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Foreword

産学官の連携協定と学外学修

髙橋

裕子

たかはし ゆうこ
津田塾大学 学長

２０１６年４月に学長に就任して以来、いくつもの連携協定書に署名した。産学官の多岐にわた

る主な連携先を時系列で並べてみると、次の通りである。

一般財団法人国際協力推進協会（ＡＰＩＣ）
、関西大学、渋谷区、武蔵野美術大学、佐倉市、鯖

江市＋鯖江商工会議所、ＮＰＯ法人佐原アカデミア、国分寺市、住田町、成田国際空港株式会社、
電気通信大学、公益社団法人日本将棋連盟、飯田市、千駄ヶ谷大通り商店街振興組合、小平市、株
式会社伊藤園など。協定締結の背景には、小平と千駄ヶ谷それぞれのキャンパスとの地理的つなが
りや、専任教員による研究面での個別の関わりがある。

なぜこのように多様な機関などとの連携協定を結んできたのか。一つには学生の学び方が変化

し、学外での実践的な学修が不可欠となったからだ。本学では学生のインターンシップなどを支援
する学外学修センターを２０１７年度に、連携推進センターを２０１８年度に立ち上げた。学年暦
も４ターム制にして、第２タームと夏休みに、学外で長期にわたり学生一人ひとりの関心に応じた
学修ができるようにした。

教員もそれぞれの研究領域の専門性を生かしながら、学生と共に地域にあるさまざまな課題を解

決するプロジェクトに参加している。プロジェクト進捗の報告を聞くと、学生の新たな学び方に伴
走する教員も、また、新たな角度から研究に取り組んでいることが見て取れる。

具体的なプロジェクトの断片をいくつか紹介してみよう。千駄ヶ谷キャンパスがある渋谷区で

は、学生と教員が「こどもテーブル」のボランティア活動に参加している。子どもたちとのおや
つや食事作りに加えて、
「大学生と子どもたちとの英語交流」の一環として英語絵本作りのワーク

ショップも実施した。また、渋谷区に加えて、鯖江市、国分寺市などにおけるオープンデータ（著
作権などの制約なしに自由に二次利用可能なデータ）やソーシャル・ビッグデータ（個人情報保護
に配慮した公共性の高いデータ）を積極的に利活用して、地域住民や観光客などをサポートする情
報発信サービスについても、学生と教員が一緒になって検討している。それぞれの地域のニーズに
ついて共に考え、地域に資する具体的な提案を編み出していくプロセスが、学生たちの実践的な学
びの場となっている。

また、小平キャンパスでは、初等英語教育を専門とする教員や学生が、地域の小・中学校におい

て、学習ボランティアとして、英語の授業や英語活動への積極的な支援を展開している。学内プロ
グラムの一環である「夏休みこども英語プログラム―津田塾生とつくる英語劇」は今年１４年目を
迎えた。学生スタッフが作る英語台本の録音に留学生が協力し、子どもたちの大変良い刺激になっ
ている。最終日の子どもたちによる英語劇発表会は地域に根差した楽しい国際交流の機会にもなっ
ている。

このような活動の発表の場に参加すると、課題解決や地域貢献に主体的に関わっているという意

識を学生たちから強く感じる。学外での産学官の連携プロジェクトを通して、学生の一人ひとりが
多様な背景を持つ大人や子どもと豊かに関わり、ユニークな学修成果を着実に得ている。このよう
なプロセスを通して、正解のない課題に取り組む姿勢それ自体を身に着けていると実感する。
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ニュース：News

女性の活躍できる会社を考える
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構は、産学連携でさまざまな企画を実施している。
６月４日同大学では、「第 4 回 大学横断イベント 2019 女子大学生と社会人で共に考える『女性
の活躍できる会社』とは」を実施、アフラック生命保険株式会社ダイバーシティ推進部の酒井理紗
氏を招き、女性の活躍に関心のある企業や一般女性が参加した。
同社は、ワークライフバランスやダイバーシティを積極的に推進しており、女性が働きやすい企
業として内外から注目を集める。
プログラム構成は、酒井氏がスライドを交えた説明の後、参加者からの質問、その後は、ワール
ドカフェ形式を取り入れ、より深掘りした。
ワールドカフェ形式は、会議での討論のやり方の一形式で、各参加者が対話を通じて、
「気づき」
を得ることを目的に、一つのテーブルに４～６人で座る学生や会社員などの各参加者がテーブルご
とに自己紹介し、気づいたことを出し合ってシェアする。それを全てのテーブルで、参加者が移動
しシャッフルすることで、より多くの参加者同士が話し合える場を作る。
同機構の木下紫乃氏は、「管理職を目指そうと思う女性はまだまだ少ないのでどうモチベーショ
ンを高めるか、学生に参加を促すのが課題で、積極的に参加してほしいです」と指摘する。
そのほか、
「男性には任せておけない働き方改革」や起業家セミナー、跡取り娘人材コースなど、
刺激的なセミナーや研究会が目白押しだ。
（本誌編集長

昭和女子大学の木下紫乃氏とアフラックの酒井理紗氏（右）
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山口泰博）

ニュース：News

起業マインドを刺激する
イノベイターズトーク
５月２２日、関
西大学の千里山
キャンパスで「イ
ノベイターズトー
ク Ｖ ｏ ｌ． １ ２」
が行われた。
各方面で活躍す
る若手起業家をイ
ノベイターとして
講師に招き、新事
業や起業に関心の
ある学生向けに実
施するもので、Ｖ
ｏ ｌ． １ ２ で は、
ａｋｉｐｐａ（あ
きっぱ）株式会社
代表取締役社長ＣＥＯの金谷元気氏が登壇。
「経験・資金・人脈ゼロの１９歳からのチャレンジ～
僕が２４億円を集め、会員１００万人のアプリをつくった方法～」をテーマに同大学の学生２０人
ほどが参加した。
これからの季節、花火大会を見に車で会場付近まで行ったとしよう。すると、駐車場はどこも
いっぱいで、駐車場探しのため時間に間に合わないこともあるだろう。ａｋｉｐｐａは、個人宅や
マンション、事業所などの空いているスペースを駐車場情報として登録。駐車場を利用したい人
は、事前に予約することで、駐車場探しに走り回ることもなく安心して車を利用できる。オーナー
は、空きスペースを有効活用でき、双方の困りごとをつないだアイデアで急成長している。
主催するのは２０１６年４月に設置した同大学のイノベーション創生センターで、産学官連携活
動の活性化となる研究活動の支援と、関大発ベンチャー支援、人材育成などイノベーション創出の
拠点である。同大学の社会連携は、社会連携部の中に産学官連携センター、知財センター、地域連
携センター、高大連携センター、イノベーション創生センター、なにわ大阪研究センター、関西大
学・大阪医科大学・大阪薬科大学 医工薬連環科学教育研究機構と七つの部門がぶら下がり、分か
りやすく業務を整備・分担し、積極的に産学連携に取り組む私学としても定評がある。
全国の学生数ランキングでは７位、およそ３万人が学び、人文・社会・自然科学系の１３学部お
よび大学院を擁する大規模総合大学だからか学内も社会連携も非常に活気がある。
６月１２日には、同大学ＯＢで、難関私大専門塾のマナビズムを運営する株式会社ｍｏｏｂｌｅ
代表の八澤龍之介氏がプレゼンターとして登壇。イノベイターズトークは、学生たちの起業マイン
ドを刺激する。
（本誌編集長

山口泰博）
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特集
Feature

ラジオを止めるな！

地元メディアとコラボした高知大学ラジオ番組
■高知大学におけるメディアとの連携の位置付け
高知大学は、国立大学法人高知大学広報基本方針（２００５年度策定）におい
て「広報誌、公式ホームページ、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）、マスメディアの利用など、多種多様な広報手段を活用し、効果的な広報
活動を展開する」と掲げている。本方針のもと、法人化直後からメディアとの連
携を意識した活動を展開してきた。以下がその一部事例である。

吉用

よしもち

・THE こうちユニバーシティ CLUB ＊ 1（株式会社エフエム高知）
2013 年 1 月 6 日～現在
・Change The 高知大学

＊2

330 回（2019 年 5 月 7 日時点）

＊3

全 324 回

（株式会社高知放送）

2005 年 7 月 3 日～ 2010 年 12 月 26 日
・気になる健康ファミリードクター

＊4

全 284 回

（株式会社高知放送）

2005 年 4 月 4 日～ 2019 年 3 月 25 日

728 回（2019 年 4 月末時点）

・おらんくの大学病院＊ 5（株式会社テレビ高知）
2019 年 1 月 13 日～ 3 月 17 日
・ちっくと教えて

全 10 回

高知大学医学部健康よろず相談＊ 6（株式会社高知新聞社）

2013 年 6 月 14 日～ 2017 年 3 月 3 日

全 92 回

特に株式会社エフエム高知（ＦＭ高知）とコラボして企画する「THE こう
ちユニバーシティ CLUB｣ と ｢Change The 高知大学」は歴史が長く、延べ
６５４回／１２年以上の実績を持つ。その位置付けは、本学第３期中期目標「高
知大学の教育研究活動や社会貢献活動等を積極的かつ効果的に情報発信すること
により『地域の大学』としてのブランド力を高める」を達成するための計画の一
部である。主な対象者はＦＭラジオが受信可能な高知県内の方々（一部山間部の
み困難）となる。対象者が幅広いため放送する内容も多種多彩であり、内容に
合わせて出演者も学生、教職員、本学ＯＢ・ＯＧ、番組内容に関係するゲストな
ど、これまでに数え切れないほど多くの方にご出演いただいている。近年はイン
ターネット環境があれば全国で聴くことのできる配信サービスも現れ、対象者の
一層の拡大も予想される。本稿では、現在も放送を続ける「THE こうちユニバー
シティ CLUB」について詳述する。
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高知大学 次世代地域創造
センター 准教授

（株式会社エフエム高知）

2004 年 10 月 9 日～ 2010 年 12 月 25 日
・高知大学ラジオ公開講座

武史

たけし

＊ 1

https://www.kochi-u.
ac.jp/outline/kouhou/
radio_fmkochi/
（accessed 2019-07-15）
＊ 2

http://www.kochi-u.
ac.jp/outline/kouhou/
change/index.html
（accessed 2019-07-15）
＊ 3

http://www.kochi-u.
ac.jp/outline/kouhou/
radio/index.html
（accessed 2019-07-15）
＊ 4

https://www.kochi-ms.
ac.jp/~hsptl/kouhousi/
rkc.html
（accessed 2019-07-15）
＊ 5

http://www.kochi-u.
ac.jp/JA/news/orahsptl21.htm
（accessed 2019-07-15）
＊ 6

http://www.kochi-ms.
ac.jp/~hsptl/kouhousi/
yorozu.html
（accessed 2019-07-15）

特集

■ THE こうちユニバーシティ CLUB の実施形態

THE こうちユニバーシティ CLUB 2017 年 1 月 1 日放送
左から脇口宏学長（当時）、松木亮アナウンサー

本番組は学内の広報企画専門委員会（月１回程度開催）にて内容が審議される。
委員会では各学部やセンターなどから委員が選出され、全学の広報活動の情報共
有を図っている。ラジオ番組は各部局が持ち回りで担当することから、委員を中
心に所属部局内で発信したい内容を検討し、ＦＭ高知担当者と調整の上番組内容
を決定する。収録は基本的にＦＭ高知の収録スタジオで行うが、場合によっては
学内や県内各地での収録もある。放送日時は毎週日曜ＡＭ９：３０～９：５５、
出演者と松木亮アナウンサーの対談形式により進められる。
過去の放送は、高知大学ホームページに格納しているため聴取可能であり、収
録時のようすは、松木アナウンサーのブログでも紹介される。また、聴取者を拡
大する試みとして数十秒程度の次回予告動画を本学総務課広報係が作成し、大学
ホームページや Facebook（フェイスブック）などで発信している。また、番組
制作における費用を補うため、番組のスポンサーも募集している。２０１９年４
月末時点のスポンサー契約は、地元企業５社
（計４９５万円）
である。スポンサー
企業は、契約期間中は番組内にて紹介されるほか、松木アナウンサーのブログや
高知大学広報誌に企業名を載せている。

■中期目標の達成について
前述のように、広報基本方針においてマスメディアの利用による広報活動によ
り「地域の大学」としてのブランド力を高めることを目指しており、各中期期
間に定めた目標・計画の実績は国立大学法人評価委員会による評価対象となる。
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第１期全体の評価では、注目事項として「地元メディアを活用した『Change
The 高知大学』、『高知大学ラジオ公開講座』を実施している。
」
、２００９年度
評価では「ラジオ番組『Change The 高知大学』特別企画番組として、
『学長と
高知県知事』『学長と国内大手企業代表取締役』の対談を放送し、地域の大学と
しての高知県との関わりや人材育成等の役割をアピールしている」
と挙げられた。
第２期では２０１２年度評価に「動画共有サービスを活用した配信やウェブサイ
トからも視聴可能なインターネットラジオ番組を開設するなどの取り組みを実施
している」が注目事項として挙げられた。
その一方で、
「地域の大学」としてのブランド力を高めることに寄与し得たか
については、評価自体が難しいところである。指標の一つとして、２０１８年４
月に実施した本学の全学生に対する「地域の大学」認知度アンケート調査の結果
では、６７．５％の学生が認知していた。同様式による２０１４年４月調査時点
では４３．７％であり、４年間で顕著に増加していた。上記メディアとのコラボ
以降の比較調査結果ではなく、因果関係の立証も難しいが、いずれにせよ多くの
教職員が「地域の大学」としてのさまざまな努力を重ねたことの結果ではあろう。

■おわりに
「Change The 高知大学」から続く「THE こうちユニバーシティ CLUB」が
１２年以上の長期にわたり継続してきたことから、その意義について改めて広
報企画専門委員会において議論が交わされている。当然ながら現在の実施形態は
永続的なものではないが、高知大学に限らず「地域の大学」を標榜する大学に
とって地元メディアとのコラボは極めて重要である。本学は昨年度から四半期に
一度の定例記者発表の場を設けるなど、地元メディア関係者への情報発信と意見
交換の強化に取り組んでいる。広報とは Public Relations、つまり大学と社会
とが相互に利益のある関係を築く戦略的コミュニケーションのためのプロセスで
ある。一方向だけの情報発信では本来の目的は果たせないことから、情報の受け
手である県民・国民、そして情報を仲介するメディア関係者との綿密なコミュニ
ケーションがこれからの大学にとって重要課題となるだろう。
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特集
Feature

鳥取大学ＣｏＲＥラジオ
地域と大学をつなぐ、
鳥取をもっと好きになるラジオ
■鳥取大学ＣｏＲＥラジオとは
「鳥取大学ＣｏＲＥ（コア）ラジオ！ はじまりました！ 今回も、鳥取大学の
個性豊かな先生方にご登場いただき、普段なかなか知ることのない学問のこと
や、地域と一緒にされている研究のことなどをあれこれ伺っていきます！」
鳥取大学では、２０１８年秋より新たに「鳥取大学ＣｏＲＥラジオ」の放送を始めた。
株式会社ＦＭ鳥取が運営する第３セクターのコミュニティー放送局で愛称は
「RADIO BIRD」
。その番組内の日曜１８時から１時間枠を使用し、鳥取大学の教
＊１
員をゲストとしたトーク番組を、鳥取市周辺地域の方々へ届けている（表１）
。

このラジオ番組は、鳥取大学の取り組みについてプッシュ型メディアで発信す
るアウトリーチ活動である＊２。番組名は、鳥取大学地域価値創造研究教育機構

成清

なりきよ

仁士

ひとし

鳥取大学 地域価値創造研究
教育機構 地域連携ＰＢＬ
推進室長 准教授

（Platform for Community-based Research and Education：ＣｏＲＥ）が企
画運営するラジオなので、機構の略称を使っている。深く掘り下げたコアな情報
を届けるラジオ、地域創生の核となるメディアを目指す意味も込められている。

＊ 1

第１回

地域学部

東根ちよ講師

地域と連携した人材育成ＰＪ（プロジェクト）

第２回

地域学部

岡村知子准教授

戦後ラジオドラマの調査ＰＪ

鳥取大学ＣｏＲＥラジオの
これまでの放送は、鳥取大
学地域価値創造研究教育機
構（ＣｏＲＥ）のＨＰで公
開している
https://www.core.tottoriu.ac.jp（accessed 201907-15）

第３回

工学研究科

地元企業と連携したものづくりＰＪ

＊ 2

第４回

地域学部

第５回

工学研究科

第６回

医学部

第７回

連合農学研究科

第８回

ＣｏＲＥ 谷口美也子特命准教授・
堤晴彩特命助教

各専門分野の話や地域連携ＵＲＡとしての抱負

第９回

農学部

鳥取砂丘のオアシスに係る研究

表１

鳥取大学ＣｏＲＥラジオ、各回ゲスト教員と主な話題

ゲスト教員

三浦政司助教
木野彩子講師
伊福伸介教授

井上和興講師
児玉基一朗教授

齋藤忠臣准教授

主な話題

地域×ダンスの教育活動や文化活動
カニ殻からの新素材キチンナノファイバー
地域医療の研究教育に係る学際的な取り組み
酵母研究から商品開発に至った酵母ビール

第１０回

地域学部

白石秀壽講師

地域ボトムアップ型のマーケティング事例研究

第１１回

ＣｏＲＥ

清水克彦准教授

深海生物由来の新タンパク質の発見

第１２回

ＣｏＲＥ 前波晴彦准教授・
成清仁士准教授

２ ０ １ ９ 年 １ 月 ２ ９ 日、
RADIO BIRD を放送する株
式会社ＦＭ鳥取と鳥取大学
は、「地域価値創造研究教育
の情報発信に関する協定」
を締結した。

鳥取大学ＣｏＲＥラジオのふり返りや各専門分
野の話

■教員の人柄とともに、研究教育活動を楽しく伝える
可動式の家具で設営されたラジオブースに登壇したゲスト教員に対して、
RADIO BIRD のパーソナリティーがあれこれと質問を投げ掛けていく。鳥取
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大学に着任するまでの経緯や鳥取地域の好きな所、趣味のこと、専門分野に関す
ること、そして地域参加型研究について、ゲスト教員が内容をかみ砕きながら答
えていく。コミュニティーＦＭは、自家用車の中で、家事や農作業の合間に、あ
るいは散歩やランニングの最中に、色々な方に届けられる。ゲスト教員とパーソ
ナリティーは、誰にでも分かりやすく、楽しく聴いていただけるようにと、事前
打ち合わせを経た大まかな台本を基に話題を展開する。教員によるリクエスト曲
のコーナーもあり、人柄を感じさせ、楽しく聴けるとリスナーから好評を得て
いる。
収録は毎月２回、学内に設置した「地域協働拠点・コミュニティデザインラボ
（ＣＤＬ）」における公開収録を基本としている。正門近くに位置するＣＤＬで、
平日１９時前後に催される公開収録には、教員や学生だけでなく地域の方も訪れ
る。ＣＤＬは、地域価値創造を促進するための拠点として運営している場所であ
り、鳥取大学ＣｏＲＥラジオは電波に乗せて幅広い市民層に情報発信するだけで
なく、人と情報が集まる拠点形成を進めていく上でも重要な役割を担っている。

公開収録の様子（鳥取大学コミュニティデザインラボで）

■人口希薄化地域における地域創生を目指して
鳥取大学では、第３期中期計画における戦略の一つとして「人口希薄化地域に
おける地域創生を目指した実践型教育研究の新展開」を掲げ、従来に増して地域

10
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に根差した大学となるための中核組織として２０１７年１０月に地域価値創造研
究教育機構を設置した。地域の当事者と大学が協働する地域参加型研究や、これ
を通した課題発見と解決力を有する人材育成の推進が、同機構に託された任務
である。鳥取大学ＣｏＲＥラジオは、この任務遂行のために発案されたもので
ある。
地域の方には、普段接する機会の少ない「大学」を身近に感じていただき、地
域ニーズの収集や発掘、整理、解決に参画する契機としていただきたい。そして
学生には、教員の研究活動や「地域」に触れる機会になればとの考えがある。コ
ミュニティーＦＭを活用して、地域と大学がつながったコミュニティーを育んで
いこうとする狙いもある。そして、その拠点がＣＤＬだ。

■成果と課題
鳥取大学ＣｏＲＥラジオは始まったばかりだが、およそ半年間で１２回の放送
を実施した現在、手応えを感じている。まず、大学とコミュニティーＦＭは非常
に相性がいい。地域に根差した研究教育活動を展開する中で、深く掘り下げた地
域の話題を持っている教員。幅広い地域情報とネットワークを持ち、テンポよく
話題をつなげるコミュニティーＦＭのパーソナリティー。ゲスト教員の人柄が伝
わる１時間のトーク番組という形式も適当で、公開収録はいつも楽しい雰囲気で
行われる。時折届くリスナーからの声を聞いても、プッシュ型情報発信の狙いは
功を奏しているようだ。
今後の課題としては、番組の知名度を高め、リスナーや公開収録の参加者を増
やすことだ。コミュニティーＦＭはプッシュ型メディアであるため、どれだけの
人がどのように聴いてくれているのかを調べることは難しい。従って、公開収録
が知名度の度合いを示すバロメーターの一つとなる。そして、地域参加型研究の
推進という目標に照らしても、公開収録の場が密度の濃いコミュニケーションの
機会となることが目指される。

■地域創生の拠点形成へ～今後の展望
鳥取大学ＣｏＲＥラジオは、地域と大学をつなぐ、鳥取をもっと好きになるラ
ジオ番組として、この春からも放送を継続している。幸いにも鳥取は地域の規
模が小さく、人がつながりやすい土地柄である。ＣＤＬでの公開収録を学内外
でＰＲしながら、地域と大学がつながる交流の場を作っていきたい。コミュニ
ティーＦＭと大学が連携することで、大学が地域の一員として役割を担うコミュ
ニティーのあり方を開拓すること、そして地域価値創造研究が活発に行われる地
域創生拠点の形成に資することが、鳥取大学ＣｏＲＥラジオの目標である。
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ラジオを止めるな！

生涯学習のためのマジメ番組はまちづくりの母
■りんご王国こうぎょくカレッジ
青森県弘前市で２０００年（平成１２年）３月４日に放送を開始したコミュニ
ティＦＭアップルウェーブに「りんご王国こうぎょくカレッジ」という番組が
ある。
ネーミングの由来は「青森県はりんごの生産量日本一でいわばりんご王国だ。
そのりんご王国にある弘前大学の教員が語る番組を作ろう。大学はユニバーシ
ティだとリズムが悪いので、似たような意味のカレッジにしよう。
「りんご王国
カレッジ」だけではやっぱりリズムがないので間に品種名を入れよう」というこ
とで、筆者がハンドルネームに使っていた「こうぎょく」を、ひらがなのまま入
れた。極めて個人的な事情である。

庄司

しょうじ

輝昭

てるあき

ＮＰＯ法人コミュニティ
ネットワークＣＡＳＴ
（キャスト）会員

りんご王国こうぎょくカレッジの手作りホームページ＊１には『最先端の研究
をわかりやすく！ 弘前大学にこんな先生がいるんだ！ こんな研究をしてるん
だ！ 聴いて面白い内容と人材発見が同時にできるオトクな番組です。
』と紹介し
ている。また、弘前大学生涯学習教育研究センターホームページ＊２には、過去
の放送分が音声ファイルとともに掲載されている。

■番組の駆け出し時期
放送局であるアップルウェーブと、筆者が属するコミュニティネットワークＣ
ＡＳＴとの成り立ちは双子のようなものだが、話が長くなるので割愛する。
しかもこの番組を立ち上げるきっかけとなったのは、これらとは全く関係な
い、弘前のとあるブランド応援団での酒飲み話だった。相手は中村信吾弘前大
学副学長（当時、２００５年から第３代青森中央学院大学学長）。話は転がり始
めた。
そこにもう一人飲み友だちの故波多野厚緑（当時大手門歯科副院長）が巻き込
まれた。弘前青年会議所理事長はじめ多くの「まちづくり」団体のトップを経験
し、りんごをキーワードにしたまちづくりの推進を目的としたアップルフェア推
進協議会が青森県第１回りんご勲章を受賞する原動力となった、いや、もしかし
たらりんご勲章そのものを創設するきっかけとなったかもしれない男だ。
２００１年４月に番組は始まったが、中村副学長の「友だちストック」はすぐ
に使い果たし、芋づる式ネットワークはなかなか育たず、苦労して出演者を確保
する雪山でのラッセルのような期間が続いた。
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https://npocast.jimdo.
com/録音番組/りんご王国
こうぎょくカレッジ/
（accessed 2019-07-15）
＊ 2

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/?cat=5
（accessed 2019-07-15）

特集

■転機が来た
２００６年２月新設合併（弘前市、岩木町、相馬村の合併）した弘前市の中央
公民館に念願かなって異動した。
新たな生涯学習機会を検討し、２００６年４月から「弘前大学との地域づくり
連携事業」という仮称で弘前市立藤代公民館の子育てサークルと弘前大学医学部
保健学科看護学専攻（当時）との協働を実験的に開始した。タイトルもあえて役
所的ではない名称とした。このときの事業化の流れは、弘前大学生涯学習教育研
究センター年報＊ 3 に詳述している。
この「弘前大学との地域づくり連携事業」の特徴は、それまでの、大学の先生
が講師で地域住民が受け身という、
「大変勉強になりました」で終わる形ではな
く、大学の先生が学生を率いて地域に入り込み、地域住民と一緒になって地域課
題を探り、これに関わっていこうとするアクティブなものだったことだ。時には
地域住民が教師となって学生たちに教え、先生たちに提案するということも頻繁

＊ 3

平成１９年度 弘前大学生涯
学習教育研究センター年報
第１１号
http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/pdf/
Annual%20report%2011.
pdf（accessed 2019-0715）

に行われた。ピーク時には１７本のまちづくり事業を同時進行し、年間約２万人
の市民がどこかに参加するほど盛況だったが、ここに投入された年間予算は４０
～５０万円という低コスト事業だった。

■上手な巻き込み方
この「弘前大学との地域づくり連携事業」に巻き込んだのは「りんご王国こう
ぎょくカレッジ」に出演した弘前大学教員のうち、地域に関心が深いと見込んだ
方だけである。仕掛けは「おしゃべり」だ。
通常、番組出演の勧誘と打ち合わせはメールが先行する。そのため、収録につ
いての詳細を打ち合わせるのは、当日の直前打ち合わせ１時間程度である。これ
に収録リハーサルと本番を合わせて約１時間半。合計２時間半が出演する教員と
の接点だ。これでも十分長いのだが、トークが盛り上がれば喉が渇く。そこで収
録後、決まっておしゃべりを楽しむために出掛けるのが「おしゃべり」という店
なのだ。ここで長い人だと約４時間、話に花が咲く。
「おしゃべり」
の
「ちーさん」
が話題を次々と振ってくれるので、間が持たないなどということが全くない。こ
こでしっかりと印象が濃くなった人に後日「お願いが…」と持って行ったわけだ。
この「りんご王国こうぎょくカレッジ」
から、本業に番組由来の人のネットワー
クを持ち込むことについて、弘前大学の山下祐介准教授（当時。現首都大学東京
教授）や東奥日報の櫛引素夫論説委員（当時。現青森大学教授）から「良い意味
の公私混同」と、揶揄（やゆ）されたのか励まされたのか不明の評価に力付けら
れたのを覚えている。
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■番組の子どもたち
りんご王国こうぎょくカレッジをきっかけとして生まれた番組もある。
２００２年２月２４日の人文学部情報行動講座（当時）佐藤和之教授「災害時の
日本語と弘前市の取り組み」をきっかけに「やさしい日本語研究会」に研究協力者
として参加し、毎年１月１７日前後に２時間生放送「グラっときたらまずラジオ！」
を、横浜や神戸にも生出演で参加していただきながら約１０年続けることができ
た。また、弘前大学学長、副学長、各学部長のオールスターキャストで「弘前大学
の魅力はこれだ！」というテーマで、これも２時間生番組を３年ほど放送した。
いずれの番組も弘前大学の「いま」と「みらい」を地域にアピールする目的で
企画制作したものである。どの企画でも歴代学長の全面的な支援と協力をいただ
き、そこそこの番組になったと思っているが、リスナーにとってはどうだったの
だろう。

■印象に残る事件
放送も１９年目を迎えた長寿番組なので、いろいろな事件があった。
スタッフ、アシスタントもそろって待っているが先生がスタジオに現れない。
念のためにと思って研究室（それも遠隔地）に電話してみると本人が電話に出た、
という事件。
収録後の打ち上げでおしゃべりもした。編集も終わってアップルウェーブに製
品パケットを持って行った、という段階で
「あの録音は本意ではないからやめる」
との一言でキャンセルとなりスタッフ全員脱力した事件。
本来収録後すぐパソコンから録音素材に録音データを移す手順だったが、収録
が立て込んでいたせいで編集作業が遅れ、収録した録音数回分が入っていたハー
ドディスクを勝手に初期化されたショッキングな事件。などなど、今となっては
懐かしい（いや、最後のはそうでもない）
。

■りんご王国こうぎょくカレッジの今後
この番組は「私、ショージが面白そうだと思った先生をお招き」することとし
ている。大学の意向とは無縁の個人の番組であるという宣言だ。とはいえ、
「弘
前大学のご協力とコミュニティネットワークＣＡＳＴの制作」とうたっている以
上に、弘前大学のどの辺りを取り上げ、光を当てるかは「先生をお招き」する際
にも極めて重要な要素となっている。１９年目に入り、まだまだ面白い弘前大学
教員が多数おられる。ライフワークとしてこれからも、言い方はあまり良くない
が、地域の知的資源である大学教員を地域の人たちや事業者に紹介していきたい
と思っている。そういえば、２００１年当時に比べて、弘前市役所が委嘱する各
種の委員に大学教員が飛躍的に増えている。
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産学官金連携による
新たな企業支援スキーム

伊東

幸宏

いとう ゆきひろ

公益財団法人浜松地域
イノベーション推進機構
フォトンバレーセンター長

■ フォトンバレーセンターの概要

フォトンバレーセンター（以下「センター」
）は、主に静岡県西部地域を対象に、光・電子技術を
活用した産業支援を戦略的に進める中核支援機関として、２０１７年４月に公益財団法人浜松地域イ
ノベーション推進機構の内部組織として設置された。
これまで地域の取り組みとして、２０００年の「地域結集型共同研究事業」の採択を契機に、
２００２年には「知的クラスター創成事業」、２０１２年には「地域イノベーション戦略支援プロ
グラム」の採択を受けるなど、浜松地域を中心に産学官金が連携し、国の事業を活用した研究開発
および地域産業振興のためのプロジェクトを実施し、成果を創出してきた。
その一方で、地域の基幹産業である輸送用機器産業は、生産拡大により関連企業群が形成され、地
域経済全体の発展をけん引するとともに系列企業の技術や経営の高度化に貢献してきたが、経済・生
産活動のグローバル化が進むにつれ、
「現地調達・現地生産」へのシフトが進み、地域経済は縮小の
一途をたどっている。
このため同地域は、従来の輸送用機器産業のみの「単峰型」の産業構造から、次世代自動車を含
む輸送用機器の主峰に加え、航空宇宙、ロボット、健康医療、新農業など新たな産業から成る「連
峰型」の産業構造への転換を図ることが喫緊の課題であり、それら連峰の共通の基盤技術として光・
電子技術に対する期待は大きい。
その光・電子技術を活用して

ロボット

地域の産業振興を推進する中核

健康医療

航空宇宙

新農業

的支援機関としての役割をセン
ターが担っている。
センターは静岡大学浜松キャ
ン パ ス 内 に オ フ ィ ス を 構 え、
２０１９年４月現在１３人の職

輸送用機器

輸送用機器

（次世代自動車）

員（うちコーディネーター７人）
が在籍し、中小企業に対する技
術指導をはじめ、各種セミナー
の開催や国内外の展示会出展支
援、人材育成やものづくりへの
助成など、広範にわたり事業を
展開している。

■静岡発！！

光・電子技術
（成長産業の革新に必要な基盤技術）

輸送用機器主体の

単峰型
図１

多様な産業による

連峰型
静岡県西部地域における光・電子技術への期待

中小企業支援の新たなスキーム「Ａ-ＳＡＰ」

現在、センターの重点的な取り組みは「Ａ-ＳＡＰ」
（エイサップ）であり、２０１８年度に事業を
開始した。Ａ-ＳＡＰは「Access Center for Innovation Solutions, Actions and Professionals」
（最速で望む未来へ到達するための新たな仕組み）の略称で、欧州連合（ＥＵ）域内で実施され成果
を上げている光技術を活用した中小企業支援の先進的なスキームである「ＡＣＴＰＨＡＳＴ」を手
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本としている。
中小企業が、製品化を目指して研究開発をしようとする時に活用する支援策で一般的なものとし
て、国や地方自治体、産業支援機関が実施している「補助金」が挙げられるが、この「Ａ-ＳＡＰ」
も目的は同じであるものの、補助金と違う次のような特徴がある。
・研 究開発を進める上で、
支援依頼企業（以下「企
業」
）単独では解決でき
な い 課 題 を、 大 学 等 の
支援研究機関に所属す
る専門家で構成するプ
ロジェクトチームが主
体となって解決する
・プロジェクト期間は６か
月と短期間である
・課 題解決の経費は企業
ではなくプロジェクト
チ ー ム に 支 払 わ れ、 企
業はプロジェクトの成
果を手に入れる

図２

Ａ-ＳＡＰ事業スキーム

・企業にとっては、簡単な手続きで申請が完了し、煩雑な資金管理や進捗管理などはプロジェクト
チームが行うため労力が少なくて済むというメリットがある
・採択されない場合でも、センターによる他の適切な支援策へのマッチングや今後に向けたアドバ
イスを受けられる
Ａ-ＳＡＰにおける支援の流れは以下のとおりである。
①｢相談・支援依頼登録フォーム｣ により、アイデアや相談内容を簡潔に記載してインターネット
経由で応募
②センターのビジネス専門家および技術コーディネーターが企業を訪問し支援依頼内容の詳細を調
査
③センターが支援依頼内容についてＡ-ＳＡＰに適合するかどうかを判断（適合性評価）
④適 合性ありと判断した場合、企業が指定した金融機関から派遣されたＢＦＣ（Business and
Financial Coaches：ビジネス・財務コーチ）と研究機関から派遣されたスカウト（大学のコー
ディネーター等）が企業に詳細な調査を行い、企業と共に事業面および技術面の課題を明確化
⑤ＢＦＣ、スカウトの調査結果（事業の成長性、支援技術の適合性等）を審査し、支援対象案件を
採択（採択審査）
⑥採択された場合、専門家（大学教員等）の中から課題解決に適した人材がＰＬ（プロジェクトリー
ダー）として選任され、支援内容をスカウトおよびＢＦＣ、企業と共に詳細に検討し、プロジェク
ト計画を作成
⑦プロジェクト計画の適否を審査し適正な場合は委託契約を締結しプロジェクトを開始、不適正であ
れば修正を指示（プロジェクト計画審査）
⑧プロジェクト計画が承認されるとＰＬがプロジェクトチームを結成し、ＰＬ管理のもと、企業と
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協同でプロジェクトを実施（センター、ＰＬ所属支援機関、企業の三者で契約締結）
⑨６カ月程度のプロジェクト活動の後、企業はプロジェクトの成果を獲得
Ａ-Ｓ Ａ Ｐ で は 支 援 対 象 を
試作品の製作までとしてお
り、プロジェクト終了後、市

(

場投入までの技術的課題の解

)

決やそのための資金の獲得
は、企業の努力により行うこ
ととしている。これが円滑に

図３

支援の流れ

できるよう、企業の支援依頼後、早い段階から金融機関や大学の産学連携担当者が関与するように
している。
また、これまで企業支援経験の少ない大学教員などに、その方向に目を向けてもらうためにはイ
ンセンティブが必要と考える。Ａ-ＳＡＰではプロジェクト経費のうち３０％を上限として大学へ
の間接費を認めている。一部の大学では、受け取った間接費の一定割合の金額を、ＰＬを担当した
教員などの固有の研究費に別財源から充当するシステムを作っている。

■今後の課題・展望
現在、静岡県、浜松市からＡ-ＳＡＰの財源を拠出していただいているが、行政の予算は単年度
主義であり、支援機関の事業もほとんどがそれに準じている。しかし、企業の課題は年度に合わせ
て発生するわけではなく、企業が困った時にタイムリーかつ単年度主義に縛られない支援をするの
が理想的である。
補助金のように、ある一定の募集期間が設定され、それに間に合わない、あるいは審査で不採択と
なった場合、１年待たなければならない。そうなると、補助金申請にたけた企業が有利になってしまう。
ＡＣＴＰＨＡＳＴでは、常時案件を受付し、２カ月に一度、すなわち年間６回審査を実施してい
る、われわれの目指すところも同様である。一度不適合・不採択となった企業も、数カ月で計画を
練り直して再チャレンジできる、そのようなシステムにしたいと思っている。
取り急ぎ、Ａ-ＳＡＰは現時点では、年に２回案件の募集を行っているところであるが、早ければ
来年にも年４回の審査と年度をまたいだプロジェクトの実施が可能となるよう、関係機関と調整中で
ある。
またＡ-ＳＡＰは、国内初の試みとして静岡県でスタートしたが、例えばＡ-ＳＡＰ東京やＡ-ＳＡ
Ｐ大阪、Ａ-ＳＡＰ栃木といったように、いずれはこのスキームを他の地域にも広めていきたい。
その前に、まずそれらの地域の研究者を、静岡県で実施するプロジェクトの専門家として招聘
（しょうへい）したい。現時点では、主に静岡県西部地域の研究機関（静岡大学、浜松医科大学、
光産業創成大学院大学、静岡文化芸術大学、静岡理工科大学、静岡県工業技術研究所、はままつ次
世代光・健康医療産業創出拠点）との連携・協力のもと事業を展開しているが、専門家が足りてい
ない、すなわち企業の課題解決に対応する技術基盤が不足しているのが実情である。このため、今
後は県外の大学などの研究者にも静岡県の企業に力を貸してもらえるよう、県外の研究機関にも声
を掛けていきたい。
その次の段階として、Ａ-ＳＡＰのメリットや便益を理解していただいた研究者を介して国内各
地域に広がりを見せていく、そのような構想を抱いている。
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リポート

Report

大学間知財連携による単願特許の生かし方
しらさぎプロジェクト
■はじめに

単願特許＊１とは？

先端的アイデアの宝庫！

産学連携の場における、大学の単独出願（単願）特許について考えてみよう。
「大学は単願数不足のためマネジメントできていない」と指摘されているが、
各校は支出許容の限界から、企業と大学間の共同研究成果については、企業負担
で共願とするか出願前譲渡による発明者名の確保に努めていると思われる。一

千田

方、大学負担で出願する単独出願は
「まだ企業の目に触れていない」
コーディネー

ちだ

ト活動による展開の可能性を秘めた「新鮮な」かつ「先端的」アイデア、つまり
「原石」が含まれている可能性大であり、その活用策が必須で企業の「休眠特許」
とは異なる点である。

晋

すすむ

富山大学 研究推進機構 産
学連携推進センター 知
財・リエゾンオフィス

■北陸４大学連携の知財活動
北陸の旧国立大学（富山大学、金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学、福井
大学）は「北陸地区国立大学学術研究連携支援事業」＊２を行ってきた。４大学知
的財産（知財）関係者も、知財マネジメント高度化研究をテーマに申請、採択さ
れて活動してきた。これまで各校の知財関係者は横のつながりとして相互に各種
セミナーを開催するなど（特許検索手法から安全保障貿易の研究、生物多様性条
約に対応した研究、ベンチャー事例による支援策検討など）による知財管理力と
各学内の知財力向上を図ってきている。また並行して、各校共通の課題である保
有単願特許の活用に取り組んできた。
具体的には、２０１３年よりリストアップ、整理に着手し２０１５年から
「Ｍａｔｃｈｉｎｇ ＨＵＢ」＊３に共同出展、単願を出口分野ごとのリストで特許
情報として企業へ提供してきた。これらのデータを地域の中小企業の事業に生か
すには、特許情報にとどまらない、提案型の発信が必要との議論から、単願の発
明者に着目した新たな共同研究を通してビジネス展開を期待すべきとの結論に
至った。各校単願の集約と外部露出による新たな産業界とのつながりから、共同
研究に展開することを目的に、産学連携のチャンネルを増やすことが大学の希望
であり、そのためのきっかけとして単願を位置付けている。２０１７年には、外
部資金獲得による活動の拡幅を目指し、本学が幹事機関となり中部経済産業局
＊４
の「地域中小企業知財支援力強化事業（やる気補助金）
」
に申請、
「しらさぎプ

ロジェクト」が採択された。各校１００件余の保有単願を集約し、約５００件の
単願（発明研究者が在席するもので、企業のリクエストに即応可）を出口別に再
整理し展示会などで情報発信した。当初紙ベースであったところ、データベース
（ＤＢ）の希望が寄せられ、昨年度はＤＢ化しホームページ（ＨＰ）に公開した。
特許検索から発明研究者情報へリンクさせることにより、新たなビジネスヒント
を得て地域中小企業の開発を促す目的である。
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＊ 1

大学の場合、独自資金によ
る出願、権利化対象となる
知的財産で、国内出願では
大ざっぱにみて３０万円余
掛かり、海外では桁違いの
額となる。年間の出願可能
件数に限りがあり、単願特
許のみで独自に技術戦略を
立てることは難しい。
＊ 2

複数校の研究者が連名申請、
毎年度２０件程度を（１０万
円／件・校で４０万／テー
マまで）助成し次のステッ
プへの展開を期待する連携
事業
＊ 3

北陸先端科学技術大学院大
学（ＪＡＩＳＴ）主催、Ｕ
ＲＡが集めた地域の大学や
企 業 の シ ー ズ、 ニ ー ズ の
マッチングを図るイベント
＊ 4

地域の知財支援体制の構築
や連携強化を通じ、地域の
先導的・先進的な知財の取
り組みを支援する経済産業
局知的財産室による特許庁
事業で広域の連携が期待さ
れている。

＊ 5

■使ってみよう「しらさぎＤＢ」＊５
各校単願の２～３割が「ライフサイエンス系」（医療、介護、バイオ、創薬な
ど）であることから、２０１７年度には共通分野として該当する展示会１０件
ほどにプロジェクトとして出展した。その際、北陸本線特急しらさぎ沿線での

「富山大学」「しらさぎ」で
検索するとすぐに掛かりま
す（図 ２ 参照）。
https://sanren.ctg.
u-toyama.ac.jp/
shirasagi/（accessed
2019-07-15）

連携（図１参照）として金沢医科大学、滋賀医科大学、石川県立大学にも協力
いただき約６００件のＤＢとなった（図２）。フリーワード検索では該当する特
許のリストが挙がり、その後は関心のある研究者をクリックすればさらに周辺
の技術情報にもアクセスできる。「特許検索」では対象大学の選定、研究分野
（教育、医療、計測、創薬からアグリ・バイオまでの１１分野）を指定した検索
も可能である。「研究者検索」では各校の単願に関わる研究者の情報を探すこと
が可能である。アクセス状況については、管理者画面で関心の持たれたテーマ
や研究者の情報を得ることができ、今後の情報発信の参考とするようになった
（表１）。
データベースとしては、（古い言葉ですが）紙媒体から電子化することで管理
しやすい形態となった。データ更新（新規登録、削除）は各校の責任で行い、
問い合せについては相互に連携している。２０１７年には、展示会での名刺交
換から本学のコーディネータに問い合わせがあり、該当する２校に連絡、その
後２校＋企業での共同研究につながった事例を聞いている。一方、「やる気補助
金」の趣旨である中小企業の知財を支援する力の向上の点ではどうであろうか。

図１

しらさぎプロジェクトポスター

図２

しらさぎＤＢフロントページ
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表１

特許、研究者アクセスリスト（ある日の上位から）

■課題とソリューション
「しらさぎプロジェクト」としては２カ年度の取り組みで、ＤＢの骨格が整った
ことにより大学側（支援側）の情報提供のしやすさの点で向上しており、１０数
件の新たな共同研究契約につながっているとの連絡を参加校からは得ている。共
同研究先企業名を挙げることはできないが、特許譲渡の事例も出て大学から見れ
ば本プロジェクト中心に単願特許に関して計数千万円超の収入につながっており、
今後の各企業による事業成果が期待される。出展が切っ掛けのＪＡＩＳＴと金沢
医科大との共同研究は企業を入れてＯＰＥＲＡ申請、採択につながり、滋賀医科
大では秋田大発ベンチャーとの測定受託ビジネス検討が始まった。また、昨年度
（２０１８年）は大学以外で北陸産業活性化センター（ＨＩＡＣ）と富山県アルミ
産業協会も参画したことで大学だけでは展開し得なかった事例も出た。富山大一
押し分野で（
「軽金属研究会」開催 12/3 を切っ掛けに）地域のアルミ産業＊ 6 と
研究力に関するプロモーションビデオ（ＰＶ）＊ 7 を作成、マッチングイベント
（11/29 富山）でプレゼンした富山大教授がＨＩＡＣ主催のバイオセミナー講師
に招聘（しょうへい）
、北陸経済界への情報発信の機会となった。富山県アルミ
産業協会が会員企業に仲介、富山大の２教授とのアルミ鋳物に関する申請が富山
県イノベーション創出事業に採択された。
単願を生かす点では、本取り組みに並行して福井大では有望そうな単願を知財
部門からＵＲＡへ伝達し、彼らが学内を取りまとめて提案、地域イノベエコシス
テムにつながった例があり、コンソーシアムを形成し地域の特長である
“メガネ”
を生かした新たな産業形成に進んでいる。今、
“単願数不足”の指摘に対し、一
校では１００件余でも、７大学連携により６００件余、発明研究者１４０名ほど
のＤＢが構築され件数的には前進したが果たしてどうか。電機業界に比するまで
もなく企業レベルでのポートフォリオマネジメントからすれば十分とは言えず、
ビジネステーマに集約、提案できていない。各校の特長分野での単願を活かすＵ
ＲＡの（原石を磨く）活躍と大学間連携の促進が期待される。
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＊ 6

高岡市を中心に呉西（ごせ
い）６市の中小企業等
＊ 7

高岡市公式ホームページ
「ほっとホット高岡」に掲載
https://www.city.
takaoka.toyama.jp/
sanki/event/6shirenkei.
html#koukinou（accessed
2019-07-15）

連載

Serialization

地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすか

第６回

大学発地域創生
文部科学省がまとめた「２０１７年度

三重モデル新たなフェーズ
登坂

組織的産学官連携活動における主な取

とさか

組方針及び取組事例」
のなかで、三重大学は二つのプロジェクトを紹介している。
「地域創生を本気で具現化するための応用展開『深紫外ＬＥＤで創出される産
業連鎖プロジェクト』
」は、同大学が確立した深紫外ＬＥＤの基板作製などの技

和洋

かずひろ

群馬大学 研究・産学連携
推進機構 特任教授

術がベースで、同省の同年度「地域イノベーション・エコシステム形成プログラ
ム」に採択された事業である。
「ロート製薬－三重大学共同研究～１００年時代を生き抜くために、
“三重県”
発の健康食材を解析～」は①両者の独自素材の機能性を研究し新しい健康素材を
見いだす、②三重県発祥の本草学（中国に由来する医薬に関する学問）を現代の
技術で研究し直し、新しい健康学として確立、③地域活性化に貢献――を目指す。
いずれも独創的な切り口だが、本稿のテーマはこれらの内容ではなく、その背
景にある同大学の地域連携への構えだ。同じ資料にある「取組方針等」の中の「産
学官連携活動における得意分野とその具体例」に次のようにある。
「県内唯一の国立大学として県内公共団体と良好な関係を構築しており、また
三重県産業基盤の特徴（北部の二次産業、南部の一次産業）＊１を踏まえた地域拠
点サテライトの活動を強化している」とし、その結果として同年度に「公共団体
との共同・受託研究６０件、県内中小企業との共同研究１０２件の実績を残した」
と誇らしげに記している。この実績をどう評価すればいいのか。

＊ 1

桑名市、四日市市、鈴鹿市
を中心とした北部は中部経
済圏の一翼を担う工業地帯
で、自動車、電機分野の大
企業の工場が集積し、大企
業向けの部品製造で高度な
技術を蓄積した中堅企業が
数多く存在している。

■同一県内企業および公共団体との連携件数
それを読み解くデータは同省の「２０１７年度

大学等における産学連携等実

施状況について」にある。
この調査は国公私立大学（短期大学含む）
、国公私立高等専門学校、大学共同利
用機関計１，
０６１機関を対象に、同年度における企業等との共同研究、受託研究、
治験の実績、知的財産の活用、制度・組織・人の配置などを調べたものである（毎
年実施しているこの調査のデータは本連載の中で何度か使用してきた）
。
調査結果分析のほか「個別実績」が掲載されている。
「企業との共同研究実施
件数」「企業との共同研究費受入額」
「知的財産権等収入」など２０テーマについ
てそれぞれトップ３０の機関名とその実績、前年度順位を一覧にした表だ。
「個別実績」の最後の２ページは「地域社会との産学連携関係」という項目名
で、そこに、調査結果分析では一言も触れられていない――その意味では奇妙な
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――データが掲載されている。
「同一県内企業及び地方公共団体との共同・受託
研究実施件数」だ。
「同一県内企業」とは、大学等と契約した企業が同一都道府
県内にある企業を指す。全国を八つの地域に分け、それぞれの地域で件数のトッ
プ１０機関を紹介している＊２。
表１はこの中から、大企業の本社が集中している「関東地方（東京都のみ）
」

＊ 2

調査結果分析には、地域別
に分析したものや地域との
関わりについて言及したも
のはないから、これが地域
社会と大学の産学官連携を
示す唯一のデータである。

と「近畿地方」を除いた６地域についてそれぞれ上位６機関（大学の所在地は省
略）を抜き出したものである。
表１

地方

大学名

２０１７年度 同一県内企業及び地方公共団体との共同・受託研究実施件数（地方別）

件数

受入額
（千円）

前年度
順位

東北大学
山形大学
北海道大学
北海道・東北
岩手大学
弘前大学
帯広畜産大学

143
107
103
55
54
50

506,875
87,126
200,595
52,571
75,551
26,679

1
3
2
4
9
5

茨城大学
（2位）筑波大学
（2位）群馬大学
関東
（東京都除く） 横浜国立大学
千葉大学
宇都宮大学

76
75
75
67
66
55

320,191
91,096
80,560
88,426
102,103
36,692

2
1
5
3
3
6

信州大学
金沢工業大学
新潟大学
北陸・甲信越
富山大学
山梨大学
金沢大学

159
93
90
78
44
42

173,487
95,605
171,365
96,270
25,123
34,179

1
5
2
3
6
4

地方

大学名

東海

名古屋大学
三重大学
名古屋工業大学
岐阜大学
豊橋技術科学大学
静岡大学

広島大学
徳島大学
岡山大学
中国・四国
島根大学
愛媛大学
鳥取大学

九州

九州大学
鹿児島大学
琉球大学
熊本大学
九州工業大学
宮崎大学

件数

受入額
（千円）

前年度
順位

241 1,332,149
152
141,769
133
256,143
94
97,179
78
180,984
75
138,180

1
3
2
4
5
6

158
82
77
72
70
67

379,893
189,318
177,323
118,060
80,077
85,623

1
2
3
5
4
6

152
101
84
77
76
67

526,098
132,521
565,804
188,511
65,565
68,375

1
2
3
4
6
5

「２０１７年度 大学等における産学連携等実施状況について」より

■地域産学官連携に特化した大学院研究科
データを見るとき注意が必要だ。東京都と近畿地方以外の６地方でも、産業基
盤、人口などの差が著しいので地方をまたがって件数を単純に比較するのは難し
い＊３。こうした格差は各地方内の県の間でも同様だが、さらに研究者数の多い
旧帝国大学などとその他の大学の体力差も考慮したい。
上記を踏まえたうえで表１を見渡すと、地方国立大学では、工学系単科系大学
を除き三重大学、山形大学、信州大学の件数が突出していることが分かる。東海
地方において、三重大学の件数は岐阜大学や静岡大学のそれを大きく引き離して
いる。中部経済圏の中心の愛知県（トヨタ自動車グループのお膝元）にある名古
屋大学の約６０％の水準。これは驚異的といっていい。三重大学は、県、市町村
や地域の企業と一体となって地域の創生を推進していることでつとに有名だが、
この実績はそれを裏付けている。
同大学は、県内４カ所に自治体の施設を活用した「地域拠点サテライト（三重
大学分校）」を創設し、各地の企業、自治体との連携関係を強化することで県土
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＊ 3

製造品出荷額を都道府県別
にみると、多いのは愛知県、
神 奈 川 県、 静 岡 県、 大 阪
府、兵庫県など。逆に少な
いのは沖縄県、高知県、鳥
取県、島根県、秋田県など
で、全国１位の愛知県の出
荷額は最も少ない沖縄県の
約１００倍だ。

全体を教育、研究のフィールドとして活用する体制と環境を築いている。
簡単に経過を見ると、２００４年、国立大学の法人化と同時に産学官連携を担
当する全学的な組織として創造開発研究センター（現在は「地域イノベーショ
ン推進機構」
）を設立。２００９年、地域産業界・自治体と連携した人材育成と
研究開発に特化した大学院（地域イノベーション学研究科）を設置した。また、
２０１１年には地域自治体への政策提言を行い、政策実現のためのプロジェクト
を実行する地域シンクタンクとして地域戦略センターを設立。２０１８年４月、
同センターの機能を取り入れる形で、大学の本部機能として地域創生戦略企画
室（室長は学長）を設置し、地域企業や自治体等との組織対組織による戦略的な
プロジェクトの企画、展開を行っている。同大学の取り組みは新たなフェーズに
入ったといえる。
大学院地域イノベーション学研究科に入学した社会人大学院生（中小企業経営
者ら）は三重大学の教員、自治体関係者、社会活動に関心がある医学部生らと夜
遅くまで議論する。地方国立大学は
「地域で活動する人々が分け隔てなく集まり、
協働作業を行う『たまり場』になり得る地域内の唯一の機関」だというのが三重
大学の地域連携を主導してきた西村訓弘氏（副学長（社会連携担当）
・大学院地
域イノベーション学研究科教授）の認識だ。三重大学も地域もイノベ―ティブに
なっていく＊ 4。
地域の中小企業等との共同・受託研究件数でトップクラスを維持している背景
には、１０数年にも及ぶ仕組みづくり、現場での地道な活動があるわけだ。

■評価される先駆的取り組み
筆 者 が 本 誌 編 集 長 時 代、 西 村 氏 に 幾 度 か 寄 稿 を お 願 い し た。 ２ ０ １ １ ～
２０１４年のことだ＊＊ 1。

＊ 4

経済産業省の２０１８年度
大学発ベンチャー実態等調
査によると、同年度の三重
大学発ベンチャー企業は
２１社で、地方国立大学で
は４番目に多い。
＊＊ 1

西村訓弘．連載「大学の社
会貢献・産学官連携 三重
モデル」第１回～６回．産学
官連携ジャーナル ２０１１
年３月号～８月号．
https://sangakukan.jst.go
.jp/journal/center_conte
nts/category_article/4_se
ries/1103.html，
（accessed
2019-07-15）
．
西村訓弘，武田保雄．地方
大学が地域に必要な大学と
なるために 三重大学・地
方大学シンクタンクの地域
貢献．産学官連携ジャーナ
ル ２０１３年２月号．
https://sangakukan.jst.
go.jp/journal/journal_
contents/2013/02/arti
cles/1302-04/1302-04_
article.html，（accessed
2019-07-15）
．
西村訓弘．三重大学 県の
政策と連動した地域産業界
の海外展開支援．産学官連
携ジャーナル ２０１４年９
月号．
https://sangakukan.jst.
go.jp/journal//journal_
contents/2014/09/arti
cles/1409-07/1409-07_
article.html，（accessed
2019-07-15）
．

当時も同大学の地域連携はユニークな取り組みとして関係者の間で注目されて
いたが、その後、大学改革の一つのモデルケースとして一躍脚光を浴びるよう
になったのは、国の地方創生、一方で国立大
学の３類型化が動き出し、“大学発の地域イノ
ベーション”を目指す先駆的な活動があらた
めて評価されたからである。
例えば、２０１６年３月２１日に開催され
た文部科学省主催のシンポジウム「地方創生
に資する日本型イノベーション・エコシステ
ムの構築に向けて」では、三重県知事が基調
講演（「大学との連携でめざす地域イノベー
ション！」）を、西村氏が事例紹介（
「三重大学・
三重県が一体となった地方創生」
）を行った。
２０１７年８月３１日の同省主催「オープ

日本の科学技術イノベーション政策の傾向
１０領域に分類して俯瞰すると・・・
【１０分類】基本政策、人材育成、産学官連携、地域振興
知的財産・標準化、研究基盤整備、研究開発資金制度
評価システム、国際活動、科学技術と社会

人材育成、産学官連携、地域振興の
３領域に共通する施策が増えている。
出所：科学技術振興機構・研究開発戦略センター「（研究開発の俯瞰報告書）日本の科学技術
イノベーション政策の変遷 ～科学技術基本法の制定から現在まで～」（２０１９年３月）

図１

日本の科学技術イノベーション政策の傾向
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ンイノベーション共創シンポジウム」のパネル討論には、西村氏が大学人の代表
として参加し、地方創生の促進に向けた地域と大学との連携について持論を述べ
た＊ 5。
同大学の取り組みはその後も注目されている。
三重大学の地域での活動を貫く「人材育成」
「地域産学官連携」
「地域振興」は、
わが国にとってもますます重要なキーワードになっている（図１）
。

■地域企業との共同研究の規模は小さい
文部科学省が「地域社会との産学連携」のデータを収録するようになったのは
２０１４年度版「大学等における産学連携等実施状況について」からである＊ 6。
国の地方創生の取り組みに対応したものだろう。
これらのデータについて、本論の調査結果分析でなぜ言及しないのか。
同一県内中小企業
（および公共団体）
との共同・受託研究の規模は総じて小さい。
このことが、
「組織」対「組織」の「本格的な産学連携」推進から外れるからな
のだろうか。２０１４年比で２０２５年までに企業から大学等への投資を３倍増
とするという政府目標があり、大学は大型の共同研究（１件当たり１，０００万
円以上）を増やすことが求められている。
あるいは、国立大学の３類型＝機能分化があり、各国立大学に求められる「地
域との連携」の性質、度合いが異なるからなのだろうか。

■本格的産学連携と相関関係
このデータについて気付いた点を挙げてみよう。
・三重大学とともに件数が突出している山形大学と信州大学は、地方国立大学の
なかで国内外の企業からの共同研究費受入額１位と２位である。
・企業からの共同研究費受入額トップ３０に入っている、山形大学と信州大学以
外の地方大学（熊本、徳島、横浜国立、山口、静岡の各大学。単科系大学を除
く）も総じて上位にあるか健闘している。
・大幅に順位を上げているのは弘前大学（９位→５位）と群馬大学（５位→２位）
。
・国立大学３類型の「特定の分野で世界ないし全国的な教育研究型」
（機能強化
の重点支援②）
、「卓越した教育研究型」（同③）を含めても、企業からの共同
研究受入額の多い大学は総じて地域連携でも実績を挙げている（規模が大きい
大学なので当然だが）
。
以上のことが読み取れる。本連載の第４回と第５回で、地域での緊密な産学官
連携活動が大学の研究拠点形成に大きく影響していることを述べたが＊ 7、
「同一
県内企業及び地方公共団体との共同・受託研究実施件数」のデータは地域連携が
持つ不思議なパワーを示しているようにみえる。
（次号に続く）
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本稿の三重大学の地域連携
に関する記述は、西村訓弘
氏の本誌記事、これらシン
ポジウムの資料、三重大学
サイトを参照。
＊ 6

２０１４年度は全国で件数
トップ３０機関のランキン
グ。２０１５年度版はトッ
プ３０の表に加え、新たに
８地方に分けたランキング
（各トップ１０機関）も収
録された。２０１６年度か
らは地方別だけの表になっ
た。なお、該当する全機関
のデータは各年度の「大学
等における産学連携実施状
況 共同研究実績（機関別）」
でみることができる。
＊ 7

２０１３年に採択された「弘
前大学ＣＯＩ」については、
同大学の取り組みに青森県
や弘前市などが乗り、さま
ざまな機関を巻き込んで県
民運動に広がっている、と
書いた。それは事実なのだ
が、一方で日本一の短命県
からの脱出は青森県民の長
年の夢。青森県議会でも（確
認できた範囲で）１９８６
年からしばしば取り上げら
れている。数十年という期
間でみると、健康増進とい
う地域の課題を解決するた
めに同大学の中路重之教授
が健康増進プロジェクトを
始めたともいえる。第１回、
第２回で取り上げた山形大
学、信州大学も地域連携が
躍進の引き金になった。有
機エレクトロニクスの一大
研究開発拠点になった山形
大学。山形県は２００３年、
世界で初めて白色有機エレ
クトロルミネッセンス（Ｅ
Ｌ）の開発に成功した同大
の城戸淳二教授を所長に迎
えて研究所を開設し、７年
間約４８億円を投じて照明
用有機ＥＬの開発に取り組
んだ経緯がある。信州大学
が医療機器の研究開発に本
格的に取り組むようになっ
たのは１０年ほど前、長野
県から新しい産業を創出で
きないかと相談があったこ
とがきっかけだった。

連載

Serialization

スタートアップ・ベンチャーの成功条件

第２回

経営者の能力

田部
たべ

貴夫

たかお

経営戦略研究所 理事

今回から経営者とビジネスモデルについて解説するが、スタートアップ・ベンチャーの場合、一般
の事業やビジネスと比較し、経営者の能力と行動が大きな地位を占める。特に、シード、アーリース
テージにおいて、投資や取引をしようとする者は、経営者の能力を重視する。そして、ステージが進
むにつれてビジネスモデルの重要性が相対的に高まっていくものである。そのような変化があること
を踏まえて読んでいただきたい。なお、ここでは、
「既存の価値観にとらわれない構想力…」といっ
た視点ではなく、人間としての経営者にフォーカスしている。

■基本的な能力
①情熱・強い想い
スタートアップ・ベンチャー経営者にとって、最も重要かつ必要なのは、事業に対する「情熱」で
あり、実現に向けての「強い想い」である。これがなければ事業は必ず失敗する。新しい事業が計画
通り進むはずはなく、多くの困難が待ち構えており、その際にギブアップしない精神力（
「覚悟」とも
言い換えられる）の源泉こそ、情熱、強い想いなのである。また、この分野では情熱や想いの源泉は、
自分自身の幸福より、社会の幸福の実現という大きな目的の方が、強い力になると言われている。
なお、スタートアップ・ベンチャーの事業推進のためには、
「人を巻き込む」ことが不可欠であ
るが、これを可能にするために、経営者の情熱、強い想いは絶対的に必要なのである。
②行動力・決断力
一般の経営者であっても行動力が必要なことは常識である。ただ、
「既にできあがった企業」で
は、過去の実績や事業環境を評価・判断し、計画を立ててから行動することが当然のように思われ
ている（つまり、確実性を求めてリスクを取ろうとしない）が、スタートアップ・ベンチャーにとっ
ては、まず、行動することこそが重要なのである。最近では、特に米国のシリコンバレー等の起業
家の考え方や行動を紹介する書籍などが多く世に出るようになり、彼らが「行動を起こす」ことを
重視していたことが理解されるようになってきた（もちろん彼らが、連載第１回で述べた「知の探
究・深化」を軽んじていたわけではないが）
。かつての日本のベンチャー的な起業家たちも、
「やっ
てみなはれ」
「やってもせんに。とべ！」といった言葉を残している。この、まず行動するという「ス
ピード感」「リスク感」は、新しいことに挑戦する企業にとって、普遍的なものなのである。
③冷静さ・自制心
いくら情熱や行動力・決断力が最重要といっても、行動の結果や置かれている状況などについて、
冷静に判断するということができなければ次にはつながらない。その場の感情に流されず、自制心
を持って対応できることも必要な能力である。他の基本的な能力とのバランスは難しく、もとも
と、このバランス感覚を保有できている者は決して多くはない。しかし、仮に冷静さと自制心に自
信が持てなくとも、数字や文字（文章）で説明する訓練を続けていると、冷静かつロジカルな判断
ができるようになる。また、「マインドフルネス瞑想（めいそう）
」などの活用も有効である。基本
的でありながら、意識的に強化できる能力と言えよう。
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■経営経験
経営経験がスタートアップ・ベンチャーの経営者に必要というと違和感を持つ読者も多いだろう。
しかし、事業家は多種多様で大量な判断、決断、マネジメントの経験を通して高い経営能力を自分の
ものにしなければならない。一般の経営においても、今では、経営判断の量が経営の質を高めること
は常識になっている。最近、起業家がビジネス経験を積んだ年齢層にも拡大しているということ、シ
リアルアントレプレナー（何度も新しい事業を立ち上げる起業家：連続起業家）が増加していること
も、このことを表している。多くの大学等の研究者や、サラリーマン的な限定された経験しかない大
企業の役員経験者がスタートアップ・ベンチャーの経営者として成功できない原因の一つでもある。
失敗体験について、日本社会は許容度が低いといわれる。特に、経営上失敗すると再起は難しい
というのは事実だった。失敗者の中には、それを経験として次の機会に生かせる者と、何度でも
繰り返す者が存在する。資金供給が、「融資・Ｄｅｂｔ」に限定されていた時代は、リスクを簡便
かつ低コストで抑えるため、失敗者全てを排除することは合理的な行動だったのである。しかし、
「投資・Ｅｑｕｉｔｙ」の世界では、日本でも失敗を次の成功のための経験と評価し、同一内容の
案件であれば「失敗」経験者が優先して出資を受けることが徐々に一般化しつつあるようだ。
さて、失敗を何度でも繰り返す者（遅かれ早かれ見捨てられる）と、経験として次の機会に生かせる者と
を見分けることは可能か。厳密に判定することはできないが、多くの経営者を見てきた体験から言えば、失敗
の原因を「他人：第三者、環境、運等」に求めている者は、何度でも同じことを繰り返す傾向にあり、
「自分：
努力が足りなかった、判断が甘かった、行動が身勝手だった等」に求めている者は、
「経験」として次に生か
せる可能性が高いのは確かである。

■情報技術の知識（常識だがあえて強調する）
最近では、ＩＴ、ＩＣＴ、ＡＩ、ビックデータなど情報技術関連の言葉が氾濫し、現実に、その意
識と技術なしに、新しいビジネスは存在し得ないと言って過言でない状況になっている。ビジネスの
内容によって重要度は異なるとはいうものの、スタートアップ・ベンチャーの経営トップは常に多方
面から新鮮な情報を収集することが必須である。情報技術の進み方はオセロに似て、一気に大きく変
化すると思って注意したい。

■コミュニケーション能力
成功した企業経営者には魅力的な人物が多い。特に、スタートアップ・ベンチャーでは、相当癖
が強くても人を引き付ける魅力があれば、大きな成功をつかむことも可能となる。魅力ある人物
は、多くの場合、自分の力以上の業績を上げることができ、事業がマイナス方向に向かうときも周
りから支援を受けられるものなのだ。この能力は、日常的な言葉で言うと、人に好かれる能力であ
り、広義のコミュニケーション能力である。経営者がステークホルダー（社内外を問わず）と良好
な関係を維持していることは、持続的発展を実現するためには不可欠なのである。
「ヒトを巻き込
む」ために非常に重要な能力の一つである。
なお、これに関係して、成功したスタートアップ・ベンチャーに共通する点の一つに、社内の一
体感がある。事業目的を共有し、経営者が社員（幹部クラスを含む）から、この人となら苦労がで
きると思われることで大きな力が生まれ、成功が導かれるのである。経営者と社員の間のコミュニ
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ケーションレベルが高くなければ事業の成功は期待できない。

■性格
性格も魅力の大きな要因の一つであるが、それだけでなく、経営者に向く性格というものがあ
る。自尊心が強く、命令より自分の判断を重視する（従ってサラリーマンが向かない）などがよく
言われるところである。スタートアップ・ベンチャーの場合は、これに加えて、基本的な能力の一
つである「行動力・決断力」の背景にある、強く思ったことにはこだわり抜く一方で、楽観的で細
かなことにはこだわらない（さっさと忘れる）という性格も重要である。コミュニケーション能力
の背景には、素直さや謙虚さ、明るさという性格がある。また、失敗や挫折をくぐり抜けて経営を
続けるには、レジリエンス（回復力、再生力、復元力）と呼ばれるしぶとさ、逆境に耐える力、粘
り強さも必要である。
このような「性格」は基本的に先天的なものであり、意識的（後天的）に身に付けることは難し
いが、自分の「性格」を意識することで、次の行動をコントロールすることもできる。とはいって
も、そもそも、好奇心がなければ、新技術・新事業を開発したり、創造的・革新的な経営ができる
はずがないことを考えれば、好奇心こそが、最も不可欠な性格といえるだろう。

■共同経営
非常に大きな成功を収めたスタートアップ・ベンチャーの経営者でも、上記の能力を有していない人
物も多くみられる。また、社長・ＣＥＯ（最高経営責任者）が、必ずしも技術、サービスの開発者では
ないケースも多くみられる。特に、
「テック系・ものづくり系」などの技術先行型に目立つ。このような
場合は、必ず共同経営者（経営陣）または有力な補佐が存在している。基本的な能力を除けば、共同
経営者次第で成功をつかむことができるということだ。また、米国ではよくみられる「プログラムマネー
ジャー」が、経営の初期段階でマネージすることもある。

■外部支援者
俗に「メンター」と呼ばれるような、精神的な支援者を身近に置くことができれば、スタートアッ
プ・ベンチャーの経営者にとって幸運なことである。あるときは背中を押し、あるときは経営者と
別の視点で問題を投げ掛けてくれる存在は貴重である。社外取締役であったり、直接経営とは無関
係な人物であったりと、態様はさまざまだが、単なる友人ではなく、経営に理解のある人物による
「メンタリング」は、成功に導く大きな要因と言えるだろう。

■経営者の能力はどのように判断されるのか（視点を変えて）
経験の豊富な投資家（ベンチャーキャピタリストを含む）や、自分自身が厳しい環境下で事業
を成功させてきた経営者やビジネスパースンは、非常に短い面談時間で、スタートアップ・ベン
チャーの経営者の能力と可能性を判断する（エレベーターピッチなど）
。最初から細かなビジネス
モデルを聞いているようでも、実は、経営者の対応を見て、能力と可能性を判断しているというこ
ともある。必要以上と思われる厳しい言葉を掛けたり、過剰に褒めたり、本質から外した質問をし
たり、一定時間ひたすら聞いて無反応で終わらせたりとテクニックはさまざまであるが、彼らが注
目しているのは、心の揺らぎである場合が多い。見たいのは経営者の本質である。
（次号に続く）
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産業技術調査

第１回

大学発ベンチャーの成長は
「出世払い方式」
で加速できるか

経済産業省
産業技術環境局
大学連携推進室

今や２０００社を超える大学発ベンチャー。イノベーションの担い手として産業界からの期待も
高まっているが、厳しい資金繰りが成長の妨げになっている。経済産業省では、そんなボトルネッ
クを解消する、「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き」を公表
した＊１。

■大学発ベンチャーの数は右肩上がり
大学の革新的な研究成果を実用化する担い手として、大学発ベンチャーへの期待は高い。最新の
調査では、日本における大学発ベンチャーの数は過去最高の２２７８社を記録した（図１）
。うち
６４社が上場しており、時価総額は２．
４兆円にまで成長している＊２。
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図１

日本における大学発ベンチャー数の推移

ただ、実用化までに長い時間と膨大な費用がかかる大学発ベンチャーにとって、資金繰りは死
活問題だ。一方で大学としても、次世代のベンチャー支援のためには一定の財務基盤を確保した
い。これまで、ベンチャーと大学の間で知的財産のライセンスなどを巡って交渉がうまくいかず、
大学がベンチャーの成長を阻害していると言われる場面もあった。

■「出世払い方式」でボトルネック解消
解決策の一つとなるのが株式・新株予約権による「出世払い方式」である。特許のライセンス
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などに伴い、将来ベンチャーが成長すれば価値が跳ね上がる可能性もある株式などを大学に付与
する。米国においては一般的な手法であり、ベンチャー側と大学側の利害を一致させることがで
きる。
２００５年に文部科学省がライセンスの対価としての株式取得を可能とする解釈を提示してから、
同省は数回にわたり柔軟な運用のための通知を発出してきた。そして２０１９年１月、科学技術・イ
ノベーション創出の活性化に関する法律が施行され、国公立大学が大学発ベンチャーへの支援を行う
に当たって、株式・新株予約権を取得・保有できることが、法律上初めて明記された。法的な枠組み
は着実に整備されてきたと言える。
しかしこれまで、歴史的に株式などの取り扱いの経験が少ない日本の大学においては、ノウハウ
の不足などにより、実践事例は極めて限定的であった。

■大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する調査
このような状況を踏まえ、経済産業省では、内閣府および文部科学省と連携し、大学におけるノ
ウハウ不足を解消するための「手引き」の策定のための調査に着手した。
検討に当たっては、大学、ＴＬＯ（技術移転機関）
、ＶＣ（ベンチャーキャピタル）
、公認会計士、
弁護士という一連の手続きにそれぞれ異なる立場から関係する有識者による調査委員会（図２）を
組織し、それぞれの立場からアドバイスをいただいた。
国内の先進事例および
「大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する調査」
委員会 委員名簿
◎各務 茂夫 東京大学 教授
産学協創推進本部 イノベーション推進部長
植波 剣吾 Beyond Next Venture株式会社 取締役
江戸川泰路 新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士
木村 彰吾 名古屋大学 経済学部 理事・副総長
後藤 勝也 AZX総合法律事務所 弁護士
坂井 貴行 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 教授
酒匂 孝之 早稲田大学 研究推進部 調査役（産学連携担当）
正城 敏博 大阪大学 共創機構 産学共創本部
テクノロジー・トランスファー部門 部門長
山本 貴史 株式会社東京大学TLO 代表取締役社長
（◎は委員長、委員長を除き五十音順、敬称略、肩書は当時のもの）

図２

大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する調査委員会の委員構成

米国の事例を調査し、４
回に及ぶ議論を経て、令
和元年５月８日、一連の
手続きにおける基本的考
え方と具体的な留意事
項 を 整 理 し た「 大 学 に
よる大学発ベンチャーの
株式・新株予約権取得等
に関する手引き～知的財
産権のライセンスに伴う
新株予約権の取得を中心
に」を策定した。

■手引きの内容
本手引きは大きく二つのパートに分かれる（図３）
。
前半では、大学が大学発ベンチャーの株式・新株予約権を取得する上での基礎的な情報（法律・
通知などが規定する範囲、考えられる意義、日米の具体的な取り組み状況）を整理した。
後半では、日本の大学の基本的なケースとして、知的財産権、特に特許のライセンスに伴い新株
予約権を取得するケースを想定し、当該ケースにおける新株予約権の「取得時」
「保有時」
「行使、
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株式の売却時」の３フェーズに分けて、大学が具体的に取り得る対応方針と先進事例を紹介した。
また、巻末には、東京大学における新株予約権契約書の例を掲載している。
大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き
～知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得を中心に～

前半
■ 日本の大学が大学発ベンチャーの株式・新株予約権を取得する上での基
礎的な情報（法律・通知等が規定する範囲、考えられる意義、日米の具
体的な取組状況）を整理。

※法令、政府からの通知、ガイドライン等の範囲内であれば、本手引きに記載している
以外の考え方や手法によって株式・新株予約権の取得等を行うことを否定するものでは
ないことを明記。

はじめに
目次
第1章 大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得の概要
1.1 大学による株式・新株予約権取得・保有が認められる場合
1.1.1 株式・新株予約権が取得できる大学発ベンチャーへの支援内容
1.1.2 株式売却に関する制限
1.2 大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得の意義
1.2.1 研究成果の活用・社会実装促進
1.2.2 大学の自律的なベンチャーエコシステム構築
1.3 大学発ベンチャーの株式・新株予約権を取得した事例
1.3.1 日本の大学の状況
1.3.2 海外（米国）の大学の状況
1.4 株式・新株予約権取得で大学が考慮すべきリスク
1.4.1 金銭的な損失
1.4.2 社会的信頼性やブランドの毀損

図３

後半
■ 日本の大学の基本的なケースとして、知的財産権、特に特許のライセンス
に伴い新株予約権を取得するケース を想定。
■ 新株予約権の「取得時」「保有時」「行使、株式の売却時」の3フェーズに
分けて大学が具体的に取り得る対応方針を紹介。

第2章 新株予約権（ストックオプション）に関する各検討フェーズにおける
留意点（知的財産権のライセンスに伴い新株予約権を取得する場合）
2.1 新株予約権の取得時
2.1.1 必要な体制
2.1.2 ＜新株予約権の取得判断の際のチェックリスト＞
2.1.3 実務上のポイント
2.2 新株予約権の保有時
2.2.1 必要な体制
2.2.2 実務上のポイント
2.3 新株予約権の行使、株式の売却時
2.3.1 必要な体制
2.3.2 実務上のポイント
第3章 今後の展望
第4章 参考資料

大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き（概要）

２００６年に設立し、全国に先駆けてライセンスの対価として新株予約権を東京大学へ付与した
ペプチドリーム株式会社は、２０１３年に株式公開し、初値で時価総額が１, ０１８億円となった。
東京大学は２０１４年事業報告において、新株予約権の行使および株式の売却による売却益が、収
入の増加に大きく寄与したことを伝えている。
今回の手引きでは、日本でもある程度実践事例の蓄積がある知的財産権のライセンスに伴う新
株予約権の取得を中心に記載したが、現在の枠組みでは、大学はインキュベーション施設の入居
料やコンサルテーションなどのさまざまな支援の対価として、株式・新株予約権を取得すること
ができる。
今後、この方式が広く普及することで、大学発ベンチャーの成長を大学がさまざまな形で支援で
きるというだけでなく、成功したベンチャーの資金の一部が大学に環流されることにより、大学を
中心としたベンチャー・エコシステムが、ますます充実したものになっていくことを期待したい。
（次号に続く）
＊ 1

大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/tebiki.html（accessed 2019-07-15）
＊ 2
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視点：Point of view
研究組織スラック
島津製作所の田中耕一氏が研究成果や新製品をこの

一方、スター研究者となるには、野球やサッカーの

ところ生み出している。２００２年にノーベル化学賞を

ように、まずレギュラーポジションをつかまねばならな

受賞した後、シニアフェローとなってからの新境地を迎

い。若手が革新的新分野を切り開こうとすると、スリム

えているようである。流動性能力と結晶性能力のバラン

化した現在の大学では、既存のレギュラーポジションに

スが良い若手研究者時代に田中氏は、初期の業績を出し

収まりが悪い。島津製作所のようにある程度の「組織ス

ている。その時期が過ぎた後、苦しみながらも若手研究

ラック」を許容しないことには技術ポートフォリオが拡

者を指導しながら業績を出すように進化している。田中

大していかない。

氏のそうした進化のプロセスを許容した島津製作所の経

イノベーション政策において、研究者のための「組

営姿勢は称賛に値しよう。この事例は、わが国が考えな

織スラック」についての議論が必要な時期に来ていると

ければならない課題を端的に示している。大学などにお

思われる。

ける研究者選別のロジックは既に十分示されている。

野長瀬 裕二

摂南大学 経済学部 教授、首都圏産業活性化協会
(TAMA 協会 ) 会長

編 集後記：Editor's note
聞きにくいことを学長に聞いてみた
記事の出稿元がどちらかと言えば、
「おなじみの国立

キャンパス新設と同時にとか、組織改編中で４月か

大学」
が多く気になっていました。文理連携、組織的連携、

ら本格的な社会連携部門を設置するとか、何かしらのタ

文系も、という流れを受け、過去ほとんど掲載のない私

イミングが必要だそうです。そして、帰り際に「連携本

立大学の社会連携や産学連携事業はどうなっているのか

部のような組織を設置したら埋もれないようぜひ、大学

が気になります。本当のところ、積極的なのか、その逆

のウェブサイトメインメニューに出してください」と冗

なのか――。大学のウェブサイトの、目次にあたる「メ

談とも本気とも思えるふうに言うと「もちろんですよ」

インメニュー」に出ているか否かで、力の入れようと組

と応じてくれます。

織が整備されているかがある程度分かります。そして学

社会連携や産学連携が文系私立大学でも、今以上に

長の考え方しだいで計ることができます。しかし実際に

活動的になれば、「雑務」の一言で片付けられない重要

各大学の学長に話を伺うと表に出していない（出す余裕

なポジションとなるはずです。そうなれば、「選手層」

がない）だけで、結構活動的な場合が多かったりするの

の厚みも増すものです。

です。

本誌編集長

産学官連携ジャーナル（月刊）
2019 年 7 月号（7 月 15 日発行）
https://sangakukan.jst.go.jp/journal/
PRINT
ONLINE

ISSN 2186 － 2621
ISSN 1880 － 4128

編集・発行

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）
産学連携展開部
産学連携プロモーショングループ

編集長

山口 泰博

問い合わせ先

〒 102-0076
東京都千代田区五番町 7
K’s 五番町
TEL：
（03）5214-7993
FAX：
（03）5214-8399

山口泰博

Copyright ©2019 JST. All Rights Reserved.

Vol.15 No.7 2019

31

「産学官連携ジャーナル」は国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）が発行する
月刊のオンライン雑誌です。

URL: https://sangakukan.jst.go.jp/journal/
●最新号とバックナンバーに、登録なしで自由にアクセスし、無料でご覧になれます。
●個別記事や各号の一括ダウンロードができます。
●フリーワード、著者別、県別などからの検索が可能です。
問い合わせ先 : 産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ
TEL： 03（5214）
7993 FAX：03
（5214）
8399
E-mail：journal@jst.go.jp

