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１ 技術移転の概要 

技術移転は、一つの機関や企業で創出された研究成果や技術を、他の機関や企業に移

転することを指す。大学や公的研究機関から企業への技術移転があれば、企業から企業

への技術移転もある。本稿では、大学や公的研究機関から企業への技術移転、即ち産学

連携について述べる。 

なぜ今、産学連携が求められているのか。それは経済産業活動のグローバル化と関係

があると考える。また、大学が社会に果たす役割の変化とも関係がある。インターネッ

トの発展によって、地球上のいろんな人が国境を越えて即自的に情報交換できるように

なったこともまた、関係がある。昔は、大企業は自前の基礎研究所を持ち、それが将来

に亘って発展を維持するために必要であると考えられていた。基礎研究所の成果を基に、

10年後や20年後の自社の将来のビジネスを展開しようと考えたのである。 

ところが、経済産業活動のグローバル化やインターネットの発展等により、人々の価

値観が多様化するとともに、グローバルな大競争の時代となり、商品のライフサイクル

の短小化も進んできた。このような変化に対応可能な基礎研究所を自社専用に保有する

ことは、巨大なコストの投資が必要であるとともに、相当非効率にならざるを得ない。

この結果、多くの企業では、基礎研究部門は廃止するか、最小限にとどめ、その役割を

大学や公的研究機関に依存することが大きな流れとなってきた。加えて、このような大

競争の時代に生き残っていくためには、これまでの改善や改良というビジネスモデルか

らイノベーションモデルに、意識や社会を変化させることが求められている（図１）。そ

のような変化の中で、大学や公的研究機関への期待は益々大きくなってきた。 
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大学や公的研究機関では、基礎研究を初め、企業の研究開発では生まれにくい独創的

な研究開発が多様な分野で行われている。しかも公的な研究機関なので、特定の企業や

系列に与せず、公平なサービスが期待できる。更に、日本では2006年の教育基本法の改

正により、大学の第3の使命として、研究成果の社会への還元が加わった。そこで、この

大学や公的研究機関の基礎的な研究成果やイノベイティブな研究成果を産業界と連携し

てうまく活用できれば、産業が大きく活性化する。これが産学連携による技術移転であ

る（図２）。 

 

図２ 
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 産学連携による技術移転を成功させるには工夫が必要である。なぜなら、大学や公的

研究機関の研究成果がそのまま企業で使われることは尐なく、また、大学や公的研究機

関発のシーズと企業が求めるニーズとのマッチングは必ずしもうまく行かないからだ。

技術移転に王道は無いともいわれる。しかし、1980年代に日本とドイツからの切迫で経

済的に苦しんできた米国が、Bayh-Dole法や連邦技術移転法等を整備し、産学連携を推

進して、大きな経済発展を成し遂げたことは良く知られている。大学や公的研究機関が、

経済産業の発展に大きな役割を果たしたのだ。これからこの大学や公的研究機関からの

技術移転について解説していく。 

 

２ 技術移転の手法 

 技術移転の手法には、①ライセンス（実施許諾）、②共同研究・受託研究、③技術研修

等がある。このうちライセンスは、狭義の技術移転ということができる。ライセンスに

より大学の研究成果が社会に還元された有名な事例として、例えば、米国スタンフォー
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ド大学のグーグル（これまでの累積実施料収入は$300Million以上）や遺伝子組み換え技

術（これまでの累積実施料収入は$200Million以上）を挙げることができる。これらの大

学発の研究成果は、大きな経済効果と雇用をもたらし、経済社会に大きなインパクトを

あたえた。このように、大学や公的研究機関は実施料を儲けることが目的ではなく、研

究成果が社会に還元されることが目的だ。しかし、この実施料収入はこの経済効果の指

標となるばかりでなく、この収入があることで、大学や公的研究機関における特許等知

的財産権の出願・維持・管理や技術移転、及び契約管理等に要する専門家の人件費等を

賄うことができる。そして、この技術移転活動が次の成果を生むと言う、正の発展スパ

イラルが形成される。 

ライセンスは、知的財産権を有する者（ライセンサー）がその実施権を第3者に実施許

諾することである。このライセンスを受けた第3者をライセンシーと呼ぶ。産学連携の場

合には、ライセンサーは大学や公的研究機関で、ライセンシーは企業である。ライセン

シーは、実施権を得る代わりにライセンサーに実施料を支払う契約を締結する（図３）。 

 

図３ 
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ライセンス契約の4要素は、①契約当事者、②ライセンスの対象、③ライセンス条件、

④対価である。これらは、ライセンス契約書に記載すべき最も重要な項目になる。この

うち、ライセンス契約の大元となるものは、ライセンスの対象、即ち、特許、意匠、商

標や著作権等の知的財産権だ。しかし、単に知的財産権があるだけでは技術移転は必ず

しも成功しない。大学や公的研究機関の研究成果から、強力な知的財産権を創出すると

ともに、それを最も適切な企業に実施許諾する活動を行う技術移転専門家が必要である。

このための組織を技術移転機関（TLO：Technology Licensing Office）と呼ぶ。また、

これらの知的財産権は技術移転のコアであるということができるが、技術移転は、ノウ
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ハウや技術指導を含み、また、共同研究や受託研究を介すなど、包括的な取組みが行わ

れて初めて技術移転が実現する。このため、大学や公的研究機関の研究者が熱意を持っ

て技術移転に取り組むこともまた重要な要素となる。研究者からみれば、自らの研究成

果が発展し、社会に還元されることで、また、実施料の一部が還元されることで、大き

なインセンティブになる。 

 

３ 技術移転のための法的整備 

 大学や公的研究機関から創出された研究成果を産業界に技術移転するため、どのよう

な法律が整備されてきたのか。大学や公的研究機関の技術移転で最初に大きな成果を収

めたのは米国だ。米国は1980年代に大不況であったが、その解決のために政府が考えた

ことは、第1に大学や公的研究機関の研究者が競って新しい研究成果を創出するようにす

る仕組みであり、第2にその革新的な研究成果を産業界に積極的に使ってもらうようにす

る仕組みの確立だった。このため、米国政府は1980年にBayh-Dole法、1986年に連邦技

術移転法を施行した（図４）。 

 

図４ 
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Bayh-Dole法は、2人の上院議員の名前を取った俗称であるが、第1に、連邦政府資金

によって大学、非営利機関や中小企業が研究成果を創出した場合、その成果から得られ

た知的財産権は、これらの研究開発を実施した組織に帰属させることを可能とした。従

来はこれらの知的財産権は連邦政府のものだった。この法改正は、研究組織や研究者に

対し、優れた研究成果を積極的に創出させる大きなインセンティブを付与した。第2は、

その実施において、技術移転先として国内企業を優先させるルールを定め、積極的に国

内企業や国内産業の活性化に繋げられるようにした。  
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次に連邦技術移転法は、政府系研究機関では、技術移転は研究者の責務である旨定め

るとともに、この政府系研究機関が企業と共同研究契約(GRADAS)を締結することを可

能とし、技術移転の促進を図った。 

日本では、1980年代の後、1990年代に大不況に突入し、失われた10年と言われた。こ

の大不況克朋のため、日本政府は大学や公的研究機関の研究成果を産業界に活用しても

らうための施策を矢継ぎ早に講じた。即ち、1998年に大学等技術移転法（ＴＬＯ法）、

1999年に産業活力再生特別措置法（日本版バイドール法）、2000年に産業技術力強化法

を施行するとともに、2002年には知的財産基本法を定めた。 

ＴＬＯ法とは、日本政府が、大学や国の試験研究機関の研究成果を民間事業者へ移転

させるための技術移転機関（TLO：Technology Licensing Office）の設立や事業を支援

することで、大学や国の試験研究機関からの技術移転を加速させることを目的としたも

のである。 

また、産業活力再生特別措置法は米国のバイドール法を参考に制定した法律で、日本

版バイドール法とも呼ばれる。本法律により、政府資金による委託研究開発で創出され

た知的財産権は、委託先の組織に帰属するようになった。以後、大学等が所有権を持つ

特許が続々と生まれ、ＴＬＯ法と相まって、大学等から産業界からの技術移転が促進さ

れた。また、産業技術力強化法は、大学が出願人となる特許出願の手数料の減免や、大

学の教員が大学発ベンチャー企業の役員を兼業可能とすること等を定めたものである。 

また、2006年に教育基本法が改正され、大学の使命として、教育と研究に加え、研究

成果の社会への還元が第3の使命として明記されたことは、大学の技術移転を進める上で

大きなインパクトとなった。 

 

４ 日本のTLO（Technology Licensing Office） 

  1998年に大学等技術移転法（ＴＬＯ法）が施行されて以来、日本の大学や公的研究機

関の内外に多数のTLOが設立された。大学とTLOとの関係により、TLOを大学内部に設

置する大学内部型TLOと、TLOを大学外部に設置する大学外部型TLOに分けることがで

きる。更に大学外部型TLOは、1つのTLOが1つの大学のみをカバーする大学専属型TLO

と、1つのTLOが複数の大学をカバーする広域型TLOとに分けられる（図５）。このほか、

独立行政法人産業技術総合研究所等の旧国立研究所もTLOを組織外部や内部に設けた。 
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図５ 
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何れの型のTLOを選択するかは、TLOに委任する業務範囲、大学や公的研究機関のそ

れぞれの事情により異なる。例えば業務範囲では、発明の発掘・特許出願周辺の業務、

ライセンス業務、共同研究の契約周辺の業務などがある。これらをどのように分担させ

れば、業務全体を効率よく遂行できるかを考えながら、最も適切な型が選択される。例

えば、東京大学は大学専属型で大学外部型TLOだが、慶應義塾大学や早稲田大学は大学

内部型TLOである。米国でも、例えばMITやスタンフォードは大学内部型TLOであり、

ウィスコンシン大学では大学外部型TLOであるように、多様である。なお、日本では、

1998年の大学等技術移転法（ＴＬＯ法）が施行されたときに、私立大学は法人格があっ

たが、国立大学は法人格を有していなかったので、国立大学のTLO は大学外部に作らざ

るを得なかったという事情も考慮する必要がある。 

 

５ 技術移転に繋がる大学や公的研究機関の研究成果 

 大学や公的研究機関の研究成果は、どのようなものが技術移転につながるのか。 

 先ず、第1にマーケットの大きさである。企業が事業を行う目的は、第1に利益を得て、

それを株主に還元することである。よって、企業の担当者が大学発の研究成果を紹介さ

れた際に、その企業がその研究成果を基に事業化に向けて動き出すためには、将来その

事業を行うことによって必要な利益が得られることを上司に説明可能でなければならな

い。このためには、当該研究成果に基づいて製品を市場に出した際に、それまでに要し

た開発経費を十分上回る利益が出るほどの大きさの販売マーケットがなければならない。

もちろん、大学等の研究成果は基礎的なので、将来のマーケットの大きさを予測するこ

とは難しいが、一定の説明ができる必要がある。 

 第2には、その研究成果に良い特許発明があることである。特に医薬の分野では顕著だ。
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技術移転は、特許発明だけでなされるものではなく、著作権やノウハウなどを含む技術

全体が移転されることで成立するものだが、特許発明が技術移転の中核であることは間

違いない。良い特許発明とは、広くて強い特許であると言い換えてもよいだろう（図６）。

実施例も尐なく限定的で狭い特許であれば、他の企業がその特許発明を迂回して同じよ

うな製品を市場に出せるので、当該特許の価値は低く、ライセンスは難しくなる。 

 

図6 
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広い特許とは、直接的には特許明細書の特許請求の範囲（クレーム）が広く書かれて

いる特許を指す。クレームを如何に広く書くかは、弁理士の腕の見せどころだが、この

ためには、発明自体が革新的である、先行技術に比較して大きな差異がある、多くの実

施例や用途の提案がある等、充実した記載材料の提供が必要であり、これは、研究者や

特許出願担当・技術移転担当の役割になるだろう。更に、単に単一の特許だけでなく、

その周辺特許や関連の特許を押さえることで、知財のポートフォリオ群を形成して広く

権利化することが良く知られているが、そのために大学等と企業とで共同研究や受託研

究を行うことも効果的だ。 

次に、強い特許とは、安定した権利の特許という意味で、特許庁の特許審査の過程で、
先行技術に対して十分差別化ができる特許であるとともに、特許化後に無効審判請求が
あった場合でも無効にならないような、パイオニア的な技術に関する特許であると言え
る。また、企業が事業化の際に、競合他社と交渉する際に、交渉力のある特許という意
味もある。例えば医薬等でいえば、物質特許は強い特許だが、用途特許は物質特許の実

施を前提とするので、必ずしも強い特許とは言えないだろう。このように、ある特許発
明の実施のために、他の多くの特許発明を利用（利用発明という）しなければならない
とすれば、これは一般的に強い特許とは言えない。 
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 第3に、製品化までの開発期間と開発経費が重要な判断基準となる。期間が長く、経費
も大きければ実施化のリスクが増大し、技術移転しにくい研究成果となる。医薬の発明
では、臨床試験のフェーズ１～３をクリヤするには、大変長期の開発期間と経費を必要
とするので、企業は慎重になる。また情報通信関係技術では、技術の標準化に長い年月
を要する。一方、インターネットサービスやソフトウエアに関する発明では、開発期間
も経費も尐ないものが尐なくない。 

 

６ 発明の発掘から技術移転、出願の維持管理まで 

 特許出願が特許登録され、実施される確率は、必ずしも高くない。しかしながら、後

日特許が必要になったからと言っても、遡って特許出願はできない。むしろ、先願主義
の下では、同じ発明なら先に特許出願した方が勝つ。よって、特許出願はある意味で投
資と同じである。研究者から良い研究成果が出てきたら、上記したような観点で一定の
基準を満たしているかどうか速やかに判断し、満たしていれば短期間のうちに特許出願
することが重要である。但し、特許出願後も、例えば、外国への出願時や審査請求時な
どの際に追加的な費用がかかってくるので、その毎に維持するか否か見直しすることが
現実的な対応になる。 

 また、特許出願・維持管理と技術移転活動は、極めて密接な因果関係にあり、関連付
けた活動が必要である（図７）。例えば、研究者から発明提案が出てきた後に発明者にイ
ンタビューするが、その際に発明者から得られた情報は後の技術移転時に漏れなく活か

すことが望まれる。また、弁理士に出願明細書を書いてもらう際には、将来の技術移転
を意識して必要な内容は盛り込んでおく。また、技術移転を図るべく企業に技術紹介し
た際に、断られることが多いが、その場合にはなぜ採用されないのか等の企業からの評
価情報を研究者にフィードバックして、将来の実用化ポテンシャルの高い基礎研究への
発展を願うとともに、出願後の維持管理のための基礎情報として活用することが戦略的
である。 

図７ 

特許出願
の維持管理

発明発生から技術移転までの業務フロー例

技術移転
活動

特許出願
弁理士と
のインタ
ビュー

特許出願
有無の決定

インタ
ビュ
ー

発明開示

1)インタビューの結果をライセンス活動に反映
2)将来のライセンス活動を射程に入れて、出願明細書作り
3)ライセンス活動の結果を研究者にフィードバックする
4)ライセンス活動の結果に基づいて、特許出願の維持管理

２）
１）

3） 4）
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７ 特許調査と技術移転 

 インターネット環境の充実とともに、日本、米国、欧州特許庁等世界の主要な特許庁

やWIPO（世界知的所有権機関）は、無料で特許文献を検索できるサイトを提供してい

る。その使い方では、特許分類を知っていれば、より高度の検索が可能となるが、知っ

ていなくても技術用語だけの使用で、気軽に一定程度の検索ができるようになった。ま

た、検索結果の特許文献も無料で印刷できるようになった。 

 こうした特許調査は、特許出願するか否かの判断、特許出願後に審査請求するか否か

の判断等に役に立つが、加えて技術移転先の発見にも役に立つ。大学や公的研究機関の

技術移転では、研究者が普段から有するネットワーク先に技術移転を図ることが最も成

功率が高いが、技術移転担当者が技術移転先を探さねばならないことが多く発生する。

その際に、研究成果の発明に対し、近い技術内容を特許出願している企業があれば、そ

の企業に当該発明をライセンスするか譲渡するような技術移転活動を行うことが考えら

れる。 

  

８ 発明者へのインセンティブの重要性 

 大学や公的研究機関の技術移転担当者が、研究者に対して実施に繋がる発明の創作を

頼んでも限度がある。確かに、産業技術力強化法（2000年）、知的財産基本法（2002年）

や教育基本法改正（2006年）により、研究成果を社会に還元することは研究者の責務に

なった。しかし、一番効果的なことは、研究者が将来の実施に繋がるようなポテンシャ

ルの高い研究を自ら推進し、実施に繋がる発明を自ら創出したいという気持ちにさせる

ことである。また、技術移転は、特許発明があるだけでは実現しない。発明者のノウハ

ウの提供や技術指導など、発明者の協力が欠かせない。こうしたことを実現するために

は、そのインセンティブが重要である。この役割を考えれば、技術移転組織の発展段階

や実績状況により、インセンティブの付与の仕方は異なってよいと考える。 

慶應義塾大学では、技術移転が成功し、一時金やロイヤルティ収入が得られた場合に

は、その15％を技術移転管理費として控除したのち、残りの半分(42.5%)を発明者に、他

の半分(42.5%)を大学に配分するルールとして、極めて高いインセンティブを発明者に付

与している（図８）。大学に配分された収入は、出願費用や技術移転担当者の人件費等に

充当可能である。なお、発明者はこれを自己の収入とするか研究室の研究費とするか選

択可能になっている。そして、研究者の流動性に対応するため、慶應義塾大学に在籍中

に創作した発明がライセンスされ、収入があった場合には、大学転出後もその収入の配

分を行う。また、年に一度、技術移転に最も顕著な貢献のあった人に対し、研究担当理

事が表彰する制度を設けている。 
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図８ 

 

公的研究機関の事例として、独立行政法人産業技術総合研究所では、その25%を発明

者に、他の25%を研究室に、他の25%を大学に、最後の25%をTLOに配分するルールと

している。発明者に加え、発明者が所属する研究室にも高く配分することで、引き続き

研究室の協力が得られる仕組みとしている。 

 

９ 技術移転契約の手順 

 技術移転の代表的契約は、大学や公的研究機関の特許等知的財産権を企業に実施許諾

するライセンス（実施許諾）契約である。また、大学や公的研究機関の研究成果を基に、

実用化に向けて企業と共同研究を行うこともある。何れも2つの機関が一定期間連携して

研究開発を行うことから、それぞれの機関の役割、責任・義務や成果の取扱い等を定め

た契約を締結することが通常である（図９）。 

 

図９ 

契約の流れ

秘密保持契約
NDA

共同研究契約 オプション契約

ライセンス契約共同出願契約

（例、1年後）

秘密保持契約
NDA

当事者間で契約調整開始
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９－１ 秘密保持契約（NDA：Non Disclosure Agreement） 

 ライセンス契約や共同研究を締結するに際し、互いに秘密の事項を提示することがあ

る。具体的には、大学や公的研究機関は、研究成果を特許出願後、企業にライセンス可

能性を打診するために、秘密にしている特許出願の内容を段階的に提示する。この提示

の際に、特許出願の内容等の秘密情報を相手に秘密に管理することを約束させる必要が

ある。その理由は、本件特許の充実化を目的とした、データ追加や実施態様追加等によ

る関連の追加特許出願を行うとすれば、本件特許出願は秘密状態になければならない。

また、提示を受けた企業側が本件発明の内容を基に特許出願する場合もないとは言えな

い。その場合には、事前に大学や公的研究機関に連絡して協議させることが必要である。 

一方、企業側からみても、秘密のニーズ情報を話す可能性があるので、大学に秘密を

約束させることが必要になる。こうした背景により、通常、ライセンス契約前に秘密保

持契約を締結する。なお、大学等から開示される発明に近い研究成果を社内に有する場

合には、秘密保持契約を締結してその開示を受けてしまうと、問題が発生するケースも

ある。即ち、一度、発明の開示を受けた場合には、その発明を聞く前から同じような発

明を自社内に有していたと後日証明することは一般的に困難である。また、信用問題も

ある。こうしたケースが考えられる場合には、企業としては秘密保持を締結しないこと

も一つの選択だろう。 

同じように、共同研究や受託研究を開始する際にも、事前に秘密保持契約を締結した

うえで、その条件や内容を協議することが通常である。 

 

９－２ ライセンス契約 

ライセンス契約は、「２ 技術移転の手法」で述べたように、知的財産権を有する者（ラ

イセンサー）がその実施権を第3者に実施許諾することである。従来は、特許登録後に行

うものとされてきたが、大学や公的研究機関からの技術移転の増大に伴い、特許出願後

であって特許登録前からのライセンスの実施も特許法上で明記されるようになった。

2009年4月に特許法改正で導入された仮通常実施権や仮専用実施権の導入がこれにあた

る。 

ライセンス形態には、独占、非独占の選択がある。また、独占の延長上に、日本特有

の制度として専用実施権の設定もある（図１０）。何れを選択するかは、ライセンシーの

希望を基に、大学や公的研究機関としての社会的役割を加味しながら、事業化が最も成

功すると思われる形態を選択することがよい。 
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図１０ 

 
 

ライセンス収入は、契約時の一時金、事業化の過程で節目となるタイミングで支払わ

れるマイルストーン、実際に製品が販売されてそのネット価格に対して所定率で支払わ

れるランニングロイヤルティなどがある。 

なお、ライセンス契約を締結する前に、例えば1年間という期限を設け、この間に、ラ

イセンスを受けるか否か、受けるとすれば独占的か、又は非独占的に受けるかの検討を

する契約を結ぶことがある。これをオプション契約というが、このような選択を可能と

するためには、大学や公的研究機関は他の企業に本件特許発明の内容を紹介することは

できなくなるため、契約時に一時金が支払われることが通常である。 

 

９－３ 共同研究契約と受託研究契約 

 大学や公的研究機関の研究者は、自らの研究成果を深めたい、発展させたいと願って

いる。そのためには、外部から研究資金の導入が必要である。研究資金は政府から競争

的資金を得る場合もあるが、企業が研究資金等を提供し、大学等の研究者が大学の施設

等の研究リソースを使って研究する共同研究や受託研究がしばしば行われる。この共同

研究や受託研究を介して、大学や公的研究機関の研究成果が企業に移転されるケースも

多いと考えられる。この共同研究の契約を締結する際には、どのようなテーマで共同研

究するのか、期間は何年とするか、この間の大学等と企業の役割は各々何か、義務権利

は何か、及び研究成果の取扱いをどうするか等を明確化して契約条項に落としていく必

要がある。このため、その話し合いに先だって、秘密保持契約を締結することが通常で

ある。受託研究についても同様だ。 

 共同研究は、大学等と企業など、複数の当事者がそれぞれ対等な立場で共同して研究

するものであり、その研究成果は各当事者が自由に使えることが基本であると言われて

いる。この成果の取扱いでは、米国の特許法と日本の特許法では大きな相違がある。米

国特許法では、特約をした場合を除き、共有特許権者は互いに大変自由度の高い活動が

大学等からのライセンス形態

◆独占ライセンス

・医薬系企業等での実施； 例、一つの薬品に一つの特許

・大学発ベンチャーでの実施

◆ 非独占ライセンス

・基礎技術、標準化技術

・リサーチツール技術

・エンジニア系企業での実施（クロスライセンスが多い業種）

◆ 専用実施権の設定と特許権譲渡（売却）

・大学発ベンチャー企業が活用する場合

×クロスライセンス、防衛特許
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可能となっている。例えば、他の共有者に説明も要せず、特許発明を販売することも可

能だ。結果として、米国では大学等と企業が共同研究で発明が発生した場合、大学の単

独帰属になり、企業には実施権が与えられるというように、共有にしないケースが多い

といわれている。一方、日本の特許法では、共有特許では、別段の定めをしない場合、

共有特許からの利益は、互いに独自に得ることとされているが、第3者に実施許諾するに

は共有相手の同意が必要となる。よって、大学や公的研究機関のように、自ら商業的な

実施をしない当事者がこの共有特許から何かリターンを得ようとする場合、契約に別段

の定めを置くことが重要となる。 

 また、受託研究とは、企業が大学や公的研究機関に研究を委託することを指すが、そ

の受託研究の成果として発生した特許等知的財産権は大学や公的研究機関に100%帰属

し、その独占実施権を企業に付与することが基本となる。こうすることで、大学や公的

研究機関の研究者が優れた研究成果を創出する大きなインセンティブが設定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９－４ MTA(Material Transfer Agreement) 

 マテリアル(Material)とは、研究試料とも呼ばれ、試薬、試料、実験動物（ノックア

ウトマウス等）、菌株、微生物、細胞株、試作品などを指し、研究過程で生成されるもの

である。これらの研究試料は、従来研究者が論文を発表した際に、他の研究者の求めに

応じて原則無料で提供することが慣行的にあった。一方、例えば疾患別iPS細胞や特定の

抗体のように、大学や公的研究機関から企業へ有償で提供される研究試料もある。これ

らの研究試料は、特許のように特許庁に申請するものではなく、著作権のように公開す

るものではない。また、研究試料そのものは秘密でないことが多いので、ノウハウとも

異なるし、何より無体物ではない。このように研究試料は、特許等の無体財産権とその

態様が大きく異なるのだが、研究成果物として、特許等と横並びで取り扱われることが

多い。 

 研究試料の提供や受領においては、MTAを交わすことが重要である。MTAの案は提供

側が作成することが通常だ。企業への提供は技術移転の一種と考えられるが、有償とな

ることが通常である。大学や公的研究機関間でMTAを締結する場合であっても、ケース

日本特許法第73条 （共有に係る特許権） 

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡

し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 

２ 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者

の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権に

ついて専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 

米国特許法第 262条 共有者 

別段の合意がある場合を除き,共有者の各々は他の共有者の承諾を得ることなく,また, 

他の共有者に説明をすることなく,合衆国において特許発明を生産,使用,販売の申出若しくは

販売すること,又は特許発明を合衆国に輸入することができる。 
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によっては、提供した研究試料に基づいて特許が発生する場合に、提供元が再実施権付

きの通常実施権を持つよう要求することもある。 

 MTAの契約条項は、提供される研究試料の希尐性や有用性等により、変化する部分も

あるが、一般的には、①目的外使用禁止、②第3者への提供禁止、③秘密保持、④公表条

件、⑤試料使用に基づいて発生した知的財産権の取扱い、⑥対価、⑦免責事項等が記載

される。 

 

１０ ベンチャー起業による技術移転 

 大学の研究成果は一般的に基礎的であるため、その研究成果を社会に還元するまでの

道のりは長く、リスクが高い傾向にある。特に医療バイオ系のように開発に長期かつ多

額の資金を要するものについて、その研究成果がアーリーステージであればあるほど、

大企業等の既存の企業が、そのシーズを受け入れることは難しくなる。基本的に、大企

業等の既存の企業は、リスクを取ることは通常無いと考えてよいだろう。 

 こうした場合に、大学発ベンチャーの起業により、大学発の基礎的な研究成果やハイ

リスクだがハイリターンが期待される革新的研究成果を、事業化に向けて発展させるこ

とが効果的である。ベンチャー企業は、投資機関から投資（リスクマネー）を受けて、

いわゆるハイリスクハイリターン型の事業展開を可能とするので、リスクの高い大学の

研究成果を発展させる組織として最適であると言える。例えば米国の MIT ではライセン

ス先の 35％はベンチャー企業であり、大企業は 2 割にも満たないと言われている。 

ベンチャーの出口（Exit）は、２つある（図１１）。第 1 の出口は、株式市場に上場し

て自らの事業を拡大していくものだ。日本のソニー、パナソニック、ホンダ等はこの道

をたどってきたのである。第２の出口は、M&A だ。大企業等既存の企業から見て、事

業化への道筋が見える程度まで基礎研究を発展させた上で、事業全体を大企業等に売却

する戦略である。 

図１１ 

大学等の基礎研究を生かすベンチャー

ベンチャーで
死の谷を克朋

大学の研究成
果

企業がM&Aで
事業を継承発展

ベンチャーが
自ら事業拡大

企業は、大学の研究成果をそのまま使うことに躊躇しがち。
リスクが高いとか、まだ機が熟して無いとか・・・。

そこで、リスクマネーを使ったベンチャー起業に期待。
・企業が欲しいと思うレベルまで引き上げてM&A。
・ベンチャー自ら事業拡大。
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１１ 技術移転のためのネットワーク作り 

 TLOの担当者は、普段から関係の企業の担当者とネットワークを構築しておくことが

重要である。研究者から新しい研究成果が出て特許出願した後に、このネットワークを

活用して新技術を紹介していくことで、技術移転の成功確率を向上させることができる。 

 ネットワーク構築の方法として、個別に関係企業を訪問する等のコンタクトを取るこ

とが基本だが、このほかに、例えばバイオ系であれば毎年米国で開催されるBIOなどの

国際展示会が提供するパートナリングシステムを活用する、TLO自ら技術紹介会を開催

して関連の企業の担当者との意見交換を行う、大学の学部が開催する研究成果発表会で

興味を持った企業の担当者を研究者から取得する等の活動が考えられる。例として、慶

應義塾大学の理工学部が、毎年東京で開催しているKEIO TECHNO-MALLがある。約

70件の試作品を展示し、来場者は見る、触る、又は実体験できることが特徴で、例年約

1200名を超える来場者がある（図１２）。 

 

図１２ 

11

大学の研究成果の展示会例

70 件の研究成果の実演

1200人以上の来場者

1

慶應義塾ＨＰより引用

 

 

１２ 技術移転の事例 

 大学発の特許を核に技術移転した例として、慶應義塾大学発の研究成果から５件例示

する。１つ目の微小液滴の測定方法の技術は、理工学部の研究者の発明によるもので、

従来の干渉画像法では、液滴が画像上でオーバーラップする高濃度条件では液滴の径を

測定することは困難だった。本発明では、特殊光学系を用いて画像を一方向に圧縮する

ことで、粒子画像を分離し計測を可能とした。最初に日本の企業に、後に海外の企業に

ライセンスされた。 

 ２つ目の手書き風文字フォント生成システムの技術は、理工学部の研究者の発明によ

るもので、パソコンのプリンター等から利用者の癖字で全ての文字が出力されるソフト

である。国内中小企業にライセンスされた。 

 ３つ目のコンテンツ作成配信方法及びサーバコンピュータの技術は、インターネット

を使った会議システムに使われるソフトウエアである。当時学生であった発明者間下直
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晃氏自身がその発明等を基に起業して、２００８年度実績で日本のWeb会議市場ナンバ

ー１の実績を有する会社に成長した。 

 ４つ目の陰イオン性化合物の分離分析方法の技術は、メタボローム（生体内の代謝物

質）の高速一斉定量解析を世界で初めて実現した。発明者の曽我朊義教授らは、ベンチ

ャー企業ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（HMT）を立ち上げ、世界有数の

メタボローム解析研究拠点の一翼を担っている。 

 ５つ目の強皮症診断薬の技術は、医学部の桑名准教授の発明によるもので、日本の医

療関連機関にライセンスされた。 

慶應義塾大学の特許発明活用の事例

発明者名 発明の概要 技術移転形態

理工学部教授 微小液滴の径を測定する技
術

国内企業、海外企
業にライセンス

理工学部教授 手書き風文字フォントを生
成する技術

国内企業にライセ
ンス

理工学部学生（当
時）

コンテンツ作成配信方法及
びサーバコンピュータ

ベンチャー起業

環境情報学部教授 メタボローム分析技術 ベンチャー起業

医学部准教授 強皮症の診断薬 国内企業にライセ
ンス

 

手書き風文字フォントを生成するシステム

 

1
1

慶應発ベンチャー事例
間下直晃
代表取締役兼CEO

（発明者）

インターネット
Meetingシステム

 1
1

メタボローム分析装置

○陰イオン性化合物の
分離分析方法

○メタボローム(生体
内の代謝物質の総称)
の高速定量解析を可
能にした世界初の画
期的な技術。

○慶應義塾大学先端
生命科学研究所(山形
県鶴岡市)で開発。

○ポストゲノム時代
を支える重要な技術。

○ベンチャーHMTと実
用化推進。

 

事業内容
メタボローム分析事業
バイオマーカー事業
メタボロミクスソリューション事業
人材派遣事業

創業者：冨田勝、曽我 朊義
代表者：菅野隆二

本社：山形県鶴岡市覚岸寺水上 246-2

東京事務所：東京都中央区京橋 3-5-3 

設立：2003年7月1日

慶応義塾大学先端生命科学研究所

鶴岡メタボロームキャンパス
(鶴岡市インキュベーション施設)

慶応メタボロームG

理化学研究所
バイオシグマ
慶應大学医学部

HMT本社・研究所

東京事務所

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ (HMT)

慶應発ベンチャー事例
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 次に公的研究機関（独立行政法人産業技術総合研究所）から中小企業への技術移転

事例として、中小企業産業技術研究開発事業で研究開発した製品を以下に示す。 

 

 

レーザー光回折微小傷欠陥検査装置 

  シグマ株式会社（呉市）・日本システムデザイン株式会社（広島市） 

 自動車エンジンのシリンダー内面や円筒部品の微小な傷欠陥を高精度で高速に自動検出

する、半導体レーザと光ファイバーを一体化した回転プローブ型検査装置。 

計測フロンティア研究部門 

 
 

 

セラミックス薄板製品 

  株式会社高尾製作所（京都市） 

厚さ0.3mm以下のセラミックス薄板。従来の多量の有機溶媒を使用した方法ではなく、水系

ドクターブレード法で製造。 

サステナブルマテリアル研究部門 

京都市産業技術研究所工業技術センター 

 
 

 

難燃性マグネシウム合金製新幹線車両用荷棚受け 

  株式会社戸畑製作所（北九州市） 

マグネシウム合金にカルシウムを添加することによって、約300℃燃焼開始温度を向上させ

た難燃性マグネシウム合金。 

サステナブルマテリアル研究部門 

 

壁

面

壁

面

 

 

MICRO WATER SYSTEM®（無薬品の水質浄化装置） 

  株式会社イガデン（茨城県常総市） 

電気物理化学的反応を用い、薬品を一切使用せず二次公害を発生させない小型で省電力の環

境汚濁物質除去装置。難分解性物質などの高度化処理が可能。 

光技術研究部門 

 

 

 

交直変換素子 JSTC04 

  ニッコーム株式会社（青森県三沢市） 

交流電圧の測定に用いるサーマルコンバータ素子。交流電流の10Hz～1MHzの広い周波数帯域

において0.01％以下の交直変換誤差。 

エレクトロニクス研究部門 

計測標準研究部門 
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全自動ＤＬＣ成膜装置 

  株式会社栗田製作所（京都府） 

処理基材自身をアンテナとした自己放電を特徴とし、ワークを回転させることなく、均一に全

方位に処理できるプラズマイオンによる表面処理装置。 

ダイヤモンド研究センター 

 

 

 

超微小押し込み硬さ試験機 

  株式会社エリオニクス（東京都八王子市） 

小さな荷重の小さな領域（薄膜）で測定可能な信頼性のある硬さ試験機。国際規格（ISO14577-1）

に準拠。 

計測標準研究部門 

 

 

 

リアルタイム全焦点顕微鏡システム Focuscope FV-100C 

  株式会社フォトロン（東京都千代田区） 

最大100μmの深度すべてに焦点の合った画像を提供するとともに、奥行きデータを同時に実時

間で取得できる顕微鏡システム。 

知能システム研究部門 

 
 

 

超偏極キセノンガス自動生成装置 

  東横化学株式会社（川崎市） 

固定磁場内に設置されたRb封入セルに、波長795nmの円偏光を照射することにより、超偏極キ

セノンを生成する装置。超偏極キセノンガスは核磁気共鳴（NMR/MRI）測定の感度を1万倍上げ

ることができる。 

光技術研究部門 

  

 

超高真空用高精度冷却試料ゴニオメーター 

  株式会社：アールデック（つくば市） 

超高真空中において、小型、非磁性、高精度多軸回転制御、 

室温から極低温までの広範囲の温度制御が可能な試料駆動装置。 

エレクトロニクス研究部門 
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簡易動脈硬化計測装置 

  株式会社志成データム（東京都町田市） 

血圧計に動脈硬化演算プログラムを追加するだけで動脈硬化度が 

計れる装置。 

人間福祉医工学研究部門 

  

 

パルスインジェクター 

  クラスターテクノロジー株式会社（東大阪市） 

大きな液滴駆動力、広い液滴サイズ制御範囲・駆動周波数範囲、高い着滴精度の特徴を持つインジ

ェクター。DNAやタンパク質を含むバイオサンプルの吐出に好適。 

健康工学研究センター 

 
 

 

フェリオス AB-2350 

  アトー株式会社（東京都文京区） 

化学物質や遺伝子活性化を検出する技術であるレポーターアッセイに最適な、多色発光検出96穴プ

レート対応ルミノメーター。 

ゲノムファクトリー研究部門 

セルエンジニアリング研究部門 

 

 

 


