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２Ｅ２０ 
コーディネータ介在型ギャップファンドにおける 

利用状況の地域間・制度間比較 
 

 
○前波晴彦（鳥取大学） 

 
 

 
はじめに 
	 報告者はこれまでに地域の産学官連携活動を

支援するリソースの機能について関心を持ち研

究を行ってきた。中でもコーディネータといわれ

る支援人材によって支援制度の利用が促進され

る可能性に着目し各種データから検証を試みた。 
地域の産学官連携を扱った先行研究の多くは

各地域内の特徴に言及しながら地域とそこに立

地する大学の研究活動を分析したり，地域クラス

ター事業の内部分析や成果について検討を行っ

たりしたものが多く，地域の支援機関や支援人材

の役割を中心に扱ったものは多くない。また先行

研究で主に注目されるのは，地域の経済活動に対

して研究開発や産学官連携がどの程度寄与した

かである。産業化を目指した実用化研究であるか

らこうした指標は極めて重要であるが，産学官連

携支援施策の利用状況を含めた検討は不十分で

ある。当該支援施策がどのように利用されたのか，

もしくはされなかったのか，その影響要因は何で

あったかを検討することで，支援施策そのものの

有効性と制度利用を促進もしくは阻害する要因

とを切り分けて議論することが可能となる。仮に

制度に関する情報の周知が不充分であったり，制

度自体に利用を阻害する何らかの原因があった

りした場合には制度の利用は進まない．また地域

に利用を阻害する要因がある場合にも，施策の効

果は低調になることが予想される。そしてそれは

「申請数が少ない」という形で顕在化すると考え

られる． 
そこで報告者は，支援制度の利用状況がどのよ

うな地域差を持っているのか，そうした地域差が

各地域の支援機能差によって説明可能か否かに

注目してきた（前波 2014）。 
地域の産学官連携の主要なアクターのひとつ

である中小企業が，自治体等によって設けられて

いる支援施策を充分に認知していないことを示

唆する調査結果もある。例えば大阪市が 2002 年
に実施した「製造業実態調査」では 9つの支援施
策について利用度と満足度を調査している。施策

の認知度をみると，資金支援については 59.9％が
知っていた一方で，経営相談は 26.9％，技術相談

は 23.6％と認知度が低い。つまり中小企業は資金
支援以外の支援施策については充分に認知して

いないことが分かる。一方，施策に対する評価か

ら満足度（「大変良い」と「ある程度良い」の合

計）をみると，資金支援は 41％，経営相談は 34.4％
に対して技術相談は 47.1％である。逆に不満度
（「やや悪い」と「非常に悪い」の合計）をみて

みると，資金支援が 8.7％，経営相談が 10.1％で
あるのに対して技術相談は 5.5％と低い。このこ
とから技術支援は認知度が比較的低いものの，実

際に利用した企業からは資金支援や経営相談よ

りも評価されていると考えられる。植田ら（2012）
によれば「技術支援や経営相談を利用している企

業の多くは資金支援を利用している一方，資金支

援を利用している企業のほとんどは技術支援や

経営相談の施策を利用していないどころか認知

さえしていない」という。実際，大阪市の調査結

果をみると資金支援を利用している企業のうち

経営相談や技術支援を知っていると回答した企

業の割合は 30％程度である。 
支援制度の効果を検討するに当たって制度を

利用しようと意図する者がどの程度いたのかは

これまでほとんど問題にされてこなかった。しか

し産学官連携支援制度を利用して何らかの社会

的有用性のある成果を生み出そうとする者の分

布は地域の実用化研究のポテンシャルを示すも

のであり，地域のイノベーションにおいて重要な

指標であると考えられる。したがって予算投入額

や採択件数，採択されたプロジェクトの成果に加

えて制度への申請数に注目する意義がある。申請

数は制度を利用する意図を持った事業者を反映

する数値だからである。 
さらに地域間で申請数に差があるとすればそ

の影響要因が何であるかも重要な論点となる。

「選択と集中」の観点から産業や研究機関の集積

度が高い地域にさらに研究資源を投下するべき

という議論はあり得る。例えば中小企業向けの産

学官連携支援制度であれば，中小企業が多く立地

する地域に優先的に配分し，研究機関との連携を

促進するのが効果的であるとも考えられる。しか

し支援制度の利用は産業や研究資源の集積度に
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比例するのであろうか。産学官連携に関わる実務

者の間では，地域間で支援機関や支援人材のアク

ティビティに差があることが印象として語られ

てきたが，地域の支援機能の差が支援制度に与え

る影響は検討に値する。 
本報告は以上のような興味関心のもと支援人

材を介したギャップファンドの利用状況を検討

するものである。 
 
1. 対象とする支援制度 
	 本報告では（独）科学技術振興機構（現国立研

究開発法人。以下 JSTという）が実施した「シー
ズ発掘試験（発掘型）」と「研究成果最適展開支

援プログラム（A-STEP）（探索タイプ）」を検討
対象とした。これらのギャップファンドは共に全

国規模で一律に運用され，コーディネータが申請

に関わることを要件にしている。以下に各制度の

特徴を述べる。 
「シーズ発掘試験」は 2005 年度から 2009 年

度まで実施された支援制度で，各大学等に所属す

る「コーディネータ等」が地域の研究シーズを発

掘し，研究者と共同で申請書を作成し，さらには

「コーディネータ等」が申請書を取りまとめて

JSTへ申請するというスキームを採用したことに
特徴があった。支援期間は１年度であり，支援金

額は 200万円／年度であった。 
	 「シーズ発掘試験」への申請数は最終年度とな

った 2009 年度にはで 8 千件を超える申請数とな
った。全国一律に地域の実用化研究を支援する制

度としては大規模なものであったといえる。JST
ではこの制度を「本制度は地域のコーディネータ

活動の促進剤となり，プラザ・サテライトにおい

ても，公募説明会の開催や応募相談・応募手続き

等を通じて，地域のコーディネータとのネットワ

ークを深めることができた」と評価している

（（独）科学技術振興機構 2012）。 
一方，「A-STEP（探索タイプ）」は 2009年度に

終了した「シーズ発掘試験」の後を受けて 2010
年度から開始された支援制度で，コーディネータ

等が関与することを要件とするなど「シーズ発掘

試験（発掘型）」と類似したスキームを採用して

いる。 
ただし「シーズ発掘試験」が全国を幾つかの地

域ブロックに分割して募集・審査を行っていたの

に対して，「A-STEP（探索タイプ）」では全国一
律での募集・審査を行っている。支援金額は 170
万円/年を基準として 300 万円までの増額を認め
ている。 
「シーズ発掘試験（発掘型）」から「A-STEP（探

索タイプ）」までの申請数の推移は図 2 の通りで
ある。「シーズ発掘試験（発掘型）」から「A-STEP

（探索タイプ）」へ切り替わったタイミングで申

請数が大きく減少し，その以降は漸減している。 
 

 
図 2	 検討対象制度の申請数推移 

 
2. 制度利用状況の地域差の検討 
「シーズ発掘試験（発掘型）」（2009 年度）お

よび「A-STEP（探索タイプ）」（2010年度）につ
いて申請数を都道府県別で示したのが図 3 であ
る 。制度間の申請数のばらつきはほぼ同様の傾
向が見て取れる。一方，都道府県間では両制度と

も申請数に差があることが分かる。今回はこの地

域差を都道府県別の研究リソースや支援リソー

スによって説明することを試みた。 
	 まず「シーズ発掘試験（発掘型）」の地域別申

請数と申請に影響すると考えられる変数との相

関係数を検討した。変数の設定に当たっては産学

連携実務者，研究者，ファンディング機関の担当

者に対するヒアリングを行った。2009 年度を対
象に設定した変数群と「シーズ発掘試験（発掘

型）」への申請数との相関関係を示したのが表 1
である。地域の研究者数や支援組織などで正の相

関がみられる。 
次に同様の変数を用いて「A-STEP（探索タイ

プ）」の申請数（2010年度）との相関をみてみる
と，概ね同様の傾向を示した。ただし大学教員数

と中小企業数の相関がやや高く，公設施設研究者

数と JST 地域拠点の有無との相関はやや低くな
った。 
	 加えて各説明変数が申請数に及ぼす影響を推

定するため両制度について重回帰分析を行った。

まず「シーズ発掘試験（発掘型）」（2009 年度）
について表 1の 7変数を用いてステップワイズ法
（変数投入 p<.05，変数除去 p>.1）により，3 つ
の説明変数による重回帰式を得た。重回帰係数は

Rは.860，R2は.740であった。各変数の記述統計
量を表 2に各変数の重みを表 3に示した。同様に
「A-STEP（探索タイプ）」についても 2変数によ
る重回帰式を得た。重回帰係数 R は .736，R2

は.541であった。各変数の記述統計量を表 4に各
変数の重みを表 5に示した。 
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図 3	 都道府県別の申請数 

 
	  

 
表 1	 「シーズ発掘試験（発掘型）」（2009年度）

と説明変数群との相関係数 
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表 2	 記述統計量（「シーズ発掘試験」） 
平均値

 (ラン検定) 標準偏差 N

「シーズ発掘試験」申請数 157.23 130.67 47
大学教員数 3660.40 7002.47 47
公設施設研究者数 262.45 135.76 47
中小企業数 89388.60 87201.37 47
JST地域拠点の有無 .34 .48 47
SC指数2007 .00 .45 47
TFP指数2006 .01 .03 47
産学官連携従事者数2012 34.55 33.44 47
特記無い限り2009年のデータ  
表 3	 説明変数の重み（「シーズ発掘試験」） 

偏回帰係数 標準誤差
標準化

偏回帰係数
ｔ値 有意確率

公営施設研究者数 .47 .09 .49 5.47 .00
産学官連携従事者数 1.42 .34 .36 4.10 .00
JST地域拠点の有無 74.01 22.63 .27 3.27 .00  
 
表 4	 記述統計量（「A-STEP（探索タイプ）」） 

平均値
 (ラン検定) 標準偏差 N

「A-STEP（探索タイプ）」申請数 84.38 76.96 47
大学教員数 3710.70 7130.84 47
公設施設研究者数 249.45 130.95 47
中小企業数 89388.60 87201.37 47
JST地域拠点の有無 .34 .48 47
SC指数2007 .00 .45 47
TFP指数2006 .01 .03 47
産学官連携従事者数2012 34.55 33.44 47
特記無い限り2010年のデータ  
 
表 5	 説明変数の重み（「A-STEP（探索タイプ）」） 

偏回帰係数 標準誤差
標準化

偏回帰係数
ｔ値 有意確率

産学官連携従事者数 1.41 .24 .61 5.75 .00
JST地域拠点の有無 43.64 17.09 .27 2.55 .01  
 
	 これらの結果から共通の変数によって今回対

象とした 2つのギャップファンドの利用状況を一
定程度説明可能であることを示した。先に述べた

ようにこれらのファンドは支援人材を介在させ

ることを共通した特徴としているが，重回帰分析

からは支援人材数の影響も示唆された1。 
 
3. 制度活用状況の事例検討と解釈 
	 「シーズ発掘試験（発展型）」（2009 年度）と
「A-STEP（探索タイプ）」（2010年度）を比較す
ると説明変数群との間に類似した相関関係がみ

られた。さらに重回帰分析の結果からは「産学官

連携従事者数」と「JST地域拠点の有無」が共通
して検出されており、産学官連携支援ファンドに

対してこれらふたつの支援リソースの影響が示

                                                   
1 産学官連携従事者数については 2012年以前のデータが
利用できないため整合性に問題があることには注意が必

要である。 

された。特に「JSTの地域拠点の有無」について
は偏回帰係数が大きく、制度の利活用に対する影

響力があることが分かる。なお「JSTの地域拠点
の有無」の影響は、地域の公設試を制度内に位置

づけた「地域ニーズ即応型」と呼ばれた別の支援

制度でも検出されている（前波 2014）。 
	 以上のことからファンディング機関の地域拠

点が制度利用に一定の影響を持つと考えられる。

別途実施したヒアリング調査でも指示する証言

が得られている（前波 2013）。とはいえ、ファン
ディング機関の地域拠点の影響がそれそのもの

によるものか、もしくは立地地域が元来持ってい

たポテンシャルであるかについてはなお検討の

余地があり、何らかの潜在変数がある可能性もあ

る。引き続き他省庁の支援制度や「地域経済分析

システム（RESAS）」等のデータを含めて検討す
ることで支援制度の利用状況を充分に説明する

変数群の開発を目指す。 
 
おわりに 
	 これまでに実施例は多くないものの、地域の産

学官連携を支援する政策や制度の評価を投入金

額に対する経済的なアウトプットのみではなく，

支援制度の利用状況という側面からも検討する

ことで多様な評価が可能になる。これは地域にと

って有効な支援リソースとその機能を特定する

ためにも役立つであろうし，それと同時に地域毎

の特徴を生かした制度設計にも資するものであ

る。 
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