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NICTの成果展開とオープンイノベーション

～ シリコンバレーからの視点 ～



自己紹介

 東京大学工学部（計数工学科）、スタンフォード大学大学院(Computer Science)
 日本IBMにてシステム開発、システムズエンジニアリング

 30年にわたる経営コンサルティング（McKinsey & Co.にて日米欧のクライエントに対してグ
ローバル戦略の支援、AZCAにて日米ハイテク企業の新規事業開発支援）

 15年以上のVC経験（Pacific Technology Venturesの取締役、Sierra Ventures、Sofinnova、
Techno Ventureのアドバイザー、NoventiのManaging Director およびVenture Partner）、
AZCA Venture PartnersのＭａｎａｇｉｎｇ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ

 PARC(Palo Alto Research Center）のSenior Executive Advisorとして日米間のオープン・イノ
ベーション推進

 早稲田大学ビジネススクールおよび静岡大学工学部大学院にて客員教授としてイノベーショ
ンとアントレプレナーシップ担当

 日米起業協議会（US-Japan Innovation and Entrepreneurship Council）や文部科学省大学
発新産業創出拠点プロジェクト (START）の推進委員会のメンバーとして日本におけるアント
レプレナーシップ推進

 北加日本商工会議所（2007年会頭）、The Japan Society of Northern California などの理事

 米国ホワイトハウスでの有識者会議に頻繁に招聘される。貿易協定・振興から気候変動等
の様々な分野で、米国政策立案に向けた、民間からの意見及び提言を積極的に行う
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Presenter
Presentation Notes
皆さん、こんにちは。（只今ご紹介にあずかりました）石井正純です。簡単に自己紹に留学の機会を得、帰国後2年ほどしてからマッキンゼー＆カンパニーに入社、日米欧の大企業の企業戦略立案の仕事に携わり、1985年ですから今から30年前になりますが、シリコンバレーにAZCAという会社を設立し、依頼日米企業の事業拡大や新規事業展開の支援をして参りました。一方ベンチャーキャピタルにも1987年から関与し、これまでいくつかのVCファンドの運用に関わってきております。また、早稲田大学のビジネススクールや静岡大学工学部大学院で客員教授としてイノベーション、アントレプルナーシップ、シリコンバレーなどの授業を担当しております。そのほか、文科省、経産省の様々なプログラムや委員会に関わっております。



本日のトピック

• シリコンバレーのイノベーションエコシステム

• オープンイノベーションの考え方

• NICTの成果展開とオープンイノベーション
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シリコンバレーの立地

3*- “Silicon Valley” という言葉は1971年にDon Hoeflerが雑誌 Electronic News の中の”Silicon Valley in the USA” という連載記事で初めて使用した。

80Km
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Presentation Notes
シリコンバレーの距離感



シリコンバレーの特質
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文化的多様性

優秀な大学・研究機関

豊富な資金源

Presenter
Presentation Notes
シリコンバレーの特質



SVのイノベーション・エコシステム
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イノベーション・エコシステム

・インキュベーター
・アクセラレーター

米国に於ける今後
のNICTの役割？

Presenter
Presentation Notes
シリコンバレーのイノベーションエコシステムはこれまで60年、70年の歳月をかけて醸成されてきたものですが、その要素は、。。。



シリコンバレーのハイテクノロジーの波
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1950          1960                 1970                   1980                     1990                       2000           2005

通信・インターネット
IoT

半導体、IC

PC、コンピュータ・システム、周辺機器
ロボティックス

ソフトウェア
AI・機械学習

ヘルスケア 1.0

ナノテクノロジー

グリーンテック

世界のデファクト・
スタンダードの創生

1939

ヘルスケア
2.0

インターネット前 インターネット時代

Presenter
Presentation Notes
実際、（HPの話）シリコンチップの商業化から始まって。。。

http://www.public.iastate.edu/%7Emikedx42/past4t.gif


世界的企業が密集するシリコンバレー
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AZCA

William Hewlett &
David Packard

Elon Musk

Andy Grove
(3rd employee)

Pierre Omidyar
(French-born Iranian-American )

Larry Ellison

Steven Jobs

Bill Gates

William Shockley

Sergey Brin

Jerry Yang

Mark Zuckerberg
Reid Hoffman
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Presentation Notes
今では、直径40キロ程度の狭い地域に、。。。



シリコンバレーを支えるカルチャー

8

• オープンネス （Openness）

• 失敗に対して寛容 （Tolerance for Failure）

Presenter
Presentation Notes
シリコンバレーのエコシステムのプレーヤーのお話をしましたが、このエコシステムを支えるカルチャーがあるかと思います。①オープンネス　（Openness）②失敗に対して寛容　（Tolerance for Failure）



オープンイノベーション
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社外の技術ソース

技術供与、スピ
ンオフなど

他社の対象市場

自社の新た
な対象市場

自社の既存
対象市場

カーブアウトやバイ
バックなど

自社内の技術ソース

社外技術の導入

Presenter
Presentation Notes
最近オープンイノベーション（という言葉）が花盛りですが、実はHenry William Chesbroughが2005年に「Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology」という本を書いてこの言葉が有名になったわけですが、実はすでにオープンイノベーションはずっと前から行われていました。決して彼がオープンイノベーションと言い出したので多くの企業が始めたというわけではありません。ですが、オープンイノベーションをやっている企業とそうでない、クローズドイノベーションの企業とでは明らかに企業風土が違っているので、それを理解することはかなり重要なとこだと思います。



クローズドイノベーションとオープンイノベーション

クローズドイノベーション（Closed Innovation） オープンイノベーション（Open Innovation）

業界の優秀な人達の多くは我々の組織で働
いている。

優秀な人達ばかりが我々の組織にいるわけで
はない。従って、組織外の優秀な人材の経験
や専門知識にアクセスする方法を考えるべき。

R&Dの成果を享受するためには、我々が研究
開発を行ない、我々が製品を市場に出さねば
ならない。

社内のR&Dはそれなりに価値を生み出すこと
が出来るだろうが、組織外のR&Dもかなりの価
値を生み出すことがあり得る。

最初に研究開発を行なえば最初に市場に到
達出来るはず。

研究開発から利益を得るには、必ずしも我々
がすべて最初から生み出す必要はない。

最初に市場に出せば勝てるはず。 最初に市場に出すより、より良いビジネスモデ
ルを構築する方が良い。

我々の知恵でベストなアイデアを出せは勝て
るはず。

組織内のみならず組織外のアイデアも取り込
んで活用すれば勝てるだろう。

知財を強くコントロールして、我々の研究開発
成果を他組織に使われないようにすべき。

他組織による我々の知財の活用により、我々
は利益をこうむるべきだし、我々のビジネスモ
デルを進化させることが出来るなら我々も他
組織の知財を積極的に取り入れるべき。
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ローズドイノベーションとオープンイノベーションの比較。さあ、皆さんの会社はどちらでしょうか？



NICT 第4期中長期計画をスタート
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研究開発成果を最大化するための業務

（1）技術実証及び社会実証のためのテストベッド構築

（2）オープンイノベーション創出に向けた取組

（3）耐災害ICTの実現に向けた取組

（4）戦略的な標準化活動の推進

（5）研究開発成果の国際展開強化

3つの強化

• 戦略的研究開発強化

• オープンイノベーション拠点機能強化

• グローバル展開強化

 産業界、大学、地域自治体との連携の企画・推進



NICTの成果展開とオープンイノベーション

• NICTにとってのオープンイノベーションとは何か？

• NICTにとって本来の意味でのオープンイノベーションはあり得
るか？

- 外部からの技術のライセンス・イン

- 共同研究開発の成果の出口としての事業化

• NICTの成果展開としての外部との協業

- 外部研究機関や民間企業との協業による研究開発の効率化

- 成果展開、社会還元に対するNICTの意識向上

- NICT職員の研究職以外のキャリアパスとモチベーション
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ＴＲＬに応じたNICTの成果展開
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TRL 1-2 3-4 5-6

成果

• 論文、学会等。論文誌はインパ
クトファクターの高い雑誌に掲
載されることが需要。学会は採
択率。

• 特許これまでは基本的に日本
出願。近年は、PCT出願もある。

• 論文、学会等。成果は実装技術
も含まれるため、あまり学術的
には高くない。

• 報道発表。試作成果の報道発
表をすることもある。

• 実装技術は多くは試作メーカー
にあるが、NICTの予算で実施さ
れた場合は、知財はNICTのもの

であるため、それをもとにした特
許は成立しないわけではないが、
発明者主義に則るとNICTが特
許を出願することに課題はある。

• 研究者の手を離れているため、
論文や学会等での発表は少な
くなり、企業にライセンスできる
かどうかが成果の分かれ目。

成果展開の方法
(AZCAの提案）

• 特許性のある技術は、外国で
の展開を視野に入れ、基本的
にすべてPCT出願にする。

• 国内外の研究者あるいは研究
機関との共同研究を積極的に
進める。

• 基本的にすべてPCT出願とす
る。

• 国内外の研究機関あるいは企
業との共同開発、オープンイノ
ベーションを積極的に進める。

• ライセンス先も積極的に探す。
そのための組織、プロセス、人
材を整備する。

• 国内外企業へのライセンスを積
極的に進めるため、そのための
組織、プロセス、人材を整備す
る。

• 国内企業へのライセンスは海外
展開の能力を保有する企業を
対象とする。

出典： NICT; AZCA



外部民間企業や研究機関との協業
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• PCT出願

• 日本企業とオープンイノ
ベーション

• 外国企業とのオープンイ
ノベーション

TRL1-2の
研究開発成果

TRL3-4の
研究開発成果

TRL5-6の
研究開発成果

• PCT出願

• 国内外の大学や研究機
関と共同研究

• PCT出願

• 国内外の大学・研究機関
と共同研究

• 企業とのオープンイノ
ベーション

民間企業との協業を進めるた
めの体制が必須

• 戦略
• プロセス
• 組織
• 人材



NICTのオープンイノベーションのモデル
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NICT 民間企業ある
いは大学

共同研究
開発契約

• 数年間（例えば5年）は共同研究開発の成果
は公開しない

• 共同研究開発の成果に関する情報管理は
政府機関（例えば総務省あるいは内閣府）

• 「共同研究開発」プロジェクトに参加する企業
あるいは大学は研究開発の成果をもって特
許申請できる

• NICTは相手企業あるいは大学から技術ライ
センスを受けることができる

（米国CRADAにならった例）



NICTにおける成果展開の課題
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分野 課題

戦略 • NICTで生まれた研究開発成果の社会還元というビジョンはあ
るが、それを効果的に展開するための戦略は明確か？

• 外部の研究成果を取り入れるための戦略は？

プロセス • NICTで生まれた研究開発成果を効果的に展開するためにシス
テマティックなプロセスは存在しているか？

• 外部の研究開発成果を取り入れるためのプロセスは？

組織 • 情報通信ベンチャー支援センター、「起業家甲子園」、「起業家
万博」など外部の技術の事業化支援などはあるが、NICTの研

究開発成果を有効に促進するための組織はあるのか？あるい
は十分に機能しているのか？

• 外部の研究開発成果を取り入れるための組織は？

人材 • 技術を事業に展開する経験保有者がNICT内にいるのか？
• 技術を取り入れることも含め外部との協業の経験者は？
• これらの人材のキャリアパスは？

出典： NICT; AZCA分析



効果的成果展開のための施策
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分野 施策

戦略 • 研究開発成果の展開の目標を定める （たとえば2020年に50億円の収入）。
• 目標を達成するためのNICTとしての具体的なシナリオを検討する。
• 国内外の大学・研究機関・企業との共同研究開発、技術ライセンスイング。
• シリコンバレー拠点の拡充。

プロセス • 民間への技術移転、技術の製品化、事業モデルの構想までシステマティックに円
滑に進めるプロセスをNICT内に正式なプログラムとして確立する。

• 本当に事業化という成果展開にふさわしい研究開発成果かどうかの評価もこのプ
ロセスの中に入れる。

• また、事業化に当たっては外部とのオープンイノベーション、協業による製品化の
検討もこのプロセスの中に入れる。

組織 • 既存の組織である社会還元部門を強化し、特に米国を含む海外とのオープンイノ
ベーションを円滑に進めることのできる組織体制を整備する。この組織は上記プロ
グラムを運営する。

人材 • 外部機関での研修や一定期間の派遺などを通して、NICT内で民間への技術移転
やビジネスデベロップメントを出来る人材を養成する。

• 民間企業など外部から事業経験および特に技術ライセンシングや米国とのクロス
ボーダーの戦略的提携の経験を持った人材を雇用する。



研究開発成果展開に必要な事業化スキル
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分類 スキル 概要 アウトソース可能？

技術
スキル

技術評価
研究者より開示される研究開発成果を技術的な観点から深く理解
し、科学技術全体における位置付けおよび応用可能な領域を見極
める能力。

△

用途開発
応用可能な領域において、既存の製品に対しての研究開発成果の
具体的な用途を定義し、競合する技術に対する優劣や性能を評価
する能力。

△

事業・法務
スキル

マーケティング

それぞれの研究開発成果の応用可能な用途の領域において、それ
に該当する市場の全体規模・セグメンテーション・地域別の割合な
どを調査し、その市場に向けた成果展開の戦略を策定・実行する能
力。

○

知的財産
NICTの知的財産ポートフォリオとしての戦略を策定、各研究開発成
果の市場的および技術的価値を理解し、またそれらの特許出願・ラ
イセンスの実務を遂行する能力。

○

その他
ソフトスキル

交渉力
それぞれの研究開発成果展開のケースにおいてNICT側と成果展
開先の企業側との間を仲介し、成果展開のための条件をスムーズ
に纏める能力。

×

ネットワーキン
グ

研究開発成果展開をする上で重要となるステークホルダー（NICT内
外の研究者・成果展開先の企業・）との人的ネットワークを構築・維
持する能力。

×

出典： Praxis Unico； Apax Partners； AZCA分析

○： 可能
△： 一部可能
×： 不可



NICTに事業化スキルを取り入れるための施策
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方法 内容 期待される成果

企業からNICTへの出向

• NICTの研究開発領域に関連する業界（ICT
業界）において企業内の研究所発の技術を
事業化する業務に携わる人員をNICTへ出
向してもらうよう依頼。

• NICTの研究開発成果展開の体制構築に必
要となる事業化スキルを外部から取り入れ、
NICT内にそのノウハウを蓄積。

• 民間企業で蓄積された事業化のノウハウの
NICT職員への伝授。

• NICTの研究開発成果の展開先となりうる企
業との関係の構築。

NICTから企業への出向

• 事業化に関心のある研究職員をシリコンバ
レーにおけるICT業界の大企業・ベンチャー
企業へ出向。

• 民間企業における最先端技術の事業化の
プロセスに入りこみ、ノウハウを吸収。

• この場合、NICTの職員が出向先へ提供で
きる価値（特定の技術領域における高度な
知識など）を明確に定義する必要がある。

• 民間企業におけるスピード感のある研究開
発成果の事業化のプロセスをNICTに移植。

• NICTの研究開発成果の展開先となりうる企
業との関係の構築。

NICT内での研修プログラム

• 企業からNICTへの出向もしくはNICTから企
業への出向を通してある程度の事業化ノウ
ハウが蓄積された段階で、NICT内における
独自の研修プログラムを構築。

• 事業化に関心のある職員を募集し、次世代
の研究開発成果展開の担い手として教育。

• NICT内での事業化スキルを持った人材の
安定的な供給。

• NICT内での「研究開発成果の事業化」が従
来の研究職以外の正当なキャリアパスであ
るという認識の定着。



米国およびシリコンバレーのエコシステムの活用
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課題 活用方法

人的ネットワーク

• SRI International、Xerox PARC、Battelle Memorial Instituteなどの民間
へ技術移転担当者と会い、NICTの今後の成果展開に示唆を与えるような
議論を展開する。

• KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)やK-Techなどと
人脈を構築し、他国が米国での成果展開をどのように実践しているかにつ
いての示唆を得る。

• VCとの人的ネットワークを図る。これには個人的な紹介などが重要。

情報ネットワーク

• ICT分野の情報ソース(IoT Evolution World、Science Dailyなど)、SV全
般のスタートアップ及び投資の情報ソース(TechCruch、VentureBeatなど)、
それぞれのプロフェッショナル向けの情報ソース（LinkedInなど）などの情
報ソースを活用。

コミュニティ・イベント
• VLab、Meetup、PARC Forum、US-Japan Technology Management 

Center (Stanford大学）など多くのイベントが頻繁に開催されており、これ
らに積極的に参加する。

コミュニティへの貢献

• FLA (Fujitsu Laboratories of America）が主催するTechnology Forumに
コローケーションを依頼し、NICTの成果をシリコンバレーのコミュニティで
ショーケースする。

• NICT独自あるいはJETRO、NEDOなど他の組織と共催でイベントを開催
する。



米国における政府研究機関の技術移転活動
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米国の国立研究機関のTechnology Transferモデル

• 米国内のすべての国立研究機関において主に以下の手法を用いて
Technology Transferの活動が実施されている。

o 発明開示及び特許出願

o 特許ライセンス

o 共同研究開発（CRADA及びその他の枠組み）

• 各機関におけるTechnology Transferの活動は連邦法に基づいて以
下のメトリクスを指標として評価されている。

o 現行の特許ライセンス及び共同研究開発の数

o 特許ライセンス収入額

o 理工学分野における学術論文の執筆数

o 米国特許における学術論文の引用数

注： 次の各研究機関に当てはまる：Department of Agriculture (USDA)、Department of Commerce (DOC)、Department of Defense (DoD)、
Department of Energy (DOE)、Department of Health and Human Services (HHS)、Department of Homeland Security (DHS)、Department of the 
Interior (DOI)、Department of Transportation (DOT)、Department of Veterans Affairs (VA)、Environmental Protection Agency (EPA)、National 
Aeronautics and Space Administration (NASA)。



米国研究機関の研究成果事業化モデル
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研究機関 組織形態 組織規模 予算規模 予算内訳 研究成果事業化モデル

PARC 営利法人 約350人 約80M USD 50% 政府
50% 企業

研究開発からエンジニアリングに移行する
「Application Exploration」のフェーズでの

活動を主にクライアント企業と行っており、
その活動から生まれた特許等をライセンス
している。ビジネス志向は強い。

SRI 
International 非営利法人 約2,100人 約540M

USD
85% 政府
15% 企業

政府からの委託研究の結果として蓄積さ
れた膨大な知的財産をベースに、共同研
究開発・製品開発・特許ライセンス・ベン
チャー企業設立などの様々なチャンネルを
通して事業化している。ビジネス志向は強
い。

Battelle 
Memorial 
Institute

非営利法人 約22,000人 約4.8B USD 70% 政府
30% 企業

Battelleが管理している国立研究所ではそ

れそれ事業化のためのシード資金のファン
ドがあり、具体的な活動に関してはVCやエ

ンジェル投資家などと提携しているケース
が多い。どちらかというとビジネス志向は
弱い。

NICT
(日本）

国立研究機関 約1,000人 約290億円
97% 政府

3% 企業

事業化（主に特許ライセンス）に関する促
進は各研究者に委ねられており、多くの場
合それぞれの研究者の人的ネットワーク内
で完結している。ビジネス志向は弱い。

出典： 各研究機関へのインタビュー



米国研究機関における成果展開の評価基準
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分類 評価基準 概要

直接的な成果
展開の評価

特許ライセンス案件
数および収入額

国立研究機関における研究開発成果展開の主なメカニズムである特許ライセンスは
米国の競争優位性と国内における経済成長に直結するものとして認識されており、
その指標としてライセンス案件数および収入額が定義されている。

共同研究開発案件
数

特許ライセンス以外のメカニズムとしてCooperative Research and Development 
Agreement（CRADA）を筆頭とした国立研究機関と企業間における取り組みも共同研
究を通した重要な成果展開の方法として定義されている。

中小ベンチャー企業
への成果展開

国立研究機関は成果展開活動において中小ベンチャー企業に優先的に働きかける
ように義務付けられており、その評価方法として上記の特許ライセンスやCRADAに
関わっている中小ベンチャー企業の数や成果展開によるスピンオフ企業の数などが
定義されている。

間接的な成果
展開の評価

科学技術論文数
特許ライセンスや共同研究開発などの古典的な成果展開以外の方法として、国立研
究機関の研究開発成果の科学分野および技術分野の学術誌への論文としての投稿
も広義での成果展開として認識されており、評価基準として定義されている。

科学技術論文の特
許における被引用数

国立研究機関の研究開発成果に関する科学技術論文の米国特許における引用は
それらの論文の商業的な関連性の指標として認識されており、評価基準として定義さ
れている。

経済波及効果

オバマ政権より通達されたPresidential Memorandumでは国立研究機関における成
果展開の効果を改善するために目標、メトリクス、評価方法などを定義するよう命ぜ
られており、各機関はそれに対して経済波及効果を評価するケーススタディを実施し
ている。

出典： Federal Laboratory Technology Transfer, Fiscal Year 2013, Summary Report to the President and Congress
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オープンイノベーション推進本部の役割

25



• 国研がリードするオープンイノベーションのあり方は？

• 人事に関しての国研のオープンイノベーションのモデルは？

• これを進めるための具体的な施策は？
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AZCA, Inc.
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• シリコンバレーのイノベー
ションエコシステム活用に
よる新規事業展開

• 既存製品の米国市場参

• グローバル人材の育成

 大企業
 中小企業
 ベンチャー企業

Presenter
Presentation Notes
さて、AZCAは1985年に日米企業の新規事業展開支援のためにシリコンバレーに作ったコンサルティング会社ですが、特に日本企業に関しましては、①シリコンバレーのイノベーションエコシステム活用による新規事業展開、②既存製品の米国市場参、そして③グローバル人材の育成を中心に大企業、中小、ベンチャー企業の支援をしてきております。



シリコンバレーのメカニズム（つまるところ・・・）
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カネが集まる

• 人が集まり
• 情報が集まり
• 技術が集まり

知の集積が行
なわれる

Presenter
Presentation Notes
また、これまでシリコンバレーのお話を差し上げましたが、結局シリコンバレーというのは、こういうメカニズムで動いているわけです。



VC投資の行き先 -カリフォルニア州が独り勝ち
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出典：NVCA
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Presenter
Presentation Notes
その証拠に、VCのお金を引き付けるという意味ではシリコンバレーが独り勝ち。



シリコンバレーンにおけるコミュニティイベント
（例）
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分類 イベント 内容

ネットワーキン
グイベント

VLAB (MIT Enterprise Forum)
www.vlab.org

様々な技術トレンド（ビッグデータ、Fintech、Agtech、ドローン

等々）に関するスタートアップや投資家を集めたパネルディス
カッションを毎月開催。イベント直前にネットワーキング用のレ
セプションが設けられている。

Meetup
www.meetup.com

ユーザーが管理する様々なトピックに関する（手芸、料理等か
らプログラミング、人工知能等まで多岐に渡る）コミュニティー
グループを検索できるサービス。多くのグループは定期的に
集会を開催。

スタートアップ
イベント

TechCrunch Disrupt
techcrunch.com/event-info/disrupt-sf-
2016/

シリコンバレーの代表的なテック系メディアであるTechCrunch
が主催するピッチコンペティション、スタートアップ・投資家関
連の各界の著名人を集めたパネルディスカッション、スタート
アップの展示会場などを組み合わせた一年に一度のスタート
アップの祭典。

LAUNCH Festival
www.launchfestival.com

著名な起業家・ブロガーJason Calacanisによる一年に一度
のスタートアップの祭典。TechCruch Disruptと同様にピッチコ

ンペティション・パネルディスカッション・スタートアップの展示
会などを同時開催。

ピッチイベント
Plug and Play EXPO
http://plugandplayaccelerator.com/spring-
expo-2015

シリコンバレーの代表的なアクセラレータであるPlug and
Play Tech Centerが四半期ごとに開催するピッチコンペティ

ション。毎回数十社のスタートアップが参加しており、ネット
ワーキングイベントとしても機能している。



米国内の研究機関における知的財産戦略

31
©2016 AZCA, Inc.

研究機関 知的財産に対するアプローチ

PARC

• PARCの活動の80%は技術研究開発が占めており、残りの20%はプロトタイピング及びイノベーションサー
ビス。

• PARCでは基礎的な研究開発からエンジニアリングに移行する「Application Exploration」のフェーズでクラ
イアントとプロジェクトを実施する。このフェーズで生まれた知財は特定のFOUにおいて無制限でライセンス
され、事業化はクライアントによって実行される。

• 必要に応じてPARCの既存の特許ポートフォリオより関連特許がライセンスされるケースも存在する。

Battelle 
Memorial 
Institute

• Battelle本体の研究所とBattelleが管理している国立研究所の両方とも知財を保有しているが、どちらの
ケースでも事業化のためのパートナーを探すのに苦戦している。

• NRELではVCのKleiner Perkinsと組んでいたが、VCと研究者の間でシナジーが生まれず、期待された結
果は得られなかった。Lawrence Livermoreではエンジェル投資家ネットワークのKeiretsu Forumと良好な
関係を構築するのに成功していた。

• NICT単体で事業化の活動を行うのは非常に困難なので最適なVCのパートナーと具体的な成果を得られ
る組み方をするべき。

SRI 
International

• SRIの収入の85%は政府関連の委託研究が占めており、残りの15%は企業からの委託研究開発によるも
のである。

• SRIのコアのビジネスモデルでは政府からの委託研究より生まれた知的財産（現在4,000件以上の特許を

保有）をベースに、企業との共同研究開発・製品開発・特許ライセンス・ベンチャー企業設立などのチャンネ
ルを通じて事業化を行っている。

• SRIで実施されている研究は多岐にわたり、各領域での研究だけでなく集学的アプローチで研究を行って
いる。

出典： 各研究機関へのインタビュー
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