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１．産学連携の取組とOI機構の位置づけ

・これまでに国際産学連携本部は“特別共同研究事業”と“開発研
究センター”を中心に共同研究を拡大してきた。

・OI 国際戦略機構（OI機構）は、これに加えて組織対組織の大
型共同研究の組成により産学連携の規模拡大を加速するため、
2019年10月に発足。

国際的な産官学連携活動の重要性を考慮し、2014年に新たに国際産学連携本部を設置。以下の活動を推進中。
・研究成果の技術移転により、産業や社会の発展に貢献し、社会経済の変革につなげる（イノベーション創出）。
・大学発ベンチャー企業の育成支援やつくば地区の研究機関や企業など地域の連携を促進する。

施策：
・企業で事業戦略の経験を持ち、産官学連携スキルを有する
人材を雇用し、組織対組織の共同研究を組成する。

・企業ニーズに基づいた研究テーマを設定し（ニーズドリブ
ン）、事業に貢献する共同研究を組成する。
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図 国際産学連携本部の共同研究額の推移
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国際産学連携本部 本部長・本部審議役

開発研究センター
1. プレシジョン・メディスン
2.未来社会工学
3. スポーツイノベーション
4. ヘルスサービス
5. テーラーメイドQOLプログラム
6.働く人の心理支援
7. イノベイティブ計測技術
8.革新的創薬
9. デジタルネイチャー
10.健幸イノベーション
11.スマートウェルネスシティ政策
12.健幸ライフスタイル
13.ゼロCO2エミッション機能性材料

産学連携部
技術移転部門
・産官学共創プロデューサー
・技術移転マネージャー

事務部門（産学連携企画課）
・知的財産管理部
・民間資金・学術指導契約
・総務
・事業管理（会計）
・企画（起業教育、広報、社会人
向け教育コース）

オープンイノベーション国際戦略機構
機構長（副学長）

副機構長

CM(産業分野担当)
国際担当
ベンチャー支援担当
法務担当
財務担当
知的財産担当

CM:クリエイティブマネージャー

アグリフードピアPJ
精密医療事業化PJ
健康長寿機能性環境研究PJ
医療・介護の質の評価PJ
藻類バイオエネルギーPJ
つくば未来都市PJ
未来環境材料PJ

PJ:プロジェクト

従来型の大学シーズ
の技術移転

外部資金で運営
する研究組織

ニーズ起点、組織対
組織の共同研究

マネージ
メント部門

プロジェクト
部門

統括CM

・OI機構は従来からの国際産学連携本部とは別組織として設立。ただし、従来の大学シーズの技術移転や契
約・知財を担当する産学連携部やプロジェクトを遂行する開発研究センターとは連携して活動。

１．（１）OI機構の組織構成

特に注力するテーマに
ついて迅速に社会実装
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１．（２）OI機構プロジェクト
・特に注力する研究分野では、研究領域を横断した組織を構築し、迅速な社会実装に向けて活動を推進。

プロジェクト（分野） 活動状況 系横断の取り組みの例
アグリフードピアPJ
（農業分野）

• ゲノム編集による高機能食品の実用化研究
• 日本初のゲノム編集トマト上市を実現

システム情報技術との連携
センサによる環境制御や自走型ロボットを導入し
た農業自動化

精密医療事業化PJ
（ライフサイエンス分野）

• 日本初の1000ドルゲノム解析拠点を構築
• 個人に最適な治療の研究と実用化に取り組む

AI分野の連携
次世代シーケンサによるDNA解析とAI技術を用
いた腫瘍マーカの探索

健康長寿機能性環境研究PJ
（バイオテクノロジー分野）

• 琥珀の生理機能に関する効果検証
• 機能性食品としての上市に取り組む

医学医療分野との連携
ゲノミクス解析技術の健幸長寿機能性研究への
応用

医療・介護の質の評価PJ
（サービス分野）

• 国/地域のデータ分析により健康/幸福を向上
• ヘルスサービスの社会実装に取り組む

医学医療分野とIT分野の連携
顔認証や映像分析の技術を用いた遠隔診療
支援サービス

つくば未来都市PJ
（スマートシティ分野）

• 人工知能、サイバニクス、睡眠等の最先端研究
• 産官学公連携でスマートシティ実現に取り組む

システム情報と芸術分野の連携
将来都市実現のための芸術の視点からの街づく
り、行政や医療のIT化

藻類バイオエネルギーPJ
（環境エネルギー分野）

• 下水を利用したバイオ燃料生産技術を開発
• 当該技術の最適化と産業化に取り組む

医学医療分野との連携
藻類に由来する高機能性成分の同定と抽出精
製ならびに機能性評価

未来環境材料PJ
（環境エネルギー分野）

• 水素生成・貯蔵材料のホウ化水素を開発
• 共同研究により実用化を目指す

計算科学研究センターとの連携
理論計算による物質構造、反応メカニズムの検
証と材料設計の最適化



２．OI機構のこれまでの取り組みと課題
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・ 「組織」対「組織」の共同研究を立ち上
げ、長期的な連携を目指す。
・「企業トップ共創型」、「CM起点型」など
企業ニーズと大学シーズをマッチメークす
るニーズドリブン型の活動を実施。

企業との共同研究の
拡大

ベンチャーエコシステムの
強化

・ 企業、大学、大学発ベンチャーの連携で
研究成果の社会実装を目指す
・ 共同研究やライセンスにより、資金や人
材の循環を促進
（新株予約権の制度を整備）

・ 海外企業との共同研究や、大学発
ベンチャーの海外での起業を支援

・ 大学の研究シーズを海外のテックスカウ
トへ見える化し、国際的な産学連携を
拡大(Wellspring/Flintboxの活用)

オープンイノベーションの
国際展開

Market to Business to Academia
(M2B2A)

AcademiaMarket Business

Value 
Chain

Research 
Potential

Needs for 
future 

Society & 
Economy

筑波大学の卓越した研究能力を企業のニーズにマッチングさせることにより、
産学連携を進め、イノベーションを創出し、社会実装することを目指す。

会社設立大学発
ベンチャー 上場

基金運用
筑波大学

育成

現金化

共同研究
寄附

ストックオプション

育成への投資
人材教育

新産業
創出

https://tsukuba.flintbox.com/technologies

２．（１）OI機構の取り組み

ベンチャーエコシステム
ニーズドリブン研究 Flintboxによる研究紹介の例

https://tsukuba.flintbox.com/technologies
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企業トップ共創型 CM起点型

統括クリエイティ
ブマネージャー

企業トップ
(CEO,CTO)共創提案

回答 無し
有り

筑波大学ポテンシャル 企業のニーズ課題共有

可能性 無し

有り

個別研究群、環境 マッチング

合意 無し

包括提携、特別共同研究事業、共同研究など

クリエイティ
ブマネジャー

企業トップ
(CTO)

連携提案

連携 無し
有り

STEP1 STEP1

STEP3

STEP4

STEP2

具体課題

・筑波大学では、企業のニーズと大学のシーズに関して、双方向で情報共有することでテーマを絞り込み、
マッチメークにつなげる、「ニーズドリブン」の研究組成に取り組んでいる。

・これまでに「企業トップ共創型」および「CM起点型」の活動を実施してきた。

有り

ダイレクトメール利用 CMネットワーク利用

成果と課題
・企業との関係構築の面では
成果があったが、共同研究組
成の効率に課題が残った。

成果と課題
・大型案件組成に成功した事
例はあるが、個人のコネク
ションに限界がある。

２．（２）ニーズドリブン型共同研究

・企業のCTO等へ直接働
きかけ、組織対組織の
共同研究組成をはかる。

・CMのコネクション活用
により、大型共同研究
組成をはかる。
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＜CM起点型の共同研究の事例＞
2020年、CMのコネクションを活用し協議を開始。企業の医療DXのニーズに対して筑波大学の学際的な
研究シーズにより課題解決をはかる研究テーマを提案し、2021年度から研究を開始。

２．（３）共同研究事例

研究代表者
•NEC バイオメトリクス研究所
宮川 伸也 所長

•筑波大学 サイバニクス研究センター
鶴嶋 英夫 客員准教授(研究当時：筑波大学医学医療系准教授)

・皮膚組織に水分がたまる症状である浮腫(むくみ)の度
合いを、AIを活用して顔映像から推定する技術を開発
（AIを活用した技術は世界初)

・スマートフォンやタブレット端末のカメラで撮影した
顔映像で推定ができるため、外出先や車いすの利用者
でも負荷なく利用可能。

・今後もNECと筑波大学は連携し、更なるデータ集積を
図るとともに、医療介護・ヘルスケア分野での具体的
応用を推進。

NECプレスリリース
https://jpn.nec.com/press/202302/20230210_01.html

顔映像から浮腫の度合いを推定する世界初の技術を開発
～疾患の早期発見や悪化防止に貢献～
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学際ワーク
ショップ型

イベント起点型

地球規模社会課題
解決型

ITF.F関連

従来の活動の課題 現在の戦略と取り組み

２．（４）従来の活動の課題／現在の戦略と取り組み

・新規企業との接点の拡大

・複合領域のニーズの明確化

・さらなる共同研究の大型化

イベントで卓越した研究を発信し、
新たな企業との接点を作る

社会実装拠点での活動に先駆け、
計画的に共同研究を立上げる

企業の新規事業創造に向けて
共同研究テーマを設定する

地球規模の社会課題解決に向けて
トップダウンで活動を推進する



３．現在の戦略と取り組み状況
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・OI機構主催の２つのイベントを開催
・リアル（関心の高い企業との接点を作る）とオンライン（広く参加者を募る）ハイブリッド開催とした。
・これまで接点がなかった企業との協議が既に始まっており、大型の共同研究立ち上げつながるよう推進中。
（各研究分野に詳しい国際産学連携本部技術移転マネージャーと協力して企業と協議）

３．（１）イベント起点型

・分野を問わず広く企業の関心あるWell-beingをテーマ
に設定、筑波大学の卓越した研究をPRした。

・テーマをライフサイエンスに絞り、特定分野に関心を
もつ企業に対して、最新研究を紹介した。

OIイベント#１ （Well-beingをテーマに1/20に開催） OIイベント#２ （ライフサイエンスを対象として2/8に開催）
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・筑波大学のリソースと学際的研究力を活用し、「ニーズドリブン型開発研究」と「実装実験」を推進するための開発研究施
設である ITF.F(IMAGINE THE FUTURE. Forum) をR9(2027)年に設置する予定。

・既に様々な分野の企業から関心が示されており、施設完成に先駆けて大型共同研究の立ち上げを目指す。

各社のニーズをヒアリング、中長期の
研究計画と継続的な共同研究を創出

３．（２）ITF.F
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・大型共同研究組成のための準備として、関係者が技術討議を実施することにより、複数分野に跨る企業のニーズを理
解し、研究テーマを明確化する。

・大学と企業、双方から複数分野の関係者が参画し、最新の研
究紹介と技術討議を行う学際ワークショップを開催する。

↓

・複数分野に跨る企業の新規事業のニーズを顕在化し、取り組
むべき学際共同研究テーマを明確化する。

３．（３）学際ワークショップ型

A社と医療DX分野の新規事業
について協議を開始2021/上

学術指導で事業分野の現状
や課題の理解を深める

テーマ深堀のための学際
ワークショップ型共同研究

医学分野／IT分野連携の大
型共同研究を開始予定

2021/下

2022

年度

2023

系A（医療）、系B（システム情報）や他系で企業とワーク
ショップを行い企業ニーズに適合する学際共同研究を組成

＜案件の例＞



(1) テーマ選定と戦略立案
地球規模の社会課題で、筑
波大学に強みがある強化
テーマを選定し、課題解決
に向けた戦略を協議する。

テーマ案
- 脱炭素
- ライフサイエンス
- Well-being

(2) 候補企業の特定と対話
イベント等で取り組みを学
外に発信するとともに戦略
的に進める個別企業にアプ
ロ―チし、協議を開始する。

発信の形式
- イベント
- 企業トップへ個別に

(3) 研究提案と契約締結
トップ間の合意のもと、企
業のニーズに応じた中長期
の研究計画を立案し、共同
研究契約を締結する。

研究の形態
- 包括契約、個別研究
- コンソーシアム

15

・地球規模の社会課題に対して、本学に強みがある特定テーマを選定の上、課題解決の基本方針をOI機構で策定した
後、学長や副学長と協議を重ねて戦略を立案。

・イベント等で本学の研究を発信するとともに、個別に企業に対してアプローチし、全学一体となって大型の共同研究組
成に結びつける。

学長・副学長

OI機構 企画書作成
候補ﾃｰﾏ/企業ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

戦略の協議 企業との対話
ｲﾍﾞﾝﾄ実施

候補企業との協議ﾟ

ﾄｯﾌﾟの国際的活動全体方針
共同研究の立上
運営体制構築
ﾏｲﾙｽﾄｰﾝ設定

方向性の確認

３．（４）地球規模社会課題解決型



ご清聴ありがとうございました。
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