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 はじめに 

 企業にとって、新たな新商品を開発し市場に投入していくこと、顧客・市場からの要望

に応えて様々な商品の改良・改善を行っていくことは、事業を進める上で、重要な柱とな

っています。しかし、そうした事業活動の中で、どうしても自社では乗り越えられない課

題に直面した時に、他者との連携による協力体制を構築することが１つの解決手段となり

ます。 
 企業同士のいわゆる産産連携では、お互いの強みがうまく合致すれば、課題に対してス

ピーディーに解決を図ることが可能になります。しかし、課題によっては基礎的研究から

のアプローチが必要な場合があり、その際は豊富な基礎情報や研究環境が必要で、企業だ

けでは対応が難しいケースもあります。 
 そうした課題の場合、大学等各研究機関には、豊富な情報と高度な研究機器、スタッフ

など充実した研究環境が整備されており、いわゆる産学連携による研究体制が最良の手段

になるものと考えられます。 
 本冊子では産学連携がどういう状況、どういう体制であれば、最も効果的であるかとい

うことを考える上での一助となり、産学双方がより良い関係で連携ができることを期待し

ております。 
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 各大学では、企業からの様々な質問、依頼に対応するために「技術相談」「科学技術相談」

などのサービスを提供しています。技術相談では、まずは相談したい内容を「技術相談申

し込み用紙」に記載して、各大学の窓口に提出することからはじまります。詳細な内容を

産学連携担当の窓口担当者（コーディネータ等）が直接にヒアリングし、その内容をベー

スに学内の研究者で本相談内容に対応できる研究者がいるかどうか探索します。該当する

研究者が見つかれば、後日、その研究者と相談企業が面談をするという仕組みです。面談

の場では、研究者に直接に質問、課題等を相談できるので、研究者が基礎的情報として持

ち合わせている範囲内で、アドバイス等がもらえることもあります。こうした相談は、現

在のところ原則無料で対応しているケースがほとんどですが、相談内容によって現地訪問

が必要な場合などは別途実費が必要な場合もあります。詳しくは、各大学に直接お問い合

わせください。 
 技術相談において企業と研究者が意見交換を十分に行った上で、双方に研究開発のため

の費用が発生する場合、知的財産権の発生する可能性が高い場合は、共同研究にステップ

アップして行くことができます。 
 

 

 

 

まず技術相談からスタート 

企業 研究者
産学連携

窓口
（地共センター等）

①相談 ②依頼

③承諾

④研究者
紹介

面 談

各大学各大学各企業各企業
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各大学の技術相談申込書の様式および申込先 

 
徳島大学 
産学連携研究企画部 
TEL：088(656)7592 FAX：088(656)7593 
E-mail：center@ccr.tokushima-u.ac.jp 
相談申込書ダウンロード先：http://ccr.ccr.tokushima-u.ac.jp/sgk/gs.html 
 
香川大学 
地域開発共同研究センター 
FAX：087(864)2549（ＦＡＸで申し込み） 
相談申込書ダウンロード先：http://www.kagawa-u.ac.jp/ccrd/ 
 
愛媛大学 
産業科学技術支援センター 科学技術相談室 
TEL：089(927)8819 FAX：089(927)8820 
E-mail：soudan@ccr.ehime-u.ac.jp 
相談申込書ダウンロード先：http://www.ccr.ehime-u.ac.jp/ccr/11.shtml 
 
高知大学 
国際・地域連携センター 産学官民連携部門 
TEL：088(844)8555 FAX：088(844)8556 
相談申込書ダウンロード先： 
http://www.ckkc.kochi-u.ac.jp/%7Eckkc0001/counsel/index.html 
 
高知工科大学 
産学連携本部研究支援部 
TEL：0887(57)2743 FAX：0887(57)2366 
E-mail：renkei@ml.kochi-tech.ac.jp 
相談申込書：様式自由 
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① 大学は基礎的な研究を確実に進めることが目的 

大学の持つ自由な研究環境から、まったく予想をしない新規な発想が生まれてくるこ

とを過度に期待されがちですが、むしろ、大学の強みはしっかりとした基礎知識・情報

に基づいて再現性のある技術を確立していくことがキーテクノジーです。初めから偶発

的な成果（いわゆる発見）に期待をして研究を依頼することはミスマッチの要因となり

ます。 
 
② 技術的バックグラウンドをもった上で 

大学の教員は、企業と研究開発を進める上で、自身も知恵と技術を提供しますが、企

業側からの現場のニーズや情報、技術提供があってこそ、その研究開発が成功につなが

ると考えています。企業が何の技術も情報も持たない、「お金を払うからお任せします」

という形（いわゆる「丸なげ」）の研究依頼は、大学教員が得られるものがなく、産業界

では当たり前の「ギブ アンド テイク」の関係が崩れた一方的な外注（アウトソーシン

グ）業務になってしまいます。また、大学教員は企業側の研究に対する考えがよく分か

らないままに開発を進めてしまい、最終的には、「こんな成果をお願いしたのではない」

という結果になってしまいます。従って、依頼する研究テーマについて、少なくとも技

術的バックグラウンドがないと共同で研究を進めることは難しい状況です。技術的バッ

クグラウンドを持った上で、大学とどのような共同研究をしたいのか社内で十分に検討

しましょう。 
 
③ 技術情報を収集しておきましょう 

相談を持ち込む前にできる範囲の技術的な情報収集は済ませておきましょう。あまり

にも予備知識がないのでは、研究に対する熱意を疑われかねません。 
研究開発を進める上で、先行技術を調査することは重要です。すでに他社で同様な技

術開発を進めている研究、大手企業がすでに着手している研究などは、すでに資金力や

開発力で後発ということになり、事業化の見通しが相当に難しい状況と考えられます。

また、開発を進める上でのその置かれている環境を知らないで研究開発費を投じること

は、結果として無駄な投資となってしまいます。 
さらには、企業が大学に相談に行った時に、何の情報収集もせず教員と話をしても、

話はかみ合わず、ホントにこの開発を進めたいのだろうかという熱意そのものが伝わら

ないことも想像されます。 
 

 

ポ イ ン ト ① 
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④ 具体的な段階で技術に関することを相談 
よろず相談や夢や願望など具体的に何も進んでいない話をしても、漠然としすぎて論

点が絞れず、結果として、対応できる教員が見つからないということがあります。まず

は、会社の中で相談したいポイントを絞り、「ここまでやったが、こういう課題に直面し

た」というような具体的な段階で技術の相談をしましょう。 
また、組織対組織の事務的な交渉事として大学との連携を進めるのではなく、企業の

代表者や開発担当者（個人）が教員（個人）に対して、自身の研究開発に対する熱意を

伝え、テーマに対する関心を一緒に共有してもらえるよう訴えかけていく姿勢が必要不

可欠です。 
 
⑤ 大学ブランド（お墨付き）を目的にしない 

大学のネームバリューを当てにして、自社商品の価値を大学ブランド（お墨付き）に

求めようとするケースは、大学が受け入れることはありません。あくまでも研究者個人

（教員）の研究をやりたいという熱意と研究者としての探求心を満たすことができるテ

ーマであることが前提条件であり、その結果としてうまく研究開発が成功すれば、大学

としても自信をもって共同開発者であることを公言できます。 
 

 
＜技術相談の良例１＞ 
「我が社で、○○装置の開発を進めてきたが、ブレーキ機構の耐久性がどうして上が

らない。各情報（論文等）を収集したところ、耐摩耗性を向上させるためにダイヤモ

ンドをコーディングする技術があることを知った。この技術について対応してもらえ

る先生を紹介して欲しい。大学の HP で調べたところ○○先生はご専門ではないだろ

うか。」 
 

『解説』 
上述の技術相談ポイントとして挙げた自社としてできる限りのことはしてきており、情

報収集もしっかりされています。相談のポイントも具体的で、さらに大学のことも下調べ

をしてきておられる状況から教員も相談が受けやすい事例です。 
 
 

＜技術相談に応じにくい例１＞ 
「我が社では、○○装置のようなものがあれば、役に立つと考えていて、顧客ニーズ

も掴んでいる。誰か○○装置を作ってくれそうな先生はいないか」 
『解説』 
会社として、顧客ニーズを調査する以外の自助努力をほとんどされずに、夢の段階で持

ち込んでしまっています。全部をお任せという感じで、相談ポイントが絞れていないので、

どの専門家がよいのか判断しかねる状況です。このようなケースの場合、学内で関心を持

ってくれる教員を見つけることは難しい事例です。 
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＜技術相談に応じにくい例２＞ 
「我が社では、○○装置を開発したが、どうも市場受けが悪い。顧客の信頼を得るた

めにもぜひとも大学の知恵を借りたい。先生をどなたか紹介してくれないか。」 
『解説』 
開発はすでに完了しており、研究要素がほとんどない状況と考えられます。この時点で

すでに教員として関心が持ちにくい状況です。さらに、全体的な話として要は大学のネー

ムバリューのみを期待している印象があり、このような場合は、そもそも教員を紹介して

もらうこと自体が困難な事例です。 
 

       
 

 
 
 
 
大学等の研究者や研究シーズの情報をどうやってキャッチしていくのか？ 
 

 
 
 大学と気軽に付き合うと言われてもどうするのかという疑問を持たれるかもしれません

が、大学も企業とフランクなお付き合いをしたいという希望から、たとえば下記のような

機会を積極的に作っています。大学側が一歩、歩み寄ってきているこのような機会に企業

側も一歩踏み入れることから始めてみてはいかがでしょうか。 
 
① 大学では、学内外においてさまざまな展示会・交流会を開催しております。そういう機

会を捉えて、積極的に足を運んでみてはいかがでしょうか。開催案内等については、各

大学の産学連携窓口に問い合わせをすれば、気軽に対応いただけます。 
 

      

 

大学との関係は気軽なお付き合いからスタート

ポ イ ン ト ② 
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② 大学の教員を講師として会社に招いてみてはどうでしょうか。大学側でもこうしたサー

ビスは積極的に取り組んでおり、社員や関係会社などが集まる機会があれば、企業とし

て関心のあるテーマ、今後取り組みたいテーマなどについて講演をしてもらうことが可

能です。大学に希望したい分野の専門家派遣をお願いすれば、快く対応をしてもらえる

体制もできています。こうした機会を通じて大学教員との縁ができ、研究に発展してい

くケースもあります。 
『参考』出前講演の費用については、相場観として旅費と薄謝で十分と大学側でも認識しています。ただし、出張

コンサルティングではないので、講演の場で自社の個別具体的な課題に対して助言・指導を仰ぐことは、講師の先

生にご迷惑となります。技術指導を受けたい場合は、所定の契約が必要です。 

 

    

 
 

インターネット情報を活用しましょう  

 
① 教員紹介・教員研究紹介 
徳島大学 
「教育研究者総覧」http://utopian.ait230.tokushima-u.ac.jp/Souran/ERD/index.html 

香川大学 
「研究者総覧」http://koho.kagawa-u.ac.jp/ 

交流会

学会

協力会

研究会

勉強会

出前講演会

出前講演会

出前講演会

出前講演会

出前講演会

積極的に大学が産業界関係者が集う場に出向き、
産・学対話の場を個別に提供

じっくりと企業が大学教員と付き合う場づくり  
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愛媛大学 
「教育研究者要覧」http://kenqweb.office.ehime-u.ac.jp/yoran/ 

高知大学 
「研究者総覧」http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/ 

高知工科大学 
「教員一覧」http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_J/prof/index.html 
 

 上記ＨＰの中には、キーワードによる検索などもできるページもあり、企業として興味

のある研究者を網羅的に探索することも可能です。 
 
 
② 研究者との交流会・技術シーズ展示会など 
各大学の産学連携担当窓口の新着情報を参照 

徳島大学 

「知的財産本部産学連携研究企画部」http://ccr.ccr.tokushima-u.ac.jp/ 
香川大学 

「地域開発共同研究センター」http://www.kagawa-u.ac.jp/ccrd/ 
愛媛大学 

「産業科学技術支援センター」http://www.ccr.ehime-u.ac.jp/ccr/ 
高知大学 

「国際・地域連携センター」http://www.ckkc.kochi-u.ac.jp/ 
高知工科大学 

「産学連携本部研究支援部」http://www.kochi-tech.ac.jp/ 
 
 
③ 特許紹介 
下記の大学では、大学の保有特許に関する情報を公開しております。 

徳島大学 
「保有特許情報」http://wwwip.ccr.tokushima-u.ac.jp/servlet/ 
 ※未公開も含む 

愛媛大学 
「保有特許情報」http://www.ccr.ehime-u.ac.jp/ccr/24.shtml 

高知大学 
「公開特許情報」 

http://www.ckkc.kochi-u.ac.jp/%7Eckkc0001/chizai/kokai/index.html 
「未公開特許情報」 

http://www.ckkc.kochi-u.ac.jp/%7Eckkc0001/chizai/mikokai/index.html 
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上記以外でも科学技術振興機構（ＪＳＴ）が全国の大学等研究機関の技術移転可能な特

許情報を無料で検索できるデータベースを提供しております。 
「Ｊ－ＳＴＯＲＥ」http://jstore.jst.go.jp/ 
 キーワード検索などの機能が充実しておりますので、広く探索をしたい場合に活用でき

るサイトです。 
 
公開特許については、下記ホームページにて特許庁が情報提供をしております。 

「IPDL（特許電子図書館）」http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl 
IPDL は、どなたでもお気軽にご利用いただける無料の特許検索システムですが、各県

に設置されております発明協会には、専門のアドバイザー（特許情報アドバイザー）が常

駐しており、システムの利用方法について、相談・指導を行っております。特許検索で先

行している技術の調査がしっかりとできる事も企業として、１つの強みとなります。お気

軽にご相談ください。 
 

特許情報アドバイザー連絡先 

 
徳島県 

徳島県知的所有権センター（徳島県立工業技術センター 内）  
〒770-8021 徳島市雑賀町西開１１－２  
TEL：088-669-0117／FAX：088-669-4711  
  
香川県 

香川知的所有権センター （社団法人発明協会香川県支部 内）  
〒761-0301 高松市林町２２１７－１５ 香川産業頭脳化センタービル２Ｆ  
TEL：087-869-9005／FAX：087-867-9365  
  
愛媛県 

愛媛県知的所有権センター（社団法人発明協会愛媛県支部 内）  
〒790-1101 松山市久米窪田町３３７－１ テクノプラザ愛媛  
TEL：089-960-1489／FAX：089-960-1106  
  
高知県 

高知県知的所有権センター （高知県工業技術センター 内）  
〒781-5101 高知市布師田３９９２－３  
TEL：088-845-7664／FAX：088-845-7665  
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 共同研究制度は、大学が企業等外部の機関から研究者や研究経費を受け入れて、教員

と企業の研究者が「対等の立場」で共通の課題について共同して研究を行うことにより、

優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。共同研究を行うことで、研究成果を

企業に還元し、企業はさらなる事業化を促進し、一方で大学は産業界の社会ニーズ、市場

ニーズを把握し、さらなる研究を進める上での情報源の１つにします。 
 共同研究は産学双方が研究過程を通じてお互いに情報交換を積極的に行い、ステップア

ップしていく場であるため、教員自身も企業から社会ニーズ、市場ニーズを学び、自身の

研究がどう社会で役に立っていくのか、どう研究を進めれば市場が望むものになっていく

のかを知る機会になり、その情報を今後の研究開発にフィードバックさせることが可能に

なります。 
 
＜共同研究のメリット＞ 
① 大学の先端的な研究装置が活用できる。 

（自社の研究設備投資を抑制できる。） 
② 大学の技術・知識を吸収できる。 

（自社の研究者の人材育成ができる。） 
③ 税法上の優遇措置が受けられる。 

（大学との共同研究に支出した試験研究費の一定割合が法人税額から控除される。） 
④ 対外的な信用を向上できる。 

（中立的な研究機関が関わることで、研究開発に対する信用度が上がる。） 
 

共同研究の費用 

【大学側】 
経常経費 担当教員給与、施設・設備使用料等 

【企業側】 
直接経費 研究に必要な消耗品費、備品費、補助員等協力者の謝金、旅

費等 
間接経費 直接経費×（０～３０％）※１ 

※１大学により間接経費は異なります。 
研究員派遣費 １名につき年間４２万円 ※２ 

※２研究員を派遣しない場合は不要です。 
 
（例）研究に直接必要な経費が 100 万円で、研究員を 1 名派遣する場合。間接経費は 10％。 

 申込金額：１００万円＋（１００万円×１０％）＋４２万円＝１５２万円 
 

 
共同研究とは 
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企業企業 大学大学

①会社の技術的課題を相談

②対応可能な教員と面談（技術相談）

③共同研究に向けた研究計画を相談

④共同研究申込書の提出

⑤共同研究の受け入れ決定通知

⑥共同研究契約書の締結

⑦共同研究費の納付

⑧共同研究員の派遣（必要に応じて）

共同研究開始

研究

集中研究型

分担研究型

研究 研究

教員 研究員

教員

研究員
派遣

大学

大学

企業

企業

緊密な
情報交換

同じ研究テーマ
を相互で分担

大学側に企業側の研究
者が赴き、教員と研究
者が一緒に研究開発

共同研究締結 
までの流れ 

共同研究形態 
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各大学の共同研究申込書の様式およびお問い合わせ先 

 
徳島大学 
産学連携研究企画部 
TEL：088(656)7592 FAX：088(656)7593 
E-mail：center@ccr.tokushima-u.ac.jp 
共同研究申込書ダウンロード先：http://ccr.ccr.tokushima-u.ac.jp/kd/kd.html 
 
香川大学 
研究協力グループ 
TEL：087(832)1314   FAX: 087(832)1319 
E-mail：sangaku1@jim.ao.kagawa-u.ac.jp 
共同研究申込書ダウンロード先：http://www.kagawa-u.ac.jp/itwinfo/i20/ 
 
愛媛大学 
研究協力部社会連携課外部資金チーム 
TEL：089(927)8826 FAX：089(927)8820 
E-mail：sangaku@stu.ehime-u.ac.jp 
共同研究申込書ダウンロード先：http://www.ccr.ehime-u.ac.jp/ccr/14.shtml 
 
高知大学 
国際・地域連携センター 産学官民連携部門 
TEL：088(844)8555 FAX：088(844)8556 
共同研究申込書ダウンロード先： 
http://www.ckkc.kochi-u.ac.jp/%7Eckkc0001/research/index.html 
 
高知工科大学 
産学連携本部研究支援部 
TEL：0887(57)2743 FAX：0887(57)2366 
E-mail：renkei@ml.kochi-tech.ac.jp 
共同研究申込書：直接にお問い合わせください。 
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① 共同研究は大学へのお任せ（丸投げ）では、ほとんどのケースの場合、企業側が思う成

果に繋がりません。自社も一緒になって研究開発に関与し、つねに産学協同で研究が進

む体制を作りましょう。 

 

② 大学は、じっくりと研究を進めるコツコツ型の研究体制であり、成果についても万に一

つという結果では成功と考えていません。他方、企業はスピード重視で、１度でも成功

すればその成果を存分にＰＲしたいと思われることと思います。このように双方の考え

方に相違がありますので、企業論理で大学に理解を求めてもそもそも無理があります。

しかし、大学は確実でかつ信頼性のある成果を返してくれることが売りであり、そうし

た結果を求めたい場合には、大学側の論理を理解して共同研究をする心づもりが必要で

す。十分に時間的な余裕をもって研究計画を協議し、依頼しましょう。 

 時間的余裕をもった十分な調整 

    コーディネータを介した円滑な調整 

 
③ 大学との共同研究では成果だけを求めるのではなく、研究を通じて、大学の専門知識を

積極的に吸収する機会が得られることがポイントです。せっかくの機会ですから大いに

大学教員を訪問し、意見交換・情報交換をしっかりとしましょう。 

産学双方がともに汗をかくことが成果に繋がる一歩

企業 大学

強固な
連携

 

共同研究を効果的に進めるために 

ポ イ ン ト ③ 
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共同研究は人材育成の１つです！ 

 共同研究において、成果だけを求めるのはせっかくの研究投資が生かしきれていません。

共同研究の過程で、企業の研究者がスキルアップして、その人材が会社に戻り得られた成

果を自力で次のステップにつなげていける体制を作れることが共同研究の最大のメリット

です。 

 
         
④ 共同研究を進める際に、企業側が秘密の漏洩を懸念し、特に担当教員との付き合いがあ

まり長くない場合などは、情報を出し惜しみして、結果的に思うように共同研究が進め

られないケースがあるようです。信頼関係に疑問を感じるのであれば、共同研究に拙速

に進むことはさけるべきですし、一旦共同研究がスタートした暁には、しっかりとした

契約も取り交わしているので、産学双方が信頼関係を持って、研究上必要な情報はでき

る限り提供しあう関係を築くことが、良い成果に繋がるポイントとなります。 
 

 しっかりとした信頼関係の構築 

 
⑤ 大学は困ったときの知恵袋という考え方もありますが、大学教員がいかに優秀でも、い

きなり初対面で問題を提示されても、そんなにやすやすと問題解決を図れるものであり

ません。たとえば、病気になった時に、その時になって電話帳で調べて病院に行くとい

うケースよりは、むしろ普段からおつきあいのある担当医の方を頼られることと思いま

す。大学の活用も、普段からのお付き合いの中で会社の担当医的存在として親交を深め、

会社やお互いの人となりを知ることで、いざという時に頼りになるはずです。火の車に

なってからの駆け込み寺的な活用で、思うような結果が出てこないケースをよく耳に致

しますので、できるだけ早期な段階から大学とのお付き合いをスタートされることも重

要なポイントと考えられます。 

 

 大学で知識・技術を吸収 会社に戻って大学で学んだ技術を活用 
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 共同研究では産と学が二人三脚で開発を進めることが必要不可欠となっていますが、開

発に携わった以上、最終商品まで大学が一緒にお付き合いをしてくれるのかというと、事

業化の最終段階は企業の自助努力が必要です。大学の研究者の立場からみると、商品を市

場に投入することが研究の最終目標ではなく、研究過程を通じて共同で培ったものを次の

研究に生かして、新たなイノベーションを生み出していくことが研究者としての使命であ

るため、一緒に開発を進められる段階としては、最終でも試作品（プロトタイプ１号機）

までとお考えください。 
 企業側からみると試作品では、コスト的な課題、顧客にアピールできるデザイン的な課

題、操作性・利便性などユーザビリティー的な課題が残っている段階であり、まだまだ市

場に出せるような代物ではありませんが、上述のような課題になるとむしろ企業が培って

きた技術ノウハウが生かされる段階です。また、大学には商品の販売経験や商品そのもの

を製造したことがないので、こうした最終段階で商品イメージを大学教員に共有してもら

うことは至難です。さらには、事業化一歩手前となってくると、開発スピードがさらに加

速していき、他社よりも少しでも早く市場投入することが商売の戦略となってきます。そ

の段階になって、大学にさらなるスピードアップを求めても、もともと研究開発だけでな

悩み・問題

相談
コーディネート

研究

成果

問題が起こってからの産学連携

タイトな
スケジュール

成果に不満

自社で解決できない問題が発生 

↓ 

大学の産学連携窓口に相談 

↓ 

対応を了解してくれた教員といきなり面談 

とにかく急ぐとの申し出により早急な契約手続き 

↓ 

タイトスケジュールの中で研究 

↓ 

大学教員は懸命に試行錯誤をするが、結局、短時間

でしかも付き合いのなかった企業のニーズとなると

意向に沿った結果を充足させることは至難 

 

共同研究でできる範囲 

ポ イ ン ト ④ 
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く学生の指導や授業との並列作業で共同研究は進められるために開発スピードには自ずと

限界があります。こうした状況で、なおも産学連携を続けると、双方がストレスを感じ始

め、結果として思うような成果に結びつかないこととなります。 
 

 

企業のエフォート（研究寄与度）

新技術
の原理
を開発

新技術
を商品
に応用

デザインの検討
コストの削減

使いやすさの検討

新製品
の開発
スタート

新製品
市場投入

大学のエフォート

研究フェーズが進むにつれて低下

研究フェースが進むにつれて増加

企業が主体的に開発
に取り組む段階

 

基礎研究期 応用研究期 改良期 市場安定期

死の谷

ダーウィンの海

グラフの傾き：開発スピード

大学が研究開発を得意とする段階

共同研究開発が難しい段階

研究開発の流れ

市場投入
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Ｑ１．特許の取り扱いはどうなるのでしょうか？ 
Ａ１．共同研究において成果が生まれた場合は、特許を出願することが大学でも一般的な

考えとなってきております。その場合、共同で研究開発したものであるという観点から原

則、共同研究企業と大学の共同出願となります。また、出願費用については、企業と大学

で協議の上、決定されますが、現状では企業側が負担をされるケースが多くなっています。 
※ 特許の取り扱いについては、ケースバイケースで対応が案件毎に異なりますので、共同研究お申し込

みの際には各大学担当者と十分にご相談ください。 

 
Ｑ２．共同研究をする上で、企業秘密はしっかりと守ってもらえるのでしょうか？ 
Ａ２．共同研究を行う場合、申し込み企業と大学間で共同研究契約書が締結されます。そ

の契約書上にしっかりと秘密保持に関する条項も盛り込まれており、その遵守を双方が代

表者名にて確約することとなります。双方が合意した秘密保持期間においては、研究内容

をしっかりと守秘することを大学では徹底しておりますので、情報漏洩の心配はないもの

とお考えください。ただし、すでに既知の情報、特許の出願が完了した内容については、

共同研究企業の了解の下、論文等に掲載をする場合がございます。その都度、大学担当者

とよくご相談ください。 
 

 

 

参考：秘密保持契約について 

共同研究を検討する場合、双方がある程度の秘密情報を含む意見交換が必要な場合

があります。その際は秘密保持契約書を双方で締結し、共同研究を締結するまでの間

の秘密保持を徹底しております。なお、秘密保持契約は秘密情報（たとえば未公開特

許情報等）を含む情報交換、意見交換が目的となっておりますので、秘密保持契約だ

けで研究開発を行うことはできませんこと注意ください。また、共同研究を締結する

か否かの協議についてもあまり間延びしすぎると研究者のモチベーションの低下が

懸念されますので、概ね２ヶ月以内には正式な契約の是非を判断することがベターで

す。 

 

共同研究においてよくある質問 
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Ｑ３．学生に共同研究を手伝ってもらうことは可能でしょうか？また、その際の守秘義務

はどうなるのでしょうか？ 
Ａ３．企業の了解の下、学生が共同研究に関与することは可能です。ただし、学生は大学

の職員ではないので研究開発の協力者という立場になり、謝金が原則必要となります。ま

た、情報の守秘義務については共同研究契約書では、大学の雇用者という立場ではないの

で、担保されません。一般的には担当教員の指導の下、秘密保持に努めるという担当教員

と学生との合意を取り交わした上で研究に参加することとなります。秘匿性が極めて高い

研究開発については、学生を参加させることは避けることがベターです。さらに、学生を

含め国民一般の権利として「職業選択の自由」を憲法第２２条により保証をされており、

研究に関与した学生が卒業後、仮に同業他社に就職することになっても、それを妨げるこ

とはできません。 
 
Ｑ４．共同研究費はどのくらい必要なのでしょうか？ 
Ａ４．研究内容により大きく異なるため、一律の料金設定はありません。研究内容を担当

教員とよく協議した上で、必要経費を見積もってもらい、それから研究規模、期間などを

調整することで自社の捻出できる予算に合わせていく方法もあります。ただし、研究内容

によってはどうしても特定の規模以上、特定の回数以上の検証が必要なケースも考えられ、

やみくもに予算を縮小すると研究成果が出ないことも予想されるので、ご注意ください。 
 
Ｑ５．共同研究は申し込み後、どれくらいの時間で研究がスタートできますか？ 
Ａ５．約１ヶ月～１ヶ月半程度というのが一般的なようです。共同研究の開始日は、厳密

には共同研究費が企業から大学に納付された日の翌日となりますが、共同研究の中身自体

はすでに相談を持ちかけた時点よりスタートしているとも考えられます。なお、研究開始

日が、特許上重要なポイントとなるケースもありますので、開始日を指定したい場合は、

十分に余裕をもってお申し込みされることをおすすめします。 
 
Ｑ６．共同研究費を支払う上で、間接経費も計上されたが、その経費は何のための必要な

のでしょうか？ 
Ａ６．間接経費は、共同研究契約の締結業務に携わる職員の経費や大学・研究者の研究環

境整備（研究機器の保守・管理など）のために活用されています。共同研究をより円滑に

進めるために必要な経費として計上されていますので、ご理解をお願い致します。 
 
Ｑ７．共同研究より奨学寄附の方が手続きが簡単で研究はやりやすいと聞いたが、そうな

のでしょうか？ 
Ａ７．奨学寄附金での研究はおすすめしません。寄附は大学から何の見返りも期待しない

ことを前提としてのボランティア行為です。契約行為ではありませんので、企業が対価に

対して成果を求めること自体がそもそもできませんし、教員の方も研究成果を返すという

責務を負いません。 
 企業と教員が、社会的道義（いわゆる口約束）の下で、寄附により研究開発を進め、研

究終了後、特許の取り扱いや成果そのものに対してトラブルが頻繁に発生をしております。 



 - 19 -

 契約がないので（申し込みのみ）手続きが簡便で、資金自体も自由度があって活用しや

すいという点もあり、特に大学教員側から寄附を提案するケースがまだありますが、特許

および成果をしっかりと確保するためにも共同研究等のしっかりとした契約手続きを取れ

る制度を活用されることをおすすめします。 
 
 

共同研究の成功事例 
 A 社は、新事業の拡大のために新たに健康機器の開発プランを B 大学に持ちかけ

て、画像処理技術を専門とする情報系の教員との共同研究を開始することとなった。

A 社は以前、当該教員とは別のテーマで研究開発を共にした経験を有しており、当

該教員との信頼関係を築いていたことが、円滑なマッチングに繋がった。 
その研究開発では、A 社は社員１名を研究員として派遣し、画像処理技術の習得に

努めさせた。研究終了後、会社に戻ってきた社員は、研究成果を事業化に結びつけ

るために社内で研究改良を重ねていくが、途中で会社を休職することとなり、大学

で学んだ技術を別の社員に引き継ぎをすることとなった。引き継がれた社員は、前

任者の研究開発をねばり強く続け、数年の歳月の後に新商品の開発に成功した。 
『解説』 
本研究開発での成功のポイントは２つあり、共同研究を行った教員との間に以前より面

識ができており、両者の間に当初から信頼関係が構築されていたことと、２つめは成果と

合わせて社員を共同研究の中で育成したことにより、共同研究終了後も研究改良をどんど

ん行うことができ、企業がねらっていた事業化の目標を自社努力で最後は乗り越えること

ができたことにあります。 
 

共同研究の失敗事例 
 B 社では、ある機械装置の研究開発を進めていた時に、開発の一部について C 大

学の電気系の先生と共同研究を行うこととなった。先生の紹介は、各大学に設置さ

れている産学連携の窓口を通じて行われたが、当該教員とは初対面であった。研究

開始後は、大学の方で当初計画した研究を進めていたが、特に企業からもその後の

問い合わせ等はなく、そのまま研究終了となった。終了後、大学から当初計画した

内容に関して企業側に成果を報告したところ、依頼企業から対価に見合わない成果

であるという強い不満があがった。 
『解説』 
本研究開発の成果が思わしくなかった理由としては、企業側が大学に、ほぼ丸投げの状

況で依頼したままとなったことが１つにあります。大学側も依頼された研究は精一杯取り

組んだはずですが、研究過程で企業側と検討をする機会がなかったので、大学の学術的探

求の方が優先されて、事業化に向けた開発から自然とかけ離れたものになってしまったと

思われます。また、産学連携窓口のコーディネートにより円滑に共同研究まではたどり着

けたものの、仲人に任せきりの状況もあったせいか、当事者同士の意思の疎通が思うよう

にできず、初対面ということもあり、企業側も教員に遠慮して最後まで希望をうまく伝え

られなかったところもあったと予想されます。 
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 技術相談・共同研究に関する総合窓口 

徳島大学 

〒770-8506 徳島県徳島市南常三島町２－１ 
知的財産本部産学連携研究企画部 
電話：088-656-7592 
FAX：088-656-7593 
E-mail：center@ccr.tokushima-u.ac.jp 
HP：http://ccr.ccr.tokushima-u.ac.jp/ 
 

香川大学 

〒761-0396 香川県高松市林町 2217-20 
地域開発共同研究センター 
電話：087-864-2522 
FAX：087-864-2549 
E-mail：ccrd@eng.kagawa-u.ac.jp 
HP：http://www.kagawa-u.ac.jp/ccrd/ 
 

愛媛大学 

〒790-8577 愛媛県松山市文京町３番 
産業科学技術支援センター 
電話：089-927-8819 
FAX：089-927-8820 
E-mail：center@ccr.ehime-u.ac.jp 
HP：http://www.ccr.ehime-u.ac.jp/ccr/ 
 

高知大学 

〒780-8520 高知県高知市朝倉本町 2-17-47 
国際・地域連携センター 
電話：088-844-8555 
FAX：088-844-8556 
E-mail：ckkc0001@ckkc.kochi-u.ac.jp 
HP：http://www.ckkc.kochi-u.ac.jp/ 
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高知工科大学 

〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口 185 
産学連携本部研究支援部 
電話：0887-57-2743 
FAX：0887-57-2366 
E-mail：renkei@ml.kochi-tech.ac.jp 
HP：http://www.kochi-tech.ac.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 四国全体で、網羅的に貴社にマッチする技術シーズを探したいという時や産学官連携に

関する一般的なご相談等ございましたら、下記（当局）宛お問い合わせください。四国内

の大学と協調しながら、情報提供等のお手伝いをさせていただきます。 
 どうぞお気軽に当局もご活用ください。 
 
 
 

 
【本冊子に対するお問い合わせ先】 
 〒760-8512 香川県高松市番町１－１０－６ 

経済産業省四国経済産業局 
地域経済部産学官連携推進室 

林・河瀬・池上 
電 話：０８７－８３１－３２４３ 
ＦＡＸ：０８７－８３１－５９２３  

  
 


