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学術コンサルティング

制度概要

外部機関等から研究経費等を
受入れ、本学研究者と当該外
部機関等の研究者の双方が共
通の課題について行う研究

外部機関等からの委託を受
けて行う研究で、これに要
する経費を委託者が負担す
るもの

外部機関等からの委託を受
けて本学教職員が専門的知
識に基づき委託者の業務や
活動支援を行うもの

受託事業のうち、本学教職員
が専門的知識に基づき指導助
言を行うもの

本学教職員が勤務時間外にお
いて学外で実施し、報酬とし
て直接支払われる業務

知財の発生  有  有  ―
実施場所 学外・学内 学外・学内 学外

間接経費

（原則）直接経費の２０％
※国際共同研究、大型共同研
究は別に定める

直接経費の３０％ 各事業による 直接経費の３０％
※外国企業が委託者の場合は
　直接経費の４０％

なし
（原則）学内

共同研究 受託研究 兼業受託事業

無

既存制度との比較

学術コンサルティングの制度概要

予備検討 研究開発 事後支援

既存制度
秘密保持契約

（NDA)

成果有体物移
転契約（MTA)

共同研究契約

受託研究契約

有償 無償

新規制度
機器分析学術・技術相談プレ検討

意見交換・情報提供・コンサルティング先端技術調査

知的財産は原則発生しない範囲で実施し、

発生する（発生した）場合は速やかに受託

研究又は共同研究に移行

【実施例】


Sheet1

				共同研究 キョウドウ ケンキュウ		受託研究 ジュタク ケンキュウ		受託事業 ジュタク ジギョウ				兼業 ケンギョウ

										学術コンサルティング ガクジュツ

		制度概要 セイド ガイヨウ		外部機関等から研究経費等を受入れ、本学研究者と当該外部機関等の研究者の双方が共通の課題について行う研究 ガイブ キカン トウ ケンキュウ ケイヒ トウ ウケイレ ホンガク ケンキュウシャ トウガイ ガイブ キカン トウ ケンキュウシャ ソウホウ キョウツウ カダイ オコナ ケンキュウ		外部機関等からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するもの ガイブ キカン トウ イタク ウ オコナ ケンキュウ ヨウ ケイヒ イタクシャ フタン		外部機関等からの委託を受けて本学教職員が専門的知識に基づき委託者の業務や活動支援を行うもの ガイブ キカン トウ イタク ウ ホンガク キョウショクイン センモンテキ チシキ モト イタクシャ ギョウム カツドウ シエン オコナ		受託事業のうち、本学教職員が専門的知識に基づき指導助言を行うもの ジュタク ジギョウ ホンガク キョウショクイン センモン テキ チシキ モト シドウ ジョゲン オコナ		本学教職員が勤務時間外において学外で実施し、報酬として直接支払われる業務 ホンガク キョウショクイン キンム ジカン ガイ ガクガイ ジッシ ホウシュウ チョクセツ シハラ ギョウム

		知財の発生 チザイ ハッセイ		 有 アリ		 有 アリ		無 ナ				 ―

		実施場所 ジッシ バショ		学外・学内 ガクガイ ガクナイ		学外・学内 ガクガイ ガクナイ		（原則）学内 ゲンソク ガクナイ				学外 ガクガイ

		間接経費 カンセツ ケイヒ		（原則）直接経費の２０％
※国際共同研究、大型共同研究は別に定める ゲンソク チョクセツ ケイヒ コクサイ キョウドウ ケンキュウ オオガタ キョウドウ ケンキュウ ベツ サダ		直接経費の３０％ チョクセツ ケイヒ		各事業による カク ジギョウ		直接経費の３０％
※外国企業が委託者の場合は
　直接経費の４０％ チョクセツ ケイヒ ガイコク キギョウ イタクシャ バアイ チョクセツ ケイヒ		なし
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費用
直接経費

間接経費
直接経費の３０％（外国企業が委託者の場合は４０％）

指導料：2万円以上／時間（１時間単位）※実施者が使用する少額の消耗品費や軽微な必要経費を含む
指導料の他、別途必要となる経費：
　　　　旅費、機器利用・管理料、協力者の人件費など実施者の指導料以外に特に必要な費用

学術コンサルティングに係る費用

学術コンサルティングの制度概要

契約金額（間接経費、税込） 契約形態 契約担当事務

１００万円未満 原則、約款による契約（契約内容の修正不可）

１００万円以上、３００万円未満 約款による契約、または契約内容の協議及び契約書の締結可

３００万円以上
共同研究又は受託研究での契約を検討
※やむを得ず学術コンサルティング制度を用いる場合は契約書の締結とする

学術コンサルティングを実施す
る代表教職員が所属する部局

契約手続きと条件
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		費用 ヒヨウ

		直接経費 チョクセツ ケイヒ

		指導料：2万円以上／時間（１時間単位）※実施者が使用する少額の消耗品費や軽微な必要経費を含む
指導料の他、別途必要となる経費：
　　　　旅費、機器利用・管理料、協力者の人件費など実施者の指導料以外に特に必要な費用 シドウ リョウ ジカン タンイ ジッシシャ シヨウ ショウガク ショウモウ ヒン ヒ ケイビ ヒツヨウ ケイヒ フク シドウ リョウ ホカ ベット ヒツヨウ ケイヒ キキ リヨウ カンリ キョウリョクシャ ジンケンヒ ジッシシャ シドウ リョウ イガイ トク ヒツヨウ ヒヨウ





		間接経費 カンセツ ケイヒ

		直接経費の３０％（外国企業が委託者の場合は４０％） チョクセツ ケイヒ ガイコク キギョウ イタクシャ バアイ






Sheet1

		契約金額（間接経費、税込） ケイヤク キンガク カンセツ ケイヒ ゼイ コ		契約形態 ケイヤク ケイタイ		契約担当事務 ケイヤク タントウ ジム

		１００万円未満 マンエン ミマン		原則、約款による契約（契約内容の修正不可） ゲンソク		学術コンサルティングを実施する代表教職員が所属する部局 ガクジュツ ジッシ ダイヒョウ キョウショクイン ショゾク ブキョク

		１００万円以上、３００万円未満 マンエン イジョウ マンエン ミマン		約款による契約、または契約内容の協議及び契約書の締結可 ケイヤク ナイヨウ キョウギ オヨ ケイヤクショ テイケツ カ

		３００万円以上 マンエン イジョウ		共同研究又は受託研究での契約を検討
※やむを得ず学術コンサルティング制度を用いる場合は契約書の締結とする キョウドウ ケンキュウ マタ ジュタク ケンキュウ ケイヤク ケントウ エ ガクジュツ セイド モチ バアイ ケイヤクショ テイケツ
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学術コンサルティングの手続き
学術コンサルティング制度の手続きフロー

①事前の打合せ

② 申し込み

④ 学術コンサルティング料の納付

③ 承諾通知・請求

⑤ 実施

委託者
金沢大学

実施者
（教職員）

部局長
（部局事務）

【実施部局】

・担当教員（複数いる場合は代表教員）の所属する部局の事務部担当係へ申込書をご提出ください。
・担当教員の所属する部局の事務部担当係については、以下のページの下部をご確認ください。
https://research-promotion.adm.kanazawa-u.ac.jp/co_research/kyoudou/kyoudou.html

実施者
（教職員）

https://research-promotion.adm.kanazawa-u.ac.jp/co_research/kyoudou/kyoudou.html
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