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　大学法人化後の産学連携における国際化への対応につ
いて、将来の方向性を探ろうと、２月22日（火）、「海外
企業向け契約の多様化および法務的な対応についての検
討課題」（主催：産学連携本部）と題したセミナーが開
催された。大学、企業の知的財産部門の担当者約60名が
参加。海外企業との間で多様化する共同研究における今
後を探った。
　冒頭、影山和郎産学連携本部長から「東京大学にお
ける海外との共同研究は、件数・金額とも少しずつ
ではあるが増加しつつあり、共同研究の立案を行う
『Proprius21』の効果により、大学のニーズ・シーズを
マッチングできつつあります。本セミナーでは、増加す
る海外企業との共同研究において、産学連携を推進する
という同じ立場から、情報を持ち寄り、ディスカッショ
ンできればと思います」と挨拶があった。産学連携本部
知的財産部の古川静雄統括主幹は、「2004年に大学が法
人化されて以来、自前で交渉することになった結果、海
外の企業や大学との知的財産に関する交渉の件数、相手
先が増加し、案件の内容も難しくなってきています」と、
国際的な産学連携における契約をめぐる状況を説明。続
いて、海外企業との共同研究における交渉の実例が具体
的に紹介され、契約条件における法務的な検討課題の説
明と、その対応方針についての提言がされた。
　米国NY州の法律事務所「Day Pitney LLP」の弁護士
ロバート・ノートン氏は、日米における発明者の認定の
考え方が法律的に異なる点を示唆した上で、バイドール
法に関わる紛争について、アメリカで現在、審理中の最
新案件についての情報提供がされた。また、米国企業へ

一般ニュース

一般

産学連携本部

海外企業との産学連携における法務的な課題を探る
―「海外企業向け契約の多様化および法務的な対応
についての検討課題」セミナー開催 ―

のライセンス契約における問題点と対応策について説明
があった。
　森濱田松本法律事務所の弁護士三好豊氏は、特許法に
おける発明者への収益配分に関して、日独の違いについ
て解説された。ドイツの弁護士事務所との共同調査に基
づき、ドイツの「従業員発明法」という法律に触れ、連
邦労働大臣による発明報酬認定のガイドラインの策定が
されているといった、ドイツでの実情などが説明された。
　潮見坂綜合法律事務所の弁護士末吉亙氏は、「紛争に
なる前の解決がベストであり、契約の履行の過程でどう
いうトラブルが起こりうるのかなど、契約の義務の履行
におけるマネジメントが非常に重要です。このまま放っ
ておくとどうなるかという、ある意味、“最悪のシナリオ”
を想定して助言する弁護士の存在は大切です。また、紛
争の両当事者にきちんと説明し、納得して和解する場合
が多くあり、それが弁護士の冥利に尽きます」と、和解
での解決が最善である点を説かれた。
　講演後に行われた質疑応答では、海外企業からの理不
尽な契約書に関する妥協点や変更事例などに関する質問
があり、各講演者から的確な応答がされるなど、海外企
業との契約多様化へ向けた対応について、有意義なディ
スカッションが行われた。

法務的なリスクや予防対応などについて、
熱心に講演を聴く聴講者のみなさん

　２月23（水）～25日（金）、エチオピアの首都、アジ
スアベバにある国際連合コンファレンスセンターにて、
当機構の小池俊雄教授（大学院工学系研究科・工学部）
を中心に、スイス/ジュネーブに本部をおく全球地球観
測に関する政府間会合事務局（GEO Secretariat）と連
携し、第２回アフリカ水循環に関するシンポジウムを開
催した。会議概要については、以下のURLからご参照
のこと。
2nd GEOSS African Water Cycle Symposium

一般

地球観測データ統融合連携研究機構

第２回全球地球観測を利用したアフ
リカ水循環シンポジウム（GEOSS/
AfWCS）開催
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http://www.earthobservations.org/meetings/meet_
wss.html

第２回アフリカ水循環シンポジウム　集合写真

　世界でも最も人口密集が進み、同時に貧困などの問題
を抱えているアフリカ地域において、水問題は深刻であ
る。どの国の人々の暮らしにも、「水」は生活に密接に
関与する最も重要な要素であると言えるが、この水、水
資源、水管理に、当機構が推進する研究プロジェクト
「データ統合・解析システム（DIAS）」の保有する最先端
の科学技術を応用することで、安心安全な暮らしを人々
にもたらし、水に関わる様々な災害の軽減に役立てよう
という構想が、このシンポジウムの背景である。たとえ
ば、洪水、干ばつ、土石流、渇水などの水災害は、近年
の気候変動の影響を受けて、アフリカ全土においても深
刻な問題を引き起こしている。そこで、全球地球観測の
技術、観測されたデータの解析、気象観測のモデルなど
の科学技術を融合させることによって、これらアフリカ
における水問題を解決しようというのが、アフリカ水循
環調整イニシアティブ（AfWCCI）である。
　第１回シンポジウム（平成21年１月　チュニス、チュ
ニジアにて開催）に続いて、このたびの第２回シンポジ
ウムは、国際的なGEOの枠組みの下で、AfWCCIをさら
に具体的に推進するための計画案について議論するた
め、アフリカ21カ国をはじめとする、世界29カ国からお
よそ70名が結集した。そこで、アフリカにおける水資源
管理を支援するために、全球地球観測システムの枠組み
が、どのような仕組みで基本的情報サービスを提供でき
るかについて知恵を出し合った。主な参加国際関係機関
は、チャド湖委員会、ボルタ川管理協会、ニジェール川
管理協会、ナイル川イニシアティブ、日本、アメリカ、ヨー
ロッパの宇宙衛星研究開発機関、国際連合教育科学文化
機関（UNESCO）、世界保健機関（WHO）、世界気象機関
（WMO）、世界銀行（WB）、アフリカ開発銀行（AfDB）、
日本国際協力機構（JICA）などであった。

　開会挨拶の中で、水に関するアフリカ閣僚会議（AMCOW）
から、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評
価報告に沿って、アフリカ大陸が最も気候変動による影
響を受けやすい地域であることが言及された。国連アフ

リカ経済協力委員会（UNECA）からは、水分野において、
アフリカ諸国でミレニアム開発目標（MDGs）達成度が
特に低いことなどが指摘された。二日間にわたる協議の
中で、アフリカが今後立ち向かうべき水分野に関する問
題点が整理され、この解決のための足掛かりとして、今
回のシンポジウムでは、AfWCCIとして２箇所の河川流
域を選定し、研究開発を始めることが決定された。今後
の本活動のスケジュールとして、本年５月にRio+20へ
の準備として、アフリカ党員集会へ本シンポジウムの報
告書を提出し、来年１月までに第３回のアフリカ水循環
シンポジウムを開催し、来年６月に開催されるRio+20
にて、アフリカ水循環調整イニシアティブの研究成果を
持って、環境サミットへの提言を行うこと等が合意され
ている。

＊Rio+20について
United Nations Conference on Environment and 
Development：UNCEDとは、1992年、国際連合の主催に
より、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された、
環境と開発をテーマとする首脳レベルでの国際会議のこ
とである。地球環境サミットとも呼ばれる。Rio+20（リ
オプラスツウェンティ）は、その20年後を指す。一方、
Rio+10は、2002年（リオ会議の10年後）に開かれた「持
続可能な開発に関する世界首脳会議」を指し、「第２回地
球サミット」「ヨハネスブルグ地球サミット」「地球サミッ
ト2002」などと呼ばれる。Rio+20は、2012年６月に再び
ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催される予定。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/wssd/

＊ミレニアム開発目標とは
MDGs：Millennium Development Goalsとは、2000年９
月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミッ
トで採択された国連ミレニアム宣言と、1990年代に開催
された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発
目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめられた
もので、2015年を達成期限として、「極度の貧困と飢餓
の撲滅」など、８つの目標を掲げている。
http://www.unic.or.jp/mdg/index.html

本件についてのお問い合わせは、
地球観測データ統融合連携研究機構（EDITORIA）
電話03-5841-6132までお願いします。

　地球環境にやさしく共生できる経済活動を次世代に継
続し、イノベーションの創出を推進しようと、３月３日
（木）、山上会館で「1st  Global UCR Forum （第1回国
際産学連携フォーラム） Green Technology Innovation」

一般

産学連携本部

グローバルにイノベーションの創出を促進
―第1回「国際産学連携フォーラム」開催―

08_19_ニュース_1412_CS4.indd   908_19_ニュース_1412_CS4.indd   9 11/05/25   19:3911/05/25   19:39

ohta
長方形

ohta
長方形



11No.1412   2011. 5. 25

価・検証をする時期にきているのではないでしょうか。
共同研究において共通した目的としては、イノベーショ
ンを創出し、日本の国際競争力を上げ、日本の社会経済
をさらに振興していくことが重要です。今回のシンポジ
ウムで、日本型のより良い共同研究システムが模索され、
発展に役立つことを期待します」と挨拶があった。
　講演では、奈良先端科学技術大学院大学産官学連携推
進本部副本部長の久保浩三氏が「右肩上がりだった昔は
産学連携をしなくても良かったが、現在の右肩下がりの
時代に産学連携は必須。産学が協力してR&Dをしてい
く必要があります」と、大学側からの提言を述べたのを
はじめ、日本電気㈱執行役員兼中央研究所長の江村克己
氏からは「企業の体力が弱り、基礎研究が十分できない
中で、産業界としてはアカデミアの新しい、強いシーズ
を求めたい。オープンイノベーションの時代、目的に合っ
た形で産学連携ができることが大切です」と、企業側か
らの提言がされた。
　峯崎裕知的財産部統括主幹は「発明を生み出す大学と、
それを育てる企業との間でイノベーションを創出し、普
及することで社会貢献につながっていく。多様化と標準
化をうまく組み合わせ、成果に見合った労力をかけつつ、
研究者のモチベーションを上げながら、共同研究におけ
る関係者に夢を与える産学連携の実現が大切」と提言。
共同研究の在り方を検討するには、自由な立場で議論し
なければ建設的な議論は困難であるとして、モデルとし
ての「仮想大学」の姿をあえて示すことで、産学連携に
よる共同研究のあるべき姿を説いた。
　続いて行われたパネルディスカッションでは、モデ
レーターに慶応義塾大学知的資産センター所長の羽鳥賢
一氏、パネリストに㈱トプコン知的財産部長の新村悟氏、
京都大学産官学連携本部特任教授の宗定勇氏を加え、共
同研究についての意見交換が行われた。まず、宗定氏よ
り「大学の持っている知を社会のイノベートに使わなけ
ればいけない時代に入ってきています。一発明を一企業
につなぐだけでは不十分。帰属であるとか不実施補償に
固執する従来の考え方を変えようと、みなさんに問いか
けをしたいと思っています」との提言に対し、会場に集
まった企業・大学関係者から、譲渡金に対する捉え方や、
大学側に研究成果を出してもらえるような企業側の対応、
社会還元やそこから生まれる社会的な責任などについて、
それぞれの立場から踏み込んだ質問が投げかけられた。
　最後に羽鳥氏が「大学から日本に必要不可欠なイノ
ベーションが創出され、企業とうまく連携して、両方に
モチベーションが働く。その上で成果を出せるような仕
組みづくりがされることが望ましい姿といえるでしょ
う」と締めくくった。

パネルディスカッションでは、会場から
多くの質問がパネリストに投げかけられた

　全球地球観測システム（GEOSS）を先導するアジア
水循環イニシアティブ（AWCI）の枠組みのもと、気候
変動適応研究のための講習会が、バングラディシュ・
ブータン・カンボジア・インドネシア・日本・韓国・マ
レーシア・モンゴル・ミャンマー・ネパール・パキスタ
ン・フィリピン・スリランカ･タイ・ベトナムの15ヶ国の
AWCIのメンバー国代表者を対象に、３月11日（金）、12
日（土）と本学本郷キャンパスの工学部１号館で行われた。

本郷キャンパス工学部1号館前

　講習会の主な目的は、複数の数値気象予報機関が計算
した過去と将来の地球の大気状態の出力（第３次モデル
相互比較プロジェクト（CMIP3））の中から降水量に着
目し､ この誤差（バイアス）を補正し適切な将来の降水
量予測結果を得ること。また､ それを水文モデル（流出
解析モデル）へ入力し､ 気候変動により自国の将来の水
資源特性がどのような傾向になるかを知ることである。

一般

地球観測データ統融合連携研究機構

全球地球観測/アジア水循環イニシア
ティブ-気候変動予測適応研究のための
講習会（GEOSS/AWCI-CCAA）を開催
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トレーニングコース講師陣

　具体的には､ １. 当機構の小池俊雄教授による大気大
循環モデル（GCM）､ 水文流出モデル（DHM）､ また 各
種方法論の概要の説明､ ２. 当機構のPetra Koudelova特
任研究員による､ 1）複数のGCM出力から自国の状況を
再現しているモデルの抽出方法､ 2）自国が提供した過
去20年の降水量のデータを用いて同時期のGCM出力降水
量の誤差（バイアス）を算定し、将来の予測結果を補正
する方法､ ３. 当機構のWang Lei特任准教授による、補
正された将来の降水量を入力値とした､ 水エネルギー収
支を考慮した分布型流出モデル（WEB-DHM）の利用、
さらに４. 韓国の世宗大学校（Sejong University）の
Deg Hyo Bae教授による、Sejong大学が開発した水文流
出モデルの利用方法､ の４つの講習を実施した。
　一連の講習では､「データ統合・解析システム」（DIAS）
プロジェクトのもとで生産技術研究所喜連川研究室の情
報技術システム開発グループと工学系研究科小池研究室
とが共同で開発してきた、「CMIP3データサブセット・
解析ツール」がとても有効に使用された。
　アジアの15ヶ国の代表者による､ 自国の流域データを
対象とした講習であったため､ 参加者も特に興味を持ち
熱心に取り組み、活発な質疑応答がなされるとともに、
とても有意義な講習会を実施することができた。

講習会風景

　講習会終了時には参加者各位に修了証書が手渡された。

　詳細については、以下のURLをご覧ください。
http：//monsoon.t.u-tokyo.ac.jp/AWCI/meetings/
Tokyo_Mar2011/
　お問い合わせは、地球観測データ統融合連携研究機構

事務局（EDITORIA）までお願いいたします。
e-mail： editoria@editoria.u-tokyo.ac.jp

追記：講習会の初日である３月11日（金） 14時46分に、
マグニチュード9.0の東日本大震災が発生した。巨大な
揺れにアジア15カ国の参加者は驚いていたが、当機構教
職員や小池研究室の学生の誘導のもと整然と避難が行わ
れ、けが人も無く無事に終了したことを報告する。

　３月11日（金）に、本学で行われていた「アジア水循
環イニシアティブ/気候変動適応評価」に関連するワー
クショップへの招聘研究者として来日されていたBilqis 
Amin Hoque博士は、会場の工学部一号館で、我々とと
もに、東日本大震災の瞬間を体験された。その後、大
震災における被災者および日本に対して、Bilqis Amin 
Hoque博士がお見舞いのメッセージを寄せてくださっ
た。以下にその全文を紹介する。

右の民族衣装を纏っている女性が、バングラデシュから
来日されていたBilqis Amin Hoque博士

（本文 翻訳版）
親愛なる日本のみなさま

　このたびの地震・津波、放射能汚染による震災に見舞
われたみなさまが、この困難に勇気をもって立派に立ち
向かわれますように、わたくしの心からの想いと祈りを
捧げます。わたくしは、このメモをバングラデシュから
お送りしています。できれば、みなさまとともに一緒に
寄り添っていたいと思うのですが、どのようにすればそ
れが叶うのかがわかりません。

　わたくしの母国バングラデシュにおいても、過去に洪
水やサイクロンなどの自然災害による甚大な被害を経験
してきました。わたくしの、災害リスク管理分野におけ
るこれまでの観測・研究の経験から、次のことを申し上
げたいと思います。それは、被災した人々の間で、「手

一般

地球観測データ統融合連携研究機構

ワークショップ招聘研究者・Bilqis 
Amin Hoque博士からの寄稿
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を洗う」ということの必要性についてです。

　手を洗わない、つまり、手が汚れていますと、このこ
とから、次のような健康被害がしばしばおこります。た
とえば、消化器系、呼吸器系のトラブル、流行性感冒（風
邪）やその他の疾病が、開発途上国だけでなく先進国に
おいても、感染により拡がります。そのため、わたくしが、
被災者のみなさま、および救援チームのみなさまに申し
上げたいのは、公共の場所や避難所にかかわらず、自宅
やオフィスなどにおいても、適切に手を洗うということ
の大切さを人々のあいだに周知させることが重要だとい
うことです。またそのような情報サービスを行うことを
強く勧めます。

　石鹸水やエタノールを使用した消毒液、その他の適切
な衛生手段が、日常的に身近に手に入ることは、救援支
援のなかでも特に最優先事項として取り扱われるべきだ
と思います。一日のうち数回にわたって、両手をきれい
に洗い、清潔に保つことが何より重要です。少なくとも、
何か他の作業をしていて手が汚れてしまった後に飲食を
する際には、必ず手を洗わなければなりません。手を洗
わないことが、どの年齢層においても、人々のあいだに
病原菌を感染させてしまう可能性があるからです。

　みなさまはわたくしのこの『手洗いについての勧告』
を、効果的に宣伝してくださるものと思います。
　そうすることで、この小さなメモ書きによってわたく
しがあなた方（被災されたみなさま）とともに寄り添っ
て一緒にいることができたと、考えていただけるのでは
ないかと思います。
　心からお見舞いを申し上げます。

ビルキス・アミン・ホーケ博士
環境衛生学と災害リスク管理　専門
環境と人口問題研究センター　代表
バングラデシュ

（英文原文のまま）
Dear Friends

My sincere thoughts and prayers are with you as 
you courageously and commendably deal with the 
earthquake, tsunami and nuclear threats. 

I am writing this note from Bangladesh as I want to 
be with you but, not sure how. We have experienced 
severe flood and cyclone disasters in Bangladesh. 
One of my repeated observations in the disaster 
management has been about the need for hand 
washing service among the aff ected populations. 

Lack of washing of hands, I mean lack of cleaned 

hands, have been found to be signifi cantly associated 
wi th the t ransmiss ion o f gas troentero log ica l , 
respiratory, common cold and other diseases in 
both developing and developed countries   I would 
therefore, like to request you all and the relief agencies 
to ensure promotion and services for proper cleaning 
of hands at all public places, shelters, houses, etc. 
places. Universal access to soap-water, ethanol hand 
sanitizer or other appropriate sanitizing option should 
be included in the priority relief agenda. Both hands 
should be properly washed/cleaned several times over 
a day. It should be done, at least, before any eating, 
after touching any dirty/material which has the 
potentials for carrying germs and by populations of all 
ages.  

It is likely that you are eff ectively promoting cleanliness 
of hands. Then, please take my note as an attempt by 
me to be with you. With love and best wishes

Dr Bilqis Amin Hoque （an environmental heath 
eng i nee r i ng and d i s a s t e r r i s k s managemen t 
researcher）
Environment and Populat ion Research Centre , 
Bangladesh

問い合わせ先：
地球観測データ統融合連携研究機構（EDITORIA）
editoira@editoria.u-tokyo.ac.jp

　障害者雇用については、本学の重要課題の一つとして、
本部や各部局において様々な取組みを行っているところ
である。
　本部では、昨年10月に障害者集中雇用プロジェクト
チームを立ち上げ、外部委託していた業務の一部を障害
のある職員のチームが新たに担うよう検討を進めてきた
が、このたび、４月に知的障害等のある職員10名を新た
に採用し、各部局のご協力を得ながら建物内清掃、デー
タ入力、名刺印刷の業務を開始した。現在まで数部局の
教室、講堂等の清掃や名簿データの入力等の業務を行い、
大変好評をいただいている。

一般

本部施設企画課／本部人材育成課

障害者集中雇用による業務開始
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