バイオベンチャー企業として、Spiber㈱（平成19年9月設立）など、6社のバイオベンチャー企業
が設立されている。また、バイオクラスター形成促進事業として、平成24年度～30年度で59件の共同研究
が実施（うち、食品産業が35件）されている。
○ IABを中心とした拠点（サイエンスパーク）全体で約550人規模の雇用が創出され、サイエンスパーク関
連での鶴岡市への訪問者数は、現状で年間3,000人規模に至る。
○ 平成17年に鶴岡市が企業や研究機関が入居するインキュベーション施設を整備し、その後も研究関連施
設の拡張のほか、宿泊滞在施設や児童遊戯施設が開設されるなど、順次開発が進められている。

◆基礎データ
（主な関係機関）
「産」：㈱東北ハム
「学」：慶應義塾大学先端生命科学研究所
（IAB : Institute for Advanced Biosciences,
Keio University）
「官」：山形県

：鶴岡市

人口：1,095,383人（平成31年1月）
予算：約6,131億円（令和元年度）
人口：127,168人（平成31年1月）
予算：約731億円（令和元年度）

：山形県工業技術センター

（技術の内容）
○ IABが開発したメタボローム解析技術は、生体内に存在する数千種類の代謝物質を一斉に測定
することを可能にした画期的な技術である。この技術を用いて、医療・環境・食品分野におけ
る数々の応用研究プロジェクトや共同研究が行われている。
（開発地域等の事情）
○ 鶴岡市は、稲作を中心とする農業が主力産業の一つであり、食品製造業などの関連産業も多
くみられる。1960年代から製造業の従事者が増え始め、1970年代から工業団地の造成や企業誘
致が進み大手電子電機産業の製造拠点の進出とその関連分野の企業集積が進んだほか、農業と
の関連で発展してきた農業機械や食品加工等産業集積が図られてきた。
○

近年は、鶴岡市において、若者が高校卒業後に県外に転出することへの対応や市内に魅力あ
る就業の場を確保することが地域的な課題となっていた。

「その他」：公益財団法人庄内地域産業振興センター
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事例⑥：ふくいろキラリプロジェクト

結果報告書P90～

◆取組の概要
○

福島県では、当時の福島県副知事（現在の福島県知事）が、東北大学の堀切川教授に対し、同教授が
仙台市で取り組んでいた仙台市「御用聞き型企業訪問事業」の福島県への展開を要請し、平成25年度か
ら、「下請中心の中小企業から開発型企業への意識改革」、「震災からの復興」を目的とした「ふくい
ろキラリプロジェクト」を開始
○ 産学官連携により複数機関が合同で企業訪問を実施し、技術課題の解決及び製品開発から販売までの
トータルサポートを行うことで、ものづくり中小企業を支援
〇 知的財産支援を行う（一社）福島県発明協会、販路開拓を行う㈱山川印刷所がプロジェクトに参画し、
技術支援のみならず、知財支援、販路開拓支援を当初から並行して行うことで、短期間での製品化を目
指している。

◆取組の成果等
〇
企業訪問等の様子／
出典：【成果】平成29年度ふくいろキラリ事業成果報告集

平成25年から30年度までに149社（実数）への企業訪問を実施し、276件の技術相談、40件以上の事業
化に成功。支援を受けた企業の中には、企業訪問を実施後、2か月で試作品の開発に至ったケース、半年
で事業化に至ったケースもある。

◆基礎データ
（主な関係機関）
「学」：国立大学法人東北大学
「官」：福島県
人口：1,901,053人（平成31年1月）
予算：1兆4,603億円（令和元年度）
その他：㈱山川印刷所
：地域産業支援機関
（参考）仙台市、公益財団法人仙台市産業振興事業団

（開発地域等の事情）
○ 福島県内のものづくり企業の多くが輸送用機械・半導体関連産業等での経験から高度な技術力
を有しているものの、そのほとんどが下請中心の中小企業であり、自社製品を独自に開発する企
業が少ない。また、県内人材は若者を中心に、県外へ流出する傾向がある。
〇 東日本大震災からの復興として、建物や道路等のインフラは目に見える形で着実に復旧してい
たが、原発事故による風評被害が依然として強く残っていた。
〇 こうした中、福島県総合計画「ふくしま新生プラン」（平成24年12月、福島県）において、地
域経済の担い手である中小企業等が活力に満ち、新たな雇用の場と収入が確保され、経済が力強
く発展することを目的として、「中小企業等復興プロジェクト」が重点プロジェクトとして位置
付けられた。当該プロジェクトの事業の一つとして、福島県の下請中心のものづくり企業を創造
的な魅力ある開発型・提案型企業へ転換し、福島県産業全体の企業力向上と発展を目的として、
新商品の開発構想から製品開発、事業化までの開発サイクルの自立化を支援する「開発型・提案
型企業転換総合支援事業」が位置付けられている。
〇 「ふくいろキラリプロジェクト」は、当該事業の中で技術発掘御用聞き訪問事業として活動し
ており、福島県地域産業復興・創生アドバイザーとして委嘱した堀切川教授による御用聞きを通
じ、県内中小企業の埋もれた技術力の発掘、製品開発への気付きを提供し、開発型企業への転換
を図ることを目的としている。
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結果報告書P218～

（参考）KCみやぎ推進ネットワーク
◆取組の概要

○ KCみやぎ推進ネットワーク（※）は、平成17年度に、地域に身近な大学・高等専門
学校等が企業からの技術相談にワンストップで対応するネットワークとして活動を開
始。地域企業と県内学術機関の連携を持続的に活発化することによって、みやぎ地域
の広範な企業・業種において共通に必要とされる基盤技術の高度化を支援し、企業の
受注力や商品開発力などの強化、産業の活性化を図ることを目的としている。
（※）「KCみやぎ」の「KC」は、知識(Knowledge)、基盤(Kiban)、高度化(Kohdoka)のK、「C」はセ
ンター(Center)のCを指す。

○ 県内外の大学や高等専門学校などが連携して地域企業のニーズに応えるための技術
相談のワンストップ対応を始め、経済・産業団体、支援機関、金融機関などが実施す
る支援メニューを有機的に結び付けながら、技術相談から技術指導、事業化までの各
種支援を行っている。

◆活動実績等
KCみやぎのイメージ図

／ 出典：「コラボレーション事例」
（平成30年8月KCみやぎ推進ネットワーク事務局）

○

KCみやぎ 技術相談のワンストップ対応 105件

○ 協力学術機関の研究者が主宰する企業との研究会 54件
○ 協力機関研究者による技術課題解決支援 6件
○ 広報（イベント出展等） 2件

等

（平成30年度 宮城県産業技術総合センター業務年報より）

◆ワンストップの技術相談とは
○ 地域企業がKCみやぎに相談すると、KCみやぎの事務局がネットワーク内の各学術機
関等から課題解決に最適な研究者を選び、つないでいる。
○ 具体的には、KCみやぎの技術相談窓口は、宮城県産業技術総合センターが担ってお
り、地域企業の要望に基づく産学連携の橋渡しを行っている。地域企業から技術相談
があると、事務局が相談内容や要望の詳細を聴取し、ネットワーク内の全ての大学・
高等専門学校等の産学連携窓口を通じて、相談内容が研究者等に照会されている。
KCみやぎ推進ネットワーク／宮城県提供
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