
 
 
○我が国の経済成長の源泉であるイノベーションを継続

的に生み出すためには、産学が協働し、産学連携活動
や産学間の人材流動化を促進する環境を整備するとと
もに、客観的評価に基づくＰＤＣＡサイクルを取り込
んだ産学連携拠点の構築が不可欠です。 

 
○そのため、産学が連携して、客観的な指標に基づく評

価制度の構築・実証を行うとともに、知的財産の運用
ルールや人材流動化促進策等の大学改革に取り組む産
学連携拠点を支援します。また、実証により得たデー
タを基に産学連携評価指標の改善を行います。 

 
○これにより、国内外から企業や研究者が集まる、世界

の知を結集した魅力ある産学連携拠点を構築し、連続
的なイノベーション創出を促進します。 

 
 
 
 

産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業 
３．０億円（５．０億円） 

産業技術環境局 大学連携推進課 
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事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

産学連携ｺﾝｿｰｼｱﾑ 
（大学、企業等） 委託・補助 
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国 

 

産学連携評価ﾓﾃﾞﾙ・拠点ﾓﾃﾞﾙ実証事業 

 
 
 
 
 

産学連携拠点・ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

産学連携拠点としてのモデル構築・実証 

産学間の知財運用のルール  
産学連携参画・人材流動化促進の制度改革 

世界的な産学連携拠点
の構築 

連続的なｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ 
産学連携活動の創出 

産学連携の評価制度構築・実証 

経済産業省・文部科学省が共同で策定中の 
産学連携活動の評価指標・評価制度の活用 
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