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2令和4年度「オープンイノベーション機構の整備事業」シンポジウム

自己紹介

産官学のそれぞれの立場を
経験をしていることが強み。
各界の価値観の相違を補
完的に調整できるように心
がけています。

統括クリエィテブマネージャ
教授 大嶋 洋一
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東工大オープンイノベーション機構の特徴

「組織」対「組織」

東工大ＯＩ機構は、オープンイノベー
ションにより社会実装を目指す大規模
な共同研究を「組織」対「組織」で支
援します。また、オープンイノベーション
の環境の下、ネットワーキングを促進し
ます。

拠点間交流会/
ＯＩスクール

東工大

企
業
B

企
業
A

産－学－産連携

ユーザフレンドリーな
コンシェルジェ

東工大のOI機構のクリエイティブマ
ネージャは、企業の皆様のリクエストに
応えるために、３つのＰの活動を通じ
てユーザフレンドリーなコンシェルジェの
役を果たします。

チーミング
Producing the team
パートナ探し
Promotion ideas to partners
プロジェクト提案
Proposing new projects

オープンイノベーション
エコシステムの構築

東工大OI機構は、自分たちで
サービス（新規テーマ探索、ＩＰ
戦略支援、パートナ探索、プロトタ
イピング支援等を提供するほか、
様々なサービスプロバイダーとの連
携の機会を創出し、皆様の研究
開発成果の社会実装をサポート
します。

「知の深化」＋「知の探索」

東工大の最先端の研究者は、研究開
発を極めた「知の深化」に貢献します。
また、ＯＩ機構は、新しい課題を見つ
けるために他の領域にアンテナを伸ばす
「知の探索」を支援します。

イノベーション
の起きる領域

知
の
深
化

知の探索

テーマ設定、具体的な研究内容、教員メンバーの候補を挙げる等の企画を行う初期
段階から、オープンイノベーション機構が調整します
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OI機構の具体的な産学連携支援活動

・イベント事業
・調査事業

オープンイノベーションのた
めのエコシステム構築事業

２．エコシステム構築事業
オープンイノベーション活動を促進するためのエコシステムの構築事業。学外のオープンイノ

ベーション関係者とのネットワーク強化等のための活動。2022年度に協賛事業として活動開始。

協働研究拠点運用支援/
拡張事業

・新規テーマ探索支援
・人材の多様性確保
・インセンティブ制度の整備
・OIスクールの開催

協働研究拠点設置準備事業
・共同事業／共同研究の活用
・トップセールス活用
・共同研究講座/包括連携の
終了後へのフォローアップ

・共創領域コンソから競争領
域への移行

１．協働研究拠点関連事業
協働研究拠点に関連した活動。本学に興味を持っている企業に協働研究拠点の価値を理解して

もらい、拠点設置の準備段階となるプレ拠点事業と、協働研究拠点設置後に拠点活動を活性化す
るためのポスト拠点事業とからなる。

プレ拠点事業 ポスト拠点事業

協働研究
拠点設置
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協働研究拠点

OI機構が競争領域の大型の組織対
組織の連携として運用している制度

TEPCO廃炉フロンティア技術創成協働研究拠点
出光興産次世代材料創成協働研究拠点

デンソーモビリティ協働研究拠点

AGCマテリアル協働研究拠点
aiwell AIプロテオミクス協働研究拠点

コマツ革新技術共創研究所

項目 協働研究拠点

共同研究費
年間2,000万円以上
(間接経費を含む。た
だしスペース料は別）

期間 3年以上10年以下
学内専用スペース

の設置 設置が必要

間接経費等
直接経費の25％＋
戦略的産学連携経費
（直接経費の15％以

上）が必要

LG Material & Life solution協働研究拠点
アルバック先進技術協働研究拠点

マルチモーダル細胞解析協働研究拠点

東洋インキグループ協働研究拠点
JFEエンジニアリング カーボンニュートラル協働研究拠点
三菱マテリアル サステナビリティ革新協働研究拠点

協働研究拠点

富士通次世代コンピューティング基盤協働研究拠点

2022年1月
31日時点で
13拠点

企業にとって持続的な研究機関として設立す
る判断が必要
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協働研究拠点設置準備事業 プレ拠点支援事業①

【チーミング支援活動】
協働研究拠点の設置活動前の段階で、本学研究者とのマッチング活動を共同事業（※）と
して共同研究のチーミング活動を積極的にサポートする。他大学の研究者の参加(学―学
連携）についても柔軟に対応。

【個別共同研究の拠点化への支援活動】
本学と個別の共同研究に興味がある企業に対して、まずは個別の共同研究から始め、OI機
構による拠点設置の支援活動を継続することで個別共同研究から拠点設置に向けての拡張
を支援する。

本学と企業の産学連携活動の契機となる部分であり、企業
のニーズを正確に把握し、ニーズに対応した本学の体制整
備を迅速に実行する。

プレ拠点支援事業
協働研究拠点設置準備事業
・共同事業／共同研究の拡張
・トップMtgからの発展
・共同研究講座/包括連携の
終了後へのフォローアップ

ポイント
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OI機構の共同事業

ニーズのヒアリング

共同事業 ①既存サービス紹介

②カスタマイズサービスの提供

共同事業：本学との連携を希望される企業との、デザイン思考的なヒアリングを通じて、
企業の求めるサービスを明らかにし、カスタマーサティスファクションを実現する事業
＊本共同事業は共同研究への進展を否定するものではありませんが、必ずしも共同研究を実施することを
目的としていません

共同研究、協働研究拠点

貴社のニーズを分析し、弊学
との連携に何を求めているの
かを整理、仕分けいたします。

仕分けした結果、弊学の既
存のサービスでご満足いただ
けそうな場合には、①既存
サービスの紹介を、特に、貴
社のためのカスタマイズした
サービスが必要な場合は②
OI機構がプロデュースする
サービスの提案を致します。
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協働研究拠点設置準備事業 プレ拠点支援事業②

【トップ同士のコンタクトを活用した拠点設置支援活動】
トップ同士の接点から協働研究拠点設置に向けた展開を行う。両者のトップの総合的な
協業の意向を十分に反映させ、研究企画チームとOI機構の連携で、共同事業等のプロセ
スを通じて具体的なテーマ設定を絞り込む。

【共同研究講座／包括連携終了後のフォローアップ支援活動】
既存の共同研究講座終了案件、包括連携案件等から協働研究拠点設置に向けた展開を支
援する。産学連携本部と連携して、協働研究拠点制度の紹介する機会を設け、本学と接
点のある企業との連携を持続的なものにする。

【OPERA等の共創領域の研究開発に参加している企業の競争領域への展開支援活動】
コンソーシアム事務局と連携して、共創領域の共同研究を行っているコンソーシアム参
加企業から協働研究拠点への移行を促す。
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東工大オープンイノベーションエコシステム

オープンイノベーション・エコシスムでは、エコシステム内のネットワーキングを通じて、技術・製品・人材の流れ（マ
ネーは、当該流れの逆向き）を加速し、エコシステムの持続的成長を支援

東京工業大学

拠点設置企業

スタートアップ
他大学・
他機関 協働研究拠点

事業化支援サービス

スタートアップエコシ
ステム

オープンイノベーション・エコシステム

技術・製品・人材の流れ

マネーの流れ

研究企画支援 IP 戦略支援 プロトタイプ支援
マーケティ
ング支援

R&D 
マネジメント

新規テーマ
探索支援

大企業

オープンイノベーションの当事者

エコシスム内のステークホルダー

市
場(

市
民
）
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エコシステム構築事業
学内の環境のみならず、学外を含めたオープンイノベーションの
ためのエコシステムの存在が不可欠である。本事業の資金を得る
ために、本年度エコシステム構築事業を協賛事業として創設。

オープンイノベーションの
ためエコシステム構築事業

イベント等 概要 分野/領域 頻度 規模 提供サービス

TTOP（Tokyo 
Tech OPen
innovation &
venture/researc
h festival）

・世界のオープンイノベーション関連の
最新動向の紹介
・東工大の協働研究拠点の紹介
・東工大発ベンチャーの紹介

・オープンイノベーション関連全
般
・スタートアップ等

1回/年
（10月
予定）

1000人程
度

・企業名、団体名をWEBベージ、ポス
ター等に掲載
・イベント＋アーカイブ期間内に協賛機
関を紹介するメルマガ配信等
・弊学講師等との個別Mtgのアレンジ
・バーチャル展示室の提供

Xtech Innovation 
Forum

・特定の技術分野を対象としたパート
ナ探索に向けた研究成果の紹介

・全固体電池（材料）
・細胞デザイン（バイオ）
・集積Green-niX（半導体）

3回/年
以上

200-500
名程度 ・上欄を参照のこと

OIスクール（公開
版）

オープンイノベーションマインドの育成、
ネットワーキングの契機となるディスカッ
ションを取り入れた講演会

近時の社会課題を対象
（例：メタバースとWEB３．
０等）

4回/年
以上 20-50名

・無償参加
・学内外拠点メンバーとのネットワーキ
ング機会提供

協賛機関ラウンド
テーブル

協賛機関の方による弊機構のオープ
ンイノベーション環境整備事業に対す
るリクエストや助言提供の機会

協賛機関の企業 1回 10名程度 ・東工大幹部との意見交換

(※）このほか、OI機構が共催するイベントも実施予定。
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OI機構によるオリジナル調査報告書

OI機構オリジナル調査レポートを作成。同レポートは、OI機構が企画し、本学専門教員
が監修し、専門調査機関を活用して作成した調査レポート（50-100ページ）。年間
１ー３報告書を作成。

2021年度のレポート例
細胞デザイン技術動向
監修者：村田 昌之教授、加納 ふみ准教授

宇宙農業関連技術動向
監修者：関根 康人教授

2022年度は、メタバース、量子センサー、北九州地区の産業の研究開発動向調査を実施

カーボンゼロ特許技術動向調査
監修者：大嶋 洋一教授
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地域連携を推進する機関としての大学
【イノベーションのための地域連携はどの機関が担えるのか？】

大企業
企業の連携は営利目的を中心としたもの。

スタートアップ

地域連携は得意な組織であるが、環境整備が主な業務
であり、イノベーションの主体ではない。行政機関

大学 地域連携は得意な組織であり、かつ連携することで知の源
泉が太くなりイノベーションの起点が増え成功確率が高まる。

地域連携の先導役を大学が果たすことで、イノベーションの成功確率を高めることに貢献する。

金融機関 本店・支店等の同一組織間での連携はあるが、原則イノ
ベーション自身を起こす組織ではない。
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東工大ー九工大産学連携交流会

地域連携のパートナーとしてご興味がある方は遠慮なくお声がけを！
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OI機構が描く将来構想図

大学がインベンションの源泉となり、企業等と共にオープンイノベー
ションによって市場創設を牽引するエコシステムの構築を目指す 大学城下町構想
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戦略的産学連携経費の一部の目的積立金化について
（戦略的産学連携経費の使途）
企業から受け入れた戦略的産学連携経費の一部は、
研究者へのインセンティブ、及び、研究者や企業
をサポートし、戦略的な産学連携活動を担うＯＩ
機構の運営に必要な経費として用いる。

継続的なOI機構のマネジメントによ
り、企業は本学の多様な教員とつなが
ることが可能となり、企業のニーズに
あわせた拠点の設計が可能となる。

研究の深化と拡大、
より良い研究成果の創出

（上記経費の一部を目的積立金とする理由）
●中長期的な産学連携活動の強化

（参考：目的積立金の手順）
１）全体で目的積立金とする額を把握
２）財務セクションに対し、上記の金額を報告
３）財務セクションは、当年度の目的積立金の中

から当年度の金額を配当

OI機構のマネジメント費用として獲得した経費
を、翌期以降も活用するために、目的積立金と
して整理した。
また、期をまたぐ繰越しについても、「戦略的
産学連携事業」として、文部科学大臣の承認を
受け、第4期に繰越し、OI機構の補助金が終了し
た後についても、OI機構が継続的に運営するた
めの資金としている。

OI機構の運営



ご清聴ありがとうございました
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