
ベンチャー創出からベンチャー
エコシステム創成へ

渡部俊也（東京大学政策ビジョン研究センター）
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産学協創推進「東大グループ」（再掲）

本部長

知的財産部
- 共同研究契約・知財の協議・審査
- 知財の権利化と活用

イノベーション推進部
- 大学発ベンチャー支援
- 起業家教育
- 産学連携プロジェクト創出

産学協創推進本部

2015年の民間との共同研究： 50億円（1,370件）, ライセンス収入額：5.5億円（2,386件）

産学連携部

産学連携推進課

事業化支援課

パートナー（関連会社等）

・ 知的財産部に、専門家弁護士を配置 (2016.4)

・ 知的財産面も含め、雛形にとらわれない契約を提案・策定

・ 質の高い単願特許出願のための財源強化（2016年度）

・ 東京大学TLOと連携した産学技術移転の推進

（2015年のライセンス収入は5.5億円）

・ 大型組織間連携（産学協創案件）の創出・支援（産学協創案件の審議

プロセスの制定）

・ Proprius21、Proprius21＋の創出・支援：2015年の民間との共同研究実

績 50億円（1,370件）

・ 起業家教育（アントレプレナー道場、本郷テックガレージ等）

・ 東京大学関連ベンチャー企業創出支援（UTECと連携したベンチャー創

出など）：東大関連ベンチャー約280社、時価総額合計1兆円超、関連教

員270名、出資者40社以上

・ 東京大学協創プラットフォーム開発㈱ を設立 (2016.1)：ファンドへの出

資やファンドとの共同投資等の投資事業での連携
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東京大学関連ベンチャー企業

 東京大学が創出したベンチャー企業数
うちＩＰＯした企業

 時価総額合計

約280社
16社

1兆～1.3兆円

東京大学の教育研究活動は、経済・社に貢献しうる高いポテンシャルを持つ

 出資者

 関連教員数

40社以上

延べ270人以上

企業例
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東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（2016.1設立）

ファンドオブファンズ（ファンドへの出資）や共同投資等を通じて、東京大学が
イノベーション・エコシステムの世界拠点の一つになることを目指す
※ 単なるベンチャーキャピタル事業ではない

他の大学
・

研究機関

ベンチャー
企業

大企業

ＶＣ
東京大学

東京大学協創プラット
フォーム開発株式会社

産業競争力強化法に基づく 「特定研究成果活用支援事業」
 国立大学法人によるベンチャーファンドへの出資促進業務
 平成２４年度補正予算 ： １,２００億円 （４大学（東北・東京・京都・大阪）の合計）

東京大学の取組 ： ベンチャー創出の３つの要素に対して、有効な支援を実施
① ベンチャーキャピタルとの連携
② 事業会社である大企業との連携
③ 他大学や研究機関等との連携による豊富なシーズの供給体制の活用



5

東京大学本郷テックガレージ
- 大和証券グループ寄附プロジェクト -

 学生の自主的プロジェクトから、スタートアップのタネを
生み出す拠点として2016年8月1日に設置

 モノを作りたい優秀な学生を対象

 作業ができる物理的スペースの提供

 必要に応じて構造化した教育プログラムを提供

イノベーション人材育成

技術系スタートアップ
企業の創出

＆

 本郷キャンパスに隣接する絶好のロケーション

 意欲のある優秀な学生がいつでも集まり工作や議論ができる

本郷テックガレージ（角川本郷ビル２F)内部のイメージ



特定研究成果活用支援事業におけるベンチャーエコシステム
形成に向けた取り組み

ファンドへの間接投資

案件創出活動

質の高い
ベンチャー・シーズの継

続的輩出

直接投資
（ミドルステージ以降）

大企業A 大企業B

大企業C 大企業D

直接投資（カーブアウト
案件等への共同投資）

案件創出基盤の
強化

起業家教育の
強化

インキュベーション
機能の強化

東京大学

産学協創推進本部

東京大学協創
プラットフォーム

開発（株）

・インキュベーション施設
‐既存棟改築

‐新設国際宿舎

‐キャンパス近辺施設

‐共用室

・大企業、経団連、VC等
との連携

・人材プール構築

・教育プログラム
‐本郷テックガレージ

‐ EDGEの発展拡充

・人材の確保拡充

・技術シーズ探索

・単願特許

・ギャップファンド

・発明・知的財産化

・技術シーズ探索

・一本化された起業相談窓口

・公的グラントの活用

・事業化構想作成

・アントレプレナー教育

‐アントレプレナー道場

‐大学院、学部講義

‐ EDGEプログラム

・起業マインド醸成

・既存施設

‐アントレプレナープラザ

‐インキュベーションルーム

（本郷、駒場）

・リスクマネーの供給

・ハンズオン支援

プレ・インキュベーション

起業・会社設立

研究成果の
事業化促進

教育研究の
活性化

EXIT
（上場、M&A）

インキュベーション

連携VC①
連携VC②

連携VC③
連携VC④

連携VC⑤
連携VC⑥

その他
VC

その他
VC

その他
VC
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駒場第二キャンパ
スインキュベーショ
ン施設

駒場第一キャン
パスに施設検討
予定

アントレプレ
ナープラザ（現
在満室）

病院南棟改修など
で増設を検討中

柏第二キャンパス
に産学連携イン
キュベーション施設
設置を検討

目白台国際宿舎（留学生1000
人以上）に起業家教育施設を
設置検討
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出典：経済産業省ベンチャー有識者会議取りまとめ資料より
http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140414002/20140414002.html

• 東京大学のベンチャー創出環境は10
年で大幅に発展したものの、米国はも
ちろん、イスラエル、フィンランドなどと
比べてもまだ未成熟であり、特に大企
業との連携が著しく脆弱

• これらの地域では、大学、VC、ベン

チャーに加えて大企業が資金、人材、
知識の循環に組み込まれている

• 現在の大学ベンチャーイノベーションエ
コシステムをさらに一桁拡大するため
には大企業との連携は不可欠

• 東京大学は多くのベンチャーを生み出
すことと同時に、数多くの研究面での事
業会社との連携も従来から行ってきた
ことに加え、最近では大型組織間連携
の推進に着手している

• このような背景から東京大学がハブと
なって、経団連会員企業のベンチャー
エコシステムへの参加を推進したい

世界レベルのイノベーションエコシステムの形成のために



会社概要

起業の核となった共同研究先企業

ベンチャーと東京大学との関係

コア技術、製品ラインナップ

（株）QDレーザ

設立：2006年4月 代表取締役：菅原充
事業内容：半導体レーザおよびレーザ応用製品の開発・製造・販売

顧問：荒川泰彦（生産技術研究所教授）
東京大学からの知財ライセンスおよび東京大学との共同研究
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構へのメンバー派遣

富士通（株）

量子ドットレーザ
1030‐1180nm DFBレーザ
小型可視レーザ
網膜走査型レーザアイウェア（開発中）

事業会社と連携したベンチャー創出事例①
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ユニゼオ（株）

会社概要

設立：2013年5月 代表取締役：山崎康夫
事業内容：ゼオライト・シリカ製品の研究開発、ゼオライト・シリカ製品の製造及び売買

起業の核となった共同研究先企業

日本化学工業（株）

ベンチャーと東京大学との関係

社外取締役（創業メンバー）：大久保達也（工学系研究科教授）
学内インキュベーション施設の利用（東京大学アントレプレナープラザ）
東京大学からの知財ライセンス
東京大学との共同研究

コア技術、製品の新規性

OSDAフリーゼオライト合成技術（従来の合成技術で必須であった、有機物の鋳型
（構造規定剤：OSDA）を使用しない合成方法）

触媒基材としての高機能ゼオライトの開発に成功（従来製品を上回る結晶化度、
耐熱性・耐水熱性、イオン交換能の実現）

事業会社と連携したベンチャー創出事例②
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「東大・経団連ベンチャー協創会議」

2015年8月6日 日本経済新聞朝刊より

 経団連とのプロジェクトで実施することを合意済

 今後、革新的ベンチャー創出につなげる活動を進めていく

「大企業に眠る有望な特許、ベンチャー
で事業化 東大・経団連が連携」

• 経団連と東京大学は「大企業発」のベン
チャー企業（VB）を継続的に生み出す仕組
みを共同で立ち上げる。経団連加盟企業
と東大が共同保有する特許を生かし、企業
が自社で事業化していない技術やアイデ
アをVBとして切り離す。

• 小回りが利くVBで未利用特許を利用する
ことで、大企業では埋もれそうな技術や人
材を生かせる。大企業もVBの株式を保有
していれば上場時に利益を得られる。

革新的な技術や社会システムを提供するベ

ンチャー企業を、東大と経団連が協力して創
出・育成し、東大関連ベンチャー企業と経団

連会員企業との連携で革新的事業を興してい
くプラットフォームを目指す（個別プロジェクトと
支援活動からなる）

大学

企業

革新的ベンチャー



技術シーズ

協創活動

タフポリマー、高性能有機半導体、
先進的プロトタイピング、シングルセル解析

超大型フレキシブル３Ｄ表示システム、がんゲノム診断など

東葛テクノプラザ

国立がん研究センター 臨床試験

インキュベーション

官

アドバンスト・ソフトマテリアルズ、
オルガノサーキットなど地元ベンチャー

産業技術総合研究所

ＡＩグローバル研究拠点

東京大学
• マテリアルイノベーション研究センター
• オーミクス情報センター
• 価値創造デザインセンター
• 産学協創プラットフォーム拠点
（千葉県と共同提案中）

学

大手企業

富士フイルム、日立製作所、ブリヂストン、ダイセルなど

その他ベンチャー

パイクリスタル、オックスフォードナノポア、
アメリエフ、ダイナコム、ジェノミディアなど

事業化に向けた研究

産

柏の葉キャンパス駅

東京大学
柏Ⅰキャンパス

東葛テクノプラザ

東京大学
柏Ⅱキャンパス

国立がん研究
センター東病院

協創拠点

つくば‐柏‐本郷
イノベーションコリドー

東京大学柏キャンパスを産学協創拠点に

社会展開
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産学連携の進化

• 研究者視点での連携（研究者と研究者の共
同研究）

• 事業化視点での連携（ベンチャー創出）

• 経営者視点での組織間連携

「点と点の連携」から「面での連携」そして「エコ
システムの形成」へ発展させられるかどうかが
ポイント
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