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巻頭言

Foreword

安全を科学し
“安心”
を創造する

株式会社千代田テクノル 代表取締役会長兼社長
一般財団法人放射線利用振興協会 理事長

細田
ほそだ

敏和

としかず

今年上期のニュースの大半は、
「新型コロナウイルス」関連が占めました。
新型コロナウイルスの感染予防には、手洗い、うがい、マスク着用の励行と「三密」を避けることが有効
とされていますが、これは放射性物質の汚染防止・放射線防護の考え方とよく似ています。
放射性物質の汚染防止のためにはゴム手袋、吸入防止のためには防護マスクを着用します。
三密は、「密閉」
、
「密集」
、
「密接」ですが、放射線の場合には、放射線防護の３原則＝「時間」
、
「遮蔽
（しゃへい）」、「距離」があります。
新型コロナウイルスは、ウイルスがどこに付着しているかが分からないことと、ウイルス保有者も見た目
には分からないこと、新型コロナウイルスの性状がまだ完全に解明されていないこと、感染して重症化する
スピードが早く既往症との合併症で死亡に至ることが多いことから、人々に恐怖を与えています。
一方、放射線・放射性物質（放射能）も目に見えずよく分からないから怖いし不安だと言われていました
が、今は放射線の発生源（汚染場所を含む）は、測定器で簡単に検知できます。
新型コロナウイルスも放射線と同じように、ウイルス保有者や付着している所が検知できるようになれば
良いのですが…

また一日も早くワクチンができて安心して生活できるよう願うのみです。

放射線の場合は、被ばく線量や、集積線量によって障害発生の可能性があります。
２０１１年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故で福島県内の比較的放射能汚染度が低い地
域に避難された方々を対象に、２０１１年７月から住民の方々の放射線被ばく線量を「ガラスバッジ」＊１で
測定を開始して、ピーク時には、２９．５万人の方々が「ガラスバッジ」を着用しました。現在までに総測
定数は３００万件を超えています。
また、地域・住宅の除染が終わり汚染基準値以下となり、避難指示が解除され帰宅された方々についても、
国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）のご協力で、国立研究開発法人産業技術総合研究所（ＡＩＳ
Ｔ）と共同開発した長期間（４００日間＝世界初）電池で測定できる被ばく測定器「Ｄ－シャトル」＊２を着
用していただき安全を確認しています。
過去に起きた米国のスリーマイル島原発事故（１９７９年３月２８日）
、ソ連チェルノブイリ原発事故
（１９８６年４月２６日）でも一般住民が専用の被ばく線量計で放射線被ばく線量を測定した例はありませ
ん。日本が初めてです。
今後福島県の住民の方々が、がんなどに罹患（りかん）された時には被ばく線量値との関連調査がなされ
るでしょう。
国に働き掛けて自治体と共にこれらの貴重なデータを解析して後世に伝えられるようにしたいと願ってい
ます。
＊ 1、＊２の写真は目次下に掲載しました。
2020.7
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関東学院大学の規矩大義（きくひろよし）学長は、大学経営トップでありながら、経営の舵取りに
加え、教員として教育や研究、そして社会連携や産学連携活動もこなす。企業出身だからこそ見え
てくる研究と人材育成、連携などの私大の在り方をうかがった。
（本誌編集長

山口泰博）

神奈川県横浜市金沢区に本部を置く関東学院大学は、１８８４年に横浜・山手で創立された
横浜バプテスト神学校を源流とする伝統ある大学だ。１３６年経た今では、国際文化学部、社
会学部、法学部、経済学部、経営学部、理工学部、建築・環境学部、人間共生学部、教育学部、
栄養学部、看護学部と研究科を擁し、学生数は１万１０００人ほどで総合大学として私大中堅
の一角を成す。

コロナ対応で大わらわ
話をうかがったのは、コロナで緊急事態宣言が出される前だった。全国の大学では、休校に差

関東学院大学 規矩大義学長インタビュー

し掛かり授業の在り方が模索されている最中だ。全学部全学科の授業をオンラインに変え、その対
応で全学が思考錯誤していた。しかし全ての授業を動画で制作し配信するのは無理だという。
インターネットを通じて、ｅラーニングを配信するプラットフォーム学習管理システムの
ＬＭＳ（Learning Management System）を使用し、
学生に課題を提示、
添削することを中心にし、
その一部に画像をはめ込んだり、パワポに説明動画をはめ込むなど９０分フル動画にしない教
材を急きょ作成し授業をスタートさせたばかりだった。
ＬＭＳを使えば受講者と教材、進捗の管理、受講者への講座割り当てといった学習管理が可
能だ。一方通行にならないようアンケートやディスカッションもでき、コミュニケーションを
促す機能も搭載している。アクセスが集中しサーバーがパンクしないよう生配信にしなかった。
しかし問題も浮上してきた。全ての学生がパソコンを持っているわけではない。情報環境が
自宅に整っていない学生にはパソコンを貸
し出すなどの支援を行った。どんな問題が
生じるか見通せないこともあり、２週間単
位で見直すことにした。いずれにしても、
夏休みは短くせざるを得ない。
移動制限がある中、普段なら企業に予約
して使ってもらうべき大学保有の実験装置
も空いている。空いているからこそ使って
もらいたいが、使用を控えてもらうことに
した。貸し出すことで人の移動が起こるか
らだ。教育の現場では奮闘が続く。
規矩大義 学長

収益事業の歴史
「産官学」連携は、旧制の関東学院工業専門学校時代にさかのぼる。当時学内には実習工場を
設置していた。現在まで続く伝統でもある。「大学には工場があって、夜間の学生がその工場で
働き、その給料で大学に通う。そんな歴史がありました。収益事業をやっていい。そんな学風
4
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が備わっていて、キリスト教がベースとなる慈善事業が目的でした」と規矩学長が言うように、
校訓に「奉
仕」を掲げ、社会に還元できる研究活動を推進するために、
学内外と連携は、
大学のＤＮＡの中に記憶され、
外部企業との連携は創立時からごく当たり前に続いていたという。

研究は最先端ばかりではない
―G 型大学か L 型大学か、その言葉が注目を集めた時期がある。「第 1 回まち・ひと・しごと創生会議」において経
済活動で捉えたとき、世界を見据えた「G（グローバル）
」と地域ごとの経済循環で捉える「L（ローカル）
」の二つ
の視点で分類した。その考え方を日本の大学にも置き換えるべく「第 1 回実践的な職業教育を行う新たな高等教育
機関の制度化に関する有識者会議」では、大学を、グローバル・エリートを育成する「G 型大学」と職業訓練や社
会に出たときを想定した実学を主に地域の労働者を育成する「L 型大学」に改編すべきとの考えに基づく。G 型は
研究重点大学で、最先端技術などで世界に通じる研究分野の人材を育成する。

規矩学長

私が着任した２０年ほど前は、そんな取り組みから遠ざかっていました。当時、社会科学系

の教員は、自主独立研究が多く大学組織として、社会に打って出ようとしたときに、研究なのか教育な
のか悩ましい問題がありました。
Ｌ型かＧ型か注目も集めた時期がありますが、研究を前面に押し出そうとしたとき、最先端ばかりを
研究するのは現時点では難しい。全員が最先端の研究ができるわけではないからです。ならば、本学で
は教育に活用できる研究へと基軸を据えたほうがいいのではとなりました。その方向で１０年ほど前か
ら徐々に進めてきたのです。
―科学技術基本法が変わりますが、法が変わることで大学として変わることはありますか？

規矩学長

３．１１（東日本大震災）を機に地震防災を研究してきた者として、
純粋な理系の考え方だけで、

防災や復興を研究できるのか…建造物を直すことや土地を残すなどの課題を、理系だけで進めていいも
のかとそんな思いがすごくありました。一方で、復興を進めていくとき事務官みたいな人たちがわーっ
と入ってきて理系とは相入れない計画ができることもあります。そして学内でも同様の声が挙がり始め
たことから、文部科学省の私立大学研究ブランディング事業に応募することにしました。当時は純粋に
表面工学分野だけで応募しましたが不採択でした。そこで、待てよと考え直しました。オール関東学院
大学でやるべきではとなり、防災・減災・復興学という新しい学問を作ろう、そんな思いで応募すると
平成２９（２０１７）年度に採択されたのです。そこで人文・社会科学系がどんなふうにコミットでき
るかトライしました。
―しかし２０１９年で打ち切りになりましたね。助成がなくなるとプロジェクトもシュリンクすることもありますが。
文系の先生方はどのように。

規矩学長

防災・減災・復興学といえば、土木か建築が定番でしたが学部から代表者を参加させるので

はなく経済や文学、看護学など全学部から関われそうな先生方を一本釣りで声を掛け集まってもらい、
三つの柱を設け、学際的研究に取り掛かりました。答えが出なくてもとにかくやってみよう。そんな思
いです。すると文系の先生方からも自分たちの研究がこんなことに役立つ、貢献できるという声が出始
めました。そして前向きな意見が増え始めてきました。防災関連だと、自治体の経済局のような部署か
ら経済の先生が依頼を受けて研究する事例はよくありますが、建設関連の部署だと文系の先生の個人ネッ
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トワークやモチベーションだけでは関与しにくいですよね。
―学長が考える産学連携は？

規矩学長

国公立の大学や、大手の私大のように大きなファンドで大きなプロジェクトを展開するのは

本学の規模では難しい。多くの私大は、教育にどれだけ貢献できるかが判断基準にならざるを得ません。
それと教員の特性にも依存します。だから、産学連携は決して、産業界のためだけに存在しているわけ
ではありません。企業のニーズに貢献することは前提としてあるのは当然ですが、先生方には教育にど
う貢献できるかも考えてほしいですね。直接的に無理でも学生が積極的に関与できる産学連携です。プ
ロジェクトを大学院生が生で見ることができ体験できるように。そこに学部横断、大学間連携が噛み合
えばもっといい。
―理系は論文にしやすいようですが文系は論文にできますか。

規矩学長

文系は論文にしにくいわけではなく、書籍にまとめることに主眼が置かれているからでしょ

う。レポートでもいいのでペーパーとなり外に出ていくことは大事です。私は社会連携教育と言ってい
るのですが、企業や地域とは多種多様なプロジェクトが可能です。特に文系のテーマの中には、学生参
加という大きな期待が持てるものがたくさんあります。

社会に教育を頼むのは手抜き、大学が社会に貢献しますはうぬぼれ
―社会連携や地域連携、産学連携と言葉がたくさんありますが微妙に意味が違いますね。世間には非常に分かりにく
いですが。

規矩学長

社会連携と産学連携は似たようなイメージですが、社会に学生の教育を一部だけお願いしま

すと言うのは、大学と学生の手抜きです。大学が社会に貢献しますというのはうぬぼれです。社会にとっ
て、１８歳そこそこの学生とコンビを組んでできることはたいしたことではありません。だけど社会連
携活動の場で、知識や能力の乏しさに気付くはずです。学生がそう意識することで、やはり大学の授業
で学ばなくては、社会に出たときに役に立てないと感じてほしいのです。活動を通じて対応力が身に付
いていくのだから、実社会に出る前に経験してほしいのです。進路を決める上で、もっと勉強しなけれ
ばと思うきっかけになればいいのです。その課程で企業や地域も、学生が参加することで、
「こんな発想
が」
、
「こんなアイデアがあるのか」と思ってもらえた
らもっといいですね。しかし企業も大学と組んだから
コストをかけずに必ずいい結果が出ると思われても困
ります。ウインウインで互いに知恵を出し合わなくて
はなりません。私たちの目標は、課題の答えが出るの
ではなく、持続的社会から答えを導き出す課程で横か
ら学んでいる学生が次のネタを考えられるように、次
の貢献ができるように学生を育てながら社会産学連携
教育と研究を実践する ... これが中堅私大の使命なの
ではないでしょうか。
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―学生数１万人以上の総合大学、可能性が広がりそうですが。

規矩学長

まさに今は、土木（建築・環境学部）と看護学

部の教員が組んで、トリアージの考え方を地震防災の現場
で生かせないか検討しています。トリアージとは、患者の
重症度に基づいて治療の優先度を決定して選別を行うこと
で、看護の現場で防災に関わる際にこのトリアージを基に
看護活動を展開します。トリアージを知らない建築・環境
学部には新しい発見がありました。
―どんな組織体制なのでしょうか。

規矩学長

窓口は二つあって、街づくりなどざっくりしたニーズがテーマの場合は、社会連携センターで、

研究に対する具体的なイメージが見えるものは総合研究推進機構です。社会連携センターは、研究分野
のニーズを結びつける窓口として２０１４年４月に開設しました。総合研究推進機構は、研究の推進や
向上、そして研究を通し本学の社会的使命の達成を目的としています。科研費や補助金といった競争的
外部資金を獲得するときの、研究、教員のサポート役です。そして学内のシーズと学外のニーズをつな
ぎ産学連携、知的財産の管理や運用も担っています。
―学外からすると一本化してもいいのでは。

規矩学長

隣接した部門なので場所も隣同士で常に連携していますよ。風通しも良く、打率は非常にい

いですよ。
―URA やコーディネーターは。

規矩学長

本学は、国立大や大手私大のようにＵＲＡを何十人も雇えません（笑）
。ＵＲＡ兼コーディネー

ターのような役割の人材は実は、学内の職員に適任者がいます。先生方の研究内容や特性（人がら）を
熟知するＵＲＡがいて、うまくマッチングさせてくれます。
―関東学院大学は、どのような産学連携を目指しますか？

規矩学長

学長の考えを聞かせてください。

地域なのか研究なのか考え方はいろいろありますが、企業や社会の求めを満たしつつも、学

生が関われるのがポイントです。教育と人間形成につながるからです。関わった学生は、必ずあなた方
の業界や会社、地域に役に立つ人間になりますよと言えるようにね。

すごく働く学長そして異端
―すごく働く学長と小耳に挟んでいたのですが、エフォートはどのような配分ですか。

規矩学長

１００を２００にできればいいのですがね。ドクター１人、マスター９人、学部生１０人の
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研究室を持っていて、授業は学部３コマ、大学院１コマです。それなりに結構な時間が必要です。
―それに加えて、学長という経営トップとして大学経営を見ながら、研究と産学連携も実践されています。

規矩学長

９時から１７時を１００とすると、１５０くらいがベースの仕事で、５０くらいが研究や産

学連携活動でしょうか。８時出勤で２３時退勤ですね。
―働き方改革からするといけませんね。

規矩学長

絶対ダメですよ。怒られます。自分が好きで自主的にしていることで、他の職員や先生方は

まねしてはいけません（笑）
。
―企業を経験して大学へ来られたことは大きいですか。

規矩学長

それは大きかったですね。佐藤工業（中央技術研究所）はゼネコンなので純粋な研究は

２０％、現場の技術対応が８０％ほどでした。大学は決断が遅いし、決まっても２年後ですか？

みた

いなことがありました。今日決めたら明日からやればいいじゃないかと思うことはよくありましたよ。
でもそれが難しい。今までこうしてきたからまた同じことをするようなことが多くて。新しいことをす
るのになかなか踏ん切りがつかない。そこは企業文化と違うなと感じた部分です。しかし大学側から見
れば私は異端かも知れません。

大学発ベンチャーの草分け
産学連携や大学発ベンチャーの草分けとして知られる「材料・表面工学研究所（材表研）
」
（湘南・小田
原キャンパス内）は、１９５４年に世界で初めてプラスチック表面にめっき加工を可能にした。その技術
が、バンパーやプリント基板など自動車部品に採用され軽量化を後押しし、燃費向上にも役立ってきた。
１９４６（昭和２１）年 関東学院工業専門学校（現関東学院大学）の実習工場として実習のかたわら
営業開始した関東化成工業株式会社だが、事業拡大に伴い関東学院から分離独立した。
「めっき」などの
表面処理技術の研究開発と実用化で自動車メーカーをはじめ国内外で実績を積み重ねてきた。
文部科学省が毎年発表する「大学等における産学連携等実施状況について」では、特許権実施等件数、
知的財産権等収入、特許権実施等収入、研究者１人当たりの特許権実施等収入額で常に上位に名を連ねる。

ＪＲ関内駅前に横浜・関内キャンパス
社会連携も加速
横浜市は、横浜駅周辺、横浜みなとみらい２１（ＭＭ
２１）地区、関内・関外地区と北から南に連なる横浜都
心を形成し、「THE YOKOHAMA」と言えばこれらの
エリアだろう。
関東学院大学は、関内地区に広報活動、学会・研究会
や卒業生の会合、さらに横浜地区を中心とした企業や行
政などによる催し物など多目的に利用するＫＧＵ関内メ
横浜・関内キャンパスの全景イメージ
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ディアセンターが稼働している。
さらに、２０２２年４月に横浜市都心部のＪＲ関内駅
前（横浜市教育文化センター跡地）に新しく横浜・関内
キャンパス＊１（仮称）を開設する予定だ。
規矩学長が述べているように、企業や自治体などと連
携した社会連携教育に熱心に取り組む。横浜・金沢八景
キャンパスに置く法学部法学科、地域創生学科、経営学
部経営学科、人間共生学部 コミュニケーション学科は
文系でも特に積極的で親和性の高いことからこの新キャ
ンパスに移転させる計画だ。
国際都市、港湾都市、行政や商業の中心地で観光と文

横浜・関内キャンパスの断面イメージ

化資源も豊富な関内・関外地区で、地域、企業、自治体などと連携した社会連携教育をさらに高めるこ
とが狙いだ。
それらの大学の教育施設の機能だけでなく、ホール、ギャラリー、コワーキングスペースなども設置し、
一般利用も想定。地域との連携にも一役買いそうだ。さらに市民向けの社会人教育プログラムも計画し、
立地を最大限に生かそうとしている。

横浜中心部に集結する横浜関学、神大、横市、横国
ＭＭ２１地区には、
２０２１年４月に神奈川大学が、
地上２１階、地下１階の「みなとみらいキャンパス」
を新設する。横浜市立大学（金沢区）は、新設の「データサイエンス研究科」の大学院や社会人向けの
教育プログラムを行う目的で２０２０年４月、ＭＭ２１地区の横浜ランドマークタワー内にサテライト
キャンパスを開設した。さらに横浜国立大学は１０月にも関内地区にサテライトキャンパスを新設する。
企業との連携を加速させたい構えだ。
今年から２０２２年にかけて関内とＭＭ２１地区の横浜市中心部へ相次いで大学の進出ラッシュの様
相を呈している。
―キャンパスを移転するには大きなハードルがありそうですね。

規矩学長

関内移転は、学生募集の側面もあるものの社会連携を推進するには人が集まりやすい利便性

の高い立地は欠かせません。これまでは大規模大学の神大さんを追いかけるようなところもありました
が、これを機にさらに大学連携が進展することも期待しています。
規矩学長

これまで見てきて感じるのは、拙速に時代の波に合わせても研究は１０年一区切りだという

ことです。いらないと思っても１０年後に必要だった。そんなことはよくあることです。だからこれま
で培ってきた教育や研究は大事にしていかなくてはなりません。仮に弱い部分があるなら学外とコラボ
して補えばいい。
今ある学部や研究に光が当たるようにしなくては。経済・経営が強い時期もあれば、理系が強い時期
もあります。決してどちらか一方が独り勝ちするようなことはありません。時代の波に乗る必要はない
のです。受験生が学部を選ぶとき、景気がいいと文系が人気で、悪いと理系が人気です。一生で考えたら、
波に惑わされることはないですよ。自分のやりたいことをすればいいのに。学部で人生が決まるわけで
はありません。
2020.7
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―大学の研究で売りとなるのは何でしょう。

規矩学長

材表研のめっき以外では防災・減災・復興学です。材表研では業界を束ねて特許を取って活

用する。オープンにすることで業界の発展が期待できます。１社が独占すると広がりません。企業と開
発した技術を、大学が単願で特許を取らせてもらって、非常に安い実施料で中小企業に使ってもらうス
キームです。そして次の技術開発を続けていけるのです。これをおよそ５０年やってきました。大学は、
特許の維持費と研究ができればいいので、その費用だけ賄うことができればよくて、ビジネスで儲けよ
うという気はありません。
防災・減災・復興学は、防災工学と同じと思われがちですが、そこに人文社会も交えて発展させてき
ました。この二つが大きな柱です。もう一つは社会連携です。経営学部のＫ−ｂｉｚ（ケービズ）は、
社会連携を効果的に行うためのプラットフォームです。全国の企業が課題を持ち寄って、学生が課題解
決のお手伝いをする。
―喫緊の課題は。

規矩学長

改組を随分と実施してきました。しかし最もやらなくてはならないのはＦＤ（Faculty

Development）です。学生が感じる大学教育の満足度を高めなくては。それが大学のバロメーターです。
―顧客満足度。

規矩学長

すごい先生がいるとか、有名人がいるとか…、それはそれでいいのですが、最終的には学生

にコントリビュート（貢献する）してくださいねとお願いします。研究が得意で授業が少しばかり苦手
でも、教養や知識では学生を圧倒的に凌駕（りょうが）し尊敬される先生はおられると思います。
―私大の社会連携産学連携はどうあるべきでしょう。

規矩学長

最近はＳＤＧｓが流行りです。これはものすごく大きなテーマですよね。一大学ができるこ

とは限られています。しかし社会には、
そのヒントは山のように転がっています。企業が求めるニーズは、
それらを汲み取る必要がありますが、大学が取り組む課題は、社会全体に貢献する人材を育成です。そ
のことを分かっていることが大前提です。

大学教員は地域から声が掛からなくなったらおしまい
―私大文系の教員はどうすればいいでしょう。

規矩学長

学内でもよく話すのですが、
「俺らは関係ない」と考える人もいます。例えば科研費はどの分

野にでもありますが文系は、企業からのニーズはきわめて限られています。自分たちの研究が国に社会
に…と言うより、人に対してどんな影響を与えられるか、必ずニーズを持っている人はいると思うのです。
一人でできなければ、他分野の先生と共同で取り組む方法もあります。そんな視点で、そんな研究をして、
声の掛かる先生であってほしい一方、自分の研究と教育をリンクさせて、研究すればするほど学生への
教育レベルも上がるようにしてほしいと思います。一生かけて世界に通じる先端研究をする人もいます。
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注力すべきことです。大学全体で最先端技術の革新的研究を推進する道もあります。一部の私大はそれ
でいいのかもしれませんが、本学は、人材の育成で社会を支えることが最も重要な役割で、将来にわたっ
て技術革新できる人材を育てることが重要ではないかと思うのです。プロ野球は、少年野球から始まっ
て裾野が広いでしょう。
―研究も教育も産学連携活動をする学長は少ないですね。産学連携施策は、つまるところ学長の考え方で変わるよう
に思うのですが。

規矩学長

つまるところ「フットワーク」ですね。大学の利益ばかり主張していても産学連携は進みま

せん。ビッグプロジェクトばかり狙っていても、そんなに頻繁に実現できません。どんなものでもいい
から地域と関われるならやってくださいと。大学教員が、地域社会から声が掛からなくなったらおしま
いです。社会連携は文系も理系も関わるチャンスはたくさんあるのですから。

サインするだけの協定はしない
―協定を結んでノーアクションというところもありますが。

規矩学長

法学部に地域創生学科があり、法律社会の仕組みをベースにした連携を多く実施しています。

現在では２０の自治体で協定を結んでいますが、サインするだけの協定ならやめましょうと言っていま
す。テーマが明確でやるべきことがある程度見えているなら協定を結ぶことにしています。横須賀市で
は市議会とも協定を結んでいて珍しい協定です。これも差別化と言えるのではないでしょうか。
―研究については？

規矩学長

研究するのは当たり前のことで、それを社会なのか学生になのか教育なのか、何にフィード

バックするかでしょう。昔は研究者になりたいから研究職に就いた、その代償として授業をやっている。
そんな先生も少なからずいました。関東学院は、研究だけで一丁上がりではありませんよ。
―ありがとうございました。

同大学は三浦地域では関学、横浜周辺では関東と呼ばれるという。エリアによって略称が異なること
を初めて知った。社会の要請に応えてきた私大として、これを機に横浜を前面に押し出し、横浜・関学
や横浜・関大など全国的な統一の略称が必要な気がした。
「学長のリーダーシップの下」大学が発信する広報に踊る言葉だ。広報文などのように自ら発信する文
書ほど、本当にリーダーシップを発揮しているのだろうかと推し計ってしまことがあるが、学長とお会
いして、すぐに行動に移すフットワークの良さを感じた。これこそがリーダーシップなのだと。
＊1
地下２階・地上１７階、延べ床面積は２万５２２１ｍ２、大学機能は６〜１７階。地下１階と１階にエントランス・ブックカフェ・スポーツ施設、
２、３階にホール・ギャラリー、４階にマッチングオフィス・コワーキングスペース、５階デジタル図書館。地下１階〜地上５階は一般開放の
ほか市民向けの社会人教育プログラムなども。
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特別編集 ランキングから見る産連ジャーナル活用術

アクセス ランキングトップ１０
その記事が読まれた理由
本誌は、共同研究や事業化、コーディネート、大学発ベンチャー・起業、知的財産、国や自治体の
政策、人材育成、海外情報など産学連携の様々な事例を紹介することで、産学連携の推進に役立つ
よう、２００５年１月に創刊され今年で１６年目を迎える。さらに、２００７年には一般にも広く知っ
てもらおうとウェブサイトもオープンした。１６年６カ月（６月号）までに掲載した記事総数は
２, ６１８本。発行号平均にすると１４本。７月には１６年目にして初のサイトリニューアル予定だ。
この節目に本誌を丸裸にし、近年の良く読まれた記事のランキングを基に、傾向と本誌の活用方法
を特別編集した。これを機に、読者（ユーザー）、外部執筆者の方々も参考にしていただき、本誌の
有効的活用を期待したい。
（本誌編集長 山口泰博）

ランキング
本誌サイトには、過去３年間によく読まれた記事の上位１０本を公開している。当初はタイトルだけをリ
ンクさせていたが、出稿者によってアクセスランキングが上位に来ることから、記事の執筆者も併記した。
見出しと執筆者によって「読まれる・読まれない」が明確に出ているからだ。その理由は、ランキングを見
ながら解説していきたい。外部執筆者の多い本誌の特性上、今後の参考までに。
ランキング上位は次のとおり。

２０１７年ランキング
２０１７年１月〜１２月

順位

タイトル

執筆者

１位

博士１０人在籍の中小企業驚きの経営術

本誌編集長

山口泰博

２位

立命館大教授がパナソニックへ在籍出向
クロスアポイントメント制度で民間企業へは初

本誌編集長

山口泰博

３位

パナソニックが海外の大学と組む理由

本誌編集長

山口泰博

４位

日立×東大・京大・北大の共同ラボビジョンドリブン型
共同研究で産学連携を加速

株式会社日立製作所
同 山田 真治

５位

日本の大学発ベンチャーの現状と課題

早稲田大学 名誉教授／日本ベン
チャー学会 理事 松田 修一

６位

子どもも大人も参加する西予開成塾地域を変える異能人財の育成

愛媛大学 教授

７位

知財の

本誌編集長

８位

ＬＩＮＥと共同開発子どもをＳＮＳトラブルから守る教材

静岡大学 准教授

９位

黒い食材

鹿児島大学 客員教授

大学生の国際的産学連携「Ｄ−Ｌａｂ」

本誌編集長

１０位
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ケンカ屋

が語る日本の大学が大型投資を取り込む方法

菅原俊樹

坂本世津夫

山口泰博
塩田真吾

山口泰博

平原彰子

２０１７年のランキン
グ １ ０ 本 中、 筆 者 が 取
材・構成し書いた記事は
５本。見出しも自身で付
けた。
１位の「博士１０人在
籍の中小企業驚きの経営
術」。本来ならマスコミ
の話題になっていない地
方の中小企業ネタは上位
に来ることはない。実の
ところ筆者自身も期待は

ヤマキン博士会
2017 年 9 月号

特集

下段右端が代表取締役会長の山本裕久氏（当時）

中小企業で発揮する博士力

博士 10 人在籍の中小企業

驚きの経営術

記事から

していなかった。しかし
実際に話を聞いてみると、産連的には非常に面白く、山本裕久会長の考えにも感嘆した。その結果、話も弾
み取材も長時間に及んだ。となれば、筆（キーボード）も走る。この企業の取り組みは、地方の産連を大き
く前進させる究極の事例と言える。企業・大学双方で、息の長い強固なつながりを持つ記憶に残る取材だっ
た。そうなれば、見出しが躍り過ぎとなりがちだが、その見出しに引けを取らない内容となり、クリックし
たユーザーを裏切らなかったからと思われる。結果的に「産連のプロ」にも注目され、取材先も折に触れて
紹介していただいたようだ。
２位は、大学教員がクロスアポイントメントで民間企業へ出向する珍しさと、分かりやすさと第３者目線
の客観性が寄与している。
３位「パナソニックが海外の大学と組む理由」は、海外展開が苦手な日本の大学にとって関心の高いテー
マであり、日本国内の大学関係者やイノベーション推進企業の関心を誘った。パナソニックの取り組みとい
うこともあり本誌コンセプトからより広い一般的な経済記事となったことも起因したのではないか。
４位の「日立×東大・京大・北大…」は、当初筆者が取材し書こうと考えていたが、こちらで取材するか
日立の担当者に執筆いただくか選んでもらった。結果、日立の出稿となったが、これもグローバル大企業と
組み巨大マネーが動く東大式産学連携は、そのほかの大学にとって垂涎（すいえん）のネタとなった。これ
も究極の産学連携の一つでプロに支持されたといえる。さらに２〜４位は、誰もが知る大企業が絡む内容の
ため、産学連携の小さい枠に留まらず、経済記事や高等教育ジャンルに広がり、プロ以外の一般にも支持さ
れたといえる。
５位「日本の大学発ベンチャーの現状と課題」は、ベンチャーを語る上で「顔」ともいうべき松田修一先
生のネームバリューといえそうだ。
７位は、知財の

ケンカ屋

が語る日本の大学が大型投資を取り込む方法は、知財のケンカ屋という本誌

では付けづらいタイトルに加え、知財でビッグマネーをどう引き寄せるかの関心度、ホンダ、
「知財業界」
では著名な久慈直登氏のキーワードが貢献したと分析している。
８位は、世界中で利用者の多いフェイスブック（Facebook）とツイッター（Twitter）、インスタグラム
（Instagram）といったＳＮＳだ。とりわけライン（ＬＩＮＥ）は日本での利用者が多く国内では４大ＳＮＳ
と言える。そのためこれらのキーワードは、世間の関心がひと際高い。特に小・中・高校生など未成年が多
く利用するＬＩＮＥとＳＮＳトラブルは保護者である大人の関心が高いテーマだ。従って社会背景を得た
テーマは読まれる必然性がある。
９位は、実を言うと情報提供をいただいたとき「黒い食材」というテーマだけで行けると感じた。このタ
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イトルだけで想像できるし書いたときの中身も想像できた。何とか自分で書きたかったのだが残念ながら取
材に伺う時間が取れず、当初からタイトルを黒い食材ありきで平原彰子先生に執筆を依頼した。食材の特徴
を「赤い、黒い、白い…」と色分けをし、特集にしたかったが、残念ながら時間の制約でかなわず。特集と
して実現していれば、さらに読まれていたに違いない。
黒い画集、黒い樹海、黒い福音、黒い空…黒い食材というタイトルから思わずクリックしたくなると意図
したが、２０１７年のランキングでは、筆者執筆記事が５本。分かりやすく、客観性、タイトルの付け方が
重要で、補完的に検索に乗りやすい大企業、著名人がキーワードとして浮上した一例である。

２０１８年ランキングは、意外な結果が
２０１８年１月〜１２月

順位

タイトル

１位
２位

アクセス ランキング トップ１０

難病入門

難病と指定難病と障害、その違い

「共同研究」をやめませんか？

執筆者
本誌編集長／特定非営利活動法人
川口市障害難病団体協議会 理事
山口泰博
大阪大学 教授

正城敏博

３位

近大流最強コミュニケーション戦略
産学連携伝わらなければただの自己満足

本誌編集長

山口泰博

４位

既存薬と異なるアプローチで潰瘍性大腸炎とクローン病の新薬を
宮崎大学×ひむかＡＭファーマ

本誌編集長

山口泰博

５位

伝統技術で投資不要のヒット商品を生み出す
慶應義塾大学伝統工芸みらいプロジェクト

本誌編集長

山口泰博

６位

命の期限を区切られても諦めない

患者家族の執念が創薬を促す

本誌編集長

山口泰博

７位

小倉のスーパースター「はなちゃん」がビジネスに貢献する理由

本誌編集長

山口泰博

８位

和歌山大学で最も金を稼ぐ男

本誌編集長

山口泰博

９位

大阪工業大学×コニカミノルタ 自分のニオイ数値を知っていますか？

本誌編集長

山口泰博

２０年の「鎖国」を経て「開国」した関東学院大学
広報と社会連携がもたらしたその効果

本誌編集長

山口泰博

１０位

２０１８年は、１０本中９本が筆者の取材・構成・執筆原稿である。そして３本は難病をテーマにした特
集で、１位は産連とは無関係の難病や障害の基本的な情報を解説した記事だった。２位とは３倍以上引き離
し断トツだった。これは誰もが意外だったに違いない。筆者もこの記事が１位になると想定していなかっ
た。難病特集を読む上で事前に知っておくとさらに理解が深まる基礎的情報だ。
なぜそれほど読まれたのか。その理由は、筆者自身が過去、何度か新聞などで取り上げられたことがあっ
たこと、さらに自治体の障害難病団体理事として書いたことから、少なからず難病患者の中で名が知られて
いることと相まって本来の読者ではないイレギュラーなアクセスを獲得した。
それを証明するかのように２位は、共同研究を推進する本誌の立場から逆行した刺激的なタイトルの記事
だった。
この記事を書いていただくにあたり、正城敏博先生に直接意図を説明し慎重に進めた。場合によっては辞
退されるかもしれないタイトルであり、内容によっては問題視されるかもしれないオピニオンになるから
だ。１位になるのではと期待しながらも内心はドキドキだった。
３位は、毎年受験者数を伸ばし、刺激的な広報と広告手法がメディアで取り上げられ話題をさらっていた
14
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2018 年 4 月号

特集

指定難病に立ち向かう

難病入門

難病と指定難病と障害、その違い

記事から

近畿大学である。産学連携伝わらなければただの自己満足と挑戦的なタイトルも奏功した。コミュニケー
ションは「伝えたか」ではなく「伝わったか」伝わっていなければ意味がない。
４位は潰瘍（かいよう）性大腸炎とクローン病の新薬をテーマにしたが、特にこの二つの難病に絞れば、
筆者の部分的知名度による。６位は、特集の線上で、命の期限を区切られた難病患者の家族の取り組みが支
持されたかっこうだ。
７位は、産連業界のプロからは支持されないが、独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門
学校のベンチャーが手掛けた「はなちゃん」だ。体長約１５ｃｍの犬型のにおい計測ロボットは愛くるしく、
一般読者向けのホットな話題である。

におい計測ロボットのはなちゃん

８位は、迷わずタイトルからだろう。当事者の秋山演亮先生からは、一瞬だがこのタイトルに難色を示さ
れたが、何とか理解いただいた。
９位は、体臭といった触れにくいテーマに対し明快に取り組んだ興味深い記事となり、一般読者の共感を
得られたようだ。
１０位は、横浜の関東学院大学が２０年の「鎖国」から「開国」した、そのタイトルによるところが大きい。
今号のクローズアップでは、関東学院大学の規矩大義学長に話をお聞きしているが、このときの取材が発端
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15

で、取材させていただく日の頃合いをうかがっていた。２年を過ぎてしまえば任期を終え退任されてしまう
かもしれない。コロナで外出制限が発動されてからでは対面でのインタビューは実現できなかっただろう。
余談だが、取材活動はフットワークである。そのフットワークで情報がもたらされるネットワークが構築
され、次への取材につながる。ビデオ通話アプリのリモートでは得られないリアルがそこにある。

２０１９年はより明確に
２０１９年１月〜１２月

順位

アクセス ランキング トップ１０

タイトル

執筆者

１位

世の中の役に立ってこそ材料

本誌編集長

山口泰博

２位

遺伝子操作「ゲノム編集」のルーツ、クリスパー

本誌編集長

山口泰博

３位

地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすか
第１回 研究分野の重点化と「研究経営」

群馬大学 特任教授／元本誌編集長 登坂和洋

４位

地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすか
第３回 オープンイノベーションで企業呼び込む

群馬大学 特任教授／元本誌編集長 登坂和洋

５位

地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすか
第２回 拠点構築に「勢い」が必要な理由

群馬大学 特任教授／元本誌編集長 登坂和洋

６位

１０億円の寄付を集めるファンドレイザー
京都大学ｉＰＳ細胞研究所（ＣｉＲＡ）渡邉文隆

本誌編集長

７位

特集 天使となるか 日本のゲノム編集最前線
トマトの果実デザイン研究最前線

筑波大学 教授／つくば機能植物イノベー
ション研究センター長 江面 浩

８位

人材交流で分かる銀行と大学の本気度 弘前大学
地元銀行のエース級行員３人が大学に勤務

本誌編集長

９位

地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすか
群馬大学 特任教授／元本誌編集長 登坂和洋
第５回 マツダ？広島大？県の連携支える「４つの技術」

１０位

地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすか
第４回 地域の力、恐るべし

山口泰博

山口

泰博

群馬大学 特任教授／元本誌編集長 登坂和洋

２０１９年の上位１０本中４本は筆者が、そして５本が、元本誌編集長で群馬大学特任教授の登坂和洋氏
の地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすかをテーマに１年にわたる連載である。当初３〜４回の
予定だったが１２回も続いた力作だ。
後述するが本誌サイトは、おおむね１０％の正統的読者と９０％の産学連携に感心のない一般読者が訪れ
る。この連載は、正統的産学連携のテーマで、その重厚さは回を重ねるたびに常にランキング上位に顔を出
していた。１０％の正統的読者であるプロの強い支持を得たのではないかと考えている。
１０％の正統的読者で熱心なプロなら読んで分かるだろうが、筆者はこのような正統的記事をこの１年間
書いていない。正統的記事は編集委員会や外部からもたらされる情報にお任せしていた。一般向けの話題は
出てこないからだ。そのため一般読者９０％に補足する情報を筆者が担うとアクセス数にどんな影響が出る
のか実験してみた。これは亜流なのかもしれないと思いつつの実験だった。
さて１位と２位は、ＪＳＴらしく最先端の科学技術で、素材と遺伝子操作、ゲノム編集、クリスパーを
扱った。取材対象者は共にノーベル賞候補として名を連ねる東京工業大学の細野秀雄栄誉教授、九州大学の
石野良純教授である。
最先端やノーベル賞は本誌のコア読者に限らず、広く関心の高いキーワードでもあることからより多くの
16
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東京工業大学の細野秀雄栄誉教授（当時）
2019 年 11 月号 クローズアップ
世の中の役に立ってこそ材料 記事から

九州大学 石野良純教授（当時）
2019 年 4 月号 クローズアップ
遺伝子操作「ゲノム編集」のルーツ、クリスパー

記事から

アクセスを獲得したが、筆者は、常に１番、２番と目先の単発記事では瞬発力はあっても元編集長のような
記事は自分には書けないと秋以降の後半には、精力的な取材活動が失速した１年だった。
６位、「１０億円の寄付を集める」というタイトルと「京都大学ＩＰＳ細胞」
、７位は特集で組んだ「天使
となるか

ゲノム編集」からのトマトのゲノム編集、８位では、「エース級行員」などこれらの見出しによ

るところではないだろうか。
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特別編集 ランキングから見る産連ジャーナル活用術

読まれるための法則
紙とウェブは同じと思っては
いけない
近年では、紙媒体とウェブ・メディアの並走運用がほとんどだ。
だが紙とウェブでは、ユーザー限定の会員メディアを除くオープンなウェブでは、読者とユーザー
が全く異なる。紙で推す特集や記事が必ずしもウェブでは支持されないことはよくあることだ。
人の視線は、短く凝縮されたタイトルと写真などの絵的なビジュアルから入るからだ。
（本誌編集長

山口泰博）

読まれるためには、見出しと書き手と奇抜さ
さて、過去のランキングから分かることが幾つかあるので紹介しておきたい。
筆者が書いた記事がことさらランキング上位にあることを自慢するためにこの項を書いているのではない。
読まれるために必要なのは、内容全体を端的で興味を引く見出しを付け、記事は、簡単明瞭で読みやすい
表現や文体にする。これが読まれるための２大要素である。できれば、奇抜、希少、特別で珍しい、写真な
どのビジュアルを１枚以上付け視覚に訴えることも念頭に置きたい。メディアに載る以上は、普通のことを
普通にしていては共感は得にくい。
ランキングで筆者と元編集長が大半を占めているのは、新聞出身で読んでもらうにはどうしたらいいか訓
練され、長年の経験で体験的に熟知しているからだ。従って、筆者でなくても新聞や通信社、放送（報道）
などのマスコミ経験者が書けば同じ結果だったのではないか。
本誌の編集方針は、原則ＪＳＴの広報誌とはせず幅広く情報を発信していくとしている。ＪＳＴの広報誌
とすればＪＳＴの関係者やステークホルダーしか読まない限定的な記事となる。
「産学連携を広く…」を目
的にするならこの「広報誌とはせず」の選択は正しい。しかし、報道機関ではない一団体が発行元である以
上、１００％の客観性を維持するのは難しい。ＪＳＴが発行しているのだからＪＳＴの広報に使って何が悪
いとなるわけで、時に自分たちで決めた方針を自分たちで破ることもままある。
言うまでもないが刊行物が広く読まれるか否かは、できる限り広報誌にせず、偏向せず、客観性が求められる。

自慢話は好きですか？

誰一人取り残さない――取り残していませんか？

通常の雑誌は発行側で取材し構成するが、本誌は７０％以上が外部の執筆者が占めることから、発行元が
意図した原稿は上がりにくくＰＲ原稿になりがちだ。記事広告やときにはパンフレットやウェブサイトなど
のような広報・宣伝記事になることもある。自慢話は好きですか？

他人の自慢話を聞かされるほど退屈で

嫌なことはないだろう。それと同様、自慢話的な記事はアクセス数も低い。だから客観性を意識して、分か
りやすく書ける人が書いた記事が読まれるのは自明の理だ。
執筆依頼しても、およそ４０％は記事にならない。辞退されるのはまだいいのだが、執筆の承諾後に、
フェードアウトされその後音信不通となることも多く記事化の確率が低い。そのためには、媒体力や本誌の
ブランド力を上げなくてはならない。
大学の先生方の文章は論文体だ。論文は読まれる文章ではなく、関係者にだけ分かればいい。逆に言えば
読まれなくてもいい文章と言ってもいいかもしれない。
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そ の 文 体 は、 新 聞 や 雑 誌 な ど の メ
ディアによる簡単明瞭で分かりやすい
文体とは真逆で、難解で不明瞭で分か
りにくい。政府や自治体は広報活動の
一環であるからリリースか、関係者の
みが参加する会議資料のような内容に
なりがちだ。従って、せっかく素晴ら
しい取り組みをされていたとしても、
伝わりにくいことから読まれない結果
に つ な が る。 雑 誌 の 読 者 は 誰 な の か
（ターゲット）を思い浮かべ、一部の関
係者や上司だけに向けた内容にならな
いよう気を付けたいところだ。
新聞やテレビはその昔、義務教育である中学卒業程度で学んだ知識でも分かるように情報を発信してきた。
漢字も原則常用漢字を使用する。そして高校進学率が当たり前になってきたころから、文章も時代に合わせて
きた。
広く知ってほしい広報活動であれば、ピュアな自分に立ち返り書き直してもいいのではないだろうか。
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上の「誰一
人取り残さない
（leave no one behind）
」
ことを誓っいるが、編成方針の上位にＳＤＧｓを掲げる本誌だが、
読者の多くを取り残しているように思えてならない。
政府や大学などに寄ったＪＳＴでは、中立的立場を貫くことが困難であることから、外部の執筆者に対し
タイトルや小見出し、中の文章表現などの変更の打診は難しい。より読んでほしいという思いは、著者とは
完全に一致することはない。とはいえ、発行元の筆者が取材し書いても報道機関でもないことから、間違い
予防を優先するため原稿を取材先に確認を依頼する。すると、それだけで客観性は失われてしまう。中には
広報用のプレスリリースのような体裁になるほど修正されることもあり、取材先の関係者は広報・宣伝活動
の延長で修正し結果的に客観性の微塵（みじん）もなくパンフレットのような誌面と化す。筆者が絶対使用
しない表現や文言、文体まで変えられると、もうそれは筆者が書いた原稿ではなくなりゴーストライターと
化してしまう。
筆者は、外部に原稿を依頼され、確認を求められてもほとんど直さない。事実関係の間違いと読みにく
い、紛らわしい箇所のみ赤を入れる程度だ。その媒体には媒体の特性や意図があるからで、そこを必要以上
に手を加えれば、その媒体の客観的視点が薄れ自慢話になるからだ。そもそも自分の好きなように書きた
いとか修正したいなら、自費出版か広告といった金銭を対価とすべきである。もしくはブログなどソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）でもいい。媒体側の校正や校閲、査読が反映されるからこそ読
まれる記事や図書になる。
読まれない記事の特性は、広報・宣伝、広告、ＰＲ的記事のような自慢話だ。普通のことを普通に取り組
んでいる新規性や差別化のない記事である。こういうネタは、マスコミ出身者がいくら分かりやすく書いて
も読まれない。

紙とウェブの違いが浮き彫りに
従来から「顔（書き手）の見える情報」は、文責の所在を明確にし、書き手を前に出すことで間接的なプ
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ロモーション効果を狙っている。民間のマスコミではプロモーションに加え、新聞、雑誌、テレビ離れによ
る収益源補完のため、書き手を前に出すことを積極的に行っている。
新聞が１面トップで、でかでかと掲載する記事のように、本誌でも特集をイチオシで表紙にタイトル表記
するが、サイトではアクセスが伸びない。これはよくあることだ。作り手と受け手との間にギャプがあるこ
とがインターネットの登場で分かったことだ。
「読者や視聴者は、〇〇を求めている」と決め付けていた過
去の作り手には耳の痛い結果だった。
雑誌（紙）とウェブのユーザー思考の違いは、読まれる記事のジャンルにも如実に現れる。
新聞を例にすると一般紙サイトは、おおむね社会（面）
、政治（面）
、経済（面）の記事の順にアクセス数
が多い。しかし社会カテゴリーは最もアクセスを集める媒体力的には稼ぎ頭となるはずだが、広告掲載が敬
遠され収益的に貢献しない。
参考までにスポーツ紙は、紙の読者傾向の予想に反して、最もアクセスされるのは芸能だ。次いで、野
球、サッカーが拮抗し、その次に競馬が入る。ただし各スポーツ紙によって「強み」があり、若干入れ替わ
る。一般紙の社会と同様、アクセスを稼ぐ芸能面の広告も入りにくい。
各メディアはウェブと紙でも異なる情報を掲載する。紙は有料で販売しているから、紙を売るためと、
ウェブで広告と会員収入を得るためだ。従って、紙で掲載された記事は「チラ見せ」か「ベタ記事」や通信
社原稿が主体で、追加で１日数百本の速報やリザルト、オリジナル原稿やコンテンツで違いを見せる。見出
しも紙とは異なる見出しで再編集する。
いずれにせよ、紙とウェブは全く異なるメディアなのだ。
インターネットによる情報発信が主軸になる現代において、常に新しい情報、速報、紙とは異なる独自コ
ンテンツをサイトで発行するメディアが一般化する中、本誌は、誌上で掲載した記事を本誌サイトにそのま
ま掲載しているが、紙とネットの特性を生かし切れていないのは課題の一つだ。

読者層とユーザー層・数
本誌のような雑誌はマスメディア業界では媒体と呼ばれてきた。その特徴や属性を現した資料は媒体資料
と呼ばれている。サイトはメディア・レップ（ネット専門広告代理店）によって媒体がメディアと呼ばれる
ようになり、媒体資料のことをメディア・シートと呼ぶようになった。紙媒体なら発行部数、放送は視聴率・
聴取率が馴染み深い指標だ。
ウェブ・メディアの場合、月間や１週間単位でのユニーク・ユーザー（ＵＵ）数やユニーク・ブラウザ―
（ＵＢ）数が指標とされる。補足的にはトータル・ページビュー（ＰＶ）も指標とするが、ＰＶは広告掲載
のインプレッション数を稼ぐためやメディアの価値を大きく見せるため、記事なら数ページに分割しあえて
クリックを誘導し、意図的にＰＶを増やすことができる。また画面遷移の構成が不得手な運営者が原因で、
余計なクリックを強いる構造のサイトもあるためＰＶはあてにならない。
本誌サイトは広告メディアではないため、意図的にＰＶを稼ぐ構造にしていない。余計なクリックをしな
いでもいいようユーザービリティーが最優先だ。したがってトータルＰＶは少ない。
このように、非メディア系の方々には理解できそうにないほど、意識高い系メディア人からすると、発行
元の校正や査読に消極的な寄稿者ほどやっかいなことはない。また、発行元には編集権があってしかるべき
だが、原稿確認の際、指図を助長するような依頼の仕方も感心できない。
ウェブサイトは、ログが取れなかったり、サーバーが込み合うなどしてダウンすれば、広告主にはアクセ
ス数を保証しなくてはならないことから責任問題に発展する。掲載期間中にログが取れなければ、保証して
いたアクセスの３倍返しという暗黙のルールがあり、メディアサイドは約束していた広告主に対し、３倍に
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相当するアクセスを無償で提供することになる。有料会員性のサービスでも減額か追加のサービスが必要に
なるだろう。無料だからといっても情報サービスとしてインターネットで公開している以上、非難にさらさ
れることをリスクとして捉えなくてはならない。サイトが閲覧できなくなっても焦らないことが筆者には信
じられない世界なのだ。
昨年４月は、ログが取れていなかった。このことは、アクセス（利用者）数を増やす、筆者の担う業務上
の目標が１年分無になっただけの問題だが、もっと騒ぎになるのかと思えば全くならず、この情報リテラ
シーの低さには言葉を失った。
広告媒体でもなく有料サービスでもなく、無料でも相当数のユーザーを抱えるサイトでなかったからリス
ク化しなかったと言えるのだが、意識を改善すべきテーマだろう。でなければいずれしっぺ返しに合うこと
は間違いない。
本誌は雑誌など紙媒体のカテゴリーで分類されるが、有料・無料の違いからフリーペーパーに属する。だ
が本誌サイトと同様広告媒体ではないため、市中の至るところでラックを設置し、自由に手に取ってもらう
ことで発行部数を増やす媒体ではない。
しかしそれでは、どこの誰でも自由に発行できるパンフレットやフライヤーと同じとなるため、国際標
準逐次刊行物番号（International Standard Serial Numbe：ＩＳＳＮ）を取得している。本誌は ISSN
2186 − 2621、本誌サイトは

ISSN 1880 − 4128 である。

本誌は、産学連携に直接的に関わるコアの組織や人に定期配送する関係者限定雑誌だ。毎回２, ３００部
印刷し、およそ２, １００部を定期配送、残りは関連イベントでの配布と執筆元と取材先へ配布する。従っ
て本誌は補完が目的で、サイトを周知メディアとして位置付けている。
一般的に、本誌、本サイトに掲載されるとき、パブリック・リレーションズ（ＰＲ）が目的になるため媒
体の影響力は多くの利用者による数とブランドで評価される。学術を生業としていれば、インパクトファク
ターを気にするかもしれない。しかしその意味では、媒体力は弱小と言わざるを得ないが、唯一の専門性で
存在価値を高めブランドを構築していくしかない。
産学官連携ジャーナル

雑誌

刷数・配布先（読者層）

●雑誌の刷数：２３００部
●配布先（読者層）
① 内閣府、文部科学省、経済産業省などの各省庁、そのほか国の機関
② 国会議員（文部科学委員会、経済産業委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会）
③ 都道府県、一部の市区町村（自治体）
④ 大学等（大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校）
⑤ 研究機関（独法・国研、公設試など）
⑥ 学会、ＮＰＯ、各種社団・財団・協会・機構、ＴＬＯ（技術移転機関）などの産学連携事業を推進する団体
⑦ 経団連、各商工会議所、各産業支援機構、中小企業団体中央会などの経済団体
⑧ イノベーション推進企業
⑨ 信金、ＶＣ、銀行などの金融機関
⑩ マスコミ関係者
●約５万ＵＵ／月間：上記雑誌のユーザーに加え、その他一般

プロ１ 一般９ 専門誌なのに広く周知

記事選定の難しさ

雑誌の送付先は、関係者限定なので読者層は明確だ。従って、誰でもアクセス可能なウェブがメインのオ
ンライン・ジャーナルだと理解できるだろう。これはユーザー（読者）比率からからも明確だ。
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ウェブ版のユーザーは、雑誌の読者、つまり産学連携に関わる「プロ」がおよそ１０％、キーワード検索
などから流入してくる「一般」がおよそ９０％である。本誌の使命の２大目標が、プロに対してモデルとな
る事例や参考になる情報の発信と、広く産学連携を
知らしめることである。前者はプロ向きの内容、後
者は一般向を意識しなくてはならない。これが編集
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する上でもっとも悩ましい。プロ向きの記事は、一
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般ユーザーを意識しないでより専門的な内容でもい
いが、広く知らしめるための一般向けの記事は、世
間の関心やトレンドなども加味した読みやすい記事
が必要だ。しかしこの一般向けの情報は、プロには

୍⯡

あまり必要のない情報となる。そうは言っても、一
般の９０％ユーザーを無視していては周知困難であ
る。同じ産学連携に関する記事でも微妙に相反する。

プロと一般ユーザー比率

掲載記事が決まる仕組み
本誌の記事は、年度末に記事の編成方針を決め、発行推進委員会に諮（はか）り大きなフレームを承認い
ただく。その方針の下、月一で編集委員会の方々に集まっていただき（現在はリモート会議）、記事や企画
などの情報を提供いただく。その掲載の可否を議論するのが編集委員会である。しかし、雑誌の体裁を維持
するにはそれだけでは不足するため、編集長が集めて記事化するものも多くある。
紙媒体では通常、表紙に特集タイトルを大きく掲載し、読んでほしいと推奨する場合が多い。だが先述
のようにサイトでは、特集記事が上位を占めることは少ない。特集などの企画や記事化で最も重要なのは、
テーマ、意図（なぜ記事化するのか）
、背景（社会の流行や事象）
、読者ターゲット、類似記事との差別化が、
読まれるか読まれない（売れる売れない）を決定付ける。
だが費用、マンパワーが十分とはいえない体制のため、現状をどう最大化すべきか悩ましい。元キリスト
教カトリック修道女シスター・セント・ジョンで元学校法人ノートルダム清心学園理事長の故・渡辺和子氏
の言葉ではないが「置かれた場所で咲きなさい」を胸に工夫するしかない。

歴代編集長
雑誌作りは通常、編集発行だけを切り取ると、ライター（ライティング）、カメラマン、校正、デザイン
などは編集プロダクション（編プロ）と組んで作っていく。そこに専門性が加われば、例えばファッション
系雑誌では、さらに業界のプロ集団のブレーンを集め、それなりの大所帯で読者のニーズに応えられるよう
コンテンツを充実させる。発行元は全体の方向性を示し、一部の記事は発行側でも取材し撮影し出稿、校閲
する。編集作業の７〜８割は外部スタッフとともに作っていくのだが本誌はそうでない。
編集長と言っても、兼デスク、構成・編集、校正・校閲、取材・記者、雑用までをこなさなくてはならな
い。従って、取材経験があり書けなければきつい。そういう点では、報道機関でマスコミ出身者の３代目は
正しい選択だった。ＪＳＴ内では花形ではない仕事でも、新聞や雑誌作りが日常だった者にとっては、非常
に楽しい仕事で水を得た魚とはこのことだと感じている。
創刊した２００５年１月〜８月の９カ月間は、江原秀敏編集委員長兼編集長、２００５年９月〜２００７
年３月）の１年８カ月は、故・加藤多恵子編集長、２００７年４月〜２０１５年３月から８年は、登坂和洋
22
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歴代編集長

年月

在任期間

編集長

２００５年１月～２００５年８月

９カ月

江原秀敏 編集委員長 兼

２００５年９月～２００７年３月

１年８カ月

加藤多恵子

２００７年４月～２０１５年３月

８年

登坂和洋

２０１５年４月～２０１６年３月

１年

田井宏和

２０１６年 4 月～２０２１年３月（予定） ５年（予定） 山口泰博
加藤多恵子氏は故人

編集長が務めた。２０１５年４月～２０１６年３月の１年は、田井宏和編集長だ。短いのは登坂編集長の任
期終了と定年にともない後任（筆者）が見つかるまでの１年限定の中継ぎとして着任されていたからだ。
筆者が縁あって２０１６年１月から引き継ぎのため、非常勤の編集長補佐として本誌の編集に参画するこ
とになった。正式には２０１６年４月から５年の任期で５代目編集長として今に至っている。今年度は最終
年度で、５年間で雑誌の刷新と本誌サイト・リニューアルを密かに考えていたので、最終年度の今年ぎりぎ
りでリニューアルできたことは感慨深い。
大手全国紙と地方紙で「産連界」を最も長くウオッチしてきた登坂元編集長は、マスコミ業界の先輩であ
ることから、編集長業務の全てを引き継いだ。
いちいち説明しなくても、構成や取材、雑誌制作の工程、業界用語、訓練されてきた感覚などメディアリ
テラシー、情報を扱う者同士が享受する阿吽（あうん）の呼吸で進められる気安さは元同業者でなければ通じ
合えない。
過去１６年分の本誌の歴史や記事を振り返ることができるのは、創刊時は別にして、８年分の登坂元編集
長と５年目の筆者で１３年分である。
本号では、登坂元編集長にも本誌取材活動から見えてきた思い出深い記事について触れていただく。
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特別編集 ランキングから見る産連ジャーナル活用術

お待たせいたしました
お待たせし過ぎたかもしれま
せん
本誌は昨年７月に表紙イメージをがらっと変えた。ウェブ版はこれまで一度もリニューアルされる
ことなく、時が止まったかのように１３年前の構造のままで運用されてきた。大量のコンテンツが
あるわけでもないのに、縦３カラムを採用し、デフォルトの文字は小さく、行間は狭く…非常に使
いづらい。コンテンツの配置も制約があるなど、作り手も作りづらいサイトだった。そこでこのほ
ど全面リニューアルを敢行。まさに「お待たせいたしました。お待たせし過ぎたかもしれません」
という表現がぴったりだ。
（本誌編集長 山口泰博）

創刊１００号では８８ページも
２０１３年１月号の創刊１００号では、「日本のがん研究から標的薬」、
「大学の新技術と企業の知恵」、
「融合が拓く新市場、グローバル戦略」と特集３本に加え、「 連携人

７７人のメッセージ」を構成、２３

本の記事で８８ページにもなる渾身の１冊となった。当時、４０ページ前後での発行だったこの１００号は
過去最もページ数の多い号となった。これは、メジャーな経済専門誌や科学誌に匹敵する雑誌だ。
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表紙の変遷
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刷新とサイトリニューアル
筆者が着任した２０１６年４月、そのときから任期５年の間にやりたいことがすぐに二つ浮かんでいた。
誌面デザインの刷新とサイトの全面リニューアルだ。
雑誌の体裁は、学会や論文掲載誌を彷彿（ほうふつ）させ目立ちにくい。実際、取材先では何度も地味と
言われ、本誌の発行推進委員会からも毎回指摘を受けていた。雑誌は理解できない５年ルールといった慣例
が立ちはだかった。サイトのオンライン・メディアが主体と言うが、構造がインターネットの黎明期を彷彿
させるデザインとレイアウトだったため非常に読みづらく使いにくいサイトだったからだ。
法規・法律順守は前提だが、マスコミ業界やクリエイティブ業界は、非常に個性的でその個性によって生
み出される創造物が話題になるなどして社会現象を作り上げてきた。刷新とリニューアルをするにしても、
組織の文化やルールが立ちはだかり、常識人として借りてきた猫のように自制せざるを得なかった。
人類の天敵はウイルスと人である。しかし、人は人の中でしか幸福感を感じることはできない…待つこと
３年、チャンスが訪れた。

旧サイト（左）とリニューアルした本誌サイト（右）

一般にも知らしめたいのであれば、いかにも手に取ってみようそんな気にさせなくてはならない、契約の
問題やデザイナー不在の制約があったが、秘策を駆使し表紙デザインと一部の中面を変えていった。号ごと
に気付かない程度に変更し、反応を見ながら変えていく。姑息な手段で半ばジョークのような作戦である。
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一時期、隔月もありか、そんな空気も流れた。雑誌は、季刊、隔月刊と発行間隔を少なくし、市場調査を実
施しながら、行ける！

と判断できれば発行間隔を短くしていく。テレビ番組も同じで、最初は深夜枠で実

験し、人気が出ればゴールデンやプライムに格上げする。すでに発行している雑誌を隔月、季刊と間隔をあ
けるのは、いよいよ休刊もしくは廃刊へ向かうと捉えられてしまう。季刊にするなら廃刊か筆者１人で担当
するしかないかと考えていた。いずれにしても着陸態勢に入れば誰もが手綱を緩め読者はおろか協力者も離
れていくものだ。何とか踏ん張って費用をかけずに表紙のビジュアル変更で目には留まるようになったので
はないだろうか。
本誌サイトは一度もリニューアルされることなく今に至っているが、７月予定で全面リニューアルする。
リニューアルは、イベントであり広報のチャンスで、アクセス増のチャンスでもある。

過去記事はいつまで公開しておくべきか
インターネットの黎明期、ニュースなどの情報サイトでは、過去何年もの記事をそのままバックナンバー
として誰もが閲覧できた。本数が多ければＰＶ増が期待でき媒体価値が向上するからだ。しかし社会面の記
事を見た読者から「もう判決を受けて償いをしたのにいつまでもこの記事が残っている…」そんな電話やメー
ルが増え始めた。過去記事をいつまで公開すべきかその基準がなかったのだ。
本誌サイトは今でも創刊時から全ての記事が公開され誰でも自由に閲覧可能だ。そのため１５年前、１０
年前の記事にたどり着き、執筆者や当時の研究内容や製品にお問い合わせをいただく。だが過去記事はその
当時の情報で、時の流れに合わせ人も情報も更新を続けている。全ての記事の最新情報を常に把握できるも
のではないし、個人情報を伝えることなどできない。
情報には必ず「付日（づけび）」を付けておくべきである。この情報が古いものか新しいものかが分かる
ようにだ。
その日付で、古ければユーザー自ら検索して調べていただく…と思っても検索に思いが至らないユーザー
も少なからず存在する。過去記事の取り扱いは悩ましい問題だ。リニューアルを機に、html 記事の公開期
間をどうすべきか検討の時期に入ったようだ。
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神が教えてくれた垂直磁気記録
基本形態
――大学で進めるべき研究の貴重な成功例
群馬大学 研究・産学連携推進機構 特任教授
元本誌編集長

登坂 和洋
とさか

かずひろ

産学官連携ジャーナルが対象とするテーマは幅広いが、柱の一つは大学における独創的な研究と企業によ
る事業化の成功例である。
筆者は２００７年４月から８年間本誌編集長を務め、その間約１，５００本の記事を編集したが、上記
テーマの「お勧め記事は？」と問われたら、２０１０年４月号に掲載した「ハードディスク革命

岩崎俊一

博士の３０年」という特集を挙げたい。志の高い研究者が研究を貫徹できた数十年前の物語であるが、現在、
産学官それぞれが抱える課題を考えるうえで多くの示唆が得られると思うからだ。

東芝が世界初の垂直磁気記録のハードディスク
磁気テープやハードディスク装置（ＨＤＤ）などの磁気記録方式は、約１００年前からトラック（記録
領域）上にごく微細な磁石を横方向に並べて信号を記録する水平（面内）方式が使われていた。この方
式は、記録密度を高めるために磁性層を薄くすると、その磁区内で発生する反磁界の影響（磁化を弱める
減磁力として作用）が無視できなくなる問題があった。岩崎俊一先生は「垂直磁気記録方式」を開発し、
１９７７年に最初の論文を発表。時を経て東芝が２００５年５月に世界初の同方式のＨＤＤを搭載した音
楽プレーヤーを発売。その後、日米の企業がパソコン用垂直磁気記録ＨＤＤを相次いで販売し、数年のう
ちに各国のＨＤＤの新製品はすべて垂直方式に切り替わった。当時、年間５億台、３．７兆円のＨＤＤ世界
市場をこの独創技術が塗り替えたのだ。
同特集は以下の記事で構成している。
・岩崎俊一
・田中陽一郎

磁気記録の研究を追究して生まれたテーマ −研究費に「成果」で応え社会貢献−
次世代「垂直」の完璧なコンセプト −「水平」が限界を迎える３０年前の先見性−

・村岡裕明

大学で進めるべき研究の貴重な成功例 −将来の実用化を見据えて長期間継続−

・松尾義之

一徹に「垂直」の旗を振り続けた

最初の記事は岩崎先生の話を基に筆者が研究の経過、実用化、研究資金などについて整理したもの。あと
の３記事は寄稿していただいた。東芝の開発チームを率いた田中氏は岩崎先生の門下生。東北大学電気通信
研究所教授（当時）の村岡氏は垂直磁気記録のテーマ一筋で大学院５年間を含め６年間岩崎先生の指導を受
けた。また、松尾氏は科学編集者・ジャーナリストである。
この特集については一度本誌２０１３年７月号の「アーカイブ」でコンパクトにまとめたことがある。こ
れと重複するがポイントを紹介したい。
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水平の研究を極限まで突き詰めて出てきたテーマ
岩崎先生が磁気記録の研究を始めたのは１９５０年代初め。情報の記録密度を高めることを主なテーマと
して研究を続けてきた。特集記事で次のように述べている。
「垂直磁気記録方式という研究テーマは、図１のように磁気記録の基礎的な研究を段階的に追究していく中
で、おのずと見つかっていったものです。いわば、水平の研究を極限まで突き詰めていく中でそれ以外に方
法はないという形で出てきたテーマです」
垂直磁気記録の実現に至る経過（1951 〜 1980）

われわれは往々にして現在の価値観で
過去を判断してしまう。水平記録方式が
記録容量の限界を迎え、水平から垂直磁
気記録方式へのパラダイムシフトが行わ
れた後では、「垂直磁気記録の研究は、世
の中の流れがそうなっていて、最初から
研究の目的が明確であった、だからそれ

岩崎

１．仙合金材料の調査

俊一

1951 年

永井研究室試料（1938 年〜）

２．ＡＣバイアス記録機構の解釈

1955 年

大振幅印加磁界による解釈

３．合金粉末（メタル）テープの開発

1960 年

鉄・コバルト合金粉末（永久磁石材料）

４．高密度記録理論の展開

1968 年

セルフコンシステント磁化理論
磁気光効果を用いた解釈

５．回転磁化モードの観測
垂直磁化成分の検出

なりの成果がでた」と思う人が多いのか

1975 年
（インターマグ会議発表）

もしれないが、「そうではない。」
村岡氏によると、岩崎先生が先導され
た垂直磁気記録に至る道は「磁気記録を
磁気エネルギーの側面から捉えたことが

６．コバルト・クロム垂直異方性媒体の発見

1975 年

磁気光材料の中から

７．垂直磁気記録方式の発表
単層膜媒体
記録（単磁極）
、再生（リング）ヘッド

1977 年
（インターマグ会議発表）

８．垂直磁気記録基本形態の確立

本質」で、当時極めて「革新的な考え方」

二層膜媒体（垂直・面内複合膜）
記録／再生（単磁極ヘッド）
垂直−面内記録間の相補性確認

1980 年
（ＭＲＭ会議発表）

だった。
図１

垂直磁気記録の実現に至る経過（1951 〜 1980）＊＊１

最初の数年で垂直磁気記録の骨格完成
岩崎先生が垂直磁気記録方式について最初に発表したのは１９７７年６月、米国ロサンゼルス市で開かれ
た国際応用磁気学会（インターマグ）の会議。その後、垂直磁気記録の基本形態を確立し１９８０年に磁気
記録材料（ＭＲＭ）会議で発表した。
田中氏は、実用化開発が佳境に差し掛かった時、あらためて驚いたことがあったという。
「垂直磁気記録のいろいろな様式を試したのですが、結局は岩崎先生が最初に考案された基本構造が最も
優れた性能を示すことが分かったのです。しかも、岩崎先生が垂直磁気記録方式の最初の論文を発表されて
からわずか２年の間に、垂直磁気記録の実用化に必須となった３要素のすべてを岩崎研究室が考案していた
のです。それは単磁極垂直記録ヘッド、ＣｏＣｒ垂直磁気異方性記録媒体、それに軟磁性裏打ち層構造の三
つです。岩崎先生は研究室で『神が教えてくれた』とおっしゃったことを思い出します」

水平方式の記録密度が飛躍的に向上
垂直磁気記録の基本形態は確立された。水平では早晩、記録密度に限界が来るであろうと見られていた
が、垂直磁気記録の実用化への道のりは必ずしも平坦ではなかった。
水平磁気記録の記録密度が飛躍的に向上していったのだ。松尾氏は、１９９０年ごろ４０ＭＢ（メガバイ
ト）だった自身のパソコンのＨＤＤの容量が、買い替えるたびに大きくなり、２０００年には１８ＧＢ（ギ
ガバイト）になったと水平の健闘ぶりを紹介し、
「
『もう垂直磁気記録の出番はない』という声が私の耳にも
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入ってきた」と回想している。
垂直磁気記録方式には「死の谷」だったのである。
筆者はこの特集の編集のために１９８０年代から９０年代の科学誌、ビジネス誌にも目を通したが、
９０年代は垂直磁気研究にとって不遇の時代だったことを知った。垂直磁気方式の研究は学会の大会で口
頭の発表が認められず、ポスターでしか発表できなくなった。岩崎先生がポスターでもいいから発表した
いというのを「先生にそんなことをさせるわけにはいかない」と弟子たちが止めたというエピソードまで
書かれていた。

「物理に反したことを開発しようとした結果の困難さ」
なのか
「単なる工学上の困難さ」
なのか
しかし、上記のような研究者仲間の評価は時代の表層でしかなかった。
田中氏らのチームは初期の段階から垂直磁気をＨＤＤに実装して性能を検証する方法を採った。なぜな
ら、当時、垂直磁気記録技術の可能性は認識されていてもＨＤＤ製品として成り立つか検証されていなかっ
たので、記録装置として現実の性能を確認することがとりわけ重要だったからだ。水平磁気記録ＨＤＤと垂
直磁気記録ＨＤＤ試作品の性能を対比すると、「記録装置としても互いに相補的な関係を示すことが明確に
なり」、その性能結果を目の前にして「あらためて俯瞰的（ふかんてき）に本質を見ることの意義を体感」
したという。
水平磁気記録と垂直磁気記録の「相補的な関係」という言葉が出てくる。これは岩崎先生の磁気記録研究
の哲学とも言うべきものである。
岩崎先生は当初、減磁という問題に着目して記録密度を高めることに重点を置いたが、考えが深まるにつ
れて、垂直磁気記録と従来の水平磁気記録は互いに補足し合う技術として捉えられることに気づいた。記録
したビット（磁化）間に働く力が、水平磁化では反発力が減磁作用を生むのに対し、垂直磁化ではこれが吸
引力となり増磁作用を持つという基本的な関係から導かれたものだ。
岩崎先生はこの関係を相補的＝コンプリメンタルという言葉で表すことにした。
「互いに補足し合って完
全にする」という意味だ。この考え方は、垂直磁気記録を具体的に積み上げていく上で極めて大きな力に
なったという（２０１０年日本国際賞受賞記念講演会（２０１０年４月２２日）資料「垂直磁気記録の開拓
と実現」 国際科学技術財団サイト）
１９７０年代後半、編集者として若き岩崎先生と接した松尾氏は「強い印象が残っているのは『相補性』
という言葉だ」と書いている。
繰り返すが、事業化開発において、両方式は記録装置としても互いに相補的な関係を示すことが明確にな
り、田中氏は「俯瞰的に本質を見ることの意義」を感じ取った。文章はこう続く。
「ひとたび両者の相補的関係の在り方が理解できるようになると、本質的な性能を伸ばす方向と、やって
はいけない方向が見えてきます。新しい記録技術を製品に搭載し完成させるためには、多くの技術的困難
に直面します。それが、物理に反したことを開発しようとした結果の困難さなのか、単に工学（エンジニ
アリング）上の困難さなのか、よく見極めなければなりません。初期に垂直磁気記録の可能性について、
未熟な性能を理由に批判的に論じた論文がありましたが、二つの問題を混同した結果だったようです。私
どもが解決に取り組んだ技術問題もそのほとんどが工学的な課題でしたので、迷うことなくチャレンジが
できました」
ここがポイントだろう。
本質的な性能を伸ばす方向と、やってはいけない方向が見えてきたという田中氏は、直面する多くの技術
的困難について、それが「物理に反したことを開発しようとした結果の困難さ」なのか、「単に工学（エン
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ジニアリング）上の困難さ」なのかを見極めよ――と、このプロジェクトの本質を読み解いている。
相補性という考え方に導かれてたどり着いた、技術的困難の明晰な分析と事業化開発への揺るぎない構
え。かつて岩崎研究室の一員であり、国内外企業の垂直磁気記録ＨＤＤ開発競争を勝ち抜いてきた田中氏だ
からこその視点である。感情を抑制した文章の書き方からかえって田中氏の激しい思いが伝わってくる。

実用化までの３０年の意味
「死の谷」を乗り越えて企業によって事業化された。
村岡氏は、垂直磁気記録方式に「世の中が追い付くのに時間がかかった」と説明する。垂直磁気記録を実
現する周辺技術の成熟のための時間と、垂直磁気記録の主要デバイスの工業的な成熟度を高める時間が必要
だった。
田中氏は「実用化に３０年を要したと考えるのではなく、水平磁気記録が限界を迎えるはるか３０年も前
に、次世代を担う垂直磁気記録方式の完璧ともいえるコンセプトを出されたのだと考えている。」
独創的な革新技術が企業によって事業化されるのに数十年あるいはそれ以上かかるのは珍しくないとはい
え、垂直磁気記録方式について今日考える意義は、研究・事業化の長い期間を持ちこたえたことなのではな
いだろうか。初期（１９７７年から８０年代初め）の反響が引いていき、次第に取り巻く環境が厳しくなる
なかでも、岩崎先生が諦めず、
「一徹に『垂直』の旗を振り続け」
（松尾氏）
、
「強固な指導原理で研究を推進」
（村岡氏）したからだ。
岩崎先生は垂直磁気記録の着想を得た後、１９７６年に日本学術振興会に「磁気記録第 144 委員会」を
創設し、委員長として大学と企業の共同研究を指導してきた。２０１０年日本国際賞受賞記念講演会資料に
よると、この時点で同委員会の研究会は２００回を超え、主催する垂直磁気記録国際会議（ＰＭＲＣ）は同
年５月開催が第９回だ。
村岡氏は、長期間の研究を経て実用化した垂直磁気記録の研究は、大学にとって重要な事例になるとい
う。大学の研究者の研究費として競争的資金の比率が高まり、国際的な先端技術競争と相まって、短期間で
研究の成果を出すことを要請されるように見受けられるからだ。また企業では、遠い将来を見据えて基礎か
ら一貫した研究を推進することが難しくなっており、垂直磁気記録は「大学で進めるべき研究の貴重な成功
例」でもある。
＊＊ 1

岩崎 俊一．磁気記録の研究を追究して生まれたテーマ−研究費に「成果」で応え社会貢献−．産学官連携ジャーナル 2010 年 4 月号 .
https://sangakukan.jst.go.jp/journal/journal̲contents/2010/04/articles/1004-02-1/1004-02-1̲article.html（accessed 2020-07-15）
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実を結ぶ連携、勝ち抜く大学
――産学官連携ジャーナルで変化の兆候を
掴め
群馬大学 研究・産学連携推進機構 特任教授
元本誌編集長

登坂 和洋
とさか

かずひろ

産学官連携ジャーナル（以下、本誌）の創刊は２００５年１月。大学等技術移転法（ＴＬＯ法・１９９８
年）
、産業活力再生特別措置法（日本版バイ・ドール条項、１９９９年）
、知的財産基本法（２００３年）な
ど科学技術創造立国を目指す制度整備が進んでいた。
第２期科学技術基本計画（２００１〜２００５年度）の主要な課題として、大学の優れた研究成果を実用
化につなげる産学官連携が提唱され、文部科学省は２００１年度から産学官連携コーディネーター（ＣＤ）
支援を開始。同省が２００３年度から実施した「大学知的財産本部整備事業」は、大学が組織として技術移
転（大学等の研究成果を産業界で活用）の仕組み作りに取り組む呼び水になった。そして２００４年４月、
国立大学が法人になった。
本誌は基本方針で「科学技術振興機構（ＪＳＴ）の機関誌・広報誌にしない」とうたっている。国立大学
法人化の９カ月後、府省庁や様々な支援機関に横串を刺し、産・学・官の連携を促進する役割を担ってスター
トした。

恒例の新年度産学官連携予算紹介
筆者が本誌編集長に就任したのは２００７年４月（２０１５年３月まで）
。産学官連携に携わる人たちの
拡大は続いていた。大学だけでなく、高等専門学校、国の研究機関、都道府県の産業振興の財団・第三セク
ター、公設試験研究機関など様々な機関がＣＤらを配置するなどして産学官連携に乗り出した。イノベ―
ション・エコシステムを作るために「産学官金連携」が叫ばれるようになり、金融機関の関心も高まった。
本誌創刊後しばらくの間、
「産学官連携とは何か」
「大学の役割は」が繰り返し問われ、ＴＬＯ（技術移転
機関）、ＣＤへの期待が語られていたが、次第に大学等の具体的な取り組みやＣＤらの活動を伝える記事が
増えていった。２００８年２月増刊号では、各省に新年度産学官連携関連予算を紹介してもらう特集を作っ
た。これは２０１０年から恒例の特集となった。
本誌の読者層は拡大し、文部科学省―ＪＳＴの枠を超えて評価されるようになった。

産学官連携推進会議で参加者全員に配布
それを象徴するのが２００８年度から産学官連携推進会議（同年度は第７回）で本誌の冊子（pdf 版を印
刷したもの）が参加者全員（毎年約４，５００人）に配布されるようになったことだ。毎年６月、国立京都
国際会館（２０１１年以降、東京国際フォーラム）で２日間の日程で開催されていた同会議（
「京都会議」
と呼ばれていた）は産学官連携最大のお祭りであった。事務局は内閣府で、主催は内閣府、総務省、文部科
学省、経済産業省、日本経済団体連合会、日本学術会議（２００９年以降、そのほかの省、ファンディング
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機関、国の研究機関が相次いで加わる）。
同会議の受付で全員に配布されたのは本誌の６月号（以後、毎年６月号）
（写真１）である。この号の特
集「科学で地域を元気にする」の記事は、各府省の政策、シンクタンクの提言、大学改革、地域の取り組
み（長野県の革新的デバイス、高知県のスラリーアイス、三重県英虞（あご）湾の環境再生、青森県弘前の
光産業、茶の抗アレルギー作用を利用した食品
開発）、自治体の科学技術振興策、海外情報（ア
ジア、米・オースチン）など１９本。このほか
人材育成に関する座談会、連載 2 本（新しい技
術者像、リサーチアドミニストレーター）など
があり読み応えのあるラインナップだった。
翌年度の同会議からは、軽くしたいという理
由で、受付で参加者に渡すのはプログラムと本
誌６月号だけとなったので、編集者にとっても
ＪＳＴにとっても名誉なことであった。

写真１

産学官連携ジャーナル

コーディネーターの時代
高揚感に包まれていた２０００年代はＣＤの時代と呼んでいいと思う。本誌は彼らのバイブルだった。
読者の関心が高かったテーマは独創的な研究とその実用化。２０１０年２月号の特集「実用化への志と喜
び―語り継ぐ昭和の産学連携」では、大谷杉郎氏（ピッチ系炭素繊維）、増本健氏（アモルファス合金）、大
村智氏（天然有機化合物の動物、ヒト用医薬品）らに、各分野で新時代を切り開いた大発明とその事業化の
軌跡について寄稿していただいた。同年４月号の特集「ハードディスク革命

岩崎俊一博士の３０年」は産、

学、科学誌各分野からその歴史的意義を探った。
この時期の大型インタビュー記事では、細野秀雄氏「材料科学の

新大陸

を発見

研究にオール・オア・

ナッシングはあり得ない」
（２００９年６月号）
、林主税氏
「修練を積んだ人がイノベーションを起こす」
（同）
、
審良静男氏「免疫学の大革命が始まった！」（２０１０年６月号）
、松波弘之氏「低炭素社会支えるシリコン
カーバイド

デバイス実用化への道を切り開く」（２０１０年１２月号）、遠藤章氏「誠心誠意取り組んで、

失敗しても悔やまない」
（２０１１年１月号）
、赤﨑勇氏「青色 LED 実現への道

未到の領域『われ一人荒

野を行く』」（２０１１年４月号）などがある。
２０１１年３月の東日本大震災は、その復興に地域の産学官民連携がいかに重要であるかを見せつけた。本
誌は生活・産業の再生を積極的に取り上げ、関連記事は２０１５年までの５年間だけでも約９０本になった。

イノベーション推進へシステム改革
第４期科学技術基本計画（２０１１〜２０１５年度）では科学技術政策とイノベーション政策の一体的展
開が打ち出され、科学技術イノベーション推進に向けたシステム改革がテーマの一つになった。
２０１１年から２０１２年を境に、産学官連携の世界の雰囲気が徐々に変化していった。大学等の技術
シーズを起点にする技術移転モデルに対する見直しの機運が高まっていた。
２０１１年度、文部科学省が「リサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）を育成・確保するシステムの
整備」事業を開始。同省が２０１３年度に実施した「研究大学強化促進事業」も支援の柱はＵＲＡの確保・
活用だった。これらを契機にＵＲＡは他の大学にも広がった。
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一方で、競争的資金プログラムの大型（拠点構築型）化が進んだ。２０１３年度センター・オブ・イノベー
ション（ＣＯＩ）
、２０１５年度リサーチコンプレックスとイノベ―ションハブ、２０１６年度産学共創プ
ラットフォーム共同研究推進プログラム（ＯＰＥＲＡ）がそれぞれスタート。大型の産学連携での研究推進、
独創技術の事業化を目指す取り組みも「選択と集中」の波に飲み込まれていった。

新しい共同研究の仕組み詳報
２０１０年代前半、本誌がよ
く取り上げたテーマは、システ
ム改革（ビジネス創造の歯車を
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どう回すか）、ビジネス創出のた
めの人材育成、起業・大学発ベ
ンチャーなどである。
２０１１年９月号に掲載した
後藤芳一氏「大阪大学・共同研
究講座

産学官連携『第４の潮

流』に向けて」と、同講座に関
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するシンポジウム報告は、同大
学が全国で初めて取り入れた産

図１

日本の大学は変われるか＊＊ 1

学共同研究の新しい仕組みの詳
しい解説だ。こうした講座はその後、全国の大学に広がった。
大学改革というテーマにも力を入れた。システム改革と表裏の関係にあるのが大学改革だからだ。村上
敬宜氏「日本の大学は変われるか（図１）
」（２０１４年１月号）
、梶谷誠氏「社会の発展への寄与と大学
改革

モデル探しをやめ、自ら考え一歩ずつ前へ」
（同年１０月号）、結城章夫氏「山形大学の有機エレクト

ロニクス研究

伝統の強み生かし世界と戦う拠点整備」
（２０１５年１月号）
、橋本和仁氏「成長戦略

次の

テーマは国立大学改革」
（同年３月号）などはいずれも反響が大きかった。（山形大学の学長だった結城氏の
戦略については、筆者の本誌連載「地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすか」
（２０１９年２月
号〜２０２０年１月号）第１回で詳しく読み解いた。
）
文部科学省と経済産業省が共同で策定し２０１６年１１月に発表した「産学官連携による共同研究強化の
ためのガイドライン」は資金、知財、人材の３方向から大学の産学連携本部の機能強化を求めるもの。これ
も大学改革の文脈で捉えることができる。
現場の息遣いが感じられ、変化の兆候をいち早く掴めるのが本誌の強みだ。政策のトレンドは？
革の方向性は？

大学改

――こんな視点で読むと示唆が得られるかもしれない。

＊＊ 1

村上敬宜．日本の大学は変われるか―フィンランドの大学改革、産学連携が教えること―．産学官連携ジャーナル．2014 年 1 月号
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リポート

Report

つり革でスマホの充電
祐誠高等学校 非常勤講師
久留米大学 非常勤講師

増崎

武次

ますざき

たけじ

バッテリー切れを解消し優勝、内閣総理大臣賞
「スマホの充電」それは、高校生にとって最大の関心事である。自宅ではバッテリー切れを意識すること
なくスマホ（スマートフォン）を操作しているが、外出先では必ず「スマホの充電」に悩まされる。友だち
と連絡を取りたいとき、特にＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の返信など急な用事に限っ
て必ずバッテリー切れを起こす。そこで電車やバスのつり革にヒントを得て、スマホを充電するプロトタイ
プを考案した。これはつり革のリングにワイヤレス給電の送電コイルを埋め込み、スマホの受電コイルに電
力を送る仕組みである。
今から５年前、祐誠高等学校の生徒たちがＷＰＣ＊１主催のＱｉワイヤレスパワーアイデアコンテストに
１３点を応募した。このコンテストは「こんなものにワイヤレス給電できたらいいな」と、アイデアを募集
することで「非接触体での給電」の策定と普及が狙いである。幕張メッセで開催された、アジア最大級の家
電見本市ＣＥＡＴＥＣ（シーテック）２０１５のＷＰＣブースでは「来場者が選ぶアイデア No.1 コンテス
ト」が開催され、本校情報技術科の作品５点
がノミネートされた。とりわけ中司雄大くん
が考案した作品が５６８票を獲得して見事優
勝した（写真１）。
昨年、同科２年の堤斗来くんが中司くんの
意志を引き継ぎプロトタイプの制作に着手。
彼は父親の影響を受け、中学生の頃からベン
チャー企業の立ち上げを意識したという。そ
のため筆者との対話に余念がなく、果敢にも
高校生で社長になるのが夢であった。そして
公益社団法人発明協会主催の第７８回全日本
学生児童発明くふう展＊＊１に応募したところ、
内閣総理大臣賞を受賞。彼の夢がさらに一

写真１ 優勝した中司くん考案の「つり革でスマホの充電」を紹介するパネル

歩、近づいたようである。

作品の仕組み
試作したプロトタイプ（写真２）はバラック式を採用。これによりデモンストレーションの様子が誰でも
直観的に理解できるようになった。作品の寸法は、縦 40cm ×横 30cm ×高さ 50cm、重量 1,840g である。
台座（ベニア板）の両端に塩化ビニール製のパイプ２本を支柱にして、上方のパイプに接続。それに２本
のつり革を装着した。右側（ピンク）は市販の「つり革」に 5mm 幅の溝を掘り、その溝にリッツ線を巻き
付けて送電コイルとした。左側（白）は通常のつり革である。また右側のパイプには送電コイルに電力を送
るための基板が設置され、コンセントにＡＣアダプタが接続されている。さらに透明なスマホのケースに受
電コイルと音声ＩＣ回路、スピーカを装着してデモ機も制作した。
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右側（ピンク）のつり革にデモ機を近づけ
ると、送電コイルと受電コイルの間で電磁誘
導が発生する。結果としてつり革からデモ機
へと電力が電送され、ＬＥＤが点灯し音声が
発生する仕組みである。

問題点のトラブルシューティング
当初は、ワイヤレス給電の基板（市販）を
改造しながら送電コイルの発振周波数を変え
ることに専念した。それはつり革の直径が
100mm を超えるため、コイルなどで電流の
変化が誘導起電力となって現れるインダクタ
ンスが極めて小さいと予想されたからである。

写真２

つり革でスマホの充電の外観

送電コイルのリッツ線をほどいてインダクタ（コイル）をチューニングしたり、基板のコンデンサを交換す
るなど、種々の実験を繰り返した。あいにく、つり革の仕様を満足する最適な周波数と送電コイルの巻数が
定まらず、数カ月が過ぎてしまった。
試行錯誤している途中で、大人の科学「電磁実験スピーカ」に遭遇し、奇しくもつり革の直径が学研の実
験教材とほぼ等しいことに気付いた。電気的な振動をスクリーンに表示するオシロスコープで測定したとこ
ろ、発振周波数はおよそ 150kHz であり、ボリュームを回すことで周波数および振幅を変化させることも
できる。
次に問題になるのがコイルの形状である。ワイヤレス給電のコイルにはソレノイド巻とα巻の二種類があ
る。とりあえず送電コイルのつり革をリリアン・サークル（写真３）に見立て、デザイン思考を採用しながら
形状を模索した。リリアン・サークルとはフックに毛糸を巻きつけながらニットを編むための冶具である。リ
リアンにリッツ線を巻きながら送電コイルのインダクタンスをチューニングし、コイルの巻数をパラメータに
しながら電力が最大となる最適な巻数を見いだした。さらに 5mm 幅の溝を３Ｄプリンターで形成
（写真３）
し、
同様に巻数の最適解を得ることもできた。いずれもソレノイド巻である。
最終的に市販のつり革を旋盤加工することで、同様の溝を掘ることにも成功した。コストパフォーマンス
やブリコラージュ（寄せ集めの間に合わせで造る修繕）の観点から、既存のつり革を加工することに仕様を変
更した。送電コイルの直径と巻数をパラメータにしながら実験を繰り返したところ、直径は 105mm、巻数は
１７回がベストであった。ちなみＬＣＲメータ（回路のインピーダンスを計測するための計測器）で測定した
ところ内部抵抗は 1.3 オーム（Ω）
、インダクタ 0.11 ミリヘンリー（mH）であった。このように学研の実験教
材を改造することで、電力伝送は当初の仕様を満たし、結果としてトラブルシューティングへとつながった。

将来へのアプローチ
ここでは興味深い市場調査について紹介する。２０１４年６月、ライオン株式会社が２０〜４０代のスマ
ホを使用している男女４２０人を対象に「スマートフォンの電池切れとストレスに関する意識調査」＊＊２を
実施したところ、
・スマホの電池切れでストレスを感じたことがある人は約７割
・
「電池切れ」のストレスは「エアコンが壊れた時」など定番のストレスと同レベル
・
「空腹時にお店に行列（花火や夏フェスなど）ができているとき」の約１. ８倍
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と、結論付けている。さらにスマホが電池
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切れした際、３分間の通話に支払える対価が
約３６７円に対し、２０代の女性は約８３７
円とかなり高額となっていることも見逃せな
い事実である。これは冒頭で述べた「スマホ
の充電」への関心は高校生のみならず、２０
〜４０代も同様であることを意味し、いずれ
も「つり革でスマホの充電」の需要を示唆し
ている。
これに関連して堤くんはマクロミルを利用

䝸䝸䜰䞁

して独自の調査を実施した。これは株式会社
マクロミルが運営する日本最大級のアンケー

写真３

リリアンに巻きつけた送電コイル（左）と３Ｄプリンタで
形成した送電コイル（右）

トサイトで、２００万人を超える会員が利用
している。同サイトの会員１００人に「行き

と帰りの電車のスマホの利用率」を依頼したところ、行きの電車よりも帰りのほうがスマホの利用率が低い
ことが判明した。その理由を個別に回答者に質問したところ、「スマホの充電が足りない」
「帰りまでバッテ
リーが持つかどうか不安」など、やはりバッテリーの充電切れに不安があるようだ。
彼はテクノアイデアコンテスト「テクノ愛２０１９」（主催テクノ愛実行委員会、共催公益財団法人京都
技術科学センター、京都大学産官学連携本部）にて「つり革でスマホを充電することができれば、より快適
な日常を過ごせるのではないか？」と熱く語っている。また日本政策金融公庫の高橋氏からヒアリングが許
され、プロトタイプについてお墨付きをいただいた。さらに本校ＯＢでＪＲ九州に勤務する加々良氏によれ
ば、
「つり革で充電するアイデアはとても素晴らしい。大人たちが考えつかない、高校生らしいユニークな
発想」とコメントいただいている。以上のように「つり革でスマホの充電」には需要があり、ヒアリングか
らも有効性がうかがえる。
地元福岡県はバス大国と呼ばれ「にしてつ」はバスの保有台数が日本一である。次のステージでは西日本
鉄道やＪＲ九州とタイアップしながら、公共機関での実証実験も検討している。
最後に、ワイヤレス充電にはいくつかデメリットが存在する。充電が遅い、充電する位置がシビアなど、
これらは古くして新しい問題でもある。次世代（急速充電や位置決めの最適化）のプロトタイプについては、
電子機器受託開発のテクモ電子株式会社（福岡県北九州市）とブラッシュアップしながら企画・設計・開発
をする予定である。
＊＊ 1

発明協会「第７８回全日本学生児童発明くふう展」入賞一覧．
＊＊ 2

２０１４年６月３０日ライオン株式会社プレスリリース．スマートフォンの電池切れとストレスに関する意識調査．

＊1

ワイヤレス（非接触）で電力を供給する「ワイヤレス給電」技術の国際標準規格を策定する業界団体。英語では「Wireless Power Consortium」
と表記され、その頭文字を取ってＷＰＣと呼ばれている。２００８年１２月に設立され、半導体・電子部品メーカとしてテキサス・インスツルメ
ンツや東芝およびソニーなどをはじめ、携帯電話機メーカとしてノキアやファーウェイなど、電池メーカとしてパナソニックなど２００社を超え
る企業が加盟している。
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研究者エッセイ：Researcher essay

博士、企業、研究開発の
「三方よし」

株式会社オーガニック nico
アグリサイエンスグループ
長／首席研究員

鷲田 治彦
わしだ

はるひこ

■ 博士と企業のミスマッチング ■
日本企業に博士が欧米並みに増えることで研究開発がより進むことは想像に難くないが、いまだ
にそうはなっていないのが現状である。博士は今までの専門分野にとらわれ、最初から企業に目が
向かない、そして企業も、頭でっかち、専門しか知らない、高給が必要と博士のイメージのステレ
オタイプが抜けていないように思われる（自分の経験だけではあるが）
。このミスマッチは結局、
企業にも、博士人材にも、そして研究開発の推進においても一つも利になることはない。両者の立
場を経験している者として、お互いに誤解を解き、理解を深め、企業に就職したい博士を採用した
いと皆さんが思ってくれるよう書き綴ってみた。

■ 筆者の背景 ■
筆者は、農学研究ではあるが作物遺伝子の基礎的研究を行ってきた。植物細胞生物学の分野でそ
れなりの結果は出してきたつもりではあったが、それしか自分はできない、
（民間）企業など分野
が合わず無理だろうと思い込んでいた。６０以上の国内外の大学、公的研究機関の公募が通ること
はなく、４０歳を過ぎてから縁あって電子産業系の中小企業に就職し、現在はベンチャー企業で農
業関連での研究開発の仕事に携わっている。

■ 博士が企業で就職するために ■
博士は自分の専門分野にこだわってはいけない。むしろ未知の分野に飛び込むことをお勧めした
い。企業が求めているのは専門分野の知識経験だけではなく、該社事業の遂行に必要な調査能力、
実行力である。マッチングすることに越したことはないが、限られた狭い分野で自分の可能性を狭
める必要などない。今までの知識経験は、新分野での異なる視点として活用は可能であるし、活用
すべきである。
ポスドクは大学や企業でのポジション獲得で初めて就職が決まったと言いがちだが、一般的に、
多くの企業においてはポスドク、博士号取得者は経験、年齢的に転職者として採用を考えることが
多い。とすれば、新卒の就職活動とは異なり、転職のルールで履歴書、職務経歴書の作成、面接に
挑むべきである。ウェブ上でも書籍でも転職のマナー情報はたくさんあり、それを実践するだけで
ある。筆者の経験ではその情報収集、実践は研究で論文を出すことよりもとても簡単なことであっ
た。また残念なことに、転職では給与が低めに設定されていることを心に留めておいてほしい。同
年代よりも低い、もしくは教えていた学生と変わらないこともある。企業も事情があるので仕方が
ない。その後は自分の努力次第である。
どのように企業を探すか、転職エージェントを利用するのも一つであるが、その利用料は高額の
ため、企業全てが利用しているわけではないことを知っておいてほしい。ハローワーク情報、個人
2020.7
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的なつながり、知り合いの紹介など最大限に利用し情報収集することが重要であり、情報収集能力
が優れている人材は、企業にとっても採用を考える人材でもある。

■ 企業は博士を営利事業に活用できる ■
大きな企業の研究部門においては、論文博士をはじめ学位取得者が活躍している認識である。そ
れよりも中小企業、ベンチャー企業こそ博士人材を採用し、活躍の場を与えることで該社事業の活
性化を図れる。大学や学会などでは全く気づかなかったが、筆者は企業に所属後の博士のステータ
スが他企業との商談、大学などの研究機関と対応するときに非常に役立ったと感じた。名刺に博士
が書いてある人物が対応に出てくると企業として研究開発の本気度が相手に伝わり、信用度も高
まったように思われる。研究の世界では当然だった博士であることを実感したのは、筆者が企業に
所属してからである。
人材募集にエージェントを利用する余裕がない場合、ハローワークだけではなく、研究者向けの
求人サイト「JREC-IN Portal」の利用を奨める。無料で優秀な人材を募集することが可能である。
筆者は自社での採用活動において、JREC-IN Portal の存在、利点を社内で紹介し、それを利用す
ることで博士号取得者を数名採用してきた。個人的には研究能力の高さと企業として必要な常識、
人間性を持つ人材は相関があると思っている。面接の服装、態度ができていない人材は、いわゆる
情報収集能力が劣っている。調べれば服装もマナーも情報はどこにでも転がっているのに面接にあ
たり、それすらできない人材が優れているとは思えない。

■ まとめ ■
近江商人の心得として知られる「三方よし」は「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の売り
手と買い手がともに満足し、また社会貢献もできるのが良い商売であるということだ。研究開発の
推進は最終的に社会貢献となることに、企業も研究者も異論はないであろう。博士はアカデミック
にこだわらず、企業は博士を敬遠せず、考え方を変え、理解し、尊重していくことでお互いに利益
を享受でき、博士人材と企業と研究開発における「三方よし」を実現できるであろう。
ただし研究能力もあり、論文も人並みに書いている博士が前提である。そうではない人材は最終
的に全てを不幸にすると筆者は考えている。
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視点：Point of view
プレプリントと産学連携
分野によっては書籍や紀要、国際会議での発表が重

しかしプレプリントは査読を経ていない。これは本

視されるなど優先順位に違いはあるものの、査読を経た

来的な特徴であり、内容の真偽、精度、適用限界などの

学術論文が科学知識の生産における主要な役割を担って

厳密性は査読論文に及ばない。では産学連携でもプレプ

いることに異論はないだろう。

リントの特徴を気にする必要があるだろうか。

ピアレビューと呼ばれる専門家同士の査読システムは、

例えばプレプリントに基づいて情報発信した後に内容

科学知識の質を担保する上で重要なプロセスである。
一方、

が大きく修正されることもあるかもしれない。いざ産学連

査読システムには公開まで数カ月から年単位の時間がかか

携でとなれば、産学双方によって内容が検証されるのだか

るなどいくつかの課題が指摘されている。そこで１９９０

ら大きな問題にはならないだろうか。そうかもしれない。

年代以降、査読を経ていない論文がプレプリントサーバー

しかし産学連携の実務者であれば、最初のボタンの

と呼ばれるウェブサイトで公開されるようになった。
プレプリントによって最新の知見が素早く公開され、他
者がそれを利用することが可能になる。実際、ＣＯＶＩＤ
−１９でも非常に多くのプレプリントが公開され解決に
向けた議論を支えている。

掛け違いが悲劇につながった苦い経験を持っているので
はないか。自身が扱う情報の精度を気にしてし過ぎるこ
とはない。
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 研究力強化推進本部
特任准教授 前波 晴彦

編 集後記：Editor's note
コロナ禍で特別編集
コロナ禍で、本誌の編集環境も様変わりしました。

ことが見てとれます。このごろ一部のドラマ撮影が再開

５月までは完全テレワークでしたが、６月から原則週

され始めたようですが、感染症対策を念入りにする負担

２回出勤です。

が増えています。

原稿など文書、印刷物などでは、短文はいいとして

本誌も同じように影響を受けています。そこで特別

も長文は机いっぱいに広げて校正しないとパソコンの狭

編集を構成し産学官連携ジャーナルと検索するとウィキ

い画面では間違いに気付きません。全体のレイアウトも

ペディアにも掲載できるほどの内容に？

一覧性を欠いて紙で見たときとの印象が随分違って見え

れません。かなりの文章量と作図で、吐きそうなくらい

てしまいます。色校正も現物でなければ意味がないので

疲れましたが、内容はいつになくキレキレです。

す。だからそのときは出勤せざるを得ないので、プリン
ターで印刷できない歯がゆさを感じます。
また移動制限の影響で取材はストップ。寄稿いただ
くにも依頼先ではコロナ対応のため原稿が思うように集

なったかもし

７月から本誌ウェブサイトを全面リニューアルした
ことにも触れました。創刊以来、初めてのことです。
同じような企画を機械学会誌からインタビューを受
け共同企画のような内容になりました。

まりません。テレビ番組を見ても、ニュースは別にして
本誌編集長

ほとんどが再放送や再編集で、収録やロケが滞っている

産学官連携ジャーナル（月刊） 編集・発行
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