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１．背景・目的 

 1998 年に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

（TLO 法）が、2004 年に国立大学法人法がそれぞれ施行され、大学・研究機関組織内外に産学

連携組織の整備が進められてきた。これらの組織に対する公的な支援も実施され、全国における

産学連携体制の整備は大きく進展した。 

これに伴い、大学等の企業との共同研究件数、特許出願件数、ライセンス件数等の「数」は大き

く増加したものの、１件当たりの共同研究費やライセンス収入は小規模に留まるなどの状況から、

産学連携機能のパフォーマンスを「質」により評価してその向上を図る取り組みが十分ではない

という指摘がある。 

また、承認 TLO 等の産学連携組織が経営的に自立して運営されているものは限定的であり、これ

らの組織に対する補助金も削減又は消滅していく中で、産学連携機能の自立発展性が課題となっ

ている。近年では、産学連携機能により収益を生むことが当初考えられていたほど容易ではない

という見方もあり、産学連携を収益の手段としてではなく大学等が本来有するべき機能としてと

らえ直す動きがあるが、そのような動きの中で、産学連携機能の目標指標を見直し、活動の方向

性を明確化することが重要である。 

以上のような背景に関連し、知的財産推進計画 2011 では、産学双方にとって有効な産学連携を促

進する観点から、知的財産活動に関する指標を含め産学連携機能の評価の在り方を見直すことと

していた。また、第４期科学技術基本計画でも、産学連携の成果を総合的に検証するため、量的

評価を推進するとともに、質的評価を充実し、これらの評価に必要な体制を整備することとして

いる。 

そこで、経済産業省においては、産学連携の意義が見直されつつある中で、我が国の産業競争力

向上の観点から、大学等における研究成果の普及・活用を促進するための、多角的な産学連携機

能評価手法を開発し、その試行を行うことを目的に、文部科学省と連携して平成 23 年度にて「産

業技術調査事業（産学連携機能評価に関する調査）」、平成 24 年度にて「産業技術調査事業（産学

連携機能の総合的評価に関する調査）」を実施した。これらの調査では、多角的な産学連携機能評

価のあり方について検討し、現段階にて評価が実現可能な指標群と評価方法について取りまとめ

られている。 

本事業は、これらの調査結果を踏まえ、産学連携機能評価の本格運用を進めるため、実際に運用・

管理をする上で明らかになる課題を解決し、中長期的な産学連携機能評価の調査を本格的に運

用・管理する仕組みを構築するとともに、拡張性を担保して、別途予定している平成 25 年度産学

連携評価モデル・拠点モデル実証事業（モデル構築事業）の評価検証の結果反映と評価結果のフ

ィードバック等を行うことを目的として実施されたものである。 
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２．事業の概要 

 本章では、本事業の全体に関わる内容について、その概要を示す。 

 

２.１ 実施内容 

 本年度事業において実施した内容は以下の通りである。 

 

（１）システム構築の実施 

 大学における産学連携部門及び TLO 機能を有する機関を対象に、継続的な調査を可能とするた

めの入力・分析ならびに配信の機能の設計・開発・運用を実施した。こうした機能は、（２）の窓

口機能における運営を前提とした設計を行っている。 

 

（２）窓口機能の設置と運営 

 （１）で構築したシステムを用いて、大学における産学連携部門及び TLO 機能を有する機関を

対象に、産学連携機能の評価に関する調査を実施し、その実施に関する窓口機能を運営した。 

 

（３）活用ガイドの策定 

 大学における産学連携部門及び TLO 機能を有する機関での活用を想定し、（２）で実施した調

査による還元情報をもとに、PDCA サイクルに基づく産学連携機能の改善を行うためのガイドブ

ックとして利用可能な活用ガイドを作成し、調査対象機関への配布を実施した。 

 

（４）海外調査機関に対する指標導入へのフィージビリティ調査の実施 

 我が国で開発した産学連携機能評価に関する指標を海外で同様の取り組みを行っている調査機

関に紹介するとともに、そうした調査機関における取り組みの状況や我が国の指標についての意

見、今後の協力可能性等について意見交換を行うためのヒアリング調査を実施した。 

 

（５）検討委員会の設置及び事務局運営と定期連絡会の実施 

 （１）～（４）の内容について、産学連携活動に関して専門的な知見を有する有識者等による

検討を行うための委員会を設置し、その事務局運営を実施した。 

 また、本年度に本事業に関連して実施された産学連携評価モデル評価事業ならびにモデル実証

事業の被採択機関による状況報告や意見交換を行うための定期連絡会を開催するとともに、これ

ら被採択機関による成果を一般向けに紹介する機会として、成果発表会を開催した。 

 

 これらの作業内容の全体イメージを次ページ図に示す。 
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図 ２－１ 平成 25 年度事業の全体イメージ図 
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２.２ 実施体制 

 本事業の実施体制を次図に示す。主たる事業のうち、窓口機能の設置と運営については、これ

までの大学や承認 TLO を対象とする産学連携に関する活動実績を活かすことを考慮し、受託者の

再委託先である一般社団法人大学技術移転協議会が担当した。 

 

 

図 ２－２ 産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業（システム構築・運営実証事業）の実施体制図 
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２.３ 実施スケジュール 

 本事業は以下のスケジュールにて実施した。産学連携機能評価に関する調査を 10 月から 11 月

にかけて実施し、その前にシステム構築を行うとともに、実施結果をもとに国内ヒアリング調査

と活用ガイドの作成に反映した。 

表 ２－１ 実施スケジュール 

 

  

平成25年 平成26年 
作業項目 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

(1) システム構築の実施 

システム要件定義           

システム設計           

システム構築・テスト           
 

システムガイド等作成           

(2) 窓口機能の設置と運営 

窓口機能運営           
 

各機関への調査対応           

(3) 活用ガイドの策定 

活用ガイド作成           

大学等へのヒアリング            

ヒアリング結果の反映           

(4) 海外調査機関に対する指標導入のフィージビリティ調査の実施 

英文資料作成           

 海外調査機関へのヒアリング 

（米国・欧州） 
          

(5) 検討委員会の設置及び事務局運営と定期連絡会等の実施 

検討委員会    ▲  ▲  ▲  ▲  
 

連絡会    ▲   ▲   ▲  

(6) 調査報告書の取りまとめ          ▼

成果報告会の開催          ▲ 

 各作業項目の→部分で実施。▲は委員会等開催時期。▼は成果物納入期日。

調査実施 回収督促等

▲

アポイント等

▲

調査実施
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３．システム構築の実施 

 

３.１ システム要件についての検討 

 本システムに求められる要件についての検討結果を示す。 

 

３.１.１ システム構成 

（１）全体構成 

 本システムは下図に示される構成を有する、クライアントサーバ型のシステムとした。クライ

アントには「管理団体」が利用するものと、「協力機関」が利用するものの 2 種類を設定している。 

 

図 ３－１ システムの概要 

 

（２）システムの運用・利用に関する関係者 

 本事業で実施する実証実験において、本システムの運用・利用に関する関係者として定義した

内容は次表の通りである。 

表 ３－１ システムの運用・利用に関する関係者の一覧 

協力機関 

組織数として 低 70～ 大 800 を想定。各組織のユーザに相当するのは、

大学およびその知的財産を扱う組織に属し、本事業で実施するアンケート

調査に協力して回答を作成・送付する担当者である。本システムのクライ

アントを用いて回答をサーバに送信するとともに、集計結果をサーバから

ダウンロードして確認する。管理団体から機関毎に異なる ID とパスワー



 

 9

ドが提供され、これを用いてサーバにアクセスする。 

管理団体 

原則として 1 組織のみ。協力機関へのアンケートの回答依頼、回収した回

答の集計、配信する結果の作成等の作業を行う。サーバ上のデータベース

に保存されているすべてのデータの参照、修正、削除の権限を有する ID

とパスワードを用いる。なお本事業で実施する実証実験において、サーバ

の運用に関する作業は行わないが、将来的には本システムの運用主体とな

る可能性がある。 

クラウド事業者 当社との契約のもとで、サーバ機能を提供する。 

システムベンダ 
本システムの開発を担当する。これには実証実験実施に先立ち、実証実験

環境を用いて行う総合テストを含む。 

当社 
サーバの管理者権限を有する。実証実験中のサーバの運用主体として、ト

ラブル対応、脆弱性対応等の作業を行う。 

 

（３）システムの実装環境 

 それぞれ次表の通りとした。 

 

表 ３－２ システムの実装環境 

サーバ 

クラウド事業者が提供するハードウェア上に実装する。 

将来的にコストをできるだけ抑制して本システムを運用したいというニーズが

あることを考慮し、すべてオープンソースソフトウェアで構築する。 

同様に、将来的にオンプレミス環境での運用の可能性があることを考慮し、ク

ラウド事業者が提供するプラットフォーム等には極力依存しない構造とする。

クライアント 
Microsoft Excel 2003 以降（Macintosh においては 2004 以降）と Web ブラウ

ザが動作する環境。 
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３.１.２ システムの利用形態 

 本システムの利用形態として、３つのユースケースを定義した。 

 

（１）指標入力機能 

 入力における本システムの利用イメージを次図に示す。本システムでは単に入力作業を受け付

けるだけでなく、異常値の警告や入力すべき値の説明等、入力のアシスト機能を提供している。 

 なお、指標データサーバへアップロードされるデータは、表計算ソフト（Microsoft Excel（以

下、「Excel」という。））のワークシートからの出力機能と同様、CSV 形式にて送信される。 

 

 
 

図 ３－２ 入力における本システムの利用イメージ 
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（２）データの一元管理機能 

 データベース上でのデータの管理構造を次図に示す。レコードにおける有効項目は協力機関毎

に異なっても運用可能である。こうした項目は将来的に変更される見込みであるため、こうした

変更に対応した設計とした。 

 

 

図 ３－３ データの管理構造案 
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（３）帳票（シート）出力・配信機能 

 入力におけるシステムの利用イメージを次図に示す。出力用のデータは、CSV 形式で管理団体

及び各機関が操作する表計算ソフトのワークシート上に送られ、ワークシート上にあらかじめ用

意されたグラフに反映される。なお、情報の配信方法としては、結果のダウンロードのほか、将

来的に各機関を対象とするメールマガジン等の媒体を通じて行うことも想定している。 

 

 
 

図 ３－４ 出力・配信における本システムの利用イメージ 
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３.１.３ セキュリティ対策 

 本システムにおける情報セキュリティの確保のため、次図の対策を講じている。 

 

 

図 ３－５ 本システムにおける情報セキュリティ対策 

 

 個々の対策の詳細を以下に示す。 

（１）クラウド利用による高稼働率の確保 

 クラウドの利用は専門家によってシステムが運用されることもあり、管理団体において物理的

なサーバを管理する場合と比較して可用性の点で有利である。また、機密性を高めるオプション

の利用や、信頼できる事業者の選定等を通じて、機密性や完全性の面でも効果を得ることが可能

である。 

 

（２）表計算ワークシートへの電子署名による偽造検知 

 システムでは簡便な操作性を実現するために、表計算ソフトのマクロ機能を利用して、データ

の送受信を行った。このとき、マクロ機能はかつてコンピュータウイルスの実装手段として悪用

されたことがあるため、一般的なセキュリティ設定のもとで表計算ソフトを利用する場合、電子

署名が付加されていない、マクロを含んだワークシートを開こうとすると警告が表示される仕組

みになっている。そこで、本事業で実施する調査において、各回答機関に配布するワークシート

には電子署名を付加したものを配布することで、利用者が警告表示に煩わされることを防ぐとと

もに、悪意の攻撃者による調査を装ったなりすましの検知を容易にした。 

 

（３）HTTP Secure プロトコルによる通信内容の漏えい防止 

 回答を記入したデータをクラウド上のサーバに対して送付したり、サーバから分析結果をダウ
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ンロードする場合、SSL（Secure Socket Layer）を通じた HTTP Secure プロトコルを用いて通

信することで、データの暗号化を行う。これにより、インターネットを経由した通信を行う場合

でも情報漏えいを防止することができる。 

 

（４）利用者認証における不正検知 

 サーバに対するデータの送受信に際しては、機関ごとに異なるユーザ ID とパスワードを用いて

利用者認証を行う。これにより、関係者以外によるデータへの不正アクセスを回避するとともに、

機関相互でのデータの混在を防ぐ。 

 

（５）データベースのオペレーションログ／アクセスログの記録による不正検知 

 クラウド上のデータベースに対して、その操作と外部からのアクセスに関するログ（オペレー

ションログ、アクセスログ）を常時記録するようにした。 

 

３.２ 構築したシステムの仕様と実装内容 

 構築したシステムの仕様を付録１のシステム仕様書に示す。 

 システムはコストと信頼性を勘案し、次表に示す製品・サービスにて実装した。 

表 ３－３ 構築したシステムで利用している製品・サービス 

入出力インタフェース Microsoft Excel 2003 以降（マクロ機能利用） 

調査票の電子署名 thawte コードサイニング認証（VBA） 

クラウドコンピューティング 
サービス 

さくらインターネット VPS（v3）4G 

SSL 電子証明書 GMO グローバルサイン クイック認証 SSL 

 

３.３ 調査における利用経緯 

 構築したシステムを用いて、各関係機関は下表に示すような機能を利用した。 

表 ３－４ システムの利用内容 

調査対象機関 

・認証用 ID の管理（パスワード変更等） 
・調査票ダウンロード 
・調査票アップロード 
・評価シートダウンロード 

窓口機能運営機関 
・認証用 ID の発行、再発行 
・ダウンロード状況の把握 
・回答状況の把握 

システム運営機関 
（受託者） 

・システムトラブルの発生状況の把握 
・セキュリティトラブルの発生状況の把握 
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３.４ システムガイドの作成 

 窓口機関において必要な操作を行うための手順を、システムガイドとしてとりまとめた。以下

にその項目を示す。 

表 ３－５ システムガイド構成 

1. 操作環境設定 

1.1 クライアント PC の準備 

1.2 アプリケーション上の準備 

2. ユーザ管理 

2.1 初期登録 

2.2 運用管理 

3. 主要機能の利用方法 

3.1 調査票配布機能 

3.2 回収データ集計 

3.3 評価シート配信 

3.4 ログファイルの参照 

4. トラブル対応 

 

３.５ 課題と解決策 

 本年度の運用を通じて生じた課題と解決策について、下表に整理する。 

表 ３－６ システム運営上の課題と対応 

課題 解決策 

当初ダウンロード用に用意した調査票に集計機能

の不具合があり、ダウンロード済み機関に連絡し

て再ダウンロード作業をお願いする結果となっ

た。 

今後は事前テストに十分な時間をかけるととも

に、テスト実施を容易にするための、テスト用デ

ータの入力ツールを用意することとする。 

各機関のネットワーク環境やセキュリティ設定に

より、アップロード機能を利用できない機関が存

在した。 

電子メールへの添付にて回答できるようにするこ

とで、回答機関の多様なに対応した。 

回答機関が意図的にゼロを消去して、無回答であ

る旨を表示していたケースがあったが、初期の集

計プログラムではこうした入力を識別できなかっ

た。 

次回調査においては、予め無回答を明示的に入力

できる仕様とする。 
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４．窓口機能の設置と運営 

４.１ 窓口機能の運営体制 

 本年度の産学連携機能評価に関する調査の実施に際しては、前述の通りこれまでの大学や承認

TLO を対象とする産学連携に関する活動実績を活かすことを考慮し、受託者の再委託先である一

般社団法人大学技術移転協議会（以下、「UNITT」という。）が担当した。一方で、システムを使

った調査の実施に際しては、UNITT のみで対応することが困難な場合も想定されることから、受

託者であるみずほ情報総研がシステムサポートの立場からこれを補う体制とした。両者の役割を

下表に整理する。 

表 ４－１窓口機能における関係機関の役割 

機関名 おもな役割 

一般社団法人大学技術移転協議会 
（UNITT） 

・調査対象機関への協力依頼 

・調査実施方法の連絡 

・調査内容に関する問い合わせ対応 

・回収の督促 

・回答内容に関する回答機関への確認 

・評価シート還元に関する連絡 

みずほ情報総研株式会社 

・調査票作成とシステムにおける対応 

・システム利用上の問い合わせ対応 

・調査結果に基づく評価シートの作成 

 

４.２ 窓口機能として提供した内容 

 今回の調査実施にあたり、窓口機能として提供した内容は以下の通りである。 

（１）調査票記入要領の策定 

 指標入力における記入要領を策定した。 

 

（２）調査票の配布 

 委託者が提供するシステムを通じて、調査対象機関への調査票の配布を実施した。 

 

（３）問い合わせ対応等 

 （２）の実施に当たり、各機関からの問い合わせ対応、回答内容の確認を実施した。今回問い

合わせのあった内容を次ページ表に示す。 
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表 ４－２ 問い合わせ事項一覧 

日時 質問者 質問内容 回答 

10 月 4 日 大学 

(1-6)共同研究毎の担当教員数は分かるが、

重複しているかどうかを区別することが難しい。

共同研究に携わる教員数の合計で回答しても

よいか。 

携わる教員の実数を回答する趣

旨であるが、難しいのであれば今

回は共同研究毎の研究者の合計

で回答するように依頼した。 

10 月 7 日 大学 

(III-1)一般的業務従事者については、技術移

転に関する専門的業務に従事するのみを対

象にするとあるが、これは専門的業務従事者

の定義ではないか。一般的業務従事者とは何

かが分からない。 

一般的業務従事者とは一般の事

務職員のことであり、その人件費

について記入するように依頼した。

10 月 10 日 大学 
(I-3) 研究者のうちに非常勤の研究者は入れ

るのか。 

非常勤の研究者も含めてよいが、

単なる補助者や教育目的での研

究者は含めない旨を回答した。 

10 月 10 日 大学 
(I-4) 奨学寄附金に関して、後援会は含むの

か。 

単なる大学の後援会ならば含めな

いが、研究の側面支援の機能をも

った後援会なら含めるよう依頼し

た。 

10 月 11 日 大学 
(IV-2)共同研究相手の企業に就職が内定して

いる学生を入れるのか。 

年度中に就職した学生の数なの

で、就職の内定した在学中の学生

は含めないよう依頼した。 

10 月 17 日 大学 

(II-3)有償技術移転契約件数の中に、秘密保

持契約の案件を入れて良いか。そうでないと

契約ベースではゼロになるが、それでもよい

か。 

秘密保持契約は技術移転の契約

でないので含めないよう依頼した。

10 月 17 日 大学 

(III-1) 一般的業務従事者の定義だと専門的

業務従事者のことになる。一般的業務従事者

とは何かを説明してほしい。 

一般的業務従事者とは一般の事

務職員のことである旨を回答した。

10 月 18 日 大学 (III-1) 同上 同上 

10 月 18 日 承認 TLO 

(II-6, II-9) 共同研究に企業が入っているが、

資金はすべて国から出ているものは対象に含

まれるのか。 

企業から資金が出ていない共同

研究は回答対象から外すように依

頼した。 

10 月 21 日 大学 
(III-1)従事する職員の人件費について、 企業

の出向者の費用はどのように計上するのか。 

出向者の人件費は企業が負担し

ていることが多いと見込まれるが、

一部でも大学が負担した費用があ

ればそれを加算するよう依頼した。

10 月 23 日 大学 
(I-2) 治験に関して、文科省の産連調査では

継続も件数に含めているが、それで良いか。 

治験数については、文科省の産

連調査の定義に揃えるよう依頼し

た。 

10 月 24 日 承認 TLO 

(II-6, II-9)すべての資金が国から出ている共

同研究を含めて回答したいと考えているがよ

いか。 

承知した旨を回答した。 

10 月 24 日 承認 TLO 
(II-3)現時点で入金されていない有償契約は

件数に含めるのか。 

年度内に有償契約として成立して

いるのであれば、実際に納入が行

われていなくても件数に含める旨

を回答した。 

10 月 28 日 大学 
(II-9)譲渡した案件の売り上げが大学では分か

らないがどうするのか。 

分かる範囲で記入し、譲渡案件に

ついては分からない旨と備考欄に

記入するように依頼した。 

 



 

 18

日時 質問者 質問内容 回答 

10 月 28 日 大学 
アンケートの回答はどんな形で公表されるの

か。 

回答機関に結果のレーダーチャ

ートや散布図の形でも還元するほ

か、大学が特定できない形で経産

省の報告書等で集計結果が公開

される予定であると回答した。 

10 月 28 日 大学 

(II-3)個々の契約に含まれる権利数は分かる

が、重複を除いた権利数がどの程度になるか

を明らかにするには詳細な調査が必要となる

がどうすればよいか。 

今回は重複してもやむを得ないの

で、契約に含まれる権利数の合計

を回答するように依頼した。 

10 月 29 日 大学 

(IV-1) 公表された論文数は分かるが、その論

文が共同研究によるものかどうか分からないが

どうすればよいか。 

共同研究の成果として出された論

文と分かる件数を回答するよう依

頼した。 

10 月 29 日 大学 

(IV-3）自部門では、学生の就職がその企業と

の共同研究によるものかどうか明らかでないが

どうすればよいか。 

共同研究していた企業への就職と

分かる人数を回答するように依頼

した。 

10 月 29 日 大学 
(III-1）従業職員に関して、設問に人数の欄が

無いが金額だけで良いのか。 

今回は人数を尋ねていない。金額

のみでよい旨を回答した。 

10 月 30 日 大学 (Ⅲ-1) 同上 同上 

10 月 31 日 大学 
(Ⅲ-1) 一般的業務従事者の定義範囲が分か

らない。どの範囲になるのか。 

産学連携に係る部門の全体が対

象である旨を回答した。 

11 月 6 日 大学 

(IV-3)平成24年度以前に共同研究（相手は企

業に限らない）に参加した学生のうち、平成 24

年度に学位を取得した者、との理解でよいか。

24 年度に学位を取得した学生が

対象であって、共同研究が年度内

の実施である必要はなく、社会人

学生も含む旨を回答した。 

11 月 6 日 大学 

(IV-5)国際規格（IS）はどのような国際標準化

機関でも定めることが可能か。 

(IV-4)に記載されている ISO、IEC、ITU 以外で

も、CEN や IEEE 等でも可能という理解でよい

か。 

(IV-5)の質問は(IV-4)を引き継い

でおり、「その他の国際標準化機

関」も含めて回答するように依頼し

た。 

11 月 6 日 大学 
(設問Ⅳ)での「共同研究」は相手方による経費

負担の有無は問わない、との理解でよいか。 

大学が費用をすべて負担している

研究を除き、企業が入っていること

が共同研究の必要要件であり、費

用に関して国や自治体等の資金

のみからなる研究も含める旨を回

答した。 

 

 

（４）回答機関への確認 

 特異な値に対する機関への問い合わせを実施した。 

 

（５）海外最新情報の収集 

 昨年度事業の結果、国際比較可能であるとした指標について、各国機関からの 新情報を収集

した。実施内容の詳細を本書付録７に示す。 
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（６）モデル構築事業採択機関への活用ガイドに関するヒアリング調査 

 モデル構築事業の採択機関からの情報取り込みを行った。実施内容の詳細を本書６．２（3165

ページ）に示す。 

 

（７）評価シートの還元 

 収集した指標より生成される評価結果を各機関へフィードバックする。 

 

（８）産学連携機能に関する全体パフォーマンスの還元 

 調査結果をもとに、産学連携機能に関する全体パフォーマンスの概要について報告を実施した。 

 

（９）課題・問題点の抽出及び対応策の検討 

 窓口機能の本格運用を実施した結果における課題点を９．２（65 ページ）のように抽出し、そ

れぞれ対応案について取りまとめた。 
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５．産学連携機能に関する全体パフォーマンスの分析 

 本年度実施した産学連携機能評価に関するアンケート調査の結果をもとに、我が国全体の産学

連携機能に関するパフォーマンスの分析結果を示す。なお、本年度の調査によるアンケート調査

票の発送と回収の状況は次表の通りである。 

５－１ アンケート調査票の発送と回収の状況 

タイプ 
1：大学産学連

携部門 

2：大学産学連携

部門・TLO 一体型

3：単独型 

TLO 

4：広域型 

TLO 
合計 

送付 76 17 6 15 114 

回収 
57 13 6 10 86 

75.0% 76.5% 100.0% 66.7% 75.4% 

 

 本年度利用する指標の一覧を巻末の別表１に、利用した調査票を付録４にそれぞれ示す。 

 

５.１ 主要指標に基づく国際比較 

 回答内容をもとに、我が国全体における産学連携機能の実態として、特許出願、知的財産権の

技術移転、共同・受託研究、大学発ベンチャー起業の４種類の活動について、定量的指標に関す

る件数や金額を合計し、海外主要国の活動状況と比較した結果を表５－１及び図５－１に示す。

我が国の産学連携機能は、特許出願及び共同・受託研究においては相対的に活発であるが、技術

移転やベンチャーに関しては不十分な傾向が観察される。図５－１では、特許出願件数を基準と

して比較を行っているため、こうした傾向を有する日本のパフォーマンスは低く表示されている。 

表 ５－２ 産学連携機能に関するパフォーマンスの国際比較 

 

特許出願 

件数 

知的財産権

の技術移転

契約件数 

知的財産権

の技術移転

契約収入 

（百万ドル）

共同・受託研

究契約件数

共同・受託研

究契約額 

（百万ドル） 

大学発ベンチ

ャー起業数 

日本(2012) 9,669 2,966 21.6 25,584 1,562 80 

日本：単願(2012) 3,567 2,165 15.5 25,584 1,562 80 

米国(2012) 14,224 4,284 2,600.0 - 4,100 705 

イギリス(2010) 2,256 5,082 44.67 28,576 1,245 268 

スイス(2010) 187 159 8.00 2,285 335 34 

オーストラリア(2009) 382 139 71.78 6,949 830 24 

デンマーク(2010) 95 96 7.65 2,737 - 11 
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図 ５－１ ３種類の指標に関する国際比較 
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５.２ 全体パフォーマンスの指標別分析 

 アンケート結果をもとに、回答のあった機関の合計による産学連携機能のパフォーマンスに関

する分析結果を示す。なお、今回の分析対象はいずれも平成 24 年度における活動である。 

 

（１）特許出願における出願者の構成比 

 アンケート調査対象機関より出願された特許について、その出願者の構成を分類した結果を図

５－２に示す。このうち、「企業を含まない共願」とは、公的研究機関や他大学との間でのみ共願

したものを示し、共願件数のうち産学連携活動にあてはまらない出願数を識別するために調査を

実施したものである。これによると、企業を含まない共願は、 大でも 2 割を超えることはない。 

 

図 ５－２ 特許出願の出願構成に関する比率 

（２）特許収入の構成 

 次ページの図５－３に、特許権に関する実施許諾及び譲渡を通じて調査対象機関が得た収入の

構成を示す。これによれば、収入の大半はイニシャルロイヤリティ及びランニングロイヤリティ

であり、株式売却による収入については、新株予約権の権利行使を含めても実績が存在しない。

一方、特許として登録された技術の海外への提供も、量的には少ないものの着実に発生している

ことが示されている。 
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図 ５－３ 特許収入の構成 

（３）特許権以外の知的財産権やその他技術移転による収入の構成 

 特許権と同様に、特許権以外の知的財産権やその他の技術移転による収入の構成を整理した結

果を図５－４に示す。これによれば、収入として発生している内訳は、有体物（マテリアル）や

ノウハウの提供、及び著作権によるものが中心となっている。特許権と異なり、技術移転は実施

許諾によるものが多い。また、有体物（マテリアル）については、海外への提供も盛んに行われ

ている。 

 

図 ５－４ 特許以外の知的財産権やその他技術移転による収入の構成 
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（４）産学連携機能による収入に関する分野別比較 

 共同・受託研究及び特許権の実施許諾・譲渡による収入に関して、分野別の内訳を比較した結

果を図５－５に示す。これによると、実施許諾はライフサイエンス分野で多く、譲渡は環境分野

とナノテクノロジー・材料分野で多くなるなど、技術移転の方法は分野によって異なる傾向を示

していることがわかる。 

 

 

図 ５－５ 産学連携機能による収入に関する分野別比較 

 

（５）特許出願件数と実施許諾及び譲渡との相関性に関する分析 

 調査対象年度における特許出願件数と、登録済み特許権の実施許諾・譲渡の権利数及び収入に

ついて、回答機関の傾向を散布図に整理した結果を図５－６及び図５－７に示す。これによれば、

実施許諾・譲渡の権利数に関しては、権利数の実績が 100～200 件の機関における特許出願件数

に幅があり、出願した特許を効率的に実施許諾・譲渡につなげているグループとそうでないグル

ープがあることが観察される。一方、収入に関しては、実施許諾及び譲渡による収入が極端に多

い機関と、それ以外の機関との差が大きくなっている。 
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図 ５－６ 特許出願件数と実施許諾及び譲渡の権利数との関係 

 

図 ５－７ 特許出願件数と実施許諾及び譲渡収入との関係 

 

（６）共同・受託研究契約件数と特許出願件数及び実用化件数の相関性に関する分析 

 調査対象年度における共同・受託研究契約件数と、特許出願件数、及び共同・受託研究成果の

実用化件数について、回答機関の傾向を散布図に整理した結果を図５－８及び図５－９に示す。

これによれば、共同･受託研究契約件数と特許出願件数は相関関係にあり、共同･受託研究が特許

出願に結びついていることが観察される。一方、共同・受託研究成果の実用化件数については、

全体的には相関性が認められるものの、例外的な特徴を有する機関も多く、契約件数が多いほど、

実用化件数も多いとは言えない。本結果より、共同・受託研究の実用化のノウハウは、件数の多

さに依存するものではないと推察される。 
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図 ５－８ 共同・受託研究契約件数と特許出願件数との関係 

 

図 ５－９ 共同・受託研究契約件数と成果の実用化件数との関係 

 

（７）高額・長期にわたる共同・受託研究の傾向に関する分析 

 契約金額や 1,000 万円を超える共同・受託研究と、3 年以上の長期にわたって実施される共同・

受託研究の契約件数について、共同・受託研究の全体での契約件数の中での傾向を整理したもの

を図５－１０及び図５－１１に示す。これを見ると、いずれのグラフとも相関線は 2 次曲線にあ

てはまるような傾向が示されており、上記（６）で観察された傾向とは異なり、共同・受託研究

契約件数が多い機関ほど、高額・長期の共同研究が多い。これは、高額であったり、長期にわた

る共同・受託研究は、実績の豊富な機関に集中しがちな状況にあることを示している。 
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図 ５－１０ 高額な共同・受託研究契約件数の分布 

 

図 ５－１１ 長期にわたる共同・受託研究契約件数の分布 
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６．活用ガイドの作成 

６.１ 活用ガイドの構成と盛り込むべき内容に関する検討 

 活用ガイドの策定にあたり、求められる内容を明らかにするために、以下の要領にて検討を実

施した。 

 

（１）策定の目的 

 活用ガイドは産学連携組織・大学等が、自らの産学連携機能や特徴を把握し、産学連携活動の

PDCA サイクル による管理を支援するために用いるものである。 

 

（２）利用者と利用目的 

 利用者とその利用目的に関して、次表の内容を前提とする。ただし、策定した活用ガイドの内

容はこの目的以外でも役立つことを考慮したものとなっている。 

表 ６－１ 活用ガイドの利用者と利用目的 

利用者 産学連携組織・大学等の知財管理・技術移転事業を推進、また計画を立案する組
織の責任者とそれをサポートする者 

利
用
目
的 

特徴把握 

目標設定 

・他の産学連携組織・大学等と比較することにより、自機関のポジションや特
徴を把握するとともに、その情報を自機関の知財管理・技術移転活動目標の設
定の参考にする。 

※ポジションや特徴の把握は、各産学連携組織・大学等の産学連携の目的別（①イノベ

ーションの創出②大学等の産学連携活動の方針策定への貢献）、大学の立地（大都市圏・

地方）や学部（理工系・総合）に着目した類型別に把握。 

PDCA サイク
ルを回す 

・効果的に PDCA サイクルを回していく上での留意点を把握することにより、質
の高い産学連携活動を推進していくことが可能となる。 

目標達成 ・各指標、産学連携の目的毎に、自機関の知財管理・技術移転活動目標と実績を
比較することにより、目標達成状況を比較する。 

課題抽出 

解決策検討 

・自機関の知財管理・技術移転活動の方針に照らすことにより、課題抽出に繋
がるヒントを得る。 

・知財管理・技術移転活動の評価の高い各産学連携組織・大学等の取組み事例と
そのポイントを把握することにより、自機関の知財管理・技術移転活動上の課
題解決に向けて参考となる情報を得る。 

PR ・評価シートを用いた効果的な PR 方法を把握することが可能となる。 

 

 

（３）全体構成に関する検討 

 以下の要領にて作成することとした。 

 まえがき： 冒頭で目的、位置づけ、全体構成を示す 

 データ入出力編： データの入出力要領を示す 
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 活用編： 出力結果を活用してポテンシャルや特徴の把握、それを踏まえた課題抽出や課題解

決策の検討を行うとともに、効果的な PDCA サイクルを回す上での留意点の把握、対外 PR

を推進していく上での活用方法を示す。 

 出力は目的別や類型別に行い、その結果を活用できるようにする。 

この流れを次ページ図に示す。 

 

 

図 ６－１ 活用ガイドの全体構成 

 

（４）策定手順の検討 

 効率的な策定の実現のため、以下の手順にて実施することとした。 

 初に、評価機関向けの評価シートを元に活用ガイド(案)を作成する。ガイド(案)の作成にあ

たっては、評価軸の数値改善のための取組みの検討も同時に行う。 

 その後、大学機関等への指標の活用方法等に関するヒアリングを行う情報収集をする。これ

らの結果を踏まえ活用ガイドへの反映を行うこととする。 

この流れを次図に示す。 

 

図 ６－２ 策定の実施手順 
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（５）ヒアリング調査の実施要領に関する検討 

 ヒアリング結果で把握した産学連携活動の取り組み状況を活用ガイドに反映できるよう、ヒア

リング調査は以下の要領にて実施することとした。 

① ヒアリング先 

 以下の条件を満たす 20 機関とした。 

 モデル構築事業の採択機関 

 本年度に収集した指標を活用した評価シートで特徴が確認された機関 

表 ６－２ ヒアリング調査対象機関 

モデル構築・実証事業採択大学 左記大学以外の大学 

京都工芸繊維大学 熊本大学 

電気通信大学 静岡大学 

東京医科歯科大学 東北大学 

東京大学 信州大学 

東京電機大学 九州大学 

東京理科大学 東京工業大学 

秋田大学 東海大学 

大阪府立大学 京都大学 

北見工業大学  

名古屋大学  

山梨大学  

立命館大学  

 

② ヒアリング内容 

 おもに以下の項目について把握することとした。 

 対象機関における産学連携活動の活発化のための取組・ポイント 

 対象機関における産学連携活動の PDCA サイクルの取組の現状 

 産学連携活動の評価を行うための評価指標 

 評価シートにみる特徴とその背景、取組内容 

 評価シートの使い方 
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６.２ 国内ヒアリング調査の実施 

（１）調査の方法 

対象大学の産学連携担当部署宛にヒアリング依頼状とヒアリング項目、対象大学の評価シー

トを事前送信し、現地でヒアリング項目に沿ってヒアリングを実施した。 

 

（２）調査の結果 

 ヒアリングの結果について、項目別にモデル構築・実証事業採択大学とそれ以外の大学に分け

て要点を示すと下記のとおりである。 

調査結果の概要 

項目 モデル構築・実証事業採択大学 左記大学以外の大学 

産学連携活動の活

性化のための取

組・ポイント 

・企業との共同研究活動の促進を目的とし

て、複数企業と包括協定を結び、協定企業

との研究交流会を実施。 

・大学内部の組織は小さく外部とのネット

ワークを活用した活動が特徴。 

・医学系の知財はその取扱いが難しく本学

が幹事校となり医学系の産学連携ネットワ

ーク協議会を組織。 

・本学の産学連携活動の特徴は次の 3 つあ

る。①技術相談、②プロデュース系、③リ

エゾン系。 

・地域の産業活性化のため、県と本学の主

導でＮＰＯも設立した。研究のほか、企業

から研究者を受け入れ人材育成も行う。 

・コーディネーションを担当するプロマネと、

契約等を担当する職員がペアで教員や企業を

訪問している。 

・プロジェクトの進捗状況把握のための「知財

情報ＤＢ」「産学連携情報ＤＢ」のツール整備

を実施。 

・県内１３の自治体・金融機関と包括協定を結

び産学連携研究、商品開発を進めている。 

・大企業と包括連携の締結を結び、研究テーマ

探索から連携を行っている。 

・企業の課題を本学の教員が専門的立場から、

技術指導やコンサルティングをおこなってい

る。 

・ベンチャー支援に力を入れており、全国でも

早い時期に“産学官金”といった金融機関と連

携した活動を続けており、効果が顕在化してき

ている。 

ＰＤＣＡサイクル

の取組の現状 

・ＰＤＣＡを決めて「産学官連携センター

運営員会」を中心に回している（2ヶ月に 1

回開催）。企業のように数値目標は定めて

いない。 

・産学連携本部では、「発明届出件数」、

「知財収入額」などの結果を見て、自己評

価に活用し、次年度の計画に活用（目標値

は定めず）。 

・特許出願件数は年間 20 件程度で、年度初

めに産学連携部門側の体制や予算から割り

出した数値目標を定めている。 

・来年度から、経済産業省の「評価シート」

と同じものを用意して自己評価をおこなう

予定である。 

・リサーチオフィスの年度ごとの活動目標を定

めたものが「事業計画」である。半期に一回チ

ェック、必要な場合見直しを行っている。 

・産学連携の源は研究成果であるが、計画的に

成果が出るという性格のものではなく、数値目

標にすることは難しい。 

・事業計画は、過去のデータを活用するととも

に、分野ごとの新プロジェクトや当初予算を加

味して予算も含めて作成している。 

・産学連携活動に要した費用と入ってきた費用

のバランスを取ることが重要で、全グループで

大化していくことが求められている。 

・産学連携推進本部では、2009 年度までは定

量目標を設定していた。しかし、数値目標を掲
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項目 モデル構築・実証事業採択大学 左記大学以外の大学 

・10 年以上前から PDCA の考え方を取り入れ

活動しているが、数値での管理は行ってい

ない。 

げることにより、数値へのこだわりが生まれ仕

事の質が下がるという現象が顕在化したため、

2010 年度以降は、定量目標から定性目標に変

えた経緯がある。 

評価指標について ・ベンチャー企業数は、企業数は把握して

いるが、実績は情報収集が困難。 

・企業から大きな技術移転案件が 1 件入っ

ただけで数値はがらりと変わる。 

・成果の後追いが難しく共同研究の成果に

より学位を取得した人数は把握ができな

い。 

・定義の捕らえ方が大学によってまちまち

な情報が存在。判断が異なるためその結果

が集まった情報をそのまま使ってよいのか

検討が必要。 

・譲渡した特許の製品売上、数量のデータ

は収集できない。 

・産学連携の効果には経済的側面以外にも

「社会貢献面」もある。その観点からの指

標も増えるとよい。 

・都市の大学と地方の大学では一律の評価

指標では評価できない。 

・通常、企業から一時金をもらう形で落ち着け

ることが多く、実施許諾した特許権を実用化し

た製品･サービスの売上総額を取得することは

難しい。 

・実施許諾の売り上げは、契約で定めている場

合は、企業から毎年報告が上がってくるためデ

ータ収集は可能である。 

・ベンチャーの売上高については、全数を把握

することは困難である。 

・製品の売上高は、製品の関する特許出願する

際に当該技術がどの程度、製品に寄与している

かといった調査を行うが、その精度は感覚的に

なってしまう。 

・論文、就職、学位については、把握が難しい。

論文については、共同研究との関係に限定する

と特定しにくい。 

・産学連携活動はライセンスのみでは計れな

い。ライセンス以前に、共同研究や発明といっ

たプロセスが必要である。 

評価指標にみる特

徴とその背景、取

組内容 

・【技術移転活動のアウトカムへの繋がり

に関する特徴】（詳細分析(3)参照-特許権

以外の知的財産権の実施許諾契約件数（収

入ベース）当たりの特許権以外の知的財産

権を実用化した製品・サービスの売上総額

の高さ） 

→啓発活動により大学教員にソフトウェア

著作権に対する意識が芽生え技術移転がな

されたのでは。 

・【分野別分析】（分野別分析-共同･受託

研究活動が高め） 

→本学の特徴として研究者数が多い。これ

に関係して発明数、論文、出願件数が多い

ことが起因。 

・【技術移転活動の有効性（譲渡）】（詳

細(4)のシート-特許出願件数当たりの特許

権の譲渡権利数（収入ベース）の高さ） 

→共同出願の場合、企業が希望する場合は

できるだけ譲渡する方向で対応することを

基本としている。 

・【技術移転活動の効率性（実施許諾）】（詳

細分析(2)）-「外国企業に対する特許権以外の

知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件

数」 

→発明者本人だけに任せず、組織全体で外部法

律専門家を交えて交渉を進め、適切な条件で契

約締結ができている。 

・【ベンチャー】（詳細分析(13)-「現存する

大学発ベンチャーの売上額／特許出願件数」 

→ベンチャーのアウトカムの指標が高めに出

ているのは、特定の１社の活動によるものであ

る。 

・【技術移転活動の効率性（実施許諾）】（詳

細分析(2)）-「外国企業に対する特許権の実施

許諾契約収入／特許出願件数」 

→外国企業への実施許諾権利数は１社のみの

データである。外国人研究者による韓国企業と

の共同研究の成果である。 
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項目 モデル構築・実証事業採択大学 左記大学以外の大学 

評価シートの使い

方 

・大学のＰＲ、競争的資金を獲得する際の

指標にもなり、大学内部の産学連携活動を

説明する指標としても使える。 

・シートを活用することで自校の悪い部分

がわかることに意味があり、他の各大学と

比較できるようになることも意味がある。

・評価指標を計算方法や回答数を開示して

欲しい。統計的に意味がない数値では読み

違えてしまう可能性あり。 

・単年度の場合、特殊要因に左右されるた

め、経年変化をみたい。 

・他大学の情報は集めにくい。その意味で

は良いデータとなる可能性を持っている。

大学執行部に判断を迫るデータとなる可能

性もある。 

・時系列でみることができるようになれば、本

学の策定する中期計画とあわせて、学内政策評

価用途に活用することが可能となる。 

・一部データの信頼性の問題をクリアしたう

えで、経年変化が把握できる状況になれば、

PDCA に使える可能性はある。 

・今回のデータについては、まず、指標の信頼

性を確保することが重要ではないか。 

・推移データは必須で、連携活動の自立化を促

すことができるのではないか。具体的には、収

入を増やしていくための検討に活用できる。 

・情報の信頼性が担保できれば、PR に活用す

ることができる。企業からみると、どの程度、

研究や産学連携が活発化ということに興味を

示す。 
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６.３ ヒアリング結果の活用ガイドへのフィードバック 

（１）フィードバックの方法 

ヒアリング結果を踏まえて、評価シートにみる特徴が産学連携活動による成果とみられる事

例を抽出して、取組事例としてまとめた。 

 

（２）フィードバックの結果 

18 大学へのヒアリング結果は、活用ガイドの「３．活用編」を中心に以下のようにフィード

バックした。なお、事例の内容は、ヒアリング大学に確認するとともに、大学名を非公開を希

望された大学は、匿名扱いとした。 

◆共同・受託研究活動の事例 

Ａ大学では、「高額な共同・受託研究契約件数／共同・受託研究契約件数」が平均に比べて高くなっている。同

大学では大企業と大学間で研究テーマの探索を行う組織対応型包括連携協定の締結を進めている。Ａ大学のあるプ

ロジェクトにおいては大学からは理・工・農・医学等の研究者だけではなく人文系の知見を盛り込み「新しい社会

価値テーマの創出」を図るために文系研究者が、また大企業からは研究開発部門の研究者だけではなく、製造・営

業・企画部門等の担当者が参加し、連携先企業の研究テーマが固まる前から活動を共にしている。このような取

り組みによって大学のシーズとマッチしたテーマ設定がしやすくなり、大企業との共同研究契約に結び付いてい

る。なお、大企業は研究内容も高度であることから手間もかかり費用が高額になりやすい。 

秋田大学では環境分野において「高額な共同受託契約件数／共同・受託研究契約件数」が平均に比べて高くなっ

ている。同大学では第１期中期目標（21 年度まで）において「環境」と「共生」という課題について独創的な研

究を行うとし、環境分野の研究に注力してきた。また、同産学連携推進機構では、競争的資金獲得のため教員に対

する研究計画調書の作成支援は研究分野を限らず実施しているが、資源・環境・エネルギー分野の研究開発を主体

的に進める政府系機関との人事交流等を戦略的に進めてきたこともあり、職員が過去の経験を活かして資金を出

す審査者側の意図に合致した調書の内容を記載するようにしている。この結果、環境分野での研究の採択率が高

くなり、同時に高額な研究の採択率も高くなっている。さらに、同機構では学内教員に対して研究支援に関するア

ンケートを実施し、分析結果を支援メニューに反映させている。 

東北大学では「高額な共同・受託研究契約件数／共同・受託研究契約件数」が平均に比べて高くなっている。同

大学では現在 20 社・機関とそれぞれ研究開発・人材育成など相互の協力が可能な全ての分野を対象に「連携協力

に関する協定締結」を締結し、先端・基礎分野の共同研究、応用研究、新規事業の創出、教育・人材の育成に取り

組んでいる。 

本連携の一環として、技術交流会を個別企業との間で開催し、双方の研究者同士の情報交換を通じて共同研究

テーマの発掘を図っている。連携先企業の状況を想定して大学の技術シーズを絞り込んで紹介することで共同研

究テーマが生まれやすくなっている。なお、組織的連携先は大企業である。大企業は研究内容も高度であることか

ら手間もかかり費用が高額になりやすい。また、国からの受託研究分も高額な共同・受託研究契約件数に寄与して

いるが、産学連携推進本部では、国の研究プロジェクト情報を学内専用のウェブサイトに随時掲載し情報発信・周

知に努めており、教員が公募に手を上げやすくなるように支援している。 

 

【共同・受託研究契約金額に関する取組事例】 

山梨大学では、【各機関による評価シート】の【全体】で「共同・受託研究活動」がやや高めに出ている。同大

学では以前は、特定の金融機関と連携協定を結んでいたが、他の金融機関、自治体からの希望もあり、全県的な活

動となった。地元金融機関等の支店長を含む人材を「客員社会連携コーディネータ」（226 名）に委嘱し、県内の
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取引企業を訪問しニーズ収集を行う制度を導入している。各所属機関の名刺にも客員社会連携コーディネータで

あることを明記して活動している。本活動の結果、平成 25 年度にコーディネータを通じて大学のコーディネータ

に寄せられた相談は 25 件となった。大学ではコーディネータへの委嘱にあたり研究シーズ集の配布、研究内容の

紹介を行い大学の取り組みを理解してもらうとともに、産学連携の成功事例、知財講習の研修を実施しており、能

力・知識習得・向上にむけた支援を行っている。 

Ｂ大学では、「共同・受託研究契約額／共同・受託研究契約件数」やや高くなっている。同大学では産学連携部

門から定期的に国の研究プロジェクト情報を教員に対して提供している。教員が申請書類を提出する際に、必ず産

学連携部門の職員が、書き漏らしや十分な記載ができていない部分がないか、公募要領の要求事項と照らし合わ

せてチェックし、申請書の記載内容の助言を行い、申請が通りやすくなるよう支援を行っている。教員は自身の

研究テーマ部分への記載は十分であるが、その他の要求項目で、大学全体の体制や、大学の他分野での研究実績な

どは産学連携部門がより詳細な情報を持っているため情報提供をおこなっている。 

Ｃ大学では、「ナノテクノロジー・材料分野における共同・受託研究契約額／共同・受託研究契約件数」が平均

に比べてやや高くなっている。同大学では、地元産業のイノベーションの創出をミッションの 1 つとしており、「ナ

ノテクノロジー・材料分野」に該当する地元のものづくり系中小企業に対する技術高度化への取組み支援を行な

っており、新製品の実用化のための後継者育成セミナーの実施や「経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業」

への申請等を実施しており国からの受託研究契約額や件数増に寄与している。 

東京工業大学では、「同一地域企業との高額な共同・受託研究契約件数／共同・受託研究契約件数」が平均に比

べて高くなっている。受託研究は、政府系研究開発プロジェクトや競争的資金が大部分であること、また共同研究

には、共同研究講座・部門による共同研究（年間 30 百万円規模）が 10 講座・部門（2014 年 2 月現在）で進行し

ていることが、共同・受託研究契約額を増やしている可能性がある。共同研究講座・部門は、企業からの資金提

供で大学内に研究組織を設置して、企業からの研究者と大学の教員とが一定期間（5 年間を目途）継続的に共同し

て研究を行うことによって、優れた研究成果の創出を目指す制度である。従来の共同研究から一歩踏み込んで、

企業と大学が協力して運営する研究基盤を構成して研究を推進するものである。なお、共同研究講座・部門は 1

年以上の共同研究実績がある企業を対象としており、共同研究相手と産学連携ポリシー等の相互理解ができている

ことを設置の前提としている。 

 

【３年以上の長期にわたる共同・受託研究契約件数に関する取組事例】 

Ｄ大学では「３年以上の長期にわたる共同・受託研究契約件数／共同・受託研究契約件数」が平均程度となって

いる。企業と大学では共同研究によって何をどこまで実現したいかの期待値が互いに異なる場合がある。そこで同

大学では特にアカデミアとの共同研究経験が少ない中小企業については、期待値の異なる者同士を 初から直接

引き合わせるのではなく、市役所や公設技術試験場、中小企業支援公社などと協力して、中小企業側の立場のコ

ーディネータとアカデミア側の立場の大学のコーディネータとが事前に内容のすり合わせを行ったうえで、マッ

チングを図ることも行っている。アカデミアと企業が win-win の関係になり且つ、互いに 後まで付き合えるよう

に気をつけている。その結果、双方にとって満足いく研究が行われており、平均３～５年と継続している。 

 

【ナノテクノロジー・材料分野における共同・受託研究契約件数に関する取組事例】 

信州大学では、ナノテクノロジー・材料分野において「共同・受託研究契約額／共同・受託研究契約件数」が高

くなっている。同大学には国立大学唯一の「繊維学部」が設置され、先端的な繊維研究の拠点となっており、繊維

（ファイバー）に関する論文数は世界の繊維系大学で上位に位置している。近年では、信州大学と民間企業との産

学連携によって生まれた研究成果を化粧品への応用を図る契機となった「次世代繊維・ファイバー工学」が注目さ

れている。同工学は繊維という一次元の材料を二次元化、三次元化して、それらを組み合わせて衣服、自動車のシ

ート、光ファイバー、航空機の機体など様々な生活必需品や先端産業関連の製品が生み出されており、応用分野は

広い。同大学では、応用分野が広い「次世代繊維・ファイバー工学」を利用した国際連携を推進しており、この

ような取組みが共同・受託研究の呼び水になっている。ちなみに、繊維学部では海外の約 50 の大学や研究機関と
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幅広く共同研究、研究者・学生の交流を行うための学術交流協定を締結して、教育・人材育成、研究、産学官連携

の３つの分野で連携を強化している。また、24 カ国 31 大学が集う欧州繊維系大学連合と連携しているほか、ドレ

スデン工科大学（ドイツ）のコンポジット研究や、リベレッツ工科大学（チェコ）のナノファイバー研究などの共

同研究を進めようとしている。 

 

◆技術移転活動（実施許諾・譲渡）の事例 

【特許以外の知財有効活用の取組事例】 

東京医科歯科大学では、「特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件数」及び「外国企業に対す

る特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件数」が平均に比べて高くなっている。研究の原資とし

て活用することを目的として、同大学が研究・開発した独自の実験動物、細胞株などの研究マテリアルについて、

企業からリクエストがあった場合は有償で提供しており、年間 1,000 万円の収益を得ている。同学では「研究成

果有体物取扱規則」により取り扱いのルール、対価の分配割合を定めている。また、企業への提供時、アカデミ

アへの提供時の MTA 雛型を分けることで、企業への提供に関する同学の基本的な考え方について発信している。

さらに今年度、企業から同学のマテリアル情報にアクセスしやすいようにデータベースを構築中である。 

Ｅ大学では、「特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入／特許出願件数」や「外国企業に対する特許権以外の知

的財産権の譲渡契約収入／特許出願件数」が平均に比べて高くなっている。同大学では医学部や工学部など様々な

学部から成果有体物が出ている。「成果有体物取扱規程」を定め、共同・受託研究相手が産業利用や収益事業での

利用を目的とする場合は有償提供し、費用を徴収するようにしている。また、学術・研究開発を目的とする場合

には、無償提供するが、成果有体物の作成に必要な必要経費は徴収している。国内・国外の企業を区別せず対応し

ているため数値が高くなっている。 

Ｆ大学では、「特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件数」が平均に比べて高くなっている。

臨床データの利用許諾分の収入が寄与している。同大学では医・薬・理・工学部における基礎医学研究の成果を

大学医学部附属病院にて臨床応用まで一貫して行うトランスレーショナル・リサーチの体制を構築している。本

体制の中心的役割を果たす目的として、附属病院内に臨床研究のセンターを設置している。同センターでは実用化

に向けたプラン作りや試験計画の作成、関係部署との協力体制の構築、進捗管理等の支援をおこなっている。こ

れによって質の高い臨床試験・治験データが生み出され、収入増につながっている。 

 

【外国企業に対する技術移転に関する取組事例】 

東京理科大学では、「外国企業に対する特許権の実施許諾権利数（収入ベース）／特許出願件数」及び、「外国企

業に対する特許権の実施許諾契約収入／特許出願件数」が平均に比べて高くなっている。同大学では、大学内で海

外への対応まで全て行うことは難しいという判断から、企業への特許取引を専門的に行う企業（ＩＶＪ）に対し

て大学保有の特許に関する日本国外での専用実施権のライセンス業務を委託しており、同社が日本国外でのラン

センスが成立したことによるロイヤリティ収入が入っている。 

 

【外部機関を活用した実施許諾契約収入に関する取組事例】 

東京医科歯科大学では、「特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件数」が平均に比べて高くな

っている。同大学では知財を外部に売っていくためには専門的な知識・技能等が必要となるため、ライセンス活動

に関しては民間の技術移転会社にアウトソースし、同社からは 1 名、専属担当者が派遣されている。身分証と机

も用意し、発明の御用聞きの段階から一緒に活動している。同社の担当者と同大学の技術担当者が一緒に行動を

するようになったことで同大学の研究内容や特徴を理解して外部に紹介しやすくなり、成果として収入につながっ

ている。 
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【専門機関を活用した実施許諾契約収入に関する取組事例】 

Ｇ大学では、「特許権の実施許諾契約収入／特許出願件数」が平均に比べて高くなっている。同大学では、平成

20 年に一部の研究に係る技術移転を専門に行う会社を設立し、学外に成果を積極的に紹介してきた。技術移転に

注力できる外部体制を構築し、広く普及・営業活動を展開したことによって 80 社を超える企業とライセンス契約

の締結を行った。これが特許権の実施許諾契約収入増につながっている。 

 

【特許権の譲渡に関する取組事例】 

Ｈ大学では、「特許出願件数当たりの特許権の譲渡契約収入」が平均に比べて高くなっている。同大学では共同

研究の成果としての特許権（共有）の大半は、共同研究相手の企業しか使えないことが多いため、大学が活用する

タイミングのない特許は、共同研究相手の企業に機会あるたびに声をかけるようにしており、要請に応じて譲渡

するようにしている。 

Ｉ大学では、「特許権の譲渡権利数／特許出願件数」が平均に比べてやや高くなっている。同大学では企業との

共同研究の成果としての発明等について、大学教員の寄与度が概ね 50%以下と低い場合には、共願先の企業に自由

に活用してもらった方が有用であるという判断の下に権利譲渡交渉を行っている。 

Ｊ大学では、「外国企業に対する特許権の譲渡権利数／特許出願件数」が平均に比べて高くなっている。同大学

では日本企業・外国企業を問わず共同研究相手から譲渡の要望が出しやすくする工夫を行っている。例えば、企

業との共同契約書のひな形に「有償譲渡」のオプションを入れた状態に改定した。 初から有償譲渡を選択肢と

して示すことは全国的にも珍しい取り組みである。 

 

【特許権以外の実施許諾に関する取組事例】 

九州大学では、産学連携本部とは別の組織として有体物管理センターを設置し、有体物の管理・活用を推進し

ている。同センターの活動により「実施許諾した特許権以外の財産権の実用化件数／特許権以外の財産権の実施許

諾契約件数」が平均に比べて高くなっている。同有体物管理センターでは、研究成果に基づく有体物（研究材料

等）を数多くデータベース化し、現在約 700 種類以上のデータベースを構築している。また、文部科学省事業の

ナショナルバイオリソースプロジェクトにおいて、九州大学はアサガオ、カイコ、イネの系統保存を行っている

が、それらの移転に関する契約支援なども行っており、効率的、効果的な移転体制を構築している。一部の有体

物は同センターが運営しているウェブサイトのショーケースより誰でも検索し、入手することが出来るシステムを

構築している。同センターは、有体物移転契約のデータベースも構築していることから、九州大学産学官連携本部

契約担当・技術移転担当等と他者の権利関係などの情報を共有しながら、共同研究契約、特許申請などを支援して

いる。有体物管理センターで研究され、作成された有体物移転契約に基づき、上述の同センターで構築したウェブ

サイトのショーケースを活用するなどして、大学の財産である多くの有体物を各企業、研究者、研究機関等へ配布

し、有体物を利用した多くの共同研究、受託研究、特許創出等も推進してきたことが実用化に結びついているもの

と考えられる。 
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◆ベンチャーの取組事例 

【大学発ベンチャー支援の取組事例】 

東京理科大学では、「現存する大学発ベンチャーの売上額（総数）／特許出願件数」が平均に比べて高くなって

いる。同大学では、科学技術交流センターが「学内発ベンチャー企業の支援等に関する規程」を設け、創業期のベ

ンチャーの三大課題といわれる、資金・人材（経営者）・マーケティング力の不足を補っていることも関連してい

る。具体的には、大学の施設・設備の活用といったハード面の支援、当該企業への所有知財の利用に関しての優

遇措置や大学の名称使用、創業前や創業初期における人材紹介、資金調達など会社設立に向けての様々な相談な

どのソフト面での支援の他、大学による出資といった資金面の支援を実施している。 

静岡大学では、「現存する大学発ベンチャーの売上額（総数）／特許出願件数」が平均に比べて高くなっている。

同大学では、イノベーション社会連携推進機構が、起業・経営支援事業（アライアンス推進事業、技術評価・ア

プリケーション調査事業）静大ファンド、情報提供事業（学生ベンチャー創出プログラム、アントレプレナー講

習会）により大学発ベンチャー企業を支援しているとともに、静岡大学発ベンチャー17 社の売上額を把握してい

る。特に、アライアンス推進事業では、金融機関、証券会社、ベンチャーキャピタル、コンサルティング会社、行

政機関、イノベーション共同研究センター協力会との連携により、大学発ベンチャーに対して、域内の中小企業（試

作品製造委託、製品製造委託、販売委託等）の紹介、当該技術での販売が見込める企業の紹介を行っている。また、

浜松信用金庫が出資して「静大ファンド」を造成し、同金庫が静岡大学の研究成果を活用した起業または新事業新

製品開発を進める浜松周辺に本店を置く企業を対象として投資を行っている（基金は 2ファンド合計 8億円、投資

実績は 6社）。 

 

◆地域経済活動への貢献事例 

【同一地域企業に対する特許権の実施許諾・譲渡権利数に関する取組事例】 

Ｋ大学では、「同一地域企業に対する特許権の実施許諾・譲渡権利数／特許出願件数」が平均に比べてやや高く

なっている。同大学では地元の地方自治体と協定を結び、地元企業とのネットワーキングやコーディネートを専

門に担当するコーディネータを学内に配置し、学内シーズにアクセスしやすくした。コーディネータが学内のシ

ーズを十分に把握し、地元企業とのマッチングをおこない、産学連携活動を推進している。また、地域の経済団

体（商工会議所、工業会等）、行政機関とも連携し、企業との共同研究の機会を作り出せるよう注力している。さ

らに必要に応じて個別に各機関の担当者と連携を取り合い、情報共有や意見交換を行っている。これらの活動の結

果、年間 350 件程度の受託研究、共同研究を行っている。 

 

【同一地域企業との共同・受託研究に関する取組事例】 

 熊本大学では、総合分析の全体において、同一地域企業との共同・受託研究等の指標で構成される「地域経済活

動への貢献」に関する指標が、平均よりも総じて高くなっている。 

これは、同大学は、研究大学として世界の研究拠点を目指すと同時に、地域の知の拠点として地域から頼られ

る大学も目指し、平成 21 年度から「中小企業トライアル支援事業」に取り組んだ効果が出始めていることも関係

しているものと考えられる。 

同事業は、大学の地域貢献の加速化を図ることを目的に実施しているもので、中小企業との共同研究及び受託研

究において、 良の成果につなげるためには企業からの研究費が不足する場合に、当該研究の研究費を大学独自予

算で追加するもの。研究開発費の余裕のない地域の中小企業との共同・受託研究のハードルを下げ、結びつきを促

進する取り組みとなっている。 
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【人材育成の効果に着目した産学連携の取組事例】 

Ｌ大学では、共同研究先の企業に対して関連する研究分野の教員に加えて、技術経営分野の教員も紹介してい

る。これは、共同研究によって得られた研究成果を実用化したり、実ビジネスに発展させるためには、企業の中に

事業化を推進する人材を併せて育成し、マーケティングなどの取り組みが必要となる。共同研究の次のステージを

見越して、技術経営の教員とのマッチングも図る手法は、成果が活かされる産学連携として企業側からも好評であ

る。 

 

◆ＰＤＣＡサイクルの取組事例 

【ＰＤＣＡサイクルの取組事例】 

九州大学では、２年前から産学連携活動の PDCA 実施している。具体的な目標は、産学官連携本部の本部長及び

副本部長が本部を構成する各グループ（契約、研究推進、知財、企画）に活動の方向性を示し、各グループがそ

の方向性に沿って年間目標と計画を作成している。評価については、中間と年度末に各グループにヒアリングを

行って評価している。数値目標については、知財グループの場合、ライセンスの金額、活動経費について、研究

推進グループの場合、組織対応型連携子契約（共同研究契約）件数、同金額について目標を設定している。さら

に、グループ内では部員（20 名程度のコーディネーターに限定）に個人目標を設定している。これらの目標は産

学官連携の取組みに対する促進するための目標であり、人事制度と連動している訳ではない。 
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７．海外調査機関に対する指標導入へのフィージビリティ調査の実施 

７.１ 海外調査において行うべき事項の検討 

 海外調査の実施に先立ち、本事業の趣旨を踏まえて以下の事項を実施することとし、それぞれ

の要件について検討した。 

 

（１）我が国で開発した産学連携機能評価モデルの紹介 

 紹介に際しては、その目的と各指標についての簡単な説明が必要となることから、以下の内容

について英文でとりまとめた資料を作成し、訪問先に事前に送付した。 

 事業と指標の目的 

 指標を使う産学連携機能評価モデルの概要 

 分類別の個別指標の定義 

 

（２）海外調査機関における活動状況の把握 

 海外において本事業における産学連携機能評価と同様の取り組みを行っている調査機関におけ

る活動状況を把握するため、次ページ表のようにそれぞれの調査機関においてこれまで実施した

指標測定のための調査について整理した。 

 

（３）今後の調査協力への働きかけ 

 （１）（２）をもとに、相手先調査機関において、我が国の指標を用いた調査の実施可能性につ

いての打診を行うこととした。 

 

 以上の検討結果をもとに、訪問先調査機関毎に設計したヒアリング項目を表６－２～表６－４

に示す。 
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表 ７－１ 指標測定のために対象機関が実施している調査の比較 

 本調査 AUTM Licensing Survey ASTP Survey PROTON Europe Survey 

調査開始 2013 年（試行は 2011 年） 1991 年 2007 年 2003 年 

調査対象 
国内大学及び承認 TLO 

（2013 年度 114 機関） 

米国・カナダの大学・病院・研

究機関等 300 程度 

会員が所属する欧州を中心と

する機関（200 程度） 

欧州の 300 程度の技術移転関

連機関 

調査内容 

機関情報等 

・業務従事者の人件費 

・特許関連費用 

・研究者数 

・共同研究・受託研究に参加す

る学生数 

・事業開始時期 

・業務従事者数（専門・一般） 

・研究費用（財源別） 

・契約先機関の種類と数 

・組織の位置付け 

・事業経費 

・事業開始時期、従業員数 

・スタッフのレベル 

・提供するサービスの種類 

・事業開始時期、事業規模 

・予算 

・管理基準（会計期間他） 

・活動内容 

・インキュベーション施設数 

・公的研究期間との連携 

・運営財源 

活動実績 

・共同・委託研究の数と金額 

・受入治験件数 

・知的財産権の出願実績 

・有償技術移転契約実績（収入

の内容を含む） 

・持ち分譲渡の実績 

・ベンチャー起業数（現存数と

売上を含む） 

・知的財産権に基づく実用化の

実績 

・株式売却収入の実績 

・新株予約権の件数 

・コンサルティング契約件数 

・研究成果論文数 

・研究成果による学位取得数 

・ライセンス供与件数（オプショ

ンを含む） 

・ライセンス収入（百万ドルを超

えるものは別途把握） 

・裁判及び弁償費用 

・発明と特許に関する実績 

・ベンチャー起業数（管理するラ

イセンスとの関係を含む） 

・ライセンス供与による製品の

売上高 

・ベンチャー起業による雇用数 

・デザインと植物関連の特許の

件数 

・スタッフ,000 名あたりのパフォ

ーマンス 

・研究費の費用対効果 

・業務別のパフォーマンスの経

年変化 

・発明と特許に関する実績 

・ベンチャー起業数 

・管理する特許のうちライセン

スされたものの比率 

・知識移転機関（KTO）として扱

っている機関数 

・研究協定の数 

・発明、特許、実施許諾件数 

・ライセンス供与件数と収入 

・ベンチャー起業数 

・共同・受託研究の金額価値 

・コンサルティング契約金額 

・特許出願数（共有含む） 

・有効な特許の数 

・特許関連経費 

その他       ・サクセスストーリー 
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表 ７－２ ヒアリング項目（AUTM 向け） 

1. Introduction 

UNITT has just started to research the academia-industry cooperation function of universities 
and TTOs for the following aims: 

1) Comprehending the reality of academia-industry cooperating activities in Japan 

2) Applying to the evaluation and PDCA-cycle management of the organization 

Q1-1 What do you think we should notice, when we compare the data about the 
academia-industry cooperation activities of universities and TTOs of different 
countries, in order to grasp the features of Japanese universities and TTOs? (E.g. the 
difference of rules for intellectual property rights) 

 

2. Questions about survey items 

We tried to make a comparative table of survey items used in AUTM licensing survey, ASTP 
survey, PROTON survey and ours. Our survey items are characterized by the optional 
inquiries sectioned by scientific fields. (Life science, information and communication, 
nano-technology and materials and others) The scientific fields in which onerous technology 
transfer is active are limited, and we think it is fairly useful to survey with respect to each 
scientific field.  

Q2-1 Do you think it is feasible to survey with questions for every scientific field in AUTM 
licensing survey? 

Q2-2 If feasible, what fields do you set in your survey? 

Q2-3 Actually, we understand our survey including questions per field places a burden to 
respondents; however, we could provide them with effective value by offering 
analyzed data. What do you think about this approach? 

In our UNITT survey, we widely inquire the technical transfer agreements for intellectual 
property rights other than patents. (E.g. utility model, registered design, trademark, copyright, 
other intellectual property, know-how and material) Though the financial impact of these 
intellectual property rights is less than one of patents, we survey these for comprehending 
intellectual property activities extensively. We know your AUTM licensing survey contains the 
question for utility patent applications. 

Q2-4 What do you think about adding indicators for these intellectual property rights other 
than patents in future surveys? 

Q2-5 If you do not have such thought, what is the reason you think so? 

Q2-6 What are our survey items in which you are interested for your surveys? 

Q2-7 What is the reason you think so? 

Q2-8 What is the reason your survey does not contain the questions about collaborative or 
contract research with industry? 
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Q2-9 What is the reason the question for research funding related licences/options has 
been removed since 2012? Is it related to the difficulty of segmentation? 

Q2-10 Is there any item which you intend to add for next or future AUTM licensing survey? 

Q2-11 We know you added the questions for net sales of products and startup staffing in 
2011, which is the impact indicators of which the accurate understanding is difficult? 

In UNITT survey, we also inquire the sales of products and services derived from technology 
transfer; however, the percentage of replies is insufficient. 

Q2-12 How do you think about the reliability and believability of these data for estimating the 
social impact of academia-industry cooperation activities? 

 
3. Questions about the use of results 

We plan to evaluate the "quality" of academia-industry cooperation activities based on the 
result of UNITT survey. For example, the high percentage of the patents with revenue is 
assumed to the high effectiveness of academia-industry cooperation. 

Q3-1 What indicators are appropriate for using to improve the quality of academia-industry 
cooperation activities? 

Q3-2 Which indicator are you using for evaluating the quality of technology transfer 
activities in AUTM? 

Q3-3 In AUTM, do you analyze the feature of respondents' activities based on the result of 
licensing survey? 

Q3-4 If you do it, what do you provide to respondents except detail report? 

Q3-5 In institutions as respondents, how do they use the result for their management? 

Q3-6 Are you collecting such practices? 

Q3-7 Do you recommend any policy as AUTM, based on the result of analyzing survey data 
collected for long term? 

Q3-8 If you do it, what kind of experts participates in the analysis? 

Q3-9 If possible what is the recent topic of analysis? 

 
4. Discussion about future collaboration 

Q4-1 What do you think about the possibility of adding the partial UNITT survey items to 
your licensing survey? 

Q4-2 If you think it is difficult, what is the reason you think so? (E.g. massiveness of survey 
items, insufficient information in institution) 

Q4-3 What do you think about the collaboration to compare and analyze the data collected 
in each survey? 

Q4-4 If you can do it, what is your concern of analysis in our collaboration research? 
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表 ７－３ ヒアリング項目（ASTP 向け） 

1. Introduction 

UNITT has just started to research the academia-industry cooperation function of universities 
and TTOs for the following aims: 

1) Comprehending the reality of academia-industry cooperating activities in Japan 

2) Applying to the evaluation and PDCA-cycle management of the organization 

Q1-1 We know ASTP conduct a survey every year; however, we cannot get your survey 
questionnaire and summary report after 2009. Could we read your recent summary 
report for our reference? 

Q1-2 What do you think we should notice, when we compare the data about the 
academia-industry cooperation activities of universities and TTOs of different 
countries, in order to grasp the features of Japanese universities and TTOs? (E.g. the 
difference of rules for intellectual property rights) 

 
2. Questions about survey items 

We tried to make a comparative table of survey items used in AUTM licensing survey, ASTP 
survey, PROTON survey and ours. Our survey items are characterized by the optional 
inquiries sectioned by scientific fields. (Life science, information and communication, 
nano-technology and materials and others) The scientific fields in which onerous technology 
transfer is active are limited, and we think it is fairly useful to survey with respect to each 
scientific field.  

Q2-1 Was there any question sectioned by scientific fields in recent ASTP survey? 

Q2-2 If there are no questions, do you think it is feasible to survey with questions for every 
scientific field in your survey? 

Q2-3 If feasible, what fields do you hope to set in your survey? 

Q2-4 Actually, we understand our survey including questions per field places a burden to 
respondents; however, we could provide them with effective value by offering 
analyzed data. What do you think about this approach? 

In our UNITT survey, we widely inquire the technical transfer agreements for intellectual 
property rights other than patents. (E.g. utility model, registered design, trademark, copyright, 
other intellectual property, know-how and material) Though the financial impact of these 
intellectual property rights is less than one of patents, we survey these for comprehending 
intellectual property activities extensively.  

Q2-5 What do you think about adding indicators for these intellectual property rights other 
than patents in future ASTP surveys? 

Q2-6 If you do not have such thought, what is the reason you think so? 

Q2-7 What are our survey items in which you are interested for the reference of your 
survey? And what is the reason? 
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Q2-8 What is the reason ASTP survey (in 2007) does not inquire details about the activities 
for collaborative or contract research with industry? 

Q2-9 Have you ever terminate any question? If you did so, what is the question? And what 
is the reason? 

Q2-10 Is there any item which you intend to add for next or future ASTP survey? 

 
3. Questions about the use of results 

Q3-1 Do you analyze the feature of respondents' activities or make a ranking based on the 
result of ASTP survey? 

Q3-2 If you do it, what do you provide to respondents except detail report? 

Q3-3 In institutions as respondents, how do they use the result for their management? 

Q3-4 Are you collecting such practices? 

Q3-5 Do you recommend any policy as ASTP, based on the result of analyzing survey data 
collected for long term? 

Q3-6 If you do it, what kind of experts (e.g. management, start-up, investment, science and 
technology) participates in the analysis? 

Q3-7 If possible what is the recent topic of analysis? 

We plan to evaluate the "quality" of academia-industry cooperation activities based on the 
result of UNITT survey. For example, the high percentage of the patents with revenue is 
assumed to the high effectiveness of academia-industry cooperation. We understand that the 
performance indicators normalized on the number of researchers or KTO staffs has been 
created in ASTP. 

Q3-8 What indicators are appropriate for using to improve the quality of academia- industry 
cooperation activities? 

Q3-9 Which indicator are you using for evaluating the quality of technology transfer 
activities in ASTP? And what is the reason? 

 

4. Discussion about future collaboration 

Q4-1 What do you think about the possibility of adding the partial UNITT survey items to 
your survey? 

Q4-2 If you think it is difficult, what is the reason you think so? (E.g. massiveness of survey 
items, insufficient information in institution) 

Q4-3 What do you think about the collaboration to compare and analyze the data collected 
in each survey? 

Q4-4 If you can do it, what is your interest of analysis in our collaboration research? 
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表 ７－４ ヒアリング項目（PROTON Europe 向け） 

1. Introduction 

UNITT has just started to research the academia-industry cooperation function of universities 
and KTOs for the following aims: 

1) Comprehending the reality of academia-industry cooperating activities in Japan 

2) Applying to the evaluation and PDCA-cycle management of the organization 

Q1-1 What do you think we should notice, when we compare the data about the 
academia-industry cooperation activities of universities and KTOs of different 
countries, in order to grasp the features of Japanese universities and KTOs? (E.g. the 
difference of rules for intellectual property rights) 

 

2. Questions about survey items 

We tried to make a comparative table of survey items used in AUTM licensing survey, ASTP 
survey, PROTON survey and ours. Our survey items are characterized by the optional 
inquiries sectioned by scientific fields. (Life science, information and communication, 
nano-technology and materials and others) The scientific fields in which onerous technology 
transfer is active are limited, and we think it is fairly useful to survey with respect to each 
scientific field.  

Q2-1 Was there any question sectioned by scientific fields in recent PROTON survey? 

Q2-2 If there are no questions, do you think it is feasible to survey with questions for every 
scientific field in your survey? 

Q2-3 If feasible, what fields do you hope to set in your survey? 

Q2-4 Actually, we understand our survey including questions per field places a burden to 
respondents; however, we could provide them with effective value by offering 
analyzed data. What do you think about this approach? 

Q2-5 Have you ever terminate any question? If you did so, what is the question? And what 
is the reason? 

Q2-6 What are our survey items in which you are interested for the reference of your 
survey? And what is the reason? 

Q2-7 Is there any item which you intend to add for next or future PROTON survey? 

 

3. Questions about the use of results 

We plan to evaluate the "quality" of academia-industry cooperation activities based on the 
result of UNITT survey. For example, the high percentage of the patents with revenue is 
assumed to the high effectiveness of academia-industry cooperation. We understand that the 
performance indicators normalized on the number of researchers or KTO staffs has been 
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created in PROTON. 

Q3-1 What indicators are appropriate for using to improve the quality of academia- industry 
cooperation activities? 

Q3-2 Which indicator are you using for evaluating the quality of technology transfer 
activities in PROTON? And what is the reason? 

In PROTON report, the comparison of countries is used for international benchmark. 

Q3-3 What are you considering when you use the indicators related to technology transfer 
as benchmark? 

You are using the reports issued by Japanese .government as a target of benchmark. 

Q3-4 What is the matter to be improved you think about Japanese reports? 
(E.g. lack of latest data, difficulty of collecting data, and insufficiency of information in 
English) 

Q3-5 What do you provide to respondents after analyzing data? 

Q3-6 In institutions as respondents, how do they use the result for their management? 

Q3-7 Are you collecting such practices? 

Q3-8 Do you recommend any policy as PROTON Europe, based on the result of analyzing 
survey data collected for long term? 

Q3-9 If you do it, what kind of experts (e.g. management, start-up, investment, science and 
technology) participates in the analysis? 

Q3-10 If possible what is the recent topic of analysis? 

 

4. Discussion about future collaboration 

Q4-1 What do you think about the possibility of adding the partial UNITT survey items to 
your survey? 

Q4-2 If you think it is difficult, what is the reason you think so? (E.g. massiveness of survey 
items, insufficient information in institution) 

Q4-3 What do you think about the collaboration to compare and analyze the data collected 
in each survey? 

Q4-4 If you can do it, what is your interest of analysis in our collaboration research? 
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７.２ 海外ヒアリング調査の実施 

 2013 年 12 月 1 日～8 日にわたり、下表に示す４機関を訪問した。このとき、ASTP と Proton 

Europe については来年以降に合併し共通した活動を行うことになっているため、双方に話を伺っ

てもあまり変わらない内容となる恐れがあったことから、そこで先方からの提案で ASTP と連携

のものとで産学連携に関連する調査1を行っている国連大学マーストリヒト技術革新・経済社会研

究所（UNU-MERIT）を会場として、同研究所の活動と ASTP の活動の双方を同時にヒアリング

することとなった。 

 

表 ７－５ 海外ヒアリング調査の実施状況 

調査対象組織 訪問先 訪問日時・所在地 

AUTM （ Association of University 
Technology Managers） 

Vicki L. Loise 
Executive director 

12 月 2 日 14:30 
米国シカゴ市内 

Ashley J. Stevens 
Past President 

12 月 3 日 13:00 
米国ボストン市内 

PROTON（PROTON Europe） 
Michel Morant 
Proton Chair 

12 月 5 日 16:00 
ベルギー・リエージュ

サイエンスパーク内 

ASTP（The Association of European 
Science and Technology Transfer 
Professionals） 

Arlyta Wibowo 
ASTP business developer

12 月 6 日 13:00 
オランダ・マーストリ

ヒト市内 
UNU-MERIT（The United Nations 
University - Maastricht Economic 
and Social Research Institute on 
Innovation and Technology） 

Nordine Ed-Sadki 
UNU-MERIT researcher 

 

  

                                                  
1 関連調査：“Knowledge Transfer Study 2010-2012”http://knowledge-transfer-study.eu/ 
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７.２.１ 確認した事項 

 今回の海外調査によって確認された事項のまとめを以下に示す。なお、調査結果の詳細は付録

６のヒアリング議事録に示す。 

 

（１）訪問先機関におけるサーベイの利用状況 

 ヒアリング調査の結果より、以下の傾向が明らかとなった。 

 いずれの機関のサーベイにおいても、参加する技術移転機関は調査結果の還元を得ることが

できる。ただし、還元内容は共通のもので利用方法は参加機関に委ねられている。このうち、

唯一 Proton のみは個別の照会に応じており、共通のサマリー以上の内容を得ることもできる

模様である。 

 Proton は調査結果をもとに定期会合や刊行物を使った政策提言を行っている。また、

UNU-MERIT はスポンサーである EU を対象に政策提言を行っている。これ以外では調査結

果に基づく政策提言は行われていない。ただし、米国政府は AUTM サーベイの結果を政策に

活用している。 

 

（２）サーベイのサンプル数確保について 

 ヒアリング調査の結果より、以下の傾向が明らかとなった。 

 AUTM ではサーベイ参加機関と AUTM 双方のメリットのバランスをもとに設問設計を行っ

ており、これを技術移転機関にアピールすることで参加を促している。よって、回答者側に

メリットが少ないと思われる設問を一方的に追加することは難しい。 

 Proton は技術移転機関を会員とする団体であり、所属する政府や関係機関等から協力を促す

ことで、参加を確保している。一方、ASTP は技術移転機関に勤務する個人を会員とする組

織であるため、回答は会員のボランタリーな意思に委ねられていた。今後は両者が単一組織

として調査を行うことになるが、実施方法は今後詰めることとなっている。 

 UNU-MERIT の調査は継続的なものではないため、連携組織を通じて回答を促すなど、かな

り苦労してサンプル数を確保したことが示されている。 

 

（３）指標について 

 ヒアリング調査の結果より、以下の傾向が明らかとなった。 

 UNU-MERIT の調査においては、技術移転活動の評価を行う方法として、「研究者 1,000 名

あたりの発明公開件数」などを用いて国別の比較を行っている。また、国別の比較を行うた

めに条件を整合させる趣旨でさまざまな調整を行っているとのことである。 

 効果の測定に関しては、インプットからアウトプット・アウトカムを得るまでの時間的ずれ
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を考慮すべきことが指摘された。ただし、これを考慮した効果的な測定方法を彼らがもって

いるわけではない。 

 ライフサイエンス等の分野別調査については、AUTM では過去から部分的に試みられており、

今年度も種苗やデザインについての特許を対象とした調査が行われている。ただし、回答率

は高くないほか、今回の調査対象者２名の意見も相違しており、AUTM としての意見は一致

していない。一方、欧州での意見は好意的であるが、競合機関に対する秘密保持の観点から、

回答機関が正確な件数の回答には消極的であるため、おおまかな比率を尋ねる程度が現実的

ではないかとの意見が示されている。 

 特許権以外の知的財産権については、関心は示されているものの調査上の優先度が低いとい

うことで概ね一致している。 

 

（４）我が国のサーベイについてのコメント 

 ヒアリング調査を通じて、以下のコメントが示された。 

 UNU-MERIT の調査担当者からは、実施許諾に関して海外向けと国内向けに分けて件数を把

握する点が興味深い旨が示された。国境を越える技術移転の試算に関して、本調査項目が有

効に機能することが期待される。 

 人件費に関する調査についても有用と考えられているが、同様の調査項目を欧州向けに設け

ても回答は得られないのではとの意見が示されている。 

 産学の共同研究に関する調査項目が細かいことが、UNITT によるサーベイの特徴として認識

されている。 

 調査の方法として、回答義務を課した調査なのかどうかを尋ねられている。今回の調査対象

機関においては、今回の UNITT サーベイに匹敵するボリュームの調査を行っても協力は得

られないであろうとの見解である。やはり、調査のボリュームと回答率は反比例の関係にあ

り、極力回答負荷を減らす工夫を各機関とも講じていることが示された。 

 

（５）今後の日本との協力可能性について 

 ヒアリング調査を通じて、以下のコメントが示された。 

 AUTM とは情報共有について、協力可能との見解が示されている。具体的には、UNITT に

よる調査結果を AUTM の STATT データベースに掲載することが想定されている。我が国の

調査項目の採用への関心は示されていない。 

 ASTP と Proton の合併に伴い、次回サーベイから ASTP-Proton として実施されることにな

る。この仕様はこれから検討する予定であるため、UNITT サーベイと共通の調査項目を設定

するには 適のタイミングであることが示された。まずは、本調査で提示した資料をサーベ
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イ検討のワーキンググループに提示することとなった。 

 UNU-MERIT における今後の調査において、UNITT との共同研究を行う可能性について、

先方の同意を得た。これにより、UNITT と共通の調査項目を欧州の技術移転機関を対象に実

施できる可能性がある。上述のとおり、UNU-MERIT では国際比較を各国の協力のもとに行

っていることもあり、先方にとってもメリットがある。ただし、UNU-MERIT では定期的な

サーベイを行っているわけではないため、今後具体的な調査が発生するかどうかは未定であ

る。 
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７.３ 調査結果に基づく今後の指標の国際的活用に関する検討 

 前項までの調査結果をもとに、今後の産学連携機能評価に関する指標の国際的活用に向けたア

クションプランについて示す。 

 AUTM の STATT データベースへの掲載については、調査対象機関の同意を得る必要がある。

なお、同データベースには大学名非公開で活動実績のみ掲載することも可能であり、この方

法であれば協力可能かどうかについても、今後調査対象機関に尋ねることが想定される。す

でに STATT には AUTM だけでなく、ASTP のデータについても掲載されており、ASTP が

PROTON Europe と統合し、欧州の技術移転に関する代表的な団体となることで、STATT

データベースは今後、こうした技術移転情報に関するデファクト・スタンダードとなる可能

性があることから、こうした検討の重要性が高まる可能性がある。 

 前述のように、今後 Astp-Proton が実施するサーベイに我が国で用いている指標が利用され

る可能性がある。先方でも回答負荷を軽減したいとの思いはあり、多くの指標を追加するこ

とは難しいと思われるため、特に海外と比較したい指標に絞り、先方に対してアピールする

ことが考えられる。 

 このほか、UNU-MERIT が今後実施する調査に積極的に参加することにより、関係機関相互

間での国際的な情報の共有を深める効果が期待できる。 
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８．検討委員会の設置及び事務局運営と定期連絡会等の実施 

８.１ 検討委員会の設置と運営 

（１）検討委員会の設置 

 本年度の検討委員会は、下表の構成にて設置した。 

表 ８－１ 検討委員会委員 

委員長 渡部 俊也 東京大学 政策ビジョン研究センター 教授 

委員 稲永 忍 
ものつくり大学 学長 
鳥取大学名誉教授 

委員 高鳥 登志郎 第一三共株式会社 事業推進本部 渉外統括部 主幹 

委員 松村 晴雄 株式会社旭リサーチセンター 常務取締役 主席研究員 

委員 三木 俊克 独立行政法人工業所有権情報・研修館 理事長 

委員 山本 貴史 株式会社東京大学 TLO 代表取締役 

（敬称略。委員長を除き五十音順） 

 

（２）検討委員会の開催 

 検討委員会を以下の要領にて開催した。 

表 ８－２ 検討委員会の開催経緯 

時期 回 概要（案） 備考 

2013 年 8 月 23 日 第１回 

① 趣旨説明・委員紹介 
② 本事業内容の紹介 
③ モデル構築事業の紹介 
④ 調査計画の審議 

 

2013 年 11 月 1 日 第２回 

① アンケート結果中間報告 
② 評価シート案の審議 
③ 活用ガイド構成案の審議 
④ 海外・国内ヒアリング計画の審議 

第１回定期連絡会と 
連続開催 

2013 年 12 月 20 日 第３回 
① アンケート結果第２回中間報告 
② 海外・国内ヒアリング結果の報告 
③ 活用ガイド案の審議 

第２回定期連絡会と 
連続開催 

2014 年 2 月 13 日 第４回 
① 本年度アウトプットの報告 
② 調査報告書案の審議 

第３回定期連絡会と 
連続開催 
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８.２ 定期連絡会の開催 

 平成２５年度産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業で採択された１２機関を対象に、提案

のあったモデルや指標に関する内容の共有、中間報告（進捗報告）、成果報告会に向けた意見交換

等を目的として、下表の要領で実施した。 

表 ８－３ 定期連絡会の開催経緯 

 時期 議題 

第１回 2013 年 11 月 1 日 

・定期連絡会について 

・モデル構築・モデル実証事業紹介 

（追加指標を中心に） 

第２回 2013 年 12 月 20 日 

・モデル構築・モデル実証事業紹介（第１回で

紹介していない機関） 

・モデル構築・モデル実証事業の中間進捗報告

第３回 2014 年 2 月 13 日 

・モデル構築・モデル実証事業の進捗報告 

・追加指標についての評価の報告 

・成果報告会に向けた意見交換 

 

８.３ 成果報告会の開催 

 平成２５年度産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業における取組みの成果を一般に紹介す

ることを目的として、2014 年 3 月 5 日に航空会館（東京都港区新橋 1-18-1）にて開催した。 

表 ８－４ 成果発表会議事次第 

１．開会・ご挨拶 9:45 

２．産学連携指標についての報告 9:50 

３．各実証機関からの報告（１） 10:20 

（休 憩） 11:50 

４．討論会 13:00 

５．各実証機関からの報告（２） 14:15 

６．閉会 15:45 

 

 成果報告会において開催された、検討委員会委員と平成２５年度産学連携評価モデル・拠点モ

デル実証事業の被採択機関のそれぞれ一部、ならびに外部有識者による討論会の概要を以下に示

す。 
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討論会開催概要 

日時：2014 年 3 月 5 日 13:00～14:00 

題目：「産学連携活動の見える化と経営マネジメント」 

モデレーター ：渡部 俊也氏（東京大学 政策ビジョン研究センター 教授） 

コメンテーター ：田中 正男氏（山梨大学 理事・副学長） 

：東 健司氏（大阪府立大学 副学長） 

：三木 俊克氏（（独）工業所有権情報・研修館 理事長） 

：森田 育男氏（東京医科歯科大学 理事・副学長） 

：山本 佳世子氏（（株）日刊工業新聞社 論説委員） 

：山本 貴史氏（（株）東京大学 TLO 代表取締役社長） 

 初めに平成２５年度産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業の被採択機関の参加者から、ど

のような点をポイントとして実施し、どのような変化があったかについて、次の発言がなされた。 

・地域金融機関の職員による客員コーディネータ制度を通じて、地域企業のニーズと大学のシー

ズのマッチングに努めた結果、共同研究の数が増えた。しかしながら特許の活用には結びつい

ていないことを課題と考えており、地域の企業が海外の市場に出て行くための支援として、国

内中小規模の大学との連携や海外の大学及びローファームとの連携に取り組んでいる。実証事

業では社会人ドクターの活躍による波及効果が大きいことを踏まえ、社会人入学者による学位

取得数に関する指標を重視している。（山梨大学 田中副学長） 

・本学のミッションは地域への貢献であり、実証事業では地域の企業後継者に商品開発の計画作

りを学んでもらうための「ものづくり総合研究所」を設置した。この活動の中で、実用化可能

かどうかの判断能力を身につけることは、産学連携の成果を企業で活かす上で重要であるにも

関わらず、難しいことがわかった。そこで、今後こうした技術を判断できる能力を持った人材

の育成をキーとして取り組むつもりであり、産業界にも URA のような職種が必要になるので

はと実感している。（大阪府立大学 東副学長） 

・本学では附属病院からの収入が全体の 60％を占める。これは変動するため、産学連携等を通じ

て外部資金をいかに獲得するかに焦点が当たっている。本学から公表された論文の被引用率は

この 5 年間アジアでトップを占めるなど、質の高い研究ができている一方、その成果を活かし

た事業化や臨床治験はできていない。大学改革の必要性は高いにもかかわらず、黙っていても

人材が集まることもあって大学側に危機感がない。そこで本事業を通じて文部科学省と経済産

業省を見方にするとともに資金を得て、取り組みを行っている。本事業では、medU-net の参

加大学と共同で検討を行ったことで、同じ医学系でも特徴の違いがあることが明らかとなった。

また情報を共有してディスカッションすることの重要性など、企業との共同研究を行う際のノ

ウハウを学ぶ必要があることがわかった。（東京医科歯科大学 森田理事・副学長） 



 

 56

 これらの取り組みに対し、有識者より次の発言がなされた。 

・限られた大学のリソースの中で、具体的な目標をはっきりさせ、プライオリティを決めて取り

組む必要がある。本事業の指標は、目標を明確にした上で、PDSA（S は Study）を通じて自己

分析を行ったり、他者の状況を調査する中でバックデータとして活用することができる。（工業

所有権情報・研修館 三木理事長） 

・米国では産学連携を通じた企業による製品・サービスの売上が 10 兆円／年を超え、年 70 万人

の雇用を創出しているとされる。本事業の評価指標を検討することは、産学連携活動で何を目

指すかを考えることである。産学連携を通じて製品・サービスがどれだけ作られ、売れたかが

本来のイノベーションへの貢献及び経済効果である。これまでのように単純に特許出願件数や

ライセンス件数を見るのではなく、各大学の仕組みが異なる中で、どの点が個性的であるのか

を具体的な指標で捉えた上で、取り組みがイノベーションへの貢献にどのようにつながるかを

考える段階に差し掛かっている。（東京大学 TLO 山本代表取締役社長） 

・大学の認証評価が代表的であるが、評価に関する情報は多すぎる状態にあり、外部から大学と

つながるために活用しにくいと感じている。今回の事業による評価指標で面白いものが出てき

たときには、外部にわかりやすい形で、現状は弱いところを PDCA サイクルで強くしていくこ

となどを表現してもらえればと期待している。（日刊工業新聞社 山本論説委員） 

 続いて、各大学が評価指標を産学連携活動にどのように活用しようとしているかについて、各

大学から発言がなされた。 

・産学連携が大学の中で認知されにくい理由は、大学の本来の改革とどのように結びつくのかが

わかりにくいからである。これからの産学連携は大学改革と表裏一体で進めていくのがよい。

指標などデータの活用の難しさは、データの統一性がないと比較できず、それを確保するため

に時間がかかると使われなくなってしまうところにある。データをどのように集め、整理して

いくかの仕組み作りが大切である。また、大学のシーズを製品として世に出すには、社会の色々

なところで活躍した人の知恵を使うのがよい。（山梨大学 田中副学長） 

・これまでの産学連携は、個々の教員と企業が個人的な関係で行ってきた。大学の経営として産

学連携活動を具現化するには、指標を設定して結果が見えるようにする必要がある。これから

は大学のシーズを理解した上で事業化まで取り組むことができるクロスリンカーと呼ばれる職

種が必要と感じており、クロスリンカーがどのような業績を上げているかを評価できる指標を

作りたい。（大阪府立大学 東副学長） 

・本学では産学官連携・研究推進機構を立ち上げた後、大学本部の主導で教育改革を行い、シラ

バス作成に企業関係者が関与するようにするとともに、出向の取扱いを決めて企業からの出向

を行いやすくした。また、臨床治験の充実のための再構築もおこなっている。広報についても

プロフェッショナルに委託して改革した。本事業はうまく利用すれば産学連携に関係する大学
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改革が可能になる。ぜひ執行部を積極的に突き上げたらよいと思う。（東京医科歯科大学 森田

理事・副学長） 

 これらの取り組みに対し、有識者より次の発言がなされた。 

・大学のミッションは教育・研究・社会貢献と定義されているが、経営はミッションとは全く異

なる概念であり、リソースを集中してどのような結果を出すかである。産学連携をこれまでの

ステージのままでよいのかどうかを考えることが、切り口の一つであろう。また、将来は不確

実であり、シナリオやビジョンがあってもそれをマネージしない限り実現はない。自らが依存

から主体へシフトすることを考えないと、大学経営は形にならない。（工業所有権情報・研修館 

三木理事長） 

・米国では特許出願数に対するライセンス件数の比率が 2 割 5 分以上であれば合格ラインとされ

る。東大でこの指標を算出したところ、医学部で 5 割、工学部ではこれより低かった。こうし

た指標がわかると戦略も変わる。前者であればいかに発明をピックアップするかで事業化が近

くなり、後者であればいかに質を上げるかが求められる。こうした自ら気づかなかった特徴が

わかり、何を強みとするか、強みを伸ばす戦略につながる場となれば、大学改革や方向性に寄

与するものになる。（東京大学 TLO 山本代表取締役社長） 

・研究成果を社会に出す試みは不確実性が高く、リスクを伴うものである。これを指標にすると

結果に一喜一憂することになり良くないという人がいるが逆であり、指標の測定結果を蓄積す

ることで初めて、何を目指し、全体がどうなっているかがわかる。（東京大学 渡部教授） 

・今の大学改革は政府の強いイノベーション創出の意識によるものであり、大学においても、社

会における位置づけを高めるチャンスである。論文数、被引用数ではなく、産学連携の活動に

貢献する先生を高く評価する仕組みも増えつつあり、産学連携の関係者こそ、この大学改革の

チャンスを活かして欲しい。（日刊工業新聞社 山本論説委員） 

 以上の発言に対し、経済産業省より以下の発言がなされた。 

・本日の話を聞いて、大学改革、人材政策、地域イノベーションなどが全てつながっていること

が実感できた。大学に対する期待は世の中で高まっており、その潜在的可能性をぜひ世の中に

開放してほしい。本事業を通じて各大学が現場を変えようとしていることがわかり、ありがた

く感じている。（経済産業省産業技術環境局大学連携推進課 佐藤課長） 

 後に、モデレーターより以下のとりまとめがなされた。 

・限られた資源を生かすための個性ある戦略的な取り組みによって、大学改革・大学経営と表裏

一体で進める産学連携の姿がはっきりしてきた。これを成功させるためには、見える化をいか

に効率的に行い、信頼を勝ち取るかがポイントではないか。イノベーション重視の政策は、大

学改革、現場改革のための産学連携を確立するチャンスであり、そのための評価モデル事業で

あることが改めてわかったのではないかと思う。（東京大学 渡部教授） 
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図 ８－１ 実証機関による発表（１） 

 

 

図 ８－２ 討論会 

 

 

図 ８－３ 実証機関による発表（２） 
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９．今後の課題と対処方針 

 本年度の調査を通じて明らかになった課題と、その改善のための対処方針について示す。 

 

９.１ 指標に関する課題と対処方針 

（１）調査を通じて明らかになった課題 

 共通指標は PDCA サイクルによる改善のツールとして用いられ、数年間の間、継続的に測定す

ることを通じてはじめて改善効果の検証に効果を発揮するものであり、可能な限り同じ指標を用

いて測定できるようにすることが重要である。しかしなから、回答率や回答実績、分母と分子の

相関性が低い指標については、各機関が自らのポジションや特徴を把握するときの指標として適

切でない可能性が考えられるため、それらの指標を設けた狙いを踏まえた上で、必要に応じて、

指標の定義の見直しやブラッシュアップを行うことが適切であると考えられる。 

 こうした観点から、本年度の実施結果をもとに見直しの必要性について分析を行ったところ、

評価に用いる上で課題と考えられる、次の３種類の特徴が示された指標が存在することが明らか

となった。 

① 回答率が低いもの 

 調査対象期間における産学連携・知財管理担当部署において、回答に必要な情報が把握され

ていないことに起因するものである。末尾の別表２及び別表３に、個別の指標についての回答

率の一覧を示す。共通指標の算出に用いる調査項目について、回答率の低い順に抽出すると次

表のようになる。 

表 ９－１ 回答率の低い調査項目の例 

順位 調査項目 回答率 

1 共同研究等の成果により学位を取得した人数  40.6%

2 共同研究等による研究成果としての論文数  47.8%

3 現存する大学発ベンチャーの売上額  75.3%

3 現存する大学発ベンチャーのうち同一地域における企業の売上額  75.3%

5 売上のある大学発ベンチャー現存数  83.5%

5 売上のある大学発ベンチャーのうち同一地域における企業の現存数  83.5%

7 譲渡した特許権を実用化した製品・サービスの売上総額  89.4%

7 譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化した製品・サービスの売上総額 89.4%
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② すべての機関における実績が無いか、実績のある機関が極めて少数であるもの 

 共通指標の実績が、調査対象機関全体を通じて存在しない場合や、あっても極めて少数の場

合に相当する。共通指標に関する本年度の調査結果において、ゼロ以外の実績を回答した機関

が存在しないものと、1 機関のみのものを次表に示す。 

表 ９－２ 実績を有する機関が存在しないか、極めて少数の指標 

分類 該当する共通指標 

ゼロ以外の実績を回答し

た機関が存在しない 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾権利数／

特許出願件数 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡権利数／特許

出願件数 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾権利数／

特許出願件数【単願のみ】 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡権利数／特許

出願件数【単願のみ】 

新たに立ち上げた企業への特許権の実施許諾・譲渡権利数／特

許出願件数 

同一地域の新たに立ち上げた企業に対する特許権の実施許諾・

譲渡権利数／特許出願件数 

ゼロ以外の実績を回答し

た機関が１機関のみ 

譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化件数／特許権以外の

知的財産権の譲渡契約件数 

譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化した製品・サービス

の売上総額／特許権以外の知的財産権の譲渡契約件数 

 

③ 共通指標の算出に用いる指標の相互間に相関性がみられないもの 

 この条件に該当する指標については、評価指標の設計上の前提となっている、分母と分子の

各要素となる指標に相関性がみられず、組み合わせ指標としての機能が疑われるものである。

今年度の調査結果において、以下の指標については回答をもとに指標間の相関性を算出すると

負の値となる。 

 譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化件数／特許権以外の知的財産権の譲渡契約件

数 

 売上のある大学発ベンチャー現存数／特許出願件数 

 現存する大学発ベンチャーの売上額／特許出願件数 

 売上のある大学発ベンチャーのうち同一地域における企業の現存数／特許出願件数 
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（２）課題が生じる原因と対処方針 

 （１）で示すような傾向が生じる原因について、以下の４種類に分類し、それぞれについて対

処方針を含む考察を行った。 

① 産学連携に関係している教員に確認しなければわからない情報を用いている 

 共同研究の成果に基づく論文数や、共同研究の成果をもとに学位を取得した者の数などがこ

れにあたる。こうした数値に関しては、共同研究の成果という限定がない数値を回答すること

は容易であるが、共同研究に関係するものに限定するためには、実際に産学連携による研究を

担当している教員に確認する必要がある。その対応が困難であった機関からは回答が得られな

い結果となった。一方で、調査に回答するために学内でアンケート調査を実施した機関もあり、

適切な回答期間の設定や事前の情報収集の依頼等を行うことで、指標を把握することは可能と

判断される。 

 なお、「共同研究等の成果により学位を取得した人数」については、社会人大学院生の在籍者

数なら把握できるという意見があり、補完手段としては有用と見込まれるものの、こうした大

学院生が存在しない形態で行われる産学連携も多く、完全な代替手段にはならない。 

 

② 学外における活動に起因している 

 大学発ベンチャー企業の現存数や、調査対象機関から技術移転した知的財産によって実用化

した件数やこれによる売上などが該当する。調査対象機関によっては多くの大学発ベンチャー

が存在することがあり、このような場合はそれぞれの活動を把握していない旨の回答が得られ

ることがあった。また機関として大学発ベンチャーを認証する制度を有しておらず、売上額の

把握が困難という意見もあった。しかしながら、ベンチャー企業や実用化に関する指標はアウ

トカムを把握する上で重要なものであり、回答不能の機関が存在することを割り引いても、引

き続いて指標として採用することが必要と判断される。 

 

③ 譲渡後の知財の活用状況を移転元で把握できない 

 技術移転活動のうち、実施許諾によるものについては、対象となる移転先機関に対し、契約

を通じて提供する知財をもとに実施する実用化のための活動の成果について報告を要請するこ

とが可能な場合が多いが、譲渡の場合は知財の所有権の移転となるため、移転先機関の意向に

よっては調査対象機関が移転後の状況を把握することができないことがある。この結果、譲渡

された知財の実用化状況に関する指標については、実施許諾の場合と比較して回答率が低くな

る傾向が見られた。それでも、上記の①②に該当する指標と比較すれば譲渡に起因する回答率

の低下の度合いは小さく、指標としての有効性を否定するほどの課題ではないと判断される。 
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④ 外国企業に対する特許権以外の知的財産権の技術移転が少ない 

 現状において、外国企業に対して大学が意匠権や商標権等を技術移転する件数はそれほど多

くないため、こうした活動を権利数で把握しようとすると、実績のある機関がほとんど存在し

ないという結果をもたらしている。一方で、共通指標においては「特許権以外の知的財産権」

に関する調査項目の中に、狭義では知的財産権に含まれないノウハウやマテリアルに関する技

術移転についての契約件数や収入を含めており、こうした技術移転は外国企業に対して実施さ

れていることから、引き続き把握に努めることが望まれる。 

 

 以上の検討を踏まえ、本年度用いた共通指標については、次年度の調査においても引き続き収

集に用いることが望ましいと判断される。９．３にて示すように、事前準備の依頼を行うととも

に、それでもデータの収集が困難な場合は無回答を許容することで、 大限の収集を実現するよ

う努めることとする。 

 

（３）共通指標や追加指標の追加に関する検討 

 本事業と並行して実施された平成 25 年度産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業において用

いられた追加指標のうち、次年度以降に共通指標や追加指標として用いるべきものの有無につい

て検討を行った。この結果を巻末の別表４に示す。 

 このうち、次の指標については産学連携活動を評価する上で有用性が認められるものの、共通

指標や追加指標として利用するにあたっては様々な意見が存在するため、回答任意（オプショナ

ル）な指標として利用することが適切と考えられる。 

表 ９－３ 追加することが有用と考えられる指標 

指標種類の凡例： 
共通＝共通指標として、追加＝追加指標として、◎＝有用性が高いもの、○＝有用なもの、 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 指標種類

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

技術移

転 
東京医科

歯科大 

研究マテリア

ルの移転の有

効性・効率性・

アウトカムへの

繋がり 

研究マテリアルの移転が

どの程度有効に実施さ

れているか 

研究マテリアルの移転件数

／技術移転件数 

マテリアルの移

転の有効性を

判断 
○追加

研究マテリアルの移転を

行った結果、どの程度効

率的に収入を生み出し

ているか 

研究マテリアルの移転に関

する収入／技術移転収入 マテリアルの移

転による収入を

把握 

○追加

研究マテリアルの移転に関

する収入／研究マテリアル

の移転契約件数 
○追加

研究マテリアルの移転

後、どの程度アウトカム

に結びついているか 

移転した研究マテリアルの

実用化件数／研究マテリア

ルの移転件数 

マテリアルの移

転による実用

化への効果を

判断 

○追加

共同・受

託研究 
大阪府大 

共同・受託研

究の有効性 

イノベーションの創造が

期待できる共同・受託研

究がどの程度行われて

いるか。 

中小企業との共同研究契

約数/共同・受託研究契約

件数 

中小企業との

共同研究の割

合を把握する。

◎共通
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 指標種類

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

共同・受

託研究 
大阪府大 

共同・受託研

究のアウトカム

へのつながり 
り 

共同・受託研究の成果

がどの程度アウトカム（実

用化）に結びついている

か。 

中小企業との実用化件数/
共同・受託研究契約件数 

中小企業との

共同研究から

実用化された

割合を把握す

る。 

◎共通

共同・受託研究の成果

がどの程度アウトカム（実

用化）に結びついている

か。 

育成された後継ぎ型ベンチ

ャー企業数/共同・受託研

究契約件数 

中小企業との

共同研究の成

果として成長し

たベンチャー

企業の割合を

把握する。 

○追加

上場する中小企業数/共
同・受託研究契約件数 

中小企業との

共同研究の成

果として上場し

た企業の割合

を把握する。 

◎共通

共同・受

託研究 
東京医科

歯科大 

寄付講座・協

働講座・企業

研究施設の有

性・効率性・ア

ウトカムへの繋

がり 

寄付講座・協働講座・企

業研究施設がどの程度

有効に機能しているか 

寄付講座・協働講座・企業

研究施設契約件数／共

同・受託研究契約件数 

共同・受託研

究の有効性を

判断 
○追加

寄付講座・協働講座・企

業研究施設がどの程度

効率的に収入を生み出

しているか 

同一企業が３年以上の長

期にわたる寄付講座・協働

講座・企業研究施設の寄

付金額／寄付講座・協働

講座・企業研究施設契約

件数 

寄付講座・協

働講座・企業

研究施設の規

模、継続性を

把握 

○追加

寄付講座・協働講座・企

業研究施設がアウトカム

に結びついているか 

寄付講座・協働講座・企業

研究施設から生じた特許

出願件数／特許出願件数 

寄付講座・協

働講座・企業

研究施設の実

用化への貢献

を判断 

○追加

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

推
進 

海外の

産学との

連携 

東京理科

大 

海外の産学と

の連携（共同・

受託研究）の

有効性 

産業化の推進が期待で

きる海外の産学との連携

（共同・受託研究）がどの

程度行われているか 

産業化を目指すプロジェク

トにおける海外の産学公と

の共同・受託研究契約件

数／共同・受託研究契約

件数 

共同・受託研

究のうち、グロ

ーバル化の推

進に関わる活

動を評価 

○追加

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の

方
針
策
定
へ
の
貢
献 

教育・人

材育成 

東京医科

歯科大 

産学連携活動

と教育活動の

密接度 

産学連携活動がどれだ

け教育活動の場となって

いるか 

企業からの長期特別大学

院研究生等受け入れ数／

共同・受託研究契約件数 

産学連携と教

育の結びつき

を評価 
○共通

大阪府大 
産学連携活動

と教育活動の

関係の密接度 

産学連携活動がどれだ

け教育活動の場となって

いるか。 

共同研究から社会人ドクタ

ーの入学者数/社会人ドク

ター数 

共同研究から

社会人ドクター

につながった

人数の割合を

把握する。 

○共通

高
度
専
門
人
材
の

育
成 

教育活

動との連

携 
立命館大 

学生の研究参

加 

産学連携研究にどの程

度学生が参加している

か。 

学生の参加人数／１研究

プロジェクトあたり 

産学連携研究

への学生の参

加規模から、研

究活動と教育

活動の連携度

合いを評価。 

○追加
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（４）新たな指標算出方法に関する検討 

 本年度用いた産学連携機能評価のための指標は、いずれも産学連携活動の実績を表象する数値

を、特許出願件数などの別の数値で除することにより、数値への機関の規模による影響を除くよ

うに工夫されている。一方、急速に発展している分野で特許の出願競争が発生している分野を研

究する学部を含むような機関においては、実績が増加しても、それを上回るペースで特許出願数

が増えると、改善効果が現れないことになる。そこで、分母として、知的財産権に直接関係しな

い数値を用いることを検討する。具体的な方法としては、本年度実施した海外調査の際、国連大

学マーストリヒト技術革新・経済社会研究所における調査では、「研究者 1,000 名あたり」で特許

出願数、特許登録数等の国別比較を行っており、同調査その他との国際比較を行う上で、同様の

算出方法を用いて算出する手法を併用することが想定される。なお、分母となる研究者に関する

情報としては、本調査の設問【I-3】において尋ねている研究本務者数を利用することができるた

め、新たに情報を収集する必要はない。 
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９.２ 調査票に関する課題と対処方針 

 本年度に用いた調査票に関する課題として、次に示す２点が明らかになった。課題の内容を対

処方針とともに示す。 

（１）実績ゼロと無回答の識別 

 本年度に用いた調査票には、回答記入欄に予めゼロを記入した形の設問が多く存在した。この

結果、回答機関において当該設問に関する情報を持ち合わせておらず、無回答とせざるを得ない

場合に、そのままの形で返送してしまうことで、実際に実績がゼロであった場合との区別ができ

ないケースが生じてしまった。なお、予め無回答や条件付きの回答が想定される項目については、

備考欄を設けてこうした事情について説明できるようにしていたが、ヒアリングの結果、備考欄

に何も記載せず、予めゼロが記入された状態のままで返送した機関が存在することが確認されて

いる。こうした状況を改善するため、次年度以降の調査に用いる調査票においては、回答欄に“NA”

など、数字以外の文字を記入することで、回答不可である旨を明示できるよう改良を行うことと

する。 

 

（２）用語の定義について 

 調査票において用いた下表の用語については、定義に関する窓口機関への問い合わせがあった

ほか、その後のヒアリングにおいて定義と異なる回答を行った機関が存在することが判明したこ

とから、次年度以降、表内の「次年度以降対応策」欄のとおり対応することとする。 

表 ９－４ 用語に関する課題と対応策 

用語 課題 次年度以降対応策 
共同研究 共同研究において、資金がす

べて国から出ている共同研究

は対象に含まれるのかという

問い合わせがあった。 

共同研究において企業から資金が

出ず、国から出ているものも共同

研究の対象とする。 

共同研究等の成果により学位

を取得した人数 
ヒアリングにより、単純に産

学連携に参加した学生数を回

答した機関が存在することが

わかった。 

定義に「産学連携に参加した学生

数ではない。」旨を明記する。 

共同研究等による研究成果と

しての論文数 
ヒアリングにより、単純に産

学連携に関係した教員の論文

数を回答した機関が存在する

ことがわかった。 

定義に「産学連携に関係した教員

の論文数ではない。」旨明記する。

研究本務者         

※評価指標では使用していな

い 

研究本務者には非常勤の研究

者は含むのかという問い合わ

せがあった。 

自大学等に本務がある場合は、非

常勤の研究者も含む（単なる研究

の補助者や教育目的での研究者は

含めない）とする。 
共同研究・受託研究を実施し

ている研究本務者数     

※評価指標では使用していな

共同研究毎の担当教員数はわ

かるが、重複しているかどう

かを区別することは難しいた

重複の除外作業は集計時の負担が

大きいと考えられるため、当面は、

延べ人数での回答を認める。 



 

 66

用語 課題 次年度以降対応策 
い め、共同研究に携わる教員数

の延べ人数で回答してもよい

かどうかという問い合わせが

あった。 
実施許諾権利数 個々の契約に含まれる権利数

はわかるが、重複しているか

どうか判断することは難しい

ため、延べ権利数で回答して

もよいかどうかという問い合

わせがあった。 

権利が重複したとしても、技術移

転活動がどの程度有効に実施され

ているのかを把握する上で大きな

影響はないと考えられるため、集

計の負担を考慮し、延べ権利数と

する。 
一般的業務実施者 「一般的業務従事者」の定義

が誤りではないかという問い

合わせがあった。 

調査票における誤記であり、一般

的業務従事者とは、一般的業務（総

務、経理、人事）に従事する者を

意味するため、調査票を修正する。

産学連携・技術移転に関する

専門的業務（研究成果の発

掘・評価・移転業務等）従事

者／一般的業務実施者 

従事する職員の人件費につい

て企業の出向者の費用はどの

ように計上するのかという問

い合わせがあった。 

派遣社員・有期雇用員の扱いと同

様に、「出向者に対して支払われ

る給与と同等の支出を含む」とす

る。 
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９.３ 調査の実施方法等に関する課題と対処方針 

 本年度の調査実施状況をもとに、実施方法についても以下の見直しを行うことを検討する。 

（１）事前準備の依頼に関する検討 

 本年度の調査内容は、回答部署が手元に揃えているデータのみでは回答できず、学内で別途ア

ンケートを実施したケースもあり、回答期間 1 ヶ月程度ではデータが揃わないとの意見が寄せら

れた。これを踏まえて、回答期間を延ばすか、データの取得に時間がかかるものについては別途

事前に収集しておくことの依頼をすることが考えられる。 

 現存する大学発ベンチャー企業における売上 

 実施許諾及び譲渡された知的財産権に基づく実用化件数、製品・サービスの売上 

 共同・委託研究の成果をもとに学位を取得した人数 

 共同・委託研究の成果に基づく論文数 

 

（２）実施時期 

 本年度は調査を 10 月に実施したが、この時期の調査実施は他調査との重複により、回答部署の

対応負荷が高くなるとの意見が寄せられた。そこで、来年度以降の調査実施に際しては他の省庁

による調査となるべく期間が重ならないよう、事前に他の省庁等と調整して実施を計画すること

が望まれる。 
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別表１ 各機関における産学連携活動の評価のための指標一覧 

評価 

観点 
評価軸 評価項目 評価項目の詳細 対応する指標 指標の狙い 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

技
術
移
転
（実
施
許
諾
） 

技術移転活

動の有効性 

発明評価、特許出願、マ

ーケティング等の技術移

転活動がどの程度有効

に実施されているか。 

特許権の実施許諾権利数 

／特許出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が実施許諾に結

びついているか有効性を評価。 

外国企業に対する特許権の実施許諾権利数

／特許出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が外国企業に対

する実施許諾に結びついているか有効性を評価。（注２）

特許権以外の知的財産権（注１）の実施許諾

権利数／特許出願件数 

特許権以外の知的財産権の実施許諾による技術移転活動

の有効性を評価。（注３） 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権

の実施許諾権利数／特許出願件数 

特許権以外の知的財産権の外国企業に対する実施許諾

による技術移転活動の有効性を評価。（注２，３） 

技術移転活

動の効率性 

発明評価、特許出願を

行った結果、どの程度効

率的に収入を生み出し

ているか。 

特許権の実施許諾契約収入／（産学連携部

門の人件費＋特許関係経費） 

特許権の実施許諾による技術移転活動を収益性の観点か

ら効率性を評価。 

特許権の実施許諾契約収入／特許出願件数
特許出願を行ったものが、どの程度の実施許諾収入に結

びついているか効率性を評価。 

外国企業に対する特許権の実施許諾契約収

入／特許出願件数 

特許出願を行ったものが、どの程度の外国企業からの実

施許諾収入に結びついているか効率性を評価。（注２） 

特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収

入／特許出願件数 

特許権以外の知的財産権の実施許諾による技術移転活動

の効率性を評価。（注３） 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権

の実施許諾契約収入／特許出願件数 

特許権以外の知的財産権の外国企業に対する実施許諾

による技術移転活動の効率性を評価。（注２，３） 

技術移転活

動のアウト

カムへの繋

がり 

実施許諾の後、どの程

度アウトカム（実用化）ま

で到っているか。 

実施許諾した特許権の実用化件数／特許権

の実施許諾権利数 

実施許諾を行ったもののうち、どの程度が実用化まで到っ

ているかアウトカムへの繋がりを評価。 

実施許諾した特許権を実用化した製品・サー

ビスの売上総額／特許権の実施許諾権利数

実施許諾を行ったもののうち、どの程度が実用化され市場

において売上を上げているかアウトカムへの繋がりを評

価。 

実施許諾した特許権以外の知的財産権の実

用化件数／特許権以外の知的財産権の実施

許諾契約件数 

特許権以外の知的財産権について実施許諾を行ったもの

のうち、どの程度が実用化まで到っているかアウトカムへ

の 繋がりを評価。 

実施許諾した特許権以外の知的財産権を実

用化した製品・サービスの売上総額／特許権

以外の知的財産権の実施許諾契約件数 

特許権以外の知的財産権について実施許諾を行ったもの

のうち、どの程度が実用化され市場において売上を上げ

ているかアウトカムへの繋がりを評価。 

技
術
移
転
（譲
渡
） 

技術移転活

動の有効性 

発明評価、特許出願、マ

ーケティング等の技術移

転活動がどの程度有効

に実施されているか。 

特許権の譲渡権利数／特許出願件数 
特許出願を行ったもののうち、どの程度が譲渡契約に結

びついているか有効性を評価。 

外国企業に対する特許権の譲渡権利数／特

許出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が外国企業に対

する譲渡契約に結びついているか有効性を評価。（注２）

特許権以外の知的財産権の譲渡権利数／特

許出願件数 

特許権以外の知的財産権の譲渡による技術移転活動の有

効性を評価。（注３） 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権

の譲渡権利数／特許出願件数 

特許権以外の知的財産権の外国企業に対する譲渡による

技術移転活動の有効性を評価。（注２，３） 

技術移転活

動の効率性 

発明評価、特許出願を

行った結果、どの程度効

率的に収入を生み出 し

ているか。 

特許権の譲渡契約収入／（産学連携部門の

人件費＋特許関係経費） 

特許権の譲渡による技術移転活動を収益性の観点から効

率性を評価。 

特許権の譲渡契約収入／特許出願件数 
特許出願を行ったものが、どの程度の譲渡収入に結びつ

いているか効率性を評価。 

外国企業に対する特許権の譲渡契約収入／

特許出願件数 

特許出願を行ったものが、どの程度の譲渡収入に結びつ

いているか効率性を評価。（注２） 

特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入／

特許出願件数 

特許権以外の知的財産権の譲渡による技術移転活動の効

率性を評価。（注３） 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権

の譲渡契約収入／特許出願件数 

特許権以外の知的財産権の外国企業に対する譲渡による

技術移転活動の効率性を評価。（注２，３） 

技術移転活

動のアウト

カムへの繋

がり 

譲渡の後、どの程度アウ

トカム（実用化）まで到っ

ているか。 

譲渡した特許権の実用化件数／特許権の譲

渡権利数 

譲渡を行ったもののうち、どの程度が実用化まで到ってい

るかアウトカムへの繋がりを評価。 

譲渡した特許権を実用化した製品・サービス

の売上総額／特許権の譲渡権利数 

譲渡を行ったもののうち、どの程度が実用化され市場にお

いて売上を上げているかアウトカムへの繋がりを評価。 

譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化

件数／特許権以外の知的財産権の譲渡契約

件数 

特許権以外の知的財産権について譲渡を行ったもののう

ち、どの程度が実用化まで到っているかアウトカムへの繋

が りを評価。 

譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化

した製品・サービスの売上総額／特許権以外

の知的財産権の譲渡契約件数 

特許権以外の知的財産権について譲渡を行ったもののう

ち、どの程度が実用化され市場において売上を上げてい

るかアウトカムへの繋がりを評価。 

注１： 実用新案権・商標権・意匠権・著作権・その他知的財産権（権利数がカウントできないもの（例：著作権、その他知財権）は契約件数でカウントする） 

注２： 外国企業に対する技術移転活動の是非は、政策展開等の状況に応じ、個別に検討が必要。 

注３： 本来は移転対象の知的財産権の発生状況をインプットとすべきであるが、ノウハウ等出願されないものがあるため、特許出願数を代理指標とする。 
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評価 

観点 
評価軸 評価項目 評価項目の詳細 対応する指標 指標の狙い 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

技
術
移
転
（実
施
許
諾
） 

技術移転活

動の有効性 

発明評価、特許出願、 

マーケティング等の技術

移転活動がどの程度有

効に実施されているか。 

特許権の実施許諾権利数【単願のみ】／特許

出願件数【単願のみ】 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が実施許諾に結

びついているか有効性を評価。 

外国企業に対する特許権の実施許諾権利数

【単願のみ】／特許出願件数【単願のみ】 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が外国企業に対

す る実施許諾に結びついているか有効性を評価。（注２）

特許権以外の知的財産権（注１）の実施許諾

権利数／特許出願件数【単願のみ】 

特許権以外の知的財産権の実施許諾による技術移転活動

の有効性を評価。（注３） 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権

の実施許諾権利数／特許出願件数【単願の

み】 

特許権以外の知的財産権の外国企業に対する実施許諾

による技術移転活動の有効性を評価。（注２，３） 

技術移転活

動の効率性 

発明評価、特許出願を

行った結果、どの程度効

率的に収入を生み出し

ているか。 

特許権の実施許諾契約収入【単願のみ】／

（産学連携部門の人件費＋特許関係経費） 

特許権の実施許諾による技術移転活動を収益性の観点か

ら効率性を評価。 

特許権の実施許諾契約収入【単願のみ】／特

許出願件数【単願のみ】 

特許出願を行ったものが、どの程度の実施許諾収入に結

びついているか効率性を評価。 

外国企業に対する特許権の実施許諾契約収

入／特許出願件数【単願のみ】 

特許出願を行ったものが、どの程度の外国企業からの実

施許諾収入に結びついているか効率性を評価。（注２） 

特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収

入／特許出願件数【単願のみ】 

特許権以外の知的財産権の実施許諾による技術移転活動

の効率性を評価。（注３） 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権

の実施許諾契約収入／特許出願件数【単願

のみ】 

特許権以外の知的財産権の外国企業に対する実施許諾

による技術移転活動の効率性を評価。（注２，３） 

技術移転活

動のアウト

カムへの繋

がり 

実施許諾の後、どの程

度アウトカム（実用化）ま

で到っているか。 

実施許諾した特許権の実用化件数／特許権

の実施許諾権利数【単願のみ】 

実施許諾を行ったもののうち、どの程度が実用化まで到っ

ているかアウトカムへの繋がりを評価。 

実施許諾した特許権を実用化した製品・サー

ビスの売上総額／特許権の実施許諾権利数

【単願のみ】 

実施許諾を行ったもののうち、どの程度が実用化され市場

において売上を上げているかアウトカムへの繋がりを評

価。 

実施許諾した特許権以外の知的財産権の実

用化件数／特許権以外の知的財産権の実施

許諾契約件数 

特許権以外の知的財産権について実施許諾を行ったもの

のうち、どの程度が実用化まで到っているかアウトカムへ

の繋がりを評価。 

実施許諾した特許権以外の知的財産権を実

用化した製品・サービスの売上総額／特許権

以外の知的財産権の実施許諾契約件数 

特許権以外の知的財産権について実施許諾を行ったもの

のうち、どの程度が実用化され市場において売上を上げ

ているかアウトカムへの繋がりを評価。 

技
術
移
転
（譲
渡
） 

技術移転活

動の有効性 

発明評価、特許出願、 

マーケティング等の技術

移転活動がどの程度有

効に実施されているか。 

特許権の譲渡権利数【単願のみ】／特許出願

件数【単願のみ】 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が譲渡契約に結

びついているか有効性を評価。 

外国企業に対する特許権の譲渡権利数【単

願のみ】／特許出願件数【単願のみ】 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が外国企業に対

する譲渡契約に結びついているか有効性を評価。（注２）

特許権以外の知的財産権の譲渡権利数／特

許出願件数【単願のみ】 

特許権以外の知的財産権の譲渡による技術移転活動の有

効性を評価。（注３） 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権

の譲渡権利数／特許出願件数【単願のみ】 

特許権以外の知的財産権の外国企業に対する譲渡による

技術移転活動の有効性を評価。（注２，３） 

技術移転活

動の効率性 

発明評価、特許出願を

行った結果、どの程度効

率的に収入を生み出し

ているか。 

特許権の譲渡契約収入【単願のみ】／（産学

連携部門の人件費＋特許関係経費） 

特許権の譲渡による技術移転活動を収益性の観点から効

率性を評価。 

特許権の譲渡契約収入【単願のみ】／特許出

願件数【単願のみ】 

特許出願を行ったものが、どの程度の譲渡収入に結びつ

いているか効率性を評価。 

外国企業に対する特許権の譲渡契約収入／

特許出願件数【単願のみ】 

特許出願を行ったものが、どの程度の譲渡収入に結びつ

いているか効率性を評価。（注２） 

特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入／

特許出願件数【単願のみ】 

特許権以外の知的財産権の譲渡による技術移転活動の効

率性を評価。（注３） 

外国企業に対する特許権以外の知的財産権

の譲渡契約収入／特許出願件数【単願のみ】

特許権以外の知的財産権の外国企業に対する譲渡による

技術移転活動の効率性を評価。（注２，３） 

技術移転活

動のアウト

カムへの繋

がり 

譲渡の後、どの程度アウ

トカム（実用化）まで到っ

ているか。 

譲渡した特許権の実用化件数／特許権の譲

渡権利数【単願のみ】 

譲渡を行ったもののうち、どの程度が実用化まで到ってい

るかアウトカムへの繋がりを評価。 

譲渡した特許権を実用化した製品・サービス

の売上総額／特許権の譲渡権利数【単願の

み】 

譲渡を行ったもののうち、どの程度が実用化され市場にお

いて売上を上げているかアウトカムへの繋がりを評価。 

譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化

件数／特許権以外の知的財産権の譲渡契約

件数 

特許権以外の知的財産権について譲渡を行ったもののう

ち、どの程度が実用化まで到っているかアウトカムへの繋

が りを評価。 

譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化

した製品・サービスの売上総額／特許権以外

の知的財産権の譲渡契約件数 

特許権以外の知的財産権について譲渡を行ったもののう

ち、どの程度が実用化され市場において売上を上げてい

る かアウトカムへの繋がりを評価。 

注１： 実用新案権・商標権・意匠権・著作権・その他知的財産権（権利数がカウントできないもの（例：著作権、その他知財権）は契約件数でカウントする） 

注２： 外国企業に対する技術移転活動の是非は、政策展開等の状況に応じ、個別に検討が必要。 

注３： 本来は移転対象の知的財産権の発生状況をインプットとすべきであるが、ノウハウ等出願されないものがあるため、特許出願数を代理指標とする。 
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評価 

観点 
評価軸 評価項目 評価項目の詳細 対応する指標 指標の狙い 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

ベ
ン
チ
ャ
ー 

ベンチャー

による活動

の有効性 

発明評価、特許出願を

行った結果、どの程度有

効にベンチャーに結び

ついているか。 

新たに立ち上げた企業への特許権の実施許

諾・譲渡権利数 ／特許出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が新規企業への

技術移転（新規事業の創出）に結びついているか有効性

を評価。（注１） 

ベンチャー

による活動

の効率性 

発明評価、特許出願を

行った結果、どの程度収

入を生み出す大学発ベ

ンチャーに結びついて

いるか。 

売上のある大学発ベンチャー現存数／特許

出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が継続して活動を

続けている大学発ベンチャーに結びついているか効率性

を評価。 

ベンチャー

による活動

のアウトカ

ムへの繋が

り 

発明評価、特許出願を

行った結果、どの程度大

学発ベンチャーの売上

に結びついているか。 

現存する大学発ベンチャーの売上額／特許

出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が大学発ベン チ

ャーの売上に結びついているのかアウトカムへの繋がりを

評価。 

共
同
・受
託
研
究 

共同・受託

活動の有効

性 

イノベーションの創出が

期待できる共同・受託研

究がどの程度行われて

いるか。 

高額な共同・受託研究契約件数／共同・受託

研究契約件数 

共同・受託研究のうちイノベーションへの創出へ繋がる可

能性が高いと考えられる高額な共同・受託研究の割合を活

動の有効性として評価。（注２） 

3年以上の長期間にわたる共同・受託研究契

約件数／共同・受託研究契約件数 

共同・受託研究のうちイノベーションへの創出へ繋がる可

能性が高いと考えられる長期間継続して実施される共同・

受託研究の割合を活動の有効性として評価。（注３） 

技術コンサルティング契約件数／特許出願

件数 

地元・中小企業のイノベーション創出に繋がる可能性が高

いと考えられる技術コンサルティングの割合を活動の有効

性として評価。 

共同・受託

活動の効率

性 

共同・受託研究の規模

がイノベーションの創出

を期待できる規模となっ

ているか。 

共同・受託研究契約額／共同・受託研究契約

件数 

共同・受託研究が、どの程度の規模（研究契約額）のものと

なっているのか効率性を評価。 

共同・受託

活動のアウ

トカムへの

繋がり 

共同・受託研究の成果

がどの程度アウトカム

（実用化）に結びついて

いるか。 

共同・受託研究成果の実用化件数／共同・受

託研究契約件数 

共同・受託研究の成果のうち、どの程度が実用化まで到っ

ているかアウトカムへの繋がりを評価。 

共同・受託研究成果の実用化製品サービス

の売上額／共同・受託研究契約件数 

共同・受託研究成果のうち、どの程度が実用化され市場に

おいて売上を上げているかアウトカムへの繋がりを評価。

注１： 新規企業は、技術シーズに依存する場合が多いことから、大学の特許が新規事業創出にどの程度結びついたか評価することができる。 

注２： 政策展開等の状況に応じ、対中小企業、対地域企業との共同研究の割合を評価の対象とすることも考えられる。 

注３： 本来は単年度契約の更新による同一相手先との継続した研究契約も含まれるべきであり、今後、指標の把握が可能となれば、3年以上同一相手先と継続して

いる共同・受託研究契約件数（リピート件数）も評価に加えるべきである。 

 

  



 

 71

評価 

観点 
評価軸 評価項目 評価項目の詳細 対応する指標 指標の狙い 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

研
究
力
向
上 

学連携活動

から研究活

動へのフィ

ードバック

の状況 

産学連携活動から研究

活動としてどれだけの成

果（論文等）が生み出さ

れたか。 

共同研究等による研究成果としての論文数／

共同・受託研究契約件数 

共同・受託研究と、研究活動との結びつきの強さを評価。

（注１） 

教
育
・ 

人
材
育
成 

産学連携活

動と教育活

動の関係の

密接度 

産学連携活動がどれだ

け教育活動の場となっ

ているか。 

共同研究等の成果により学位を取得した人数

／共同・受託研究契約件数 

共同・受託研究と、学士・修士・博士の教育活動との結び

つきの強さを評価。 

地
域
経
済
活
動
への
貢
献 

地域におけ

る産学連携

活動の有効

性 

技術移転活動、共同・受

託研究活動が地域に対

してどの程度有効に行

われているか。 

同一地域企業に対する特許権の実施許諾・

譲渡権利数／特許出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が同一地域企業に

対する技術移転（実施許諾・譲渡）に結びついているか有

効性を評価。（注２） 

同一地域の新たに立ち上げた企業に対する

特許権の実施許諾・譲渡権利数／特許出願

件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が同一地域内の新

規企業への技術移転（新規事業の創出）に結びついてい

るか有効性を評価。 

同一地域企業に対する特許権以外の知的財

産権（注３）の実施許諾・譲渡契約件数／特許

出願件数 

特許権以外の知的財産権の地域企業に対する技術移転

活動の有効性を評価 

地域におけ

る産学連携

活動の効率

性 

技術移転活動、ベンチ

ャーによる活動、共同・

受託研究活動が地域に

対してどの程度効率的

に行われているか。 

同一地域企業に対する特許権の実施許諾・

譲渡契約収入／特許出願件数 

特許出願を行ったものが、どの程度の同一地域企業から

の技術移転収入（実施許諾収入・譲渡収入）に結びついて

いるか効率性を評価。 

同一地域企業に対する特許権以外の知的財

産権の実施許諾・譲渡契約収入／特許出願

件数 

特許権以外の知的財産権の地域企業に対する移転活動

の効率性を評価。 

売上のある大学発ベンチャーのうち同一地域

における企業の現存数／特許出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が同一地域内に

おいて継続して活動を続けている大学発ベンチャーに結

びついているか効率性を評価。 

同一地域企業との共同・受託研究契約額／共

同・受託研究契約件数 

同一地域企業との共同・受託研究がどの程度の規模（研究契

約額）のものとなっているのか効率性を評価。 

地域におけ

る産学連携

活動のアウ

トカムへの

繋がり 

地域における技術移転

活動、ベンチャーによる

活動、共同・受託研究活

動がどのアウトカム（実

用化）に結びついている

か。 

同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特

許権の実用化件数／特許権の実施許諾・譲

渡権利数 

同一地域企業に対して技術移転（実施許諾・譲渡）を行っ

たもののうち、どの程度が実用化まで到っているかアウト

カムへ の繋がりを評価。（注４） 

同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許

権を実用化した製品・サービスの売上総額／特

許権の実施許諾・譲渡権利数 

同一地域企業に対して技術移転（実施許諾・譲渡）を行っ

たもののうち、どの程度が実用化され売上を上げているか

アウトカムへの繋がりを評価。（注４） 

同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特

許権以外の知的財産権の実用化件数／特許

権以外の知的財産権の実施許諾・譲渡契約

件数 

特許権以外の知的財産権について同一地域内企業への

技術移転後、どの程度が実用化に到ったかアウトカムへの

繋がりを評価。 

同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許

権以外の知的財産権を実用化した製品・サービ

スの売上総額／特許権以外の知的財産権の実

施許諾・譲渡契約件数 

特許権以外の知的財産権について同一地域内企業への

技術移転後、どの程度が実用化され市場において売上を

上げているかアウトカムへの繋がりを評価。 

現存する大学発ベンチャーのうち同一地域

における企業の売上額／特許出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が同一地域内に

おいて継続している大学発ベンチャーの売上に結びつい

てい るかアウトカムへの繋がりを評価。 

同一地域企業との共同・受託研究成果の実用

化件数／共同・受託研究契約件数 

同一地域企業との共同・受託研究の成果のうち、どの程度

が実用化まで到っているかアウトカムへの繋がりを評価。

同一地域企業との共同・受託研究成果の実用

化製品サービスの売上額／共同・受託研究

契約件数 

同一地域企業との共同・受託研究成果のうち、どの程度が

実 用化され市場において売上を上げているかアウトカム

への繋がりを評価。 

注１： 共同・受託研究の過剰な遂行は研究活動の妨げになるとの指摘もあり、本指標を活用することで、共同・受託研究が産業界へのアウトカムだけでなく、大学の研

究活動にも好影響をあたえる適切なエフォートを達成することも想定できる。今後のデータ取得の充実等に応じて可能となれば、例えば論文掲載誌のインパク

トファクター等、質的な面への配慮を検討していくことが考えられる。 

注２： 政策展開等の状況に応じ、中小企業に対するライセンス許諾を指標として加えることも考えられる。 

注３： 地域に対する産注２：実用新案権・商標権・意匠権・著作権・その他知的財産権 

注４： 地域に対する産学連携活動のウエイトを評価することを目的としており、同一地域に対する特許権の実施許諾・譲渡権利数では除さない（そのようにすると、同

一地域内での実用化効率を図ることとなり、同一地域内の企業の実力の影響を強く受け、評価の趣旨と違うものとなる）。 
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別表２ 本年度の調査における指標別回答率等一覧 

凡例： 

回答数＝指標算出に用いる２種類の指標のいずれも無回答でない回答の件数 

回答率＝回答数を調査票の回収数で除した比率 

非ゼロ数＝回答数から、値がゼロの回答の件数を減じたもの 

非ゼロ率＝非ゼロ数を回答数で除した比率 

No. 指標 回答数 回答率 非ゼロ数 非ゼロ率

1 ①特許権の実施許諾権利数／特許出願件数 76 89.4% 62 81.6%

2 ②外国企業に対する特許権の実施許諾権利数／特許出願件数 76 89.4% 20 26.3%

3 ③特許権以外の知的財産権の実施許諾権利数／特許出願件数 76 89.4% 27 35.5%

4 ④外国企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾権利数／特許出願件数 76 89.4% 0 0.0%

5 ①特許権の実施許諾契約収入／（産学連携部門の人件費＋特許関係経費） 79 92.9% 66 83.5%

6 ②特許権の実施許諾契約収入／特許出願件数 76 89.4% 63 82.9%

7 ③外国企業に対する特許権の実施許諾契約収入／特許出願件数 76 89.4% 19 25.0%

8 ④特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件数 76 89.4% 49 64.5%

9 
⑤外国企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件

数 
76 89.4% 13 17.1%

10 ①実施許諾した特許権の実用化件数／特許権の実施許諾権利数 68 80.0% 29 42.6%

11 
②実施許諾した特許権を実用化した製品・サービスの売上総額／特許権の実施許諾

権利数 
64 75.3% 18 28.1%

12 
③実施許諾した特許権以外の知的財産権の実用化件数／特許権以外の知的財産権

の実施許諾契約件数 
55 64.7% 18 32.7%

13 
④実施許諾した特許権以外の知的財産権を実用化した製品・サービスの売上総額／

特許権以外の知的財産権の実施許諾契約件数 
52 61.2% 12 23.1%

14 ①特許権の譲渡権利数／特許出願件数 76 89.4% 44 57.9%

15 ②外国企業に対する特許権の譲渡権利数／特許出願件数 76 89.4% 7 9.2%

16 ③特許権以外の知的財産権の譲渡権利数／特許出願件数 76 89.4% 5 6.6%

17 ④外国企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡権利数／特許出願件数 76 89.4% 0 0.0%

18 ①特許権の譲渡契約収入／（産学連携部門の人件費＋特許関係経費） 79 92.9% 47 59.5%

19 ②特許権の譲渡契約収入／特許出願件数 76 89.4% 45 59.2%

20 ③外国企業に対する特許権の譲渡契約収入／特許出願件数 76 89.4% 6 7.9%

21 ④特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入／特許出願件数 76 89.4% 21 27.6%

22 ⑤外国企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入／特許出願件数 76 89.4% 9 11.8%

23 ①譲渡した特許権の実用化件数／特許権の譲渡権利数 45 52.9% 4 8.9%

24 ②譲渡した特許権を実用化した製品・サービスの売上総額／特許権の譲渡権利数 42 49.4% 3 7.1%

25 
③譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化件数／特許権以外の知的財産権の譲

渡契約件数 
20 23.5% 1 5.0%

26 
④譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化した製品・サービスの売上総額／特許

権以外の知的財産権の譲渡契約件数 
18 21.2% 1 5.6%
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No. 指標 回答数 回答率 非ゼロ数 非ゼロ率

27 ①特許権の実施許諾権利数【単願のみ】／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 60 80.0%

28 
②外国企業に対する特許権の実施許諾権利数【単願のみ】／特許出願件数【単願の

み】 
75 88.2% 18 24.0%

29 ③特許権以外の知的財産権の実施許諾権利数／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 27 36.0%

30 
④外国企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾権利数／特許出願件数

【単願のみ】 
75 88.2% 0 0.0%

31 
①特許権の実施許諾契約収入【単願のみ】／（産学連携部門の人件費＋特許関係経

費） 
79 92.9% 64 81.0%

32 ②特許権の実施許諾契約収入【単願のみ】／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 60 80.0%

33 ③外国企業に対する特許権の実施許諾契約収入／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 19 25.3%

34 ④特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 49 65.3%

35 
⑤外国企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入／特許出願件

数【単願のみ】 
75 88.2% 13 17.3%

36 ①実施許諾した特許権の実用化件数／特許権の実施許諾権利数【単願のみ】 66 77.6% 28 42.4%

37 
②実施許諾した特許権を実用化した製品・サービスの売上総額／特許権の実施許諾

権利数【単願のみ】 
63 74.1% 18 28.6%

38 
③実施許諾した特許権以外の知的財産権の実用化件数／特許権以外の知的財産権

の実施許諾契約件数 
55 64.7% 18 32.7%

39 
④実施許諾した特許権以外の知的財産権を実用化した製品・サービスの売上総額／

特許権以外の知的財産権の実施許諾契約件数 
52 61.2% 12 23.1%

40 ①特許権の譲渡権利数【単願のみ】／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 31 41.3%

41 ②外国企業に対する特許権の譲渡権利数【単願のみ】／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 4 5.3%

42 ③特許権以外の知的財産権の譲渡権利数／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 5 6.7%

43 
④外国企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡権利数／特許出願件数【単願

のみ】 
75 88.2% 0 0.0%

44 ①特許権の譲渡契約収入【単願のみ】／（産学連携部門の人件費＋特許関係経費） 79 92.9% 35 44.3%

45 ②特許権の譲渡契約収入【単願のみ】／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 35 46.7%

46 ③外国企業に対する特許権の譲渡契約収入／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 6 8.0%

47 ④特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入／特許出願件数【単願のみ】 75 88.2% 20 26.7%

48 
⑤外国企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入／特許出願件数【単

願のみ】 
75 88.2% 9 12.0%

49 ①譲渡した特許権の実用化件数／特許権の譲渡権利数【単願のみ】 31 36.5% 3 9.7%

50 
②譲渡した特許権を実用化した製品・サービスの売上総額／特許権の譲渡権利数

【単願のみ】 
28 32.9% 2 7.1%

51 
③譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化件数／特許権以外の知的財産権の譲

渡契約件数 
20 23.5% 1 5.0%

52 
④譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化した製品・サービスの売上総額／特許

権以外の知的財産権の譲渡契約件数 
18 21.2% 1 5.6%

53 ①新たに立ち上げた企業への特許権の実施許諾・譲渡権利数／特許出願件数 74 87.1% 0 0.0%

54 ②売上のある大学発ベンチャー現存数／特許出願件数 63 74.1% 15 23.8%

55 ③現存する大学発ベンチャーの売上額／特許出願件数 57 67.1% 9 15.8%

56 ①高額な共同・受託研究契約件数／共同・受託研究契約件数 75 88.2% 59 78.7%
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No. 指標 回答数 回答率 非ゼロ数 非ゼロ率

57 ②3 年以上の長期間にわたる共同・受託研究契約件数／共同・受託研究契約件数 75 88.2% 62 82.7%

58 ③技術コンサルティング契約件数／特許出願件数 70 82.4% 19 27.1%

59 ④共同・受託研究契約額／共同・受託研究契約件数 75 88.2% 75 100.0%

60 ⑤共同・受託研究成果の実用化件数／共同・受託研究契約件数 72 84.7% 19 26.4%

61 ⑥共同・受託研究成果の実用化製品サービスの売上額／共同・受託研究契約件数 68 80.0% 9 13.2%

62 ①共同研究等による研究成果としての論文数／共同・受託研究契約件数 33 47.8% 15 45.5%

63 ②共同研究等の成果により学位を取得した人数／共同・受託研究契約件数 28 40.6% 7 25.0%

64 ③同一地域企業に対する特許権の実施許諾・譲渡権利数／特許出願件数 76 89.4% 30 39.5%

65 
④同一地域の新たに立ち上げた企業に対する特許権の実施許諾・譲渡権利数／特

許出願件数 
74 87.1% 0 0.0%

66 
⑤同一地域企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾・譲渡契約件数／特

許出願件数 
76 89.4% 35 46.1%

67 ①同一地域企業に対する特許権の実施許諾・譲渡契約収入／特許出願件数 76 89.4% 28 36.8%

68 
②同一地域企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾・譲渡契約収入／特

許出願件数 
76 89.4% 35 46.1%

69 
③売上のある大学発ベンチャーのうち同一地域における企業の現存数／特許出願

件数 
63 74.1% 15 23.8%

70 ④同一地域企業との共同・受託研究契約額／共同・受託研究契約件数 75 88.2% 61 81.3%

71 
①同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許権の実用化件数／特許権の実施

許諾・譲渡権利数 
66 77.6% 21 31.8%

72 
②同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許権を実用化した製品・サービスの

売上総額／特許権の実施許諾・譲渡権利数 
61 71.8% 13 21.3%

73 
③同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化件

数／特許権以外の知的財産権の実施許諾・譲渡契約件数 
54 63.5% 11 20.4%

74 
④同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化した

製品・サービスの売上総額／特許権以外の知的財産権の実施許諾・譲渡契約件数 
50 58.8% 5 10.0%

75 
⑤現存する大学発ベンチャーのうち同一地域における企業の売上額／特許出願件

数 
57 67.1% 9 15.8%

76 ⑥同一地域企業との共同・受託研究成果の実用化件数／共同・受託研究契約件数 72 84.7% 15 20.8%

77 
⑦同一地域企業との共同・受託研究成果の実用化製品サービスの売上額／共同・受

託研究契約件数 
68 80.0% 6 8.8%
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別表３ 本年度の調査における指標の算出に用いる項目別回答率等一覧 

凡例： 

回答数＝指標算出に用いる２種類の指標のいずれも無回答でない回答の件数 

回答率＝回答数を調査票の回収数で除した比率 

非ゼロ数＝回答数から、値がゼロの回答の件数を減じたもの 

非ゼロ率＝非ゼロ数を回答数で除した比率 

No. 指標 回答数 回答率 非ゼロ数 非ゼロ率

s1 共同研究契約件数 85 100.0% 73 85.9%
s2 高額な共同研究契約件数 85 100.0% 48 56.5%
s3 3 年以上の長期間にわたる共同研究契約件数 85 100.0% 56 65.9%
s4 共同研究契約額 85 100.0% 72 84.7%
s5 同一地域企業との共同研究契約額 85 100.0% 55 64.7%
s6 受託研究契約件数 85 100.0% 69 81.2%
s7 高額な受託研究契約件数 85 100.0% 47 55.3%
s8 3 年以上の長期間にわたる委託研究契約件数 85 100.0% 49 57.6%
s9 受託研究契約額 85 100.0% 70 82.4%

s10 同一地域企業との受託研究契約額 85 100.0% 51 60.0%
s11 特許出願件数 81 95.3% 76 93.8%
s12 特許出願件数【単願のみ】 81 95.3% 75 92.6%
s13 特許権の実施許諾権利数 85 100.0% 68 80.0%
s14 特許権の実施許諾権利数【単願のみ】 85 100.0% 66 77.6%
s15 外国企業に対する特許権の実施許諾権利数 84 98.8% 20 23.8%
s16 外国企業に対する特許権の実施許諾権利数【単願のみ】 84 98.8% 18 21.4%
s17 新たに立ち上げた企業への特許権の実施許諾権利数 82 96.5% 0 0.0%
s18 同一地域企業に対する特許権の実施許諾権利数 84 98.8% 32 38.1%
s19 同一地域の新たに立ち上げた企業に対する特許権の実施許諾権利数 82 96.5% 0 0.0%
s20 特許権の実施許諾契約件数 85 100.0% 66 77.6%
s21 特許権の実施許諾契約件数【単願のみ】 85 100.0% 62 72.9%
s22 外国企業に対する特許権の実施許諾契約件数 84 98.8% 19 22.6%
s23 特許権の実施許諾契約収入 85 100.0% 68 80.0%
s24 特許権の実施許諾契約収入【単願のみ】 85 100.0% 65 76.5%
s25 外国企業に対する特許権の実施許諾契約収入 85 100.0% 19 22.4%
s26 同一地域企業に対する特許権の実施許諾契約収入 85 100.0% 43 50.6%
s27 特許権の譲渡権利数 85 100.0% 48 56.5%
s28 特許権の譲渡権利数【単願のみ】 85 100.0% 33 38.8%
s29 外国企業に対する特許権の譲渡権利数 84 98.8% 7 8.3%
s30 外国企業に対する特許権の譲渡権利数【単願のみ】 84 98.8% 4 4.8%
s31 新たに立ち上げた企業への特許権の譲渡権利数 82 96.5% 0 0.0%
s32 同一地域企業に対する特許権の譲渡権利数 84 98.8% 32 38.1%
s33 同一地域の新たに立ち上げた企業に対する特許権の譲渡権利数 82 96.5% 0 0.0%
s34 特許権の譲渡契約件数 85 100.0% 48 56.5%
s35 特許権の譲渡契約件数【単願のみ】 85 100.0% 34 40.0%
s36 外国企業に対する特許権の譲渡契約件数 84 98.8% 6 7.1%
s37 特許権の譲渡契約収入 85 100.0% 49 57.6%
s38 特許権の譲渡契約収入【単願のみ】 85 100.0% 37 43.5%
s39 外国企業に対する特許権の譲渡契約収入 85 100.0% 6 7.1%
s40 同一地域企業に対する特許権の譲渡契約収入 85 100.0% 30 35.3%
s41 特許権以外の知的財産権の実施許諾権利数 85 100.0% 31 36.5%
s42 外国企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾権利数 84 98.8% 0 0.0%
s43 特許権以外の知的財産権の実施許諾契約件数 85 100.0% 55 64.7%
s44 同一地域企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾契約件数 84 98.8% 38 45.2%
s45 特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入 85 100.0% 54 63.5%
s46 外国企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入 84 98.8% 13 15.5%
s47 同一地域企業に対する特許権以外の知的財産権の実施許諾契約収入 84 98.8% 36 42.9%
s48 特許権以外の知的財産権の譲渡権利数 85 100.0% 5 5.9%
s49 外国企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡権利数 84 98.8% 0 0.0%
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No. 指標 回答数 回答率 非ゼロ数 非ゼロ率

s50 特許権以外の知的財産権の譲渡契約件数 85 100.0% 22 25.9%
s51 同一地域企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡契約件数 84 98.8% 13 15.5%
s52 特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入 85 100.0% 22 25.9%
s53 外国企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入 84 98.8% 9 10.7%
s54 同一地域企業に対する特許権以外の知的財産権の譲渡契約収入 84 98.8% 12 14.3%
s55 大学発ベンチャー起業数 84 98.8% 18 21.4%
s56 売上のある大学発ベンチャー現存数 71 83.5% 17 23.9%
s57 売上のある大学発ベンチャーのうち同一地域における企業の現存数 71 83.5% 17 23.9%
s58 産学連携部門の人件費 79 92.9% 67 84.8%
s59 特許関係経費 85 100.0% 79 92.9%
s60 技術コンサルティング契約件数 79 92.9% 23 29.1%
s61 共同研究等による研究成果としての論文数 33 47.8% 15 45.5%
s62 共同研究等の成果により学位を取得した人数 28 40.6% 7 25.0%
s63 現存する大学発ベンチャーの売上額 64 75.3% 10 15.6%
s64 現存する大学発ベンチャーのうち同一地域における企業の売上額 64 75.3% 10 15.6%
s65 共同・受託研究成果の実用化件数 82 96.5% 20 24.4%
s66 共同・受託研究成果の実用化製品サービスの売上額 78 91.8% 9 11.5%
s67 実施許諾した特許権の実用化件数 84 98.8% 29 34.5%
s68 実施許諾した特許権を実用化した製品・サービスの売上総額 80 94.1% 18 22.5%
s69 実施許諾した特許権以外の知的財産権の実用化件数 84 98.8% 18 21.4%
s70 実施許諾した特許権以外の知的財産権を実用化した製品・サービスの売上総額 80 94.1% 12 15.0%
s71 譲渡した特許権の実用化件数 81 95.3% 4 4.9%
s72 譲渡した特許権を実用化した製品・サービスの売上総額 76 89.4% 3 3.9%
s73 譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化件数 81 95.3% 2 2.5%
s74 譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化した製品・サービスの売上総額 76 89.4% 1 1.3%
s75 同一地域企業との共同・受託研究成果の実用化件数 82 96.5% 16 19.5%
s76 同一地域企業との共同・受託研究成果の実用化製品サービスの売上額 78 91.8% 6 7.7%
s77 同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許権の実用化件数 81 95.3% 21 25.9%

s78 
同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許権を実用化した製品・サービスの売

上総額 
76 89.4% 13 17.1%

s79 同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許権以外の知的財産権の実用化件数 81 95.3% 11 13.6%

s80 
同一地域企業に対して実施許諾・譲渡した特許権以外の知的財産権を実用化した製

品・サービスの売上総額 
76 89.4% 5 6.6%
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別表４ 平成２５年度産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業 追加指標一覧 

凡例： ◎…より多くの大学で用いる指標として有用性が高い 
○…より多くの大学で用いる指標として有用 
△…「指標の狙い」など考え方は必要性を認めるものの、指標自体は検討が必要 

 
１．イノベーションの創出／技術移転関連 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

技術移転 

山梨大 技術移転活動の有効性 
発明評価、特許出願、マーケティ

ング等の技術移転活動がどの程

度有効に実施されているか 

A1 実施許諾した特許の発明評

価時の評価点の平均 / 特許出

願したものの発明評価点の平均 
特許出願を行ったもののうち、発明評価の

有効性を評価。 

－ － 

A2 同一地域企業に実施許諾し

た特許の発明評価時の評価点の

平均 / 特許出願したものの発明

評価点の平均 

－ － 

A3 実施許諾契約件数 / 情報発

信回数（論文＋展示会＋学会）※

１ 

研究活動の一般に対する情報発信活動の

有効性を評価。 
※1 論文（論文、総説、ノート、レター等論

文誌に掲載のもの）、展示会（商業展示

会、大学主催展示会）、学会（学術研究の

ための会での口頭発表、ポスター発表） 

－ － 

A4 同一地域企業に対する実施

許諾契約件数 / 情報発信回数

（論文＋展示会＋学会）※１ 
－ － 

名古屋大 技術移転活動の有効性 

企業などが大学発の技術を利用

したビジネス展開を図ろうとして

いるのか 

ＮＰＯ法人やコンソーシアムの会

員数 
大学の研究成果の直接的な貢献度を評価

する 

－ － 

大学発の技術を一般市民が日常

生活においてどの程度活用して

いるのか 

サービスコンテンツのダウンロー

ド数と利用件数 
－ － 

技術移転 山梨大 技術移転活動の効率性 
発明評価、特許出願等を行った

結果、どの程度効率的に収入を

生み出しているか 

A5 実施許諾契約収入 / 情報発

信回数（論文＋展示会＋学会）※
1 

研究活動の社会一般に対する情報発信活

動の効率性を評価。 
※1 論文（論文、総説、ノート、レター等論

文誌に掲載のもの）、展示会（商業展示

会、大学主催展示会）、学会（学術研究の

ための会での口頭発表、ポスター発表） 

－ － 

A6 同一地域企業に対する実施

許諾契約収入 / 情報発信回数

（論文＋展示会＋学会） 
※1 

－ － 
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

技術移転 

東京医科

歯科大 

研究マテリアルの移転の

有効性・効率性・アウトカ

ムへの繋がり 

研究マテリアルの移転がどの程

度有効に実施されているか 
研究マテリアルの移転件数／技

術移転件数 
マテリアルの移転の有効性を判断 － ○ 

研究マテリアルの移転を行った結

果、どの程度効率的に収入を生

み出しているか 

研究マテリアルの移転に関する

収入／技術移転収入 
マテリアルの移転による収入を把握 

－ ○ 

研究マテリアルの移転に関する

収入／研究マテリアルの移転契

約件数 
－ ○ 

研究マテリアルの移転後、どの程

度アウトカムに結びついているか

移転した研究マテリアルの実用化

件数／研究マテリアルの移転件

数 

マテリアルの移転による実用化への効果

を判断 
－ ○ 

コンサルティング契約の

有効性・効率性・アウトカ

ムへの繋がり 

コンサルティング契約がどの程度

有効に実施されているか 
コンサルティング契約件数／技術

移転件数 
コンサルティング契約の有効性を判断 － － 

コンサルティング契約がどの程度

効率的に実施されているか 
コンサルティング契約に基づく収

入／技術移転収入 
コンサルティング契約による収入を把握 － － 

コンサルティング実施後、どの程

度アウトカムに結びついているか

コンサルティング契約に基づき実

用化に至った件数／コンサルティ

ング契約件数 

コンサルティング契約による実用化への効

果を判断 
－ － 

北見工大 

技術移転活動の地域的

効率 
コーディネート活動の活動域によ

る成果の重みを計る 
経済的価値=（OHK×地区別件数

＋TB×地区別件数＋ET×地区

別件数）／(教員数) 

コーディネータの作業指標として評価する － － 

技術移転活動の地域的

効果 
技術移転の成果が地域経済にも

たらす効果を計る 
技術移転による成果としての売上額への

寄与を評価する 
－ － 

自治体等への技術移転

の効果 
地域が抱える問題点解決への貢

献度を計る 
自治体の地域産業への効果とシーズの貢

献度を評価する 
－ － 

技術移転に関する情報収

集活動 
能動的情報収集が必要な地域に

おける訪問面談活動を計る 
収入当りの件数=件数／(収入等

／教員数) 
情報提供活動ＣＤによる当該活動を評価

する 
－ － 

２．イノベーションの創出／共同・受託研究関連 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

共同・受託研

究 
山梨大 共同受託活動の有効性 

イノベーションの創出が期待でき

る共同・受託研究の導入が有効に

実施されているか 

B1 共同・受託研究契約件数 / 
情報発信回数（論文＋展示会＋

学会）※１ 
研究活動の社会一般に対する情報発信活

動の有効性を評価。 
※1 論文（論文、総説、ノート、レター等論

文誌に掲載のもの）、展示会（商業展示

会、大学主催展示会）、学会（学術研究の

ための会での口頭発表、ポスター発表） 

－ － 

B2 同一地域企業との共同・受託

研究契約件数/情報発信回数（論

文＋展示会＋学会）※１ 
－ － 
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

大阪府大 共同・受託研究の有効性

イノベーションの創造が期待でき

る共同・受託研究がどの程度行わ

れているか。 

中小企業との共同研究契約数 中小企業との共同研究の量を把握する。 － － 
中小企業との共同研究契約数/共
同・受託研究契約件数 

中小企業との共同研究の割合を把握す

る。 
◎ － 

中小企業との試作品の製作件数/
共同・受託研究契約件数 

中小企業との共同研究からどの程度試作

品が生成されたかを把握する。 
－ △ 

中小企業後継者育成セミナー開

催数 
中小企業との共同研究につなげるセミナ

ーの回数を把握する。 
－ － 

セミナーの中小企業参加数 
中小企業との共同研究につなげるセミナ

ーの参加企業数を把握する。 
－ － 

山梨大 共同受託活動の効率性 
イノベーションの創出が期待でき

る共同・受託研究の導入が効率的

に実施されているか。 

B3 共同・受託研究契約収入 / 
情報発信回数（論文＋展示会＋

学会）※1 

研究活動の社会一般に対する情報発信活

動の効率性を評価。 
※1 論文（論文、総説、ノート、レター等論

文誌に掲載のもの）、展示会（商業展示

会、大学主催展示会）、学会（学術研究の

ための会での口頭発表、ポスター発表） 

－ － 

B4 同一地域企業との共同・受託

研究契約収入 / 情報発信回数

（論文＋展示会＋学会） 
※1 

－ － 

東京医科

歯科大 
共同・受託活動のアウトカ

ムへの繋がり 

共同・受託活動の成果がどの程度

アウトカム（治験・薬事申請）に結

びついているか 

共同・受託研究成果の薬事申請、

治験移転件数／共同・受託研究

契約件数 

共同・受託研究成果のうち、どの程度が治

験や薬事申請などアウトカムへの繋がりを

評価 
－ △ 

共同・受託活動の成果がどの程度

アウトカム（海外市場）に結び付い

ているか 

共同・受託研究成果の実用化製

品サービスの海外市場の売上額

／共同・受託研究契約件数 

共同・受託研究成果のうち、どの程度が実

用化され、海外市場において売り上げを

あげているかアウトカムへの繋がりを評価
－ － 

大阪府大 
共同・受託研究のアウトカ

ムへのつながり 

共同・受託研究の成果がどの程度

アウトカム（実用化）に結びついて

いるか。 

中小企業との実用化件数/共同・

受託研究契約件数 
中小企業との共同研究から実用化された

割合を把握する。 
◎ － 

育成された中小企業の後継者数/
共同・受託研究契約件数 

中小企業との共同研究から教育された後

継者の割合を把握する。 
－ △ 

共同・受託研

究 
大阪府大 

共同・受託研究のアウトカ

ムへのつながり 

共同・受託研究の成果がどの程度

アウトカム（実用化）に結びついて

いるか。 

育成された後継ぎ型ベンチャー

企業数/共同・受託研究契約件数 
中小企業との共同研究の成果として成長し

たベンチャー企業の割合を把握する。 
－ ○ 

上場する中小企業数/共同・受託

研究契約件数 
中小企業との共同研究の成果として上場し

た企業の割合を把握する。 
◎ － 



 

 80

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

共同・受託研

究 

東京医科

歯科大 

寄付講座・協働講座・企

業研究施設の有性・効率

性・アウトカムへの繋がり

寄付講座・協働講座・企業研究施

設がどの程度有効に機能してい

るか 

寄付講座・協働講座・企業研究施

設契約件数／共同・受託研究契

約件数 
共同・受託研究の有効性を判断 － ○ 

寄付講座・協働講座・企業研究施

設がどの程度効率的に収入を生

み出しているか 

同一企業が３年以上の長期にわ

たる寄付講座・協働講座・企業研

究施設の寄付金額／寄付講座・

協働講座・企業研究施設契約件

数 

寄付講座・協働講座・企業研究施設の規

模、継続性を把握 
－ ○ 

寄付講座・協働講座・企業研究施

設がアウトカムに結びついている

か 

寄付講座・協働講座・企業研究施

設から生じた特許出願件数／特

許出願件数 

寄付講座・協働講座・企業研究施設の実用

化への貢献を判断 
－ ○ 

電通大 

中小企業との共同・受託

研究 

中小企業との共同・受託研究の件

数 
中小企業との共同・受託研究件数

/教員数 中小企業との共同・受託研究活動状況を

評価。 

△ － 

中小企業との共同・受託研究の契

約金額 
中小企業との共同・受託研究の契

約金額（円）/教員数 
△ － 

外部研究資金 
外部研究資金がどの程度獲得で

きているか 
外部研究資金（共同・受託・科研

費）獲得額（円）/教員数 
外部研究資金獲得状況を評価。 － △ 

中小企業・ベンチャー企

業での、本学との共同・

受託研究を活かした実用

化状況 

本学との共同・受託研究の成果を

実用化する予備段階として試作製

品やシステムの開発と適用 

試作製品やシステムの提供件

数、金額（円） 
研究シーズの実用化状況 

△ － 

本学との共同・受託研究の成果を

活かした製品やシステムの販売 
実用化製品、システムの販売件

数、販売金額（円） 
△ － 

北見工大 

連携活動 
競争的資金等による連携事業の

提案実施 経済的価値=（OHK×地区別件数

＋TB×地区別件数＋ET×地区

別件数）／(教員数) 

産学連携事業におけるベンチャー企業等

との連携事業推進により地域貢献度を評

価する 
－ － 

共同研究等の公共への

貢献 
自治体が行なう事業とのマッチン

グ度を計る 

地域においては自治体が事業創出の起

点となることが多く、これが産学連携にとっ

ても、効果的であることを評価する 
－ － 
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３．イノベーションの創出／ベンチャー関連 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

ベンチャー 

電通大 
ベンチャー創出・ベンチ

ャー事業支援のための大

学の取組 

ベンチャー創出・ベンチャー事業

支援に関する事業費提供 
事業支援ファンド総額（円） 

大学のベンチャー創出・ベンチャー事業

支援活動の取組状況を評価。 

－ － 

ベンチャー創出・ベンチャー事業

支援に関するスペース 
活動拠点の学内スペース（m2）と
賃料（円/m2） 

－ － 

ベンチャー創出・ベンチャー事業

支援に関するマッチング機会提

供 

産学ニーズ・シーズマッチング展

示会（イノベーションジャパンや

JST 新技術説明会など）への出展

支援回数 

－ － 

北見工大 
創業支援 

創業に係る準備作業、資金等の

支援 
経済的価値=（OHK×地区別件数

＋TB×地区別件数＋ET×地区

別件数）／(教員数) 

大学発ベンチャーとして資本金等で支援

することによる地域貢献度を評価する 
－ － 

活動支援 
シーズ、知財の提供、インキュベ

ーションの提供 
企業運営の継続性を毎年評価することで

地域への雇用創出の効果を評価する 
－ － 

 
４．イノベーションの創出／その他 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出 

研究成果の

実用化（大学

発） 

東京電機

大 
プロデュース系（大学発

テーマ）の活動の有効性

プロデュース系産学連携活動量

の評価 
取り組みテーマ数 

プロデユース系産学連携活動量を前年度

変化で評価する。 
－ － 

産学連携活動量をモニタ 
企業訪問数/取り組みテーマ数 

コンソシアム組成の成否、参画企業数、及

び研究者数への依存把握。分析用  

－ － 
研究者訪問数（コンソシアム組成

準備）/取り組みテーマ件数 
－ － 

プロデュース系産学連携活動の

有効性の評価 

組成コンソシアム数（単/複数企

業） /取り組みテーマ件数 

・コンソシアム組成までの産学連携活動の

評価指標 
・特に特徴である、実証及び運用に関する 
研究内容を把握  
・注力する中小企業の参画度を把握 
・研究成果の妥当性把握 

－ － 

コンソシアム参画企業 /取り組み

テーマ件数 
－ － 

参画中小企業数 /コンソシアム参

画企業数 
－ － 

取り組みテーマの共同研究等契

約数/取り組みテーマ件数 
－ － 

取り組みテーマの実証研究数/取
り組みテーマ件数 

－ － 

取り組みテーマの運用研究数/取
り組みテーマ件数 

－ － 

サンプル提供した案件数/取り組

みテーマ件数 
－ － 
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

研究発表数/取り組みテーマ件数 － － 
コンソで特許出願した件数 /取り

組みテーマ件数 

・研究の成果として、アウトカムへの繋がり

を評価する 
・実用化や運用研究の把握  
＊実用化=試作した結果、販売できる状態

になったもの   

－ － 

コンソで特許権利化した件数 /取
り組みテーマ件数 

－ － 

組成したコンソの企業に実施許諾

した件数 /取り組みテーマ件数 
－ － 

コンソで特許譲渡した件数 /取り

組みテーマ件数 
－ － 

実用化に結び付いた研究数/取り

組みテーマ件数 
－ － 

実用化した実証研究・指導数/取り

組みテーマ件数 
－ － 

実用化した運用研究・指導数/取り

組みテーマ件数 
－ － 

組成したコンソの企業からのライ

センス収入を得た件数 
・活動のアウトカム評価 － － 

異分野・境界

領域の科学

技術の巻き込

み 

東京理科

大 

異分野・境界領域の知的

財産、科学技術をどれだ

け活用しようとしている

か。 

異分野・境界領域の知的財産の

活用 

産業化を目指すプロジェクトにお

いて、導入に向けて検討を進める

異分野・境界領域の特許の件数

／特許出願件数 

産業化を加速するため、異分野・境界領域

の特許の活用を評価 
－ － 

上記のうちの知財群の活用 
上記のうちの知財群からの特許

の件数／特許出願件数 
上記のうちの知財群の有効性を評価 － － 

異分野・境界領域の科学技術の

活用 

産業化を目指すプロジェクトにお

いて、連携する異分野・境界領域

の科学技術を有する研究者数／

学内の教員数 

産業化を加速するため、異分野・境界領域

の科学技術の活用を評価 
－ － 

 
  



 

 83

５．グローバル化の推進 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
推
進 

海外の産学と

の連携 
東京理科

大 

海外の産学との連携（共

同・受託研究）の有効性 

産業化の推進が期待できる海外

の産学との連携（共同・受託研究）

がどの程度行われているか 

産業化を目指すプロジェクトにお

ける海外の産学公との共同・受託

研究契約件数／共同・受託研究

契約件数 

共同・受託研究のうち、グローバル化の推

進に関わる活動を評価 
－ ○ 

海外の産学との人事交流

産業化の推進が期待できる海外

の産学との連携の一環として人事

交流がどの程度行われているか 

産業化を目指すプロジェクトのた

め海外の産学公を訪問した回数x
人／海外の産学公への訪問回数

x 人                   

産学連携活動に関わる海外の関係先との

人事交流を評価 
－ － 

グローバル市

場の獲得 
東京理科

大 
グローバル市場の獲得に

向けた活動の有効性 

産業化の推進が期待できる海外

の産学との連携の一環として

MTA がどの程度行われているか

海外の産学公への MTA 成約件

数／MTA 成約件数 
海外での MTA 推進・成約状況を評価 － △ 

産業化を目指すプロジェクトに関

わる海外への MTA 成約件数／

海外の産学公への MTA 成約件

数 

海外での MTA 推進・成約のうち産業化を

目指す活動を評価 
－ △ 

グローバルで

の知財の強

化 

東京理科

大 
海外での知的財産の強

化 
グローバルに知財の強化をどの

程度推進しているか 

知財群に参画する海外の産学公

の組織の数／知財群に参画する

国内外の産学公の組織の数 
海外での知財群の活動の展開を評価 － － 
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６．大学等の産学連携活動の方針策定への貢献／研究力向上関連 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

研究力向上 

京都工繊

大 

産学連携活動から研究活

動へのフィードバックの

状況 

産学連携により論文数や特許等

の大学の研究実績が上がったか

共同研究成果としての論文数 
実証事業における研究論文数３件（H25～
27 年度 各１件）の研究実績を評価。 

－ － 

共同研究成果としての特許数 
実証事業における特許数３件（H25～27 年

度 各１件）の研究実績を評価。 
－ － 

山梨大 
産学連携活動から研究活

動へのフィードバックの

状況 

特許出願から研究活動としてどれ

だけの成果（論文等）が生み出さ

れたか 

C1 特許出願に関連した論文数/
特許出願数 

特許出願と、研究活動との結びつきの強さ

を評価。 

－ － 

C2 同一地域企業との共同出願と

した特許出願に関連した論文数 

/ 特許出願数 
－ － 

産学連携活動から研究活動として

どれだけの成果（論文等）が生み

出されたか 

C3 共同研究等の成果としての論

文のインパクトファクター（ＩＦ）※２

の合算値/共同研究・受託研究契

約数 
共同・受託研究と、研究活動との結びつき

の強さを評価。 
※２ ＩＦは、トムソン・ロイターの Journal 
Citation Reports に基づく 

－ △ 

C4 同一地域企業との共同研究

等の成果としての論文のインパク

トファクター（ＩＦ）※２の合算値/共
同研究・受託研究契約数 

－ △ 

同一地域企業との産学連携活動

から研究活動としてどれだけの成

果（論文等）が生み出されたか 

C5 同一地域企業との共同研究

等の成果としての論文数 / 共同

研究・受託研究契約数 

同一地域企業との共同・受託研究と、研究

活動との結びつきの強さを評価。 
－ － 

電通大 

産学連携活動から研究活

動へのフィードバック（企

業ニーズや実証試験から

得られた改善課題への新

たな取組） 

企業からの相談（展示会やイベン

ト会場での面談、WEB 相談など

原則無料の技術相談）への対応 
企業からの相談件数 

産学連携プロジェクト企画活動を評価。 

－ － 

中小・ベンチャー企業を含めた産

学連携による新たな研究プロジェ

クトの企画 

競争的資金への提案件数 － － 
企画した研究プロジェクトの計画

金額（円） 
－ － 

企画した研究プロジェクトへの参

画機関数 
－ － 

東京理科

大 
産学連携活動から大学の

研究力の向上 

産学連携活動により大学の研究

力がどれだけ向上し、国内をリー

ドできる状況となったか。 

本学からの JST戦略的イノベーシ

ョン創出推進プログラムのプログ

ラムオフィサーおよび研究リーダ

ーの数／全プログラムオフィサー

および研究リーダーの数 

国の研究プロジェクトのリーダーとなって

推進する取組を評価 
－ △ 
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

研究力向上 

本学からの JST 産学共創基礎基

盤研究プログラムのプログラムオ

フィサーおよび研究代表者の数

／全プログラムオフィサーおよび

研究代表者の数 

国の研究プロジェクトのリーダーとなって

推進する取組を評価取組を評価 
－ △ 

東京医科

歯科大 
社会の発展に寄与する研

究力 
産学連携活動に必要な質の高い

研究がなされているか 
論文の引用回数総数／論文数 

研究成果のうち、インパクトの高い産学連

携の基盤となる研究がどの程度なされて

いるかを評価 
－ △ 

北見工大 

研究会への参加 
地域の研究力向上を研究会活動

への貢献度によって計る 
収入当りの件数=件数／(収入等

／教員数) 
地域産業振興に欠かせない研究会活動に

対する支援活動を評価する 
－ － 

競争的資金へのシーズ

活用 
競争的資金の提案と採択額による

貢献度を計る 

経済的価値=（OHK×地区別件数

＋TB×地区別件数＋ET×地区

別件数）／(教員数) 

競争的資金採択により地域経済への貢献

度が高いことを評価する 
－ － 

７．大学等の産学連携活動の方針策定への貢献／人材育成関連 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

教育・人材育

成 

京都工繊

大 
産学連携活動と教育活動

の関係の密接度 

産学連携により地元企業へのイン

ターンシップ数ひいては地元企

業への就職等の地域への人材育

成効果がどれだけ上がったか 

地元企業へのインターンシップ数

実証事業、コンソーシアム参加企業にお

いて２人（H26～27 年度各１人）のインター

ンシップ数を評価。 
－ － 

電通大 
産学連携活動と教育活動

の関係の密接度 

中小・ベンチャー企業を含めた産

学連携による人材育成への取組 

スーパー連携大学院コンソーシ

アムのカリキュラム数と受講生数 産学連携活動と人材育成活動の結びつき

の強さを評価。 

－ － 

産学官連携センターが支援する

学生インターンシップの実施件数
－ － 

産学連携スキル向上への取組（コ

ーディネーターやマネージャー

に関して、マッチング能力、分析

能力、コミュニケーション能力を常

に向上させながら、産学連携活動

に取組んでいるか） 

シーズ・ニーズのマッチング：企

画した出展件数、関与した学術相

談（有償）件数、関与した共同研

究契約数 
コーディネーターやマネージャーの産学

連携スキルが産学連携活動成果に結びつ

いているか、その有効性を評価。 

－ － 

分析能力向上：産学連携、知的財

産、ベンチャービジネス等に関す

る講習会等への参加回数 
－ － 

コミュニケーション能力向上：研究

開発セミナーの企画件数、参加人

数 
－ － 
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

教育・人材育

成 

東京医科

歯科大 
産学連携活動と教育活動

の密接度 
産学連携活動がどれだけ教育活

動の場となっているか 

企業からの長期特別大学院研究

生等受け入れ数／共同・受託研

究契約件数 
産学連携と教育の結びつきを評価 ○ ○ 

大阪府大 
産学連携活動と教育活動

の関係の密接度 
産学連携活動がどれだけ教育活

動の場となっているか。 

共同研究から社会人ドクターの入

学者数 
共同研究から社会人ドクターにつながっ

た人数を把握する。 
－ － 

共同研究から社会人ドクターの入

学者数/社会人ドクター数 
共同研究から社会人ドクターにつながっ

た人数の割合を把握する。 
○ ○ 

山梨大 
産学連携活動と教育活動

の関係の密接度 

同一地域企業との産学連携活動

がどれだけ教育活動の場となっ

ているか。 

D1 同一地域企業との共同研究

等の成果により学位を取得した人

数（社会人入学者） / 共同研究・

受託研究契約数 

同一地域企業との共同・受託研究と、学

士・修士・博士の教育活動との結びつきの

強さを評価。 
－ － 

東京医科

歯科大 
産学連携推進のためのイ

ンセンティブ制度 

産学連携活動のモチベーション

を上げる教育システムが出来上

がっているか 

外部資金によるインセンティブの

総額／外部資金 
外部資金のうち、研究者個人のインセンテ

ィブ回っているかを評価 
－ － 

外部資金によるインセンティブ給

与受給者／教員数 
どの程度の教員が産学連携活動に関与し

ているかを評価 
－ － 

東京理科

大 

産学連携活動による研究

力の向上と将来の活動へ

の継承 

産学連携がどれだけ研究者の育

成の場となっているか 

産業化を目指すプロジェクトを通

じて博士号を取得した人数／博

士号取得人数 

産業化を目指すプロジェクトの研究者育成

への貢献を評価；将来の産学育成を支え

る人材の育成を評価 
－ － 

産業化を目指すプロジェクトに関

わる業務で企業を訪問・滞在した

学生の人数／全学生数 
学生による産学連携活動の実践を評価 － － 

産学連携活動がアカデミアの人

材育成、研究力向上にどれだけ

貢献しているか 

産業化を目指すプロジェクトを通

じて博士号を取得した本学の学

生・大学関係者の数／本学の学

生・大学関係者の博士号取得人

数 

産学連携活動と研究力の向上との結びつ

きを評価 
－ － 

産学連携活動による研究

力の向上と将来の活動へ

の継承 

産学連携活動が産業界の人材育

成、研究力向上にどれだけ貢献

しているか 

本学で博士号を取得した社会人

の人数／博士号取得人数 
社会人の研究力向上を評価 － － 

産業化を目指すプロジェクトを通

じて博士号を取得した社会人の

人数／本学で博士号を取得した

社会人の人数             

および産業化を目指すプロジェク

トを通じて博士号を取得した社会

人の人数 

産学連携活動と社会人の研究力の向上と

の結びつきを評価 
－ △ 
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

教育・人材育

成 
東京大学 

イノベーション人材育成

活動の有効性 
イノベーション人材育成活動がど

の程度有効に実施されているか 
新たに育成された「イノベーション

人材」数 

研究人材に事業化のための教育やメンタ

リング機会を提供する人材育成活動により

研究人材をイノベーション人材へと脱皮さ

せる活動に、大学研究室・企業がどの程度

関心を持ったか、活動の有効性を評価。 

－ － 

イノベーション人材育成

活動のアウトカムへの繋

がり 

イノベーション人材育成活動がど

の程度アウトカム（事業化構想立

案）に結びついたか 

イノベーション人材が、事業化構

想として提言した新規イノベーシ

ョン・プロジェクト数 

基礎研究による技術シーズがどの程度、

事業化構想、事業化プラン策定に到って

いるかアウトカムへの繋がりを評価。 
－ － 

イノベーション人材育成

活動の有効性 
イノベーション人材育成活動がど

の程度有効に実施されたか 

イノベーション人材が、プログラム

修了後に関与した新規イノベーシ

ョン・プロジェクト数 

プログラム前、プログラム後の比較を通し

て研究人材の成長をキャリア進展の側面

から捉え、イノベーション人材育成活動の

有効性を評価。 

－ － 

イノベーション人材育成

活動の効率性 

イノベーション人材育成活動がど

の程度効率的に研究人材の成長

を促しているか 
イノベーション人材成長ステージ

プログラム前、プログラム後の比較を通し

て、どの程度研究人材の成長に結びつい

ているか、効率性を評価。 
－ － 

人材育成教

育 
北見工大 

社会人人材育成による成

果 
育成人材の商品化による経済効

果を計る 

経済的価値=（OHK×地区別件数

＋TB×地区別件数＋ET×地区

別件数）／(教員数) 

産業振興における人材育成の成果を売上

件数で評価し、地域経済への効果を評価

する 
－ － 

企業者・小中高校への教

育貢献 
地域企業、教諭、児童・生徒への

教育への貢献度を計る 
収入当りの件数=件数／(収入等

／教員数) 
地域におけるセミナー等の開催による貢

献度を評価する 
－ － 

高
度
専
門
人
材
の
育
成 

教育活動との

連携 
立命館大 

学生の研究参加 
産学連携研究にどの程度学生が

参加しているか。 
学生の参加人数／１研究プロジェ

クトあたり 

産学連携研究への学生の参加規模から、

研究活動と教育活動の連携度合いを評

価。 
－ ○ 

社会人への教育 
技術指導、出張講義等で産学連

携に基づいた社会人に対する教

育がどの程度実施されているか。

社会人への教育人数／１社あた

り・１年間 
産学連携に基づいた正課外の教育活動の

状況と規模を評価。 
－ － 

イノベーション創出への

貢献 

発明の創出にどの程度学生が貢

献しているか。 
発明者となった学生の人数／発

明者数 
研究活動に学生が参加し、成果創出への

学生の寄与度合いを評価。 
－ △ 

発明の創出にどの程度学生が貢

献しているか。 
発明への学生の寄与度（０－１０

０）／１００ 

研究活動に学生が参加し、成果創出への

学生の寄与度合いを評価。具体的には、1
件の発明について、発明者となった学生

の貢献割合を 0-100%で表す。 

－ △ 

制度改革の共同研究・受

託研究活動への繋がり 

本事業で取り組む制度改革が共

同研究・受託研究活動に寄与して

いるか。 

共同・受託研究件数／秘密保持

契約件数 

秘密保持をマネジメントする仕組みの整備

が共同研究・受託研究活動につながった

かを評価。 
－ － 
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８．大学等の産学連携活動の方針策定への貢献／人材育成関連 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

地域経済活

動への貢献 

京都工繊

大 
地域における産学連携活

動の有効性 

産学連携により企業の売上高や

雇用等の地域の企業活動をどれ

だけ活性化したか 

地元企業の売上高 
コンソーシアム参加企業における共同研

究に関連する分野において+５％（H27 年

度）の売上高を評価。 
－ － 

地元企業の雇用増大数 
コンソーシアム参加企業における共同研

究に関連する分野において+１人／年

（H27 年度）の雇用増大数を評価。 
－ － 

名古屋大 
地域における産学連携活

動の有効性 

企業・社会が大学発の技術を地

域活性化のために利用しようとし

ているのか 
連携事業の実施件数 

地域活性化、地域社会への貢献を評価す

る 

－ － 

地域活性化への影響度はどのく

らいか 
イベント参加者数 － － 

大学が直接的に貢献した大きさ

はどのくらいか 
イベントにおけるアプリの利用者

数 
－ － 

山梨大 
地域における産学連携活

動の有効性 

技術移転活動、共同、受託研究活

動が地域に対してどの程度有効

に行われているか。 

E1 同一地域企業に対する特許

権の実施許諾・譲渡権利数（うち、

海外市場への展開を対象としたも

の）※３ / 特許権の実施許諾・譲

渡権利数 

特許出願を行ったものが、どの程度が海

外展開を対象とした同一地域企業に対す

る技術移転（実施許諾・譲渡）に結びつい

ているか有効性を評価。 
※３ 海外特許ライセンス、将来的な予定

を含む。 

－ － 

技術移転活動、共同、受託研究活

動が地域に対してどの程度有効

に行われているか。 

E2 同一地域企業との共同研究・

受託研究契約件数（うち、海外市

場への展開を対象としたもの） / 
同一地域企業、地方自治体、団体

等との連携協定数※４ 

同一地域企業との共同研究・受託研究契

約が、地域企業、地方自治体、団体等との

連携契約とどう結びついているかの効率

性を評価。 
※４ 連携協定（山梨県、岡谷市、甲府市、

玉穂町、東京エレクトロン株式会社、山梨

県ワイン酒造組合、山梨県水晶宝飾連合

会、甲府商工会議所、富士吉田商工会議

所、株式会社山梨中央銀行、甲府信用金

庫、計１１件） 

－ － 
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

技術移転 

秋田大 
地域における産学連携活

動の有効性 

技術移転活動、共同・受託研究活

動が地域対し得てどの程度有効

に行われているか。 

地域企業からの技術相談の件数

／技術相談件数 
地域企業からの技術相談がどの程度なの

かにより地域との連携の有効性を評価。 
－ － 

共同・受託研

究 

地域企業のニーズから始まる共

同研究の件数／共同研究件数 

地域企業の視点に立った共同研究がどの

程度なのか地域との結びつきの有効性を

評価。 
－ － 

地域企業との特許の共同出願件

数／特許の共同出願件数 
地域企業との共同研究が具体的な成果に

結びついているか有効性を評価。 
－ － 

地域工業会等との連携から生ま

れる共同研究の数／共同研究件

数 
地域との産学連携活動の有効性を評価。 － － 

地域経済活

動への貢献 

秋田大 
地域のおける産学連携活

動の効率性 

技術移転活動、共同研究活動が

地域に対してどの程度効率的に

行われているか。 

地域企業と共同研究の結果生ま

れる実用化件数／共同研究件数

地域企業との共同研究がどの程度実用化

に結びついているか効率性の評価。 
－ － 

山梨大 
地域における産学連携活

動の効率性 

技術移転活動、共同、受託研究活

動が地域から海外への展開に対

してどの程度効率的に行われて

いるか。 

E3 同一地域企業に対する特許

権の実施許諾・譲渡契約収入（う

ち、海外市場への展開を対象とし

たもの）/特許出願件数 

特許出願を行ったもののうち、どの程度が

海外展開を対象とした同一地域企業から

の技術移転収入（実施許諾収入・譲渡収

入）に結びついているか効率性を評価。 

－ － 

山梨大 
地域における産学連携活

動の効率性 

技術移転活動、共同、受託研究活

動が地域から海外への展開に対

してどの程度効率的に行われて

いるか。 

E4 同一地域企業との共同研究・

受託研究契約収入（うち、海外市

場への展開を対象としたもの） / 
同一地域企業、地方自治体、団体

等との連携協定数 
※４ 

同一地域企業との共同研究・受託研究契

約が、地域企業、地方自治体、団体等との

連携契約とどう結びついているかの有効

性を評価。 

－ － 

秋田大 
地域における産学連携活

動の波及効果 
産学連携活動が企業求人にどの

程度影響を及ぼすか。 
地域企業に就職する学生の数／

学生就職数 

産学連携活動が地域企業の求人にどの程

度影響を及ぼすかにより、連携の有効性

を評価。 
－ － 

山梨大 
地域における産学連携活

動のアウトカムへの繋が

り 

地域における技術移転活動、共

同、受託研究活動が海外を対象と

してどのアウトカム（実用化）に結

びついているか。 

E5 同一地域企業との共同研究・

受託研究成果の実用化件数（う

ち、海外市場への展開を対象とし

たもの） / 共同研究・受託研究契

約件数 

海外展開を行う同一地域企業との共同研

究・受託研究成果のうち、どの程度が実用

化まで至っているかアウトカムへの繋がり

を評価。 
企業に対するアンケートを実施。 

－ － 

E6 同一地域企業との共同研究・

受託研究成果の実用化製品サー

ビスの売上額（うち、海外市場へ

の展開を対象としたもの） / 共同

研究・受託研究契約件数 

海外展開を行う同一地域企業に対して共

同研究・受託研究成果のうち、どの程度が

実用化され市場において売上を上げてい

るかアウトカムへの繋がりを評価。 
企業に対するアンケートを実施。 

－ － 



 

 90

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

地域経済活

動への貢献 
秋田大 

ブランドロゴの学内への

展開 
ブランドロゴ戦略が学内にどの程

度展開しているか。 
秋田大学単独商標出願件数 

ブランドロゴ戦略の学内展開の有効性を

評価。 
－ － 

地域におけるブランドロ

ゴ戦略の有効性 
ブランドロゴ戦略が地域に対して

どの程度有効に機能しているか。

秋田大学ブランドロゴ使用許諾商

品の数／取組み製品数 
製品開発としてのブランドロゴ戦略の有効

性を評価。 
－ － 

秋田大学ブランドロゴ使用許諾企

業数／取組み企業数 
地域企業との連携成果としてのブランドロ

ゴ戦略の有効性を評価。 
－ － 

県内ベンチャーへの秋田大学ブ

ランドロゴ使用許諾件数／取組み

企業数 

ブランドロゴ戦略がどの程度新たな事業展

開へ結びついているかの有効性を評価。
－ － 

秋田大学ブランドロゴ使用許諾商

品の２社以上の産産連携構築支

援数／取組み企業数 

ブランドロゴ戦略の地域内連携の有効性

を評価。 
－ － 

秋田大学ブランドロゴ使用許諾企

業を有する県内地域工業会の参

画数／取組み工業会 

地域連携としてのブランドロゴ戦略の有効

性を評価。 
－ － 

地域経済活

動への貢献 

秋田大 
ブランドロゴ戦略の効率

性 

ブランドロゴ戦略が地域に対して

どの程度効率的に展開している

か。 

売上がある秋田大学ブランドロゴ

使用許諾商品の数／使用許諾商

品数 

製品開発としてのブランドロゴ戦略の効率

性を評価。 
－ － 

売上がある使用許諾商品のある

秋田大学ブランドロゴ使用許諾企

業数／使用許諾企業数 

地域企業との連携成果としてのブランドロ

ゴ戦略の効率性を評価。 
－ － 

北見工大 

自治体委員会等への参

加 
地域経済に大きく影響する自治体

への貢献度を計る 

収入当りの件数=件数／(収入等

／教員数) 

地域貢献の学識経験者として地域経済に

対する貢献を評価する 
－ － 

地域活性化事業への参

加 
事業への参加がもたらす住民意

識に関する貢献度を計る 
経済活動の一環として参加する地域振興

イベント等への貢献度を計る 
－ － 

産学連携活動と学生の定

着 
雇用創出の観点から地域に定着

した学生数を計る 
地域振興とともに知の流出を防ぐことへの

貢献度を計る 
－ － 
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９．大学等の産学連携活動の方針策定への貢献／その他 

観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

中小企業の

活性化（企業

発） 

東京電機

大 

技術相談系（中小企業向

け産学連携活動）の有効

性 

リエゾン活動の有効性 技術相談件数 前年度比で活動量を評価する － － 
中小企業向けにとってのリエゾン

活動の有効性 
中小企業の技術相談件数/技術相

談件数 
目標値で活動量を評価する － － 

中小企業向け技術相談活動の有

効性 

コーディネータによるコメントや指

導件数/中小企業の技術相談件 
コーディネータによる技術相談のアウトプ

ットを評価する。 
－ － 

先生によるコメントや指導件数（単

発）/中小企業の技術相談件数 

・教員による技術相談のアウトプットを評価

する。  

－ － 

先生によるコメントや指導件数（複

数回）/中小企業の技術相談件数 
－ － 

有償による対応件数/中小企業の

技術相談件数 
－ △ 

有償額/中小企業の技術相談件数 － － 
契約件数/中小企業の技術相談件

数 
－ － 

NDA(MTA)契約件数/中小企業

の技術相談件数 
－ － 

技術相談から派生した中小企業と

の共同・受託研究数 

・活動のアウトカムへの繋がりを評価する。

・実用化や運用技術研究の把握。 
・中小企業との共同・受託研究への到達度

を評価する。 

－ － 

中小企業との共同・受託研究数/
中小企業の技術相談件数 

－ － 

実証研究・指導数/中小企業との

共同・受託研究数 
－ － 

運用研究・指導数/中小企業との

共同・受託研究数 
－ － 

サンプル提供した案件数/中小企

業の技術相談件数 
－ － 

研究発表数/中小企業との共同・

受託研究数 
－ － 

中小企業との共同出願数/中小企

業との共同・受託研究数 
・中小企業とのアウトカムへ繋がる特許関

連を評価する。 

－ － 

中小企業と共同出願し権利化した

件数/中小企業との共同・受託研

究数 
－ － 
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観点 評価軸 実証機関 評価項目 評価項目の詳細 対応指標 指標の狙い 
共通指標として

の可能性 
追加指標として

の可能性 

大
学
等
の
産
学
連
携
活
動
の
方
針
策
定
への
貢
献 

中小企業の

活性化（企業

発） 

東京電機

大 

技術相談系（中小企業向

け産学連携活動）の有効

性 

中小企業向け技術相談活動の有

効性 

中小企業への実施許諾数/中小企

業との共同・受託研究数 

・活動の成果として、アウトカムへの繋がり

を評価する 
・実用化や運用研究の把握  
＊実用化=販売できる状態になったもの 

－ △ 

中小企業への譲渡件数/中小企業

との共同・受託研究数 
－ △ 

実用化に結び付いた中小企業の

案件数/中小企業との共同・受託

研究数 
－ △ 

実用化に結び付いた実証研究・

指導数/中小企業との共同・受託

研究数 
－ － 

実用化に結び付いた運用研究・

指導数/中小企業との共同・受託

研究数 
－ － 

共同研究をした中小企業からのラ

イセンス収入得た件数 
・活動のアウトカム評価 － － 

中小企業と大学を結びつける活

動量評価 

各種セミナーの講演（産官学交流

センター関与） 

中小企業に大学の成果を知ってもらう活動

量を前年度比で評価する。 

－ － 

各種展示会 （産官学交流センタ

ー関与） 
－ － 

その他 （産官学交流センター関

与） 
－ － 

 
 


