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◆第２ステージに入った産学連携
最近、20 年後のわが国のあるべき姿を見据えて『「イノベーション 25」中間
とりまとめ』が報告された。これによれば、基礎研究の多様性を確保し、イノ
ベーションの “種” となる思いもよらぬ新発明、新発見を生み出し、その成果を
速やかに市場に届けるために、異分野の融合と大学、企業等異なるセクターの
人々が協働する “場”（エコシステム）の形成が大切と述べられている。このこと
は、産学連携の促進がイノベーション創成にとって要の活動であることを示唆
している。わが国の産学連携事業は大学技術移転促進法（TLO法）が施行された
1998 年以降に本格化し、2004 年の国立大学の法人化を契機に、多くの研究大
学が特許等の知的財産の機関管理と技術移転によるその活用に踏み出し、確実に
進展している。この活動も第 2ステージを迎え、これまでの事業を正しく評価
し、必要があれば軌道修正する時期を迎えた。
産学連携を劇的に促進し、国の経済再生に貢献したことで知られる Bayh-Dole 
法が制定されて 25年を経過した米国で、いま、大学の技術移転事業の見直しの
議論が盛んになってきたことは注目に値する。そこで、米国の大学の技術移転
事業を推進している J.Frazer 氏（AUTM：Association of University’ s Technology 
Managers 会長）と大学の技術移転事業に辛口の意見をもつジャーナリストであ
る J.Washburn 女史（University Inc.）をお招きして、最近米国で噴出している問
題̶研究・教育機関である大学が技術移転事業において、大学の利益の追求を
優先するばかりに、研究者の仕事の “質” を落とすと同時に、本来の目的である
イノベーションの創成の阻害要因を作り出している̶を中心にディベートをお
願いした。もちろん、米国における産学連携事業が輝かしい経済復興の原動力に
なったことは疑う余地はない。だからこそ、現在、産学連携事業を見直し、より
社会に貢献する事業にイノベートするための建設的意見交換が大切である。この
ディベートは、期待通り、わが国の産学連携事業の将来を考える上で大変参考に
なった。
イノベーションの源泉は「信念に基づく知識の創造」（野中郁次郎）ともいわ
れる。われわれが目指す産学連携はその本流を担うことが期待される。同時に、
その促進は国の将来への投資であり、難しい選択を迫られる場面も多々あると思
われるが、高い志のもとに忍耐強く努力することによりグローバルな知識経済競
争をリードする日本の姿が見えてくるのではないだろうか。
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特集●

大学の知的財産本部における活動の
成果・課題と今後の展開

̶̶̶̶大学の知的財産本部

座談会
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●本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。大学
の知的財産本部整備事業は平成 15年度に発足し 34機関、特色ある知
的財産管理活用機能支援プログラムは 9件それぞれ採択されています。
しかし、この事業は残り 1年です。国立大学の法人化を契機に、知的財
産重視、産学連携重視の流れが醸成されてきています。大学としても教育、
研究に加え成果の社会還元が求められるようになりました。JST が進め
ている外国特許出願制度の活用も大きく伸びており、非常にうれしく思っ
ております。
　　まず、お集まりいただいた京都、岩手、立命館の 3大学の方々に、知
財本部の経過と現状についてお伺いします。

◆整備事業は19年度限り
松重　この数年間で、日本の大学における知財に関する意識は高まり、体
制整備は大きく進み、また今後も変革していくと考えています。京都大
学においても、従来は知財の取り組みは活発ではなく、法人化前は発明
委員会にかかって国に承継された案件が年間20件以下でした。ところが、
知財体制を整えた法人化後では、発明の開示案件は一気に 400 から 500
件と急増しました。実は、法人化前でも特許庁のデータを調べると、京
都大学の先生の名前が載っている特許が年間 400 件程度もあること、大
部分は企業と先生方が直接共同研究等を行った事例があることを確認し
ていました。従って、最近の量的拡大は、大学における知財整備を行っ
た結果、オープンでオフィシャルな取り扱いを実現できてきているとい
えます。こうした大学として独自の特許の取り組みのきっかけになった
のは 10数年前だと思います。
　　その当時、私自身、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（VBL）の施
設長として、ハイテクベンチャーの育成・支援に取り組んでいました。
特許の重要性、必要性を認識し、「発明相談室」を作り、弁理士や TLO
の方に学内に来てもらったりしていました。その後、京都大学にも本格
的な産学連携推進支援組織として、「国際融合創造センター（IIC）」を立
ち上げ、知財担当部署的なものを作りました。そうした基盤ができたと
ころで、ちょうど、文部科学省の知的財産本部整備事業の公募があり、
京都大学としても応募し、採択されました。一昨年の中間評価で「A評
価」を頂くとともに「スーパー産学官連携推進組織」にも選ばれて今に
至っています。そういう経緯で走ってきて一応順調に推移してきた感が
ありますが、実際的には業務内容、財務的な側面での課題なども多くあり、
また国際的な視点でのシステム整備も不可欠であり、今後組織的な体制

飯田　紘雄
（いいだ・ひろお）
立命館大学 知的財産本部
副本部長、教授

小野寺　純治
（おのでら・じゅんじ）
岩手大学 地域連携推進センター
長特別補佐、岩手大学・大連理
工大学 国際連携・技術移転室長

松重　和美
（まつしげ・かずみ）
京都大学 副学長（産学官連携・
知財担当）、国際イノベーション
機構長

司会・進行：小原　満穂
（独立行政法人 科学技術振興機構 
審議役）

国立大学の法人化に加え、平成15年度にスタートした大学の知的財産本部整備事業によって、大学の知財重
視、産学連携重視の流れが醸成された。しかし、同事業は19年度限り。今後、どうなるのか。携わってきた
3人の大学関係者がその成果と課題を語った。
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変革を行う予定にしています。

◆企業、自治体と組み地域経済を振興
小野寺　平成 15 年度の知的財産本部整備事業で東北・北海道地区からは
北海道大学、東北大学、岩手大学が採択されました。地方大学は岩手大
学だけです。昭和 62 年ごろから大学の教員が地域の企業、自治体と草
の根の産学官連携をやってきました。それを制度化することで大学の知
財を地域産業に生かせると考えました。岩手大学の教員 400 名足らずだ
けでは難しいですから県内の他の 4大学と連携組織をつくり、公設試験
研究機関などにも働きかけてオール岩手の知的資源を地域で活用してい
ただくという流れで取り組んでいます。地域連携推進センターを組織し
産学官のワンストップサービスを提供しています。これは地域共同研究
センター、生涯学習教育研究センター、機器分析センターに知的財産本
部機能、インキュベーション機能を加えたもので、平成 16 年の法人化
と同時にスタートしました。
飯田　立命館大学が京都、岩手両大学と違うのは私立大学ということです。
それから地方にある大学で中規模大学、中規模というのは先生の規模で
す。1994 年に、理工学部のキャンパスが京都市内から滋賀県に移転し
ました。そのとき、共同研究とか受託、委託に乗り出したのが産学連携
の発端です。企業とのつながりが強くなり、インキュベーションもやり
出し、その後知的財産のフェーズに移ったわけです。知財活動とリエゾ
ン活動との一体化は最初からのポリシーです。企業の知的財産経験者だ
けで最初の 1年半ほど対応しましたが、その後はリエゾンスタッフ（現在、
テクノプロデューサー）も加えて回すようにしています。
　　発明件数は伸びてきています。私どもは発明届けに関心をもっていま
す。出願にはライセンスの可能性、発明をタネに共同研
究などへ拡大再生産できるようなものを選んでいます。
当初から絞りぎみです。最初の 1年半ぐらいは発明届け
の 43％の出願、その次の年は 50％、この 3月末で計算
してみたら 57％ぐらいになっています。活動のほうは
30人ほどのテクノプロデューサーが先生方とのコンタク
ト、産学連携、知財活動など多方面にわたって活躍して
います。

◆インキュベーションまで手掛ける機関も
●知財部門の活動状況について、岩手大学はどうですか。
小野寺　私どもは知財本部という言葉は基本的には使って
いません。地域連携推進センターの中に技術移転部門、
リエゾン技術移転部門という形で分けて入れております。
私どもの提案は、ライセンス活動だけが知財本部ではな
くて、初めから最後まで一機関で面倒を見る、インキュ
ベーションまでやりましょうということです。技術移転
部門とインキュベーション部門、あとリエゾンの一部を
知的財産本部整備事業のお金の中でやらせていただいて
います。技術移転マネージャーが 2名、そこにサブにつ

小野寺純治：大学卒業後、岩手県職員として産業振興、科
学技術振興等の業務に従事。2003年4月から岩手大学教員
として産学官連携をを担当。中国の大連理工大学との連携
事業も手掛け、2006年7月より岩手大学・大連理工大学国
際連携・技術移転室長に就任。
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いているのが 1名、インキュベーションマネージャー 1
名、全部で 4名で回しております。年間の発明件数が大
体 50件ぐらい、出願が大体 30件ちょっとですので、専
任の技術移転マネージャー 2人で何とか回しているとこ
ろです。
　　私どもは基礎的な知財は大学が持つべしという議論を
しております。事前調査をして出願にあたらないという
ものは別にして、ちょっと遠くても将来地域の財産になり
そうなものは大学が積極的に抱えるという考え方です。一
方で、実用化に近い案件についてですが、私どもの大学で
は研究を自前資金でやるのは非常に厳しく企業との共同研
究を積極的に実施していますので、大学が自ら出願するの
もありますが、企業の要望を踏まえ、企業との共願や企業
からの出願も積極的に実施しています。しかし、共同研究
はかなりの少額でやっているものが多いのが現状です。

◆一定量の発明案件継承件数は必要
●京都大学の出願の傾向とか委員会の運営等についてお話し
していただけますか。
松重　京都大学は総合大学ということもあり、研究者は
3,000 名以上で、理工系はおおよそ 2,000 名ぐらいだと思います。産学
連携、知財に深く関係すると思われる研究者はその4分の1ぐらいでしょ
う。吉田本部地区と宇治キャンパスと新しい桂キャンパスに分かれてい
ます。また研究分野も、医薬系のほか、理工系でも物理系、化学系、バ
イオ系がある一方、情報、ソフトウエアコンテンツと非常にスペクトラ
ムが広いという特徴があります。公平性を保つために発明評価委員会を
設置し、届けられた特許の継承の妥当性を評価しています。委員会の構
成は学内の先生方だけでなく、TLO から来てもらっていますし、JST の
方にも協力してもらっています。例えば吉田本部地区での発明評価委員
会は月に 2回、それぞれ 25 名から 30 名の評価委員が部会を作り、午
前中だけの審議時間内に合計 15件から 20件を審査するという大変な作
業を行ってもらっています。
　　先生方の優れた特許を大学としてもできるだけ承継したい、また知財
システムを広く認識していただきたいという意図もあり、当初、承継率
は8割から7割5分ぐらいありました。しかし最近は、質やライセンサー
ビリティ等をより重視している結果、承継率は 5割程度とかなり低下し
てきています。審査時は、海外出願に堪えるようなもの、例えば JST さ
んの PCT 出願に申請してもある程度合格できそうな国際性のあるものを
基準にしています。 
　　企業にとっては特許が論文以上に重要です。京都大学では大型の共同
研究で融合アライアンスというのをこの 5年間遂行してきていますが、
これは異業種の 5社、他大学の先生も含めると 150 名ぐらいの国内最
大規模の大型共同研究プロジェクトです。これまで出願した特許は既に
120 件ぐらいにもなり、参画企業からもその成果に非常に高い評価を頂
いている事例もあります。

松重和美：2004年 4月より、京都大学副学長（産学官連携・
知財担当）に就任。ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施
設長、国際融合センター長、国際イノベーション機構長も
併任し、企業のニーズと大学のシーズのマッチングだけで
なく、世界を視野に入れた産学官連携に積極的に取り組む。
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◆パテントプール的なものをつくるべきか
●５社ですと知財の取り扱い等で相当ご苦労されたのではないですか。
松重　実はこの融合アライアンスプロジェクトを開始する前の半年から 1
年間、知財の取り扱いをどういう形でやるかという協議を参画希望企業
さんと内々やったのです。異業種企業の集まりですので、所属業界によっ
て、また各企業での知財戦略がそれぞれ違うのでその調整は大変でした。
しかし、大学が核になることによって、大学の現状にも合わせ、また企
業としても内部了解が得られやすい知財の取り扱い規定が策定できまし
た。また、特許を出すときにはすべての参画企業の了解が必要なんです
けれども、その費用分担等も興味を示す関与希望の企業のみが負担する
という形にしているのです。共同研究成果として、ある新たなプロセス
は材料開発案件が出たとき、将来的に展開したい企業はもちろん権利と
して入っていただく、しかしそれほど関係ない企業は費用は出さなくて
もよいという選択的な権利を与えています。ただ、実施の段階になった
ときに特許群をどう管理運用するか、どう戦略的に活用していくか、そ
の方策が今後課題となると思われます。一種のパテントプール的なもの
をつくってやるべきかどうかですね。日本の大学での大型の共同研究成
果の活用方策に関して、一つの試金石になるかなと思います。
小野寺　興味のあるところに資金提供というのは研究費も含めてですか、
それはそのパテント出願料だけということですね？
松重　研究費は 5年間の長期的な共同研究プロジェクトですが、企業が提
供してくれる予算額は、それまでの成果評価も含め、毎年の見直しなん
です。出願費用は、研究直接経費とは別に、各案件ごとに大学と関与す
る各企業が負担します。

◆間接経費への理解が進むのか
● 3つの大学からそれぞれご紹介いただきましたが、何かそれぞれ疑問と
か意見とかございますか。
松重　立命館大学ではテクノプロデューサー 30名の人件費
も負担しているわけですか？
飯田　専任職員、産学連携コーディネーター、NEDOフェロー
などいろいろな職種がありますが、テクノプロデューサー、
補助スタッフなどの大半は、派遣職員、契約職員で、外部
資金の間接経費で雇用しています。もちろん知財本部整備
事業で雇用している職員もおりますので、相当な額になり
ます。
松重　外部資金でもいろいろなプロジェクトの外部資金がす
べて対象ですか？
飯田　そうです。われわれはリサーチオフィスと言っていま
すけれども、そこでは大体20億円ぐらいを獲得しています。
その中の10％を人件費を含む活動経費に充当しています。
小野寺　間接経費は全部その部門がいただける状況なんです
か？　本部への譲渡とか、（属する）学部が欲しいとかいろ
いろありますけれども……。 司会・進行：小原満穂

（独立行政法人 科学技術振興機構 審議役）
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飯田　学部はないです。実は間接経費というのは 20％としています。
20％のうち半分については先生ごとにいわば積み立てのような格好にし
ておりまして、研究経費が切れたり何かしたときにそれから手当てする
ことにしております。残りの 10％をリサーチオフィスの活動費に充て、
残ればキャリーオーバーという格好ですね、学内的にはそういうことが
あるということです。
松重　やっぱりこれは実績があるから皆さん支持されると思うんですね。
それはわれわれでもそうですけれども、間接経費を出して人件費等々必
要なのはわかるけど、自分たちにちゃんと実績が見えない、還元されな
いとなると、間接経費をそんなに本部で使ってもらっては困るという議
論が出てくるんです。

◆間接経費を外部に頼れるのか
●平成 20年度以降、知的財産戦略をどのような形で進められていこうと
していますか。岩手大学から切り出していただければと思います。
小野寺　私ども知的財産本部整備事業の中では専任スタッフというのは一
応 4名ぐらいなのです、あとは非常勤の外部スタッフで客員教授とい
う形でお願いをしています。専任スタッフについては運営費交付金等で
面倒を見ていただくような形で検討中です。ただ、それだけでは当然で
きるものではなくて、インキュベーション機能については盛岡市が大学
内に建設中の産学官連携研究センターに枢要な機能を移し、当該施設を
一千数百万円で盛岡市から大学が受託する方向で検討しています。残っ
た狭い意味での技術移転機能についてはやはり外部資金の間接経費、も
しくは学部の運営交付金に頼らざるを得ない。本学の外部資金は 2000
年のときは 6億円しかなかったんですが、昨年度は 14億円ぐらいいき
そうです。一応順調な伸びをしています。その間接経費の使途について
教員の理解を得るなど大学内のコンセンサスをつくっていくことがこれ
からの課題になります。
●それに関連して文部科学省に対する要望はありますか。
小野寺　大学は大きく 2つのタイプに分かれていくと思います。ひとつは
研究重点大学、もうひとつは私どものように、地域の中小企業さんを相
手にしている地方大学です。地域の中小企業が大学の知財を 500 万円で
ぜひ欲しいというとき、大企業が横から 5,000 万円でうちへ寄こせとい
うかもしれません。そういうとき、どうするのかという悩みが私どもに
はあるわけです。文部科学省さんの重点 30 大学という考え方もあって
いいと思いますけれども、一方で地域振興を真剣に考えている大学とい
うのも評価してほしいと思います。

◆求められる地域産学官連携
●続きまして松重さんからお願いしたいと思います。
松重　知財部門の整備は進んだものの現状としてはまだまだだと思います。
真に「知的創造サイクル」を形成する上でも、国に長い目で戦略的に見
ていただかないと、5年でモデル事業が終わりましたというわけにはい
かない。それは国としても非常に損失だと思います。と言いますのは、
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米国でも TLO を含めて大学はやはり 20 年、30 年の歴史を経てここま
できているし、具体的に知財収入がその経費以上となっている大学は本
当に全体の数パーセントにまだ限られている現実があります。知財とか
産学連携等への支援策が必要なのは、こうした機能は大学の知を社会に
生かすという大きな使命を担っているし、直接的な経費出費以上に、国
の産業競争力の強化等も含め間接的な貢献度は大きく、今後も国の科学
技術戦略としてよりいっそう重要、不可欠になってくると思います。
　　それから京都大学としてはグローバルな展開という形でそれなりの役
割を担わないといけないと思うのですが、一方で、個人的には地域とい
うのも非常に重要だと思っています。いろんなイノベーションでも大学
単独でダイレクトに海外、世界というわけにいかない。やはり地域の自
治体、企業等との連携は不可欠です。京都地域ではナノテクを核とした
知的クラスター創成事業を推進しており、その成果が大きく出ようとし
てきているし、桂キャンパスに隣接した「桂イノベーションパーク」は
地元自治体との連携が進み、国内外の企業からも大きい注目を集めてき
ている。
　　一方、ベンチャーというのは 100 社できてもいくつかが残ればいいわ
けです。学生を育てる上でベンチャーというのも非常に大きな要素だと
思うんです。大学はそのように創造性、意欲ある人材を育てるとともに、
学問でも常にベンチャー的な意識を持ち教育・研究イノベーション活動
に取り組まないと大学というものは発展しない。それを支えるためにも
地域コミュニティとの連携が必要だと思います。特に京都地域には、多
くのハイテクベンチャーを創出しており、またそうした企業の創業者の
言動が学生たちにも良い刺激になっている。
●文部科学省への要望、特に国際連携に関してはいかがですか。
松重　最近感じるのは、例えばつい最近米国のワシントン
に行って、NSF や National Academy や駐米の日本企業等
を訪問し情報交換したのですが、日本のプレゼンスが非
常に低くなってきている印象を強く持ちました。米国の
産業界、大学もそうですけれども、アジアを見たときに
はもう日本を超えて中国、それからインドになってきて
います。国際的産学連携推進についても今度の国の予算と
かである程度手当てされていると思いますが、本当に技術
移転とか海外の企業、大学と一緒にやる体制にはまだまだ
十分な施策にはなっていない。日本の大学が本当にグロー
バルな視点での大学として独自性を持って活動を展開でき
るためにも、それぞれの大学が自立性を高める努力を行う
ことも前提に、国として5年間の準備期間に続く推進策、
支援策の検討をぜひお願いしたいと思っています。

◆国際産学連携組織を立ち上げ
●それでは飯田さん、よろしくお願いします。
飯田　大学知的財産本部整備事業が終わるということを見
越して手を打ってきてはいるのですが、実際になくなる
と大変痛いなというのが正直なところです。われわれは

飯田紘雄：川崎製鉄（現JFEスチール）に勤務中、知的財産
部技術契約グループ長、ライセンスグループ長を歴任。そ
の後、2003年12月に立命館大学へ。現在、知的財産本部
副本部長として、学内の知財財産の創出・保護・管理・活
用を取り仕切る。
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テクノプロデューサーに知財の中の一般的な仕事を移管する方向で来た
のですが、専門的なことにはミニマムにしても何人かは必要です。それ
をどう維持していくのかが課題です。一方、大学は国際化を昨年から打
ち出しています。国際的な研究大学を目指しているわけで、国際産学連
携の組織を既に立ち上げていますし、人の面でも充実しようとしており
ます。ですから国際化の方向へ知的財産の方も若干シフトしていくこと
は考えられます。
●要望です（笑）。
飯田　5 年間の成果をここで無にするのはやっぱり具合が悪い。知財本部
整備事業の代替手段をぜひお考えいただきたいですね。それから、出願
経費に関しては私立大学では非常に大きな問題になっています。特許庁
の印紙は、国立大学は 3年間ただだったのですけれども、われわれは払っ
ているわけです。審査請求料や年金など、将来にわたってもそういうハ
ンディを負うのはばかばかしい話です。それから知的財産創造サイクル
の一番弱いところはマーケティングです。それに対する支援をいただけれ
ばありがたいです。
●これは人的にですか、それとも組織的にですか。
飯田　人的というのももちろんしていただきたいと思うのですが、積極的
に活動しようとしているところを支援するというやり方もあると思うん
ですね。例えば私も出させていただいたAUTMとかライセンス協会（LES）
というのがあります。国際的にライセンスのマネージャーなどが集まる
大会で、例えばブースや何かで PR をしていますね。大学がそういうこ
とをやるのだったらマッチングファンド的に、じゃあ、何パーセントぐ
らい補助をつけてあげましょうとか、そういうふうなやり方もあると思
います。要は、積極的に打って出ようという人たちをエンカレッジして
支援することが必要じゃないかなと思いますね。
　　それからやっぱり知財活用のメインは国内です。JST で新技術説明会
がありますね。われわれの時もたくさんの方に来ていただいたのですけ
れども、ああいうのは非常に結構なことで、今後も継続的にやっていた
だきたい。ただ、あまり毎週のようにやるとお客さまが来るのかなとい
う心配も……（笑）。
●これが結構途切れないんです、今 1カ月 2回のピッチでやっております
が、傾向から言えば増えているんですよ。昨年度の最後に千葉大学で開
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催した時には JSTホールに入りきれなくなりました。
飯田　知財活動や産学連携活動を盛んにしていくというのがありますね。
イノベーションフェアのときでもたくさんのブースが出ておりますが、
ああいうフェアとか、あとマーケティングに対する目利きというのがお
られれば一番いいのですけれども。
●専門家ですか。
飯田　そうです。この技術はこういった企業に当たったらどうだいという
ことを教えてもらえばいいなと思うのですけれども。
●そういう意味ではベンチャーは最初からちょっとハンディを負っている面
はありますね。販路開拓といいますか、これはかなり厳しい状況で……。

◆大学は5年、10年スパンでみる
小野寺　追加で文部科学省へ要望です。大学は 10 年スパンで動かないと
物事は成就しない。学部学生 4年、大学院 5年、そうすると 9年、10年。
最近は国の政策がドッグイヤーになりつつあるような気がするんです。
ドッグイヤーに対して大学が対応するのが一番難しい。新規施策には実
績のある大学や対応能力のある大規模大学が有利で、必然的に地方の中
小大学はその中に浮かび上がって来にくいという問題があります。
松重　知財業務の効率化は必要だと思います。知財も全部費用を大学が負
担していたら大変ですから、業務も含め企業に渡せる部分はできるだけ
渡していきたいです。評価のときに基本特許を重視する施策は必要だと
思います。ただ、知財自体の評価とともに、財政的な側面から、承継・
維持判断は大学でも難しいんです。大学も経営の側面は当然考慮すべき
ですから、10年後、15年後に見返りが期待できますといわれても現執行
部はつらいところです。国として長期的なスパンを考えていただきたい。
●飯田さん、何かございますか。
飯田　例えば知財本部なんかでも未整備の大学もあるわけで、私立大学な
どは結構多いわけですね。

●ええ、おっしゃるとおりです。
飯田　そういったところへの目配りも要ると思います。われわれとしても、
例えば学学連携とかいう格好でやっておりますけれども、そういった活
動にもご支援を考えて頂きたいなと思いますね。
●私どもも毎年開いていますけれども、去年から特に整備事業をもらって
いない大学さんとも意見交換会を開催しておりますが、やっぱりその問
題というのは出てきますね。整備事業を受けているところと受けていな
いところのギャップは相当あるかなと認識はしています。本日の座談会
は、技術移転、地域との連携、さらには国際的な連携までかなり踏み込
んだお話を聞くことができました。どうもありがとうございました。

（記事編集：登坂 和洋  本誌編集長）
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◆大学等における産学官連携・知的財産活動の重要性
  「科学技術創造立国」を目指し、厳しい国際競争の中、独自の研究成果か
ら絶えざるイノベーションを創出していかねばならないわが国にとって、
産学官連携は、その実現のための重要な手段である。
また、わが国が「知的財産立国」を実現するためには、質の高い知的財
産を生み出す仕組みを整え、知的財産を適切に保護し、知的財産が社会全
体で活用され、再投資によりさらに知的財産を創造する力が生み出されて
くるという「知的創造サイクル」を有効に機能させることが不可欠である。
そして大学には、知的創造サイクルにおける知の創造の担い手として、世
界レベルの独創的な研究成果を生み出すことや、知の活用を担当する産業
界と連携して、新技術・新産業の創出に寄与することが、強く期待されて
いる。
  「知」の拠点としての大学の重要性が一層増していく中で、わが国の経済
の活性化や国際競争力の強化等の観点から、産学官連携に対する期待はま
すます高まっており、その推進は、大学にとっても「第三の使命」と言わ
れる「社会貢献」を進める上で、また、自らの教育・研究の活性化を図る
上でも重要な手段である。

◆大学知的財産本部整備事業
1．背景
大学が知的創造サイクルの一翼として社会からの強い期待に応えるため
には、知的財産を原則機関帰属化し、大学が組織的に取り扱うことにより、
個人帰属における問題点を解消するとともに、企業等との交渉窓口の一元
化を図り、知的財産が死蔵されることなく有効に活用されるという研究成
果の社会還元を実現することが求められる。
また、知的財産戦略大綱（平成 14年 7月知的財産戦略会議決定）および
知的財産基本法（平成 14 年法律第 122 号）等では、大学等において研究
成果の適切な管理および企業等への円滑な移転が行われるよう、知的財産
管理機能の強化を図るため、知的財産に関する専門的知識を有する人材を
活用した体制整備の必要性がうたわれている。
このような政府全体の方針を踏まえ、文部科学省では、平成 15 年度か
ら「大学知的財産本部整備事業」を開始した。本事業は、大学等で生まれ
た研究成果の効果的な社会還元を図るため、大学等における知的財産の戦
略的な創出・管理・活用を図るモデル的な体制を整備するものである。こ
れは、これまでの大学にはなかった全く新しい体制であり、大学内部には

産学連携、技術移転を進める行政の立場から、大学の知的財産活動の現状を整理し、将来を展望する。

小桐間　徳
（こぎりま・あつし）
文部科学省 研究振興局 研究環境・
産業連携課 技術移転推進室長
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専門的な人材がおらず、ノウハウもないため、本事業においては、原則 5
年間の継続的な支援を前提とし、外部人材を積極的に活用し、学内ルール
を整備するなどの初期段階の体制作りから、事業終了後をも見据えた内部
人材の育成を行うなど、安定した体制の整備を目指してきた。

2．成果
  「大学知的財産本部整備事業」の実施に当たっては、全国の大学等から申
請された 83件の計画を審査し、「大学知的財産本部整備事業」として 34
件、「特色ある知的財産管理・活用機能支援プログラム」として 9件の合わ
せて43件を選定した（図 1）。
本事業により、これらの機関では、副学長等をトップに据えた全学的・
横断的な体制の構築、企業OB等の外部の専門人材の積極的な活用、知的
財産ポリシーなど基本的な学内ルールの策定、研修会の実施などによる学
内教職員への普及啓発活動、
特許出願の決定などの迅速な
審査体制の確立、知財管理シ
ステムの導入など、体制の整
備が着実に図られつつある。
こうした取り組みを通じ、
機関帰属の方針が浸透し、特
許出願件数や特許実施件数が
飛躍的に増大したほか、企業
等との共同研究も着実に増加
するなど、大きな実績を上げ
てきた（図 2）。
また、「大学知的財産本部整
備事業」実施機関は、単に体
制整備を進めるだけでなく、
本事業の対象となっていない
他大学等に対して、そのノウハ
ウを普及することを責務として
負っている。このため、平成
16 年度から「大学知的財産戦
略研修会」を実施し、実施機関
を中心に成功事例・失敗事例を
紹介するなど、体制整備のノウ
ハウの他大学等への普及と、大
学等の研究成果の外部への発信
に努めている。その結果、平成
18 年 3 月末現在で、知的財産
の管理・活用体制を整備してい
る大学は、147 大学に上って
いる。

「大学知的財産本部整備事業」の実施機関  地域別分布図（平成19年度）

中国・四国地区

九州地区

近畿地区

中部地区

関東地区

○広島大学
○山口大学
○徳島大学

☆九州大学
○熊本大学

☆京都大学
☆大阪大学
○神戸大学
☆奈良先端科学技術大学院大学
○大阪府立大学
☆立命館大学

○岡山大学

〈特色ある知的財産管理・活用機能
　　　　支援プログラム対象機関〉

○九州工業大学

〈特色ある知的財産管理・活用機能
　　　　支援プログラム対象機関〉

○金沢大学
※新潟大学ほか4機関（※は新潟大のみ）
○信州大学
○岐阜大学
○名古屋工業大学
○豊橋技術科学大学

〈特色ある知的財産管理・活用機能
　　　　支援プログラム対象機関〉

※山梨大学（※は新潟大と共同提案）
○静岡大学
☆名古屋大学
○北陸先端科学技術大学院大学

※北海道大学
○岩手大学
☆東北大学

○筑波大学
○群馬大学・埼玉大学
☆東京大学
☆東京医科歯科大学
☆東京農工大学
☆東京工業大学
○東京海洋大学
○電気通信大学
○横浜国立大学
☆慶應義塾大学
○東海大学ほか２機関
※東京理科大学ほか２機関
○日本大学
○明治大学
※早稲田大学
○情報・システム研究機構ほか３機関

○首都大学東京

合計43件
（注）1. ＿（下線）はスーパー産学官連携本
  部選定機関（6機関（H17～））を示す。
 2. ☆は国際的な産学官連携の推進体
  制整備選定機関（12機関（H19））を
  示す。
 ※は特色ある国際的な産学官連携の推
  進機能支援プログラム5件（6機関）を
  示す。

北海道・東北地区

〈特色ある知的財産管理・活用機能
　　　　支援プログラム対象機関〉
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大学等における産学官連携・知的財産活動の実績
大学等における知的財産の戦略的な取得・活用を進めるための体制整備を図ることで、結果、
新技術・新産業の創出など国民にとって有益な優れた研究成果の社会還元につながる。

（大学知的財産本部整備事業　平成15年度開始）

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0
H13 H14 H15 H16 H17

【大学等の共同研究実施件数の推移】

5,264
6,767

9,255 10,728
13,020

H15→H17  約1.4倍 H15→H17  約3.5倍 H15→H17  約6.9倍

事業開始後（15年度
以降）、実績は飛躍的
に増加

企業や研究者からは、
組織面や制度面の改
善について極めて高い
評価

※15年度より前は国立大学のみ、
　15年度以降は国公私立大学を対象

実績

評価

【大学等の特許出願件数の推移】 【大学等の特許実施件数の推移】

477

59 58

○企業から見た国立大学の法人化による主な変化（ベスト５） ○トップリサーチャーから見た科学技術基本計画
　実施以降の変化（ベスト５）

注）「平均値」とは、研究環境に関する22項目について、基本計画以前と比べて、
2004年時点でどれだけ変化したかに対する回答（-2～+2）の平均値をいう。
「トップリサーチャーから見た科学技術政策の効果と研究開発推進に関する
調査報告書」（H18.3科学技術政策研究所）より抜粋

注）研究機関の管理部門又は企画部門の責任者へのアンケート調査
「平成16年度民間企業の研究活動に関する調査報告」（H17.9文部科学省）より抜粋

産学官連携に組織として対応
するようになった
民間ニーズに沿った研究が行
われるようになった
共同研究や委託研究を行いや
すくなった
知的財産権に関する取り決め
が明確になった
自主性、自立性のもと自らの判
断と責任で多様で特色ある研
究活動を行うようになった

0 10 20 30
％

H13 H14 H15 H16 H17H13 H14 H15 H16 H17

外国出願件数
国内出願件数

185

1,283

5,994

641 829

2,462

8.527

① 所属機関における研究者の任期制の導入 0.87
② 産学官連携・技術移転をサポートする制度 0.81
③ 政府の競争的研究資金の量 0.71
④ 国際的な研究者のネットワーク 0.64
⑤ 国内の研究者のネットワーク 0.57

項　目 平均値

図１  「大学知的財産本部整備事業」の実施機関  地域別分布図（平成 19年度）

図 2 　大学等における産学官連携・知的財産活動の実績

http://sangakukan.jp/journal/
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◆国際的産学官連携機能の強化
知的財産推進計画 2006、イノベーション創出総合戦略、経済成長戦略
大綱等の政府の各種提言において、国際的な産学官連携活動の強化の必要
性が指摘されていることを踏まえ、科学技術・学術審議会 技術・研究基盤
部会産学官連携推進委員会では、平成 18年 8月末に「大学等の国際的な
産学官連携活動の強化」に関する審議状況報告 *1 を取りまとめた。
同報告書では、
1. 今後、大学等においては、産学官連携や知的財産の活用について、こ
れまでの国内中心の取り組みに加えて、件数のみに偏らず質の重視を
念頭に将来の基本特許につながるような重要な発明を国際的に権利取
得していくことが極めて重要であること

2. また、海外企業との共同研究や受託研究の受け入れなどの国際的な産
学官連携活動を強化することは、大学等の研究成果の向上や優秀な研
究者の輩出など教育・研究の活性化につながるとともに、国内企業が
大学を介在して海外企業と連携するなど、国内産業の国際競争力の強
化につながるものであること

等が指摘されている。
これを受けて、文部科学省
では、基本特許の戦略的な国
際取得や海外企業との共同研
究等の拡大を図るため、国際
知財人材の育成、国際法務機
能の強化・紛争予防などを事
業内容とする「国際的な産学
官連携の推進体制整備」（図 3）
を平成 19 年度に行うことと
し、これまでの取り組みや実
績を踏まえ実施可能性等に配
慮した上で、同整備事業の対
象として 12機関を選定すると
ともに、「特色ある国際的な産
学官連携の推進機能支援プロ
グラム」として 5件（6 機関）
を選定したところである（図 1
内の「（注）」を参照）。

◆今後の展開
これまでの 5年間が、知財本部の「基盤整備」に重点を置いてきたとす
れば、これからは知財活動の「戦略的展開」がますます重要となろう。文
部科学省としては、大学知的財産本部整備事業終了後の平成 20 年度以降
においても、知的財産活動が失速することなく、各大学等の戦略が十全に
展開されるよう、大学の規模、教育研究分野、地域等を踏まえた大学による
主体的かつ多様な取り組みを支援していくことが必要であると考えている。

国際的な産学官連携の推進体制整備
（大学知的財産本部整備事業）

19年度予算額：　　　　　　　2,955百万円
（うち国際的な産学官連携の推進体制整備　785百万円）

大学知的財産本部整備事業（平成15年度～）

成果の着実な進展

○大学等における戦略的な知的財産の創出・管理・活用を図るため、
　平成15年度より実施。
【実施機関】43大学（うち6大学は「スーパー産学官連携本部」）

課題 事業内容
○海外企業からの受託研究・共同研究の実績、
　ノウハウ・経験が少ない（全体の1％未満）

○国際知財人材の育成、海外企業との交渉・
　契約実務体制、海外企業への情報発信が
　不十分

○海外への技術流出の防止（海外特許出願の
　質の向上）

等

国際的な産学官連携推進体制の構築による我が国の国際競争力の強化
～基本特許の国際的な戦略取得、海外企業からの受託研究などの拡大～

○国際的に通用する知財人材の育成・確保
　→海外研修等を通じ、科学技術に詳しく、海外での侵害訴訟や契約に
　　精通し、経営に明るく、国際的に通用する知財人材の育成・確保

※各大学の策定する「国際的な産学官連携ポリシー（仮称）」
　に基づき、以下の施策を実施

○国際法務機能の強化と紛争予防
　→弁護士・弁理士等外部専門家を活用した契約・交渉実務の支援
○国際産学連携・情報発信機能の強化
　→国際的なリエゾン活動を行う人材の配置
○海外特許の戦略的な取得
　→海外特許専門人材の配置
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18年度予算額：　　　　　　　2,585百万円

副学長等
大学知的財産本部 共

同
研
究
セ
ン
タ
ー

大
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〔機能〕
知的財産の戦略的な創出・
管理・活用体制の整備。
・外部人材の積極的活用
・内部人材の教育・訓練

TLO

【実績】
特許出願件数、共同研究・受託研究の件数・研究費の大幅な増加  等
【体制整備】
○副学長等をトップに据えた全学的・横断的な体制の構築
○知的財産ポリシーなど基本的な学内ルールの策定  等

研
究
協
力
部
課
等

6,255

4,152

17年度16年度14年度 15年度

1,344
829

大学等の
特許出願件数

図 3　国際的な産学官連携の推進体制整備（大学知的財産本部整備事業）

*1：審議状況報告（科学技術・
学術審議会 技術・研究基盤部会 
産学官連携推進委員会） 
ht tp : / /www.mext .go . jp/
b_menu/sh ing i /g i j yutu/
gijyutu8/toushin/06082811.
htm

http://sangakukan.jp/journal/
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◆開学当時から掲げられた理念としての産学官連携
●奈良先端科学技術大学院大学 *1は教員 1人当たりの外部資金獲得金額やラ
イセンス収入が、全国の大学でトップレベルをまい進しておられますが、そ
の理由はどこにあるのでしょうか。

久保　奈良先端科学技術大学院大学は平成 3年に学部を持たない大学院大
学として、情報科学、バイオサイエンス、物質創成科学と融合分野の教
育と、最先端の研究を行うために開学した新しい大学です。4つの理念
の4番目に「社会の発展や文化の創造に向けた学外との密接な連携・協力
の推進」が入り、開学当初より産学官連携を行うことを掲げています。平
成 18年 4月現在で教員 217名のうち 120名（55％）が大学以外の民間
企業等の経験者で、産学官連携への意識が高いこと等が理由だと思います。

◆国立大学法人化で一層進んだ産学官連携
●法人化され、一層産学官連携を推進されるための新たな取り組みはございま
したか。

久保　平成 16 年 4月の国立大学法人化と同時に、「産官学連携ポリシー」
を制定しました。研究、教育に加え、
産官学連携が本学の重要な使命である
ことを明記し、新産業創出・雇用創出
へ貢献することと、産官学連携の目的
について知的創造サイクルを効果的に
進めることで、研究・教育の活性化に
資することを掲げています。同時に、
産官学連携推進本部 *2 を設置し、現在
は先端科学技術研究調査センター、知
的財産本部（知的財産部、ビジネスイ
ノベーション部）、今年1月 1日開設の
TLO部、産官学連携室から次ページの図
1のように構成しており、24名体制です。

● TLO を今年 1月から学内に設置された
そうですが、学内にというあたりは、か
なり検討されたのでしょうか。

久保　当初 TLO は学外に作ろうと検討していましたが、法人化が大きな
ターニングポイントとなり、TLO機能が大学内部にあった方が実際に仕
事がしやすいということで、内部に作りました。今までと機能面は本質

久保　浩三
（くぼ・こうぞう）
奈良先端科学技術大学院大学
知的財産本部長・先端科学技術
研究調査センター長・教授／弁理士

知的財産の権利化、産官学連携のしくみ
産官学連携推進本部が、産業界とのワンストップ窓口としての役割を果たします。
産業界と本学研究者との共同研究、技術移転などの取り組みを積極的かつ強力に推し進めています。

奈良先端科学技術大学院大学〈NAIST〉

啓発活動

研究者

研究活動の成果
研究の届け出
（online）

返還

●産官学連携ポリシー
●知的財産ポリシー
●利益相反ポリシー
●特許制度の周知

知的財産 研究材料
発明、考案、
コンピュータ
プログラム・デ
ータベースの
著作物、技術
ノウハウなど

実験動物、植
物、細胞株、
菌株、遺伝子、
化学物質、試
作品、実験装
置など
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Needs

評価会議

学長直轄
専門家集団

一元管理
●職務発明の認定
●特許性、市場性を
 評価
●権利帰属の認定
 （大学が了承）

産官学連携

国・地方 産業界

発信

新規事業

製品化

●産業技術の進歩
●生活文化の向上
●雇用の拡大

共同研究
受託研究
寄附金
技術移転
研究試料提供
ライセンス
連携講座

研究費・ロイヤリティ
補償

（出願補償・実施補償・譲渡補償）

出願 管理　　　活用　

産官学連携
推進本部

アカデミック
フリーダム

No

Yes

特
許
情
報

特許庁

契約

平成3年に開学した奈良先端科学技術大学院大学は当初から「学外との連携・協力」を掲げ、全国トップレ
ベルのライセンス収入をあげている。高い評価を受けている同大学の産学連携の取り組みの背景に迫った。

*1： 奈良先端科学技術大学院大学
http://www.naist.jp/

（参考）知的財産の権利化、産官学連携のしくみ
（提供：奈良先端科学技術大学院大学） 

*2： 産官学連携推進本部
http://ipw.naist.jp/sankan/
top.htm

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.naist.jp/
http://ipw.naist.jp/sankan/top.htm
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的には変わりませんが、より技術移転を重視
するために新設しました。

●産官学連携推進本部の先端科学技術研究調査セ
ンターは、どのような機能を果たしておられま
すか。

久保　先端科学技術研究調査センターは、産官
学連携に対する企画・立案、図 2のような
研究・動向調査や知財教育等を行い、ヘッド
クォーターの役割を担っています。

●人材育成関連の素晴らしいテキストもお作りで
すね。

久保　平成 16 年度、17 年度には「技術経営
人材育成プログラム開発」等を行いました。
海外での弁理士経験があり、現在も米国で活
躍中の客員准教授吉田哲氏等が、自らの経験
を効果的に活かしながら、プログラムやテキ
スト（写真 1）作成に尽力してくれました。

●知的財産本部での取り組みについてお尋ねし
ます。

久保　国立大学法人化と同時に「知的財産ポリ
シー」を作成し、職務上、創作された知的
財産の帰属は原則として大学としました。2
つの特徴があります。1つ目は発明者への実
施補償は、経費を引かずに大学への収入の
40％としました。この補償は日本の大学で
トップレベルの水準だと思っています。もう
ひとつの特徴は、対象者を教職員だけでなく、
教員の指導の下での契約を条件に学生も入れ
ていることです。

◆知的財産本部取り組みの4つの特徴
●知的財産ポリシーの下、日々の活動に特徴がおありだそ
うですね。

久保　図 3のように 4つのポイントがあります。第 1ポ
イントは、「教員との密接なミーティングによる意識改
革。全研究室・全知的財産の把握」です。第2ポイントは、
「迅速なレスポンスで、早期の把握と相談から 10日以
内の判断」です。大学として出願するかどうかの目安
を提示するようにしています。第 3ポイントは、「厳格な評価体制。必
ず出口（ライセンス・共同研究・競争資金獲得等）のある特許出願」です。
評価会議を年間約 50 回開き、特許性よりも出口があるかどうかの市場
性を重視しています。第 4ポイントは、「創造性・展開性ある技術移転。
発明者とコーディネータの密接なコラボレーションによる市場開拓」で
す。
　　教職員へは、知的財産は重要で、企業からの問い合わせ等については、
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産官学連携推進本部の組織

産官学連携推進本部
・先端科学技術研究調査センター

・知的財産本部（知的財産部、ビジネスイノベーション部）

・TLO部

・産官学連携室

産官学連携に関する企画立案、研究、科学技術動向調査
知的財産・技術経営教育、広報・ブランド戦略

知的財産調査・評価・権利化・管理、海外・地域連携・共同研究支援・
ベンチャー創出

新規顧客開拓、交渉・契約、技術移転

リエゾン、イベント、事務管理
・NAIST技術インキュベーター／VBL
・東京オフィス／東大阪オフィス
・けいはんな新産業創出・交流センター
・利益相反マネジメント室
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産官学連携に関する研究実績

技術経営（MOT）人材育成事業
国際的技術移転（OJT）人材養成事業
研究試料提供契約（MTA）調査研究
未来テーマ探索融合調査研究
表面ナノ加工技術の調査研究
LEDの応用に関する技術動向調査
技術経営（MOT）人材育成事業
技術移転（OJT）人材養成事業
ナノテクノロジー動向研究調査
半導体動向研究調査
地域振興のための知的財産人材育成に関する研究
先端科学技術分野における大学研究と産業・社会
ニーズへの対応に係る比較分析研究
ナノテクノロジー動向研究調査
マイクロアレイ特許調査

経済産業省委託
文部科学省
文部科学省
国内企業委託
国内企業委託
国内企業委託
経済産業省委託
（独）工業所有権情報・研修館委託
在阪財団委託
在阪企業委託
特許庁委託 研究プロジェクト
（財）奈良先端科学技術
大学院大学支援財団委託
在阪財団委託
在阪財団委託

18年度

17年度

16年度

写真1　技術経営人材育成等で使用するテキスト

図1  産官学連携推進本部の組織（提供：奈良先端科学技術大学院大学）

図2  産官学連携に関する研究実績（提供：奈良先端科学技術大学院大学）
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必ず知的財産本部に伝えてほしいと依頼して
います。研究者のアカデミックフリーダムは
尊重しながらも、教職員がノウハウ等を企業
へ渡す前に、知的財産本部へ伝えてもらい、
その後の交渉や契約は知的財産本部が担当し
ています。

●成果をかなりあげられているようですね。
久保　平成 17年度の外部資金受け入れ金額は
教員 1人当たりで約 1,500 万円、研究室当
たりでは約 6,000 万円で、わが国の大学の
トップレベルです。
　　また、教員 1人当たりのライセンス収入は
22万 5,000 円（平成 18年度）で、日本のトッ
プレベルです。もちろん最終的な目標はお金
もうけではなく、本学がいかに世の中に役立つような研究ができるのか
を表明し、ブランド力を向上させ、優秀な学生に来ていただいて、質の
高い研究を行い、新産業創出や雇用創出へ貢献していきたいわけです。

●平成 16年度全国トップレベルのライセンス収入をあげられ、文部科学省「知
的財産本部整備事業」の中間評価においてはA評価。さらに、文部科学省
の「スーパー産学官連携本部」のモデル事業全国 6大学のうちの 1校とし
て産官学連携推進本部が選定されているのは、開学からの理念が成就され、
外部から高く評価されているわけですね。先日は、文部科学省の「国際的な
産学官連携の推進体制整備」に採択されたそうですが、国際戦略への取り組
みについてはいかがでしょうか。

久保　本学理念の 2つ目に「国際社会で指導的な役割を果たす研究者の養
成」を掲げており、国際的に通用する大学になりましょうということで、
教員に海外企業、大学等からアプローチがあったときは、すべて産官学
連携推進本部が交渉、契約を引き継ぐ等の取り組みを行っています。「国
際的な産学官連携の推進体制整備」事業で一層、海外案件対応を強化し
ていきたいと考えています。

●奈良先端科学技術大学院大学の産学官連携活動で高いパフォーマンスをあげ
ておられますが、その成功要因はどこにあるのでしょうか。

久保　大学が新しく、かつコンパクトなサイズであるため、大学としての
意思決定が極めて早いということがあります。大学以外の出身の教員が
半数以上を占めるので、産学官連携への理解を得やすいこともメリット
ですね。さらに教職員の規模の最適化というか、コンパクトな規模により、
研究者とコーディネータが暗黙知の共有や合意形成をしやすく、これら
もメリットですね。もちろん、企業等出身の優秀なコーディネータを多
数擁していることも大きな長所です。以上のような各種メリットが、本
学産学官連携によるパフォーマンスをあげるに際しての成功要因となっ
ています。これらの成功要因をベースとして、国際的産学官連携も含めて、
一層成果をあげていきたいと考えています。

●本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

聞き手・本文構成：林　聖子
　　　　　　　　　（財団法人 日本立地センター 立地総合研究所 主任研究員）
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知的財産の取組の特徴

●第１ポイント（Communication）
・教員との密接なミーティングによる
 意識改革
・全研究室・全知的財産の把握

●第２ポイント（Quick Response）
・迅速なレスポンス
・早期の把握と相談から10日以内の
 判断

●第３ポイント（Marketing）
・厳格な評価体制
・必ず出口（ライセンス・共同研究・
 競争資金獲得等）のある特許出願

●第４ポイント（Creation）
・創造性・展開性ある技術移転
・発明者とコーディネータの密接な
 コラボレーションによる市場開拓

講座数 相談
講座数

特許出願
講座数

移転可能著作
権所有講座数

移転可能試料
所有講座数

59 59 47 6 12

事前相談
会議

発明者
コーディネータ

発明の把握、
市場の把握

16年度̶97回
17年度̶94回
18年度̶66回

評価会議 知的財産本部員 最終の
出願可否

16年度̶49回
17年度̶45回
18年度̶42回

特許戦略
検討会議

発明者
知的財産
本部員

発明のブラッシュアップ
特許請求の範囲と市場性、
応用性のディスカッション

16年度̶57回
17年度̶62回
17年度̶58回

図3　知的財産の取り組みの特徴（提供：奈良先端科学技術大学院大学）
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◆はじめに
大学等の知を社会還元する産学官連携の一つの形として「大学発ベン
チャー」が挙げられる。平成 13 年５月の平沼プランにより大学発ベン
チャーを 3年間で 1,000 社つくり出すという数値目標が設定され、促進策
が進められてきた。経済産業省の調査では平成 16年度末で 1,112 社、平
成 17 年度末までに 1,503 社が設立され、目標値をはるかに超え、現在も
増え続けている。独立行政法人科学技術振興機構（JST）も種々の事業を通
じて大学発ベンチャーの設立に貢献してきたが、JST の事業を通じて設立
された大学発ベンチャー（以下、JST 発ベンチャーと呼ぶ）の現況をまとめ
たので報告する*1。

◆JST発ベンチャーは160社
JST は大学等の研究成果をもとに研究開発を行いベンチャー起業を目指
す「プレベンチャー事業」および「大学発ベンチャー創出推進事業」を進
めている。今回の調査の対象には、この 2事業以外に、基礎研究、技術移
転、地域関連など幅広い事業の中で誕生したベンチャー企業も含めている。
JST 内部のヒアリング調査と、企業へのアンケート調査により平成 18年
11 月末までに設立された JST 発ベンチャーを集計したところ、160 社に
上ることがわかった。大学発ベンチャー全体の約１割が当機構の事業に基
づく研究開発成果から生まれたことになる。

◆平均の年間売上高はおよそ5,000万円
この 160 社を見ると、大学発ベンチャーが置かれている、想像以上に厳
しい状況が浮かび上がる。
平均の年間売上高は 4,990 万円、平均従業員数は 7.3 人である。経営陣
である役員を大学の教職員が兼務し、研究開発実施場所なども大学施設を
利用しているところがほとんどだが、ビジネスとしてみれば厳しい状況で
ある。資本金 1,000 万～ 3,000 万円の株式会社が多く、業種はライフサイ
エンス分野が 46％、IT 分野が 28％、ナノテク・材料・環境・その他の分
野を合わせて 26％である。
ベンチャー企業の設立後に直面する資金調達や人材確保、販路の開拓の
困難さを訴える企業が相当数あった。

中村　宏
（なかむら・ひろし）
独立行政法人 科学技術振興機構 
産学連携事業本部 技術展開部
技術育成課長

大学発ベンチャーが相次いで設立され、その数は1,500社を超えているともいわれる。しかし、科学技術振
興機構の調査によると、平均年間売上高は5,000万円、従業員は7.3人と厳しい状況であることがわかった。
販路開拓が進んでいる企業もあるが、全体の8割は自立した経営ができていない。資金調達や人材確保、販路
開拓の困難さを訴えるところが多い。

*1：JST 発ベンチャー 160社の
調査結果
http ://www. js t .go . jp/t t/
uventure/index.html
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http://www.jst.go.jp/tt/uventure/index.html


産学官連携ジャーナル  Vol.3  No.6  2007 17
http://sangakukan.jp/journal/

◆JST発ベンチャーは3タイプ
図１は、JST 発ベンチャーの資本

金・売上高・従業員数の分布であ
る。平成 18年度の資本金、売上高、
従業員数の 3データがそろってい
る 61社を対象にした。１社につき
１点でプロットし資本金はプロット
円の大きさで表現した。これを見る
と3つのグループに分けることがで
きる。
○Aグループ…資本金、従業員が相
対的に多い企業群。
ライフサイエンス分野のベン
チャーがこのタイプの典型例であ
る。主力製品が現在、臨床試験段階
のため売り上げが少ないが、ベン
チャーキャピタル等投資家からの期
待が高く、出資を集め従業員の人件費等に充当しながら研究開発を続けて
いる。
○Bグループ…販路開拓が進み一定の売り上げがあり、自立したベンチャ
ー企業群。
機械・光学装置、部品製造等を扱うベンチャーで、主力製品が既に市場
で一定の評価を得ておりコンスタントに売り上げを伸ばしている企業がこ
のタイプの典型例である。
○Cグループ…販路の開拓、人材の確保が不十分であり、起業したものの
経営に課題を抱えている企業群。JST発ベンチャーのおよそ80％がこのグ
ループに入る。
A、Bグループのベンチャーは、自立した経営ができつつあり、今後が期
待できるが、Cグループのベンチャーは、いまだ自立した経営ができてい
ない状態である。
経済産業省の調査によれば大学発ベンチャーの平均年間売上高は 1億
3,200 万円ということであるが、JST 発ベンチャーの平均約 5,000 万円は
その 40％程度しかない。この理由は① JST 発ベンチャーのほとんどが設立
5年未満である、②長期の研究開発期間を要するライフサイエンス分野が
相対的に多い、③研究開発段階は終了したものの市場の要求に合わせる追
加研究開発が必要で売り上げに結びつかない̶などである。

◆「大学発ベンチャー活性化シンポジウム」から得られたこと
JST は 4月 9日、約 450 名の産学官関係者の参加を得て都内で「大学発
ベンチャー活性化シンポジウム～大学発ベンチャーの持続的発展に向けた
新たな展開～」を開催した*2。以下はここでの主要な意見である。
○大学発ベンチャーの成功を「数」で議論する時期は過ぎ、今後「質」で
の議論が必要。
○ハイリスク・ハイインパクトな技術シーズを扱うことができるのが大学
発ベンチャーであり、このような技術は、長いレンジでの資金支援が必要。
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Ａ：資本金・人材が相対的に多い企業群

Ｂ：販路の開拓ができている企業群

Ｃ：販路の開拓・人材の確保が不十分な企業群
10万 100万 1000万 1億 10億

売上高（円）
円の大きさは資本金額を表す。
平成18年度調査により資本金・売上高・従業員数の3データが全て揃っている61社について集計。

*2：「大学発ベンチャー活性化
シンポジウム」開催報告
http://jst-entry.homeip.net/
entry/

図１　JST発ベンチャーの資本金・売上高・従業員数の分布
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○アーリーステージの大学発ベンチャーに投資・育成する個人投資家や民
間のキャピタルが少ない現状においては、公的な支援が重要。
○研究開発・営業・知財等における人材不足、資金不足、販路不足を解消
する必要がある。また、そのための環境整備を行うことが必要。
○大学発ベンチャーは公共事業依存を脱し科学技術による地域振興の起爆
剤や牽引力となりうる存在である。グローバルマーケットを視野に入れ
つつ、地域発展の要となることも期待できるので、地域ぐるみの支援も
有効。
○大学発ベンチャーがブームになって5年程度であり、評価するには時期
尚早。10～15年程度のスパンで見る必要がある。また、失敗事例を生か
しつつ、成功事例を生み出していくことが重要。
またシンポジウムでのアンケート調査によれば、大学発ベンチャーに最
も不足するものは経営力・営業力であり、次いで研究開発資金だった。大
学発ベンチャーと既存企業（大手企業含む）の提携については回答者の 79
％が提携可能とのことだった。ベンチャーの起業にインセンティブを与え
るような大学の制度改革が必要であり、さらには自由な参加と退出が許さ
れる市場の変革等が必要とのコメントも寄せられた。

◆今後の大学発ベンチャー支援のあり方は？
シンポジウムの全体的な方向としては量より質を重視しつつも、大学発
ベンチャー全体に対してはまだ支援が必要というものであった。次々と誕
生するベンチャーの中で成功するのはほんの一部。そもそもベンチャーと
はそういうものだろうという考えもある。大学発ベンチャー全体を平均的に
支援するというスタンスをとるのか、それとも成長が期待できる優れた大学
発ベンチャーを選択的・集中的に支援し強化するのか、２つの考え方がある。
例えば後者の場合、Aグループは既にベンチャーキャピタル等の支援を
受けているので、相手が求める場合にリスクの高い研究開発費の支援を行
えばよいだろう。Bグループは、第 2、第 3の製品開発を進めるための研
究開発、あるいはベンチャーキャピタル等にとって躊躇する研究開発の支
援となる。潜在力の高いベンチャーを伸ばすということからは、この群の支
援が中心になるだろう。Cグループは技術力に優れ、研究開発あるいは販売
力支援を行うことにより成長軌道に乗る可能性が高いベンチャーを選抜して
支援すればよいが、そのためにはベンチャーの有する技術力・経営力・マー
ケティング力などを多面的に評価できる優れた目利き人材が必要となろう。

◆むすび
大学発ベンチャー企業間に優劣が生じてきており、今後市場という荒波
に揉まれてさらに格差が開くことは避けられない。しかし、わが国におい
てイノベーション創出のためには大学発ベンチャーの果たす役割への期待
は高い。そのような意味で大学発ベンチャーの成功例を多く出すことが重
要だと思う。
すでに設立された JST 発ベンチャーについて述べてきたが、一方で JST
が従来から行ってきた大学発ベンチャー創出推進事業については、ベンチ
ャー設立の数を追うのではなく、優れた研究シーズをもとに質の高い大学
発ベンチャーを設立することに舵を切る必要性があることはシンポジウム
からも明らかであろう。
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医療・福祉機器の開発に高い評価

連載●産業界に聞く産学連携
日本全薬工業株式会社 代表取締役社長
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福井　邦顕
（ふくい・くにあき）
日本全薬工業株式会社
代表取締役社長

◆販社を統合し新ブランド
●日本全薬工業株式会社 *1は動物用医薬品の開発・製造・輸入・販売を一貫
して行う日本のトップ企業ですが、動物用医薬品という一般には比較的な
じみの薄い業界ですので、御社の沿革から簡単にお話しください。

福井　当社は、創業者福井貞一が、薬剤将校として郡山陸軍病院の開設に
かかわった経緯があって、戦後の昭和 21 年に当地に薬品製造会社を開
設したのが始まりです。当初は、人体用塩化カルシウム注射液等を製造
販売していましたが、昭和 23 年に福島県畜産課から馬用リンゲル液の
注文を受けたことをきっかけとして、馬の骨軟症治療薬など動物用医薬
品製造の道を歩むことになりました。その後、農林水産省家畜衛生試験
場（現　農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所）との共同研
究の成果である牛の肝蛭（かんてつ）駆除剤や牛が舐める固形塩の商品化
を経て、獣医畜産業界のニーズに対応した多品種生産体制を構築し、犬・
猫用ノミ・マダニ駆除剤として世界標準となった商品をはじめ、多数の
新製品を開発販売しています。平成 13年に本社と 6販売会社を統合し
て新しい企業ブランド ZENOAQ（ゼノアック）を新創業として打ち出し
ました。
●産学連携に対する御社の取り組み状況についてお話しください。
福井　当社としては、将来的に遺伝子組み換えによるタンパク、特に昆虫
に注目して、そこから抽出したタンパクを医薬品として実用化しようと
しています。ですから開発の段階では、大学との連携は盛んにやっており、
動物関係では獣医学部のあるところとはほとんどやっていますし、特殊
な技術をお持ちのところともやっています。
　　産学連携は、始終こちらからコンタクトを取って、緊密なコミュニケー
ションを絶やさなければうまく進みます。しかし大学は、研究の一部と
してわれわれとの共同研究を行うため、非常に時間がかかる。この制約
は仕方がないことですから、研究の周辺をデータで固めていくのは当社
の研究所でやっています。われわれからするとそれほど障害は無く、ス
ムーズにいっていると思っています。日本の大学では広島大学、京都工
芸繊維大学、大阪大学、東京大学、理化学研究所、動物衛生研究所、岩
手大学、北海道大学、福島県立医科大学等、ざっと 10大学くらいとやっ
ています。

◆大学に毎年2～3人派遣
●国立大学の独立行政法人化により知的財産の扱いが変わってきましたが、そ

動物用医薬品トップで、新製品開発に取り組む日本全薬工業の産学連携とは。研修会メンバーとの緊密な
コミュニケーションが基本である。

*1： 日本全薬工業株式会社
http://www.zenoaq.jp/
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の点についてはどうでしょうか。
福井　それはだいぶ変わってきました。やはり研究成果のパテント化とか
ライセンス化は大いにやっていかないと大学としてもやっていけないと
思います。当社もそういう覚悟で産学連携に取り組んでいます。権利化
とか利益の分配とかは、商品化の段階ではあるかもしれませんが、研究
開発の今の段階ではありません。これまでは主に寄付金を差し上げて研
究をやっていただきました。獣医系の先生方の場合はそれほど知財の扱
いに神経質になってはおられないと思います。
●大学との人の交流というのはどういう状況でしょうか。
福井　大学で半年とか 1年とか研究をやらせてもらう、帰ってきても時々
大学へ行って研究をやらせてもらう、ということでコミュニケーション
をとりやすくしています。単なるディスカッションではなく、共同で仕
事の分担をしながらやっているということです。当社からも大学に人を
派遣していますが、学生さん等を使って研究している先生から、レベル
の高い人材がきてくれるので助かっていると歓迎されているのです。毎
年 2～ 3人を派遣し、5年ほどになります。
●海外の大学や研究所との連携はどういう状況でしょうか。
福井　いまだ初期段階です。カナダからオファーがあったものの、治験費
用の点で折り合いがつかなかった例がありました。またオーストラリア
でシドニー大学やメルボルン大学と共同研究をやっていこうという計画
もあります。他にもスウェーデンのカロリンスカ研究所にサンプルを提
供して研究をやっていただくかとか、オランダのユトレヒト大学の先生
と共同研究をやろうかとか、理化学研究所の関係でノースキャロライナ
大学との免疫の治験との共同研究などの話がありますので、今、検討し
ているところです。

◆家畜衛生試験場との共同研究がきっかけ
●学との連携関係はどのようにしてできたのでしょうか。
福井　農林水産省の家畜衛生試験場との共同研究がきっかけとなり、北陸
支場長だった吉田先生（麻布大学名誉教授）のお力添えで、全国の獣医学
関係の大学や各県の畜産課とは何十年というお付き合いがあります。産
官学一体の臨床獣医学関係の研修会（しゃくなげ会：昭和 44年設立）を
毎年やらせていただいています。北海道から沖縄まで 2,000 人ぐらい会
員になっています。東京大学の臼井先生には退官されてから当社の副社
長をやっていただきました。そういう背景もあって、産学連携にほとん
ど支障はありません。
●官との連携関係はどうでしょうか。
福井　信頼関係を基に、家畜衛生試験場を退官された方の中で当社研究所
長になっていただき、ワクチン開発などの基礎を築くことができました。
しゃくなげ会には大学の先生方のほかに、県の試験場や畜産課の方も入っ
ていただくとか、県の保健所の関係で全国の保健所の会議に出席させて
いただいています。もともと防疫関係は国が主導的な役割を担っていて、
どういう病気が発生するか、それに対してどういう薬が効くかなどの情
報は官の方からきます。家畜共済組合も半官半民であり、官の動きと一
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体でないと身動きが取れない面もあります。そういう意味では連携でき
ています。

◆知財、事業化可能性を徹底的に調査
●都市エリア産学官連携促進事業（発展型）の事業総括もやっておられますね。
福井　医療・福祉機器の開発をテーマに採択いただいて 1年経ち、あと 2
年あるのですが、私として大変評価されたと考えています。福島県や県
の産業振興センター、日本大学工学部、福島県立医科大学、福島大学、
県内立地企業等の連携で、ハプティック技術をベースに触覚センサー技
術と計測技術を活用して医療機器を開発する事業です。乳がんの診断機
器、受精卵の適否判断機器、サーカジアンリズム応用の抗がん剤動注機
器という 3つの主要課題があります。推進会議での議論の結果、事業を
実際に推進する 4人の事業化担当チームを作りました。このチームが知
財、相手先、事業化可能性について徹底的に調査したのです。この 4人
が非常なエキスパートで、眼圧測定や触覚新素材など事業化のめどが付
きました。ここまでは良かったのですが、私として本当に残念なのは、
来年度はその方々が異動で交代してしまうのです。なぜ都市エリア事業
が終わるまで配置できないのか、こういう人事が産学官連携を阻害して
しまうのではないかと思うのです。チームが変わらずにやれるのなら、
3年間で必ず成果を出せると思います。
●東北経済連合会（東経連）の副会長として、東北における産学連携について
どうお考えでしょうか。

福井　地域に特有の産業を興すということで各県が取り組んでいるわけで
すが、東経連としては、前にベンチャーランド協議会をやり、今は東北
イノベーションキャピタルでファンド投資をしています。残念ながら、
ファンドへの応募件数としては少ないような気がします。景気が良くな
ると目先の仕事に追われて、学や官の動きに関心が向かなくなる傾向が
あります。産学の共同研究もありますが少し薄いのではないかと思いま
すし、特に福祉医療機器はチャンスと思いますが目が向いていないので
す。東経連でも先進地の産学連携状況や技術格差も伝え刺激を与えれば、
やる気を出す企業も増えるのではないかと考えています。
●本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。

聞き手・本文構成：川村　志厚
　　　　　　　　　（経営デザイン研究所 代表／本誌編集委員）
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海洋大学に漁師や中小業者から寄せられるさまざまな相談。思い付きも多く、コーディネータは苦労して
いる。対話を重ねることで相談者のニーズを探っていった体験談である。
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◆産官学のコーディネートは会話力が基本
東京海洋大学に水産系の中小企業や漁師から寄せられる相談には、整理
されていない「思い付き」が多く、シーズとのマッチングの前に依頼内容
を十分に検討・整理する必要があった。このためコーディネータは大学と
企業の間に入って面談を重ね、潜在するビジネスの要素を抽出して産学連
携の可能性を引き出すように努めている。結果を急ぎさえしなければ成功
する可能性が高くても、投資回収を急ぐ場合には途中で断念せざるを得な
い場合もあった。
また、大学の研究成果を活用するためには、「養殖現場での野外試験」で
実証する必要があり、関係する原料メーカーや飼料メーカーおよび養殖生
産者ら相互の思いをくみ取り研究契約を結ぶことが不可欠で、なかなか踏
み切れない要因が存在していた。
特に難しかったのは開発途上国からの講演依頼や技術指導要請であり、
メールでのやり取りだけでは現地ニーズを把握することは非常に困難であ
った。そこに海外技術協力隊の専門家やシニアボランティアが仲介してく
れたことで大学への要望事項が明らかになり、長期の研究課題等が浮かび
上がってきた。

◆きっかけ
年間数百件の技術相談にどう応えるのか。水産系の大学でもありとあら
ゆる分野の専門家がいるわけではない。水産系大学間で相互連携しようと
の声もある。直接に講座や教員に電話等でぶつけられる質問には相談者の
意図が不明である場合と回答者の説明が当を得ない場合もあることから、
不満の残ることが多い。経験と知識の豊富なコーディネータが質問の意味
を電話や面談でくみ上げ、しかるべき専門家につなぐという迅速な対応
で、顧客満足度を高めることになる。技術相談の半分は図書館やインター
ネットの情報で解決できるもので、相談者の話をしっかり聞いてあげれば、
FAX等で寄せられた質問内容とはほど遠い所に本当の意図がある場合が多
く、簡単な口頭説明だけで納得してもらえることも多かった。

◆成功への段取り
海洋現場ニーズと大学の研究内容のマッチングが必要なことは言うまで
もないが、間に存在する「言葉・表現力と理解力」の壁を認識し、通訳す
ることが見逃されてきた。海外の養殖ビジネスに比較すると零細な規模の

中田　誠
（なかだ・まこと）
元 文部科学省 産学官連携活動
高度化促進事業
産学官連携コーディネーター／
アクアリサーチ 代表／
FAO Sustainable Aquaculture 
Project EXPERT ／
元 東京海洋大学 社会連携推進
共同研究センター 客員教授
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日本の養殖業者にとっては技術革新により国際競争力を維持することが不可
欠である。大学で開発されたシーズがどうしたら養殖現場で採用されるのか、
乖離（かいり）する考え方の違いが相互の理解を難しくしているので、それ
ぞれの立場での意図を翻訳して伝えるコーディネート力が要求されている。

◆成功事例
海洋科学部の飼料栄養研究者は原料メーカーとの共同研究から、養殖マ
ダイの体色や肉質を良くするマダイ色揚げ飼料を開発した。しかし、その
事実は学内の小型水槽での飼育結果だけでなく、実際の養殖場の筏（いか
だ）で飼われているマダイに投与されて、初めて経済的な判断ができるも
のである。マダイ養殖生産者は天然マダイとは色も肉質も違う養殖マダイ
の悪評に、安い価格でしか販売できていないという課題を抱えていた。併
せて関連する飼料業界や原料メーカーに繰り返し説明して理解を得て、こ
の企画への資金提供や製造協力などの理解を求め飼育試験を実施すること
ができた。

◆成功へのプロセス
実際の養殖では一つの筏に 1匹 1,000 円になるマダイを 2,000 匹以上飼
う。売上高 200 万円である。比較飼育試験であるから筏の数が 3面にな
れば 600 万円の仕掛り品となる。失敗したときの責任を誰が取るのかが常
に問題となり、ほとんどの委託飼育試験企画はここで頓挫することになる。
そこで初めに養殖生産者にコーディネータの経験から飼料に起因する失敗
が無いことを説明し、通常の飼育の中で試験を組み入れてもらうことの了
解を取り付けた。普通ならば種苗代や試験飼料代と人件費等が必要なので、
大学から飼育試験をお願いすれば、それだけの経費を準備しなくてはなら
ない。もちろん売り上げればその経費は相殺できるのだが、現在の農林水
産省の指定研究や大学が行う試験で不確定の利益を還元する方式は簡単に
は認可されない。そこで、顧客にはマダイ色揚げの適正な飼育技術指導を
行うことと、委託飼育料等を支払うことで了解を得た。試験飼料に関して
は、色揚げ原料の無償提供を基に養殖生産者に通常価格で購入してもらっ
た。飼料メーカーにも情報提供を前提に協力を要請し、色揚げ試験飼料製
造を委託することに成功した。原料メーカーには飼育マダイの解剖分析用
検体代等の経費を提供していただき、かつ大学側は成
果を学会発表等で公表できるという契約をすることが
できた。約半年掛けてこれらの段取りとプロセスを進
め、やっと実証試験にこぎ着けることができた。

◆養殖現場での野外試験共同研究と学会発表
合成アスタキサンチンに代わるバクテリアや海藻類
産生天然色素を混合したマダイ用色揚げ飼料の投与で
天然マダイの色合いと変わらぬ養殖マダイが生産でき
ることが実証され、2007 年春の日本水産学会で発表
された（写真 1、写真 2）。

写真1　色揚げ比較飼育試験取揚げ（沼津マダイ養殖筏）
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◆産学官連携の新たな展開に向けて
世界人口の増加に伴う食料供給源として世界的な養
殖生産の開発が進んでいる。国内の水産系大学の連携
だけでなく国際的な連携が期待されるが、養殖生産業
としてみれば日本の産業や研究技術は最先端を行くも
のである。 
国連食糧農業機関（FAO）は日本政府の資金提供を
基に、新たなプロジェクト「持続的養殖生産」を立ち
上げ、天然種苗や天然餌料魚の有効活用に関するガイ
ドラインを設定し、クジラやマグロのような漁獲制限
がされないよう技術の集約を急いでいる。10 月のベ
トナムでのワークショップまでに、世界で 14 人の専門家がそれぞれの魚
介類について情報を整理しているところである。

◆日本の養殖技術は世界をリードする
専門家登録された私の担当はブリ養殖である。30年前は天然モジャコ *1

を約 1億匹という無制限な捕獲が行われていた。農林水産省は天然ブリ資
源量の低下を防ぐために、モジャコの漁獲認可量を徐々に減らし、現在は
各県による自主規制の中、2,000 万匹台の採捕となっている。また養魚飼
料メーカーによる養殖ブリ用配合飼料の開発によって、養殖ブリに与えら
れていたイワシ等の天然餌料魚使用量が年間 170 万
トンから 80 万トンにまで減らすことができているこ
とをガイドラインに記述している。
年末に派遣していただいたインドネシア等の赤道
直下海域には洋上や沿岸部に現在世界の養殖生産量
6,500 万トンに匹敵する養殖生産可能地域がある（写
真 3、写真 4）。日本の海洋技術の売り込みが待たれ
ているが、過去の国際援助で設立された世界各地の海
洋研究所がオーストラリアやベルギー等の国の研究者
によって運用されていたり、古くなった研究資材が故
障したまま捨てられていたり、高い分析機器等を運転
できる人がいないために埃（ほこり）にまみれている。
日本国内の養殖産業は食料消費の落ち込みから苦しい
経営を余儀なくされているが、お隣中国の爆発的な消
費拡大に伴い、安心安全で高品質の生産物としての地
位を取り戻していくだろう。大学や研究機関の次なる
開発目標は海外での養殖産業の育成に貢献する方向に
あり、産業界と連動した海外での取り組みをコーディ
ネートできる人材の育成が必要と考えている。そのた
めにも活動予算の確保と会話力や現地の情報に詳しい
（独）国際協力機構（JICA）や商社の専門家を巻き込ん
だ産学連携を進めなければならない。

写真2　色揚げされた養殖マダイ（天然マダイに劣らぬ色調）

写真3　インドネシア南スマトラランプーン湾海域調査

写真4　更紗ハタ飼育試験筏（インドネシア海洋研究所）

*1：天然モジャコ
南方海域でふ化した稚魚が流れ
藻に乗って育ちながら北上して
くるものを採捕する。
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◆本産学官連携方式の特徴
従来の産学官連携プロジェクトは、おおむね学で発生したシーズを産が
企業化、官が協力して実用化するパターンであった。しかし、ここに述べ
るプロジェクトは、これとは逆に、産である中小企業連合体がプロジェク
トを発案、組織化を行い、その過程で自らでは解決困難な種々の技術的・
社会的課題を、個々に官・学に研究開発解決をお願いするというものであ
る。この方式の意図するところは、それぞれの機関の機能・特徴が有効に
発揮でき、先進的な技術の集積・組織化、中小企業の自己努力による開発
生産ネットワークの構築に役立てて日本の中小企業の再生、活発化を図る
ということである。

◆プロジェクトの発足の経緯 
平成 15年、東大阪の人工衛星 “まいど 1号” プロジェクトに触発され、
それではこちらは海洋国家にふさわしい水上（水陸両用）飛行機を、下請け
型から提案型に脱皮しようとする具体例として、中小企業の手で開発しよ
うではないかということになり、水上機研究会を発足させた。
この研究会の参加者は、中小企業従事者だけでなく、国際線パイロット、
ジャンボジェット機教官、アマチュアパイロット、港湾技術者、大学教官、
高校教官、学生、研究所職員、セールスエンジニアと多岐にわたり、水上
飛行機の可能性、設計製造法、関連法規の調査、市場開拓方法などについ
て論議を重ね、水上飛行機の開発に取り組んできた。この研究会の開催は
本年 5月で 30回を迎えた。
研究会のメンバーの中の（株）青木精機、（株）北嶋絞製作所、宮城精工

（株）、飛洋航空機製造開発（株）、（株）計算力学研究センターの 5社で、水
上飛行機開発事業協同組合を 2006 年 3月に発足させ、開発の母体として
活動している。
東京大学工学部航空宇宙学科と水上機開発の共同研究を本郷キャンパス
で行い、毎週金曜日の午後に設計連絡会を行っている。
2005 年 9 月に（社）強化プラスチック協会（通称 FRP 協会）の創立 50
周年記念大会で、筆者が行った特別講演「純国産の水上飛行機をつくろう
プロジェクト」を契機に、同協会は水上機開発プロジェクトを立ち上げ、
まず FRP 製のフロート、高耐波性を実現する支持機構の開発に従事してい
ただいていて、次いで機体本体の設計試作に取り掛かりつつある。

中小企業連合体が抱える技術的課題の解決を官・学にお願いするタイプの連携。その具体例の経緯を追い、
中小企業再生の方法を学ぶ。

櫻井　達美
（さくらい・たつみ）
水上飛行機開発事業協同組合
副理事長
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◆水上飛行機開発の技術的課題と解決策
1．高耐波性を持つこと
従来の水上機は内海、湖沼地帯など静かな水面から離発着するものがほ
とんどであった。海洋もしくはそれに接した波のある海水面での運用を可
能にするには耐波性の向上が必須である。このため、新案の非線形支持機
構（特許申請中）付きのフロートシステムを開発中である。
2．耐腐食性を持つこと
海上等における塩分を含む環境で運用するため、耐腐食性を持つ必要が
ある。この耐腐食性には FRP 複合材料の大幅採用により塩害対応を図る。
3．巡航性能が優れていること
現在の水上機の形状では、巡航時の摩擦抵抗、形状抵抗が大きく、陸上
機に比べ約 2倍の直接運航費がかかり、経済性において大いに劣る。飛行
性能を向上させるには機体形状の洗練化、表面積減少化、複合材料の特質
を生かした軽量構造様式を進める。

◆フロートシステムの研究開発
東京大学、横浜国立大学、日本大学、東海大学、東京都立工業高等専門
学校、東京都立産業技術研究センターなどと静水域以外の波浪のある水面
でも離発着できる水上機（水陸両用機）開発のための共同研究を重ね、その
第一歩として高耐波性フロートシステムの設計開発を行ってきた。
写真 1の数値モデルによる効果検討では、新案
のフロートシステム（右）と、在来のフロートシス
テム（左）を装着した機体の波浪中離水挙動の数値
シミュレーションを行い、新案のフロートシステ
ムが機体ピッチングの大幅減少に効果があること
が判明した。
2004 年、東京大学工学部環境海洋工学科で、フ
ロートモデル（1/3）の予備水槽試験（静釣り合い）
を行った。 その後、日本大学生産工学部で支持構造
の強度試験、フロートの終極荷重破壊試験を行った。          
2005 年、横浜国大船舶海洋工学科の大型水槽
でフロートシステムの応答実験を行った（写真 2）。
実験の結果、フロートは波との出会いによって激
しく振動するが、機体ダミーはほとんど揺動しな
いことが観察された。
これらのことから、まず波高 50センチに耐えら
れるMLP（マイクロライトエアプレーン）用フロー
トシステムを設計試作し、実機に装着、種々の試
験を行って生産型を策定することになった。                  

◆高耐波性フロートシステムの試作
2006 年、FRP 協会のプロジェクトメンバーによ

写真1　波浪中離水挙動の数値シミュレーション

写真2 　大型水槽試験
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って FRP 製のフロートと環状サスペンションに非
線形ダンパーで支える試作機が製作された。
2007 年に入り、霞ヶ浦に拠点を持つ３Sクラブ
の全面的協力により、試験用に機体を貸与いただき、
それに前述のフロートシステムを装着、耐波性、操
縦安定性等の実証試験を行っている（写真 3）。

◆当面の予定
1．フロートシステムの設計・製造・販売
上記実験の結果を取り入れてMLP 用高耐波性生
産型フロートシステムの設計製造を開始し、今年
の秋口に販売開始する。
2．MLPI 型の組み立て・販売
現在実績のあるMLP 機体のキットを購入し、われわれのフロートシス
テムを装着し、今年末に販売を開始する。
3．FRPによる機体自体の設計製作に着手する。これをMLPII型と称する。
4．来年度から軽飛行機のフロートシステムの開発に着手する。それか
ら軽飛行機本体、ビジネスジェット水上機、小型旅客機と発展する計画で
ある。

◆終わりに
当プロジェクトは、参加いただいた個人・諸機関の献身的な協力によっ
てボランティアベースで進められてきた。霞ヶ浦での実機による実証試験
にまで到達できたのは、すべてこれらの方々のご尽力によるもので、ここ
に深甚の謝意を表したい。また、本プロジェクトの趣旨に賛同された方か
ら既にMLPI 型 1 機の仮発注を頂き、本年度中の納入を目指して鋭意作業
中であることを記して終わりとしたい。

写真3 　水上滑走実験
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インキュベーション活動と東京都墨田区との連携事業で経験した多くの人々との交流。具体的な成果を急が
ないネットワークづくりの意義を説く。

産学官連携におけるネットワーク構築と活用
̶早稲田大学におけるインキュベーションと地域振興の現場から̶
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◆はじめに
インキュベーション活動および東京都墨田区との連携事業の現場で学ん
だこと、得たことは数多い。現場で難題にぶつかるたびに地域・企業・行
政の方々のネットワークに助けられ、身をもってその有効性、重要性を痛
感してきた。そこで培ったネットワークは私たちの活動にとって貴重な資
産となっている。本稿では 2つの業務に携わってきた経験の中でネットワ
ークの構築・活用に関連した取り組みを報告し、併せて現在計画中の話題
についても触れてみたい。

◆インキュベーション活動とネットワーク構築・活用
早稲田大学発ベンチャーの創出および支援を目的に、2001 年 10 月にイ
ンキュベーション推進室 *1（現在は産学官研究推進センター）を開設した。 
活動も 5年を経過し、ようやく学内のベンチャーに対する啓発や組織を横
断した協力体制も整いつつある。一方、私立大学で先駆けたインキュベー
ションの構築という使命により懸命に走ってきたものの、支援の原動力と
も言えるネットワークの構築・活用については、十分とは言えない。この
点の反省も踏まえて幾つか議論検討している中から、以下新たに展開する
2つの取り組みを紹介したい。

1．ワセダ インキュベーション コミュニティの構築
本学の会員数 50 万人を超える校友会組織は、まさに人材とネットワー
クの宝庫であると言える。ベンチャー支援に意欲的なOB人材を広く取り
込むことで、その知識・経験をインキュベーションに活用していく。また、
既存会員の金融系企業に加え、共同研究先企業や技術移転先企業、すでに
成功を収めたベンチャー企業にも支援する立場としてネットワークに参加
してもらう。これらはアーリー期ベンチャー事業推進の有力なパートナー
となる。TLO は両者の情報を持っており、効果的な新規事業のコーディ
ネートを行えるであろう。
最後に、再構築した新しいネットワークを活性化させるツールとして、
ビジネスプランコンテストの開催、WTLO テクノロジーリンク（学外向け
のマッチングイベント）でのビジネスプラン &シーズ発表会、会員向け
メールマガジンの発行等を順次実施していく。また、本学出資制度の次の
ステップとしてファンドの検討や試験的運用の場としても機能させていき
たい。

池田　泉
（いけだ・いずみ）
早稲田大学 産学官研究推進セン
ター インキュベーション推進室 
主任

*1：早稲田大学 産学官研究推進
センター／インキュベーション
推進室
ht tp : / /www .waseda . j p /
incubation
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2．インキュベーター間のネットワーク構築
本学には産学連携に意欲的な大学との協定が多数ある。その一つが九州
大学知的財産本部との連携である。2007 年 3月に九州大学が主催した単
位科目「ロバート・ファン／シリコンバレー・アントレプレナーシップ・
プログラム」に本学の教職員 2名、起業志望の学生ら 4名が参加した。授
業を通じての九州大学の学生との交流は、刺激的で貴重な経験であったと
思う。今後、お互いのノウハウやネットワークといった資源の共有を行い、
人的交流を深めながらインキュベーションを推進していくことを検討して
いる。また、同じく交流がある財団法人 京都高度技術研究所には、会員ベ
ンチャー向けのシェアードオフィスがある。本学も同様のサービスを提供
することで、両ベンチャーの相互利用を実現させる。やがてはベンチャー
同士の連携につなげていければと考えている。これが、他の協定校や各自
治体、海外のインキュベーターへと広がればさらに強力なネットワークに
なるであろう。

◆墨田区との連携事業̶地域振興におけるネットワークの形成
本学は、2002 年 12 月に墨田区と地域振興を目的とした包括協定の締結
を行った。共同研究や技術移転の産業振興のみではなく、人材育成、街づ
くり、教育活動等、大学が持つ資源をすべて投入しての幅広い地域振興を
行うことを目的にしている。現在、年間 30 ものプロジェクトが進行する
先進的なモデル事業になり、さまざまなプロジェクトの活性化につながっ
ていった要因は、具体的な成果を急がず地道なネットワークの形成を優先
してきたことにあると考えている。現在も継続して行っている取り組みを
簡単に紹介したい *2。

1．すみだ産学官連携クラブに意欲的な墨田ものづくり人材・企業が集結
協定が調印されると間もなく、産学官連携の事業に未来を託した経営者
約 30 人が集まり「すみだ産学官連携クラブ」を発足させた。大学・行政
にとっても協定を形骸化させないためにも、コアとなるネットワーク・プ
ロジェクトを立ち上げて具体化することが必要だった。クラブが中心とな
り、大学教員・ベンチャー企業も参入して、マルチマイクロ発電機（MMD）
の開発プロジェクトがスタートし、2005 年に製品化され各地に納入され
た。この代表的なプロジェクトに誘引され、以降、他のグループの設立や、
参画に躊躇（ちゅうちょ）していた中小企業も産学官連携事業を積極的に活
用するようになった。2006 年 2 月にはMMDに次ぐ第二弾として「すみ
だエコモビリティ開発コンソーシアム」を立ち上げ、2011 年の事業化を
目指している。

2．早稲田ビジネス講座が中小企業と大学研究者をマッチング
年間 6回程度を目安に、大学研究者がすみだ産学官連携プラザを訪問し
セミナー&研究会を開催している。昨年度からは地元企業・区民の方々を
大学に招いて研究活動の現場を体験していただくツアーイベントも行って
いる。狙いは、一方的な講義だけでなく、研究者との自然な交流・対話を
行う場を提供してネットワークを形成していくことにある。地元企業との

*2：墨田区・早稲田大学産学官
連携事業紹介サイト
http://www.wic.waseda.jp/
sumida/

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.wic.waseda.jp/sumida/


産学官連携ジャーナル  Vol.3  No.6  2007 30
http://sangakukan.jp/journal/

共同研究・出願に至ったケースの大半は、この講座によって研究者と経営
者の交流が始まったことがきっかけである。

3．リエゾンオフィス設置と行政との綿密な連携
すみだ産学官連携プラザには早稲田大学発ベンチャー企業や研究室を入
居させ、地元企業や区民団体と共に活動を行っている。そのうち 1室は、
早稲田大学リエゾンオフィスとして、担当職員や TLOアドバイザーが、区
の窓口である「すみだ中小企業センター」との企画調整や、区内企業から
持ち込まれる相談に対応しており、ネットワーク形成の拠点としても有効
に機能している。

◆最後に
なにしろ私自身経験不足であり、いかに「ヒューマンネットワーク」を
形成し活用していくか？ という課題と常に格闘しているのが実情である。
例えば、一職員の立場で考えると、築いてきた貴重なネットワークをどの
ように継続させていくかに危機感を覚えている（人事の異動によりネット
ワークが寸断されることがあってはならないと思うが、これは何も自分の
組織だけの問題ではないような気もする）。今後は築いたネットワークにお
いて、相互の資源やノウハウを共有し、情報の流通量を上げていくことが
使命だと感じている。読者の皆さまにとってご参考になったかどうか不安
だが、これを機会に私どもの取り組みに関してご意見・ご指導を賜ること
ができれば嬉しい。また、今後さらに産学官連携にかかわる皆さまとの新
しいネットワークが拡大し、交流が生まれることを願っている。

http://sangakukan.jp/journal/
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̶世界の流れから̶
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1．はじめに
この 3月まで、国立高等専門学校機構産学連携・地域連携委員会のお世
話をしてきた。この間に、日本技術者教育認定機構（JABEE）の立ち上げに
関連し、諸国の技術者育成の仕組みを見て歩く機会があった。環境の制約
と石油文明がピークを過ぎつつある歴史的転換点とを視野に入れて、世界
の国々が次世代人材の教育において、多くの試みを展開しつつ激しく競い
合っている。それらのエピソードの中から、これからのわが国の取り組む
べき、“社会と共に次世代の技術者を育てる方法（共同教育：Cooperative 
Education、CO-OP と略記）” について、若干の思い出とともに紹介したい。

2．カナダのモデル
JABEE の立ち上げ期に、カナダ流の技術者教育認定方法の実地の定
常審査にオブザーバーとして参加した。技術士会が指定した訪問先は、
Waterloo 大学工学部であった。学部運営の基本理念や共同教育の現状と課
題、教員の面接審査や学生との討論等に参加して意見交換する機会を得た。
日本においては、技術者教育の重点が修士課程に移って久しいが、カナダ
では自信を持って 4年 8カ月間の学士課程を重視している。カナダ流の共
同教育等の例を示す（表 1）。記号の意味は、A（アカデミック）は大学で勉
強する期間、W（ワーキング）は企業
等で実習・勤務する期間、文字一つ
は 4カ月に相当する。なお、カナダ
の工学部では、Wと Aが交互にある
ものを CO-OP、Wを多数連続して実
施するものをインターンシップと定
義している。
各大学とも、入学して最初に企業人との対話訓練と社会性に関する訓練
とを実施していること、および、大学は授業科目の厳選と学修密度の向上
を必要とし、最後には学校で仕上げをしていること、は共通している。
学生との対話では、技術者としてのトレーニングはもとより、この制度
のおかげで、学費を親に依存しないで卒業できたと語っていた。もちろん、
この制度を支える企業と国および自治体の支援体制の存在が大前提である。
まさに、社会と大学が協力して次世代の技術者を育てている。
次いで訪問したオタワのカナダ技術士会で、副会長は、「カナダでは長期

四ツ柳　隆夫
（よつやなぎ・たかお）
独立行政法人 国立高等専門学校
機構 顧問／東北大学 名誉教授／
宮城工業高等専門学校 名誉教授

Waterloo AAW AWA WAW AWA WA CO-OP
Victoria AAW AWA WAW AWA AA CO-OP
Alberta AAA AAW WAW AWW AA CO-OP
Calgary AAA AAA AAW WWW AA Internship
Toronto AAA AAA WWW WAA AA Internship

分類大学名 AとWの配置

欧米の技術者教育の仕組みを見て歩いた報告記。各国の取り組みは個性的だが、社会全体
が協力して育てていこうというコンセンサスは共通していると述べる。

表１　カナダ流の共同教育の分類例
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インターンシップや共同教育を含む4年8カ月の学士課程を経ない者には、
たとえ工学修士や工学博士といえども技術士になる資格を認めない」と言
っていた。例えば、理学部の化学を出て、大学院で化学工学等を専攻すれ
ば工学修士にはなることができるが、技術士の受験資格は与えないという
ことである。
これほどまでの学士課程重視の教育効果は、次のようなエピソードで裏
付けられている。すなわち、この制度の最終段階の 4年次学生を CO-OP
で受け入れた日本の大手企業の総合研究所長が、まさに日本の修士以上の
実力があったと驚嘆していた。これが、わが国が JABEE へと取り組み、技
術者教育の国際的相互承認を目指す一つの大きな動機となった。

3．英国の事例
サッチャー元首相の教育 50 年計画に始まる英国病からの脱却を目指し
た取り組みがあった。良い教師の育成のためには、3世代にわたる努力が
必要であるとする考え方には、旧約聖書でモーゼがイスラエルの民を立ち
直らせた教育の故事を思い起こさせる息の長い西欧の伝統を感ずる。それ
をブレア首相が、「私は国民に 3つの約束をする。第 1が教育の充実であ
る。第 2、第 3も教育である」と年頭の演説で強調した。若干異なる視点
からの継続ではあったが、その迫力にはうらやましいものを感じた。その
結果、英国は学術面から顕著に立ち直った。なお、英国は、ワシントンア
コード（WA）創設メンバーである。日本の JABEE 認定教育プログラムを
修了した学士を、英国の Bachelor of Engineering（彼らは BEng と略記す
る）と同等に扱うから大学院に来ないかという招きが、この資格を満たし
た高専に来ている。教育業はいまや英国の世界に誇る事業となっている。
通常、国際的には College of Technology は University の仲間には入らない。
昨年秋に、大学評価・学位授与機構の主催する大学教育評価に関する国際
シンポジウムが渋谷の国連大学で開催されたとき、北欧 3国の大学代表者
から、なぜこの席に College（高専）が参加しているのかという質問があっ
たが、WA加盟国日本の JABEE 認定校であるとの説明で納得していた。

4．米国の事例
米国は、国の将来に危機を感じたとき、いつも教育の立て直しから手を
打ってきた。かつて、スプートニク・ショックで、当時のソ連に宇宙開発
で後れを取ったときに、直ちに理科教育の在り方を見直し、新しい教育方
法を開発する大事業を展開した。日本の工業技術の大発展期に教育の力を
立て直すに当たっては、IT 分野への重点的な投資もあったが、教育面では、
荒れていた教育現場の改善を目指して、先生の処遇の改善を行うなど、教
師という職業のステータスと魅力とを高め、併せて、No Child Left Behind 
Low を定めて対処した。また、米国の技術者教育認定機構である ABET
は、約 70 年間続けてきた教える知識の内容と教え方を規定する認定基準
を大幅に見直し、知識等とその教え方ではなく、学生が身に付けたもの
（Outcomes）を評価する基準（EC2000）に切り替えている。JABEE が試行
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審査を実行しようとしていた 2000 年 8月の審査員研修会で、招聘（しょ
うへい）した ABET のメンバーが、「われわれも新しい基準で再出発すると
ころだ。一緒にやろう」と語っていた。産業障壁であるとまでいわれた米
国の規制的な旧 ABET 基準が EC2000 に変わって、有力大学、例えばMIT
が ABET の認定を受けている。

5．欧州の事例
欧州はいま、立ち上がりつつある EUの高等教育の骨組み、ボローニャ
宣言と取り組み、19 歳からの 5年間の教育で、修士レベルの人材を標準
にしつつある。これと関連して、JABEE は、EU との技術者資格の相互承
認を目指して、建築学分野に修士レベルの認定基準を設定する準備に入っ
ている。
2000 年にスイスのローザンヌ工科大学のシステムを現地で見聞する機
会があった。普通の大学のように準教授や助教授を置かず、教授と技官を
中心として、大学院生による Teaching Assistant と教授および技官とで運
営する体制は、ユニークなものであった。卒業生はすべて学外に出して、
世界中に育ててもらい、その中から次世代を託せる人材を教授として呼び
戻す仕組みは興味深い。学生から受ける雰囲気から、スイスは国民皆兵の
国であること、そして 2校しかない国立工科大学（他１校はチューリヒ）
は、科学技術立国スイスの技術の士官学校に相当する印象を強く感じた。
また、この大学の技官は、日本における国立研究機関の研究員に相当する
人たちであり、このシステムは強力である。例えば、この人たちが、日本
では研究対象として対応してもらえない開発課題を、日本の一流企業から
共同研究として受けている事例があった。具体的には、夜間余剰電力の貯
蔵を目的とした揚水型水力発電所用の水車の開発である。そこで発生する
キャビテーションによるエロージョンを防止する方法であった。
日本では大学が最先端の学問や先端技術に向かう傾向が強いため、基盤
技術の中で問題が発生したとき、対応が困難なことがある。これからの持
続可能な社会を築いていく上で、今後対応を要する事柄であろう。なお、
宮城県では最近、県内の大学、高専、研究機関等 15 の機関と基盤技術に
特化した包括協定を結んでいる。

6．おわりに
以上のように、各国の取り組みは極めて個性的であり、チャレンジング
である。それらの中で、社会全体が協力して次世代の技術者を育てること
に関するコンセンサスは、かなり以前から各国でごく当たり前のこととな
っていた。文部科学省は、2006 年度から大学教育の国際化推進プログラ
ムの中で、海外先進教育実践支援プロジェクトを公募している。この中に、
産学官連携により技術者教育に取り組んだものが多数ある。これらの中か
ら、自治体と企業と教育機関の 3者が協力して、地域単位で実りあるシス
テムが生まれることを大いに期待したい。
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◆はじめに
本稿では、独立行政法人 科学技術振興機構（以下、JST）が平成 18年度
に実施した「委託開発の成果『青色発光ダイオード』の経済波及効果に関
する調査 *1」の結果を紹介する。当該調査では、JST の委託開発 *2 課題「窒
化ガリウム（GaN）青色発光ダイオードの製造技術」（新技術の代表発明者：
赤﨑勇 名城大学教授・名古屋大学特別教授（当時 名古屋大学教授）、開発
実施企業：豊田合成株式会社、開発期間：昭和 62 年～平成 2年）の経済
波及効果を算出した。

◆調査の背景と目的
  「独創的シーズ展開事業 委託開発」は、昭和 36年から、国産技術の振興
策として、数々の新事業、新製品を生み出す一助となってきたが、その中
でも「窒化ガリウム（GaN）青色発光ダイオードの製造技術」は、近年では、
国有特許による実施料収入のうち約 9割を占めるという金字塔を打ち立て
ている。また、青色発光ダイオードおよびそれを利用した白色ダイオード
の製品化の成功により、表示装置や照明機器等、新製品が多数生み出され、
大きな経済効果が創出されたと考えられる。
そこで、「青色発光ダイオード」を公的な支援を受けた研究開発の成功例
として、その波及効果を正確に把握することは今後の科学技術政策を考え
る上で大変重要であり、また、科学技術関連投資の国民への説明責任を果
たすという観点からも波及効果の明確化が必要である。
以上の背景により、本調査では、「青色発光ダイオード」の経済波及効果
を明らかにすることを目的とした。

◆調査方法
調査は開発実施企業である豊田合成および、発光ダイオード（以下、
LED）利用産業（携帯電話、大型フルカラーディスプレイ等）へのヒアリン
グ調査、文献調査を中心に実施した。また、波及効果把握フレームや定量
化手法については、有識者 5名および（株）三菱総合研究所事業開発戦略
グループ、JST 産学官連携事業本部開発部からなるタスクフォースを設置
して、検討を行った。

◆波及効果の算出方法
経済波及効果は開発実施企業の LED 売上を基点として、生み出された付

表示装置や照明機器などに次々と使われるようになり、近年では国有特許の実施料収入の約9割を占める
青色発光ダイオードの経済波及効果を算出した。

共著（五十音順）
榊原　清則
（さかきばら・きよのり）
慶應義塾大学総合政策学部 教授

杉江　周平
（すぎえ・しゅうへい）
株式会社三菱総合研究所産業・
市場戦略研究本部 事業開発戦略
グループ 研究員

堀内　正隆
（ほりうち・まさたか）
独立行政法人 科学技術振興機構
産学連携事業本部
開発部開発計画課 係長
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加価値ベースで算出した *3。研究開発成果の経済波及効果を算出するに当
たっては、売上を基準にする方法と付加価値を基準にする方法が存在する
が、タスクフォースでの検討の結果、本調査では他の技術等による効果と
のダブルカウントを避け、日本経済に実質的にどの程度（いくら）の影響を
与えたのかを把握するために付加価値を基準とすることとした。また、開
発実施企業の開発成果は、技術のスピルオーバー等により、LED 産業全体
や青色レーザー関連産業へも経済波及効果をもたらしたと考えられるが、
本調査においては、過大評価をしないことに重点を置き、それらについて
は直接の経済波及効果には含めないこととした。
以上より、経済波及効果としては、以下の 3点を合算したものとした。
・LED 売上の付加価値分：開発実施企業における LED の売上における付
加価値
・応用製品を通じた波及効果：LED を利用した製品（応用製品）の付加価
値に占める LED寄与分
・生産誘発による波及効果：LEDの生産により誘発された付加価値
付加価値については、対象とする製品の売上を調査し、当該産業の付加
価値比率（工業統計調査より推計）を乗ずることにより、算出した。応用製
品については、既存市場の置き換えか、新規市場を創出したのかを考慮し、
創出した付加価値を算出した。また、LED の寄与分については、ヒアリン
グ調査およびタスクフォースによる検討により応用製品ごとに設定した。
生産誘発による波及効果は産業連関分析により算出した。応用製品を通じ
た波及効果について携帯電話の例を図 1に示す。
なお、白色 LED は青色 LED
の存在なしには実現不可能な
ものであるため、白色 LED の
波及効果も全て青色 LED の波
及効果とみなすこととした。
また、本調査では 1997 年
から 2005 年の 9年間を経済
波及効果算出の対象とした。
また、経年データについては
GDPデフレータにより、2000
年基準に実質化を行った *4。

◆調査結果
本調査の結果、JST の開発実施企業への委託開発による経済波及効果は
以下のように推計された。

カラー液晶携帯電話の世界市
場規模
・全世界の携帯電話の生産台数に
 液晶カラー化率を掛けて算出
・市場規模は25兆7,783億円
・市場規模は生産台数と平均価格
 から推計

携帯電話の製造原価に占めるLEDの割合
・製造原価割合は出荷額の70％
 （2兆3,288億円）
・カラー液晶携帯電話用に出荷された豊田
 合成のLED総額は、9年間累計で734億円
・原価に占めるLED割合は3.15％

豊田合成のLEDチップシェア
・白色LEDのチップシェアを適用

携帯電話の出荷額に占める付加
価値の割合
・付加価値割合は30％
・工業統計表より推定

市場×シェア
ⅰ. 豊田合成のLEDチップが使
 われている製品の売上総額

3兆3,268億円

ⅱ. 豊田合成のLEDチップが使
 われている製品の付加価値
 総額 9,980億円

売上×付加価値割合

ⅲ. 製品の付加価値総額に占
 めるLEDの寄与分

1,996億円

製品の付加価値総額に占める
LEDの寄与分（原価ベース）

315億円

LED寄与分：20％
付加価値総額×
　原価に占めるLED割合

*4：本調査では、基本的に公開
資料をベースに経済効果を算出
している。例えば、開発実施企
業の売上データは IR 資料より
取得している。

図1　携帯電話を通じた波及効果

JST は委託開発として、1987 年から 1990 年の間、豊田合成の「青色発光ダイ
オード」の開発に 5.5 億円を支出（返還済み）した。開発は成功し、1995 年から
事業化された。
1997 年から 2005 年末まで 9年間の経済波及効果を見た場合、携帯電話や大型
フルカラーディスプレイ等、豊田合成の LED を利用した応用製品の売上は約 3兆
6,000億円に達しており、その結果、直接的には、我が国の産業界において3,500
億円弱の付加価値が新たに生み出され、約3.2万人の雇用が新規に創出された。
また、国家に約 46億円の実施料収入ももたらした。

*1：調査は株式会社三菱総合研
究所が受託して実施した。また、
調査方法・結果等を検討するタ
スクフォースを設置し、座長を
慶應義塾大学総合政策学部 榊原
清則教授が務めた。

*2：大学や公的研究機関等の
研究成果で、特に開発リスクの
高いものについて JST が企業
に開発費を支出して開発を委託
し、実用化を図る制度。詳しく
は JST Web ページ参照
http://www.jst.go.jp/itaku/
index.html

*3：付加価値とは、企業の経済
活動によって新たに付け加えら
れた価値のことで、生産額から
原材料費、税金、減価償却費を
除いたものである。
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経済波及効果の算出フレームと算出結果を図 2に示す。
LED の最大の特徴は省エネルギーと長寿命であり、その特徴が広く社会
に受け入れられ、普及した
ことにより図 2のような波
及効果が実現されたと考え
ることができる。
LED 産業は JST の支援の
寄与もあり、これまで日本
企業を中心として大きく発
展をしてきた。また、今後
もテレビ、通信、植物育成、
医療等さまざまな用途への
利用が期待されており、経
済波及効果はさらに大きく
なると考えられる。

◆おわりに
本調査では、青色 LED の経済波及効果として研究開発成果が事業化され
たことにより生じた売上高を起点とした経済波及効果を算出した。それ以
外の効果、例えば青色 LED の利用による環境負荷低減効果やメンテナンス
コスト低下効果、技術のスピルオーバーによる青色 LED 産業全体および他
産業への波及効果については定量的に算出していない（報告書では定性的
には記述している）。
研究開発プロジェクトの波及効果は必ずしも経済的な価値だけには留ま
らないので、科学技術関連投資の効率を高めるためには、公的研究開発プ
ロジェクトや産学連携事例の波及効果を事例ごとに正確に把握し、評価の
精度を高めることが重要であり、環境負荷低減、技術のスピルオーバー、
ネットワーク形成等の効果など、従来必ずしも正確に把握できていない波
及効果を定量的に把握できる手法・枠組みの開発が必要である。

JST

赤﨑勇教授

豊田合成

青色LED
製造技術

青色LED

白色LED

LEDを利用した
製品のメーカー LED利用製品 LEDを利用した

製品利用者（企業）3

青色LED製造企業
（国内外のメーカ等）

技術のスピルオーバー2

委託開発
（開発資金）
5.5億円
（返還済）

1.「製品販売による波及効果」としては、LEDを利用した製品の売上に占める付加価値の内、LEDが無ければ実現できなかった部分（寄与分）を
 算出している。LED応用製品としては、携帯電話、屋外用大型フルカラーディスプレイ、車載器（室内灯等）を対象とした。
2.技術のスピルオーバーとは、赤﨑教授や豊田合成の研究成果がLED産業全体や他産業へ与えた影響を示している。また、DVDプレイヤー等
 に利用される青色レーザー研究もこの共同研究に端を発している。
3.LED関連製品の利用者への効果（省エネ効果増、メンテナンスコスト低減、意匠向上等）は直接の経済効果の算出対象とはしていない。

○直接の経済波及効果：付加価値ベース（約3,500億円）
LEDを生産
することによ
る波及効果
807億円

豊田合成の
LED売上
（付加価値）
532億円

製品販売による
波及効果1

2,109億円
雇用創出効果
3.2万人

＋ ＋実施料
46億円

波及効果

共同研究

凡例
： 金銭フロー
： 技術フロー
： 製品フロー

図２　経済波及効果の算出フレームと算出結果

http://sangakukan.jp/journal/
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◆知的財産検定実施の背景
知的財産教育協会（以下、当協会）は、知的財産に関する知識の普及と啓
蒙を活動趣旨としており、「知的財産検定」（以下、当検定）を主催・実施
している。
・学生・社会人の知財マインドの高揚 
・研究者（エンジニア）の知財マインドの高揚 
・知財部（法務部）スタッフの能力評価の一指標の創出
（知財マインドの高揚：知的財産に関する関心・意識を高めること）
を検定制度の目的とし、2004年に日本弁理士会の後援を受けて開始した。
当検定は、「企業活動における実際の知的財産関連事例から課題（問題）
を発見し、解決するために必要とされる能力（知識等）について評価基準を
設定し、受検者の知的財産に関する問題発見・解決能力を段階的に認定す
る検定」である。企業などのユーザーの意見が反映されている点や、実務
で実際に必要とされる実践的な知識を客観的に評価し、認定する点が当検
定の特徴である。
本稿では、当検定のこれまでの歩みと試験結果分析に基づくデータ紹介、
2008 年から開始を予定している国家検定への移行について紹介させてい
ただく。

◆知財戦略強化の機運の高まりと知的財産検定の活用
当検定は、2004 年第１回（2004 年 3 月実施）から 2007 年第 1 回

（2007 年 3月実施）までで延べ 9回試験を実施し、累計受検申込者数が 2
万 5,000 人を突破した（2万 5,069 名。表 1参照）。
受検者層については、開始時当初と現在とでは、いくつかの変化が見ら
れる。
例えば、実施回数および受検者数
の多い 2級を分析してみる。全受検
申込者における割合の多い「職業ベ
スト 3」を挙げてみると、2004 年
第 1回では、①知財、②研究開発・
エンジニア、③その他、であったの
に対し、2007 年第 1 回では、①研

杉光　一成
（すぎみつ・かずなり）
知的財産教育協会 専務理事

2004年から実施している知的財産検定。当初の受検者は知財に直接かかわる人が中心だったが、今では研
究者・技術者や学生の方が多くなっている。2008年度から予定されている国家検定への移行に伴い、どう
変わろうとしているのか。

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0

1級（特許）
2級科目試験
2級

2004年
第 1回

2004年
第 2回

2004年
第 3回

2005年
第 1回

2005年
第 2回

2006年
第 1回

2006年
第 2回

2006年
第 3回

2007年
第 1回

※2007年第 1回は臨時回のため、2級科目試験の実施はなし

表1　2004年第1回～2007年第1回の受検申込者数累計
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究開発・エンジニア、②学生、③その他、
と、知財を研究開発・エンジニアおよび学
生が上回るという現象が起こっている（表
2参照）。
実施開始当初は、「『知的財産』の検定」
ということで、知財実務に直接携わってい
る「コアな知財人材」による受検が中心だ
った。しかし、国による「知的財産推進計
画」*1 の策定をはじめとした、わが国の知
財戦略強化の機運が高まるにつれ、知財部
門だけに限らずありとあらゆる部門によっ
て、知財知識の習得および知財実務強化が重要視されるようになった。そ
の結果、「知的財産の実務能力を測れるツール」として、当検定の活用に注
目が集まり、幅広い受検者層による受検が活性化していったものだと考え
られる。

◆団体受検増加の傾向と活用例
当検定では、「個人受検」と併せて、企業や大
学等団体ごとに受検申込を受け付ける「団体受
検」も実施しており、多くの企業・大学により活
用いただいている（表 3・表 4参照）。団体受検
を活用する理由として、「部署全体および個々人
のスキルアップのために、知財関連部門全員の受
検を義務づけている」「知的財産検定の受検対策
勉強会を自社内で定期的に開いている」といった
企業の声が数多く寄せられている。
また、団体受検の動きとしては、大学による活
用にも注目している。産学連携を推進する部署の
職員による団体受検を実施している大学が毎回あ
り、大学が知財教育推進の重要性を認識しており、
学生に知財教育を行うためにも大学職員の知財知
識向上を図ることの重要性を感じているのではな
いかと推測される。
そして、上記大学の取り組みと並行するように、学生による受検が増加し
ている。実際に、「知的財産検定対策講座」を開講し、毎回200人以上の受講
者および当検定受検者を集めている大学もあり *3、大学を挙げての知財教育
推進の成果が出ているものと思われる。学生にとって、検定受検で知的財
産の知識を身に付け、知識の到達度を検定制度で認定されることで、就職
活動でアピールでき、社会人になってからも、身に付けた知識を実務に役
立てることができると認識しているのではないかと思われる。

①知財 38.1% 28.6% 16.5% 16.9%
②法務 5.7% 3.1% 4.6% 3.1%
③研究開発・エンジニア 17.3% 21.9% 24.6% 20.1%
④プロジェクト・マネージメント 3.4% 2.4% 2.4% 1.9%
⑤営業 4.8% 4.9% 4.6% 5.3%
⑥企画 6.1% 4.9% 6.7% 4.7%
⑦人事・教育 1.8% 1.4% 1.3% 1.6%
⑧制作  0.8% 0.4% 0.7%
⑨法律事務所（弁護士等）  0.3% 0.4% 0.4%
⑩法律事務所（弁理士等）  1.0% 1.3% 1.6%
⑪学生 5.1% 11.6% 12.1% 19.3%
⑫その他 12.3% 13.6% 19.7% 18.5%
不明 5.5% 5.5% 5.4% 5.9%

2004 年
第 1回

2005年
第 1回

2006年
第 1回

2007年
第 1回

 27 人／ 77 人／ 71 人／ 45 人／
 5 団体 10 団体 14 団体 10 団体
134人／ 573 人／ 645 人／ 529 人／
10団体  31 団体 48 団体 26 団体
 8 人／ 57 人／ 52 人／
 1 団体 3 団体 8 団体
169人／ 707 人／ 768 人／ 574 人／
16団体  44 団体 70 団体 36 団体

1級（特許）

2級

2級科目試験

合計

2006年
第 1回

2006年
第 2回

2006年
第 3回

2007年
第 1回

※2007年第 1回は臨時回のため、2級科目試験の実施はなし

*2：その他、知的財産検定の
詳細な実施結果データについて
は、知的財産教育協会HPを参
照。知的財産教育協会 “知的財
産検定 実施結果データ”
ht tp : / /www . ip -edu .o rg/
exam/jisshikekka.html

*3：「知的財産検定対策講座」の
一例として、國學院大學「知的
財産検定2級対策講座」がある。
國學院大學“知的財産検定2級
対策講座（知的財産教育協会公
認）”
http ://www.kokugaku in .
ac.jp/syusyoku/skill/kouza/
IntellectualProperty.php

表2　2004年第1回～2007年第1回の2級受検申込者の属性（職業）

表3  2006年第1回～2007年第1回までの団体受検申込者・団体数 *2

表4　これまでの主要な団体受検企業・大学（50音順）

*1：知的財産戦略本部が推進す
る、知的財産の戦略に関する推
進計画。内閣官房知的財産戦略
推進事務局 “知的財産推進計画”
http://www.ipr.go.jp/suishin.
html#2

旭化成株式会社、味の素株式会社、株式会社アドバンテスト、アル
プス電気株式会社、石川島播磨重工業株式会社、大阪工業大学、大
阪工業大学大学院、国立大学法人大阪大学、キヤノン株式会社、京
セラ株式会社、國學院大學、四国大学、国立大学法人静岡大学、シャー
プ株式会社、ＪＵＫＩ株式会社、職業能力開発総合大学校東京校、
住友電工知財テクノセンター株式会社、セイコーエプソン株式会社、
積水化学工業株式会社、大日本スクリーン製造株式会社、田村プラ
スチック製品株式会社、ＴＤＫ株式会社、東京電力株式会社、東芝
インフォメーションシステムズ株式会社、国立大学法人徳島大学大
学院、獨協大学、国立大学法人名古屋工業大学、パイオニア株式会
社、松下電器産業株式会社、三菱マテリアル株式会社　ほか多数。

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.ipr.go.jp/suishin.html#2
http://www.ip-edu.org/exam/jisshikekka.html
http://www.kokugakuin.ac.jp/syusyoku/skill/kouza/IntellectualProperty.php
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◆知的財産マネジメントに関する国家検定について
当協会では、厚生労働省所管の国家検定である「技能検定制度」*4 にお
いて、知的財産マネジメント業務が検定の対象職種として追加されること
を要望し、関係団体と協調・連携しつつ、2008 年から新制度の下での試
験の実施を目指し、準備を進めている。
当検定を公的検定化することにより、学習者および企業等において知的
財産スキルの重要性がより認知されることが期待され、知的財産に関して
学ぶということを幅広く意識付けることが可能になり、ひいては国が推進
している知財人材の育成と国民意識の向上にさらに貢献できるものと確信
している。
現在、技能検定の内容等について次のとおり構想している。（※以下、

「知的財産検定」は「現行検定」、「技能検定」は「新検定」と表記する。 ）

現行の知的財産検定制度は、新検定の開始をもって全面的に新検定へ移
行する予定である。現行の知的財産検定の合格者については、新検定への
移行後も、認定は有効であり、現行の知的財産検定の合格者については、
なるべく簡易な移行措置で、新検定の合格者と認定されるように、現在調
整中である（なお、以上はすべて厚生労働省に要望中のものであり、確定
したものではない。詳細が固まり次第、当協会ホームページ上などで発表
する予定）。

◆おわりに
当検定の国家検定への移行を 2008 年に控えてはいるが、今年の試験は
あと 2回 *5 を予定しており、引き続き個人および企業、大学等の団体での
積極的な受検が期待される。
当検定がより多くの方に活用され、国が推進している知財人材育成によ
りいっそう貢献できるものになるよう、ますます努めていく所存である。

知的財産マネジメント技能検定（仮称）
新検定の１級は、現行検定の１級に、新検定の２級は、現行
検定の２級に、相当する内容となる予定。新検定の３級は新
設となる。内容は２級よりも簡易なものとなる予定だが、詳
細は未定。
新検定では、各級について、「学科試験」と「実技試験」の２
つが実施され、双方に合格した場合のみ、各級の合格が認定
される。
※例：２級合格と認定されるためには、２級「学科試験」と
２級「実技試験」の双方に合格する必要がある。
新検定では、技能検定の一般原則として「検定職種に関する
実務経験」が等級区分に応じて必要となる予定（詳細は未定）。
2008年（調整中）

名称

内容
（範囲、レベル）

実施形式

受検資格

開始の時期

*4：技能検定は、労働者の有す
る技能を一定の基準によって検
定し、これを公証する国家検定
制度。厚生労働省“技能検定制度”
http://www-bm.mhlw.go.jp/
general/seido/syokunou/
ginou/index.html

〈知的財産検定に関する
問い合わせ先〉
知的財産教育協会
検定運営事務局
〒105-0002
東京都港区愛宕1丁目3番2号14階
電話：03-3438-2147
E-Mail：kentei@ip-edu.org  

*5：2007 年 7 月 8 日 ( 日 ) な
らびに 11月に実施予定。
知的財産教育協会 “知的財産検
定年間実施予定” 
h t tp : / /www . ip -edu .o rg/
exam/schedule.html

http://sangakukan.jp/journal/
http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/syokunou/ginou/index.html
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大学の知的財産整備
体制の方向付けを
考える

新しい検索システム
開始
新しい技術移転形態

科学技術立国へ
若者の奮起を願う

★大学知的財産本部整備事業は今年度が 5カ年事業の最終年度であり、各大学は、次
年度からの体制整備が急務となっている。去る 4月 20 日に開催された、JST と大学
知的財産本部との意見交換会では、本事業を失速させることなく継続する旨の説明が
文部科学省よりあり、これまでの一律の事業から多様性ある事業へ、量から質への転
換等の方向付けが示されたことは、今後の体制整備の中での大きな指針となろう。こ
の中で、特に印象に残った点は、ライフサイエンス分野における知的財産の保護・活
用を他の分野とは区別してその対応強化を明示した点である。よりメリハリの利いた
事業活動をそれぞれの大学が意識すべきではないかと考える次第である。総合科学技
術会議の「知的財産戦略について」と知的財産戦略本部の「知的財産戦略推進計画
2007」が決定されれば、さらに議論が加速するのではないだろうか。　　 （吉国委員）

★ 最近産業界や学界等で広く活用されている「技術戦略マップ 2006」（経済産業省
&NEDO）は、研究開発課題の発掘、技術評価、技術戦略の立案、技術予測、知財マネ
ジメント等に有用なツールの一つである。
　しかし、膨大なデータを扱っているだけに筆者の経験からも、欲しい情報の発掘に
手間取る場合も多かったが、このたび産業技術総合研究所が「Kamome」という情報検
索システムを開発し、経産省がこのシステムを用いた新しい検索サービスを開始した。
　この検索システム開発のベースとなったのがJSTの戦略的創造研究推進事業（CREST）
の成果との由、以前担当していたことのある事業だけに官官（それとも学学？）の技術
移転に感動、基礎研究分野の成果については、このような移転形態も結構多いのでは
ないかとあらためて思った次第である。　　　　　　　　　　　　　　　　（藤川委員）

★わが国の戦後の高度経済成長が生んだものの一つに終身雇用制度がある。それが崩
壊し、人材の流動化が進んでいる。しかし、非正規社員の増加は問題だと新聞、テレ
ビは発信し続けている。行政は対策に動き出している。30代の先輩のフリーター姿が
リアルに迫るのか、これから社会に出る学生が保守的になっていることは懸念材料だ。
雇用のもう一つの変化、女性の社会進出については国民のコンセンサスがあるのに、
人材の流動化はどう進展するのか、だれも方向感覚を掴めない。社会のダイナミズム
はかえって失われているのではないか。戦後何回目かの起業ブームと言われるが、IT
などを除きチャレンジ精神を持った若者の像が浮かび上がらない。科学技術による国
起こしの基は次代を担う人々だ。人材が横に移動し、失敗のリスクを社会が吸収する
米国と何が違うのか̶。今月号の JST 発ベンチャー調査の記事を編集しながらこんな
ことを考えた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（登坂編集長）
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