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はじめに 

 

現在、世界的規模での要請を背景として、環境、安全・安心を切り口とした新商品、サ

ービスの新たな展開が求められています。これに対応するため、我が国の全産業が各分野

での新技術開発、新事業創出が極めて重要な課題となってきています。しかしながら、こ

れら各分野における新事業創出等には、より複合的、業種横断的な知識、ノウハウの結集

が益々必要であると指摘されているところです。 

 幸い関西地域には、大学や公設試験研究機関などの知の創造拠点や優れた技術を有する

モノづくり中小企業、新しいニーズを媒介する商社など、多様な主体が存在しています。 

 関西地域のグローバル事業展開を行う中堅・中小企業にとっては、これらポテンシャル

を有効かつ効率的に活用し、これまで以上に「産学連携」の積極的かつ有効な連携を通じ

て新たな事業展開を獲得することが可能であります。 

 

 調査では、関西地域で「産学連携」の支援等を行っている大学、産学連携支援機関、行

政等の支援実態と課題を明らかにし、関西地域での新たな支援メニューの必要性と効果を

検証することを通じて中堅・中小企業への更なる支援策のあり方、支援機関等間の連携促

進・強化の方向性を明らかにしました。 

 

本報告書は上記調査結果を取りまとめたものです。本報告書が中堅・中小企業を始め関西地域

機械産業の新たな発展につながる「参考資料」となれば幸甚です。 

最後に本報告書をまとめるにあたり、貴重なご意見、ご示唆を賜った「関西産学連携支援研究

会」の委員各位、アンケートおよびヒアリング調査にご協力いただいた支援機関、企業の皆様、更

には調査研究委託先である(株)ダン計画研究所に厚く御礼を申し上げます。 

 

 

 

平成２４年３月 

 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

     会長          伊藤 源嗣 
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本調査の概要 

 

（１）事業名称 

関西地域中堅・中小機械工業の産学連携推進 調査・研究 

 

（２）実施概要 

①産学官連携に係る実態調査 

①－１ 関西の産学官連携支援機関、大学、行政支援施策等の把握 

①－２ 各機関のキーパーソンの把握（コーディネーター） 

①―３ 各支援機関、行政等が実施する事業（イベントを含む）の実態調査 

[主な調査手法]文献調査、簡易アンケート調査、支援機関ヒアリング 

②ニーズ把握 

②－１ 産学官連携実績のある企業事例の抽出・整理 

②－２ 企業ヒアリング（実績企業を中心に潜在的ニーズ企業も対象とする） 

②－３ 企業ヒアリング結果の分析と企業からみた課題抽出 

[主な調査手法]文献調査、企業ヒアリング 

③評価と課題抽出 

③－１ 新たな産学連携事業案の検討 

③－２ 新たな産学連携事業案の必要性に関する評価 

③－３ 実現に向けた連携方策の検討提案 

[主な調査手法]「関西産学連携支援研究会」での議論・評価 

 

（３）調査スケジュール 

 

         半期別 

         月別 

項目 

上半期 下半期 

23

年 

   24

年 

  

８ ９ 10 11 12 １ 2 3 

①産学官連携に係る実態調査         

②ニーズ把握         

③評価と課題抽出         

④研究会の設置、開催  ○  ○  ○  ○ 

⑤報告書まとめ         
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■関西産学連携支援研究会 開催概要 

 

○第 1回研究会 平成 23年 10月 25日 開催 

  ゲストスピーカー 

高橋 俊之氏（近畿経済産業局地域経済部産業技術課産学官連携推進室 室長） 

 講演テーマ  

「産学官連携の現状と方向性」 

 

○第 2回研究会 平成 23年 12月 19日 開催 

ゲストスピーカー 

長谷川 新氏（財団法人大阪市都市型産業振興センター おおさかナレッジフロンテ

ィア推進機構 チーフプランナー） 

講演テーマ 

「産学連携の敷居を下げる体験型勉強会」 

 

○第 3回研究会 平成 24年 2月 27日 開催 

ゲストスピーカー 

久保浩三氏（奈良先端科学技術大学院大学 産官学連携推進本部副本部長・弁理士） 

講演テーマ 

「オープン・イノベーションにおける知的財産管理」 

 

■関西産学連携支援研究会 委員名簿 

 大内 権一郎 神戸大学 産学連携コーディネーター・特命教授 

 松田 文雄  立命館大学 研究部 リサーチオフィス(BKC) 産学官連携コーディネーター 

夏川 一輝  財団法人大阪産業振興機構 統括コーディネーター 

槇山 愛湖  大阪商工会議所 経済産業部 ライフサイエンス振興担当課長 

向井 雅昭  財団法人京都高度技術研究所 事務局長 

畑野 吉雄  株式会社中央電機計器製作所 代表取締役 

 

（事務局） 

一般社団法人 日本機械工業連合会（本部・大阪事務所） 

株式会社 ダン計画研究所 
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調査研究報告書の要約 

 

〔目 次〕 

本論 

はじめに．本調査の概要 

第１章．産学官連携に係る実態調査 

１－１ 文献調査等による関西地域産学連携支援機関の概要 

１－２ 大学における産学連携関連機関へのアンケート調査結果 

第２章．事例・ヒアリング・検討会議論にみるニーズや可能性 

２－１ 既存文献等にみる産学連携事例 

２－２ 産学連携促進に関するニーズ等ヒアリング結果 

２－３ 「関西産学連携支援研究会」における主な検討結果 

第３章．課題抽出と今後の方向性検討 

３－１ 今後求められる産学連携促進機能の整備の方向性 

３－２ 具体的な事業案の検討 

３－３ 今後の取組に向けて 

 

〔要 約〕 

 近年、急速に進展するグローバルな競争環境のもと、わが国企業においても新たな製品

や技術の開発スピードが一層速くなるとともに、これまでと異なる領域との融合や外部資

源の積極的な活用が極めて重要になってきている。 

関西地域には数多くの大学が集積し、これまでにない発想の組み合わせにより、新たな

製品や技術を世に送り出してきた豊富な実績を有し、産学官連携支援の取り組みが活発な

地域である。一方、関西地域には技術力や新たな製品や技術、商品の発想力に優れた中堅

中小企業が集積し、オンリーワン企業やニッチ・トップ企業として活躍している。 

本事業は、関西地域のこれらのポテンシャルを活かし、機械工業における産学連携や産

産連携をさらに促進するための方策を検討することを目的に、関西地域の関連する実態の

把握を目的に実施した。産学支援機関に対するアンケート調査、中堅中小企業等へのヒア

リング調査を実施するとともに、「関西産学連携支援研究会」を設置して検討を行い、これ

らの検討結果を踏まえて、今後の産学連携の支援方策について本報告書にとりまとめた。 
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第１章．産学官連携に係る実態調査 

 

１－１ 文献調査等による関西地域産学連携支援機関の概要 

 

■調査実施概要 

 

 ○手法： 文献調査、インターネット上での公開情報による情報収集 

以下のサイト掲載内容に基づき、関西地域の大学における産学連携支援機関に関する

情報を収集した。 

   ＊産学官の道しるべ((独)科学技術振興機構) 

http://sangakukan.jp/shiendb/scripts/search/SDO001.php 

＊平成 21年度 大学等における産学連携等実施状況(文部科学省) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1296577.htm 

＊Mobioものづくりビジネスセンター大阪  

http://www.m-osaka.com/jp/university/index.html 

＊収集した各機関のホームページを確認 

＊『クリエイション･コア東大阪産学連携事例集』 

（財）大阪産業振興機構、平成 20年 3月 

  

○調査対象大学数： 56大学 

 ※基本的には機械工業に関連がありそうな理工系学部のある大学を主な対象としつつ、

医学部、デザインや芸術系、経営系の学部や、地域連携を名称に持つ支援機関のあ

る大学も含めて把握した。 

 

○調査対象地域 ： 関西地域（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県） 

○調査時期   ： 平成 23年９月 
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（１）産学連携支援機関の数と分布 

調査対象とした関西地域における 56大学（圏外大学で関西地域に拠点を有する大学を

含む）の産学連携支援機関について概観すると、１つの大学に複数の産学連携支援機関

が設置されている例もあり、関西地域には産学連携支援機関は全部で 99 機関が立地し

ている。 

これらの産学連携支援機関の所在地を府県別に見ると、大阪府では 43機関、京都府で

は 20機関、兵庫県 17 機関、滋賀県 8機関となっている。 

 

図表 1-1 関西地域の産学連携支援機関数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）支援機関一覧 

これらの関西地域の産学連携支援機関は、国立が 25機関、公立が 17機関、私立が 57

機関となっている。また支援機関の名称を見ると、産学官連携、産学公連携など「連携」

という名称が付いたものが最も多いが、リエゾン・オフィス、リエゾンセンターなど「リ

エゾン」という名称が付いたものも比較的多く、「ビジネス・イノベーション」といっ

たものも少数ではあるが存在している。名称から察するに、大学と産業界の“つなぎ役”

だけでなく、新たな事業の創出拠点にしていきたいとの大学側の意向や産業界からの期

待感が感じられる。 

また、支援機関はキャンパスごとに設置されていることも多く、一つの大学で複数の

機関が各地に分散している例もみられる。さらに医学部については独立した産学連携の

窓口を有する例もみられた。 
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図表 1-2 関西地域の産学連携支援機関一覧（対象 56 大学） 

（その１） 

No. 大学名 種別 部署名 

1 福井大学 国立 産学官連携本部 

2 福井工業大学 私立 産学共同研究センター（FUTCRC）(研究支援課) 

3 滋賀医科大学 国立 研究協力課 

4 滋賀大学 国立 産業共同研究センター（jrc）（学術国際課） 

5 成安造形大学 私立 附属芸術文化交流センター 

6 長浜バイオ大学 私立 産官学共同研究・事業開発センター 

7 びわこ成蹊スポーツ大学 私立 スポーツ開発・支援センター 

8 立命館大学 私立 
産学官連携戦略本部 理工リサーチオフィス 

リサーチオフィス東大阪 

9 龍谷大学 私立 

龍谷エクステンションセンター REC 滋賀  

龍谷エクステンションセンター REC 京都  

龍谷エクステンションセンター REC 東大阪  

龍谷エクステンションセンター 大阪梅田キャンパ

ス 

10 滋賀県立大学 公立 地域産学連携センター 

11 京都教育大学 国立 企画広報課（事務窓口） 

12 京都工芸繊維大学 国立 
創造連携センター 

研究協力課 

13 京都大学 国立 

産官学連携本部（SACI） 

「医学領域」産学連携推進機構（KUMBL） 医学部

「産学連携オフィス」 

「医学領域」産学連携推進機構（KUMBL） (社)芝

蘭会 産学情報交流部 

地域研究統合情報センター（京大地域研） 

14 京都学園大学 私立 リエゾンセンター 事務室 

15 京都産業大学 私立 リエゾン・オフィス 

16 京都女子大学 私立 連携推進係（受入窓口） 

17 京都造形芸術大学 私立 プロジェクトセンター 

18 京都橘大学 私立 学術連携推進室リエゾン・オフィス 

19 同志社女子大学 私立 教育・研究推進センター 

20 同志社大学 私立 

京田辺リエゾン・オフィス／知的財産センター 

今出川リエゾン・オフィス 

東大阪リエゾン・オフィス 

同志社ローム記念館 京田辺校区総務課（同志社ロ

ーム記念館事務室） 



7 

 

（その２） 

No. 大学名 種別 部署名 

21 佛教大学 私立 
教育研究連携推進センター（事務担当：教育研究連

携推進部 地域連携課） 

22 京都府立医科大学 公立 
産学公連携戦略本部（リエゾンオフィス、知的財産

オフィス） 

23 京都府立大学 公立 地域連携センター 

24 大阪教育大学 国立 学術連携課地域連携係 

25 大阪大学 国立 

産学連携推進本部 知的財産部 

産学連携推進本部 総合企画部 

産学連携推進本部 イノベーション創出部 

レーザーエネルギー学研究センター 

社会連携サテライトオフィス 

26 追手門学院大学 私立 
学長室 リエゾン・オフィス 

ベンチャービジネス研究所 

27 大阪経済法科大学 私立 地域総合研究所 研究所事務室 

28 大阪工業大学 私立 
研究支援推進センター 

リエゾンセンター東大阪分室 

29 大阪産業大学 私立 
産業研究所 

産業研究所産学官連携東大阪サテライトオフィス 

30 大阪商業大学 私立 
リエゾンセンター 

リエゾン・オフィス 

31 大阪電気通信大学 私立 
研究支援室 

地域交流室 

32 大阪成蹊学園 私立 教育研究所 

33 関西医科大学 私立 
大学事務部産学連携知的財産統括課 産学連携知

的財産統括室 

34 関西大学 私立 

社会連携部 産学官連携センター 

社会連携部 知財センター 

産学官連携オフィス 東大阪サテライトオフィス 

35 近畿大学 私立 
リエゾンセンター 学術研究支援部 

リエゾンセンター(KLC) サテライト・オフィス 

36 摂南大学 私立 
地域連携センター 

学長室庶務課 

37 阪南大学 私立 
サテライト・中小企業ベンチャー支援センター 総

務部総務課 
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（その３） 

No. 大学名 種別 部署名 

38 大阪府立大学 公立 

知的財産マネージメントオフィス 

リエゾン・オフィス 

産学官連携機構研究連携推進課（産学官研究連携推

進センター） 

産学官連携サテライト・オフィス 

39 大阪市立大学 公立 

産学連携推進本部・新産業創生研究センター 

大学運営本部 研究支援課 

医学部・附属病院運営本部 事業課 

40 
大阪府立大学×大阪市立

大学 
公立 

府大・市大産学官連携共同オフィス(本部) 

府大・市大産学官連携共同オフィス(分室) 

府大・市大産学官連携共同オフィス(サテライトオフ

ィス) 

41 神戸大学 国立 連携創造本部 

42 兵庫教育大学 国立 教育研究支援部 研究支援課 

43 関西福祉大学 私立 附属地域センター 

44 関西学院大学 私立 
研究推進社会連携機構 

研究推進社会連携機構 社会連携センター 

45 甲南大学 私立 
フロンティア研究推進機構 

ビジネス・イノベーション研究所 

46 神戸学院大学 私立 
国際交流・研究支援センター 研究支援グループ 

ライフサイエンス産学連携研究センター 

47 神戸芸術工科大学 私立 
芸術工学研究所(事業推進課) 

リエゾン・オフィス 

48 姫路獨協大学 私立 
播磨総合研究所 

総務部地域連携課 

49 兵庫大学 私立 
兵庫大学附属総合科学研究所 

事務部学事課 

50 兵庫県立大学 公立 

産学連携センター 企画調整部社会貢献課 

産学連携センター 姫路産学連携センター 

産学連携機構 

51 奈良女子大学 国立 社会連携センター 産学官連携推進部門 
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（その４） 

No. 大学名 種別 部署名 

52 
奈良先端科学技術大学院

大学 
国立 

産官学連携推進本部 ＴＬＯ部 

産官学連携推進本部 ビジネス・イノベーション部 

産官学連携推進本部 産官学連携室 

NAIST 東大阪事務所 産学官連携室 

53 畿央大学 私立 健康科学研究所 総務部 

54 奈良大学 私立 総合研究所（事務窓口） 

55 和歌山大学 国立 
地域創造支援機構 産学連携・研究支援センター 

地域創造支援機構 事務部 

56 和歌山県立医科大学 公立 産官学連携推進本部 

 

出所：以下のホームページ、文献等により作成 

 ＊産学官の道しるべ((独)科学技術振興機構) 

http://sangakukan.jp/shiendb/scripts/search/SDO001.php 

＊平成 21年度 大学等における産学連携等実施状況(文部科学省) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1296577.htm 

＊Mobioものづくりビジネスセンター大阪  

http://www.m-osaka.com/jp/university/index.html 

＊収集した各機関のホームページを確認 

＊『クリエイション･コア東大阪産学連携事例集』 

（財）大阪産業振興機構、平成 20年 3 月 

 

 

（３）文部科学省調査にみる産学連携の動向 

文部科学省が毎年調査を実施している大学等における産学連携等実施状況について、

平成 22 年 8 月 6 日に公表された調査結果をみると、以下の点が「結果概要」として報

告されている。 

同資料によると、景気変動に応じて産学連携の受託金額等の変動がみられるが、平成

21 年度の実績では民間企業との「共同研究件数」は前年度の 14,974 件から 195 件減少

して 14,779件となり、「共同研究費受入額」では、民間企業からの受入金額の割合が全

体の 70.1％を占めるものの、前年度の 339億円から 295億円に減少したと報告されてい

る。「研究費受入額」は平成 20 年度に過去最高に達したものの、平成 21 年度では 13％

減少している。その中で、大学が中堅・中小企業と行った共同研究の件数は 4,268件と

なり、前年度の 4,194 件と比べて 119件の増加となっている。 

この背景には、大手企業における開発予算の削減や、大学と中堅・中小企業との連携

を前提にする公的研究資金の増加等があるものと推察される。 

また、共同研究全体に占める分野別割合では、ライフサイエンスが 29.3％と最も多く、

次いでナノテクノロジー・材料の 16.0％となった。同資料では、「具体的な成果事例を
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見ると、各大学等における産学官連携活動の取組によって健康・長寿、環境・エネルギ

ーをはじめとする様々な課題の解決に資する成果が上がりつつあることがうかがえる」

と報告されている。 

ライフサイエンス分野は世界的な競争の中で、大学の知見が重要な領域であり、遺伝

子治療薬や再生医療等の例にみられるように、新しい研究領域では大学が重要な知的資

源となっているものと考えられる。 

※なお、受託研究については受入金額の内、民間企業が占める割合は 6.8％にとどま

り、独立行政法人や国からの受入金額が 9割近いことから、以下では取り上げてい

ない。 

 

図表 1-3 全国大学における民間企業との共同研究の実績の推移 

単位：件、億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 21 年度 大学等における産学連携等実施状況」文部科学省、平成 22 年 8月 6日 

（回答 947大学） 
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図表 1-4 全国大学における共同研究全体の相手先別受入金額の内訳（平成 21 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 21 年度 大学等における産学連携等実施状況」文部科学省、平成 22 年 8月 6日 

（回答 947大学） 

 

 

図表 1-5 全国大学における共同研究全体の分野別受入金額の内訳（平成 21 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 21 年度 大学等における産学連携等実施状況」文部科学省、平成 22 年 8月 6日 

（回答 947大学） 
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１－２ 大学における産学連携関連機関へのアンケート調査結果 

 

■調査実施概要 

 

○手法： 郵送による送付、回収 

○調査対象機関数： 64機関 

※本調査で把握した 56 大学 99 機関の中から、理工学部や医学部、デザイン関連の学

部を有する大学の産学連携支援窓口で、機械工業に関連の強いとみられる 64機関に

絞り込んで実施した。 

○調査回収数  ： 31機関から回答を得た（回収率 48.4％） 

○調査対象地域 ： 関西地域（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県） 

○調査時期   ： 平成 23年 12月 

○主な調査項目 

はじめに．ご回答機関について（回答機関プロフィール） 

問１．貴機関における産学連携コーディネーターの活動実態について 

・コーディネーターの人数、出身分野、業務経験、経験年数、年齢層 

・産学連携コーディネーターの主な業務範囲 

問２．産業界向けの産学連携事業の内容や頻度 

・産業界の接点となる事業 

・成果が出ている事業内容（記述式） 

・相談対応、セミナーや交流会等の開催頻度 

問３．産学連携重点テーマの有無 

・重点テーマの有無 

・重点テーマ名や取り組み内容（記述式） 

問４．オープン・イノベーションへの取り組みの有無 

・取り組みの有無 

・オープン・イノベーションに関する事業の実績、予定、検討内容等 

問５．課題および求める支援 

・産学連携を進める上での課題 

・「ものづくり」に関連する公益法人等との連携で望む内容 

問６．中小企業との連携事例 

・実績 

・成功事例（記述式） 

・中小企業との産学連携促進に向けた課題等（記述式） 
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（１）大学における産学連携コーディネーターの活動実態について 

 

 ①コーディネーターの属性と業務範囲 

 ＜人数＞ 

回答のあった大学におけるコーディネーターの平均人数は、以下の通りで、専任・兼

任ともに 5人弱となっている。 

○専任： 平均 4.9人 

○兼任： 平均 4.5人 

 

 ＜出身分野＞ 

コーディネーターの出身分野では、最も多かったのは電気電子(15 件、以下すべて件

数で記載)であり、次いで医歯薬・バイオ(12)、機械(11)、化学、材料(10)が続いてい

る。 

 

図表 2-1 産学連携コーディネーターの出身分野（単位：件）  

 

 

＜業務経験・コーディネーター経験年数＞ 

産学連携コーディネーターの業務経験について尋ねたところ、企業出身 22件が最も多

く、次に大学出身 13件となった。公設試出身は 5件、行政出身は 3件であった。 

コーディネーターとしての経験年数は平均 4.1年となった。 
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図表 2-2 産学連携コーディネーターの業務経験（単位：件） 

 

 

＜年齢層＞ 

産学連携コーディネーターの年齢層をみると、60代が圧倒的に多く、20件の回答があ

り、65％を占めた。次いで、50 代(7)、40 代(6)、30 代(4)、70 代以上(3)、20 代(1)と

いう順になっており、若いコーディネーターが少ない状況にある。 

 

図表 2-3 産学連携コーディネーターの年齢層（単位：件） 
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＜主な業務範囲＞ 

産学連携コーディネーターの主な業務範囲については、企業への対応(23)、大学研究

者との対話(23)、企業・大学研究者の出会いの設定(21)などが多く、産学間をつなぐた

めの活動が主となっている。 

 

図表 2-4 産学連携コーディネーターの主な業務範囲（単位：件） 
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（２）産業界向けの産学連携事業の内容や頻度 

産業界とどのような面で接点があるかという質問に対しては、「企業からの問合せへの

対応」(28)、「企業からの相談への対応」(28)、「大学研究者の具体的な紹介」(27)、「冊

子配布等による大学研究者情報の提供」(25)などの回答が多い。 

 

図表 2-5 産業界との接点（単位：件） 

 

 

記述式の自由回答で、どのような具体的成果につながったかを尋ねたところ、主に以

下の内容の回答があった。地域の経済団体との連携によるセミナーや研究交流会等によ

り、地域企業との出会いが増えている様子がうかがえる。 

・地元企業との研究交流会から、具体的な共同研究へとつながっている。公的資金の

獲得やインターンシップにつながった例もみられる。 

・窓口での相談対応から学内の研究者へとつなぎ、最終的に共同研究へとつながって

いる。相談段階から学内研究者と連携している例もみられる。 

・地域の経済団体、自治体、金融機関、産業振興機関等との連携により、定期的にセ

ミナーを開催している例がみられる。学内での開催でなく、外部でのセミナー開催

により集客に努め、大学シーズを積極的に発信している。 

・ホームページや展示会での研究者シーズ集（研究者側のニーズ集との回答もみられ

0 5 10 15 20 25 30

企業からの問合せへの対応

企業からの相談への対応

大学研究者の具体的な紹介

大学研究者DBによる情報提供

冊子配布等による大学研究者情報の提供

企業向けセミナーの開催

誰でも参加可能な産学連携交流会の開催

会員のみに限定したクローズな産学連携交流会やテーマ別研究会

等の開催

地域の産学連携関係者が参加する大型研究開発プロジェクトの推

進

コーディネータによる企業への訪問

大学研究者による企業への訪問

大学生や大学院生によるインターンシップ生の企業派遣

その他

大学数

産業界との接点 （該当するものすべて）
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る）等の配布や発信により、それまで接点のなかった企業からの問い合わせがあっ

た例もある。 

・地域の企業を巻き込んだ大型産学連携プロジェクトの企画運営例もいくつかみられ

る。クローズの研究交流会がさらに発展したスタイルである。また、商品企画をテ

ーマに取り入れた取り組み例もある。 

・中には、テーマを特に定めず、地域の経済団体、自治体、金融機関等との地域連携

に主眼を追いた取り組み例もみられる。 

 

さらに、相談対応、セミナーや交流会等の開催頻度について尋ねた結果では、企業か

らの問い合わせや相談への対応は年間平均 80 回から 90 回程度、セミナー、シンポジウ

ム等は年間平均 5回程度、交流会、研究会は年間平均 5回程度であった。 

 

図表 2-6 産業界との接点と具体的成果（記述式） 

数 産業界との接点 具体的な効果 

10 

  

  

  

  

  

  

  

研究交流会 協力会（年会費 5 万円）企業を対象とした研究会からプロジ

ェクトに発展した。 

研究交流会 定期的な産学交流会、共同研究シンポジウムを開催している。 

研究交流会 ライフサイエンス関係の研究会を発足させ、地域企業等との

連携、研究成果の周知等に至った（終了）。 

研究交流会 ライフサイエンス関係の研究成果と伝統文化等との異分野交

流を実施。新しい文化、価値の可能性を示した。 

研究交流会 東大阪の中小企業と大学理工学部機械工学科の教員との研究

会を運営。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックを既存の金属

プレス機を利用することで、加工することを研究テーマとす

る。中小企業庁の「戦略的基盤技術高度化支援事業」に採択

された。 

研究交流会 理工学部機械工学科教員の特許を基に、そこから企業と共同

で装置を開発。地域の森林組合で大型のバイオコークス製造

装置が導入されている。 

研究交流会 国関連機関と連携して東京で開催する企業関係者向け技術セ

ミナー。マッチング率 22％という実績通り、この会を契機に

技術指導や共同研究契約が数件成立した。加えて、事後も会

の HP を見た等による問い合わせが増えている。 

研究交流会 地域企業、同窓生、一般の参加も可能な交流会を月 1 回開催

しているが、表に出ない連携も進んでいる。またインターン

シップ参加の企業もできてきた。 
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（続き） 

数 産業界との接点 具体的な効果 

続き  研究交流会 

「異業種交流会」。本学教員の研究発表や、ニーズ紹介を行う

ことで、企業とマッチングの場を設けることができた。また同

時開催の相談会や交流会におけるディスカッションから、数件

が受託研究、共同研究として発展した。 

  研究交流会 
研究成果報告会（学会等）による大学研究者と企業担当者の交

流により共同研究契約が成立した。 

9 相談対応 技術相談から共同研究に発展した。 

 
相談対応 

技術お問い合わせシート、技術シーズ検索システム、研究者総

覧をホームページに構築し、フリーにアクセスできるようにし

ている。問い合わせはホームページからダウンロードできる書

式にて対応できるようにしている。 

 
相談対応 

中小企業からの相談に対応し、大学研究員との面談、競争的資

金獲得の支援を実施。 

 
相談対応 

問い合わせ、相談に迅速に対応するとともに、本学の特色であ

るデザイン、アート分野を中心に積極的な受け入れを行ってい

る（年間 25 件程度）。 

 
相談対応 

企業との共同研究契約やライセンス契約等が円滑に進められ

ている。 

 
相談対応 

食品の開発とその基礎研究の分野について、委託・受託研究が

数件成立した。 

 
相談対応 「経営・技術相談」にて、産業界の具体的な課題が分かる。 

 
相談対応 

企業の抱える技術課題の解決に向けて、本組織に属する教官が

対応し、いくつもの成功例を出している。またこれを契機とし

た共同研究に発展し、産学官連携によるものづくり企業支援が

実践されている。 

 
相談対応 

韓国語の企業紹介冊子作成のため、韓国語ができる教員の紹介

依頼があり、外国語学部の韓国語担当教授を紹介した。 
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（続き） 

数 産業界との接点 具体的な効果 

7 企業向けセミナー 共催セミナーにより後日技術相談があった。 

 
企業向けセミナー 

大学の研究成果を広く社会に発表することにより、関心のある

企業が集まり、共同研究に結び付けることができる。 

 
企業向けセミナー 

地域工業会や行政との連携で行うシーズ発表会により、産業界

との繋がりが出来て、共同研究等の契約が数件成立した。 

 
企業向けセミナー 

３ヶ月に１回の割合で、本学工学研究科の研究シーズを一般に

産業創造館を借りて発表している。いわゆる「出前講座」。 

 
企業向けセミナー 

本学と産学連携協定を締結している商工会議所、金融機関の会

員企業に対し、経営セミナーを毎月実施。セミナーを機に、経

営革新計画の策定、承認。「実行力ある経営」認証評価企業に

選定された企業がある。 

 
企業向けセミナー 

ビジネス交流会。本学立地県内、東京、大阪の開催。特に若手

の先生の研究シーズを発表する場を設け、関心のある企業様と

のマッチングの機会を増やす。 

 
企業向けセミナー 

企業の興味や大学シーズに基づく要素技術や材料に特化した、

各種のものづくり基礎講座や技術講習会を開催し、ものづくり

に関する情報提供を行っている。 

6 

 

 

 

情報発信 展示会等で冊子を配布することにより産学連携の推進や、研究

者の紹介ができる。具体的な数字には表れないが、認知度は上

がっていると思われる。 

情報発信 産学連携イベントなどを通し、本学のシーズに関する情報発信

を行い、受託・共同研究の契約が数件成立した。 

情報発信 本学のシーズ集をＨＰに掲載した結果、関心を持った企業から

の問い合わせが来ている。 

情報発信 研究者ニーズ集を冊子配布、ＨＰ掲載することにより、見知ら

ぬ中小企業から問い合わせがあり、当研究者が技術相談するこ

とにより、中小企業は地方公共団体の補助金を受けることがで

きた。 

情報発信 大学のホームページおよび研究所のニュースレターを介して、

情報発信・提供を行っている。 

情報発信 新技術説明会、国際フロンティア産業メッセ等でのシーズ展

示、シーズ説明をすることにより、企業から問い合わせが来て

いる。 
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（続き） 

数 産業界との接点 具体的な効果 

4 

 

 

 

大型産学連携プロジ

ェクト 

２つのミッションの下に 120 社＋１個人が有料のコンソーシ

アムを形成している。現在、８グループに分かれ、各研究課

題に取り組み、その内４件が、共同研究契約が成立している。

残りの４グループも契約に向け、調整中である。 

大型産学連携プロジ

ェクト 

電気や機械、化学、マテリアルなどＥＶに関する広範な基礎

研究、人材の蓄積があり、文系でもＥＶに関する社会システ

ムの研究を行っている。また、大阪府が推進する「大阪ＥＶ

アクションプログラム」にも参加し、さらに地域活性化につ

ながる事業を支援する「おおさか地域創造ファンド」の広域

支援機関に指定された。 

大型産学連携プロジ

ェクト 

同活動の産学連携関連の meeting において新事業創出を検討

していた企業に先生の研究テーマを紹介し、ビジネスの可能

性ありということで、商品企画、商品試作を実施し、共同研

究中。 

大型産学連携プロジ

ェクト 

「都市エリア型産学官連携促進事業」（文科省等）を推進。連

携する必然性あるいは研究課題が明確な場合が多い。 

3 地域連携 スポンサー企業、公官庁、大学が連携して地域のキッズに運

動・遊びのプログラムを提供し、地域貢献活動を推進する（9

年目の活動）。 

地域連携 地元自治体の呼びかけにより、地域工業会をはじめ市、同市

内に所在の本学と他の 2 校の 3 校が参画し、２ヶ月に 1 回の

意見交換を開催しており、今後、産学官連携を深めることと

している。 

地域連携 地域産業の活性化等を図るため、地域の経営者団体と産学連

携協定を締結した。締結後、同友会会員から技術相談が複数

あった。また地方自治体、経済団体、金融機関等とも締結し

ており、例えば、地元自治体より産学連携機構のオフィスを

駅前に提供してもらうなどの連携強化の効果が出ている。 

1 人材育成 本学の学生を企業の知的財産部門にてインターンシップを行

う企画。本学の知財ポリシーの一つである「知財が解かる関

学生の輩出」に沿う活動であり、積極的に推進・展開してい

る。 
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図表 2-7 産業界との接点となる事業の頻度（記述式） 

※10件以上の回答があったもののみ、以下に掲載した。 

 

企業からの問合せ、相談への

対応（年間）※ 

ｾﾐﾅｰ、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等

（年間） 

交流会、研究会

（年間） 

650件 1 件 8 件 

毎月 50件 10 件 5 件 

毎月 20件 5 件 5 件 

200件 1 件 4 件 

170件 10 件 10 件 

120件（毎月 10 件） 30 件 25 件 

毎月 10件 2 件 3 件 

毎月 5件 5 件 5 件 

毎月 5～10件 1 件 0 

50 件 5 件 5 件 

40 件（毎月 3～4件） 10 件 4 件 

30 件（毎月 2件） 4 件 10 件 

30 件 － 3 件 

17 件 1 件 0 

毎月数件 1～2件 0 

15 件 2 件 2 件 

12 件（毎月 1件） 6 件 6 件 

10 件 0 0 

10 件 0 数件 

10 件（毎月 1～2件） 10 件 10 件 

10 件 15 件 2 件 

10 件 0 0 

2 件 － 11 件 

     ※「毎月」の件数で回答があったものは「毎月○件」として記載した。 
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（３）産学連携重点テーマの有無 

 

産学連携の重点テーマ（複数テーマがある場合を含む）を設定しているかどうかを尋

ねたところ、「特に決まった重点テーマはなく、その都度、個別案件ごとに対応してい

る」(15)が最も多いという結果となった。続いて、「産学連携機関としての重点テーマ

を決めている」(7)、「大学としての重点テーマがあり、その方針に沿っている」(5)と

いう順になっている。 

 

図表 2-8 産学連携の重点テーマの有無（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的に重点テーマとして回答があった内容をみると、ライフサイエンス分野におけ

る医工連携、医農連携、健康関連の回答が一番多くあげられた。次に多かったのは環境・

新エネルギーに関連するテーマである。 

また、特定分野をテーマとするのでなく、地域連携を積極的に推進する方針との回答

もみられた。地域密着型の大学では産学連携も地域の関連機関を重視した取り組みとな

っているものとみられる。 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

大学としての重点テーマがあり、その方針に沿っ

ている

産学連携機関としての重点テーマを決めている

重点テーマを決めていたわけではないが、結果

的に重点テーマが出てきている

特に決まった重点テーマはなく、その都度、個別

案件ごとに対応している

その他

大学数

産学連携の重点テーマの有無 （１つを選択）
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図表 2-9 産学連携の重点テーマ（記述式） 

数 重点テーマ 内容 

6 
医農連携 当県の特産物を活用し、高付加価値化を目指し、地場産業の

発展に貢献する。 

 

医農工連携 医農工の各学部の先生が専門得意分野を活かして、連携して

研究しているテーマに大学として金・もの・人の面で支援す

る。 

 

医工連携 医療現場のニーズに対し、ものづくり企業のもつ技術からア

プローチを行うことで解決をはかる。また県下の他大学理工

系学部との連携を進めている。 

 

ライフサイエンス

（健康） 
古くからの理工学は他大学同様の歩みだが、ライフサイエン

ス、新エネルギー関連技術は着手が早く、実用化に近い成果

が豊富である。ゆえに両分野を積極的に推進している。 

 

ライフサイエンス

（健康） 
ウォーキング、ランニング、水泳教室等。健康の保持増進に

かかわるグッズの開発等。 

 

ライフサイエンス

（健康） 
先進的な研究者が大学に在籍し、研究チームを構成している。

このチームの支援を実施。 

4 
環境・新エネルギー 県の技術戦略に基づき、エネルギー分野の研究に重点をおき、

特に材料、デバイスに関する研究を推進している。 

 
環境・新エネルギー 

新エネルギー開発 

 

環境・新エネ 次世代グリーン半導体材料として期待されている SiC につい

ては国プロへの参画や企業等との共同研究で実績を上げてい

る研究者が複数在籍しているため、より人的・インフラ整備

を進める上で支援を強化していく予定である。 

 
環境・新エネ 地場産業再生を目指した研究会を開催している。 

2 

幅広い領域 工学研究科、生命環境科学研究科等の多様なシーズを活かし、

科学技術基本計画を考慮した上での、左記テーマにつき、産

業界との連携を行っている。 

 

工学、医学 本学が得意とする工学系、医学系のテーマが中心となってい

る。 

3 
ものづくり（金属） 本機関の得意な金属材料に関わるものづくり企業を、学術的

観点に立脚し支援を行っている。 

 

デザイン、アート 実社会の動向に応え、デザインやアートの力で問題を解決す

る。 

 
その他 都市問題対応 
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（続き） 

数 重点テーマ 内容 

5 

地域連携 地元企業から卒業研究を募集・実施する地域連携卒業研究事

業を地元金融機関と連携して、共同研究助成制度を設けてい

る。 

 
地域連携 公開シンポジウム・講演会開催、地域課題への取組み。 

 

地域連携 兵庫県内に集積するものづくり産業の活性化を、産産学官連

携の下に図るために設立された「兵庫イノベーション集積協

議会」（事務局：兵庫工業会）に積極的に関与している。 

 

地域連携 学内シーズの発信。共同研究・受託研究の推進、市内４大学

連携。 

 

地域連携 “地域・社会とともに発展する大学”を目指して、本学の教

育・研究力を地域社会に発信し、地域の活性化及び地域産業・

企業への支援を推進していく。 

2 
人材育成 中小企業経営者、幹部社員の人材育成セミナーを開催してい

る。 

 

人材育成 生涯にわたるライフスキルを習得させるために有効な子ども

向け遊具やトレーニング器具の開発等。 

2 産学連携促進 共同研究のプロモーション 

 
産学連携促進 基本特許の発掘、ライセンス化、ベンチャー起業の支援 

 

 

 

（４）オープン・イノベーションへの取り組みの有無 

 

「オープン・イノベーション」を意識した取り組みを進めているかどうかを尋ねたと

ころ、「オープン・イノベーションについて関心はあるがよくわからない」(7)という回

答が最も多く、次に、「オープン・イノベーションを意識した取り組みを既に進めてい

る」(6)、「オープン・イノベーションを意識していたわけではないが、結果的にオープ

ン・イノベーションにつながる取り組みを進めている」(6)となっている。オープン・

イノベーションの取り組みが進んでいる大学と進んでいない大学とに二分されている

のではないかと推察される。 
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図表 2-10 オープン・イノベーションへの取り組みの有無（単位：件） 

 

 

具体的なオープン・イノベーションに関する取り組み内容について尋ねたところ、医

工連携を中心とするライフサイエンス分野に次いで、環境・新エネルギーをテーマに取

り上げた取り組み例がみられた。この傾向は先述の産学連携重点テーマと同様である。 

オープン・イノベーションについては、具体的なテーマはもとより、手法に特徴のあ

る取り組みに関する回答もみられ、地域のオープン・イノベーションの場への参加や、

中には「広域連携」「オープン・ファシリティ」（学内の設備を他大学等にも開放）など

の回答もみられる。テーマを定めて、企業向けに共同研究用の施設を貸与している大学

の例もみられた。 

オープン・イノベーションの必要性は感じられつつ、具体的な取り組み方策や事業に

ついては、検討途上にあるものと推察される。 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

オープン・イノベーションを意識した取り組みを既に進めている

オープン・イノベーションを意識した取り組みについて検討している

オープン・イノベーションを意識していたわけではないが、結果的に

オープン・イノベーションにつながる取り組みを進めている

知的財産の扱い等をはじめ、不明点や課題が多くオープン・イノ

ベーションに取り組む方針はない

オープン・イノベーションについて関心はあるがよくわからない

オープン・イノベーションについて特に関心はない

その他

大学数

オープン・イノベーションへの取り組みの有無 （１つを選択）
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図表 2-11 オープン・イノベーションの取り組み（記述式） 

【テーマ】数 重点テーマ 内容 

【医工連携】 

6 

京都ヘルスサイエ

ンス総合研究セン

ター 

京都市内４大学連携のプロジェクトを発足（本年７月）。 

総合型地域スポー

ツクラブの心臓リ

ハビリプログラム 

慢性の心臓疾患者に対するスポーツを用いたリハビリ

プログラムを開発し、行政と医師会と大学の３者が一体

となって、医療費削減を目的とする医官産学連携による

地域運動コミュニティの創出を実践している。その一つ

に豊岡市で実践している豊岡ハートプログラムがある。 

医工連携 医工連携分野で結果的にオープン・イノベーションが進

みつつある。同分野は単独機関では不可能な成果を目指

すものであって、知的クラスター、都市エリア、地域イ

ノベ等への参加によって、シームレスな事業が成立し

た。 

植物工場プロジェ

クト 

研究施設を貸与し、企業との共同研究を実施。 

ダチョウ抗体プロ

ジェクト 

同上 

工学、医学 本学が得意とする工学系、医学系のテーマが中心となっ

ている。 

【環境・エネ

ルギー】 

4 

ＥＶプロジェクト 福井県独自の電気自動車の開発を目指し、県や県内企

業、大学との連携をしている。 

革新型蓄電池先端

科学基礎研究事業 

ＮＥＤＯを中心とし、複数の企業や研究機関と共同研究

を行っている。 

バイオコークスプ

ロジェクト 

バイオコークスの基本特許を本学で持っており、バイオ

コークスを製造する装置を企業と共同で開発、特許出願

を行っている。 

ひょうご神戸産学

学官アライアンス

「環境エネルギー

ビジネス創出研究

会」 

下水処理場のバイオマスからエネルギー回収効率を飛

躍的に向上させるシステムの技術開発及び新しいビジ

ネスモデルの検討を神戸大学、神戸高専、複数の企業と

行っている。 

【材料開発】 

1 

大阪ベイエリア金

属系新素材コンソ

ーシアム 

本コンソーシアムでは、代表機関を大阪府立大学とし、

金属系新素材に関する業績を有する６大学や２公設試

験研究機関による研究機関コンソーシアムを結成し、も

のづくり企業のネットワークを有する協力機関の協力

を得ながら、新素材に関する開発研究の発展並びに実用

化に向けた協力を進め、製品化に向けた取り組みを進め

ている。 
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（続き） 

数 重点テーマ 内容 

【オープ

ン・イノベー

ション推進】 

6 

ひょうご神戸産学

官アライアンス分

野別研究会 

県内にある大学の産学連携に関するアライアンス内に、

複数研究者が集う研究会がある。大学横断的にチームを

組み、競争的資金への応募等を目指すものだが、まだ具

体的な成果を出すには至っていない。 

オープン・イノベー

ション事業への参

加 

地元産業振興財団が事業として仲介、エネルギー会社の

オープン・イノベーションに関する技術探索事業に参

加。 

ＭｏＴＴｏ ＯＳ

ＡＫＡフォーラム 

大阪商工会議所が進めるものづくり中小企業とのフォ

ーラムに参画して研究シーズの紹介を実施。 

技術シーズ集の発

行やシーズ紹介セ

ミナーの開催 

本学ではＴＬＯとの協力のもと、大学シーズを冊子体や

ＨＰで宣伝し、大学の技術シーズを社会に還元する活動

に従事している。こうした活動を通して、企業との多様

な交流が生まれ、一部は成果を上げている。 

広域連携 関西地区や北陸地区の企業、大学のネットワークに参画

し、日常的交流を実施している。 

オープン・ファシリ

ティ 

学内の設備を開放し、企業や他大学との連携を促進して

いる。 
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（５）課題および求める支援 

 

効果的な産学連携を進める上での課題について尋ねたところ、「人員数が不足し、十分

な事業展開が困難である」(23)という回答が最も多かった。「産業界との対話が十分で

なく、産業界のニーズを的確に把握できていない」(15)、「セミナーや交流会等の事業

推進に係る予算が十分ではない」(12)なども比較的多い。 

 

図表 2-12 産学連携を進める上での課題（単位：件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由意見で尋ねた「ものづくり中小企業との産学連携」に関する課題については、主

に以下の内容がみられた。多くは、学のシーズ（ニーズのこともある）と中小企業側の

ニーズとのミスマッチに関する内容が多い。 

・支援機関のネットワークが十分にない。 

・大学の研究内容と中小企業ニーズとのマッチングは、テーマ的に困難（基礎研究が

多い等の理由による）。 

・資金やスピードに対する産学の差については理解しているが、大学の特質から対応

できないこともあると理解してもらいたい。また、産学連携による共同研究には資

金が必要との認識がない企業もみられる。 

・中小企業の資金不足。 

  

0 5 10 15 20 25

人員数が不足し、十分な事業展開が困難である

コーディネータが高齢化しており、次世代の人材育成が必要である

セミナーや交流会等の事業推進に係る予算が十分ではない

大学研究者との対話が十分でなく、研究者の発掘が進んでいない

産業界との対話が十分でなく、産業界のニーズを的確に把握できてい

ない

他大学との情報交換が十分でなく、セミナー等が重複することがある

他大学や研究機関等との情報交換が十分でなく、産学連携ニーズに

対応しきれないことがある

他支援機関との情報交換が十分でない

知的財産の管理手法等について知識、情報が十分ではない

その他

大学数

産学連携を進める上での課題 （該当するものすべて）
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図表 2-13 ものづくり中小企業との産学連携に関する課題（記述式） 

№ 課題等 

1 各種支援機関のネットワークが十分に構成されていない。 

2 
企業ニーズと大学シーズのマッチングが課題。本大学の分野では、中小企業ニーズと

大学シーズのマッチングが困難であり、課題である。 

3 

本学では機械系の学部がないため、ものづくり企業の技術開発に直接結びつくような

研究が少ないのが現状。事前に企業側のニーズ（開発における問題点）に関する情報

を提供頂ければ、近い技術の研究に結びつけられる可能性がある。 

4 

１．大学での研究は総じて基礎研究に等しい。これを製品化するには、もうワンステ

ップ、製品化のための研究開発が必要。この「製品化のための研究開発」を担う場所

もお金もない。これが最大のネック。 

２．大企業との産学連携は、企業にお金はあるものの、決断が遅くて待ちきれない。

小企業では社長の決断でものごとはスピーディに進むが、お金がないため、これも進

まない。 

5 

中小企業との産学連携を行う時、連携テーマに関する基礎的な研究に対してのご理解

が薄いように感じる。すぐに製品に結びつけばいいのですが、テーマによっては基礎

データが必要になってくる場合がある。 

6 
大学と企業の出会いの場が少なく、企業側にとって大学の敷居が高いと感じている。

現状では、教員個人と企業のつながりで実施している場合が多い。 

7 

・国公立の大学の先生は、税金で働いているので、無償で社会に貢献する義務がある

と考えている企業があるので、研究に必要な費用を求めた途端に、産学連携が破綻す

る場合がある。 

・企業のニーズに対し、それにぴったり合う研究シーズを提供できない場合が多いが、

それだけで、産学連携を諦めてしまう企業がある。実際には、そこから共同研究を開

始し、ニーズに合った研究を求めていくべきである。 

・大学の先生はスピード感が全くないと考えている企業があるが、大学には、①教育、

②研究、③社会貢献の重要なミッションがあることを理解し、時間が多少かかること

には寛大であってほしい。 

8 

本学は基礎研究に従事している研究者が大多数を占めているため、ものづくり中小企

業と直接的な連携関係に入ることが非常に難しい。そこで、本学と製造業を結ぶ企業

等に入っていただくことでそのギャップを解消する方策が必要になると感じている。

現在は研究者ベンチャー企業などとの共同研究を経て次の展開を模索する等の形を取

っているが、そうした中間体的なユニットを組み込んでチームを作り、産業展開に関

するより明確なロードマップを作成した上で連携活動を進めた方が合理的だと感じて

いる。 

9 研究者の要望と合致する中小企業を見つけるのが困難。 

10 

ニーズとシーズの双方の認識・理解の現在進行形のしくみ作り。産学連携用の実験ス

ペース・機器装置設備の提供システムや施設があると良い。（小規模の大学では不充分

な状況） 

11 企業の課題と研究者の専門分野・興味との整合。 

12 全体に共同研究開発に対する事業資金が不足している。 
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（続き） 

№ 課題等 

13 

技術課題が大学シーズでカバーできない、あるいは大学で対応できない相談事例が少

なからず存在する。また大学との連携の組み方の判らない企業が多く、その都度の説

明に多大な労力を要している。相互の理解を促進すべく、情報公開や交流の促進が解

決策になると考えるが、産学連携事業が百花繚乱の中で効率的な活動をどのように進

めるかが目下の課題である。 

 

 

一般社団法人日本機械工業連合会のような「ものづくり」に関連する公益法人が、大

学の産学連携支援機関と連携して取り組むことが望まれる内容について尋ねたところ、

「産業界の産学連携ニーズの大学への具体的紹介」(16)、「各種事業の共催による資金

負担」(12)、「産業界の産学連携ニーズに関する調査」(11)などが比較的多く挙げられ

た。 

 

図表 2-14 公益法人に求める支援（単位：件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

各大学の産学連携支援機関のセミナーやシンポジウムの予定について、も

のづくり企業に向けた広報に協力（情報発信の対象は以下、同じ）

各大学の産学連携支援機関の基礎的情報について、情報発信面で協力

各大学の研究者の研究テーマについて、情報発信面で協力

各大学のコーディネータを集めた情報交換の場づくり

複数の大学と産業界の間をつなぐ研究会、交流会等の開催

産業界の産学連携ニーズに関する調査

産業界の産学連携ニーズの大学への具体的紹介

各種事業の共催による資金負担

コーディネータの人材育成事業等

オープン・イノベーションにおける知財管理手法等、産学連携に関連する新

たなテーマに関する調査研究、情報発信

その他

大学数

公益法人に求める支援 （３つまで選択）
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（６）中堅・中小企業との連携事例 

 

ものづくり（製造業）の中堅・中小企業との産学連携のこれまでの実績については、

「数は少ないが、ものづくりの中小企業と当大学との１対１での産学連携実績がある」

(16)、「研究会や交流会へのものづくり中小企業の参加実績がある」(15)などが多くな

っている。 

具体的な成功事例についてみると、ライフサイエンス分野（健康、介護等を含む）や

生活関連分野での製品開発例が比較的多くみられた。 

連携相手の中堅・中小企業は 200 人、300 人の数百人規模の企業が多いが、数十名規

模の企業との連携例もみられ、各大学が「地域連携」に関する取り組みを進める中で、

小規模な企業との連携であっても産学連携の成功例が出てきている様子がうかがえる。 

 

図表 2-15 ものづくり中小企業との連携実績（単位：件数） 

 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

ものづくりの中小企業と当大学との１対１での産学連携実績が

豊富

数は少ないが、ものづくりの中小企業と当大学との１対１での

産学連携実績がある

複数のものづくり中小企業が参加する産学連携プロジェクトの

実績がある

研究会や交流会へのものづくり中小企業の参加実績がある

大手企業や他業種よりも、ものづくり中小企業からの相談が多

い

大手企業や他業種ほどではないが、ものづくり中小企業から

の相談はある

その他

ものづくり中小企業との連携実績や事業への参加実績はない

大学数

ものづくり中小企業との実績 （該当するものすべて）
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図表 2-16 産学連携の成功事例（記述式） 

■成功例１（製品開発 ライフサイエンス） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 製造業 

連携相手先企業の従業員規模 300名弱 

産学連携のテーマ 
電解水によるウイルス対策（鳥インフルエンザウ

イルスなど） 

大学側研究者の専門分野 ウイルス学 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 

共同研究の運営管理について、情報交換等を行っ

た。（本学ではコーディネーターではなく、大学の

事務スタッフが担当している。） 

具体的な成果 
電解水を噴霧し、人体に付着した各種ウイルスを

不活化させる装置を企業側にて製品化。 

今後の展開に向けた課題 より効果的に人体に噴霧できるような改良。 

■成功例２（製品開発 ライフサイエンス） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 大学発のベンチャー企業 

連携相手先企業の従業員規模 数十名 

産学連携のテーマ インフルエンザ予防 

大学側研究者の専門分野 ライフサイエンス 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
なし 

具体的な成果 研究成果により製品販売 

今後の展開に向けた課題 研究の拡大 

■成功例３（製品開発 ライフサイエンス） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 化学薬品 

連携相手先企業の従業員規模 200名 

産学連携のテーマ 新製品の開発 

大学側研究者の専門分野 薬学 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
相手方企業との条件交渉、契約締結、研究費管理 

具体的な成果 新製品の開発 

今後の展開に向けた課題 成果の権利化に向けた連携強化 
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■成功例４（製品開発 ライフサイエンス、エネルギー） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 金属加工、機械製造、食品、医薬品など 

連携相手先企業の従業員規模 数名～数百名 

産学連携のテーマ 新製品開発、商品企画、成分分析、課題解決 

大学側研究者の専門分野 
機械、電気、電子、情報、物理、化学、応用化学、

生命科学、医学、薬学、農学、建築、土木、芸術 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
教員のマッチング、契約手続き、知財手続き 

具体的な成果 
機能性アロマオイル、バイオ燃料、健康食品、医

療機器 

今後の展開に向けた課題 マーケティング、外部資金の獲得 

■成功例５（製品開発 ライフサイエンス、生活） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 神戸複合産業団地内の組合「産団協」 

連携相手先企業の従業員規模 数十名～数百名 

産学連携のテーマ 介護用品の開発 

大学側研究者の専門分野 看護学 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
大学教員、企業技術者、介護現場との連絡調整 

具体的な成果 
糖尿病患者用検査使用済の注射針回収容器、リュ

ーマチ患者用タオル絞り器の開発・販売 

今後の展開に向けた課題 
販売対象者が少ないため、販路拡大をどうやって

いくかが課題 

■成功例６（製品開発 ライフサイエンス、生活） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 靴下製造業、食品製造販売・流通業 

連携相手先企業の従業員規模 約 200名 

産学連携のテーマ 製品化・商品化の開発研究 

大学側研究者の専門分野 理学療法学、栄養化学、食品化学 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
会社と大学の担当者の間の仲介やアドバイス 

具体的な成果 会社でのビジネス展開に至っている 

今後の展開に向けた課題 実績数のアップ、大型プロジェクトへの展開 
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■成功例７（材料開発 ライフサイエンス） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 食品 

連携相手先企業の従業員規模 50名 

産学連携のテーマ 
こんぶ中のフコイダンの量と動物実験での機能を

検証 

大学側研究者の専門分野 栄養化学、動物実験 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
先生方の企業への紹介と研究結果の報告及び説明 

具体的な成果 商品として年間 10億円の売上げ 

今後の展開に向けた課題 
機能性食品の認可が厳しくなり、大企業でしか出

来なくなってきている 

■成功例８（製品開発 環境・エネルギー、生活） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 電子部品製造 

連携相手先企業の従業員規模 800名 

産学連携のテーマ ヒートパイプを用いた犬小屋開発 

大学側研究者の専門分野 エネルギー 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
紹介 

具体的な成果 犬小屋の試作・特許申請 

今後の展開に向けた課題 製品化に向けての改良 

■成功例９（製品開発 生活） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 綿織物業 

連携相手先企業の従業員規模 10名程度 

産学連携のテーマ 新ジャンル衣料の製作 

大学側研究者の専門分野 マーケティング、デザイン 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 

コンセプト作成、研究会の運営、補助金獲得支援、

デザイン作成 

具体的な成果 試作品の製作 

今後の展開に向けた課題 販売促進 
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■成功例１０（製品開発 生活） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 建材の製造、販売 

連携相手先企業の従業員規模 20名程度 

産学連携のテーマ 熔射技術を用いた建材の装色開発 

大学側研究者の専門分野 熔射技術 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 

社外の団体に熔射技術に興味のある会社を紹介い

ただいた 

具体的な成果 企業からの要求に基づいて試作を繰り返している 

今後の展開に向けた課題 販売網の構築と、製造を請け負うところの開発 

■成功例１１（製品開発 生活） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 電機、金属 

連携相手先企業の従業員規模 数十名～数百名 

産学連携のテーマ － 

大学側研究者の専門分野 生体計測、情報処理、制御 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
連携先の開拓、契約 

具体的な成果 － 

今後の展開に向けた課題 － 

■成功例１２（製品開発 生活） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 製造業 

連携相手先企業の従業員規模 － 

産学連携のテーマ デザイン 

大学側研究者の専門分野 ファッションデザイン 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
契約の管理 

具体的な成果 デザインした商品がキッズデザイン賞を受賞 

今後の展開に向けた課題 － 
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■成功例１３（材料開発 生活） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 眼鏡メーカー 

連携相手先企業の従業員規模 200名 

産学連携のテーマ 眼鏡用新材料の開発 

大学側研究者の専門分野 材料開発 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
－ 

具体的な成果 マグネシウム合金眼鏡の製品化 

今後の展開に向けた課題 コスト、販売方法 

■成功例１４（製品開発 ものづくり） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 化粧品検査 

連携相手先企業の従業員規模 20名 

産学連携のテーマ 紫外線照射器の開発 

大学側研究者の専門分野 光学系 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
新連携への支援 

具体的な成果 新製品への上市直前まできている 

今後の展開に向けた課題 アジア市場への展開 

■成功例１５（製品開発 ものづくり） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 製造装置開発・販売 

連携相手先企業の従業員規模 10名程度 

産学連携のテーマ 半導体用大面積高温真空炉の開発 

大学側研究者の専門分野 半導体材料、超高温技術 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
ＮＥＤＯプロジェクト推進、知財管理 

具体的な成果 半導体用大面積高温真空炉 

今後の展開に向けた課題 炉の普及 
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■成功例１６（生産技術 ナノテク） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 プリント基盤開発 

連携相手先企業の従業員規模 270名 

産学連携のテーマ 検査技術 

大学側研究者の専門分野 微細加工技術 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
－ 

具体的な成果 検査装置開発、企業の新技術の内部化（人材育成） 

今後の展開に向けた課題 － 

■成功例１７（材料開発 金属材料） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 環境関連企業 

連携相手先企業の従業員規模 50名程度 

産学連携のテーマ 材料に関するテーマ 

大学側研究者の専門分野 金属材料 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
マッチング 

具体的な成果 新材料の評価（商品化への判断） 

今後の展開に向けた課題 開発資金 

■成功例１８（材料開発 金属材料） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 金属系ものづくり 

連携相手先企業の従業員規模 100名 

産学連携のテーマ 環境浄化 

大学側研究者の専門分野 金属材料 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
多様な交流の仲介やアレンジ 

具体的な成果 大学シーズの活用による商品試作 

今後の展開に向けた課題 企業における資金力の確保 
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■成功例１９（基礎科学 特許活用） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 製造業 

連携相手先企業の従業員規模 170名 

産学連携のテーマ 特許のライセンス契約 

大学側研究者の専門分野 微細素子科学 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 
契約交渉及び締結 

具体的な成果 － 

今後の展開に向けた課題 － 

■成功例２０（基礎科学 環境・エネルギー） 

項目 内容 

連携相手先企業の業種 
①製造業（空調工業）、②製造業（衛生対策商品の

開発・製造） 

連携相手先企業の従業員規模 ①30、②50名 

産学連携のテーマ 
正倉院内環境を実現する環境順応型収蔵庫システ

ムの構築と文化財保存の検証 

大学側研究者の専門分野 保存科学 

連携にあたってコーディネーターや支

援機関が果たした役割 

気流塵埃環境と落下菌の測定と評価を担当できる

県内の企業を紹介 

具体的な成果 

東大寺経庫（校倉）唐櫃内の環境には今一歩到達

できないものの、経倉（校倉）内より、はるかに

優れた環境を作り出すことができた 

今後の展開に向けた課題 
省エネルギーと文化財劣化防止の面からの空調設

計ガイドラインを提案することを目標とする 
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第２章．事例・ヒアリング・研究会議論にみるニーズや可能性 

 

２－１ 既存文献等にみる産学連携事例 

 

■事例調査実施概要 

 

 ○手法： 文献調査、インターネット上での公開情報による情報収集 

以下の文献の掲載内容に基づき、関西地域の大学および企業における産学連携の取り

組み事例について情報を収集した。 

＊『平成 22年度 コーディネーター活動事例集』文部科学省 

＊『環境を「力」にするビジネス ベストプラクティス集』経済産業省、平成 20 年

11月 

＊『企業の規模と大学の属性から見た産学連携の課題とこれを乗り越えた取組事例』

経済産業省大学連携推進課、平成 20年 6月 

＊『地域金融機関の産学連携支援 先進事例集』近畿経済産業局、平成 20年６月 

＊『クリエイション・コア東大阪 産学連携事例集』（財）大阪産業振興機構、平成

20年 3月 

＊『次世代医療システム産業化フォーラム 成果事例』大阪商工会議所ホームページ 

＊『企業の規模と大学の属性から見た産学連携の課題とこれを乗り越えた取組事例』

経済産業省大学連携推進課、平成 20年 6月  

 

○抽出事例数：  

＊大学 14事例 

＊企業 21事例 

 

○調査対象地域 ： 関西地域（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県）に立地する大学 

○調査時期   ： 平成 23年 9月から 10月 
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（１）大学側の取り組み事例にみる近年の傾向 

今回把握された事例は、あくまで限られた文献からの抽出ではあるが、関西地域大学

の産学連携事例の分野をみると、本調査のアンケート調査で「産学連携の重点テーマ」

として挙げられた「ライフサイエンス（医工連携）」と「環境・エネルギー」を中心と

しつつ、農商工連携といった新たな領域の開拓が進められている様子がうかがえる。ま

た、ものづくり基盤技術では材料面等で産学連携が進められている。 

学学連携により共同の連続技術講座を開催している事例や、医学バイオ分野産学官連

携人材育成等、大学が本来得意とする人材育成面での取り組みもみられる。さらに、中

国や英国などの海外との産学連携の取り組みも進められている。海外とのネットワーク

は、国際学会での人的つながりや留学生の受入など、大学の得意な内容の一つと考えら

れる。 

限られた事例ではあるが、最近では企業との１対１での共同研究のみならず、多様な

産学連携の取り組みが広がっている様子がうかがえる。 

各種事例集等で報告されているコーディネーターの役割としては、大学と企業をつな

ぐだけでなく、プロジェクトの企画立案や進行管理、知財管理などへと広がりをみせて

おり、コーディネーターに求められる資質は多様化しているものとみられる。 

 

図表 2-17 文献調査による大学の産学連携事例 抽出数 

分野 事例数 

医工連携 2 

環境・エネルギー 2 

農商工連携 1 

ものづくり基盤技術等 3 

人材育成他 4 

国際連携 2 

抽出事例数 4 
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（２）企業側の取り組み事例にみる近年の傾向 

一方、企業側に視点を移した事例集では、医工連携でも具体的な装置や医薬品や機能

性食品の素材開発等、より実用化に近いところでの取り組み事例が多くみられた。環

境・エネルギー分野についても、省エネ、風力発電と出口や用途が明確になっている取

り組み事例が多い。 

また、大学側に視点を置いた事例集ではあまりみられなかったような生活関連分野や

安全安心等に関する開発への取り組み例が企業側の事例では多い。 

企業側にとって大学と組むメリットとして、「大学により原理が解明できる」「自分た

ちは経験的にはわかっていたが、それを理論で裏付けてもらえる」「データの信頼性が

高まる」という点にある。この点は後述するヒアリングにおいても、多くのコメントが

みられた点である。 

大手企業が複数の大学と連携して取り組む「研究インターンシップ」の例や、逆に一

つの大学が大型産学連携プロジェクトの中で、複数の企業と連携する例もみられた。こ

れらは、オープン・イノベーションに向けた取り組みの例と考えられる。 

 

図表 2-18 文献調査による企業の産学連携事例 抽出数 

分野 事例数 

医工連携 8 

環境・エネルギー 3 

安全安心 4 

ものづくり基盤技術等 2 

人材育成、包括連携、大型プロジ

ェクト等 

4 

抽出事例数 21 
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■図表 2-19 文献調査による大学の産学連携事例 概要 

＜医工連携＞ 

№ 大学名 事例テーマ 技術内容・活動内容 主な参画メンバー コーディネート活動 

1 
滋賀医科大学、 
立命館大学 

医療器具の広域・グ
ローバル展開 

文科省都市エリア（発展型）採択「医
工連携ものづくりプロジェクト創出
支援事業」の一環で活動。 
止血しながら切るマイクロ波鉗子
（内視鏡用からはん用治療具まで開
発）の開発。海外での高い評価を得
る。 

○臨床医 
○商社との協働 
○大手企業（実施許諾検討） 
○大学発ベンチャーで事業化を目指
す 
（都市エリアのプロジェクト全体で
はおよそ 80 社が参画） 

薬事法の壁が低い器具開発に焦点、
商社との当初からの協働にポイン
ト。 
販路を引き寄せ、障壁を低くする点
を重視。 

2 近畿大学 
アパタイトを付着さ
せた代替骨を臨床応
用へ 

生体親和性がある代替骨を機械的強
度も併せて開発。 
Hapナノ粒子固着チタンアノード酸
化被膜を開発、小動物レベルでの実
験は良好な成果。 

○理工学部准教授 
○開発に向けて模索中 

社会的ニーズに合わせて基礎研究を
実用化研究に誘導。 

＜環境・エネルギー＞ 

№ 大学名 事例テーマ 技術内容・活動内容 主な参画メンバー コーディネート活動 

1 神戸大学 
目に見えない原生生
物で上水の水質管理 

原生生物（ハリタイヨウチュウ）の
反応特性を活かした、バイオモニタ
リング装置としての実用化を推進。
競争的資金による試作機開発。 

○環境管理センター准教授 
○研究会（プロジェクト・コンソー
シアム形式）を創設 

シーズ紹介の場で事業化検討テーマ
として紹介し、早期に産学官メンバ
ーの集まる研究会を立ち上げ。 
競争的資金を獲得し、試作機開発を
支援。 

2 関西大学 
混酸廃液の蒸留再生
装置の実用化 

半導体産業に不可欠なフッ酸の再
生・利用技術の先駆者である環境工
学部研究者による実用開発。混酸廃
液からフッ酸を回収。 

○環境工学部教授 
○中堅企業（教授の講演会を聴取し
関心） 
○ＮＥＤＯ応募 

大学内ラボ機でも回収は可能であっ
たが、企業での利用が可能となるレ
ベルでのプロトタイプ機製作をリー
ド。 
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＜農商工連携＞ 

№ 大学名 事例テーマ 技術内容・活動内容 主な参画メンバー コーディネート活動 

1 立命館大学 
農商工+学連携によ
るコンソーシアム形
成へ 

生命科学部教授の有する土壌肥沃度
診断技術を活用、１対１の連携でな
く、多様な企業が参画できる研究会
を組織。新たなビジネス展開を検討。 

○生命科学部教授 
○多様な学部にまたがる農業・食糧
生産の研究者 
○ＮＰＯ、有機農業者 
○堆肥メーカー、食品企業、調理師
学校、素材製造、自動車、金融機関
等が参画 

誰もが参加可能なオープンの研究会
と、会員限定で当該技術の事業化を
目指すクローズドの研究会の２本立
てで運営。 

＜ものづくり基盤技術等＞ 

№ 大学名 事例テーマ 技術内容・活動内容 主な参画メンバー コーディネート活動 

1 大阪府立大学 
冷間圧延製造の高強
度・高耐熱金属間化
合物 

産学共同で、600℃を超す超高温環境
用の耐熱ボールベアリングを開発。
内外輪の素材にニッケル金属間化合
物合金素材を使用。100時間⇒8.000
時間以上に耐久を向上。 

○工学研究科准教授 
○地域のベアリング軸受メーカー 

学側へはＪＳＴの競争的資金獲得を
支援。企業側へは、経産省、大阪府
等の補助金採択を支援。 
別企業から知財の独占的使用につい
て交渉支援。 

2 福井大学 
地域特性を活かした
産学連携促進   
（繊維改質技術） 

超臨界二酸化炭素処理や電子線照射
による繊維や高分子材料の表面改質
技術を駆使し、地域企業との共同研
究で、対屈曲疲労性に優れた高抗張
力導電性ケーブルの開発に成功（信
号線用銅めっきアラミド繊維ケーブ
ル）。 

○福井大学教授 
○地域企業 

大学研究者と企業研究者のＷＧ開催
や大学と企業間の大学サテライト研
究エリアを設置。 
地域での産学官プロジェクトとして
提案。 

3 
奈良先端科学技術
大学院大学 

ＮＡＭマイクロフォ
ンの実用化 

ささやき、つぶやき声で会話ができ、
周囲に気兼ねなく使え、周囲からの
雑音の影響も受けにくい「非可聴つ
ぶやき音」による入力デバイスとし
て、マイクロフォンを開発。 

○情報学研究科 
○音響メーカー（共同研究契約、実
施許諾契約） 

特許の権利化、イノベーション・ジ
ャパンへの出展による企業とのコン
タクト。音響メーカーへの実施許諾
を推進中。 
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＜人材育成他＞ 

№ 大学名 事例テーマ 技術内容・活動内容 主な参画メンバー コーディネート活動 

1 
大阪府立大学 
関西大学 

学学連携による産学
融合の試み（共同の
連続技術講座を開
催） 

関西地域の中堅・中小企業を対象と
した大阪府立大学と関西大学との学
学連携による連続技術講座を企画開
催。 

○大阪府立大学 
○関西大学 
※講座はクリエイション・コア東大
阪で開催 

連続技術講座の開催を企画立案。 
ディスカッション重視、テーマに応
じた地元空笑企業の個別勧誘を実
施。 

2 立命館大学 
実用化シナリオを学
ぶセミナー 

目利き・制度間つなぎを推進する「ビ
ジネス・イノベーション・コミッテ
ィ」を中心に、理工リサーチオフィ
スのスタッフがシーズをビジネスへ
と育てる力をつけるために、「シナ
リオ・プロデュース・セミナー」を
開催。 
シーズ発掘試験説明会も開催。 

○立命館大学 
○（国際連携）マレーシア現地企業、
研究者とのマッチング促進 
○ＪＳＴイノベーションプラザ滋賀
とも連携 

事業化シナリオを立案するための戦
略マップ、時系列計画表等を企画開
発。 

3 京都大学 
医学バイオ分野産学
官連携人材育成 

医学バイオ分野での産学官連携活動
を促進するための、プロジェクト・
マネージャーの育成にＯＪＴの手法
で取り組む。 

○京都大学（学内での縦割り打破を
目指して学内複数機関が参画） 

学内におけるラインを横につなげら
れるプロジェクト・マネージャーを
ＯＪＴで育成 

4 
キャンパス・イノ
ベーションセンタ
ー大阪連携協議会 

産業界の人材育成支
援（卒後学習、e-ラ
ーニングシステム
等） 

毎年、同センターに入居する大学で
構成される協議会により産学連携関
連のフォーラムを開催するととも
に、2007年度事業では、e-ラーニン
グを活用したライブ・アーカイブ配
信で新たな連携構築を促進 

○キャンパス・イノベーションセン
ター大阪連携協議会 
○帝塚山大学 
○北陸先端科学技術大学院大学 

フォーラムの企画立案とともに、ラ
イブ配信に関わる企画、肖像・著作
権の許諾を得る 
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＜国際連携＞ 

№ 大学名 事例テーマ 技術内容・活動内容 主な参画メンバー コーディネート活動 

1 京都大学 
ポリシーをもって国
際的産官学連携を演
出 

英国ブリストル大学研究開発本部
と、部門間協定を締結。医学分野・
情報工学分野・防災分野での産学連
携のベースづくりを推進中。 

○英国ブリストル大学研究開発本部 

大学では個々の研究者での国際れ系
は進められてきていたが、国際的な
学－学の連携協定締結という形で進
める 

2 大阪市立大学 
大阪市と上海市との
交流ラブコール 

中国等アジア市場開拓を進める化粧
品検査企業との産学連携を進める中
で、国際博覧会への協賛出展を実現。 
技術士会のテーマもマッチングさせ
る。 

○理系３研究科にまたがる複合先端
研究機構の研究チーム 
○化粧品検査の中小企業 
○（現地）上海の３大学と現地で交
流 

学の研究テーマと技術士会テーマを
マッチング。上海の３大学での事前
調査を実施、現地での交流 
中小企業と現地博覧会に協賛出展。 

 
資料：『平成 22 年度 コーディネーター活動事例集』文部科学省 
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■図表 2-20 文献調査による企業の産学連携事例 概要 

＜医工連携＞ 

№ 企業名 所在地 資本金 従業員数 連携相手 連携分野 事業内容 
産学連携 
メリット 

1 (株)ＭＲＴ 
大阪府八尾
市 

1600万円 － 

○大阪東信用
金庫 
○信州大学 
※大阪府立産
技総研による
紹介 

人間工学 

休眠特許を利用し、家電製品の押しボタンのクリッ
ク感や、自動車シートの座り心地を定量測定する機
器を販売。 
信州大学繊維学部に性能評価を依頼したことがき
っかけとなり、座り心地の評価方法を共同研究中。 

○人間工学の学
術的評価を得ら
れる 
○専門的技術・
知識・ノウハウ
の導入が可能 

2 大研医器(株) 
大阪市中央
区 

4 億 9587
万円 

123名 ○大阪大学 医工連携 

ロボット技術によりカメラが自動的に動き手術部
位を映し出すシステムを開発。このロボットの開発
により術者の負担が解消でき、手術がよりスムーズ
になることが期待されている。ロボットの駆動部分
の製造コストを抑え、衛生面にも配慮した「使い捨
てロボット」を目指して開発を進める。 

○医療現場での
ニーズ把握が可
能 

3 (株)フジキン 
大阪市中央
区 

31 億円 
1600
名 

○国立循環器
病センター 

医工連携 

国立循環器病センターと共同で、患者毎に電気の強
弱を自動調節しながら足などの神経を刺激するこ
とで心疾患を治療するシステムを開発。動物実験⇒
臨床試験へと進める予定。 

○医療現場での
ニーズ把握が可
能 
○医療現場での
処理手順に沿っ
た開発が可能 

4 山科精器(株) 
滋賀県栗東
市 

１億円  135名 
○国立循環器
病センター 

医工連携 

国立循環器病センターと共同で、心臓および肺の働
きを代行する人工心肺装置の異常を検知する装置
を開発。国立循環器病センターの臨床経験と、同社
の劣化や破損の音による検知システム技術をマッ
チング。小型、軽量で高性能の試作機を開発。肺装
置の血栓を早期に発見でき、心臓病患者の重症合併
症のリスクが大幅に低減可能。 

○臨床経験から
の知識導入 
○医療現場にお
ける試作機を用
いた基礎実験
（データの採取
と性能評価） 
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＜医工連携例 続き＞ 

№ 企業名 所在地 資本金 従業員数 連携相手 連携分野 事業内容 
産学連携 
メリット 

5 
(株)神戸工業試
験場 

神戸市兵庫
区 

5000万円 

191名
（グ
ルー
プ 373
名） 

○神戸大学 医工連携 

神戸大学と共同で、筋ジストロフィーの治療効果を
判定する小児用筋力検出装置を開発。精密加工技術
と高度試験技術を生かして高精度の試作機を完成。 
神戸大学医学部附属病院の入院患者や患者家族会
で試用され、小児患者の治療効果を測定できること
が実証された。 

○神戸大学医学
部附属病院等で
試用。 

6 
(株)トラスト、
(株)ニート、
(株)マルイ 

トラスト、
マルイ：大
東市 
ニート：大
阪市中央区 

トラス
ト：1000
万円 
ニート：9
８00万円 

－ 

○大阪府立成
人病センター 
○奈良先端科
学技術大学院
大学 

医工連携 

３社と大阪府立成人病センター、奈良先端科学技術
大学院大学と共同で、乳ガン・肺ガン・大腸ガンな
どを迅速かつ確実に早期発見できる診断装置の開
発を進める。大阪府立成人病センターのデーターベ
ースと、奈良先端大が開発中のソフトウェアを用い
て、最終的には１５分以内にガン診断が出来る一貫
装置を開発する。 

○医療現場の膨
大なデータ、大
学のソフトウエ
ア開発力を導入 

7 
(株)ロボメカニ
クス研究所 

神戸市東灘
区 

1000万円 3 名 ○近畿大学 ロボット 

指関節のリハビリテーションを支援するロボット
システム「指関節リハビリロボット」の実用化開発
に取り組み、製品化を推進している。 
近畿大学生物理工学部渡辺准教授をリーダーに、医
工連携と産学官連携によるプロジェクトチームを
立ち上げ、実用化・製品化への開発研究が進められ
ている。 

○自社の持つロ
ボット技術の応
用領域でありニ
ーズの持ち手で
ある医療領域と
連携 

8 
(株)中央電機計
器製作所 

大阪市都島
区 

1000万円 43 名 

○大阪大学
（薬学研究
科） 
※他多数 

ライフサイエ
ンス 

大阪大学大学院薬学研究科教授との共同研究で、食
品に含まれる細菌を正確かつ迅速に検査できる画
期的装置「マイクロコロニー観察装置」を開発。ナ
ノ技術を応用したバイオ観察で、レーザー光源およ
び電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラを使い、水環境中
に生息する細菌数をごく短時間で自動計測可能。飲
料用水や医薬品製造用水等で利用を見込む。 

○細菌、微生物
に関する面での
知識を導入 
※海外ネットワ
ークづくり（企
業間連携にも積
極的） 



48 

 

＜環境・エネルギー＞ 

№ 企業名 所在地 資本金 従業員数 連携相手 連携分野 事業内容 
産学連携 
メリット 

1 
(株)ピコ・エイ
ダ 

大阪市北区 
3 億 2190
万円 

- 
○大阪大学 
※東京大学と
も連携開始 

環境、エネル
ギー 
（省エネ） 

主力商品「ECOスマイル・ジョイビット」「ECOプ
ロデユーサー・ジョイネックス」は 20 年の節水・
省エネルギーのデータ解析と大阪大学との 2年以上
の共同研究の成果として開発。 
本件に関する特許取得 7件出願中 5 件。 
節水機器、電気・ガス・水道の消費量情報を一括管
理するシステム等を実現。 

○大学によるデ
ータ解析 
○知財取得 

2 
リマテック(株)
（旧：近畿環境
興産(株)） 

大阪府 
岸和田市 

1 億 2200
万円 

144名 
○大阪府立大
学 

環境、エネル
ギー（廃棄物
リサイクル） 

2001年に大阪府立大学吉田弘之教授の研究室で共
同研究を開始。国の支援を得て、平成 18年 6月に、
大阪府エコタウンに世界初となる「亜臨界水プラン
ト（同社堺 SC工場）」を建設、稼動を実現。 
亜臨界水反応を利用すると、廃棄物のほぼ 100％リ
サイクルすることが可能となった。環境大臣から
「エコファースト企業」として認定。 

○大学研究者と
の連携による国
プロジェクトへ
の参画 

3 (株)マザーズ 
大阪府 
東大阪市 

2000万円 10 名 ○関西大学 
環境、エネル
ギー（小型風
力発電） 

関西大学システム理工学部安田陽准教授が開発し
た風力発電のためのサボニウス型垂直軸風車、低速
回転用小型発電機(特許出願中)などを基に共同研
究を実施し製品化を図る。 
コストパフォーマンスの良い小型風力発電システ
ムであり、関西大学新学生会館や東大阪市役所など
に設置されている。 

○新分野開拓
（立体駐車場か
ら、小型風力発
電機開発へ） 
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＜安全安心等＞ 

№ 企業名 所在地 資本金 従業員数 連携相手 連携分野 事業内容 
産学連携 
メリット 

1 
レッキス工業
(株) 

大阪府 
東大阪市 

9000万円 220名 
○関西大学 
※同志社大学
とも連携 

環境 
ライフサイエ
ンス 
安全安心 
（消臭装置開
発、ウィルス
除去等） 

ほぼ飛び込みで関西大学社会連携本部を訪問。 
1 ヶ月後に、関大都市環境工学部山本秀樹教授が企
業を訪問、連携に着手。これまで感覚的にやってい
たことを大学に分析してもらい、特に消臭の効果に
関するデータ化が可能となり、オゾンと紫外線光を
併用した水溶性切削油の消臭方法および消臭装置
の開発を推進。 
知財の共同出願、販売に取り組む。大学によるバッ
クデータへの信頼も高い。 

○感覚的には把
握していた内容
のデータによる
評価 

2 
(株)サワーコー
ポレーション 

大阪府枚方
市 

2 億 4385
万円 

51 名 
○立命館大学 
※阪大、同大、
日大とも連携 

安全安心 
（超音波洗浄
メカニズム） 

独自の超音波洗浄技術により、オゾン層を破壊しな
い洗浄機を開発し、国内シェア 90％を誇る。 
この超音波洗浄メカニズムの理論を 2005 年より立
命館大学の岩清水研究室と連携して進めてきた。 
大阪大学（ナノテクノロジープロセスファンドリ
ー）、同志社大学、東北営業所（福島県郡山市）に
おける日本大学工学部との連携や、立命館大学との
連携による廃液の再利用が可能な再生装置の開発
にも取り組む。 

○メカニズムの
原理解明 

3 吉泉産業(株) 
大阪府枚方
市 

1000万円 50 名 

○龍谷大学 
○大阪府環境
農林水産研究
所 

安全安心 

フードスライサーのトップメーカーである同社で
は、カット野菜の鮮度保持に関する研究を行うとも
に、除菌能力が高く、スピーディでコンパクトな野
菜洗浄脱水機（ベジクリーンとして商品化）の開発
を行った。 
開発にあたっては、龍谷大学機械工学科の堀川教授
と大阪府環境農林水産総合研究所と連携。（クリエ
イション・コア東大阪⇒龍谷大学コーディネーター
に連絡、紹介） 

○専門家による
技術相談 
○最適化への評
価を受けられる 
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＜安全安心 続き＞ 

№ 企業名 所在地 資本金 従業員数 連携相手 連携分野 事業内容 
産学連携 
メリット 

4 (株)ユニックス 
大阪府 
東大阪市 

2200 万円 21 名 

○龍谷大学 
○大阪産業大
学 
※府大はじめ
実績多数 

環境、エネル
ギー 
安全安心（高
齢化社会） 

○ペットボトルの減容器の試作機を製作 
2004 年度の中小企業経営革新支援法の認定、販売。 
○寝たきり要介護者用の排泄物自動処理機器シス
テム 
大阪府「ロボット・情報家電基盤技術高度化支援研
究会」に参画、クリエイション・コア東大阪に入居
する大阪産業大学の情報工学の先生と共同研究。 

○設計方法への
アドバイス、改
善点 
○知財取得 
○大学による特
許調査、事業化
調査等の支援 

 

＜ものづくり基盤技術等＞ 

№ 企業名 所在地 資本金 従業員数 連携相手 連携分野 事業内容 
産学連携 
メリット 

1 (株)中農製作所 
大阪府 
東大阪市 

1200 万円 50 名 

○龍谷大学 
※レンタルラ
ボに入居 
○信楽窯業試
験場 

製造プロセス
技術 

「水溶性切削液腐敗防止システム」を開発（金属切
削加工現場で活用可能）。 
開発にあたっては、龍谷大学ならびに滋賀県工業技
術総合センターの下部組織である信楽窯業技術試
験場と連携し、商品化。現在、数社の大手・中堅企
業に販売実績があるが、多くはなく、マーケティン
グ活動に取り組む意向。 

○有用微生物群
の活用に向けた
科学的裏付けで
成果 

2 梅田電機(株) 
大阪市福島
区 

3000万円 27 名 ○関西大学 
画像処理、計
測技術 

関西大学システム理工学部倉田純一准教授が開発
した人間の知覚に基づいて色変化を数値計測する
技術(特許出願中)を基に共同研究を実施し、色合い
数値計測機器を製品化。医療、衣料・食品の色検査、
ロボットの目などへの応用を検討中。 

○自社ブランン
ドの独自製品づ
くりに注力、製
品化に成功 
○学の研究者が
学会発表で情報
発信 
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＜人材育成、包括連携、大型プロジェクト等＞ ※内、２件の企業側立地は関西地域以外だが、連携相手の大学は関西地域立地 

№ 企業名 所在地 資本金 従業員数 連携相手 連携分野 事業内容 
産学連携 
メリット 

1 ニチコン(株) 
京都市中京
区 

142億 86
百万円 

8,219
名 

○立命館大学 ＭＯＴ教育 

ニチコン(株)と立命館包括提携プログラムのもと、
産学共同研究とＭＯＴ教育を柱に連携を推移（2005
年度～）。ＭＯＴと結合した研究開発の成果として、
瞬時電圧低補償装置を完成、伝説産業展で経済産業
大臣賞を受賞し、販売実績を上げる。 

○ＭＯＴ教育を
受けた社員がシ
ナリオ・プラン
ニング等の手法
活用 

2 川崎重工業(株) 

東京本社
（東京都）、
神戸本社
（神戸市中
央区） 

1043億円 
32,706
人 

○神戸大学 包括連携 

神戸大学に近い明石市に研究開発拠点を置く川崎
重工は、従来からの個別テーマ型の産学連携に加え
て、神戸大学との包括連携を 2006年度に開始。 
自然科学系のみならず社会科学系も含めた戦略的
な連携で市場投入まで見据えた研究を実現。 
※もともと 5分野で共同研究を進めていたことか
ら、神戸大学側から組織的連携の提案。 

○自然科学、社
会科学も含めた
組織的連携 

3 東芝(株) 東京都 4399億円 
34,686
人 

○東北大学、
東京農工大
学、早大、名
大、京大、奈
良先端大、阪
大、九大 

研究インター
ンシップ 

㈱東芝は、学生が特定テーマの研究を 1ヶ月以上に
亘って行う「研究インターンシップ」を実施。この
インターンシップの過程で企業・大学双方の研究者
が交流する機会を用意し、新たな共同研究の創出に
も活用。 

○大学と企業双
方の人材育成、
研究者の交流が
可能 

4 

ローム(株)、Ｎ
ＴＴ(株)、パイ
オニア(株)、
(株)日立製作
所、三菱化学
(株) 

京都市他、
全国 

－ － ○京都大学 電機電子 

5 年間で共同出願特許 135件、論文・学会発表 194
件を創出、有機発光トランジスタを用いたアクティ
ブマトリクスパネルの試作にも成功。 
産学双方の経営トップ主導でローム㈱をはじめと
する競合関係にない 5 社の企業群と京都大学によ
る体制を構築。企業のマネジメントへの積極的参加
と大学側コーディネーターによる学内とりまとめ
で効果的な運営を実施。 

○１対１の産学
連携では限界が
あった産学連携
を数社が集ま
り、大型研究プ
ロジェクト化 
○12.5億円の競
争的資金獲得 

 

 
資料：『環境を「力」にするビジネス ベストプラクティス集』経済産業省、平成 20年 11月 

『企業の規模と大学の属性から見た産学連携の課題とこれを乗り越えた取組事例』経済産業省大学連携推進課、平成 20年 6月 
『地域金融機関の産学連携支援 先進事例集』近畿経済産業局、平成 20年６月 
『クリエイションコア東大阪 産学連携事例集』（財）大阪産業振興機構、平成 20年 3月 
『次世代医療システム産業化フォーラム 成果事例』大阪商工会議所ホームページ 
『企業の規模と大学の属性から見た産学連携の課題とこれを乗り越えた取組事例』経済産業省大学連携推進課、平成 20年 6月  
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２－２ 産学連携促進に関するニーズ等ヒアリング結果 

 

■調査実施概要 

 

 ○手法： 訪問によるヒアリング調査 

※ヒアリング先の抽出にあたっては、（財）大阪科学技術センター ATAC（企業技術系

ＯＢによる技術や経営のコンサルティングを行うグループ）メンバーの協力を得て、

実施した。 

 

○調査対象数： 企業 15社、大学・支援機関等 8機関 

※基本的には機械工業に関連がありそうな企業を主な対象としつつ、光学機器等に組

み込まれるレンズメーカー、組み込みソフト開発企業、電池関連の部品加工業等、

幅広いものづくり企業にヒアリングを実施した。いずれも技術力が高く、産学連携

により公的資金などを獲得して開発を進めている研究開発型の中堅・中小企業である。

また、大学や支援機関側に対しても、産学連携支援の取り組み内容を具体的に把握

するとともに、今後、取り組むべき方向性等についてのヒアリングを実施した。 

 

○調査対象地域 ： 関西地域（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県） 

○調査時期   ： 平成 23年 12月から平成 24年 2月 

 

 

（１）企業側ヒアリング結果のポイント 

本調査では、機械工業を含めて関西地域においてものづくり分野で活躍する以下の 15

社にヒアリングを実施し、これまでの産学連携の実績を把握するとともに、産学連携に

関する問題点や公的支援事業への要望等を把握した。 

 

 ①企業の産学連携実績 

ヒアリング先企業の産学連携実績は豊富であり、公的資金を利用して、中堅・中小企

業がプロジェクトのリーダーとなり複数の大学と連携している事例もみられた。また、

複数の企業において大学側からのアプローチを受けて産学連携が始まった事例がみら

れた。これらの事例における大学の研究者はいずれも企業での実務経験のある研究者で

あった。産学連携の理由やきっかけは様々ではあるが、上述の通り、公的資金の獲得に

向けた取り組みや大学や研究機関からのアプローチがきっかけとなった例がみられた。 

社長自らが大学で博士号を取得していたり、著名な発明者である企業もみられた。社

長が海外で研究していた経験のある企業では、海外の大学との産学連携にも積極的に取
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り組んでいる。中には、英国ケンブリッジ大学との共同出願で特許を取得し、米国企業

へライセンスしている企業の事例もあった。オープン・イノベーションの取り組みは、

先端的な分野（当該事例ではナノカーボン）においては、急速に進んでいるものと推察

される。 

現在、グローバル化の途上にある企業も多く見られた。これらの企業では、グローバ

ル化に対応し海外での事業を展開するために必要な人材の確保も重要な課題となって

いる。 

 

図表 2-21 ヒアリング対象企業の属性・数 

分野 事例数 

ベンチャー、ベンチャーからの成長企業 2 

装置メーカー 4 

部品メーカー、素材メーカー 5 

センサ開発、組み込みソフト開発、コー

ディネート企業等 

4 

抽出事例数 15 

 

■図表 2-22 ヒアリング先企業の概要（15社） 

＜ベンチャー企業、ベンチャー企業からの成長企業＞ 

№ 企業名 

（所在地） 

資本金 

従業員 

事業内容 大学との関係・産学連携実績等 

1 S 社 

（京都市） 

12億 13百万円 

158名 

半導体製造装

置。 JASDAQ 上

場。 

・社長が NASA研究員経験あり、現在、

理工学系の研究科で客員教授。 

・英国ケンブリッジ大学内にラボを置

き、過去 14年間、共同研究を行う。1

名駐在。ケンブリッジ大学と特許を共

有し、米国企業にライセンスアウト

済。 

2 K 社 

（京都市） 

19億 5百万円 

95名 

球状シリコン

太陽電池の開

発、製造販売。 

・パナソニック出身で創業時は京都大学

の大学研究者とともに創設（社長も工

学博士）。 
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＜装置メーカー＞ 

№ 企業名 

（所在地） 

資本金 

従業員 

事業内容 大学との関係・産学連携実績等 

1 Y 社 

（大阪市） 

63億円 

15,459名 

農業機械、マリ

ン・海洋製品、

エネルギーシ

ステム、建設機

械等の製造販

売。 

・今は情報を集めている段階で、まだ具

体的な共同開発までは至っていない。 

・農機分野で世界進出を続けている。 

・ビジネスをスピードアップしたいとい

うニーズがあり、産学連携にも今後取

り組みを強める意向。 

2 

 

S 社 

（尼崎市） 

1億円 

180名 

合成樹脂を主

要材料とした

耐蝕化学装置

機 器 類 の 設

計・制作・施工

等。 

・新規事業分野であるライフサイエンス

分野で、委託研究として大学に微生物

の研究を依頼。（微生物を使った脱臭

装置を開発）。 

3 D 社 

（豊中市） 

14百万円 

100名 

包装機械、塩ビ

溶接機の製造

販売。宇宙事業

関連でも使わ

れる技術。 

・プラスチックの接合に関する研究のた

めに大学から問い合わせが入り、無償

で機械を提供し当社で成果の発表会

を開いてもらった。その中で社会人大

学院生の話が出て、大学院に２名派

遣、博士号取得。 

・ロボット関連で補助金に企業２、大学

３のチームで応募。 

4 K 社 

（伊丹市） 

60百万円 

175名 

 

無線通信制御

機器等各種電

子電気機器の

製造 

通信、重電の制

御盤に強み 

・マイクロ波に関して、化学分野の大学

の先生と連携し、大学や産総研で利用

してもらっている。 

・ロボットについては、JAXA、大学、産

総研と連携。 

・産学連携では一緒に一から開発するの

ではなく、ある程度我々が基礎技術の

ところを担い、それに合った製品をニ

ーズを確認しながら作っていき、指導

してもらっている。 
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＜部品メーカー、素材メーカー＞ 

№ 企業名 

（所在地） 

資本金 

従業員 

事業内容 大学との関係・産学連携実績等 

1 N 社 

（大阪府

三島郡） 

80 百万円 

250名 

プラスチック

光学素子メー

カー、すばる望

遠鏡にも搭載

されるレベル。 

・社長自身もアリゾナ大学博士号取得。 

・日本にはレンズの設計をやっている大

学がなく、アリゾナ大学へ社員を派

遣。 

・文科省の大阪府「地域結集型共同研究

事業」（平成 9年度事業開始、５年間）

の「テラ光情報基盤技術開発」プロジ

ェクトに参加。プロジェクト全体で

は、阪大、奈良先端大、府大、市大、

京工繊大、徳島大等が参画。 

2 I 社 

（大阪市） 

76 百万円 

120名 

液晶プロジェ

クター等光学

レンズ。経産省

「元気なもの

づくり中小企

業 300 社」、プ

ロジェクター

用レンズの世

界シェア 60％

以上。 

・産総研において大学の先生からのアプ

ローチにより大学と連携。京都工芸繊

維大学とも産学連携。 

・産総研との共同開発により、リチウム

イオン二次電池用の高性能負極活材

を開発。 

・技術者を育てるために 50 年前から大

阪工業試験所（産総研関西センター）

に人を派遣。当時も今も中小企業が研

究所に人を送るということは少ない。 

3 F 社 

（大阪市） 

20 百万円 

48 名 

家電・自動車・

住宅建材の金

属部品の製造 

アルミのイン

パクトプレス

加工に強み。 

・産学連携のきっかけは、得意先企業か

らの紹介。(学からアプローチ） 

・素材メーカー、同志社大学と産学連携

で補助金に応募。大型リチウム電池ケ

ースの開発を進めている。 

・１回に成型ができ、つなぎ目がないア

ルミのインパクトプレスを改良中。 

4 I 社 

（高槻市） 

10 百万円 

60 名 

セラミックフ

ァイバーの紡

織品、耐熱・難

燃繊維製の防

熱服、燃料電池

用高性能断熱

材等の開発。 

・高効率の燃料電池の断熱材を大阪府立

産業技術総合研究所とともに開発。 

・府立大に二代目を派遣し、事業継承に

ついて学んでいる。 

・当社は特定の産業に依存しない会社構

造を作り、取引業界を分散。 

5 N 社 

（尼崎市） 

100百万円 

110名 

有機、無機、金

属、ナノ複合材

料、製薬などフ

ァインケミカ

ル、機能性材料

の合成研究開

発。 

・太陽電池、蓄電池の分野で、サポイン

の形で大学と共同開発。材料の評価を

担当し、電池の評価は大学が担当（い

ずれも大阪府立大学との連携）。 

・バイオ分野で広島大学の薬学部と共同

開発。それを海外に販売することを検

討中。 
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＜センサ開発、組み込みソフト開発、コーディネート企業等＞ 

№ 企業名 

（所在地） 

資本金 

従業員 

事業内容 大学との関係・産学連携実績等 

1 M 社 

（和泉市） 

10 百万円 センサ、測定機

器、マイクロコ

ンピュータシ

ステム、自動制

御機器設計、製

作及び販売。 

・関西テレビ専門学校の講師から起

業。 

・いち早くコンピュータに関わり制御

技術に強み。大手企業開発部門の顧

問や特許を有するベアリング業界で

顧問的に開発を行ってきた実績が豊

富。（発明功労賞、褒章等） 

2 S 社 

（大阪市） 

10 百万円 

50 名 

組込みシステ

ム、電子手帳の

ソフト開発か

ら始まり、現在

は医工連携も

取り組む。 

・九州工業大学における研究の実用化

に向けて産学連携で共同開発を進め

ている。 

3 K 社 

（大阪市） 

89 百万円 

190名 

電力系統監視

機器を主とし

た総合計測機

器およびシス

テム、情報通信

関連機器およ

びシステム。 

・京大防災研究所との地震計測機器開

発の実績に長年の歴史。 

・主力取引先である電力会社等との産

産連携も豊富。節電モニタリング用

ソフト、太陽光発電システム監視ユ

ニット、速度型地震センサ等で開発

進む。 

4 F 社 

（大阪市） 

（非公開） プロジェクト

マネージメン

ト、技術者、研

究者のエージ

ェント事業等。 

・中部圏大学の太陽光電池研究の企業

グループをコーディネート。首都圏

大学の産学連携交流グループを企画

運営。 
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 ②産学連携に関する問題意識 

ヒアリング先企業の多くは、大学の理論によって自分たちの開発を高めていけること

に産学連携の大きな意義を見出している。出てきたデータは経験側的にはわかっていて

も、それを評価してくれ、理論づけてくれる存在として大学を頼りにしている企業は多

い。 

また、共同研究を通じて、大学での研究手法のやり方を学び、自社に取り入れた企業

例や、研究開発力向上や人材育成のために、社員を大学の博士課程に派遣した企業例が

みられた。また、公的研究機関に人材を長年、継続して派遣し、産学連携の中で人材を

育成してきた企業の事例もみられた。 

産学連携の問題点としては、大学シーズと企業の開発ニーズがうまく合わずに、産学

連携がスムーズに運ばない例があることや、開発には成功したものの、成果をどうビジ

ネスにつなげるかが難しいとのコメントもあった。 

知財経営に強い企業では、海外大学との共同出願や権利共有も契約で明確にしている。

ヒアリング対象企業の多くは研究開発には熱心な企業であるが、共同研究における知財

関連の契約については、まだ十分に対応できていない企業も多いと推察される。 

 

■図表 2-23 ヒアリング先企業の産学連携に関するコメント 

＜産学連携による効果＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

大学の理論が必要 ・ポンプ、スクラバーを作る技術はどこにも負けないという自負はあ

るが、自動化装置や今までとは全く違ったものを作るとなると、従

来技術では無理。先端の研究をしている大学や大手、制御技術に強

い会社との連携がなければ今後の発展はないと認識している 

・ものづくりの技術はあるが、原理がどう作用しているのかとなると

我々の手には負えない。その点は、大手メーカーの技術者や大学の

先生から学ばないと強くならない。原理を知った上で開発しなけれ

ば発展がない。 

大学の研究手法を取

り込んだ効果 

・産学連携の成果として、大学における研究の手法やノウハウを会社

に持ち込めたことが役に立っている。 

・お客様からの相談にも効果的に対応でき、理論に裏打ちされた数値

化した結果やレポートを出すことができるようになった。 

・企業出身の先生ということもあるためか、社員を派遣した大学院の

研究室に社会人大学院生 OB が定期的に集まっている。当社でよく

わからないところについて、他の企業の人や大学の先生に聞くと相

談に乗ってくれる。大学の設備も無料で使わせてもらえる。研究課

題を持ち込むと院生が研究してくれる可能性もある。 
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＜産学連携による問題点＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

評価には連携が必要 ・当社は受託開発を主とするため、連携相手で一番多いのは企業だが、

大学との取引もあり、共同研究はいくつか実施。自社の技術、製品

を生み出したいと考え、数年くらい前から産学連携に力を入れてい

る。 

・新たな開発を進めようとする際、連携は不可欠。特に評価について

は、我々は装置を持ち合わせていないので連携する必要がある。 

大学のシーズとの不

一致 

・共同研究の目的である大学に４、５回相談に行ったが、なかなか大

学のシーズとぴったり合わなかったため、共同研究はしていない。

当社だけでは評価面がマンパワーを含めて不足（燃料電池等）。大

学や研究機関は、論文は盛んに出されているが現物がない。 

信用できる人材 ・信用できる人材の集まりを先に作り上げることが産学連携の早道。

実際に機能している産学連携例では、先生方が個人的に自分の裁量

の範囲で進めている方がうまくいっているように思う。 

ベンチャー企業と大

学 

・私立大学の例では、ある先生の特許を活用するために、あるベンチ

ャー企業に大学が出資することも出てきている。そうなると、出資

という形で大学は関与するが、利用にあたっては当該ベンチャー企

業と利用したい企業との契約になり、スピードが全然違う。 

大学の公共性と独自

性のぶつかり合いが

課題 

・公共性を問われる国立大学と、特許を取得して独占排他的に独自の

技術を事業化したい企業とが連携するのは難しい。大学は客観性を

求められ、企業は技術で独自性を求められる。大学は企業の独自性

（排他的な側面を有する）を了解しなければ、真の連携は働かない。 

成果を売る難しさ ・産学連携の成果を次に売るのが難しい。売る会社が必要。あるいは

大手企業が目を付けてくれることが必要。 

新規参入の難しさ ・ある取引先から泳ぐ内視鏡の制御について開発しないかと誘われた

が、医療分野なので諦めた。技術的にはできると思ったが、許認可

などに非常に時間がかかる。技術的には対応できてもアプリケーシ

ョンの世界では経験がなくリスクが大きかった。 

＜国の研究開発投資に関する内容＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

国の事業による研究

成果 

・10 年くらい前、地域結集型共同研究事業（文科省）で研究した成果

が、今、コア技術になっている。後で成果が出てきたり、形を変え

ながらつながっている。 

国の研究開発投資の

偏重 

・国の研究開発投資の重点分野が今、急激に EV 関連にシフトしてい

る印象を持つ。燃料電池は実用化されたためか支援が減っている

が、もっと改良すべき点が多い。 
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＜人材に関する内容＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

人材派遣の効果 ・当社の強みは、この容器にはどんなガラスが向いているかを調べる

研究設備を自前で持っていること。 

・ただ、多様な評価装置を揃える費用は中小企業には厳しい。その点、

外部の研究機関に人を派遣すれば人材教育にもつながり、間接的に

装置も利用可能。 

・産学連携で大学の先生方や産総研などと共同開発をしていると人材

育成になる。無料で人材育成していただいているようなもの。 

大学院によるものづ

くり 

・近代の大学院（総合理工学研究科 「東大阪モノづくり専攻」）には

面白い制度があり、企業で実習することが大学院の講義のようにな

っていて単位になる。 

インターンシップ ・大学や政府が進めているインターンシップ等の制度は期間が短く、

その学生がどこへ就職するか分からないため、肝心なことを教えに

くいことが問題である。 

＜知財に関する内容＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

知財に関する大学と

の契約 

・ケンブリッジ大学との契約書の中に特許権に関する記載がかなりあ

る。欧米の大学は知的財産を大変重視している。 

・米国ナノエレクトロニクス社からの申し出があり、取引が始まった。

ケンブリッジの知財部と当社と話し合い、契約を行った。権利は大

学側のみにあると良く聞くが、それではいけない。当社では、50：

50 と決めている。 

企業と大学の知財 ・米国大学での共同研究では成果について当社も発明者にはなれる

が、共同出願人にはなれないため、大学が特許を独占して実施権の

契約を要求してくる。米国の大学は金儲けがうまい。 

・企業の特許の許諾と大学の特許の許諾では意味合いがかなり違う。

企業の場合、ビジネスになるまである程度の責任を持つが、大学の

場合、それはしなくてもよい。 

知財管理 ・事業化の段階に応じて、産学連携→産産連携へと必要な連携のステ

ージは変わる。産学連携は学の知恵を分ける場合と、パートナーと

して開発し、知財を共有する場合の２種類がある。後者の知財管理

が課題。 

・具体的には、大学側が技術で貢献するという目的で産学連携をして

いるにも関わらず、知財の権利は独立行政法人の従業者であるため

大学に帰属してしまい、実施するときに大学に実施料を払う必要が

ある。共同研究の成果である以上、確かにそうなのだが「大学側が

技術で社会に貢献する」といった点につながっていない。 
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 ③産学連携に関する公的支援への要望 

公的支援機関には中堅・中小企業と大学の間にあるミスマッチをつなぐ役割、情報を

つなぐ役割が求められている。中堅・中小企業に技術ニーズがあって大学の技術シーズ

を求める産学連携が主になるが、中堅・中小企業が技術シーズを持ち、そのシーズを活

用してくれるような思いがけない異分野の研究者とのマッチングを期待する企業もあ

る。B to B で活躍する企業の場合、技術力には優れているものの、市場ニーズとの接点

が少ないことが多い。このため、大学が中堅・中小企業の新たな技術を解説するととも

に、公的機関が新たな技術の普及や産産連携促進の役割を担うことが期待されている。 

産産連携では、大手企業とのマッチング、ベンチャーキャピタルのような資金の出し

手とのマッチングに関するニーズもみられた。 

また、中堅・中小企業が産学連携に取り組みながら研究開発を進めていくためにも、

公的支援制度の利用を後押ししてほしいとの要望もあった。さらに、公的資金を利用し

て購入された装置等については公設試で安価に提供する等、企業が有効活用できるよう

にしてほしいとの要望もみられた。 

人材育成では、自社だけでは技術者育成に限界があることから、首都圏が中心になり

がちなセミナーを関西地域で受講できるように公的支援を望むとのニーズもみられた。 

■図表 2-24 ヒアリング先企業の公的支援に関するコメント 

＜情報交流、マッチング＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

産と学のミスマッチ

を埋める場 

・中小企業の新たな技術が一般の市場にどのように説明すれば一つの

技術になるか、産業になるかについて、学者はあまり関心がない。

社会とのミスマッチを埋めてほしい。解説と合わせた発表の場を求

める。 

情報のコネクション ・助成金の情報を紹介してもらえるコネクションがあると、では応募

しようとなる。一方的な情報提供でなく、そういうつながりを公的

支援機関につくってもらいたい。 

産産連携に大学をマ

ッチング 

・公的支援機関による産産連携促進の取り組みは大いに歓迎。産学連

携で大学とやると大学は資金を出さないが、企業間連携であれば、

お互いに折半できる。ただ、クオリティ面から見ると特許を押さえ

るレベルが必要で、質を高めるために大学に入ってもらうのは１つ

の戦略だと思う。 

産産連携のマッチン

グ 

・公的な業界団体であれば会員の大手ユーザー企業とのマッチング支

援等を望む。 

ニーズの掘り起こし ・当社の得意とする無線通信の事業は幅が狭く、どのようなニーズが

あるかの掘り起こしが難しい。研究者が知ってくれていても、ニー

ズが出てこない。 

・たとえば、マイクロ波を使う技術を持つある企業の場合、技術シー

ズはできたが、それを活用するニーズの情報がなくて困っている。 
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＜装置、補助金利用に向けた支援等＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

改良技術への国の投

資 

・改良技術にも国の研究開発投資を望む。 

装置を安く利用した

い 

・非常に投資のかかる装置は、企業が自由に利用または安く利用でき

ることを望む。地域結集の中で大阪府立産業総合研究所に引き継い

だ装置が置かれている。ドイツでは企業が自由に使えるようにして

いるので高価な装置は企業が自由に使ったり安く使ったりできる

ようにすることを要望したい。医療工学センターで１日使うと 60

万円かかる装置もある。 

補助金利用に向けた

支援 

・補助金は産学官のメンバーが集まり、財団の管理事務局があり、３

年間と決まっていて報告も毎年行うため甘えが出ない。中小企業の

場合、開発で一番問題になるのはお金である。この補助金は研究に

しか使えないから研究が必ず進む。決められた期間の中でやるとい

うのも良い。中小企業にとって公的資金による研究は大変役に立つ

と思う。補助金等の利用を支援してもらいたい。 

・サンプル出荷までは補助金の対象にならない。サンプル出荷をして

ビジネス化が進むのであり、ここを支援してほしい。 

＜人材育成＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

知財の人材教育 ・知財の人材が不足している。国は知財立国を言う以上、これまで以

上に人材教育に力を入れるべき。 

技術者向けセミナー ・技術者育成に役立つセミナーが東京でしか開催されていないことが

多い。東京で開催されたのと同様の内容で、技術者向けの基礎的な

セミナーを関西で開催されたらありがたい。 

＜資金支援＞ 

キーワード 産学連携に関するコメント 

紛争の調停・交渉への

サポート 

・特許出願までのサポートしかないため、紛争の調停、交渉という問

題に対するサポートを望む。 

ＶＣと大手とのコラ

ボレーション 

・中小企業は開発資金が乏しく、米国のＶＣを大阪に呼び込んで、日

本の中小企業にお金を出すような仕組みを作ってほしい。お金につ

いてはＶＣ、販売力については大手とのコラボレーションを望む。 

前払い・中間払い ・中小企業が向上するためには人材の確保、新製品を開発するための

資金が必要である。補助金や大手企業からの支払いも、後払いでは

なく前払い、せめて中間払いを取り入れてほしい。 
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 ④オープン・イノベーションに関するコメント・要望等 

オープン・イノベーションについては、海外での実体験のある企業は比較的イメージ

を持ちやすい傾向がうかがえた。これらの企業は、海外大学との特許共有実績のある企

業や、海外展示会でのオープンなディスカッションへの参加経験のある企業である。 

国内では産学連携よりも産産連携がイメージされやすい様子である。大手企業がニー

ズの出し手となり、中堅・中小企業が技術シーズで手を挙げるといった形の産産連携に

ついて参加経験がある企業や、大学や取引先からの要望に応える形でレベルアップして

きた企業では、オープン・イノベーションに積極的な傾向がみられた。一方、営業秘密

の管理面への懸念から、オープン・イノベーションについて懐疑的な企業もある。オー

プン・イノベーションのテーマとしては、環境・エネルギーに関連する内容が多くみら

れた。 

オープン・イノベーション促進に向けた要望としては、１対１の産学連携に比べて参

加メンバー間の調整が難しくなると予測されるため、企業側の参加メリットを明確にす

る必要があるとの意見があった。 

また、具体的な提案としては、米国展示会併設の発表交流のセッションを経験した企

業から、同業他社が自社の課題をどう解決したかのプロセスをオープンに語り合える場

をつくっていくべきとの提案があった。加えて、わが国製造業の海外への拠点移転が加

速する中、公有地を活用し、技術力に優れた企業を関西に残せるように、都市型の工業

団地を整備して集積を促進してほしいとの要望もあった。 

 

■図表 2-25 ヒアリング先企業のオープン・イノベーションに関するコメント 

＜オープン・イノベーションのイメージや参加意欲等＞ 

キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

オープン・イノベーシ

ョンはまだ 

・オープン・イノベーションと言えば聞こえはいいが、呉越同舟のよ

うな部分もある。 

人の行き来が重要 ・世の中は、人が行き来する事で経済効果が生まれ、知識のベースが

上がる。インターネットではいけない。 

独自性と客観性のぶ

つかり合いが問題 

・オープン・イノベーションも同様、独自性を求められる企業と、客

観性を求められる国立大学や研究機関はなかなか連携できない。ど

ういう手続きを踏めば、公的な機関に所属する人材が民間企業とコ

ラボができるかが重要な課題である。 

課題解決プロセスの

オープンなディスカ

ッション 

・日本は閉鎖的で、研究していることなどはせいぜい学会誌や業界誌

に出るくらいである。アメリカでは、展示会併催のシンポジウム等

で、各企業と大学などのディスカッションをする場があり、色々な

経験が全部オープンにされる。どういった課題をどう乗り越えてき

たかの経験をオープンに聞ける。他社の苦労話やトラブルをどう乗

り越えたかは非常に参考になる。 
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＜オープン・イノベーションのイメージや参加意欲等 続き＞ 

キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

知財等の問題 ・オープン・イノベーションに対しては、我々はオンリーワンで静か

にやっていた方がよいのではないかと感じる。知財の問題もあり、

大手と一緒にやるのはどうかと疑問。今までのような形で、個々の

産学連携の方がよいのではないかというイメージはある。 

クローズドとオープ

ン 

・クローズドもオープンも両方必要だと思う。オープン・イノベーシ

ョンの中で具体の商品開発を進めるには無理もあると思う。 

間に入るエージェン

ト的な人材が必要 

・地域結集のプロジェクトには、技術エージェントがついた。企業と

大学とが個別に連携を進めるとき、間に何らかのエージェント的な

人材が入るとよいが、学者とメーカー技術者とはベクトルが合いに

くい。 

要望に応える中でレ

ベルアップ 

・中小のものづくり企業は、取引先や連携相手からのややこしい要望

に応えることができないといけない。そうでなければ情報も入って

こない。 

大学側からのアプロ

ーチ 

・当社は大学側からつくってほしいというアプローチがあることが多

い。 

産産連携に参加希望 ・大手家電メーカーでは以前、「バラシズム」というものがあった。

製品をばらして見せ、できるところが手を挙げる。そういうものが

あれば当社も参加したい。 

・系列がなくなり、グローバル競争の中で、日本の中小企業は自立が

必要。小さい会社にも広報室と研究室が必要である。次世代で何を

作るのか、それをどこへ売るのかの２つが必要となる。安いモノで

は値段で中国企業に負ける。 

＜オープン・イノベーションの守秘義務＞ 

キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

メンバーを選ぶ ・オープン・イノベーションについては、「和をもって尊しとなす」

であることを感覚的にわかっている人を最初から選んで集めるの

が得策と思う。 

参加メンバー間で秘

密を守る 

・知財に関しては、たとえばＡ社が特殊な新素材を供給してくれた場

合、その特許はＡ社が単独で保有するが、その素材の活用ノウハウ

はブラックボックス化して、参加メンバー間で秘密を守るという体

制を組むことも考えられる。 
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＜オープン・イノベーションのテーマ等＞ 

キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

伸びる産業へのシフ

ト 

・国内で産業として伸びる分野にシフトしたい。燃料電池、エコキュ

ートの断熱材に今は力を入れている。 

エネルギーシステム ・エネルギーシステムも同様に、機器だけの話ではだめで、ネットワ

ークと電力が入っていけば実現する。 

燃料電池のベンチャ

ー 

・京都のベンチャーと組んで、「震災対策技術展」に小型の燃料電池

の試作品、防災用途の非常用電源という切り口で出展予定。自社に

この技術はないので燃料電池のベンチャーと組んでいる。 

関西の組合せ技術 ・京都から大阪にかけて、分析、計測、センサが強く、組合せ技術で

は関西は強い。関西地域では、過去に誰も発想しなかったような組

み合わせができる。どのように組み合わせると世の中に広まるかと

いう発想の力がある。 

分散型エネルギーシ

ステムの整備に係る

社会的インフラコス

ト 

・分散型エネルギーシステムについては、技術的な問題と経営的な思

惑を分離して論議すべきだと思う。実務家を集め、分散型エネルギ

ーシステムの整備に係る社会的インフラコストの中立的・客観的な

算出などを中立的機関に望む。 

三次産業との連携 ・ある企業と組んで、ヘルスケア関連の測定ソフトを開発。機器メー

カー＋ソフトメーカーに加えて、サービス提供側のスポーツジム、

薬局、病院との連携が入ってきた。ものづくり相互やものづくりと

組込ソフトとの連携から、次は三次産業との連携に入ってきてい

る。 

・それだけ、健康管理にお金を払う時代になったということでもある。

ビジネスとして成り立つ。 

＜オープン・イノベーションに関する提案等＞ 

キーワード オープン・イノベーションに関するコメント 

参加メリットを明確

に 

・産学連携でオープン・イノベーションをと言った時に企業から見る

ともっと参加メリットを明確にしてほしい。企業が複数入るので、

調整が難しく企業側の活用等に制限があるように感じる。 

情報交換の場 ・アメリカとは風土の違いはあるが、皆が課題を乗り越えたノウハウ

を共有できるような情報交換の場を望む。 

都市型工業団地の整

備 

・豊中の空港騒音対策の国有地を活用し、技術力に優れた企業が集積

できる都市型工業団地の整備を望む。日本にものづくりのノウハウ

や技術を温存する方策を考えていただきたいと思う。その場所でな

ら企業間の横での連携が進み、イノベーションが起こりやすいは

ず。 
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（２）支援機関側ヒアリング結果のポイント 

本調査では企業の他に、大学や研究機関、産学連携支援機関、産業振興関連機関等へ

のヒアリングも併せて実施し、各機関での取り組み内容を把握した。 

独立行政法人産業技術総合研究所関西センターでは、「技術研究組合リチウムイオン電

池材料評価研究センター（LIBTEC）」を企画運営し、参加企業は同センターの評価装置

や評価技術を活用することが可能である。そのため、電池の材料開発企業が同組合に参

加している。また、京都の「京都環境ナノテククラスター」ではシリコンカーバイドに

よるパワー半導体の開発が成果として出されており、格段の省エネにつながることが期

待されるため、内外の注目を集めている。 

電池や材料関連に加えて、関西地域の大学の強みの一つであるライフサイエンス分野

においては、京都リサーチパークの「再生医療とものづくり」での研究者と中小ものづ

くり企業とのマッチング、大阪商工会議所の「次世代医療システム産業化フォーラム」

等、医工連携に関連した産学連携促進の取り組みが着実に進められている。 

大学での取り組みでは、経験豊富なリーダー的コーディネーターが所属する神戸大学

を拠点に、コーディネーター育成が進められている。また、立命館大学では「農商工連

携」に取り組み、地域を巻き込んだ取り組みを提案型で進めているが、ものづくり企業

相互の連携にとどまらない幅広い異分野企業が参加しており、注目事例の一つと言えよ

う。 

ものづくりビジネスセンター大阪（クリエイション・コア東大阪）では、国内大手企

業のニーズを把握し、大阪のものづくり企業が手を挙げられる環境を整えて大規模商談

会を開催している。同センターでは平成 16 年から大規模商談会の開催に取り組んでお

り、営業秘密の取り扱いについても実績を積んでいる。 

また、おおさかナレッジフロンティア推進機構では、中小企業内の「研究プロデュー

サー人材」の育成に取り組んでいるが、企業側の産学連携人材を育成するという意味で、

他にほとんど例がないユニークな取り組みである。同事業は大学側だけでなく、今後は

企業内で産学連携をマネジメントできる人材も必要との観点からの取り組みである。 

これらのヒアリング先機関以外にも、関西地域では多くの関連機関が取り組みを進め

ており、産学連携促進に向けた豊かな人的ネットワークの形成が進んでいるものと期待

される。 

  



66 

 

■図表 2-26 ヒアリング先機関のオープン・イノベーションの取り組み 

№ 支援機関等名称 

【ヒアリングのテーマ】 

ヒアリング関連事業 概要 

1 産業技術総合研究所関

西センター 

【リチウム電池の技術

研究組合】 

技術研究組合リチウム

イオン電池材料評価研

究センタ- （LIBTEC）

を企画運営。 

・材料系メーカーが自社内では困難な

「電池」としての性能を組合員とな

ることで利用可能（年間 1500 万円必

要ながら人気）。 

2 立命館大学総合理工学

研究機構 

【産学連携による情報

交流】 

「明日の農と食を考え

る会」を企画運営。 

・異業種の企業が参画し、農業分野に

ついて学びながら情報交流。大学発

の農地の土壌肥沃度診断手法の普及

も目指し、産学連携に取り組む。 

3 神戸大学産学連携本部

【大学側 人材育成】 

産学連携担当の特任教

授が大学側産学連携コ

ーディネーター人材育

成に取り組む。 

・産学連携のコーディネーターを育成

するために、毎週金曜日に研修を実

施している。入門コース、初級コー

ス、中級コースと進めて、コーディ

ネーターの役割を伝える予定。 

4 財団法人京都高度技術

研究所 

【地域産学研究プロジ

ェクト】 

地域産学官連携科学技

術振興事業費補助金 

地域イノベーション戦

略支援プログラム（グ

ローバル型）「京都環

境ナノテククラスタ

ー」 

・知的クラスター創成事業（第Ⅰ期）

の実績を踏まえ、ナノテクロノジー

を核に地球環境問題に対応しうる

「環境ナノ」をテーマにすえる。 

・次世代半導体材料シリコンカーバイ

ドを使い、超低損失 SiCパワーデバ

イスを開発、注目を集めている。 

5 京都リサーチパーク 

【再生医療における医

工連携】 

京大再生医療研究グル

ープと連携し、「再生

医療サポートプラット

フォーム」を立ち上げ。 

・薬事法の認可が必要にならない段階

＝研究開発を支える理化学機器開発

として、中小ものづくり企業の取り

組みを支援。再生医療をわかりやす

く解説。 

6 大阪商工会議所 

【医工連携】 

次世代医療システム産

業化フォーラムを主

催。 

・産学連携でも最もハードルの高い医

学部・病院とモノづくり企業をつな

ぐ。地域は全国でとらえる。 

7 ものづくりビジネスセ

ンター大阪 

【オープン・イノベーシ

ョン】 

国内大手自動車メーカ

ー等と大阪ものづくり

企業の大規模商談会 

・平成 16年ころから大手企業のニー

ズを把握し、大阪のものづくり企業

のマッチングを図る商談会を開催。 

・アジア新興国センターによりアジア

新興国市場への販路開拓支援も企画

推進中。 

8 おおさかナレッジフロ

ンティア推進機構 

【企業側の人材育成】 

企業側の研究プロデュ

ーサー人材育成事業を

推進。 

参加にあたって面接があり、参加者を

厳しく選考、合宿形式も取り入れる。 
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２－３ 「関西産学連携支援研究会」における主な検討結果 

本調査では、「関西産学連携支援研究会」を設置し、3 回の議論を行った。（開催概要

についてはＰ２参照） 

同研究会での議論の概要について、以下に記載する。 

 

①コーディネーターの役割 

中堅・中小企業と大学のミスマッチをなくすためには、担当大学だけでなく、他の大

学の先生や支援機関も合わせて紹介できるような力を、コーディネーターが持つ必要が

出てきていること、また、最近の産学連携は、１対１の産学連携にとどまらず、もう少

し大きなプロジェクトに仕上げていくという段階に入っており、その意味でもコーディ

ネーターの質が問われる時代となっているとの指摘があった。 

 

②大学のシーズの提供システム 

大学のシーズだけでは事業にならないため、事業の可能性を感じてくれる企業と大学

が結びつくしくみをシステムとして提供していくことが必要になっている。これは１社

だけでは不可能であり、複数の企業が集まってシステムとして仕上げることが大切との

指摘があった。 

 

③大学コーディネーターと企業経営者との出会いの場づくり 

産学連携窓口はあるが、関西地域の大学コーディネーターと経営者が一堂に会するよ

うな出会いの場がほとんどないことが指摘された。最近では、補助金を活用するには産

学連携が求められることが多く、産学連携の相手がわからなければ、補助金の利用を断

念する企業も多いとの指摘があった。 

大学コーディネーターと企業経営者のみならず、思いつきもしないような企業との出

会いを大学でつくっていくことが重要であるとの指摘もあった。 

 

④公設試の改革の必要性 

産学連携の間をつなぐ存在として公設試に期待がかかるものの、現在の公設試は人員

数も限られマンパワーが不足気味との指摘があった。本来、産学連携に取り組むことは、

公設試にとっても研究の活性化につながることから、産業界から公設試の改革の必要性

を要望していくことも重要との指摘があった。 

中堅・中小企業にとっては大学よりも公設試の方がずっと相談に行きやすく、活用す

べきであるとの指摘もあった。 
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⑤医工連携等の異分野連携 

医工連携の場合、産学連携のハードルは他分野より高いため、支援機関が間に入る必

要があるとの指摘があった。また、企業内の研究プロデューサーの人材育成は重要であ

り、支援機関が連携して共同事業として取り組むことも考えられるとの指摘があった。 

 

⑥日本のものづくりの危機と産学連携が果たす役割への期待 

ものづくりで成り立ってきた日本は危機的な状況にあり、産学官連携を推進し、成功

事例を作りあげる必要があるとの指摘があった。ただ、そのためには世界に通じるレベ

ルでのスピードも必要になる。こういった点を、公的機関はもっと発信していくべきと

の指摘があった。 

 

⑦グローバル競争とオープン・イノベーション 

今のグローバル競争の中、欧米では大学を研究開発の重要な拠点として活用しており、

世界的にみるとオープン・イノベーションは進展しているが、産学連携で問題になるの

は知財の取得や権利保有よりもむしろ「守秘義務」であるとの指摘があった。 

大学の趣旨から考えると、共同研究相手の知財のために大学の教育活動が影響を受け

るのは道理に合わないことは事実であり、企業側はそういうことを念頭に置いて共同研

究に取り組むべきとの指摘があった。ただ、グローバル競争の中、大学も企業も知財を

踏まえた上で、外部資源を活用していかなければ、世界のスピードについていけないと

の指摘があった。 

地域の大型プロジェクトでは終了後の知財の扱いが非常に難しいとの指摘もあった。 
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（資料）「関西産学連携支援研究会」における主な発言内容 

（１）コーディネーターの役割 

・中堅中小企業の場合、産学連携に慣れていないうちは大学の敷居が非常に高いが、その

後はコーディネーターがいなくても先生のところに平気で行くようになる。先生は難し

い言葉で話したがるので、最初はコーディネーター的な役割の人が付いていてあげなく

てはならない。企業にとって敷居が高いだけでなく、先生も現場のことが分からない。 

・中堅中小企業の中には、ある大学のコーディネーターから、他大学の先生へとつないで

もらえた経験がある企業もある。企業側からすれば、このように詳しい専門の先生を別

大学でも教えてもらえて、研究が製品化に結び付くと、ありがたい。 

・文部科学省の産学連携コーディネーターの場合、他大学のコーディネーターとの人的ネ

ットワークがある。自分の担当する大学に相談内容にぴったりの先生がいなければ、コ

ーディネーターは他大学の先生を紹介するべきだろう。各コーディネーターが持ってい

るネットワークをうまく使うべきである。 

・中堅中小企業とコーディネーターが顔見知りになってくると、中小企業からどの大学の

どの先生に相談に行くのが一番いいかといった自分の専門以外の質問が企業からコー

ディネーターに出されるようになる。コーディネーターは自分の専門を持っておかない

といけないが、専門以外には幅広いチャネルが大事であり、そういうチャンネルを持て

るような人材育成が産学連携促進のためには大切である。 

・たとえば関西地域のバイオ分野や、医療機器の開発に関する産学連携促進について、様々

な支援機関があるが、医療機器や健康器具に関しては、どこに相談すればよいか、売る

目途はどうかといった市場化に関する点は、産学連携コーディネーターだけでは分から

ない。そういう意味で、他の大学の先生や他の支援機関も必要に合わせて紹介できるよ

うな力を、コーディネーターは持つ必要がある。 

・産学連携の支援は、たとえば大学側の意識改革や、地域自治体の意識改革、さらには地

域の産学官メンバーが参加するような少し大きなプロジェクトに仕上げていくために

は、産学官それぞれの主体が、どのような取り組みを行うべきかという段階にきている。

いわば、コーディネーターの質が問われる時代となっている。産学連携に関わるコーデ

ィネーターは、マッチングだけでなく事業化まで見届けるという仕事に取り組むべきで

ある。 

・産学連携そのものは、本来は企業や大学にとって、開発の手段であって目的ではない。

産学間のマッチングを図れればよいというものではなく、マッチングができた案件につ

いて、どのように事業化を進めるかという点まで含めて考えながら、コーディネーター

は産学連携に取り組むべきである。 

・官は官の立場で施策を活かして支援を行い、企業は企業の立場で開発に取り組み、コー

ディネーターはコーディネーターの立場で協力し、それぞれの役割で連携しながら事業

化までつなげていくことができるように進むべきだ。 
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・大学のコーディネーターと、企業内の研究プロデューサーが集まってディスカッション

する場所ができれば、産学連携の推進にとって有意義である。 

・中堅・中小企業の現場の声を、そのまま先生に伝えるのでなく、開発のネックになって

いる根本原因はどこにあるかまで、コーディネーターが掘り下げれば、そのテーマが大

学の先生の研究対象になる。 

・中堅・中小企業が、これまで企業間の連携で取り組んできたものづくりの仕事を、企業

が廃業し、あるいは職人が辞めてできなくってしまった時に、コーディネーターや支援

機関ができなくなった部分を、どうつなげていくか仕事も、今後の産学連携のテーマに

なってくるかもしれない。 

 

（２）大学シーズの提供 

・大学の研究者は、企業向け技術シーズの展示会であるのに、学会発表の資料を出してい

るのではないか。中小企業では、学会向けの資料では中身が理解できず、大学の技術シ

ーズと中小企業とのマッチングには役に立たない。学会向けのような資料ではなく、大

学側からも、このシーズを使えば、こういうところで製品化ができそうだという情報を

出していただければ、多くの中堅・中小企業が産学連携に手を挙げるだろう。 

・大学の技術シーズ発表会では、専門的な内容よりも、この先生はこういうことであれば

対応できるという内容を紹介してもらった方が中堅・中小企業の役に立つ。大学の研究

者の中には、学会での発表資料をそのまま出す人がいるが、そういう資料では中堅・中

小企業には伝わらないと、コーディネーターから大学の研究者に伝えるべきだろう。 

・大学のシーズだけがあっても、事業につながらない。事業の可能性を感じてくれる企業

と大学が結びつくしくみを、システムとして提供しなければならない。これは、１社で

はできず、複数の企業が集まってシステムとして仕上げることが大切。 

 

（３）大学コーディネーターと企業経営者との出会いの場づくり 

・大学のコーディネーターと経営者との出会いの場が非常に少ない。補助金を活用するに

は産学連携が求められることが多いが、産学連携の窓口になる相手がわからなければ、

補助金の説明会に行っただけで、補助金を活用できずに終わってしまう企業もたくさん

ある。 

・大学の先生多数とコーディネーター多数が一堂に会する場があり、そこに企業も来られ

るようにすれば、参加者はたくさん集まるのではないか。産学連携だけでなく、補助金

の説明会もセットにすれば、多数の企業が参加するだろう。また、通常の発想ではマッ

チング相手として思いつかないような大学と企業が出会えるような場を作っていくこ

とも大事である。 

・シーズとニーズのマッチングの場が、これまで、いろいろな日に別々の場所で行われて

きている。公的機関が声をかけて、関西地域の産学連携のイベントを、同じに全部一緒
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にやっていただければ、企業も参加しやすくなり、産学連携を求めているような企業相

互の出会いも生まれて、横の連携にもつながるのではないか。 

 

（４）公設試の改革の必要性 

・公設試（公設試験研究機関）は、大学と企業をつなぐコーディネーターとなるにはマン

パワーが不足している。昔は、公設試は自らの設備を持ち、かなり先端の研究をしてい

たが、最近では中堅・中小企業からの依頼に応えることが中心となり、役割が変わって

きた。もともと、公設試は企業にとって身近な存在であり、産学連携促進には公設試の

活用が鍵になる。公設試側も変わっていくべきだと思う。 

・地域の公設試の取り組みをみていると、産学連携に取り組んでいる若手のチームは研究

が活性化しているが、従来型の依頼試験を中心に取り組んでいるるチームは、次の開発

を行う力が不足している。産学連携に取り組むことは、公設試にとっても活性化につな

がるはずだ。 

・産業界から、公設試の改革の必要性に対して、声を上げていただくことが必要かと思う。

ただ、公設試にも得意不得意があるため、産学連携をプロデュースしようと思うと、企

業の中の研究プロデューサー的な人材が大学や公設試をうまく使わないとできない。 

・よく言われていることだが、大学の先生は、量産化や歩留まりを上げるといったテーマ

の研究にあまり熱心ではない。公設試が、事業化に向けて不可欠となる量産化等の研究

を、本来、担っていくべき。 

・一つの公設試で対応できないような企業からの相談について、ふさわしい相手を探して

そこにつなぐという力が、今の公設試にはないだろう。ただ、中堅・中小企業にとって

は大学よりも公設試の方がずっと相談しやすいのは事実であり、産学連携の促進に向け

て、公設試をもっと活用すべき。 

 

（５）医工連携等の異分野連携 

・医工連携のマッチングを進める場合、マッチングの一方の相手は医師になるため、中堅・

中小企業にとって、産学連携のハードルは他分野より高い。医工連携のマッチングに向

けては特に、支援機関が間に入らなければならない。 

・産学連携の促進に向けて、財団法人大阪市都市型産業振興センターで取り組んでいるよ

うな企業内研究プロデューサー人材育成のための講座を、座学だけでもいろいろな人が

参加できる形で開催してもらえるとありがたい。一つの組織だけでなくいろいろな組織

が連携して、産学連携に取り組む中堅・中小企業が、社内の研究プロデューサー人材の

育成に取り組めるようになれればいい。 

・医療機器の導入は、大学の医学部ごとに方針が違う。医療機器を開発した結果、本当に

どこの大学や医療機関が使ってくれそうなのかを事前に調べておかないと、事業化の目

途をつけることが難しい。 
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・農工連携は、農業と他領域をつないで新しい商品を開発し、市場化していくことを目指

していくべき。たとえば農業とまったく関係のなかったものづくり技術と農業のような

異分野が連携すれば面白い開発ができるのではないか。 

 

（６）日本のものづくりの危機と産学連携が果たす役割への期待 

・ものづくりで成り立ってきた日本の産業基盤、技術基盤は、現在、危機的な状況にある。

産学官連携を推進し、新たな技術開発の成功事例を作りあげていかないと、今後、日本

の産業基盤を支えられなくなるのではないか。 

・韓国のある工業特区では、工業団地の進出の申請書類の受理に１週間しかかからない。

日本の省庁の場合、縦割りで何をするにも時間がかかるが、それでは世界のグローバル

競争の中で、日本の産業は勝てない。 

・企業と企業の連携の場合、大手企業の購買部門と中堅・中小とのマッチングになると、

最初からコストの話になってしまうが、大手企業の研究開発部門と中堅・中小企業のマ

ッチングは比較的成立しやすく、中堅・中小企業が大手企業との取引を開始しやすい。

このため、公的支援機関が間に入り、大手企業の開発センターや企画部門と、中堅・中

小企業とをつなぐことができれば、中堅・中小企業のビジネス拡大につながる。こうい

った点も含めて、公的機関や大学のような中立的な立場の機関は、産学連携や企業間の

連携の重要性について、発言していくべきである。 

・中堅・中小企業が産学連携を成功に導くためには、大学だけでなく企業側も改革が必要

であり、社内で研究開発を推進できるような人材育成に取り組む必要がある。 

 

（７）グローバル競争とオープン・イノベーション 

・グローバル競争が厳しくなる中、欧米では大学を R＆Dの拠点と位置付けている企業も

多い。その場合、問題になるのは知財よりも守秘義務の点である。企業側は大学に、守

秘義務を厳格に希望することが多い。 

・大学の中で大学院生が関わった開発案件について、情報をクローズにすることは可能で

あり法律違反でもないが、ただ、大学の教育の趣旨から考えると、大学院生が産学連携

プロジェクトに参加するのは教育の一環であり、共同研究相手の企業の知財保護のため

に、大学の教育活動が影響を受けるのは大学の趣旨からするとやはりおかしい。 

・企業側は、大学の教育という点も念頭に置いて、大学との共同研究に取り組むべき。 

・営業秘密を守るという観点から、企業は将来、ビジネスのコアとなるような重要な研究

は、大学に研究の委託をしなくなっている印象がある。逆にいうと、営業秘密を守るた

めに企業が積極的に重要な案件を大学と共同研究をしなくなっており、その点が我が国

の産学連携で最近、ぱっとした成果が出ていない理由の一つではないか。 

・大手企業の場合、できるだけ多くの先生と接点を持ち、守秘契約を結んだ上で、アイデ

ィアだけがほしいような印象がある。しかし、先生のアイディアをもらい、研究は自社



73 

 

で行って、成果が出れば事業化するという悠長な開発スタイルでは、今の世界競争に勝

てない。 

・グローバル化となると、日本の大学の研究者も知財について企業との付き合い方を学習

していただかないといけないと思う。 

・大学側も知財の管理に取り組むとともに、契約の中で、大学で対応できることと対応で

きないことを明確にしていくべき（例 特許侵害があった場合の大学の対応すべき義務

に関する条項をどう入れるか等）。 

・地域の産学官連携による研究開発プロジェクトが終了した後の、特許の取り扱いが非常

に難しくて苦労した経験がある。出願して審査請求を行って研究成果を権利化していく

プロセスは、研究開発プロジェクトが終了してからスタートする。今の地域での産学官

連携による研究開発プロジェクトの公的資金のスキームでは、プロジェクト終了後の知

財をフォローできる体制がつくれない。 
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第 3 章．課題抽出と今後の方向性検討 

 

３－１ 今後求められる産学連携促進機能の整備の方向性 

関西地域の産学連携に関する豊富なポテンシャルを背景に、本調査で実施した文献調

査、アンケート調査、ヒアリング調査の結果を踏まえて、今後、関西地域の機械工業、

ひいてはものづくりに関連する幅広い産業の研究開発力を高め、グローバル競争のスピ

ードに合わせた事業化を支援していくために、関西地域でどのような機能を整備すべき

かについて、以下に検討した。 
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■図表 3-1 調査結果と今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜本調査 調査結果＞ 

①文献調査結果 

 ・関西地域ではおよそ 60 の大学で産学連携に関連する機関（窓口）が 100 近く活

動。名称にもリエゾン等の他にビジネス・イノベーション等が取り入れられてい

る。事例調査でみると理工系、医学系を中心に連携が進むが、中堅・中小企業側

の取り組み例では生活関連分野や生産技術等への関心も高い。 

②アンケート調査結果 

 ・産学連携支援機関の取り組みでは、相談や研究交流会（オープン、会員制等）か

ら共同研究に進む例もみられる。大学側の情報発信も活発化している。 

 ・産学連携支援機関では人員不足や産業界のニーズ把握が難しい点が課題。 

 ・オープン・イノベーションへの取り組みは途上で、積極的に展開する大学もある。 

③ヒアリング調査結果 

 ・公的資金の活用に向けて産学連携が中堅・中小企業においても活発化している。 

 ・先進企業例では、海外大学との連携も実施し、知財戦略にも取り組んでいる。 

 ・オープン・イノベーションには積極的姿勢の企業と懐疑的な企業とに分かれる。 

 ・産学連携および産産連携の適切なマッチング、人材育成に関する支援、空洞化対

策として優れた中堅・中小企業を関西にとどめるための方策等が求められている。 

④「関西産学連携支援研究会」の検討結果 

 ・１対 1 の産学連携から、複数企業が参加するシステムとしての産学連携へと移行

してきており、コーディネーターの質や役割が問われている。また中堅・中小企

業側にも研究プロデューサー的な人材が求められている。 

 ・マッチングで満足するのでなく、事業化までの支援、知財管理等への支援も必要。 

 ・中堅・中小企業と産学連携コーディネーターが一堂に会する場所がない。 

・産学連携についての公設試の役割の見直し、必要な改革が求められる。 

・グローバル競争の中で、オープン・イノベーションは避けられないテーマ。その

ための知財管理を大学側の事情、中堅・中小企業のニーズを踏まえて進めるべき。 

＜課題と可能性＞ 

○一大学、一機関だけではつながりにくいマッチング促進に向けた効果的な支援が必要。 

○事業化までを一貫して支援できるシステムづくりが必要。 

○企業内の研究プロデューサー人材や知財関連人材、新たな融合領域での技術者育成等の

人材育成への取り組みが必要。 

○公的資金の獲得と合わせた産学連携促進策が有効と期待され、企業・大学のコーディネ

ーターが集まる場づくりが必要。 

 

＜方向性＞ 

方向性１．情報発信、人材育成等に向けた支援 

方向性２．提案活動等の展開 

方向性３．内部･外部機関の機能との共有推進 
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３－２ 具体的な事業案の検討 

 

方向性１．情報発信、人材育成等に向けた支援 

 

豊富な人脈を有するコーディネーターがいる場合は別だが、一大学や一機関だけの取

り組みでは、適切なマッチングにまでいたらず、中堅・中小企業側の産学連携ニーズが

適切につながっていない事例があることが、本調査で把握された。 

これらは潜在的な産学連携ニーズであり、今後、適切なマッチングの機会を増やすた

めに、研究会議論で指摘があったような中堅・中小企業経営者と大学コーディネーター

が一堂に会して情報交換が進む場づくりを進めることが必要である。 

各機関の連携を進めるためには、たとえば企業向けセミナー等の地域内交流や、横断

的な連携による開催や、関連する機関やコーディネーターの情報整備等が必要である。 

また、産学連携のマッチング後の事業化支援についても支援していく必要があり、販

路開拓支援に向けて首都圏における営業拠点提供や、研究開発に関連する施設等の提供

や市場化調査等の支援についても検討していく必要がある。 

＜事業 想定案＞ 

・産業連携に係る情報発信等の効果的な支援（セミナー等の機会による地域内交流

促進、地域横断的交流の促進等） 

・事業化までの支援（「営業拠点」と「研究施設等」の提供、製品等の市場調査、販

路開拓の支援） 

・組織･コーディネーター人材ＤＢ化（ニーズ、シーズのＤＢ化を含む） 

・顕彰制度に向けた支援 

・人材育成事業支援 

 

 

方向性２．提案活動等の展開 

 

産学連携に関する情報発信が各地で個別に行われていたり、開催日もばらばらなこと

が多く、たとえ産学連携に関心があっても中堅・中小企業が参加しにくい状況にあるこ

とが本調査で把握された。また、当連合会のような公的機関が、産業界からの意見とし

て関西地域の機械工業、ひいてはものづくり関連産業の活性化や集積促進に向けた提案

を各方面にしていくことが重要との指摘がヒアリング調査や研究会議論の中でみられ

た。さらに、技術開発に意欲的な中堅・中小企業では、産学連携を前提に公的資金の獲

得を目指す企業も多いことから、公的資金の案内や利用支援に対するニーズも把握され

た。 

このため、現在、個別に開催されている産学連携関連の商談会や展示会等を集めて中
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堅・中小企業が参加しやすくなるような開催に向けた提案活動や、支援機関が連携して

協力関係を築き関西地域の産学連携を活発化させるための取り組みを進めることが必

要である。 

＜事業 想定案＞ 

・産学連携に係る提案活動（商談会･展示会の集合化等）の強化、要望活動 

・連携支援機関との協力関係の構築（省庁／自治体予算・補助金の獲得） 

 

 

方向性３．内部･外部機関の機能との共有推進 

 

方向性１および方向性２で取り上げた取り組みを進めるためには、当連合会と関連す

る機関や、大学窓口や産業振興機関等をはじめとする関西地域における各種産学連携機

関との連携を強め、たとえばセミナーの共催を進める等、共有できる資源を共有し、事

業の相乗効果が発揮できるように進めることが重要である。 

＜取り組み 想定案＞ 

・関西地域の各産学連携機関との連携協力関係の構築 

・関連する公的機関の各機能との共有推進 

 

また、今後、当連合会大阪事務所で取り組む産学連携支援の対象範囲としては、当面、

以下の対象を想定する。 

 

－産学連携の対象範囲について－ 

①地域       関西地域（関西地域をベースとして全国等の広がりは認める） 

②企業規模     主として中堅･中小企業 

③連携範囲     機械工業間連携、機械産業と情報産業（組み込み系）連携、医･

工連携、農工連携 
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３－３ 今後の取組に向けて 

３－２で取り上げた内容について、今年度の本調査での成果を活かしながら、今後、

以下のスケジュールで事業および調査検討を進めることが望まれる。 

 

 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度～ 

実施事業案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

検討開始事業案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【共有・連携・協力等の相手先】 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

本調査業務 
シンポジウム･セミナー等による地域内･地域

間交流、普及啓発 （２４年度～） 

首都圏での営業活動支援 

出会いの場の提供支援（セミクローズ） 

関西地域での人材育成事業支援 

販路開拓等支援 

顕彰制度に向けた支援 

展示会･商談会への出展支援 

省庁/自治体予算･補助金の獲得支援 

首都圏産学連携推進支援機関 

近畿地域産学連携推進支援機関 

国の出先機関・近畿地域各府県政令市 

支援機関との協力･連携関係の構築 

公設試等試験研究機関 

組織･人材ＤＢ ニーズ･シーズＤＢ 
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