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はじめに 

「はじめての産学官金連携ガイドブック」をご覧いただき、ありが

とうございます。 

 

企業の研究開発を大学などと一緒になって取り組む“産学連携”の

言葉はよく見聞きされると思いますが、近年では、企業、大学・高

等専門学校をはじめ、公的研究機関、産業支援機関、金融機関が一

体となり、“産学官金”の連携によってイノベーションの創出を目指

す動きも増えてきました。 

 

企業の事業活動を取り巻く環境が変化する中で、生産性向上や技術

の高度化、新事業創出を早期に実現するには、企業独自の開発のみ

ならず、大学等の研究機関の先端技術や研究テーマに着目すること

も重要な要素となります。その一方で、そのような研究機関との連

携に馴染みのない方にとっては、「連携といっても、まずどこに行っ

たらいいのか？」、「どのような連携方法があるのか？」といったよ

うな疑問が浮かんでこられると思います。 

 

本ガイドブックは、これから大学や公的研究機関との連携を検討さ

れる中小企業の皆様に向けて、準備段階・実践段階のポイント解説

や、参考情報、連携事例などをわかりやすくご紹介し、連携事業に

取り組む際のイメージを掴んでいただけるよう作成しました。企業

の皆様だけでなく、企業支援に携わる支援機関や金融機関の皆様に

もご活用いただけましたら幸いです。 

 

最後に、本ガイドブックの作成にあたってご協力いただいた企業の

皆様、産学官金ネットワーク関係機関の皆様に、この場をお借りし

て厚く御礼申し上げます。 

 

2020年 2月 

近畿経済産業局 地域経済課 
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近年、増加傾向にあります。大学でも、企業との連 

携を重視して連携の窓口を設置するところが増えて 

います。文部科学省の「大学等※における産学連携等実 

施状況」の調査結果によると、企業との共同研究の実施 

件数は、平成 30年度で約 2万 7千件と、平成 26年度に 

比べて 5年間で約 43.6％増加しています。 

 

出典：文部科学省「平成 30 年度大学等における産学連携等実施状況について」（令和 2 年 1月） 

※大学等…国公私立大学（短期大学含む）、国公私立高等専門学校、 
大学共同利用機関 

μm  

 

 

 

近畿地域※1における企業と大学等※2との共同研究の実施状況を見てみると、平成 30年度の

実施状況では、全国の約 24%の共同研究がこの近畿地域で行われています。 

産学官金連携って一体何ですか？ 

公的研究機関って何ですか？ 

 

例えば、企業の新製品・新技術の開発や技術的課題を解決するなどのために、大学・ 

高専や公的研究機関の研究者から技術指導を受けたり、研究者と一緒に共同研究な

どを行う取組に、産業支援機関や金融機関が、窓口相談や情報提供、伴走支援など一緒

になって取り組むことを言います。 

A 

Q 

国や各地方自治体が設置する公の研究機関で、我が国最大級 

の公的研究機関として、国立研究開発法人産業技術総合研究

所（略称、産総研）があります。また各地方自治体が設置する機

関としては、公設試験研究機関（略称、公設試）が地域の中小企

業の技術に関する相談窓口として、様々な支援を行っています。 

産学官金連携って何？ 

 

Q 
A 

企業と大学との共同研究って、どのくらい実施されているのですか？ Q 

A 

参考：近畿地域の大学等における産学連携等の実施状況（共同研究） 

資料：文部科学省「大学等における産学連携等実施について」より作成 

Ⅰ 

準
備
編 

※1近畿地域…福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 
※2大学等…国公私立大学（短期大学含む）、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関 
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大学や公的研究機関と連携するとどんな良いことがあるのですか？ 

皆さんのお役に立てることはたくさんあります。 

例えば、 ・技術課題を克服する知恵を出して、技術力の強化を助けてくれます。 

・研究成果を新製品開発に役立てることができます。 

・製品の性能や効能をデータで実証できて、製品の信頼性が増します。 

A 

新製品の性能も分析してくれるのですか！それは助かりますね。 

他には何かありますか？ 
Q 

間接的ですが、こんな効果もあると言われています。 

・学識者や研究者との人脈ができる。 

・自社の信用力や認知向上につながる。 

・優秀な人材を採用するきっかけになる。 

A 

Q 

お金はかかるの？ 

お金はかかるのですか？まさか無料ではないですよね。 

もちろん無料ではありません。公設試の技術相談など一部無料のものもありますが、 

基本的には費用はかかります。 

Q 

A 

費用は高いのでしょうか？ Q 
金額は内容にもよりますが、大学での共同研究でも比較的少額で済ん

でいるケースもあるようです。詳しくは 10ページで説明します。 A 

思ったような成果が出なくてもお金を払わないといけないのですか？ 

そうですね。一般的には結果に関係なくお金を払います。 A 

Q 

どのようなメリットがあるの？ 

Ⅰ 

準
備
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企業の研究開発を税制面から支援する制度として、一定の要件を満たす場合に法人税額が軽

減される「研究開発税制」があります。この税制は、「中小企業技術基盤強化税制」という

優遇措置により、中小企業者がより大きな税額控除を受けられる制度となっています。 

 

研究開発税制（経済産業省） 

 

 

ＵＲＬ⇒https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html 

 

参考：「研究開発税制」 

検索ワード➝ 研究開発税制 

 

https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html
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知り合いがいなくても心配はいりません。多くの大学では、技術相談などの専用窓

口を設けて、担当者やコーディネータを置いています。公的研究機関の場合も同様に窓

口を設置していますので、まずはこのような窓口に相談してみるのがいいでしょう。 

 

どのくらい時間はかかるの？ 

開発を急ぐ場合は早く研究してくれるのですか？ 

特に大学の研究者は、授業や自身の研究活動など多くの仕事を抱えていますので、な 

かなか企業の思い通りに進まない場合もあります。スケジュールは始めから余裕を持

って決めておく必要がありますし、研究中も研究者とのコミュニケーションを密にするこ

とが大切です。 

A 

どこへ行けばいいの？ 

まずどこへ行ったらいいのですか？ 

研究機関や大学関係者に知り合いがいないのですが。 

どうやって選べばいいのですか？ 

そうですね。色々な方法があります。 

例えば、 ・最近では様々な情報が WEBサイトや冊子等で紹介されていますので、 

まずは各機関の特長や得意分野などをチェックしてみてはどうでしょう。 

・研究者の技術を紹介するシーズ発表会などマッチングイベント等に積極的 

に参加して情報収集を行うことも重要ですね。 

Q 

Q 

A 

Q 

A 

Ⅰ 

準
備
編 

Point ◆目的意識を持つ 

◆事前に産業支援機関や金融機関等に相談することで 

新たな事業イメージや課題の整理に役立つことも 

相談に行く前に何かしておくことはありますか？ 

大学や公的研究機関との連携には、新製品開発の際の技術的な課題解決など、具体的な目標 

と明確な目的意識を持つことが大切です。また相談に行く前に、事業イメージや具体的な課

題、連携する目的などを整理し、周囲に説明できる公開可能な資料を作成しておくと、大学や公

的研究機関の窓口担当者や研究者との円滑な意思疎通につながります。 

Q 

A 

自社だけで課題などを上手く整理できるか心配です。 

そのような場合には、各府県や市に設置された産業支援機関のコーディネータや金融機関の 

法人担当者に相談してみるのも一つの方法です。多くの産業支援機関や金融機関では、企業の

経営課題や新事業・新商品開発など幅広く窓口相談を行っているところがあり、相談に行くことで

事業イメージや課題の整理などに役立つ場合があります。また、関係のある大学や公的研究機関の

紹介や伴走支援をしてもらえるケースなどもあります。支援内容は機関によって様々ですので、ご

相談先にご確認ください。 

Q 

A 
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ＵＲＬ⇒https://yorozu.smrj.go.jp 

検索ワード➝ よろず支援拠点 

参考：「よろず支援拠点」 

中小企業の皆様を支援する機関の一つとして、

経営上のあらゆる相談にお応えするために、国

が全国 47都道府県に設置した無料の経営相談所

「よろず支援拠点」があります。よろず支援拠

点には、多様な分野に精通した専門家が在籍し、

企業が抱えている経営上の悩みに対し、本質的

な課題を明確化するとともに、適切な解決策を

ご提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＲＬ⇒https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/index.html 

検索ワード➝ 経営デザインシート 

参考：「経営デザインシート」 

「経営デザインシート」とは、内閣に設置した

知的財産戦略本部で公表している、将来を構想

するための思考補助ツール（フレームワーク）

です。 

環境変化に耐え抜き持続的成長をするために、

自社や事業の存在意義を意識した上で、「これ

まで」を把握し、長期的な視点で「これから」

の在りたい姿を構想する。それに向けて今から

何をすべきか戦略を策定する際に、どなたにも

使っていただける様式となっています。 

将来に向けた構想や課題を検討・整理される際

に、こういったフレームワークを使ってみては

いかがでしょうか。 

 

 

 

 

「大学や公的研究機関との連携協定等」 

金融機関の中には、様々な大学や公的研究機関と連携協定を結び、企業の産学連携を促進す

る動きが見られます。またそうした中で、マッチングイベントや助成金制度の創設を行って

いるところもあります。 

 

「国や自治体等との連携」 

多くの金融機関では、企業の研究開発等支援に関連する国や自治体等の施策情報やイベント

情報を顧客企業に紹介したり、国や自治体等の支援施策と連携して、積極的に企業支援に取

り組まれています。近畿経済産業局が実施する「産学官金ネットワーク事業」（20 ページ参

照）においても、近畿管内の 15の金融機関が参画し、地域のイノベーション創出に向けて

連携関係を構築しています。 

参考：「金融機関における取組」 

https://yorozu.smrj.go.jp/
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/index.html
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具体的にはどんな連携方法があるのですか？ Q 
代表的な方法として、以下のものがあります。 

 

【共同研究】 

 

【受託研究】 

【技術･学術指導】 

【依頼試験】 

 

 

 

【設備利用】 

 

 

【ライセンス提供】 

 

 

【奨学寄附金】 
 

 

A 

Point ◆大学や公的研究機関との連携にはたくさんの種類がある 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＵＲＬ⇒https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/sangiren/susume/susume.html 

検索ワード➝ 公設試のすすめ 

参考：「公設試のすすめ」  

企業と研究者が対等の立場で、共通の課題やテーマに対し研究を行

います。 

企業などから委託を受けて各機関の研究者が研究を行います。 

各機関の研究者による技術･学術的な指導を受けることができます。 

公的研究機関が保有する試験・計測機器等を活用し、企業から持ち

込まれた材料等に対する分析・試験・測定等を行います。大学でも

高度な試験・計測機器を用いて同様のサービスを行っているところ

があります。 

公的研究機関では、分析・試験・測定・試作加工等に対応できる機

器・設備を多数保有しており、企業の皆さんが直接利用することが

できます。大学も同様のサービスを行っているところがあります。 

各機関が特許等の知的財産権を取得している技術については、特許

権者に合意した対価を支払うことなどにより、その権利を実施する

権利（製作・使用・販売等）を得ることができます。 

大学・高専が企業などから学術研究や教育の充実などの目的のため

に受け入れる寄附金です。企業は税制上の優遇措置を受けることが

できます。 

公的研究機関の中でも公設試験研究機関（略称、公設試）は、地域

のものづくりの支援機関として、幅広い支援メニューを取り揃えて

おり、地域の産業分野の特性（機械・食品・化学・医療など）によ

って技術分野の強みも異なります。 

近畿経済産業局では、近畿地域の主な鉱工業系の公設試情報を取り

まとめたガイドブック「公設試のすすめ」を公表し、地域のものづ

くりの支援機関である公設試の利用方法や機器・設備利用などをご

紹介しています。 

一番近くで頼れる技術相談窓口「公設試」を活用してみてください。 

 

この他、技術以外にもデザイン、産業人材の育成等幅広く連携が行われています。

各機関では、中小企業の皆さんにより活用してもらえるように、様々なメニュー

を用意しています。詳しくは各機関のホームページや窓口を尋ねてみてください。 

 

大学や公的研究機関との連携とは？ 

https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/sangiren/susume/susume.html
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ＵＲＬ⇒https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/daigaku_factbook.html 

 

（参考例：大学別ファクトシート「国立大学法人京都工芸繊維大学」） 

検索ワード➝ 経済産業省 大学ファクトブック 

 

 

Ⅱ 

実
践
編 

参考：「大学ファクトブック」 

大学の特徴を産業界との連携実績などのデータで「見える化」

するため、経済産業省では、一般社団法人日本経済団体連合会

及び文部科学省とともに、「産学官共同研究におけるマッチン

グ促進のための大学ファクトブック（2018 年 5 月 16 日）を取

りまとめました。 

2019 年には「大学ファクトブック 2019」を公表し、大学ごと

の状況や強みを比較する機能や検索機能を強化するなどデザ

イン等を一新することで、産業界の方々にも大学の方々にも読

んでいただきやすくなるよう工夫しました。 

連携先に大学を検討される際には、手始めとして本ファクトブ

ックを参照してみてください。 

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/daigaku_factbook.html
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大学や公的研究機関との連携に取り組むきっかけは色々あると思いますが、進 

め方として大まかな流れは以下のとおりです。取り組むにあたって重要なのは

自社の課題や連携する目的を明確にすることです。そのためには連携先を探す前に

事業構想や課題などをしっかり整理し、周囲に説明・共有できるような資料作成な

ど事前準備が大切です。 

「共同研究」や「受託研究」はどんな流れになるのですか？ 

A 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的にどんなふうに進めていくのですか？ Q 

事業企画 

事業コンセプト 

・新製品･新技術の優

位性 

・ターゲット市場 

・市場規模 等 

 

事業戦略 

・研究開発計画 

・生産体制 

・スケジュール 

・販売計画 

・資金計画 等 

 

媒体 

・WEB サイト 

・冊子 

・新聞記事 等 

 

人脈 

・大学・高専や公的

研究機関のコーデ

ィネータ 

・支援機関コーディ

ネータ 

・金融機関担当者 

・イベント参加 等 

 

共同研究 

受託研究 

技術･学術指導 

依頼試験 

設備利用 

ライセンス提供 

奨学寄附金 

等 

直接効果 

・新製品開発 

・技術高度化 等 

 

間接効果 

・研究開発人材の育

成 

・企業の知名度向上 

等 

 

 

連携先の発掘 実施 連携の成果 

それでは代表例として大学との連携プロセスを見てみましょう。 

 
 
まずは大学の産学連携窓口に相談することから始めます。次に大学の研究者や産学連携窓口の担

当者と一緒に、研究内容や期間などの条件を打合せ、連携の内容が固まったら大学と契約を行い

ます。そして実際に大学の研究室や企業内の設備・データなどを活用しながら研究を実施し、成

果が出て完了します。公的研究機関も基本的に同様のプロセスで行うことができます。 

 

 

Ⅱ 

実
践
編 

大学や公的研究機関との連携は 
どのようにするの？ 

A 
相談 条件交渉 

 

契約 

 

研究実施 成果（完了）報告 



8 

 

 

それでは代表例として公設試の利用プロセスを見てみましょう。 

 
 

 

 

 

まずはお近くの公設試に電話やホームページからお問い合わせ・申込ください。次に専門の研

究員が無料で皆様の課題や目的に応じて、適切なサービスにおつなぎします。依頼試験では、

公設試の研究員が企業からの依頼に基づき、分析・測定・評価・加工・鑑定等を行い、試験結

果を報告します。設備利用は、各公設試が保有する機器・設備を企業が使用できるよう開放し

ており、専門の研究員による技術サポートを受けることも可能です。依頼試験・設備利用どち

らも有料となりますが、技術相談までは無料です。 

 

 

Ⅱ 

実
践
編 

「依頼試験」や「設備利用」はどんな流れになるのですか？ Q 

申込 相談 

 

結果（完了）報告 依頼試験 

設備利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＲＬ⇒https://www.meti.go.jp/kousetsushi/top 

検索ワード➝ 公設試 保有機器 

A 

参考：「公設試保有機器・研究者情報検索システム」 

経済産業省では、全国の公設試の WEB サイトで公開

されている保有機器又は研究者情報を検索・閲覧で

きるシステムを公開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＲＬ⇒https://chem-eqnet.ims.ac.jp 

検索ワード➝ 大学 設備 

参考：「大学連携研究設備ネットワーク」 

大学連携研究設備ネットワークでは、参画大学等が

所有する研究設備の相互利用と共同利用を推進して

います。企業が利用することもでき、使いたい研究

設備を WEBサイトから予約することができます。 

https://www.meti.go.jp/kousetsushi/top
https://chem-eqnet.ims.ac.jp/
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大学や公的研究機関に相談に行く前に、抱えている技術課題などを公開可能な資料としてまとめて

おくことが大切です。口頭での説明だけでは相談の意図が十分に伝わらず、必要以上の時間がかか

ったり、目的の研究者とのマッチングに至らない場合もあります。各機関でもそれぞれの申込書や

WEBフォーマットなどがありますが、概ね以下の点を整理しておくことが重要です。 

 

 

 

Ⅱ 

実
践
編 

参考：「技術相談シートの作成」 

ポイント 

下記項目について、公開可能な情報で取りまとめます。また、できる限り図やグラフ、

写真などを使用するなど分りやすい資料作成を心掛けてみてください。 

 

①製品・サービスについて 

◆製品名称や開発タイトルなど 

◆概要や特徴 

・製品・サービスの全体像から具体的な特徴まで簡潔に記載すること。 

・既に共同研究等実施している場合は、連携先の機関名等を明記すること。 

 

②抱える技術課題（ニーズ）について 

◆課題内容 

・できる限り具体的に記載すること。 

◆解決に向けたこれまでの取り組み状況 

・特に課題に対し解決に至らなかった方法やその結果を記載 

 

③課題解決のための技術シーズ等について 

◆連携方法 

・どのような連携を希望するか記載 

「技術指導 ／ 共同研究 ／ 受託研究 ／ 設備利用 ／ 依頼試験 ／その他」 

◆相談・連携したい研究者 

・連携したい研究者が事前に分かっている場合は氏名等を記載 

◆求める技術シーズ 

・解決するために必要な技術分野や技術内容が判明している場合はそのことも記載 

・具体的な技術シーズ等の検討がついていない場合でも、どのように解決したいか

イメージでも良いので公開できる範囲で記載しておくのが重要です。 
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研究費の額は、研究内容によって決まります。 

研究の難しさや研究期間、企業の研究員の派遣 

の有無等で大きく異なり、数千万円かかるものもあ 

れば、数十万円程度で済むものまで様々です。 

文部科学省の「大学等※における産学連携等実施状 

況」の調査結果によると、民間企業との共同研究の 

研究費を規模別実施件数で見た場合、300万円未満 

の実施件数が半数以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

状況について」（平成 31 年 2月実施） 

資料：文部科学省「大学等における産学連携等
実施について」より作成 ※大学等…国公私立大学（短期大学含む）、国公私立高等専門学校、 

大学共同利用機関 
 

 

 

 

 

 

Ⅱ 

実
践
編 

研究費はどのくらいかかるのですか？ Q 

研究費用の内訳ってどのようなものがあるのですか？ Q 
そうですね、研究内容や各機関によって異なりますが、基本的には、大学や公

的研究機関と連携をする上で直接発生する「直接経費」と間接的にかかる「間

接経費」に分けられます。 

【直接経費】備品費、消耗品費、直接人件費など、研究の実施に伴って直接発生す

る実費です。 

【間接経費】事務経費、研究施設の維持管理費など、連携をすることによって発生

する維持・管理費用です。徴収は直接経費に一定の料率をかけた金額

が一般的で、各機関によって異なりますが、大体 10%～30%程度です。 

A 

Point ◆直接経費のほかに「間接経費」もかかることが一般的 

 

 

 

中小企業の研究開発等を資金面からサポートする国や自治体等の補助金や助成金制度があります。

「ミラサポ」や「J-Net21」などの WEBサイトからも情報を発信しています。 

 

ミラサポ（中小企業庁） 

ミラサポは、中小企業など向けに、最新の補助金・助成金情報や各種施策情報の紹介、無料専門家

派遣の案内など、日々のビジネスに役立つ情報を発信するサイトです。 

 

 

ＵＲＬ⇒https://www.mirasapo.jp 

 

J-Net21「支援情報ヘッドライン」スマートフォン用アプリ（独立行政法人中小企業基盤整備機構） 

J-Net21 では、国内の補助金・助成金・融資情報やセミナー・イベント情報などをスマートフォン

で簡単に検索できるアプリを提供しています。 

 

 

ＵＲＬ⇒https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/etc/app.html 

 

A 

参考：「補助金等の活用」 

検索ワード➝ミラサポ 

 

検索ワード➝J-Net21 アプリ 

【民間企業との共同研究の研究費の 

規模別実施件数（一部抜粋）】 

  

平成 30 年度の実施件数 27,383 件の内 

■～100 万円未満＝ 7,487 件（27.3%） 

■～300 万円未満＝10,178 件（37.2%) 

費用はどのくらいかかるの？ 

https://www.mirasapo.jp/
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/etc/app.html
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契約段階において研究内容とともに、研究目標を示し、大学や公的研究機関の窓口担当者や 

研究者と一緒にその目標を共有することがとても重要です。特に契約書上ではっきりとした

数値目標を決めることができない場合は、数値目標以外で両者が共通の認識を持つようにしまし

ょう。また、大学の場合、研究者は授業や研究者自身の研究活動など多くの仕事を抱えており、

時間がかかる場合もありますので、短時間で成果を求めない方がよいでしょう。 

共同研究契約では何を決めるのですか？ 

共同研究契約では、下記の項目を中心に全体計画等を取り決めることが一般

的です。 

■研究題目    ■研究成果（知的財産権など）の扱い 

■研究目的    ■秘密保持の内容 

■研究内容     など 

■研究期間・研究スケジュール 

■研究分担 

■研究経費の分担 

■研究実施場所 

Q 

A 

契約書はどちらが作るのですか？ 

一般的には大学や公的研究機関に契約書の雛形があるので、それを活用することが多いです 

が、企業側が作成してもかまいません。もし研究者との間で、意識の違いがあるまま研究を

始めると、後に、希望していた研究がされなかったり、成果が出るまでに思わぬ日数が経過して

しまうなど、トラブルの元となります。契約交渉に当たっては、後のトラブルを回避するために

も、各機関の窓口担当者と研究者と企業の 3 者が面談の上、みんなが納得することが肝心です。 

Q 

A 

契約する時はどういうことに注意したらいいのですか？ 

Point ◆大学や公的研究機関の窓口担当者と研究者と企業の 3 者が面談して、 

納得いくまで契約内容を詰めること 

Q 

Point ◆研究目標はなるべく数値で明確にする 

◆大学や公的研究機関の窓口担当者と研究者と共通認識を持つ 

◆短時間で成果を求めない 

 

 

Ⅱ 

実
践
編 

A 

契約で何を決めるの？ 

契約する時の注意事項は？ 
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Ⅱ 

実
践
編 

研究成果の特許は誰のものになるのですか？ 

研究成果に発明が含まれる場合、その特許を受ける権利は、発明した人のものですの 

で、受託研究の場合は原則、大学等の研究機関が所有し、共同研究の場合は役割に応

じて企業と大学等の研究機関が共有することになります。共有持分については共同研究契

約によって交渉で柔軟に決めることが出来ます。共有特許については、企業は自由に実施

することが出来ますが、大学や公的研究機関が実施することはほとんどないので、企業は

「不実施補償」などと呼ばれる実施料を各機関に支払う場合があります。また大学や公的

研究機関の持分について有償で譲渡を受け取ることも可能です。 

A 

Q 

Point ◆生まれた特許は、受託研究では大学や公的研究機関のもの、 

共同研究では役割に応じて、企業と大学や公的研究機関が共有 

共同研究における特許など知財の注意点はどのようなものがあるの？ Q 
例えば、企業が大学や公的研究機関と共同研究する場合、研究者の学 

会発表については、発表の仕方など事前に契約書などで明確に取り決めて

おくことが大切です。学会発表は研究の内容を一般に公開するものであり、発

表した時点で原則、特許権は取得できなくなり、営業秘密としての法的保護を

受ける価値もなくなってしまいます。従って、研究開発の内容や成果について、

学会発表を前に特許出願を済ませ、また企業秘密として秘匿したいことは明確

にしておくとともに、特許出願の内容にもその内容が含まれていないか注意す

る必要があります。 

また、研究成果を利用するにあたって、自社が独占的にその技術を利用したい

場合は、大学や公的研究機関の権利分に対するライセンス料を当該機関に支払

う必要があります。加えて、当該機関から出願する権利を譲り受けるときは対

価の支払いが求められることもあります。 

A 

 

 

 

共有特許の実施の場合、企業は共有特許の実施により利益を享受することが可能ですが、研究機関

側は通常それを活用して製品を開発するわけではないので、その特許の利益を享受することはでき

ません（第三者へライセンス提供等で利益を得るケースはあります）。そこで、研究機関としては、

発明者である研究者の貢献に報い、また特許維持・管理費用をまかなうために、企業が実施する際

には、企業から実施料をもらおうとするものです。徴収方法や金額については各機関により異なり

ますので、個別にご相談ください。 

参考：「不実施補償」 

Point ◆研究成果の公表や権利関係は契約時に明確にする 

特許など知的財産で気を付けることは？ 
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Ⅱ 

実
践
編 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＲＬ⇒https://www.j-platpat.inpit.go.jp 

 

 

 

INPIT では、企業が抱える経営課題や、アイデア段階から事業展開までの知的財産に関する課題や

相談を、ワンストップで受け付ける相談窓口として、「知財総合支援窓口」を全国 47都道府県に設

置しています。各分野の専門家が、訪問や窓口で無料アドバイスを行っていただけるので、知財に

関する情報収集や何か困ったときはお近くの窓口を尋ねてみてください。 

 

 

 

ＵＲＬ⇒https://chizai-portal.inpit.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＵＲＬ⇒https://www.j-platpat.inpit.go.jp 

 

 

 

企業の知的財産の活用について無料でお手伝いする公的機関として、独立行政法人工業所有権情

報・研修館（INPIT）があります。平成 29年 7月には新たに大阪市の「グランフロント大阪」に近

畿統括本部（INPIT 関西）が開設され、近畿地域に所在する中堅・中小・ベンチャー企業の知的財

産の保護・活用に対する支援を行っています。 

 
 

 

ＵＲＬ⇒https://www.inpit.go.jp/kinki/index.html 

検索ワード➝ INPIT－KANSAI 

検索ワード➝ 知財総合支援窓口 

検索ワード➝ J-PlatPat 

参考：「独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）」 

参考：「知財総合支援窓口」 

参考：「J-PlatPat 特許情報プラットフォーム」 

INPIT では、WEB サイトを通じて、誰でも、いつでも、どこからでも、無料で産業財産権情報の

検索ができるサービスとして、「J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）」を提供しています。 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
https://chizai-portal.inpit.go.jp/
https://www.inpit.go.jp/kinki/index.html
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Ⅱ 

実
践
編 

企業の秘密情報は洩れないのでしょうか？ 

多くの機関では職務規定の中に秘密保持条項を設けていたり、個別契約において、 

秘密保持に関する取り決めがなされています。ただし、各機関に対して秘密情報の

範囲と重要度のレベルを明確に示すことが重要です。特に重要度の高い秘密情報につい

ては、必要以上に開示しない等、自ら防衛策を講じることも必要です。 

また、大学は教育・学術研究機関でもあり、研究成果はいずれ学会や論文発表により公

表されるものであることから、発表時期等については事前に知らせてくれるように契約

時にしっかり確認することが重要です。 

A 

Q 

大学で学生の守秘義務は大丈夫ですか？ 

大学と雇用関係にない学生に対しては、契約で直接守秘義務を課すことは出来ま 

せん。ただし、学生から大学に対する誓約書を作成するなど、何らかの形で学生

に秘密保持を課しているところもあります。学生が企業の秘密情報を扱う際には、先

生を通して指導してもらうことが必要です。また、研究に係る秘密情報の重要度のレ

ベルや研究費の規模等も考慮して、学部生にも関与させるもの、博士課程以上とする

もの、学生を関与させずにポスドクに限定するものなど、バリエーションを持たせる

ことも検討してはどうでしょうか。 

Q 

A 

Point ◆学生には直接守秘義務を課すことが難しいので、大学の先生を通して 

指導してもらうことが必要 

◆各機関に対して、秘密情報の範囲と重要度のレベルを明確にする 

進捗管理はどうするのでしょうか？ Q 
実際に連携が始まってからは、研究者とのコミュニケーションを密にすることが 

最も重要です。「待っていれば良い結果を出してくれるだろう」と思って、放ってお

いては後で大きなトラブルになる場合もあります。進捗管理については、企業が主体的

に管理をしていくことが大切です。そのためには、日頃から研究者としっかりコミュニ

ケーションを図るとともに、定期的に打ち合わせや報告の場を設けることも重要です。

また、状況に応じて、大学や公的研究機関の窓口担当者やコーディネータに継続的に相

談しても良いでしょう。研究は計画通りに進むとは限りません。双方納得しながら軌道

修正することが必要です。 

A 

Point ◆進捗管理は企業が主体 

◆最も大切なのは関係者との密なコミュニケーション 

企業の秘密情報は洩れないの？ 

進捗管理はどうするの？ 
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有限会社巽繊維工業所 

頑丈で破れにくく快適な「究極のソックス」の開発 

創業 90 年を超える老舗靴下メーカーの技とこだわりが生んだ究極のソックス。 

その技とこだわりを信頼できる商品として裏付けた公設試の性能評価。 

連携イメージ 

 

㈲巽繊維工業所 奈良県産業振興総合センター 

・繊維・編み技術の開発 
・資金調達 
（クラウドファンディング）など 

・「疲労測定」「着圧試験」「通
気性試験」「摩耗試験」など
の性能評価 

産 官 

連携概要～新製品開発エピソード～ 

当社は、日本最大の靴下産地の奈良県下において、「価格競争に陥らないために、下請けや OEM生

産は極力行わず、自社製品で事業を拡大する」という経営方針を掲げ、2004 年ごろから当社主力

商品の「“頑丈でやぶれにくい靴下”GUTS-MAN（ガッツマン）」シリーズを展開しています。自衛

隊やスポーツ選手向け等、過酷な環境下や様々な分野に適応できる高機能・高品質の靴下を開発

できる技術力が強みです。 

 

今後の展開として、当社の製品を広く一般の消費者層にも普及拡大したいという思いから、2018

年に GUTS-MANシリーズの新製品開発と、開発資金の調達や新たなユーザー層の獲得を目指したク

ラウドファンディングに着手しました。 

開発の過程では、新製品のコンセプトとなる「快適性」を追求する上で、ユーザーが感じる靴下

の快適性の検証と可視化が課題となっていたところ、奈良中央信用金庫様を通じて、産学官金ネ

ットワークの技術マッチングのサポートを受けることができました。その結果、初代 GUTS-MAN開

発時の共同研究者（現：奈良県産業振興総合センターの辻坂敏之氏）と再び共同研究を進めるこ

ととなり、奈良県産業振興総合センターの設備利用による性能評価試験と、研究者からの技術指

導を受けながら、試作・検証を進め、2019 年、当社が目指す「真の究極の五本指ソックス」の商

品化を実現しました。 

 

また、クラウドファンディングでは、専用サイトに開発の経緯や、研究成果をわかりやすく掲載

したことで、当初の予想を上回る 735 人の方々から、427 万円（目標金額 10 万円）の支援を受け

ることができました。 
 

 

奈良中央信用金庫 

・技術マッチング事業の紹介など 金 
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連携をふりかえって 
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製品名 

「真の究極の五本指ソックス」 

1か月以内に破れたら交換保証！靴下三大問題「臭い・ムレ・破れる」＋「足もとの疲れ」の解消

に挑んだ、当社独自の繊維・編み技術と奈良県産業振興総合センターの辻坂研究員とのコラボから

生まれた究極のソックス。 

企業プロフィール 

企業名 有限会社巽繊維工業所 

代表者 代表取締役 巽 亮滋 

所在地 奈良県橿原市土橋町 607番地 

T E L 0744-22-5229(代) 

U R L https://choku.co.jp 

日本最大の靴下産地・奈良県で、創業 90年を超える靴下メ

ーカー。産官学連携による新製品開発など、顧客ニーズを

徹底追求した高付加価値商品を生み出す靴下界のパイオニ

ア企業。国内販売だけでなく、海外進出や事業承継にも挑

戦中。 

本来なら手で触り、試着いた

だいて、肌で感じて頂く事が

必要な GUTS-MAN ですが、イン

ターネット販売ではそれが出

来ない。『快適性の数値化』は

私達が行わなければいけない

必要条件でした。そんな中、

靴下博士の辻坂先生との共同 

研究結果は、靴下の機能性を多方面から説明する

事が出来る情報となり、実際にお客様へも納得し

てのご購入に繋げる事が出来たと感じています。 

これを機に、試験における性能評価の重要性を再

認識し、引き続き展開に努めて参りたいと考えて

います。 

㈲巽繊維工業所 

／巽 美奈子 氏 

 

奈良県産業振興総合センター 

総括研究員／辻坂 敏之 氏 

 

快適性の評価に関しては、疲労の軽減を主な目標

にし、何をどのように測定して評価するかを考

え、保有する装置をうまく利用しながら測定しま

した。巽繊維工業所様の素早い対応もあり、良い

製品を開発するお手伝いをすることができまし

た。 

強度や圧力、通気性能などの

物性値の測定に関しては、ど

れくらいの圧力であれば不快

になるかなど、これまでの奈

良県産業振興総合センターの

研究成果を利用して数値基準

を設定し、基準をクリヤする

よう試作を繰り返しました。 

事例編「有限会社巽繊維工業所」の記載情報は、 
令和 2 年 2 月 28 日時点のものです。 

https://choku.co.jp/
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山本光学株式会社 

高視認性レンズ「ULTRA
ウ ル ト ラ

 LENS
レ ン ズ

」の開発 

大学との共同研究により、色の識別性に着目した新たなスポーツアイウェアを開発。 

様々なシーンで「見えやすさ」を追求し、自社ブランドを牽引する技術として確立。 

連携イメージ 

 

学 

山本光学㈱ 

 

近畿大学 

 光学レンズの開発、 
性能測定 など 

色彩工学に係る技術指導、 
データ分析等の製品評価 など 
 

産 

連携概要～新製品開発エピソード～ 

当社は、1911 年の創業以来、光をコントロールする独自技術を強みに、常に新しい技術の研究を

行い、多様な眼鏡、レンズを世界に送り出す事で、100年以上にわたり人々の生活を支えてきまし

た。働く人々の安全を護る「YAMAMOTO」、アスリートにとって最良のスポーツギア「SWANS」の二

つのブランドを軸に、当社として様々な条件下での「見えやすさ」を追求していくため、日頃か

ら外部の研究シーズの探索も行っています。その一環で近畿大学への技術発表会への参加や個別

の技術相談を行っていたところ、同大学より色彩工学等を専門とされる片山一郎准教授をご紹介

いただいたことが「ULTRA LENS」開発のきっかけになりました。 

 

これまでの製品開発では、試作品の検証は肉眼の感覚に頼る面も多く、定量的な評価や再現性に

課題がありましたが、片山准教授の色の識別性を分析・評価できる技術シーズと出会い、当社技

術の優位性を数値化することや、レンズへの新しい機能性付加を実現することが見込まれ、共同

研究による開発に至りました。 

片山准教授には試作レンズの色の見え方をデータ分析していただいたうえで改善点のアドバイス

をいただき、当社がそれを開発に反映させる、という形で連携を進めました。アイウェアに求め

られる環境条件や目視希望要因などに対応するため、レンズの性能を特化して開発。 

ゴルフやスノーといったスポーツ用途として 5 種類、製品検査といった産業用途として 1 種類の

製品を「ULTRA LENS」シリーズとして展開しています。 

【レンズの有無による色域の変化】 

※アイスブルーレンズは、「ULTRA LENS」
シリーズの基となる開発当初のレンズ
の名称。 

※ 
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スポーツアイウェア･ブランド「SWANS
ス ワ ン ズ

」の 

「ULTRA LENS」シリーズ 

見たいものをはっきり見せ、不要な光をカットし、使用者の用途に最適な見え方を提供するアイ

ウェアレンズ「ULTRA LENS」。現在、各スポーツ界のプロアスリートも着用する「ULTRA LENS for 

SNOW」、「ULTRA LENS for GOLF」、「ULTRA LENS for FISHING」、「ULTRA LENS for BASEBALL」、「ULTRA 

LENS for DRIVING」の 5種類をリリース中。今後もバージョンアップや要望に応じて新しい分野で

のシリーズ開発を進めていきます。「SWANS」公式サイト：https://www.swans.co.jp 

企業プロフィール 

企業名 山本光学株式会社 

代表者 代表取締役社長 山本 直之 

所在地 大阪府東大阪市長堂 3-25-8 

T E L 06-6783-0232 

U R L https://www.yamamoto-kogaku.co.jp 

モノづくりのまち東大阪市に本社を置く、産業安全用保護具・スポーツ

用各種アイウェアなどのメーカー。働く人々の安全を護る「YAMAMOTO」、

スポーツアイウェア「SWANS」の 2つの自社ブランドを国内外に展開する。 

連携をふりかえって 

山本光学㈱ 

開発部 技術開発課 課長／加尻 慎也 氏 

近畿大学 生物理工学部 人間環境デザイン工学科 

准教授／片山 一郎 氏 

今回の連携を通じて、近畿大学

片山先生には色の見え方につ

いて色々教えていただきまし

た。これまでは、感覚的に行っ

ていたことを、色彩的に数値に

落とし込むことができたこと

で、それぞれの用途に合わせた 

製品開発に応用できてきたと思います。それも、こ

ちらの要望に沿うように、詳しく教えていただけた

ためと、感謝しております。これからも、それぞれ

のシーンに合わせたレンズ開発を通じて、ユーザの

パフォーマンスを助けるような製品づくりに役立て

ていきたいと思います。 

ました。市場で高評価を得ている高視認性サングラ

ス「ULTRA LENS」シリーズの開発に本提案方法が役

立ち、その妥当性を再確認できたことを大変うれし

く思っています。高視認性サングラスは、学術的資

源はあるものの具現化する術を持たない大学と、新

たな発想を求める企業との相互補完的役割分担によ

って実現しました。 

同じ物体でも照明が変わると

色が違って見えます。これを光

源の演色性といいます。今回の

連携では、光源の演色性評価を

応用し、サングラス等の光学フ

ィルタを透した色の見えを定

量的に推定する方法を提案し

ま 

製品名 

事例編「山本光学株式会社」の記載情報は、 
令和 2 年 2 月 28 日時点のものです。 

https://www.swans.co.jp/
https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/
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それでは、これまで説明してきたポイントや事例から、大学や公的研

究機関と連携する際に、重要となるポイントをまとめます。 

大学や公的研究機関と連携するための5 つの秘訣 

 

目的意識を持つ 

大学や公的研究機関との連携には、新製品開発の際の技術的な課題解決など、具

体的な目標と明確な目的意識を持つことが大切です。大学や公的研究機関に相談

に行く前に、事業イメージや具体的な課題、連携する目的などを整理し、周囲に

説明できる公開可能な資料を作成しておくと良いでしょう。 

 

契約内容は納得いくまで詰める 

大学や公的研究機関との連携は、はじめが肝心です。研究者と企業とで、目的意

識がずれていれば、後にトラブルの原因にもなります。契約時には大学や公的研

究機関の窓口担当者、研究者、企業の 3 者が面談の上、目的や期限、費用負担な

どの条件を、納得いくまで詰めておくことが大切です。 

 

主体性を持つ（丸投げは禁物） 

連携の主役は企業の皆様です。「待っていれば良い結果を出してくれるだろう」と

思って、放っておいてはいけません。進捗管理や情報管理については、企業が主

体的に管理をしていきましょう。 

 

研究成果の公表や権利関係は契約時に明確にする 

大学や公的研究機関との共同研究成果を円滑に実用化につなげるため、研究者の

学会発表や研究成果の権利関係は事前に契約書などで明確にしておくことが大切

です。 

 

コミュニケーションを密にとる 

大学や公的研究機関との連携を進める基本は、人と人とのつながりです。 

いくら厳密な契約を結んでも、人間同士の関係が出来ていなければうま 

くいきません。円滑な連携を進めていくためには、日々のコミュニケー 

ションを密にすることが最も重要です。 

 

秘訣１ 

秘訣２ 

秘訣３ 

秘訣４ 

秘訣５ 
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「産学官金ネットワーク」参画機関 
（公的研究機関） 

 

◆国立研究開発法人 産業技術総合研究所 関西センター 
〒563-8577 大阪府池田市緑丘 1-8-31  TEL 072-751-9606（お問い合せ窓口） 

https://www.aist.go.jp/kansai/ 

 

◆福井県工業技術センター 
〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町 61 字北稲田 10  TEL 0776-55-0664（代表） 

http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/index.html 

 

◆滋賀県工業技術総合センター 
〒520-3004 滋賀県栗東市上砥山 232  TEL 077-558-1500（代表） 

https://www.shiga-irc.go.jp/ 

 

◆滋賀県東北部工業技術センター 
〒526-0024 滋賀県長浜市三ツ矢元町 27-39（長浜庁舎）  TEL 0749-62-1492（代表） 

〒522-0037 滋賀県彦根市岡町 52 番地（彦根庁舎）  TEL 0749-22-2325（代表） 

https://www.hik.shiga-irc.go.jp/ 

 

◆京都府中小企業技術センター 
〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 134  TEL 075-315-2811（代表） 

https://www.kptc.jp/ 

 

◆地方独立行政法人 京都市産業技術研究所 
〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町 91 番地 京都リサーチパーク 9 号館南棟 

TEL 075-326-6100（代表） 

http://tc-kyoto.or.jp/ 

 

◆地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 本部・和泉センター 
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2 丁目 7 番 1 号  TEL 0725-51-2511（経営企画本部） 

https://orist.jp/ 

 

近畿経済産業局は、管内 2府 5県（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
に所在する公的研究機関（産総研、公設試）、大学・高専、産業支援機関、金融機関で構成する連携
支援の核となるネットワークを形成し、産学官金ネットワーク事業（通称：Tech Connect KANSAI）
の取組を推進しています。府県や機関の枠を超えて、企業が抱える技術的課題の抽出と課題解決に
資する技術シーズの探索、研究機関や大学・高専の技術シーズの実用化に向けたマッチングに取り
組み、地域におけるイノベーションの創出を目指します。 
 

 

 

 

産学官金ネットワーク事業（Tech Connect KANSAI）の紹介 

【令和元年度事業 URL】

https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/sankangakukinNW/hashiwatashi2019.html 

問い合わせ先：近畿経済産業局 地域経済部 地域経済課 06-6966-6011 
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https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/sankangakukinNW/hashiwatashi2019.html
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◆地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 森之宮センター 
〒536-8553 大阪府大阪市城東区森之宮 1-6-50  TEL 06-6963-8181（技術相談窓口） 

https://orist.jp/ 

 

◆兵庫県立工業技術センター 
〒654-0037 兵庫県神戸市須磨区行平町 3-1-12  TEL 078-731-4033（総合相談窓口） 

http://www.hyogo-kg.jp/ 

 

◆奈良県産業振興総合センター 
〒630-8031 奈良県奈良市柏木町 129-1  TEL 0742-33-0863（研究支援室） 

http://www.pref.nara.jp/1751.htm 

 

◆和歌山県工業技術センター 
〒649-6261 和歌山県和歌山市小倉 60  TEL 073-477-1271（代表） 

https://www.wakayama-kg.jp/ 

 

（大学・高専） 

 
◆国立大学法人 福井大学 

〒910-8507 福井県福井市文京 3 丁目 9 番 1 号（文京キャンパス） 

TEL 090-1635-1000（産学官連携コンシェルジュ） 

http://www.hisac.u-fukui.ac.jp/ 

 

◆立命館大学 
〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1 丁目 1-1（びわこ・くさつキャンパス） 

TEL 077-561-2802（BKC リサーチオフィス） 

http://www.ritsumei.ac.jp/ 

 

◆国立大学法人 京都工芸繊維大学 
〒606-8585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町（松ヶ崎キャンパス） 

TEL 075-724-7933（産学公連携推進センター） 

http://www.liaison.kit.ac.jp/index.php 

 

◆同志社大学 
〒610-0394 京都府京田辺市多々羅都谷 1-3（京田辺キャンパス） 

TEL 0774-65-6223（リエゾンオフィス） 

https://kikou.doshisha.ac.jp/ 

 

◆大阪府立大学 
〒599-8570 大阪府堺市中区学園町 1-2（中百舌鳥キャンパス） 

TEL 072-254-9128（研究推進本部 URA センター） 

https://www.osakafu-u.ac.jp/research/ 

 

◆近畿大学 
〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1（東大阪キャンパス）  TEL 06-4307-3099（リエゾンセンター） 

https://www.kindai.ac.jp/liaison/ 

 

◆公立大学法人 兵庫県立大学 
〒670-0962 兵庫県姫路市南駅前町 123 じばさんびる 3Ｆ 

TEL 079-283-4560（産学連携・研究推進機構） 

https://www.u-hyogo.ac.jp/ 

 

◆国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 
〒630-0192 奈良県生駒市高山町 8916 番地の 5 

TEL 0743-72-5658（研究推進機構 産官学連携推進部門） 

http://www.naist.jp/sankan/index.html 

 

◆独立行政法人 国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校 
〒639-1080 奈良県大和郡山市矢田町 22 番地  TEL 0743-55-6173（産学協働研究センター） 

https://www.nara-k.ac.jp/ 
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◆国立大学法人 和歌山大学 
〒640-8510 和歌山県和歌山市栄谷 930 番地  TEL 073-457-7564（産学連携イノベーションセンター） 

https://www.wakayama-u.ac.jp/cijr/ 

 

（産業支援機関） 

 

◆公益財団法人 ふくい産業支援センター 
〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町 61 字北稲田 10 福井県工業技術センター内 

TEL 0776-55-1555（代表） 

http://www.fisc.jp/ 

 

◆公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜 2-1 コラボしが 21 2 階  TEL 077-511-1410（代表） 

http://www.shigaplaza.or.jp/ 

 

◆公益財団法人 京都産業 21 
〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 134  TEL 075-315-9425（イノベーション推進部） 

https://www.ki21.jp/ 

 

◆公益財団法人 京都高度技術研究所 
〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 134 番地  TEL 075-315-3625（代表） 

https://www.astem.or.jp/ 

 

◆公益財団法人 大阪産業局 

（大阪産業創造館） 
〒541-0053 大阪市中央区本町 1-4-5 大阪産業創造館 13F  TEL 06-6264-9800（代表） 

https://www.obda.or.jp/ 

 

◆公益財団法人 新産業創造研究機構 
〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 6-1 神戸商工会議所会館 4 階  TEL 078-306-6800（代表） 

https://www.niro.or.jp/ 

 

◆公益財団法人 ひょうご産業活性化センター 
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-8-4 神戸市産業振興センター 1 階・2 階・7 階 

TEL 078-977-9070（代表） 

https://web.hyogo-iic.ne.jp/ 

 

◆公益財団法人 神戸市産業振興財団 
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-8-4 神戸市産業振興センター6 階 

TEL 078-360-3199（代表） 

https://www.kobe-ipc.or.jp/ 

 

◆公益財団法人 奈良県地域産業振興センター 
〒630-8031 奈良県奈良市柏木町 129-1 奈良県産業振興総合センター内  TEL 0742-36-8312（代表） 

https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/ 

 

◆公益財団法人 わかやま産業振興財団 
〒640-8033 和歌山県和歌山市本町二丁目 1 番地 フォルテ・ワジマ 6 階  TEL 073-432-3412（代表） 

https://yarukiouendan.or.jp/ 

 

（金融機関） 

 
◆株式会社 福井銀行 

〒910-0023 福井県福井市順化 1 丁目 3 番 3 号 福銀センタービル 1 階・2 階  TEL 0776-24-2030（代表） 

https://www.fukuibank.co.jp/ 

 

◆株式会社 滋賀銀行 
〒520-8686 滋賀県大津市浜町 1-38  TEL 077-521-2000（代表） 

https://www.shigagin.com/ 

https://www.wakayama-u.ac.jp/cijr/
http://www.fisc.jp/
http://www.shigaplaza.or.jp/
https://www.ki21.jp/
https://www.astem.or.jp/
https://www.obda.or.jp/
https://www.niro.or.jp/
https://web.hyogo-iic.ne.jp/
https://www.kobe-ipc.or.jp/
https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/
https://yarukiouendan.or.jp/
https://www.fukuibank.co.jp/
https://www.shigagin.com/


23 

 

◆株式会社 京都銀行 
〒600-8652 京都府京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町 700  TEL 075-361-2211（代表） 

https://www.kyotobank.co.jp/ 

 

◆京都信用金庫 
〒600-8005 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町 7 番地  TEL 075-211-2111（代表） 

https://www.kyoto-shinkin.co.jp/ 

 

◆京都中央信用金庫 
〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 91 番地  TEL 075-223-2525（代表） 

https://www.chushin.co.jp/ 

 

◆株式会社 関西みらい銀行 
〒542-8654 大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-2-4  TEL 06-4256-1262（地域戦略部） 

https://www.kansaimiraibank.co.jp/index.html 

 

◆株式会社 池田泉州銀行 
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町 18番 14 号 

TEL 06-6375-3637（リレーション推進部） 

https://www.sihd-bk.jp/houjin/sangakukan_index.html 

 

◆北おおさか信用金庫 

〒567－8651 大阪府茨木市西駅前町 9 番 32 号  TEL 072-623-4981（代表） 

http://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/ 

 

◆株式会社 商工組合中央金庫 大阪支店 

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 1-7-13  TEL 06-6532-0309（代表） 

https://www.shokochukin.co.jp/ 

 

◆株式会社 みなと銀行 

〒651-0193 兵庫県神戸市中央区三宮町 2 丁目 1 番 1 号  TEL 078-331-8141（代表） 

https://www.minatobk.co.jp/ 

 

◆尼崎信用金庫 

〒660-0862 兵庫県尼崎市開明町 3 丁目 30 番地  TEL 06-6412-5420（事業支援部） 

http://www.amashin.co.jp/ 

 

◆但陽信用金庫 

〒675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口 772 番地  TEL 079-422-7721（代表） 

https://www.tanyo-shinkin.co.jp/ 

 

◆株式会社 南都銀行 

〒630-8677 奈良県奈良市橋本町 16 番地  TEL 0742-22-1131（代表） 

https://www.nantobank.co.jp/ 

 

◆奈良中央信用金庫 

〒636-0398 奈良県磯城郡田原本町 132 番地の 10  TEL 0744-33-3311（代表） 

http://www.narachuo-shinkinbank.co.jp/ 

 

◆株式会社 紀陽銀行 

〒640-8656 和歌山県和歌山市本町 1 丁目 35 番地  TEL 073-423-9111（代表） 

http://www.kiyobank.co.jp/ 
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