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変革期にあるイノベーションモデルと
大学の取り組み

Point
❶  イノベーションは、連携マインドによって知識が結合することから生まれる。
❷  世界では、研究の大学、技術開発のベンチャー、事業の企業という三者による連携が、イノベーショ
ンモデルの主流になりつつある。

❸  国内大学の連携活動は進化中であり、連携マインドにあふれる東北大学でも、新たな取り組みに挑
戦している。

ある漁師のお話
先日、気仙沼の漁師の方からお話を聞く機会が

ありました。彼は、肉厚で硬めではない、柔らか
い食感がおいしいワカメを育てています。気仙沼
は東日本大震災で想像を絶する甚大な被害を受け
ました。復興という言葉で簡単に語れない中にイ
ノベーションがありました。

震災前は漁師の家々でやり方が違っていて、お
互いをライバル視するあまり連携することはな
かったそうです。加工業や卸業との協業もなく、
ワカメを食するお客さまのことまで思いが及んで
いなかったようです。

連携マインドが次々とイノベーションを生む
しかし、震災の後、不自由な昔の生活に戻り、

ゼロから仕事を立て直し始めた時、漁師の皆さん
に変化が生じます。組織で共同作業を始めたので
す。協力と分業によって生産性が飛躍的に伸びま
す。そして、漁師、加工業、卸業の三者が一緒に

なって会社をつくり、お客さまがよりおいしいと
食していただける商品化を行います。

同志で団結し、異種連合で創意工夫を重ねま
す。一緒にやってみて初めて見えてくるものがあ
ると漁師の方はいいます。従来は外見で共同体に
なっていたが、内実はつきあいもなく、協力もし
ていなかった。それが人と人が密になり、連携
チームになってイノベーションを起こせるように
なったのです。さらに、地域での人材育成、観光
振興、街づくりをやっている方々とのつきあいか
らも学習するようになったと伺いました。

労働や資本より知識が重要になる
人と人が密につながる連携がイノベーションの

主役である一方、わき役は何でしょうか。産業が
労働集約、資本集約、知識集約に類型されている
とおり、労働と資本と知識がイノベーションのわ
き役になります。同じイノベーションであれば、
量的な制約を受けやすい労働と資本をできるかぎ
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り少なくする方が望ましく、このため知識の重要
性が高まります。

例えば、長年の仕事を通じて身についた技やノ
ウハウ、いろいろな経験を積んだ人が持つ発想や
知恵、学術的な研究や技術開発による先進的な知
見や技術など、イノベーションには不可欠な知識
となっています。

一方で知識は、かつては限られた職人や専門家
のものでしたが、いまや一般人や専門外の人でも
活用できる時代になりつつあります。デジタル進
化によってインターネットや人工知能があらゆる
知識の伝播を可能にするからです。誰もが自分以
外の知識も活用してイノベーションを生み出す社
会へと移行しています。

進化する知識がさらなる原動力に
知識のフロンティア領域では新たなブレイクス

ルーが起きています。『「読まなくてもいい本」の
読書案内』著者の橘

たちばなあきら

玲氏によると、「市場や社会
は階層化された複雑系のネットワークで、その性
質は統計学やビッグデータなどの『新しいマクロ
経済』によって解明」されつつあります。新たな
方法が登場することによって、因果モデルを方程
式で解くとか、確率的に解を導くといった従前の
方法は限定した利用へと変わります。まさに知の
パラダイムシフトです。

ミクロ（個人）からマクロ（社会・経済）へと
自己組織化する複雑で決定不能な秩序に対して、
知の探究が進んでいます。脳科学と心理学が融合

する研究も複雑系の領域です。このように、旧来
の理論を超える新たな知識が創造され、それを活
用したイノベーションが期待されます。

科学技術とイノベーションモデル
知識の源泉は科学技術にあり、科学的発見が経

済社会に多くのイノベーションをもたらしてきま
した。科学は、研究を通じて、誰も知らない／見
たことがない／存在しないものを、知る／見る／
作るという発見です。世界的に高価で大規模な研
究施設を必要とする場合も多く、科学を支える基
礎的研究や学術研究は公的資金に依存していま
す。グローバル水準で研究を担う国立大学を日本
では研究型大学と呼んでいます。一方、技術は、
科学的発見を社会的価値あるものへと具体化する
ものです。一般的にこのプロセスを開発と呼んで
います。そして事業化のプロセスへと続きます。

では、イノベーションはどのように起こるので
しょうか。かつてはリニアモデルといわれ、科学
的発見から技術開発を経て事業化に至るという一
方向の線形プロセスで整理されていました。その
後、技術開発と市場ニーズ対応とのギャップを解
消するための双方向モデルなど試行錯誤が進みま
した。現在は非線形にプロセスを行ったり来たり
するモデルと認識されるようになっています。

「死の谷」問題
イノベーションは、全プロセスを対象に、自前

でやるものと外部から取り込むものを判断して進

図表 1　イノベーション＝連携マインド＋知識の結合

連携
マインド

【世の中の知識】
技・ノウハウ
発想・知恵

科学的知見・技術

連携
マインド

出所：筆者作成
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めます。こうなると、プロセス全体を共有しなが
らプロセスの間をつなぐ連携が重要になります。
この連携が難しく、以前から「死の谷（デスバ
レー）」問題と呼ばれてきました。研究と事業の間
に深い谷があり、そこに技術開発という橋を架け
ることがうまくいきません。不確実性が大きく、
リスクが高く、そのために資源投入や投資がしづ
らい中間領域です。失敗する確率が高いところは
誰もやりたがらない、貧乏くじは引きたくないの
が通常です。

仕組みで解決する米国
あまり知られていませんが、米国は 1980 年代

から現在も継続されているプログラムを導入して、
死の谷の解決を図ってきました。SBIR（Small 
Business Innovation Research）です。画期的な政
策であり、特徴は、①国費を投じて民間では成り
立たない「市場の失敗」を是正する、②国予算の
一定割合を法律で義務付けて施行する、③若手科
学者によるベンチャーが担い手になる、④公募選
抜方式の採択者は 3 ～ 4 年間の生活活動費を賄え
る、⑤実用化されたものは政府調達される、など
が挙げられます。

結果、毎年 2,000 名以上の大学の若き科学者が
ベンチャー起業家になり、30 年余りで 2 万社以上
の技術ベンチャーを生み出しました。政府主導で
イノベーションの死の谷に対応したことで、研究
は大学、技術開発はベンチャー、事業は企業と

いった連携の仕組みが全米で成立しています。

図表 3　「死の谷」の克服
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出所：筆者作成

資金の好循環が生まれる
米国は、30 年以上にわたり、政府が科学者の起

業を手厚く支援しています。そして、ベンチャー
企業に対するリスクマネーの供給はベンチャー
キャピタル（VC）が担っています。全米の公開
企業の 40% 以上に VC が支援し、支援先が全米雇
用の約 40%、時価総額の約 60% を占めているとい
います。また、大企業のコーポレート VC による
投資も大幅に増加し、2015 年までの 20 年間で 7％
から 21％と全体に占める割合が拡大しています。

ベンチャーによるイノベーションの果実を享受
することができる大企業では、オープンイノベー
ションと称して、ベンチャーとの連携やベン
チャーの買収が一般化しています。いまや米国は、
ベンチャーへの資金供給者の 50% が大企業と聞き

図表 2　科学技術とイノベーションの関係
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出所：筆者作成
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ます。ベンチャー企業のアーリーステージで投資
した VC が、レイターステージで大企業に譲渡し
て益出しすることも当たり前になっているようで
す。

日本でも大企業によるオープンイノベーション
が活発化しており、コーポレート VC をはじめ、
大企業からベンチャーへの投資が拡大していま
す。米国ほどではありませんが、日本もベン
チャーの活躍が大企業のイノベーションをけん引
する状況になりつつあります。

技術開発と事業化を担うベンチャー企業が大企
業につながる仕組みが、資金の好循環を生み出す
ようになりました。

図表 4　投資とリターンによる資金の好循環
研究
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出所：筆者作成

研究を担う大学の現状
一方で、研究（大学）と技術開発（ベンチャー

企業）の間はどうでしょうか。米国の SBIR のよ
うな仕組みが整っていない日本では、大学改革に
よる対応を進めています。研究の主役である大学、
特に国立の研究型大学では、役割や機能に変化が
生じています。2004 年の国立大学法人化を契機に、
国からの交付金が減少する中、自律的に経営を行
う大学改革を進めています。東京大学の五神総長
は、「限定された公的資金の中に民間資金を大胆に
組み込んで、大学の財務を強くし、可能性を伸ば
し、恩恵を広く社会に返していく」と著書の中で
述べています。

現在、大学では、研究者の自由な発想に基づく
学術研究や基礎的研究は、科学研究費など国の基
盤予算で支えられています。これが研究の土壌を
長期にわたって耕し続けることで、科学的発見と
いう知が創造されます。一方、イノベーションに
つながりそうな目的型の研究は、国立研究開発法
人を通じた国予算や企業の研究開発費が投入され
ています。これによって、研究成果をイノベー
ションの種として技術に具現化します。必要に応
じて特許出願して知的財産権を確保し、この事業
化やライセンス契約によって収益を得ることを目
指しています。

産学連携の新たな取り組みは現在進行形
しかし、既に述べたとおり、研究と事業の間に

ある「死の谷」問題を克服する必要があります。
このため、大企業が大学と直接結びつく産学連携
では、既存事業のイノベーションに対応すること
はできても、リスクが高い革新的なイノベーショ
ンには応じきれません。

そこで産学連携を拡張し、ベンチャーが研究成
果の事業化を担えるような役割や機能を整備して
います。中核となる科学者の起業に伴走し、VC や
企業との連携を形成し、大学の施設利用や人材投
入を支援します。事業開発のプロも取り込みま
す。大学とベンチャーの間の共同研究や協業にお
いては、資金が乏しいベンチャーは新株予約権（ス
トックオプション）や株式で大学に支払うことが
可能となります。

このような取り組みは、2017 年から指定国立大
学法人に指定された 7 大学（東京大学、京都大学、
東北大学、大阪大学、名古屋大学、東京工業大学、
一橋大学）で、国の規制緩和によって実現できる
ようになりました。

連携マインドがあふれる東北大学
冒頭で紹介したとおり、イノベーションの主役

は連携マインドです。産学連携の仕組みを精緻に
構築しても、連携マインドがなければ成功しませ
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ん。私が所属する東北大学も震災で変化が起きま
した。先生同士のつながりがあまりなく、学科や
分野で縦割りだった組織文化が変わりました。人
と人が協力しあうことで大きな力を発揮できるこ
とを実感し、柔軟に連携して取り組むことが常態
化しています。

例えば、教育面では、学問分野を横断する学位
プログラムを大学院教育プログラムに展開してい
ます。研究面では、専門領域の壁を越えた分野融
合研究を推進しています。企業との連携活動にお
いては、東北大学を訪問した企業の方から、「東北
大学は学内に境界がない」「学内の多様な人材を
チームにして連携や協業ができる」といったコメ
ントをいただきます。

高い教育研究水準を活かす
東北大学は、教育研究レベルをみると、THE 世

界大学ランキング日本版（2019 年）で第 3 位、高
被引用論著者数（2018 年度）で国内大学 2 位と
いう実力を持っている大学です。世界水準で卓越
した研究のために、大規模キャンパス整備を積極
的に実施しています。

そして、このような高い教育研究に連携マイン
ドを掛け合わせることで、産学連携の新たな取り
組みに挑んでいます。代表的な取り組みを 3 つ紹
介します。

図表 5　東北大学の新たな取り組み（代表例）

起業前後

東北大学

未来共創 異種連合

①包括連携 ②ベンチャー支援 ③B-U-B型連携

国・自治体・大学・研究機関

企業・個人（イノベーター）

出所：筆者作成

企業と全方位で未来共創する
1 つ目は包括連携です。これまでの連携は、理

工系の先生と企業の研究者・技術者が共同研究を
通じて課題解決を図ることが大半でした。しかし、
予測不能な世界で、社会とともに企業と大学が成
長するためには、そもそもどのような価値や課題
を設定すればよいのか、一緒に考えることが必要
です。東北大学では、弾力的に学内で体制を編成
し、課題設定に立脚した文理融合による組織対応
で、共同研究にとどまらない、企業との包括的連
携を推進しています。包括と称していますが、排
他的なものではないことを付け加えておきます。

例えば、2019 年 4 月に楽天と包括連携協定を締
結しました。楽天イノベーションラボ東北を設置
し、イノベーションの創出と社会実装の実現を通
じて、東北経済および人類社会の発展に寄与する
ことをともに目指しています。

また、8 月には、第一生命保険・NTT データと
包括連携協定を締結しました。イノベーション創
出と地方創生をテーマとして、共同研究から人材
育成、ベンチャー育成投資、イノベーション拠点
整備推進までをカバーする幅広い取り組みです。

起業の前後をシームレスに支援する
2 つ目はベンチャー支援です。アントレプレ

ナーの育成においては、東北大学スタートアップ
ガレージで、VC、アクセラレータ、政府関係機関、
自治体などと連携して、学部生、大学院生、若手
研究者、企業や地域の多様な人材に開かれた取り
組みを展開し、大学シーズと企業とのマッチング
や資金調達を支援しています。

起業を促進する取り組みとしては、産学連携機
構の学内ビジネスインキュベーションプログラム

（BIP）を通じて、企業とのマッチングファンド
などによる事業性検証が行われ、これまで 14 件
が起業しています。

また、起業後のベンチャー成長に向けた支援と
しては、東北大学が 100％出資する東北大学ベン
チャーパートナーズでは、外部投資機関とも連携
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して、大学発ベンチャーへの投資を拡大していま
す。BIP で採択後に起業したベンチャーである、
東北マグネットインスティテュート、仙台スマー
トマシーンズ、スーパーナノデザインといった企
業が投資を受けています。

今後は、東北大学がベンチャー企業（大学発に
限らない）からストックオプションを受け取る契
約形態も取り入れて、共同研究や協業などの連携
を強化する予定です。

大学がハブ＆プラットフォームになる
3 つ目は B-U-B 型連携モデルです。「Business‒

University‒Business」の略称で、大学が企業と企
業をつなぐプラットフォームとなります。コファ
ンド形式の共同研究開発を組織化します。このた
めには、参画する複数企業が期待するテーマ設定
が重要です。

代表例は、スピントロニクス分野での国際集積
エレクトロニクス研究開発センターです。新 AI・
IoT 半導体技術の研究開発をテーマに、川上から
川下までの企業群による世界最大規模の産学コン
ソーシアムを構築しています。海外との共同研究
費受け入れ額で第 1 位になるなど、グローバル対
応の共同研究契約と知財管理を徹底実施していま
す。国・自治体と連携した税制特区制度を踏まえ
て、30 億円の寄付で研究棟を整備し、300 億円超
の民間先端設備を導入し、外部資金で年間 15 億
円の運営資金を確保しています。

他に、ライフサイエンス分野、マテリアルサイ
エンス分野、量子コンピューティング分野などへ
戦略的に展開し始めています。これが東北大学の
掲げるオープンイノベーションです。

私の期待
私は、30 年勤めてきた民間シンクタンクを 1 年

前に退社しました。イノベーションの調査研究に
加えて、新規事業コンサルティングやベンチャー
経営など、実際にイノベーションを生み出す経験
を積んできました。近年、個々の取り組みではイ
ノベーションに対する意欲が高まっている一方、
まだまだ社会や組織の仕組みが機能していないこ
とを痛感します。

イノベーションエコシステムという仕組みに、
大学の活躍は不可欠です。大学は知識の源泉であ
り、知識のハブです。知識を駆使できるイノベー
ターの宝庫でもあります。現在、東北大学ととも
に未来に向けた社会変革に挑戦しています。さら
なる連携の輪を広げていきたいと思います。

注）  本稿は筆者の個人的な見解であり、所属組織
を代表するものではありません。
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