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抄 録

1. はじめに

　2014年4月から名古屋大学に出向し、産学官連

携の仕事に携わっています。特許庁では、複数の大

学と人材交流を行っていますが、名古屋大学との間

では今回が初めてです。幸運にもこの2年の間には、

赤﨑勇特別教授と天野浩教授のノーベル物理学賞受

賞をはじめ心に残る多くのイベントがありました。

　本稿では、この2年を振り返りながら、名古屋大学

の産学官連携の取組と私が携わっている業務の一部

を御紹介したいと思います。なお、本稿中で述べる

見解は、あくまで筆者の個人的なものであり、名古

屋大学を代表するものではないことを申し添えます。

2. 名古屋大学の産学官連携

　名古屋大学は、自動車や航空機などの輸送機器

産業、素材産業等の世界有数の産業集積地に位置

し、 昨年4月に就任した松尾清一総長（前学術研

究・産学官連携推進本部長）のイニシアティブの下、

産学官連携を含む多様な連携によりイノベーショ

ンへの貢献と社会的価値の創出に取り組んでいま

す（図1）。

　本学では、2012年以降、研究支援組織（研究推

進室、産学官連携推進本部、リサーチアドミニスト

レーション室）の整備を進めてきましたが、2014

年1月、これらの組織を集約・統合し、基礎研究か

　名古屋大学との人材交流で産学官連携の仕事に携わっています。本稿では、名古屋大学の産
学官連携の取組と私が携わっている業務の一部を御紹介します。
※本稿は、筆者が名古屋大学に出向中の平成28年3月に執筆したものです。
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名古屋大学に出向して

図 1　名古屋大学松尾イニシアティブ 2020　※名古屋大学 HP より
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を手厚くしてインセンティブ強化を行うなど、大学

の研究成果がより実用化に結びつくよう改革を進め

てきました。

　こうした改革の成果もあり、共同研究の受入件数

及び金額は年々増加し、2011年に大幅に減少した

特許権実施等の収入も V字回復の途上にあります

（図3、図4、図5）。

ら産学官連携までの研究全体を俯瞰して全学的な知

的資産マネジメントを強化するため、「学術研究・産

学官連携推進本部」を設置しました（図2）。また、

知財支援、共同研究・技術移転等支援を行う知財・

技術移転グループでは、発明相談や届出を受けて特

許出願から技術移転までを一人の知財担当者が一貫

して担当する体制に変更するとともに、発明者報償

教員数：各大学の公表数字（HP）に基づき作成。 
学生数：各大学の公表数字（HP）に基づき作成。学部生、大学院生を含む。 
科研費：平成27年度科学研究費助成事業の配分について（概要）」（文科省）に基づき作成

支出（億円）
東京大学 2595
京都大学 1757
東北大学 1457
大阪大学 1436
九州大学 1332
名古屋大学 1085
北海道大学 951

科研費（億円）
東京大学 216
京都大学 140
大阪大学 111
東北大学 98
名古屋大学 75
九州大学 69
北海道大学 55

学生数
東京大学 27937
大阪大学 23421
京都大学 22795
九州大学 18747
東北大学 17865
北海道大学 17367
名古屋大学 15872

教員数
東京大学 4790
京都大学 3377
大阪大学 3184
東北大学 3184
九州大学 2443
北海道大学 2064
名古屋大学 2032
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共同研究件数・受入金額の推移 2014年度民間企業との共同研究費受入額（単位：千円）

受入額

（百万円） （件）

「名古屋大学プロフィール」に基づいて作成

機関名 受入額 前年度No.

1 東京大学 4,840,830 2

2 京都大学 4,792,490      1

3 大阪大学 3,215,597 4

4 東北大学 2,743,606 3

5 九州大学 1,901,041               5

6 慶應義塾大学 1,585,213 6

7 名古屋大学 1,431,172      7

8 東京工業大学 1,409,436 8

9 北海道大学 994,079 10

10 早稲田大学 592,542 11

 「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」（文科省）より
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図 2　学術研究・産学官連携推進本部

図 3　主要国立大学の規模比較（2015 年度）

図 4　共同研究件数及び受入金額の推移と 2014 年度上位大学（民間企業との共同研究）

人事交流
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して、近年、中国や韓国の大学のシェアが大きく伸

びており、知財面では、アジアにおける日本の大学

のプレゼンスが相対的に低下しているのが現状です

（図8、図9）。

　特許出願件数についても増加傾向ですが（図6）、

他方で、多くの大学と同様、知財予算は厳しく、外

国出願についてはJSTの外国出願支援スキームに大

きく依存しているのが現状です。

　因みに、世界知的所有権機関（WIPO）が調べた

ところによれば、世界の大学の PCT出願件数上位

はほぼ米国の大学が占めており、日本の大学は、京

大が14位、東大が16位という状況です（図7）。そ
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「大学等における産学連携等実施状況について」
 （文部科学省大学技術移転推進室）の定義による

機関名 収入額 前年度No.

1 京都大学 357,568 2
2 東京大学 341,184      1
3 大阪大学 138,014 3
4 慶應義塾大学 137,474 14
5 東北大学 84,929               8
6 日本大学 82,001 4
7 東京工業大学 78,490      9
8 九州大学 51,619 6
9 金沢大学 35,987 13
10 名古屋大学 32,781 16

名古屋大学の特許権実施等収入の推移

「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」（文科省）より

図 5　名古屋大学の特許権実施等収入の推移と 2014 年度上位大学

図 8　大学等の PCT 出願・国別シェア
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図 6　名古屋大学の特許出願件数の推移

全体
順位 出願人（大学） 2014年の

 公開件数
2013年か
らの増減

1 （47）University of California（US） 413 +15
2 （63）Massachusetts Institute of Technology（US） 234 +15
3 （132）University of Texas System（US） 154 +35
4 （145）Harvard University（US） 147 +26
4 （163）Johns Hopkins University（US） 135 +19
6 （201）Leland Stanford Junior University（US） 113 +12
7 （206）Columbia University（US） 112 -21
8 （225）California Institute of Technology（US） 103 +12
9 （249）University of Pennsylvania（US） 94 +22
10（253）Seoul National University（KR） 92 +12
14（293）京都大学（JP） 81 +23
16（304）東京大学（JP） 79 +3
22（332）九州大学（JP） 72 +20
25（378）大阪大学（JP） 62 +10
31（422）東北大学（JP） 55 -4
統計：2014年公開件数ベース。
　　　WIPO PCT Yearly review 2015に基づき作成

図 7　2014 年 PCT 出願人（大学）トップ 10

出典：WIPO PCT Yearly review 2014 より
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ニュースが飛び込んできました。赤﨑記念研究館

は、その夜から連日、国内外から訪れるマスコミ関

係者や見学者で賑わい、私は、学内で最もノーベル

賞受賞を実感できる場所で仕事をさせていただきま

した（写真2、写真3）。

4.  大学を研究拠点とする研究コンソーシアムに
よる連携

　次に、名古屋大学を拠点としたいくつかの産学官

連携の取組について御紹介したいと思います。

（1）名古屋大学未来社会創造機構
　2014年4月に設置された未来社会創造機構では、

文部科学省センター・オブ・イノベーション（COI）

の中核拠点として、「高齢者が元気になるモビリ

ティ社会」をビジョンに掲げ、「モビリティ」、「情報

基盤」、「くらし・健康基盤」、「サステナブル基盤」の

4部門でビジョンの実現／社会実装に向けた研究開

発が行われています。

　2015年5月には、その拠点となる研究施設「ナ

ショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC）」

　大学発の研究成果について海外で必要な知財を確

保できない状況は、企業等が大学と連携して実用化

研究を進めたとしても、将来、海外では後発企業と

優位に戦うことができない可能性があることを意味し

ます。これでは、日本の大学発の新しい技術シーズ

に対して、実用化研究のインセンティブが働かず、

折角の研究成果を眠らせてしまうことにもなりかねま

せん。大学においても、知財を取得すべきものとそう

でないものを適切に峻別し、必要なものについては、

海外も含め、広くて強くて役に立つ権利を確実に確保

し、研究成果の実用化、イノベーション創出へとつな

げていくことが重要です。そのためには、個々の大学

の知財マネジメントに加え、横断的な政策によるバッ

クアップや企業等の協力が不可欠と感じています。

　

3. ノーベル物理学賞

　名古屋大学に着任した当初の執務室は、赤﨑記念

研究館の 2階にありました（写真1）。6階には赤﨑

特別教授のお部屋があり、1階は、青色発光デバイ

ス研究の軌跡を当時の実験設備等とともに辿ること

ができる展示室になっています。

　2014 年 10 月 7 日、

同僚（赤﨑研究室出身

で、第2のブレイクス

ルーとも言われる pn

接合型青色LED（1989

年）の 共 同 発 明 者。）

とともに名古屋市内で

の会合に参加しており

ましたところ、ノーベ

ル 物 理 学 賞 受 賞 の
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統計：2013年公開件数ベース。WIPO PCT Yearly review 2014に基づき作成

大学名 国名 2005-
2007

2008-
2010

2011-
2013

シェア
（％）

韓国科学技術院 韓国 55 116 287 3.2
ソウル大学 韓国 102 243 280 3.1
東京大学 日本 140 266 238 2.6
北京大学 中国 22 59 198 2.2
京都大学 日本 229 133 188 2.1
その他 その他 3,454 5,100 7,873 86.9

合計 4,002 5,917 9,065 100.0

図 9　アジアの PCT 出願トップ 5 大学の件数推移

↑ 写真 2　3 人のノーベル賞受賞者がサ
インしたノーベル博物館のイス

→ 写真 3　ノーベル賞のメダル……実
は、ノーベル博物館のメダルチョコ

写真 1　赤﨑記念研究館

人事交流
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早期実用化を目指して、2015年10月に設置されまし

た（写真5）。また、同センターを拠点に、産学官共創

による“省エネルギーイノベーション”を実現する「GaN 

研究コンソーシアム」も設立され（図11）、現在、研

究プロジェクトの開始に向け、知財の取扱を含めた規

定や運用ルール作り等が進められています。

　この2年間、こうした研究コンソーシアムの知財

関連業務を通じて関係企業や研究機関の方々とも交

流させていただき、知的創造サイクルの「創造」、「活

用」の視点で多くのことを学ばせていただきました。

5. 大学（理系学部）における知財教育

　大学では、博士課程教育リーディングプログラムの

スキルセミナー（特許、選択科目）、工学部・農学部の

知財の講義（選択科目）の一部、理系学生が企業にイ

ンターンに行く前に知財や秘密情報管理の重要性を

学ぶインターンシップ前研修なども担当しています。

が完成し、私が所属する学術研究・産学官連携推進

本部もNICに移転して、「アンダーワンルーフ」での

産学官連携を実践しています（写真4）。

（2）ナショナル・コンポジット・センター（NCC）
　ナショナル・コンポジット・センター（NCC）は、

地球環境保全のための革新的な技術開発が求められ

る中、複合材料の世界的研究開発拠点の形成を目指

し て、2012年4月 に 設 立 さ れ ま し た（図10）。

3500tの大型プレス機等を備え、 熱可塑性CFRP

（CFRTP）の開発及び構造設計・応用加工技術の開

発（NEDOプロジェクト「革新的新構造材料等研究

開発」の一部）を行う研究コンソーシアムの拠点と

なっています。

（3）未来エレクトロニクス集積研究センター
　未来エレクトロニクス集積研究センター（天野浩セ

ンター長）は、窒化ガリウム（GaN）パワー半導体の

写真 4　ナショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC）

自動車協調プロジェクト：
自動車用の複合材開発で､熱可塑性樹脂と炭
素繊維を組み合わせた複合材に焦点をあて､
高速かつ低コストで量産できる技術開発に取
り組む。

日本屈指の複合材料の研究開発拠点として、また、ハブ機能を発揮するために、異業種、垂直、水平連携による
ネットワーキング、コンソーシアム作り、国内外の大学、研究機関との連携による最新技術動向の把握に努め、
ものづくりの実証・評価を通じた人材育成、中小企業への貢献を目指す。

航空機・風車プロジェクト：
複合材が使用された製品の耐性を試すために
最新装置を導入し､耐雷、耐火・耐炎試験評
価を一体的に行う。ここの分野では航空機・
風車等の分野も対象とする。

出典：新構造材料技術研究組合ホームページより

熱可塑性CFRP（CFRTP）の開発 
─革新製法・評価設計技術確立による量産車の超軽量化─

図 10　ナショナル・コンポジット・センター（NCC）

写真 5　天野先生の執務室にて（右：天野先生、左：筆者）
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進などが掲げられています。既に国立大学改革と研

究資金改革との一体的推進を含む大学の研究資金の

改革等も始まっていて、産学官連携は新しいフェー

ズに突入しています。

　着任以来、あっという間の2年間でしたが、この

ような変革期に大学で産学官連携の業務に携わるこ

とができ、私にとって大変有意義な時間でした。間

もなく名古屋大学を離れることになりますが、本学

で得た知識・経験を今後の業務にもフィードバック

し、産学官連携を通じたイノベーションがさらに加

速して国富につながっていくよう、微力ながらお役

に立ちたいと思います。また、今後、特許庁の産学

官連携分野の人材交流がさらに活発化することを心

より願っております。

　最後になりますが、この場をお借りして、本学在

職中にお世話になった皆様、今回の人材交流の機会

を与えてくださいました関係者の皆様に心より御礼

を申し上げます。

　多くの大学と同様、理系の学生全員が必修で知財

の講義を受ける体制にはなっていないのが残念です

が、一方で、大変関心をもって講義に参加してくだ

さった学生さんも多く、私にとっては最も楽しい業

務の一つです。

　また、本学では、共感工学ラボe+co.lab（参考：

TED×NagoyaU「共感と助け合いのモノづくり」、

https://www.youtube.com/watch?v=tOLKchNtSiY）

を中心に、本学をはじめ近隣の他大学（芸術系も含

む。）の学生さんが自主的に参加し、学生の柔軟な

発想力と中小企業の技術・開発力とをマッチングさ

せて新製品開発につなげる「具現化ソン（具現化＋

マラソン）」等の取組も行われています。今年度、

名古屋に本部を置く団体との連携で実現した「未来

価値創造プロジェクト」では、名古屋市交通局との

連携による実証実験なども行われ、テレビや新聞に

も取り上げられました。こうした活動に参加する学

生さん向けの知財セミナーにも協力させていただ

き、楽しませていただきました。

　

6. おわりに

　2016年度から第5期科学技術基本計画がスター

トします。我が国を「世界で最もイノベーションに

適した国」へと導くべく、本計画には、人材・知・

資金の好循環システムの構築、具体的には、産業界

の人材・知・資金を投入した本格的連携や大学等の

経営システム改革を含む産学官の推進体制強化、ベ

ンチャー創出強化、大学等に散在する知財の活用促

●2014年ノーベル物理学賞受賞の天野浩教授らが進める窒化ガリウム（GaN）
　半導体研究を強化するため、「未来エレクトロニクス集積研究センター」を
　設立
●同センターを拠点とした、産学官共創によるオールジャパン体制を構築し、
　”省エネルギーイノベーション”を実現する

GaN半導体の特徴
・従来のSiデバイスに比べて小型
　化高効率化が可能
・高耐圧・高周波特性から、電源
　系や高速通信などに応用可能

名古屋大学の強み
・赤崎特別教授、天野教授に代表される
　GaN半導体の世界的な研究実績
・世界屈指の超高圧電子顕微鏡やシンク
　ロトロンなど充実した観測装置

未来エレクトロニクス集積研究センター

【設 置】2015年10月1日
【センター長】天野浩 教授
【基本思想】・省エネルギーに資するデバイス開発を目的として、
　　　　　　基礎～システムに至る一貫した開発俯瞰的視野と
　　　　　　知識を持った人材育成
　　　　　・産学官の共創により、最終システムを念頭におい
　　　　　　た研究開発環境の実現

究極的な省エネルギーエレクトロニクスの実現を目指す

先端技術による“省エネルギーイノベーション”は、日本の
経済成長の切り札
成長戦略、地方創生に位置付けて取組みを加速することによ
り、その実現までの期間を大幅に短縮し、アベノミクスを強
力に牽引

【具体的目標】
照明のLED化推進による電力消費7%削減を含めて、
2025 ～ 2030年までに全電力消費量を15%以上削減

“省エネルギーイノベーション”

GaN研究コンソーシアム
【目的】
名古屋大学未来エレクトロニクス集積研究センターを拠点と
し、大学、研究開発法人、企業が「一つ屋根の下（アンダー・
ワン・ルーフ）」で、革新的な知の創出から、死の谷の橋渡し、
社会実証までの一貫したプロセスを産学官で共創することに
より、イノベーションエコシステムを確立する。

コンソーシ
アムの中核拠点 
として貢献

オープンイノベーションのための新しい産学官連携研究開発体制の構築
～窒化ガリウム（GaN）研究拠点の整備～

GaN半導体の早期実用化に向けた研究開発の加速

図 11　GaN 研究コンソーシアム

profile

北岡 浩（きたおか ひろし）

1989年4月 特許庁入庁（特許審査第四部電子回路）。1993年4
月に審査官昇任後、総務課併任、国際課併任、ワシントン大学ロー
スクール客員研究員、ジェトロ・ニューヨーク、知的財産研究所
ワシントン事務所長、審判部審判官（第30部門）、企画調査課特
許戦略企画調整官、審査第四部審査長（情報処理、デジタル通信）
等を経て、2014年4月から2016年3月まで国立大学法人名古屋
大学学術研究・産学官連携推進本部特任教授。2016年4月より
審判部審判長（第31部門）。

人事交流


