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資料７ 



■新たな産学連携促進の５つの方向性 

①産学連携活動評価の総合化 
②ＴＬＯの整理集約化・広域化 

③大学発ベンチャーのＧＡＰファンド支援、経営
人材マッチング支援 

④施設・設備の持ち寄り支援 
⑤共同研究活動の効果向上 
⑥モデル的対応策 

①共同研究における大学院生との雇用契約  
  （人件費支払いと一体での秘密管理） 
②知的財産権の蓄積とアクセス容易化 

①退職金算定期間を通算するシステム（年俸制、一時出向時の退職金積立て） 
②海外研究人材の積極的募集・招聘 
③プログラムマネジャー人材や研究支援人材のキャリアパス設定 

①人件費 

（選択的な給与体系の導入や兼業ルール見直
しによる業務量に応じた給与支払い） 
②間接経費 

（産学共同研究の間接経費の透明化や年度繰
越し容易化） 
③柔軟な共同研究契約の雛型 
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参画インセン
ティブの向上 

研究人材 
の流動化 

知的資産 
の活用 

総合的な 
環境整備 

拠点の活用 ①政府研究開発プロジェクトや共同研究・施設等の拠点を活用した人材育成 
 （技術経営等の単位付与、大学と公的研究機関が連携した研究体験型教育プログラムの実践） 

①官民一体となった資金の確保 
（公的研究機関への指定寄付金制度適用） 
 
 

＜知的資産の蓄積と共有化＞ 
①知的財産活用ガイドラインの策定 
②発明者補償規定の見直し 

＜研究コアインフラの整備と円滑な運用＞ 

①民間に自由度をより高めた民間資金による研究
設備整備の推進 

②研究開発活動を行う多くの企業ニーズに応える
研究インフラの柔軟な対応 

③２４時間運転、ファンドリーサービス等を通じた、
民間ニーズへの積極的な対応の実施 

＜知の融合・複合＞ 
①物理的に異分野を融合させる「場」の構築・提供 

＜大学＞ ＜公的研究機関＞ 



＜大学＞ 



○国立大学法人の総人件費上限があるため、共同研究獲得のインセンティブが低く、産学連携活動に
積極的な教員が尐ないのではないか。 

■参画インセンティブの向上 ①人件費 

米国における大学と研究者の契約 
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現行の兼業ルールは各大学で異なり、比較的柔軟なものもあり 

兼業期間 兼業時間数 勤務時間・給与との整理 

九州大学 
360時間/年、45時
間/月まで（審査に
より超過可） 

勤務時間内兼業は原則不
可（法令根拠があるか、総
長が認める場合のみ可） 

大阪大学 
原則２年 
（更新可、法令根拠
がある場合は５年） 

産学連携目的で実費範囲
内の対価受領は勤務時間
内兼業も減給なし 

名古屋 
大学 

原則５年 20時間/週まで 
（平日10時間、土日
10時間。総長が認
めれば超過可） 

東京大学 
原則１年 
（更新可、法令根拠
がある場合は４年） 

１回の報酬額が社会通念
上合理的な範囲であること 

東京工業 
大学 

原則２年 
（更新可、法令根拠
がある場合は４年） 

8時間/週（理事等
は4時間/週） 
※月2回以上の宿
泊を伴う兼業不可 

 
※大学施設・設備の使用
は原則不可 
 

東北大学 
原則２年 
（更新可、法令根拠
がある場合は５年） 

15時間/週・45時間
/月超は要審査 

勤務時間内兼業は減給 
全兼業報酬額が年収を超
過する場合は要審査 

●産学連携活動に参画する国立大学承継職員について、従来の教育・研究活動による給与を例えば現行給与
の８割分とし、残り２割は共同研究等の外部資金による業務量に応じた給与とする選択肢を導入し、外部資
金は人件費総額上限の対象外とすべき。 

●大学教職員の産学連携活動への参画を「兼業」とし、産学連携活動量に見合った収入を得ることを容易にす
るよう、各国立大学の兼業ルールを見直すべき。 

○研究者の年俸は、教育、研究等の業務分配を
基に、学部長と研究者の交渉により決定。 

○研究者と大学との契約期間は、一般的に夏期
休暇を除く９ヶ月。夏期休暇分（３ヶ月分）の給
与は、外部資金等の収入から充当。 

○平成１８年度～２２年度 

「行革推進法」で、国立大学の承継職員（法人化時
に職員であった者）の人件費総額について、５年間
で５％以上の削減を規定。 

 

○平成２３年度以降：未定 
 
 
 
 
 
 

国立大学法人の総人件費上限 

運営費交付金 

 
外部獲得 
   資金 

  
 

人件費 

国立大学承継職員の人件費上限 

（資料）各大学の兼業規定より、経済産業省作成。 



○共同研究費における間接経費の大学側の使途が不明確であるため、企業の共同研究への投資の阻
害要因となっているのではないか。 

■参画インセンティブの向上 ②間接経費 
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＜競争的資金＞ 
 ○間接経費率：３０％ 
 ○積算不要、学長の広範な裁量下で使用可 

 
＜競争的資金以外の研究開発プロジェクト＞ 
 例）ＮＥＤＯ研究開発プロジェクト  
 ○間接経費率：原則１ ５％ 

 ○ただし、委託業務に直接従事する研究員や
研究員が所属する研究室等に間接経費を配
分する場合は、１０％加算可 （２５％が上限） 

 
＜産学共同研究＞ 
 ○間接経費率：５％～３０％（１０％が多い） 
   （※米国は50～60％、スイスは40～45％） 
 
 
 
 

最先端研究開発支援プログラム（ＦＩＲＳＴ）での先進的取組み 

○平成21年度補正予算により創設された最先端研究開発支援プロ
グラム（1,000億円、30研究者・課題）。 

○研究者個人に着目し、世界トップを目指す研究開発に、3～5年の
複数年度の助成を行う。 

○助成金を３つに分類し、従来の間接経費のうち、研究支援者等の
人件費を明確化。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経費Ａ 経費Ｂ 経費Ｃ 

いわゆる間接経費 

Ｂ＋Ｃ ≦ Ａ×２０％ 

研究費、研究者人件費 

研究機器購入費 研究開発支援システム改革経費
（研究支援者・知財専門家等の人件費） 

研究環境整備の経費 

（従来の間接経費） 

研究開発における間接経費の取扱い 

●各大学は、産学共同研究の間接経費の使途を明確にし、実態に合わせて間接経
費率を設定すべき。 

●また、間接経費の一部を研究支援者等の人件費に充てることを確保すべき。 

（資料） 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（競争的資
金に関する関係府省連絡会申し合わせ）、ＮＥＤＯ「委託業務事務処理
マニュアル（大学用）」、東京大学産学連携本部「民間企業との共同研
究の在り方 調査研究報告書」（平成２３年３月、平成２２年度文部科学
省イノベーションシステム整備事業大学等産学連携自立化プログラム
（機能強化支援））より、経済産業省作成。 （資料）総合科学技術会議資料より、経済産業省作成。 



○企業と大学の共同研究契約に関する大学側の硬直的対応が、企業の共同研究への投資の阻害要
因となっているのではないか。 

■参画インセンティブの向上 ③共同研究契約の柔軟化 
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国立大学法人化以前の共同研究契約の雛型 

 「共同研究契約書 様式参考例」 

（平成１４年 文部科学省） 

企業側は、共同研究契約時に、文部科学省の雛型に固
執する、不実施補償にこだわる大学が多い旨を指摘。 

参考例における不実施補償等の知的財産権の取扱い 

（１）共同発明の出願（第14条） 
寄与度に応じた持分により共同出願。ただし、一方が
他方に持分を譲渡した場合は単独出願。 

（２）共有特許の企業による実施（第19条） 
大学は自己実施をしないため、企業は別に実施契約
で定める実施料（不実施補償）を大学に支払う。 

（３）大学による第三者ライセンス（第17条） 
企業が正当な理由なく発明を実施しない場合、出願
から所定期間後、大学は第三者にライセンス可能。 

（４）出願料・特許料（第20条） 
企業と大学が持分に応じて負担。 

 
 

（資料）「国立大学法人化以前の共同研究契約の雛形」は、以下のHPより経済産業省作成。 

   （http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20020329006/t20020329006.html） 
     

（資料）平成２２年度経済産業省調査     

既に柔軟なオプション設定をしている大学もある 
（東北大学の事例） 

国立大学法人化以前の共同研究契約の雛形 

（資料）東北大学の「民間等との共同研究契約書（標準様式）に基づき経済産業省作成 

●共同研究契約の雛型において、企業側に無
償の非独占実施権を認めるとともに、大学側
に第三者への非独占実施権許諾や譲渡を
認める選択肢を提示すべき。 

項目

以下、４つのオプションから選択。

譲渡する
場合

独占実施
の場合

非独占実施
の場合①

非独占実施
の場合②

企業による
不実施補償

の支払い

大学は、
有償で企業
に持分譲渡

企業は、有償
の独占的通常
実施権、再実
施許諾権付独
占的通常実施
権を有する

企業は、有償
の非独占実施
権を有する

企業は、無償
の非独占実施
権を有する

大学による

第三者への
実施許諾

大学は、企業
が一定期間に
正当な理由な
く実施しない
場合、第三者
に非独占実施
権を許諾可

大学は、企業
の事前書面同
意を得た上で、
第三者に非独
占実施権を許
諾可（同意し
ない場合は独
占的実施）

大学は、第三
者に非独占実
施権を許諾、
持分を譲渡可
（企業は許諾、
譲渡に同意し
たものと見な
される。）

文部科学省の産学官連携推進委員会の報告書（平成22年9月）において
も、不実施補償の扱いも含め、共同研究契約について柔軟な対応を提言。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20020329006/t20020329006.html


○産学連携を行う際に、留学生を中心とする海外人材による技術流出への懸念が足かせになり得るの
ではないか。 

■知的資産の活用 ①共同研究に参画する大学院生との契約 
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●デンマーク 
・産業に関連した研究開発人材育成と産学連携強化を

目的に、「技術イノベーション法」に基づき、Ph.Dの学

生を研究開発プロジェクトで雇用する企業に対して、

Ph.Dの給与として月額US$2000を3年間補助。 

・学生は、企業から給与を得つつ、企業と大学で50％

ずつ学習し、Ph.Dに必要な単位を得る。 

・年間約100人を支援し、近年は、中国人学生に対して

も支援（2010年７名）。 

 
●ＥＵ 
 2012年から、第７次研究枠組計画（FP7）の人材プログ

ラムの一環として、「European Industrial Doctorates   

(Ｉndustrial Ph.D)」を導入予定（予算総額2000万ユーロ、

ＥＵ域内の異なる２国間の企業と大学の連携に限定）。 
 
 

欧州では博士課程学生の企業研究への参画を支援 

  （資料）デンマーク：科学技術イノベーション省HP、ＥＵ：欧州委員会HPから、経済産業省作成。 

●ＮＥＤＯ研究開発プロジェクト 

学生（学部生、院生）は、人件費の対象となる研究員

として登録できない。 

 

●日本学術振興会「特別研究員」制度 

博士課程在学者やポスドクに対する研究奨励金支給
制度である「特別研究員」は、他の奨学金・研究費と
の重複受給不可。アルバイト収入を得ることも原則不
可。 

ただし、所属大学のＴＡ等として週５時間までの報酬
受領や、インターンシップへの参加は可（インターン
シップは要承認、雇用契約期間は研究奨励金は支
給されない）。 

 
 

我が国の補助金における学生への給与支払い制限 

●企業が共同研究へ参画する大学院生と雇用契約を通じた機密保持を確保できるよう、
大学院生への給与支払いについて、政府機関等は各種補助金・奨励金におけるルー
ルの緩和すべき。 

  （資料）ＮＥＤＯ「委託業務事務処理マニュアル（大学用） 」 
       日本学術振興会ＨＰ、から、経済産業省作成。 



■知的資産の活用 ②知的財産権の蓄積とアクセス容易化 

8 

●共同研究成果の知財について、基礎的部分は大学等の共同研究拠点に蓄積し、会費を支
払った企業等に広く無償の通常実施権を与える仕組みを導入すべき。 

○更なるイノベーションにつなげるため、大学に蓄積された知財や共同研究成果の基礎的な知財を共
有できるようにしてはどうか。 

知財の取扱い事例 

センター 知財の帰属 

米DSSC（ｶｰﾈｷﾞｰﾒﾛﾝ大） 
（The Data Storage Systems 
Center）（＊ＥＲＣの一つ） 

ＤＳＳＣでの研究開発成果・権利は大学に帰属。 
年会費２５万ドルの企業は無償の通常実施権、５万ドルの企業はリーズナブルな価
格の通常実施権を有する。 

米CBC（ＵＣバークレー） 
（Center For The Built 
Environment）（＊ＩＵＣＲＣの一つ） 

ＣＢＥでの研究開発成果・権利は大学に帰属。 
メンバー企業・機関は、非独占的ライセンスの獲得が可能。（ライセンス付与は有償
だが、メンバー以外の一般企業・機関よりも有利な条件でライセンスを確保できる。） 

米CIS（スタンフォード大） 
（The Center for Integrated 
Systems） 

ＣＩＳでの研究開発成果・権利は大学に帰属。 
（ただし、ＣＩＳの資金で行った発明については特許を取得しない？） 
産業界資金による研究開発成果の帰属は、個別協議により決定。 

ベルギーIMEC
（Interuniversity 
Microelectronics Centre） 

ＩＭＥＣ単独で行った基盤研究開発の成果・権利はＩＭＥＣ に帰属。 
プログラム参加者は、プログラム成果の利用に必要な部分の通常実施権（非独占、
移転不可）を無償で受けられる。 
プログラム参加者が貢献した研究開発成果部分は、ＩＭＥＣ と共有。 
参加企業は共同研究によって得た特許を独立して共有し、独自にライセンス可。 

仏 MINATEC（Maison des 
Micro et Nano Technologies） 

知財の取り扱いは、プロジェクト毎に異なる。 

（資料）産業技術研究所「米国の研究大学の産学共同研究センターの運営、企業との連携、パフォーマンス等に関する調査報告書」（平成２０年） 
     経済産業省「平成20年度海外技術動向調査調査報告書― 米州編 ―」（平成２０年） 
     （社）日本機械工業連合会「平成２１年度海外の国家プロジェクト、産学官連携の実態に関する調査研究報告書」（平成２２年） 



○国立大学から企業へ一時出向する場合に、退職金算定期間が切れることが、産学間の人事交流イン
センティブ低下の一因となっているのではないか？ 

■研究人材・研究支援人材の流動化 ①退職金算定期間の通算 
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○国立大学法人の内規（「教職員退職手当規程」）の
改正により退職金算定期間を通算するのは一案。 

○ただし、退職金算定期間通算の制度的担保に加え、
退職金の財源をどうするかの問題が残る。 

＜参考＞医師の給与・退職金 

○民間病院の81.6％が医師に年俸制を導入（2004年３月時
点）。○民間病院の53.6％は退職金なし。 
  （資料）「医師の給与について－「賃金構造基本統計調査結果」等を受けて－」 
       2007年4月、日本医師会／日医総研 

●大学における年俸制導入を更に進めるべき。 

●国立大学教職員が共同研究相手企業等へ一
時出向する場合に、国立大学が共同研究費の
間接経費の一部を出向期間の退職金相当分と
して積立可能とすべき。 

○国立大学から研究開発法人への復職なしの移動 
○国立大学から企業等への休職出向 
 

＜国立大学の研究者に関する現行制度＞ 
（１）国立大学法人等（国立大学法人、大学共同利用機
関法人、５独立行政法人）の間の研究者の移動は、勤
続期間を通算（各国立大学法人等の退職手当規程）。 

※財源は、承継職員の枠内に限り、運営費交付金の一部とし
て支給。（退職者台帳の作成・管理等が前提） 

 
（２）国立大学法人・大学共同利用機関法人と研究開発
法人（３８法人）の間の研究者の移動は、勤続期間の
通算が努力義務（研究開発力強化法第１５条第２項）。 

 ※実態上は、復職の場合にのみ勤続期間を通算。 

 
（３）休職出向の場合は、特段の定めがない限り、出向期
間は１／２のみ退職金算定期間にカウント（国家公務
員退職手当法の規定の類似規定を各大学が規定）。 

 
 
 
 
 

現在、退職金算定期間に勤続期間が通算されないケース 

国立大学（４大学）における年俸制職員比率 

年俸制職員比率 年俸制職員数 全職員数 

１２．３％ １,２２５人 ９,９２７人 

（資料）北海道大学、名古屋大学、大阪大学、京都大学の４大学の公表資料より、
経済産業省作成。 

（参考）北海道大学、名古屋大学、大阪大学、京都大学の４大学の合計値。 

     各大学公表資料中の事務系、医療系等を除く「教育職種」が総数。     

国立大学 国立大学 民間企業 



○国内の産学共同研究において、海外研究人材を積極的に活用すべきではないか。 

■研究人材・研究支援人材の流動化 ②海外研究人材の招聘 

各国とも優秀な国外研究者の招聘に積極的 
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（参考）米国、カリフォルニア、ニュージャージーについては1ドル76円で円換算、 
     9ヶ月支給額を、12／9倍した金額。 
（資料）米国：”Digest of Education Statistics 2007, 2008, 2009, 2010”、日本平均：

厚生労働省調査、東大：東大財務情報、より経済産業省推計。 

1166 1114

1909 1885
1738

1271

大学教授年収は日米差あり 
（万円） 

●ＥＵ：FP7 域外研究者招聘制度 
第７次研究枠組計画（FP7）の人材プログラムの一環として、域
外研究者招聘制度を設け、日本等の第三国の有能な研究者を

呼び込む１～２年間の研究プロジェクトへの財政的支援を実施。 

●中国：在外研究者呼び戻し策 
 「海外流出人材のために、職位や研究室、1人当たり尐なくと
も15万ドルの一時金を提供し、一流の科学者3100人を既に呼
び戻した。米コンサルティング会社モニター・グループによると、
欧米諸国から帰国して中国の研究室で働いている博士は既に
8万人に上っている。」 

●日本：学術振興会による招聘事業 
大学等の研究の国際化を目的にノーベル賞受賞者クラスの招
聘（年間１、２名）や、外国人招聘研究者事業（短期：中堅以上（年
間約200名）、長期：中堅から教授級（年間約70名））を実施。 

 
 

  （資料）ＥＵ：欧州委員会研究開発情報サービス（CORDIS）HP 
        中国：報道情報（http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000003-rcdc-cn） 
       日本：文部科学省HP、から経済産業省作成。 

●産学共同研究への参加を目的とした海外研究人材の招聘の原資とするため、大学が共同研
究で得た間接経費の繰越しや積立を容易化すべき。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000003-rcdc-cn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000003-rcdc-cn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000003-rcdc-cn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000003-rcdc-cn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000003-rcdc-cn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000003-rcdc-cn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000003-rcdc-cn


○博士号取得者等の高い専門性を持つ研究支援人材の層を厚くすることが必要ではないか。 

○高い専門性を持つプログラムマネージャーや研究支援人材等のキャリアパスが明確化されていない
ため、人材の流動性が低いのではないか。 

■研究人材・研究支援人材の流動化 ③プログラム・マネージャー等のキャリアパス 

（事例）京都大学の研究支援専門職（常勤）採用 
米国の産学間技術移転人材のキャリアパス 
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○京都大学は、来年４月から、資金獲得（渉外広報）や
研究支援などの専門業務を担う常勤職員を、実務
経験者を対象に、１０人程度採用予定。 

 

○「研究支援」は、研究者が本業に専念できるよう、助
成金申請等の事務を支援するため、研究業務の経
験のある博士号取得者を探す。 

 
（資料）日本経済新聞 平成23年9月2日記事「京大が専門職員公募」より作成。 

○米国の産学間の技術移転人材は、約５０％が理工系
のPh.D取得者。うち約４割が、人文社会系の学位も取
得した「マルチ・メジャー人材」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

（資料）隅藏康一「TLOの人材育成策－米国TLOにおけるアカデミック・バックグラウンド
の実態調査から」（『研究・技術・計画』vol.18, No.1/2, 2003) 

（参考）米国におけるライセンス収入総額上位２５位の大学の技術移転オフィスのうち、
専門スタッフのキャリアパスが公表されている10大学及び米国衛生研究所（NIH）
の技術移転オフィスが対象。対象者134名の数値。 

     「JD」はロースクール卒業生。「その他」は、MBA・JD以外の学部卒以上。 

人文社会系の学位 

理
工
系
の
学
位 

MBA JD その他 なし 合計 

Ph.D 8.8 3.6 4.4 29.9 46.7 

学部・
修士 

16.1 8.0 2.9 14.6  41.6 

なし 2.9 3.6 2.9 2.2 11.7 

合計 27.7 15.3 10.2 46.7 100 

＜米国技術移転人材の学位取得状況＞（単位：％） 

●研究支援人材のポストを各大学が開示し、ポストを「見える化」し、大学間ネットワークの形成を図るこ
とで、潜在的キャリアパスを明確化すべき。 

●大学は、間接経費を明確化して研究支援者等の人件費を手当てし、ポストを確保すべき（再掲）。 



■拠点の活用 ①拠点を活用した人材育成や拠点のネットワーク化 
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●エンジニアリング・ディグリー（大学院） 

－企業でのマネジメント業務への就業を希望するエンジニア

に対する大学院コース（４年間）。産業界における複雑で工

学的問題解決が中心。 

－英国で研究開発を行う企業が協力し、計画・管理。大学院

生は、約４分の３の時間を企業で過ごす。 

－学生数409名（2002年） 

 
●Knowledge Transfer Partnerships(KTP)プログラム   

－大学と提携企業により運営されるチームが管理するプロ

ジェクトに卒業生をアソシエートとして採用する、産学協同

監督下での産業に基盤を置いた訓練提供プログラム。 

－政府補助金￡2430万、企業支出￡3800万（2003年度） 

 

● Collaborative Awards in Science and Engineering 
(CASE)プログラム（博士課程） 

－大学と企業の共同監督下での博士課程。 

－特に「Industrial Case」は、プログラム運営に対する企業の

イニシアティブが強く、政府支援は企業に対して実施。 

 

 

英国では大学や企業での産学共同プログラムを展開 

  （資料）後藤晃、リー・ウールガー「理工系人材形成における産学官協力－イギリスの
ケース」（2005年4月）（RIETI Policy Discussion Paper Series 05-P-002) から引用。 

グリーンビークル材料研究開発拠点
（イノベ拠点：未来自動車関連材料、周辺技術の開発）
【事業主体】 名古屋大学（名古屋市）
【交付決定額】 10億円
【参加企業等】 ＪＦＥスチール、
トヨタ、住友電工、中部電力、
ＩＮＡＸ、日本ガイシ、ＪＲ東海等

東北大学

（医療（糖尿病・がん））

北海道大学（創薬・糖鎖）

新潟工科大学

（原子力耐震）

福岡産業振興財団
（先端システムＬＳＩ）

九州大学

（医療用ロボット）

名城大学
（ＬＥＤ技術開発）

京都大学（医療機器）
京都大学（蓄電池）

大阪大学（光科学）

東京大学（低炭素）

早稲田大学（グリーンＩＴ）
木原記念横浜財団（医薬品）
実験動物中央研（バイオ）

慶応大学（がん）

有機エレクトロニクスイノベーションセンター
（フレキシブル有機ＥＬ照明等の構築・事業化）
【24月11月竣工予定】
【事業主体】 山形大学

【場所】 米沢オフィスアルカディア内
【採択額】 10.0億円

東北大学

（総合的レアメタル資源対策）

東京理科大学（光触媒）信州大学（医療機器開発）
京都大学（創薬）

京都高度技術研究所
（高機能性化学品）

福岡産業振興財団
（有機EL）

九州大学

（燃料電池）

北海道科学技術総合振興センター
（植物工場）

名古屋工業大学（半導体）

ナカシマメディカル

（ガン・バイオメディカル）

大阪大学（再生医療・創薬）

福岡産業振興財団

（水素関連製品試験評価）

筑波大学・サイバニクス研究センター
(イノベ拠点：高齢者・障害者の生活等支援人間装着
型生活支援ロボット開発)
【事業主体】 筑波大学（つくば市）

【交付決定額】 6.0億円
【参加企業等】 サイバーダイン

Bayer、BOSCH、Medtronic、
大和ハウス工業、大林組、
産総研 等

「先端イノベーション拠点」「技術の橋渡し拠点」 

●政府の研究開発プロジェクトやこれまでに整備した
「先端イノベーション拠点」「技術の橋渡し拠点」にお
いて、大学や企業に、共同研究への参画を通じた単
位付与や事業化検討の議論への参加等を取り入れ
た人材育成を実施すべき。 

●拠点間のネットワーク化を図り、地域や大学の強み
を活かした人材育成・人材流動化を促すべき。 

○研究開発拠点等の共同研究の現場を活用した「活きた人材育成」が必要ではないか。 
○研究開発拠点のネットワーク化が必要ではないか。 

★（赤字）：先端ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点 

★（青地）：技術の橋渡し拠点 



○技術移転事業からの収入で自立的に経営可能なＴＬＯは一部に限定されており、全てのＴＬＯが技術
移転業務のみで自立可能と考えるのは限界があるのではないか。 

■総合的な環境整備 ①産学連携活動評価の総合化、 ②ＴＬＯの整理集約化・広域化 

「大学知財本部・ＴＬＯの在るべき姿を検討しつつ、産学
連携活動の効果や効率性を適切に評価する指標を策定
し、試行的に評価。大学知財本部・ＴＬＯの在るべき姿に
向けた検討を深め、評価の結果も踏まえて、その再編・
強化について結論を得る。」 
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産学連携活動評価指標のイメージ 

標準
指標 

評価領域例 

技術 
移転 

研究活
動促進 

実践的
教育の
展開 

地域貢
献活動
の推進 

グロー
バル展
開 

ｲﾝﾌﾟｯﾄ 

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ 

ｱｳﾄｶﾑ 

●産学連携活動の総合的な評価指標を作成し、知財本部、TLOなどの技術移転活動を個別に

評価するのではなく、イノベーション推進の観点等から大学単位で総合的に産学連携活動を
評価する。また、こうした評価結果が大学評価や教職員評価に反映されるよう図るべき。 

●「優れた技術移転活動」機関（ＴＬＯ）を表彰し、支援を集中させることで、集約化を図る。 

知的財産推進計画2011工程表（抜粋） 承認ＴＬＯの三類型 

（資料）経済産業省試算。 

（参考）収支は、技術移転収入や、会費収入、大学等からの受託費を含む。 

-500.0

-400.0

-300.0

-200.0

-100.0

0.0

100.0

200.0

300.0

0.0 200.0 400.0 600.0

2009年度 広義のTLO活動[百万円]

技術移転収入(大きさ)/支出(横軸) /収支(縦軸)

グループⅢ

グループＩ

グループⅡ

自立化グループ 

内部型コストセンター 
グループ 

支出 

→ 

収
支 

←
 技術移転収入 

↓ 

               

             2009年度 （百万円） 

小規模活動 

グループ 



○慶應義塾大学、早稲田大学、東京工業大学、東京大学が、
「ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム」を形成。川
崎市に、研究教育拠点を開設。 

○拠点に各大学所有の研究設備 
  を持ち寄り共用しようとしたが、 
  持ち寄り先の法人格が存在し 
  ないことから認められず。 

○大学発ベンチャーの起業化直前・直後の資金不足・ビジネス化のノウハウ不足をカバーする必要が
あるのではないか。 
○研究に必要な装置が大型化する中、単独の大学ですべてを購入・維持するのは非効率ではないか。 

■総合的な環境整備 ③大学発ベンチャーへの支援、 ④施設・設備の持ち寄り支援 
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●大学発ベンチャー育成のためのギャップ・ファンドや経営人材マッチングを支援するため、産学連携の実用化
に向けた補助金において、 

  －ベンチャーキャピタルによるファイナンスがある場合には補助上限額を倍増すべき。 
  －経営人材の存在や補助期間中の獲得・育成を要件とすべき。 

●研究設備を持ち寄って共同研究を実施する場合や研究設備を共同研究に提供する場合等に、施設・設備の
目的外使用を容易にするなど、新たな形態の共同研究に対応する施設・設備管理の仕組みを導入すべき。 

（事例）４大学コンソーシアムでの設備共用 

（事例）九州大学での数学分野の設備共同利用 

民間企業の研究開発力強化及び実用化支援事業 

国 

補助 

共同研究 
（評価・ 

 実証等） 

公募 
審査 

民間企業 
大学・ 

公的研究機関 

先端的・独創的な技術開発を進めながらも、単独では
実用化が難しい企業を支援するため、高度な知見・技
術・設備等を有する大学等との共同研究により実用化

を目指す取組みを支援。（23年度：5億円） 

中小企業： ２／３補助 （約２０００万円／件）      
大企業  ： １／２補助 （約３０００万円／件） 

○九州大学マス・フォア・インダストリ研究所は、数学研究者と産
業界の連携システム構築のため、近い将来「大学共同利用機
関」への申請を検討中。 

○現行制度下では、共同研究機関の共同研究成果の開示が期
待される。他方、共同研究の枠を企業に広げる際、企業が守
秘を希望する可能性大。また、同研究所では共同研究の場と
経費を提供し、他大学と企業が共同研究する形態も想定して
いるが、従来の共同利用機関が当事者として知財取扱い調整
を図る場合とは異なり、前例がない。 

A大学 

C大学 B大学 

集中研 
持ち寄って共用 

D大学 



○一対一、個々の大学研究者対個別企業のボトムアップ型共同研究や、大学単願で生み出された研究
成果のシーズプッシュ的なマッチングでは、イノベーションの幅に限界があるのではないか。 

■総合的な環境整備 ⑤共同研究活動の効果向上 

既存のシーズ 
（作られつつある） 
技術・特許 

シーズとして 
確立（存在） 

 しない技術・概念 

顕在化している
企業ニーズ 
（既存ビジネス） 

 
 
 
 

確信を持てない
将来ニーズ 
（将来ビジネス） 

 
 
 

 
 
 
 

（資料）太田与洋他「新しい産学連携「参加方式協働事業」の事後評価」より引用 

コーディネート 
マッチング 

（事例）東京大学 「Proprius21」の取組み  
＜共同研究立案＞ 

  ①共同研究前のオープンな意見交換（プラザ活動） 

  ②共同研究課題に最適な企業のパートナー（研究者）を学内

で探索しながらテーマの絞り込み（個別活動） 

  ③事前に共同研究の実施計画を立案（スロット活動）、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共同研究の実施＞ 

－ポスドクを企業の費用負担により共同研究員として配置。 

－複数年で数億円規模の研究開発も実施。（２００８年度時点

で、１件平均１１００万年超） 
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（資料）東京大学ＨＰより経済産業省作成 

産学共同研究創出マトリックス 

通常の共同研究推進機能 

企業・ 
開発、事業部 

大学 

企業中研 

Proprius21 

●共同研究の前段階で、関心を持つ企業群と大学との情報交換等の「共同事業活動」への
取組みを支援すべき。 

改良改善、高機能化、低コスト化 

こうした領域を掘り起こす枠組み
を検討すべきではないか。 

（事例）東京大学産学コンソーシアム「ジェロントロジー」 
○「高齢化の進展」をテーマとした産学連携コンソーシアムを創
設。 

○研究者が最新研究成果を開示し、産業界と意見交換や議論を
通して新規ニーズや課題を認識・着想し、イノベーションを創出
する「参加方式による共同事業」方式を設計。 

○参加料納付方式とし、４５社（外資系企業含む）が参加。 
 （資料）太田与洋他「新しい産学連携「参加方式協働事業」の事後評価」 



＜公的研究機関＞ 



●公的研究機関にも大学同様に、寄付金を全額損金算入させることを可能とする指定寄付金制度を 
適用してはどうか。 

■参画インセンティブの向上 ①官民一体となった資金の確保 
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公的研究機関を制度の対象機関として指定すべき。 

◆国内における企業からの寄付金受け入れ額の比較と米国での寄付金の利用例 

日本 米国 

24 54 

7,003 

1,127 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

理研 産総研 東大 東工大 

寄付金 
The James H. Clark Center, STANFORD UNIV 

James H. Clark Centerはスタンフォード大学における
バイオ医学研究施設で、Netscapeの創設者である
James H.Clark及び慈善団体 Atlantic Philanthropies
の寄付により２００３年竣工。 
先端的融合領域研究拠点であるＢＩＯ-Ｘプログラム
（生物学、医学、工学及び物理科学の学際的な研究
促進のための革新的取組）の中核的ハブの役割を果
たしている。 

出典：スタンフォード大学ＨＰを基に経済産業省作成 



①企業からの受託研究収入 

②ランニングコスト 

③平等な配分 

④その他（内部プログラム、特

別な基準） 

（参考資料） 海外公的研究機関が実施している、外部資金獲得を促す仕組み 

＜海外公的研究機関が実施している、外部資金獲得を促す仕組み（インセンティブの構築）＞ 

○ ドイツ・フラウンホーファーでは、傘下の研究所が獲得した外部資金に連動し、運営費の配

分が行われている。 

◆傘下の研究所に対する運営費の配分方法 
 

以下の４つの基準（貢献度）を柱として、各研究所に 
資金を配分 

②各研究所別のランニングコスト 

③各研究所への平等な配分 

④その他（内部プログラム、特別な基準） 

例えば、年間の資金総額が100億円であった場合、フランホーファーでは、以下のように資金を配分。 

①各研究所における企業からの受託研究収入 

30億円 

30億円 

30億円 

10億円 

○1949年設立。本部は、ミュンヘン。 

○経済発展、社会的利益に寄与する応用研究を実施。 

○ドイツ国内に59の研究所を有し、研究所は7分野にグ 

 ループ化（材料、マイクロ・エレクトロニクス、情報通 

 信、生産技術、ライフサイエンス、光学・表面光学、防 

 衛） 
○人員約2万人。09年度予算約2100億円（うち、外部資 

  金は約3割） 
 

出典：Frounhofer Annual report 2010 及び「ドイツ公的研究機関の組織、運営、  
    活 動、評価システム」 産総研2002年3月等から作成 

18 



●オープンイノベーションに即した知財戦略の構築（「守り」のクローズド知財戦略と「攻め」のオープン
知財戦略のベストミックス戦略）が必要ではないか。 

●オープン知財戦略に分類される内部の知的資産は、ハブ拠点に蓄積させながら外部に共有すること
によって、外部の知的資源と統合し新たな価値を生み出すことが可能ではないか。 

■知的資産の活用 ＜知的資産の知識と共有化＞ 

●オープンイノベーション・ハブにおける知的資産の蓄積と共有化を推進するため、必要な取り組みの基本的な方向 
  性を示した知的財産活用ガイドラインを策定すべき。 
●パテントプール等の知的資産蓄積が円滑に行う発明者補償規定の柔軟な運用を可能とする雛形を公開すべき。 
●組織を越えたパテントプールに関する独禁法上の運用解釈を提示すべき。 

◆「オープン・イノベーションに対応した知財戦略のあり方について」（ポイント） 

オープンイノベーションと知財戦略 オープンイノベーションに対応した企業の知財戦略 

○知財を自己の事業の「守り」に活用するクローズド
知財戦略に加えて、知財を外部との積極的なやりと
りで「攻め」に活用するオープン知財戦略を取り入れ
ることが必要。 
  
○クローズドとオープンのどちらか１つを選択すると
いうものではない。 
 
○守りと攻めの知財戦略を競争環境等の状況に応
じて適切に組み合わせ、知的財産を最大限有効活
用する高度の知財戦略を組み立てることが重要。 
 
（例）インテル知財戦略：「内インテグラル、外モジュ
ラー」、アップル知財戦略：「内クローズド、外オープ
ン」 
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（参考資料） 技術研究組合 BEANS研究所における知財マネージメント例 

＜BEANS組合の事例＞ 

○ BEANS組合の知財モデルは、組合が再実施権付き（サブライセンス）の第３者実施許諾権を持

つ形態。パテントプールの新しい考え方として注目。 

◆BEANS組合における、知財の管理・運営 

ＩＰは、希望する者に広く活用させる。 
・研究成果の利用・普及に際しては、プロジェクト参加者以外 

 にも、一般に広く実施許諾する。 

ＩＰはＢＥＡＮＳ研究所が一括ライセンス 
・ＩＰは原則、研究従事者の所属機関に帰属 

・ＩＰの権利者はＢＥＡＮＳ研究所にサブライセンス権付実施許諾 

サブライセンス権付 

非独占的通常実施権 ライセンス 

権利者 ＢＥＡＮＳ 
研究所 

ＩＰを利用 
したい者 （無償） （有償） 

・権利者は、一般的な実施許諾条件についてＢＥＡＮＳ研究所 

 と事前に協議を行うことを条件に、第三者に非独占的通常 

 実施権を許諾することも可。（大学ＴＬＯの活動を妨げない。） 

利用しやすいＩＰパッケージの形成 
・ＢＥＡＮＳ成果（フォアグランドＩＰ）だけでなく、バックグランドＩＰ 

 も含めてＢＥＡＮＳ技術群（ＩＰパッケージ）を形成 

・実施許諾対象技術はＩＰパッケージ 

参加大学には不実施補償を考慮 
・大学との共同出願時に、大学が負担すべき費用を共同出願 

 企業が負担。（実施料配分時に精算） 

代表者による意思決定機関（委員会） 

成果管理・ライセンス業務機関 
（技術研究組合ＢＥＡＮＳ研究所） 

特許権者 
Ａ 

サブライセンス権付き 
非独占的通常実施権 
の許諾（無償） 

特許権者 
Ｂ 

特許権者 
Ｃ 

特許権者 
Ｎ ・・・ ・・・ 

ロイヤルティ分配 

実施権者 
a 

実施権者 
b 

実施権者 
x 

実施権者 
y ・・・ ・・・ 

BEANS研究所による“Ｏｎｅ－Ｓｔｏｐ－Ｌｉｃｅｎｃｅ” 

ライセンシー 
BEANS 

プロジェクト 
参加者 

一般 
ライセンシー 

ＩＰは、参加企業が自由に実施できる 
・自身の参加テーマに限らず、他のテーマの成果についても 

 一定の実施条件（先行者利益を考慮）のもとに実施できる。 

ロイヤルティ 
サブライセンス 

“One-Stop-Licence” 

ＢＥＡＮＳプロジェクト参加者 

技術研究組合BEANS研究所作成資料から抜粋 
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（参考資料） 
＜パテントモデルの様々な形態＞ 

○パテントモデルには、以下のような様々な形態が存在している。                                    

 

（２）知財ファンドモデル 

（１）知財国有化モデル （３）知財プールモデル 

（４）知財クリアリングハウスモデル 

 

 

 

 

出典： 産総研資料から作成 
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●人材の流動性を高めるための措置を実施してはどうか。 

■研究人材・研究支援人材の流動化 

退職金、年金制度のポータビリティを確保するための運用を改善すべき。 

 
● 現在の年金制度は、産総研や国立大学法人が

加入する共済年金、民間企業が加入する厚生年
金に制度が分かれている。 

 

● そのため、例えば産総研から企業に出向する場 
   合、それぞれの年金を跨ぐことにより、産総研か 
      ら途中退職する時期にもよるが、年金受給額が 
     大幅な不利益となる可能性がある。 
  ※例えば、共済年金の職域加算額は、組合加入期間が 
        ２０年未満の場合、加算率が半分になる。 
 

● そのため、産総研から企業に出向する際には、 
   継続して共済組合に加入可能な在籍出向以外に 
   適切な手段がない状況（他方、産総研から大学

に出向する場合は、 いずれも共済年金であるた
め問題は生じていない）。 

 

  ※なお、企業から産総研に出向している者は、厚生年金を    
         脱退した上で、企業側が給与面等で何らかの保障が行 
         われている模様。 

 
●  産総研及び国立大学法人の非公務員化に伴い、 
   退職金の通算規定が適用されなくなったため、相 
   互間の人材の流動性が確保できていない。 
 

●  産総研と大学の間には、退職金支給の考え方・運 
   用に違いが存在。そのため、例えば、大学側が産 
      総研職員 を大学の職員として受け入れた場合、 
      大学側の退職手当引当金を圧迫するといった問 
      題が生じる。 
 

 ※特に産総研から大学に再就職する場合、教授クラスとして 
   再就職する場合が多いことから、多額の退職手当を積み 
      立てる必要がある。 

年金制度 退職金制度 

民間と異なる社会保険制度の現状と問題点（産総研の現状） 
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■拠点の活用 ①政府研究開発プロジェクトや共同研究・施設等の拠点を活用した 

  人材育成  

 

大学と公的研究機関が連携した実践型研究教育プログラムの更なる拡充をすべき。 

① ナノテク・サイエンスを基礎とする新原理研究と、その先端技術への融合を実体験させるグローバルな５年 
  一貫制カリキュラムの構築 
 

②ナノテクノロジー分野におけるオールジャパンの知的資源と優れた人材を「つくば」に結集 
 

③研究コアの産業界を含む、国内外の第一人者を中心としたトップスクール最先端講義の展開と発信 
 

④国際的に通用するカリキュラム群（海外研究・海外インターンシップ、海外交換プログラム、英語による講義） 
  の展開 
 

⑤「つくば」ならではの最先端インフラを活用した、ＯＪＴの展開（最先端ナノエレ施設の共同利用、国内外企業の 
  冠講座） 
 

⑥「世界的産学官連携研究センター（仮称）」及び「環境技術研究開発センター（仮称）」を核とした「密着型共鳴 
  場」の構築 
 

⑦「博士課程教育リーディングプログラム」を活用し、産業界も含めた連携大学院のネットワークの基盤を形成 
 

⑧筑波大学ＴＩＡ推進室を中心とし、その体制の充実、強化を図りつつ、上記のアクションプランを含め、参画する 
  産業界、他大学学生・教員のニーズに応じた支援とワンストップサービスを展開 
 

＜実践型教育の取組事例：TIAの例＞ 

 

●高等教育を担う大学と最先端インフラを有する公的研究機関の連携を通じた実践教育を進めるべき
ではないか。 

ＴＩＡ大学院連携コンソーシアムを形成し、産学独の連携に よる開かれた共同運営システムを構築 
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（参考資料） 実践型教育の取組事例：物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）の例 

◆NIMSにおける実践型教育 

● ＮＩＭＳの実践型教育の特色は、協定を締結している国内外の 

   様々な大学の大学院生を主対象とした多様な若手育成 ／大     

    学院制度を有していることにある。 

● ＮＩＭＳ研究者が、最先端の研究を通して、大学院生に学位取 

   得まで指導を行っている。 

２００４年４月に筑波大学大学院との協定により発足した「物質・材料工学専攻」を皮切りに、現在北海道大学に「機能物質科学講座」、
「先端機能物質物理学分野」、「フロンティア生命材料科学分野」、九州大学に「先端ナノ材料工学コース」を設置し、早稲田大学理工学
術院とも同様の取り組みを行っている。 

（注）他に国内の２８の大学院との間で連携大学院協定を締結し、ＮＩＭＳの研究者が大学院の客員教授に就任、ＮＩＭＳの各研究所内で最先端の研究を通して大学院 

   生を学位取得まで指導 

出典：（独）物質・材料研究機構HPから作成    

 
 

 

NIMS最初の独立連係専攻と

して、筑波大学大学院との間
に設置された本専攻では、国
際的に通用する自立した研究
型専門職業人の養成を目指し
ます。（開設：平成16年4月） 

 
 

 

フロンティア生命材料科学分野
では、生命科学と材料・ナノテク
ノロジーの双方の知識と経験を
有するための教育を行います。
NIMSの研究環境や、北海道大
学グローバルCOE内の研究施

設を活用した国内最高水準の教
育・研究環境のもとで、博士課程
後期の学生の教育を行います。 

（開設：平成20年8月） 
（北大は他に２つの講座を設置） 

 
 

 

先端ナノ材料工学コースでは、ナノ
材料の創製、計測、物性評価を総
合的に修学し、確かな基礎力を養
いつつ、応用に向けた幅広い専門
性を習得できます。また、研究能力
だけでなく優れた国際性やコミュニ
ケーション力を養うこともできます。
NIMSの最先端の設備と国際的な

研究環境を生かしながら、社会の要
請や科学技術の進歩に対応できる
俯瞰力、総合力をもつ研究者を育
むことを目指します。 

（開設：平成21年4月） 

 
 

 

早稲田大学-NIMS連係大学院

は、早稲田大学ナノ理工学専攻
内において、ニューセラミックス、
無機材料、半導体、生体材料、
高分子材料、金属結晶系の分野
を主な研究対象とし、早稲田大
学のグローバルCOEの環境の
下で、NIMSが保有する世界最

先端の装置や国際的研究環境を
活用した国内最高水準の研究・
教育環境を提供します。 

（開設：平成20年12月） 
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●民間資金による共同研究設備を整備してはどうか。 
●企業ニーズに応える研究インフラを柔軟に対応してはどうか（例えば、２４時間運転、ファンドリーサー  
     ビス等を通じた、民間ニーズへの積極的な対応の実施等）。 
●多様な人材が集まることで、知の融合・複合を促進させる場を創出してはどうか。 

■総合的な環境整備 ＜研究コアインフラの整備と円滑な運用＞ 

●企業とともに共同研究設備を設置・整備（民間資金を活用した研究設備の設置・整備） 
  すべき。 
●補助対象設備の目的外使用制限を緩和すべき。 
●公的研究機関における運用を改善すべき。 
●研究コアインフラにおける多様な人材の交流を通じた技術の融合を進めるべき。 

＜海外公的研究機関（米・Albany）における、コアインフラの維持・管理の例＞ 
○ アメリカ・アルバニーナノテク拠点では、 大規模なクリーンルーム４基を有し、200mm、300mm
ウェハー対応の試作・評価の完全自動化ラインが稼働。 

○ クリーンルームに係る設備投資額は約5000億円（年間の維持費は450億円）。これに加え、週7
日・24時間の運転に係る年間の運営費は、州政府、民間（IBM社）等からの資金を原資に、維
持・運営が行われている。 

  
◆米・アルバニーナノテク拠点におけるクリーンルームの維持・運営 
アルバニーナノテク拠点では、RF

（ニューヨーク州立 大学研究財団）
が研究活動の管理と施設の運営を
担う。 

連邦政府、州政府、IBM、
SEMATECH等からの資金は全て
RFが管理運営。 

 CNSEに配属された RFのスタッ
フが施設の維持管理を行い、最終
的な意思決定はCEOが担う。 

ニューヨーク州立大学
CNSEの組織構造と
施設の管理システム

ビジネス/管理部門
に配置されたRF
スタッフがインフラ
を維持・管理

RFスタッフ
が配属

CEO

（Alain Kaloyelos ）

管理部門

-Human Resource

-Finance

-Policy and Regulatory

-Facility/ Infrastructure

ビジネス部門

-Strategic Alliance

-Marketing

-Business Development

-Alliance and Consortia

研究・教育部門

（理工学部）
-Nanoscience

-Nanoengineering

-Academic Affairs

-Student Affairs

Alliance / Consortia Technical Operation Module Engineering
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（参考資料）「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づくコアインフラの維持・管理の例 

○ 理化学研究所が所有する中核施設（SPring-8、スーパーコンピュータ等）は、「特定先端大型研

究施設の共用の促進に関する法律」（以下、「共用法」）の下、維持・運営が行われている。 

※ 共用法（特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律）（抄） 

第三条  政府は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分又は放射光専用
施設若しくは中性子線専用施設を利用した研究等（以下「施設利用研究」という。）を行う者に対する支援、施設利用研究の促進
のための方策に関する調査研究及び施設利用研究の促進に資する国際交流の推進その他の特定先端大型研究施設の共用を
促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 

  

◆SPring-８の維持・管理 

出典：Spring 8 ｗｅｂ ｓｉｔｅ 26 


