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オープンイノベーション機構の体制

競争領域の共同研究を集中的にマネジメント

共同研究プロジェクト

機構長

副機構長

統括クリエイティブ・マネージャー

研究推進部産官学連携課
オープンイノベーション機構

支援掛
知財CM

プロジェクト
CM 法務CM

阿曽沼 慎司
京都大学 OI機構長

京都大学産官学連携本部
知財戦略×社会連携×ベンチャー創出

京大グループ会社

京都アカデミア法律事務所

・京都大学産官学連携活動の戦
略・ポリシーの策定
・戦略・ポリシーに基づいた京大
グループの事業活動の総合的マネ
ジメント

(1)

(2)

(1)

(1)(13)(1)

自立運営を見据えた
組織運営

①産学包括連携

②大型共同研究

③大型化が見込める共
同研究

④研究領域や学部等を
横断する学際共同研究

OI機構の
スコープ(当初)

ミッション
独創的なアイデアと情熱を持つ京都大
学の研究者と共に、京都大学の革新的
なシーズの実用化を目指したプロジェ
クトメイキングを行い、「組織」対
「組織」の包括連携、大型共同研究を
プロデュースし、マネジメントし社会
実装へつなげる。
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文科省OI機構整備事業の採択2年目の
2019年７月1日に部局の一つとして発足

湊 長博
京都大学 総長

2007年7月

総長



企業
役員・従業員

OI機構
CM

知・人材・資金の好循環の形成(触媒)

プロジェクトCM(クリエイティブ・マネージャー)の役割

京都大学

部局
研究者

ニーズからシーズへ

研究者の懐に
飛び込む

企業の懐に
飛び込む

シーズからニーズへ

【プレアワード】社会実装に向けた、産学包括連携、大型
共同研究、先々大型化が見込める共同研究、部局横断的な
学際共同研究のプロジェクト組成と受入
【ポストアワード】受入プロジェクトの研究マネジメント
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OI機構における具体的な取組み・仕組みの例

①大型共同研究の組成に関する取組み

 企業と大学のトップ同士の意思決定に基づく包括連携共同研究

 ダイキン工業、ダイセル、花王、日立製作所、大阪ガス、島津
製作所等

 ベンチャーを巻き込んだ大型共同研究

 SCREENﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ×AFIﾃｸﾉﾛｼﾞｰ×京ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ×京都大学
 OI機構連動型OPERAとの連携

 OPERAからOI機構プロジェクトへ移行

②社会的な課題解決への取組み

 社会的な課題解決(カーボン・ニュートラル等)を行うための大型共同研
究や企業を巻き込んだ国プロを積極的に企画・推進

 基盤となるカーボン・ニュートラル推進フォーラムの設置
 国プロの獲得(派生型共同研究組成への布石) 4



①【空気・ﾍﾙｽｹｱ】 空気・換気、ヘルスケア領域での新価値創造（ながはまコホートでの医工連携）
・個人のゲノム情報に基づいたパーソナル空気・空間ソリューションの提供による健康寿命の伸長
・京都大学が16年かけて築いてきた、1万人の健常者データと住民との信頼関係がある「ながはまコホート」

②【先端技術】 エネルギー・材料・コールドチェーン分野を中心とした先端技術の共同研究
・カーボンニュートラルに向けたCO2削減の革新技術 ・材料（電池、重合）、建築
・海上コンテナの鮮度保持技術（コールドチェーン）

③【エネルギー】 空調周辺での価値創造に向けた京大スマートテクノキャンパスPJへの参画
・スマートシティ向けDR空調機の立案 ・京大キャンパス（吉田、桂、宇治）を繋いだ実証実験

④【新興国市場】 未来空調ｺﾝｾﾌﾟﾄ創出のためのｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ地域研究部局との連携（文理融合）
・人材交流を通じた地域専門家の育成 ・サステナブルな社会の実現に向けた地域風土にあった空調文化作り

⑤【ベンチャー】 京大発ベンチャーとの提携・連携
・社内アントレプレナー育成 ・人と人の信頼関係を重視したベンチャー協業

ダイキン工業のF25~F30の実現 と 京都大学が掲げる”Well-being
（より良く生きられる社会）“の実現に向けた「５つの協創プログラム」

【京都大学の包括連携における重点方針】
●Well-beingに満ちた次世代社会の創造
●イノベーション創出による社会への貢献
ながはまコホートの社会実装（医工連携）、
ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ研究、ｽﾏｰﾄｷｬﾝﾊﾟｽ、ベンチャー活用

【ダイキン工業の包括連携における重点方針】
●エネルギー、環境分野への取組強化
（先端材料、建築、冷凍・冷蔵、固体電池）

●空調文化を全世界へ届ける
●ヘルスケアをF30の事業の柱に成長させる

Well-being（より良く生きられる社会）の実現に向けた５つの協創プログラム

トップ同士の意思決定に基づく包括連携共同
研究の取り組み例
（京都大学とダイキン工業の包括連携協定） 4
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10年総額で50億円を目途に投資額を設定。さらに魅力あるテーマが設定できれば、
上限を設けることなく、投資額を増加させるという柔軟な体制で成果創出に取り組む。



6ダイキン工業との包括連携の概要

京都大学から見た、ダイキン工業との包括連携の意義

 地球規模で事業を展開し、環境貢献に近いポジションにいるダイキン
工業との包括連携を通じて、
 「Well-being（より良く生きられる社会）の実現と教育・啓蒙」という

コンセプトの下で、京都大学が重視する学問の源流を開拓する基
礎研究、人類の将来にとっての学理の探究成果を社会に展開する
ものと期待

 これからの多様な産学連携のイノベーションを推進
 産学連携共同研究の革新的なあり方・方法論の確立
 ベンチャー活力を活用した産学連携の新しい枠組みの開発

 京都大学が有する優れた研究成果のグローバル発信と若手研究
者の育成 など

ダイキン工業との接点・ネットワークの構築方法
 京都大学とダイキン工業のトップ同士が包括連携協議会（年１回）で議論し、大

きな方向性を決定。
 運営委員会（年３回）で、大きな課題について協議。

 包括連携事務局会議（週１回）での密なコミュニケーションを通じて、プロジェクト
CMが企業包括連携担当者と信頼関係を醸成し、課題探索から個別共同研究
の組成を推進。
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2社と大型共同研究を実施中

OPERAとの連携状況（OPERAからOI機構プロジェクトへ）

基礎研究
(SiC半導体素子研究)

第Ⅰ期
知的クラスター

第Ⅱ期
知的クラスター

スーパー
クラスター

OPERA
(非競争領域)

OIプロジェクト
(競争領域)

1970年～ 2002年～ 2008年～ 2013年～ 2018年～ 2021年～

SiCの京都地域での開発・革新的SiC製造技術を創出

OPERA研究開発計画

OPERAでの革新的SiC技術の創出により、
SiCﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽの低コスト化、高信頼性化、高性能化を実現

7



京都大学カーボン・ニュートラル推進フォーラムの設置

〇目的
（１）研究者同士の交流・情報交換
（２）企業との共同研究組成への貢献
（３）大型の資金獲得への貢献
〇体制
代表 時 任 宣 博 理事・副学長
副代表 室 田 浩 司 産官学連携本部長

阿曽沼 慎 司 オープンイノベーション機構長 ※
（※ 推進フォーラム事務局長）

〇これまでの取り組み
・ キックオフシンポジウムの開催
・ 推進フォーラム構成員への学内外情報（メルマガ：毎月配信）の提供
・ Roadmap to 2050 カーボン・ニュートラル推進連続セミナーの開催
 テーマ（例）「太陽光発電・蓄電システム」 「バイオマス研究の新展開」 「触媒を用いたグリーンイノベーションへの挑戦」 など

・ 学内外研究者と企業間の面談
〇成果
・大型共同研究の組成

人文・社会科学を含めた科学的知見の創出及び研究成果の活用等を通じ、カーボン・ニュートラル実現
に向けた産業界等との共創による技術革新及び経済社会システムの変革への貢献を目的として、京都
大学カーボン・ニュートラル推進フォーラムを設置。（2021年7月設置）
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CMによる産学連携プロジェクト組成のあるべき姿

大学
CM

部局
研究者

ニーズからシーズへ

シーズからニーズへ

企業
役員・従業員

企業
CM

知・人材・
資金の好循
環の形成
(触媒)

研究者・企業の懐に
飛び込む

企業内・大学の懐に
飛び込む

外部機関
(シンクタンク

機能の活用)

CM人材課題
・大学・企業双方での育成・発掘
・産学間人材流動を促す社会制度設計
・企業内キャリア形成の制度設計 9

CMに求められる行動変容
・CMが社会課題を研究し、大学シーズ
と企業ニーズを素材と捉え、それらを
活かした社会課題解決の物語を描いて、
研究者と企業（役員・従業員）の懐に
飛び込み、熱く語り掛け、共感・情動
で巻き込む。
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