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【令和 2年 11 月 30 日更新箇所】 

■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（概要） 

該当ページ 更新後（新） 更新前（旧） 

P.3 ○研究資金等受入額（共同研究・受託研

究・治験等・知的財産）は、約３，４６

２億円と、前年度と比べて約１７２億円

増加（５．２％増）した。 

○研究資金等受入額（共同研究・受託研

究・治験等・知的財産）は、約３，４３

５億円と、前年度と比べて約１４６億円

増加（４．４％増）した。 

P.3 ○民間企業からの研究資金等受入額（共

同研究・受託研究・治験等・知的財産）

は、約１，０７８億円と、前年度と比べ

て約１１８億円増加（１２．３％増）し、

本調査開始後（平成１５年度以後）、初め

て１，０００億円を超えた。 

○民間企業からの研究資金等受入額（共

同研究・受託研究・治験等・知的財産）

は、約１，０７７億円と、前年度と比べ

て約１１７億円増加（１２．２％増）し、

本調査開始後（平成１５年度以後）、初め

て１，０００億円を超えた。 

P.5 

グラフ 

30 年度 合計 346,189 

30 年度 受託研究 237,944 

30 年度 治験 21,975 

30 年度 合計 343,503 

30 年度 受託研究 235,259 

30 年度 治験 21,973 

P.5 

表 

30 年度 受託研究 237,944 

30 年度 治験等 21,975 

30 年度 計 346,189 

 

対前年度増減額 

受託研究 6,944 

治験等 1,542 

計 17,275 

 

対前年度増減率 

受託研究 3.0 

治験等 7.5 

計 5.3 

30 年度 受託研究 235,259 

30 年度 治験等 21,973 

30 年度 計 343,503 

 

対前年度増減額 

受託研究 4,259 

治験等 1,540 

計 14,589 

 

対前年度増減率 

受託研究 1.8 

治験等 7.5 

計 4.4 

P.6 

グラフ 

30 年度 合計 107,805 

30 年度 受託研究 13,836 

30 年度 合計 107,714 

30 年度 受託研究 13,746 

表 30 年度 受託研究 13,836 30 年度 受託研究 13,746 



 

■調査実績（調査票に個別機関の合計値を入力した実績） 

計 107,805 

 

対前年度増減額 

受託研究 1,226 

計 11,811 

 

対前年度増減率 

受託研究 9.7 

計 12.3 

30 年度 計 107,714 

 

対前年度増減額 

受託研究 1,135 

計 11,720 

 

対前年度増減率 

受託研究 9.0 

計 12.2 

P.18 20 東京医科歯科大学 1,011,396 

21 熊本大学 945,104 

20 熊本大学 945,104 

21 東京医科歯科大学 937,347 

該当ページ 更新後（新） 更新前（旧） 

P.6 

【様式３-１】

受託研究受入

実績 

（１）国内民

間企業からの

受託研究 

受入件数合計 7,939 件 

うち 30 年度 4,463 件 

直接経費合計 11,829,337 千円 

うち 30 年度 7,653,753 千円 

間接経費合計 2,006,624 千円 

うち 30 年度 1,344,837 千円 

受入額合計 13,835,961 千円 

うち 30 年度 8,998,590 千円 

 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 大企業 5,176 件 

うち同一県内 1,344 件 

 中小企業 2,763 件 

 うち同一県内 1,016 件 

 計 7,939 件 

○直接経費 

大企業 8,851,107 千円 

 うち同一県内 2,723,016 千円 

 中小企業 2,978,230 千円 

 うち同一県内 1,298,484 千円 

受入件数合計 7,891 件 

うち 30 年度 4,449 件 

直接経費合計 11,748,904 千円 

うち 30 年度 7,637,156 千円 

間接経費合計 1,996,652 千円 

うち 30 年度 1,340,072 千円 

受入額合計 13,745,556 千円 

うち 30 年度 8,977,228 千円 

 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 大企業 5,139 件 

うち同一県内 1,315 件 

 中小企業 2,752 件 

 うち同一県内 1,009 件 

 計 7,891 件 

○直接経費 

大企業 8,774,893 千円 

 うち同一県内 2,656,005 千円 

 中小企業 2,974,011 千円 

 うち同一県内 1,298,438 千円 



 計 11,829,337 千円 

○間接経費 

大企業 1,520,206 千円 

 うち同一県内 452,640 千円 

 中小企業 486,418 千円 

 うち同一県内 186,898 千円 

計 2,006,624 千円 

○受入額 

大企業 10,371,313 千円 

うち同一県内 3,175,656 千円 

中小企業 3,464,648 千円 

 うち同一県内 1,485,382 千円 

 計 13,835,961 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,845 件 

 ～100 万円未満 3,170 件 

 ～300 万円未満 1,993 件 

～500 万円未満 403 件 

～1,000 万円未満 295 件 

 ～5,000 万円未満 213 件 

 ～1億円未満 13 件 

 1 億円以上 7件 

 計 7,939 件 

 

○受入額 

 ～100 万円未満 1,286,336 千円 

 ～300 万円未満 3,099,852 千円 

～500 万円未満 1,490,126 千円 

～1,000 万円未満 2,025,730 千円 

 ～5,000 万円未満 4,102,956 千円 

 ～1億円未満 889,490 千円 

 1 億円以上 941,471 千円 

 計 13,835,961 千円 

 

 計 11,748,904 千円 

○間接経費 

大企業 1,511,500 千円 

 うち同一県内 446,695 千円 

 中小企業 485,152 千円 

 うち同一県内 186,884 千円 

計 1,996,652 千円 

○受入額 

大企業 10,286,393 千円 

うち同一県内 3,102,700 千円 

中小企業 3,459,163 千円 

 うち同一県内 1,485,322 千円 

 計 13,745,556 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,821 件 

 ～100 万円未満 3,162 件 

 ～300 万円未満 1,985 件 

～500 万円未満 401 件 

～1,000 万円未満 290 件 

 ～5,000 万円未満 212 件 

 ～1億円未満 13 件 

 1 億円以上 7件 

 計 7,891 件 

 

○受入額 

 ～100 万円未満 1,283,407 千円 

 ～300 万円未満 3,087,070 千円 

～500 万円未満 1,480,876 千円 

～1,000 万円未満 1,997,509 千円 

 ～5,000 万円未満 4,065,733 千円 

 ～1億円未満 889,490 千円 

 1 億円以上 941,471 千円 

 計 13,745,556 千円 

 



P.7 

【様式３-１】

受託研究受入

実績 

（２）国内民

間企業以外の

団体からの受

託研究 

受入件数合計 20,598 件 

 うち 30 年度 12,283 件 

直接経費合計 186,171,398 千円 

うち 30 年度 95,534,737 千円 

間接経費合計 37,936,227 千円 

うち 30 年度 18,442,797 千円 

受入額合計 224,107,625 千円 

うち 30 年度 113,977,534 千円 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 国 1,998 件 

 独立行政法人 10,800 件 

 公益法人等 2,387 件 

 地方公共団体 1,976 件 

 外国政府機関 53 件 

 外国企業 179 件 

 その他 3,205 件 

 計 20,598 件  

○直接経費 

国 29,722,167 千円 

 独立行政法人 137,803,848 千円 

 公益法人等 4,354,245 千円 

 地方公共団体 4,593,718 千円 

 外国政府機関 286,993 千円 

 外国企業 412,112 千円 

 その他 8,998,315 千円 

 計 186,171,398 千円 

○間接経費 

国 4,092,290 千円 

 独立行政法人 30,857,386 千円 

 公益法人等 816,324 千円 

 地方公共団体 473,704 千円 

 外国政府機関 24,900 千円 

 外国企業 73,785 千円 

 その他 1,597,838 千円 

 計 37,936,227 千円 

受入件数合計 20,343 件 

 うち 30 年度 12,244 件 

直接経費合計 184,135,952 千円 

うち 30 年度 95,367,768 千円 

間接経費合計 37,377,646 千円 

うち 30 年度 18,403,139 千円 

受入額合計 221,513,598 千円 

うち 30 年度 113,770,907 千円 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 国 1,998 件 

 独立行政法人 10,631 件 

 公益法人等 2,370 件 

 地方公共団体 1,976 件 

 外国政府機関 53 件 

 外国企業 179 件 

 その他 3,136 件 

 計 20,343 件  

○直接経費 

国 29,722,167 千円 

 独立行政法人 135,973,522 千円 

 公益法人等 4,344,849 千円 

 地方公共団体 4,593,718 千円 

 外国政府機関 286,993 千円 

 外国企業 412,112 千円 

 その他 8,802,591 千円 

 計 184,135,952 千円 

○間接経費 

国 4,092,290 千円 

 独立行政法人 30,351,404 千円 

 公益法人等 815,003 千円 

 地方公共団体 473,704 千円 

 外国政府機関 24,900 千円 

 外国企業 73,785 千円 

 その他 1,546,560 千円 

 計 37,377,646 千円 



○受入額 

国 33,814,457 千円 

 独立行政法人 168,661,234 千円 

 公益法人等 5,170,569 千円 

 地方公共団体 5,067,422 千円 

 外国政府機関 311,893 千円 

 外国企業 485,897 千円 

 その他 10,596,153 千円 

 計 224,107,625 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,582 件 

 ～100 万円未満 5,127 件 

 ～300 万円未満 4,527 件 

～500 万円未満 1,907 件 

～1,000 万円未満 2,558 件 

 ～5,000 万円未満 4,116 件 

 ～1億円未満 505 件 

 1 億円以上 276 件 

 計 20,598 件 

○受入額 

 ～100 万円未満 2,238,112 千円 

 ～300 万円未満 8,030,572 千円 

～500 万円未満 7,360,698 千円 

～1,000 万円未満 18,383,038 千円 

 ～5,000 万円未満 88,126,091 千円 

 ～1億円未満 35,181,444 千円 

 1 億円以上 64,787,670 千円 

計 224,107,625 千円 

○受入額 

国 33,814,457 千円 

 独立行政法人 166,324,926 千円 

 公益法人等 5,159,852 千円 

 地方公共団体 5,067,422 千円 

 外国政府機関 311,893 千円 

 外国企業 485,897 千円 

 その他 10,349,151 千円 

 計 221,513,598 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,562 件 

 ～100 万円未満 5,060 件 

 ～300 万円未満 4,476 件 

～500 万円未満 1,886 件 

～1,000 万円未満 2,528 件 

 ～5,000 万円未満 4,062 件 

 ～1億円未満 495 件 

 1 億円以上 274 件 

 計 20,343 件 

○受入額 

 ～100 万円未満 2,210,607 千円 

 ～300 万円未満 7,942,002 千円 

～500 万円未満 7,279,402 千円 

～1,000 万円未満 18,163,751 千円 

 ～5,000 万円未満 86,921,251 千円 

 ～1億円未満 34,572,004 千円 

 1 億円以上 64,424,581 千円 

計 221,513,598 千円 

 

P.8 

【 様 式 ３ －

２】治験等受

入実績 

 

治験件数合計 9,879 件 

治験受入額合計 17,719,016 千円 

治験以外の検査等件数合計 

48,665 件 

治験以外の検査等受入額合計 

治験件数合計 9,878 件 

治験受入額合計 17,717,936 千円 

治験以外の検査等件数合計 

48,661 件 

治験以外の検査等受入額合計 



4,255,845 千円 

治験等合計件数 58,544 件 

治験等合計受入額 21,974,861 千円 

 

【相手方先区分】 

○治験件数 

大企業 8,638 件 

うち同一県内 1,374 件 

中小企業 753 件 

 うち同一県内 105 件 

 国内企業小計 9,391 件 

 国 4件 

 独立行政法人 31 件 

 公益法人等 99件 

 地方公共団体 1 件 

 外国政府機関 0 件 

 外国企業 251 件 

 その他 102 件 

 計 9,879 件  

 

○治験受入額 

大企業 15,888,860 千円 

うち同一県内 3,194,353 千円 

中小企業 1,155,100 千円 

 うち同一県内 186,533 千円 

 国内企業小計 17,043,960 千円 

 国 6,737 千円 

 独立行政法人 80,844 千円 

 公益法人等 58,570 千円 

 地方公共団体 324 千円 

 外国政府機関 0 千円 

 外国企業 407,416 千円 

 その他 121,165 千円 

 計 17,719,016 千円  

 

○治験以外の検査等件数 

4,255,382 千円 

治験等合計件数 58,539 件 

治験等合計受入額 21,973,318 千円 

 

【相手方先区分】 

○治験件数 

大企業 8,638 件 

うち同一県内 1,374 件 

中小企業 753 件 

 うち同一県内 105 件 

 国内企業小計 9,391 件 

 国 4件 

 独立行政法人 31 件 

 公益法人等 99件 

 地方公共団体 1 件 

 外国政府機関 0 件 

 外国企業 251 件 

 その他 101 件 

 計 9,878 件  

 

○治験受入額 

大企業 15,888,860 千円 

うち同一県内 3,194,353 千円 

中小企業 1,155,100 千円 

 うち同一県内 186,533 千円 

 国内企業小計 17,043,960 千円 

 国 6,737 千円 

 独立行政法人 80,844 千円 

 公益法人等 58,570 千円 

 地方公共団体 324 千円 

 外国政府機関 0 千円 

 外国企業 407,416 千円 

 その他 120,085 千円 

 計 17,717,936 千円  

 

○治験以外の検査等件数 



大企業 19,458 件 

うち同一県内 4,881 件 

中小企業 4,964 件 

 うち同一県内 2,937 件 

 国内企業小計 24,422 件 

 国 13 件 

 独立行政法人 979 件 

 公益法人等 8,752 件 

 地方公共団体 4,601 件 

 外国政府機関 0 件 

 外国企業 377 件 

 その他 9,521 件 

 計 48,665 件 

 

○治験以外の検査等受入額 

大企業 1,944,633 千円 

うち同一県内 372,292 千円 

中小企業 612,508 千円 

 うち同一県内 229,437 千円 

 国内企業小計 2,557,141 千円 

 国 91,785 千円 

 独立行政法人 156,818 千円 

 公益法人等 542,653 千円 

 地方公共団体 400,217 千円 

 外国政府機関 0 千円 

 外国企業 227,452 千円 

 その他 279,779 千円 

 計 4,255,845 千円  

 

○合計 治験等件数 

大企業 28,096 件 

うち同一県内 6,255 件 

中小企業 5,717 件 

 うち同一県内 3,042 件 

 国内企業小計 33,813 件 

 国 17 件 

大企業 19,457 件 

うち同一県内 4,880 件 

中小企業 4,961 件 

 うち同一県内 2,935 件 

 国内企業小計 24,418 件 

 国 13 件 

 独立行政法人 979 件 

 公益法人等 8,752 件 

 地方公共団体 4,601 件 

 外国政府機関 0 件 

 外国企業 377 件 

 その他 9,521 件 

 計 48,661 件 

 

○治験以外の検査等受入額 

大企業 1,944,633 千円 

うち同一県内 372,292 千円 

中小企業 612,045 千円 

 うち同一県内 228,974 千円 

 国内企業小計 2,556,678 千円 

 国 91,785 千円 

 独立行政法人 156,818 千円 

 公益法人等 542,653 千円 

 地方公共団体 400,217 千円 

 外国政府機関 0 千円 

 外国企業 227,452 千円 

 その他 279,779 千円 

 計 4,255,382 千円  

 

○合計 治験等件数 

大企業 28,095 件 

うち同一県内 6,254 件 

中小企業 5,714 件 

 うち同一県内 3,040 件 

 国内企業小計 33,809 件 

 国 17 件 



 独立行政法人 1,010 件 

 公益法人等 8,851 件 

 地方公共団体 4,602 件 

 外国政府機関 0 件 

 外国企業 628 件 

 その他 9,623 件 

 計 58,544 件  

 

○合計 治験等受入額 

大企業 17,833,493 千円 

うち同一県内 3,566,645 千円 

中小企業 1,767,608 千円 

 うち同一県内 415,970 千円 

 国内企業小計 19,601,101 千円 

 国 98,522 千円 

 独立行政法人 237,662 千円 

 公益法人等 601,223 千円 

 地方公共団体 400,541 千円 

 外国政府機関 0 千円 

 外国企業 634,868 千円 

 その他 400,944 千円 

 計 21,974,861 千円  

 

【経費の規模別内訳】 

○治験件数 

 0 円 1,916 件 

 ～100 万円未満 4,076 件 

 ～300 万円未満 2,236 件 

～500 万円未満 758 件 

～1,000 万円未満 629 件 

 ～5,000 万円未満 257 件 

 ～1億円未満 6 件 

 1 億円以上 1件 

 計 9,879 件 

 

○治験受入額 

 独立行政法人 1,010 件 

 公益法人等 8,851 件 

 地方公共団体 4,602 件 

 外国政府機関 0 件 

 外国企業 628 件 

 その他 9,622 件 

 計 58,539 件  

 

○合計 治験等受入額 

大企業 17,833,493 千円 

うち同一県内 3,566,645 千円 

中小企業 1,767,145 千円 

 うち同一県内 415,507 千円 

 国内企業小計 19,600,638 千円 

 国 98,522 千円 

 独立行政法人 237,662 千円 

 公益法人等 601,223 千円 

 地方公共団体 400,541 千円 

 外国政府機関 0 千円 

 外国企業 634,868 千円 

 その他 399,864 千円 

 計 21,973,318 千円  

 

【経費の規模別内訳】 

○治験件数 

 0 円 1,916 件 

 ～100 万円未満 4,076 件 

 ～300 万円未満 2,235 件 

～500 万円未満 758 件 

～1,000 万円未満 629 件 

 ～5,000 万円未満 257 件 

 ～1億円未満 6 件 

 1 億円以上 1件 

 計 9,878 件 

 

○治験受入額 



 ～100 万円未満 1,617,834 千円 

 ～300 万円未満 4,051,864 千円 

～500 万円未満 2,931,885 千円 

～1,000 万円未満 4,307,677 千円 

 ～5,000 万円未満 4,287,100 千円 

 ～1億円未満 381,823 千円 

 1 億円以上 140,833 千円 

計 17,719,016 千円 

 

○治験以外の検査等件数 

 0 円 5,515 件 

 ～100 万円未満 42,525 件 

 ～300 万円未満 413 件 

～500 万円未満 96 件 

～1,000 万円未満 60 件 

 ～5,000 万円未満 54 件 

 ～1億円未満 2 件 

 1 億円以上 0件 

 計 48,665 件 

 

○治験以外の検査等受入額 

 ～100 万円未満 1,680,627 千円 

 ～300 万円未満 696,563 千円 

～500 万円未満 354,896 千円 

～1,000 万円未満 409,010 千円 

 ～5,000 万円未満 940,565 千円 

 ～1億円未満 174,184 千円 

 1 億円以上 0千円 

計 4,255,845 千円 

 

○合計 治験等件数 

 0 円 7,431 件 

 ～100 万円未満 46,601 件 

 ～300 万円未満 2,649 件 

～500 万円未満 854 件 

～1,000 万円未満 689 件 

 ～100 万円未満 1,617,834 千円 

 ～300 万円未満 4,050,784 千円 

～500 万円未満 2,931,885 千円 

～1,000 万円未満 4,307,677 千円 

 ～5,000 万円未満 4,287,100 千円 

 ～1億円未満 381,823 千円 

 1 億円以上 140,833 千円 

計 17,717,936 千円 

 

○治験以外の検査等件数 

 0 円 5,513 件 

 ～100 万円未満 42,523 件 

 ～300 万円未満 413 件 

～500 万円未満 96 件 

～1,000 万円未満 60 件 

 ～5,000 万円未満 54 件 

 ～1億円未満 2 件 

 1 億円以上 0件 

 計 48,661 件 

 

○治験以外の検査等受入額 

 ～100 万円未満 1,680,164 千円 

 ～300 万円未満 696,563 千円 

～500 万円未満 354,896 千円 

～1,000 万円未満 409,010 千円 

 ～5,000 万円未満 940,565 千円 

 ～1億円未満 174,184 千円 

 1 億円以上 0千円 

計 4,255,382 千円 

 

○合計 治験等件数 

 0 円 7,429 件 

 ～100 万円未満 46,599 件 

 ～300 万円未満 2,648 件 

～500 万円未満 854 件 

～1,000 万円未満 689 件 



 

 

【令和 2年 6月 26 日更新箇所】 

■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（概要） 

 

■調査実績（調査票に個別機関の合計値を入力した実績） 

 ～5,000 万円未満 311 件 

 ～1億円未満 8 件 

 1 億円以上 1件 

 計 58,544 件 

 

○合計 治験等受入額 

 ～100 万円未満 3,298,461 千円 

 ～300 万円未満 4,748,427 千円 

～500 万円未満 3,286,781 千円 

～1,000 万円未満 4,716,687 千円 

 ～5,000 万円未満 5,227,665 千円 

 ～1億円未満 556,007 千円 

 1 億円以上 140,833 千円 

計 21,974,861 千円 

 

 ～5,000 万円未満 311 件 

 ～1億円未満 8 件 

 1 億円以上 1件 

 計 58,539 件 

 

○合計 治験等受入額 

 ～100 万円未満 3,297,998 千円 

 ～300 万円未満 4,747,347 千円 

～500 万円未満 3,286,781 千円 

～1,000 万円未満 4,716,687 千円 

 ～5,000 万円未満 5,227,665 千円 

 ～1億円未満 556,007 千円 

 1 億円以上 140,833 千円 

計 21,973,318 千円 

 

P.39 

【様式 9】寄附

受入実績 

１．寄附受入実績 

（１）寄附金（現金）受入状況 

○受入件数 261,937 件 

○受入金額 131,521,532 千円 

１．寄附受入実績 

（１）寄附金（現金）受入状況 

○受入件数 262,941 件 

○受入金額 131,645,278 千円 

該当ページ 更新後（新） 更新前（旧） 

P.14 

下段 

給与の上乗せを整備している機関 

うち、実施済 ５機関 

給与の上乗せを整備している機関 

うち、実施済 ７機関 

該当ページ 更新後（新） 更新前（旧） 

P.35 

【様式８】産

学連携に係る

大学の取組に

ついて 

３．（３）給与

３．（３）給与の上乗せの実施状況 

上乗せしている    ５機関 

３．（３）給与の上乗せの実施状況 

上乗せしている    ７機関 



 

【令和 2年 4月 30 日更新箇所】 

■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（概要） 

の上乗せの実

施状況 

P.43 

【様式１０】

リサーチ・ア

ドミニストレ

ーターの整備

状況等につい

て 

２．（１）規程

や仕組み構築

の取組 

２．（１）規程や仕組み構築の取組 

（ア）URA の職種 

  整備の予定なし ５０機関 

（イ）URA の人事労務関係条件 

  整備の予定なし ６０機関 

（ウ）URA のキャリアパス 

  整備の予定なし ８２機関 

（エ）URA の給与体系 

  整備の予定なし ６７機関 

（オ）URA の業務達成目標及び評価方針 

  整備の予定なし ６６機関 

（カ）URA の能力開発プログラム 

  整備の予定なし ９１機関 

２．（１）規程や仕組み構築の取組 

（ア）URA の職種 

  整備の予定なし ５６機関 

（イ）URA の人事労務関係条件 

  整備の予定なし ６６機関 

（ウ）URA のキャリアパス 

  整備の予定なし ８８機関 

（エ）URA の給与体系 

  整備の予定なし ７３機関 

（オ）URAの業務達成目標及び評価方針 

  整備の予定なし ７２機関 

（カ）URA の能力開発プログラム 

  整備の予定なし ９７機関 

P.43 

【様式１０】

リサーチ・ア

ドミニストレ

ーターの整備

状況等につい

て 

２．（２）URA 業

務に関連した

研修の実施状

況 

２．（２）URA 業務に関連した研修の実施

状況 

①実施の有無 

 実施している   ７６機関 

 実施していない  ９３機関 

②実施形態 

 他機関、団体等が実施する 

URA 研修を利用  ６４機関 

２．（２）URA 業務に関連した研修の実

施状況 

①実施の有無 

 実施している   ７８機関 

 実施していない ３２１機関 

②実施形態 

 他機関、団体等が実施する 

URA 研修を利用  ６６機関 

該当ページ 更新後（新） 更新前（旧） 

P.3 

研究資金等受

入額 

 

○研究資金等受入額（共同研究・受託

研究・治験等・知的財産）は、約３，４

３５億円と、前年度と比べて約１４６

億円増加（４．４％増）した。 

○ 研究資金等受入額（共同研究・受託

研究・治験等・知的財産）は、約３，４

３２億円と、前年度と比べて約１４３

億円増加（４．３％増）した。 

P.3 ○民間企業からの研究資金等受入額 ○民間企業からの研究資金等受入額



民間企業から

の研究資金等

受入額 

（共同研究・受託研究・治験等・知的財

産）は、約１，０７７億円と、前年度と

比べて約１１７億円増加（１２．２％

増）し、本調査開始後（平成１５年度以

後）、初めて１，０００億円を超えた。 

○このうち、共同研究については、約

６８４億円と研究資金等受入額全体の

約６３．５％を占め、全体の伸びを牽

引している。 

（共同研究・受託研究・治験等・知的財

産）は、約１，０７５億円と、前年度と

比べて約１１５億円増加（１２．０％

増）し、本調査開始後（平成１５年度以

後）、初めて１，０００億円を超えた。 

○このうち、共同研究については、約

６８３億円と研究資金等受入額全体の

約６３．５％を占め、全体の伸びを牽

引している。 

P.3 

民間企業との

共同研究 

○民間企業との共同研究において、「研

究費受入額」は約６８４億円と、前年

度と比べて約７６億円増加（１２．５％

増）した。また「研究実施件数」は２７，

３８９件と、前年度と比べて１，９３

８件増加（７．６％増）した。受入額・

実施件数ともに近年増加傾向にある。

１件当たりの受入額は２，４９８千円

だが、１件当たり１，０００万円以上

の共同研究に係る受入額は約３３１億

円と、前年度と比べて約４３億円増加

（１５．０％増）し、共同研究全体の半

数近くを占めている（約４８．４％）。 

民間企業との共同研究において、「研究

費受入額」は約６８３億円と、前年度

と比べて約７４億円増加（１２．２％

増）した。また「研究実施件数」は２７，

３８３件と、前年度と比べて１，９３

２件増加（７．６％増）した。受入額・

実施件数ともに近年増加傾向にある。

１件当たりの受入額は２，４９３千円

だが、１件当たり１，０００万円以上

の共同研究に係る受入額は約３２９億

円と、前年度と比べて約４２億円増加

（１４．５％増）し、共同研究全体の半

数近くを占めている（約４８．３％）。 

P.5 

棒グラフ 

 

30 年度 

343,503 

5,943（1.7％） 

21,973（6.4％） 

235,259（68.5％） 

80,327（23.4％） 

30 年度 

343,211 

5,943（1.7％） 

21,973（6.4％） 

235,162（68.5％） 

80,133（23.3％） 

P.5 

表 

 

30 年度 

共同研究 80,327 

受託研究 235,259 

治験等 21,973 

知的財産 5,943 

計 343,503 

対前年度増減額 14,589 

対前年度増減率 4.4％ 

30 年度 

共同研究 80,133 

受託研究 235,162 

治験等 21,973 

知的財産 5,943 

計 343,211 

対前年度増減額 14,298 

対前年度増減率 4.3％ 



 

対前年度増減額 

共同研究 7,136 

受託研究 4,259 

治験等 1,540 

知的財産 1,654 

計 14,589 

 

対前年度増減率 

共同研究 9.7％ 

受託研究 1.8％ 

治験等 7.5％ 

知的財産 38.6％ 

計 4.4％ 

 

対前年度増減額 

共同研究 6,942 

受託研究 4,162 

治験等 1,540 

知的財産 1,654 

計 14,298 

 

対前年度増減率 

共同研究 9.5％ 

受託研究 1.8％ 

治験等 7.5％ 

知的財産 38.6％ 

計 4.3％ 

P.6 

棒グラフ 

30 年度 

107,714 

5,943（5.5％） 

19,601（18.2％） 

13,746（12.8％） 

68,425（63.5％） 

30 年度 

107,471 

5,943（5.5％） 

19,601（18.2％） 

13,674（12.7％） 

68,252（63.5％） 

P.6 

表 

30 年度 

共同研究 68,425 

受託研究 13,746 

治験等 19,601 

知的財産 5,943 

計 107,714 

対前年度増減額 11,720 

対前年度増減率 12.2％ 

 

対前年度増減額 

共同研究 7,611 

受託研究 1,135 

治験等 1,320 

知的財産 1,654 

計 11,720 

 

30 年度 

共同研究 68,252 

受託研究 13,674 

治験等 19,601 

知的財産 5,943 

計 107,471 

対前年度増減額 11,476 

対前年度増減率 12.0％ 

 

対前年度増減額 

共同研究 7,439 

受託研究 1,064 

治験等 1,320 

知的財産 1,654 

計 11,476 

 



対前年度増減率 

共同研究 12.5％ 

受託研究 9.0％ 

治験等 7.2％ 

知的財産 38.6％ 

計 12.2％ 

対前年度増減率 

共同研究 12.2％ 

受託研究 8.4％ 

治験等 7.2％ 

知的財産 38.6％ 

計 12.0％ 

P.7 

グラフ 

折れ線グラフ 

30 年度 

27,389 

 

棒グラフ 

30 年度 

684 

折れ線グラフ 

30 年度 

27,383 

 

棒グラフ 

30 年度 

683 

P.7 

表 

私立大学等 

実施件数 30 年度 5,772 

受入額 30 年度 12,290 

 

計 

実施件数 30 年度 27,389 

受入額 30 年度 68,425 

 

実施件数 

対前年度増減数 30 年度 1,938 

対前年度増減率 30 年度 7.6％ 

 

受入額 

対前年度増減額 30 年度 7,611 

対前年度増減率 30 年度 12.5％ 

 

私立大学等 

実施件数 30 年度 5,766 

受入額 30 年度 12,118 

 

計 

実施件数 30 年度 27,383 

受入額 30 年度 68,252 

 

実施件数 

対前年度増減数 30 年度 1,932 

対前年度増減率 30 年度 7.6％ 

 

受入額 

対前年度増減額 30 年度 7,439 

対前年度増減率 30 年度 12.2％ 

P.9 

右円グラフ 

～100 万円未満 5.3％ 

～300 万円未満 22.6％ 

～500 万円未満 10.9％ 

～1000 万円未満 12.8％ 

～5000 万円未満 32.1％ 

～1 億円未満 9.2％ 

1 億円以上 7.0％ 

～100 万円未満 5.3％ 

～300 万円未満 22.7％ 

～500 万円未満 10.9％ 

～1000 万円未満 12.8％ 

～5000 万円未満 32.0％ 

～1 億円未満 9.2％ 

1 億円以上 7.1％ 



P.9 

表 

30 年度 件数 

1000 万円未満 26,152 

０円 5,076 

1 円以上～100 万円未満 7,488 

100～300 万円未満 10,180 

300～500 万円未満 2,077 

500～1000 万円未満 1,331 

1000 万円以上 1,237 

1000～5000 万円未満 1,118  

5000～1 億円未満 95 

1 億円以上 24 

計 27,389 

 

30 年度 受入額（百万円） 

1000 万円未満 35,310 

０円  

1 円以上～100 万円未満 3,627 

100～300 万円未満 15,494 

300～500 万円未満 7,462 

500～1000 万円未満 8,727 

1000 万円以上 33,114 

1000～5000 万円未満 21,996 

5000～1 億円未満 6,297 

1 億円以上 4,822 

計 68,425 

 

30 年度・受入額（百万円）構成比 列 

1000 万円未満 51.6 

０円  

1 円以上～100 万円未満 5.3 

100～300 万円未満 22.6 

300～500 万円未満 10.9 

500～1000 万円未満 12.8 

1000 万円以上 48.4 

1000～5000 万円未満 32.1 

5000～1 億円未満 9.2 

30 年度 件数 

1000 万円未満 26,149 

０円 5,076 

1 円以上～100 万円未満 7,487 

100～300 万円未満 10,178 

300～500 万円未満 2,077 

500～1000 万円未満 1,331 

1000 万円以上 1,234 

1000～5000 万円未満 1,115  

5000～1 億円未満 95 

1 億円以上 24 

計 27,383 

 

30 年度 受入額（百万円） 

1000 万円未満 35,305 

０円  

1 円以上～100 万円未満 3,627 

100～300 万円未満 15,489 

300～500 万円未満 7,462 

500～1000 万円未満 8,727 

1000 万円以上 32,947 

1000～5000 万円未満 21,829 

5000～1 億円未満 6,297 

1 億円以上 4,822 

計 68,252 

 

30 年度 受入額（百万円）構成比 列 

1000 万円未満 51.7 

０円  

1 円以上～100 万円未満 5.3 

100～300 万円未満 22.7 

300～500 万円未満 10.9 

500～1000 万円未満 12.8 

1000 万円以上 48.3 

1000～5000 万円未満 32.0 

5000～1 億円未満 9.2 



1 億円以上 7.0 

 

件数・対前年度増減数 

1000 万円未満 1,753 

０円 411 

1 円以上～100 万円未満 148 

100～300 万円未満 832 

300～500 万円未満 189 

500～1000 万円未満 173 

1000 万円以上 185 

1000～5000 万円未満 167 

5000～1 億円未満 18 

1 億円以上 0 

計 1,938 

 

件数・対前年度増減率 

1000 万円未満 7.2 

０円 8.8 

1 円以上～100 万円未満 2.0 

100～300 万円未満 8.9 

300～500 万円未満 10.0 

500～1000 万円未満 14.9 

1000 万円以上 17.6 

1000～5000 万円未満 17.6  

5000～1 億円未満 23.4 

1 億円以上 0.0 

計 7.6 

 

受入額・対前年度増減額 

1000 万円未満 3,284 

０円  

1 円以上～100 万円未満 105 

100～300 万円未満 1,373 

300～500 万円未 666 

500～1000 万円未満 1,139 

1000 万円以上 4,327 

1 億円以上 7.1 

 

件数・対前年度増減数 

1000 万円未満 1,750 

０円 411 

1 円以上～100 万円未満 147 

100～300 万円未満 830 

300～500 万円未満 189 

500～1000 万円未満 173 

1000 万円以上 182 

1000～5000 万円未満 164 

5000～1 億円未満 18 

1 億円以上 0 

計 1,932 

 

件数・対前年度増減率 

1000 万円未満 7.2 

０円 8.8 

1 円以上～100 万円未満 2.0 

100～300 万円未満 8.9 

300～500 万円未満 10.0 

500～1000 万円未満 14.9 

1000 万円以上 17.3 

1000～5000 万円未満 17.2  

5000～1 億円未満 23.4 

1 億円以上 0.0 

計 7.6 

 

受入額・対前年度増減額 

1000 万円未満 3,279 

０円  

1 円以上～100 万円未満 105 

100～300 万円未満 1,368 

300～500 万円未満 666 

500～1000 万円未満 1,139 

1000 万円以上 4,160 



1000～5000 万円未満 3,515 

5000～1 億円未満 1,266 

1 億円以上 △455 

計 7,611 

 

受入額・対前年度増減率 

1000 万円未満 10.3 

０円  

1 円以上～100 万円未満 3.0 

100～300 万円未満 9.7 

300～500 万円未 9.8 

500～1000 万円未満 15.0 

1000 万円以上 15.0 

1000～5000 万円未満 19.0 

5000～1 億円未満 25.2 

1 億円以上 △8.6 

計 12.5 

 

1000～5000 万円未満 3,348 

5000～1 億円未満 1,266 

1 億円以上 △455 

計 7,439 

 

受入額・対前年度増減率 

1000 万円未満 10.2 

０円  

1 円以上～100 万円未満 3.0 

100～300 万円未満 9.7 

300～500 万円未 9.8 

500～1000 万円未満 15.0 

1000 万円以上 14.5 

1000～5000 万円未満 18.1 

5000～1 億円未満 25.2 

1 億円以上 △8.6 

計 12.2 

 

P.10 

上段グラフ 

折れ線グラフ 30 年度 1,237 

棒グラフ 30 年度 331 

折れ線グラフ 30 年度 1,234 

棒グラフ 30 年度 329 

P.10 

下段グラフ 

30 年度 

1000 万円未満 51.6 

1000 万円以上 48.4 

30 年度 

1000 万円未満 51.7 

1000 万円以上 48.3 

P.14 

中段 

１．他機関からの受入（表） 

人数・30年度 

企業 81 

企業以外 294 

計 375 

 

対前年度増減数 

企業 30 

企業以外 100 

計 130 

 

対前年度増減率 

企業 58.8％ 

１．他機関からの受入（表） 

人数・30年度 

企業 81 

企業以外 555 

計 636 

 

対前年度増減数 

企業 30 

企業以外 361 

計 391 

 

対前年度増減率 

企業 58.8％ 



企業以外 51.5％ 

計 53.1％ 

 

（円グラフ） 

企業 22％ 81 人 

企業以外 78％ 294 人 

計 375 人 

企業以外 186.1％ 

計 159.6％ 

 

（円グラフ） 

企業 13％ 81 人 

企業以外 87％ 555 人 

計 636 人  

P.14 

中段 

２．自機関からの出向（表） 

30 年度 

企業 17 

企業以外 265 

計 282 

 

対前年度増減数 

企業 10 

企業以外 44 

計 54 

 

対前年度増減率 

企業 142.9％ 

企業以外 19.9％ 

計 23.7％ 

 

（円グラフ） 

企業 6％ 17 人 

企業以外 94％ 265 人 

計 282 人 

２．自機関からの出向（表） 

30 年度 

企業 17 

企業以外 619 

計 636 

 

対前年度増減数 

企業 10 

企業以外 398 

計 408 

 

対前年度増減率 

企業 142.9％ 

企業以外 180.1％ 

計 178.9％ 

 

（円グラフ） 

企業 3％ 17 人 

企業以外 97％ 619 人 

計 636 人 

 

P.17 

上段 

○組織的な共同研究活動の取り組み状

況 

（参考）列 

国内民間企業 1,237 

 

○組織的な共同研究活動の取り組み状

況 

（参考）列 

国内民間企業 1,234 

 

P.20 右表 右表 

22 藤田医科大学 222,615 － 

23 名古屋工業大学 219,330 18 

右表 

22 名古屋工業大学 219,330 18 

23 熊本大学 209,028 16 



 

 

■調査実績（調査票に個別機関の合計値を入力した実績） 

24 熊本大学 209,028 16 

25 東京理科大学 200,500 19 

26 岡山大学 198,617 － 

27 山口大学 195,108 21 

28 信州大学 185,386 － 

29 新潟大学 180,421 － 

30 聖マリアンナ医科大学 178,685 

－ 

24 東京理科大学 200,500 19 

25 岡山大学 198,617 － 

26 山口大学 195,108 21 

27 信州大学 185,386 － 

28 新潟大学 180,421 － 

29 聖マリアンナ医科大学 178,685 

－ 

30 横浜市立大学 156,579 － 

P.21 左表 左表 

1 藤田医科大学 12,963 19 7 

2 聖マリアンナ医科大学 10,526 19 

5 

3 国際医療福祉大学 8,595 20 － 

4 大阪大学 6,015 1,243 3 

 

左表 

1 聖マリアンナ医科大学 10526 19 

5 

2 国際医療福祉大学 8,595 20 － 

3 大阪大学 6,015 1,243 3 

4 藤田医科大学 5,698 13 7 

  

該当ページ 更新後（新） 更新前（旧） 

P.4 

【様式２】共

同研究受入実

績（相手方が

大学等分の経

費を負担する

ケース） 

（１）国内民

間企業との共

同研究 

受入件数合計 27,389 件 

 うち 30 年度 16,062 件 

直接経費合計 59,838,549 千円 

うち 30 年度 34,134,867 千円 

間接経費合計 8,586,106 千円 

うち 30 年度 4,897,681 千円 

受入額合計 68,424,655 千円 

うち 30 年度 39,032,548 千円 

 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 大企業 19,212 件 

うち同一県内 4,255 件 

 中小企業 8,177 件 

 うち同一県内 3,553 件 

 計 27,389 件 

受入件数合計 27,383 件 

うち 30 年度 16,056 件 

直接経費合計 59,681,989 千円 

うち 30 年度 33,978,307 千円 

間接経費合計 8,570,451 千円 

うち 30 年度 4,882,026 千円 

受入額合計 68,252,440 千円 

うち 30 年度 38,860,333 千円 

 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 大企業 19,206 件 

うち同一県内 4,255 件 

 中小企業 8,177 件 

 うち同一県内 3,553 件 

 計 27,383 件 



○直接経費 

大企業 47,786,358 千円 

 うち同一県内 11,393,772 千円 

 中小企業 12,052,191 千円 

 うち同一県内 5,155,056 千円 

 計 59,838,549 千円 

○間接経費 

大企業 6,962,140 千円 

 うち同一県内 1,876,949 千円 

 中小企業 1,623,966 千円 

 うち同一県内 794,164 千円 

 計 8,586,106 千円 

○受入額 

大企業 54,748,498 千円 

 うち同一県内 13,270,721 千円 

中小企業 13,676,157 千円 

 うち同一県内 5,949,220 千円 

 計 68,424,655 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 5,076 件 

 ～100 万円未満 7,488 件 

 ～300 万円未満 10,180 件 

～500 万円未満 2,077 件 

～1,000 万円未満 1,331 件 

 ～5,000 万円未満 1,118 件 

 ～1億円未満 95 件 

 1 億円以上 24 件 

 計 27,389 件 

 

○受入額 

 ～100 万円未満 3,627,110 千円 

 ～300 万円未満 15,493,775 千円 

～500 万円未満 7,462,257 千円 

～1,000 万円未満 8,727,211 千円 

○直接経費 

大企業 47,658,365 千円 

 うち同一県内 11,261,279 千円 

 中小企業 12,023,624 千円 

 うち同一県内 5,155,056 千円 

 計 59,681,989 千円 

○間接経費 

大企業 6,949,341 千円 

 うち同一県内 1,863,700 千円 

 中小企業 1,621,110 千円 

 うち同一県内 794,164 千円 

計 8,570,451 千円 

○受入額 

大企業 54,607,706 千円 

うち同一県内 13,124,979 千円 

中小企業 13,644,734 千円 

 うち同一県内 5,949,220 千円 

 計 68,252,440 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 5,076 件 

 ～100 万円未満 7,487 件 

 ～300 万円未満 10,178 件 

～500 万円未満 2,077 件 

～1,000 万円未満 1,331 件 

 ～5,000 万円未満 1,115 件 

 ～1億円未満 95 件 

 1 億円以上 24 件 

 計 27,383 件 

 

○受入額 

 ～100 万円未満 3,627,010 千円 

 ～300 万円未満 15,488,775 千円 

～500 万円未満 7,462,257 千円 

～1,000 万円未満 8,727,211 千円 



 ～5,000 万円未満 21,995,746 千円 

 ～1億円未満 6,296,650 千円 

 1 億円以上 4,821,906 千円 

 計 68,424,655 千円 

 ～5,000 万円未満 21,828,631 千円 

 ～1億円未満 6,296,650 千円 

 1 億円以上 4,821,906 千円 

 計 68,252,440 千円 

P.5 

【様式２】共

同研究受入実

績（相手方が

大学等分の経

費を負担する

ケース） 

（2）国内民間

企業以外の団

体との共同研

究 

受入件数合計 4,703 件 

 うち 30 年度 2,814 件 

直接経費合計 10,734,025 千円 

うち 30 年度 5,355,760 千円 

間接経費合計 1,168,392 千円 

うち 30 年度 572,292 千円 

受入額合計 11,902,417 千円 

うち 30 年度 5,928,052 千円 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 国 144 件 

 独立行政法人 984 件 

 公益法人等 1,151 件 

 地方公共団体 558 件 

 外国政府機関 40 件 

 外国企業 320 件 

 その他 1,506 件 

 計 4,703 件 

○直接経費 

国 235,637 千円 

 独立行政法人 2,679,805 千円 

 公益法人等 2,784,142 千円 

 地方公共団体 847,691 千円 

 外国政府機関 57,155 千円 

 外国企業 1,501,640 千円 

 その他 2,627,955 千円 

 計 10,734,025 千円 

○間接経費 

国 18,218 千円 

 独立行政法人 249,891 千円 

 公益法人等 325,853 千円 

 地方公共団体 69,474 千円 

受入件数合計 4,702 件 

 うち 30 年度 2,813 件 

直接経費合計 10,713,935 千円 

うち 30 年度 5,335,670 千円 

間接経費合計 1,166,409 千円 

うち 30 年度 570,309 千円 

受入額合計 11,880,344 千円 

うち 30 年度 5,905,979 千円 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 国 144 件 

 独立行政法人 984 件 

 公益法人等 1,150 件 

 地方公共団体 558 件 

 外国政府機関 40 件 

 外国企業 320 件 

 その他 1,506 件 

 計 4,702 件 

○直接経費 

国 236,311 千円 

 独立行政法人 2,679,805 千円 

 公益法人等 2,763,378 千円 

 地方公共団体 847,691 千円 

 外国政府機関 57,155 千円 

 外国企業 1,501,640 千円 

 その他 2,627,955 千円 

 計 10,713,935 千円 

○間接経費 

国 18,294 千円 

 独立行政法人 249,891 千円 

 公益法人等 323,794 千円 

 地方公共団体 69,474 千円 



 外国政府機関 9,194 千円 

 外国企業 222,098 千円 

 その他 273,664 千円 

 計 1,168,392 千円 

○受入額 

国 253,855 千円 

 独立行政法人 2,929,696 千円 

 公益法人等 3,109,995 千円 

 地方公共団体 917,165 千円 

 外国政府機関 66,349 千円 

 外国企業 1,723,738 千円 

 その他 2,901,619 千円 

 計 11,902,417 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,496 件 

 ～100 万円未満 1,509 件 

 ～300 万円未満 927 件 

～500 万円未満 260 件 

～1,000 万円未満 251 件 

 ～5,000 万円未満 237 件 

 ～1億円未満 14 件 

 1 億円以上 9件 

 計 4,703 件 

○受入額 

 ～100 万円未満 675,079 千円 

 ～300 万円未満 1,534,374 千円 

～500 万円未満 956,579 千円 

～1,000 万円未満 1,716,942 千円 

 ～5,000 万円未満 4,275,723 千円 

 ～1億円未満 1,054,819 千円 

 1 億円以上 1,688,901 千円 

 計 11,902,417 千円 

 外国政府機関 9,194 千円 

 外国企業 222,098 千円 

 その他 273,664 千円 

 計 1,166,409 千円 

○受入額 

国 254,605 千円 

 独立行政法人 2,929,696 千円 

 公益法人等 3,087,172 千円 

 地方公共団体 917,165 千円 

 外国政府機関 66,349 千円 

 外国企業 1,723,738 千円 

 その他 2,901,619 千円 

 計 11,880,344 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,496 件 

 ～100 万円未満 1,508 件 

 ～300 万円未満 928 件 

～500 万円未満 260 件 

～1,000 万円未満 251 件 

 ～5,000 万円未満 236 件 

 ～1億円未満 14 件 

 1 億円以上 9件 

 計 4,702 件 

○受入額 

 ～100 万円未満 675,043 千円 

 ～300 万円未満 1,536,094 千円 

～500 万円未満 956,579 千円 

～1,000 万円未満 1,716,942 千円 

 ～5,000 万円未満 4,251,966 千円 

 ～1億円未満 1,054,819 千円 

 1 億円以上 1,688,901 千円 

計 11,880,344 千円 

P.6 

【様式３】受

受入件数合計 7,891 件 

うち 30 年度 4,449 件 

受入件数合計 7,852 件 

うち 30 年度 4,410 件 



託研究受入実

績 

（１）国内民

間企業からの

受託研究 

直接経費合計 11,748,904 千円 

うち 30 年度 7,637,156 千円 

間接経費合計 1,996,652 千円 

うち 30 年度 1,340,072 千円 

受入額合計 13,745,556 千円 

うち 30 年度 8,977,228 千円 

 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 大企業 5,139 件 

うち同一県内 1,315 件 

 中小企業 2,752 件 

 うち同一県内 1,009 件 

 計 7,891 件 

○直接経費 

大企業 8,774,893 千円 

 うち同一県内 2,656,005 千円 

 中小企業 2,974,011 千円 

 うち同一県内 1,298,438 千円 

 計 11,748,904 千円 

○間接経費 

大企業 1,511,500 千円 

 うち同一県内 446,695 千円 

 中小企業 485,152 千円 

 うち同一県内 186,884 千円 

計 1,996,652 千円 

○受入額 

大企業 10,286,393 千円 

うち同一県内 3,102,700 千円 

中小企業 3,459,163 千円 

 うち同一県内 1,485,322 千円 

 計 13,745,556 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,821 件 

直接経費合計 11,684,065 千円 

うち 30 年度 7,572,317 千円 

間接経費合計 1,990,260 千円 

うち 30 年度 1,333,680 千円 

受入額合計 13,674,325 千円 

うち 30 年度 8,905,997 千円 

 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 大企業 5,121 件 

うち同一県内 1,297 件 

 中小企業 2,731 件 

 うち同一県内 1,009 件 

 計 7,852 件 

○直接経費 

大企業 8,707,211 千円 

 うち同一県内 2,588,128 千円 

 中小企業 2,976,854 千円 

 うち同一県内 1,298,438 千円 

 計 11,684,065 千円 

○間接経費 

大企業 1,504,734 千円 

 うち同一県内 439,908 千円 

 中小企業 485,526 千円 

 うち同一県内 186,884 千円 

計 1,990,260 千円 

○受入額 

大企業 10,211,945 千円 

うち同一県内 3,028,036 千円 

中小企業 3,462,380 千円 

 うち同一県内 1,485,322 千円 

 計 13,674,325 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,821 件 



 ～100 万円未満 3,162 件 

 ～300 万円未満 1,985 件 

～500 万円未満 401 件 

～1,000 万円未満 290 件 

 ～5,000 万円未満 212 件 

 ～1億円未満 13 件 

 1 億円以上 7件 

 計 7,891 件 

 

○受入額 

 ～100 万円未満 1,283,407 千円 

 ～300 万円未満 3,087,070 千円 

～500 万円未満 1,480,876 千円 

～1,000 万円未満 1,997,509 千円 

 ～5,000 万円未満 4,065,733 千円 

 ～1億円未満 889,490 千円 

 1 億円以上 941,471 千円 

 計 13,745,556 千円 

 ～100 万円未満 3,143 件 

 ～300 万円未満 1,969 件 

～500 万円未満 398 件 

～1,000 万円未満 289 件 

 ～5,000 万円未満 212 件 

 ～1億円未満 13 件 

 1 億円以上 7件 

 計 7,852 件 

 

○受入額 

 ～100 万円未満 1,280,567 千円 

 ～300 万円未満 3,036,170 千円 

～500 万円未満 1,469,385 千円 

～1,000 万円未満 1,991,509 千円 

 ～5,000 万円未満 4,065,733 千円 

 ～1億円未満 889,490 千円 

 1 億円以上 941,471 千円 

 計 13,674,325 千円 

P.7 

【様式３】受

託研究受入実

績 

（２）国内民

間企業以外の

団体からの受

託研究 

受入件数合計 20,343 件 

 うち 30 年度 12,244 件 

直接経費合計 184,135,952 千円 

うち 30 年度 95,367,768 千円 

間接経費合計 37,377,646 千円 

うち 30 年度 18,403,139 千円 

受入額合計 221,513,598 千円 

うち 30 年度 113,770,907 千円 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 国 1,998 件 

 独立行政法人 10,631 件 

 公益法人等 2,370 件 

 地方公共団体 1,976 件 

 外国政府機関 53 件 

 外国企業 179 件 

 その他 3,136 件 

 計 20,343 件  

受入件数合計 20,352 件 

 うち 30 年度 12,253 件 

直接経費合計 184,111,914 千円 

うち 30 年度 95,343,730 千円 

間接経費合計 37,375,442 千円 

うち 30 年度 18,400,935 千円 

受入額合計 221,487,356 千円 

うち 30 年度 113,744,665 千円 

【相手方先区分】 

○受入件数 

 国 1,997 件 

 独立行政法人 10,631 件 

 公益法人等 2,372 件 

 地方公共団体 1,984 件 

 外国政府機関 53 件 

 外国企業 179 件 

 その他 3,136 件 

 計 20,352 件 



○直接経費 

国 29,722,167 千円 

 独立行政法人 135,973,522 千円 

 公益法人等 4,344,849 千円 

 地方公共団体 4,593,718 千円 

 外国政府機関 286,993 千円 

 外国企業 412,112 千円 

 その他 8,802,591 千円 

 計 184,135,952 千円 

○間接経費 

国 4,092,290 千円 

 独立行政法人 30,351,404 千円 

 公益法人等 815,003 千円 

 地方公共団体 473,704 千円 

 外国政府機関 24,900 千円 

 外国企業 73,785 千円 

 その他 1,546,560 千円 

 計 37,377,646 千円 

○受入額 

国 33,814,457 千円 

 独立行政法人 166,324,926 千円 

 公益法人等 5,159,852 千円 

 地方公共団体 5,067,422 千円 

 外国政府機関 311,893 千円 

 外国企業 485,897 千円 

 その他 10,349,151 千円 

 計 221,513,598 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,562 件 

 ～100 万円未満 5,060 件 

 ～300 万円未満 4,476 件 

～500 万円未満 1,886 件 

～1,000 万円未満 2,528 件 

 ～5,000 万円未満 4,062 件 

○直接経費 

国 29,717,097 千円 

 独立行政法人 135,973,522 千円 

 公益法人等 4,317,587 千円 

 地方公共団体 4,598,912 千円 

 外国政府機関 286,993 千円 

 外国企業 412,112 千円 

 その他 8,805,691 千円 

 計 184,111,914 千円 

○間接経費 

国 4,091,783 千円 

 独立行政法人 30,351,404 千円 

 公益法人等 812,384 千円 

 地方公共団体 474,281 千円 

 外国政府機関 24,900 千円 

 外国企業 73,785 千円 

 その他 1,546,905 千円 

 計 37,375,442 千円 

○受入額 

国 33,808,880 千円 

 独立行政法人 166,324,926 千円 

 公益法人等 5,129,971 千円 

 地方公共団体 5,073,193 千円 

 外国政府機関 311,893 千円 

 外国企業 485,897 千円 

 その他 10,352,596 千円 

 計 221,487,356 千円 

 

【研究費の規模別内訳】 

○受入件数 

 0 円 1,563 件 

 ～100 万円未満 5,064 件 

 ～300 万円未満 4,480 件 

～500 万円未満 1,887 件 

～1,000 万円未満 2,528 件 

 ～5,000 万円未満 4,061 件 



 

以上 

 ～1億円未満 495 件 

 1 億円以上 274 件 

 計 20,343 件 

○受入額 

 ～100 万円未満 2,210,607 千円 

 ～300 万円未満 7,942,002 千円 

～500 万円未満 7,279,402 千円 

～1,000 万円未満 18,163,751 千円 

 ～5,000 万円未満 86,921,251 千円 

 ～1億円未満 34,572,004 千円 

 1 億円以上 64,424,581 千円 

計 221,513,598 千円 

 ～1億円未満 495 件 

 1 億円以上 274 件 

 計 20,352 件 

○受入額 

 ～100 万円未満 2,204,795 千円 

 ～300 万円未満 7,948,502 千円 

～500 万円未満 7,281,168 千円 

～1,000 万円未満 18,163,751 千円 

 ～5,000 万円未満 86,892,555 千円 

 ～1億円未満 34,572,004 千円 

 1 億円以上 64,424,581 千円 

計 221,487,356 千円 

P.32 

【 様 式 ７ －

２】ガイドラ

インのフォロ

ーアップにつ

いて 

４．その他 

（１）研究関

係費の内訳 

科学研究費補助金 84,006 件 

①科学研究費補助金 196,278,543 千円 

②その他政府系資金 262,135,373 千円 

③民間からの資金 224,061,646 千円 

ア）共同研究費 69,447,778 千円 

イ）受託研究費 27,797,660 千円 

ウ）治験等 19,479,183 千円 

エ）寄附金 101,343,848 千円 

オ）その他 5,993,177 千円 

合計額 682,475,562 千円 

科学研究費補助金 83,637 件 

①科学研究費補助金 195,494,190千円 

②その他政府系資金 261,321,939千円 

③民間からの資金 222,118,563 千円 

ア）共同研究費 68,782,789 千円 

イ）受託研究費 27,585,885 千円 

ウ）治験等 19,264,364 千円 

エ）寄附金 100,492,348 千円 

オ）その他 5,993,177 千円 

合計額 678,934,692 千円 

P.35 

【様式８】産

学連携に係る

大学の取組に

ついて 

３．クロスア

ポイントメン

ト制度 

（４）利用し

ている教職員

数 

657 人 634 人 


