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■非連続分野の産学連携活動に伴う国立大学からの民間出向の扱い

＜現状＞

国立大学から民間企業に出向する場合、退職金算定基礎となる勤続期間から出向期間の

２分の１が除外されるため、国立大学から民間企業への出向のインセンティブ低下。

文部科学省に対し、非連続分野の産学連携活動に伴う国立大学法人から民間企

業への一時的出向については、出向期間を退職金算定期間に通算算入できるよ

う、「研究開発力強化法」改正（尐なくとも努力義務化）、各大学の内規の改正を

働きかけ。

国立大学 国立大学独法

国立大学 国立大学

半分に

出向期間

国立大学から民間企業への出向
（国家公務員退職手当法と並びで

各大学の内規で規定）

国立大学から独法への出向
（研究開発力強化法を参考に

各大学の内規で規程）

退職金算定基礎となる勤続期間

民間企業
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運営費交付金 自己収入（外部獲得資金）

人件費

人件費総額上限

■非連続技術の研究開発での国立大学の人件費収入の扱い

＜現状＞

国公立大学法人は、人件費総額上限があるため、外部資金を獲得しても承継職員※の人件

費の原資にできず、優秀な研究者を充てたり、大型の共同研究を行うインセンティブとならな

い。

国立大学法人が非連続技術分野の産学連携により外部資金を獲得した際の承継

職員の人件費収入を、人件費総額上限の対象外とできるよう、文部科学省や大学

等に要請。

人件費総額上限の外枠化

＜承継職員※の場合＞

※国家公務員の承継職員（法人化の際に職員であった者）
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＜現状＞

○博士課程では、指導教員の研究に従事するため幅広い知見が得られず、特定分野に知見

が集中する傾向。

○大学の研究現場は縦割で、成果を戦略的に事業化する力が欠如しがち。研究プロジェクト

も、研究一辺倒で事業化戦略が欠如しがち。

■非連続技術の研究開発拠点での人材育成

非連続技術の研究開発に参加する大学に対して、研究開発拠点を活用した

「技術経営論」講座を設置し、①座学の実施とともに、②研究開発現場の経験、

③企業や大学研究者との事業化に向けた実践的議論の実施を構成要素とし、

修士／博士課程の単位として認定できる講座を設けることを要件とする。

ゼ
ミ

大学 ゼ
ミ

研
究
室

非連続技術の研究開発拠点

ゼ
ミ

研
究
室

国内外・産学官から
研究、企画、法務、
標準などの専門家

を結集
非連続技術の共同研究

研究成果の事業化検討

技術経営論講座を設置
修士／博士課程の単位に認定

技術開発力と
新事業創出力
を併せ持つ
人材を創出大学院生も参加

海外研究者
海外ビジネス人材
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○産総研は、基礎研究の成果を製品化につなげる「橋渡し研究」を中心に、「基礎研究
」から「製品化研究」までを一貫して実施。

■産業技術総合研究所による「橋渡し研究」の実施

本格研究の概念図

産総研における研究の類型と予算の投入状況

■企業の声

・産総研と大学との間に差が無くなってきたよ
うに感じている。大学が事業化に近い研究を
行うようになってきた。産総研、大学には、
シーズ探索のツールとしても使いたいので、
基礎的、長期的研究開発をやってほしい。そ
うなれば、企業としても人を送り込んででも
一緒に研究したい。（部品）

・公的研究機関には、基盤的な研究をしっかり
やって欲しい。但し、純然たる基礎科学の話
をされても話はかみ合わない。企業にとって
は、基盤技術と出口を結びつけた説明をして
ほしい。（自動車）

・産総研は、大学とは異なり、民間に近い研究
を行う機関であり必要な機関。基礎研究では
ない、一歩進んだ研究を行う機関であり、非
常に評価している。（電機）

橋渡し研究（第２種基礎研究）；
特定の経済的社会的な必要性（ニーズ）のために、既に確立された複数の理論（法則、原理、定理など）を組み合わせ、観察、実験
、理論計算を繰り返し、その手法と結果に規則性や普遍性のある知見および目的を実現する具体的道筋を導き出す研究をいう。

ナショプロ等
約164億円

産総研運営費交付金
約600億円

ﾅｼｮﾌﾟﾛ
活用型

直接
橋渡し型

民間
約40億円

第１種
基礎研究

製品化研究

大学からのシーズの導入

産学連携

第２種基礎研究
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・技術に関する研究開発活動の活性化
・事業活動における研究成果の効率的な活用の促進

産業技術力強化法第19条第１項

国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェア

の開発の成果（以下、この条において「特定研究開発等成果」という。）に係る特

許権その他の政令で定める権利について、次の各号のいずれにも該当する場

合には、その特許権等を受託者又は請負者から譲り受けないことができる。

一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告す

ることを受託者等が約すること。

二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求

める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを

受託者等が約すること。

三 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等

を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合に

おいて、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要であるとして

その理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三

者に許諾することを受託者等が約すること。

四 当該特許権等の移転又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定

めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、．．．あらかじめ国

の承認を受けることを受託者等が約すること。

報告等の義務

特許権等は受託者に帰属
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目的

制度

特許権等

受託企業国

税収増

研究開発の
委託

事業化

通常、研究開発主体
が事業化を実施

 ②～④の実績なし。

 ③について： 相当期間についての明確な規定なし。

 ④について：
通常実施権は承認不要。

技術研究組合から組合員への移転は承認不要。

■日本版バイ・ドール制度の概要



■現行の国際標準提案制度の課題

○企業が優れた技術を用いた製品を開発しても、国内調整に時間がかかることなどの問
題から、海外の競合企業に比して、戦略的な国際標準化活動が低調。

① 【標準化の取組意欲減退】
・やる気のある企業の技術がそのまま国際標準提案されな
い。
・個別企業の利益につながる国際標準提案が出にくい。

② 【国際競争力の低下】
・国際標準提案のスピードが迅速な海外と比べて、日本は遅
い。
・コンセンサス形成の過程で、新進気鋭の技術の国際標準
提案が陳腐化する恐れ。

③ 【研究開発への重複投資】
・標準として採用される技術は業界総意で決まるため、先端
技術を採用することが困難。
・結果、競争領域が広く残され、重複投資の一因となっている
おそれ。

一業種多企業という我が国特有の産業構造に起因し、コンセンサス型国際標準提案には
上記のような現行制度の課題が存在。

国内企業Ａ 海外企業Ｂ

（国内コンセンサス形成ステージ）
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日本 海外ライバル国等

国際標準化機構（ISO）・国際電気標準会議（IEC）

業種によっては会員数
が100社を超える業界
団体で調整

（数年を要す場合も）

尐数の業界旗艦企業
が国内調整を迅速に
終了

日本企業は国際標準提案において海外競合者
と比べて過大なコンセンサス形成コストを負担



【期待される効果】

①【国際標準提案までの期間の短縮】

・相当な時間、労力を要する業界内のコンセンサス形成プロセ
スを省略することにより、国際標準提案に要する時間を短縮（
例：数年→数週間）

② 【国際標準化の戦略的活用の推進】

・先進的かつ競争力を持つ内容がそのまま国際標準提案可能
。

・横断的分野・新産業分野における提案、中小・ベンチャー企業
等からの提案の活発化。

・新技術の国際標準化・事業化にやる気をもつ企業からの迅速
な国際標準提案が期待。

国際標準発行

国際コンセンサス形成
国際標準化機構（ISO）・
国際電気標準会議（IEC）

尐数の提案企業グループ

従来の制度に加え、トップスタンダード制度を新たに設けることにより、これまで国際標準提案が困
難であった技術が迅速に提案可能に。

ＪＩＳＣにおいて提案を審
査。必ずしも国内調整を
経ず、政策的判断により
迅速に国際標準提案
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トップスタンダード制度

■新しい国際標準提案制度について

○従来の制度に加え、業界団体等の内部でのコンセンサス形成を要しない新たな国際
標準提案制度（トップスタンダード制度）を創設。
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■認証をめぐる課題

○研究開発の実施に当たり、認証の戦略的活用等、市場化までを視野に入れた取組
が不足。

○このため、研究開発の終了後に、評価基準の検討や認証機関との連携を模索するケ
ースが発生し、市場への本格投入が遅延。

(例)「消費者に性能を正しく
伝え、粗悪品との差別化
を図りたい。」

市場における差別化
～新技術の性能証明～

(例)「安全基準がないため、
製品事故に伴うリスク（ＰＬ
訴訟等）が想定できず、市
場参入に踏み切れない。」

新技術の
社会的受容促進

～新技術の安全性証明～

市場化に際し、認証が求められるケース

(例)「欧州市場に製品を輸出
するに当たり、欧州指令に
適合していることを示した
い。」

海外市場の開拓
～海外の規制等への

対応～

製品

購入者

安全基準に
基づく評価

市場

参照

購入者
市場

参照

投入
性能基準に
基づく評価

製品C製品B製品A
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○研究開発と一体的な新技術の安全性・性能に係る評価基準の策定、パイロット認証
を実施すべきではないか。

○認証機関の研究開発プロジェクトへの積極的参画や共同試験設備の活用等を通じ、
認証機関の新分野におけるノウハウ蓄積、ブランド力の向上を図るべきではないか。

○認証の活用事例の提供等を通じた普及啓発を進めるべきではないか。

（従来）

（今後）

研究開発プロ
ジェクトの実施
企業・大学・研究機

関等

評価基準の策
定

企業・大学・研究機
関等

認証
認証機関

市場化

研究開発プロジェクトの実施
企業・大学・研究機関等

評価基準の策定
企業・大学・研究機

関等

パイロット認証
の実施
認証機関等

迅速な
市場化

共同試験設備の活用
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■認証に対する取組の在り方


