
TLOは「Technology Licensing Organization（技術移転機関）」の略称です。
当社は国立大学法人電気通信大学のTLOとして経済産業省・文部科学省の承認・認定TLOの認可を受けるとともに、
様々な大学・企業との広域的な連携をコーディネートしています。

お客様の課題解決をオープンイノベーションで実践する広域TLO

多
様
な
産
学
官
連
携
が

新
し
い
可
能
性
を
生
み
だ
す
。

活動拠点

アクセス

〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘1丁目5 番1号　電気通信大学産学官連携センター内
TEL：042-490-5734　FAX：042-490-5727

調布
オフィス
調布
ブランチ

〒182-0021　東京都調布市調布ヶ丘 2-32-3　ジュネス 201

康派思技術諮問（シンセン）有限公司
中国広東省深圳市南山区高新区高新南四道19号深圳虚擬大学園A305室　518057
TEL：+86-755-26990484      FAX：+86-755-86370120

深セン（中国）

【電車】京王線調布駅北口より徒歩約７分 
【バス】小田急バス：電気通信大学学生寮下車

https://www.campuscreate.com
キャンパスクリエイト 検索

会社概要
会社名  　株式会社キャンパスクリエイト
資本金 　 　8,160万円　　（2007年11月増資）
設立 　 　1999年 9月
承認 　 　2003年 2月 ※承認TLO（経済産業省・文部科学省）　※認定TLO（文部科学省）
株主 　 　電気通信大学教職員、卒業生他　計135 名 　
従業員数 　15 名

経営
理念

品質
目標

キャンパスクリエイトは、文部科学省・経済産業省の認定・承認TLO（技術移転機関）として、
技術移転マネージメント事業を行い、大学シーズと企業のニーズをマッチングさせるとともに、
ソリューション事業として、お客様の相談ごとに
最善の方法で迅速に対応し、解決するサービスを提供いたします。 

お客様の信頼と満足を得る
業務・サービスを提供するTLO（技術移転機関）。 

役員 取締役会長 　有山 正孝（非常勤）
代表取締役社長　安田 耕平（常勤）
常務取締役 　高橋 めぐみ（常勤）
常務取締役 　李 瑩玉（常勤）
取締役　 　須藤 慎（常勤）

取締役 　三木 哲也（非常勤）
取締役 　山森 信生（非常勤）
監査役 　前田 隆正（非常勤）
監査役 　江尻 貞明（非常勤）

甲州街道

武
蔵
境
通
り

調布駅
京王線←府中

電通大
（西地区）

電通大
（東地区）

西友●

新宿→

(広域地図 )

市役所
●

下石原交番前 小島町

調布パルコ● 調布駅北口交番
●

市役所
●

下石原交番前 小島町 調布駅入口調布駅入口

調布パルコ● 調布駅北口交番
●

西7号館

西4号館 西2号館

西3号館 西1号館

西9号館 西８号館

１００周年
キャンパス

計算機
センター

体育館

電気通信大学
学生寮前

電気通信
大学前

大学会館

B棟A棟

IS棟

C棟 D棟

東4号館

東6号館

東9号館

東10号館

東31号館

産学官連携
センター
（東7号館）

図書館

甲州街道

調布特別支援学校

第一小学校

三菱自動車販売

調布警察署
電気通信
大学前交番

東京現像所

武
蔵
境
通
り

下石原交番前 小島町 調布駅入口

西6号館

正門

西門
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「お客様の課題解決を
オープンイノベーションで実践する
広域TLO」をスローガンに
様々なサービスを提供しています。

※他、産業振興／地域振興のプロジェクト運営、
自社での研究開発・製造・販売など幅広い業務を行っています。

サービスメニュー

当社は電気通信大学から技術移転に関する
業務委託を受け、発明の権利化を共同で
行いながら、技術移転活動を行っています。

産学連携や地域の振興に繋がる様々なイベントを企画しています。

広域的な連携体制

大学と産業界との連携を促進する
リエゾン業務を
中心に目利き力と
ネットワーク、
TLOのノウハウを
生かした
幅広い活動を
行います。

事業スキーム 「オープンイノベーション推進ポータル」を運営し、
様々な大学のシーズ、大学発ベンチャーの製品、
産学連携による研究開発成果など、
先端技術をご紹介しています。

様々な大学・企業との業務提携

マッチングイベントなどの企画運営
例）提携大学との共同イベント企画(研究室紹介ツアー）

▲ 高出力人工筋肉や生物型ロボットの
　 開発と応用
バイオメカトロニクス研究室　
教授 中村 太郎
バイオメカトロニクス研究室　
教授 中村 太郎

国立大学法人電気通信大学との連携

事業内容

ビジネスパートナー募集

定年退職した元大学等研究者による
技術開発・教育支援サービス 

国際連携

包括コンサルティング

産学官連携

教育研究組織（IE・IS・各研究センター）

国立大学法人 電気通信大学

大学
海外大学
研究機関

市場

日本企業
海外企業

産業界・地方自治体

研究推進機構

研究室

研究者

産学官連携
センター

ユーザー

新規事業創出

行政
（地方自治体など）

SVBL
サテライト
ベンチャー
ビジネス
ラボラトリー

【研究推進センター】 【産学官連携センター】

産学官連携支援部門

ベンチャー支援部門研究企画室（URA所属）

知的財産部門

業務委託

産学連携
（リエゾン）

共同研究等 知的財産等 技術移転

委員として参加

出願

継承判断等

研究推進課

特許庁

特許事務所

評価委員会

技術移転マネジメント事業

産業界

企業と大学の共同研究のための
連携支援・コンサルティング

知的財産権の取得・技術移転

ベンチャー支援

経営革新に取り組む中小企業の開発支援

ソリューション事業
研究開発助成制度の申請及び管理業務

ハードウェア・ソフトウェア
電子デバイスの開発、製造，販売

マーケティング支援

学会等各種イベントの企画、運営、管理

書籍・印刷物の企画、制作、出版

研究者・アシスタントの職業紹介

労働者派遣（派13-200033）

有料職業紹介（13-ュ-300811）

資金調達を含む会社経営全般に
わたる経営コンサルティング

特許庁

国内外の企業

地域の中小企業

ベンチャー企業

特許の
出願維持

特許権

広域TLOの特徴を生かした事業を展開し、顧客満足向上を目指しています。
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大学発シーズの実用化に向けた取組モデル ①
国立大学法人 電気通信大学 黒﨑 晏夫 客員教授が発明した
「赤外線レーザとヒートシンクを用いて透明な樹脂同士を表面が
きれいなまま溶着する技術」を様々な用途で波及させるために、
異分野連携の研究開発コンソーシアムを立上げ、運営しています。
複数の研究開発WG を平行して進めるほか、展示会へ積極的に出展し、多くの企業から引き合いをいただいています。

当社では、大学のシーズの実用化を推進するため、
様々な大学・企業との異業種連携体の構築・協業支援も含めて取り組んでいます。

異業種参画による有機的協業スタイル

実用化・標準化

PTFEおよび各種フッ素樹脂のレーザ溶着

フッ素樹脂フィルムやチューブの平滑でクリーンな溶着を実現します

ヒートシンク式レーザ樹脂溶着の特徴 溶着機の例

装置

Etc…

大学

材料 成形

部品

産学連携
コンソーシアム

FEPフィルム製の凍結保存袋 PFA製各種流体部品 PTFE/PFAフィルム封止

フッ素樹脂袋封止機

表面冷却と内部加熱の両立
レーザ透過性のある放熱板を樹脂部材表面に設置し、
樹脂表目で発生した余分な熱を拡散して過熱を防ぎます。
樹脂内部に浸透するレーザの吸収発熱で内部界面を
溶着します（ヒートシンク式レーザ樹脂溶着）。

●有害ガス・粉塵が発生せず、クリーンな環境を維持できる

●熱損傷がなく、高品位な外観を実現できる

●型内溶着のためバリが発生せず、ビード切除が不要

●熱歪みの影響が小さく、微細・薄肉な精密溶着ができる

●振動がないので、内包部品への影響がない

●レーザ吸収のための色素添加不要

●製品ごとに治具・金型が必要なく、小ロットに対応できる

●半導体・医療分野向けの高機能樹脂の溶着に最適

ヒートシンク

樹脂部材1

レーザー

溶融部

樹脂部材2

冷却
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大学発シーズの実用化に向けた取組モデル ②

▲ 電気通信大学に設置した、空宙栽培装置の概観図です。

電気通信大学・情報理工学域 佐藤 証 教授のシーズである
「空宙栽培による都市型農業とサービスの融合」について、
地域の病院や小学校、商業施設等で実証試験を行っています。
消費地である都市部でビルの屋上やベランダ等の空きスペースを活用した中小規模の新たな都市型農業の実現を
目的としています。またこれまでの「農業＝生産」という固定概念を見直し、「農業＝サービス」という視点から、
育てる楽しみの提供、屋上緑化、憩いのスペースの創出、加工・販売、などの6次産業化を進めています。

実用化や普及協力にご関心がある企業の方はぜひお問合せください。

「新しい6次産業化モデルの構築」を目指し、消費者が農業を楽しめるサービスを提供する
都市型農業ビジネスを目指しています。商業施設、病院、小学校、観光農園等へ提案を進めています。

空宙栽培は、有限会社上野園芸（広島市安佐南区）が開発した水耕栽培方式であり、IoTシステムによって
構成される簡易なキットで、クラウド上で栽培状況を見える化・制御しています。
省スペースかつ低コストで実現できるスマートアグリです。※「空宙」は有限会社上野園芸により商標登録なされています。

下記の企業・団体等に
ご協力いただいています。

■ 三井不動産株式会社
　（銀座６丁目-SQUARE）

■ 調布第一小学校
■ 医療法人社団飯野病院
■ 株式会社サガミ

▲ 土を使わない水耕栽培で、トマトやメロンなど 
　 様々な野菜・果物を栽培できます。

▲ 都市部の屋上、 ベランダ等を活用して、
　 消費者が農業を 気軽に楽しむことができる
　 サービスモデルを提供します。

▲ 銀座の三井不動産本社ビルでは
　 春にイチゴを、夏にトマトを栽培しています。

「農業＝生産」から「農業＝サービス」へ

IoTと空宙栽培を
組み合わせた
都市農業型
スマートアグリ

システムの全体像

実証試験の取組

研究

生産 事業

センサネット

機械学習
異常検知無線技術

遠隔監視･制御

多品種･新鮮

地産地消 ６次産業化

憩いのスペース

屋上緑化

食育

屋上･遊休地利用

水耕栽培
システム開発

生産管理

栽培ノウハウの蓄積

空宙栽培法
（有）上野園芸

水耕栽培装置

ローカルサーバー 管理サーバー

モバイル端末センサーモジュール

生育データ蓄積
解析・制御
栽培サポートデータ/制御

データ/制御

データ/制御
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オープンイノベーション推進部
Tel：042-490-5728　
E-Mail：open-innovation@campuscreate.com

担当部署　

共同研究契約共同研究契約

共同研究費共同研究費

企業紹介企業紹介 技術紹介・
契約交渉
技術紹介・
契約交渉

コンサルタント
費用
コンサルタント
費用 企業

機密保持契約機密保持契約 機密保持契約機密保持契約

研究機関

マッチングまでの流れ

今までに550テーマ以上、
多数の大学・研究機関等との
共同研究をコーディネートしています。
共同研究契約は3者間契約を
締結しています。

契約形態、実績

▼ 高速データ処理デバイス

産学官連携

※ご相談は無料です。共同研究のテーマが固まった時点でお見積書を提出します。
※共同研究以外にも技術指導、委託研究、測定試験の受託など様々な連携形態があります。
※必要に応じて秘密保持契約を締結します。
※企業との連携が適している技術相談に対しても企業間連携のコーディネート対応が可能です。

過去の契約実績

目利き力、全国の大学ネットワークを元に適任の研究者をコーディネートします。

ニーズの
ヒアリング

候補
研究者の
調査

研究者
への
打診

研究者
との
ご面談

共同研究
開始

新製品・新技術
を開発したい。

大学の設備を
利用したい。
分析・評価を
依頼したい。

困っている
技術課題を
解決したい。

技術指導を
お願いしたい。

産学官連携による
課題解決をご提案します！

事例 企業 株式会社エイ・オー・テクノロジーズ

研究者 国立大学法人電気通信大学 情報理工学研究科 範 公可 教授

株式会社エイ・オー・テクノロジーズ 井上 克己 代表取締役が考案し
た新しい半導体デバイス「SLID」のアイディアを具現化するため、
電気通信大学 範 公可 教授との共同研究をコーディネートしました。
2012年にIEEEが主催するICCE2012で最優秀論文賞を受賞し、
2015年に日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社へ特許がライセ
ンスされ、「高速データ処理デバイス」として製品化しました。
「SLID」はCPUと比較して情報検出処理を100万倍以上高速化す
るデバイスであり、今後のIT分野を変貌する革新技術です。

・東京大学
・電気通信大学
・広島工業大学　 
・大阪府立大学
・立正大学
・関東学院大学 
・熊本大学
・早稲田大学
・慶應義塾大学 

・上智大学
・神戸大学
・青山学院大学 
・埼玉大学
・中央大学
・静岡大学 
・鹿児島大学
・芝浦工業大学
・東京工業大学 

・信州大学
・筑波大学
・千葉工業大学 
・豊橋技術科学大学
・宇都宮大学
・兵庫県立大学 
・立命館大学
・千葉大学
・北海道大学 

・東京電機大学　　
・山梨大学
・東京農工大学 
・岡山大学　　　　
・鳥取大学
・慈恵大学 
・東邦大学　　　　
・自治医科大学
・高崎健康福祉大学

・聖路加国際大学
・東京都市大学
・京都工芸繊維大学 
・富山県立大学
・大阪市立大学
・日本医科大学 
・はこだて未来大学
・広島大学
・長崎大学 
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産学官連携の成功に向けた当社のサービス（イメージ）

難しい課題でも、異分野の
技術シーズや先端技術で
解決できることは多々あります。
ネットワークと目利きを活用して
解決策をご提案します。

産学官連携には、途中で予期せぬ
課題が出てくることが多々あります。
協力先の探索・進捗管理・
事業化支援等、適時サポートします。

「顧客満足」を最重視し、
成果が出るよう最大限努力します。

産学官連携は最初が肝心です。
双方の目的・意向をすり合わせ、
研究プロジェクトの企画を
取りまとめます。

研究者調査

プロジェクトの
プランニング

プロジェクトの
マネジメント

完了

どうしても
解決できなかった
技術課題が
あって。。。

難しい課題が
出てきたね。。。

苦労もあったけど、
納得のいく
アウトプットが
得られたよ。

ありがとう
ございました！

打開策として、この企業に
協力していただくことは
いかがでしょうか？

視点を変えて、
この分野のシーズであれば、
解決できるかもしれません。

それでは、このテーマで、
目標・スケジュール・役割分担を
企画書にまとめますね。

01

02

03

04
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人工知能ナレッジマネジメントシステム
組織内外の情報（知識）を収集し横断的に検索・リスト化できる
人工知能ナレッジマネジメントシステムを運用しています。

当社の産学官連携コーディネータが日々まとめている
技術調査・非公開の研究資料・企業データベース等の文書情報や、
通常の検索では見つかりずらいWebページ
（大学のシーズ集や公的機関の研究開発補助金報告書等）を対象に、 
常に最新の情報をクロールしながら横断的に検索できるため、
ニーズに応じて効果的かつ効率的な産学連携のマッチングが可能です。
（本システムは、㈱電算が提供するSmartKMSを導入し、
産学連携のマッチングに適した独自のデータセットを構築するとともに、
産学官連携コーディネータが目利きした情報に対し人工知能が
関連性の高い他の情報を推薦するレコメンド機能を搭載しています。）

データベース化し、
キーワードに対し
横断的に検索

内部のナレッジ
キャンパスクリエイトの情報資産
（過去に調べた技術調査レポート、

非公開の大学の研究資料、
企業データベース 等）

外部のナレッジ
Webサイトの情報

（大学のシーズ集ページ、公的機関の
研究開発補助金報告書、ニュース
サイトの技術系プレスリリース、
学術文献掲載サイト等）

マッチングに
適した情報

（研究情報、企業情報）
の特定

検索結果の抽出・
リスト化、人工知能に
よる関連文書の推薦
（レコメンド）

データ登録および
情報ごとの分類分け。
人工知能によって
コーディネータの分類
結果を学習し、情報ごと
に自動カテゴライズ

人工知能
ナレッジマネジメントシステム
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技術移転部

アジアへの発展を求める日本企業と、
日本で発展しようとするアジアの企業のために、
相互の大学・企業ネットワークを活用して信頼関係に基づいた
連携をコーディネートしています。
海外展開のご相談をお待ちしています。

Tel：042-490-5736　
E-Mail：open-innovation@campuscreate.com

担当部署

康派思技術諮問（シンセン）有限公司
（当社現地法人：2007年9月設立）

日本とアジアを中心とした国際連携をコーディネートします。

国際連携

現地法人設立支援

展示会出展・シンポジウム企画

海外市場調査

ローカル法人との連携構築、部品調達

国際産学官連携

海外の販路開拓

支援サービス 東北地域
（重点活動地域）

北京地域
（重点活動地域）

上海地域
（重点活動地域）

深セン地域
（重点活動地域）

事例１ 国際企業間連携

国際産学官連携

▲動物用PET-CTの販路拡大
　（上海富吉医療機械有限公司）

▶
サービス
ロボット
（人工知能の
研究開発：
昆山穿山甲机器人有限公司）

連携機関１

深セン市科学技術協会
連携機関２

深港産学研基地
連携機関３

深セン虚擬大学園
連携機関４

上海富吉医療器械有限公司

事例２
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オープンイノベーション推進部
Tel：042-490-5728　
E-Mail：open-innovation@campuscreate.com

担当部署

貴社の経営・技術・企画を包括的にサポートします。

包括コンサルティング

新規事業の企画、研究開発方針の策定、
技術課題の解決に向けたシーズ探索などに有効な
調査業務をご提案します。（調査実績：150件以上）

特定のキーワード、
技術分野における
国内の有望な大学シーズを
網羅的に調査。
優先度を付けて
解説文をまとめ、ご報告。

事例

大学シーズや特定事業分野の技術調査メニュー

新規事業のアイディアを研究者と交流しながら
具体化したい、などの新規事業部担当者の
ニーズにお応えします。

デジタルコンテンツ分野に
おける研究室訪問を月1回実施。
様々な研究者との
ディスカッションを図ることで、
新製品のアイディアを固め、
共同研究へ発展。

事例

新規事業の企画立案支援メニュー

研究開発に活用可能な公的支援制度をご提案します。

戦略的基盤技術高度化支援事業の管理
法人を複数件受託した実績があります。
NEDOや中小企業庁の支援制度など、
様々な事業の活用をご提案します。
地域イノベーション創出研究開発
事業に採択された「高精細映像に
向けたカメラ振動評価システム」は
実用化され、カメラメーカー・
スマートフォンメーカーなどに
広く導入されています。（右記）

事例

実用化に向けた公的資金の活用支援メニュー

大学の特色を生かした人材育成プランをご提案します。
事例

社内人材の育成／研修会企画メニュー

1

2

3

組込分野の社内技術者が
最新技術と業界動向を学ぶため、
大学研究者による社内研修会を実施。
アジアへのビジネス展開を予定している
企業に対し、大学の英語研究者による
長期学習カリキュラムを組み、実施。　　　 
地方の中小企業が首都圏に所在する
大学の先端技術を学ぶため、
約一か月間研究室に受入れ、
集中的な技術研修を実施。　など。

1

2

3

※下記は一例です。ご相談内容により臨機応変に対応します。

※当社得意分野

企業様

大学※

研究機関※

公的プロジェクト成果※

企業

スタートアップ

報告書
提出

調査依頼

目利き

◀手ブレ補正評価
　システム　外観

▼手ブレ補正機能の
　評価結果
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メーカー等へのオープンイノベーション支援メーカー等へのオープンイノベーション支援

ポイント

メーカー等

ニーズ
・課題

事業部

大学

大学発
ベンチャー

研究機関

ニーズの吸い上げ・選定

解決手段・技術、連携先候補の調査

プロジェクトの立ち上げ等

ニーズ
・課題

事業部

ニーズ
・課題

事業部

ニーズ
・課題

事業部 ニーズ
・課題

事業部

社内コーディネートご担当者様
（オープンイノベーション推進室、新規事業室 等）

連携先候補

連携先候補

連携先候補

スタートアップ
連携先候補

中小・ベンチャー企業
連携先候補

ニーズのヒアリング

連携先調査

連携候補への事前ヒアリング

連携先提案

ご面談セッティング

連携内容・プロジェクト等のご提案

契約締結支援

・セミクローズドで連携先候補が探せます。(企業名 を伏せて調査実施可能)
・オープンイノベーション推進人材の不足から、調 査がうまく遂行できない場合に有効です。

・社内コーディネートご担当者様が事業部からニーズ と技術内容をヒアリングする際に当社が同席することも可能です。
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調査の強み

調査の強み

大学研究者等と連携した国内外の技術/市場調査サービス

ポイント

・国内外の先端的な技術シーズ情報を発掘します。

・国内外の学会参加で得た最新技術の知見
・専門分野の知見による的確な技術レビュー
・複数の研究者との連携による様々な専門分野の知識・経験を活用

技術の専門家ならではの知見・分析力や
人工知能ナレッジマネジメントシステム等の
豊富なデータベースを生かした調査を行います。

大学研究者

・シーズの目利き力
・国内の大学研究者との幅広いネットワーク
・全国の大学のシーズを横断的に検索可能な人工知能ナレッジメントシステム

コーディネータ

企業ご担当者様

新しい事業分野で
サービスのコンセプトを考えたいので、
国内外の研究動向・シーズを
幅広く知りたい。 自社の事業分野の技術動向を

しっかり把握したうえで、
今後の研究開発方針を
考えていきたい。

人工知能ナレッジマネジメントシステム

各大学の
コーディネータ

技術調査に関する連携

・国内外の研究開発動向を把握できます。
・大学研究者による目利き／技術レビューを行います。
・対象分野の最新の市場動向を調査します。
・セミクローズドで調査可能です。
・リーズナブルな価格帯でご対応いたします。

調査対象（例） 海外論文 国内論文 公開特許

市場調査レポート 国内大学・研究機関のシーズ集 Etc…

技術・市場調査

大学間
ネットワーク
活用
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オープンイノベーション推進部
Tel：042-490-5728
E-Mail：open-innovation@campuscreate.com

担当部署

長年の研究・教育のノウハウをもとに、技術開発・社員教育をフレキシブルにご支援します。

定年退職した元大学等研究者による

技術開発・教育支援サービス

高度な技術ノウハウを有する技術者不足が多くの国内企業の課題となっています。
技術フェローが日常的な技術開発・研究開発をご支援します。

・大学等の業務や雑務の解消による時間／場所／支援内容に
 フレキシビリティな対応が可能
・研究／技術／教育に係る長年のノウハウと実績

技術指導／研究開発支援

企業様の課題、ニーズ例

高度な研究開発を推進できる技術者
の労働力が能動的に不足している。

自社の専門外の技術分野について
技術ノウハウが不足している。

日常的に会社に来て、直接、技術指
導や研究開発に協力してほしい。

論文にならないテーマだが、研究者
へ気軽に相談したい。

定年後の研究者／技術者を企業で
雇用するのは制度上難しい。

※企業様はもちろんのこと、研究機関／教育機関等のご相談にもフレキシブルに対応します。お気軽にご相談くださいませ。
※上記は一例です。技術フェローの意向によって協力可能な内容が異なることがあります。また、ニーズによっては現役研究者への依頼や連携を行うことがあります

進展する採用難から、社会人の学びなおし教育を代表に、社員研修の必要性が増しています。
技術フェローが御社の研修・教育をフレキシブルにご支援します。

社内技術者の研修／学びなおし教育

企業様の課題、ニーズ例

単発の講演会だけでなく、基礎を学
ぶための数コマでの講義、あるいは
体系的な講義（1時間30分×15コ
マなど）をしてほしい。
就業時間中、あるいは就業期間後に
会社を会場として研修を行ってほし
い。
限られた研修予算で、複数名、ある
いは数十名を対象とした講義をして
ほしい。
現在、研究開発中のテーマに関連し
た技術分野で研修や勉強会を行って
ほしい。

定年退職した
元大学等研究者 企業様

本サービスのモデル

ご契約

サービス提供

ご契約

技術フェロー
コンサルティング、
共同研究、研修委託等

定年退職した元大学等研究者(※技術フェロー)のリソース
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お客様のご要望に応じて
最適なシニア技術者をご紹介します。

・技術課題を解決できずに苦労している。
・研究開発を進める上で、異分野の技術知識や、
 企業の専門部署の在籍経験の知見が必要。
・生産管理／品質管理など業務フローを見直したい。
・熟練の経験を活かし事業にシナジーを起こしたい。
・新規事業に関して専門家のアドバイスが欲しい。
・社員の技術教育者をスポットで探している。
・新規事業に関して専門家のアドバイスが欲しい。
・プロフェッショナルな技術を本気で学びなおしたい。

・これまでの経験・知見を活かし社会貢献したい。
・定年後も現役エンジニアとして活躍したい。
・ライフスタイルにあったペースで仕事したい。
・技術士などの難関資格を最大限に生かしたい。
・出身企業だけでなく他企業にも関心がある。
・自身の技術や経験を本気で後世へ継承したい。

技術継承.comに登録されているシニア技術者

必要な技術を、必要な時に、必要な分だけ！
スポット的なご相談にもフレキシブルに
対応します。

対応技術分野

高い専門技術を必要とする法人の方 高い専門技術をお持ちのエンジニアの方

自社で分からない
技術はシニア技術者に

相談したい。
これまでに培った

専門知識を
社会に生かしたい。

機械 建設 電気・電子

上下水道 化学 食品

金属 応用理学 航空・宇宙

繊維 衛生工学 情報工学

※上記以外も様々な課題にご対応可能です。
340名以上。9割以上が技術士、博士

技術アドバイザー、技術顧問、
人材紹介 等（当社サービス）

シニア技術者の技術支援サービスシニア技術者の技術支援サービス

ポイント

高度な専門知識を持つシニア技術者（9割以上が技術士、博士）をご紹介します。

サービス例 ＊技術アドバイザーの場合

● 電話・メールによるヒヤリングとアドバイス（2時間～）
● 長期的な定期訪問（月１回）と電話・メールフォロー
　 による密着対応
● 社内技術者向けの専門技術セミナーの企画（１時間～）
※シニア技術者の雇用を希望する場合はご相談ください。
　（有料人材紹介サービスでご対応）

※本サービスは、株式会社英知継承と提携の元、
シニア技術者とのネットワークを
活用してご提供します。
登録している340名以上のシニア技術者は主に
企業出身者です
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? Q

A

オープンイノベーション推進部

産学連携では、研究開発を成功させることはもちろん、
「どのように成果を普及させるか」が非常に重要です！
「出口戦略」をしっかり考えてパートナーとして支援します。

Tel：042-490-5728　
E-Mail：open-innovation@campuscreate.com

担当部署

※大学との研究開発成果以外にも優れた技術の販路開拓支援のご相談に対応します。
※連携にあたっては、業務提携契約を締結させていただきます。費用は原則として成果報酬型です。
  （海外展開の場合は別途ご相談）

産学連携成果の普及に向けて販路開拓を支援します。

当社の首都圏を中心とした様々な企業とのネットワークと
営業力を元に、貴社と連携して販路開拓をします。

貴社の製品／技術の魅力と優位性を分かりやすく
伝えることができる紹介資料を作成します。

当社Webサイト（オープンイノベーション推進ポータル）に
紹介資料を掲載します。多くの方に訴求可能です。

ビジネスパートナー募集

せっかくの大学と
連携した研究開発成果、
もっと普及させたい。

営業人員・ノウハウが
足りていない。

雇用する余裕もない。

Webマーケティングに
力を入れて
問い合わせを
増やしたい。

事例１ 産学連携による開発成果の販路開拓支援
企業 川本重工株式会社

豊橋技術科学大学・三浦 博己 教授の
シーズ（多軸鍛造法）を元に純チタン
を高強度化する技術を開発しました。
2種純チタンに適用することにより、チ
タン合金以上の高強度性、純チタンと
同一の生体適合性と耐食性、チタン合
金よりも優れた切削加工性、曲げ加工
性など様々な優位性が生まれます。
当社にて営業活動を積極的に行って
います。

事例２ 大学発ベンチャーの販路開拓支援
企業 株式会社SNT

慶應義塾大学発のベンチャー企業です。ハスの葉の表面はナノチューブ状の微細な凹凸構造となっており、ワック
スの効果と凹凸構造の組合せによって、水滴が丸いままコロコロと転がり、汚れの付着を防いでいます。
開発した技術では、ウェットプロセスでありながらナノオーダーで微細構造を制御可能なウェットプロセスによって、
ハスの葉を模倣した超撥水・超撥油コーティング
技術を確立しました。防水・防汚・防腐食用途と
して様々な素材に適用可能です。
当社が首都圏企業を中心に
販路開拓をしています。 

当社が販路開拓を行います！

・産学連携によって
 新製品を開発した企業 様
・大学発ベンチャー企業 様

▲加工サンプル

▲加工した純チタンの引張強度

 
▲超撥水膜 電子顕微鏡写真▲メイプルシロップで実証
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Technology
   Licensing
Open Innovation2.0TLOI 2.0

シーズの技術移転・社会実装をコンソーシアムで取り組む

【国際産学官連携エコシステムへの展開】

技術移転版オープンイノベーション2.0（TLOI2.0）の実現

本構想が目指す未来像

連携ポリシー

TLOI2 . 0を通じた国際連携ネットワークと技術移転・社会実装

－オープンイノベーション2.0のあり方を技術移転モデルへ適用するー

技術移転版オープン
イノベーション2.0の実現

世界最先端の
技術移転機能を実装

技術分野・大学の枠に限定
されず、「真に優れた研究
シーズ」の技術移転が標準化

技術移転および社会実装の
活動をコンソーシアム化

首都圏及び海外を中心とした
高度人材のノウハウ・保有ネット
ワークの結集と、各々の活動メリット
の創出、オーケストレーション

個→集団への変革と、文理芸融合に
よって、技術移転・社会実装の
能力が飛躍的に推進する

必要な連携体制とモデル化の構築を、
関係者が培った実績／信頼関係・
法整備の活用に基づいて実施

「真に優れた研究シーズ」の
実用化率が高まり、かつ大学に
負担なくスピーディーに実現される

イノベーションの連続的
創発と大学の格差減少／
持続的経営の実現

環境
社会観点

機能 提供する機能 性能 満たすべき要求 効能 社会的意義

構成
事業構造

要素
単体要素

VISION
持続的な技術移転活動の進化

MISSION
技術移転・社会実装への取組をコンソーシアム化し、
信頼関係に基づいて連携

VALUE
「真に優れた研究シーズ」が、大学の知財予算や人員体制の
影響を極力受けることなく、実用化・社会実装される。

避けなければいけない未来：
－大学の知財予算・産学連携人材縮小によって、ホームラン特許になりうる研究シーズが大学事情で単独出願さえままならず社会実装が妨げられる状態。

キャンパスクリエイトが目指す技術移転モデルの将来像

TLO法施行30周年に向けた長期ビジョン
－日本の産学官連携を推進する自律型イノベーションエンジンとして発展－

－信頼関係に基づくマーケティングモデル／波及性が高くクリエイティビティなプロモーション－

※本構想は下記に該当します。

お客様の課題解決を
オープンイノベーションで

実践する

プロフェッショナルの
産学官連携人材・

プロデューサー人材の育成／
マネジメント力強化

ダイナミック・
ケイパビリティ

広域TLO

1

2

3

首都圏および地方との広域連携など TLOの強みを生かした 地域
産業振興を目指します。 

大学等の予算縮小（研究室への配分研究費 、特許関連予算等）が懸
念される中で、「独自GAPファンド、知的財産信託、大学－VCネットワ
ークハブ化、クラウドファンディング」などの手法を検討し、「真に優
れた研究シーズ」の実用化・技術移転を促進することを目指します。

以上のほか、SDGsの観点から、10年以上先も産学官連携業界
が持続的に成長するエコシステムのモデル形成を目指します。

◆日本の長期産学官連携目標の達成には、グローバル企業との実践的な連携拡大は必須であり、その一端を担う有望シ
ーズ情報の発信／マッチング基盤を構築します。

◆特に海外企業に対しては、シーズの活用検討だけでなく、「日本の大学との産学連携」というビジネス手法に対して高
い関心をお持ちいただき、日本との連携ニーズをご提示いただくことも目指します。

◆シーズの海外展開を定常的に行い、海外企業の連携ニーズが集約され、グローバルなマッチングが潮流化するグロー
バルイノベーションハブのエコシステム形成を目指します。

Global
Open

Innovation

Dependability

Engagement Professional

高信頼

愛着性 プロフェッショナル

Dependability ： 高信頼
日本・海外の期待・信頼に答えられるサービスを提供／
不測の事態にもきめ細かくサポート、持続的な信頼関係を構築Engagement ： 愛着性

日本・各国の価値観を尊重し、
愛着・親しみの持てる国際連携を仲立ち

Professional ： プロフェッショナル
国際連携を中心とする様々な経験・ノウハウを生かし、
産学官の適切なコーディネート・マネジメント、
輸出管理・契約調整等もサポート

TLOI2.0の取組や連携に関心がある方はぜひお問合せください。
株式会社キャンパスクリエイト　オープンイノベーション推進部
TEL：042-490-5728　E-Mail：open-innovation@campuscreate.com

問い合わせ先

海外企業群

TLOI2.0のネットワークを通じた海外企業群

弊社を通じて既に連携がある海外企業群

首都圏の技術コミュニティ（ITなど）

首都圏に集積する地域企業群

弊社を通じて共同研究などを
実施した経験がある国内企業群

TLOI2.0のネットワークを通じた国内企業群

Webマーケティング
（SNS、海外プレスリリース、
インフルエンサー等）

シーズごとに
技術移転候補企業へ
個別提案

既存のシーズ集
情報を翻訳、掲載（英語）

シーズ発掘

Webサイトに掲載したシーズ情報の参照を案内することで、
海外企業へ技術活用提案（個別対応）

有望シーズを紹介するマッチングイベント

国際産学官連携
推進エコシステム
ポータルWEBサイト

大学等
研究機関

研究シーズの技術的優位性／
市場性を評価

TLOI2.0での目利き検討、及びデータバンクを活用した
市場データ収集により、技術移転候補企業のリスト化

動画プロモーション

大学シーズ情報　　

弊社サービス・TLOI2.0の取組紹介
（日本全国の大学との産学連携へ取組可能

※グローバルイノベーションハブ）

（提携関係※地方大学を含む。）

■国際出願している特許
を優先して技術移転
■将来的に国際特許の
海外向けポータルサイ
ト化を目指す。
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特許ライセンスおよび共同研究／
実用化マネジメント支援／普及支援

・大学発特許のライセンス増加
・共同研究の促進
・「真に優れた研究シーズ」に基づく
　大学発ベンチャーの立ち上げ

・研究開発支援
・大学発ベンチャー創出支援
など。

産学官金連携エコシステム形成の
エキスパート
（九州地域・半導体分野における地域イノベーション
　クラスタープログラムの成功実績・ノウハウを基盤）

首都圏を中心とした技術移転推進コンソーシアム
（技術移転版オープンイノベーション2.0）

－弊社の強みであり、かつ技術移転活動の連携コンソーシアム化により抜本的に強化するケイパビリティ
（技術移転に要する3機能の大幅強化）－

グローバル展開力

知的財産戦略プラットフォーム

実用化推進タレントプール（内部、外部）

公的支援事業との
連携

企業様への提案

大学等研究機関

出口連携拡大を目指す主要な対象層
多様な業種のイノベーター人材

金融機関、VC
業界団体／商社網（国内、海外）

地域支援機関

大学知財を社会実装する
イノベーションエンジンとして活動

連携
（技術移転／社会実装）

連携
（有望シーズ提供）

連携
（技術移転／
社会実装）

理系
（理工系を中心）

文系
（戦略論、
人文社会、文化）

芸術
（デザイン・
アートの思考）

技術移転版オープンイノベーション2.0
（TLOI2.0：Technology Licensing Open Innovation2.0）

従来のオープンイノベーション
（オープンイノベーション1.0）

事
業
化
／
社
会
実
装

技術移転版オープンイノベーション2 . 0のプロセス

■多様な技術領域にわたる人材とのディスカッ
ションにより、更に目利き力は高まる。
■研究成果が有望と評価しても、大学側で単独
出願が予算的に難しい場合、知財信託によっ
て弊社が信託を受け、費用負担。

　（本構想で技術移転／社会実装能力を強化し、
　 「真に優れた研究シーズ」の
　実用化の確度・技術移転収益性を高める。）

シーズの発掘・
目利き・知財化

■多様なイノベーター人材や事業領域の人材と
の交流・ディスカッションにより、新たな活用
可能性を拓く。

　（人文社会およびアート思考／デザイン思考
の活用： 社会ニーズ／ユーザニーズへの対
応）

シーズを
活用した事業
プランの策定

■提案企業のキーマンへのアプローチ力は、
　コンソーシアム内メンバーとの信頼関係に基
づく連携によって大幅に高まる。

■国際連携ネットワークにより国際出願特許の
展開力を大幅強化

ライセンス先／
共同研究先の開拓

■VC等との連携による資金調達支援
■研究開発／事業化体制の構築をサポート

研究成果等を活用した
ベンチャー創出・
育成支援

■研究開発上で発生する多様な技術課題に対
しての解決能力を強化

共同研究マネジメント

■量産化開発等では専門性豊かな人材群との
　連携により高信頼なサポートを実現

実用化開発

■ブランディング、広報などは連携体によって協
力して実施

■コンソーシアム連携体および国際連携ネット
ワークにより、多様な販売網を有するグロー
バル商社と連携、販路開拓支援能力を強化

製品販売／事業展開
（国内／海外）

文系

理系

芸術

次世代の技術移転
モデルへ進化

ポイント
・技術移転推進コンソーシアム形成により技術移転機能を大幅強化、社会実装を推進（産業集積地
である首都圏の強みを最大限発揮／OSTI様をはじめとするとの多様な機関・人材との戦略的ア
ライアンス）

・将来的に知財予算が無い大学（特許の単独出願が難しい）状態でも弊社負担にて「真に優れた研
究シーズ」の技術移転が促進される仕組みを構築

□国内外にわたる豊富な産学官連携実績
□東京首都圏に立地
□産学官連携人材／オープンイノベーション人材
□技術移転／研究開発マネジメントのノウハウ
□自立的経営（中立な立場および自由な活動）

※共同研究／実用化開発のフェーズへ移行後は、共同研究先企業様・大学との承諾のもとにコンソーシアム連携を実施

オープンイノベーション1.0と
技術移転版オープンイノベーション2.0の違い

連携推進のためのモデル整備

企業の研究開発の効率向上、
新事業開発目的

オープンイノベーション1.0（従来）

連携の仕方
◆1対1の連携が基本であり、連携体は
　限定的
◆広く普及・浸透し、イノベーション・
　マネジメントの方法論は標準化へ。

大学等の研究シーズの技術移転、
社会実装

技術移転版オープンイノベーション2.0
（本提案）

・文理芸融合を基本とし、イノベーター人材／
  VC／支援機関など多様な連携体を構築
・連携体参加者へのインセンティブを
  制度化

大学の知財予算を要さず（弊社負担）、技術移転を継続できる仕組み

大学とVCとのネットワークハブ化等による資金調達支援

共同研究／ライセンスに至った際は、マッチング支援者に対して
弊社収入からフィーをお支払い
（全国産学官シーズ・ニーズ流通プラットフォームの枠組みと同様）

知財信託
ファンディング機能
コンソーシアム参加者への
インセンティブ付与

電気通信大学TLOかつ広域TLOとして下記の強みを保有

（提携関係※地方大学を含む。）

（本構想発起および実施協力）

本構想実現のための
戦略的アライアンス

パートナー

一般社団法人OSTi

信頼関係に基づく
主要な連携ネットワーク

日本 欧米 インド 中国 ASEAN

多様なプロデューサー集団

紫字：コンソーシアム化により強化を目指す機能
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