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Industry on Campusの基本的考え方 

イノベーションを創出し、若手人材を育成する 
●多様な分野の最新の研究が出来る設備 
●大学における新しい研究組織形態 
●企業が大学の環境の中で研究活動をすることにより、 
  新たなビジネスモデルや革新的技術を生み出す 
●大学と企業が相互浸透した若手人材育成を実施 
●新たな産業ニーズ、社会ニーズに応える次世代技術と人材育成のための基盤 

企 業 
大阪大学のキャンパスで 

密接な連携 
 高度な教育・研究環境を 

利用した 
戦略的研究の継続・ 

人材再育成 

大阪大学 

企業との人材交流による 
若手育成と 

Internship on Campusによる 
大学院生育成 

●異分野とネットワーク 
●高度な人材・学生 
 
●win-winを見定める 
●信頼関係の構築 
 
●常駐・規模・期間が必要 
●大学と企業のミッションの差 
 

オリジナルで多様な基盤研究 高度で深化された専門研究 離れての交流は無理 

人 
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阪大の共同研究の変遷 

委託研究 

(共同研究（ 

テーマと資金を大学に 

組織連携契約 

共同研究講座 

2006年 

2000年 

2011年 

2001年 フロンティア研究機構（戦略的研究拠点育成事業） 

2006年 日本版テニュアトラック【人事】 
   2009年 アジア人財資金構想【アジア人修士】 
      2011年 化学系企業群による博士育成【博士教育】 
         2011年 リーディング大学院【博士一貫教育】 

2004年 国立大学法人 【社会貢献】 

協働研究所 

人材をキャンパスに集める 

アライアンス棟で実現 

フォトニクスセンター 
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企業がキャンパスへ 寄付講座に代わる仕組みの導入 

共同研究講座 ＇2006年、スーパー産学官連携本部整備事業で提案（ 

企業から提供された資金で大阪大学内に設置する、 
共同研究に専念する研究組織です。 

大阪大学と出資企業とが協議しながら運営【寄付講座との差】を行い、 
双方の研究者が共通の課題について研究を行うことにより、 
柔軟かつ迅速に研究活動を運営します。 

●2年から10年の設置 

●共同研究に専念 

●知的財産の活用を重視した取決め 

●出資企業と大学が協議して運営 
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共同研究講座 

 共同研究費実績（共同研究講座を含む）
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共同研究講座研究費
共同研究費（共同研究講座以外）
共同研究費(法人化前）
共同研究件数
共同研究件数(共同研究講座以外)
平均研究費
平均研究費(共同研究講座以外)

年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
件数 204 265 306 457 586 643 764 768 826

研究費(億円) 8.9 12.1 12.5 18.1 21.6 23.5 26.0 28.4 29.2
研究費平均(万円) 436 457 408 396 369 365 340 370 392

件数 3 11 18 24
研究費（億円） 0.8 3.0 5.9 6.5

研究費平均(万円) 2,700 2,800 3,300 2,700

全共同研究

共同研究講座
(内数)

大阪大学の共同研究資金に占める共同研究講座の割合

全共同研究費の２２％ 設置実績３１講座（現２８） 
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大阪大学 
テクノアライアンス棟 

Handai Industry on Campus の実験 

キャンパスの中に組織的社会活動を 

導入し、大学が活用する場所 
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テクノアライアンス棟 

協働研究所  

企業の研究組織（研究開発・企画・雰囲気）を大阪大学内に誘致し、 
多面的な産学協働活動を展開する拠点です。 
企業と大阪大学が共通の場で相互に研究の情報・技術・人材・設備等を利用して、 
研究成果の産業への活用促進、研究高度化、 

双方の高度人材育成を目指します。 

●3年間以上の設置 

●基礎から実用化まで 
  一貫して行う研究組織 

●企業の自主研究も可能 

●出資企業と大学が多面的な連携 

個人力（講座）から組織力（研究所）の活用へ 

（共同ユニット、共同研究講座も受け入れ） 
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フォトニクスセンター ＇フォトニクス先端融合研究拠点（ 

「フォトニクス」に関する科学技術の結集；日本のフォトニクス研究の中心拠点 

 

  会員企業ゾーン（機密保持ゾーン）と大学研究室ゾーン（パブリックゾーン）の組み合わせ 

  博士後期課程学生を産学連携で育成・キャリアパス 

  世界のフォトニクス拠点とのネットワーク強化 

アライアンス棟（協働研究所）と補完的なindustry on campusの体現 

フォトニクス先端融合研究センターを中核として、
人・技術・空間が渾然一体となる融合環境を創出し、
卓越した研究開発成果と先端科学技術の産業化へ
の転換に秀でた人材を輩出する、相互浸透型産学
協働システムを構築します。フォトニクス関連の基
礎研究から出口志向の研究開発、さらには実用化・
産業化の開発フェーズをも融合し、大阪大学と協働
機関が対等な立場で運営と研究開発を推進する類
例のない産学協働システムを目指します。  
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産学連携の一層の活性化に向けて 

 

１．オーバヘッド＇10％（＆産学連携獲得資金 

■外部資金の幅の拡充と新たなインセンティブ 

   ←戦略的な再投資＇直接＆間接＆獲得者に（を可能に 

   ←長期的視点による＇連携（制度展開へ 

   ←複数年度にわたる相当額の収入見通し 

 ⇒ただし基本は、優れた研究･教育が産学連携の鍵 

□対応策 

  ・ 獲得資金の複数年度にわたる自由運用＇寄附講座では可能（ 

  ・ 制度＇例：共同研究講座（普及へ国からの支援 

   ＇本学と東大は､経済省､文科省の協力を得て実施中（  

  ・ 社会的な評価と理解によるリスク回避  
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産学連携の一層の活性化に向けて 

 

２．研究人材の流動性＇双方向にこだわらない（ 

    on campus での産学連携試行開始＇アライアンス棟（ 

    ＇基盤的研究による人材育成がイノベーション力の持続；大学周辺に企業群を（ 

■「学→民・(独法)」＜「学←民」 

  ←教授：連携に割ける時間は２割､講座を空けられない 

  ←若手：論文が書けない 

  ←全般：研究者のキャリアパスに織り込めない   

□必要な条件は… 

  ・ 必須：大学から近距離＇例：事実上､学内か近くの企業（ 

  ・  研究環境の改善＇例：自由度､支援人材（ 

    ・  兼業形態の拡充＇例：本業は教員､企業や独法に支援要員を用意 

                      して兼務、サバティカル（ 
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産学連携の一層の活性化に向けて 

３．研究開発拠点の活用・ネットワーク化 

■基礎的｢分野｣自身を創る／企業と一緒に＇相互補完（ 

  ←大学＞企業、ではない 

  ←学術が企業競争力に直結 

  ←大学の多様性・意外性＇＝大学の価値（を活用 

□対応策 

  ・ 新分野＇概念（自体を創出 

   ・ 自然科学と社会科学を連携 

  ・ 例：グリーン×バイオ×○○ 

     ライフ×ロボット×△△ 

  ・ 各地の大学に､｢当分野で世界一｣の拠点形成  
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産学連携の一層の活性化に向けて 

４．共同研究と知財 

■従来の大学＇産学連携（の知財モデルの課題 

  ・特許の申請・維持には大きな経済的負担 

  ・多くが改良特許、防衛特許 

      ＇実施機関でない大学には無意味---不実施保証（ 

□対応策 

  ・申請前譲渡の導入 

  ・戦略的な大学特許取得＇判断、取得費用は企業（ 

  ・ＴＬＯ活動の外注＇特許価値の判断（ 

  ・【10年先の1億利益よりも今日の1千万円での新研究】  
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共同研究講座を運営して 

・企業、講座ごとに異なる意識---異なる対応が必要、大学側の世話人が必須 
   ＇統一は不可能（ 
 
・設立には企業と大学のトップ同士の協議、大学の方針への理解が必須 
   ＇→「共同研究」＇＝現場ベース（との違い（ 
 
・平成18年の設立から短期間で順調に増加・継続--- 
  企業が魅力を感じている＇実績例、人材確保、大学内での主体的運営、 
   研究環境、多彩な研究者環境（ 
 
・大学にとって利益がでる仕組みでは無いことを認識 
 
・産学連携を手段として大学のミッション＇博士後期課程学生の成長（遂行 
  ----基盤的で将来を見据えた課題や分野の研究が必要 
 
・阪大を正確に理解・信頼してもらい、支援者を得ることができた。 
 
・阪大の宣伝になった。   
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