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2019 年 12 月に中国武漢で確認された新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、瞬く間に世界中に
拡散し、冬を迎えその脅威が拡大している。
イスラエルの歴史家・思想家ユヴァル・ノア・ハラリ氏は、ウイルス拡散阻止がプライバシーに優先され
る結果、「危険な」テクノロジーの導入が容認され、全体主義的な監視社会の到来を招くと警鐘を鳴らして
いる。その上でハラリ氏は、社会について二つの観点で選択肢を示した。
▶�全体主義的な監視（政府による国民監視）の強化か、市民の政治への信頼に立脚し市民をエンパワーメ
ントしていくのか。
▶孤立自国中心的国家運営か、国際協調か。

（The World After Coronavirus, first published in English in The Financial Times,　 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75）

我が国は欧米各国に比して感染被害が大幅に少ない。我が国は諸外国のように強制的なロックダウン等の
措置を講じておらず、市民が情報を基に自ら判断し行動する「市民のエンパワーメント」が被害拡大防止に
大きく寄与している。その一方、感染が拡大する中市民の自制的な行動のみでは限界がある。
ワクチン開発や治療法等の開発を進めることはもちろんであるが、COVID-19 存在下でも経済・社会活
動を維持するためには、医療分野にとどまらず、工学分野等様々な分野の知を結集した研究開発が不可欠で
あり、JSTとしても積極的に取り組んでいく。
また我が国はCOVID-19 の研究において十分な存在感を示せていない。Web�of�Science における国別
に見たCOVID-19 関連の論文数では日本は 16位にとどまっており、患者数が少ないことを勘案しても、
この分野での科学的な貢献、情報発信が遅れている。短期的な成果が求める中で特定の専門分野に研究者が
集中しており、事実、感染症、ウイルス研究者の減少がこの状況につながっている。また、縦割り構造の中
で社会現場と基礎研究者との連携が十分でないことも要因といえる。
2019 年 10 月に開催された「世界科学フォーラム」では、宣言の第一の柱として「Science�for�global�

well-being」が示されたが、このCOVID-19 禍において「科学技術が市民のwell-being にいかに貢献で
きるか」という課題がより明確になった。市民のエンパワーメント発揮に向け適時適切に情報を発信するこ
と、研究コミュニティが結集し連携協力すること、分野やセクター、国境の壁を超えることが求められてい
る。この認識の下、研究者、研究コミュニティは「社会のための科学、社会における科学」を実践すべきで
あり、私たち JSTも「公平性」「透明性」「包摂性」「社会からの信頼」の原則をもってこの難局に取り組ん
でいく。

今こそ科学技術の総力の結集を

国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長

濵口　道成
はまぐち　みちなり
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別府大学が見過ごされてきた地域資源を見直し、「全集中」で温泉イチオシの地域連携で存在感を
増している。学長自ら温泉学概論の講義をし、PRムービーでは砂湯に入り、教職員は正式な名刺
のほかに、「別府 “温泉 ”大学」の名刺を携帯するなど力の入れようで広報活動にも余念がない。
そんな活動が注目を集める展開になっている。�

都市への人口集中や人口減少などによって、地方の小規模私立大学の経営環境が縮小しつつ
ある。そのような状況にもかかわらず別府大学（別大）のプロジェクトの噂は東京へも漏れ聞
こえてきた。

地域のニーズに応える人材育成や研究を推進し、分野ごとの優れた教育研究拠点やネット
ワークの形成にも力を入れるなど、世界のトップ大学と伍して卓越した教育研究を推進する
といった機能別分化はすでに進展し私大でも進みつつある。具体的に私大が進める分化は、
教育の質転換、産業界との連携、他大学などとの広域・分野連携、グローバル化、プラットフォー
ム化だ。

中でも地方では地元密着、地域に根差した、地方創生…といったワードが必ず出てくるほど地
方感を重視している。従って
地域に密着した地域連携は珍
しいことではなくごく当たり
前のプロジェクトなのだが、
一つ一つを見てみるとそれほ
どの実効性があるのだろうか
と疑問視したくなるようなも
のも見受けられる。だが町の
特色まで取材を広げていくと、
別大の地域とのつながりの深
さが、町とともに存在する実
態が浮かび上がってきた。

■火山とともに暮らす躍動
筆者は全国を飛び回る仕事柄、

北は青森、西日本なら九州の福岡、
佐賀、熊本、大分までは新幹線を
拠点に日帰り出張をしてきた。北
海道と沖縄以外は基本的に新幹線
を利用する。２時間前後の目的地
滞在であれば、始発に乗り込み、
最終間際で帰って来られるからだ。

大分には過去２度訪れたことが
あるのだが、九州新幹線は小倉駅

（本誌編集長　山口泰博）

ＰＲ動画に出演する飯沼賢司学長

あちこちで噴き出る湯煙
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で在来線のソニック・にちりん特急に乗り換えて東京から 6 時間半ほどだ。旅慣れた者にとっての６時
間は苦になることなく取材の流れに入っている行程だ。大分市内を訪れるときは、そのたびに別府駅を
通過してしまう。車窓から鶴見岳（1,375m）と伽藍岳（がらんだけ、別名硫黄山、標高 1,045m）の二つ
の火山が間近に迫り、この山々の扇状地に湧き出る奇観がエキサイティングな景観を醸し出し、すぐそ
こに別府湾を望む。車内からは見えにくいが、あちこちに噴き出る湯煙も相まって、地形と町の躍動を
感じさせるのだが、ただ電車で通過してきたことからいつも後ろ髪を引かれる思いをしたものだ。

若かりし頃、新聞のレジャー面で温泉地を 50 湯くらいは取材しただろうか。それを加え 200 湯くらい
は温泉地を訪れたことがあるが、関東から気軽に行けるエリアの静岡から東日本までの温泉地事情しか
知らない。別府は全くの未開の地で、「別府＝温泉」程度の知識しか持ち合わせていなかった。そこで紀
行文のようで気が引けるが分かりやすく丁寧に伝える基本に帰り、別大がなぜ温泉イチオシなのか「全
集中」で、基本をおさらいしておきたい。

■全集中の理由　源泉数、湧出量ともに日本一という圧倒的地域特性
一般社団法人日本温泉協会によれば、総湧出量の順位は、1 位が大分県、次いで 2 位が福島県、3 位が

北海道だ。源泉総数でも、1 位は大分県で 2 位が鹿児島県、3 位が静岡県である。全国的に知名度が高い
別府温泉や由布院温泉は大分県に位置している。そして別府温泉は、別府市内に数百ある温泉の総称で、
この源泉数、湧出量ともに日本一なのだ。

ここで別府温泉という名称だけが全国区になっているが、別府温泉は別府八湯を構成する温泉のうち
の別府市中心部にある温泉街の名称で、正確には別
府八湯や別府温泉郷と言う。

別府八湯は別府温泉、浜脇温泉、観海寺（かんか
いじ）温泉、堀田温泉、明礬（みょうばん）温泉、
鉄輪（かんなわ）温泉、柴石（しばせき）温泉、亀
川温泉であってこの中の一温泉でしかない。

温泉は通常、海に近いと塩化物泉などの泉質が多
くそのほとんどがしょっぱいのかと思いきや、硫黄
臭がすることから硫黄泉かと地元の人に尋ねると

「泉質は色んな種類があってもう区別できないので
すよ」と返ってきた。そんなことがあるのかと調べ
てみると泉質は、単純温泉、塩化物泉、炭酸水素塩
泉、硫酸塩泉、二酸化炭素泉、含鉄泉、酸性泉、含
よう素泉、硫黄泉、放射能泉と 10 種類あり、別府
ではそのうちの 7 種類の泉質を堪能できるから驚 
きだ。

別府市内には日本の源泉のおよそ 1 割に相当す
る、2300 の源泉があり、その中のおよそ 140 湯の
共同浴場やホテルや旅館が、別府八湯温泉道という
キャンペーンに加盟し、その中の 88 湯を巡り「ス
パポート」と呼ばれるスタンプ帳にスタンプを集め
るスタンプラリーがある。

8 カ所を巡ると初段、88 カ所全てを巡ると名人と 鉄輪（かんなわ）湯けむり通り
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それぞれ段位を設けて「別府八湯温泉道名人」の称号を与えられる。こんなキャンペーンも狭い範囲に
数多くの温泉が点在するからできることで日本一とはこれほどなのか目を丸くするばかりだ。

別大広報室長の篠藤明徳教授は「学生や教職員も知らずに温泉名人になっていたのですが、別府に転
勤で来る人たちの多くは、別府の温泉に魅せられて温泉名人になる人がたくさんいます。それほど愛さ
れているのです」と話す。

■�一般開放されたリレー講座やキャンパス内の温泉施設
圧倒的な地域特性で全国に名を轟かせる別府市ゆえに、別大も温泉と切り離すことはできないのは必

定で、昨年から「別府“温泉”大学」を前面に押し出すプロジェクトを推進してきた。
その中身は、歴史や文学、民俗学、芸術、食、観光、自然エネルギーなど多面的に温泉の持つ諸側面

を明らかにしていくリレー講座で「温泉学概論」の開講だ。学生はもちろん一般にも聴講可能にしている。
ただし今年度は、新型コロナウイルスの感染症対策のため、学生に限っての受講に切り替え一般受講

は中止にしている。
またキャンパス内には、四つの源泉からなる七つもの温泉がある。職員住宅や大学関連施設の「大分

香りの博物館」のハーブガーデン（足湯）、剣道部寮、室内プールの更衣室などで、一部の学生や教職員
が利用していた。しかし、温泉推しをするまでは、学外の人はもちろん、学内に温泉があることを知ら
ない学生も多くいたということから、宝
の持ち腐れで何とももったいない。だ
がようやくその資源に気付き、昨年は
学園祭に合わせてキャンパス内の温泉
施設を「別府“温泉”大学の湯」とし
て初めて一般に開放したところ、福岡
や熊本といった九州近県をはじめ広島、
大阪、滋賀、愛知、関東からは茨城な
どから客が訪れたという。

飯沼賢司学長は、「温泉だけでなくて
発掘すると気が付いていないことがま
だまだあります。身近にあり過ぎて気
が付かないことがたくさんありました。
また地域住民が顔を合わせる共同温泉
は、古くから別府に根差した文化です
が、運営する組合員の高齢化や後継者
不足で、その数は減少し継続が困難な
状態です。閉鎖を決めた共同浴場の話
を講義で聞いた学生たちが、温泉の灯
を絶やさないようにと地域と連携し再
生を決起していて、頼もしい限りです」
手応えを感じているようだ。

キャンパス内の香りの博物館足湯

別大生が存続に一役買う共同浴場の前田温泉
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■湯の花でアトピー性皮膚炎が改善傾向に
明礬では、江戸時代から温泉に含まれる成分や物質が沈殿・固形化してできる「湯の花」を製造してきた。

その「湯の花製造技術」は国の重要無形民俗文化財に指定されている。
湯の花は皮膚に良いとされ古くから入浴剤として利用されてきたが、効能についての科学的検証は少

なく、大分県の産学官連携事業として株式会社ゆふ・は、別府大学食物栄養科学部食物栄養学科の仙波
和代教授らが中心となり研究に着手してきた。

研究を通したモニタリング調査では、アトピー性皮膚炎と診断された 2 歳児が湯の花を使用し、アト
ピー症状が消失したりアトピー症状を持つ成人男性にも改善傾向が見られたという。

その結果、湯の花に含まれる成分が、アトピーの原因菌とされる黄色ブドウ球菌に対して抗菌作用が
あり（株式会社ゆふ・はが特許取得）、免疫に関わる遺伝子を活性化させることを見いだし（別府大学が
特許を取得）、湯の花のアトピー性皮膚炎における皮膚症状改善のメカニズムの一端を解明できた。そこ
で開発されたのが「極みクリーム」と「極み石鹸」だ。明礬で湯の花小屋を継承する岡本屋のほか、別
府大学の香りの博物館でも販売している。

学生たちがこれらの研究結果を「サイエンス・インカレ」（文部科学省主催）で発表したところ、ファー
ウェイ賞を受賞、温泉推しによる産学連携が学生の間にも浸透し始めてきた。

温泉を活用した商品はほかにも多くある。発酵食品学科では、別府の温泉水を使った「別府温泉水あ
まざけ」やクッキーなども商品化し
てきた。

このほか、九州における文化遺産
保護研究の拠点形成のための基盤整
備事業では、私立大学研究ブランディ
ング事業（タイプ A）にも採択され
外部資金も積極的に取ってきた。
「規模の小さい大学だから、先生方

は言われなくても自主的に地域に溶
け込んで自身のネットワークを築い
ていますし、学生たちも地域に自然
と溶け込んでいます。大学が地域に
貢献するなんて、そんなおこがまし
いことは言えません。むしろ地域に
育てていただいている。だから地域
と密着した連携は当たり前に生まれ
ています。協働という言葉が正しい
でしょう。地域と共に。私も学長で
ありながら、講義もするしゼミも持っ
ていて、学生を地域に連れ出し、世
界農業遺産で棚田を作り、収穫した
コメで酒も造りますよ。地域に出て
いくと面白いんですね」と飯沼学長。

産学官連携で開発した「極みクリーム」手にする別大生

温泉水で作るあまざけ
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■派生する地域資源に「全集中」にすべき理由
吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）氏原作の人気漫画「鬼滅の刃」はアニメ映画化され、「劇場版　鬼

滅の刃　無限列車編」が人気を博し、大きな経済的波及効果を生み出している。ファンの間では鬼滅の
刃の世界観を感じられると各地で聖地化しにぎわいを見せている。

別府の場合、主人公の竈門炭治郎（かまどたんじろう）の姓と同じ「竈門」の名が付く八幡竈門（かまど）
神社はファンによる「巡礼」として思わぬ地方創生効果も期待できそうだ。
「全集中」にすべき理由は、竈門の名前だけではない。神社の階段は人食い鬼に作らせたという伝承が

残り、夜明けに九十九段まで作ったところで鬼が逃げたと伝えられる話は、「鬼滅」の鬼が日光を浴びる
と滅びることとファンの間で関連付けられている。さらに拝殿内部の天井には、火災から守ってくれる
龍の水神様が描かれ、炭治郎が手にする日輪刀から繰り出す技は、一度に大量の酸素を血中に取り込む
ことで瞬間的に身体能力を上昇させる「全集中の呼吸」と呼ばれ、ファンの間では「壱ノ型、水面斬り（み
なもぎり）」などと盛り上がりを見せているという。また、作中に登場するアサギマダラに似たチョウは、
大分県北東部にある離島の姫島から飛来し市内でもよく見られ、鉄輪のかまど地獄の入口の天狗が、炭
治郎の育手の鱗滝左近次（うろこざきさこんじ）と関連付けられるなど、訪ね歩く場所がいくつもある
からだ。

自然湧出の共同風呂は至る所で湯煙を上げ、これらの源泉と地獄めぐりや地獄蒸しなどスポットも充
実し、派生した「鬼滅」聖地巡礼が名所化する可能性も否定できない。

豊かな温泉資源は観光だけでなく、古くから地域の人々の生活に根差していた。
実際、別大のキャンパス内の温泉も、誰にも知られることがなかったことは、当たり前に大学内に根

差していたからだろう。温泉は明礬の製造や地熱発電、医療などとも結び付き、幅広く利用されてきた
ことからもうかがい知ることができる。

町を流すと、地獄めぐりという言葉があちこちで見受けられ地獄の総称としても利用されていた。海
地獄、血の池地獄、白池地獄、龍巻地獄など、これほど地獄が愛されている地区は見たことがない。

その一つのかまど地獄は、98 度の温泉が湧出し、氏神の竈門八幡宮の大祭に地獄の噴気で御供飯を炊
いていたことがその名の由来だとか。これら「地獄」から「鬼」、「竈門神社」から連想されるのはまさ
しく「鬼滅の刃」で、「鬼」を含め、「鬼滅」にまつわる伝説が至るところに残るところが、鬼滅の物語
の世界観とシンクロし聖地と化している。

中には、市松模様の羽織を着た外国人もいるほどで、全国各地からファンが訪れ、八幡竈門神社、別
府がにわかに活気付く。

■聖地化は各地にも
聖地化しにぎわうのは別府だけではない。
福岡県出身の作者と主人公の竈門炭治郎の姓と同じといった共通点から「竈門神社」が鬼滅の刃の聖

地ではないかと話題を集め、大宰府の鬼門封じとして建立された宝満宮竈門神社（福岡県太宰府市）や、
溝口竈門神社（福岡県筑後市）にも参拝者が急増しているという。

このほか栃木県の、鬼が嫌うとされるフジの花や真っ二つに割れた巨石、剣豪伝説で有名な奈良市の
天石立神社の巨石「一刀石」、長野県白馬村の岩岳リゾートの遊歩道にある「ねずこの森」、富山市八尾
町の「滅鬼（めっき）」集落などだ。

205 話まである物語のテレビ放送は 26 話までで一旦終了し、その流れで映画の「無限列車」が公開さ
れたことからすれば、残りの未放送分が数年後に放送される可能性は高い。それらの途中途中で映画が
制作されると、最終話までたどり着くには 10 年以上はかかるのではないだろうか。さらにスピンオフ作
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品やメディアミックスを駆使し、一過性の人気で終わらせないのが近年の漫画・アニメ業界である。こ
れほどの人気を獲得すれば、10 年どころか何十年と語り継がれる作品の仲間入りをしたと言えよう。こ
の現象は今だけの流行りではなく、永続的な効果として地方にとっての追い風となりそうだ。

■別府が熱い
別府大学の学部構成は文学部、食物栄養科学部、国際経営学部の３学部。そして大学院と短大を合わ

せると、2020 年度の学生数は 2,643 人（短大は 553 人）だ。決して大規模とは言えないが、大学の定員
充足率は 102.8％（短大 105.3％）と安定している。しかも無借金経営の堅実な大学運営だという。

人口の規模から見ると大分県大分市はおよそ 47 万 8,000 人、別府市は大分県第２位の都市だが、12 万
2,000 人で小規模な商圏と言えるのだが、この地域で別大は今年で創立 112 年目を迎え、老舗私大の地歩
を築いてきた。

小都市にもかかわらず、別府には立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）もキャンパスを置く。ＡＰＵの
学生数は、2,600 人近くが海外からの留学生だがおよそ 5,600 人、別府大学の 2,600 人を加えれば、学生
が 8,200 人ほどだ。ただし住民票を別府市に移していない学生もいるだろうから人口に対する学生の比率
は正確ではないにしても、京都大学の地熱発電関連の研究施設もある。別府は、温泉と同様に大学・研
究都市としても熱い町なのだ。

ＡＰＵは 2000 年設置の新しい大学で、入学希望者が多い人気の大学に急成長した。ライフネット
生命保険株式会社創業者の出口治明氏が学長として赴任しておりＡＰＵ関連の情報量は、別府大学の

別府大学キャンパス
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比ではなく多いと言うが、100 年以上の老舗大学と
しては、心穏やかではなかったに違いない。しかし、
それぞれが異なる特色を持つ２校は学長が連絡を取
り合い定期的にコミュニケーションを取っていると
言うから連携の輪が広がりを見せる日は近いと思わ 
れる。

このほか、別大の広報誌は、伝わりやすく親しみ
やすい。全集中の温泉推しのような受け入れやすい
テーマはもちろんだが、気取らない情報発信は大学
の敷居を下げ、地域住民からも受け入れやすいので
はないだろうか。産学官連携の分かりやすい連携テー
マを抽出した近畿大学の広報手法は定評があるが、
それに引けを取らない効果を生み出し、近大に追随
しているようにさえ思える。

着実に成果を上げる先行事例として地方大学は、
産学連携、地域連携活動とその情報発信力の手本と
して別府大学を参考してみてはどうだろうか。

別府を代表する竹瓦温泉
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総合科学技術・イノベーション会議　上山隆大常勤議員インタビュー�

1995 年に制定された科学技術基本法は、日本の科学技術振興に関する基本的な政策を定めて
きた。この基本法に従い、5 年に一度策定されているのが科学技術基本計画で、現在は５期の
最終年度となる。そして、この基本法が去年６月、25 年ぶりに改正され科学技術・イノベーショ
ン基本法へと衣替えし、今年４月から施行される。これに伴い基本計画も第６期がスタートす
ることになる。

法の目的に幅広い分野での研究成果を経済や社会の発展に生かしたいと「イノベーションの
創出」を加え、人文・社会科学を除くといった文言を削除し、「人文・社会科学」を新たに適用
対象としたことが大きな変更点だろう。

これは科学技術とイノベーションの関わりが密接に重なり、情報通信やＡＩ、ゲノム医療な
ど先進的な技術の急速な発展を背景に、人と社会の動勢が変化する中、科学技術だけでは限界
があるからと言える。

そしてこの基本法の改正に、重要
な役割を果たしてきたのが、総合科
学技術・イノベーション会議の上山
隆大常勤議員だ。同会議は、内閣総
理大臣を議長として各省庁の閣僚と
外部有識者 14 人の議員によって構成
され議員の任期は 3 年。内閣府の「重
要政策に関する会議」にも位置付け
られ、関係予算の配分などで強い影

（本誌編集長　山口泰博）

期 期間
第１期科学技術基本計画 1996～2000年
第２期科学技術基本計画 2001～2005年
第３期科学技術基本計画 2006～2010年
第４期科学技術基本計画 2011～2015年
第５期科学技術基本計画 2016～2020年
第６期科学技術基本計画 2021～2025年
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響力を持つ。
本誌はこの基本計画を意識し、編成方針を策定

していて、折に触れて文理融合、組織的連携、と
きには文系といったワードで記事化してきた。

そこで５期から６期へと変わる節目に、多忙な
ところ時間を調整いただき政策系の常勤議員は異
例と言われる上山常勤議員に話を伺った。

―社会科学系の常勤議員は珍しいですね

上山　サイエンティストが政策にまで踏み込んで知
見を政策に落とし込み、議論し研究成果を世に送り
出せるかというと、テクノロジーに精通していても、
全ての領域に通じなくてはならないのはしんどいで
しょう。理想は、サイエンティストがいて、われわれのような社会科学系がサポートするのがいいかもしれ
ません。科学者がいて、政策の専門家がいて、産業界がいてそれぞれの役割や得意分野を生かしていくこと
が重要です。

―異なる人種が集まれば軋轢（あつれき）も生まれますが

上山　私は全然ありません。研究者のマインドセットは文系も理系も同じです。クエスチョンを解くた
めにわからない物を分かりたいとか、知りたいと思ってやっていますから。

―思い切った改正でしたね

上山　「人文科学を除く」を外して、これがいい機会でしたし、大きな改正ですがやらなくてはいけない
と思いました。科学技術を振興させていくことだけでもありませんし、文系も入れて産連を進めていく
ことが目的であるとも思っているわけでもなく、科学技術の振興は必要ですが、皆さんは何のためにこ
の法律が必要なのかを忘れています。25 年前にできた科学技術基本法は、「日本は科学技術で生きてい
くことしかできないから、科学技術を振興させなくてはならない」、これが元々の精神なんですね。具体
的に言うと、科学技術に対する国家予算を増やさなくてはならない、そういうことを目的に書かれてい
るのです。そしてそれは正しいと思いますが、科学技術を振興させるのは何のためなのか…、は書かれ
ていないし議論されていません。科学技術を振興させていけば国は豊かになる、国民の生活も人生も豊
かになる。ある種そのようなことが前提になっています。しかし科学技術はすでに日常に入り込んでい
て関わらないものはないくらいに浸透しています。だとすると科学技術を用いて、どんなバリューを、
どんな価値を、どんなソリューションを人に提供しようとしているのか、そのバリューを考えなくては
なりません。社会課題だけに限定されたものではなく、もっと大きなバリュー、一人一人の生活に関わ
るバリューです。バリューとは何か考えないと科学技術は進みません。そうしたとき、科学者だけがバ
リューを考えるのは難しい。多くの人の生活を考えたときに価値を論じるためにも人文社会の視点も必
要だろうと考えています。
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１期から５期に至る間にずれてきた、社会課題も解決するためのゲームチェンジ
上山　1995 年の基本法はとても面白いタイミングでできた法律で、バブルの 80 年代、80 年代後半くら
いから始まった日本バッシング、米国の製造業は日本やドイツに市場を奪われました。そのとき日本と
の通商交渉で米国が主張したのは、「あなたたちは確かにいい製品を作っている。マーケットを凌駕（りょ
うが）している」といったことです。「だけど元の技術はわれわれが作った。膨大な資金を投入し、基
礎研究を拡大してきたその成果を君たちが使っているに過ぎない。基礎研究に対しお金を入れていない。
もっとお金を入れてください」とプレッシャーをかけてきました。それを受け止めた日本は、科学技術
の基礎研究に、お金を入れるべきという論調が出てきました。それに乗じて基本法ができあがってきま
した。当時の米国は単なる科学技術の振興だけでなく、さらに進めてイノベーションに舵を切っていま
したから、ある意味日本に代償を払わせるというような意図があったのではないでしょうか。

上山　基本法はいい法律でしたが、科学技術の振興だけでは実現で
きないことがすでに世界では起こっていましたが、残念ながら当
時はそこまで踏み込んだ法律にはならなかったのでしょう。30 年、
40 年遅れで日本版バイドール法や知財政策などを進めてきました
が、基本法が描き出している世界は、１期から５期に至る間にずれ
てきた。社会課題も解決しなくてはならない、ソサエティ 5.0 とい
う社会像も提示してきた、その間に元々の基本法の範囲からずれざ
るを得なかったのだと思います。基本法が基になって作られている
にもかかわらず、基本法の基から外れていった、それは外れていか
ざるを得なかったのだと思います。だから、改正しゲームチェンジ
する必要性があるということなのではないでしょうか。

臣大理総閣内偉義菅長議

閣僚 官長房官閣内信勝藤加

臣大当担策政術技学科治信上井

臣大務総太良田武

臣大務財郎太生麻

臣大学科部文一光田生萩

臣大業産済経志弘山梶

有識者 上山隆大（常勤議員） 元政策研究大学院大学教授・副学長

梶原ゆみ子（非常勤議員） 富士通株式会社 理事

小谷元子（非常勤議員） 東北大学理事・副学長
東北大学材料科学高等研究所 主任研究者 兼 大学院理学研究科数学専攻教授

小林喜光（非常勤議員） 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役会長

篠原弘道（非常勤議員） 日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）取締役会長
一般社団法人日本経済団体連合会副会長・デジタルエコノミー推進委員会委員長

橋本和仁（非常勤議員） 国立研究開発法人物質・材料研究機構理事長

松尾清一（非常勤議員） 名古屋大学総長

関係機関の長 梶田隆章（非常勤議員） 日本学術会議会長
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―改正に対して、どんな反応がありましたか？

学術会議との対話
上山　基本法に縛られることに対し、おそらく当
時のアカデミアは冷ややかだったのだろうと思い
ますよ。法律に規定されること自体に違和感があっ
ただろうし、逆にこれで研究に対する補助事業が
増えて、資金的に苦労しなくてもよくなるのでは
ないかと歓迎する研究者もいたようです。しかし
総じての空気感で言えばシニカルだったと思いま
すね。人文学者の方が反対の意見が強かったので
はないですか。だから人文科学に関わる部分は除
こうという結論になったのではないかと想像して
います。その後、学術会議の側でも人文科学を入れて欲しいという声が高まってきて、改正ではとても協
力的でした。今回の改正については、相対的に、それほど抵抗感はなかったと思います。抵抗感があると
すれば、人文科学を科学技術発展のために使う、道具にされてしまう警戒感はあったのかもしれません。

―具体的なイノベーションの定義は設定されたのですか？

上山　明確にしました。シーズは、科学から生まれたテクノロジーが中心になっていく、出口指向になっ
ていく、最終製品やサービスだけがクローズアップされて基礎研究がおろそかになってしまう懸念はあっ
たと思います。イノベーションは最終製品の川下を指しているのではなく、新しいものを付け加えてい
くプロセス全体をイノベーションとして捉えているので、そのような定義に変えました。なかなか面白
い議論でしたよ。

―法律が変わることで期待されることは？

上山　基本計画は相当変わるでしょうね。ソサエティ 5.0 を実現するのであれば、一人一人のウェルビー
イング（Well being）といった幸福や健康、不安を払拭できるような科学技術イノベーションが必要です。
今回のコロナでもはっきりしましたが、デジタル化が圧倒的に遅れていたことが露呈しました。こんな
こというと怒られますが、ソサエティ 5.0 は絵に描いた餅のようだったのではないかと。そのためには社
会のシステムを変えなくてはなりません。政府、大学、産業界のトランスフォーマティブ・イノベーショ
ンと書いたのですが、物事を変えていく、変革していく、そういう行為をイノベーションと呼ぶと規定
しています。ただそれが、どんな影響を持つかは分からないのですが、高等教育や産連の在り方、政府
予算にも影響を及ぼすのではないかと想像しています。

―法律や政策を専門とするアカデミアの立場から見て産学連携はどう映っていますか？

補助金を出すだけでは難しい
上山　経産省（経済産業省）は、産学連携の現場にどっぷり入り関わっていきますが、ビジネスから距
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離のある文科省が旗を振り、文科省系のアカデミアをサポートするＪＳＴ（国立研究開発法人科学技術
振興機構）が、同じようにどっぷり入り込んでいくのは難しいとは思います。プロジェクトを立て、研
究費や補助金を出します。５年間はやってください。その後は自走してくださいといったことを繰り返
しても産学連携の本来の目的を考えると難しい気がします。ＪＳＴしかり。戦後高度経済成長期に産学
連携施策を通産省（現経済産業省）が主導してきましたが、当時の文部省（現文部科学省）は、蚊帳の
外でしたから素人だったと言えます。しかし、かつては素人の様だった文科省も、ようやく熟達してき
ました。

―文系は何をすればいいと考えていますか？

研究開発や科学技術を進めるための法ではない
上山　基本法は産連を促進するための法律ではないので、文系は産連に入っていかなくてもいいのでは
ないでしょうか。文系の研究内容によって資金を得る可能性もありますし、資金が潤沢にあれば研究が
進みますし。この法律を通したことで現場では様々な動きが出ています。コロナでわかったことは、科
学技術だけで解ける問題でないということです。マスクをするとか人の行動変異、それは社会科学です
よね。防災では、防災に関わるだけの技術開発をするのではなくて、人はどういう状況なら安心できる
のかなど心理に関係するし、100％安全はないのだからといったリスクの許容度…。理文が融合し、そこ
かしこで変化が起こっているのでそれが基本法を改正した影響でしょう。だから文系がコンサルで稼ぐ
のは古いモデルで考え方です。５期ではデジタルもソサエティ 4.0 さえ進まなかったですよね。６期はシ
ステムそのものを変えていくので、基本法では、物事を変えてトランスフォームして普及させ定義を拡
大させていければと思っています。

―ありがとうございました。
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リポート　Report

最近、産学官連携で良いチームに出会った（写真１）。そして、冒険者タイプの物語は桃太郎やミドルアー
スの時代から現代のアニメやスーパーヒーローものの映画でも大概チームで戦って大きな成果を出してい
る。最近チームの重要性に気付かされた出来事があったので、書いてみたい。（いや、本誌の編集長の山口
さんが私の常々考えていることを、書いてくださいと私などに依頼されたのを後悔しないように、ちゃんと
産学官連携の話になりますので、安心して下さい！）

まず私の頭の中でチームから連想させられる言葉は、「チームを視（み）る」だ。これは、私の周りの米
国のベンチャーキャピタリストが投資対象の、特に創設して間もない、シード段階のベンチャーを評価する
ときによく使う言葉である。実際、投資判断の三大要素は、①チーム、②チーム、③チーム、であると説く
有名な米国 VC（ベンチャーキャピタル）もいるくらいだ＊ 1。ちなみにフルバージョンの６大要素で語ると
きは、その後は、④市場規模、⑤トラクション、⑥アイデア（技術、特許などを含む）と続く＊ 2。

この「チームで事業を運営する」というコンセプトは、産学官連携では、あまり聞かれない。「産学連携
はコンタクトスポーツだ」と聞いたことは何度もあるが＊ 3、産学連携がチームスポーツだというのは、不
思議なくらい聞いたことがない。しかし、チームという言葉はよく使われている。実際、本誌のウェブサイ
トで「チーム」を検索すると、700 件以上もの結果が出てくるが、ほとんどは、肩書や組織の名前にチー
ムが入っている。しかし、一緒の組織に所属しているだけで、「チーム」になるのだろうか。

例えば、技術移転では、一緒のグループに属していても、各人がそれぞれ個別に案件の対応をする。研究
者を訪問して知的財産（知財）を発掘し、知財を磨き
上げてライセンス候補先に営業をして、契約を交渉、
締結し、さらにはライセンス後のサポートも行う、ど
ちらかといえば川上から川下まで、一貫してサポート
するのが基本だ。これまでの産学官連携では、１人で
全工程がこなせる、いわゆるオールラウンダー型の人
材が求められてきた。

時として、産官学連携の業務を行っている組織での
チームワークが語られたとしても、それは、発明者な
どの技術系の教員などの研究者、知財を担当する産
学連携部の事務員、技術移転を行うアドミニストレー
ター人材の連携・連絡の方法だったりする。どちらか
と言うと、別のグループ間の個と個のつながりの場合

産学官連携にチームの出会いを求めるのは
間違っているだろうか

株式会社神戸大学イノベーション
執行役員

（兼任）神戸大学 産官学連携本部
シニア・ライセンシング＆ビジネス
デベロップメントオフィサー

大津賀　伝市郎
おおつが　でんいちろう

写真１　株式会社神戸大学イノベーションのチーム
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が多い。
もしくは、最近よく見聞きする言葉は「伴走」だ。そもそも、なんで一緒に走っているか分からないが、

横で走っている人達を通常チームとは言わないどころか、大体は競争相手だ。どちらにしてもこれらの表現
には一心同体感よりかなり距離がある。

ところで、なぜチームがベンチャー企業の投資判断に重要なのだろうか。そして、チームの機能性がベン
チャー企業で特に重視されるのだろうか？　それは、ベンチャーは、短時間でスケールし、大きな結果を出
すことが求められるので、それには、組織的に動く必要があるからだ。

わたしは何回か法人を立てた経験があり、逆の立場であるエンジェル投資家や、VC として、投資対象で
あるベンチャー企業のデューデリジェンス（Due Diligence）もしてきたので分かるが、会社を立て、成長
させるには、とにかく様々なことをしっかり考え、信念に沿って決断し、少ない資金が干上がる前に素早く
行動しなければならない。

ソロプレナーとして１人でベンチャーを立てると、どうしても周りが見えなくなっている自分に気付けな
い。また、事業の三本柱である、経営、技術、営業の全業務を１人でこなすのは難しい。例え全てのスキ
ルと経験があったとしても、１人では時間が掛かる。一方で信念の共有ができている仲間とチームでベン
チャーを立てると、経営、技術、営業の分業が可能になり、これができれば効率よく仕事が進む、また、精
神面でもお互いの支えになる。しかも、皆で意見を出しながら何か新しいものを作り込んでいく、この一体
感のあるプロセスは一度ハマると止められない。だからチームが重要なのだ。

特にチームメンバーの「信念＝軸」が共通していることはさらに重要で、この共有された軸は、組織の文
化の源ではないかと思う。組織内で軸が共有されていれば、「どこで、だれが、なに」をしていても、信頼
できる。それは、一人一人が自発的に軸に沿った行動をするからだ。

それでは、何をもってチームということになるのだろうか。それぞれ特化した役割があり、それぞれの役
割が信頼され、任されて個々で行動しているが、時として全員で集まりお互いの意見をぶつけ合って全体的
な方向性を決めていく、そんな双極的性質を持った集まりだと思う。チームとは、「多様性」のあるメンバー
による「分業」と「信頼」を「共有する軸」から発展させることを「組織的に行う人の集まり」、ではないか。

軸というのは、そもそも「なぜ（Why）」それ（例えば、ベンチャー、仕事、スポーツ、バンド、ボラン
ティアなど）をやるのかという個人の思想や哲学のことであると思う。これは同じ組織に長く留まって醸成
されるものだと考えられることが多いが、必ずしもそうではないことに気付かされたエピソードがあるので
紹介したい。

さて、そもそも私は、2020 年 4 月に事業を開始したばかりの、株式会社神戸大学イノベーションという
承認 TLO の創設メンバーで、最近、中途採用者への研修を行った。研修と言っても、始まって半年しか経
たっていないので、創設チームメンバーが技術移転のトピックに関して語るというものである。まぁ、しっ
かりとマニュアル化する時間も準備も出来ていなかったから、というのが本音だ。

研修が終わった後、研修の感想を聞いてみると、仕事の内容、手順などにまつわる業界独特の慣習、用語
などの話もあったが、一番印象に残ったのは「なに（What）」とか「どう（How）」の部分より、一貫して「な
ぜ（Why）」の部分が研修の内容として共通していたことだ、と言われたことだ。その共通事項は、「“産学
官連携の世界でいかにお金が大切か”と言うこと、ただし、“お金だけのために産官学連携という仕事をし
ているのではない”」という「“お金が”ではなく“お金も”」という考え方だ。つまり、「対価として産学官
の間で正当な対価のお金は支払われるべき」だが、産学官のどこかで正当な対価の交換が行われなくなると、
お金も本来の「回りもの」としての習性が失われ、流動しなくなる。「しっかりと正当な対価でお金の流れ
を作ること」で、産学官連携が機能し、「学」の「知」が効果的に社会実装されるということだ。

先述の新人研修の内容は神戸大学イノベーション社内でのトピックである。当社には技術移転の世界で
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15 年以上の実績がある人物が４人もおり、合計でおそらく 2,000 件以上の技術の社会実装に関わる契約を
締結しているので、ベテラン率が高い。また、必ずしも同じ職場や時期ではないが、以前一緒に働いた経験
を持つものが社員の半数を占める。つまり、今のチームが出来る前に、既に別のチームで一緒に活動した経
験があるのだ。そして、個々に川上から川下まで、一貫して産学官連携の全体図の中で経験を積み、個人の
軸が形成された。おそらく、それぞれの「軸」が共鳴しチームとして集まったので、頑固たる共通の「軸」
が存在するのだ。

ところで、日本でも、シリアル・アントレプレナーと言われる連続して起業するアントレプレナーは、起
業の成功率が高いことが知られているが＊ 4、実は個人のアントレプレナーより、この様なチームの再編成
のほうが米国のベンチャーではよくある。一緒にベンチャーで仕事をした仲間が、エグジット後に別のベン
チャーでチームを作る、いわゆるシリアルベンチャーチームだ。私は投資家として、このようなシリアルベ
ンチャーチームと出会うことが時としてあるが、彼らの動きには目を見張る。さっさと資金調達し、さっさ
と試作品を造り、製品の承認の書類を揃えて販路を確保し、価値を見いだし、スケールさせ、エグジットさ
せる。だからこういうチームは投資を受けやすく実績も出せる。

エコシステムが構築されるということは、人材層が厚くなりつつも、人材の流動性があるというのが私の
考えだ。日本の大学の技術移転業界も今年で 20 年＊ 5、人材の層が厚くなってきている。今までの日本の産
官学連携は、オールラウンダー型の人材育成をしてきたが、これは次の世代の育成とスケールする段階の土
台づくりとも言える。

神戸大学イノベーションという会社は、百戦錬磨の高いステイタスレベルの冒険者達を同じファミリア・
パーティに集め、新しい組織の箱に入れ直し、その組織をスケールさせる実験だと思う。そこでは、それぞ
れの「ヒト」の経験値も重要だが、私は打ち合わせもしていないのに、メンバーの「なぜ（Why）」が一致
していたことは極めて重要だと思う。このチームの共有された軸、しっかりと「学」からの「知」の正当な
対価を設立させる信念があるので、お互いを信頼して仕事を任せられる。そして、この信頼感は伝搬する。
設立して半年ほどだが、新人社員を入れて、次世代への伝搬・育成も始めている。次世代がどのような成長
を遂げ、新しい形のチームを作っていくのか楽しみである。もしかすると、個々がオールラウンダー型でな
くともスケールできる仕組みの組織で活躍できる新しい形の人材像を見せてくれるかもしれない。産学官連
携の仕事でこんなチームとチャンスに出会えたのは非常に嬉しい。

日本での産学官連携は、年々確実に実力を上げているが、少々停滞感と閉塞感があるように見える。日本
での TLO 新設数を見ても、最初の 12 年と、直近の 12 年では雲泥の差がある（図１）。破壊的イノベーショ
ンとは、発明や技術だけではなく、ビジネスモデルでも起こり得る。今後、神戸大学イノベーションのよう
なチーム編成で、短期間で驚くような業績を叩き出すベンチャー企業的な TLO が出てくるかもしれない。
これには、当然、業界を熟知したベテラン人材が重要だが、その人材を集め、行動に移す仕組みとして、独
自の意思決定ができる組織として産学官連携の機能を外部に出してみた実験の成果でもある。今年からコロ
ナ禍により働き方が変わり、リモートが常態化しようとしている環境において、ちょうど良い機会である。
もし、産学官連携に閉塞感を感じているのなら、外部化した新たな組織で新たなチーム作り、全国から産学
連携のベテラン人材を正当な対価と多様な雇用体系で集めてみたら神戸大学イノベーションとはまた違う軸
で発展するかもしれない。その中からレベルアップし、次元の違う新しいスキルを得て、産学官連携の分野
に新しい流れを作るかもしれない。

前回、５年前に本誌に投稿した際に＊ 6、流動性がなぜ重要かを語ったが、神戸大学イノベーションはま
さに、「ヒト」の流動がチームの構成に結び付いた例だと言える。私が現在担当しているベンチャー創出、
ベンチャー投資の分野でも今後アントレプレナーやスタートアップの経験者が増え、人材層が深まり、正当
な対価で「学」の「知」が流通すれば、米国並みのベンチャー投資という「カネ」の流動も起こり、その中
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からチームメンバーの出会いが起き、GAFA+M ＊ 7 を凌駕する世界的な日本大学発のベンチャー企業が生
まれる、そんな時代が再来すると感じている。そして、将来語られる大冒険の物語は、やはりチームが成し
遂げるだろう。産学官連携にチームの出会いを求めたことは間違っていなかった。

＊ 1
Devathon　An Interview with Founder & Co-CEO of Techstars, David Cohen

＊ 2
5 Questions with Johann Romefort March 1st, 2020
しかし、順序的にはアイデアが最後です。しかも、アイデアの中には事業の仕組みなども入っているので、技術や特許がそれほど重要視されてい
ないことが分かります。いつか、このことについてもどこかで共有したいと思います。

＊ 3
「産学連携における学術用語の一般化」 東京大学 TLO 代表取締役社 長山本貴史

＊ 4
独立行政法人経済産業研究所「シリアル・アントレプレナー研究への関心」松田尚子研究員

＊ 5
UNITT アニュアル・カンファレンス ［UNITT AC ２０２０は、盛会の内に閉幕しました。］
UNITT は２０２０年９月に設立２０周年を迎えた。

＊ 6
産学官連携ジャーナル 2015 年 7 月号 海外トレンド 米国在住実務者から見た米国と日本の技術移転―米国から学ぶ日本での地方創生―　大津賀
伝市郎

＊ 7
日本経済新聞 2020 年 5 月 8 日 「GAFA+Microsoft の時価総額、東証 1 部超え 560 兆円に」
GAFA+M は Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft の略で、この５社の時価総額の合計額は、東証一部約 2170 社の総合計時価総額
より高い。Amazon 以外は大学生、もしくは大学発ベンチャーで、どれもチーム創設者によるベンチャーだ。

0

1

2

3

4

5

6

7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

承認TLO新設件数

累計３７ 累計３

神
戸
大
学

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

図１　承認 TLO の年次新設件数
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■プログラム概要
日立と北大は、社会課題解決に貢献できる高度な技術の研

究開発に取り組む人財を育成するために、優秀な学生の博士
課程進学を促し、研究に専念できる環境を整える給付型奨学
金の本プログラムを 2020年度から開始しました。本プログ
ラムは、北大の博士課程に在学する最大 9人の学生を対象
に、2020年度から 3年間で一人当たり年間520万円を支給
します。このうち、日立からは 400 万円の研究費と学生の
生活費を、北大からは120万円の研究費を支給します。

■博士課程支援制度の必要性
文部科学省の発表では修士課程修了者の博士課程への進学率は、工学部で2000（平成 12）の 9.6%をピー

クに減少傾向にあり、2016（平成 28）では 5.6％となっています。そのため大学側も博士課程学生の減少、
さらに会社側も優秀な博士課程学生の採用が難しくなっており、日本の技術力低下を招く恐れがあります。
また、知り合いの大学の先生からも優秀な学生が博士課程になかなか進学しない状況も聞きました。進学し
ない理由は財政面、博士課程終了後の就職への不安などが挙げられています。
本スキーム導入は、学生にとって財政面をサポートするだけでなく、企業を知り成長する機会となりま
す。また大学側にとって博士課程学生が増える、企業と密につながれるなどの利点があり、企業側にも先端

日立による北大博士課程学生に向けた
給付型奨学金制度導入

株式会社日立製作所 
研究開発グループ

渡辺　康一
わたなべ　こういち

株式会社日立製作所 
研究開発グループ

竹本　享史
たけもと　たかし

日立 北大 

博士

学生

400 万/年 120 万/年

共同教育 

図１　給付型奨学金制度の概要
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技術を肌で知る機会ができ、さらに学生に身近に会社を知ってもらえるなど、学生、大学、企業共にメリッ
トのある仕組みです。そのため、博士のキャリアパスを安定化し産学連携を促進する、大学・産業界双方に
とって重要なスキームだと考えています。また本給付水準は、現在の日本の最高水準の奨学金を超える額で
あり、本公募を勝ち抜き研究することは学生の名誉となり、ひいては博士の増加に繋がると、期待を頂いて
います。

■欧州の状況と北大の理念
ここに至る背景として、欧州と日本の産学連携の状況の違いにあります。欧州は産学連携が進んでおり、

例えば私が３年間勤務した英国ケンブリッジ大学
では、博士課程の学生は全員奨学金制度を活用し
ています。その中で一番多いのが企業からの奨学
金です。大学と企業が学生を育てる土壌ができて
おり、また博士課程学生は企業奨学金を取ること
で、大学教授だけでなく企業の研究者をメンター
として研究を考える機会が与えられます。その影
響だと思いますが、私の印象では日本の博士課程
学生と比べてイギリスの学生はすでに社会人に近
い感性を持っていると感じました。
また企業側の観点から見ても、ドイツのシーメ
ンスは、本スキーム同様、共研テーマ推進に際し
優秀学生を公募し、研究費・人件費給付する仕組
みを、20 年前よりミュンヘン工科大など８大学

写真１　産学連携「新概念コンピューティングコンテスト」表彰式

写真２　協創成果の知的財産開放に向けた関連機関 
合同ブレインストーミング
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と進めています。
このような状況を鑑みて、英国から戻り最初の大きな仕事として、日本でプレミア感のある給付型奨学金
制度の導入を検討しました。その際に奨学金に大学側にも負担していただくことで責任を共有でき、学生に
とっても名誉になると考えました。北大は、「フロンティア精神」、「国際性の涵養」、「全人教育」および「実
学の重視」という教育研究に関わる基本理念を掲げており、本制度での産学連携教育を最初に導入するには
最適と考え、ご相談して快諾いただきました。

■北大と日立の関係と今後の展開
日立は北大と共同で 2016 年 6月に「日立北大ラボ」を開設し、北海道における少子高齢化や人口減少

などの社会課題を解決し、地域創生につながる共同研究を進めています。これまで、常駐型研究拠点の利点
を生かし、「社会創造数学コンテスト」＊1 や「新概念コンピューティングコンテスト」＊2 などを共催して
学生の修学意欲を促進し、社会を支える高度な技術の発展に貢献してきました。また、日立は、北大COI
の中心企業として岩見沢市と共同で母子健康調査＊3 などを実施し、関連機関合同で本取り組みの社会実装
に貢献する知的財産を開放＊3 するなど、健康経営都市の推進を進めてきました。
新型コロナウィルスの感染拡大により、テレワークによる在宅勤務が普及するなど、働く場所が住む場所
に依存しなくなることから、地域での生活が見直されています。北海道は課題先進地域といわれる一方で、
国内の食料安定供給に貢献する１次産業、低炭素化社会実現に向けた豊富なエネルギー資源など、広大な大
地と自然を生かした様々なポテンシャルがあります。そして課題はマイナスではなく、世界に先駆けて厳し
い社会課題を発掘し、克服することで新技術や新産業創出につながる大きなチャンスとなりえます。今後、
本給付型奨学金制度を活用することで、学生を媒体とした北大・日立双方の人材育成を進める共に、社会課
題解決に必要な異分野が融合した多岐に渡る産学連携の研究基盤を構築し、持続可能な社会の実現をめざし
ていく所存です。

＊ 1
従来のアルゴリズムでは最適解を求めることが困難な社会課題を解決する新しいアルゴリズム開発を目的に、日立と北大が 2019 年に 2 回開催し
たマラソン型プログラミングコンテスト。

＊ 2
従来の計算原理とは異なる、新概念コンピューティングのキー技術である前処理アルゴリズムの効率化を目的に、日立と北大が 2017 年から
2018 年の 2 年間で、3 回開催したマラソン型プログラミングコンテスト。

＊ 3
ニュースリリース「北海道大学、森永乳業、日立製作所は、母子健康調査に関する協創成果としての知的財産を開放」
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今回は、我が国におけるURAの歴史と質
保証制度導入の背景について紹介する。特に
質保証については、文部科学省における委員
会や関係事業の報告書等で詳細が述べられて
いるので、興味のある方は、合わせてご覧い
ただきたい。

■�我が国におけるURA制度導入の�
歴史と背景
我が国の大学等の研究機関では、研究者（教員）と事務職員という二つの属性でこれまで運営されてきた。

これが平成 16（2004）年度の国立大学の法人化にともない、大学に求められる役割の肥大化、高等教育の
国際的競争の激化、さらには研究プロジェクトの大型化など、大学を取り巻く環境が大きく変化し、従来の
研究者・事務職員という役回りだけでは、大学の本来の使命である研究とそれを土台とした高度な人材育成、
そして産学官連携を含む社会実装に対応できなくなってきた。
平成 14（2002）年前後の数年間、文部科学省・JST は大学等の研究機関の研究成果の知的財産化や社
会実装を推進するため、産学連携コーディネータ配置のための各種事業に力を入れてきた。これに加え、
平成 10（1998）年施行のTLO法（大学等技術移転法）に始まる経済産業省の一連の推進施策により、今
日の一般社団法人大学技術移転協議会（UNITT）の基盤が構築された。少し遅れて、平成 18（2006）年
から始まった科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」事業において、金沢大学ではそ
の間接経費で、主に事業で採用された若手研究者を支援するための人材を配置した。その後平成 21（2009）
年度の教育研究高度化のための支援体制整備事業において、金沢大学は研究支援人材の充実を掲げ、その流
れで研究支援業務に従事する人たちの情報交換やネットワーキングを目的とした「リサーチ・アドミニスト
レーション研究会」を立ち上げた。当時は 50人弱の集まりであったが、これが毎年開催されるようになり、
リサーチ・アドミニストレーター（URA）の役割が注目されるようになった。
平成 23（2011）年度には、文部科学省「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの
整備」事業が開始され、この事業に採択された 15大学でURAが配置されるようになり、採択校が幹事校
として「URAシンポジウム」を毎年開催するようになった。また、同時に「スキル標準の策定」と「研修・
教育プログラムの整備」が委託され、それぞれ東京大学、早稲田大学が事業を実施した＊１、＊ 2。この東京大
学が実施した事業で策定されたのが、URAのスキル標準である。このような文部科学省の施策により大学
等におけるURAの配置数の増加にともない、より効果的なネットワーキングの場の提供という観点から

シリーズ URAの質保証制度

日本版URAの歴史と質保証制度導入の背景

金沢大学 学長
リサーチ・アドミニストレーター協議会 会長

山崎　光悦
やまざき　こうえつ

金沢工業大学 大学院 教授
リサーチ・アドミニストレーター協議会 副会長

高橋　真木子
たかはし　まきこ

第2回
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「リサーチ・アドミニストレーション研究会」と「URAシンポジウム」の合同開催、さらには、URAシス
テム整備事業の終了と共に、URA制度の定着を目指して平成 27（2015）年 3月のリサーチ・アドミニス
トレーター協議会（RA協議会）が組織されるに至った。一連の経緯を図１に示す。

■研究大学強化促進事業とURAの配置
平成 23（2011）年度に始まった第４期科学技術基本計画では、大学等の国際的な研究力の低下が指摘さ

れ、大型研究費の投入の仕組みや若手研究者育成のための環境整備事業、産学官連携コーディネータ配置事
業など、日本の大学群の研究力強化に資する諸政策が文部科学省から矢継ぎ早に打ち出された。その流れを
受けて平成 25（2013）年度には研究大学強化促進事業（事業期間 10年間）が始まった。この事業では、
URA組織の体制整備と環境整備を求めており、選定された 22の大学等の研究機関においてURA職とし
て業務に従事する人たちが大幅に増えた。
このようにURA職の重要性が認識され、配置人数が増加する一方で、現場では、1）大学での研究経験
者であったり、事務職からの転向であったり、あるいは企業出身者であったりと、バックグラウンドや経
験、専門性に多様性があり、またパフォーマンスにも個人差がみられる、2）大学等が期待する能力・実績
を有するものが適切に採用・配置されていない場合がある、3）適切な研修機会が不足していて人材育成に
関する取り組みに、組織間格差がみられる、4）有期雇用のために不安定な職種となっているなどの課題が
指摘されるようになってきた。
このような課題認識の下、文部科学省に「リサーチ・アドミニストレーター活動の強化に関する検討会」
が設置され、平成 30（2018）年 9月にURAの質保証の意義と認定制度導入に関する論点整理＊3 がまと
められ、URAの質保証の必要性について指摘されるに至った。この検討会にはURA関連団体として、RA
協議会、UNITT、医療系産学連携ネットワーク協議会（medU-net）、学術研究懇談会（RU11）、研究大

東京大学：スキル標準の作成
早稲田大学：研修・教育プログラムの作成

(システムの整備：15大学)

リサーチアドミニストレーション(RA）研究会

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

URAシンポジウム

第1回主催校 第2回主催校 第3回主催校 第4回主催校

金沢大学 金沢大学 金沢大学
東京農工大学

金沢大学

第5回主催校

京都大学

第1回主幹校 第2回主幹校 第3回主幹校

東京大学 名古屋大学 大阪大学

(連続で開催）

第6回
RA研究会

第4回
URAｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

主幹校

北海道大学

第1回
年次大会

主幹校

信州大学

第2回
年次大会

第3回
年次大会

第４回
年次大会

主幹校 主幹校 主幹校

福井大学 徳島大学 神戸大学

研究大学コンソーシアム

研究大学強化促進事業 22機関

ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰの
質保証に資する認定
制度の導入に向けた
論点整理

文部科学省
「ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞ
ﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰに
係る質保証
制度の構築
に向けた調
査研究」

文部科学省
「ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞ
ﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰの
認定制度の
実施に向け
た調査･検
証 」

URA 認定制度
の開始
（予定）

文部科学省「ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰを
育成・確保するシステムの整備」事業

ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ活動の
強化に関する検討会

RU11 リサーチ・アドミニストレーター
制度検討タスクフォース

ﾘｻｰﾁ・ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ(RA）協議会設立

リサーチ・アドミニストレーター
委員会

第5回
年次大会

第6回
年次大会

第7回
年次大会

主幹校 主幹校 主幹校

電気通信
大学

金沢大学 筑波大学
合同大会

• 高度専門人材・研究環境支援人材の活用に関するTF
• 研究力分析の課題に関するTF
• 国際情報発信に関するTF
• 異分野融合TF

TF:タスクフォース

「ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰを
育成・確保するシステムの整備」

ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆ
ｽﾄﾚｰﾀｰ業務
の自立的運
営に向けた
調査・分析

ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆｽ
ﾄﾚｰﾀｰの質保
証に向けた
調査・分析

（スキル標準や研修・
教育プログラムを活用
した人材育成）のため
の調査分析

図１　日本における URA 制度整備の過程と RA 協議会
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学コンソーシアム（RUC）、多能工型研究支援人材育成コンソーシアム、国立研究開発法人科学技術振興機
構（JST）が参画し、議論が進められた。

■リサーチ・アドミにストレーターの質保証に資する認定制度の導入
この質保証制度の検討に至る課題はすでに述べた通りであるが、最も重要なのは、URAが所属先を変え

た時、これまでの経歴や経験がリセットされてしまう、という点である。これは、経験を適切に待遇に反
映することができないということである。研究者であれば、助教、准教授、教授という職位に基づき、同
一職位あるいは上位の職位での異動が一般的であるが、現状、URAにはそのような仕組みがない。これ
はURA職がまだ十分に認知されていないことや能力指標が明確ではないことに起因する。こうした状況
を解消する切り札が統一的観点を基盤とする認定制度の導入である（図２）。現在、多くの機関の方の多大
なご協力を得て、研修プログラムの構築、認定スキームの検討を進めている。この過程で、URAあるいは
URA類似職の業務が見える化されると共に、URAについての認知が高まっていくものと期待している。
もう一つ重要な点は、URAと呼ばれる人たちが担う極めて多様な業務に対して、それを包括的かつ一定
水準での研修を実施できるようになるという点である。数十名規模のURAを配置している機関もあれば、
数名あるいは 1人しかURAを配置できていない機関もある。後者の場合、URAの育成をその機関一つで
完結することは難しい。しかも、こういう状況の機関の方が多数を占めている。こうした機関のURAに対
しても、一定レベルの体系的な研修を提供できることは極めて意義がある。
我が国の URA の歴
史はまだ 10 年足らず
と浅いものの、すでに
大学になくてはならな
い役割を果たしつつあ
る。こうした人材の資
質と能力を国を挙げて
伸ばしていくことが、
我が国の研究力強化の
観点から重要になって
くると言えよう。具体
的な研修および認定制
度の内容については、
次号以降にその詳細を
解説する。

＊ 1
平成 25 年度科学技術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」（スキル標準の作成）において東
京大学が URA のスキル標準を策定した。研究戦略推進支援業務、プレアワード業務、ポストアワード業務の 3 つの中核業務とそれに関連する専
門業務に区分され、22 項目で構成される。また、ここでいうスキルを実際に定義したスキルカードは、実績あるいは経験を定義した「業績指標」
と知識等をベースにした理解力または問題解決能力を定義した「業務遂行能力指標」からなる。

＊ 2
スキル標準の策定と並行し、早稲田大学への平成 23 － 25 年度の文部科学省委託事業によって、研修・教育プログラム例が提案された。

＊ 3
文部科学省「リサーチ・アドミニストレーターの質保証に資する認定制度の導入に向けた活動の強化に関する論点整理」（平成 30 年 9 月、リサー
チ・アドミニストレーター活動の強化に関する検討会）

図 2　認定制度のスキームイメージ　＊ 3 より転載
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研究者エッセイ：Researcher essay

■ はじめに ■

本誌の事務局より、エッセイの依頼を頂きました。私の少し変わった経歴に注目して頂いたよう
です。南国の宮崎県串間市で生を受けて、中学校を卒業後は一般的な大学進学コースへは進まず、
国立都城工業高等専門学校（通称、高専）の電気工学科へ進学しました。子供のころからものづく
りに興味があり、また当時は日本の電子産業が華やかなりしころでもあったため、電気の分野を選
択したというわけです。高専は５年間一貫の教育システムで産業界での中堅エンジニアの養成が大
きな使命でもありました。現場主義、実践主義に力を入れた教育方針です。

卒業後は、就職は選択せず、大学への進学を決めました。高専からの編入学というシステムです。
今でこそ、高専の学生の大多数が大学へ進学しますが、当時はかなりの狭き門でした。1978 年の 4
月に東京都内にある国立東京農工大学の工学部電子工学科の 3 年生に編入学することができました。

大学 4 年生に進級すると研究室への配属があり、当時、電子工学科の中で有機材料の研究をさ
れていた雀部博之助教授の研究室を選びました。有機材料そのものが何なのかを理解していたわけ
ではないのですが、なんとなくだったように記憶しています。これが有機材料の学問分野と触れる
きっかけでした。不思議なもので 4 年生になると大学院というものに興味を持ち始め、また、海外
への留学にも関心も持つようになりました。海外留学の経験を持っておられた雀部先生からのアド
バイスとして、博士号を取得して博士研究員（ポスドク研究員）として海外の大学か研究所に雇わ
れるのが最も近道ということでした。

両親の理解もあって、大学院、当然に博士課程を想定した進学を決めたと思います。大学院とし
ては郷里に近い福岡県の九州大学を選び、1989 年４月から九州大学大学院総合理工学研究科の材
料工学専攻に進学しました。その後、この大学での助教、カリフォルニア大学、豊田中央研究所、
日本放送協会（NHK）、そして、現在の山形大学に籍を置くことになります。

■ 九州大学から UC サンタバーバラ校 ■

総合理工学研究科は学部を持たない大学院だけの部門です。斎藤研究室で与えられた研究テーマ
は分子主鎖に共役構造を持つ高分子の電子物性です。いわゆる導電性高分子と称される分野です。
同じ研究室には有機合成が専門の田中助教授と高分子物理が専門の筒井助手がおられ、お二人から
有機材料に関わる多くのことを学び、その後の私の研究活動の大きな基盤となったと実感していま
す。また、在籍していた専攻が材料工学ということもあり、電気・電子工学の分野のみならず、材
料化学の基礎を習得することでその専門性の幅を広げることができ、この期間にエレクトロニクス
分野と材料分野の境界領域でも対応できるようになったのではと思っています。

一方、研究テーマとしては、当時、話題となっていました導電性高分子の分野に注力することと
なりました。研究室では、新たに着任された助手が有機化合物を真空蒸着した薄膜でエレクトロル
ミネッセンス（EL）の実験を進めていました。これが九州大学での有機 EL 研究の発端です。私も

大学での産学官連携に
行き着くまで

山形大学　
有機エレクトロニクス
研究センター

時任　静士
ときとう　しずお
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このテーマに少し関与させてもらいました。
いよいよ博士課程の終了が近づいてきた段階

で、海外への留学が現実化してきました。私が
選択したのは、米国のカリフォルニア大学サン
タバーバラ校のアラン・ヒーガー教授でした。
１回目の応募の返事は、私の研究には非常に興
味があるが、今は雇用する予算がないので保留
にさせてくれとのことでした。1 年後に約束通
りに予算が確保できたので採用するとの連絡が
ありました。勿論、初めての海外渡航です。不
安と期待を抱いてカリフォルニアのサンタバー
バラ（UCSB）へ渡米したのが 33 年前の 29
歳の時でした。

UCSB では、ヒーガー教授の研究室に籍を置
きながら、当時、オランダから着任していまし
たポール・スミス教授の研究室とも連携した研
究を行いました。そのテーマは、高延伸された
導電性高分子ファイバーの作製と電気伝導性に
関するもので、高分子合成、高延伸ファイバー
の作製、分子配向の評価、力学物性の評価、電子伝導性の評価までを一人で行うものです。紡糸法
でのファイバー作製などは初めての経験で、苦労しながらも数種の高分子でそれを実現し、1 年 2
カ月の滞在期間で 2 報の学術論文を残すことができました。ポスドク研究員として海外の大学の研
究室で従事した経験はその後の生き方にも大きな影響を与えています。

また、ヒーガー先生がトップレベルの学術研究だけでなく事業化（ビジネス）にも熱心であった
ことが強く印象に残っています。実際、その後に数社のベンチャー企業を立ち上げられました。私
が帰国して 3 年後の 2000 年にノーベル化学賞を受賞されています。写真１は 2010 年頃に久しぶ
りにサンタバーバラを訪問し、ヒーガー先生とお会いした時のものです。

■ 豊田中央研究所、そして NHK 放送技術研究所 ■

帰国後は、斎藤先生の紹介もあって愛知県の豊田中央研究所に勤務することとなりました。大学
の助教からの就職ですから、今で言うところの中途採用です。豊田中央研究所は、トヨタグループ
が抱える中央研究所で、自動車に関わる基礎研究から応用研究までを幅広く網羅する独立した組織
です。当初の予定では、車載向けを目標にした有機 EL の研究に従事するとのことでしたが、入社
後に上司から指示されたテーマは有機ではなく無機 EL の研究でした。当時、有機 EL は研究とし
ては大変注目されていましたが、本当に実用化できると思っていた方はごく僅かで、社会的な市民
権は得られていないものでした。それまで経験のない分野でしたが、色々な無機材料やその成膜技
術はこの時代に習得することができました。これもその後の有機エレクトロニクスの研究に大いに
役立つことになりました。

研究所で試作した無機 EL のサンプルをトヨタ自動車やデンソーに持っていき、採用してもらう
ようにアピールしました。デンソーは無機 EL の車載化に非常に積極的で、数年間一緒に開発を進

写真１　サンタバーバラでのヒーガー教授との再会



28 2021.1　

めました。結果的には、我々が開発した絶縁膜（酸化タンタル系）がデンソーの透明無機 EL パネ
ルに採用され、トヨタ自動車の高級車に搭載することができました。その後、有機 EL 研究に従事
することになります。基礎研究から車載応用までの研究に約６年間を費やし、最終的には無機 EL
の場合と同様に高級車のセンターメーターに白色有機 EL として実用化されました。

約 10 年間の研究所勤務で幅広い経験を積むことができましたが、次の展開を考えていたところ、
日本放送協会（NHK）からお誘いがありました。

2000 年に東京都世田谷区にある NHK 放送技術研究所に着任しました。当時、NHK は有機 EL
に高い関心を示していましたが、その専門性を持った方が少なかったこともあり、私に白羽の矢が
立てられた訳です。その構想は壮大で、将来の家庭用テレビとしてサイズが～ 100 インチ、解像
度がスーパーハイビジョン（8K）で薄くて柔軟なシート型で実現するものでした。また、放送の
移動体受信サービスの普及も重要な目標で、コンパクトに丸めて持ち運びに便利な曲がるテレビの
材料として、フレキシブルな有機 EL は打って付けと思われていました。ここから約 10 年間をフ
レキシブル有機 EL の研究に身を捧げることになりました。これまでになく自由な雰囲気で、自分
の発想の下に研究を推進でき、研究成果は自由に発信することができましたので、非常に高いモチ
ベーションを持って仕事に打ち込むことができました。勿論、研究そのものは目標の高いものです
から、そう易々とは進みません。一つ一つ、フレキシブル有機 EL の可能性を実証し、機会あるご
とに研究所の技術展示やプレス発表で成果を発信していきました（写真２）。プラスチックフィル
ム上に有機トランジスタと有機 EL を組み合わせたア
クティブ駆動有機 EL ディスプレイは、とてもテレビ
とは言えない代物でしたが、当時としては世界初の研
究でもありました。

この頃に、印刷法という方法でフレキシブル有機 EL
パネルを試作する研究に強い興味を抱いていました。
具体的にはインクジェット法を活用した方式で、“プリ
ンテッドエレクトロニクス”といった新しい分野が産
声をあげたころです。NHK の自由な研究の雰囲気には
申し分がなかったのですが、やはりその研究領域は放
送技術に限られる部分がありました。他分野への興味
を持ち始めていた 2010 年ごろに山形大学から新しい
プロジェクトが採択される見込みのため、その中心メ
ンバーとして参画してもらえないかとの話が舞い込ん
できました。それが国立研究開発法人科学技術振興機
構（JST）の地域卓越研究者結集プログラムです。JST
のプログラムをきっかけに、大学という新しい職場で
新しい分野の研究をスタートさせることになります。

■ 山形大学着任、産学官連携研究へ ■

山形大学は、結城章夫学長の時代に、地方の国立大学は何か特徴がなければ生き残れないとし
て、有機エレクトロニクス研究による一点突破の方針を打ち出しました。有機 EL、有機太陽電池、
有機トランジスタを３本柱に、世界最高水準の研究拠点にしようという構想です。私がセンター長

写真２　フレキシブル有機ＥＬディスプレイの成果 
（ＮＨＫ放送技術研究所）

2004年5月

2010年5月
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を務める有機エレクトロニクス研究センターは、これら有機エレクトロニクスに関わる材料とデバ
イスの基礎的な研究から応用までも網羅しています。有機エレクトロニクスに特化して研究開発し
ているこの規模の研究センターは、おそらく海外にもないと思います。特に、強みを発揮するため
に、有機エレクトロニクスだけでなく、フレキシブルエレクトロニクスとプリンテッドエレクトロ
ニクスが融合した分野を私の研究領域としました。さらに、短期的な社会ニーズに対応するため
に、既存の成熟技術を活用することにも取り組みました。それが、有機デバイスとシリコンデバイ
スを組み合わせたフレキシブルハイブリッドエレクトロニクス（FHE）です。代表例としては、印
刷法を用いた集積回路、温度センサー付きＦＨＥ型デバイス、立体表面デバイスなどがあります

（写真３）。
一方で、研究成果を自ら事業化するために 2016 年に大学発ベンチャー「株式会社フューチャー

インク」を熊木准教授とともに設立し、現在では 10 人のスタッフを抱えて、半導体や導電性イン
クの製造・販売と、大面積センサの製造・販売を事業の柱としています。特に、圧電性高分子を
用いた大面積センサはベット用センサ「商品名：Vital Beats」として商品化し、地元の介護シス
テム事業者である株式会社 ND ソフトウェアと連携して全国の高齢介護施設への導入が進んでい
ます。このセンサに関しては、将来の事業の広がりも意識して第３種医療機器認定を取得してい

図１　ベンチャー企業「株式会社フューチャーインク」の概要と商品ベッドセンサー

n 銀ナノ粒子インクの開発、製造、販売

n プリンテッドデバイスの試作、製品開発、販売

n 機能性インクの性能評価に係わる受託業務

n プリンタブルエレクトロニクスに関するコンサルティング業務

会社名： 株式会社フューチャーインク

(Future Ink Corporation: FIC)

設 立： 2016年4月1日

所在地： 〒992-8510 山形県米沢市城南4-3-16

山形大学

有機材料システムフロンティアセンター内

社 長： 田中 康裕

資本金： 1億5352万円

従業員： 10名（正規）

【事業内容】

写真３　プリンテッドエレクトロニク関連の研究成果（山形大学）

(a) (c)(b)
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ます。マットレスの下に置
くだけで、非拘束状態でバ
イタル信号である心拍、呼
吸、体動を高精度でセンシ
ングできるため、高齢入居
者の離床のみならず健康状
態、睡眠状態までもモニタ
リングできるツールとなっ
ています（図 1）。今後はベッ
トだけでなく、椅子やカー
ペットへの応用が期待され
ます。

近年、基礎的な研究だけ
では研究資金が獲得しにく

くなってきています。しかし、基礎研究でも出口を見据えた提案をすると、資金も企業も集まりや
すくなります。事業化を担う企業との産学連携が実現すれば、社会実装への研究がさらに加速され
ます。私たちは、論文だけでなく産学連携で実用化まで目指すことを基本的なスタンスとしてきま
した。そのための具体的な活動としては、毎年、東京都内で「フレキシブル有機エレクトロニクス
研究会」を開催し、当研究グループの最新成果を公開しています。また、東京ビックサイトで開催
されるナノテク展と併設の展示会、現在の「JFlex」での技術展示も積極的に進めてきました。企
業の方に理解しやすい形で研究活動を紹介することで、企業との共同研究は毎年増え、昨年は 25
件に達しています（図 2）。材料メーカーからシステムメーカーまでいろんな分野の企業と産学連
携を進めています。

最近の研究の方向性は、内閣府が主導する新たな社会 Society 5.0 を意識したセンサ関連が増
えています。勿論、有機材料の特徴を生かした有機センサです。ヘルスケア応用、物流サービス
応用、さらにはロボット応用まで広がっており、これらの応用分野に興味を持つ企業との共同研
究です。この研究開発には JST のセンター・オブ・イノベーション（COI）や産学共創プラット
フォームプログラムなどの支援を受けています。つまりは、国の施策である国家プロジェクトに
連動して企業との共同研究が成り立っており、まさに産学官連携と言えます。研究予算の面でも、
国からの予算とほぼ同額を企業から提供頂いており、費用面でもしっかりとしたマッチングが成
り立っています。

昨今、大型プロジェクトの場合、より一層の社会実証と実装を求められます。同時に、大学にお
ける研究の在り方が大きく議論されているわけですが、重要なことはやはり実際の事業の現場を知
ることかと思っています。事業自体を経験しろというわけではなく、企業での業務経験です。企業
とはどんな組織なのかを知ることは、産学官連携を推進する上では非常に大事です。大学の教員を
一定期間企業で受け入れるといった仕組みを国として設けることも重要と考えます。

（参考文献）
時任静士，日経エレクトロニクス ２０１４年１０月２７日号 PP.61-73
時任静士，日本印刷学会誌　２０１９年　５６巻第 3 号　pp.124-130
Harima Quaurtery 「次世代への羅針盤」No.130  2017  WINTER  pp.1-5
JST News 2017 年　September  pp.1-5
時任・熊木・関根研究室ホームページ https://tokitolabo.yz.yamagata-u.ac.jp

図２　企業との共同研究件数の推移
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コロナ禍によるパラダイムシフトの渦中にいることを
自覚する
新型コロナウイルスが世界に蔓延した2020年という

年は、数年後、数十年後、数百年後にどのように語られ、
歴史にどのように記されるのだろうか。
コロナにより、パラダイムシフトが加速しているこ

とは間違いない。
オンラインによるコミュニケーションが日常となり

物理的距離に関わらずネットワークを維持できるように
なった。一方、物理的な活動が低減することにより「偶
然」が起きることが少なくなったのではないだろうか。
スマホ（スマートフォン）の登場から生まれたもの

やなくなったものがあるように、コロナにより、新しく
生まれるもの、役割を終えるものがあるだろう。
ヒト・モノ・カネ・情報がグローバルに行き来する時

代だからこそ、ウイルスは世界中に蔓延し、各国の感染
状況やワクチンの開発状況を世界中が共有し、各国のリー

ダーシップと世界のパートナーシップに注目している。
SDGs（持続可能な開発目標）の考え方が浸透し、「世界
が一丸となって未来のために乗り越えるべき課題が目の
前にある」ことを、自分ごととして考えるようになった。
しかし、見方を変えると、各国の感染状況やワクチ

ンの開発状況は競っているようにも、豊かさや技術力の
優位性を誇示しているようにも見える。今後の治療薬や
医療技術の獲得、停滞した経済活動や教育の再開のエネ
ルギーなど、世界の格差が広がり深刻化していくことが
予想される。
未来からは 2020 年がどう見えるのか。パラダイムシ

フトの渦中にいることを自覚したい。

羽村市産業環境部産業企画課　平田 歩

苦手意識を克服するために

新型コロナウイルスの影響で、昨年４月に出された
緊急事態宣言。その後、徐々に記事の確保が難しくなっ
たが、秋ごろから少し取材に出られようになり、直接対
面取材が数件できて少し安堵したばかりだった。やはり
対面でのコミュニケーションはスムーズでいいと一息つ
いたところだった。ワクチンの開発も進み、コロナの収
束も近いのかと期待した。しかし感染者が増え続け、年
明け早々に緊急事態宣言が再び発せられた。
昨年４月から、業務以外の外出といえば、近所のスー

パーへの買い出しや海岸の散歩と稜線を眺めるくらい
だ。レジャーは映画を２～３本見ただけで、家に閉じこ
もっている状態だ。観客を減らしての東京五輪開催も期
待したが、夏に開催できるかどうかは怪しくなってき
た。外出制限やコロナ対策で、行動や情報収集の手立て
が削がれることは辛いことだが腰を据えて堪えるより

ほかない。
Zoom（ズーム）によるリモート取材や打ち合わせは

便利な点もあるが、ライブで生活してきた身としてはで
きれば対面のほうに軸足を置きたいところだ。考えてみ
れば、在宅勤務も当初は懐疑的だったが、慣れてしまえ
ば、通勤時間がないぶん効率が良く、問題なく仕事がで
きるようになった。何と言っても、１時間以上寝坊がで
きるのがうれしい。
これまでこうだったからと変化を嫌がる自分を見つ

め直し、いっそのことリモート取材の苦手意識を克服す
るために、ズームだけでこの１年を乗り切るのもいいか
もしれない。要は慣れなのだ。

本誌編集長　山口 泰博

視点：Point of view

編 集後記：Editor's note



「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://www.jst.go.jp/tt/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


	2101-00 産学官表紙_B
	2101-000 目次
	2101-01 巻頭言_濵口様（JST）
	2101-02 全集中で（山口）
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