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2017年11月20日

株式会社フラスクCEO
山形大学産学連携教授

菰田卓哉

平成29年度大学マネジメントセミナー
【国立大学における大学院教育の新たな役割について】

大学院教育が日本を変革する！
国立大学大学院への期待

• 自己紹介と株式会社フラスクのご紹介

• 企業における問題

• 企業における研究技術開発のありたい姿

• 日本が求める人材像

• 大学教育の課題と求められる方向性

• まとめ

2本日の内容
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1978年京都大学工学部電子工学科卒業、同年、松下電工株式会社（現パナソニック株

式会社）に入社。照明制御回路開発、パワー半導体デバイス・プロセス技術開発に従

事。1991年から1997年まで Panasonic Electric Works UK Laboratory ディレクター。1997

年、英国サリー大学（University of Surrey）から博士号（Ph.D.）を取得。2002年から有

機ＥＬデバイス・プロセスの研究開発に従事し、2007年～2014年3月まで、NEDO委託

プロジェクト（有機ＥＬ照明プロジェクト）のプロジェクトリーダー。 2001年、映像

情報メディア学会より藤尾フロンティア賞受賞。パナソニック電工株式会社技監、パ

ナソニック株式会社エコソリューションズ社技監を経て2015年退職。パナソニック在

職時より、大阪大学特任教授、東京農工大学客員教授を兼務。現在、フラスク株式会

社代表取締役社長および山形大学産学連携教授。

自己紹介

菰田 卓哉 Takuya Komoda, Ph.D.

株式会社フラスク代表取締役社長 CEO

山形大学産学連携教授

山形大学

• 昭和24年、国立学校設置法により山形大学が設置

• 工学部は明治43年米沢工業高校が前進

• アカデミックスタッフ: 約2,200 名(病院含む)

約1,100 名 (病院除く)

• 学生数: 約9,000名

4

蔵王
米沢牛温泉
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Innovation Center for 
Organic Electronics
有機エレクトロニクス
イノベーションセンター

xEV Iide
Research Center

ＥＶ電池開発センター

Director
Prof. Kido

研究分野 : ＯＬＥＤ, ＯＰＶ, ＯＴＦＴ, 
フレキシブル＆プリンタブルエレクトロニクス, ポリマー合成, 3D プリンティング, 

バイオ材料, リチウムイオン電池, 有機ＩｏＴデバイスシステム

Supported by MEXT, METI, Prefectural Government of Yamagata,
City of Yonezawa, City of Iide and Industrial partners

Research Center for 
Organic Electronics

有機エレクトロニクス研究センター

Frontier Center for 
Organic Materials

有機材料システム研究センター

Research Center for  
Green Materials & 

Advanced Processing
ｸﾞﾘｰﾝ材料・ﾌﾟﾛｾｽ研究センター

Development Center for 
Battery Device

電池開発センター

山形大学における有機エレクトロニクス関連R&D センター

城戸研究室

基礎研究が中心
（材料・デバイス）

有機エレクトロニクス
イノベーションセンター

連携

山形大学における取り組み

硯里研究室

応用研究が中心
（デバイス・パネル）

山形大学 実証工房
スマート未来ハウス
2015年10月15日開所

6

有機材料システム研究センター

実
証

実
験 実

証
実

験
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株式会社フラスクのご紹介

• 社会背景
• 設立の経緯
• 会社概要
• 目指す方向性

8

陰極

発光層

透明陽極

p型半導体

n型半導体

低い駆動電圧 (2〜6V)

明るい
応答速度が速い (nsec)

面状発光

薄い (<mm)

曲げられる

多彩な発光色 (青, 緑, 赤, 白)

100 nm 有機半導体

有機EL（OLED:有機LED）
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INFOBAR 2
SONY Walkman NW-X1000

Microsoft Zune HD

SAMSUNG Galaxy Tab
Galaxy Note S8 Apple

中小型が本格的普及開始

10

PANASONIC
TOSHIBA

SONY

大型有機ELテレビ普及が始まる
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0
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200000
million dollar

CRT

LCD

OLED

ディスプレイ市場規模

材料市場規模

フラスクで１／１０を獲得する
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フラスクの概要 13

1. 名称： 株式会社 フラスク

2. 英語名称： FLASK Corporation
3. 音
4. 所在地： 山形県米沢市城南４丁目３番１６号

5. 代表者： 代表取締役社長 菰田卓哉（元パナソニック（株）技監）

6. 取締役等： 取締役技術担当 城戸淳二（山形大学卓越研究教授）
取締役 笹部久宏（山形大学准教授）
取締役 佐野健志（山形大学教授、元三洋電機（株）有機EL担当）
取締役 松田 修（元ｲﾝﾃｸﾞﾘｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）代表取締役）

6. 事業概要： ディスプレイ・照明用有機EL材料の開発・製造・販売

7. 設立年月日：2017年4月27日

8. 決算期： 3月31日

9. 従業員数： 2017年度末15名予定

ビジネスモデル 14

有機ELディスプレイ
パネルメーカー

有機EL照明
パネルメーカー

有機太陽電池
パネルメーカー

材料メーカー

部材メーカー

材料販売

収入

地方自治体

国

ライセンス料有機EL関連特許
第三者実施許諾権付
通常実施権

山形大学

研究開発

ライセンス

材料供給

補助金
助成金
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デバイスに合わせた材料要求
→多品種少量

国内の材料メーカーが
世界に材料を供給

日本国内市場の縮退

アジアの有機ELデバイス成長

製造技術のアジアへの拡散

４つの成長戦略

デバイスメーカーが必要とする

テーラーメード材料開発の拡大

デバイスメーカーとの共同開発

によるニーズ合致型開発

他大学との協業によるAll Japan

技術の結集

 日本の強みを生かした材料開発に

特化

「ニッチな市場の『Smart』なガリバー企業」
山形大学の持つ特許技術を武器に、有機半導体関連市場で価値創造

→山形大学の技術力、ブランド力、人材スキルズ等 の要素を活用

→産業界が必要とする材料を共同開発ベースでテーラーメードで開発

→材料製造は国内材料専業メーカーとの協業

 有機半導体研究を推進する他大学との連携によるAll Japan体制構築
 テーラーメード材料群を核に「ローカル」＆「グローバル」に事業拡大

経
営
環
境

事
業
特
性

Confidential

フラスクの目指す姿

16

山形大学城戸淳二の有機ELなど関連特許の専用実施
権および再実施許諾権を保有し、有機ELをはじめとす
る有機半導体関連材料の研究開発および製造販売を
行う。

山形県に本社および研究施設を有し、山形大学および
他大学関連研究室と共同研究開発を行う。

有機ELディスプレイ、有機EL照明、有機太陽電池など
のパネル製造メーカーに最先端材料を供給することに
より、それらの産業の発展に貢献する。

事業

地域

産業

目標 ５年後、売上２００億円、株式上場。
（市場規模約40億ドル（約4000億円）＠2022年）

フラスクの事業概要
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企業における問題

18

導入期

成長期

成熟期

減衰期

利益

販
売

量

時間

プロダクトライフサイクル

製品はいずれ売れなくなり、収益が減少する
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販
売

売
上

げ
（
／

利
益

）

時間／工数（累積研究投資）

インプルーブメント
既存技術の改善・改良による維持

（事業部主体）

イノベーション
技術革新による躍進

（研究所主体）

事業拡大には技術革新による新事業創出が必要である

プロダクトライフサイクル

既存事業

新事業

20

大企業における問題 ～各戦略の方向性不一致～

＜中小企業＞

研究開発戦略

マーケティング戦略 事業戦略

研究所

営業部 事業部

＜大企業＞

研究開発戦略

事業戦略マーケティング戦略

全ての戦略を社長が決定
各戦略を各部門が決定
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R e s e a r c h  &  
I n v e n t i o n

I n n o v a t i o n :  n e w  
b u s i n e s sV ia b leV ia b l e

B u s in e s sB u s i n e s s

実行可能な
ビジネス

基礎研究
と

発明
イノベーション

と
ニュービジネス

“Valley of  Death”
｢死の谷｣

“The Darwinian Sea”
｢ダーウィンの海｣

出典：米国NIST （Http://www.wispro.org/pdf/NIST-ATP.ｐｐｔ）

研究部門 事業部門 営業部門

＜技術の見極め＞ ＜BM作り＞ ＜市場の見極め＞

コ ア 技 術 ソ リ ュ ー シ ョ ン基 礎 技 術

戦略の不一致による技術開発の難関

部門間のコミュニケーション 「技術戦略」「事業戦略」の整合が重要

「戦略の不一致」による大きな溝

22

研究開発思想の日米比較

・事業化できなかった場合のリスクが高い

・事業化に成功しても個々の事業が断片的でまとまりに欠ける

<課題>

日米企業間の対照的な研究開発思想

参照：「日本企業の研究開発の効率性はなぜ低下したのか」、内閣府経済社会総合研究所2003年

日本企業 アメリカ企業

少産少死 多産多死

プロセス志向 目的（結果）志向

自前主義
積極的な

外部資源活用
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23技術で勝る日本が世界で勝てない

24

企業における研究技術開発のありたい姿
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「技術立国」
新規商品のための技術を
“タイムリー” に “永久” に

出し続けること

研究技術開発のありたい姿

•“深掘り”と“融合”を織り交ぜた新規技術開発

•多様な技術・技能・知識を融合し新たな価値を創り上げる

•「事実」に立脚した原理原則の徹底追究の姿勢

世界の中で日本が生き残ってくためには

現状認識：日本の中だけでは生き残っていけない

26技術開発の本質技術開発の本質

ⅰ）掘り抜く強さ
ⅱ）市場創造の強さ
ⅲ）総合力（＝綜合力）の強さ

～ 技術開発の強み（DNA） ～

“多品種（少量）型の商品づくり”
がもたらす風土

一人一人のビジネスリーダーシップ

＝

大学の研究といえどもビジネスと無縁ではない
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事業化ストーリーを
明確にし、技術をたばねる。

next-BTの

継続的創生

将来の
イメージを描く

将来の
イメージを描く

１０年後の社会の姿から

楽しみなニュｰビジネスを

コア技術を

トップレベルに

５年後

＜BT：Business Target＞

・国の施策
・市場トレンド
・技術トレンド

ｅｔｃ をもとに

①短・中期的取組み

②中・長期的取組み

Ｒ＆Ｄにおける２つの視点

10年後に新たな事業を起こす

New
BT
New
BT

社外技術も

積極導入

事業化事業化

3年後の新規商品を創出する

Next-BTNext-BT

28成長と発展は異なるもの

成長
（Growth)

発展
（Development)

既存モデルの
量的拡大

新規モデルへの
不連続的移行
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• イノベーションは新しいモデルが必要＝新規性

• 従来モデルとは非なるものでなおかつ優れている必要
がある＝進歩性

これらは特許の必要条件

• なおかつ有効でなければならない＝社会・産業・生活に
新しい価値をもたらすこと

• 成長には継続的改良（Improvement)による生産性向上
が不可欠＝ひとつのモデルの磨き上げ

イノベーション＝発展成長

イノベーションは、既存のものの組み合わせでも起こせる

30

日本が求める人材像
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31新産業を創生する人材像

日本（農耕）民族の宿命

毎日太陽が昇り、まじめに
畑仕事に精を出せば食べて

いける。食料が確保しやすい。
細かい気配りで収穫が増える

匠の技を持つ日本の企業の原動力
↓

日本のものづくりの源泉

グローバル化によるルール・視点の変化
狩猟（ゼロサム）社会との競合

◎知的生産が価値を生む
◎自ら神になりビジネスを
主導することが求められる
◎行動力、情報収集力、
情報加工力がポイント

自律的な企画力・行動力が知恵の源泉
現代はスマホ文化（＝ＡＩ）の時代

知識がたくさんあり、言われたことを
まじめにこなすだけでは今の時代は

リスク要因
ワルダクミのできる人間が財産
（偏差値至上主義は時代遅れ）

32

人・物・金・情報がビジネスの４種の神器だが、「技術の開発」はこれらを
無限に投入すればできる。

新産業・新事業を金にするのは非常な困難を伴う。

新産業・新事業創出には失敗も含め、相当な経験が必要。

開発すべきは「儲けるしかけ」の開発ー「誰」が「これ」に「いくら払ってく
れるのか」がビジネスの根源。実は、これが、研究開発費の原資

例えば、
（良い、悪いは別にして)iDや携帯ネットショッピングのように電話代
に課金すれば、労せずして金が取れる。
Ｇｏｏｇｌｅ検索などによって、個人個人の興味の対象が分析可能→最
適なＣＭの配信→クリック率の向上→安定売上の確保→研究開発費
の安定的確保

技術開発をビジネス開発へつなぐセンス
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33ニーズという未知大陸へ乗り出す戦略

タイミングの定義と見極め
ニーズがわかれば苦労はない
早すぎてもダメ、乗り遅れてもダメ→観察力
将来を見越した筋道の構築→複数のルートを探索
固定観念からの脱却→解答はひとつではない

競争優位戦略
一点集中と精緻な分析→あとはがむしゃらに行動
「いつまでに」、「誰が何を」の計画策定
「IN]と「OUT」を明確にして自己の付加価値を客観化

→ビジネスモデルの源泉

いろいろなものの活用とリスクヘッジ
過去の失敗例は新規ビジネスの宝の山
論文、他社特許、休眠特許は宝捜しの有効手段
リスクはコスト、「情報ローンダリング」がスピードを生む

34時代の先取りのタイミングをつかめる人材

時間が資源（人・物・金・時間）と体感している
スピードと経験をアライアンスで買う
スピード感が変化への対応を可能とする

特許・法律の経営資源化ができる
「技術やビジネスのわかる」弁護士が更に重要ー特許弁護士・弁理士
グレーラインにビジネスチャンスありーコンプライアンスと共存

広くPRする精神→アカウンタビリティが問われる時代
タコツボのような研究室では誰も訪問しなくなり、情報も途切れる

コアユーザー・サポーターはだれか？どうやってそれを獲得するか？
が研究開発・ビジネス安定化の一番の方策

アカデミックマーケティングのすすめー論文・学会発表を通じたコラボ
レーション相手の発掘
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R&Dの “＆” には Skills開発が重要

““＆＆””

F
C
Q
D

Q
C
D
F

Q
C
D
F

Serendipity（ひらめき）

戦略パテント
（ハード・ソフト）

Technology

Function, Feature

Delivery

Cost

Quality

Knowledge Skills

““RR”” ““DD””
（Analysis） （Synthesis）

新規商品開発、新事業開発には

この領域のスキルズが最重要

36

大学教育の課題と
求められる方向性
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☆商品化・事業化の基本ステップ
～技術の目利き と 困難（「死の谷」と「ダーウィンの海」 ） を乗り越える行動力～

３０００の
アイディア
（0.03％）

３００の
提案

（0.3％）

１２５の
研究開始テーマ

（0.8％）

９の
開発テーマ

（11％）

４の
大きなプロジェクト

（25％）

１.７の
事業化
（60％）

１ の
商業的成功

実行可能
な

ビジネス

基礎研究と
発明 イノベーション

と
ニュービジネス

“Valley of  Death”
｢死の谷｣ “The Darwinian Sea”

｢ダーウィンの海｣

出典：米国NIST 

大学 企 業 お客様

＜技術の見極め＞ ＜Business Model作り＞ ＜市場の見極め＞

コア技術 ソリューション基礎技術

出典：Research Technology Management May-June 1997（40）3 pp16-20 

大学と企業の立場

38

○新事業をつくり出すことー組み合わせによる新たな事業領域形成もあり

○新規商品をつくり出すこと
新規商品 ： 増収増益型の新商品

○新商品をつくり出すことー旧来の置き換え改良もあり。

大学・大学院はイノベーション創出のための道場

大学院に期待するもの―イノベーション

企業にとってイノベーションとは

〇イノベーションは世にないもの、まったく新規なもの
〇イノベーションは強い研究力から生まれる→自律・自主性

強い連携
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・研究者自身がいつまでも自らの研究内容のみ
執着していると必ず衰退→失敗（敗退）する。

・企業や学生に丸投げで任せていても新技術の創出
はできない。大学の研究者自らがビジョンを示すべき。

・大学の研究者に社会にイノベーションを起こす研究をし
ているのだ、という自負が感じられない。

・新時代、新研究開発の成長段階の各段階に対応して
大学がそれをサポートする適切なマネジメントチームを
構築していない。

イノベーションへの理解の欠落が大学の成長を止めている

40大学といえどもベンチャー精神が必要

1.大学の研究者が「自分の技術が事業化されないと
価値がない」という強い信念を持っていること。

1.対象のマーケットが大きいこと。

2.グローバルに展開できる可能性があること

3.市場・技術のトレンドに合っていること

これらを理解している研究者は高付加価値を持つ
イノベーションの実証としての大学発ベンチャーの有用性
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41まとめ

世界の産業構造が大きく変化していく中で
日本の進むべき方向性について再定義が必要
今までの大企業のビジネスモデルが通じなく

なってきている
米国型産業創生コンセプトへの移行が強く

求められている。
それに合わせて大学の人材教育も自主・自律的

研究のできる人材育成へと変化すべき
大学発ベンチャーは大学自立化と新産業育成に

重要なツール
フラスクのご紹介ー有機ＥＬ産業への期待

42

ありがとうございました


