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１． 現代社会と東京大学 

－ 産学官民の同時改革を駆動する大学 

２． 「産学連携」から「産学協創」へ 

－ 「知の協創の世界拠点」の形成 

アウトライン 
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東京大学１３９年 
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 社会的共通資本 （Social Common Capital） 

 ＣＳV (Creating Shared Value) 

 ＳＤＧs (Sustainable Development Goals) 

 ・・・ 

United Nations ウェブサイ
トより 

東京大学１３９年  －次の７０年をどうするか－ 

 戦後７０年、科学技術の飛躍的な進歩した一
方で、人類は科学技術を社会に真に役立てる
ための知恵を、十分に備えていない。 

 新たな経済社会の駆動モデルが必要 
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 情報・通信業 30.9% 
 医薬品 34.4% 
 輸送用機器 35.6% 

昭和 平成 

日本の産業・経済の構造変化 

外国人法人等株式保有率 

より短期の利益が求められる状況 

（注）2004年度から2009年度までは、ジャスダック証券取引所上場会社分を含む 

 (出典) 日本取引所グループ 株式分布状況調査 
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外資によるM&Aの可能性拡大 

経済グローバル化の中での大学の役割 

産業・金融のグローバル化 

外資比率の大幅上昇 

長期的な視点での基礎研究や 
社内での人材育成が困難に 

イノベーションのグローバル＆
オープン化 

アジア諸国のキャッチアップ 

日本に強い知と技と人材を 
生み続けるしくみが必要 

金融市場の国際化 

優れた技術を持つ 
大学発ベンチャーも 

外資による買収のターゲット 

大学ミッションの再定義・拡張 

ステークホルダーとしての未来の国民に対する責任 
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日本が持つ強み • ものづくり力 

• 成長の中心であるアジア立地 

• 公害問題を世界に先駆けて克服 

• 高い数学力  等 

知識基盤経済化 

変革を駆動する大学へ 

産学官民の同時改革を駆動する大学 



１． 知識基盤経済の鍵 

• 新たな価値創造に挑む「知のプロフェッショナル」の育成 
 

２．今やるべきこと 

• 優秀な全世代の取り込み 

• 産学官民の本気の協働を駆動 
 

３． 中・長期的な視点 

• 起業家マインドを持った人材の育成 

• 文理の多様な分野からの価値創造 

変革を駆動する大学となるために 
 

8 
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経営力強化 －「運営」から「経営」へ－ 

 財源の多元化と経営資源の拡大、戦略的な資源再配分 
 卒業生・支援者ネットワークの充実と連携強化 

価値創造に挑む学術の展開 

 卓越した研究拠点の拡充・創設 
 研究者雇用制度改革 

「知のプロフェッショナル」の育成 

 「国際卓越大学院」の創設 
 教育改革と学生の多様性拡大 

価値創造から社会実装へ 

 「産学官民協働拠点」の形成 
 イノベーション・エコシステムの充実 

ビジョンを 
学内外で共有 

東京大学ビジョン２０２０ 
卓越性と多様性の相互連環 

－「知の協創の世界拠点」として－ 【研究】 【教育】 

【社会連携】 

【運営】 

東京大学ビジョン２０２０ 
2015年10月公表 
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より良い社会をつくるには（取組み例） 

トップアスリートとトップサイエンティストのコラボレーション 
相乗効果で学術の進化を加速 

超高齢化社会 

2020東京オリンピック・ 

パラリンピック大会 

東京大学の多様な学術を基盤として、 
スポーツ・健康科学の分野横断研究を推進 

• 健康寿命の延伸 

• 高齢者や障がい者のQOL向上 

• バリアフリー化の推進 

• スポーツ障害予防・治療・リハビリテーション 

• アスリートの運動能力向上・競技力強化 

開設記念シンポジウム [2016.6.4] 

馳大臣、遠藤大臣、田口亜希氏 （アテネ・北京・ロンドンパラリンピック射撃・日本代表）との
パネルディスカッション 

東京大学スポーツ先端科学研究拠点  
The University of Tokyo Sports Science Initiative (UTSSI)  

[2016.5開設] 
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Sustainable Development Goals 

United Nations ウェブサイトより 



出展：http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/04/SDG_Compass_Japanese.pdf 

潘基文国連事務総長  

「企業は、SDGsを達成する上で、 
            重要なパートナーである。」 

SDGsの企業行動指針が提案する取り組みのサイクル 

Step 2: 
LCA等を活用し、バリューチェーン
とSDGの関連を分析し、優先課題を
決定 

Step 3: 
望むべき目標から逆算し、
KPIを設定する 

Step 4: 
企業トップのリーダーシップで
目標を企業全体に定着させる Step 5:Global Reporting  

Initiative/Carbon Disclosure 
Projectなどに従い、報告する 

SDGsに駆動される経済とは 
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パン・ギムン 



首相官邸ウェブサイトより 

産学連携の体制を強化し、企業から大学等への投資を
今後10年間で３倍にふやすことを目指す。 

（安倍首相） 

GDP600兆円経済実現に向け、企業から国内の大学
等への投資を、2025年までに、少なくとも３倍増に。 

 ※2014年度：623億円。企業の研究費総額の0.4％程度 

（榊原 経団連会長） 
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政府・産業界のリーダーとの対話（首相官邸にて） 

■第５回 未来投資に向けた官民対話（2016年4月12日） 

大学が「知の協創の世界拠点」となり、
産学の重なり合いを大きくする。 

■第１回 未来投資会議（2016年9月12日） 

より良い人類社会を創るため、日本が培ってきた知を
社会に役立つ新たな価値創造につなげ、日本を成長
させる駆動力を生み出す。 
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１． 現代社会と東京大学 

－産学官民の同時改革を駆動する大学 

２． 「産学連携」から「産学協創」へ 

－ 「知の協創の世界拠点」の形成 

アウトライン 



 

 

 

• 2016.7.1 同協定書を締結 

• 複数の大型共同研究、AI人材育成
のための奨学金・インターンシップ、
AIの社会実装に向けた法律・倫理等
についての共同研究を実施 
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産学連携から産学協創へ 

 

 

 

• 2016.6.20 東京大学内にラボを設置 

• 人類に豊かさをもたらすSociety5.0 
の実現に向けてビジョンを創生 

• 同ビジョンを実現する複数の共同研
究を実施 

東京大学とパートナー企業の、双方のハイレベルでの 
協創理念の共有と協創体制へのコミットメント 

日立東大ラボ 
NEC・東京大学 
フューチャーAI研究・ 

教育戦略パートナーシップ協定 
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産学協創のための体制整備 

東京大学では、研究者が安心して産学連携に参加でき、 

産業界も信頼して経営戦略の一環として産学連携を協議できる 

体制整備を進めている。 

2016年4月 産学協創推進本部 発足 (旧産学連携本部) 

本部長 

知的財産部 
- 共同研究契約・知財の協議・審査 
- 知財の権利化と活用 

イノベーション推進部 
- 大学発ベンチャー支援 
- 起業家教育 
- 産学連携プロジェクト創出 

・ 知的財産部に、専門家弁護士を配置 (2016.4) 

・ 知的財産面も含め、雛形にとらわれない契約を提案・策定 

・ 質の高い単願特許出願のための財源強化 

・ 東京大学関連ベンチャー企業 約280社 
(大学知財の移転、大学インキュベーション利用、現役学生発等） 

・ 東京大学協創プラットフォーム開発㈱ を設立 (2016.1) 
     (ファンドへの出資やファンドとの共同投資等） 

・ リスクマネジメントの実施 
  （個人・組織としての利益相反管理、営業秘密管理、知財管理、安全保障輸出管理） 

・ 東京大学柏キャンパス産学官連携拠点の新設 

産学協創推進本部 



 サイバー空間と物理空間の繋がりのイメージを正しく捉える 
• ハードとソフトのつなぎ方の産業戦略 

• ものづくり、ナノテク、マテリアルサイエンス、高度計算科学の活用 

日本の知を強みとして活用 
人類社会に貢献する戦略（ＡＩ・ＩoＴ・ビックデータ）が上滑りしないために 

社会ビジョン Society 5.0（超スマート社会）に向けた 
東京大学の取組 
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グローバル・オープンイノベーション拠点形成へ 

 個々のヒトを尊重する新しい価値の創造と文理融合 
• 言語、精神文化、倫理等の人文社会の高度な学理の活用 

 知のプロフェッショナル育成 

つくば・柏ー本郷 
イノベーションコリドー 

- TIAへの参加 
- OIA ： OPERANDO-OIL 
- マテリアルイノベーション研究センター * 

- 高輝度・高効率レーザー 
- 光科学研究拠点（仮称） * 

次世代知能科学研究センター *   東京大学スポーツ先端科学研究拠点 * 

学部－大学院教育機能強化 

 数理・情報・統計学などの基礎カリキュラム整備 
 国際卓越大学院 

「 * 」は東京大学の 
連携研究機構制度 
（H28.4開始）等を活用 



CPS CPS 
AI 

AI 

データ解析ソフト 

情報システム 

Society 5.0に向けたAI・ビッグデータ・IoTの活用イメージ 
（生産・製造・産業） 

鍵は 

・ 機能性材料 
 - インテリジェントマテリアル 
 （日本の得意分野） 

ここで、日本の強みと 
    優位性を活かすことが勝負 

テクノロジー： 日本のものづくり力の本領発揮 

   - 半導体エレクトロニクス 
   - 精密工作機械 

   - マテリアル： 新材料、強相関エレクトロニクス… 
   - 物理学・光科学・数学：  
        フィジカル層の正確なモデル化（学理） 
   -  「その先」の技術へ向けて： 量子情報処理など 

サイエンス： 学理による裏付け 

クラウド 
（雲） 

フォグ活用 

センサー 

社会の隅々までモノに 

       が普及する 

デュー（露） 

フォグ 
（霧） 

センサー 

生データ 

センサー 

生データ 

CPS 

標準化された 
情報 

装置の 
設計情報 

・ シングルnmノードデバイス 
 （日本はプロセス技術が得意） 

情報 
情報 

情報 

サイバー 

スペース 

リアル 

スペース 

生データ 

すべての 
工作機械へ etc 

・ 高機能センサー 

・ CPSの低コスト化 
・ AIの低コスト 

すべての車へ 

CPS
AI

CPS
AI

生データ

センサー
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• 地の利を生かした研究成果の社会展開 

• 産学官民の密な交流による新しい学融合
研究領域の発信 

• つくばイノベーションアリーナ（ＴＩＡ）への参加 
（H27.12.18記者会見、H28.4.1正式参加） 

• 産総研・東大 先端オペランド計測技術オープンイノ
ベーションラボラトリ（OPERANDO-OIL）発足 
（H28.6.1開設、開所式） 

• H28年度補正予算によるAIグローバル研究拠点整備予定 

つくばエクスプレス（ＴＸ）隣接の連携拠点（コリ
ドー）による「知の協創プラットフォーム」 

東京大学 つくば-柏-本郷イノベーションコリドー 
（TKHiC） 

進捗状況  

OPERANDO-OIL開所式 

ＴＩＡ記者会見 



柏の葉キャンパス駅 

千葉大学 
柏の葉キャンパス 

県立柏の葉公園 国立研究センター 
東病院 

ＫＯＩＬ 

東京大学 
柏の葉キャンパス 
駅前ｻﾃﾗｲﾄ 

三井 
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ 
柏の葉 

ららぽーと 
柏の葉 

常磐道 
柏ＩＣ 

つくばエクスプレス 

東京大学 
柏IIキャンパス 
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東京大学柏キャンパス 2016.9.21 

東京大学 
柏キャンパス 
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柏における産学官連携拠点の整備 

 人工知能に関するグローバル研究拠点整備事業（経済産業省） 
（平成28年度第2次補正予算案 195.0億円） 

 産業技術総合研究所が本学柏キャンパスに 

産学官連携拠点を建設 

（2016年8月9日 日刊工業新聞報道より） 
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産学協創による「知のプロフェッショナル」の育成・活用 

• 優秀な社会人による博士取得 

• 経済成長や社会課題の解決に貢献する人材の育成 

• 世界的に強みを持つ領域と融合新領域 

日本の理工系教育システムの世界的な優位性 

• その成果として、優秀な人材の多くが産業界にいる 

• 一方、産業構造の大転換の中で、その能力に見合った活躍が困難な状況 

 大学が「知の協創の世界拠点」の役割を担い、産学協創による
人材育成を推進 

 知識集約型の新産業の担い手、牽引力として、貴重な人材を
活用する仕組みへ 

産学協創の舞台としての「国際卓越大学院」 
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    社会 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シーズを循環させるプラットフォーム 

COI拠点 

知 

人 

Cross Functional Teams 

博士研究員 
大学院学生 

大学教員 
企業の技術者・研究者 

政策担当官 

リーダー 

高度 
博士人材 知財 

新産業 

革新技術の展開例（出口） 
・エンドユーザーへの付加価値付与 
  車、家屋、医療健康、照明、・・・ 
・社会インフラ 
  エネルギー、環境、通信、 
  高度GPS、・・・ 
・産業技術 
  レーザー加工、 
  オペランド評価技術、・・・ 

マーケット 
ニーズ 

企業群 

技術 

 ・ 産学官民の技術シーズの社会実装加速 

・ 産業界の高度人材のリトレーニングによる異分野展開促進 

・ 俯瞰力・展開力を備えた博士人材の活躍 
全世代の取り込み 

新産業、高度人材、知的財産を創出し、効果的に社会で環流する仕組み・制度の実現 

機動的に編成可能な“Cross Functional Teams”
による、イノベーション課題の実践 

知の協創の世界拠点 
－産学官民の技術、知、人材が交差・循環する価値創造の場－ 

リーディング・卓越大学院 

共用プラットフォーム 

サテライト研究拠点 

• 博士学生実務トレーニング、 
フォトン、医療、物質、・・・・  

• 大規模研究 
施設 

• 基盤整備事業 
の資産 

• 国際拠点 
• ネットワーク事業 
• ナノテク、光量子、低炭素、・・・ 

つくば-柏-本郷 
イノベーションコリドー 

本郷イノベーション通り 

• 共同研究オフィス・ラボ 
• 成長した大学発ベンチャー 
• 社会人スクール ・・・ 

• 先端国際研究拠点 
• 課題解決の実験の場 
• 国際学生会館 
• ・・・ 


