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Ⅰ．産学連携を巡る現状と課題 ～正念場を迎える我が国経済と産学連携～ 

 

我が国の産学連携は、現在、正念場を迎えている。 

１００年に一度と呼ばれる経済不況の下、本年５月に発表された本 年第一四半期の実

質ＧＤＰ成長率は、▲４．０％（年率▲１５．２％）と戦後最低の水準となった。 

これに伴い、多くの企業で研究開発に関する環境も急速に悪化しており、研究費の縮減、

研究人員を含む体制の縮小等、大幅な見直しを余儀なくされている。このような環境下、

これまで、順調に拡大してきた企業と大学等との共同研究についても、大きな局面を迎え

ている。 

つまり、自身の研究体制を縮小するに当たり、それ以前に外部との共同研究や委託研究

を削減すべきとの考え方と、反対に、これまでの自前主義を見直し、企業戦略において中

核となる部分であっても、学官等、外部の資源を有効に活用すべきとの考え方がありうる。

しかしながら、後者の場合であっても、「付き合い的」な産学連携は大幅に削減されるで

あろうことから、より実質的な共同研究に集中していくものと予想される。 

また、景況悪化、税収減等により、我が国財政事情の逼迫度が増す中、中長期的には、

より一層の予算の効率化が求められている。このため、政策効果の高い事業に、政府予算

も重点配分されることが自明の理となっている。 

以上のことを鑑みると、これまで順調に増加傾向にあった、企業と大学等との共同研究

等の産学連携活動も、取捨選択、適者生存の時代に突入したと言える。 

これまで、我が国は、第二次大戦後、オイルショック等多大な危機を、「ピンチ」を「チ

ャンス」に変えて発展を続けてきた。今回の経済危機も関係者一丸となり、同じように、

乗り越えていくことが必要不可欠である。特に産学連携に関しては、海外の事例を見ても、

シリコンバレー、フィンランド等北欧のケースなど、経済的な危機に直面し、政府支出に

頼ることが出来ない産学関係者が連携を深めたことにより、世界的に競争力を有する企業

や大学が生じたことは周知の事実である。 

我が国においても、産学連携が、経済回復への救世主となれるよう、関係者の一層の取

組が切に期待されている。 

 

（１）共同研究を取り巻く環境変化  

 

我が国の産学連携は、近年１０年間で大きく拡大してきたが、その背景には、大学と産

業界が産学連携活動を有効な手段として捉えてきたことがある。例えば、企業では、組織

の内外を問わず新技術、アイデア及び設備を柔軟に活用することが求められ、産学連携は

経営戦略の一部として明確に位置付けるようになってきている。 

また、製品化の過程で、基礎科学のレベルまで立ち返った研究が求められる等、技術と

科学の距離、即ち産学の距離がより近接化していることも、その背景にある。 

他方、大学においては、国立大学の法人化、教育基本法の改正等に伴い研究成果の社会

還元が教育、研究と並び大学の重要な三つの役割のうちの一つとして位置付けられた。そ
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の結果、学園紛争以降、ともすれば軽視・蔑視されていた面もある産学連携が市民権を得

るようになり、社会への成果還元をより意識した活動が産まれている。また、国立法人化

後の大学間競争の下、産学連携が大学の評価に反映されたり、競争的資金の獲得に有利に

働く等の要因もあり、多くの大学が力を入れるようになった。 

このように産学双方に連携の必要性が認識されるに留まらず、実際に、連携の活動が多

く見受けられるようになっている。 

 しかしながら、現下の厳しい経済情勢の下、企業の研究開発においても、大幅な経費削

減が求められており、自社の研究者の雇用維持すら深刻な問題となっているとの声も聞

かれる。現在、多くの企業において、産学連携共同研究や委託研究を真に必要なものに

限定する動きが見られる。 

 

（２）共同研究の取組 

 

企業の研究開発においては、投資資金の回収期間の短期化とともに、投資リスクが増大

する結果、「自前主義」が成立しにくい状況となっている。企業においては、研究開発投

資が増加する一方で付加価値額は減尐傾向にあり、研究開発に対する投資効率が低下して

いる。このため、企業は研究資源を外部にも求める傾向が見られる。 

また、企業における基礎研究の割合が減尐していることに対し、大学・公的研究機関に

おいては、第一期科学技術基本計画以降、研究開発資金を増加させている。 

こうした状況を背景に、企業研究の外部委託は拡大傾向にある。最近の調査では、企業

が投じた総研究費に占める社外支出研究費の割合は約９％（１９９５年）から約１４％（２

００７年）にまで拡大する等、企業と大学の共同研究、委託研究は件数、金額とも大きく

伸びている。 

また、地方自治体においても、地域活性化の切り札として、新技術の実用化を位置づけ、

自治体主導の動きを開始した地域もある。 

 

上記のような理由から、以下のような新たな形式の共同研究が開始されている。 

 

① 大学キャンパス内における一体型共同研究（In-campus Research） 

 

これまでの企業と大学等との共同研究の中には、研究施設の狭隘等もあり、年間２～３

回程度の短時間の打ち合わせのみで、実際には大学の単独研究に等しいものも散見される。

しかしながら、企業と大学が真に求めている成果を得るためには、恒常的に双方の研究者

が膝突合せながら議論を行ったり、共同で研究を試行錯誤する環境が重要となっている。

また、独立行政法人と大学が協働することにより、危険物の取り扱い等の研究に必要不可

欠な管理体制の導入が容易となる。 

 ＜先導的な事例＞ 

・九州大学の九州大学水素センター（図－１） 

・北海道大学北キャンパスのリサーチ＆ビジネスパーク構想（図－２） 
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・東北大学の未来科学技術共同研究センター（図－３）  

 

 

 

図－１ 九州大学（九州大学水素センター）

教育・人材育成 研究開発

普及啓発
水素社会を支える人材 水素社会を可能にする技術

21世紀COE
プログラム

（国内随一の「水素COE」）
九州大学新キャンパス
（“水素キャンパス”）
（世界最大級の水素教育研究拠点）

九州大学
水素利用技術
研究センター
（水素・燃料電池技術の
産学連携研究拠点）

福岡水素エネルギー
戦略会議

（民間企業３４０社以上
が会員）

福岡水素人材
育成センター
（国内初の講習・実習

センター）

外部資金による
研究開発プロジェクト・

実証試験など
（NEDO大型プロジェクトや実証試験など

多数受託）

福岡水素エネルギー近未来展、水素先端世界フォーラム
（参加者、毎年30000人強） （水素分野の国際会議）

水素工学コース
（世界初の水素分野の

修士コース）

図－２ 北海道大学（北キャンパスのリサーチ＆ビジネスパーク構想）
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② 組織的な産学連携契約 

 

従来の共同研究は、大学の研究室単位での契約が主流であったが、一研究室や限られた

研究者単位では、企業の複雑化・高度化する要望に応えられない場合が増えている。産業

界と大学の双方が自らの問題意識を明確にし、十分に議論を尽くした上で研究テーマを設

定し、企業と大学が組織責任を明確にした契約を行い、企業側の要望に沿い、大学側が責

任を持って複数の研究室、研究者を選出し、体系的な共同研究が実施されている。 

 

＜先導的な事例＞ 

・京都大学における包括的産学連携アライアンス（図－４） 

・大阪大学のフォトニクス拠点（図－５） 

図－３ 東北大学（未来科学技術共同研究センター）

大学のポテンシャルを基に
産業・社会の課題解決のための
プロジェクト研究を
外部と連携して行う場

○本館
为に産学連携の研究プロジェクトの遂行のための施設。各フロ
ア、24時間の入退室の管理を行い、研究に関する秘密への配慮
を行うほか、２階には 産学交流室を配置するなど、外部との交流
についても考えられている施設となっている。

○未来情報産業研究館
我が国の半導体・平板ディスプレイ分野に革命的飛躍をもた
らすべく、徹底した省エネルギー対策とともにナノメートルレベ
ルの超微細加工・超高精密計測を実現するために電源電圧
の変動、微振動などあらゆる汚染、ゆらぎ、変動を徹底的に制
御し、設計から製造、テストまで一貫して行える研究施設となっ
ている。

 秘密保持＊のできる研究スペース
 プラニング機能の提供（資金獲得、企業関係、諸

事務）
 研究専念（教育、管理運営からの解放）

 わが国トップ水準の内容
 明確な目標と納期
 大型の研究活動
 研究資金は外部調達

プロジェクト・ルール

研究マネジメント

＊ランクⅢの秘密管理区域
東北大の秘密管理区域（受託／
共同研究の場合）
Ⅰ： 知識の普及・共有化等、秘密
保持を伴わないもの
Ⅱ： 秘密保持契約を伴うもの
秘密文書・情報に接する教職

員・研究員を限定し、守秘義務を
徹底する（学生［学部学生には担
当させず、院生に限定］が担当す
る場合は卒業時に誓約書を出して
もらう）
Ⅲ： 秘密保持契約に加え、営業
秘密としての管理を伴うもの
建物・区域を指定して入退室管

理も行い、研究・営業等の秘密を
保護する

 秘密保持のできる研究スペース

 プラニング機能の提供（資金獲得、企業関係、諸事務）
 研究専念（教育、管理運営からの解放）

 （株）東北テクノアーチ（98年）
技術社会システム専攻（02年）

研究推進・知的財産本部（03年）
産学官連携推進本部（06年）
産学連携推進本部（08年）

大学全体の機能
分離・独立

全学向けの共同研究センターとして設立（98年）

センター本館（4600㎡、00年）
未来情報研究館（ 6400㎡、 02年）
ハッチェリースクェア（ 1000㎡、 02年）

ビジネスインキュベータ（2500㎡、07年※）
新研究棟計画（新キャンパス、3500㎡、08年～）

東北大学
未来科学技術共同研究センター

平成２０年度は、
１７プロジェクトを実施
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図－４ 京都大学（包括的産学連携アライアンス）

○ 京都大学とＮＴＴ、パイオニア、日立製作所、三菱化学、ロームの５社が参加。
○ 複数企業が産学連携を前提に参加する日本初のプロジェクトであり、５年間かけて有機系エレクトロニクス・デバイスの
研究開発に取り組む。

○ 垂直連携という異業種による組み合わせにより、製品やシステム面で競合せずに材料から製品・システムまでの一貫し
た研究開発が可能。

工学研究科
理学研究科
化学研究所
生存圏研究所
国際融合創造センター
ベンチャービジネスラボラトリ 等

京都大学 三菱化学

ロームNTT

パイオニア日立製作所

有機系エレクトロニクス・デバイス開発融合室
室長：京都大学 副室長：企業

戦略委員会

推進委員会 広報WG

知財推進WG

４研究WG １８研究グループ （１５０名）

図－５ 大阪大学（フォトニクス拠点）

○ 光科学分野に関して、大阪大学と、光学・精密系企業／電子系企業／化学系企業等とが、産学連携を前提に参加。
○ 吹田キャンパスでの拠点形成、実用化研究までも含めて技術・人材・産業全体としてのイノベーションを促すことを目指す。
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③ 企業における重要技術分野での産学連携 

 

 企業でも、将来的に重要な技術を産学連携の対象とするとともに、大学と企業の得意分

野及び使命の相違性に応じて、大学に対する期待を明確にしながら行う例も見られる。例

えば、大学には、短期的な製品の開発ではなく、次の次の次といった将来の製品に結びつ

くような、斬新な解決手法の提示を求め、５～１０年後の製品化に備えるような役割を期

待するものである。 

 

＜先導的な事例＞ 

・三菱電機における組織連携（図－６） 

 

 

 
 

④ 相互補完型の大学間連携 

 

 複数の大学等が、研究者、研究施設等それぞれの優位性を統合し、より、先端分野にお

ける新産業の創出と、新しい学問領域の確立に取り組んでいる例も存在する。特に、医・

理工薬連携では、医学部を有する大学と、理工系に優位性を有する大学の協力により、大

学単位を越えた取組が可能となっている。 

＜先導的な事例＞ 

・東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究施設（TWIns）（図－７） 

・東京医科歯科大学における分野別の連携（図－８） 

図－６ 三菱電機（組織連携）

連携の形態：個別連携 → 組織連携
組織連携

個別連携

三菱電機

（複数部門）

大学

学内連携 （複数教授）

A教授 B教授

C教授 研究所

A部門
B部門

C部門
連携窓口
担当者

連携窓口
担当者

A部門

C部門

B部門

三菱電機

A教授

B教授

C教授

大学

■「次世代先端デバイス」で組織連携を実施中。为なテーマはパワーデバイス、
太陽電池、燃料電池など

■パワーエレクトロニクスに特化した研究拠点として準連携講座を設置

三菱電機から教授と准教授を派遣し、共同研究と教育を実施
■NEDO国プロ「革新的太陽光発電技術開発」を共同実施中
■ 組織連携テーマの博士課程を中心に長期インターンシップを導入

産学連携事例 東工大：パワーエレクトロニクス

○ 三菱電機(株)では、産学官連携を「次の次の次の製品」開発为体と位置づけ、自社及び連携する大学のリソースを効果的に活用した
産学連携に取り組むため、企業の個別部門と大学の教授との個別連携から、“組織連携”へ展開している。

○ 組織連携においては、共同研究の実施にとどまらず、社員を教授・准教授として派遣し、また長期インターンシップを導入するなど人
材育成にも積極的に取り組んでいる。

IT World RT World

製品設計情報

動作データ

動作プログラム

３Ｄビジョンセンサ

コントローラ・ティーチングボックス
工程設計支援システム

100 ‘ROBOT CELL PROGRAM

110  TASKNO=2
120  TIMER=0.2
130  OVRD=30
140 ‘INITIALIZE

150  MOV P100
160  DLY TIMER
170  IF OUT(#2)=1 GOTO 170
180  MOV P5
・・・・・・・・・・・・

エンジニアリング環境 自律型セル生産ロボットシステム

多機能ハンドモジュール

力覚センサ

産学連携事例 京都大学：セル生産ロボットシステム

■大学院機械工学系のロボット、システム関連部門との組織的連携
■セル生産ロボットシステムにより、コスト競争力の高い生産システムを実現
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図－７ 東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究教育施設 (TWIns)

大動物用ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ手術室ｾﾙﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ (CPC)

早稲田大学
先端生命医科学センター

理工学術院、教育・総合科学技
術院をはじめ全学に開かれた先
端医療医工学および生命科学の
教育、研究拠点。

共同スペース
－医学と工学の融合拠点－

組織培養や動物实験など、東京女
子医科大学、早稲田大学による医
療・理工学融合研究と新分野の研
究を推進するスペース。

東京女子医科大学
先端生命医科学センター

再生医療、先端医療の教育研究、
関連するプロジェクトの拠点。セル
プロセシングセンター（GMP対応、臨

床研究用）、小動物・大動物実験施
設、オープンMRI装備大動物用イン

テリジェント手術室、分子生物学実
験室、生化学実験室、化学合成実
験室を含む。

動物手術室

メディカルイノベーションラボ
共同研究企業との産学連携促進エリア

2,750m2

TWIns 20,036m2 (2008年3月オープン)

CellSeed180m2 180m2 90m2 他

図－８ 東京医科歯科大学（分野別の連携）

１．相談窓口
① 医学系大学（東京女子医科大学、札幌医科大学な
ど）の知的財産関連部署の設立に関するアドバイス
② 病院、その他医師（群馬県立病院、地方医師等）
からの知的財産に関する問い合わせ対応

２．医学系大学に対する知的財産研修会（意見交換会）
の実施

全国に医学部を有する大学は約80大学あるが、
この半数が一堂に会するような研修会を行う。

内容
１）単独大学では招聘が困難な技術移転活動に著名な
講師に講演
２）パネルディスカッション：各種知財関連契約と企業と
の関係について（WIN-WINの関係構築のために）
MTAの効率的な運用 など

○ 産学連携は、業種・業態、またはイノベーションの態様により多様な展開。今後分野別の特性や各々の置か
れた状況に応じた対応が求められる。

○ これに対応して分野ごとの連携が進展しつつある。
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⑤ 地元密着型の産学連携 

 

地方の大学や小規模の大学は、大企業の本社とのアクセスが不便である、資金面から十

分な研究活動ができないといった、課題を抱える大学も多い。また、学科や教員の専門分

野の範囲も限られることから、企業等からの様々な要請に必ずしも応えきれない場合もあ

る。しかしながら、産学連携を推進する上で、地元の自治体や企業などと連携しつつ地域

の特色（伝統、産品、産業等）を活かした研究・技術開発を行ったり、小規模の大学であ

るが故に大学全体が一丸となって社会の要請に素早く対応したりしやすいといった長所

を活かした活動を行っている大学もある。 

 

＜先導的な事例＞ 

  ・高専機構による広域的な地域連携（図－９） 

  ・新潟工科大学における地元中小企業との实践教育（図－１０） 

 

 

 

図－９ 高専機構（広域的な地域連携）

作業
中

各
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点
校
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点
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点
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地域各高専のサポート

全国各校の
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技
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界
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地方公共団体

金融機関

他大学
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大
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連
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部

商工会議所

工業試験場

国
立
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点
校

地
区
連
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体

ＪＳＴプラザ

例えば・・・
東北地域のニーズを
九州地域のシーズで

解決！

地
区
連
合
体

～
２+

５
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校
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ン
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地区産学官連携
コーディネーター

８地区

○ 高専機構と長岡技科大・豊橋技科大が提携、５５高専及び両大学の「技術シーズ」と各地域ニーズのマッチングが実現する
体制を構築（高専－技科大連合「スーパー地域産学官連携本部」と８地区拠点校整備）。

○ 高専機構とＪＳＴとの間で包括協定を締結、各高専とＪＳＴイノベーションプラザ・サテライトと連携を促進。
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⑥ 中小企業との産学連携 

  

中小企業にとって、大学は一般的に敷居が高い存在である。しかし、近年、その関係は

より密接なものとなってきている。具体的には、従来の技術相談に加え、共同研究につい

ても件数が増加するとともに、逆に中小企業が大学における研究に対して試作支援という

形で協力する等、大企業とは異なる形での協力も行われている。 

特に、地方における産学連携においては、地方大学と地域の中小企業との連携が盛んに

なっており、今後とも中小企業の支援や地域振興という観点からも地方大学が重要な役割

を果たすものと考えられる。 

また、より地域のニーズに密着した産学連携を考える上では、今後、地元の大学との連

携に加えて、公設試験研究機関（以下「公設試」）及び高等専門学校（以下「高専」）の

果たす役割が重要である。 

公設試においては地元企業に対する支援を本来の任務としており、大学と比較しても企

業の取組に対する理解が深い。そのため、大学と企業との連携に当たっての両者間におけ

る認識や取組方の違いを埋める調整役となることも多い。 

高専においては、地域でものづくりの経験を持つ企業ＯＢなどを講師として招く等、よ

り地域に基づいた実践的な教育を行える利点がある。 

中小企業を支援する取組としては、独創的な技術を持ちながら販路開拓等の段階で困難

を抱える中小企業等を支援するため、公的研究機関が、共同研究開発及び研究開発製品の

図－１０ 新潟工科大学（地元中小企業との実践教育）

○地元企業との共同研究

産学が一体となって、「除雪ロボット」、「海浜清掃装
置」など様々な共同研究を実施。また、学生も共同研究
に携わっており、日々の研究、実績は地域産業の発展
に確実に活かされている。

○インターンシップで現場を知る

卒業までに半数以上の学生が職業実習（インターンシッ
プ）を体験。実際の企業の現場を肌で感じることは、将来の
就職先を具体的にイメージするのに大変効果的である。体
験者の割合が52.5%で全国9位にランキングされている。
（大学ランキング2008年版）

○優秀な技術者を県内に輩出できる場を創るため、地元自治体、企業、個人による設置財源１３０億円を超
える浄財によって設立。

○実践力・想像力を養成するために、体験型教育に重点化。講義で学んだ知識を実践するために、充実した
教育・研究設備を利用した実験・実習を積極的に取り入れる他、卒業研究を重視した教育を実施。結果、
高い学生満足度、就職率を実現。
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評価を行い、公的研究機関の折り紙付き製品として信頼性の向上を図る“折り紙付き事業”

を実施している。 

また、中小企業庁において、地域の産業界のニーズに応じた人材の育成と確保を目的と

して、地元産業界の協力による、工業高校生に対する企業現場研修や講師派遣授業を支援

している。 

 

＜先導的な事例＞ 

・和歌山県工業技術センターにおける連携（図－１１） 

・北海道立工業試験場（北大北キャンパス）における連携（図－１２） 

・函館高専における産学共同教育（図－１３） 

・福井大学による中小企業との連携（図－１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１１ 和歌山県工業技術センター

（%）

出所：2008年版中小企業白書

低エネルギー、短時間、簡易装置でポリエステル樹脂廃棄物（ペットボトルなど）を分解して得ら
れる分解生成物を縮合反応させて不飽和ポリエステル樹脂に再利用するケミカルリサイクル技
術を開発いたしました。

再合成

部分分解

ケミカルサイクル

分解生成物

樹脂廃棄物の再利用法／宮惣ケミカル㈱

（特許第3564607号）

【技術内容】

従来から、ニット生地上に柄を製作する場合、ジャガード編やプリントする方法等が採られ
ています。本技術では、2種類の糸を交互に用いて一方の糸の張力をコントロールするこ
とによって、生地上に特徴のある柄を形成します。

【特徴】
８階調の柄を形成することが
できます。また、従来技術に
はないグラデーションが特徴
です。さらに、組織（編み方）は
無地の生地と同じですので、
薄地が可能です。

【実施状況】
日祥ニット株式会社、および石原メリヤス有限会社で生地の製造販売を実施しています。
対応可能な柄に制限がありますので、ご希望の方は実施各社にお問い合わせください。

～ブラッシュニット（商標登録第４５４７８８５号）～

ブラッシュニット／日祥ニット㈱、石原メリヤス(有)

（特許第3706816号）

○産学官連携を拡大していくためには大学、公設試等の産学連携窓口の充実が必要。
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図－１２ 北海道立工業試験場（北大北キャンパス）

出所：林聖子「公設試と大学の産学官連携強化による地域振興」．研究･技術計画学会第22回年次学術大会２D20．2007．
林聖子「公設試における産学官連携による地域振興」．産業立地．Vol.45.No.4.p9-17．2006．
林聖子「公設試における産学連携の現状と地域振興」．日本知財学会第四回年次学術研究発表会要旨集．P178-181．2006．

近接性のメリット

北海道立工業試験場と北大創成科学共同研究機構リエゾン部は北大北キャンパスエリアに隣接立地している

→歩いて３０秒程度

→相談に来た企業をすぐ、互いに紹介しあえる

→公設試と大学のどちらへ相談に行けばよいかわからない企業側にとって、たらいまわしにされる感覚を払拭できる

公設試側にとっての为たるメリット

○大学の研究内容を直に、深く知ることができる

（シーズ集やDB等よりもFace to Faceの有効性）

○大学教員との顔の見えるネットワークの構築

○産学官連携コーディネート力の育成

○公設試の大学へのPR（企業からの相談、高額特殊機器類の活用） 他

大学側にとっての为たるメリット

○公設試が対応可能な技術相談等へ対応しなくてよい（役割分担）

○公設試の研究内容や業務を知ることができる

○公設試研究員との顔の見えるネットワークの構築 他

○北海道立工業試験場と北大リエゾン部とを隣接して配置。
○北海道立工業試験場の研究員が北大リエゾン部に出向し、地域企業からの相談に対応。
○相談のうち、１／３は公設試研究員としてのスキルで対応でき、即座に解決。１／３は北海道立工業試験場に橋渡し。１／３は
北大教員へ依頼。

図－１３ 函館高専（産学共同教育）

納期意識

技術
（スキル)

コスト意識
マーケティング

グループ
内の責任

地域企業ニーズに取組みながら
マイスター群から総合力を伝承

【プロセス】
○ 企業の退職技術者・現職技術者を規程により、特専教授（マイスター）に任命した。

→現在、多彩な専門性を持つ12名
○ 地域企業から技術課題などのニーズを吸い上げ、専攻科1年では専攻ごと（生産システム
専攻：機械、電気電子・情報工学出身者、環境システム専攻：物質、環境都市工学出身者）、
2年では専攻を融合して取組んでいる。

＊出身学科を異にする学生がチームを組み、マイスターと共に地域中小企業のニーズに
取組む。

【きっかけ】
高専専攻科生に企業が求めるのは、「納期やコストを意識して、グループリーダーとし

て、計画的に仕事を進めていける総合的スキルであると捉えた。
企業が求める総合的スキルは、企業人が教育するのがベストのはずである！

○ 専攻科1年後期と2年前期の合わせて1年間、PBLで地域ニーズに取組む 。【地域貢献】
○ その際、多様な専門性を持つ、企業退職技術者等を特専教授（マイスター）に任命する。【ＯＢ人材の活用】
○ 本プログラムを通して、納期意識・コスト意識・企画立案・進捗状況の把握手法など、実践的な技術者に要
求される総合力を学生に伝承する。【技術者教育】
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図－１４ 福井大学（中小企業との連携）

○教員と企業の代表者から成る派遣型高度人材育成センターを工学研究科内に設置し、厳選された大学院学生を企業に長期
派遣することで、産業の取り組みを理解し、自为的に問題を解決する素養のある高度専門人材を育成する。

○地域協賛企業の高度専門人材育成関連部門を横断的に連合した組織との密接な連携の下に、永続性のある派遣教育を実
践していく点が特徴の、新たなコンセプトのインターンシップ。
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（３）産学連携に向けた体制整備 

 

平成１０年にＴＬＯ法1が制定され、また、平成１４年に、教員特許の大学への機関帰

属が決定され、平成１５年度から「大学知的財産本部整備事業」が開始された。さらに、

各大学において知財・利益相反等、産学連携に関する規程・制度もほぼ整備が完了してい

る。 

ＴＬＯ法の制定後、初期に設立されたＴＬＯと、後に大学内に設置された大学知的財産

本部は、ライセンシング活動面では一部重複が生じていた。しかし、ここ数年、外部ＴＬ

Ｏと知財本部との統合等学内への取り込み、あるいは、ライセンシング活動についての大

学とＴＬＯとの業務委託関係の構築等、個々の大学とＴＬＯ等の置かれた状況を踏まえて、

関係の見直しが進められている。さらに、ＴＬＯと大学知財本部の関係だけに留まるので

はなく、知財の権利化機能、ライセンシング機能、共同研究コーディネート等のリエゾン

機能といった３つの機能を事実上一体として運営する産学連携部門としての体制整備も

進められている。特許のライセンシングのみによるＴＬＯの運営は一部の例を除いて困難

であり、共同研究をより重視した体制への統合が進んでいる。例えば、大学の産学連携部

門においては、専門的な職員が、教員と密接に連携しながら、企業の要望をきめ細かに対

応している例も増加している。 

また、技術移転自体についても、一大学単位では効果的な移転は困難であるため、複数

の大学間での広域連携や、バイオ系などある特定分野に特化した専門分野毎の連携強化に

よる相互補完方式が活発になっている。 

 

＜先導的な事例＞ 

・立命館大学による多面的な産学連携（図－１５） 

・北海道大学知財本部とＴＬＯの統合（国立法人初の内部型広域連携ＴＬＯ） 

（図－１６） 

・金沢大学ＴＬＯによる広域的な連携（図－１７） 

・山口ＴＬＯほか６ＴＬＯによるＴＬＯ間連携協定（図－１８） 

・京都大学の iPSアカデミアジャパン（図－１９） 

・高専機構による広域的な地域連携（図－２０） 

                                            
1 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成１０年５月６日法律第５２号） 
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図－１５ 立命館大学（多面的な産学連携）

連
携
先
企
業
・官
公
庁
等

理工リサーチオフィス
（多彩な産学官連携メニュー）

◎シーズ発掘

◎シーズ宣伝活動
（展示会・ポスター・パンフ・ＨＰ等）

◎特許出願

◎特許のライセンス交渉

◎共同・受託研究コーディネート

◎官公庁系研究プロジェクトの
企画・申請・採択後の運営

◎奨学寄附金の導入

◎ＣＯＥ・科研費の申請

◎学内研究制度の活用支援

◎研究センター・研究会など
組織的活動の支援

◎人材獲得・人材輩出
（特別招聘教授や社会人ドクター）

◎アントレ支援資金の確保

◎大学発ベンチャーの支援

◎レンタルラボ、分析装置レンタル

◎大学の研究戦略・政策立案

未
連
携
企
業

研究室

理工学研究所

SRセンター VLSIセンター

10つの有期限研究センター

・エコ・テクノロジー研究センター

・ナノマシンシステム技術研究センター

・スポーツ・健康産業研究センター

・防災システム研究センター ｅｔｃ．

総合理工学研究機構

理工学部 情報理工学部

薬学部 生命科学部

テクノロジー・マネジメント研究科

立命館
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究機構

エネルギー 材料資源

医療・健康 安全・安心 食糧

環境

学
部
・
学
科
を
横
断
し
て
組
織
化

多様なメニューで
多面的・重層的な
連携活動・
知の移転活動

密な連携

による

研究力の

高度化

○ 産学連携推進、知的財産マネジメント、インキュベーション、研究支援をワンストップサービス化
○ シーズ発掘から成果還元までを一気通貫で取り扱う；「End to End Management」
○ 教員（研究者）‐職員（スタッフ）一体となった、「教職協働」研究展開モデル

図－１６ 北海道大学知財本部とＴＬＯの統合（国立法人初の内部型広域連携ＴＬＯ）

「知財・産学連携本部」
・平成１９年～
・人員 ２２名
・代表者 知財・産学携本部長 岡田 尚武
・事業実績（平成１９年度）
特許出願件数 約３００件
実施許諾件数 約 ８０件

・平成１１年～
・人員 ２０名
・代表者 取締役社長 冨田 房男
・株为数 ３４４名
・事業実績（平成１９年度）
特許出願件数 ４件
実施許諾件数 ３２件

○産学連携事業を一元化による効果
・シーズ発掘からライセンシングまでの一貫したＴＬＯ活動が可能。
・大学と地域産業界、産学連携機関との連携が深化。
・事業の効率・収益の向上。 等

北海道大学 北海道TLO株式会社

北海道大学

産学連携本部

平成２１年４月に統合
（※同年５月に承認）

の設置
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図－１７ 金沢大学ＴＬＯ（広域的な連携）

弘前大
新潟大
新潟薬大
富山大
金沢大
金沢医大
石川県大
NiTLO

KUTLO

経済産業省創造的産学連携体制整備事業 補助事業者：KUTLOライフサイエンス
関連７大学

１．医学系の研究成果を創薬・実用化に繋ぐ機能作り

２．製薬会社の製品化評価・開発・ライセンス業務経験者の獲
得や感染症分野における第一人者の参画 →製薬会社との衡
平な協議を実現

３．TLO未設置大学の埋もれた研究成果の技術移転

４．若手人材の育成、オールラウンドな技術移転専門家の育成

５．ライフサイエンス以外の分野における技術移転も拡大

○ 金沢大学TLO（KUTLO）・新潟TLO（NiTLO）を中核として日本海地域の７大学が提携。
○ 日本海地域の提携大学のライフサイエンスに係る研究成果を「医薬品」や「医療機器」の製品化に結びつけることを目指す。
○ また、ライフサイエンス分野に限らず、提携大学の研究成果のうち「出口（事業化）」に近い有望な発明を産業界へ技術移転することを
目指す。

図－１８ 山口ＴＬＯほか６ＴＬＯ（ＴＬＯ間連携協定）

出所：山口ティー・エル・オーホームページ

○岡山TLO・沖縄TLO ・四国TLO ・長崎TLO ・山口TLOの各TLOは、技術移転活動の広域化と活性化のために「技術移転
協力に関する協定書」を締結し、平成２０年７月から連携を開始。その後、鹿児島TLO・広島TLOが参加。

○これにより、地域企業のニーズと地域大学のシーズとを効率的にマッチングする仕組みを構築。
○既に、山口TLOの紹介により岡山TLOが管理する特許を山口県内の企業に技術移転するという成果が得られている。
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図－１９ 京都大学（iPSアカデミアジャパン）

（知的財産権管理・活用会社）

iPSアカデミアジャパン株式会社
平成20年6月25日設立

総務部 知財法務部 事業部（ライセンス／調査）

一般社団法人iPSホールディングス
平成20年5月2日設立 資

金

拠

出

者

通常実施権（サブライセンス）の提供

Ａ企業（再生医療） Ｂ企業（再生医療） Ｃ企業（創薬） Ｄ企業（海外）？

特許権の
実施権設定

実施料

ガバナンス

社員

種類株での出資

配当

配当

配当

出資

出資

京都大学

○○大学

△△機関

そ
の
他
支
援

アカデミアに
開かれた組織

人的支援

ノウハウ
再生医療
実現化プ
ロジェクト
参画機関

知財活用等
の業務依頼・

委託

【社員総会】
議決権無し

①

②

③

◎集約化した他機関の知的財産 ◎京都大学の知的財産

○京都大学の山中伸弥教授らが生み出したiPS細胞研究の成果を社会に還元するために設立された事業会社。

○大学の統治権の確保、意志決定の迅速性の確保（大学から一般社団法人への意志決定権の委嘱）、資金的な自立（民間資金）の導入
、が特徴。

図－２０ 高専機構（広域的な地域連携）
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例えば・・・
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解決！
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５
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○ 高専機構と長岡技科大・豊橋技科大が提携、５５高専及び両大学の「技術シーズ」と各地域ニーズのマッチングが実現する
体制を構築（高専－技科大連合「スーパー地域産学官連携本部」と８地区拠点校整備）。

○ 高専機構とＪＳＴとの間で包括協定を締結、各高専とＪＳＴイノベーションプラザ・サテライトと連携を促進。
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（４）産学連携による人材育成に関する取組 

 

産学連携は、技術移転・共同研究といった研究開発面での機能に加えて、近年は、人材

育成面における連携の重要性が指摘されている。 

従来、企業は必要な産業技術人材の育成を新規学卒者に対する企業自身によるＯＪＴ2

を中心に進めてきたが、競争環境が変化する中、従来のＯＪＴでは対応できない状況も生

じている。さらに長期にわたる景気低迷の中、企業における年間の人材育成投資額は、８

０年代後半のいわゆるバブル景気の頃と比較して 1,000億円規模で減尐した。その結果、

新卒者に対する企業のニーズも即戦力を有した人材へと変化し、さらに現在は、優れた専

門性、幅広い知識と問題解決能力の両方を併せ持つ柔軟性のある人材へと変わりつつある。 

さらに、産学連携による研究開発において、より効果的・効率的な成果を創出するため、

戦略をもって関係者間の調整を行えるコーディネータ人材や、研究者が研究に専念できる

よう会計や知財面での管理調整の支援を行う研究支援人材についてのニーズが高まって

いる。このように企業、社会の人材育成の充実化に対するニーズは強くなっており、特に、

高等教育の対応への期待は大きくなっている。 

 

① 産学連携による实践的教育 

 

産業界からは、産業界側のニーズと大学、大学院教育における実際のカリキュラムとの

ギャップの存在、硬直的な学科編成3等、高等教育における人材育成に対して様々な問題

点が指摘されている。 

これを解決する対策の一つとして、産業界及び学会の代表者からなる「産学人材育成パ

ートナーシップ」を経済産業省と文部科学省の支援の下で開催している。本全体会合の下

に、機械、電気・電子、化学、材料、資源、原子力、情報処理、バイオ、経営管理といっ

た 9 分野について、産業界で必要とされる人材像が抽出するとともに、大学等の高等教

育機関における人材育成において産学で克服すべき課題を明らかにしている。 

また、これらの議論を踏まえ、産学協働で人材育成プログラムを開発し、大学や大学院

の課程に組み込みその効果等の検証や、あるいは、企業の中には、従来型の短期インター

ンシップから、６ヶ月間の長期インターンシップを導入するケースが生まれるなど、産業

界のニーズを満たす実践的な高度産業人材育成の端緒が開かれつつある。 

＜先導的な事例＞ 

・産学人材育成パートナーシップの推進（図－２１） 

・東芝による研究インターンシップ制度（図－２２） 

・日産自動車と横浜国大等による实践的教育プログラムの開発・实践（図－２３） 

・東京大学大学院の教育改革（図－２４）  

                                            
2 OJT（On-the-Job Training：実地訓練）とは、企業内で行われる従業員の職業指導手法の一つで、仕事の現場で上司

や先輩が部下や後輩に対し、具体的な実務に携わりながら業務に必要な知識・技術を習得させるもの。 

3 学部・学科の設置認可に関しては、平成 15 年度から学校教育法等の一部改正により当該大学が授与する学位の種類及

び分野の変更を伴わないものに限り認可制から届出制に変更されるなどの見直しは行われている。 
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図－２１ 産学人材育成パートナーシップの推進
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＜全体会議＞

 「産学人材育成パートナーシップ」は、人材育成に関し大学と産業界の連携・協力を強化するため、産学が連携して双方の対話と取組の場を創

設するもの。産学の横断的課題や業種・分野的課題等について幅広く議論を行うことで、人材育成に係る産学双方の共通認識を醸成し、その
後の産学双方の具体的な行動に繋げていく。

「社会総がかりで教育再生を －第三次報告－」（平成１９年１２月１５日教育再生会議）
○人材育成に関する大学と産業界の連携・協力等のための会議（「産学人材育成パートナーシップ」）の活用や
学術関係団体との連携等により、大学は、社会の要請にあった質の高い卒業生を送り出す。

「経済財政改革の基本方針２００７」（平成１９年６月１９日閣議決定） （抄）

○産学双方向の対話（「産学人材育成パートナーシップ」）等を推進する。

情報処理 阿草清滋 名古屋大学大学院情報科学研究科教授

電気・電子 荒川 泰彦 東京大学 先端科学技術研究センター教授

経営・管理人材 清成 忠男法政大学学事顧問 元総長
機械分科会 白鳥正樹 社団法人日本機械学会会長
バイオ分科会 西山 徹 味の素（株）技術特別顧問
原子力分科会 服部拓也 社団法人日本原子力産業協会 理事長

材料分科会 浜本康男 新日本製鐵株式会社常務取締役
化学分科会 府川伊三郎 旭化成株式会社顧問
資源分科会 山冨二郎 東京大学大学院工学系研究科教授

産業界 : 日本経団連 榊原定征副会長

経済同友会 小林いずみ副代表幹事

日本商工会議所 水越浩士副会頭

教育界 ：国立大学協会 梶山千里副会長

公立大学協会 佐々木雄太会長

私立大学協会 大沼淳会長

私立大学連盟 白井克彦副会長

全体会議委員 分科会議長

バ
イ
オ

原
子
力

※ 日本学術会議と官（文部科学省と経済産業省）はオブザーバー

図－２２ 東芝（研究インターンシップ制度）

＜趣旨・概要＞
大学院生に企業の研究開発の考え方を学んでもらい、優れた研究人材を育成することを目的として、2005年度から「研究イン

ターンシップ制度」を開始。東芝から提示した研究テーマに応募した大学院生を選抜し、東芝の研究開発現場で数ヶ月にわたって
研究指導する。同制度により、大学院の指導教員と強い研究者ネットワークを構築し、産学連携の基盤を築く。

概要

＜具体的な取り組み＞
○制度運用スケジュール
４月）東芝社内から研究テーマを募り、研究テーマを決定

・・テーマの領域は「エネルギー・環境」「デジタル機器」「半導体」「材料」「情報・通信技術」の５分野が中心
５月～６月）研究テーマ説明会の開催、候補者の選考
７月）研究インターンシップの開始

・・修士は１年生を中心に１ヶ月～３ヶ月。博士は１，２年生を中心に３ヶ月～最長６ヶ月。
終了後・・終了報告会の開催

・・社内と大学院で終了報告会を開催。各大学院での報告会には東芝の研究者も参加。

＜これまでの成果＞
○企業の研究開発現場を体験することにより、自身が描くキャリアパスを獲得するために必要な資質を認識。

参加大学院生の声：「議論を戦わせるためには、自分の専門分野以外の幅広い知識が必要なことを知って、専門分野以外も
学ぶモチベーションが高まった」「英語による会話がグローバル化に不可欠などを学んだ」

○東芝の研究者と大学院の教員が議論する機会が増え、絆の深いネットワークが構築され、共同研究が産まれ始めている。

東北大学、東京農工大学、早稲田大学、名古屋大学、
京都大学、奈良先端科学技術大学院大学、大阪大学、

九州大学、東京工業大学の各大学院

提携機関

○大学が社会ニーズにマッチした人材育成に取り組むためには、企業の協力が不可欠である。近年、インター
ンシップを活用した積極的な人材育成に取り組む等の事例が生まれている。
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図－２３ 日産自動車と横浜国大等（実践的教育プログラムの開発・実践）

○参加大学： 横浜国立大学、福井大学、慶應義塾大学、神奈川大学
○参加企業： １４社（ベンチャー、中堅・中小企業から大企業まで）
○開発プログラム： 実業務開発から先端的研究開発まで幅広く１５テーマを５つの開発プログラムとして実施
（ex.車両設計の基本、新規エネルギーデバイス材料設計等）

○インターンシップ： ４ヶ月～８ヶ月の長期インターンシップを地場企業の協力を得て実施

取り組み概要

背景と目的
☆大学院教育について大学が持つ危機感
・大学における工学と工業（産業）の乖離 → 実践教育の重要性
・専門分野への過度の縦割り → 設計技術者の育成
☆大学院教育改革の学内議論とその実行
・大学院教育改革としてPED(Pi-Type Engineering Degree)をH19年度
から開始
→ 「産学連携人材育成部門」(仮称)立ち上げ検討中
・福井大学では「派遣型高度人材育成センター」を立上げ
☆大学（教員）と企業（担当者）間の強い信頼関係
・大学教員が企業ニーズに応える共同研究を進めて来ていた事
・強い信頼関係が無ければ大学院生の教育の一端を任せられない

国際的な産業競争力を支える人材を企業が渇望し、
その解決の道を産学で探ることを目指したモデル事業

日産自動車（株）：４テーマ、１０数名のインーンシップ生受け入れ

組織体制
アドバイザリ委員会

神奈川県経営者協会
横浜市

川崎市産業振興財団
県産業技術センター
大田区産業振興協会

国立大学法人
横浜国立大学

プロジェクトコーディネータ
サブコーディネータ

事業運営委員会

京浜地区
企業群

福井県＋新潟県
企業

実践教育の実施

大学院生・

教員派遣

横浜国立大学

慶應義塾大学
神奈川大学
福井大学 地域

拠点

横浜国立大学等では、地域企業に貢献できる人材育成のための実践教育の充実のため、日産自動車（株）等
地場企業１４社の協力を得て、人材育成プログラムの開発に取り組んでいる。

図－２４ 東京大学大学院（教育改革）

【Ｌｅｖｅｌ　１】
与えられた課題を
解決できる

【Ｌｅｖｅｌ　２】
自己の専門領域
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て、課題の解決が
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【Ｌｅｖｅｌ　３】
課題を設定し、解
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る

【Ｌｅｖｅｌ　４】
ニーズを掘り起こ
し、幅広い技術を
動員して新技術や
事業開発のマネジ
メントができる

Ｌｅｖｅｌ　１
　　教科書が理解できる

Ｌｅｖｅｌ　２
　　専門論文が理解できる

Ｌｅｖｅｌ　３
　　研究課題設定・プランニングができる

Ｌｅｖｅｌ　４
　　研究者として独立し、グループを運営できる

応用・開発力

専
門
力

Ｂ
現在

Ｄ
現在

Ｍ
現在

Ｄ
今後

Ｍ
継続学習

Ｍ
今後

Ｂ
今後

Ｄ
継続学習

当面の課題

現在 今後
応用・開発力

専門力

企業にアンケートを行い、卒業生に対する評価を実施し、企業
が必要とする人材を育成すべく、大学院教育を改革。

東京大学大学院
（化学システム）

企業
（就職先）

教育改善
（カリキュラム改革）

卒業生

評価
アンケート

評価

産業界を巻き込んだ教育改革

対象が修士１年

○産業界の協力を得て、目指すべき「人材像」の内容を明確にした教育プログラムへと改革。

プラクティススクール

取組例：東京大学の大学院（博士課程）教育改革（化学システム工学専攻）
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② 製造大国を支える人材の育成 

 

我が国の製造現場においては、「２００７年問題」に象徴される熟練労働者の技能・ノ

ウハウ継承の問題が、国内産業に大きな不安・懸念をもたらした。これへの対処として、

これまで中核的な役割を果たしてきた人材が暗黙知として有している高度な技能・ノウハ

ウの代を担う人材への引き継ぎを促すことが必要であるとして、産業界と大学等が一体と

なって、実務研修を含む実践的な人材育成プログラムとして開発し、次代への継承を円滑

化するための取組として、「中小企業産学連携製造中核人材育成事業」が経済産業省によ

り進められている。 

 

＜先導的な事例＞ 

・中小企業産学連携製造中核人材育成事業（図－２５） 

 

 

 

 

③ 国際的な人材の獲得 

 

世界規模での知識経済化の急速な進展の中で、それを支える優れた人材の獲得を巡って、

世界では激しい競争が繰り広げられている。 

我が国にはアジア諸国からの留学生を中心に、約１２万人の留学生が大学等に在籍して

図－２５ 中小企業産学連携製造中核人材育成事業（全国一覧）

非鉄製錬産業およびこれと
技術基盤を共有する資源リ
サイクル産業の中核人材育
成事業【(社)資源・素材学
会】

故障予知・経済性などの総
合判断力を有した工作機械
の保守・保全技術者の育成
【(財)名古屋産業科学研究
所】

デザイン・イン型生産シス
テムを実現する環境管理人
材育成【(株)豊橋キャンパ
スイノベーション】

ものづくり企業における課
題解決型の革新的中核人材
育成モデルの構築【(財)
とくしま産業振興機構】

カー・エレクトロニクス設
計開発中核人材育成事業
【(財)北九州産業学術推進
機構

次世代ロボット分野でのイ
ノベーション型製造中核人
材育成事業【(株)国際電気
通信基礎技術研究所】

特殊な構造物のデザインや
施工に対応できる技術人材
育成プロジェクト【旭川商
工会議所】

マイクロナノ量産技術と応
用デバイス製造に関する新
事業開拓イノベーション人
材育成【(独)産業技術総合
研究所】

産学連携鍛造現場の中核人
材育成システムの開発
【(社)日本鍛造協会】

アルミニウム圧延品製造プ
ロセス技術伝承・中核人材
育成プロジェクト【(財)金
属系材料研究開発セン
ター】

次世代のエンジニアリング
産業を担うプロジェクトマ
ネジャー育成事業【(財)エ
ンジニアリング振興協会】

化学関連産業中核人材ケミ
カルエンジニアリング早期
育成事業【(社)化学工学
会】

産業資材用テキスタイル製造中
核人材育成プロジェクト

【(株)繊維リソースいしかわ】

中部ものづくり産業を支え
る「高度組込みソフトウェ
ア開発技術者」の実践的育
成事業【(株)名古屋ソフト
ウェアセンター】

地域産業に貢献する統合型
実務実践人材育成事業【国
立大学法人 横浜国立大学】

先端企業複合集積地区を支え
る先進的製造プラントメンテ
ナンス中核人材育成事業
【(財)東予産業創造セン
ター】

アジアで活躍できる地球環
境・資源制約に対応する石
炭等化石資源高度利用中核
人材育成【国立大学法人
九州大学】

長寿健康社会に貢献する安
心、安全な食品の製造技術
と新規機能性食品等の開発
人材の育成【(財)しずおか
産業創造機構】

メカトロニクス・ロボット
分野のモジュール製品製造
現場における中核人材育成
事業【(社)日本機械学会】

■コース：岩手大学大学院工学研究科 金型・鋳造工学専攻
（博士前期課程）

■開講：平成１８年４月～
■講義内容：
・金型…３次元CAD/CAM、加工・成形技術、材料学
・鋳造…鋳造・溶解技術、鋳造方案、鋳型造型技術
・共通…MOT、品質工学、計測、分析技術、設計
■特徴：
・地元企業等の協力により６ヶ月の長期インターン
シップの実施

・教員、講師の多数が企業出身等の実務経験者

★成果事例★

岩手大学におけるディグリープログラムの展開

中部・岐阜発！航空宇宙も
のづくりイノベーターの育
成
【(株)ブイ・アール・テク
ノセンター】

※平成２０年度末時点
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おり、そのうち技術革新への貢献が期待される理工系分野の留学生については、大学院を

中心に約２万３千人が在籍している。一方、高等教育機関における留学生の割合（米国 

６．５％、英国１８．５％、ドイツ１２．６％、フランス８．５％、日本２．６％）4、

理工系の大学院における留学生の割合（米国２６．７％、英国３１．５％、フランス２６．

３％、日本９．６％）5ともに、我が国は欧米諸国に比べて低い状況にある。 

また、大学を卒業する留学生は毎年約２万人に及び、その多くが日本国内での就職を

希望しているものの、現実として日本国内に就職できる割合はそのうちの四分の一程度と、

優れた海外人材の多くを国内にとどめることができずにいる。66 

 

＜先導的な事例＞ 

・｢アジア人財資金構想｣（高度専門留学生育成事業）（図－２６） 

・立命館アジア太平洋大学による他文化キャンパスの实現（図－２７） 

 

 

 

                                            
4 総務省「留学生の受入れ推進施策に関する施策評価」（平成１７年１月） 

5 Science & Engineering Indication2002 文部科学省科学技術・学術政策局「国際競争力向上のための研究人材の養

成・確保を目指して」（平成１５年６月） 
6 法務省「平成１９年における留学生等の日本企業等への就職について」（平成２０年７月） 

図－２６ アジア人財資金構想（高度専門留学生育成事業）

○グローバル化や尐子高齢化が進む中、アジア等における相互理解や経済連携を進め、持続的な成長を実現するためには、
日本と海外の架け橋となる優秀な人材の育成が重要。

○このため、我が国企業への強い就職意思を持ち、能力・意欲が高いアジア等の留学生に対し、ビジネス日本語教育からインタ
ーンシップ、就職支援までをパッケージで提供し、産業界で活躍できる高度外国人材の育成を図る。

○また、本事業を通じて留学生の将来を考えた大学と産業界を巻き込んだ地域ネットワークを構築し、日本留学の魅力向上につ
なげていく（留学生、大学、産業界の“Win-Win-Win”関係の構築）。

大学

アジア等の優秀な留学生を日本へ招聘

日本企業
現地法人

海外ローカル企業
のビジネス展開

アジア等の成長

日系企業のグローバル化

アジア等の発展を担う高度専門人材を育成

グローバル展開する
日本企業に就職

企業ﾆｰｽﾞに即した産学連携の
「専門教育プログラム」

レベルの高いディスカッションを
実現する「ﾋﾞｼﾞﾈｽ日本語研修」

日本独自の企業文化を
理解する「日本ビジネス研修」

実践的能力を効率的に
習得する「インターンシップ」

留学生を日本企業へ円滑に
結びつける「就職支援」

大学

産業界
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北海道大学（ものづくり）
(トヨタ自動車北海道㈱、ダイナックス㈱、アイシン北海
道㈱、㈱デンソーエレクトロニクス、㈱日立国際電気等）

東北大学（IT）
（サイバーソリューションズ㈱、ＮＥＣソフトウェ
ア東北㈱、㈱仙台ソフトウェアセンター等）

会津大学（IT）
（㈱ナディス、㈱GClue、㈱シンク、オ
ン・セミコンダクター・テクノロジー㈱等）

群馬大学（ものづくり）
（㈱ミツバ、(社)群馬県雇用開
発協会、富士重工業㈱等）

千葉大学（デザイン）
（アイリスオーヤマ㈱、㈱シャープ、

(財)日本産業ﾃﾞｻﾞｲﾝ振興会等）

東京農工大学（IT）
（㈱日立ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、㈱東芝、富士
通㈱、NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱、㈱リコー等）

立教大学（観光）
（㈱ジェイティービー、㈱日本航空、(社)

日本ツーリズム産業団体連合会等）

東京工科大学（コンテンツ）
（㈱ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｰｼﾞｪﾝｼｰ、㈱GDH、㈱
OLMデジタル、㈱サンライズ、㈱竜

の子プロダクション等）

東京大学（MOT・知財）
（日本電気㈱、㈱日立製作所、

㈱富士通研究所等）

名古屋工業大学（自動車）
（トヨタ自動車㈱、三菱自動車工業

㈱デンソー等）

北陸先端科学技術大学院大学（IT）
（㈱ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀ機器、北陸日本電気ｿﾌﾄｳｪｱ㈱、三谷産
業㈱、㈱COM-ONE、澁谷工業㈱、高松機械工業㈱等）

立命館アジア太平洋大学
（国際経営）

（住友電装㈱、㈱東芝、富士通㈱等）

東京工業大学（工学全般）
（綜研化学㈱、TDK㈱等）

立命館大学（IT）
（オムロン㈱、ニチコン㈱、
松下電器産業㈱等）

京都大学
（材料・環境・IT・エネルギー）
（㈱東芝、日本電気㈱、㈱島津製作所等）

大阪大学（ものづくり）
（松下電器産業㈱、㈱IHI、㈱コマツ等）

九州大学（エネルギー・環境）
（トヨタ自動車九州㈱、旭化成㈱、三菱
重工業㈱、TOTO㈱、㈱日立製作所等）

早稲田大学・北九州市立大学・
九州工業大学（IT・環境）

（㈱九州ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ、日鉄環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱、㈱安川電機等）

金沢大学（メカトロ・IT・創薬）
（㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ北陸、日医工㈱等）

山形大学（ものづくり・IT）
（NECパーソナルプロダクツ㈱、㈱

十字電子、羽黒電子㈱等）

東海大学（原子力）
（㈱東芝、三菱重工業㈱、㈱
日立製作所、三菱商事㈱等）

図－２７ 立命館アジア太平洋大学（他文化キャンパスの実現）

・ 「日英二言語教育」 授業を受ける言語を「日本語」と「英語」から選択して学ぶ
・多文化・多言語キャンパスで身につく多文化理解、言語運用能力

■世界からAPUへ– 87ヵ国・地域から5,990（国際2,830/国内3,160名）が学ぶ -

多文化キャンパスの実現
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④ 博士人材の实践的教育・産業界への雇用促進 

 

大学院への重点化が進む中、国立大学においては大学院の教員一人あたりが受け持つ学

生数が１０年前に比べて約２倍に増加しており、その結果、学生に十分な教育の機会が与

えられていないのではないかと危惧する声もある。 

さらに、博士号取得者については、現状では、博士課程進学者の多くが大学等に残って

研究者としての道を歩むことを希望する中で、就職先としての大学等における研究員の定

員は微増に留まっている。他方、企業への就職数をみれば、毎年の博士号取得者数の増加

スピードには及んでいない。これらの結果、博士号取得者の人材市場に不均衡が生じ、多

くのポスドク7、オーバードクター8が滞留する状況となっている。 

我が国が、今後も、強固な産業競争力を確保していくためには、次世代を拓くイノベー

ションを生み出す高度な研究人材とそれを支える研究支援人材の育成が不可欠であり、

上記のような現状を踏まえると、早急な対応が必要である。 

 

＜先導的な事例＞ 

・産総研におけるイノベーションスクール（図－２８） 

・産総研における専門技術者育成事業（図－２８） 

・早稲田大学の博士キャリアセンター（図－２９） 

 

 

 
                                            
7 ポスドク（ポストドクター）とは、博士号取得者又はこれと同等の研究能力を有する者であり、定職を持たず、大学、

国立試験研究機関等で研究を行っている者で、大学等において研究を行うためになんらかの支援（研究費による雇用も含

む）を受けている者をいう。（文部科学省「我が国の研究活動の実態に関する調査報告」（平成１５年１０月）より） 

8 オーバードクターとは、博士課程修了後職業経験の無い研究者をいう。ただし、ポスドクを除く。（同上） 

図－２８ 産総研（イノベーションスクール、専門技術者育成事業）

○ （独）産業技術総合研究所のイノベーションを担う人材の育成機能を活用し、産業技術総合研究所において、研究人材
（ポスドク等）、研究支援人材、企業から離職、休職した研究者、技術者を研究員等として雇用。

○同研究所と提携する800社を超える企業との共同研究プロジェクトへの従事を含む、育成・再教育を行い、就業を支援。

企業・

公的機関等

産業技術総合研究所

政

府
交付金等

博士卒、
ポスドク人材
を採用

学士レベル
以上の人材を

採用

○研究人材の雇用・育成

ポスドクを産総研特別研究員として採用し、産総研内で実施
されている企業、大学との共同研究等に従事させ、共同研究
先や関連する企業等で一定期間（2～6ヶ月）の研修を実施。
また研究ユニット長等による本格研究の講義の受講等のカリ

キュラムを通じて、企業等で即戦力として活躍できる人材を育
成する。

○研究支援人材（実験、試験設備の運用スペシャリストなど）の雇
用・育成

学士・修士卒技術者を派遣職員として受け入れて、産総研内
で実施されている企業との共同研究等に従事させ、高い技術
力を有した即戦力人材として育成する。

◎２０年度第２次補正（予算額：１０億円）時の状況
→定員200人のところに、503件の応募
（倍率 約２．５倍） 極めて要望が高い結果。

◎応募内訳：
研究人材 定員60人に212件（約3.5倍）
研究支援人材 定員130人に258件（約2.0倍）
研究補助事務員 定員10人に、33件（3.3倍）

内容

１．産総研
イノベーションスクール

2. 専門技術者育成事業

就
業
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（５）広がりと奥行きのある産学官連携 

 

法人化された国立大学では、社会貢献を教育、研究と並ぶ三つの重要な役割の一つに位

置付け、対応を強化してきた。社会貢献の実現として産学連携は重要な手段と認識され、

その内容も発展している。例えば、人文社会系との文理融合型産学連携や大学から企業へ

ビジネスモデルを提示するような連携など、時代の移り変わりと共に、新しい連携事例も

見られるようになっている。 

 

① 人文社会系（文理融合型）産学連携 

 

産学官連携活動を理系のみではなく、全学的活動に拡大して展開し、人文社会系産学官

連携に関するニーズの発掘や知的財産管理への取組みなど、特に人文社会系の産学官連携

体制の整備と基盤強化を図っている。 

 

＜先導的な事例＞ 

・同志社大学における人文社会系産学連携（図－３０） 

・金沢大学における農商工連携を活用した文理融合の産学連携（図－３１） 

 

図－２９ 早稲田大学（博士キャリアセンター）

実施機関：早稲田大学博士キャリアセンター
協力・連携機関：［大学］慶応義塾大学大学院理工学研究科、東京理科大学大学院等

［企業］旭化成（株）、パナソニック（株）、（株）日立製作所等
［研究機関］カリフォルニア州立大学、フランス国立科学研究センター等

＜趣旨・概要＞

産業分野でのイノベーション創出の中核を担う高度産業人材（実践的博士人材）の養成のため、長期インターンシップ等を通じ、実社会で求められる
コミュニケーション、リーダーシップなどの能力開発を行い、幅広い基盤能力と高い専門性を兼ね備えた若手研究者を育成し、実社会に数多く輩出す
ることを目指す。

＜具体的な取り組み＞
対象：若手研究者（博士課程大学院生、博士取得後5年以内の若手人材）１００名程度を学内外から公募

プログラム内容
○実践カリキュラム
・・早稲田大学内での授業と演習。（講義例：イノベーション人材特論、産業イノベーション特論等）
○実践博士研修（実践プログラム）※現時点でパートナー企業は２０数社
・・国内外の企業研究所・公的研究機関における研究実習（３ヶ月～１年）
＞社会ニーズ型
連携企業と実践プログラム企画委員会の企画・提示する課題・領域にて研究実習

＞研究者シーズ・要望型
若手研究者の提案による独創的なシーズや強い要望を反映した課題・領域にて研究実習

※文部科学省科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材養成プログラム」採択事業（５年間）

概要

図：プログラム運営フロー

＜特徴＞
・実践カリキュラムの講師陣は、企業・研究所の一線級が揃えられ、どの講義も尐人数の
ゼミ形式による議論中心の内容を予定。
・実践博士研修では、約２０人が３ヶ月から１年間の長期インターンシップを受ける。
研修受け入れ先企業のニーズに基づく研究テーマ及び大学院生シーズを活かした研究
テーマを、実践博士研修企画委員会で採用
・取組成果の事後評価を行うと共に、博士キャリアセンターのコーディネータが若手研究者の
能力開発、人材養成を支援
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図－３０ 同志社大学（人文社会系産学連携）

B.具体的取組

a.”学び”と”観光”とを融合した「楽洛キャンパス」
の開催

b.「京都伏見の酒蔵クラスター調査」
による同志社日本酒「七五三太」の制作

○産業界、官界、市民から期待される大学の社会的責任（University Social Responsibility：USR）として、産学官連携活動を
全学的活動に拡大して展開し、人文社会系産学官連携に関するニーズの発掘や知的財産管理への取組みなど、特に人文社
会系の産学官連携体制の整備と基盤強化を図る。

A.「人文社会系産官学連携研究紹介集」の作成

理工系とは異なり、文系分野では「どのような先
生がどんな研究をしているのか分かりにくい…」
という指摘有。このため、まちづくり・地域振興、
産業人材の育成、マーケティングなど、文系教
員が提供可能なシーズを10のカテゴリー別に分
かりやすく“見える化”し、産官学連携の具体事
例とともに掲載

c.一澤信三郎帄布と唐長の伝統的な文様をコラ

ボレーションした鞄の共同開発。ロンドンにおい
てシンポジウムとエキシビションを開催。

d.伝統産業を担う次世代を育成する「伝統産業
グローバル革新塾」

伝統産業に従事する若手経営者を対象にしたビ
ジネス教育を通じて、歴史ある京都の伝統産業
から「和」をベースとした文化ビジネスを創出。

e.京丹波の地域活性化「京丹波プロジェクト」
生協と共同で京丹波の特産品を使ったメニュー
の開発、黒豆の栽培、出張レストランの展開等。
単なるイベントから脱却し具他的に収益を生み
出す事業モデルへの成長を図る。

出所：同志社大学ホームページ

 図－３１ 金沢大学（農商工連携を活用した文理融合の産学連携）

■将来開拓部門と
戦略支援室の新設

従来取り組んできた自然科学系中心の
産学官連携活動を人文社会学系にまで
拡大するため、「将来開拓部門」を設置、
また、他の既存組織との横串の連携を図
るため、「戦略支援室」を設置。地元企業、
地方自治体との連携を密にした産官学連
携を推進。

■産学官連携による
農商工連携の取組事例

人文社会学系の教員と学生による
産学官連携活動

地域の高齢化により、生産量が激減してい
た輪島市三井町の地域野菜「細屋ごぼう」
を、地域一丸となって、復活させるプロジェ
クトを推進。
最終的な販路が問題となりがちな農商工連
携において、当初より、食品加工業者をマッ
チング。また、高齢の生産者を支援する意
欲のある地元土木建築業者とも連携した事
業を展開。

炊き込みご飯の具材として商品化され、金
沢市内のビュッフェ式レストランで提供され
ている。
プロジェクトの中で、地元企業の地域ブラン
ド商標取得を支援する大学発ベンチャー企
業を、知的財産法を専攻する学生が設立。

消えかかる地域野菜

地元飲食を使いたい
食品加工業者

金沢大学
イノベーション創成センター

「細屋ごぼう」プロジェクト

地元飲食チェーンへの食材提供

人文社会学系ベンチャー企業設立

土木建設業からの
農業参入

イノベーション創成センター

将来開拓部門
～産官学連携活動の拡大～

連携研究推進部門
～産学官連携を推進する～

知的財産部門
～知的財産活動を推進する～

起業支援部門
～大学発の起業･事業化を狙う～

○地域産業と有機的な結合ができてこその「地域イノベーション」。「地域イノベーションの創出」のため、3つのステップ「創造」→
「具現化」→「事業化(商業化)」を展開。

○「将来開拓部門」と「戦略支援室」を新設し、従来取り組んできた自然科学系中心の産学官連携活動を、人文社会学系にまで
拡大。
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② 行政ニーズ対応型産学連携 

 

現在、解決すべき行政課題が急速に変化し、これまで予想されなかった事象が生じてい

る。例えば、新型インフルエンザ等、感染症に関する研究は決して重用視されていない時

代もあったが、現下の喫緊の課題となっている。このため、大学における定点観測的な取

組がいざという際には大きな力となる。 

 

＜先導的な事例＞ 

・低炭素社会实証モデル事業（図－３２） 

 

 

 
 

  

図－３２ 低炭素社会実証モデル事業

ＥＶ・ｐＨＶ導入による低炭素地域モデル構築事業

提案者：八戸工業大学、横須賀テレコムリサーチパーク、日本ユニシス
参加自治体：青森県、青森市

低炭素社会向け太陽電池利用の
多機能テラスシステム技術開発とモデル実証

事業内容

青森県ＥＶ・ｐＨＶタウン構想を実現するため、社会実証によりＥＶ・ｐＨ
Ｖへの移行によるＣＯ２削減量を可視化・定量化するシステムを確立
し、ＥＶ・ｐＨＶ所有、利用を地域エコポイントの中核とする。

低炭素社会構築に向けては、ガソリン車からＥＶ・ｐＨＶへと移行する
ことが重要である。

ＥＶ・ｐＥＶへの移行によるＣＯ２削減量や地域全体での環境への貢献
度を評価し、支援体制の整備を行い、低炭素社会モデルの構築を行う
もの。

背景・目的

提案者：北九州産業学術推進機構、九州工業大学、ＮＴＴファシリティー
ズ、芝浦特機、創実エージェンシー、フジコー

参加自治体：北九州市

北九州市は環境モデル都市の取組みの一環として低炭素社会実現に
向けた新エネの啓蒙・普及を図る「紫川エコリバー構想」を策定した。
本事業ではその一部を発展させ、全国の都市に展開可能な社会シス
テムの開発・実証を行う。

インターラクティブ
ＴＶモニター

シースルー太陽電池

太陽電池利用の多機能テラスシステム実証モデル例（イメージ図）

インターラクティブ
ＴＶモニター

シースルー太陽電池

太陽電池利用の多機能テラスシステム実証モデル例（イメージ図）

背景・目的

テラスのルーフ等にシースルーの太陽電池を設置し、太陽光による
発電・売電・２次電池への蓄電、蓄電電力による夜間ＬＥＤ照明と災害
時の非常用電源化、更に自治体及び地域住民が参加した地域情報
発信機能と情報発信料等によるメンテ費用創出可能な多機能テラス
システムを開発する。

事業内容
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③ ビジネスモデル提示型産学連携 

 

これまで、企業の要望に応える形の産学連携が主であったが、反対に大学が、企業に社

会全体の価値観の推移を分析し、次のビジネスモデルを提示する例も世界的に生まれてい

る。これらは、大学の社会分析能力に裏付けされたものである。 

＜先導的な事例＞ 

・シンシナティ大学のビジネスモデル提示型の産学連携モデル（図－３３） 

 

 

 

 

  

図－３３ シンシナティ大学（ビジネスモデル提示型の産学連携モデル）

○ Live Well Collaborativeは、Cincinnati大学とP&G社が始めた、50歳代のマーケットを対象とした研究開発を行うための
産学連携モデル。

○P&G社は、50歳以上の人口増加をビジネスチャンスと捉え、その世代のニーズに応えるようなデザイン・商品の開発を進め
るため外部機能との連携を模索し、デザイン力を有するとともに、医学・工学・ビジネスなどに専門性を有するCincinnati大学
との連携が最適であると判断。

出所：http://www.livewellcollaborative.org/

Cincinnati Univ.

Cincinnati 大学と企業との連携

Phase1 Understand

国際的データの分析、消費者インタビュー等

Phase0 Identify

大学と顧客企業との間で
プロジェクトの方向性を特定

Phase2 Conceptualize

コンセプトを可視化し、消費者から
のフィードバックを収集

Phase3 Refine

成果物を顧客企業に提出

Live Well Collaborativeのプロセス

1
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
期
間
は
10
～
12
週
間
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（６）大学発ベンチャーの活動状況 

 

大学における研究成果を直接実用化・事業化していく存在として、「大学発ベンチャー」

の役割は重要である。 

平成２０年度末までに設立された大学発ベンチャーは 1,809社であり、この経済効果は、

売上高で約 2,700億円、雇用で 1.7万人、また、間接的な経済波及効果を含めると、それ

ぞれ約 4,800 億円、約 3.3 万人と推計されている9。さらに、これまで、24 社がＩＰＯを

果たしている。 

企業数の割合を技術分野別に見ると、バイオ分野が３割強、ＩＴソフト分野が３割、機

械分野が２割弱となっている。特に近年では、地方大学が、それぞれの地域毎に特色のあ

る技術的蓄積を活かした形で大学発ベンチャーの設立を増加させている。 

また、ベンチャー企業自らが、企業経営や、営業的視点を含む経営体制の整備を行い、

発明者が不得手とする経営や営業業務を、適切な者を外部から招き入れ、順調に拡大を行

っている例もある。 

＜先導的な事例＞ 

・株式会社イーベックによる海外企業とのライセンス契約（図－３４） 

 

 

                                            
9 経済産業省「大学発ベンチャーに関する基礎調査」（平成２１年３月） 

図－３４ 株式会社イーベック（海外企業とのライセンス契約）

○「(株)イーベック」（代表取締役社長 土井尚人）は、世界で初めて副作用の恐れの尐ない完全ヒト抗体を作製する技術の開発に成功。この技
術による抗体の活性は、従来技術による抗体の約100倍であり、医薬品としての投与量も1／100で済む可能性。しかも、作製の短期間化（従
来の１／３）及び低コスト化（１／ １０）を達成。医療費低減にも期待大。

○海外企業とのライセンス契約により約８８億円（前払い金、開発ステージに応じたマイルストーン・ペイメント）を獲得。さらに今後、医薬品として
発売後は実績に応じてロイヤリティーを受領する予定。

○「学」の技術を「官」が見い出し、「産」が挑戦することで有力なベンチャー企業を生み出した、ベンチャー創出の成功例。（イーベックは、産総研
バイオベンチャー育成センターの支援により、中小・ベンチャー企業単独では困難であった、安全衛生基準等に則ったバイオ系実験室及び研
究環境と研究開発における高いコンプライアンスを確保し、それにより連携先の信頼確保と大型ライセンス契約締結に至った。）

抗体作製のプロセス(イメージ）

★ 赤文字は、㈱イーベック独自のノウハウ

Bリンパ球

抗体産生リンパ球の増殖

遺伝子クローニング

CHO細胞での抗体産生

目的抗体産生細胞
クローンのソーティング

目的抗体産生細胞の
single cell クローニング

ＥＢウイルス感染

 ヒト抗体は、ガン、感染症、炎症等の幅広い疾患に対する医薬品として応用が期待。現在使用され
ている治療用抗体は、マウス抗体をスタート材料とし複雑な遺伝子組み換えによりヒト抗体に似せ
たものであり、副作用を完全には排除できないという問題点あり。また、マウス抗体を用いたヒト抗
体作製技術の基本特許は欧米が所持している。

 この問題を解決するために、北海道大学遺伝子病制御研究所髙田賢藏教授のEBウイルスに関す
る研究成果を基に、平成15年1月10日株式会社イーベックを設立。以後、EBウイルスを用いた完全
ヒト抗体作製法のノウハウを蓄積し、高品質な医薬品向け完全ヒト抗体の開発に成功した。作製し
た完全ヒト抗体は副作用がなく、従来技術で作製した抗体より約100倍高い活性を確認できた。

 (株)イーベック設立後、各種公的機関からの補助を受けながら抗体作製法に関するノウハウを蓄積
し、今日に至っている。

• 平成15－16年度 経済産業省、地域新生コンソーシアム研究開発事業「医薬素材としての完
全ヒト抗体の作製と大量生産システムの確立」

• 平成16－17年度 NEDO産業技術実用化開発助成事業「任意の標的分子に対する完全ヒト
抗体作製システムの開発」

• 平成15年に産総研認定ベンチャーとなり、平成16年からラボを産総研北海道センターに開設
し、抗体開発を継続中。

 また、従来のようなマウス体内での抗体製造には、半年近く必要であったが、本技術は細胞を培養
して抗体作製を行うので、２ヶ月程で必要量の抗体作製が可能。（製造期間1／3に短縮）

(株)イーベックの技術（抗体作製法）の概要・経緯
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Ⅱ．これまでの改善すべき点 

 

前述のとおり、我が国の産学連携は近年各方面において急速に拡大・進展してきたが、

一方で様々な問題も残っている。今後の方策を考える上で、まずは産学連携に関する現状

やその取組や施策について評価し、反省すべき点を整理する必要がある。 

 

（１）産学の志向の相違を埋める仕組みの不足 

 

最先端研究シーズの事業化では、基礎と応用が交互に交錯することもあり、応用段階で

も基礎に立ち返って当該分野の研究者の協力が必要な場合がある。しかしながら、大学の

研究者は研究成果の発表が主な関心事項であり、研究成果の実用化・産業化の段階には、

参画する意欲が薄れ勝ちである。また、大学側もこのような目に見えにくい教員の貢献は

評価につなげにくい。このため、自らの研究が論文段階に達した後は、研究成果を企業側

に受け渡す技術移転段階（「バトンゾーン」）以降での意志疎通が十分ではなくなる。 

 

（２）研究の推進・支援体制の不足 

 

① 産学連携推進責任者の他業務との併任 

 

大学の産学連携の組織上、産学連携部門の長は、副学長である場合が多であるが、副学

長は非常に多忙なため、産学連携に多くの時間を割くことは困難であり、実質的に専念は

困難であり、また、知財本部等のセンター長は、工学部等からの併任が多く、この場合も、

多忙な教員が併任を行うため、実際には多くの時間と労力をかけにくい。 

 現在、技術移転、特許移転、産学連携の専門家、コーディネータが比較的多数配置され

ているが、これら人材を統括し、総合的にマネージメントする仕組みが重要である。 

 

② 「研究推進支援専門職」の不足 

 

産学連携に関する契約交渉に関して、企業側からは以前のような「大学からビジネスの

常識からかけ離れた要求がある」「契約上の問題への対応に柔軟性が無く、スムーズに交

渉が進められない」等、大学側の取組に対しての大きな不満・改善を求める声は尐なくな

ってはいる。 

 しかしながら、米国や、更には一部の中国の大学のように、企業との初回の会合後、即

座に、研究契約の提案書が大学側から提出される等の積極的かつ組織的な連携の実現とい

う面では、未だ見習うべき点が多い。 

 その実現に向けては、産学連携を進める組織・人材面での強化が必要である。例えば、

企業の要望を踏まえながら、共同研究のスケジュール管理、知財を含めた成果の管理、会

計、広報等を行える産学連携担当業務は、通常の一般事務に比べると専門性が要求される
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が、このような「研究推進支援専門職」は、通常の人事運営では短期間で人事異動を行っ

た場合、専門性の育成は困難である。また、知識と経験を有する専門家を外部から雇用す

る場合にも、通常の給与規定に準拠すると、その職務に相当した待遇が確保できない等の

問題が現状としてある。 

 こうした連携に向けての組織的な支援体制が弱い結果、そのしわ寄せは研究者にいくこ

ととなり、競争的資金の確保や知財管理等、自らが働けば働くほど、より多くの業務を抱

えることとなり、研究に専念できる時間が削減されていくこととなる。 

 

③  ｢研究支援技術者」の不足 

 

また、研究活動に必要な実験・検証、データ収集・分析等には、多大な時間と労力が必

要となる。特に、実験機器・設備が複雑化・高度化している今日、それらを適切に操作す

る人材が不在であると、まさに宝の持ち腐れとなる。現在、それらを行う「研究支援技術

者」については、国公立大学及び独立行政法人の定員削減の影響で減尐傾向にあり、ます

ます深刻化している。 

 

（３）形式的な評価システム 

 

次の適切な資源配分・投入のためにも、活動に対する成果の評価の導入は必要でありそ

の手法について進展はみられるが、形だけの産学連携に終わる事例も散見される。以下に

具体的なケースについて述べる。 

 

・ 株主との関係で大学への寄付が難しくなったことから、企業が形だけの委託研究及

び共同研究を行う場合 

・ 委託研究の場合、知的所有権の所属面で企業に不利であるため、本来なら委託研究

であるが、共同研究にしている場合（年に２～３回程度の打ち合わせを行う、形だけ

の共同研究） 

・ 大学教員は守秘義務の観点が甘いとの認識で、企業の重要な部分を伝えられない結

果、重要な課題を行えない共同研究 

・ 経済的な効果は期待できなくとも、特許申請数増のため出願される特許 

 

 今後とも産学連携活動を、教育、研究に加え、大学及び個人の評価に結びつけることは

重要であるが、単に量的な面で評価するのではなく、成果自体をみる実質的な内容の評価

が必要である。 

 また、近年、拡充されている科学研究費等の競争的資金については、その成果が産業界

から見えにくくなっており、容易に情報が入手出来る仕組みが求められる。 
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（４）分散する体制及び求心力に欠ける拠点 

 

 研究活動は、様々な場所で行うことにも意義は認められるが、先端性が強くなればなる

ほど、必要な機器・設備、人材が必要となり、小規模な研究体制では対応が困難である。

しかしながら、大学間、研究者間の競合もあり、類似の施設が乱立する構造も見受けられ

る。また、研究人材や支援人材も、連携が不十分である。特に、産学連携を行う場合、企

業と大学の連携より、大学間の連携や、同一大学内の連携を調整することの方が困難な場

合も多い。 

 また、共同利用研究センターの場合であっても、研究が遂行されるハード面での機能が

備わっていることは最低限必要ではあるが、機器のみでは、革新的な成果の達成は困難で

ある。関係者を引きつける求心力があるリーダーの存在が不可欠である。中心人物が存在

しない場合、拠点としての機能が発揮出来ないこととなる。適切なリーダーの専任が求め

られる。 

 

（５）研究を实用化に導く統制力の不足 

 

 研究を開始する際に、たとえ基礎研究であっても、目標とする成果の共通認識が不鮮明

であると、散漫な研究に陥りがちである。また、研究当初から知財、国際標準化戦略を考

慮に入れない場合は、研究成果が既に特許化されていたり、国際標準に結びつけられなか

ったりすることが生じやすい。 

我が国の研究開発でも、当該研究に関する競合研究、競合企業、内外の規制、知財・国

際標準化状況を把握し、研究開発の方向性を示し、全体を調整、指揮することの出来る、

プロジェクト統括推進者の存在が必要となっている。 

しかしながら、これまでの、プロジェクトリーダーは、サポーター役である場合が多く、

当事者意識が沸きにくい構造になっていた。任期が切れると同時に、関与が無くなるため、

求心力が沸きにくい。 

 

（６）硬直的な会計ルール及び運用 

 

  研究活動は、極めて予測困難な活動であるにもかかわらず、予算単年度主義を代表と

して、会計検査ルールは、他の予算と基本的に同様のルールが適用される。このため、

現場では、研究活動を阻害する非合理的な状況も見受けられる。 

  

（７）教育活動を支える体制の整備不足 

  

  大学では研究、教育、社会貢献が、その使命であるが、ともすれば教育活動への評価

は低かったとの声が多い。特に、大学院では、指導教員の研究課題の遂行に精力が集中

されるので、学生に対し、社会人として必要な知識やスキル及び広い視野を養う教育の

機会が乏しくなっている。  
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現在、教員の業務が過多となり、一人当たりの指導学生の数が増加し、教育に割り当

てられる時間や労力、資金が不足している状況にある。また、大学教員自身が、産業界

の現状を把握出来ていない場合には、社会人に必要な教育を行うことも困難となる。 

反面、企業側も、積極的に関与している企業は増加しているが、総じて、教育は大学

の責務として、関与の度合いが薄い。 

 

（８）全学的な産学連携活動の不足 

 

大学には、理系教員より、人文科学系の教員が多い。また、経済学等、実社会を対象

とした学問分野も存在している。しかしながら、産学連携は理系の世界であるとの認識

が強く、人文科学系教員は、産学連携に関して無関心、または軽視している傾向が強い

との声も聞かれる。このような傾向は、学内の教授会や各種意志決定の機会において悪

影響を及ぼす恐れもある。 

反面、実社会を実証場所として、様々な活動を行っている人文系の教員も多いことか

ら、文系教員の産学連携活動を支える仕組みが必要となっている。 
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Ⅲ．今後の方針及び具体的な取組 

 

これまで述べられた現状と課題を踏まえ、今後、その改善の方向性や具体的な対策につ

いての提言は以下の通り。 

 

（１）成果を出す産学連携の实現に向けて 

（従来の「点と点」の連携から、新たな「面と空間」での連携） 

 

① 成果を出せる産学連携の体制・環境の整備について 

 

提言１： 課題解決型の本格的産学連携による拠点整備 

～ハードとソフト両面での機能充実～ 

       

 これからの産学連携では、将来目指すべき青写真に基づき、そこから現状を振り帰り、

一番必要な技術的課題を抽出し、それを解決するために、産学がそれぞれの強みを活かし

て協力することが求められている（バックキャスト方式による共同研究）。その際、大き

なビジョンの段階から、個々具体的な課題を実際の実行に落としていく構造的な仕組みが

必要である。 

産と学をつなぎイノベーションを実現する「拠点」としては、大学の果たす役割がこれ

まで以上に期待されるが、一方、大学だけでは解決の糸口（出口）を見つけることは困難

である。産学官が議論を継続して行い、物理的に近接する関係で研究に取り組むことが期

待される。そのような場は、人工的に作られるより、大学等がかねてより有していたカリ

スマ教員等の求心力により形成されることが望ましく、また発展も期待される。 

しかしながら、現在の大学の研究環境は、老朽、狭隘かつ機能性・機密性・安全性に乏

しく、また、諸外国に比べても、その整備状況は不十分である。 

今後、単に箱ものとして設備や施設を整備するのではなく、産学官が本格的に協働でき

る空間としての整備が必要である。多くの関係者が実際に対面しながら協働する「一つ屋

根の下（アンダーワンルーフ）」型の環境は、研究者間に新たな刺激を産み、従来にはな

い発想が産まれることが期待される。すなわち、技術シーズに近い研究者と、実用化に近

い研究者の融合は、これまでなし得なかった新製品開発の可能性が生じる可能性を秘めて

いる。 

なお、設備や施設の整備のみでは求心力に欠ける。それと合わせて、産み出される技術

の実用化を最終使命とし、研究成果が得られた後の戦略も含め、整合性を持ってプロジェ

クトを進展させるための、統括的な指令を行う人物（スーパー・コーディネータ）や、研

究支援人材、知財・国際標準化人材等多様な人材を拠点に配置していくことが、必要不可

欠である（→後述、提言２）。 

 

＜今後の取組例＞ 
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○先端的な研究開発の拠点の整備 

・産学連携による世界最先端のイノベーション拠点の整備 

（20年度 2次補正：25億円（３カ所）、21年度補正予算：151億円（16カ所））  

・研究施設整備に対しての逼迫した需給関係に対応するための中長期的な支援の継続 

・拠点に対する民間資金、競争的資金、地方自治体の支援等を効果的に集中投入 

○産学連携による研究開発の効率化 

・将来の姿・ゴールを共有し、その实現に必要となる技術的課題をバックキャストし

て産学がそれぞれの強みを活かして行う研究開発の体制の普及 

  その際、知的財産・国際標準化取得に関する体制を整備 

・経済情勢、社会情勢の変化に対応して、研究目標、研究テーマの柔軟な見直し 

○産学連携拠点における人材育成の形 

・次の世代を支える、新たなタイプ（プロジェクト統括推進者、研究推進支援専門職、

研究支援研究者、知財・国際標準専門職等）の实践的な人材育成の場としての活用

（後述 提言２） 

・企業研究者の異業種融合による人材育成の場としても機能する仕組みの包含 

・産総研、ＮＥＤＯ、ＪＳＴ、理研等公的研究機関を連携の場としての機能強化 

 

提言２： 研究推進・支援体制の抜本的強化 

～実用化に向けたプロジェクト総括推進者、研究支援人材等の配置～ 

 

産学連携の下で、研究開発を効果的・効率的に実施するためには、まず、実用化を目指

した全体の司令塔として組織や人材を総合的にマネージメントし、目標設定、工程管理、

関係者間の調整を行える、経営的センスを有したリーダー（スーパー・コーディネータ）

が必要不可欠である。そういった人物により、研究開発の段階から、研究成果を産業競争

力に結びつけるため、知財・国際標準戦略等、販売戦略を包含していく必要がある。 

また、研究者が研究に専念できるよう研究活動の支援を行う研究支援専門人材（研究推

進支援専門職：リサーチ・アドミニストレータ（ＲＡ10）や研究技術支援専門職：サイエ

ンス・テクニシャン（ＳＴ））については、他国に比べて、質・量ともに不足しており、

今後、育成のための支援と普及・活用のための仕組みの整備が必要である。 

 上記人材は、専門性が高いため、当面は外部からの雇用が主となるが、中長期的には、

その責任や活躍に応じた処遇が可能となる人事評価制度の策定や雇用の長期安定化など

の対策により、組織への定着化が必要である。 

 

＜今後の取組例＞ 

○研究支援専門人材の展開支援 

                                            
10 「ＲＡ」の略称について。一般的に「ＲＡ」とは、大学等における「リサーチ・アシスタント制度」（博士後期課程

の在学者を、大学等が行うプロジェクト等に研究補助者として参画させ、研究遂行能力の育成とともに研究プロジェクト

等の支援体制の充実を図り、また当該大学院生の経済的にも支援する制度）の略称として確立しているが、本とりまとめ

の中で用いる「ＲＡ」については、「アシスタント」ではなく「アドミニストレータ」（事務管理者）であって、会計・執

行面、知財管理面など専門事務業務を行い、研究者を支援する者であり、従来と異なることに留意する必要がある。 
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・大学交付金あるいは科学研究費を含む重要なプロジェクトの研究予算には、研究支

援専門人材の配置に必要な費用の組込みの義務づけ。 

・政府、独立行政法人団体等に、研究支援専門人材をプールし、必要なプロジェクト

に派遣可能なシステムの導入（雇用の安定化） 

・共同利用施設等一定の条件を満たす施設には、上記人材の配置費用について運営費

交付金の外枠化などの促進支援 

○研究支援専門人材の育成 

・研究独法の産学共同研究の場を活用した教育の实施 

２０年度２次補正：「産総研ポスドク等支援事業」（１０億円、２００人） 

２１年度補正予算：２１億円（選定中。約４００人を予定） 

・ポスドク、研究者の上記人材への起用の推進（特に、国際案件の対応） 

・大学における上記人材に必要な教育の实施（産総研イノベーションスクール等にお

けるカリキュラムを高度化し、普及を図る） 

○研究支援人材の活用 

・二段階式採用方式（最初は特任で採用し、ＯＪＴで育成し、適正が認められた場合

には、正規雇用）の活用。 

・教員と職員に加え、研究支援専門人材を対象とした中間職（仮称）を創設。適切な

評価基準等を策定し、将来的には、理事・副学長等の学内での高い処遇を实施し、

キャリアパスや待遇について明確化 

○拠点での研究開発の効率化・深化のための支援 

・大学の論文情報のアクセスへの容易化（論文の電子化・オープン化） 

 

 

② より広がりと奥行きをもった新しい連携の实現 

 

提言３： 第三の競争的資金の設立などによる大学の機能拡大 

～大学が組織的な責任を持ち、様々な課題解決の手法を提示を～ 

 

近年、大学への社会的責任・期待はますます拡大し、今後、大学はそれぞれの地域・行

政・社会からのニーズにも対応していく必要がある。企業の個別技術ニーズに応えるだけ

ではなく、大学側から企業に対する新たなビジネスモデルの提示や、行政に対する社会的

問題の解決手法の提示等、より広がりと奥行きをもった大学の機能発揮が求められる。 

こういった社会的なニーズ・課題への解決には、単に技術によるものだけでなく、経済・

規制など社会システム的な解決も合わせて必要であることから、今後、産学官連携におい

ては、技術分野にとどまらず、人文社会的な分野も含めた全学的な活動としての拡大が必

要となる。 

この動きを支援するため、「第三の競争的資金制度」の創設が有効と考えられる。特に、

社会的課題の解決については、例えば地域における低炭素モデルの実証を例にとっても、

一研究者レベルの対応では不可能であり、文系教員も含めた複数の研究者や行政、多様な
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産業界とのコンソーシアム形成が必要である。本制度では、社会の課題解決を個人ではな

く大学組織全体で責任を持って請け負うシステムを想定しているが、この活動の成果とし

て、実際に課題に対して有効な貢献を果たし、優れた評価を得た組織に対しては更に長期

的に取り組ませるなどすれば、当該課題に対する我が国の拠点形成にもつながる。 

 今後、国際標準化推進等をモデルに、やる気のある特定の大学と連携し、成功事例を創

出したり、当該制度を通じて、各大学が特色を出し、その得意分野を伸ばせるよう誘導す

ることが有効。 

例： 水循環社会システム、保安・安全規制、バイオマス利活用、 

限界集落活性化対策、公共建築物の保守・保全、感染症対策、 

企業価値研究、アジア人材活用社会、生活の安全の実現、 

対中東産油国協力、新技術（遺伝子組換え等）の社会受容性研究、         

リスクコミュニケーション研究  等 

 

＜今後の取組例＞ 

○科研費研究等で实施された、社会的インパクトの分析及び大学の潜在力の整理・統合 

○具体的・現实的なテーマを絞った第三の競争的資金制度の試行（国際標準化の推進、

低炭素社会の实現、合理的・科学的な国内安全規制等各種規制の統合・見直し等） 

  ○個々の大学で、強み弱みを分析し、強みを活かす経営方針の確立 

 

 

 

③ 大学発ベンチャーの支援のあり方について 

 

提言４： 大学発ベンチャーの質的な向上 

～他企業との融合による企業力強化～ 

 

大学発ベンチャーは、平成 13年度に計画を策定以来増加しており、現在、約 1800社（平

成 20 年度末時点、前年度比＋3.1%）に達し、起業数だけでみれば目標は達成したといえ

る。一方、最近、株式公開をした多くの大学発ベンチャーではその株価は低迷中であるな

ど、個々の企業を見れば、経営力（ＩＰＯ、収益性、営業力）の面では脆弱であり、事業

化して成功している例はまだ多くはないのが現状である。 

大学発ベンチャー企業については、そこで育まれた技術や製品が社会にまで浸透・普及

しなくては、投入された研究開発費や制度支援のための要された国費が社会に還元された

とはいえない。今後、研究開発のみではなく、個々の企業の経営力といった質面での強化

が必要であり、例えば、ベンチャー企業の創業の早い段階から、企業経営や営業的視点を

含む経営体制の整備が必要である。 

 具体的には、研究者が不得手な経営や営業を担当するのではなく、外部から専門家を招

き、また、他の企業との補完関係を活用するなど、技術が実用化する近道を模索する必要

がある。 
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 なお、（株）産業革新機構は、個別ベンチャー企業に対して出資を行うものではないが、

複数のベンチャーが他の企業の一部門と統合し、より、競争力のあるビジネスモデルを構

築する際等には有効な手段として考えられる。 

 

＜今後の取組例＞ 

○大学発ベンチャー实用化成功・失敗事例の分析及び広報 

○ゴールの複数化（ＩＰＯだけでなく、Ｍ＆Ａ、ＮＰＯへのスイッチ） 

○大学発ベンチャーを支援する人材を糾合する際の各種障害排除（企業の職務規定との

整合性に関するルール明確化等） 

○大企業との対等な立場による補完関係の確保（堅牢な知財確保） 

○改正研究組合制度の活用（研究開発から途切れのない事業会社設立） 

○ベンチャーの研究成果の可視化支援（お墨付き、Proof of Concept） 

○臨床試験サンプルの作成等多額の資金を有する段階への公的支援 

○技術開発のみではなく、ビジネスモデル提示型の大学発ベンチャー（例：アフリカに

おけるマラリア予防の蚊帳ビジネスモデル） 

 

 

（２）産学連携による人材育成の更なる充实 

（世界、地域で活躍する人材、教養豊かで、かつ实践的な人材の創出） 

 

① わが国の将来を支える人材の維持・育成について 

 

我が国の研究開発の現状を諸外国と比較してみれば、関連する指標の多くでは OECD 平

均よりも高いが、人材に関連する指標は低い。特に、理工系博士号取得人材数及び、研究

を支援する人材数（研究補助者・技能者・事務関係者等）は欧米諸国に比較して非常に尐

なく、我が国の今後のイノベーションを担う人材面での育成への支援が不可欠である。具

体的には、下記のような観点からの取り組みが必要である。 

 

提言５： 社会のニーズを踏まえた人材育成 

～産学による大学技術教育カリキュラムの作成・運営～ 

 

近年の大学進路選択の状況をみれば、理系では、医・歯・薬・保健学系志願者が毎年上

昇している一方、工学系のみ減尐傾向にある。しかしながら、近年人気が低下し志願者が

減尐している学科でも、将来的には人材ニーズが高い関連産業もあり、将来の輩出される

人材数について需給バランス面で懸念がある。また、企業の研究開発が、専門化・複雑化

して高度化が進む一方、大学卒業者のレベルについては、企業側に強い不満が見られるな

ど質的な面でも産学の間でギャップが見られる。 

今後、大学においては、実践的な人材を育むことがより強く求められる。これに対応す

るためには、近年一部産業分野では進みつつあるが、実践的なカリキュラムを開発・提供
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していくとともに、実社会を模擬・体験できる長期インターンシップの実施が不可欠であ

る。しかしながら、実践的カリキュラム、インターンシップ双方ともに、現時点の内容・

規模では、社会のニーズと比較すれば未だ不十分であることから、産業界においては、産

業ニーズを教育プログラムの中に反映したカリキュラム作成の支援及び産業人教員の派

遣による貢献など、産業界は人材育成のあり方に関心を持ち必要な協力を行って、産学協

働による人材育成の実施が必要である。 

さらに、教員自身も企業との交流を通じ、産業界の抱える課題を理解し、広い視野も持

つことが必要不可欠である。今後は、モデル事業関係の予算面ではなく、産業界を含めた

社会から評価される人材の輩出を大学評価に位置付けることが重要である。 

 

＜今後の取組例＞ 

○インターンシップの充实化 

指導教員も参加した本格的長期インターンシップ事業の拡充、米国の共同教育方式

（co-operative education：有給での实労働を通じた企業の問題解決を含むインター  

ンシップ）の試行 

○カリキュラムの改善 

指導教員による論文指導が主体である大学院教育システムに対して、産業人として

の幅広い知見の取得に資する産業ニーズを組み入れたカリキュラムの導入（例：東

京大学大学院化学専攻のケース等をトップランナー方式として他大学にも展開） 

○優良事例の水平展開 

産学人材育成パートナーシップ事業における各分野での成功事例を抽出し、人材育

成の先進ケースの横展開 

○大学の評価等の改革 

出口（大学卒業時）における質の管理にかかる産学での検討、産業界を含めた社会

から評価される人材の輩出する仕組み・取組・实績を、大学評価に位置付け 

 

提言６： トップレベルの人材やグローバル人材の育成 

～異なる刺激ある環境下での人材育成～ 

 

イノベーションを担う人材には、まず基礎的な学問体系が習得されていることが資質と

しての前提であるが、さらに課題の設定力・解決力・俯瞰力等といった応用力が備わって

いることも不可欠である。そのため、大学側では、その教育課程において、体系的な専門

知識の取得の徹底化とともに、そういった応用力育成を図る内容を盛り込むことが要求さ

れている。そうした大学の動きを支援するためには、産業界側においては、教育課程の改

善に真摯に取り組んでいる大学を評価し、当該大学からの採用を積極的に行って、また、

そこで育成された人材にかかる情報を大学側にフィードバックするなど、人材の育成と評

価の好循環の実現が今こそ必要である。 

さらに、イノベーション創出の条件としては、異分野・異領域の融合が重要であるとも

される。若手研究者の段階から、異なる環境・文化の下で、異なる考えを有した人材との
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出会いを促進するため「トラベリング・エリート」を支援するための仕組みが重要である。 

 

＜今後の取組例＞ 

○外国・外国人との交流深化 

若手研究者の海外への武者修行を支援する制度 

２１年度補正予算（文部科学省、３００億円）※今後５年間で１．５～３万人の留学支援 

・若いうちから外国人と切磋琢磨する機会の創出（アジア人材３０万人計画との連携） 

○産学官による人材流動化促進 

産総研の企業研究者を活用した共同研究： ２１年度補正予算 ２０億円 

 

提言７： 次世代の産業技術を担う高度技術人材の育成・再教育 

～切れ目ない人材育成システム～ 

 

人材は、産業技術の発展に最も不可欠な要素であるとされる。しかしながら、現下の厳

しい経済危機に伴い、産業界では技術人材の雇用維持が深刻な問題となっている。これら

の人材を独立行政法人、大学、高専等を活用することにより、異分野との共同研究を通じ、

更に高度な能力を有する人材に育成することが必要不可欠である。 

特に地方においては、中小企業技術者養成などの人材育成こそ、産学連携の成果として

最も望まれているものともされている。大学等の高度な技術を移転するには、受け手の中

小企業に人材が必要であるからである。既に、ある先進的な地域においては、中小企業を

中心とする産学官連携により人材育成に取り組むところもあるが、今後、そうした動きを

地域の独自性に合致した形で広く全国に拡大していくことが求められる。具体的には、地

域の中核的な中小企業が地元の大学・行政と連携し、当該地域の産業・技術特性に合致し

た教育プログラムを開発する際に国や地方自治体が支援を行うことや、また、既に他の地

域で開発されている優れた教育プログラムの横断的な利用促進などに対する国の支援が

有効である。 

一方、地方において更に産学連携を推進するためには、地域と大学、産業界と大学の間

で連携を支援できる能力をもった人材の育成・配置が不可欠である。地方に、そのような

人材を呼び込むためには、そうした人材が活躍するポストへの評価・社会的地位を高める

ことが必要であろう。 

 

＜今後の取組例＞ 

○産学官による人材流動化促進 

産総研に企業研究者を移籍した形の共同研究： ２１年度補正予算 ２０億円（再掲） 

○地域の研究機関、公設試、高専等において特色ある研究人材の育成・雇用の支援 

地域で必要な研究人材・支援人材の育成・雇用の支援事業： 平成２１年度補正予算：６億円 

○地方自治体と大学による企業研究者の再教育の实施 

○グローバルな観点でのアジア人材の日本での教育、活躍の場確保（今後、理系アジア

人材育成教育の可能性検討）  
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② 博士人材、ポスドク人材の活躍促進  

 

提言８： 博士人材・ポスドク人材の産業界での活躍 

～博士人材と企業がお互いに知り合う機会の増～ 

 

大学院の博士課程においては、ますます実践的な能力を向上させることが求められてお

り、そのためには、より実践的な内容のカリキュラム及びより実践的な体験を模擬できる

インターンシップの充実が不可欠である。 

最近、このような動きは一部で進捗があるが、さらに産業界と教育界の協働による人材

育成プログラム開発を進めていく必要がある。企業側では、実際の博士課程教育に対する

理解と関わり（具体的な要求）を強めるとともに、博士号取得人材の採用拡大・有効的な

活用が求められる。一方、大学側においては、教員の意識改革・博士課程への教育スキル

向上を図るとともに、従来の一研究室内に限られた研究指導で留まることなく、横断的な

コースワークの実施といった複眼的かつ幅広い視野を有する人材教育が求められる。 

 

＜今後の取組例＞ 

○産総研イノベーションスクール等を通じた、正規就業を目指した、ポスドクのスキル

アップ及び企業とのマッチング事業 

「産総研ポスドク等支援事業」、２０年度２次補正：（１０億円、２００人）、 

２１年度補正予算案：２１億円（約４００人） 

イノベーション人材：産業技術人材育成支援事業で本年度から育成コース実施 再掲 

○米国型博士課程教育システムの分析、我が国への導入の仕組みの検討 

 

 

③ 将来の理工系人材の充实に向けて ～若者の工学離れの払拭～ 

 

提言９： 若者の工学離れの解消 

～未来を背負う人材の育成～ 

 

現在、大学の工学系に進む学生は減尐傾向にあり、将来、我が国でイノベーションを支

えることが期待されている人材の縮小は深刻な問題である。工学系に進む学生が減尐して

いる背景として、工学系の職種において給与・待遇が重視されてない、工学系を選んだ際

の将来のキャリアパスが不明確である等の理由が、若者に「工学離れ」を誘起していると

もされる。 

既に、この問題・現象について高い意識・関心を持つ先進的な地域においては、小中高

校及び大学の各教育課程における若者と、その若者を取り巻く保護者・社会をも巻き込ん

で、理工系の進路と教育への関心を高めるために、様々な取組を行っている。 

今後、こうした各地域での単発的な取組を、より「社会に見える形・インパクトある形」
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で広域的・全国的にまで広げていくことが重要である。特に、児童・学生に対して、理科・

算数・数学に関心・好奇心を維持させ、また、理工系人材が社会でどのように活躍してい

るかの理解を促すには、社会人講師の活用等を進めていくことが重要である。一方、必要

な地域・時期に、適切な社会人講師を派遣していく仕組みを実現するためには、産業界・

大学・行政（国・教育委員会など）の連携が重要である。今後、これら産学官に加えて、

理工系教育の問題に関心を有する他の関係者（学協会、ＮＰＯ）との連携も深めて、関係

者間が密に連絡・連携できる体制の整備が重要である。11 

 

＜今後の取組例＞ 

○工学離れの分析の強化（要因、対策）  

・理工系人材の大学・産業界での需給や人材育成の取組等を、長期的な視点から効果

分析するためのデータベースの整備 

○工学離れの具体的な対策 

・初等中等教育における理科系教育の充实化に向けた取組み（産業人講師派遣数の増

加、地域において教育側と産業側をとりなすコーディネータの設置等） 

・産業界、教育界、政府が連携・協力して、理工系人材のキャリアパスやビジョンを

社会に示し、働きかける、横断・持続的な仕組みの構築 

 

 

④ 多様な人材の活用に向けて（女性、外国人、シニア等） 

 

提言１０： 女性や外国人・シニア等の多様な人材の活用 ～再出発の機会創出～ 

      

我が国では人口減尐の時代が到来しているが、今後、特に地方において、労働人材の需

給の逼迫が予想される。その中において、イノベーションを支える優秀な理工系人材数を

維持・確保するためには、上記で述べた将来の人材としての児童・学生に対して理工系の

興味・関心を維持する対策に加えて、現在の産業界での活用が不十分とされる女性人材、

外国人人材、退職者（シニア人材）についても積極的に活用していくことが必要である。 

さらに、我が国においてイノベーションを創出する観点からは、ものづくりとは関係の

ない業種の社会人やものづくりに関係ある業種からの離職者の再教育によって、職の転

換・人材の流動化を図ることは、個人・組織の中で異分野・異知識の融合を促すことにな

り、有効である。 

その能力や知見・経験を最大限活かしていくような環境作りや、人材の多様化にかかる

先進的なモデル事業の横展開を図るような支援が重要である。 

 

＜今後の取組例＞ 

                                            
11 さらに最近、就学前の幼児期における教育や自然との触れあいなど環境がその後の精神面や創造力の成長に重要な要

因であることが、脳科学の分野で立証されつつあるなど、今後、初等教育前の教育・環境の整備についても注目していく

必要がある。 
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○人材の就業への意欲・能力の向上促進 

産総研イノベーションスクール等を通じたマインドチェンジ（受講側、共同研究实施

側双方での） 

・地域の大学に加えて、地域にある高専や公設試を、女性・外国人・シニア人材及び

社会人・離職者の再教育の場としての活用 

○組織長の指示・指導による、優遇制度を付しての、女性研究者の登用支援 

 

 

（３）地域経済の活性化と大学の機能・期待 

（大学の地域への貢献と新たな機能への期待） 

 

提言１１： 地域における中小企業との連携の活性化 ～地域単位の機動的な連携～ 

 

一部の地方では、大学とその地域の中小企業が連携して人材育成センターを学内に設置

し、優秀な院生を各企業に長期派遣し高度な専門人材を育成する永続性あるプログラムの

展開や、大学と各地域の公設試験場や国立高専との連携も強めて地域の産業界（主に、中

小企業）の技術課題の解決を図る取組など、地域が必要とする課題（人材・技術）につい

て、当該地域内において大学と産業界（中小企業）との連携が強化されるケースも見られ

はじめている。今後、このような取組が国内に普及・浸透すべく情報発信を行いつつ、大

学がより地域・産業と密着していけるよう、受け入れ体制の改善にかかる制度の整備が必

要である。 

 

＜今後の取組例＞ 

○地域のニーズに対応する教育の实現に向けた改革 

・地域の産学官の協働による地域ニーズに合致した教育プログラムの開発、实践 

・中小企業が共同研究に取り組みやすくするための大学等の受入れ体制の改善の实施 

・ＭＯＴプログラムを活用した中小企業の経営人材育成 

○地域における中小企業の姿勢のあり方 

・待ちではない、攻めの産学連携（中小企業アドバイザーによるご用聞きから提案） 

・地域中小企業との共同研究、インターンシップ、教員の人事交流等を通じた、学生

への中小企業の魅力発信 

・中小企業による高度技術人材の雇用促進（例：「１社１博士プロジェクト」） 

・地方自治体による中小企業と大学との橋渡し（例：福島モデル） 

・中小企業への協力を評価する大学のシステム（例：福井大学のポイント制度） 

・特許にならない様々な工夫の实用化に向けた技術移転（例：医療関連機器） 

○地域における公設試、高専の在り方 

・公設試の広域化による対応能力強化 

・公設試の知見を国の政策への反映 

以上 
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（補足１） 

 

 

産学連携小委員会の開催状況、会議のタイトル 

 

 

※今回のとりまとめにかかる範囲について 

 

第 ８回 平成２０年１１月２５日 「産学連携の課題と今後の方向性」 

 

第 ９回 平成２１年 １月２２日 「人材育成Ⅰ」 

 

第１０回 平成２１年 ２月２６日 「人材育成Ⅱ」 

 

第１１回 平成２１年 ４月 ９日 「成果の出せる産学連携機能強化 

／経済社会ニーズと大学の機能」 

 

第１２回 平成２１年 ５月２７日 「中間取りまとめ」 
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（補足２） 

 

 

産業構造審議会 産業技術分科会 産学連携推進小委員会 委員名簿 

 

 

委員長 中村 信一  金沢大学学長  

有賀 早苗  北海道大学副理事・教授 

有信 睦弘  株式会社東芝顧問       

池上 徹彦  文部科学省宇宙開発委員会委員    

請川 孝治  和歌山県工業技術センター所長    

笠木 伸英  東京大学大学院工学系研究科教授 

日本学術会議会員     

川口 清史     立命館大学総長      

久間 和生     三菱電機株式会社上席常務執行役  

久村 春芳     日産自動車株式会社フェロー 

(テクノロジーインテリジェンス担当）   

河野 伊一郎    独立行政法人国立高等専門学校機構顧問   

佐竹 弘      産学連携学会会長      

佐野 睦典     イノベーション・エンジン株式会社社長   

宝田 恭之     群馬大学大学院工学研究科教授    

坪田 一男     慶応義塾大学医学部教授     

土井 尚人     株式会社ヒューマン・キャピタル・マネジメント 

代表取締役社長 

株式会社イーベック代表取締役社長   

西山 徹      味の素株式会社技術特別顧問    

経団連産業技術委員会産学官連携推進部会長 

布村 成具     新潟工科大学学長 

原山 優子     東北大学大学院教授     

平田 正      協和発酵キリン株式会社名誉相談役   

府川 伊三郎    旭化成株式会社顧問     

前田 裕子     東京医科歯科大学技術移転センター長   

牧野 圭祐     京都大学産官学連携本部長    

三木 俊克     山口大学学術研究担当副学長    

村上 敬宜     九州大学理事・副学長     

水素材料先端科学研究センター長 

川 学      毎日新聞科学環境部副部長 

                                                      

（以上 ２５名） 


