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第１章 はじめに ～本事業の背景と目的 

 

近年、民間企業の研究開発事業において、大学等で社会実装に向けて取り組んでいる研究開発

成果を活用する事例も増え、産学連携の取り組みは双方の課題解決のツールとして定着しつつあ

る。また、個別の企業－大学等の産学連携だけでなく、複数のプレイヤーが参画するコンソーシ

アム型の産学連携拠点（特に地域の特徴や技術を軸とする）に対しては、産学連携を超えた「産

学融合拠点」として、これまで国・自治体等も積極的な支援を行ってきた。 

一方、これらの産学融合拠点の形成・運営にあたっては、マッチングやコーディネート、ファ

シリテートといった人の介在に依る領域において、その役割を担う個人のパフォーマンスに依存

していることが想定される。個々人のパフォーマンス向上自体は当然必要であり、それ自体は否

定するものではないが、産学融合拠点の成果が特定個人のパフォーマンスに大きく依存し、しか

もその特定個人のパフォーマンスを事前に把握することが難しい状況だとすれば（つまり適切な

人物を選定することができない）、そこには大きな改善余地が存在しているはずである（属人的要

素のみに賭けるのではなく、仕組みとしての対応方法を構築し、それを継続的に洗練化するとい

う方向で）。 

本事業では、地域における産学融合拠点を実態調査し、特に支援人材の役割等にフォーカスを

当てた分析を行うことで、今後の産学融合拠点の機能強化に向けて必要なポイント等を整理し、

マッチング・プラットフォーム創出に向けた仕組みを提案することを本事業の目的とする。 

このため、産学融合拠点の文献調査及びヒアリング調査を通じ、今後の拠点形成及び機能強化

に必要な要素を整理する。また、整理された情報をもとに、支援人材のターゲットを想定し、マ

ッチング・プラットフォームをいかに設計し運営していくか、試行的なプレマッチング等を行う

ところまでを事業範囲とする。 
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第２章 本事業のタスクと内容 

 

本事業の焦点は、「産学融合拠点の実態調査」と「支援人材等の確保等に向けた調査」の２領域

である。それらを適切に進めるため、必要となる文献を適宜レビューすることとした。 

 

図表 1：本事業を構成するタスク 

 

 

１節 産学融合拠点の実態調査 

全国における産学融合拠点の中から先進的な取組事例と課題を洗い出すことを目的とする調査

を実施した。具体的には、一定の観点から選定した５拠点を対象としてそれぞれにヒアリング調

査を行い、拠点のマネジメント体制、成果創出のメカニズム等を整理した。 

その際、これまでの国レベルの支援（内閣府、文部科学省、経済産業省等）や、独立行政法人、

自治体等が実施した産学連携施策のレビューを行うことで、既存の各種議論との関係の整理も実

施した。 

 

２節 支援人材等の確保等に向けた調査 

産学融合に向けた各種マッチング・プラットフォームを支える役割を担うのが広義の支援人材

であると定義した上で、支援人材を機能・役割別に分類し、必要とされるスキルやバックグラウ

ンド等を体系化した。 

その上で、支援人材の有力候補となり得る人材（企業のオープンイノベーション関連の業務経

験者等）を集めたイベントを開催し、産学融合拠点への関心喚起、産学融合拠点の有るべき姿の

構想づくり等を実施した（このテーマでどの程度の積極的参画が得られるかを検証）。 

さらには、産学融合拠点で働く拠点リーダー、コーディネーター等の人材に相応しい行動特性

等を検討するための基礎データを取得するため、特定の自己分析支援ツールを用いた実験的分析

を行った。さらに海外における Entrepreneur in Residence等の制度についても文献調査を実施

した。 

第３章 実施結果 
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１節 文献レビュー 

本節では、関連する政策の変遷や、先行研究のレビューを行うことを通じ、これまでの我が国

における『拠点政策の変遷等』（産学連携（産学官連携、産学融合）に係わる拠点を、政策により

どのように形成してようとしてきたか、その変遷を追う）と、『産学連携人材についての課題等』

（拠点において産学連携を支援する役割を持った人材の確保・育成等に関し、どのような課題が

存在しているか）につき、把握することを試みる。 

 

(1) 拠点政策の変遷等 

我が国の産学連携の振興に関する政策、および、それらを包含する科学技術イノベーション政

策に関し、その変遷を整理した資料として、国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略セ

ンターの「日本の科学技術イノベーション政策の変遷」（2019 年 3 月）が挙げられる。 

当該資料では、科学技術イノベーション政策を俯瞰するために、「推進基盤」の軸を提示してい

る。この軸は、研究開発に必要な資金、人材、設備等のリソースを様々な角度から論じるための

切り口で、「基本政策と推進体制」、「人材育成」、「産学官連携」、「地域振興」、「知的財産・標準化」、

「研究基盤整備」、「研究開発資金」、「評価システム」、「国際活動」、「科学技術と社会」という 10

の領域に分類される。 

ここでは、産学融合や、その支援人材に関する政策に関連の深い、「基本政策と推進体制」、「産

学官連携」といった領域を中心に関連する政策の変遷を、前述の「日本の科学技術イノベーショ

ン政策の変遷」に基づき整理し、拠点政策の変遷等の把握につなげる。 

 

① 基本政策と推進体制について 

まず、政策の変遷を確認する。我が国の科学技術政策は、1995 年に定められた「科学技術基本

法」と、これに基づいて作成される「科学技術基本計画」を中心に実施されている。 

「第１期科学技術基本計画」（1996～2000 年度）では、「政府研究開発投資の拡充」、「競争的研

究資金の拡充」、「ポストドクター1 万人計画」などが定められ、我が国の研究開発そのものの強化

が関心の中心であった。 

その後の「第２期科学技術基本計画」（2001～2005 年度）や、「第３期科学技術基本計画」（2006

～2010 年度）では、優先的に資源配分を行う重点分野の設定などが行われた。 

「第４期科学技術基本計画」（2011～2015 年度）では、分野別の研究開発により縦割りに陥らな

いように、国が取組むべき課題を設定し、その解決に向けた研究開発の取組みを推進する「課題

達成型」のアプローチが重視されるようになってきた。加えて科学技術イノベーション政策にお

ける PDCA サイクルの確立や、その担保のための研究開発評価システムの改善・充実が必要であ

ると述べられた。 

「第５期科学技術基本計画」（2016 年度～）では、我が国を「世界で最もイノベーションに適し

た国」へと導くことを目指し、「超スマート社会の実現」（Society5.0）を強力に推進するとしてい

る。また、毎年総合戦略を策定し、計画進捗を把握するために、目標値と主要指標の設定を行う

ことを定めた。 

加えて、イノベーションに関係する戦略として、2007 年の長期戦略指針「イノベーション 25」
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や、2013 年に初めて制定された「科学技術イノベーション総合戦略」が挙げられる。 

2018 年には、これらの取組みを発展させ、基礎研究から社会実装・国際展開までを一気通貫で

実行するべく、政策を統合することを強く意識して、「統合イノベーション戦略」が策定された。 

このように、近年の科学技術政策は、「社会変革・社会課題解決をより重視するようになってき

ている」ことや、「プロジェクトごとの目標設定や、PDCA による管理・改善の実施。必要に応じ、

短期のうちに見直しを行うこと」が重要視されるようになってきている。 

 

次に、推進体制の変遷につき、産学連携の担い手である大学に注目すると、2006 年に「教育基

本法」の一部が改正され、大学の基本的な役割として、教育・研究に加え、社会貢献が盛り込ま

れるようになった。これにより、大学は地域社会への貢献や産学連携などの活動に一層積極的に

より組むようになった。 

2014 年には「国立大学法人法」の一部が改正され、大学のガバナンス改革を促進するため、大

学運営における学長のリーダーシップの確立に向けて、副学長・教授会等に係る規定が見直され

るとともに、国立大学の学長選考の透明化等を図ることが目指された。2015 年には、「国立大学経

営力戦略」により、個々の国立大学は、運営交付金の重点支援を受けるために、3 つのタイプ（「地

域に応える人材育成・研究の推進」、「分野ごとの優れた教育研究」、「世界トップクラスの卓越し

た教育研究」）から、自らの在り方を再定義することを求められた。 

結果、各大学は、学長を中心として自身の大学の在り方を検討することが求められるようにな

ってきており、教育・研究に関して、世界トップクラスを目指すのか、地域の要望等に応えてい

くのかを考える必要が生じており、また、地域や社会にどのような分野でどのように貢献するか

についても考えていかなければならなくなってきている。 

 

② 産学官連携について 

産学官連携の本格化のスタートにある政策として、1998 年の「TLO 法（大学等における技術に

お案する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律）」、と、1999 年の「日本版バイ・ド

ール条項（産業活力再生特別措置法）」が挙げられる。これらの政策以降、多くの大学において、

産学連携や知財管理等に関する部門が設置されるようになった。 

また、2001 年には、経済産業省が大学発ベンチャー創出促進を目的として「大学発ベンチャー

1,000 計画（平沼プラン）」を公表した。 

このように、大学と民間企業の結びつきを、大学からの知財の移転や、大学発のベンチャー企

業を増やすことで実現しようという取組みが 2000 年前後から見られるようになってきた。 

その後、「先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム」（2006～2018 年度）、「先端イ

ノベーション拠点整備事業」（2008～2011 年度）、「産学共創基礎基盤研究プログラム」（2010～2014

年度）などの事業により、『大学と企業が連携する拠点作り』に関する動きが進められた。 

加えて、2013 年からは「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」が開始され、

『社会ニーズを基に研究課題を設定し、大学や企業が結集して取り組む』という動きも強化され

ている。 

さらに、「次世代アントレプレナー育成プログラム」（2017 年度～）や、「オープンイノベーショ
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ン機構の整備事業」等を通じ、産学連携の拠点を、スピード感を持って、イノベーションを生み

出すプラットフォームへと発展させていこうという動きが見られる。 

以上のように、直近の産学官連携は、社会的な課題に関し、スピード感を持ってイノベーショ

ンを生み出して解決していくプラットフォーム拠点をどのように形成していくかということが課

題となってきている。 

 

③ その他の政策変遷について 

「基本政策と推進体制」、「産学官連携」以外の観点で政策の変遷を確認すると、「地域振興」に

おいて、「地域イノベーションクラスタープログラム（イノベーションシステム整備事業）」（2010

年度）、「地域イノベーション戦略推進地域」の選定（2011 年度～）、「地域イノベーション戦略支

援プログラム」（2011～2018 年度）などを通じ、地域の課題について、研究から事業化まで連続的

に支援することで解決していこうという取組みが見られる。これらの取組みは、「地域イノベーシ

ョン・エコシステム形成プログラム」（2016 年度～）や、「世界に誇る地域発研究開発・実証拠点

推進プログラム」（2015 年度～）、「地方大学・地域産業創生事業」（2018 年度～）などにも影響を

及ぼしており、産学連携、および、それを担う拠点においては、新たな事業を生み出すことで、

地方の雇用も生み出すことが重要視されるようになってきている。また、研究、事業、人材育成

等を一体的に扱い、地域の課題解決を図っていくことも求められるようになってきている。 

「研究基盤整備」では、研究設備は、共用等で利用効率を高めながら、優先度を決めて大型の

ものを導入していく方向へと進んでいることが提示されている。さらに、最近では、研究成果の

情報発信や、オープン化による研究加速などが重要になっていることが指摘されており、拠点形

成に際し、これらの観点への配慮も求められる。 

この他、「研究開発資金制度」では、研究のステージに応じた資金提供システムの整備、リスク

マネーの供給の重要性と、資金規模の大型化とイノベーション指向が強まっていることを踏まえ

て、「基金化」などの方法によって、複数年度での予算執行・管理に対応し、費目間流用の弾力的

な運用などを通じ、拠点として、よりお金を使いやすい状態を模索していく必要があることも指

摘されている。 

 

以上、基本政策の変遷等をまとめると、これからの産学融合拠点は、以下のような事項への対

応が重要になっているものと考えられる。 
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図表 2：拠点政策の変遷に見るこれらかの産学融合拠点に求められる特徴 

 

 

(2) 産学連携人材についての課題等 

産学連携について、産学連携が成果を挙げる要因の考察を行った研究や、産学連携において地

域との連携をどのように推進していくかを扱った研究等、いくつかの先行研究が存在するもの

の、特に、「産学連携を支援する人材」に注目した先行研究は多くはない。ただし、いくつかの

関連する先行研究が存在しており、TLO（技術移転機関）など研究機関において産学連携を担う

組織が備えるべき役割や、そこで活躍する人材について触れた研究、研究機関の研究活動を支援

する人材が持つべき能力や、能力の区分による類型化を試みた研究等が確認できる。 

高田仁，「産学連携支援人材の育成プログラム変遷に見る我が国産学連携の質的変化に関する

考察」（産学連携学 Vol13, No.2, 2017）では、各大学の産学連携を担う組織（産学連携本部

や TLO）を会員とし、人材育成やネットワーキングに取組む一般社団法人大学技術移転協議会の

年次大会のプログラム（2004年～）を分析することで、産学連携人材が向き合ってきた課題に

ついて整理している。 

まず、同研究では、プログラム内の各セッションを、「技術移転（ライセンシング）」、「共同研

究」、「ベンチャー」、「知財管理」、「契約管理／MTA（有体物移転契約）」、「利益相反」、「組織と運

営」、「URA（大学リサーチ・アドミニストレーター）」、「その他」に区分し、傾向の把握を試みて

いる。 

全体として、各セッション（技術移転、共同研究、知財管理など）について、当初は基礎とな

る知識や経験の共有を図る内容が多かったが、徐々に専門的な内容へと分化・深化していった傾

向が読み取れることが述べられている。 

また、ここ数年では、「ベンチャー支援」のセッション数が増加傾向にあり、大学発ベンチャ

ーの支援方法や成功事例の分析等が論じられていることや、「組織と運営」のセッションにおい

て、組織の自立（財務的な独立性の確保等）や若手人材の育成とキャリアパスに関する内容が多

いことが述べられている。加えて、2010年以降、「URA」（ユニバーシティ・リサーチ・アドミニ

ストレーター）に関するセッションが開始され、継続的に議論されていることが述べられてい

る。 

以上から、最近では、「専門的な知識・経験の共有」に加え、「いかに大学発ベンチャーを生み

出すか」、「拠点をどのように運営するか」、「URAを含め、拠点の人材をどのように育成するか」

が課題となっていると理解できる。 

 

⚫ 各拠点がそれぞれのビジョンを掲げながら、基礎研究から社会実装・国際展開までを一気

通貫で担うイノベーションを生み出し社会課題を解決することが強く求められるように

なってきている。 

⚫ PDCA 発想に基づく目標設定と進捗管理をしっかりと行っていく必要がある。 

⚫ 状況が大きく変化した場合にはスピード感を持って適宜目標の見直しも行う。 

⚫ 研究面の進捗のみならず予算面の進捗も管理することが重要。 
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次に、澤田芳郎,「産学連携の分化とコーディネータ」（小樽商科大学, 商学研究, 66巻, 1

号, 2015年）では、産学連携を担うコーディネータの役割が分化してきていることを述べてお

り、リエゾン型コーディネータと、プロデューサー型コーディネータとに区分して、それぞれの

役割を論じている。 

 

 

図表 3：産学連携の分化とコーディネータ 

 

（出所）澤田芳郎,「産学連携の分化とコーディネータ」（小樽商科大学, 商学研究, 66 巻, 1 号, 2015 年） 

 

リエゾン型コーディネータは、知財や大学教員を企業とマッチングし、ライセンシングや共同

研究等へと結びつけるような働きを行い、どちらかと言えば、「価値を発見」するような振る舞

いをする。 

一方で、プロデューサー型コーディネータと呼ぶべきコーディネータの仕事が現れてきている

ことを指摘している。プロデューサー型コーディネータは、「社会ニーズや公的資金の動きをモ

ニターする」、「時代に先駆けた産官学連携事業の構想を大学当局や意欲的教員とともに立案して

資金確保に当たる」、「教員も資金提供側も満足できるように事業推進する」、「事業としてのビジ

ネスモデル、収支の見通しを立てる」ことが求められ、どちらかと言えば、「価値の実現」をす

るような振る舞いをする。 

 このように、各大学の産学連携を担う組織で働く人材は、知財の流通や共同研究の推進のみな

らず、拠点における連携の構想や、事業・ビジネスとして成立・成功させる視点・能力が求めら

れるようになってきていると理解できる。 

 

伊藤正実，「『多能工型』研究支援人材養成コンソーシアム事業のコンセプトと産学連携・研究

支援人材に必要なスキル」（産学連携学, Vol.12, No.2, 2016）では、大学の URAやコーディネ

ータの役割に着目し、研究プロジェクトの企画立案から、成果の創出までのプロセスに必要な要

素として、下記の６つのスキルが必要であると述べている。 
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図表 4：プロジェクトの企画から実行までに研究支援人材に必要な要素 

 

（出所）伊藤正実，「『多能工型』研究支援人材養成コンソーシアム事業のコンセプトと産学連携・研究支援人

材に必要なスキル」（産学連携学, Vol.12, No.2, 2016） 

 

高橋真木子，「URAの定着におけるスキル標準の役割とそれを用いた機能分析」（産学連携学, 

Vol.12, No.2, 2016）では、平成 25年度に、URAを配置している 69の大学・機関に対して行わ

れた調査から、今日の URA に求められる実績や能力について整理している。 

同調査では、URAに求められる実績や能力の上位として、「企画・提案能力」、「外部資金情報

の収集、分析」、「教員、政府、企業等ステークホルダーとのコミュニケーション」、「科学技術関

連の政策動向の知識」、「産学連携に関する知識」が際立っていると指摘している。 

 

これらの先行研究を踏まえると、最近の研究支援人材は、資金の獲得から、研究内容の企画、

そしてステークホルダーとの調整を通じ、特定の研究についてビジネス化を前提としたプロジェ

クトとして推進していくことが求められていると理解される。 

 

また、高橋真木子・吉岡（小林）徹，「日本の URAの役割の多様さとその背景、総合的な理解

のためのフレームワーク」（研究技術計画, Vol.31, No.2, 2016）では、URAの役割が多様にな

っていることを述べながら、３つのタイプに類型化することを試みている。 

この中で、「システム最適化人材型」の存在を指摘している。同人材は、前述した、特定のプ

ロジェクトの資金収集や研究企画から、ステークホルダーの調整を通じ、成果創出までの活動す

る研究支援人材の役割を、よりメタな視点で担う人材であり、拠点の戦略を考え、拠点の資源配

分の最適化等を考える業務を担当し、拠点が推進する複数のプロジェクトの全体のバランスを意

識しながら、拠点運営の最適化を図っていく役割を担っている。 

このように、最近の研究支援人材は、拠点で進められる特定プロジェクトに一気通貫で関わる

ことのみならず、拠点そのものの在り方・戦略を考え、資源配分の最適化等を通じて、個別のプ

ロジェクトの成果をより大きくし、拠点の機能や存在感をより強めていくような役割も期待され

るようになっていると理解できる。 

  

⚫ 大学の文化の理解と研究内容の把握 

⚫ 知財管理と契約 

⚫ コンプライアンスとリスク完治 

⚫ 競争的研究資金に関わる知見 

⚫ 企業の研究開発活動への理解 

⚫ プロジェクト関係者の調整 
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図表 6：従来型のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 

 

（出所）CIO” What Is an Entrepreneur in Residence and Why You Need One”より日本総

研作成 

近年では、MITやコーネル大学、ハーバード・ビジネススクールなどの大学が、ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ･ｲ

ﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽを一定条件で受け入れて、大学の管理下におくケースが出ている。ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ･ｲﾝ･ﾚｼﾞ

ﾃﾞﾝｽは、大学にあるシーズを探索・紹介する（➀～④の活動）とともに、学生の質問に回答する

等の活動をする（⑤）他、調査研究や新たなプログラム開発等で大学に協力（⑥）する。 

実績のある起業家の体験談を直接聞き、保有するアイデアや技術の事業化にアドバイスをする

ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽの存在は、学生にとっても魅力的で、優れたｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽを確保

できれば、大学の特色となる。ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽにとっても、大学のシーズにアクセスしや

すくなるほか、大学のネットワークで新たな分野の知見を得られるなど、大学制度の中で活動が

出来ることはメリットとなる。 

 

図表 7：大学院/ビジネススクールが設置する新たなタイプのｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 

 

（出所）CIO” What Is an Entrepreneur in Residence and Why You Need One”より日本総研作成 

 

以下に、アメリカやイギリスの大学およびビジネススクールで行われているｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ･ｲﾝ･ﾚｼﾞ
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④既存の「境界」を破壊するイノベー

ションを目指す 

地域内の特定の産業セクターの競争力強化を目的とする

ものではなく、狭義のセクターを超えて、バリューチェ

ーンを構成する特定の機能（functions）や活動

（activities）に焦点を当てた取り組みとしており、場

合によっては地域をも超えた取り組みを展望している。 

⑤絶え間ない省察により自らの取り組

みをもイノベートしていくことを目指

す 

地域の戦略は環境変化や自らの実行結果等の影響により

変化していくべきものであることから、定期的なモニタ

リングや評価を重視し、学習による不断の更新（変えな

いことも１つの選択肢として）を前提にしている。 

（野村・2016、European Commission・2017に一部加筆） 

 

スマート・スペシャリゼーション戦略の標準的な取組プロセスは以下の通り（Giuseppe 

Pronesti・2019）。 

 

図表 18：スマート・スペシャリゼーション戦略の取組みプロセス 

 

 

一連の取組みのなかでも企業家的発見プロセス（EDP : Entrepreneurial Discovery 

Process）が最重要とされている。 

 

 

図表 19：企業家的発見プロセスの考え方 

⚫ EDPとは包摂的かつ相互的なボトムアッププロセスである。そこでは、異分野（政策、ビジネ

ス、アカデミア等々：The Quadruple Helix）からの参加者が新たなアクティビティを発見・
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創造し、潜在的な機会を定位することになる。政策立案者は実現すべき成果を展望し、その潜

在的可能性の実現方法を評価する。 

⚫ EDPは多くの地域や組織、大学、顧客やユーザー、特定のサプライヤー（地域外に存在）等に

断片的に散在している企業家的知識を、連携やパートナーシップを通して統合することを追求

する。 

⚫ EDPは新たな技術的・市場的機会が潜む領域の探求と開拓から構成されている。そこから、実

際的で魅力的な夥しい数のイノベーションが出てくることが期待されている。 

（出所）欧州委員会の HP  （http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp） 

 

企業家的発見プロセスの効果をあげるには、企業家的エージェントの参画が肝だとされ、潜在

的なステークホルダーの関与を如何に得るかがポイントとなる。とりわけ、地域政府や議会、行

政の役割が重要であり、スマート・スペシャリゼーションの成果等の評価と、企業家的知識の集

積・連携を促進する要となるアクターとしての役割が期待されている（Klaus Detterbeck ・

2018)。 

 

図表 20：企業家的発見プロセスのアクター 

 

 

先述の通り、EU委員会は、スマート・スペシャリゼーションは地域のアクターの「企業家的

発見の過程」を重視するが、それを促進するためには、単なるＲ＆Ｄ投資助成では難しいとの認

識を持っている。企業家的発見プロセスの手厚い支援も用意されている。その１つとして、2011

年 6 月に欧州委員会は「スマート・スペシャリゼーション・プラットフォーム1」が設立され

た。各種アクターの参加を促し、専門家や担当者のワークショップ等を開催し、政策策定、評価

等の支援を行っている（長尾・2017）。当該プラットフォームは Smart Specialisation 

Strategy (S3)の設計と実行のアドバイスを提供するものであり、具体的には、「知識の提供」、

「戦略形成の支援」、「学習の促進」、「データの蓄積と共有」、「政策立案者の研修」の５点が挙げ

られている。 

                                                        
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/  
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加えて、スマート・スペシャリゼーションを各地域が実践する上では、民間のコンサルティン

グファームによるサポートも重要な役割を担っている。具体的には、技術の仲介斡旋、研究開発

統合管理、知的財産権管理、革新的ソリューションやビジネス、投資等の収益化計画に関するコ

ンサルティング・サービスなどが提供されている。 

 

図表 21：参照した文献等 

 長尾・2015 「エコロジー的近代化とスマートスペシャリゼーションーヨーロッパ 2020とそ

の地域政策をめぐって」長尾伸一著、経済科学第 63巻第 2号、2015 年 

 長尾・2017 「「欧州 2020」戦略とその地域政策をめぐって」長尾伸一著、『欧州統合と社

会経済イノベーション~地域を基礎にした政策の進化』八木紀一郎・清水耕一・徳丸宜穂編

著、日本経済評論社、2017年 

 野村・2016 「イノベーション・エコシステムの形成に向けて─EUのスマート・スペシャリ

ゼーション戦略から得られる示唆─」野村敦子著、 JRI レビュー Vol.6, No.36、2016年 

 European Commission・2017 「HORIZON 2020 IN FULL SWING — Three Years On - Key facts 

and figures 2014-2016」Directorate-General for Research and Innovation 著、EU委員

会、2017 年 

 Giuseppe Pronesti・2019 「Life Cycle of Clusters in Designng Smart Specialization 

Policies」 Giuseppe Pronesti 著 、Springer、2019 年 

 Klaus Detterbeck ・2018 「Framework Document Based on existing EDP Analyses and 

Regions‘ Experiences」Klaus Detterbeck 著，EU委員会、2018年 
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る。 

④【行政主導】行政主導の戦略に大学・企業が参

画し形成された拠点 

１つのタイプとして行政主導の拠点形成が有る。

そこでの拠点トップのマネジメントも行政との連

携が重要な要素になるものと考えられる。 

⑤【経営陣】強力な経営陣がエンジン役として機

能している拠点 

拠点として成果を挙げ続けるためには、自然体で

はなく、トップの意図的なマネジメントで半ば強

引に牽引するフェーズがあるものと考えられる。 

⑥【私立大学】私立大学が主要な役割を担ってい

る拠点 

特に自然科学系の研究では国公立の存在が目立つ

中、私立大学であっても特徴的な戦略で有力な拠

点を形成できるものと考えられる。 

⑦【大学主導】大学主導の戦略に企業・行政が参

画し形成された拠点 

１つのタイプとして大学主導の拠点形成が有る。

そこでの拠点トップのマネジメントも大学との連

携が重要な要素になるものと考えられる。 

 

 

以上の観点の内、いずれか複数の点で特徴あると認められた５拠点（次表に示す）を本調査にお

ける調査対象とした。 
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図表 35：5拠点の選択基準等 

 

 

地域 青森県 愛媛県 静岡県 石川県 神奈川県
大学 弘前大学 愛媛大学 静岡大学 金沢工業大学 慶應義塾大学･東京工業大学
行政 青森県・弘前市 愛媛県・愛南町 浜松市 ISICO（石川県） 神奈川県・川崎市、川崎市産業振興財団

テーマ 産官学民協働のヘルスケア 養殖産業創出 光応用技術 炭素繊維複合材 ライフサイエンス・環境

① 【広域】（隣接する）複数県に跨る広域の連携となっている拠
点（複数県の大学・企業の共同開発で成果を挙げている事例な
ど）

－ － － － －

① 評価の理由

コホート研究（データの収集）拠点として、弘前大学
の他、京都府立医科大学、和歌山県立医大、九州
大学、名桜大学と連携。
収集されたデータの解析は、京都大学、東京大学、
名古屋大学などでDB解析チームを組織。参画企業
としても、地元企業から都内に本社を置く大企業まで
多岐に渡る。（※6）
※東京等との連携はあるが、隣接広域性については
限定的。

和歌山県でもスマの養殖を検討しているが、ライ
バル関係であり、協業はない。

浜松市や、銀行17社、地元企業6社、大学５
つ、その他の組織５つと連携協定を結んでい
る。

地元企業のほか、他地域に立地する企業（主に
大企業）も参画。大学も、地元の金沢大学・北陸
科学技術先端大学のほか、岐阜大学、京都大
学、岡山大学などが参加。また、物質・材料研究
機構などの研究機関も参加。地元企業の小松
マテーレは、京都大学、物質・材料研究機構と
共に、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）につい
て成果を挙げた事例あり。※ただし、隣接広域
性については限定的。

慶應義塾大学、川崎市、各企業、他大学も活動
を推進しているが、活動範囲は川崎市殿町が中
心であり､広域性はみられない。

②【連続的成果】具体的な成果を連続的に生み出している拠点 ◎ ○ ○ ○ ○

② 評価の理由

多数の社会実装(事業化)を実現
（事例）
腸内細菌検査キット販売開始
（テクノスルガ・ラボ、北海道システム・サイエンス）

健康管理アプリの提供開始
（マルマンコンピュータサービス）

健康レシピコンテスト（楽天レシピ）
（楽天）

など。

2013年の研究開始から、完全養殖の成功、ブラ
ンド「伊予の媛貴海」の立ち上げと成果を創出。
完全養殖には成功。2019/11 には、愛媛産のス
マを媛スマと総称することを発表。

共同研究数は毎年増加（年200件を超える）し
ており、大学発ベンチャーも31社ある。
また、大学の研究シーズを地域企業のものづく
りに活かす取り組みとして、浜松市静岡大学等
が連携しA-SAP事業を推進し、製品化・事業化
に繋がっている。。

・金沢大学ICCは、H25年に、三井物産株式会
社と、炭素繊維複合材料による自動車部品等製
造の新製法に関する実証研究を行うことで合
意。
・三谷産業株式会社と連携して橋梁補修での大
幅な工期の短縮とコストの削減を可能とする「高
接着性CFRPシート」の研究開発を開始。

３つの国プロジェクトを通じ、ライフサイエンス分野
の研究開発で、成果を挙げている。また、その成
果について、民間企業へのライセンス・アウトが
行われるなど、ビジネス化に向けた動きも活発に
進められている。

③【産業界主導】産業界主導の集積（拠点化）が進み、そこに大
学が追随する形で一定の役割を果たしている拠点

－ － ◎ ○ －

③ 評価の理由
大学主導の取組であり、そこに産業界が集積してい
る状況。

愛媛大学と愛媛県が主導。

浜松市は昔から繊維・楽器・自動車などのもの
づくり産業が活発であり、浜松市主導で2000
年あたりからJSTや文科省の事業を受けなが
ら（計7個）光産業を中心とした産業集約を行っ
てきた。2017年には静岡大学浜松キャンパス
内にフォトンバレーセンターという綜合コーディ
ネート機能を持つ、中核支援組織を設立してい
る。センター長は元静岡大学の学長であり、静
岡大学が大きく関与している。

地域には、もともと素材関連メーカー等が一定数
集積しており、複合材料の研究ニーズがある中
で、大学が取組みを強化していると捉えることが
できる。
大学が実験設備等を保有し、企業側がそれを効
果的・効率的に活用する動きが確認され、産業
界側が、上手く大学を活用しているという側面も
見受けられる。

川崎市が主体的な取組みを進めており、企業が
大学を巻き込んだ形ではない。

④【行政主導】行政主導の戦略に大学・企業が参画し形成され
た拠点

○ ◎ ○ － ◎

④ 評価の理由

青森県の「青森ライフイノベーション戦略」や弘前市と
もの協働がなされている。弘前大学が果たす役割は
大であるが、行政も主要な政策の1つと位置付けて
取り組んでいると理解できる。

愛媛県が主導し、愛南町、愛媛大学、養殖業者
と推進。事業化予算も愛媛県から。

上記の産業集約に大きく貢献しているのが、
浜松市56％、静岡県18％の出資で設立されて
いる公益財団法人浜松地域イノベーション推
進機構であり、そこへ大学、企業が参賀して
いった経緯が見られる。

・公益財団法人石川県産業創出支援機構
（ISICO）が、「石川次世代段行創造ファンド助成
事業」で、上述の「高接着性CFRPシート」を採択
する等の動きが確認されるが、行政が主導して
いるというよりは、産学の取組みをサポートして
いる状況。

拠点となっている殿町は、川崎市が主体的に取り
組み、オープンイノベーションによる新産業創出を
目指している。特にライフサイエンス・環境分野の
イノベーションの実施を目指して各取組を進めて
いる。

⑤【経営陣】強力な経営陣がエンジン役として機能している拠点 ◎ ◎ － － ○

⑤ 評価の理由

拠点長は岩木健康増進プロジェクトの発起人の一
人。官民を巻き込んだプロジェクトを推進した人物。
事業統括（ＰＬ）、戦略統括（ＳＬ）、社会実装統括（Ｉ
Ｌ）は全て産業界から招聘。

事業プロデューサーとして、水産業において様々
な経歴（水産商社、アメリカにおいてボストンマグ
ロやヒラメでの事業化など）を持つに西永氏を招
聘。

幹部には工学博士や教授が多い。
研究成果の事業化についての経験を有する人
材を配置した様子が確認できず、イノベーショ
ン創出・社会実装等の観点からは、経営陣が
エンジンとなって機能しているとは認められな
い。

COIにおいては、民間企業の人物をトップに据え
ており、また、大学内に設置した革新複合材料
研究開発センターにも民間出身者が複数存在。
しかし、事業化等を推進する役割等について
は、顕著な取組みが確認されず、経営陣のエン
ジン役機能は限定的と判断される。

川崎市産業振興財団が進める取り組みでは、東
京大学の木村特任教授、片岡特任教授が着任
し、片岡特任教授のネットワークの活用等を通
じ、幅広い機関との連携を実現している。

⑥【私立大学】私立大学が主要な役割を担っている拠点 － － ○ ◎ ○

⑥ 評価の理由
コホート研究拠点およびデータ分析を実施する主要
大学は、国公立大学で占められる。

国公立・私立とも他大学内との連携はない。

静岡大学はH23年から光創生大学院大学と包
括連携協定を結んでいる。
光創生大学院大学からの起業数は23社と多
数あり、本取組みにおいて一定の役割を果た
しているものと考えられる。

中核機関は金沢工業大学が担っている。
様々な大学が関与している。中でも、慶應義塾大
学は、1つの国プロについて中心的な役割を担っ
ている。

⑦【大学主導】大学主導の戦略に企業・行政が参画し形成され
た拠点

◎ ○ － ○ ○

⑦ 評価の理由

2005年、弘前大学の中路教授（現COI拠点長）らが
発起人となって「岩木健康増進プロジェクト」が源流。
COI採択以前から官民の協力を得て、プロジェクトを
推進。

研究は主に愛媛大学が主導。
産業・行政主導となり、形成された拠点である
が、その流れに共同する形で、大学が戦略的
に技術関係の発展を牽引している。

金沢工業大学は、拠点運営上は中心的な役割
を果たしている。

川崎市主導で進んでいる様子が見られる一方
で、慶應義塾大学や東京工業大学には、大学と
しての戦略的な拠点形成を目指している様子が
見受けられる。それゆえ、大学主導の傾向も一定
程度認められると考える。

※公的支援策の活用状況

・2013年 文部科学省から革新的イノベーション創出
プログラム「COI STREAM（※１）」の採択。（※2)

→2016年 中間評価で[最高評価S]を獲得

・青森県 県内外の企業との連携支援（※3）

（支援内容：委託先公募（※4））

・弘前市 シンポジウムの共催(※5)、ひろさきライフ・イ
ノベーション推進協議会（※7）

・2017年 文部科学省「地域イノベーション・エコシ
ステム形成プログラム」に愛媛大学と愛媛県が共
同申請した「『えひめ水産イノベーション・エコシス
テムの構築』～水産養殖王国愛媛発、「スマ」を
モデルとした新養殖産業創出と養殖産業の構造
改革～」が採択。

・グローバル型（第二期）（H19～H23年度）浜
松オプトロニクスクラスターに採択。
・国際競争力強化地域（H24～H28年度）に浜
松・東三河ライフフォトニクスイノベーションとし
て採択。
・地域イノベーション・エコシステム形成プログラ
ムに、「光の尖端都市「浜松」が創成するメディ
カルフォトニクスの新技術」として採択。
→上記プログラムの事業の一環として静岡大
学発ベンチャーのブルックマンが2021年株式
上場を目指している。半導体会社であり、8K放
送向けカメラに使うイメージセンサーなどで成
長を狙う。

・JSTのCOI（H25年開始）に、「革新材料による
次世代インフラシステムの構築」として採用。
・また、文部科学省の「地域資源等を活用した産
学連携による国際科学イノベーション拠点整備
事業」整備事業に採択され、ICC（革新複合材料
研究開発センター）を金沢工業大学やつかほリ
サーチキャンパスに設立。
※COIで研究リーダーの鵜澤潔（金沢工業大学
大学院工学研究科 高信頼ものづくり専攻 教
授）さんは、ICCの所長を務める。

・リサーチコンプレックス推進プログラムに、「世界
に誇る社会システムと技術の革新で新産業を創
るWellbeing Research Campus」として採択。
・産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラ
ムに、「PeOPle共創・活用コンソーシアム」として
採択。
・慶應義塾大学は、「創薬」分野でオープンイノ
ベーション機構に採択。
・「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合
特区」に採択。
・東京工業大学は地域イノベーション・エコシステ
ム形成プログラムに、「IT創薬技術と化学合成技
術の融合による革新的な中分子創薬フローの事
業化」として採択。
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2013 年に COI ストリームの採択を受けて以降、「健康ビッグデータ」は他大学を巻き込みさら

に拡大している。コホート研究拠点として、「京丹後コホート」を実施する京都府立医科大学や世

界的に知られる「久山町研究」を率いる九州大学医学部がサテライト拠点として加わり、データ

収集のフィールドを拡大している。また、2015 年度より九州大学が主導する「健康長寿社会の実

現を目指した大規模認知症コホート研究」に加わり、弘前市と連携して高齢者健康調査「いきい

き健診」を実施するなど、全国各地の大学と連携・協働することで、データの集積をおこなって

いる。 

 一方で、データ分析に関しては、京都大学（医）や東京大学（医）、東京大学医科学研究所、名

古屋大学（医）からバイオインフォマティクスや生物統計などの専門家を迎え、ビッグデータ解

析体制を強化して最先端の研究を推進し、AI（人工知能）を適用してビッグデータから新たな価

値創出をめざしている。また、弘前大学内の拠点にスーパーコンピューター「IWAKI」を設置し、

次世代シーケンサーで解読したゲノム配列や腸内細菌のメタゲノムのような大容量のデータを含

む包括的な健康ビックデータ解析を行うため、最先端の技術が取り入れられている。 

 

（イ） 拠点推進の体制 

拠点は、拠点長が本プロジェクトの大方針である、産・官・学・民のそれぞれに対しビジョン

を示し、それを実現するための戦略策定やプロジェクトマネジメント、各ステークホルダーとの

利害調整を右腕的存在のコーディネーター（以下、右腕コーディネーターと記す）が担当する。 

拠点長は弘前大学医学部教授に就任されており、青森県において影響力の大きな存在であった

と考えられる。2005 年から開始された岩木健康増進プロジェクトの立ち上げにおいても、「短命県

の返上」に対する極めて高いモチベーションが関係者を動かす最大の原動力になったことは間違

いないが、加えて、ポジションによる発言力や影響力の大きさも 1 つの重要な促進要因になった

ものと推察される。 

一方で、右腕コーディネーターは拠点長が掲げるビジョンを戦略に落とし込み、自らそれを遂

行しつつ、高いコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、行動力から拠点の価値を全

国に広めていった。拠点は最初から注目されてきたわけではなく、まだ拠点の知名度が低かった

頃には、右腕コーディネーターが企業往訪と拠点の説明を繰り返すなど地道な活動を行ってきた

ことが現在の拠点に繋がっている。 

また拠点には、リサーチアドミニストレーター（URA）が共同研究における具体的成果の創出

を支援する。URA のうち１名は知財を担当しており、知財に関しては、常駐の弁理士 1 名と非常

勤の知財担当 1 名もいる。URA は形式的には 5 名おけるが、弘前大学の URA は現在 2 名。アシ

スタント含めると 3 名の体制。そのため各 URA はマルチタスクで活動している。 
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図表 37：弘前大学の体制図（日本総研作成） 
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また、同拠点では、事業統括（PL）や社会実装統括（IL）は産業界の人材が登用されており産

業界との連携がしやすいような工夫がなされている。特に事業統括は地元である弘前市に本社を

持つ、マルマンコンピュータサービス株式会社から招致するなどし、地元企業の産業創成や青森

県のヘルスケア産業創出の取り組みを積極的に支援している。また、大企業の人材が拠点の要職

となることを避けることで、特定の企業との連携のみで完結することなく、様々な企業との連携

を可能としている。 

多種多様な社会実装および共同研究が同時並行で推進するために、次世代健康科学イノベーシ

ョンセンターを設置し、その下に社会実装推進グループや BD（ビッグデータ）解析タスクチーム

などの組織を配置。体系的な組織体制として、一つ一つのプロジェクトを推進する。その一方で、

右腕コーディネーターがそれぞれのグループに参画し、横串を指す形で各グループをマネジメン

トすることで、安定したプロジェクトの成果を創出している。 

 

図表 38：弘前大学 COI拠点のガバナンス体制 

（出所）弘前大学 COI の HP  (http://coi.hirosaki-u.ac.jp/web/outline_c.html） 
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（ウ） 取組成果 

ⅰ）社会実装 

 本拠点では、大小合わせた様々な社会実装が行われ、また共同研究も盛んにおこなわれている。

共同研究における大きな特徴として、ライオン株式会社と花王株式会社等同業他社が同時に共同

研究・寄附講座を開設している点が挙げられる。これは本拠点において、先行して共同研究契約

を締結した企業と重複しない研究テーマであれば、同業の企業でも共同研究契約を締結できると

いう明確なルールを作り、これに則って運用されており、なおかつ、拠点が保有するデータは超

多項目のビッグデータであるため、研究テーマも多岐に設定可能であることが、この制度を可能

としている。 

 

図表 39：主な社会実装 

 健診センター・医療機関連携システムの開発 ［マルマンコンピュータサービス］ 

 脳疾患におけるオミックス解析技術を利用した解析ツールの開発 ［東北化学薬品］ 

 健康度検査システム，健康改善製品の開発 ［テクノスルガ・ラボ］ 

 「運動の習慣化」スキームの開発 ［イオンリテール］ 

 個人の健康維持および疾患予防に最適な食事提供サービス ［花王］［栄研］ 

 疾病の予防に有効な食素材やその成分，食習慣に基づく予防法の提供 ［カゴメ］ 

 高齢者における健康情報データと嗅覚の関係性の解明 ［エーザイ］ 

 新たな健康指標の開発と製品・サービスの提供 ［協和発酵バイオ］ 

 口腔ケア及び睡眠ケア研究と BD 解析の融合による認知症・生活習慣病の予防法開発と社

会実装 ［ライオン］ 

 生活習慣病予防及び健康教育・啓発に活用できる生活活動記録機器の普及 ［オムロンヘル

スケア］ 

 生活習慣病評価系ならびに常在細菌メタゲノム解析系の構築 ［北海道システム・サイエン

ス］ 

 生活習慣病の予防法の確立 ［生命科学インスティテュート］ 

 疾患予兆バイオマーカーの開発 ［シスメックス］ 

 ビッグデータを用いた冷えとフレイルの関連因子の探索 ［クラシエ］ 

 ビッグデータを用いたスポット/トータル水分摂取と健康の関係把握 ［サントリー］ 

 婦人科疾患とエクオールとの関係解析 ［大塚製薬］ 

 未病予想モデルの開発 ［明治安田生命・ミルテル］ 

（出所）弘前大学 COI の HP  (http://coi.hirosaki-u.ac.jp/web/social.html） 

 

図表 40：主な共同研究講座（14共同研究講座創設 2019年 11月 5日時点） 

 ライオン株式会社 オーラルヘルスケア講座（2016 年 5 月 1 日～2019 年 3 月 31 日） 

 花王株式会社 アクティブライフプロモーション学研究講座（2016 年 12 月 1 日～2019 年

11 月 30 日） 
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 クラシエホールディングス株式会社 QOL 推進医学講座（2018 年 4 月 1 日～2021 年 3 月

31 日） 

 ハウス食品グループ株式会社 食と健康科学講座（2018 年 6 月 1 日～2021 年 5 月 31 日） 

 （出所）プラチナ大賞の HP (http://www.platinum-network.jp/pt-taishou2019/doc/pt7_01.pdf) 

 

 

 このような取り組みが評価され、2018 年度第一回オープンイノベーション大賞で内閣総理大臣

賞（最高賞）、2019 年度プラチナ構想ネットワーク主催「第 7 回プラチナ大賞」で大賞・総務大臣

賞（最高賞）を受賞している。 

 

（エ） 得られた示唆 

ⅰ）コアコンピタンスの存在 

弘前大学 COI は、14 年間にわたり 1000 人 2000 項目の健診データ（「健康ビッグデータ」）を収

集したことが拠点成功の大きな鍵となっている。多項目のデータがあることで、一つの測定項目

と他の 2000 項目との関係性を調査することが可能となり、単一の測定項目では研究テーマになり

にくい場合でも他の 20000 項目のデータとの関連性を調査することによりイノベーティブな知見

を得ることができる。また、データの収集には大学・地域の協力が欠かせないが、短命県および

地方創成という地域の課題を同時に解決するコンセプトを掲げ、弘前大学の医学部教授であった

拠点長が短命県の返上に向けた中長期的なビジョンを示した上で強力にリーダーシップを発揮し

たことにより、産官学民が一体となって健診プロジェクトに取り組むことに成功している。COI に

採択されて以降も、京都府立医科大学や九州大学医学部をサテライト拠点として加え、産業界が

必要とするデータや特殊な機器を必要とするデータを新たに取得するなどし、健康ビッグデータ

の価値を高めている。また、拠点にスーパーコンピューターを設置し、データ解析を行うための

最先端技術を取り入れるなどし、データの価値向上に対し継続的かつ積極的に取り組んでいる。 

 

ⅱ）産業界との連携 

健康ビッグデータを産業界で広く活用してもらうための取り組みとして、初期段階では産業界

に拠点の取り組みを広く認知してもらい共同研究や寄付講座の開設に繋げる必要がある。このフ

ェーズにおいては地道な営業活動が必要であり、初期からこの役割を右腕コーディネーターが担

っている。 

また、先行して共同研究契約を締結した企業と重複しない研究テーマであれば、同業の企業で

も共同研究契約を締結できるという明確なルールを作り、一社との連携に依存せず、多種多様な

企業と連携できていることが本拠点の成功の一因となっている。 

共同研究契約を締結したのちのマネジメントにも注力している。東京に本社を置く企業には、

右腕コーディネーター自ら赴き密にコミュニケーションをとることで、成果を創出するためのサ

ポートを実施している。企業に共同研究としての実績を上げてもらい、これにより企業における

拠点の価値をさらに向上させることに成功し、現在では約 50 の共同研究契約を締結するに至って

いる。 
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ⅲ）地域に根差した活動 

平均寿命が男女ともに最下位である青森県の社会課題を解決し、「短命県を返上する」という明

確な目的意識を掲げている点も大きな特徴である。その上で、地元産業界では利益や健康経営、

県や市区町村など地方自治体は地元住民の健康や医療費の削減そして地方創成、住民は自身の健

康という、それぞれの関心事を的確に捉えプロジェクトを推進している。地元企業に対しては、

弘前市に本社を持つ、マルマンコンピュータサービス株式会社をはじめ、地元企業の産業創成お

よび青森県のヘルスケア産業創出を健康ビッグデータの提供により支援している。また地方自治

体に対しては、地元企業を応援する地方創成に加え、地元住民の健康増進を積極的に支援し、青

森県の全市町村が健康宣言を実施するに至っている。住民への働きかけとして岩木健康増進プロ

ジェクトでは、啓発型健診を開発し、通常数週間かかる健診結果を即時に返却し、その場で課題

の解決までを提案、また県内の小中学校での講演やセミナーなど地域住民への積極的な働きかけ

により、健康増進リーダーや健康づくりサポーターを住民へ委嘱するなど、住民との連携も強化

している。以上のように、様々なステークホルダーのそれぞれの関心事を拠点の一つのプラット

フォームの上に乗せることで、関わる産官学民のすべてが Win-Win となるように仕組みを構築し

ている。 
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 このうち、53 の組織が「キングスカイフロントネットワーク協議会」に加入しており、会員相

互の交流や、地域住民との交流・地域課題の解決等に関する取組みを行っている。 

 

図表 41：キングスカイフロントの主な立地機関 

⚫ アキュルナ株式会社 

⚫ アズワン株式会社 ソリューションリサーチラボ 

⚫ 株式会社アルバコーポレーション エニ―ラボラ

トリー 

⚫ 株式会社遺伝子治療研究所 

⚫ SBI ファーマ株式会社 

⚫ 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究

所 殿町支所 

⚫ 川崎市環境総合研究所 

⚫ 川崎市健康安全研究所 

⚫ 公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノ医療イノ

ベーションセンター（iCONM） 

⚫ クリエートメディック株式会社 研究開発センタ

ー 

⚫ 慶應義塾大学殿町先端研究教育連携スクエア（殿

町タウンキャンパス） 

⚫ 国立医薬品食品衛生研究所 

⚫ 株式会社理研ジェネシス 

⚫ シスメックス株式会社 

⚫ 公益財団法人実験動物中央研究所 

⚫ ジョンソン・エンド・ジョンソンインスティテュ

ート東京サイエンスセンター 

⚫ 株式会社生命科学インスティテュート 再生医療

部門 殿町 CPC 

⚫ 大日本住友製薬株式会社 

⚫ タカラバイオ株式会社 

⚫ 株式会社天然素材探索研究所 

⚫ 東京工業大学 中分子 IT 創薬研究推進体(MIDL) 

⚫ 株式会社同仁化学研究所 

⚫ ナノキャリア株式会社 

⚫ 公益社団法人日本アイソトープ協会 川崎技術開

発センター 

⚫ 日本メドトロニック株式会社 メドトロニックイ

ノベーションセンター 

⚫ 一般社団法人日本薬理評価機構 (PEIJ) 

⚫ 株式会社バイオテック・ラボ 

⚫ ファーマバイオ株式会社 

⚫ 富士フイルム富山化学株式会社 川崎ラボ 

⚫ ブライトパス・バイオ株式会社 

⚫ 株式会社ブレイゾン・セラピューティクス 

⚫ ペプチドリーム株式会社 

⚫ 三菱倉庫株式会社 

⚫ 株式会社メトセラ 

 

（出所）KING SKYFRONT 立地機関一覧 (2019 年 3 月発行) 

 

 また、2013 年に、後に設立される川崎市産業振興財団  ナノ医療イノベーションセンター

（iCONM：アイコン、Innovation Center of NanoMedicine）は、革新的イノベーション創出プログラ

ム（COI STREAM）に、「スマートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベ

ーション拠点」として採択され、産学官の連携による研究が推進している。川崎市では、上記の

取組みを COINS（コインズ、Center of Open Innovation Network for Smart Health）と呼称されてお

り、東京大学、東京医科歯科大学、東京工業大学などと共同で研究を進めているほか、ライフサ

イエンス分野で活動する他の大学・研究機関や、大企業・ベンチャー企業等が計 20 機関以上、

COINS の研究体制に名を連ねている。COINS では、「全ての医療機能が人体内に集約化される『体

内病院®』の実現」を目指しており、ウイルスサイズのスマートナノマシン®が、体内の微小環境

を自律巡回し、24 時間治療・診断を行うことの実現に向けた取組みを進めている。 
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2015 年からは、キングスカイフロントエリア内で、iCONM が運営を開始。同センターは、ライ

フサイエンス分野の研究機関が入居する施設であり、「１つ屋根の下（アンダー・ザ・ワンルーフ）」

の発想の下で、オープンイノベーションによる取組みを進めている。施設では、共用の研究設備

や会議室を備えるほか、各機関の研究居室の中心には、コミュニケーションエリアを設け、多様

な分野の研究者を磁石のように引き付け、交流の機会を増やし、新たな発想やアイデアを生み出

す場所（マグネットエリアと呼称）を提供している。 

 このほか、慶応義塾大学を中核研究機関とした「世界に誇る社会システムと技術の革新で新産

業を創る Wellbeing Research Campus」に関する取組み（2015 年度～）が、国立研究開発法人科学

技術振興機構（JST）の「リサーチコンプレックス推進プログラム」の下で進められており、また、

東京工業大学を中核研究機関とした「IT 創薬技術と化学合成技術の融合による革新的な中分子創

薬フローの事業化」に関する取組み（2017 年度～）が、文部科学省の「地域イノベーション・エ

コシステム形成プログラム」の下で進められている。 

 このように、川崎市が整備を進めてきたキングスカイフロントでは、COINS の取組みのみなら

ず、キングスカイフロントに立地する大学（慶應義塾大学、東京工業大学）によって、ライフサ

イエンス分野の国家プロジェクトが実施されており、ライフサイエンス分野に関連した組織の集

積と、活発な研究開発活動が進められている。 

 

（イ） 拠点推進の体制 

キングスカイフロントでは、複数の多層的なネットワークが、相互に連携しながら存在してい

る。 

 まず、最も幅広く、基本的なネットワークとして、キングスカイフロントに立地する企業が参

画するキングスカイフロントネットワーク協議会が挙げられる。 

 そして、キングスカイフロント内では、iCONM が中核研究機関を務める COINS の取組みが進

められており、この取組みに参加する企業のネットワークが存在している。 

さらに、オープンイノベーション拠点である iCONM は複数の企業（COINS 参画企業との重複

は多い）が入居し、入居企業によるネットワークが存在している。 

COINS は、プロジェクト統括および研究統括にそれぞれ、東京大学特任教授をトップに配し、

6 つの研究サブテーマを掲げて、研究開発に取り組んでいる（研究統括は iCONM のセンター長も

兼務）。 

研究サブテーマに、東京大学（サブテーマ 1：「難治がんを標的化し、駆逐できるナノマシンの

開発」、サブテーマ 2：「脳神経系疾患の革新的治療技術の開発」、サブテーマ 4：「採血不要の在宅

がん診断システムの開発」）、東京医科歯科大学（同サブテーマ 3：「ナノ組織再建・ナノワクチン

を指向したナノメッセンジャーRNA（mRNA）搭載ナノマシンの開発」）、東京工業大学（同サブ

テーマ 5：「超低侵襲治療を実現する医療・機器融合デバイスの開発」）、および、川崎市産業振興

財団ナノ医療イノベーションセンター（同サブテーマ 6：「社会実装に向けた社会システム構築」）

の研究者等をリーダーに据えて様々な機関が参加している。 
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図表 42：COINS 参画企業 

 

（出所）COINS の HP  (https://coins.kawasaki-net.ne.jp/） 

 

 川崎市では、拠点から組織間のコラボレーションや、イノベーションが生まれるためには、「2

段階のネットワーク」を作り上げていくことが重要だと認識している。 

 まず、1 段目・ベースとなるネットワークは、キングスカイフロントに係わる組織間の交流や、

キングスカイフロントが地元（殿町地区）に対して行う地域活動等を通じて形成される。各組織

のトップのみならず、若手研究者等が他組織に属する人を理解しないことには、コラボレーショ

ンは始まらないとの考えの下、川崎市は、地域の清掃活動、子供向け科学イベントの開催、スポ

ーツ観戦イベント、ボウリング大会の実施等を通じ、ネットワーク形成を促進している。 

 この 1 段目のネットワークができあがることで、研究者は研究に関する具体的な話をすること

が可能となり、iCONM の施設内のコミュニエーションエリア（マグネットエリア）等で、実際の

コラボレーション・共同研究等につながっていく。 
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図表 43：川崎市の体制図（日本総研作成） 

 

 

 研究所や企業を集積させるための工夫として、初期には、川崎市役所の職員が、ライフサイエ

ンスに取組む組織を訪問し、キングスカイフロントの取り組みや優遇制度等の説明を行い、事務

手続き申請等のサポートを熱心に行い、また、組織側が入居に際して感じている課題を丁寧に聞

いて、その解消を図ることを繰り返していくことで、1 社、また 1 社と、着実に立地企業を増やし

ていった。 

 COINS の取組み開始後は、iCONM センター長の人脈を上手く活用できたことが重要なポイン

トである。iCONM センター長はライフサイエンス研究における有名人であり、非常に多くの研究

機関や企業とのつながりを有している。このつながりから、キングスカイフロントの紹介や、

COINS の紹介等を行い、キングスカイフロントへの立地や、COINS への参画を促してきた。 

 また、研究開発機関が集まり、研究実績を積み上げていく中で、その成果を活用することに関

心を持つ製薬会社等とのつながりを強化する必要が生じた。iCONM では、COINS の取組みの中

で、元製薬会社勤務のコーディネーターを複数雇用している。製薬・ライフサイエンスの専門的

な知見を有している人材が、特許のライセンシングや事業化に係る話題に対応することで、製薬

会社と深くやり取りし、良い関係の構築へとつなげてきた。 

 なお、川崎市では、拠点を将来に亘り発展させていく中で、インキュベーション機能の充実な

どを認識しており、今後、新しい体制へと移行していくことを検討・予定している。 

 

（ウ） 取組成果 

川崎市産業振興財団では、COINS に参画している企業に対し、知財を預け（ライセンス・アウ

ト）、製薬会社等による本格利用につなげてもらうことで、後々利用料等を得られるような取り組
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み（COINS 参画企業とのコラボレーション）を複数実施している。 

また、COINS の取組成果として、知財のライセンス・アウト 40 件超、産学共同研究の実施 40

件超、ベンチャー企業の創出 3 件、等を取組み開始後から現在に至るまでに達成している。 

 

（エ） 得られた示唆 

 川崎市により、複合的な取組みがなされることで、ライフサイエンスの研究開発拠点としての

成長が続いている。 

 川崎市としては、ライフサイエンスの研究開発の推進が、次世代の中核産業の育成につながる

可能性に期待しながら、キングスカイフロントの整備を進め、国際戦略総合特区・国家戦略特区

の指定を受ける等の活動を進めてきた。また、川崎市産業振興財団を研究主体に据えて、革新的

イノベーション創出プログラム（COI STREAM）に採択されることで、COINS の取り組みを進め、

自らライフサイエンスの研究開発の活性化に取り組んでいる。さらに、iCONM の設立を通じ、ラ

イフサイエンスの研究開発に係わる組織の入居を促す取り組みも進めている。 

 結果、川崎市のキングスカイフロントには、ライフサイエンスの研究開発を行う企業が多く立

地するようになり、川崎市産業振興財団は、他社とのコラボレーション（ライセンス・アウト等）

を実現するに至っている。加えて、キングスカイフロントに進出した組織同士のコラボレーショ

ンも、多数実現されている。 

 このような成功の背景・理由としていくつかのポイントが挙げられる。 

 

ⅰ）企業集積に向けた取り組みの継続 

「川崎市の地道な立地企業集め」、「iCONM センター長の人脈活用」、「製薬会社の OB をコーデ

ィネーターとして事業化等の橋渡しをする（基礎的な研究と、企業のビジネスを結びつける）」と

いった方法によって、企業集積に向けて活動を積み重ねてきた。 

これにより、研究機関や、研究成果を活用する民間企業が集積するようになり、継続的に研究

成果を生み出したり、コラボレーションにより新たな成果を生み出したりするための下地が整っ

た。 

ⅱ）コラボを促すための場のマネジメント 

川崎市は、単に企業を集積しただけでは、コラボレーションやイノベーションは生じないと認

識しており、「ベースの NW を構築することが出来た上で、研究開発のコラボが生まれる」との考

えの下、キングスカイフロントの場のマネジメントを行ってきた。具体的には、立地企業間の交

流活動や、地元市民に向けた活動の継続であり、これにより、キングスカイフロントに立地する

機関のトップのみならず、現場のスタッフレベルでも、他機関とそこで働く人達の理解を深める

ことにつながった。 

これにより、コラボレーションを誘発することを狙った仕掛け（例：マグネットエリア）が機

能するようになり、実際のコラボレーションにつながるケースが増えることにつながっている。 
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（浜松地域オプトロニクスクラスター構想） 

・地域産学官共同研究拠点整備事業に採択。（2009 年度～2016 年度） 

テーマ：ものづくり技術と医療・医学との融合による地域イノベーション創出 

（拠点通称：はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点） 

・地域資源等を活用した産業連携による国際科学イノベーション拠点整備事業に、採択。 

（2013 年度～2015 年度） 

テーマ：時空を超えて光を自由に操る社会の実現 

・地域イノベーション・エコシステム形成プログラムに採択。（2016 年度～現在） 

テーマ：光の尖端都市「浜松」が創生するメディカルフォトニクスの新技術 

 

（出所）フォトンバレーセンターの HP（https://www.hai.or.jp/pvc/outline/） 

 

 浜松市の新産業創出を目指す動きは、1984年にはすでに始まっており、現在は（公財）浜松

地域イノベーション推進機構を中心として、「はままつ産業イノベーション構想」の実現に向

け、多くの産学官連携に関する戦略を立て実施している。浜松市の産学官連携に関する動きは下

記のとおりである。 

 

図表 45：浜松市の産学官連携に関する動き  

1984 年 浜松地域テクノポリス開発計画が国から承認される。 

1991 年 （財）ローカル技術開発協会と（財）電子化機械技術研究所を統合、（財）浜松地域テク

ノポリス推進機構と改称される。 

2012 年 （財）浜松地域テクノポリス推進機構とはままつ産業創造センターを統合、（公財）浜松

地域イノベーション推進機構として新たにスタートする。 

2012 年 静岡大学イノベーション社会連携機構と（公財）浜松地域イノベーション推進機構との

連携協定を締結。 

2013 年 静岡大学、浜松医科大学、光産業創成大学院大学、浜松ホトニクス(株)は、『浜松光宣言

2013』に調印した。 

2017 年 フォトンバレーセンターが設立される。 

2018 年 次世代自動車センターが設立される 

（出所）フォトンバレーセンターの HP （https://www.hai.or.jp/pvc/outline/） 
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静岡大学は 1991年から地域連携を促す組織が立ち上げられており、現在は静岡大学イノベー

ション社会連携機構を中心とし、世界トップクラスの研究資源を活かして、浜松市や地域企業へ

の高い価値提供を行うことで、地域の産業集積の牽引役を担っている。静岡大学の産学官連携に

関する動きは下記のとおりである。 

 

図表 46：静岡大学の産学官連携に関する動き  

1991 年 静岡大学地域共同研究センターが設置される。 

2004 年 静岡大学イノベーション共同センターが設立される。 

2012 年 静岡大学イノベーション社会連携機構が設置される。 

2012 年 静岡大学イノベーション社会連携機構と（公財）浜松地域イノベーション推進機構との

連携協定を締結。 

2013 年 静岡大学、浜松医科大学、光産業創成大学院大学、浜松ホトニクス(株)は、『浜松光宣言

2013』に調印した。 

2013 年 静岡大学 工学部の学科改組が行われる。新たに電子物質科学科が設置される。また、

機械工学科に光電・精密コースが設置される。 

2013 年 静岡大学浜松キャンパス構内に光創起イノベーション研究拠点棟が竣工、二年後完成。 

（出所）静岡大学の HP （https://www.shizuoka.ac.jp/outline/profile/history/index.html）  

 

 浜松医科大学は、浜松地域の光技術を中心とした産業集積の流れに伴い医工連携を推進するた

めの学内体制の変革も行っており、静岡大学と同様に世界トップクラスの技術資源の育成を目指

した取り組みを行っている。浜松医科大学の産学官連携に関する動きは下記のとおりである。 

 

図表 47：浜松医科大学の産学官連携に関連する動き  

2011 年 メディカルフォトニクス研究センターを設置（光量子医学研究センター、分子イメージ

ング尖端研究センターを改組・統合）。 

2016 年 光尖端医学教育研究センター設置（動物実験施設、産学官共同研究センター、実験実習

機器センターを改組・統合）。 

2018 年 大学院医学系研究科博士課程（光医工学共同専攻）を設置 

（出所）浜松医科大学の HP （https://www.hama-med.ac.jp/about-us/history.html） 

 

 浜松ホトニクスは、浜松市に本社を置く、世界トップクラスの光関連技術を用いて電子部品や

電子機器を製造・販売する会社である。浜松市の新産業創出の重点支援分野の中で、光技術の産

業集積の大きな役割を担っている企業になる。また、浜松地域で技術資源の育成を担う光産業創

生大学院大学は、「今世紀における光技術の重要性を認識し、光技術を使った日本初の新しい産業

を創生するために、社会が求めるニーズをもって新産業創生を志す人材を養成する」という前浜

松ホトニクス社長の発案で設立された大学である。浜松ホトニクスの産学官連携に関する動きは

下記のとおりである。 
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図表 48：浜松ホトニクスの産学官に関連する動き  

2004 年 浜松ホトニクスが中心となり、光産業創生大学院大学を設立。 

2013 年 静岡大学、浜松医科大学、光産業創成大学院大学、浜松ホトニクス(株)は、『浜松光宣言

2013』に調印した。 

（出所）光産業創生大学院大学の HP （https://www.gpi.ac.jp/guidance/gpi/spirit/） 

 

(イ)拠点の推進体制 

 

ⅰ）浜松市の体制  

浜松市は、フォトンバレーセンターを中心として静岡大学との深い連携により、光技術の産業

集積を推進している。フォトンバレーセンターは、静岡大学の前学長をセンター長とし、浜松ホ

トニクス等の企業 OB 等のコーディネーターを含め、総勢 14 名の体制がとられている。静岡大学

浜松キャンパス内に設置されており、静岡大学の光技術に関する研究者や、静岡大学イノベーシ

ョン社会連携機構との顔を合わせたコミュニケーションが取りやすい環境にあり、密な連携が取

られている。 

 浜松市の産業支援において、スズキやヤマハ発動機のような産業を牽引していく大企業へと成

長が期待される中小企業やベンチャー企業の呼び込みのためにも、静岡大学の持つ光技術を中心

とした技術シーズは非常に重要であると感じており、静岡大学がより研究資源を強化していける

ように、きっかけとなるような仕組みづくりを行う役割を担っている。 

大学のトップレベルの研究シーズと地域の中小企業のニーズをマッチングさせる中小企業支援

制度として、静岡大学等と共同で行っている A-SAP 事業があり、近年力を入れている。A-SAP 事

業の特徴については下記のとおりである。 

 フォトンバレーセンターのコーディネーターの人材は、静岡大学の光・電子、医工系中心と異

なり、販路開拓やマーケティングなど幅広い分野の専門家が在籍している。 

 

図表 49：A-SAP（Access Center for Innovation Solutions, Actions and Professionals）制度 

光技術等の先端技術は大企業との相性はよいが、中小企業との共同研究や社会への実装化とい

ったマッチングは難しい。これは大企業に比べ、中小企業は、研究シーズを利用した製品の具体

性や、収益性、成果までのスケジュール感について、明確化させる必要があることが 1 つの原因

である。それらを解決する手段として、浜松市およびフォトンバレーセンターが静岡大学と連携

を取りながら共同で行っている中小企業支援として、A-SAP という取り組みがある。A-SAP とは、

従来の研究シーズから企業ニーズに合わせていく共同研究とは異なり、企業ニーズに対して、大

学の研究シーズを用いて解決することを目的とした取り組みである。中小企業側では光技術を用

いて、自社の課題をどのように解決すればよいかということが見えにくいが、大学およびフォト

ンバレーセンターのコーディネーターが中小企業の課題を拾い上げることで、その課題の解決に

向けて大学の研究者を集めたプロジェクトチームを作り、そのプロジェクトチームに（浜松市お

よび静岡県が）資金を与えることで、6 ヶ月以内に企業へプロトタイプを収める制度である。 

企業側のメリットとしては、共同研究よりも質の高いアウトプットを短い期間で得ることがで
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きる。大学研究者には負担が多い制度であるので、事業採択時に得た資金のうち、間接費は大学

でなく、担当研究者の下に渡るようになっている。また、A-SAP 事業は研究者に自身の研究が社

会に還元されることに面白みを感じさせ、研究への意欲増加や、製品化・事業化を見据えた視野

の広さを学ぶ機会といった、人材育成の役割も表れている。さらに、大学教員は通常、自身の技

術分野の状況をベンチマークするところまでにとどまるが、企業は分野・手段を問わず、自社の

課題を解決すること、または事業化を図る目線があるため、教員がそうした企業目線も学ぶこと

で、大学発ベンチャーの設立といった成果を挙げるような人材に成長していくことを期待してい

る。A-SAP 事業のスキーム図は下記のとおり。 

 

図表 50：A-SAP事業のスキーム図 

 

（出所） 浜松地域イノベーション推進機構 A-SAPの HP （https://www.hai.or.jp/pvc/asap/about/） 

 

ⅱ）静岡大学の体制 

前学長（静岡大学の情報学部出身）の意向もあり、静岡大学の方針として、大学の技術を基礎

研究で終わらせるのではなく、地域企業に必要とされるために、技術移転や製品化、社会への実

装化をゴールとしていくという考え方がある。その方針を実行するために、大学の研究担当理事

と産学連携担当者を有機的に連携統合させることを意図し、一人の理事職が担う体制とした。現

機構長が当該ポジションを担いリーダーシップを発揮している。 

また、地域の大企業から必要とされるためには、世界トップレベルの研究資源を大学で有する

必要があり、そのためには、大学研究者の自発的な研究を行う環境が重要であると考えている。

地方大学でも学内教員が研究を自らリードしていくことをサポートするために、「静岡大学研究フ

ェロー」「若手重点研究者」「共同研究講座」「プロジェクト研究所5」といった学内制度を設けてい

る。 

現機構長が静岡大学共同研究センター（現 静岡大学イノベーション社会連携機構）の教員だ

った時代に、県の方針で作られた外郭団体であるテクノポリス推進機構（現 浜松地域イノベー

                                                        
5 プロジェクト研究所」とは、研究者が希望した分野でバーチャル研究所を立ち上げ、プロジェクトを推進でき

る仕組み。静岡大学が重点分野として既に所有する電子工学研究所や、グリーン科学研究所とは別に、研究者自

身が所長となってプロジェクトを推進することができる制度。 
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ション推進機構）に毎日のように通っており、コーディネーター業務の手伝いをすることでスキ

ルを学びながら、地元企業等との関係性の構築を行っていた。そういった経緯もあり、浜松市と

静岡大学の産学連携組織は、昔から現在に至るまで深い信頼関係が構築されており、些細なこと

でも、気軽に電話等で連絡が取れる協力的な関係性が出来上がっている。 

現在の静岡大学では、イノベーション社会連携推進機構の機構長および副学長がトップとして

大きなビジョンを掲げ、リーダーシップを発揮することで、産学連携の推進体制がとられている。

機構長の役割として、トップレベルで浜松市とのビジョン共有や周辺大学との技術資源共有ため

の関係構築、また地元企業との共同研究推進のための仕組みづくりや大学発ベンチャーの育成支

援体制の構築、そのための学内での実務的連携関係の構築と運営、対外的な情報発信など多岐に

渡る。さらにビジョンを実現していくために拠点の中長期戦略を策定し、その実行の旗振り役と

なっている。 

上記の役割を実行していく上で拠点内に欠かせない存在として、機構長のビジョンに共感し、

連携を密にとる中で実務部分を遂行する右腕的存在のコーディネーターが挙げられる。イノベー

ション社会連携推進機構のコーディネーターの中でも、専門性を武器として活躍するだけでなく、

事業やコーディネーター全体の取りまとめを行うことができるトップコーディネーター的な人材

であり、大学内部の研究者や企業関係者、浜松市職員、フォトンバレーセンターのコーディネー

ターとも連携をとり、業務を遂行できる存在である。こういった活躍をする人材がコーディネー

ターを勤める経緯として、過去にコーディネーターをしていた方が自分の出身企業から前任者と

して人材を紹介する場合がある。このように静岡大学では、地元企業から安定的な人材の提供が

行われる関係が構築されている。 

その他イノベーション社会連携推進機構のコーディネーターとして、地元企業を熟知しており

地元企業からも広く知られている県職員 OB の方や、地方金融機関 OB で企業ニーズの収集能力

や、ビジネス感覚が非常に優れている方、大手メーカーOB で実用的な知財の知識がある弁理士の

方など、それぞれ異なった強み・専門性を持っている方が所属しており、一人で全てをこなして

いくという方針ではなく、それぞれの得意分野を活かしたチームとしての体制が形成されている。 

 浜松地域の拠点の推進体制図を以下のように示す。 
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図表 51：静岡大学の体制図（日本総研作成） 

 

 

 

(ウ)取組成果 

  

ⅰ）共同研究・A-SAP の事業実績 

 共同研究の件数・金額について毎年増加しており、2018 年度には 250 件ほどにまで上る。H30 

年度に A-SAP に採択されたプロジェクトは 6 件であり、第二回公募においても申請件数が増加し

ており、さらなる事業の推進を図っている。 

 

ⅱ）大学発ベンチャー設立実績 

 教員の研究シーズを活用した起業の支援として、教員のビジネスモデルの立案に関する相談対

応から、記号に向けた資金計画や販路開拓にも関与している。また「静岡大学発ベンチャー企業」

の称号が授与されたベンチャー企業に関しては、静岡大学内のインキュベーション施設（実験室

タイプ・オフィスタイプ）の活用や、県・市等の補助金・新規開業資金等の活用のサポートおよ

び静大ファンド6の利用推進、コーディネーターを介した BtoB マッチング、販路開拓サポートを

行っている。静岡大学は 2020 年 3 月時点で 31 社の大学発ベンチャーが設立されており、中には、

国の研究開発補助金を利用した大学発ベンチャー企業との連携も見られる。静岡大学発ベンチャ

ーと静岡大学の産学連携の取り組みの例は下記のとおりである。 

 

                                                        
6 静大ファンドは、浜松いわた信用金庫、はましんリース(株)、信金キャピタル(株)が設立した新産業の創出・育

成を目的とした中小・ベンチャー企業向けのファンドであり、静岡大学等と共同研究を進める中小企業や静岡大

学発ベンチャー企業を対象として投資を行う。 
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図表 52：静岡大学発ベンチャーと静岡大学の産学連携の取り組みの例 

 

（出所）文部科学省地域 イノベーション・エコシステム形成プログラム」の HP 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/program/1367366.htm） 

 

  

（エ）得られた示唆 

 

ⅰ）産学連携を中軸とする静岡大学の生き残り戦略 

地方国立大学の生き残り戦略の基本的考え方として「地域に必要とされる大学となる」ことが

大学経営陣の大方針として存在し、その一環として、浜松地域に拠点を有る工学系及び産学連携

部門は地元浜松との密接な連携を築き上げてきた。 

地域に必要とされるためには、地元産業とのwin-winの関係が１つの肝になるとの認識の下で、

光学系では世界トップクラスの研究資源の蓄積、研究担当と産学連携の双方を担う理事職の設置、

国家プロジェクトの獲得・運営、浜松市との連携などを強力に推進してきた。 

その中核を担ってきたのが機構長であり、学内はもとより行政や産業界のキーパーソンとの信

頼関係を構築しつつ、拠点経営の陣頭指揮を行っている。 

 

ⅱ）産業界が果たす地域への貢献 

浜松市の新産業を担う企業や地方銀行も、浜松市及び静岡大学が掲げる産業集積のビジョンに

共感しているだけでなく、トップ同士での古くからの関係性もあることで、産学官での強固な連

携体制が確立されている。具体的には、浜松ホトニクスであれば光創生大学院大学の設立、ヤマ

ハ発動機であれば静岡大学イノベーション社会連携機構へのコーディネーター人材の積極的な提

供、浜松いわた信用金庫は、静岡大学の研究シーズが関係する企業に投資を行う制度（通称：静

大ファンド）を設置するなど、産業界は自身の目先の利益のみならず、地域へ貢献することで産

業自体を盛り上げていき、地域とともに成長していこうという姿勢がみてとれる。 
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ⅲ）浜松市が創り上げる自発的産業集積の環境 

浜松市として、世界に通用する新産業の確立を目指すという明確なビジョンがあり、重点支援

分野の一つである「光・電子」産業に関しては、静岡大学のリソース（研究シーズの提供・育成、

大学発ベンチャー設立等）に期待している。その中で浜松市の役割は、産業集積におけるプレイ

ヤーの中心である静岡大学が自発的に活動できるような土台作りであると自負しており、静岡大

学はその期待に答える形で様々な取り組みを推進しリーダーシップをとることで、周辺大学や地

域企業をも巻き込んでいき、浜松地域の産業集積を牽引していく役割を果たしている。 

特に中小企業支援の役割を果たす A-SAP 事業は、地域企業のニーズを大学の所有する最先端の

研究シーズによって解決する日本では先進的な取り組みであるが、浜松市と静岡大学が築き上げ

てきた関係があるからこそ、仕組みが機能し成果を挙げている。 

 

ⅳ）連携基盤としての地域文化 

浜松市は伝統的によそ者を快く受け入れる地域であるとの意見があった。また、「やらまいか」

という浜松市民の気質を表す言葉があるが、それは「先ずはやってみようじゃないか」という意

である。よく知らない相手にも、完全に予測できるわけではない未来にも心を開き、それに対峙

することを通じて自らを変えていく気質と理解できる。 

そうした地域の文化が産官学連携の基盤として機能しているのではなかろうか。セクターを超

えて日頃から相談し合う関係は正に自然体であり、形式的な関係を超えているように見える。そ

れは、過去に様々な課題に向き合いながらそれを乗り越えてきた経験を共有していること、それ

とこれが最も重要かもしれないが、現在の浜松市が直面する課題（例えば製造業出荷額の激減な

ど）を共有できていることが大きいものと推察される。 
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 金沢工業大学を中心とした産学連携の取組みは、先述した「地域イノベーション戦略支援プロ

グラム」、「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」、「革新

的イノベーション創出プログラム」といった研究助成事業を獲得していくことで広がりを持ち、

体制もこの流れの中で構築されてきた。そのため、これら 3 つの研究助成事業での取り組みと、

金沢工業大学の取り組みを整理し、その中で重要な役割を担ってきた人材に焦点を当ててみてい

く。 

 

ⅰ）地域イノベーション戦略支援プログラムにおける拠点体制 

 地域イノベーション戦略支援プログラムに「いしかわ炭素繊維クラスター」として申請する際、

石川県は炭素繊維に詳しい研究者を招致する必要があった。そこで、石川県の担当者は、金沢工

業大学と協力して、東京大学先端科学技術研究センターに出向していた頃のつながりを駆使しな

がら、拠点長を招致した。同プログラムでは事業化に精通しているコーディネーターも周知する

必要があり、拠点長とともに複合材料の事業化を担っていく人材として、右腕となるコーディネ

ーター（以下、右腕コーディネーターと記す）が招致された。その他、事業化に精通している人

材も複数名招致した。このようにして、研究者とコーディネーターが同数ずつ集められたことが、

のちの金沢工業大学を中心とした産学連携の活動の基礎となっている。コーディネーターチーム

は公益財団法人石川県産業創出支援機構（以下、ISICO）に設置された。研究開発コーディネータ

ーは右腕コーディネーターが担っており、統括コーディネーターは別のコーディネーターが担っ

ていた。事業化コーディネーターや人材育成コーディネーターもいて、研究プロジェクトを支え

る仕組みができた。この仕組みの中で、コーディネーターは県内企業の技術要素から産業化・事

業化に進めるシーズを見つけて、企画立案していく活動を行っていた。  
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図表 53：炭素繊維クラスター事業推進体制 

 

（出所）石川県産業創出支援機構の HP（ https://www.isico.or.jp/site/tanso/tasno02.html） 

 

 ⅱ）地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業における拠点

体制 

金沢工業大学は 2013 年の「革新的イノベーション創出プログラム」に先立ち、2012 年度の補正

予算事業である「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」

により金沢工業大学やつかほリサーチキャンパス内に ICC を設立した。ICC は附置研として立ち

上がり、大学の教育から離れて研究を行う。 

ICC は、複合材料を幅広い分野で利用するために、複合材料の適用技術に焦点を当てて研究開

発を進めている。ICC が担う役割として、実用化を目指した研究開発、産学官の共創と産業化を

促進する連携や人材育成を掲げており、大学と企業の共同研究だけでなく、企業間の共同研究も

生まれるようなプラットフォームの役割を果たしたいとして、アンダーワンルーフ方式を採用し、

異業種・異分野の研究者や開発者のコラボレーションが生まれるような場づくりを行っている。

企業が自由に活動できるように、企業の方の入居スペースを用意し、利用についてはメンバーシ

ップ制をとった。企業から共同研究がなくても個人を受け入れる仕組みで、年間 50 万円／人で企

業は社員を研究員として ICC に置くことができ、ICC の設備を活用できる仕組みづくりを行って
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いる。多様な人材の集積が生まれ、共同研究実施の場の提供となっている。 

施設設備として、基礎研究に必要な設備から、製品化・実用化に向けた設備まで整備しており、

研究から実用化までに必要な環境を提供している。また三井物産や東京大学から研究設備提供を

伴う連携をしており、複合材料の実用化に向けた研究を促進する動きとなっている。 

ICC の所長は拠点長が務め、企画戦略室、研究員、技師、事務室で構成されている。企画戦略室

にはコーディネーターが所属し、共同研究の立案や外部資金の獲得、広域連携の活動を支援して

いる。非常勤コーディネーターには県職員も配置し、行政との連携もスムーズに行える体制とし

た。 

 

 ⅲ）革新的イノベーション創出プログラムにおける拠点体制 

2013 年に「革新的イノベーション創出プログラム」（以下、COI 事業）に「革新材料による次

世代インフラシステムの構築～安全・安心で地球と共存できる数世紀社会の実現～」というテー

マで採択された。COI 事業の実施期間は 2013～2021 年の 9 年間であり、年間支援額は約 6 億円

である。金沢工業大学は COI 事業の中核拠点となり、機構長／プロジェクトリーダーを大和ハ

ウス工業から招聘し、副機構長／研究リーダーは拠点長が務めることとした。研究開発テーマと

して、「共通部材成形技術」「基盤技術」「アプリケーション（タスクチーム）」の 3 つをあげてお

り、関係機関や地元企業との研究開発に取り組んでいる。機構長は大和ハウス工業での、ビジネ

スマッチングの経験やこれまで関わってきた産学連携の経験を活かして、金沢工業大学を中心と

した COI の研究開発をプロジェクトリーダーとして推進している。 

 

図表 54：COI 研究推進機構組織図と参画機関（2018年度）

 

（出所）金沢工業大学 COI研究推進機構の HP（https://www.icc-kit.jp/coi/organization/index.html） 

 

ⅳ）金沢工業大学の取り組み概略 

金沢工業大学は建学綱領の一つに「雄大な産学共同」を掲げており、産学連携に積極的に取り
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組んでいる。その成果として、現在大学全体での産学連携の共同研究費は 12 億円（このうち 4 億

円が COI 事業）にのぼり、共同研究の件数は 200 件程度である（2018 年度）。また地域との連携

も密に行っていた。もともと金沢工業大学は北陸電波学校として立ち上がり、地域の電波技術者

を育てたいというのが目的だった。その目的にあるように地域産業に貢献していきたいというこ

とで、積極的に地元企業と連携し、県や公設試との協働も進めてきた。先述の地域イノベーショ

ン戦略支援プログラムでのいしかわ炭素繊維クラスターの際も、計画当初から連携し協働してき

た。 

地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業で述べた ICC を大

学では珍しい附置研として設置しており、学納金をほとんど投入しないことから、研究に集中で

きるような環境を整えた。ICC という拠点を大学内に整備したことで、金沢工業大学を中心とし

た炭素繊維複合材料の産学連携は大きく進んでいった。先述した COI 事業に採択され、約 27 機

関・企業と連携しながら研究開発を実施している。そのほか企業との共同研究は毎年 30 件程度行

われるようになり、メンバーシッププログラム会員は毎年 60 名程度となっており、研究者の集積

が生まれている。 

地域間、異業種間連携という点では、名古屋大学・東京大学と連携して、新構造材料技術研究

組合（ISMA）の革新的構造材料のプロジェクト内の炭素繊維複合材料の自動車の部品への適用を

担っていたり、名古屋大学・岐阜大学と連携してコンポジットハイウェイコンソーシアムを立ち

上げ、素材や部材、加工産業が集積している北陸地域と自動車や航空機産業が集積している東海

地域とが連携して、炭素繊維複合材料のサプライチェーンを構築することを目指した活動をした

り、県を超えた連携もとっている。 

これらの活動の中で、拠点のメインの役割としては、企業に複合材料の最新技術の活用可能性

についての助言や、連携した共同研究開発を行うことである。事業化までのサポートを全て拠点

で行うことまでは難しいので、技術以外の資金面等に関するサポートは、県庁の産業政策課や

ISICO の経営支援課、中部経済産業局等と連携をとりながら適切な機関が支援できる態勢をとっ

ている。 

 

 ⅴ）拠点の人材について 

金沢工業大学の炭素繊維複合材料を主軸にした産学連携においては、金沢工業大学教授であり

ICC 所長である拠点長のリーダーシップに拠るところが大きい。拠点長の関与は、石川県に集積

する繊維産業の技術基盤の（再）活用、新たな技術である複合材料を軸とする新産業の立上げ、

それらに実践的に貢献していくことのできる拠点のビジョン・戦略の立案、さらには県を超えた

広域連携体制の構築にまで及んでいる。 

日本は炭素繊維の材料の供給量では世界シェアの 7 割程度を占めているが、それらを用いた製

品の生産は取り組みが遅れている。拠点長は「日本では複合材料が産業化しているとは言えない

状況にある」と問題視しており、そのため、日本の複合材料がより普及するように実用化を目指

した研究開発を進めていく場所として ICC を設置・運営している。拠点に集まる企業を中心に、

企業相互の連携が進む中で垂直連携（研究開発から生産まで）によるものづくり・商品開発をし

ていくというビジョンを持っている。複合材料の産業化を進めるにあたり、地元の中小企業の役
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割は大きい。ICC としては共同研究を通じて中小企業の技術力向上に寄与しており、国や県の公

的資金の活用方策まできめ細かく支援することで、材料からものづくりまでを一気通貫でできる

地域産業化を目指している。また、コンポジットハイウェイコンソーシアム等の石川県内に留ま

らない広域的な技術連携、ものづくり連携を構築している。 

こういったビジョンや関係構築を計画することができるのは、拠点長には複合材料に関する圧

倒的な知識があること。さらに一分野だけでなく、様々な企業と交流できて、その中でもう一段

広い視野を持っていることが挙げられ、周りを巻き込んでいくコミュニケーション能力が優れて

いることが挙げられる。 

拠点長の計画したこれらのビジョンを実際に実現するために、地元企業との共同研究を進めて

いく際のサポートや広域連携の活動支援等を、右腕コーディネーターを筆頭にした ICC 企画戦略

室のコーディネーターが担っている。特に右腕コーディネーターは複合材料の研究者やエンジニ

アにも劣らないほどの知識を有しながら、企業のニーズと研究シーズのマッチングをサポートし、

共同研究から事業化に向けた支援を行っている。大学の素材研究・適用研究から、企業の商品開

発まで支援している。 

右腕コーディネーターは民間企業で技術者として経験を積んできただけでなく、営業やマネジ

メント業務にも携わってきた経験から、事業をある程度幅広く見る視野や思考を有しており、事

業をマネジメントすることができている。ただし、初めからすべてうまくいったわけではなく、

いしかわ炭素繊維クラスターの中で、5 年間コーディネーターとして活動してきて、現在の拠点

で重要な役割を担う存在となった。 

拠点にとって拠点長も右腕コーディネーターも役割として替えが利かない存在である。右腕コ

ーディネーターが拠点長の掲げるビジョンと実務を繋ぐ部分を一手に引き受けているが、それを

シェアできる人材がさらに必要な状況になっている。しかし、このようなコーディネーター人材

の採用活動等を積極的、戦略的にできていない状況にあり、拠点の課題の一つである。 
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図表 55：金沢工業大学の体制図（日本総研作成） 

 

(ウ) 拠点の取り組み成果 

 金沢工業大学の炭素繊維複合材料を主軸にした産学連携では、共同研究の件数やメンバーシッ

ププログラム会員数が増加してきた。2018 年度では、共同研究は 38 件、メンバーシッププログラ

ムは 47 機関 58 名となっている。金沢工業大学の取り組みが徐々に認知されてきた結果なのだろ

う。実用化した研究成果としては、COI 事業の中で研究開発していたものが製品となり、活用さ

れ始めている。小松マテーレを中心にした研究の成果である熱可塑性炭素繊維複合材料「カボコ

ーマ・ストランドロット」が炭素繊維複合材では日本で初めて耐震補強材として JIS 認定を受け、

実際に善光寺経蔵の修繕作業で使用された。この製品は組紐の技術と、炭素繊維の技術を融合し

た強度としなやかさを持つロープ状の素材である。その他、サンコロナ小田を中心とした研究で

は、熱可塑性 CFRP ランダムシートを開発し、「Flexcarbon®」で商標を登録している。すでに販売

実績もあり、今後は量産体制の確立に向けて動き出している。 

 

(エ) 得られた示唆 

 拠点がここまで成功してきた要因として、ⅰ）関係者間の連携とビジョンの共有、ⅱ）強いリ

ーダーシップとそれを支えるコーディネーターの存在、ⅲ）基礎研究に留まらず実用化を目指し

た研究開発支援、これらの 3 つが挙げられる。 

 

 ⅰ）関係者間の連携とビジョンの共有 

 この拠点のポイントとして、拠点に関わる方が、拠点のビジョンを共有し、そのビジョンに向

けて協働しているところである。拠点長は日本で複合材料を産業化するべく、研究開発から生産

まで実施したいという考えを持っていて、共同研究を通じて中小企業の技術力向上に寄与し、地

域産業化を目指していた。その強い思いに地元企業が賛同し、自社の新しい技術の可能性とそれ
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に関わる支援を信頼して共同研究に進んできた。そこに行政や大学も熱意をもってサポートして

おり、それぞれが共同研究から実用化に向けて協働している。そういった背後には県知事が、炭

素繊維産業を石川県の主要産業に位置付け、産業振興を進めたいというビジョンをもって取り組

んできたこと、金沢工業大学はその声掛けに対し、迅速かつ柔軟に対応して、産学官連携の下地

を作ってきたことがある。 

 

ⅱ）強いリーダーシップとそれを支えるコーディネーターの存在 

拠点の活動に大きな役割を果たしてきた拠点長は、日本の複合材料がより普及するように実用

化を目指した研究開発を進めていき、拠点に集まる企業を中心に、企業相互の連携が進む中で垂

直連携（研究開発から生産まで）によるものづくり・商品開発をしていくというビジョンを持っ

ている。このビジョンのもとに、行政、大学、企業を巻き込んで、複合材料の実用化に向けた関

係構築を行い、国の研究補助事業の獲得や企業と個別の共同研究を進めてきた。 

こういった活動から生まれた研究開発を実用化に向けて進めているのが、右腕コーディネータ

ーを筆頭とするコーディネーターである。右腕コーディネーターは自身の技術者としての経験と

マネジメント能力を活かして、実用化に向けた計画から商品開発研究の技術的な部分について助

言を行っている。実用化に必要な外部資金の獲得まで助言しており、自社の予算だけではなかな

か進まない中小企業の研究開発の促進になっている。これらの活動は結果的に拠点の成果の拡大、

さらには複合材料の産業化の促進にもつながっている。 

 

ⅲ）基礎研究に留まらず実用化を目指した研究開発支援 

 繰り返しになるが、この拠点の取り組みが広がりを持ち、成果を上げてきたのは、大学の基礎

研究に留まらず、企業の商品開発までをサポートし、複合材料の実用化までを目標に取り組んで

きたことが大きい。企業としてもゴールが明確であるため、資金を投入しやすく、大学としても

研究の成果が実用化することによって、拠点としての大学が認知度を高め、さらなる連携が生ま

れる好循環を生み出してきた。 

ただし、実用化という点で企業や産業側からの視点ではまだ不十分であると認識しており、今

後は拠点として持続するように、さらなる研究成果の創出や大学、企業、行政との連携を深めて

いくとしている。  
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になっている。このようにセンターは地域の関係者の意向を踏まえた活動を行うようになってい

ることから、センターの研究者は地元漁業者等の意見を聞き、地域の水産業の課題を感じ取りな

がら、現場に寄り添った研究を行ってきた。 

2009 年に地域イノベーションクラスタープログラム（都市エリア型）に採択され、一定の技術

成果をあげると、それを宇和海地域に展開していくために、宇和海をキーワードに水産業で産官

学連携事業を推進する「宇和海水産構想」を策定した。事業に参加したのは、宇和島、八幡浜、西

予、愛南、伊方と高知県宿毛市の 6 市町と愛媛大学であり、県を跨いで宇和海の水産業を振興し

ていくことを目的とした。宇和海水産構想では３つの部会が設定され、その内訳は、地域水産業

の活性化を目指す「マリンイノベーション部会」、赤潮などの環境問題解決を目指す「環境保全部

会」、これからの水産業を担う人材を育成する「人材育成部会」である。 

この宇和海水産構想に基づき、2012 年にえひめ水産イノベーション創出地域として、地域イノ

ベーション戦略支援プログラムに採択され、愛媛大学を中心にした研究開発が進められた。産学

官金が協力して地域の水産業が抱える課題解決のための 5 つの研究を推進し、産業の活性化を図

るとともに、愛媛大学に新たな研究者を集積し、地域の水産業を支え、6 次産業化を担う人材を育

成することにした。この研究の一つに「マグロ類の完全養殖を目指した基礎研究」というスマの

研究があり、スマ養殖の研究が始まった。スマの研究に着手したのは、地元漁業者に研究ニーズ

のヒアリングをしたところ、愛媛県の養殖業生産量・産出額で大部分を占めている真鯛、ブリ類

の 2 魚種は市場価格の変動が激しく、安定した収入を得られる新魚種が求められたからであった。

この研究では、期間中には不可能ではないかと言われた完全養殖と早期種苗生産に成功するとい

う大きな成果をあげた。成果は、愛媛大学などの研究機関と地域との関係性の強化を促し、結果、

より地域課題の解決を意識した研究体制が構築されていった。 

その後、2017 年に、地域イノベーション・エコシステム形成プログラムに採択され、スマをモ

デルとした新養殖産業創出と養殖産業の構造改革というテーマで、引き続きスマについての研究

開発や、ビジネス化に向けた取組みを行っている。愛媛大学を中心とした研究では、スーパーエ

リートと呼べるスマ優良系統（品種）の作出、具体的には高成長系統や低水温耐性系統の育種開

発を行っている。また、愛媛県水産研究センターを中心とした研究では、そうした優良系統の親

魚に、通常産卵期よりも２〜３ヶ月早く産卵を誘導し、大量の健康な種苗を効率よく生産する技

術開発を愛媛大学と連携して進めている。また、現状ではイワシ類などの生餌を与えなければ成

長が悪いという課題に対し、スマに適した人工飼料の研究開発を企業と共同で行っている。 

 地域イノベーション・エコシステム形成プログラムでは、事業プロデューサーに商社出身者を

招聘し、研究開発のみにとどまらず、事業化・商品化を見据えた体制を整えている。品種改良後

には地域の漁業者に養殖・販売を担ってもらうために、地域との連携では元愛媛県水産研究セン

ター長の副事業プロデューサー、ファイナンスでは銀行出身のコーディネーター、マーケティン

グは南予水産研究センター専任教員兼コーディネーターが担っている。事業化プロジェクトでは

南予水産研究センター副センター長が中心となって研究を進めている。 
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図表 56：愛媛大学の体制図（日本総研作成） 

 

 

(ウ) 拠点の取り組み成果 

 スマ優良系統の開発はまだ発展途上であるものの、2019 年高成長系統の成長速度は親世代より

も極めて速く、生産効率の向上につながっている。愛媛県は生産する種苗を段階的に増やし、2023

年には、優良系統スマの種苗を 80,000 尾生産して配布することを目標にしている。2019 年度の養

殖規模は 20,000 尾程度である。養殖スマの出荷については、試験的なものに留まっており、まだ

ビジネスとして確立はしていない。ただし、将来の取引に向けて、量や価格の関する交渉などは

進められており、愛南漁協から香港の寿司チェーン店に向けて 3,000 尾を出荷することが既に予

定されている。 

 

(エ) 得られた示唆 

愛媛大学を中心とする産学連携では、適切な研究開発テーマの設定により、地域内の関係者が

ネットワークを早期に形成しており、そのネットワークを活かして地域産業の具体的なニーズを

踏まえた研究開発を実施できたことが、これまでの成果創出を支えてきたと理解できる。 

 

ⅰ）適切な研究開発テーマの設定による協働体制の構築 

愛媛大学は、地域の課題を解決する研究を行うことに関心を有していた。また、愛南町は南予

水産研究センターに愛媛大学を誘致することで、地元の漁業の抱える課題を解決したいと考えて

いた。そして、地元の漁業関係者も、現状の養殖ビジネスに厳しさを感じ、新たな魚種の養殖に

取組みたいという想いを持っていた。 

これらの背景から、愛媛大学は、スマの養殖技術に関する研究開発と、その成果による新たな

養殖ビジネスの確立というテーマを掲げることとなった。このテーマは、行政と漁業関係者が希
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望する内容であったので、スムーズに協働体制を構築することができた。 

また、「参与会」を設置することで、研究者と地域の関係者が交流する仕組みが備わり、協働体

制の構築が、より円滑になったと考えられる。 

 

ⅱ）地域産業の具体的なニーズに根差した研究開発の推進 

愛媛大学では、地域の関係者との関係を構築することができていたことにより、漁業関係者が

抱える悩みを、より具体的なものとして研究者が聞き取ることができた。その結果、事業者の抱

える課題を効果的・効率的に解決することにつながり、研究開発の質の向上に役立ったものと理

解される。 

また、研究開発は地元漁業者が利用するところまでを考えて進めており、地域の課題解決に役

立つ取り組みとなっている。 
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３節 支援人材等の確保等に向けた調査  

(1) ポータブルスキル等の自己分析ツールによる支援人材タイプ等の分析 

リンクアンドモチベーション社が提供する「BRIDGE」を用いて支援人材のタイプを分析した。

対象者は、先述のオープンイノベーション拠点から 11 名、本調査事業の中で独自に開催した主に

企業の中でオープンイノベーションに携わる人材を集めたイベントの参加者 10 名に協力を得た。 

分析に活用した「BRIDGE」は、経済産業省が調査を行った「社会人基礎力」をベースに網羅的

で納得感の高い項目設定で構成された自己診断テストである。今回計測した「ポータブルスキル」

は、業界や職種の枠を超えて通用する基本的スキル(社会人基礎力)を 「対人力」、「対課題力」、「対

自分力」の 3 分類（図表 62）24 項目（図表 63）で表現する。測定結果はこれらの 24 の指標それ

ぞれに 0 点から 10 点の指標で示される。標準点はリンクアンドモチベーション社の独自アルゴリ

ズムにより、5 点で設定されている。 

本テストで示されるポータブルスキルの点数は、絶対的な能力の高さを示すものではなく、個

人の得手不得手の傾向を示すものである。したがって、ある項目の点数を単独で分析することは

できず、本調査においても 3 分類 24 項目の能力を相対的に分析している。 

 

図表 62：ポータブルスキルの位置づけ  

  

（出所）株式会社リンクアンドモチベーショの HP 

（https://solution.lmi.ne.jp/recruitment/c/mismatch/bridge） 
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① 拠点の人材の特徴 

拠点に在籍するリーダーやマネージャー、URA などに協力を依頼した。表は拠点人材の受験結

果とともに、個人の平均点、項目ごとの平均点、項目ごとの標準偏差を示している。また、各個

人の得点は得点の高かった上位２つの項目（青背景）と得点の低かった下位２つの項目（赤背景）

を示し、その他の項目は非表示（灰色背景）とした。 

まず、全体として「対課題力」、「対自分力」、「対人力」の 3 分類の平均点では、対課題力が 5.4、

対自分力が 5.3、対人力が 5.4 となり、特に片寄なくバランスの良い点数となった。拠点として、

個々人の凸凹はあるものの、拠点としては 3 分類のすべての能力が均等に必要であることを示し

ている。 

また項目別に見ると、対課題力では、「試行力（平均点：5.6）」、「変革力（平均点：6.7）」、「機動

力（平均点：6.5）」、「発想力（平均点：6.4）」が、「計画力（平均点：4.4）」、「推進力（平均点：4.8）」、

「確動力（平均点：4.1）」、「分析力（平均点：4.7）」よりも高い。前者の４つの能力は、「右脳的能

力」であり、拠点ではイノベーションを起こすために新しいチャレンジを繰り返す必要があり、

この能力が求められていると考えられる。 

次に対自分力では、「決断力（平均点：5.4）」、「曖昧力（平均点：5.6）」、「瞬発力（平均点：6.3）」、

「冒険力（平均点：7.0）」が、「忍耐力（平均点：4.8）」、「規律力（平均点：4.0）」、「持続力（平均

点：4.9）」、「慎重力（平均点：4.4）」よりも高い値となった。ここでも前者の４つは対外的能力で

あり、拠点の中ではなく、様々な組織と連携する必要性から、対外的な能力が高い結果となった。 

最後に、対人力では「統率力（平均点：7.1）」、「支援力（平均点：6.3）」、「主張力（平均点：6.0）」

が高い値となり、これは共同研究を進めるなどしていくにあたり、確かな実績を確実に掴み取る

ために、チームをまとめ上げ、向かうべき方向に向かっていくための能力が求められていること

が考えられる。 

さらに標準偏差をみると「対課題力」、「対自分力」、「対人力」の 3 分類では、それぞれ、「対課

題力：0.7」、「対自分力：0.8」、「対人力：0.6」と大きな差は見られない。 

一方で、項目別にみると、対課題力では、「推進力：2.9」、「計画力：2.5」、「分析力：2.5」、対自分

力では、「慎重力：2.7」、「曖昧力：2.6」、「規律力：2.5」、対自分力では。「説得力：2.7」、「支援力：

2.5」、「主張力：2.4」となり、これらの項目は個々人により得手不得手の差が激しいことが分かる。

なかでも、「支援力」と「主張力」は前述の通り拠点にとって重要な項目であり、この能力は個人

としての能力差が大きいため、採用時に見極めが重要となる可能性がある。 
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図表 64：拠点人材の受験結果  

【対課題力（平均点：5.4）】 

 

 

【対自分力（平均点：5.3）】  

 

 

 

  

No 対課題力（平均点）

試行力 変革力 機動力 発想力 計画力 推進力 確動力 分析力

No.1 6.1 8.2 8.3 2.5 4.6

No.2 3.9 6.2 6.5 1.2 1.4

No.3 4.8 8.6 9.5 1.5 1.2

No.4 4.7 8.2 1.2 1.8 6.9

No.5 5.8 3.5 7.2 6.9 4.5

No.6 5.1 9.9 9.5 0.4 0.7

No.7 5.7 2.4 8.2 4.1 4.1 7.7

No.8 5.4 3.6 3.1 7.7 8.0

No.9 6.2 8.7 8.3 8.3 3.6 2.2

No.10 5.8 3.6 4.5 7.2 8.1

No.11 6.0 3.5 4.1 8.2 8.1

平均 5.4 5.6 6.7 6.5 6.4 4.4 4.8 4.1 4.7

標準偏差 0.7 2.2 1.9 1.7 2.0 2.5 2.9 2.3 2.5

No 対自分力（平均点）

決断力 曖昧力 瞬発力 冒険力 忍耐力 規律力 持続力 慎重力

No.1 4.9 8.9 2.6 1.6 8.2

No.2 5.1 8.4 8.1 1.6 2.0

No.3 5.8 8.6 8.5 3.1 1.6

No.4 5.8 7.9 8.9 3.7 1.3

No.5 6.8 1.8 4.8 8.6 9.2

No.6 4.1 8.8 9.6 0.0 0.4

No.7 4.1 7.4 7.0 1.9 2.0

No.8 4.5 2.8 5.3 2.5 8.0

No.9 6.4 8.2 8.1 4.9 4.3

No.10 5.5 4.0 2.8 7.4 7.3

No.11 5.5 4.0 3.7 6.4 6.7

平均 5.3 5.4 5.6 6.3 7.0 4.8 4.0 4.9 4.4

標準偏差 0.8 1.8 2.6 1.8 1.8 1.7 2.5 2.3 2.7
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【対人力（平均点：5.4）】 

 

 

 

 

  

No 対人力（平均点）

主張力 否定力 説得力 統率力 傾聴力 受容力 支援力 協調力

No.1 5.3 2.4 8.2 6.7 3.4

No.2 5.4 3.5 3.9 7.6 6.6

No.3 5.0 1.3 1.5 8.4 9.2

No.4 4.5 7.1 8.6 1.8 1.5

No.5 5.8 3.0 1.5 9.2 8.1

No.6 5.9 9.9 9.0 1.4 1.2

No.7 6.0 8.5 8.2 3.8 2.1

No.8 4.4 2.0 7.3 3.0 6.6

No.9 5.6 8.1 8.5 1.9 2.1

No.10 6.4 7.4 8.5 5.5 3.4

No.11 5.3 2.8 7.6 3.0 8.4

平均 5.4 6.0 5.1 5.3 7.1 5.0 4.8 6.3 3.7

標準偏差 0.6 2.4 2.1 2.7 1.5 1.9 2.1 2.5 1.8
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② イベント参加者の特徴 

イベント参加者のうち 10 名から協力を得て、オープンイノベーションに携わる人材の特徴を分

析した。まず、全体として「対課題力」、「対自分力」、「対人力」の 3 分類の平均点では、対課題

力が 6.7、対自分力が 6.0、対人力が 6.4 となり、拠点の人材と同様に特に片寄なくバランスの良い

点数となった。また拠点の点数よりも総じて高い点数となっている背景には、企業の中でも活躍

している人材がオープンイノベーションに携わっており自己肯定感の高さの表れであると考えら

れる。 

また項目別に見ると、拠点の人材と同様に、対課題力では、「試行力（平均点：8.2）」、「変革力

（平均点：8.3）」、「機動力（平均点：7.9）」、「発想力（平均点：8.2）」の点数が、「計画力（平均点：

5.2）」、「推進力（平均点：5.5）」、「確動力（平均点：4.0）」、「分析力（平均点：6.2）」よりも高い。

対課題力において企業でオープンイノベーションを担う人材にも共通の能力が求められていると

考えられる。 

次に対自分力では、「冒険力（平均点：8.5）」、「曖昧力（平均点：7.5）」、「瞬発力（平均点：7.5）」、

「忍耐力（平均点：6.7）」、「決断力：6.0」が高い値となった。拠点と同様に対外的能力が求められ

る一方で、企業の中でさまざまな制約を受けながらオープンイノベーションを推進する必要があ

ることから、「忍耐力」が上位となったのではないかと考えられる。 

最後に、対人力では「統率力（平均点：7.9）」、「説得力（平均点：7.0）」、「支援力（平均点：6.9）」

が高い値となり、拠点と異なり社内を動かしていく必要があるために、説得力が上位となってい

ることが考えられる。 

さらに標準偏差をみると「対課題力」、「対自分力」、「対人力」の 3 分類では、それぞれ、「対課

題力：0.9」、「対自分力：0.7」、「対人力：1.3」と拠点と同様に大きな差は見られない。 

一方で、項目別にみると、対課題力では、「主張力：2.5」、「否定力：2.5」、「協調力：2.5」、対自

分力では、「曖昧力：2.4」、「決断力：2.2」、対自分力では。「主張力：2.5」、「否定力：2.5」、「協調

力：2.5」のばらつきが大きくなった。一方で、「試行力：0.8」、「変革力：0.7」、「冒険力：1.0」、「統

率力：1.0」などはばらつきが小さい上に、平均値も極めて高く、これらの能力には強い自信を持

っていることが分かる。この傾向は拠点の人材には見られなかった傾向である。 
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図表 65：イベント参加者の受験結果 

【対課題力（平均点：6.7）】 

 

 

 

【対自分力（平均点：6.0）】  

 

 

  

No 対課題力（平均点）

試行力 変革力 機動力 発想力 計画力 推進力 確動力 分析力

No.1 6.4 9.1 9.0 4.5 1.4

No.2 5.8 8.6 8.7 3.5 1.6

No.3 7.8 9.1 9.4 5.7 4.7

No.4 8.1 9.1 9.9 6.0 5.9

No.5 7.6 9.1 8.7 8.7 5.7 4.7

No.6 7.5 6.2 6.5 8.3 8.3

No.7 5.6 9.1 8.7 1.2 1.4

No.8 6.4 8.2 8.2 3.5 2.6 8.5

No.9 5.9 8.6 8.7 2.5 3.4

No.10 5.6 8.6 8.2 3.4 3.6

平均 6.7 8.2 8.3 7.9 8.2 5.2 5.5 4.0 6.2

標準偏差 0.9 0.8 0.7 1.5 1.2 1.8 2.6 1.7 1.9

No 対自分力（平均点）

決断力 曖昧力 瞬発力 冒険力 忍耐力 規律力 持続力 慎重力

No.1 5.8 9.2 9.2 1.6 1.2

No.2 4.7 7.9 8.1 1.9 2.0

No.3 6.5 10.0 10.0 1.6 1.3

No.4 6.3 2.8 9.7 8.9 3.7

No.5 6.6 5.2 9.2 8.9 1.9

No.6 6.8 8.2 2.8 8.9 4.9

No.7 5.7 1.9 10.0 0.4 8.2

No.8 6.2 8.4 8.6 1.9 4.3

No.9 6.8 8.9 9.0 3.7 3.2

No.10 4.8 7.9 6.1 3.7 1.6

平均 6.0 6.0 7.5 7.5 8.5 6.7 2.8 4.7 4.4

標準偏差 0.7 2.2 2.4 1.6 1.0 2.1 2.1 1.8 2.0
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【対人力（平均点：6.4）】 

 

 

  

No 対人力（平均点）

主張力 否定力 説得力 統率力 傾聴力 受容力 支援力 協調力

No.1 6.3 3.0 2.4 8.6 9.2

No.2 5.2 8.5 8.2 1.9 2.1

No.3 7.5 9.5 10.0 3.0 4.0

No.4 8.5 8.1 7.0 8.8 9.6

No.5 7.5 5.1 9.1 8.6 4.1

No.6 6.9 8.5 8.5 8.6 4.1 4.5

No.7 5.0 3.0 3.5 5.8 7.3

No.8 5.1 3.9 8.2 6.6 3.4

No.9 7.6 8.9 9.1 6.7 4.5

No.10 4.9 2.8 7.6 8.4 1.6

平均 6.4 6.2 6.7 7.0 7.9 6.6 5.3 6.9 5.1

標準偏差 1.3 2.5 2.5 2.0 1.0 2.0 2.2 2.1 2.5



88 

 

① 拠点 A 

拠点 A に在籍する 5 名の受験結果を分析した。下図は協力者それぞれの 3 分類 24 項目のデー

タである。 

個々人の結果（グレーの線）を見ると、例えば対課題力において、発想力は 9.5 なのに対し、計

画力は 1.5 となる個人がいるなど、個人の能力の得手不得手には大きなバラツキがある。 

一方で、各個人の最大値をつなげた赤線を見てみると、例えば、対課題力の最低点が計画力の

5.7、対自分力の最低点は忍耐力の 7.4、対人力の最低点は否定力の 6.0 と、どの能力種別でも最低

点が標準点である 5.0 を上回る結果となった。 

本拠点 A では拠点として個々人の能力にはばらつきはあるものの、組織として総合的に判断し

た際には、個々人が相互補完的な関係となりバランスのよい組織体制となっていることが伺える。 

 

図表 66：受験者の受験結果（拠点 A）  
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②  拠点 B 

拠点 5 名の受験結果を分析。それぞれの能力における最高点を繋げた拠点の総合力としては、

「協調力」で標準点を下回る結果となったが「対課題力」、「対自分力」、「対人力」のそれぞれの

指標で標準点である 5 点を上回った。拠点 A と同様に、個々人の能力にはばらつきがあるものの、

組織として総合的に判断した際には、個々人が相互補完的な関係となりバランスのよい組織体制

となっていることが伺える。 

 

図表 68：受験者の受験結果（拠点 B）  

 

  





92 

 

(2) 支援人材等の有力候補人材へのリーチ 

① 支援人材等の有力候補人材のターゲティング 

本調査では、支援人材のターゲットを想定して、マッチング・プラットフォームをいかに設計

し運営していくか、試行的なプレマッチング（ターゲットへのアプローチ）を行った。 

本調査では、企業のオープンイノベーション推進担当や、新規事業創出に従事している人材を、

有望なターゲットとして仮に設定した。 

 

② イベントの実施 

（ア） 企画内容 

「設立する産学融合拠点で活躍する人材像をリサーチする」こと、加えて、「産学融合拠点の設

立に向けたターゲット人材との接点づくり」を目的に、ワークショップを中心としたイベントを

企画した。ワークショップは一定程度広く参加してもらうことに主眼をおいて、特定のテーマで

はなくある程度広いテーマ(Society 5.0)とした。 

 

（イ） 募集 

今回のイベントの実施・運営を委託した eiiconの持つネットワーク（eiicon ラボ）に対して、

イベントの告知、募集を行った。結果、定員約 30名のところ、159名の募集があった。事前に収

集していた応募者の属性情報（年齢、性別、所属企業の業種と規模）と、や産学官連携の取組状

況に関するついての設問への回答から、当日の議論が活発になるように参加者を 29名に絞り込ん

だ。 

 

図表 70：eiicon ラボ（イベントの実施・運営者）の概要 

eiicon ラボとは 

 パーソルイノベーション株式会社のオープンイノベーションプラットフォーム 

 個人向けの登録無料のニュースメディア。オリジナル記事（月間 60 本が目安）やニ

ュースリリースを記事化して配信する。 

 社会人向けのメディアで、ユーザー数は 1 万人超. 

 多くの「高度活性化人材」が登録されており、プログラムディレクターの内の専任者、

産学融合プロジェクトディレクターの有力候補になりうる人材が存在すると想定 

 

（ウ） 当日運営 

イベントの実施概要は以下の通り。 

i.実施日時：2020年 2月 6日（木）18：00～22：00 

 

ii.実施場所：東京都港区高輪 3－24－18高輪エンパイヤビル 9階 

AND ON SHINAGAWA 

 

iii.実施内容 
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第４章 今後の産学融合拠点の機能強化等に向けた提案 

 

１節 産学融合拠点の機能強化等に向けた取り組み案 

 

本調査で得られた結果を踏まえ、最後に、各地の産学融合拠点がさらなる価値創造を成し遂げ

ていくために有効と考えられる「人材に関する施策」の検討を行った。 

拠点の現場で実際に成果をあげている関係者が「成果が出ている拠点には必ず実務を切り盛り

しているキーパーソンが存在する。けっして目立つわけではないが」と指摘するように、産学融

合拠点のパフォーマンスはやや大げさに言えば少数の卓越した人材がマネジメント側に居るかど

うかに依存する。一定以上の拠点となれば優れた研究者は存在しているはずであり、それを活か

せるかどうかは拠点マネジメントの巧拙で決まると考えるべきではなかろうか。 

COI プログラム、地域イノベーション・エコシステム形成プログラムにおいても、同様の問題

意識があったからこそ、プロジェクトリーダーや事業プロデューサーの配置を義務付けていたは

ずである。しかしながら、民間出身ないしは企業所属のトップクラスで、当該拠点に相応しい人

材をどれだけの拠点が確保できてきたのだろうか。有力プログラムの採択を得た拠点であっても、

申請時点では、制度の供給するリーダー人材を挙げられなかった拠点もあったようだ。制度運営

側の助言も得るなどして、リーダー人材を配置できたにしても、当該ポジションに期待される本

来の役割が果たされているのか疑問を感じざるを得ないケースもあるようだ。 

人材が重要であることは百も承知だが実際には上手くいかない、という状況下でどのような施

策があり得るのか。以下に４つの提案を記す。 

 

(1) 支援人材の知名度向上、魅力向上 

多くの拠点が支援人材の確保に苦慮されている。その原因は様々であろうが、主な要因の一つ

として、産学融合（連携）拠点はそもそも知名度が低いことが挙げられる。ましては、そこで働

く支援人材という存在をどの程度のビジネスマン等が認識できているのだろうか。仮に認識でき

ていたとしても、支援人材という仕事にどの程度の魅力を感じているのだろうか。 

大学等に所属する URA やコーディネーター、JST のマッチングプランナー等の特定サークルの

間でのみ通用する概念・言葉となってしまっていないだろうか。民間企業の第一線で活躍し、そ

の延長で現在はある拠点で活躍するコーディネーターは、ご自身の立場を「知られていないし、

知っている人でもコーディネーターという存在を昔のイメージで理解している。非常に悔しい」

と言う。 

したがって、先ずは産学融合拠点等を牽引する支援人材の存在、その重要性をもっと社会に伝

えていく必要がある。多くの人がもつ、支援人材に対する御用聞き的で受身のイメージを変えて

いかなければならない。そのためには、「支援人材」という曖昧なイメージを与える呼び方の変更

も考えられてよい。業界の内輪の人だけが知っている状況から、大企業やベンチャー、各種専門

人材が興味を持つ状況への転換を進めていくことが先ずは必要であろう。その際、「魅力」が無け

れば知名度もあがりようがないわけだが、すべての人を対象に魅力向上を打ち出すのも難しい。

ターゲット層を定め、その者にとっての魅力を徹底的に訴求していくことになる。魅力には、仕
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ベーションプロセスが必要であり、それにより社会に断片的に散在している企業家的知識の統合

を進めることがカギになるとの含意が得られた。それは、本調査の実態調査先の拠点においても

確認され、「トップの越境型リーダーシップ機能」および「実務的なディレクション人材」として

再定義したところである。 

他方で、文献レビューでも確認されたように、これまでの支援人材育成等に関するカリキュラ

ムどちらかといえば仲介型コーディネーターが主であり、異なるセクターの関係者を巻き込みな

がら新たな価値創造を牽引するリーダーの育成は課題とされていた。 

そこで、その課題に対して実践的に乗り越えていく何らかのプログラムを模索していくべきで

はなかろうか。本調査で確認できた最前線で試行錯誤しながら一定の成果を挙げつつあるリーダ

ー人材（各拠点のトップマネジメント等）がそれぞれの実践知を持ち寄り、この取り組みを通じ

て高いレベルで整理され、それが各リーダー人材の次の実践に寄与しつつ、参加者もそれを体感

していくような仕組みで運営されていくことが望まれる。そのような進め方をしなければ、定式

化が難しい価値創造を牽引するリーダーの育成にはつながらないのではないか。静的な知識注入

型の研修では価値創造リーダーの育成は難しい。 

そこで、先ずは現トップリーダーによる「次世代リーダー型人材育成カリキュラム開発委員会

（仮称）」を組成し、人材育成カリキュラム「標準形」の作成を進めることを提案する。成功した

アントレプレナーが次代の起業家を支援（メンタリング、投資等）するようなコンセプトで関係

者の賛同を得て、全国の既存拠点で働く次世代リーダー候補者、企業等に所属しつつ将来的に産

学融合拠点に参画する本気の意思を持つ人材などを対象とする育成カリキュラムを検討する。現

場での実践的学習（拠点へのインターンシップなど）も含めたものとすべきであり、それには一

定の時間を要する。また、国内の第一線で活躍する現役リーダー人材が関与すること、その実践

知を表出いただき共有し磨き合うプロセス自体が価値創造活動でもあることから、進め方そのも

のを大事にしたい。初年度はカリキュラムの開発、２年目は試行、３年目から複数のカリキュラ

ムを実行するスケジュール感で進めるべきであろう。 

 

２節 残された課題等 

今年度は比較的成果を挙げていると考えられる５拠点を対象とする調査を実施し、そこから得

られる含意を整理し、それを踏まえて今後の打ち手を提案した。これらの含意や提案がどの程度

一般性をもつのか、つまり国内の主要拠点一般にそのまま該当するのかどうか等についてさらな

る検討が必要である。今回の調査で得られた点を踏まえ、より多くの対象を調査することにより、

現場の実態を踏まえた高質な実践を支えるための確かな知見を創り上げていくことが可能になる。 

例えば以下のような項目について調査を行うべきではなかろうか。 

 

図表 79：今後のさらなる調査の項目例 

① 拠点経営のビジョン・戦略の概要 

② 拠点経営の目標（いつまでに何を）等の設定の有無、内容 

③ 拠点の人材構成等 

(ア) 主要ポスト（代表者、実務責任者、コーディネーター等）の人数 
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(イ) 主要ポスト（代表者、実務責任者、コーディネーター等）の人物のキャリア 

④ 拠点経営のステークホルダーの存在（どのような関与をどの程度の頻度で） 

(ア) 行政 

(イ) 企業 

(ウ) 大学等研究機関 

(エ) その他 

⑤ 拠点経営の課題、対応方法等 

前述（図表 61）の「拠点を牽引する人材の各ポジションに期待される役割」に挙げた計 14 の

「役割」について、どの程度の課題認識を持っているのか、そしてどのように対応しようとし

ているのかを調査する。 

⑥ 拠点における支援人材等の採用・育成等 

(ア) 採用ニーズ、採用方法等 

(イ) 拠点での育成方法 

(ウ) 支援人材の確保・活躍等に関する課題 

 

 

以上 

 

 



 

資料編 

ターゲット人材を集めるイベントの参加者に対するアンケート結果 

（イベント詳細は第 3章 3節（３）を参照。） 

2020年 2月 6日（木）実施のイベントにおいて、参加者に実施したアンケート結果は以下の通

り。 

 

設問１．イベントへの満足度 

「本日のイベントに対する満足度はいかがでしたか」という設問に対して、「大変満足」13 人

（54％）、「満足」7人（29％）、「普通」3人（13％）、「不満足」1人（4％）で、全体の 83％が「大

変満足」あるいは「満足」という結果となった。 

 

図表 80： 

 

 
図表 81：「イベントに満足したか」 

（N＝24） 

回答番号 人数 ％ 

1 大変満足 13人 54% 

2 満足 7人 29% 

3 普通 3人 13% 

4 不満足 1人 4% 
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設問２．（イベントへの満足度別の）理由 

（１）「大変満足」と回答した理由   

• 産官学連携について日ごろの思いのたけを共有、議論できたのはとても楽しかったです。

チーム毎の多様な意見に触れることもでき、非常に満足です。 

• 普段の仕事では話をしない内容で議論発散し非日常を感じる事ができた。 

• 大変勉強になりました。社内で積極的、こういう場を作りたいと思います。 

• 普段議論することのないような価値観の方と意見交換できたので。 

• 参加者の熱量の高さ、ファシリテートの上手さ！ 

• 幅広い業界の方と意見交換でき、具体的なアウトプットまでできた点 

• プロジェクトごとのクロスアポイント活用可能性がある事に気付き大変参考になりまし

た。 

• 全く異なる方々と「オープンイノベーションで議論できた。新しい発想が面白かった。 

• 自分たちの意見が政策立案に少しでもお役にたてるのであれば、という貢献に対する満

足 

• ワークショップ形式だと思ってなかったので、とても有意義な時間でした。 

• 普段出会えないような方々と面白いワークができたから 

• 脳みそに汗をかいた（じゃんけんで）リーダーを務めたため、いつも以上に話を聞く事

に意識が向いた。 

• 産学連携という普段考えないテーマについて考えられました。 

（２）「満足」と回答した理由 

• 楽しくアイデアを出し合えた。 

• 異業種の方々と様々な視点から議論ができ、多くの気付きをもらえた 

• 具体的な意見もでてきた。様々なバックグランドを持った人とワークできた。 

• 普段知り合えないような方と意見交換することで刺激をうけられた。 

• 日ごろ使わない頭を使った感じがした。ちょっと慌ただしかった気もする。 

• 多様な立場の方々と議論できたため 

• コミュニケーションとして楽しかったので 

（３）「普通」と回答した理由 

• 参加者の意欲が高く有意義な議論ができた。フェシラートが少し曖昧で議論の方向性が

統一されていなかった（想定しているよりも有識者が多く集まったのかもしれない） 

• アウトプット中心で期待していた。インプットは物足りなかった。セミナー参加者がア

ウトプット中心というのには、違和感を感じました。 

• アイデアソンした後に誰が何をどうするのかが不明なのでやって終わりになっちゃうの

が気がして残念。教えるテーマが広すぎるので、もう少し絞って深く考えて、良かった

ら経産省なり日本総研の続きがやれるとかがよかった。 

  



 

（４）「不満足」と回答した理由 

• ワークショップ自体は楽しかったが、もっと産官学連携に関するインプットやスタート

アップとしての絡み方などを知りたかった。あって欲しい姿はチームでまとめると個人

の立場が反映されないので、個別に言いたかった。 

 

設問３．産学連携への意欲・取組状況 

「産学官連携に関する意欲や取組状況に関して教えてください」という設問に対して、「産学官

連携に関する活動を既に積極的に実施している」13人（54％）、「産学官連携に関する活動を実施

したいと考えている」10人（42％）、「産学官連携に関する活動を検討していない」1人（4％）と

なった。 

図表 82： 

 

 
図表 83 「産学連携への意欲・取り組み状況」 

（Ｎ＝24） 

回答番号 人数 ％ 

1 産学官連携に関する活動を既に積極的に実施している 13 人 54% 

2 産学官連携に関する活動を実施したいと考えている 10 人 42% 

3 産学官連携に関する活動を検討していない 1人 4% 
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設問４．（産学連携への意欲・取組状況に関する）理由・具体的な取り組み 

（１）産学官連携に関する活動を既に積極的に実施している 

• 官民連携プラットフォームの運営等 

• 大学と色々な企業とのプロジェクト講座を複数運営している。 

• 産学官が連携するための場づくり、街づくりに向け活動 

• 日本全国の大学のもつ技術を掘り出しＳＤＧ実現に向けた官民連携の新ビジネスの創出(特

に地方国立大学と複数のコンソを作ってプロジェクト化） 

• 地方自治体とコミュニティ活性化を実施している。 

• ＩＣＴ分野における産学官の政策形成。地域の人をつなぐ活動 

• 広域ＴＬＯとして産学連携、地域振興に取り組んでいます。 

• 大企業の方々から研究者紹介のご依頼を頂く事が増えてきたため。 

• 学産学融合（ソニー、アイシン、クックパットの社内アクセラが東大、東京芸大で講師をし

て学生発スタートアップイノベーション） 

• 会社として共同研究を一般公募しているが、会社側では十分に目効きできない。 

• いしかわスタートアップステーション（産官学民間など 19 団体）。創業機運を高める為のセ

ミナー、イベント、交流会の運営。 

• 産学連携を業務として行っているので、基本的にはＡＩを活用した共同研究を実施 

• 事業はソフトウエア技術や機械学習技術に触れる機会があり、地方や大学とのプロジェクト

も少しづつ事例としてある。仙台にて地方大学、地域企業のプロモーションをするケースが

直近にあります。 

（２）産学官連携に関する活動を実施したいと考えている 

• 産業創造におけるリーダー創出の目的から弊社では企業支援を行っており、起業家の支援の

一環で大学や研究者の方との連携を進め始めております。 

• 現状、産官のみでの活動が多いので、学びも巻き込んで実施したい。具体的には新規就農支

援をしている。 

• 社会性のあるサービスとしていきたいので、産官学連携でどのようなことができるか、イメ

ージしたいと思っている。 

• And On における性能向上合体、大学との連携 

• SDGをキーワードとしてネットワーク組織を立川エリアで立ち上げている。 

• すぐには動けないものの連携は必要 

• 新規事業開発が仕事なので面白い企画はコラボしていきたい 

• 自身は関わっていないが自社として徐々に取り組み始めているため、また今後それに関わる

可能性があるため 

• 自分たちのテーマとした正六面体に向けた活動をやってみたいと思ったから。 

  



 

（３）産学官連携に関する活動を検討していない 

• 今の所、具体的な取り組みがありません。知財面での折合い、金額、契約準備期間等、上手

くいかないことが多く敬遠している状況です。 

 

設問５ 経済産業省が推進する産学連携プロジェクトや産学融合拠点に期待することを教えてく

ださい。（自由記述のテキスト文書を日本総研にて分類。） 

経済産業省への期待として、「人材」「場作り」「情報発信」が多く挙げられた。産学融合拠点の

有望人材候補側に、ニーズがあることを確認した。 

 

人材面に関する期待 

• 継続性とビジョンを具体的に解像度をあげる。収益性もしっかりとビジネスとしてマネ

タイズできるように。リーダーシップ持つ人材の集約と高裁。 

• 技術、産業開発に新しい人材を入れる事(例えばプロデューサー、スタイリスト等々、プ

ロジェクトをみている人） 

• 若い学生（これから長い期間生きる方）の声をより重視した活動 

場作りに関する期待 

• 地財、カニバリ等ない、建設的な共創の場が欲しいです。 

• 地元地域との適切なコミュニティ形成。ステークホルダーの調整役としての機能。連携

の規模感（大きすぎて小さすぎてもダメかな） 

• ネットワーキング。素晴らしい参加者が集まっていると感じたため。 

• 「学」の方々とのコミニュケーションの場 

• 気軽に出会える場 

• このような立業のお役にたてる場の創出 

情報発信の期待 

• 経産省のプロジェクト概要の発信シンポジウムの開催、大学との連携拠点の創出、補

助金事業 

• ベンチャーが参入しやすい風土づくりや、参入イメージを示して欲しい（大学発ベン

チャーでなく普通のスタートアップの場合） 

• 技術系の教授をプロモーションし学生増、企業連携増など実現できるケイパビリティ

があるので一緒にプロジェクトを持ちたい。 

• 国プロ等はエビデンスの管理等が煩雑になり、どうしても二の足を踏んでしまう。ハ

ードルが低いと参加しやすいと思います。 
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その他の期待 

• 世界を変えるというビジョン、継続性のある仕組みづくり 

• 突破口を開いて欲しい 

• 大学ニーズのグローバル展開支援 

• もっと日本を盛り上げて下さい。 

• 良いモデルを作ろうとしている。日本一安い旨い早い POC 環境。経産省のお墨付きが欲

しい、広げて行きたい。 

• 基礎研究をやって欲しいと以前言われたのですが、やはり企業なので応用になってしま

います。官の方は是非基礎の方をバックアップさせるのが良いと思います。 

• 世界を代表するプロジェクトが誕生する事 

• 世界から大きく遅れていると言われる AI の文脈においてより促進を図って欲しい。米国

だけでなく、中国、東南アジアへの意識も。 

 

 

 

以上 

 

 


