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１. はじめに (本調査の骨子)
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背景と目的
近畿圏においては、優秀なシーズや高度な技術力を持つ大学が分散立地しているため、大学間の相互の情報交換
や交流機会が阻害され、大学や企業との共同研究・開発を円滑に進める上での課題となっていると考えられる。
そこで、大学と企業との接点強化を図り、産学融合を進める必要があると考え、産学融合拠点に焦点を当て、そ
のための基礎的な情報を収集整理することを目的とする。

国内外における事例調査
具体的な事例として、国外6拠点および国内1拠点の合わせて7拠点を対象に、事例調査を行った。国外拠点は
Fraunhofer (FH)、 Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC)、Vienna BioCenter (VBC)、MaRS
Discovery District. (MaRS)、MassChallenge (MC)、Cambridge Innovation Center (CIC)。国内拠点は一般
社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン (LINK-J) 。

有識者ヒアリング
国外の産学融合拠点への訪問経験のある有識者や産学連携に携わる有識者4名から、産学融合拠点の実際の様子
や想定利用者である大学研究者や企業のニーズをヒアリングにより収集した。

文献調査
国内外の産学融合の現状についてとりまとめた専門家の論文を参考情報としてとり入れた。

分析と考察
産学連携において、特にコーディネーション機能に対する強いニーズが判明した。産学融合拠点の整備によって、
効率的なスタートアップ企業の創出と育成に加えて、産学融合拠点周辺の地域経済への貢献も期待できることが、
事例調査から窺えた。
求められる役割としては、①イノベーター人材・経営人材の育成と活用、②研究者同士の強いコミュニティの形
成とマッチングへの活用、③共同研究への展開、④企業および仕事への接続、⑤スタートアップ資金の投入が必
要であると考えられる。そのため、ヒト・モノ・カネ情報を収集・可視化した「ライブラリー」、相談に応じて
適切な情報を紹介する窓口となる「コンシェルジュ」、有効と考えられる連携を積極的に提案する「コーディ
ネート」の3ステップで産学連携を促進することが有効であると考えられる。
今後の方針として、大学や企業のニーズ、課題を探ることに加え、オンラインが急激に浸透していくことも念頭
におき、大学と企業とのより円滑なネットワーク形成に資する検討を進めたい。
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２. 背景と目的
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課題
近畿圏には新産業を創出するための優秀なシーズや高度な技術力を持つ大学が多く存在しているが、都心から離
れた地域に分散立地している。このことが大学間の相互の情報交換や交流機会を著しく阻害している。
情報交換や交流機会が阻害されていることが、大学や企業との共同研究・開発を円滑に進める上での課題となっ
ているものと思われる。

解決策
この課題を解決するために、これまで以上に、大学、中でも産学共創部門と企業との接点強化を図り、より一層
産学融合を進めることが求められているものと考える。

社会的情勢
都心の活性化という視点からみれば、積極的に新産業創出機能を導入する地域開発が進んでいる方向にあり、大
学と企業とを結ぶ産学融合拠点の活動の意義は大きいものともいえる。

目的
大学側と企業側の双方の立場に立ちつつ、いかに産学融合を加速するかを第一義の目的、都心の活性化への貢献
を目指すことを最終的な目的として、産学融合拠点の形成が求められる。本調査では今後、その機能や活動を検
討するにあたり、参考となる事例をもとにして、基礎的な情報を収集整理することを目的とする。



３. 調査方法・内容
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国内外における事例調査
歴史的な経緯や地理的な背景は異なるが、世界のイノベーション都市の産学融合拠点のなかで、都心において産
学融合を実践している事例をWEB等を利用して収集し、そこが持つ機能、仕組み、活動などを抽出する。

有識者ヒアリング
世界のイノンベーション都市の産学融合拠点への訪問経験のある有識者や産学連携に携わる有識者から、産学融
合拠点の実際の様子や想定利用者である大学研究者や企業のニーズをヒアリングにより収集する。

文献調査
国内外の産学融合の現状についてとりまとめた専門家の論文を参考情報としてとり入れた。

分析と考察
国内外の事例調査、有識者ヒアリング及び文献調査をとりまとめ、必要性と意義、求められる役割、具体的な活
動イメージ、今後の検討方向を整理する。



詳細ページ 産学融合拠点名

オフィス等の所在地

国 都市
世界の都市スタートアップ・
エコシステム・ランキング2019*

p42 – 55 Fraunhofer ドイツ ベルリン 10

中国 北京 3

中国 上海 8

シンガポール シンガポール 14

インド バンガロール 18

他

p56 – 67 IMEC ベルギー ルーベン -

中国 上海 8

インド バンガロール 18

他

p68 – 89 VBC オーストリア ウィーン -

p90 – 133 MaRS カナダ トロント 13

p134 – 166 MassChallenge アメリカ ボストン 5

他

p167 – 200 CIC アメリカ ボストン 5

他

p201 – 218 LINK-J 日本 東京 -

*出典：スタートアップ・ゲノム「The Global Startup Ecosystem Ranking 2019」 7

国内外における事例調査 (一覧)

３. 調査方法・内容
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有識者ヒアリングリスト

田畑 真理 様
京都リサーチパーク株式会社
イノベーションデザイン部 ウェルネス統括部長

河野 修己 様
京都大学イノベーションキャピタル株式会社
事業企画部長 兼 エグゼクティブマネジャー

桑田 佳幸 様
国立大学法人 大阪大学
共創機構 イノベーション戦略部門 ベンチャー・事業化支援室 招へい研究員

北川 雅俊 様
国立大学法人 大阪大学
センター・オブ・イノベーション(COI)研究推進機構 COI企画推進室 社会実装化担当 特任教授

３. 調査方法・内容
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文献調査リスト

著者
荒磯恒久

出版年
2014年

タイトル
欧米における産学官連携と日本の特徴

雑誌
産学連携学 Vol.10, No.1【特集国際産学官連携の展開】

３. 調査方法・内容



４-①分析と考察のまとめ
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必要性と意義
産学連携によるネットワークの充実、特にコーディネーション機能は現状不足しており、既存の情報集やネットワー
キングからさらに一歩踏み込んだ、より具体的なマッチングへの需要が強い。産学融合拠点の整備によって、効率的
なスタートアップ企業の創出と育成、既存企業の新事業開始、産学融合拠点周辺の地域経済への貢献が期待できる。

求められる役割
スタートアップ企業創出のために、①イノベーター人材・経営人材の育成と活用、②研究者同士の強いコミュニティ
の形成とマッチングへの活用、③共同研究への展開の3つの役割が必要であると考えられる。また、スタートアップ
企業育成のためには、④企業および仕事への接続、⑤スタートアップ資金の投入が必要であると考えられる。

求められる機能イメージ
大学と企業とを結ぶネットワークづくりのひとつとして、大学と企業とが顔合わせしたり、情報交換や事業検討でき
るハードおよびソフトな仕組みが必要と考えられる。例えば、ヒト・モノ・カネ情報を収集・可視化した「ライブラ
リー」、相談に応じて適切な情報を紹介する窓口となる「コンシェルジュ」、有効と考えられる連携を積極的に提案
する「コーディネート」の3ステップの機能などが考えられる。

今後の検討方向
本調査では、大学と企業とを結ぶネットワークづくりのひとつとして、大学と企業とが顔合わせしたり、情報交換や
事業検討できるハードおよびソフトな仕組みが必要であることが窺えた。未だ検討の緒についたところであるが、コ
ロナ禍の折、これまでとは異なり、大学と企業とのリアルな場だけが求められるものではないと推察される面もある。
本調査では、WEBをもとにして基礎的な情報収集することが目的であったが、今後は大学や企業のニーズ、課題を探
ることに加え、オンラインが急激に浸透していくことも念頭におき、大学と企業とのより円滑なネットワーク形成に
資する検討を進めたいと考えている。



４-②国内外における事例調査のまとめ
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調査した国内外の産学融合拠点の概要

Fraunhofer

設立：1949年

概要：応用研究機関

主要拠点：ドイツ各所

分野：限定なし

特化：技術

ネットワーク：研究

事業性：共同研究

資金：約3,000億円
(企業資金70%+公的資金30%)

実績：スピンオフ企業 26社 (2019年)

IMEC

設立：1984年

概要：研究開発拠点

主要拠点：ベルギー ルーベン

分野：ヘルスケア、クーリンエネルギー等

特化：技術

ネットワーク：研究

事業性：不明

資金：不明

実績：スピンオフ企業 計131社

VBC

設立：1988年

概要；大学・研究機関連合

主要拠点：オーストリア ウィーン

分野：ライフサイエンス

特化：技術

ネットワーク：研究

事業性：公的資金

資金：研究機関、公的資金

実績：入居43団体、雇用1,800人、
オープンラボ参加者13,000人/年

MaRS

設立：2000年

概要：市民設立のイノベーションハブ

主要拠点：カナダ トロント

分野：クリーンテック、ヘルス、フィンテック等

特化：スタートアップ支援

ネットワーク：ビジネス

事業性：サービス・公的資金

資金：約36億円
(補助55%、営業27%、ファンド17%)

実績：VB総収益1,200億円、VB資金
調達累計5,500億円、入居120
団体以上、雇用創出17,200人/
年、イベント参加累計15万人

MassChallenge

設立：2009年

概要：市民設立イノベーションハブ

主要拠点：アメリカ ボストン

分野：限定なし

特化：スタートアップ支援

ネットワーク：ビジネス

事業性：会員費・公的資金

資金：約17億円
(スポンサーシップ、補助金等)

実績：VB総収益3,000億円、VB資金
調達累計6,500億円、雇用創出
157,000人

CIC

設立：1999年

概要：コワーキング施設

主要拠点：アメリカ ケンブリッジ

対象分野：限定なし

特化：交流拠点

ネットワーク：ビジネス

事業性：テナント

資金：CIC会員費

実績：VB資金調達累計3,250億円、
入居企業累計6,500社、イベント
参加者20万人/年

LINK-J

設立：2016年

概要：企業・アカデミア設立の交流プラット
フォーム

主要拠点：日本 東京

対象分野：ライフサイエンス

特化：交流拠点

ネットワーク：ビジネス

事業性：会員費

資金：不明

実績：イベント開催518件 (2019年)
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国内外事例の特徴-1. 特化分野と領域

技術特化タイプ
• Fraunhofer：多分野
• IMEC：ヘルスケア、クリーンエネルギー、インダストリー4.0、等
• VBC：ライフサイエンス

スタートアップ支援特化タイプ
• MaRS：スタートアップ企業伴走型
• MassChallenge：パートナー先行コンペティション型

交流拠点特化タイプ
• CIC：スタートアップ企業人材交流型
• LINK-J：起業前人材交流型

４-②国内外における事例調査のまとめ
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国内外事例の特徴-2. 連携・ネットワーク

研究ネットワーク
• Fraunhofer：研究所間のネットワーク、研究所と企業をつなぐネットワーク
• IMEC：研究者と企業をつなぐネットワーク
• VBC：大学や企業をつなぐネットワーク、研究者間のネットワーク

ビジネスネットワーク
• MaRS：大学や企業をつなぐネットワーク、企業と地域市場をつなぐネットワーク
• MassChallenge：スタートアップとパートナーをつなぐネットワーク
• CIC：スタートアップと企業間のネットワーク、スタートアップ人材間のネットワーク
• LINK-J：研究者や学生とビジネスをつなぐネットワーク

４-②国内外における事例調査のまとめ
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国内外事例の特徴-3. 提供スペースと立地

オフィス・ラボ・交流スペース提供
• VBC：郊外・1拠点
• MaRS：都心・1拠点
• CIC：都心・9拠点
• LINK-J：都心・2拠点

実験設備等提供
• IMEC：郊外・複数拠点

特に明記なし
• Fraunhofer：郊外・複数拠点
• MassChallenge：郊外・複数拠点

４-②国内外における事例調査のまとめ
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国内外事例の特徴-4. 事業性

会員費・サービス提供収益
• MaRS：サービス収益30% + 行政資金50% + その他
• MassChallenge：スポンサーシップ、助成金、寄付金等90%~
• LINK-J：会員費等

テナント収益
• CIC：テナント収益等

共同研究費
• Fraunhofer：共同研究費70% + 公的資金30%

公的資金等
• VBC：公的資金等

IMECは財務不明

４-②国内外における事例調査のまとめ
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国内外事例の特徴-5. 効果と取組

スタートアップ企業の創出
• イノベーター人材育成 [Fraunhofer、CIC、LINK-J]
• 産官学融合による共同研究・委託研究の促進 [Fraunhofer、IMEC、VBC]
• 産官学融合によるスピンオフ企業の創出 [Fraunhofer、IMEC、VBC]

スタートアップ企業の育成
• スタートアップ企業の個別支援 [IMEC、MaRS、MassChallenge、CIC]
• スタートアップへの効率的な資金投入 [IMEC、MaRS、MassChallenge、CIC、LINK-J]
• 大企業等からの仕事受注への結び付け [IMEC、MaRS、MassChallenge]

• 実験設備やオフィスなどの設備提供 [IMEC、VBC、MaRS、CIC、LINK-J]

既存企業の新事業開始
• 市場等の各種事前調査 [Fraunhofer、MaRS]
• 技術や設備の導入支援 [Fraunhofer]
• 実験設備やオフィスなどの設備提供 [IMEC、VBC、MaRS、CIC、LINK-J]

地域経済への貢献
• 雇用創出
• GDP貢献
• 社会課題解決への貢献
• 地域施設や店舗の利用による経済の活性

４-②国内外における事例調査のまとめ
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国内外事例の特徴と成果の比較

産学融合拠点 1.特化分野と領域 2.連携・ネットワーク 3.スペースと立地 4.事業性 5.効果と取組

Fraunhofer 技術 研究 なし
郊外・複数

共同研究 スタートアップ創出◎
新規事業開始

IMEC 技術 研究 実験設備
郊外・複数

不明 スタートアップ創出
スタートアップ育成

VBC 技術 研究 オフィス・ラボ等
郊外・1拠点

公的資金 スタートアップ創出

MaRS スタートアップ支援 ビジネス オフィス・ラボ等
都心・1拠点

公的資金・サービス スタートアップ育成◎
新規事業開始

MassChallenge スタートアップ支援 ビジネス なし
郊外・複数

会員費・公的資金 スタートアップ育成◎

CIC 交流拠点 ビジネス オフィス・ラボ等
都心・複数

テナント スタートアップ育成

LINK-J 交流拠点 ビジネス オフィス・ラボ等
都心・2拠点

会員費 スタートアップ創出
スタートアップ育成

※最も高い数値実績を上げている産学融合拠点は効果の後ろに◎を付けている
スタートアップの育成は、1社あたりの調達資金と収益の2点で評価

４-②国内外における事例調査のまとめ
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ライフサイエンス インダストリー4.0 ヘルスケア クリーンエネルギー ソフトウェア フィンテック その他 (限定なし)

事業化前

イノベーター人材の育成①

研究者同士のコミュニティ②

共同研究への展開③

スタートアップ

企業および仕事への接続④

スタートアップ資金の投入⑤

イノベーター人材の育成⑥

企業全般

ラボ・オフィス施設提供

市場調査

技術・設備導入支援

◎Fraunhofer

IMEC
VBC

LINK-J

CIC
LINK-J

◎MaRS

• 共通する役割：スピンオフ企業が誕生しているのは共通してシーズ提供拠点であることから、「共同研究への展開③」の役割は大学発ベン
チャー創出において不可欠であると考えられる。一方で、アクセラレーション拠点では「スタートアップ資金の投入⑤」が共通して実施さ
れていることから、ベンチャー企業への資金投入はゼブラ育成において不可欠であると考えられる。

• 重要と思われる役割１：スピンオフ企業の誕生実績に優れているFraunhoferでは、アクセラレーション拠点（MaRS, MassChallenge, 

CIC）で行われている「イノベーター人材の育成①⑥」を研究者に対して実施していることが窺えた。さらにFraunhoferでは、これら研究
者で構成される研究所が、関連する領域の研究所とグループを形成し、企業方針の決定等を通して、市場での存在感を高める機能を担っ
ている。このことから、シードを事業に結び付けるためには、起業マインドを備えた「研究者同士のコミュニティ②」を形成し、専門知識
をもってシードをニーズにマッチングさせることが重要であると考えられる。

• 重要と思われる役割２：支援1企業当たりの資金調達額、収益に優れているMaRSとMassChallengeでは、他のアクセラレーション拠点
（CIC、LINK-J）と比較して、「企業および仕事への接続④」に力を入れていることが窺えた。特に収益実績に優れているMassChallenge
はパートナー企業のニーズ先行型である（仕事が先に用意されている）ことから、ゼブラ企業に育て上げるためには、大企業などからの
仕事の受注に結び付けられる仕組みを用意しておくことがであると考えられる。

• 補足：MassCallengeにおいても、Fraunhoferにおいても、先に企業ニーズが用意されている（Fraunhoferは共同研究を企業から受け付ける）ことから、シーズを
もってニーズを探すのではなく、ニーズをもってシーズを探す方が効果的である可能性がある。

４-②国内外における事例調査のまとめ

国内外事例の役割についての考察

◎Fraunhofer

◎MassChallenge

LINK-J

VBC
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４-②国内外における事例調査のまとめ

国内外事例の取組-①⑥. イノベーター人材の育成

国内外事例の取組の考察（役割に関する国内外事例の取組）

研究教育 研究開発ビジネス教育 起業家教育 マネジメント教育 実務教育

例 ・博士号取得
・論文発表
・学会所属

・プロジェクト獲得・管理
・産業(市場・顧客・競合)知識
・交渉、プレゼンテーション

・ビジネスモデル構築
・顧客中心の製品開発
・マーケティングと販売

・人事管理
・領域リーダーシップ
・若手指導

・資金調達
・人材採用
・規制

Fraunhofer ※個別コーチング

対象 研究者兼社員 研究者兼社員 研究者兼社員 研究者兼社員 -

IMEC ※個別コーチング、ワークショップ

対象 - スタートアップ スタートアップ スタートアップ スタートアップ

MaRS ※個別コーチング、カリキュラム、ワークショップ

対象 - スタートアップ スタートアップ スタートアップ スタートアップ

MassChallenge ※カリキュラム

対象 - スタートアップ スタートアップ スタートアップ スタートアップ

CIC ※ワークショップ

対象 - スタートアップ スタートアップ スタートアップ スタートアップ

LINK-J ※個別コーチング、ワークショップ

対象 - 学生、研究者、起業家 学生、研究者、起業家 -
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４-②国内外における事例調査のまとめ

国内外事例の取組-②. 研究同士のコミュニティ

Fraunhofer

・人材：研究所長は任命と同時に大学の講座も割り振られる

社員は博士号取得のためのプロジェクトを実施可能

・連携：方針や資金調達の決定等を行う、技術分野別のフラウンホーファー・グループ

研究所の共通窓口としてソリューション開発をコーディネートするフラウンホーファー・アライアンス

国内外事例の取組の考察（役割に関する国内外事例の取組）

フラウン
ホーファー

アライアンス
（連携）

フラウン
ホーファー

アライアンス
（連携）

フラウンホーファー
グループ

（方針決定）

フラウンホーファー
グループ

（方針決定）

研究所 大学

所長兼教授
社員兼博士

研究所 大学

所長兼教授
社員兼博士

研究所 大学

所長兼教授
社員兼博士

研究所 大学

所長兼教授
社員兼博士

産業分野

産業分野

技術分野 技術分野
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４-②国内外における事例調査のまとめ

国内外事例の取組-③. 共同研究への展開

国内外事例の取組の考察（役割に関する国内外事例の取組）

ステージ FS等事前調査 基礎研究 研究開発 試作品製造 技術システム導入 登録承認試験

Fraunhofer

対象 中小企業（研究部門なし）

形態 共同研究・委託研究

サービス マッチング、会議セッティング、契約調整

露出方法 ワークショップ、展示会、ニュース

IMEC

対象 - サプライヤー、メーカー、工場、開発・設計企業、システムパートナー、
学術機関・ナレッジセンター

-

形態 - 研究開発プログラム -

サービス - 研究開発プログラム -

露出方法 - シンポジウム -

VBC

対象 - 企業 -

形態 - 共同研究 -

サービス - 施設提供、機器提供・技術スタッフ -

露出方法 - イベント（シンポジウム・セミナー） -
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４-②国内外における事例調査のまとめ

国内外事例の取組-④. 企業および仕事への接続

MaRS

パートナーのニーズの管理（データの収集・分析・アクセス改善）

プログラム名：コーポレート・パートナーシップ

MassChallenge

イノベーションリーダー（アクセラレーター・政府・企業・非営利団体）のニーズに即したサポート

プログラム名：B2MC

国内外事例の取組の考察（役割に関する国内外事例の取組）

イノベーション・ショーケース

パートナーのための
スタートアップ企業によるオーダーメイドの製品プレゼンテーション

オポチュニティ・マッピング

企業パートナーのための
アイディアを創出・計画・実行する3段階のエクササイズ

シナリオ・プランニング

企業パートナーのための
戦略のストレステストとMaRSによる将来計画の共有

スタートアップ・ブート・キャンプ

イノベーションリーダーのための
スタートアップ企業選抜コンペティション

イノベーション・エコシステム・ツアー

イノベーションリーダーのための
拠点視察・ネットワーキングツアー

アドバイザリー・サポート

イノベーションリーダーのための
スタートアップ促進プログラム戦略の設計支援

エコシステムの構築
イノベーションリーダーのための

スキル・業界特化トレーニングやリーダーのニーズ特定と
ニーズに合わせたワークショップ
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４-②国内外における事例調査のまとめ

国内外事例の取組-⑤. スタートアップ資金の投入

国内外事例の取組の考察（役割に関する国内外事例の取組）

ステージ 基礎研究 工業的な研究開発 スタートアップ・初期 スタートアップ・中期 スタートアップ・後期

Fraunhofer

資金源 公的資金 企業からの契約研究費 - - -

金額 1,000億円/全体 2,000億円/全体 - - -

IMEC

資金源 - - IMEC 投資家 IMEC、VC、投資家

金額 - - 660万円/スタートアップ （ネットワーク接続） （機会提供）

MaRS ※MaRS Centre for Impact Investingは投資家・企業のために、革新的な投資方法の創造に取り組む

資金源 - - - MaRS系VC、投資家 -

金額 - - （資金獲得アドバイス） （ネットワーク接続） （販売支援）

MassChallenge

資金源 - - MassChallenge、投資家 投資家 -

金額 - - 1億円、（ネットワーク接続） （ネットワーク接続） （販売支援）

CIC

資金源 - - VC VC VC

金額 - - （入居） （入居） （入居）

LINK-J

資金源 アクセラレーター、VC VC VC VC

金額 （ピッチコンテスト賞金・特典） （入居） （入居） （入居）
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産学連携に対する意見のまとめ

産学連携に期待すること
• 情報収集や信頼構築を含む双方向のやり取りを安く手軽に行える場の構築
• 単なる情報交換にとどまらない、具体的なマッチングやコンサルティング
• 企業側に低リスクで、かつ、スタートアップが育つまで資金回収を待てる育成の仕組み
• スタートアップに失敗した大学研究者のキャリアの整備

現状の産学融合方法からの見直しが必要と思われる内容
• 具体的な使用目的や用法が産学に認知されていないオフィスや拠点
• 単なる情報集で終わっているシーズや研究者の情報
• 長いセミナーや多数のピッチ
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産学双方のニーズのまとめ

研究者
• マッチングに際して、多数のピッチをこなすなどの手間をかけたくない
• 大学に戻れる、企業から声がかかる等、スタートアップで失敗した後の道を保証して欲しい

大学(共創本部等)
• 単なる技術集ではなく、大学シーズを企業の研究計画当てはめて、ビジネスを提案して欲しい
• どの企業にどうアプローチすればシーズをビジネスにできるか具体的な答えが欲しい (候補企業数やネー

ムバリューも重要)

スタートアップ企業
• 紹介や交流の先にある大企業からの仕事や資金投資が欲しい
• 知財等の要求やアウトプットはスタートアップが育つまで待って欲しい

大企業
• 誰が何をしているかの情報では不十分で、実際に一緒にやってくれる研究者の情報が欲しい
• 効率重視 (1回目のピッチ) でマッチングしたい
• どの大学の誰先生にアポを取ればいいのか、大学への具体的なアポを簡単に取れるようにしてほしい
• スタートアップの段階ではお金を出したくない

４-③有識者ヒアリングのまとめ
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有識者ヒアリングの考察

• 大学・企業ともに、単なるシーズ情報集ではなく、自分に適した情報・マッチング相手の提示に対する需要が
見受けられた。特に今回のヒアリングでは、企業がシーズ情報の存在を認知していたことを踏まえると、現状
の情報公開方法や内容では、自社に適したシーズを抽出することが困難であると考えられる。そのため、情報
の見せ方を従来のものから改善する必要があると思われる。さらには、「情報を企業に代わって選択・抽出す
る機能」を産学融合拠点に搭載することが最も効果的であり、最も期待されているものと考えられる。

• 現在のピッチイベント等のマッチング方法は負担が大きく効率的でないと、大学・企業の両方が感じているこ
とが窺えた。シーズ情報集と同じで、たくさんのイベント・登壇者の中から適したマッチング候補を探すのが
難しいためだと考えられる。したがって、イベント登壇・参加より負担が少ない方法で、「事前にマッチング
候補を絞込む」ことができれば、より効率的なマッチングの実現につながると考えられる。

• 小さく出して早めに資金を回収したい企業側と、資金が必要で十分育つまで時間を要するスタートアップ企業
側で、乖離が起こっていることが窺えた。この乖離を解消するためのシステムを整備することが必要だと考え
られる。この問題に関しては、より深い調査と検討が必要と思われる。企業に依らない資金という意味では、
VCによる資金投資がありうる。このほか、事業化前のシーズを対象としたインキュベーションプログラム等
の資金投入や、製品・サービス提供後であれば営業益で稼ぐことも可能であるため、多様なアプローチが考え
られる。これらの資金情報をスタートアップが円滑に入手・活用できるよう環境を整えることも、スタート
アップへ資金を投入する方法の一つであると考えられる。

• 研究者からは、スタートアップに失敗した際のキャリアに対する不安が窺えた。国外事例の考察から、研究者
が起業マインドを持っている方がシーズの事業化には有利であると考えられるが、研究者だけでなく外部から
リーダーとなるイノベーター人材を登用する方法も検討していく必要があると考えられる。またスタートアッ
プ失敗時のリスクは研究者でなくても存在するので、イノベーター人材へのキャリア教育と失敗時のフォロー
システムの構築は必要であると思われる。

４-③有識者ヒアリングのまとめ
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日本の産学連携の課題

日本：大学は基礎研究志向であり、開発研究を行う機関が脆弱である。強力な産学官連携推進システム構築のために
は、産学官による日本型ネットワークの充実とコーディネーション機能の付加が有効であると考えられる。

欧州：大学のミッションは基礎研究。開発研究には特別なミッションを持った開発研究を重点的に行う研究機関が置
かれている。政府の役割は大きく、研究機関の支援およびスタートアップ企業への支援も行っている。

米国：大学の活動が開発研究に大きく及んでいて技術移転は容易に行われる。起業家教育とエンジェルやベンチャー
キャピタルによる資金支援が十分に機能している。

参考：荒磯恒久 (2014) 産学連携学 Vol.10, No.1 より作成

基礎研究 開発研究 商品化

大学・研究機関 企業

産業化研究機関

サポートシステム・スタートアップ資金

コネクション
欧
州

大学・研究機関

企業

アントレプレナー教育

スタートアップ資金

コネクション米
国

大学

研究機関

公設試

企業

知財移転機関

日
本

共同研究
脆弱



４-④文献調査のまとめ
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文献調査の考察

• 日本においては、基礎研究から開発研究にかけてが弱いこと、この部分が大学と企業の境目になっていること
が示されていた。ヒアリング調査においても、産学の効率的な融合が求められていたことから、産学融合を促
進するイノベーションハブ（大学出島）の構築は重要であると確認できた。

• 欧州や米国では「産業化研究機関」や「大学・研究機関」のように独立した機関が基礎研究から開発研究を実
施しているのに対し、日本では「産学融合」の形で実現しようとしていることから、日本の産学融合には独立
機関に劣らないレベルの団結と密なコミュニケーションの実現が必要であると考えられる。したがって、単な
る交流の場ではなく、もっと踏み込んだ深いコミュニケーション（議論と意思決定）の場を構築する必要があ
ると考えられる。



４-⑤産学融合拠点の必要性と意義
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産学融合拠点の必要性
• ソフト面：国内外事例調査、有識者ヒアリングおよび文献調査の結果、大学と企業を結び、研究開発を推進する

場の整備が必要であること、そのためには産学によるネットワークの充実とコーディネーション機能が必要であ
ることが明らかになった。特にコーディネーション機能は現状不足しているのと強い認識が見られた。具体的に
は、既存のシーズ情報集やネットワーキングからさらに一歩踏み込んだ、より具体的なマッチングおよびそれに
つながる機会への要望が見受けられた。

• ハード面：コーディネーション機能というソフト面に対する需要が強くみられる一方で、コロナウイルス感染拡
大も手伝って、近年オンライン化が急速に進んだため、都心という立地に対するハード面の需要は決して高いと
はいえない。しかしながら、マッチングを行うためには双方の詳細な情報とニーズを知る必要があること、およ
び、信頼関係の構築が必要であることを踏まえると、この２点においてはリアルでの対面が不可欠であり、その
実施には都心というアクセスしやすい立地が生かされると考えられる。

産学融合拠点の意義
国内外における事例を調査した結果、産学融合拠点のタイプや活動内容によりその効果は異なるが、効率的なス
タートアップ企業の創出、スタートアップ企業の育成、既存企業の新事業開始、産学融合拠点周辺の地域経済への
貢献が見られた。



４-⑥求められる役割と機能
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スタートアップ企業創出のために求められる役割

①イノベーター人材・経営人材の育成と活用
起業前・後の差はあるが、ほぼすべての産学融合拠点で起業人材の育成が行われていたことから、人材育成と活
用は不可欠であると考えられる。また、研究者ニーズとしてスタートアップ失敗後のキャリアに対する心配の声
も上がっていることから、キャリア教育も含めたイノベーター教育が必要と思われる。

②研究者同士の強いコミュニティの形成とマッチングへの活用
Fraunhoferの事例では、所属する類似分野の研究機関が協働して、共同研究等の依頼を検討・分担することで
サービスの充実につながっている例が見られた。また企業ニーズとして、どの研究者に声をかけてよいかわから
ないとの声が上がっていることから、研究者間のつながりが強化されることで、より専門的な視点から適切な研
究者の紹介や、より適切な類似技術へのピボット等も可能になると考えられる。

③共同研究への展開
FraunhoferやIMECの事例では、技術を企業へ紹介し、共同研究へ導入するための露出が行われているほか、共
同研究を受け付ける窓口機能も用意されていたことから、これらの機能は必要と考えられる。ただし、マッチン
グイベントについては大学・企業の双方から効率化を求めるニーズがあることから、露出方法については検討が
必要である。

スタートアップ企業育成のために求められる役割

④企業および仕事への接続
特にスタートアップ育成で実績を上げているMaRSやMassChallengeでは、パートナーや具体的な仕事の受注
につなげる支援が実施されていた。双方ともスタートアップ企業とは離れたところで、専門チームによるパート
ナーと事業戦略などに関わる深い議論が行われていることが窺えた。おそらくこの工程がスタートアップへの効
果的なビジネス提案につながっていると考えられる。

⑤スタートアップ資金の投入
スタートアップ育成を行う産学融合拠点はいずれも自組織もしくは協力VCによる投資機能を持っていることか
ら、スタートアップ育成には十分な資金投資が不可欠であると思われる。また、大学・企業双方のニーズから、
アーリーステージのスタートアップには企業資金に依らない長期の投資が可能な方法を検討する必要がある。
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ライブラリー

- 情報の見える化と絞込み -

コンシェルジュ

- 情報抽出の代行 (一般解) -

コーディネート

- 相手探しとお見合い (個別解) -

①イノベーター人材・経営人材の育成と活用

②研究者同士の強いコミュニティ形成と活用

③共同研究への展開

④企業及び仕事への接続

⑤スタートアップ資金の投入

役割機能

４-⑥求められる役割と機能

役割から機能への落とし込み

必要と思われる機能
・ピッチイベントなど労力の大きいマッチングアクションに先立ち、マッチング候補を絞込む機能
・研究者や企業に代わり、情報を選択・抽出する機能
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求められる役割を実現するための産学融合拠点の利用例

・ライブラリー機能
イノベーター人材やその候補人材、研究者とシーズ、企業とニーズ、VCなどスタートアップ支援団体の情報
を収集・プールするとともに、可能な範囲で一般利用を可能にする検索機能等を付与することで、関西圏のヒ
ト・モノ・カネ情報を可視化し、利用を促進する。
※公開許可が得られない情報は、コンシェルジュやコーディネートに用いる情報源としてKSII内で活用する。

利用例：[ヒト] 大学発ベンチャーが、貢献・活躍してくれそうなイノベーター人材を探す
[モノ] 企業が、自社研究開発戦略と合致しそうな技術シーズを探す
[カネ] 大学発ベンチャーが、投資してくれそうなVCや融資を受けられそうな銀行を探す

・コンシェルジュ機能
プールした情報をもとに、相談に応じて適切なヒト・モノ・カネの一般情報を選択して提供する。また、共催
するイベントをより有益化するために、サテライト会場の提供やフォローアップイベント等を開催する。

利用例：[ヒト] イノベーター人材に参加可能な人材育成プログラムを紹介する
[モノ] 登録された興味や状況に合わせて、KSIIが適切なセミナーやピッチ等のイベントを紹介する
[カネ] 大学発ベンチャーに利用可能な行政資金プロジェクトを紹介する

・コーディネート機能
プールした情報を利用して、ヒト・モノ・カネの個別具体的なマッチングを提案する。また、マッチングに必
要なミーティングや商談などの場の提供を行う。

利用例：[ヒト] 大学発ベンチャーと、その企業に適した人材の探索およびマッチング
[モノ] 研究者と、その技術に適したビジネスプランおよび共同研究候補企業の探索とマッチング
[カネ] 大学発ベンチャーと、その製品に適したビジネスパートナーの探索および商談会

４-⑥求められる役割と機能



４-⑦まとめ
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本調査で明らかになったこと
産学融合に対するニーズとしては、交流やイベントのようなネットワーキングあるいは技術シーズ情報集か
らさらに一歩踏み込んだ、具体的なマッチングおよびその機会が求められていることが判明した。
国内外の事例では、ネットワーキングやシーズの露出イベントだけでなく、効果的なマッチングを行うため
に、課題ニーズを専門家が咀嚼し、適切なシーズを提案する活動や、課題ニーズを把握したうえでスタート
アップ企業を戦略的に結びつける活動も見られた。

今後の課題と検討方向
本調査では、大学と企業とを結ぶネットワークづくりのひとつとして、大学と企業とが顔合わせしたり、情
報交換や事業検討できるハードおよびソフトな仕組みが必要であることが窺えた。未だ検討の緒についたと
ころであるが、コロナ禍の折、これまでとは異なり、大学と企業とのリアルな場だけが求められるものでは
ないと推察される面もある。本調査では、WEBをもとにして基礎的な情報収集することが目的であったが、
今後は大学や企業のニーズ、課題を探ることに加え、オンラインが急激に浸透していくことも念頭におき、
大学と企業とのより円滑なネットワーク形成に資する検討を進めたいと考えている。


