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◆産学官連携におけるアカデミアの基本軸
独立行政法人化に伴って各大学や公的研究機関は客観的評価としての高い成果
を上げることに真剣に取り組んでいる。成果の具体化において企業との提携が含
まれている場合も多くある。独立行政法人にとって企業との連携は金銭的成果も
含めて重要な位置付けだが、公的機関として有している本来の使命や理念という
基本軸が揺れることがあってはいけないと思う。
最近はアカデミアからビジネス化を目的とした提案が多くなされている。産学
官連携への認識が高まっているという意味では好ましい現象だが、これらの提案
の中にはアカデミアの成果を直ちにあるいは直接的にビジネスにつなげることに
力点を置き過ぎているものもあり、アカデミアの基本軸という面では少し懸念を
感じる場合がある。
創薬の場合、企業という立場では、「新規遺伝子の発見や新しい機能解析」と
いうようなアカデミアの成果には大きな興味を持っている。しかしアカデミアと
提携する場合、アカデミアに対しては創薬への直線的参画よりも科学的成果の一
層の深掘りや、さらなる新規性・普遍性の発見などに貢献することを期待する。
アカデミアにおいてビジネスマインドを持つことや研究成果の知的財産確保は
重要だが、アカデミアの本質は真理の探究だと考える。また、アカデミアの成果
をビジネス的にどのように評価するかは簡単ではない。アカデミアとしては科学
的価値を即ビジネス価値に結び付けることができれば、独立行政法人としての評
価が高くなるという側面もある。
一方、具体的商業化までの道程は長くその間に必要とされる業務の多様性は増
加しているので、提携の起点においては両者（アカデミアと企業）が現在の位置
付けと今後目指すものや役割分担を明確にしておくことが重要である。分担にし
ても、成果だけでなくリスクも分担する覚悟をしなければならない。
ビジネス化は企業主導になると思うが、企業から不当に低い金額で成果を利用
されたといった誤解のないように科学的価値・ビジネス的価値については両者で
納得性を高めるべきと思う。成果の現在価値と将来価値の関係、成果とリスクの
分担の関係などで両者に認識のズレが生じることもある。現在は過渡的状況のよ
うに見える。
両者間のフレキシブルな人材交流や両者間の橋渡しとしてのインキュベータの
ような機関の設置などによりWin-Win の産学官連携が充実することを期待して
いる。
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秋田県は 2007 年 8 月 7日県庁内で、共同研究を行った 3企業と共に、
小型の臨床向け遺伝子検査装置を開発したと発表した。骨粗しょう症の患
者の血液を一滴垂らしたカセットを装着すると、DNA（デオキシリボ核酸）
を自動的に解析し、その患者に適した治療薬を短時間で選択できる小型の
解析装置である。秋田県は医薬と工学両分野の連携による新技術や新商品
の開発を産業振興の重点としているが、具体的な製品化は初めてである。
本稿では開発の経緯などを紹介する。

◆最初は産学官の勉強会から
秋田県は県民の高齢化が著しく進んでいる県である。県の経済発展と雇
用の場の創出に向けて、電子部品に次ぐ候補を模索していたが、その一例
が超高齢化先進県を逆手にとった医工連携による新事業化の発想である。
 「秋田県産業技術総合研究センターが有する精密加工技術が貢献できる医
療現場機器とは何か？」という設問を掲げて、平成 14 年春から県北部に
工場を立地するニプロ株式会社の研究員と、地域の大学の先生等で構成す
る勉強会を組織化したのが開発の始点である。
勉強会で調査した結果、米国のベンチャー企業が研究開発向けに DNA
チップを開発したという情報を入手した。また骨密度が減少する骨粗しょ
う症に関する DNA 解析のシーズをニプロ株式会社が有していたことも強
運な出会いであった。勉強会の名称は「DNAチップ製造研究会」となった。
厚生労働省のデータによると骨粗しょう症の罹患（りかん）者数は、
2000 年に 1,100 万人に達している。治療方法は主に服薬が一般的で、薬
効があらわれるのには個人差があり 1～ 3年必要とのことであった。その
間に大腿（だいたい）骨骨折などにより周囲に深刻な影響を与えることが懸
念されており、その防止策としても早く患者の体質に適した薬を選択する
必要がある。
しかし臨床現場において体質を評価するシステムが確立されていなかっ
た。理由は、DNA チップが高価なことと、検査の再現性がまだ十分でな
かったことの 2つが挙げられた。体質に配慮した医療、いわゆるテーラー
メイド医療の確立のために、臨床向けの DNA 検査装置に大きな社会ニー
ズが存在するとの結論に至った。

◆地域新生コンソーシアム事業の採択が弾みに
安価で使いやすい DNAチップの製造技術を開発すべく産学官が結集し、

吉田　徹
（よしだ・とおる）
財団法人あきた企業活性化セン
タープロジェクトマネージャー

秋田県はニプロ株式会社など3企業と共同で、小型の臨床向け遺伝子検査装置を開発した。骨粗しょう症患者
の一滴の血液からDNA(デオキシリボ核酸)を自動的に解析し、その患者に適した治療薬を選択できる。その
きっかけは、医工連携による新事業を目指す産学官の勉強会。開発の経緯を紹介する。
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精密加工技術と医療技術の融合を開始した。幸運にも平成 15～ 16年度に
経済産業省の委託研究である地域新生コンソーシアム研究開発事業に申請
し採択されたことが開発の大きな弾みとなった *1  *2。総括研究者代表者は
岩手大学教授の岩渕明先生である。
研究員はニプロ株式会社をはじめとする地元の企業、学は秋田大学医学
部、岩手大学の他に中央の 3大学等の人々である。
その成果として色素を用いた DNA チップの開発に成功した。しかし色
素による発色に長い解析時間を要するという課題が残った。さらに地域の
医療現場への普及にはコストが大きな障害となることも容易に想像された。
そのため先手を打って、ポストコンソーシアム事業を目指し、平成 15
年 12 月に北東北ナノメディカルクラスター研究会（会長：岩渕明先生）
を発足させた。上記の DNAチップの課題克服と同時に、高速化・小型化・
安価なDNA検査装置の開発も視野に入れた体制の強化を図った。

◆検査装置の開発成功と今度の課題
DNA の解析は、①患者から血液を採取し、必要な DNAを抽
出する、②得られたDNAを増幅する、③既知のDNAと②の増
幅した DNAとを反応させ、それらを検出する̶の3つの工程
で構成される。
最初に解析時間の短縮に傾注した。その課題は前述の色素発
色の代わりに、秋田大学濱田研究室が開発した、高感度で取り
扱いが容易な新たな蛍光試薬を導入することによって解決され
た。一般に蛍光試薬の特徴は高感度ではあるが、退光しやす
く、熱安定性に乏しいことが知られている。写真 1に示すよう
に蛍光試薬にシクロデキストリンを修飾することにより安定的
に発光する試薬を開発し欠点を解決した。高速化のネックであ
った検出工程の迅速化が図られた。
次にシステムの小型化とコストダウンに挑んだ。ここから
は主に秋田県の研究費を投入した。写真 2に開発した超小型
DNA 検査装置を示す。地域の診療所で扱える装置を念頭に、
小型、安価、簡便な操作方法を目指し、あらかじめ全試薬を
充填（じゅうてん）したカセットを用いる装置である。患者の
血液を投入し、以後は自動運転により検出結果を表示できる。
所要時間は 2時間（従来の 3分の 1）、装置の大きさは 150 ×
150 ×高さ 250mmに収めることが可能になった。
小型化、時間短縮には大学のシーズに加えて、株式会社セー
コン（県内に工場）のプラスチック射出成形技術と株式会社ア
イカムス・ラボ（岩手県）のマイクロアクチュエータ技術の寄
与があった。これがなければ開発の成功はなかった。
今後 3年間の臨床研究を経て、ニプロ株式会社が商品化の
予定であるが、さらなる解析時間の短縮という課題解決に向け
て今後も産学官連携による開発を進める。

*1：財団法人あきた産業振興機
構．平成 15 年度地域新生コン
ソーシアム研究開発事業「テー
ラーメイド医療向け臨床 DNA
チップの製造技術開発」成果報
告書．2004-03.

*2：財団法人あきた産業振興機
構．平成 16 年度地域新生コン
ソーシアム研究開発事業「テー
ラーメイド医療向け臨床 DNA
チップの製造技術開発」成果報
告書．2005-03.

写真1　蛍光シクロデキストリンの発光

写真２　超小型DNA検査装置
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◆共有知財の取り扱い変更の概要
産業技術総合研究所（産総研）*1 は、平成 19年 9月 1日より企業との共
同研究で創出された共有の知的財産権（共有知財）の取り扱いについて、一
部変更を行うことを決定し、運用を開始した。
主な変更点は、共有知財の自己実施に際し独占実施であろうと非独占実
施であろうと、一律、不実施補償料を請求するという従前の原則を見直し、
企業から一定額以上の研究資金の提供があるか、国が推進する研究開発プ
ロジェクトの下での共同研究である場合には、その成果である共有知財を
相手企業が非独占的に自己実施する際には、不実施補償料を請求しないと
した。さらに、上記の条件を満たさない共同研究であっても、創出された
共有知財の不実施補償料の支払い方法に、いくつかの選択肢を設けること
で、一層柔軟性を持たせることや、すべての成果を共有化せず、意識的に
権利の単独化を図ることで流動性を上げることも可能とする試みも取り入
れた *2（表 1、図 1）。

◆変更の背景
産総研は、本格研究の成果をさらに発展させて、持続的発展可能な社会
を支える産業を実現するためのイノベーション創生を目指している。もと
よりイノベーションの主体は企業であり、そのため、企業との共同研究に
よる成果発現が極めて重要である。しかしながら、大学や産総研といった
いわゆる不実施機関が企業と連携する場合、不実施補償の取り扱いが、ス
ムーズな連携の障害となりうること *3 は周知である。そのため、いろいろ
な局面 *4 で、大学等、不実施機関と企業との共同研究においては、契約の
柔軟性が重要であることが指摘されてきた。
産総研では、これまで共同研究契約において、あらかじめ成果の取り扱
いを盛り込むことで企業の理解を得る努力を続け、さらに平成 14 年には
産総研の審査により、一部不実施補償料を請求しない契約を認容する運用
を開始した。しかしながら、これら一連の取り組みでは審査に手間と時間
がかかることや、外部から条件が見えにくいといった難点が払拭できず、
さらに柔軟な対応の必要性を感じていた。平成 18 年 12 月 1 日に産業技
術アーキテクト*5 という新しい職制を設け、さらにイノベーション推進室 *6

を新設したことを契機に、イノベーション推進の観点から、共有知財の取
り扱いについての検討を行うこととなった。

大花　継頼
（おおはな・つぐより）
独立行政法人 産業技術総合研究
所 イノベーション推進室 
企画主幹

西村　泰英
（にしむら・やすひで）
独立行政法人 産業技術総合研究
所 知的財産部門 
知的財産企画室 室長 

共著

産業技術総合研究所が2007年9月から企業との共同研究で創出された共有の知的財産権（共有知財）につい
て、一定の条件を満たす場合、不実施補償料を請求しないことにしたのは、企業との連携の妨げとなるもの
を少なくし、イノベーションを推進するのが狙いである。

*1：産総研は旧工技院所属の
研究所と計量研修所を母体と
し、平成 13 年に独立行政法人
として設立された。持続的発展
可能な社会実現、産業競争力強
化、産業政策の地域展開、産業
技術政策立案に貢献することを
そのミッションとしている。
http://www.aist.go.jp

*2：産総研 “共有する知的財産権
の活用方針を緩和”（オンライン），
入 手 先〈http://www.aist.go.jp/
aist_j/press_release/pr2007/
pr20070830/pr20070830.
html〉,（参照 2007-11-1）.
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◆変更に際して配慮した点
企業との連携強化と、不実施補償料を請求す
ることによる連携への障害のバランスを重視し、
実施料を対価とする図式にこだわらず、産総研
および企業の両方が納得できる制度とすること
を目標とした。研究資金の提供を相応の対価と
して見なすこと、さらに、国の推進するプロジェ
クトへの参画の意義を考慮することで、制度の
柔軟化を図った。また、相応の対価として、研
究所の推奨するマークの使用による宣伝効果も
考慮し、資金提供のない共同研究においても、
さまざまな選択肢を用意することで、企
業の要望に応えた。

◆期待される効果
今回の制度変更は、どんな企業との共
同研究でも、一定の条件さえクリアして
いれば、不実施補償料が必要ないという
産総研の明確な考えを示したものである。
さらに、さまざまな選択肢を設けて、企
業の実情に即した連携を可能としたので、
企業との連携強化はもちろんのこと、研
究成果の産業化がいっそう促進され、イ
ノベーション推進と、産総研が提唱して
いる本格研究の発展が促されることを期
待している。
今回の制度変更については、プレス発表後に企業から多くの問い合わせ
が相次ぎ、産業界の関心の高さをうかがうことができた。さらに、これま
で不実施補償問題で連携がうまくいかなかった企業から、新たな共同研究
の打診があるなど、産総研の新しい取り組みが産業界との連携を促進し、
わが国の産業競争力の強化に貢献できると考えている。

共有特許出願

権利移動

独占or非独占

資金提供型
共同研究国
プロ

NO（共同保有）

独占

非独占

NO

YES

YES
(権利放棄もしくは買取)

企業が放棄 企業が買取

産総研の単独権利 企業の単独権利

（１） （２）

特許の譲渡料の
支払い

＊現行制度 新規制度 企業が自己実施 企業が自己実施 企業が独占実施

（5）

（4） （3）

＊ ＊ 特許費用の負担
(１)産総研負担
（２、３）企業負担
（４、５）応分負担

・実績に基づく支払い
・一括金での支払い
・産総研研究成果活用製品
  マークの表示による減免

不実施補償料の
請求なし

実績に基づく
支払い

 共有者に
よる選択

非独占的に
自己実施

不実施補償料
の請求あり

１．不実施補償料を請求しない条件
　1）共同研究契約期間が１年以内で資金
 提供額が 600万円以上
　2）共同研究契約期間が３年以内で資金
 提供額が 2000万円以上
　3）国が推進する研究開発プロジェクト
２．不実施補償料の支払方法を多様化
　1）実績に基づく支払
　2）一括金での支払
　3）「産総研研究成果活用製品マーク」の
 表示による減免（可能な場合のみ）

独占的に
自己実施

不実施補償料
の請求あり

新制度旧制度

（変更なし）

図１　産総研における共通知財取り扱いのフロー図

*3：三島克彦 . 受託・共同研
究成果の実施と実施料 . 産学官
連携ジャーナル． Vol.3, No.3, 
2007, p.17-19.

*4 ：経済産業省の調査報告書
“技術移転を巡る現状と今後の
取り組みについて”（オンライ
ン），入手先〈http://www.meti.
go.jp/press/20060606003/
gijyutsuiten-houkokusho-set.
pdf〉,（参照 2007-11-1）. 

*5：産業技術アーキテクト
http://unit.aist.go.jp/ripo/
ci/strategy/architect/index.
html

*6：産総研イノベーション推進室
http://unit.aist.go.jp/ripo/ci/

表１　共同研究により創出される共有知財の取り扱い
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I．大学はなぜ「不実施補償」にこだわるのか
主な理由は次の 2点である。
１）発明者である教員等の職務発明に対する発明報償の原資として
２）大学の研究成果である知に対する正当な評価
多くの大学は平成 16年 4月の国立大学法人化を機に、大学教員の職務
発明を機関帰属とした。それ以前は原則、個人帰属であった。個人帰属と
された発明は①発明者個人が出願する、②企業等に譲渡する、③共同出願
する̶などの選択肢があるが、ほとんどが企業に持ち込まれて共同研究費
や奨学寄附金の形で還元されていたと推測している。
一方、大学の法人化前後に発明報償に関する大型訴訟が相次いだために、
大学でも職務発明の報償の財源確保の観点から、知財収入を増やす必要性
が生じた。しかしながら、大学は保有特許を自ら事業化して収入を得るこ
とは禁じられている。企業との共有特許の場合、企業が実施して収益を上
げて、ロイヤルティ等で還元してもらう以外に大学に収入の道はない。中
には防衛的特許や、競合先等とのクロスライセンスなど当該特許から収入が
期待できないケースもある。また企業によっては特許法第73条をもとに「出
願等費用は持分比率で負担し、それぞれが無償で自己実施できる」ことを主
張するケースが見受けられる。これでは、大学の発明報償原資がなくなる。

II．企業が「不実施補償」に抵抗する理由
その主な理由として、次の２点が想定される。①特許法第 73条の規定、
②企業では、当該特許を実施することにより利益が出て初めて社員に実績
補償金を支払うので、権利化未確定もしくは実施前の特許に対する対価の
支払いはしにくい。
①に関しては、国立大学の立場を説明して大多数の企業が理解している。
②については、企業の立場も理解できるため、大学と企業との折り合える
点を模索する必要がある。

III．全体最適を追求した知的創造サイクルの善循環モデル
前述の I、II は、知財にフォーカスした場合に発生する問題。研究、教育
に次ぐ大学の第 3の使命「社会貢献」が、大学の研究成果を社会で活用し
産業の発展に寄与することを目的とするならば、特許の実施料にのみこだ
わるのではなく、活用して成果を出しやすい仕組みを作る必要がある。
東北大学では、「知的財産の社会での活用を優先」とする知的財産ポリ
シーの下に、大学、企業間の信頼関係を重視し、双方の事情を考慮した仕
組みとして、共有特許の実施に関する考え方を提示している。

高橋　富男
（たかはし・とみお）
東北大学 産学官連携推進本部 
副本部長

東北大学の「不実施補償」の方針は「利益に貢献した場合は、企業が大学に実施料を支払う」というもの。
その背景を解説する。

http://sangakukan.jp/journal/
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その骨子は、「当該共有特許を企業で実施
した結果、利益に貢献した場合は、企業が
大学に実施料を支払う」というものである。
ただし、「出願等費用は企業が全額負担する。
また、企業の要請により出願前譲渡や独占的
実施許諾も可能」という内容で、共同研究契
約書雛形第20条に明記している。
その背景として、法人化直後に発生した
研究契約締結が大幅遅延するという問題が
挙げられる。それは、「共有特許の出願等費
用の負担元、持分の決定、実施料支払可否
（いわゆる不実施補償）」に起因するもので
あった。研究契約締結時点で、「企業が全て
の費用を負担すること、実施料（不実施補償
を含む）は支払うこと」を強調し、知財部同
士が一歩も譲らず双方で法務論争に陥った
ためであった。しかも、創出された発明を見て大学が実施形態に意見を出
せるものであった。

おかげで、研究開始ができなくなり、学内でも大きな問題となった。さ
らに、「急激な機関帰属移行とその徹底」を図ろうとしたために、法人化以
前に多数の特許を出願してきた教員には過渡的な混乱が発生。これも大き
な反発要因であった。一方では、企業側も電気系や材料・化学系、バイオ
系など業種によって知財に対する考え方、主張が異なることが分かった。
これらの現象は、どの大学でも発生したが、東北大学では平成 16 年 6
月には善後策の検討に入り、出願等経費を負担するケースを織り込んだ新
雛形を同年 10 月に打ち出した（別欄に条項を記載）。発明が創出されて、
共同出願契約締結時に、企業が四者択一もしくは組み合わせを選択する仕
組みとした。ちなみに、実際の共同研究契約では、三項の選択が圧倒的に
多い。企業側が対応しやすいシステムとなった結果、それまで 1件あたり
平均 25日間近くかかっていた契約交渉が 3日間以内に短縮され、学内外
からの評価も急速に改善された。この際に、大学の知財部は、企業のそれ
とは異なって、「相手企業に活用促進を働きかける営業部門」のミッション
が大きいことが確認された。

それ以降は、TLOとも共通認識の下で、知の権利化・ライセンシングに
偏重するのではなく、迅速な研究開始や研究環境の向上
を重視した「全体最適を追求した知的創造サイクルの善
循環モデル」（図 1）をベースに産学連携を推進してい
る。多くを期待しにくい不実施補償やライセンス契約条
件にこだわり、大きな研究費獲得を逃すことになりかね
ないからである。図中の右側半分にも視点をおき、契約
締結にあたっては、各企業の実情を勘案した上で、本学
のルールの範囲内で柔軟な対応に努めている。その後も、
研究契約締結業務は迅速に処理されており、企業や学内
教員からの評価も高くなり、契約件数・金額共に増加し
てきている。

知的創造サイクルの善循環モデル

共同研究成果活用・移転技
術により企業が収益獲得

全体最適化
の追求

不実施補償
実施料のみに
固執せずに
研究開始を
重視

発明創出

知の
権利化

知の活用
ライセンシング

TTA

研究活動

公的研究
資金

民間研究
資金

研究費増加
対価還元

企業/大学間の
信頼関係向上
大学評価向上 共同研究

受託研究等増加
各部局

研究費／設備の充実
（研究環境の向上）

図１　全体最適を追求した知的創造サイクルの善循環モデル

平成19年度版東北大学共同研究契約書雛形より　甲：大学、乙：企業等
（共同出願等契約）               
第 20 条　乙は、第 14条第 3項の共同出願等契約に際し、以下の第 1号
 から第 4号の少なくとも一つを選択するものとする。ただし、譲渡、許諾
 等の条件については、甲乙別途協議するものとする。
一（譲渡）　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に有償で譲渡すること。
二（独占実施）　甲は、自己の持分について、乙又は乙の指定する者に有償で
 専用実施権を設定し、又は独占的通常実施権若しくは再実施許諾権付き独
 占的通常実施権を許諾すること。この場合、甲乙共有の当該発明等に係る
 出願等の費用は、設定又は許諾を受けた乙又は乙の指定する者が負担する
 こと。
三（非独占実施 1）　当該発明等の乙の非独占実施により、当該発明等が乙の
 事業に貢献することが見込まれる場合、又は貢献した場合、乙が甲へ実施
 料を支払うこと。この場合、甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用は
 乙の負担とし、乙が負担した甲の持分に係る出願等の費用を、当該支払い
 から控除できること。
四（非独占実施 2）　甲及び乙は、実施料を支払うことなく当該発明等を非独占
 的に実施できるものとする。但し、乙は、甲が第三者、又は、甲若しくは甲
 の職員の関与により起業化された法人等に甲の持分を譲渡し、又は通常実施
 権を許諾することに無条件で同意すること。この場合、甲乙共有の当該発明
 等に係る出願等の費用は、甲乙が持分に応じて負担すること。

http://sangakukan.jp/journal/
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科学技術振興機構（以下、JST）におけるライセンスを一手に引き受けて
いる私ども知的財産活用推進課に、「産学官連携ジャーナル」編集部から
「JST の共有特許の不実施補償に関する考え方を説明してほしい」という要
請があった。
今回、産業技術総合研究所と東北大学からも同様の記事が出るとのこと
だが、当方の考え方、規定をご説明するまえに、JST がファンディングエー
ジェンシーであり、日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第 19条）
の影響を強く受けている機関であるということを認識していただく必要が
ある。この点で JST は、国の研究機関や大学などと大きく立場を異にする。
政府資金を供与して行う委託研究開発に関係する特許権などについては、
一定の条件を受託者が約する場合に、受託者に帰属させることを可能にす
る̶というのが日本版バイ・ドール制度だが、これを JST のファンディン
グに置き換えると、企業に委託した特許は基本的に当該企業単独の出願と
することができる、ということになる。
このため、JST では、企業と共同出願する特許が大幅に減ってきている。
過去 3年間の推移をみると、平成 16年度 138 件、17年度 127 件、18年
度 80件となっている。「新技術の創出に資する研究」だけでなく「新技術
の企業化開発」も JST の事業の柱の１つであり、企業の負担を軽減し新技
術の企業化、新産業の創出を促すのはファンディング機関の使命といえる
だろう。
このような状況においては、もはや不実施補償について議論する必要は
ないようにも思えるが、実際には、過去に共同出願したものがかなりあり、
その中にはちょうどライセンスする時期にきているものもあるため、日々、
この問題に直面している。
それでは、JST ではこの問題をどのように考えているのか。基本的に、
不実施補償をして頂くという点では変わっていない。しかしながら、共有
者との関連では、不実施補償のみならず、第三者実施をどう考えるかとい
うことも重要な問題であり、これらを広く見ると、以前とは若干の違いが
出てきている。具体的には、別表のようになっている。
不実施補償に関しては契約で定めている。特許法第73条に「……別段の
定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をす

難波　良雄
（なんば・よしお）
独立行政法人 科学技術振興機構 
産学連携事業本部 技術移転促進部 
知的財産活用推進課 課長

日本版バイ・ドール制度により、JSTの委託研究開発による特許は、基本的に当該企業単独の出願とするこ
とができるようになった。また平成16年度以降採択されたプロジェクトの共同出願については、共有者のい
ずれからも特許のライセンスができるようになった。JSTの共同特許の不実施補償および第三者実施に関す
る方針を解説する。

http://sangakukan.jp/journal/
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ることができる」とあるためだ。他
機関もこの点は同じだと考えられる。
一方、第三者実施に関しては、か
つては JST がこれを一元的に扱う
こととしていた。しかし、共有者側
でライセンスできるようにしてほし
いとの要望が多かった。特に、ベン
チャー企業においては、特許を武器
にさまざまな交渉をする必要があっ
た。こうした産業界の意向に対応し、
平成 16 年度からは共有者のいずれ
からも特許のライセンスができるよ
うにした。
ここに述べたことに象徴的である
が、一般には不実施補償だけが話題
として取り上げられることが多い
が、実際の契約交渉においては、自
己実施時の不実施補償の問題と第三
者実施許諾の問題は一体のものとし
て俎上（そじょう）にのせることが
多い。実際、日本知的財産協会では、
共有者たる企業が独占実施できる際には不実施補償を行うが、第三者にも
実施させるなら自己実施の際の不実施補償は行わない「独占実施補償」と
いう考え方を提唱している。
企業には不実施補償に反対する声は少なくない。企業には「大学等の研
究機関との共同研究の場合、その研究の原資は委託費などとして企業側か
ら出ていることがほとんどであり、その成果を自由にできないというのは
納得しがたい」という思いがあるだろう。「全く応じてもらえない」という
大学等もあると聞く。JST の場合、研究費は基本的に JST から支出されて
いるため、このような事態が広がる可能性は小さいと思っている。
また、既に述べたように、現在、日本版バイ・ドール制度により、JST
からファンドを受けた多くの企業は、自ら特許を単独で出願でき、そうし
なかったもののみが共有となっているのであり、こうした環境下にありな
がら企業が不実施補償を拒否するというのは筋に合わないことと考える。

特許法第 73条

共有者の実施

特許権が共有に係る
ときは、各共有者は、
契約で別段の定をし
た場合を除き、他の
共有者の同意を得な
いでその特許発明の
実施をすることがで
きる。

第三者への
実施許諾

特許権が共有に係る
ときは、各共有者は、
他の共有者の同意を
得なければ、その特
許権について専用実
施権を設定し、又は
他人に通常実施権を
許諾することができ
ない。

（第三者に対する実施許
諾）
「本特許権等の第三者へ
の実施許諾は、甲（JST）
が他の共有者の意見を考
慮の上、おこなうものと
し、他の共有者はこれに
同意するものとする。
……」
（第三者実施許諾の包括
的事前同意）

（第三者に対する実施
許諾）
「本特許権等の第三者へ
の実施許諾は、甲乙協
議の上、甲又は乙が行
うものとする。
この場合において、甲
及び乙は別途実施許諾
に関する契約を締結す
るものとする。
２ 甲又は乙は、前項に
規定する実施許諾の条
件を決定するに当たっ
て、他の共有者と協議
するものとし、実施許
諾に関する契約で規定
する実施料については、
実施許諾をした者が実
施者から徴収し、他の
共有者に対して原則と
して持分に応じて配分
するものとする。」

（共有者の実施）
「乙（共有者）は、本特
許権等を実施しようとす
る際には、甲（JST）と
別に定める実施契約を締
結することとし、実施契
約で定める実施料を甲に
支払うものとする。」　
（不実施補償の事前取り
決め）

同左

共同出願契約
（H16年度～）

共同出願契約
（H15年度まで）

http://sangakukan.jp/journal/
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八尾市は大阪市の東部に隣接する人口 27 万人の工業集積地である。製
造品出荷額は 1兆 1,107 億円で大阪府下 4位、製造業の事業所数は 3,300
で同 3位である。工場の業種別構成は金属関連の割合が 28％と最も多く、
次いで一般機械器具である。

◆八尾市中小企業サポートセンター＊1設置
八尾市は平成 13 年 4月に産業振興条例を施行。その趣旨に沿って、平
成 14 年 6月「八尾市中小企業サポートセンター」を設置した。個々の企
業の相談に対応するほか、企業に共通する技術課題解決のため産学連携を
進めている。そのひとつが「八尾バリテク研究会」である。

◆八尾バリテク研究会（平成15年12月～平成18年12月）
八尾バリテク研究会（第１期）は平成 15 年 12 月、八尾市と関西大学

（先端科学技術推進機構）の産学連携協定第１号の事業として発足した。金
属材料のプレス成形・切断・切削・研削等の加工工程において生じるバリ
をいかに抑制するかは企業にとって永遠の課題。指導者はバリテクノロ
ジーの第一人者である関西大学システム理工学部機械工学科の北嶋弘一教
授。これに大阪府立産業技術総合研究所の支援を求め、中小製造業 9社が
参加。油剤メーカー、工具メーカーも協力企業として参加した。
研究会は隔月の頻度で開き、参加企業の工場現場を持ち回りで見学し助
言しあう方法をとった。現場を「見て」「聞いて」「触って」意見交換。成
果の一例を挙げると次のようなものである。
A社：100μの穴加工で生ずるバリ対策と微細溝加工で発生するバリ対策
 手作業に別の手法を付加して 50％～ 90％に縮小、バリ処理時間も

大幅短縮。微細溝加工で発生するバリはMD処理で完全除去。
B社：半導体用部品に3,108個の穴加工をする際に断面に発生するバリ対策
 裏面から小穴加工、逃げ加工のあと工具で逃げ穴と小穴の境界のバ

リをとる方法でうまくいった。
C社：単車のブラケット製造工程で発生するバリ対策
 関西大学にプレス用パンチの DLC コーティングを依頼→関西大学

より神戸製鋼を紹介→神戸製鋼にて TIN 処理したものをテストした
結果良好な成果を得ている。約 4,000 パンチで刃先欠け。パンチ刃
先形状を変え再トライ。その後、当社知り合いの会社に依頼。現在
6,000 ～ 8,000 パンチまで耐久性向上（材質HTP60、材厚 10ミリ）。

D社：ガス器具部品加工で発生するバリ対策

八尾市の中小企業は「バリ」「レーザ微細加工」の
産学官の研究会で技術を高める

八尾のものづくり

宮崎　剛直
（みやざき・たかなお）
八尾市 中小企業サポートセンター 
産業振興アドバイザー 

工業都市・大阪府八尾市の中小企業は金属材料の加工工程で生じる「バリ」や「レーザ微細加工」について産学
官連携で研究会に取り組み、技術力を高めている。

*1：八尾市中小企業サポートセ
ンター
センター長（産業振興課職員）
1名、事務補助員 1名、アドバ
イザー 1 名、コーディネータ
6名（アドバイザー、コーディ
ネータは企業および公的機関の
OBが非常勤で交代勤務）。製造
現場に積極的に出向き、当該企
業の課題解決にもっともふさわ
しいと思われる専門機関や専門
家との橋渡しをする。平成 18
年度の相談件数は 332 件。こ
のほか、現場の製造技術向上に
役立つ技術セミナーを土曜日に
開催、これまでに延べ 1358 社、
1,899 名が参加。平成 13 年 2
月、公的支援制度活用のための
学習会から異業種交流グループ
「MATEC YAO（八尾経営・技
術交流会）」（会員 37社）が誕生、
当センターがその活動を支援。

http://sangakukan.jp/journal/
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 バリテク研究会の協力企業（工具メーカー）の提案を受け、先行刃付
きのドリル試作を依頼。

第 1期バリテク研究会に集まった 9社が 3つのプロジェクトチーム *2 を
編成して研究開発に取り組んだことがあった。関西大学北嶋教授を中心に
大阪府立産業技術総合研究所の藤原研究員が指導助言を行った。

平成 17年 6月、第 1期とは別の 8社が参加する第 2期研究会が発足し
た。この研究会でも、相互に工場現場を訪問見学することで現状を認識し、
メンバー間の連携意識が高まった。

◆平成19年度からの研究会活動
平成 19 年 6月からは第１期、２期研究会のメンバーと、新たに参加を
希望する企業とで装い新たな「八尾バリテク研究会」をスタートさせた。
これに参加する企業は、例えばアルミ超精密加工を専門とする株式会社中
田製作所、エッチングダイの製造でトップシェアを有する株式会社塚谷刃
物製作所、精密切削加工を得意とする山本精密株式会社などそれぞれの専
門分野で高い技術力を有する 22 社。これまで通り北嶋弘一教授の指導、
府立産業技術総合研究所の支援を得て実践的な研究会を進めている。
同研究会の合言葉は「バリのことなら八尾に聞け」である。バリ対策に
関する技術・ノウハウを蓄積し、それを全国発信できるようにとの参加企
業の熱い思いがある。

◆「八尾レーザ微細加工研究会」
産学連携による共通課題への取り組みの 2つ目が「八尾レーザ微細加工
研究会」である。大阪大学接合科学研究所の阿部信行准教授の指導のもと、
15 社（すでにレーザ装置を導入している企業が 3社）が参加して平成 17
年 10 月に組織された。これを大阪府立産業技術総合研究所が支援。大学
や研究機関等を訪問し、実習も兼ねた体験学習を通じてレーザ技術の開発・
応用利用の動向を学ぶ。
この２年間に 11 回開催。基礎知識、技術の進歩、応用利用の現状に対
する理解が深まった。その間、メンバーの株式会社レザックが経済産業省
の平成 18 年度地域新生コンソーシアム研究開発事業に採択され、また、
大阪府の基盤技術高度化支援事業に２社が認定を受けた。今後の活動につ
いて会員にアンケート調査した結果、①微細穴加工の実験、②精密溶接、
③精密切断、④肉盛りの順で希望が多かった。

◆大学の研究を支える産学連携
大学の先生の研究を、ものづくりを得意とする中小企業が手助けする

「中小企業が無理なくできる産学連携」の橋渡しも行っている。これまでに
奈良先端科学技術大学院大学（ロボットハンドの小型軽量化、ウェアラブ
ルコンピュータのナビゲーション用電源）、奈良工業高等専門学校（介護用
移乗機）、京都大学医学部（小動物の脳内電位測定のための電極移動・固定
装置）等で実績を挙げている。活動を通じて中小企業の技術開発力は着実
に向上している。本年 11月 27 日には企業が立命館大学草津キャンパスに
出かけて製品・部品の展示およびプレゼンテーションを行う。

*2：プロジェクトチームの編成
（平成 17 年 4 月～平成 18 年
12月）
①バリ抑制・加工技術の研究開発
 （例えば、ドリル穴の抜け際
で超音波を発生させてバリを
除去する方法）

②計測・評価技術の研究開発
 （バリに関して制定された JIS
規格に対応する観察評価装
置）

 * 試作機は完成
③バリ取り装置の研究開発
 （切断した鉄板の端面に生ず
るバリの簡易除去装置）                    

 *試作機の一部を完成
参加企業間の信頼感と連携意識
が高まり、業種や技術が異なっ
ても技術開発の方向性や考え方
を理解し合えたことは大きな成
果だった。

http://sangakukan.jp/journal/
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工業用特殊刃物メーカーの株式会社塚谷刃物製作所（本社・大阪府八尾
市）は経済産業省の「戦略的基盤技術高度化支援事業」の認定を受け、本
年度から関西大学を管理法人とするコンソーシアム（法認定事業者は同社）
を組み、産学連携で研究に取り組み始めた。テーマは「液晶用特殊シート
材高精度打ち抜き用次世代被膜コーテッド金型の開発」。情報家電などに使

われている光学シート部材に同社の「打ち抜き」技術
を生かして次世代金型を開発するのが狙いだ。同社は
これまで工業用刃物の打ち抜き負荷や金属疲労などに
ついて大学との共同研究を続けてきたが、コンソーシ
アムに参加することで異業種とのネットワークを築き、
研究の幅を広げ、これまでとは違ったモデルの刃物事
業に結び付けたいという狙いもあるようだ。

◆28カ国に輸出、輸出比率は22％
同社には 3つの事業の柱がある。コンピューターからプリントアウトさ
れる帳票類（宅配便、クレジットカード、ガソリンスタンドの伝票など）
にミシン目やパンチ穴をあける「ビジネスフォーム刃」、段ボールや紙器を
平面展開図通りに打ち抜く「トムソン刃」、それとシール・ラベル、液晶
フィルム反射板などを打ち抜く「エッチング・ダイ」（商標は「ピナクル・
ダイ」）である。
国内シェア（市場占有率）はビジネスフォーム刃が 90％、トムソン刃が
50％。ピナクル・ダイは 1995 年参入という後発でありながら、すでに
60％（いずれも同社推定）という。
中国、韓国、米国など主に 28 カ国に製品を輸出している。輸出比率は
22％である。

◆エッチング加工の刃を立てる技術に優れる
写真１のマグネットロール部に巻き付ける鋼板製刃物がピナクル・ダイ。
四角の模様が並ぶ線の部分が「刃」だ。その刃で台紙に張り合わされたラ
ベル（シール）だけを打ち抜く。
もともとエッチング・ダイと言われている通り、この刃物は鋼板を用い、

工業用刃物大手の塚谷刃物製作所が産学官連携で
「光学シート材打ち抜き用の金型」開発に取り組む

八尾のものづくり

工業用特殊刃物メーカーの株式会社塚谷刃物製作所は、関西大学を管理法人とするコンソーシアムを組み、
研究に取り組み始めた。テーマは「液晶用特殊シート材高精度打ち抜き用次世代被膜コーテッド金型の開発」。
同社はこれまで刃物の打ち抜き負荷や金属疲労などについて大学との共同研究を続けてきたが、コンソーシ
アムに参加することで研究の幅を広げ、これまでとは違ったモデルの刃物事業に結び付ける狙いだ。

塚谷俊哉 社長

http://sangakukan.jp/journal/
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刃になる部分以外を腐食させて（エッチング加工）凹凸を
つくる。腐食しない部分が尖って刃になるわけである。
しかし、エッチングだけでは切れ味がいまひとつ。そ
こで、細いペンシル状の工具を回転させて刃部を作成し
て、シャープな切れ味を出す（写真 2、写真 3）。同社は
この刃を立てる技術に優れ、短期間に大きなシェアを獲
得したようだ。「刃の部分の高さを均一にするのが難し
い。高さの誤差は± 3ミクロン以下」（塚谷俊哉社長）
という。
加工は、一般の刃物と同様に、荒加工→仕上げ加工の
手順で行う。最適な加工・管理手法をデータ化。工具も自社でつくり、ソ
フトも自社開発した。すべて受注生産で、納期は「約 2日から」と短い。
毎日 400 ～ 500 パターンをこなしている。

◆先行して新しい市場を開拓
戦略的基盤技術高度化支援事業で同社のこうした技術を最大限に生かす
とともに、その技術のさらなる可能性を探る方針だ。研究テーマは、ディ
スプレー部品で重要な役割を果たす各種光学シート部材について、低価格
でオンデマンドの供給を可能にする次世代型の金型を開発すること。
こうしたテーマの研究が求められているのは、情報家電の開発販売競争
激化に伴ってモデルの寿命が短くなると同時に低価格化が進み、部品の供
給面から製品メーカーをサポートする必要が出てきたため。わが国のエレ
クトロニクス産業の国際的競争力維持に結び付ける狙いだ。
同社がトムソン刃を製造開始したのが 1957 年、ビジネスフォーム分野
に参入したのは 1961 年。そして 1995 年のピナクル・ダイ（エッチング・
ダイ）参入となるが、塚谷社長は「いずれの分野も高いシェアを獲得し事
業を拡大できたのは、それぞれの分野で事業を始めたタイミングがよかっ
たことも大きな要因。先行して新しい市場を開拓できた」と語る。
だがこれまでと同じように、既存のビジネスの延長に未開の新市場が現
れるとは限らない。産学連携をキーワードにして、これまでの流れとは違
う新しい事業の芽を探っていく方針である。

（本誌編集長：登坂 和洋）

（株）塚谷刃物製作所の概要
（本社所在地 : 大阪府八尾市　URL：http://www.tsukatani-hamono.co.jp/index.html）

代表取締役社長：塚谷 俊哉氏
設立：1960 年 12 月 12 日（創立：1951 年）
資本金：9,000 万円
売上高：60億円（2006 年度）

写真１　ピナクル用マグネットシリンダ＆プレート

写真２  エッチング断面（エッチ
ングしただけのもの）

写真３  ピナクル断面（シャープ
ニングを施したもの）

http://sangakukan.jp/journal/
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◆はじめに
東北大学電気通信研究所（RIEC）附属 21世紀情報通信研究開発センター
は、ワイヤレス LANの分野のデファクト標準である IEEE（米国電気電子学
会）802 委員会に参画してきている。今回の取り組みは坪内和夫教授をプ
ロジェクトリーダーとした、文部科学省からの委託プロジェクト「次世代
モバイルインターネット端末の開発」の成果を国際標準に結び付けること
を目的として実施したものである。坪内教授を中心とするグループは、ワ
イヤレス LANの研究開発に取り組み、その成果を提案したが、残念ながら
IEEE802.11b の標準化において米国大手企業を中心としたグループに競り
負けたという苦い経験も有している。

◆IEEE802委員会の仕組み
IEEE802 委員会（LAN/MAN 標準委員会）には、イーサネット、無線
LAN、WPANなどに関するワーキンググループが置かれている。ワーキン
ググループで関心事項要求の動議があると、スタディグループを経て、タ
スクグループにおいて規格の策定作業が進められる。投票権は、基本的に
参加者個人に１票与えられる。投票権の獲得には、連続した 4回の全体会
合のうち 2回続けての出席が必要で、その次の全体会合から投票権の行使
が可能となる。全体会合と中間会合は、おのおの年 3回開催される。規格
の採択までの所要期間は、初期の 11a、11b などは約 2年で策定された。
最近の 11n は 2003 年 9月からタスクグループが活動を開始し、標準規格
の発行は 2008 年 10 月の予定となっており、初期のものより時間のかか
る作業となっている。

◆標準化の舞台裏
米国企業は、技術コンサルタントに、自社の技術者が支援する体制を
とっている。本邦企業は自社の技術者が参加している場合が多い。わが国
の参加者が、即決が求められる局面で、事情を理解していない本社からの
指令を待っている姿も散見される。技術コンサルタントは、標準化活動の
プロフェッショナルである。国際標準の獲得のためには、技術コンサルタ
ントとして活躍できる人材を育成、あるいは雇用することが必要である。
余談になるが、IEEE は米国を中心とする団体であり、米国は IEEE の採

大学発の国際標準
―東北大学電気通信研究所の試み―

古西　真
（ふるにし・まこと）
東北大学電気通信研究所 附属
21 世紀情報通信研究開発セン
ター 教授

共著

中瀬　博之
（なかせ・ひろゆき）
東北大学電気通信研究所 ブロー
ドバンド工学研究部門 准教授

東北大学電気通信研究所は IEEE（米国電気電子学会）の委員会に参画し、文部科学省からの委託プロジェクト「次
世代モバイルインターネット端末の開発」の成果を国際標準に結び付けることを目指している。標準化の舞台裏、
今後の戦略を述べる。

http://sangakukan.jp/journal/
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択された仕様を、自国規格（ANSI）に取り入れてきている。このようなこ
とから、中国ブロードバンド無線 IP 標準工作組は、自らの標準化提案が
IEEE で却下されたことに対して、非倫理的な妨害行為であると批判を行っ
ている。国際標準化が、成果の活用の場を確保することであることを念頭に
入れると、13億人のマーケットを保有する中国の動向は注目すべきである。

◆今後の取り組み
今回の取り組みにより、電気通信研究所は、国際標準化に関する貴重な
経験を蓄積した。この経験が、広く共有化されることが期待される。国際
標準は、必ずしも技術的な優劣で決められるものではなく、外交交渉さな
がらの駆け引きが必要である。従って、大学が中心となって、国際標準を
獲得することには限界がある。政府の「知的財産推進計画 2007」（平成 19
年 5月）は「国全体の研究活動と国際標準化活動を一体的に進める」とう
たい、研究成果の国際標準化が期待される分野については、国費による研
究プロジェクトの評価項目に、国際標準化に関する取り組みを位置付ける
との方針を示している。他方、文部科学省科学技術・学術審議会産学官連
携推進委員会における委員の発言のように、国立大学が一義的に求められ
ているものは、新たなる知の創造であり、標準化や知的財産の獲得は副次
的なものと考えることが適当である。
わが国のオリジナル技術の国際標準化が期待され、社団法人日本経済団
体連合会の知的財産委員会においても意見が取りまとめられているが、産
業界等からの独自の規格の提案は非常にまれであり、わが国は米国の規格
に準拠してきていると言っても過言ではない。わが国オリジナル技術の国
際標準化を実現するためには、わが国のワイヤレス技術の標準化を担って
いる社団法人電波産業界などが中心となって、人材を養成し、投票権を有
する人材の確保を行うといった取り組みが求められる。大学の関係者は、
自らの研究成果が活用されるために、国際標準化の動向についても注視す
ることが必要である。また、産業界等のコンソーシアムに、大学の関係者
が技術的な提案、あるいは技術的な支援を行っていくことも重要である。
さらには、国際標準を目指す研究開発は、製品化のための研究開発に比し
て長期的な視野が必要であり、その観点から大学、国立試験研究機関の果
たすべき役割は大きい。時限的な委託プロジェクトの中で継続的な取り組
みは不可能である。さらに、委託プロジェクトの外では、投票権を維持す
ることは資金的に困難であり、適切な支援制度を創設することが考えられ
ても良いのかもしれない。

http://sangakukan.jp/journal/
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中国の古典に工の字の上の横一本棒は天の与えてくれ
たもの；資源とか気象の雨・風・太陽光などを示し、下の横一本棒は地の上
の人と社会を示し、この天の賜を有効利用して地の上の人と社会に幸せをもたら
すのが工であるという意味を込めているという記載があると教えられた。
（西澤 潤一氏、06年 7月号、巻頭言）

そもそも、科学技術の構造が変
わって来たのである。ちょっと
言い過ぎかもしれないが、科
学と技術の位置づけの変化とも
言える。従来の科学が求めてき
たのは、真理の探究であり、実
証論的帰納法に基づくアプロー
チ、すなわち、人類の未知の課題を「解く」ことが科学の目的であった。このア
プローチは、社会がどう変わろうとも、科学の基本構造として変わることはない。
／変わったのは、この構造そのものではなく、科学技術のもう一つの構造が必要
になったことである。（石川 正俊氏、05年 5月号、「産学連携の未来」）

日本はエネルギーや環境問題、少子化、高齢化問題など多くの課題を抱えている。
これらの課題を解決していくことで新しい価値が生まれ、日本発のイノベーショ
ンにつながる可能性を秘めている。テーマによっては複合的な領域の研究者が共
同で研究を行うことも必要となる。（山下 勝比拡氏、07年 9月号、「産学の個々
の研究者のつながりを重視する東芝の産学連携」）

世界一の研究をすることがあって、初めて、世界一の知財立国になれるのです。
次は、その研究を世界一に役立てること、日本からいいベンチャーが生まれる、
いい商品が生まれるよう進めることです。 そして、産学連携関係者の隅々にこの
目標を浸透させるという「知財の風土改革」を起こすことです。
（荒井 寿光氏、07年 2月号、「日本を知財立国世界一へと推進」）

記事に見る“連携人”の言葉
産学官連携ジャーナル３年間を振り返る 

技術移転の本質は、「より地域企業へ、よ
り小企業へ（sell local, sell smaller）」が原
則であり、一時的なイメージに踊らされる
ことなく、技術を育てることが重要である。
（森下 竜一氏、06年 5月号、巻頭言）
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月刊「産学官連携ジャーナル」はおかげさまで3周年。2005年1月の創刊以来、変化の激し
い産学官連携の動向をお伝えし、コーディネータなど携わる人々にオピニオンを発信して
きました。これまでのジャーナルから、興味深い記述や、なるほどと思う提言などを拾い
ました。当誌の魅力の一端を感じ取っていただけると思います。（編集長：登坂 和洋）
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（フィンランドの）オウル市の人口は約 12 万人で、わが国ではむしろ中小の都
市に匹敵する。25年前ここにはハイテク技術も大企業も資本もなく、激しい国
際経済競争の中、経済状況は悪化するばかりだった。この時、「何とか北部圏の
衰退の途をくい止めたい」という地域の強い声があがり、オウル大学はバイオと
ハイテクノロジーに特化した集中と選択の戦略的実践に踏み切った。
（坂田 敦子氏、05年 5月号、「地域に根付くコーディネータを目指して」）

産学官連携を推進している一企業として、次のことを期待したい。まず、
地域の活性化をあげたい。これは欧州の大学に多くの例が見ら
れ、我が国でも京都、浜松の各企業群への、京都大学、静岡大学の長期にわたる
技術的支柱としての役割が知られている。次に、我が国の産業振興への寄与をあ
げたい。このために、英国で始まった近代特許制度の理念であり、我が国の特許
法第 1条にも記載されているように、発明奨励の目的は、産業の発展であること
を産学官ともに改めて認識したい。（庄山 悦彦氏、05年 12月号、巻頭言）

私はノウハウという言葉はあまり好きになれない。というのは、「ノウハウ」と
いう曖昧な表現でいつもごまかされている気がするからである。我々研究者は本
来、ノウハウとして片付けられていた技術や技能を科学的に解明し、さらにその
対策を探ることを使命としてきた。つまり技術の研究は、言わばノウハウのよう
な暗黙知を、形式知にいかに解き明かすかの仕事をやってきたとも言える。とは
いえ、残念ながら依然として多くのノウハウは残されている。
（中川 威雄氏、05年 3月号、巻頭言）

欧州は、今までは基礎研究偏向で、産業化は遅れがちでした。一方米国は産業応
用が優先です。こういった価値観の違うものがうまく新しい理想的な生産をやる
には、共創なのです。（佐々木 正氏、06年 12月号、「共創こそ事業化の要」）

大学が実際に大規模な臨床試験を行うのは非常に難しいのではないかと思いま
す。治験に近いところまでインキュベーションして、高額で企業が引き取ってく
れるところまでは大学の先生がボランタリーワークで行う、あるいは川上の段階
から大学と企業の共同研究テーマにする、といった方法があると思います。
（秋元  浩氏、07年 3月号、「医薬品の研究開発から製品化まで：産学連携で学に
何を期待するか」）

日本人には “宮大工技術”、“たたら製鉄技術”、“西陣織”、“漆塗り” など、元来新
しい技術に興味を持ち自らの工夫で丁寧なものづくりをし、さらにはきめ細かな
サービスを提供する DNAが宿っている。このように考えると、これまで産業界
で愚直に築き上げてきたものづくりの能力と、大学の高い研究能力がうまく連携
することにより、特徴ある「日本型産学連携社会」が醸成され、グローバルに日
本がリーダーシップを発揮できるのではないかと、勇気がわいてくる。
（古池  進氏、06年 9月号、巻頭言）
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中小企業は、わが国産業の競争力を支える役割を担う。その分、技術進歩や環境
変化に高度な対応を要するが、産学官連携は十分活用されていない。その理由は、
これまでの連携が、大手企業向けが中心だったことにある。
（後藤 芳一氏、07年 10月号、巻頭言）

最近、産学連携の一つの形態
として、プロジェクトベース
トラーニング（Project Based 
Learning：PBL）が盛んとなっ
てきた。日本の PBL は、どう
すれば成功するかを常に目指
している。しかし、アメリカ
では、PBL は、いかに失敗か
ら立ち上がるか、予想もしな
い困難に立ち向かえるかの能力開発の方法として理解されている。（福田 収一氏、
05年 4月号、「産学連携についての一つの私見 ̶東京都産学公連携推進準備室
室長としての 2年間から̶」）

「産学官連携」の特徴の１つにスピルオーバー（波及効果）がある。「産」と「学」
が当初の目的を達成すべく「連携」する際に、経済的、社会的、ひいては文化的
な付加価値が派生的に生み出されることがしばしばある。一部を「産」あるいは
「学」が回収することもあるが、多くの場合、受益者は社会全体であり、公共経
済学で言う外部性の問題が発生する。またこれらの派生効果を事前に特定するこ
とは難しい。それがゆえに、個々のアクターの最適化の解と社会的最適の間に相
違が生じるのである。／そこで登場するのが「官」である。
（原山 優子氏、05年 7月号、「産学官連携とは？」）

産学連携のポイントは、複数ディシプリン融合型のイノベーションを推進する型
の研究開発と、担う人材の育成にあります。なぜかと言えば、産業界における研
究開発は、基本的にほとんど融合型です。例えば自動車１台製造するのにどのく
らいの要素技術が必要かを考えればよく分かります。
（山野井 昭雄氏、06年 10月号、「産学連携による人材育成の必要性」）

セラドン社から、我々の特許の実施権をすべて買い取りたいという申し出が突然
舞い込んだ。当時の我々には米国スタイルの分厚い契約書を取り扱うことができ
る人材も経験もなく、目の前の大金に目が眩み（？）、正常な判断ができなかっ
た。この経験から、我々は早急に企業体を形成しなければいけないと判断し、
2002 年の（株）ビークル起業に結びついた。
（黒田 俊一氏、05年 6月号、「産学官連携によるバイオベンチャー設立まで」）

失敗を恐れずにチャレン
ジする人たちが、国内外から参加
して生き生きと仕事ができるか、そのよう
な「場」を作れるか、これこそが日本の
「産学官連携」の課題なのである。
（黒川 清氏、06年 1月号、巻頭言）
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米国で技術力のある VB（ベンチャービジネス）が勃興したのは官の掛け声や補
助金ではなく、マイクロソフト、インテルなどの成功が次の起業家たちを鼓舞し
たからである。彼らを鼓舞するのは起業呼び掛けのイベントでも補助金でもなく、
過去の成功事例であることを肝に銘じるべきである。

（西岡 郁夫氏、07年 2月号、巻頭言）

人の一生涯の人生と VB（ベンチャービジネス）
は共通点が多い。よい親の愛情で育てられ、よい教育を受け、素晴ら
しい家庭環境で育つことは幸福なことであるが、その愛情が溺愛でしつけが甘け
れば社会人になってから苦労が尽きない。VB支援も時期、内容等細心の注意が
必要である。（堀場 雅夫氏、07年 4月号、巻頭言）

大学は従来タイプの教育・研究にとどまらず、社会的な問題解決のための教育・
研究を積極的に進めなければならない。大学は、「象牙の塔」から「開かれた大
学」へと転身しなければならない。（清成 忠男氏、07年 3月号、巻頭言）

若い方々の育成で調査してみますと、ポスドクや博士課程院生の 99％は依然と

して大学でのポストを志向しているようです。でも私は残りの１％に
期待しています。（齋藤 省吾氏、05年 8月号、「今日までの産学官連
携の総括とこれからのビジョン」）

当たり前だが産業界は自らが持っている機能と同じものを大学には期待はしてい
ない。もし大学が産業界と同じ発想やレベルや意識で研究開発をしても無駄にな
るか、単なる下請けで終わることを示している。
（出川 通氏、06年 8月号、「産学連携でのWIN-WIN を得るには」）

（米国では）大学を中心とする学術界は日本以上に厳格なものとして存在する反
面、多様な経歴や文化を背負う者が出入りし、自由な討議が行われる。こうした
側面があってこそ、大学の異質な科学的知見の幅が広がると考えるようになっ
た。（岡田 依里氏、07年 7月号、「大学の科学研究と産学のマインドセット」）

専門性は非常に重要ですが、コミュニケーション能力やマネジメント能力など総
論的に広く浅く係わる人に必要な資質は、いわゆる人間力という学位とはまた別
の資質です。（門田 淳子氏、05年 3月号、対談「女性とリーダーシップ̶変革
期における産学官連携の苦と楽とは何か？̶」）
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異分野融合による研究開発を進める場合、必要なことは説明責任
だと思います。まあ、それほど堅苦しく考えなくてもいいのですが、
要は自分が考えていることを、分野の違う人にちゃんと理解してもらえる言葉で
話せなければいけません。（田中 耕一氏、05 年 9月号、対談「質量分析計をめ
ぐるノーベル化学賞受賞エンジニアと医師の産学連携の実際」）

研究成果をスムーズに社会に技術移転していくために、次に掲げるキーワードを大
事にお付き合いして、良いヒューマンネットを作ることを心掛けている。それは、
・親しき仲にも礼儀あり
・雑用は引き受ける
・面談のアジェンダを準備してメールで先行送付する
・研究の邪魔をしない、面談は短時間（15分目標）で終わらせる
などである。／ CD（コーディネーター）はヒューマンネット・ビジネスなので
ある。（平野 武嗣氏、06年１月号、「ヒューマンネット・ビジネスの創造」）

今、われわれがパソコンに期待しているのは演算能力のスピードではない。多く
の機能の中で、最も利用頻度が高く、重要視されているのは、インターネットや
Eメールに代表される快適な相互通信の環境、コミュニケーション機能である。
しかしながら、計算機能中心で進化してきたコンピュータは、コミュニケーショ
ン機能を最適化する道具ではないのである。（原 丈人氏、05年 11 月号、「コン
ピュータの次の世代の基幹産業は何か？  そして世界のどの国が主導するか？」）

http://sangakukan.jp/journal/
http://sangakukan.jp/journal/profile/tanaka-k.html
http://sangakukan.jp/journal/main/200509/0509-02/0509-02.pdf
http://sangakukan.jp/journal/main/200509/0509-02/0509-02.pdf
http://sangakukan.jp/journal/profile/hirano-t.html
http://sangakukan.jp/journal/main/200601/0601-09/0601-09.pdf
http://sangakukan.jp/journal/profile/hara-j.html
http://sangakukan.jp/journal/main/200511/0511-08/0511-08.pdf
http://sangakukan.jp/journal/main/200511/0511-08/0511-08.pdf
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１．制度創設の経緯
バイ・ドール制度は、米国で、1980 年に民主党バーチ・バイ上院議員
と共和党ロバート・ドール上院議員を中心とした超党派議員が、政府資金
による研究開発から生じた特許等の発明に係る権利について、その活用と
民間による事業化を促進するため、国に帰属させることなく、民間や大学
等の発明者にそのまま帰属させることを骨子とした改正特許法（バイ・ドー
ル・アクト）を成立させたことに端を発する。日本では 1999 年に成立し
た産業活力再生特別措置法（平成 11年法律第 131 号、以下「再生法」）に
同様の規定が盛り込まれ、国の委託研究によって生じた特許権等を受託者
に帰属させることが可能となった。
再生法が施行されるまでは、国の資金を原資とした委託研究開発の成果
は全て国に帰属させていたわけであるが、これは特許権や実用新案権など
の知的財産であっても国有財産法上の国の財産となり得るため、国の資産
を特定の企業等に無償で譲渡することを制限した財政法が根拠となってい
た。発明者を保護し、発明を促進するための
特許法がある一方で、国の資金を利用した委
託による研究開発活動は財政法の制限を受け
るため、自ら発明した特許であってもその実
施に当たっては国に実施料を払わなくてはな
らず、発明のインセンティブを低下させてい
たのである。従って、再生法は成立以来、企
業等による事業化の促進のみならず、国の委
託による研究開発活動を活性化する役割も大
きく担ってきたと言える。

２．日本版バイ・ドール規定の一部変更
日本版バイ・ドール制度は再生法に規定され運用されてきたところであ
るが、再生法は名前のとおり「特別の措置」を規定する法律である。しか
しながら、日本版バイ・ドール規定は立法当初から恒久的な措置を念頭に
置いており、また、制度として十分に認知され定着してきたことから、同
規定を恒久措置とし、国による研究開発の実態に即して適用範囲を拡大す
るため、2007 年の第 166 回通常国会において「産業活力再生特別措置法
等の一部を改正する法律案」が提出され、同法案は 2007 年４月末に成立、
同年８月６日から施行された。以下、変更された点を紹介する。

バイ・ドール制度は、政府資金による研究開発から生じた特許等の権利を受託者に帰属させるもの。わが国
のこの規定は産業活力再生特別措置法に盛り込まれていたが、2007年8月から産業技術力強化法へ移管され
た。この日本版バイ・ドール規定の一部変更について解説する。

花輪　洋行
（はなわ・ひろゆき）
経済産業省 産業技術環境局
産業技術政策課 課長補佐

〈日本版バイ・ドール制度の概要〉
政府資金を原資とした国、特殊法人、独立行政法人等（以下「国等」）
が行う委託研究開発および請負によるソフトウエア開発（2.（2）参
照）の成果から生じた知的財産権について、次に示す 3つの条件をあ
らかじめ受託者が約する場合に、当該知的財産権（2.（3）参照）を
委託者（国等）が受託者から譲り受けないことを可能とする制度。
・研究成果（知的財産を含む）が得られた場合には遅滞なく国等に報
 告すること
・国が公共の利益のために特に必要があるとして求める場合に、当該
 知的財産権を無償で国等に実施許諾すること
・当該知的財産権を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づ
 いて第三者に当該知的財産権を実施許諾すること

http://sangakukan.jp/journal/
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（１）再生法から産業技術力強化法（平成 12年法律第 44号）への移管
日本版バイ・ドール規定について、旧再生法第 30 条から、恒久法であ
る産業技術力強化法（以下「産技法」）の第 19条に移管した。これにより、
日本版バイ・ドール規定の恒久化が措置された。
（２）日本版バイ・ドール規定の対象となる研究開発に「請負によるソフト

ウエア開発」を追加
従来、日本版バイ・ドール規定は国の委託研究開発のみを対象としてい
たが、政府の「知的財産推進計画 2006」（2006 年６月８日：知的財産戦
略本部決定）を受け、ソフトウエア開発については、産技法へ移管の際に
条文を修正し、国の請負契約についても対象に加えた。これにより、国か
らソフトウエア開発を請け負った企業等にも知的財産を帰属させることが
可能になった。
（３）日本版バイ・ドール規定の対象となる権利の一部変更
日本版バイ・ドール規定の対象となる権利について、旧産業活力再生特
別措置法施行令（平成 11年政令第 258 号）では、①特許権、②特許を受
ける権利、③実用新案権、④実用新案登録を受ける権利、⑤意匠権、⑥意
匠登録を受ける権利、⑦プログラムの著作物の著作権、⑧データベースの
著作物の著作権、⑨回路配置利用権、⑩回路配置利用権の設定の登録を受
ける権利および⑪育成者権の 11 の権利が規定されていた。法律改正によ
り産技法に移管されたため、これらの権利も産業技術力強化法施行令で規
定されることになったが、その際、⑦と⑧の著作権に係る部分については
「著作権」としてまとめられることになり、全ての著作物の著作権が対象と
なった。この権利の一部変更の理由は、知的財産の事業化を図る上で必要
な設計図やマニュアルなども著作権の発生する著作物であるため、著作物
としてデータベースとプログラムに限定されている旧規定を改正し、限定
を解除する必要があったからである。なお、同政令の改正を受けて経済産
業省では契約を見直すこととし、平成 20 年度契約からは委託研究成果と
して受託者から納入される成果報告書についても、あらかじめ国の利用を
許諾させた上でその著作権を受託者側に帰属させ、広く活用を図ることと
している。

３．おわりに
平成 11 年に日本版バイ・ドール制度が創設されて以来、各省庁の委託
研究開発契約におけるバイ・ドール適用率は年々増加しており、平成 13
年度のバイ・ドール適用率は全省庁で 57％であったのに対し、平成 15年
は 94％、平成 17年には 99.9％となっている。現在の国等における委託研
究開発は、ほぼ全ての契約において日本版バイ・ドール規定が適用されて
おり、実際に国等から受託した民間企業からも高い評価を受けている。
国の資金を原資として行う研究開発の多くは科学技術の振興に貢献する
ものであり、科学技術分野でわが国の国際競争力強化に資することを目的
として行われている。また、米国がバイ・ドール・アクトを成立させた背
景には、米国産業の国際競争力の低下に対する懸念があったことからもわ
かるように、特に産業界において科学技術の進展による国際競争力の強化
は、諸国にとって共通の課題である。科学技術は実用化され、産業活動に
組み込まれることで大きな価値を生み出すことから、日本版バイ・ドール
制度が引き続きわが国経済の活性化に果たす役割は大きいと考える。

※ 本件に関する問い合わせ先
 経済産業省 産業技術政策課
 電話：03-3501-1773

http://sangakukan.jp/journal/
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ナルックス株式会社
自由曲面加工技術でプリンターなどの光学部品に強み
産学連携で人材を育て付加価値向上、「改善」につなぐ

産学連携で世界に挑む
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プラスチック光学部品メーカーのナルックス株式会社（本社・大阪府三
島郡島本町）は大学の先端的な「知」を積極的に導入する一方、「官」を含
めた連携にも取り組んでいる。新しいことに常に挑戦している。共同研究
などの成果がすべて新たな事業に結び付いているわけではないが、製品の
付加価値向上に寄与し、新しいことにチャレンジすることで社員も育つと
いう。

同社が手掛ける製品は多岐にわたるが、主な領域は
レーザービームプリンター、光ディスク、フォトセン
サーなど。特殊なものでは、わが国の国立天文台ハワ
イ観測所「すばる」光学赤外線望遠鏡に組み込まれた
マイクロレンズアレイ（写真 1）がある。同社が開発し
たマイクロレンズアレイは大気の「揺らぎ」に合わせ
て補正する装置のセンサーに組み込まれ、理論的に限
界の範囲までの解像度を実現した。

◆形状の最適化範囲が広がる
レンズの種類で見ると、回折格子、サブ波長格子、自由曲
面光学レンズは得意分野。自由曲面光学レンズとは連続的で
自由度が高い形状のことであり、3次元形状定義式で表され
る。従って、光学設計における形状の最適化範囲が広がり、
性能が上がったり、コンパクト化が可能になったり付加価値
が期待できる。応用例では、レーザープリンターの走査光学
系やレーザービームを整形する光学系に用いられて産業応用
を進めている。同社独自のナノメートルレベル制御の自由
曲面加工技術を駆使し、従来数点のレンズで担っていた機能
を単独で果たせるようになった。これにより、部品点数が削
減でき、従来の3分の 1へのコンパクト化が可能となった。
この技術はレーザービームプリンターなどに用いられている
（写真２）。

◆カラープリンター向けはトップシェア
レーザープリンター用の光学部品を供給するメーカーでは
大手。カラープリンター用に限るとトップシェアだという。
同社製品の輸出比率は 20％だが、国内企業に販売する形のものでも、物流
で見ると中国などへ向けられ現地で最終製品に組み立てられるものがほと

プラスチック光学部品メーカーのナルックス株式会社は、レーザープリンター用などで高いシェアを占めてい
る。大学との共同研究などに積極的に取り組むことで製品の付加価値を高め、社員を育てている。

北川 清一郎 社長

写真２　レーザービームプリンター用レンズ

写真１　すばる用に開発した188レンズアレイ

http://sangakukan.jp/journal/
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んど。実際は出荷する光学部品の 70 ～ 80％は中国や ASEAN 諸国に送ら
れるという。

◆米アリゾナ大学博士課程に社員が在籍
これまで取り組んできた産学官連携事例をみよう。
・1997 ～ 2002 年、大阪府地域結集型共同研究事業（テラ光情報基盤技
術開発）に参加。テーマは「表面無反射構造作製技術の開発」でサブ
波長格子の金型作りやその光学設計を行い、基盤技術を構築した。

・大阪大学レーザー核融合研究所（現、レーザーエネルギー学研究セン
ター）と「エキシマレーザーを使った光学面の形成加工」の共同研究
を行った。1995 年特許出願、2000 年特許登録。実用化にはなってい
ない。

・1997 年、米アラバマ大学ハンツビル校のラッセル・A・チップマン教
授と 2年越しで取り組んできた自由曲面光学設計のソフトウエア開発
に成功。チップマン教授が米アリゾナ大学に移った今も、別のテーマで
共同研究を進め、同社社員が同教授のもとで博士課程に在籍している。

・2006 年は、同志社大学の三木光範教授に指導してもらい、「最適化」
を目的とするコンピューターの並列化処理の特殊プログラムを自社開
発した。これによって、設計の演算速度は８倍になったという。

◆すり合わせ技術を生かせる分野
  「レーザープリンターなど光学部品を多く使う製品は、まだわが国が得意
とする　“すり合わせ技術” を必要とする分野」。サントリー株式会社の山
崎蒸溜所や技術開発センターに近いナルックスの本社で北川清一郎社長の
話を聞きながら、同社がさまざまな産学官連携に取り組み、社員に勉強さ
せている理由がわかったような気がした。学んだ成果がすり合わせ技術の
「改善」に結び付き、製品の付加価値を高めているのではないだろうか。
ものづくりを「すり合わせ型」と「モジュール型」に大別する考え方が
ある。前者は、個別の部品の仕様を細かく決め、設計して、それらを組み合
わせてつくるタイプ。自動車が代表的なものだ。後者は、製品を標準的なモ
ジュラーの組み合わせで実現するタイプで、典型はパソコンだ。電機関係の
製品はモジュラー化したことで日本のメーカーは急速に競争力を失った。
  「カメラは組み合わせ型、米国型の製品になってしまったし、DVDなども
補正機能をチップでできるようになった。しかし、当社が手掛ける製品の
領域はまだ日本型の技術が生きている。とはいえ、将来をにらんで、違っ
たモデルのビジネスも探っていきたい」と北川氏は語る。これまでとは異
なったモデルのビジネス、新しい産業への進出に、産学連携で学んできた
周辺領域の知識が生かせるかもしれない。

（本誌編集長：登坂 和洋）

ナルックス株式会社の概要
（本社所在地：大阪府三島郡島本町、URL：http://www.nalux.co.jp）

代表取締役社長：北川清一郎氏
設立：1948 年７月
資本金：8,000 万円
年間売上高：45億円（2007 年度見込み）

http://sangakukan.jp/journal/
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ジャパン・レップ・ネットワーク合同会社  代表CEO　公平 良三氏

マーケット志向のイノベーション・システムに貢献できるか？
̶理工系技術屋集団・セールスレップの取り組み̶
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政府の「大学発ベンチャー 1,000 社計画（2002 年度～ 2004 年度）」は、
数の上では達成された。しかしながらリビング・デッド *1 に苦しむ企業は
少なくない。
こうした中で、中小ベンチャー企業等の販売を代行する企業が最近日本
にも幾つか生まれ活躍している。「セールスレップ」と呼ばれる業態の企
業である。東京工業大学（東工大）のOBが 2006 年 6月に設立したジャパ
ン・レップ・ネットワーク合同会社（JRN）*2 はその 1つで、技術開発型ベ
ンチャー企業の販売支援を行っている。
技術開発型ベンチャー企業のセールス支援の中に、わが国がマーケット
志向のイノベーション・システムに転換するためのヒントが隠されている
と考え、同社の公平良三代表 CEOへのインタビューを行った。

●セールスレップ企業のなかでハイテク系企業の BtoB に特化しているのは
JRNだけ。なぜハイテク系か。

公平　1982 年に日米間のビジネスを専門とするコンサルタント会社を米
国で設立した。国土の広い米国全土に点在するセールスレップと上手に
契約し、中小ベンチャー企業の販路を開拓している。日本の中小企業に
コンサルティングする際、米国のセールスレップとの連携の仲立ちが重
要な役割を果たした。
　　2005 年に東工大同窓会である社団法人蔵前工業会の「蔵前ベンチャー
相談室」が主催する講演会で講師を務め、「ベンチャー企業のセールス
レップによる販売」をテーマに取り上げた。講演とベンチャー相談室で
の相談案件を通じ、大学の優れた研究を活かした素晴らしい性能の製品
でありながら、適切な販売チャネルを見つけられず、成長できない事例
がたくさんあることを知った。何とかこうした企業を支援したいと思い、
JRNを設立するに至った。
　　東工大OBの特徴は理工系技術屋集団ということ。これを活かし、ター
ゲットをハイテク系企業の BtoB に定めたわけである。

●ハイテク系企業のBtoB の販売支援と一言で言っても、実際にはさまざまな
ノウハウが必要だと思う。

公平　忙しい大手企業のキーパーソンを交渉のステージに乗せるには、ポ

公平　良三
（きみひら・りょうぞう）
ジャパン・レップ・ネットワーク
合同会社 代表CEO

聞き手・本文構成：
西山　英作
（東経連事業化センター 副セン
ター長／本誌編集委員）

東京工業大学のOBが2006年に設立したジャパン・レップ・ネットワーク合同会社は、技術開発型ベンチャー
企業の販売支援を行っている。性能のいい製品をつくりながら、適切な販売チャネルを見つけられないベン
チャー企業が多いことに着目した。わが国のイノベーションシステム構築に果たす役割が大きいとみられる。

*1：リビング・デッド
償却対象ではないものの、株式
公開の見通しもなく収益につな
がる見込みのない投資状態。

*2：ジャパン・レップ・ネット
ワーク合同会社
http://www.japanrepnet.com/

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.japanrepnet.com/
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イントを突いた説明資料が必要。現在、60を超える商材（製品、プロト
タイプから技術まで）を扱っているが、それぞれの説明を A4判１枚にま
とめ、簡単にポイントを理解できる資料を作っている。実はこうしたペー
パーをまとめるには、かなりのノウハウが必要である。
　　メンバーは理工系技術屋なのだが、私自身は技術屋と言ってもゼネラ
リスト。さまざまな技術の大枠を理解し、それから先はわれわれの専門
家ネットワークの中で詰めていく。私はハイテク系企業の BtoB の販売
支援のゲートキーパー的な役割を果たしている。
　　JRN の役員 4人は全員メーカー勤務の経験があり、メーカーでの経験
を活かして、BtoB で開発、製造、販売の提携交渉をまとめることができ
ることも大きな強みだ。

●ハイテク系企業のBtoB といっても既に販売実績がある場合と、プロトタイ
プの段階等、売り方に違いがあると思う。

公平　既に完成した製品であれば、大手企業から中堅中小企業を含めてか
なり幅広く売り込むことが可能。プロトタイプ、あるいは技術だけの段
階だと、開発力がある大手企業がターゲットになる。

●経営資源が不足している技術開発型のベンチャー企業にとって大企業との連
携は極めて重要だと思うが、その留意点は。

公平　その特許なしでは模倣が不可能なパイオニア発明に基づいた特許で
あれば、大企業との交渉はそれほど難しくはない。ベンチャー企業はノ
ウハウを抱え込むことを考えずに、実施許諾料を得ることだけに注力す
れば良いかもしれない。
　　しかし実際には、ベンチャー企業がパイオニア発明を特許で固めたと
いう事例は極めて少ないと言わざるを得ない。たいていの特許は、大企
業の特許室が解析して回避したり、つぶすことも可能。すなわち、ベン
チャー企業が特許を盾に大企業と対等に戦うことは極めて難しいのだ。

●しかしながら、特許がないと交渉のステージに乗せることは難しいと思う。
少なくとも取得した特許は、他社の特許をベースとしているものではなく、
オリジナルな発明のコアを押さえている必要があるのではないだろうか。

公平　その通り。特許出願がないと、技術的にも脆弱（ぜいじゃく）な印象
を与え、交渉のテーブルに乗せることは難しくなる。特許は重要な要素
ではあるが、特許だけで対等に交渉できるわけではない。
　　大手企業と交渉する際、特許室を窓口にしないことをお勧めする。でき
るだけ代表権を持つ役員を最初の交渉相手とし、面白いビジネスチャンス
として理解してもらうこと。つぶされることはなく、共存共栄の道が開ける。

●要するに、チャネルをしっかり確保すれば、可能性は広がるということ。最
後にわが国のハイテク系のベンチャー企業に対するメッセージを。

公平　確かに、大企業は組織力を武器に極めて開発力が高いことは現実で

http://sangakukan.jp/journal/
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ある。しかし、ベンチャー企業は、ユニークなアイデア、それを何とか
モノにしたいという思い入れが非常に強い。新しいイノベーションは、
ベンチャー企業から生まれるのではないだろうか。日本の未来は、ベン
チャー企業のイノベーションにかかっていると思っている。

●同感です。本日はありがとうございました。

●インタビューを終えて
米国マサチューセッツ工科大学のクレイトン・クリステンセン教授の名著

『イノベーションのジレンマ』でも、大企業が手をつけない新しい技術を開発
するベンチャー企業の役割を指摘している。このベンチャー企業が生み出そう
としているイノベーションの連鎖が、わが国のイノベーション・システムの構
築に向けて極めて重要である。
そのためにも、さまざまなノウハウ（チャネルの選定、ユーザーに対するポ
イントを突いた資料作り等）を戦略的に動員することが大切であることを痛感
した。

http://sangakukan.jp/journal/
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◆地域支援機関の連携窓口として
室蘭工業大学は北海道唯一の工業地域に位置し、学生総数約 3,300 人、
教員約 200 人の地方小規模単科大学である。早くから地域貢献を大学の
ミッションの１つに掲げ、平成元年 4月に地域共同研究開発センター*1 を
開設。独立行政法人化後は地域貢献を中期目標に掲げ、地域企業との一層
の連携強化を推進してきた*2。

◆地域中小企業との共同研究
本学では、支援機関との連携などにより、地域中小企業との共同研究が
新規事業につながるまでの支援を心掛けている。国立大学等の活動を評価
する一環として内閣府がまとめた「共同研究」に関する調査によると、平
成 17年度の本学における中小企業との共同研究比率は 56.9％で全国トッ
プだった。中小企業との共同研究を通じ、地元産業活性化に貢献している
との評価をいただいた。
企業などとの共同研究数は平成 15 年度 93 件、16 年度 101 件、17 年
度 109 件、18 年度 89件と高い水準にある。平成 18年度の共同研究費の
平均値がこれまでの 1.5 倍となり、企業が期待する共同研究へと推移して
いる。平成 10年度は 21件だったので、地域企業との連携強化という方針
の成果が出ているといえる。
共同研究先の企業に対するアンケート調査を実施した結果、共同研究の
きっかけや課題も浮き彫りにできた。そのフォローアップを継続中である。
新規企業に対しては、本学の研究シーズや共同研究に対する取り組みを積
極的に広報している。一方、共同研究先の企業に対しては、リピーター顧
客になってもらえるよう、積極的に囲い込み活動を展開中である。
地域共同研究開発センターに対する支援を目的に、研究協力会を組織し
ていただいている。地域中小企業の開発リスク緩和と教員との共同研究の
きっかけ作りのために、研究協力会の奨学寄付金を活用してプレ共同研究
の独自制度を実施している。これは共同研究へのプレステージとして有効
に活用されている。
地域中小企業にとり共同研究は、企業の競争力強化や新規事業につなげ
ることが最終目的で、この顧客ニーズを達成させることが、地域中小企業
との信頼関係の構築につながる基本と考えている。共同研究をフォロー

中小企業との共同研究比率は全国トップ級
―室蘭工業大学の地域貢献の取り組みと展望―

加賀　壽
（かが・ひさし）
室蘭工業大学 地域共同研究開発
センター センター長

室蘭工業大学の共同研究に占める「中小企業との共同研究比率」は全国でトップ級。地元産業活性化に貢献
している同大学の取り組みを紹介する。

*1： 室蘭工業大学地域共同研究
開発センター
ht tp : / /www .muroran - i t .
ac.jp/crd/

*2：地域企業の支援機関である
財団法人室蘭テクノセンターと
業務協定を締結し、地域共同研
究開発センター内に「産学官連
携支援室」を開設している。地
域の異業種グループ「室蘭地域
環境産業推進コア」や、もの
づくりに関する産学交流サロ
ン「創造」の活動支援を室蘭テ
クノセンターと一体で推し進め、
共同研究や人的ネットワークの
構築に大きな成果を上げている。
室蘭地域には、企業の製品開
発の際、本学の研究シーズ活用
を推奨する独自な仕組みとし
て、「ものづくり創出支援事業
制度」がある。この制度を活用
し、年間 10 件程度の産学共同
研究が行われ、新規事業に発展
した開発も少なくない。
本学は室蘭テクノセンターや
室蘭地域の 6金融機関との産業
支援協定を締結している。また、
道立工業試験場、函館・苫小牧
高専等の学、支援機関との連携
を通じ、さらに地域活動枠を道
央、道南圏に拡大。

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.muroran-it.ac.jp/crd/
http://www.muroran-it.ac.jp/crd/
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アップするため、地域共同研究開発センターのわれわれスタッフと財団法
人室蘭テクノセンターのコーディネータによる支援会議を定期的に実施し、
事業化に向けた支援を行っている。

◆地域中小企業にとって利用しやすい研究シーズ
中小企業の経営者、技術者に本学の研究シーズや教員を知っていただく
ため、ユーザー目線からの研究シーズ集を発行している。このシーズ集は、
企業などとの共同研究により実用化を目指すことを希望する教員を公募し、
その教員の研究シーズのみを取り上げている。新しい分野への進出を目指
す企業の方が見やすく、分かりやすく、さらに個々の教員の思いが伝わる
よう工夫している。
地域中小企業の新製品開発において、企業の研究ニーズと教員数の少な
い本学教員の研究シーズとのジャストマッチングの確率は、極めて少ない
と考えている。地域中小企業̶地方大学の産学連携の基本は、教員側が自
分の研究そのものでなくとも、近隣の専門分野でも積極的にかかわり、支
援するというスタンスが必要であり、教員への啓蒙（けいもう）にも努めて
いる。地域中小企業の新製品開発に求められるのは、ほとんどの場合は、
教員の先端的な研究シーズよりむしろ、教員の保有する周辺の基盤的な研
究シーズと情報、人的ネットワークである。
中小企業において、金属材料の腐食に関するトラブルに遭遇し、困惑す
る機会も多々あるが、相談できる機関は少ないのが現状である。本学に金
属材料の腐食・防食を研究している教員が複数いることから、教員側から
の発案により、腐食防食相談室を地域共同研究開発センターに開設した。
腐食・防食に関する相談に応じるとともに、平成 19 年度は大阪、東京、
札幌の３地域にて技術研修会を開催し、技術啓蒙に努めている。

◆地域の人材教育
道内の中核的な技術人材を育成するため、鋳物技術者の養成研修を企業
や道立工業試験場等の協力で実施してきた。その発展系として平成 19 年
４月、大学院に「ものづくり工学コース」を開設し、企業人、学生を対象
とした実践型の技術者養成教育を行っている。
本学ものづくり基盤センターでは、ものづくりを通した地域との交流活
動としてシンポジウムやフォーラム、テクノカフェ等を開催し、話題を呼
んでいる。さらに、中高生や市民を対象とした、ものづくり教育や実習を
広く実践、地域企業に対しては、ものづくりに関する技術交流会を開き、
企業の技術、技能伝承を支援している。

http://sangakukan.jp/journal/
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中央大学は 2005 年秋にウェブサイトを大幅にリニューアルし、日経
ユーザビリティーランキングで、前年の 108 位から一気に１位の評価を得
ることができた。これは、単に見掛けのリニューアルだけでなく、広報体
制の改革とウェブに対する意識変化を組み込んだウェブシステムの構築が
もたらした成果といえる。
従来の大学ウェブサイトは、その多くが各学部、各部署等を中心とした
独自性重視の傾向が大きかった。このため、サイトを訪れる利用者にとっ
ては非常に使いづらく、どこに何があるか分からない「藪」ともいえる状
況だった。その「藪」サイトを「幹と枝」に整理されたサイトに組み立て
直せるかが、改善の最も大きなポイント。また、サイトそのものの構成だ
けでなく、そこへ情報を取り込み公開していく体制作りについても苦しん
でいたのである。
そこで、本学では、2005 年のウェブサイトリニューアルの数年前から

「情報の流れ」をスムーズにすること（各部署による情報発信方法の簡素化）
と、「情報の一元化」（広報部署へ情報を集める）を基本方針として改革を
進めてきた。ウェブサイトのリニューアル時に「拡大トップページ」とい
う考え方と「Information Card」という仕組みを組み合わせることで、情
報発信システムとしてウェブサイトを構築し直した。
具体的には次の 4つの方法による。
１．「拡大トップページ」とは、従来各部署が管理していたそれぞれの

トップページを広報課（現、入学企画課）が引き取って更新作業を
実施する*1。

２．「Information Card」とは、情報（ニュースやイベント）を入力する
ためのウェブフォームで、これを利用することにより、ウェブに関
する技術を持ち合わせない人でも簡単にウェブ更新作業の 8割強と
いえるニュースやイベント情報を掲載できる仕組みである*2。

３．ウェブ以外のメディア（冊子、電子掲示板、マスコミへのリリース
等）に対する情報発信についても、同様の仕組みを利用して、広報
課へ情報を集約する仕組みを構築した。

４．これらを維持管理していくために、ウェブサイトを直接的にメンテ
ナンスするスタッフを配置した。入学センターに所属する職員とリ
ニューアル開発当初から参加してもらっている委託職員４名である*3。

ウェブサイトを改善し大きな成果
中央大学

渡辺　純一
（わたなべ・じゅんいち）
中央大学 入学センター事務部 
担当課長

中央大学は 2005 年秋以降、ウェブサイトの刷新に取り組み、専門業者による大学サイトランキングでは、
１年間で 108位から１位に急上昇した。広報体制の改革から取り組んだ成果である。

*1：要望があれば、その部署の
全てのページを拡大トップペー
ジと位置付け、広報課が引き受
ける。

*2：各部署に情報を提供する核
となる情報発信担当者を設ける。

*3：これら要員は、「Information 
Card」を利用した情報提供
（ニュースやイベント情報）以
外のメンテナンス作業について、
2007年 4月から9月までの半
年で延べ500部署の更新作業を
手掛け、加えて画像・映像コン
テンツをはじめとした多くの広
報コンテンツ開発を行っている。
成果として、2005年秋に2,000
ページだったものが、2007年
秋には１万ページを超えた。

http://sangakukan.jp/journal/
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リニューアルの成果は大きかったが、われわれが考える改革が終わった
わけではない。サイトの完成度は、まだ 30％程度と考えている。それは、
さらなる情報発信者の拡大がなされていない点にある。大学を取り巻く情
報は、単に大学側から一方的に発せられるものだけではなく、在学生やそ
の父母、教員、卒業生、受験生に至るまで、大学にかかわる多くの人たち
からも発せられる。われわれは、これらの情報についても、大学として何
らかの形で取り上げ、公開していくことで、より多くの利用者に喜ばれる
サイトになっていくものと考えている。

http://sangakukan.jp/journal/
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第７回産学官連携サミットが 11 月 26 日、東京都港区虎ノ門のホテル
オークラ東京で開催され、産学官各界のトップが一堂に会し、産学官の役
割と連携の新たな展開について議論した。
相澤益男総合科学技術会議議員は交流会のあいさつで、「きょうの講演
者やディスカッションのパネリストの方々はそれぞれの立場でお話しをさ
れたが、共通の認識があったように感じられた。すなわち、グローバル化
が急速に進み世界は『知』の大競争時代に入っている。同時に、環境問題
は深刻になり、国内にも高齢化、少子化という課題が山積している。だか
らイノベーションが必要、という考え方である」と総括した。
こうした共通の問題意識のためか、具体的で深い議論が展開された。岸
田文雄内閣府特命担当大臣（科学技術政策）、リチャード・レスター米マ
サチューセッツ工科大学教授・産業パフォーマンスセンター所長、村井仁
長野県知事の３人の講演、これに続く川口清史立命館大学総長ら 4人のス
ピーカーの発表 *1、さらに第２部の全体ディスカッションというシンポジ
ウムの展開にめりはりが利いていて、ストーリーもあった。
開催趣旨には、「『イノベーション 25』が策定された現在、そのロード
マップを一歩一歩着実に具体化し、生活者が実感できる成果に結びつけて
いく必要がある」とうたわれている。岸田大臣はイノべーションの実現に
向けた具体的政策として、「社会還元加速プロジェクト」「地域科学技術ク
ラスター」「研究資金の拡充と制度改革」「科学技術外交」「知財戦略」の
５つを挙げて説明、それらを推進するために「次世代を担う人材育成」の
重要性にも触れた。
レスター教授は、大学は地域の一員であり、地域イノベーションシステ
ムにおける大学の役割を技術移転とするのは、見方が狭すぎると述べた。
村井知事の講演のテーマは地域クラスター創成における同県の取り組
み。デバイス、モジュールなど高度なものづくり産業の集積や、特色ある
地域資源を活用した産業の創出を熱く語った。
４人のスピーカーの発表とディスカッションでは、オープン化と知的財
産、ベンチャー企業への投資・新規株式公開、大学の役割などについて意
見が交わされた。
ディスカッションの進行役（モデレーター）の石倉洋子一橋大学大学院
教授から「１カ月早いが、クリスマスプレゼントは？」と問われたアレン・
マイナー株式会社サンブリッジ代表取締役会長兼グループ CEO は「“日本
人としての自信”をプレゼントしたい」と語った。石倉氏は、世界のグロー
バル化やその持続的発展に必要な条件などに触れたあと、「日本が持つ価
値観、技術を生かしてイノベーションを起こし、それによって経済振興、

*1：スピーカー名とテーマ
 （発表順）
川口清史 立命館大学総長
「産業界が求める人材育成を産
学官連携で！～立命館大学から
の提言～」
山田眞次郎 株式会社インクス代
表取締役CEO
「プロセス・テクノロジー～あ
らゆる工程は短縮できる～」
菅原充 株式会社QDレーザ代表
取締役社長
「産学官の連携によるカーブア
ウト型ベンチャーの設立につい
て （̶株）QDレーザの事例̶」
アレン・マイナー 株式会社サ
ンブリッジ代表取締役会長兼グ
ループCEO
「 O b s e r v a t i o n s  o f  a 
Practicing Trans̶Pacific 
Venture Capitalist」

第７回産学官連携サミット
開催日：2007年11月26日（月）
会場：ホテルオークラ東京
 （東京都・港区）
主催：内閣府、総務省、文部科

学省、経済産業省、日本
経済団体連合会、日本学
術会議

http://sangakukan.jp/journal/
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国際貢献を果たすべきであるという主張は、４人
のスピーカーに共通していたテーマだった」とま
とめた。隠れていたテーマも浮かび上がったわけ
である。
それにしても、このディスカッションを仕切っ
た石倉氏の手際は本当に見事だった。ディスカッ
ション全体の組み立てがいい。議論が展開するな
かで浮かび上がる「小テーマ」について他のパネ
リストの意見を求め集約する、そして次のテーマ
に転換̶。その流れが自然で、よどみがない。話
しの引き出し方もソフトでうまい。漫然と長く話
したパネリストは 1人もいなかった。起承転結
のあるディスカッションを堪能した。この名モデ
レーターがいなければ、議論はこう格調高くはならなかっただろうし、こ
のサミットの印象も違ったものになっていただろう。

（本誌編集長：登坂 和洋）

オープンイノベーションなどについて意見が交わされた
全体ディスカッション

http://sangakukan.jp/journal/
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2007 年 10 月号の拙稿 *1 で紹介したとおり、11 月 19 日、京都大学経
済研究所と独立行政法人経済産業研究所（以下、RIETI）は、近畿経済産業
局、京都府、滋賀県、京都市の後援を得て、先端政策公開シンポジウム
「技術革新の担い手となる中小企業とは～京滋地域クラスターの可能性～」
を開催した *2。
本シンポジウムの発端は、RIETI と京都大学の共同研究として、筆者等
が京都府南部から滋賀県南部にかけての「京滋地域」の製造業を対象とし
て実施した調査にある。この調査では、技術革新力があると期待できる企
業類型として、設計能力と自社製品の売り上げに注目して「製品開発型中
小企業」を定義し、同地域には、製品開発型中小企業が多数存在し、産業
クラスター形成の担い手として期待できることを確認した。その後、地域
の行政、産業支援機関などと開催した研究会での検討も踏まえ、これら製
品開発型中小企業への注目を促し、クラスター形成の方策を検討するため、
本シンポジウムを開催した。
シンポジウムにおいては、松重和美氏（京都大学副学長・産官学連携本
部副本部長、京都ナノテククラスター研究統括）から地域イノベーション
創出や広域連携における大学の役割、古瀬利博氏（経済産業省地域経済産
業 G地域技術課長）から産業クラスター計画と地域イノベーション創出施
策を紹介する講演があり、筆者から京滋地域の製品開発型中小企業につい
て報告した。パネルディスカッション前半は、実際に製品開発型中小企業
４社が登場し、後半は、市原達朗氏（京都ナノテククラスター事業総括）
のコーディネートの下、近畿経済産業局、京都府、滋賀県、京都市の行政・
支援機関、京都大学産学連携部局の有識者が、行政および大学の対応につ
いて議論を行った。
製品開発型中小企業に注目すると、大手顧客企業のニーズをとらえつつ、
各社のコア技術の新市場分野への応用展開に成功している企業が多い。そ
の過程で遭遇する新たな技術課題の解決や将来必要と予測される基礎技術
の開発などのため、大学との連携ニーズは高まっている。すなわち、産学
連携を通じた技術革新ポテンシャルが高いことが確認された。これらの点
の議事について、本誌新年号で紹介する予定である。本シンポジウムでの
議論は、大学や公的支援機関のリエゾン機能の効果的な活用、中小企業の
技術人材確保、試験設備の共同利用体制の充実など、クラスター形成のた
めの具体的な課題を検討する上で極めて示唆に富むものであった。

（児玉 俊洋＝京都大学経済研究所 教授）

*1：産学官連携ジャーナル 
2007年10月号 当該記事を参照。

*2： 詳 細 は http://www.kier.
kyoto-u.ac.jp/caps/workshop/
sympo2007_4.html を参照。

先端政策公開シンポジウム
技術革新の担い手となる中小企
業とは～京滋地域クラスターの
可能性～
開催日：2007年11月19日（月）
会場：京都大学百周年時計台記

念館  百周年記念ホール
主催：京都大学経済研究所
 経済産業研究所

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/caps/workshop/sympo2007_4.html
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/caps/workshop/sympo2007_4.html
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/caps/workshop/sympo2007_4.html
http://sangakukan.jp/journal/main/200710/pdf/0710-08.pdf
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産学官連携が
学にもたらすものは？

問われている
人材の質

産学官連携における
不易と流行とは

★科学技術政策研究所が研究者や有識者に行った意識調査（定点調査）によると産
学官連携は「総じて昨年に比べ活発化している」ものの「民間から大学への課題
発信も民間の技術的課題への大学の関心もあまり十分ではなく」、「日本は大学の
技術課題の解決能力が米国に比べ」高くないと評価されている。
　しかし、これらの課題に対しては同じ調査での「産学官連携の高まりは大学の
教育・研究に良い効果をもたらし」、「産学間の情報交換や知的刺激は増加してい
る」との評価がヒントになるだろう。産学官連携が「学」をどのように活性化し
「産」への自発的な関心を高めていくのか、「産学官連携が学にもたらすもの」に
ついても考えて行きたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡邊委員）

★全国的なブームで始まったわが国の産学連携は第２ラウンドに入った。今、産
学連携を推進する人材の確保と品質が問われている。例えば、ベンチャー支援に
対する日米の違いは、その志に共感して集まる人たちの質の違いだ。わが国では、
未知の可能性に賭けるより安定した大企業を選ぶ風土がいまだに根強い。知的財
産本部、TLO、大学発ベンチャー等がそのミッションを達成するための国家的な人
材戦略が望まれる。民間からも声を上げなければならないが何よりも当事者であ
る大学、なかんずく学長からの切実な声が必要だ。　　　　　　　　　（平尾委員）

★今朝の新聞の歌壇の一首目は「晩年は今かもしれず落ち葉降る道に色なき風浴
びて佇つ」。「晩年」は本人にもわからない。科学者である選者の永田和宏氏は
「ひょっとしたら今が、と思わせるまでに落ち葉の秋がさびしいのか」と評してい
る。翻って産学官連携。多くの領域で着実に、深く浸透しつつあるにもかかわら
ず、関係機関のいら立ち、焦りは強い。中央省庁の施策、予算に大きく左右され
る側面があるからである。産学官連携をライフステージに例えると、いま、どこに
立っているかが判然としないという点では、引用した短歌に通じるところがある。
　変化は激しいが、今も生きているメッセージを過去３年間の記事から拾い、今
月号に掲載した。産学官連携の不易と流行とは―。お屠蘇相手に考えてみようか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （登坂編集長）
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