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　平成 20 年度より仙台高専を拠点校として東北 6高専の知財活動を活性化するプログラムがスタートした．そ

れまでに，各高専のテクノセンター間では産学官連携などの組織ができ上がっており，本プロジェクトでもその

組織を活用した結果，地元企業・官公庁との連携，教職員への知財研修，学生への知財授業などにおいて様々な

成果が出ている．平成 23 年 3 月の東日本大震災においても，これらの連携を活用し，知的財産権面などにおい

て地域企業の支援を行うことで復興の一助となるべく活動を続けている．

■キーワード　　知的財産，高専，東北，震災復興

1.　はじめに

本活動は，高専再編後に高専機構が進めている全
国的な産学連携の枠組み整備の内，知財の基盤整備
に取り組むものである．すなわち，高専機構本部と
長岡・豊橋の両技術科学大学との共同活動体制，全
国を各地区ブロックに分割し，それらのまとめ役を
通じて産学連携の基盤整備や活動支援等を行う仕組
みの後者の基盤の 1つを担っている．
平成 20年度に「産学官連携戦略展開事業（戦略
展開プログラム）～知的財産活動基盤の強化～」と
して脆弱な状態からの知的財産の基盤整備をスター
トしたが，時代の変化と共に平成 22年度に「イノ
ベーションシステム整備事業大学等産学官連携自立
化促進プログラム（機能強化支援型）知的財産活動
基盤の強化」となり，その自立化が求められるよう
になった．
高専機構本部ならびに東北地区高専をはじめとす

る関係各位の大きな努力により，平成 21年度には
全東北地区高専のテクノセンター長，関係教職員，
コーディネーターによるテレビ会議が定期的に行わ
れるようになり，機構本部の参加も始まった．知財
の講習会，特許に関する相談，設備・機器の有料化，
さらには平成 22年度からは学生の知財教育も本格
的に行われた．本報告では，それらの多岐に渉る内
容が継続的に行われていることが示されている．各
高専の窓口となった方々は各年度の報告書に一覧が
あるのでご覧いただきたい．
平成 22年度においては，東北地区では初めてす

べての高専から特許申請があり，事業化の具体的な
姿が見えて来るなど，活動の定着と進化が進んでい
る．また，本プロジェクトでは評価委員会を開催し，
関係有識者から評価を頂いた．これらに基づいて，
大きな課題である自立化へ向けて，具体的な検討を
行っている．
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2.　活動概要　　　　　　　　　　　　　　

2.1.　事業背景・目的

中小企業の占める割合が大きい東北地方におい
て，産学官が連携して進める地域イノベーションや
新規事業創出が喫緊の課題である．そこで以下を目
的として活動を行って来ている．
東北 6高専が地域共同テクノセンター等の既存担

当部署を通じて，
　 ・知的，人的財産を集約したスケールメリットと
効率化　

　 ・地元企業のニーズに基づいたヒューマンネット
ワークの拡大

　 ・「知的財産基盤の強化」を柱とした産学官連携
の推進

を行った．

2.2.　目標の設定

現状と課題の分析に基づき独自の数値目標に加え
3年後のあるべき姿を想定しての定性的目標を，教
員，職員，学生の階層別に以下のように設定した． 

○教員（全般） 
 ・特許出願件数の 30%増加を目指す
 ・知財の一般的な知識（重要性，簡単な法律，出
願の手続き，費用概略）などは理解し，資料を
見ながら学生に指導できる
○教員（強化） 
 ・年間 1件以上／1高専の特許出願を行える　
 ・ 特許出願し，新規事業にトライする（1件以上）
 ・学生に知財教育（入門コース以上）ができる
 ・ IPDL等で先行文献の調査ができ，箇条書きで
も簡単な明細書が書ける 

○職員（知財担当） 
 ・知財の一般的な知識（重要性，簡単な法律，出
願の手続き，費用概略）等の理解ができる

 ・知財管理（出願特許の管理，権利の維持等），
出願（維持）に関する費用の把握ができる 

○学生（一般） 
 ・1～5年生までの知財教育カリキュラムを整備
し，知財を正規授業として取り上げる（平成
23年～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 ・発明コンテストなどにより実際に特許等の出願
を 1件以上行う

 ・知財の一般的な知識（重要性，簡単な法律，出
願の手続き）等の理解ができる

 ・インターンシップ，リカレンジャー（移動科学
実験車 : 国立高等専門学校機構登録商標）など
を通しての地域，企業との交流ができる

2.3.　内部への働きかけ
2.3.1.　東北地区知財本部運営委員会会議

東北 6高専が持つ産学連携のための既存組織であ
るテクノセンターを中心に本活動を推進しているた
め，組織の長が集まる本会議は，特に重要である．
年 1回は一同に会しての会議（平成 20年 : 仙台，
鶴岡，仙台の 3回実施，平成 21年 : 秋田，平成 22

年 : 八戸各 1回実施）を行うが，その他の月は平成
21年 5月から稼働開始したテレビ会議を通して，
本活動の進捗陟報告，情報交換等を行い，共通認識を
持つように心がけた．平成 22年 6月には，高専機
構の産学連携の取りまとめ役である理事にも本テレ
ビ会議へのご参加を頂いた．
2.3.2.　教職員向け研修

できるだけ多くの教職員が参加できるように，知
財コーディネーターが東北 6高専を巡回して実施し
た．
平成 21年 9月は，「知財説明会」受講者 145名，

22年 2月～3月，6月は「教育・研究における著作権」
受講者 209名，23年 1月～2月は「契約関係・秘密
情報管理」受講者 100名であった．
予想を上回る受講者数と受講後のアンケート結果
から，反響の大きさが分かる．なお，平成 22年の
著作権研修時には，東北大学産学連携本部知財部長
に講師をお願いしたことも効果的であったと考えて
いる．
2.3.3.　学生向け教育

学生教育は，全て知財コーディネーターが講師を
務め，自ら作成した教材に基づき 4年生，5年生，
専攻科 1年生を対象に，仙台高専名取キャンパスで
8回，広瀬キャンパスで 1回，秋田高専，鶴岡高専
で各 1回と，計 11回実施した．
今回の授業の目的は，従来，弁理士等の方々に依
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頼して実施していた講演等単発の知財授業を，平成
23年度から，正規科目として取り上げてもらうに
は，どのような提案（受講対象学年，教材，単位化，
必修が良いか選択が良いか等）をしたら良いかを導
き出すことにあった．
従って，テーマは知財が中心であるが，「企業が
求める人材とは？」「セラミックの機能と用途」等，
学生が興味を抱く様なテーマも掲げ，その中で知財
の重要さに触れた．
その結果，授業として開講し単位化すべきである
が 35名／95名＝37%，シラバスを見てから考える
が 53名／95名＝56%との回答が得られ，当初狙い
の通り，23年から仙台高専名取キャンパスにおい
て，5年生を対象に，知財の正規科目がスタートす
ることになった．
2.3.4.　知財相談案件支援

東北 6高専の学生及び教職員からの出願や契約な
どの知財相談に積極的に対応した．
初年度は，活動期間も少なく仙台高専（名取キャ
ンパス）だけの 7件に留まったが，平成 21年度は「あ
そこに相談すると何かと解決してくれる」との認知
度も向上し，26件に増加．22年度は，更に多岐に
渡る相談が寄せられるようになり，3月 8日現在で
42件と大幅に増えた．この件数の増大は，学生，
教職員の知財マインドが向上してきた証とも言え
る．

2.4.　外部への働きかけ
2.4.1.　JST 及び宮城県産業技術総合センターとの協

定締結

企業ニーズと高専が持つシーズを共有して，技術
相談に対する解決のスピードアップを狙いに，平成
21年 2月に JSTと，同年 12月に宮城県産業技術総
合センターと連携に関する協定書を締結した．
いずれも全国的に初のケースであり，今後，他高
専への波及が予想される．その後，JSTとは二度，
宮城県産業技術総合センターとは三度の技術交流会
を開催し，互いの連携強化を推進している．
2.4.2.　その他支援機関との連携

仙台高専産学連携振興会，大崎ものづくりネット
ワーク協議会，NPO法人仙南広域工業会，東北イ

ノベーション研究会など外部支援機関の要請で，知
財コーディネーターが講師となった講演を実施し
た．
その際，企業の方々に対して「ご利用ください，
高専パワーを」というキーワードで，本事業の紹介
等，外部への情報発信を行った．また，知財の流通
に関して，発明協会や知的所有権センターとも積極
的な連携を図った．
2.4.3.　広報活動

「高専にはどんな先生がいて，何をしているか分
からない」との企業サイドの声を受け，東北 6高専
の先生方のシーズを「見える化」し，地元企業ニー
ズとのマッチングに利用してもらうためのデーター
ベース構築と活用を推進した．
本活動の 1つとして，従来の紙ベースで高専ごと
に作っていたシーズ集を電子ファイル化し，東北 6

高専すべてのシーズを載せた CD-Rを発行した．検
索を含めた使いやすさに力点を置いた．活用の視点
では，企業からの技術相談でその効力が見え始めて
いる．
また，広報活動の一環として，本事業のホームペ
ージを作成し，タイムリーな情報発信，更に全国レ
ベルで開催される「流通フェアー」には，「高専パ
ワーを地域貢献に」をキーワードにした大きなポス
ターを作って PRに努めた．

2.5.　自立化への取り組み 

本事業 3年間の成果やノウハウを更に継続し，本
来の狙いである地域イノベーションや新規事業創出
に繋げて行かねばならない．そのためには，より盤
石な東北地区高専の連携体制整備と資金面での検討
が重要である．
本事業の最終年度後半に，東北 6高専のテクノセ

ンター長全員での会議を持ち「自立化に向けた知的
財産基盤の強化」をテーマに議論を深めた．
その結果，全高専から「自助努力を最優先に高専
機構にも間に入ってもらって事業を継続すべき」と
の意見で一致したため，その方向で活動中である．

2.6.　活動の成果

特に大きな成果として，以下の 3点を挙げること
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ができる．
①本活動の当初目的に掲げた「知的財産基盤の強
化」を柱とした産学官連携の体制整備が短期間
でできたこと
これは，東北 6高専のテクノセンターという現組

織を活用した点でまとまりが強固であり，自立化後
の体制としても実動部隊として最適な組織と言え
る．
②教職員・学生の知財マインドの向上が図れたこ
と
これは 3回に渡って実施してきた教職員向け研修

や 11回実施した学生向け教育のアンケート結果か
らも窺い知れる．
また，知財相談案件の年を追うごとの増加や，従
来，特定の教員に偏って出願されていた特許が，最
近では多くの新規発明者が名を連ねるようになった
こと等からも，着実に知財マインドがアップしてき
たと言える．
③各種数値目標が大幅に達成できたこと
東北 6高専をトータルし，本事業開始前後 3年の
知財出願件数を比べると，9件／年→ 15件／年と
目標の 30%を大幅に越えた 66%アップを実現した．
また，最終年度には，東北 6高専としては初の海

外出願 3件が含まれ，量のみならず，質の面でも着
実に向上してきている．
更に，これも東北 6高専としては初の出来事であ
るが，最終年度で，東北地区の全高専が 1件以上の

知財出願ができたことは特筆すべきことと考える．
このことは，本事業が東北 6高専間での「良い意味
での競争意識盛り上げ」に役だったと言えるからで
ある．図 1に独立行政法人化後（出願人が国立高専
機構）の東北 6高専の特許・商標の出願件数推移を
示す．
競争的外部資金獲得においても，文部科学省産学
官連携コーディネーターの支援により申請が活発と
なり成果を上げ始めている（図 2）．

3.　評価委員会　　　　　　　　　　　　　

平成 23年 2月 2日に有識者 6名にお集まり頂き，
本事業 3年間の活動と事業終了後の将来像について
ご意見を頂く評価委員会を開催した．
その結果，「スタートアップとしては十分目標が

達成できていることに加え，知財創出活動だけでな
く，広域の産学官連携の構築にも相乗的効果が発揮
できている」との高い評価を頂いた．
今後に向けては，「自立化に向けてのセンター機

能の強化と各高専サテライト機能との連携強化，更
に，東北地区全体の工業振興を考えると，コーディ
ネーターのみの活動では限界がある故，各高専に校
長主導で，知財推進プロジェクトを立ち上げるなど，
具体的構築を進めることを期待する」との進言を頂
いた．
これを受けて，高専サイドとしては，以下の項目

図 1　東北 6 高専知財出願状況
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を考えて行く．
 ・この 3年間の成果やノウハウを無にせず，更に
強固なものとして，地域イノベーションや新規
事業創出に結び付けて行くこと

 ・引き続き東北 6高専が一丸となって自立化に真
剣に取り組むこと
具体的な項目としては，これまでの特許の流通，

設備機器の使用・貸し出しの有料化の促進，講習会
等（ex.社会人学び直しコース）の有料実施，協力
体制の維持のための経費の分担方法の検討などがあ
る．

 ・各高専に校長主導の知的財産プロジェクト立ち
上げ等を検討すること

 ・高専機構への働きかけを，全国における東北地
区の位置づけ，東北地区内の体制と活動内容等

を踏まえて行っていくこと

4.　震災復興へ向けてのプロジェクト

4.1.　東北地区高専のプロジェクト

平成 23年 3月 11日の東日本大震災は未曾有の規
模であり，その被害は津波，地震，放射性物質に大
別され，ライフラインの復旧が長引くなど大きな影
響をもたらした．
東北地区高専としては構築したネットワークを活
用して，3月中から連絡 ･協議を行い，震災復興の
方針を立てた．まず，東北地域の復興とその後の更
なる発展を，東北地区高専が連携 ･自立して産官学
金連携により実現することを基本として，

 ・これまでの事業化へと向うプロジェクトを更に
推進

 ・震災に応じた喫緊の地域のニーズ ･課題に対応
 ・現有シーズのマッチングによる支援
 ・復興後 5～10年後の産業を担う事業を視野に入
れる（ex.農林水産業）
連携枠組みとしては，東北地域で関係する政府機
関，自治体，企業，学協会，NPOをメンバーとし
て関係者に連絡を取り情報共有の体制を構築した．
その枠組みは図 4のとおりである．
個別プロジェクトについては，各高専が自立・連
携して事業展開するが，テクノセンター長・コーデ
ィネーター等の定期テレビ会議により定期的な連
絡・協議を行っている．

図 3　評価委員会

注 : 平成 23 年度科学研究費調（東北地区高専）平成 23 年 5 月 10 日現在．申請・採択件数には基盤研究 ABC，若手研究 AB，挑戦
的萌芽研究すべて含む．

図 2　外部競争資金獲得

注 : 平成 23 年 2 月 2 日，仙台ガーデンパレス．
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による塩分除去を含む土壌改良，仮設住宅の環
境の安全とエネルギーについての調査と対策，
復興地域における GISを利用したスマートグ
リッド，東松島市仮設住宅におけるスマートコ
ミュニティ構想
活動の一部は新聞やテレビで取り上げられてお
り，高専機構ほかの関係者と共にプロジェクトを推
進している．

5.　おわりに

ここ数年間で東北地区高専が全体で取り組んでき
ている知的財産に関するプロジェクトの概要と成
果，そして東日本大震災からの復興を目指すプロジ
ェクトについて述べた．
これまでの関係する皆様方にこれまでのご尽力に
感謝申し上げると共に，今後の活動の継続 ･発展に
よる高専の研究 ･教育活動，そして地域の振興への
ご支援をお願い申し上げる．

図 4　東北地域の連携の枠組み

プロジェクトの具体的テーマとしては，既存の 4

事業（医工 ･福祉機器関連，自動車関連技術，住空
間環境システム関連，地域の技術人材育成）に加え
て，震災復興プロジェクトとして以下のテーマが検
討されている．

 ・八戸高専 : 光触媒による環境浄化
 ・秋田高専 : エネルギー関連事業
 ・一関高専 : 水産加工業支援に関して 6次産業化
による地域資源の高付加価値化，木質バイオマ
スの直接燃焼をエネルギー源とするスターリン
グエンジンによる発電・暖房システム，人材育
成事業として非常時の職業訓練の施設

 ・鶴岡高専 : 燃料電池関連事業
 ・ 福島高専 : 東北太平洋岸地域で水揚げ（含輸
入）される軟体動物門のイカ，タコ，ホタテ貝，
ホッキ貝等に含まれるセラミド抽出成分の商品
化

 ・仙台高専 : 真水製造装置，ハマボウフウなどに
よる塩分除去を含む土壌改良と食材提供，杉皮


