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共創戦略センターの目的・活動内容 2

設置目的

センターは、産学官が連携した多様な分野の知と人材の力をもって、
卓越した知を基盤とする新たな社会価値の創造、知識集約型社会の担
い手となる人材育成等を戦略的に推進することにより、社会とともに
持続可能で夢のある豊かな未来社会に向けた変革・イノベーションを
先導していくことを目的とする。 （共創戦略センター設置要項より）

活動内容

国際産学連携強化
ジェトロイノベーションデスクを中心とした、国際産学連携活動の推進

サイエンスパーク構想
青葉山新キャンパスに、世界的に競争⼒の⾼い⺠間企業、地域の研究機関、⼤
学、⾃治体等を⼤規模に集積し、⼀体的・統合的に展開しようとする我が国最
⼤規模のリサーチコンプレックス計画

その他、本学と地域の行政や産業界との共創に関する事項
仙台市×東北⼤学スーパーシティ構想等
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共創戦略センターの組織体制 3

組織図
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職名 氏名 備考
センター長 佐々木 啓一 理事（共創戦略・復興新生担当）
特任教授（運営） 成田 美子 主にJID（国際産学連携）担当

特任教授（運営）・企画調整役 山田 健一 主にサイエンスパーク事業担当

（兼務） 中川 敦寛 本務：病院・教授
主に国内外との産学連携担当

（兼務） 石川 健 本務：オープンイノベーション推進機構・特任教授
主にサイエンスパーク事業担当

（兼務） 西依 英俊 本務：災害科学国際研究所・特任教授
主にスマートシティ・スーパーシティ等担当

（兼務） 阿部 勇介 本務：大学院工学研究科情報知能システム研究センター・特任教授
主にスマートシティ・スーパーシティ等担当

特任助教（運営） 庄子 牧 主にJID（国際産学連携）担当

特任教授（客員） 宮本 裕之 東京海上火災保険株式会社仙台支店営業課長

同上 森 正弥 Deloitte Digital執行役員、Deloitte AI Institute所長

同上 柏原 滋 日本政策投資銀行企業金融第３部所属参事役

同上 岩川 聖史 プレミアアンチエイジング株式会社
Executive Officer 新ビジネス開発推進本部 執行役員

同上 山下 翔 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
取締役／マネージングディレクター

同上 榊原 進 特定非営利活動法人都市デザインワークス 代表理事

同上 厨川 常元 株式会社牧野フライス製作所 特別顧問・フェロー

共創戦略センターの構成 4
構成

※他、様々な分野で活躍する本学参与に、適宜指導・助言をいただいている。
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ジェトロ・イノベーションデスク（JID）
2017年、東北⼤学とジェトロが包括的な連携推進に関する協定締結
2020年6月、全国の⼤学で初めて本学内に設置
→本学とジェトロのグローバルネットワークにより、国際的共同研究や技術移転、⼤
学発スタートアップ企業等の海外進出等を地元⾃治体と共に推進。

5ジェトロ・イノベーションデスクについて①

ジェトロ、宮城県、本学に
よる外国企業誘致動画
https://youtu.be/Ycm-
7_jx2pE

https://youtu.be/Ycm-7_jx2pE


ジェトロ・イノベーションデスクについて② 6

海外企業・大学との共同研究・技術移転等
の協業促進

東北大学発スタートアップ企業の
海外展開支援

海外企業・大学等の招聘による誘致活動 外資系企業と東北大学留学生との交流促進

共創戦略センター内に設置されたジェトロ・イノベーションデスクでは、産学連携機
構等の学内の組織、ジェトロ等と協⼒・連携し、主に以下の活動等を通じて国際産学
連携を促進しています。
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海外企業/大学との共同研究・技術移転等の協業促進 77

期待される効果
・海外企業等との共同研究等の件数・金額（間接経費）等の増

共同研究等の件数・金額
（間接経費）等の増へ

JID

ジェトロ・イノベーションデスク（JID）が学内研究者・スタートアップの
ニーズをヒアリングし、関連情報や協業可能性のある海外企業等を紹介、
マッチングの機会を提供します。

本学研究者 海外企業等

【活動例】（2020.6～2021.4）
 学内研究者/スタートアップのニーズヒアリング件数：22（工学・医工学・薬学他）
 外資⼤手企業（製薬・医療機器企業等）、外国企業、VC・金融機関との面談設定
（2021年度：36件）

 海外（EU等）の共同研究プログラム・研究機関等の紹介
→ NDA4件、MTA5件（協業・販売契約等）他、協議継続中の案件あり。



東北大学発スタートアップ企業の海外展開支援 88

期待される効果
・⼤学発スタートアップ企業の海外展開の実現
・今後上記への展開が見込まれる、協業・共同研究開発等の件数・金額等の増

JID 学内研究者／
本学発スタートアップ

ジェトロ・イノベーションデスク（JID）が起業済み・起業検討中の学内研究
者／本学発スタートアップ向けに、自治体やジェトロの海外展開へ向けた支
援メニューを紹介、マッチングの機会を提供します。

海外展開へ

【活動例】
 東北・イスラエルスタートアップグローバルチャレンジプログラム(FY2021)共催
 海外の著名アクセラレータプログラムへの参加機会提供
（CIC、Berkley SKYDECK等）

 海外の展示会・商談会への参加機会提供（現地でのマッチング支援等含む）
例）MEDICA（ドイツ）・SEMICON West（USA）・CES（USA）等



海外企業・大学等の招聘による誘致活動 99

期待される効果
・海外企業等のサイエンスパーク等へのR&D機能等の誘致
・海外企業等との共同研究等の件数・金額（間接経費）等の増
・学生の当該企業等への就職

ジェトロ・イノベーションデスク（JID）が自治体等と連携し、仙台・宮城
進出検討中の海外企業等を本学とマッチングし、サイエンスパーク等への誘
致や本学との共同研究等へ繋げます。

サイエンスパークへ

日本進出検討企業等

共同研究等の件数・金額
（間接経費）等の増へJID

【活動例】
 ジェトロ主催RBC事業（FY2021）：海外企業15社と本学研究者・スタートアップ
とのマッチング設定（23件※全国の参加⾃治体の中で本学研究者・スタートアップ
の参加が最多）



外資系企業と東北大学留学生との交流促進 1010

期待される効果
・学生のインターン実施
・学生の海外企業（含、海外企業の日本法人）への就職
・海外企業との産学連携活動の実施

外資系企業

学生JID

ジェトロ・イノベーションデスク（JID）がジェトロ等を通じ、外資系企業と
本学学生との交流機会を提供。海外企業への就職等に繋げます。

外資系企業等

【活動例】
 ⼤学生・⼤学院生とグローバル企業とのオンライン交流会「Career Discovery」

(FY2021)：外資系企業28社参加
 留学生・グローバル人材と外資系企業のための交流会（FY2020)
：外資系企業24社参加



その他の活動 1111

東北-イスラエルスタートアップグローバル チャレンジ プログラムに伴うイベント等への協力（2021）
（大使の総長表敬訪問・イベントでの佐々木理事（センター長）ご挨拶・外交官の次世代放射光施設視察等）

独政府主催のアクセラレーションプロ
グラムでの講演協力（大学病院・中川
教授/2021）

自治体連携対日投資向け動画制作協
力（総長・大学病院長出演/2020）

独NRW州とのWebinarへの
講演協力（AIMR・阿尻教授
/2020）



共創戦略センターの連絡先 1212

https://cccs.tohoku.ac.jp/
✉ co-creation-strategy@grp.tohoku.ac.jp
☎ 022-217-6044（片平）

https://cccs.tohoku.ac.jp/
mailto:co-creation-strategy@grp.tohoku.ac.jp


（参考）本学の産学官連携スキーム 1313

民
間
機
関
等

東北大学
各学部・各研究科・各研究所

産学連携機構
企画室／知的財産部／
総合連携推進部／

スタートアップ事業化センター／
イノベーション

戦略推進センター

産学官連携ラウンドテーブル
東北大総長| 宮城県知事| 仙台市長| 東経連会長

地域連携領域

地域産業振興

地域イノベーション戦略支援プログラム
MEMSパークコンソーシアム
産業クラスター計画
大学発ベンチャー支援

地域他機関
地域他大学
地域企業

知財管理
人材育成
事業化計画

共同研究
受託研究
学術指導
技術相談

企画
人材交流
事業化推進

支 援

連携

連携

TLO
東北テクノアーチ

T-Biz 中小企業基盤整備機構
東北イノベーションキャピタル(TICC)
東経連ビジネスセンター

東北経済産業局
宮城県
仙台市

技術移転

・産学連携機構を中心に、本学の産学官金との連携を推進
・共創戦略センター（JID）は国際産学連携活動を推進

共創戦略センター
（JID）



（参考）民間企業等との契約の種類 1414

民間機関等

共同研究・受託研究・学術指導等

東北大学

受託研究

学術指導

先生に〇〇の研究を
委託したい

先生に〇〇の技術について
専門的見地から助言をいた

だきたい

先生と一緒に協力して
〇〇の研究に取り組みたい 共同研究

民間機関等

共同研究の企画

東北大学

民間機関等の産学連携
活動拠点

人材育成
(学生インターンシップ等)

連携先探索

大学施設・設備
へのアクセス

ベンチャー連携

自社研究の実施

共創研究所

・⺠間機関等（海外含む）との共同研究等の契約は、部局長名義が原則
・企業の要望に沿い、共同研究や受託研究等のスタイルを選択
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