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巻頭言　Foreword

18 年間の歴史
「産学官連携ジャーナル」は、2005 年 1月以来これまで 18年間にわたって毎月発行されてきましたが、
本年 3月号をもって発行を終了することになりました。「自ら取材し、分かりやすく書く、解説する」とい
う執筆姿勢で長らく編集長を務めてこられた山口現編集長をはじめとする歴代編集長の皆さま、掲載文を執
筆していただいた多くの方々、および歴代の発行推進委員会や編集委員会の委員の皆さまの頑張りのおかげ
で、このように長期間にわたって発行を継続できたことに改めて敬意を表させていただきます。またこの間、
「産学官連携ジャーナル」をいろいろな形で支えていただいた読者の皆さまにも心から御礼申し上げます。

「産学官連携」の重要性は不変
上述したように「産学官連携ジャーナル」の発行は終了しますが、「産学官連携」の重要性は不変です。

日本の発展には「イノベーションが必要である」ということは言うまでもありません。　
日本ではイノベーションは「技術革新」と訳されることが多いようですが、イノベーションの本質は「新
しい顧客価値の創造」であり「技術革新」はあくまで主要手段の一つと認識しています。
研究者、技術者の皆さまは、顧客が困っている事を見いだす「課題発見能力」に加えて、将来発生が見込
まれる潜在的課題を予測する「課題推察能力」を高めることにより、顧客に本当に喜ばれるイノベーション
創出（売れる商品創り）に貢献することができます。この「売れる商品創り」は、産業界の協力なしには達
成できません。また、このような商品を速く顧客の皆さまに届けるには、できるだけ早い段階からの協力関
係の構築（産学官連携）が必要となります。
残念ながら、日本において産学官連携を本当にうまく活用している成功事例はかなり限られるのではない
かと推察しています。今後はこの成功事例を大幅に増やしていくことが重要であり、そのためには、「研究
者等の課題推察能力の向上」、「大企業等から大学等への共同研究費の大幅増額（本気の共同研究の実施）」、
「中堅優良企業と大学等との共同研究の拡大」、「大企業・ベンチャー企業（大学発ベンチャー等）・大学等と
の三者共同研究の推進」等々が挙げられます。
また国の科学技術予算が限られる中で、日本の企業（特に大企業）の皆さまにお願いしたいのが、今後の
日本のイノベーション推進の担い手として「志と覚悟」を持っていただきたいことです。企業の皆さまが、
この「志と覚悟」でこれからの産学官連携を牽引（けんいん）し、お互いがウイン・ウインの関係となる真
の「産学官連携」の成功事例が今後大幅に増大することを心から祈念して、最終号の巻頭言とさせていただ
きます。

「産学官連携ジャーナル」の発行終了にあたって

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 事業プロデューサー
産学官連携ジャーナル発行推進委員会 委員長

馬来　義弘
まき　よしひろ
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産学連携分野では、多様な専門分野の立場から考えることが重要である。
本ジャーナルのバックナンバーを読むと、産学連携に携わる人材のキャリアは実に多様であることに気付く。
筆者の場合は、企業で生産技術、事業管理、事業企画等を経験した。事業収益確保を技術・ものづくりか

ら販売までトータルで考える実務からキャリアをスタートさせた。大学研究者となった後、優れた企業を多
数訪問し、研究活動と並行して企業支援や産学官金ネットワーク構築を実践していった。国立大学の独法化
の時期に、大学と企業の連携、知財管理、ベンチャー創出、技術経営教育といったテーマに取り組んできた。

しかし、本号をお読みいただけば、産学連携分野には、いろいろな立場や専門性があることに読者の皆さ
まは改めてお気付きになることだろう。

様々な立場で産学官連携活動やそのマネジメントを実践され、成果を上げてきた方々を、これまで多数見
てきた。本号を読むことが、読者の皆さまにとり、産学連携のこれからを考える契機となれば幸いである。

■産学連携と大学マネジメント
大学内のマネジメントに明るくないと、どのように理念は立派であっても産学連携システムは機能しない

し、大学組織は動かない。
そもそも、産学連携に熱心な研究者の比率は、大学ごとに違うが、そう高くはない大学も散見される。
大学研究者の外部資金獲得のパターンは、A. 国の研究開発プロジェクトに採択される、B. 企業からの研

究費を受け入れる、C. 国と企業の両方から外部資金を得る、と多様である。
どこの大学においても稼ぎ頭である C タイプのスター教授は限られている。一方、限られているスター

教授だけを優遇するような人事管理方法を採れば、それ以外の大多数の研究者の不満が生じやすい。
スター教授たちがのびのびと活躍し、かつ組織全体の不満がある程度抑制されるようなマネジメントを目

指した努力が全国の大学で意識されている。
しかし、研究開発型の民間企業では、筆者の知る限りリテンション（有用な人材の引き留め）策を次々と

導入しているが、各大学では萌芽的試みが始まりつつある状況である。リテンションについては試行錯誤が
続いている。

極論すると、1 億円の研究費を稼ぐスター研究者をスカウトすれば、受け入れ大学は研究レベルが向上
し、スター研究者からオーバーヘッドを徴収すれば増収となる。

また、伸び盛りの若手研究者で、3,000万円～5,000万円前後の研究費を得られる人材をスカウトすれば、
受け入れ大学では、他研究者との研究チーム組成により億単位の研究プロジェクトが回せるような場合もあ
ろう。

研究開発型企業における CHO（Chief Human Officer）に相当する機能が、今後ますます大学経営上、
重要となることが想定される。

■産学連携と大学マネジメントの階層
わが国では、産学連携部門のトップとして活躍した後に学長や副学長となられた方は限られているが、本

産学連携のこれから
摂南大学経済学部教授、
同地域総合研究所長／
首都圏産業活性化協会（TAMA 協会）会長

野長瀬　裕二
のながせ　ゆうじ
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号の各記事をお読みいただくとそうした方々の足跡が理解できよう。
また、産学連携を行う大学のマネジメントは、現場責任者レベル、管理者レベル、経営者レベルの三階層

に分かれる。
産学連携部門、知財管理部門、インキュベーション部門などの責任者に問われるのは、まずは「現場責任

者レベル」のマネジメントが的確にできることである。また、現場スタッフへのリスペクトを伴った適切な
評価ができるかどうかも重要である。スタッフの入れ替わりが激しい大学は企業や自治体からの評判が向上
しない上、継続的な努力ができない傾向がある。地に足を付けた活動を継続するには、モチベーションを維
持している現場スタッフのある程度の定着が必要だ。
「管理者レベル」のマネジメントを行うには、学内の各部門への影響力をある程度行使できるか否かが問

われる。学内の経営資源を有機的に結合させていくことが可能かである。
理工系の単科大学と文系や医学部を持つ総合大学では、経営資源の多様性が異なるため、「管理者レベル」

のマネジメントの難易度も違ってくる。
そして、「経営者レベル」のマネジメントでは、大学を取り巻く各利害関係者への影響力を一定水準で行

使できるかが問われる。産学連携における利害関係者とは、例えば、関係省庁、自治体、金融機関、有力企
業、実力派ベンチャー企業、支援専門家などである。

これら 3 レベルのマネジメントを行うことができる人材がいるかどうか。いたとして、その人に適した
責任と権限が与えられるか。ここが大学の経営上の課題となる。

一人のスーパーマンに全て備わっている状況が難しいのであれば、経営チームとして複数名で 3 レベルの
マネジメントを網羅できるかが問われる。

わが国の多くの大学では、学内外に影響力を行使することのできる産学連携人材の輩出と育成が急務である。

■地域産学官連携とイノベーター集積の経済性
産学連携のこれからを考える際に、地域における活動をどのようなロジックで展開していくかは重要であ

る。本号では、地域を基盤にしている諸事例も紹介されている。
地域で集まって「何かやろう」というところから連携活動を始めるのは当然だが、成功事例を見ると、あ

る種のロジックが組み込まれている。さらに求心力ある人材による継続力が活動には不可欠である。
ロジックの代表的のものは、図 1 に示される

「イノベーター集積の経済性」である。
イノベーターの代表的な存在は、イノベー

ションを引き起こす企業家、あるいはその予備
軍である。地域産学官連携においては、大学研
究者や支援人材のように、イノベーションを増
幅する人材、あるいはイノベーションの契機を
提供する人材も重要である。

これらの革新的かつ意欲的人材を惹（ひ）き
付ける「場の磁力」により、イノベーター間の

「接触の利益」が生まれる。刺激的な出会いを
通じて新たなイノベーターが輩出され、他地域
から吸引され、さらには先輩たちを見習うこと
で後輩のイノベーター達が育成されていく。

イノベーティブな人材が日常的に良質の刺激  図１ 　イノベーター集積の経済性　（野長瀬、2011）
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を得ることができる。地域にこうした環境を創造することが「イノベーター集積の経済性」を実現する第一
歩となる。

近年、地域エコシステムをいかに形成するかという議論が高まっているが、図 1 のロジックがエコシス
テムの中核に必要となる。

一方、イノベーターは革新的な人材であるため、尊敬できる他のイノベーターの言うことは聞くが、堅苦
しいルールで縛ろうとしても難しい。

地域においてイノベーターネットワークの求心力を保つには、彼らに一目置かれる地域リーダーの存在が
不可欠な場合がある。

イノベーターが高密度に密集しているシリコンバレー・モデルにおける Beehive Effect（蜂の巣効果）
を一足飛びに日本で、特に地方都市で実現することは難しい。今求められているのは、本号で紹介されてい
るような事例を参考に、求心力ある地域イノベーターネットワークに加えて、国内外の優れたクラスターへの
パイプラインを構築し、イノベーター集積の経済性をネットワーク的に実現していこうとする努力である。

■今後の地域産学官連携システム
イノベーター集積の経済性を地域で実現するには、各地域の産業政策に合致した事業分野の選定と戦略が

重要となる。産業クラスターの形成には、M.E.Poter（1990）が述べているように競争優位性のある中核
産業と周辺産業の形成、グレードアップが欠かせない。

わが国では、愛知県とその周辺地域における自動車産業クラスターの競争優位性と雇用創出力は群を抜い
た存在である。一方、農村地域において、愛知地域と同様の産業集積やハイテク産業クラスターを必ずしも
目指す必要はない。例えば、食・農産業クラスターを目指すような方向性でも構わないのである。

地域産業のグレードアップを目指す産業政策立案には、図 2 のようなポジショニングシフトの戦略を必
要とする。現在のポジション（P1）から例えば新しいポジション（P2）に移るには、どのような政策的努
力が求められるかである。

筆者が会長を務めている一般社団
法人首都圏産業活性化協会（略称、
TAMA 協会）では、2019 年から広
域自治体を集めた産業政策勉強会を
開催し、各自治体が産業政策を紹介
し合い切磋琢磨する試みを続けてい
る。ポストクラスター政策が求めら
れる時代には、自治体とのネット
ワークと産業政策共有が重要との観
点からの試みである。

自治体と産業政策を共有できたなら、次は地域産学官連携の基礎となる企業とのネットワークをどのよう
に強化するかである。

全国の地域産学官連携システムの事業評価を依頼される機会がしばしばあるが、優れた地域の事業提案と
そうでない地域の提案にはどこに差があるのか。

一言で言うと、似たような提案であっても、それまでの企業との関係性の基礎工事がしっかりとしている
かどうかで具体性や実現性に差が出るのである。

意欲的企業家とのネットワーク活動継続の基礎があり、その土台の上に新たなイノベーション創出への
チャレンジがあるかどうかである。

 図２ 　地域産業のポジショニングシフト例
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TAMA 協会においては、2018 年
から図 3 の「三層構造」に基づく企
業とのネットワーク形成に取り組ん
でいる。

まず、Layer1 として、企業訪問
やマッチングの場であるイブニング
サロンなど、「交流関係」の基礎工
事を行う。

この Layer1 の中から Layer2 と
して「連携関係」を構築し、低頻度
の企業支援の依頼に応じていく。Layer2 の企業中から高頻度の支援を必要とする Layer3 の「創造関係」
に関係を進化させていくのである。

この三層構造による企業とのネットワーク構築に力を入れてから、実は TAMA 協会の会員数は V 字回
復し、コロナ禍でも増え続けている。交流関係の基礎ができてくると、企業のニーズ情報も蓄積されてく
る。分母が増えると Layer3 も増えてくる。

手っ取り早く成果を出そうとすると、基礎的な Layer をすっ飛ばしていくことになる。そうすると底の
浅い提案しか企業にできない。しかし、Layer1 構築には手間がかかる。ここを我慢して先行投資できるか
である。

本号で紹介されている各地域事例では、企業とのネットワーク形成に継続的な努力があり、求心力ある
キーマンの存在が見られる。

ポストクラスター政策時代の地域イノベーション創出支援活動において、今後さらに必要となるのは、従
来の産学官金ネットワークのバージョンアップである。

大学の知を知的資産化・コンテンツ化し、自治体のリソースを生かし、地域の優れた個人の力をネット
ワーク化する。人口減少により、多くの自治体や大学は「衰退管理」の時代に入る逆風の中ではあるが、こう
した産学官金＋民の新しいネットワークの先進モデルが、今後は意欲的な地域で開花していくと期待される。

＜参考文献＞
Porter, M. E. 1990, The Competitive Advantage of Nations. Free Press.
野長瀬裕二、2011、地域産業の活性化戦略、学文社.
野長瀬裕二、2023、過疎地域の活性化に関する一考察、関西ベンチャー学会 2023 年全国大会発表用資料.

 図３ 　企業とのネットワーク構築の三層構造　（野長瀬、2023）
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■産学連携学会 20年
2002 年 9 月に、国立大学・共同研究センター専任教員会議にて、産学連携学会設立に向けた分科会が開

催された。また 10 月に、国立大学・共同研究センター長会議にて、産学官いずれにも有用な組織としての
産学連携学会の設立が宣言された。それらを踏まえて 2003 年 3 月、東京都千代田区にて設立総会が開催さ
れた。産学連携学会は、設立に当たって①地域産学官連携活動の総合的支援、②産学連携業務の専門職化、
③産学連携学の確立の三つの活動の柱が立てられた（図 1）。

設立後、地域に元気を与えることと、日常の実務を通じて必死に社会構造改革に取り組んでいる方々のこ
とを優先して、まずは先の二つに取り組んできたといえる。本学会の大会は地方都市開催を原則として、毎
年 100 件を優に超す興味深い発表が行われており、関係者がバラバラの状況で同じような失敗を繰り返す
という事実はかなり改善されている。また多くの
発表があるおかげで事例の類型化も進み、理論モ
デルというべきものも見え始め、それによっての
予測もある程度は立つようになった。さらに類型
同士の関係性も明らかになると、モデル同士のつ
ながりが分かって体系化に進んでいる。その体系
がさらに大きなモデルに進めば、総合的な予測や
判断も可能となり、まさに知的な総合支援が可能
となってきていると感じている。

三つのうち最後に残る「産学連携学の確立」に
向かって、組織的・構築的な活動・歩みを始めて
おり、実際多くの方々の賛同を得て具体的な活動
を始めている＊＊ 1。産学連携学入門の書籍化はそ
の一例である。現在、改訂版の発刊に向けて検討
中である。産学連携学会は、「産学連携（学）」の本質を異種異質なものの連携融合による「知の生産」と捉
え、さらにその事象を「知の生産」、「知的財産（としての権利）化」、「知的資産の活用・産業化」という一
連の循環、すなわち「知的創造サイクル」と呼ばれる事象循環の中に位置付けて考える立場を取っており、
本学会の基本的立場として現在も揺るがない。産学連携学会は、今後も産学連携に関心を有する全ての方々
を対象とし、産学連携に従事する際の力量の涵（かん）養、地域産学連携活動の総合的支援に関する事業を
遂行するとともに産学連携業務の専門職化を促進していきたいと考えている。また、これらの活動を通じ
て、産学連携学の確立および産学連携自体を発展させることにより、わが国の学術や技術の発展を促進し、

産学連携学会 20年
―これからの
産学連携に向けて―

産学連携学会は、2003 年 3 月、東京都千代田区にて設立総会が開催され、今年 20 周年を迎える。
産学連携学会のこれまでとこれからについて紹介するとともに、今後の産学連携の方向性について触
れたい。

特定非営利活動法人産学連携学会 会長／
高知大学 副学長（地域連携担当）、次世代
地域創造センター長

石塚　悟史
いしづか　さとし

図1 産学連携学会の目的

豊かで個性と活性に富んだ社会

学術と技術の発展→地域の特色ある活動の活発化

地域の特性・資源に基づく産学連携システムの構築

・地域産学連携活動の総合的支援
・人材育成 ・産学連携業務の専門職化

・産学連携学の確立

集積→経験交流・体系化

産学連携の実績ー成功事例・失敗事例
 図１ 　産学連携学会の目的
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地域が特色ある活動を活発に行う豊かで個性と活性に富んだ社会を作り上げることに寄与していきたい。

■産学連携の重要性とこれから
今般の新型コロナの世界的蔓（まん）延は、経済社会システムの在り方自体に不可逆的な大きな変革をも

たらすものであり、その流行が沈静化して緊急時モードが解除された後においても、世界は「元に戻る」の
でなく、経済社会の多くの側面で「新型コロナ以前」の常識が「ニュー・ノーマル（新たな日常）」に取っ
て代わられるであろう。世界がニュー・ノーマルへと動く中で、わが国は官民を挙げて必要な取り組みを加
速している。新型コロナ以前の段階においては、わが国が目指すべき社会像として、「価値デザイン社会」
と「Society 5.0」が示されていた。「価値デザイン社会」や「Society 5.0」に向けた変化は連続的であっ
たが、新型コロナは劇的に、社会全体のリモート化・オンライン化や人々の行動変容、さらには変化に対す
る高い受容性をもたらし、「価値デザイン社会」と「Society 5.0」を一気に実現させる非連続的な社会変革
が可能な千載一遇の機会が訪れている。

わが国は、こうした社会変革を達成した姿としてのニュー・ノーマルを目指すべきであり、その実現のた
めの産学連携が求められている。また、GX（グリーントランスフォーメーション）に関する産学連携の活
性化も重要である。VUCA ＊ 1 時代と呼ばれる現代社会において、オープンイノベーションや産学連携の取
り組みの重要性はますます高まっている。コロナ禍後の社会変化と期待されるイノベーション像については
分かりやすく整理されているものが幾つかあるので参考にされたい＊＊ 2。

オープンイノベーションのプロセスにおいてもオンライン化が進行しており、オンライン化は物理的な制
限を取り払い、より広い選択肢をもたらしていると思われる。オンライン化がオープン化を拡大させたこと
で、オープンイノベーションの特徴や効果はさらに増大しているだろう。オープン化が進めばその分、あら
ゆる規制が不要となる。グローバル視点で見れば、国境さえも規制の範囲外となるであろう。コロナの影響
によって近距離の移動は規制されたが、企業間においてはその距離を縮めている可能性もある。ニュー・
ノーマル下で求められるのは、グローバル視点をベースとしてオープンイノベーションとなるであろう。
ニュー・ノーマル下では、社会構造や経済構造が変化し、産業構造が根底から変化する可能性がある。過去
の歴史からも、イノベーションはいつも「変化」をもたらす。オンライン化を筆頭に自動化、省人化、省力
化が進んでいなかった産業においても、今後は加速する。これまでオープンイノベーションは「これまでな
かったものを作る」ことが大きな目的の一つであったが、ニュー・ノーマル下においては、「社会が求めて
いるものを作る」を目的としたオープンイノベーションが増加すると思われる。ニュー・ノーマルに適応し
た新規事業を開発するのに相性が良いのが、オープンイノベーションと思われる。大企業はさまざまな理由
によって新規事業開発の足取りが重くなりがちな傾向であるが、これに対してスタートアップは、実績やし
がらみがない分思い切ったアイデアを出すことができ、行動力やスピード感もある。ニュー・ノーマルに対
応したビジネス展開は大企業よりむしろスタートアップが得意とする。オープンイノベーションを通してス
タートアップのアイデアや技術力に大企業の資本力やノウハウが加われば、スピード感をもって新規事業を
成長させることが可能になるだろう。オープンイノベーションに求められるのは、もっと本質的なニーズを
取り込んだ、大きな市場を作り出せる新規事業であるといえなくもない。コロナ禍で将来が見通せなくなっ
た今、新規事業の可能性は無限大に広がっており、ライフスタイルそのものを変えてしまうような、偉大な
イノベーションに期待したい。

ここ数年、スタートアップを取り巻く環境が劇的に変化している実感がある。スタートアップに関する政
策的、資金的支援が充実してきたこともあるが、特筆すべきは起業家のネットワーク組織の積極的な地域経
済への関与である。年商 1 億円以上の若手起業家の世界的ネットワーク「EO（Entrepreneurs’ Organization：
起業家機構）」をご存じの方も多いであろう。EO は 1987 年に米国で設立され、現在 61 カ国、約 1 万 7000
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人のメンバーで構成されている。日本には八つの支部があり、約 1,000 人の会員がいる。この組織の根本
は、信頼できる起業家仲間を作ることで、リスクを負う起業家が成長し続けるために互いの経験を共有し、
切磋琢磨しながら編み込むメッシュによって、セーフティネットを作っていくことにある。この仕組みこそ
が地域には必要であり、このメソッドを地方にインストールしたいという考えから、EO のメンバーが中心
となって、プロの起業家が次代を担う起業家を生み育てるイノベーションベース（IB）と呼ばれる起業家
ネットワーク組織が各地域に立ち上がってきている。現在、18 府県で設立済みで、合計 31 道府県で設立
が予定されている。スタートアップが活躍するための人・物・金・情報が地域でも充実してきており、スター
トアップが地域イノベーションエコシステムの観点からも今後重要になってくるはずである。産学連携に関
心を有する全ての方々が、特に地域で産学連携の実務を担っている方々が、VUCA 時代だからこそ産学連
携により社会をより良くし、明るい未来のための事業を企画し、実行に移すべき時である。

＊ 1　 Volatility（変動性・不安定さ）、Uncertainty（不確実性・不確定さ）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性・不明確さ）という四つのキー
ワードの頭文字から取った造語、社会やビジネスにおいて将来の予測が困難になっている状態

＊＊ 1　 湯本長伯，産学連携学確立への道程と産学連携学会としての取組経緯―産学連携学はどう成り立つかを考察する構成要因と手順，産学連
携学，Vol.7, No.1, 2010.

＊＊ 2　新エネルギー・産業技術総合開発機構技術戦略研究センター，コロナ禍後の社会変化と期待されるイノベーション像，2020.
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Feature 集成と未來

大学の使命は「教育」、「研究」、「社会貢献」と言われる。社会貢献は各大学の特色によって形と趣は変わ
り得る。農学と工学からなる本学の場合は、産学連携を大きな手段にした新技術創出と社会実装であり、一
方で、「教育」と「研究」でも、学内の学生と教職員に対してだけでなく、広く社会に情報発信することを
通して社会に貢献すべきと考えてきた。ただ産業も社会も、そして学生も変化する。その変化に対応して、
大学の使命を問い続けることが重要だと思ってきた。

退職までに本学の産学連携センター長を 2 度務め、退職後も多少ミッションが追加された先端産学連携研
究推進センターの長を拝命し、インキュベーション機能の強化（再強化）に努めてきた。このあたりの経緯
を振り返って一文にまとめる。何らかの参考になれば幸いである。自分の経歴に絡めてお話することをご容
赦いただきたい。より広く深い議論は拙著を参照されたい＊＊ 1。

■初回
最初にセンター長を務めたのは 45 歳になった 2000 年からの 2 年間で、それまでに複数企業とオープン

イノベーションを志向した大型共同研究を実施して成果を実用化したことが任命の理由だったらしい。当
時、センターには助教授席一つしかなかったので、その上の教授ポストを増設し、産学連携に本腰を入れて
取り組んでもらえるようにした。その頃は結構な頻度で海外出張し、その際には本学における企業との共同
研究の件数と金額、特に教員一人当たりの金額が全国一位であることを強調していた。しかし、米国ではそ
んなことは関心を集めず、キャンパス内あるいは隣接してインキュベーション施設を設け、ベンチャーによ
る技術創出と雇用創出に注力していることをアピールされた。当時、米国には 800 以上の施設ができてい
るとのことだった。北欧でも似たような話を聞き、パラダイムシフトを痛感した。ベンチャーは研究開発を
加速し、大手企業は新技術創出をベンチャーに託し、自社のビジネス戦略に応じてベンチャーを売買するエ
コシスエムに衝撃を覚えた。これは経済活動の中で研究開発を加速するシステムであり、学術的なイノベー
ション研究とアントレプレナーシップ教育も同時に進展していた。日本との違いは歴然で、このままでは 10
年、20 年後のわが国のプレゼンスは危ないと思った記憶は新しい。

当時、本学にもベンチャービジネスラボラトリが設置されていたが、インキュベーション機能がなく、出
口を見据えてビジネスモデルや研究戦略・特許戦略を練るための初期ステージの 1 段目施設を文部科学省に、
市場開拓や資本戦略を進めるための中期ステージの 2 段目施設を経済産業省・中小機構に申請し、そこには
地域発のベンチャーも招いてシナジーを起こし、その後にキャンパス内あるいは近隣のビジネスパークに移
行するモデルを構想した。1 段目施設は 2003 年に実現した。しかし、2 段目の誘致には自治体の財政的支
援が必要だった。

■ 2度目
2 度目は、研究担当理事がセンター長を務める制度に移行後で、副センター長への就任を依頼され、「再

履修ですか」とお断りしたのだが、2005 年度の 1 年間の約束でお引き受けし、その後 2 年間、センター長・
評議員を務めることになった。

大学発のインキュベーション
東京農工大学 
先端産学連携研究推進センター
統括 URA

中川　正樹
なかがわ　まさき
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全国の大学で特に優れた 5 大学を文部科学省が支援する「スーパー産学官連携本部」に本学が選ばれるこ
とが学長・理事の期待であったので、本学の強みをアピールして 6 大学に増枠された中に入れたのは良かっ
た。そして、知財戦略の強化とともにインキュベーション、特に 2 段目施設の実現を目指した。既存企業が

「市場が小さい」などの理由で社会実装をためらうときに、教員自ら起業し社会実装できるオプションを確
保するのは重要だ。そのためには、大学単独で基本知財を押さえ、ビジネスモデルを確立しながら市場開拓
し、かつ、適切な資本政策を取ることが必要になる。それには 2 段目施設、そしてビジネスパークは不可欠
であり、それは大学を土台から強化する基盤になる。それまで実績のなかった市単位の規模で小金井市が財
政支援を約束してくれた結果、2 段目施設は農工大・多摩小金井ベンチャーポートとして 2008 年に実現で
きた。

センター長の任務を終え、利益相反の問題がなくなり、2008 年に大学発ベンチャー育成事業の支援を得
て手書き文字認識のエンジンとアプリケーションを開発し、2011 年 12 月にアイラボ株式会社（東京都小
金井市）を起業した。日本語ワープロソフト「一太郎」を世に出した浮川夫妻が 2009 年に起こされた株式
会社 MetaMoJi（東京都港区）がアイラボの手書き日本語認識エンジンを自社製品に採用してくれたことが
大きかった。その後は苦戦したが、近年は、タブレットで児童・生徒が問題に対して手書きした答えを認識
し、即座に正誤判定する各社のシステムにアイラボの日本語、英語、数式の手書き認識エンジンが組み込ま
れている。漢字の筆順誤りや字形の良し悪しを指摘するツールも売れ始めた。2010 年度には、10 年以上
前に権利化したタッチスクロールの米国特許が本学から売却され、その年度の全国大学特許収入 1 位になっ
た。売却益は学生食堂の耐震改築に利用された。スーパー産学官連携本部で強化した知財スタッフが良い仕
事をしてくれていた。大学のためにと思ってしたことが自分の研究室のためになり、それがまた大学のため
になった。

2 度目のセンター長になったころ、IT 技術者に求められる能力が変わってきていることを認識し、科学
技術振興調整費を得て、情報工学専攻の中に人間中心設計の教育・研究を目指すユビキタス & ユニバーサ
ル情報環境専修を 2005 年に設置した。学生には技術者だけでなく起業家になることも目指してほしかった
ので、新興企業の経営者や大手企業幹部の方々に講演していただく機会を多く作った。その一期生だった佐
野将史君は企業に就職後に株式会社ヤプリ（東京都港区）を共同創業し、2020 年の暮れに東証マザーズへ
の上場を果たした。自分のこと以上にうれしく、ヤプリが社会に求められる価値を提供し続けることを期待
している。

2008 年には、本学は経済産業省と文部科学省が共管したアジア人財資金構想に採択された。ベトナムと
タイを中心にアジアから 8 人の学生を修士課程に国費留学生として迎え入れ、Web コンピューティングな
どの新興分野科目、重要性を増すプロジェクト管理、ビジネス日本語などの科目を新設し、課題解決形式の
演習や 3 カ月のインターンシップなどを必修にした。これは 2012 年に終わったが、その後も自主財源で継
続し、支援期間を博士課程まで延長し、文部科学省奨学金に代えて自前の奨励金を提供した。研究室として
は今春までに 40 人の博士を輩出し、うち 20 人は留学生で、その半数の 10 人のベトナム人博士はこの自前
アジア人財による。これも大学のためにしたことが自分の研究室に大きく貢献した。

■３度目
2020 年度末に退職し、特任教授として科学研究費（科研費）による研究を継続するはずだったが、2 月

に学長に呼ばれて先端産学連携研究推進センター（URAC）のセンター長と副学長の任を授かった。前回
の後、国際化や新任教員のテニュアトラック制度の導入などに携わり、それらは軌道に乗ったが、産学連携
は他大学の後塵を拝する状況になっていて、心残りであったためにお引き受けした。特に、大学発ベン
チャー創出件数は全国の国立大学でも最下位クラスに落ち込んでいた。
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そのころ、幾つかの問題を自問していた。「論文、論文」と言い過ぎて、大学の基礎体力を強化する戦略
を欠いていないか（海外の有力大学では教員一人当たりポスドクと博士学生合わせて 2 桁いるので論文を書
く戦力の桁が違う）。日本も伸びてはいるが所詮は線形関数で、海外の指数関数の伸びを達成するには何が
必要なのか。既存企業との共同研究は知財取得もビジネスモデルも相手頼みで、価値創出の妨げになってい
ないか。選択と集中の基本方針を誤って、雑草に埋もれた将来の大輪の花を摘んでいないか。長くてあと数
年の自分に何ができるか…。「着眼大局、着手小局」しかあり得ない。

URAC のミッションは以前より多様化しているが、政府系予算獲得、民間企業との共同研究獲得、特許取
得と活用、ベンチャー創出、そして研究広報が柱である。これを 5～6 人の研究アドミニストレータ（URA）
で分業するのは無理で、学科・専攻などの単位で担当する URA を決め、教員にワンストップ体制で支援す
るようにした。多くの場合、教員は基礎研究から入り、科研費で研究を深め、実用性などが見えてきたら国
立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）予算などで試作・
実証段階に進み、さらに企業と共同で技術開発し、企業が実用化を断念した場合などには自ら起業し、そこ
からまた課題を基礎研究で取り上げるスパイラルモデルをたどる。一人の URA がこのサイクルを教員と共
にたどってサポートする体制とした。この体制は、教員への対応の連続性、業務引き継ぎの解消、限られた
URA リソースの有効活用が目的であるが、もう一つの意図に URA のスキルアップがある。教員についた
URA がこのサイクルを一緒にたどることで、全てのミッションを経験し、URA が主任や統括になったと
きに全部を見られるように育てたいと考えた。もちろん、ミッションによっては得意な URA が補佐するの
は言うまでもない。そして特に知財業務のためには経験豊富な知財顧問 2 人を非常勤で雇用し、高度な内
容は気軽に相談できるようにした。 

2 年目には早稲田大学を主管として、JST 社会還元加速プログラム（SCORE）大学推進型に本学も加えて
いただいた。インキュベーションマネージャ（IM）になれそうな人材を採用し、その人を含めてインキュベー
ション支援とアントレプレナーシップ教育の研修、そして 3 件の GAP ファンドを提供いただいた。その 3
件には、定期的に一流の起業アドバイザーの指導を受ける機会を設け、それに IM 候補が陪席することを通
してオンザジョブトレーニングを実施できた。また、大学で正式科目としてアントレプレナーシップ科目の
開講につながった。さらに、リサーチパークの先駆けになりそうな施設が複数で整備されようとしている。

3 年目からはセンター長・副学長の任務を終え、統括 URA として後任への移行を図っている。多少の余
裕もできて、自分が代表の 1 件に加えて科研費 4 件と企業との共同研究 3 件により、手書き答案の自動認
識・採点の研究開発を遂行している。これが最も心残りな仕事かもしれない。

最近のうれしい話題は、テニュアトラックの導入を一緒に行った蓮見惠司教授による株式会社ティムス
（東京都府中市）が 2022 年の 11 月に東証グロースに上場したことであり、研究開発が一層加速することを
期待している。

＊＊ 1　中川正樹：「弱みを強みに 手書きをデジタルに」，OROCO PLANNING, 2017．
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■はじめに
2022 年 2月 11 日金曜日、株式会社キャンパスクリエイト（東京都調布市）の安田耕平社長が新型コロ

ナウイルス感染症で急逝された。私にとっては盟友であり、良き相談相手でもあった安田さんの死は大きな
衝撃であった。
1999 年に設立されたキャンパスクリエイトが途中苦難の時期もあったが、23年間も生き続け、現在の
ようにユニークなTLOとして、他に類を見ないほどの多様性に富んだ事業展開によって社会に貢献できて
いるのはなぜか？　安田社長の類まれなるベンチャー精神とリーダーシップと、その下で共に挑戦してきた
社員の努力の賜物（たまもの）であることには疑う余地はない。
しかし、その前提として、なぜキャンパスクリエイトを創業したのかという創業の理念あるいは企業理念
が間違っていなかったからに違いないと、創業に関わったものとして密かに自負してきた。本稿では、現在
の同社の経営状況には直接は触れず、同社の創業を提案した者として、そのいきさつを述べ、これからの日
本における産学官連携の在り方の一つのささやかな参考にしていただければ、安田さんも喜んでくれるので
はと思い、本稿を執筆することにした。

■欧米と日本の産学連携の実態の格差にショックを受ける
私は、1960 年代のまだ「産学官連携」や「産学共同研究」という言葉を聞いたこともない学生の時から

大学の研究者になってからも、企業との共同研究に深く関わってきた。しかし、大学全体としては産学官連
携に対する認識は低く、産業界でも大学との連携に積極的な企業は限られていた。
1990 年、私は文部省（当時）の在外研究員として、イギリス、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ア
メリカなどの大学を訪問する機会を与えられた。そこで見たのは、大学の教育と研究を側面から支える種々
のアウトソーシングの姿であった。
産学共同研究に関連しては、大学のキャンパス内に教授が社長をする製造会社があったり、学内にあるコ
ンサルタント会社に教授が週に 1回勤務して、共同研究や学生のテーマを探したりしている。キャンパス
に隣接して、大学と密接に連携する企業団地が存在することも珍しくない。しかも、それらの間を結ぶコー
ディネーター役も充実していた。研究面だけでなく、教育に関わるさまざまなサービスをこなしてくれるア
ウトソーシングも存在した。学内で実施する学会などのイベントに際しても、その運営の一式を引き受ける
会社があった。このようなアウトソーシングを活用することにより、教員は教育や研究そのものに専任でき
ているのだった。
翻って、わが国の大学では、教員は教育や研究そのもの以外のそれらを支えるさまざまなことを自分自身
でやる必要があり、非常に多忙で、教育や研究の芯の部分に専念できる時間に限りがあった。この彼我の違
いがある限り、日本の大学は欧米の大学にはとても太刀打ちできない危機感を持った。
こう感じたのが今から 30年以上も前であったが、日本では、教育研究支援体制の充実には関心が薄く、
改善に向かうどころか、国立大学の法人化を契機に、このような状況はますます顕著になり、研究成果の国
際的な地位の低下として顕著に表面化してきている。

なぜ「（株）キャンパスクリエイト」を
創業したか

電気通信大学

梶谷　誠
かじたに　まこと



152023.3　

特 集

■「電気通信大学の子会社を作りたい」と訴え続けた
在外研究から帰国後、私は事あるごとに海外の上記のような実例を話題にし、「大学にも子会社が必要だ」

と話していた。ただ、それは個人的な思いにすぎず、具体的に「子会社を作る」計画を持っていたわけでは
なかった。そもそも、国立大学が会社を作ることなどはできなかったので、大学人はほとんど興味を示さな
かった。
しばらくして、私は電気通信大学の同窓会である目黒会の理事をすることになった。しばしば、目黒会の
会合があり、先輩や後輩の同窓生と懇談する機会が増えていった。その雑談の中で、海外での見聞の話をし
て、「子会社を作りたい」というのが口癖のようになっていた。大学人と違って、同窓生の多くは民間企業
人であるせいか、会社を作る話には興味を示す人がいた。その中の一人が当時目黒会の専務理事をしていた
安田さんだった。

■思いがけない転機が訪れた
1999年4月1日、私は電気通信大学共同研究センター長に就任した。それからまもなく、安田さんがやっ

てきて「先生がいつも言っている会社を私がやります」と言うので、びっくりしたがうれしかった。
さかのぼること 1年ほど前の 1998 年 8月、大学等技術移転促進法（TLO法）が施行されていた。この
ことも既に安田さんとは情報を共有していた。安田さんは日経産業新聞に、「TLOの話は前年に電気通信大
学の梶谷誠教授から聞いていた。同窓会の理事会で話す機会があったのだ」（仕事人　秘録：産学官の縁を
結ぶ⑤、2012 年 4月 11日）と書き残している。
私は、TLO法の成立によって、国立大学が初めてアウトソーシングの会社を持てるようになったと認識
していた。ただ、TLO法はあくまでTLOという特定の事業を対象としたもので、どんな事業でも自由に
子会社を作れるようになったわけではなかった。
しかし、ここに至って、安田さんの「清水の舞台から飛び降りる」決断を無にするわけにはいかなかった。

■TLO法を踏み台にしようと決意
この時点で、全国では既に幾つかのTLOが立ち上がっていた。しかし、私が作りたい子会社は先行する

TLOとは目的が異なっていた。私は初心を貫くこととし、安田さんも完全に同調してくれた。
二人で話し合った結果、新会社設立の基本方針を次のように定めた。

①事業内容は、TLO業務に特化せず、教員が必要とする種々のサービス業務を請け負う。
教員が欲するアウトソーシングの業務は特許に関することの他にも多岐にわたっている。その要望にでき
るだけ応えることが子会社設立の本来の目的であった。さらに、民間会社として自立していくためには、健
全な収益体制を確立する必要があり、技術移転業務だけではそれは不可能と判断した。

②上記を全うするため、文科省と経産省の承認は申請しない。
TLO法に基づく会社を設立する場合には、事業の実施計画を文部科学省（文科省）・経済産業省（経産省）
に提出して承認を受ける必要があった。TLO法では、事業を「特定大学技術移転事業」に特化しており、
これから外れた場合には承認を受けられない。しかし、承認がなくても民間会社が技術移転を事業とするこ
とを妨げてはいないと解釈した。それなら、あえて承認申請をせず、技術移転事業以外の事業も心おきなく
やろうと考えた。
実は、承認TLOになれば、設立後数年間は補助金を受けることができた。これは事業が軌道に乗るまで
の資金としてありがたいことである。しかし、株式会社として自立するためには、補助金を頼りにせず、背
水の陣で臨む覚悟が必要だと考え、甘い蜜には目をつぶった。
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③株式会社として設立するが、出資者は電気通信大学の教職員と同窓生の個人に限る。
既に設立されたTLOの中には、会員制度を採用する所もあった。会費収入が確実な収入源となるメリッ
トがある。しかし、われわれは民間の株式会社として自己責任で運営する厳しい選択肢を選んだ。出資者に
ついては、会社などの法人を避けることとした。資金力や経営力の強い企業の支配下に置かれる可能性を排
除して、電気通信大学の関係者個人の愛校心をよりどころにした。

④大学の教授会の審議事項にはしない。
先行するTLOの設立に際して、大学当局との調整で苦労している話を耳にしていた。大学当局の直接の
関与なしであっても、電気通信大学の関係者個人の出資で、大学のための事業をする会社であれば、事実上
の子会社であることに変わりない。この方針を時の学長の有山正孝先生に説明したところ、ご理解をいただ
き、快諾を得た。もし大学当局の了承が必要となると、会社発足後も何かと干渉される可能性も予想された。
以上のように、TLO法の設立を機に、国立大学が民間企業を設立できるようになったというところを強
調し（その事業が限定されていることに目をつぶれば）、この環境の変化をうまく利用し、いささか強引に
会社設立に踏み出すこととした。

■あっという間の設立
私が共同研究センター長になったのは1999年4月であったが、われわれの行動は素早く精力的であった。

前述の基本方針を決めてから仲間を集め、「リエゾンオフィス発起人会」を立ち上げることにした。発起人
会の世話人に私と安田さんとともに、ベンチャービジネスラボラトリーの森崎弘所長（故人）にお願いした。
同年の 7月 21日に、リエゾンオフィス発起人会の総会を開催し、リエゾンオフィス設立趣意書を採択し
た。趣意書の発起人代表は梶谷と森崎氏が当った。趣意書の一部には次のような記述がある。
「業務は、電気通信大学の教育と研究と社会貢献に関わる幅広い活動を支援する業務を請け負うことがで
きるものとする。したがって当面は、いわゆるTLO法に基づく技術移転を専門とする会社としない。＜中
略＞大学は、学問と研究の自由を保障される場でなければならない。産学の連携が産の主導に学が従属する
関係に成り下がらないためには、われわれが主体的に行動し、実績を示すことが何よりも重要と考える」
発起人会後、ただちに学内と同窓会に対して出資の呼び掛けを行い、55人から 1,945 万円の出資金が集
まった。予想以上のことであった。
出資の呼び掛けからわずか 1カ月余の 8月 27日に、キャンパスクリエイトの設立総会を開催し、安田さ
んが社長に就任した（会社の正式な設立は 9月 1日）。「キャンパスクリエイト」という社名は私が名付けた。

■おわりに
会社設立は大失態からスタートした。会社設立の挨拶状を各所に送ったところ、文科省から、「貴社は承

認TLOではないのに、学内の施設を使っているのか」というクレームが届いた。挨拶状に記載の会社の住
所が学内になっていたのだった。承認TLOは大学施設を無償で使用することが認められていたので、拡大
解釈してしまっていた。慌てて、会社の登記上の住所を安田さんの自宅に移した。
安田さんは学内の教員を回って営業活動を行い、部品の調達など便利屋的な仕事から始め、初年度から黒
字を出した。その後もコンサルタントや人材派遣業や旅行業まで、教員や大学の多様な要請に積極的に応え
て、黒字を続けてユニークなTLOとして注目されるようになった。
そのうち意外なことが起こった。文科省と経産省から承認TLOに申請するように勧められたのである。
会社の事業をTLO事業と他の事業に、明確に区別すれば良いということになった。2003 年 2月、キャン
パスクリエイトは承認TLOに登録された。
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■はじめに
日本は、他の先進国と比較してスタートアップ創出が大幅に遅れている。岸田政権は、「スタートアップ

育成 5 か年計画」を立てて、日本からイノベーションを創出するスタートアップの創出とユニコーン創出
の加速化を目指した計画を示した。海外でもスタートアップ創出の重要性は認識されており、各国でスター
トアップ創出のためのエコシステムの強化や投資が進められている。ヨーロッパでは、ギリシャがスタート
アップの伸び率が一位であり国を挙げて力を入れている。フランスでは、2000 年以降、3 万 8000 社もの
新しいスタートアップが生まれ、2010 年にはわずか 110 億ドルだった評価額も、今では 2,760 億ドルに達
している。このような状況の中で、コロナ禍で露呈したのが、日本におけるバイオ医薬品の開発の貧弱さで
ある。

日本で新型コロナウイルスのワクチンや治療薬を生み出すベンチャーは現れなかった。それどころか、国
内でワクチンを製造して国民に提供することができなかったのだ。上市されている革新的な医薬品の 80％
は、バイオベンチャーが生み出しているにもかかわらず、国内での創薬ベンチャーは海外に比べて希少であ
る。創薬ベンチャーは、約 80 兆円の市場を生み出しているが、国内ベンチャーは 8,000 億円足らずで世界
市場の 100 分の 1 以下である。日本における創薬ベンチャー創出と国内シーズの創薬実現のための課題に
ついても触れたい。

■広島大学が進める産学連携の概要
広島大学では、スタートアップを創出するための環境構築に力を入れている。これまで、産学連携の課題

は、大学研究者が生み出した研究シーズを実用化するために必要な企業とのマッチングやスタートアップ創
出のための支援体制が不十分なことに起因している。大学では、国からの運営費交付金が毎年減額される状
況であり、それを支援するリソースが足りていない。それに加えて、新型コロナウイルス感染症により人と
のコミュニケーションが難しくなりさらに困難を増している。自ら起業して実用化するスタートアップの創
出においても、スタートアップを支援する起業家支援人材が不足しており、十分かつ適切な支援が大学のみ
では難しい。そこで考えたのが、「ひ
ろしま好きじゃけんコンソーシアム」

（2021 年 10 月 21 日設立）である。
人のリソース不足を DX で解決する
ために、Slack を活用した産学官金の
コミュニケーションツールの導入だ

（図 1）。好きじゃけんコンソーシアム
の基軸を Slack で運用して、会員全
員に即時に情報提供できる仕組みであ
る。既に約 100 社が参加して、アメ
リカやヨーロッパのエコシステム関連

変われるか、
日本の産学連携 広島大学 

副学長（産学連携担当）

田原　栄俊
たはら　ひでとし

 図１ 　ひろしま好きじゃけんコンソーシアム概要
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の団体も参加している。AI を用いた 10 カ国語対応自動翻訳機能もあり、海外とのコミュニケーションも
良好である。これで初めて分かったことは、これまで産学連携要員で行ってきたマッチングのイメージと異
なり、想像もしていない異分野間の交流が活性化している点である。大学や企業のみならず自治体やベン
チャーキャピタルなどともつながっており、これまでの方法ではできなかったコミュニケーションに成功し
ている。

好きじゃけんコンソーシアムでは、その他に Moodle を使ったオンライン教育システムを参加企業など
の会員に提供している。特徴的なのは、本プラットフォームは、「平和希求する精神」を併せ持つ取り組み
を重要視しており、平和に関するオンライン講座を推進して、講座を設けている。その他、会員のニーズに
合わせて大学の講師による教材を提供している。これらは、会員企業の社員教育や経営層の教育に生かされ
ている。また、ゴールド会員以上には、特別なインターンシップを実施することができ、すでに株式会社ア
スカネット（広島市）などの複数の企業が企業課題を解決するためにその企画を進めている。企業課題を素
人の学生が解決する？　と思われるかもしれないが、それが十分にあるのだ。企業の社内にはない学生なら
では発想が生まれてくる可能性がある。日本の衰退しているものづくり国家やビジネスを救うのは、大学の
学生やスタートアップなのだ。

国は、2022 年を「スタートアップ創出元年」として、大きな資金を投入しようとしている。大学でも国
内に八つのエコシステムが起動しており、それを支えようとしている。もう一つのカギは、産業界の参画と
支援だ。事業に直結する投資のみならず、将来の夢に投資あるいは寄附する文化が生まれないと日本におけ
る真のイノベーションは成功しない。

創薬ベンチャーが生まれない日本国家の課題の一つは、創薬ベンチャーが生まれる環境が十分にそろって
いないことだ。その一つが、創薬における非臨床試験や臨床試験を支える CMC 開発（原薬プロセス研究

と製剤開発研究）や治験薬製造
の不足である。実際に、良い技
術を持っている創薬ベンチャー
や研究者が、治験薬製造を行う
場所がなく創薬開発が停滞して
いるのである。それを打破する
ために、広島大学では、メッセ
ンジャー RNA、核酸、ペプチ
ドを製造して、製剤化する施設
を作る決断をした。国際基準で
ある 3 極対応の GMP 製造医薬
品を可能にする GMP 教育も実
施して、国内の 3 極対応医薬品

製造施設も支援する。PSI GMP 教育研究センターを 2022 年の 10 月から立ち上げて、2026 年の操業開始
に向けて準備を進めている。これが完成すれば、アカデミアやベンチャーの創薬開発を後押しできるものと
信じている（図 2）。

■ベンチャー設立とグローバル展開の具体的内容
2021 年 1 月 27 日に広島大学初の創薬ベンチャーとして株式会社 PURMX Therapeutics（パームエッ

クスセラピューティックス）が始動した。私が基礎研究で実施してきたヒトの老化メカニズムの解明の研究
成果を応用して、マイクロ RNA を用いた抗がん剤を創薬研究実用化させるためである。自身のモットーで

 図２ 　医療クラスター形成を目指したワクチン製造拠点の構築
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ある「患者を助ける創薬研究」を実現
させるために、ベンチャー設立の中で
も困難なディープテック系創薬ベン
チャーの設立である（図 3）。

ベンチャー設立は、2011 年に起業
した株式会社ミルテル（広島市）に次
いで 2 社目である。これまでのベン
チャーでの経験を生かして、チームビ
ルトに時間をかけて 2019 年からの起
業準備を重ねての起業であった。創薬
直後の 2021 年 3 月に IND を迎えて、
治験実施のための治験薬製造と治験実
施の資金としてシリーズ A で 8 億 5000 万円の資金調達に成功した。ここまでスムーズに資金調達ができ
たのは、これまでベンチャー経験で築いてきた人脈が大きく役立った。チームにも、臨床試験に詳しい息
ぴったりの人材も参加した。チームビルトと人脈は、ベンチャーの成功には鍵である。

創薬ベンチャーのもう一つのカギは、グローバル事業展開である。創薬では、当たり前のことであるが、
グローバル治験実施のみならず、グローバル事業展開活動は、そのノウハウ経験が重要であり、ここでもこ
れまでの人脈がキーとなってくる。2022 年度は、コロナ禍も一段落して、バイオ系の会議にも積極的に参
加して、十分にチームをサポートしてもらえる体制を構築してきた。現在、国内でファーストインヒューマ
ン医師主導治験として悪性胸膜中皮腫での治験を実施している。いよいよ 2024 年は、グローバル治験を実
施する計画であり、世界初のマイクロ RNA 医薬品承認に向けて、前に進んでいる。「まずは患者一人でい
いから、われわれの技術で助ける！」を合い言葉にチーム一丸で創薬を邁進（まいしん）している。

2022 年には、大学発ベンチャー表彰（国立研究開発法人科学技術振興機構主催）で特別賞、EOY 2022 
Japan 中国地区 Challenging Spirit 部門の大賞（EY Japan 主催）を受賞することができたが、これを弾
みにより患者さんに医薬品を届ける事業化を加速化してきたい。

■産学連携活動における今後の在り方
これまでの大学は、国内の企業との共同研究や共同研究講座などに力を入れた産学連携を進めてきた。今

後の産学連携は、国外にも目を向けてより広い視野で産学連携を実施していくことが望まれる。大学内の
シーズのみならず、国内外の他のシーズとシナジーを生み出す連携の強化、海外企業からもシーズ・ニーズ
マッチングが加速化される仕組みが重要である。コロナ禍で DX 化が進んだおかげで、そのノウハウを産
学連携の DX 化にも生かし、世界で遅れを取っている産学連携やスタートアップの創出を加速化させるこ
とが必要である。

創薬の分野でも実用化されている医薬品の 80％はスタートアップ企業が生み出している事実からも、イ
ノベーションを起こすスタートアップの創出は重要であり、国の財政基盤にも大きく影響すると思われる。
今後、真のスタートアップ創出が加速化され、イノベーションを起こす技術を基軸としたもの作り大国を取
り戻してほしい。

 図３ 　グローバル展開を目指す PURMX Therapeutics の概要
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100 年に一度の大変革期。EV シフトを始めとする CASE（Connected：コネクティッド、Autonomous
／ Automated：自動化、Shared：シェアリング、Electric：電動化）、モビリティカンパニーへの業態転
換の契機となった MaaS（Mobility as a Service：マース）、加えて、DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）と GX（グリーントランスフォーメーション）の世界的潮流。愛知県のみならず、わが国主力の自動車
産業は激動の真っただ中にある。また、世界的な宇宙ビジネスへの本格的進行。さらに、デジタルツイン、
CPS（Cyber Physical System）、OMO（Online Merges with Offline）などのリアルとバーチャルとの
融合やメタバース、Web3.0 をはじめ未踏領域へのビジネス進行も加速している。

こうしたビジネスを取り巻く世界的な環境変化は、わが国の産業構造はもとより、社会システムそのもの
にも多大な影響をもたらしている。

社会システムの最適化をミッションとする行政機関としても、現行の社会政策や施策について環境変化に
適応させていくために、抜本的な見直しが求められていると考える。

愛知県は、こうした環境変化をリスクではなく、むしろチャンスと捉え、「攻め」の施策を開始した。と
りわけ今回の環境変化がビジネス面から生じている状況も踏まえ、ビジネス領域での施策を革新的に見直す
こととし、まずは産業構造転換の新施策を開始した。続いて農業、福祉などの社会的領域施策も見直しを進
めた。また、実施主体は愛知県のみならず、本稿のテーマでもある産業界、大学・研究機関、金融機関のい
わゆる産学官金の様々なステークホルダーが一体となり有機的連携を図りながら、強力に推進している。

その第一弾は、愛知県エリアを中心とするグローバルなスタートアップ・エコシステムの形成である。ま
た第二弾は、スタートアップとの連携による農業イノベーションプロジェクトの展開である。さらに第三弾
は、認知症対策を含む高齢社会対応のデジタル社会の形成である。そして第四弾は、これらの革新的事業の
創出・社会実装の「仕組み」の形成である。

■世界に類例のないグローバルなスタートアップ・エコシステムの形成（第一弾）
愛知県は 2018 年 4 月に Aichi-Startup 推進ネットワーク会議を立ち上げ、同年 10 月に産学官金が連携

して Aichi-Startup 戦略を策定した。
この戦略は、本県のみならず、わが国主力の自動車産業が CASE、MaaS の動きの中で 100 年に一度の

大変革期を迎え、マクロ面では地域の産業構造転換、ミクロ面では関連企業のビジネスの最適化の要請を受
けて策定した。また本戦略では、愛知県を中心に、世界に類例のないグローバルなスタートアップ・エコシ
ステムの形成を目指し、スタートアップの創出、育成、展開、誘致とともに、現行の事業会社とスタート
アップとの融合によるオープンイノベーションの推進を目標に掲げた。

戦略の特徴は、海外のスタートアップ支援機関・大学との連携である。戦略策定時の 2018 年は日本国内
でスタートアップ・エコシステムの形成の施策は存在しておらず、日本初の取り組みとして海外連携を主要

イノベーション創出による
社会課題解決と
地域活性化を目指す
産学官金連携による
革新事業創造

愛知県 経済産業局 革新事業創造部長
MBA（AACSB、AMBA 国際認証）／
中小企業診断士／宅地建物取引士

柴山　政明
しばやま　まさあき



212023.3　

特 集

なテーマとした。現在はアメリカ、シンガポール、フランス、中国およびイスラエルの 5 カ国 14 のスター
トアップ支援機関・大学と MOU（Memorandum Of Understanding：基本合意書）を結ぶなどした上で
連携事業を進めている（図 1）。

こうした取り組みを総合的
に展開するために、日本最大
のスタートアップ支援拠点を
整備することを決めた。Aichi-
Startup 戦略を筆者が作成す
る中で、世界最先端のエコシ
ステムにおける、ソフト・ハー
ド両面から総合的にスタート
アップを支援する「拠点」の
存在が明らかになった。ハー
ド面ではグローバルなコミュ
ニティの場を提供し、ソフト
面ではスタートアップの成長
とオープンイノベーションに向けた事業会社との連携の機会を提供していた。そこでグローバルなエコシス
テム形成を目指す愛知県にとっても総合支援拠点が不可欠と考えた。また、その際、世界で最高のスタート
アップ創出、育成の成功事例であるフランスの STATION F との将来的な連携を視野に名称も STATION 
Ai とした。

愛知県が整備を進めるスタートアップ総合支援拠点 STATION Ai は、名古屋市内の鶴舞公園の南側に
2024 年 10 月にオープンする計画となっている（図 2）。事業手法として PFI 法（民間資金等の活用による
公共施設等の整備等の促進に関する法律）に基づく BT（Build Transfer）コンセッション方式を採用した。
2020 年に公表した県の PFI 事業者の入札説明書では、「オフライン（リアル）・オンライン（リモート）を
融合した新たなコミュニティを形成するニューリアリティ対応型の世界初・世界最高レベルのスタートアッ
プ中核支援拠点」といった要件を設定し、メタバースビジネスなど昨今のビジネス環境を先取りする形での
事業展開を促した。

一方、この施設の完成を待
つことなく、2020 年 1 月から
名古屋市中村区の WeWork
グローバルゲート名古屋内に
PRE-STATION Ai を開設し
ている。ここでは、統括マネー
ジャー・コミュニティマネー
ジャーを配置し、起業や協業
支援、コミュニティ形成、ビ
ジネスプランコンテストなど
STATION Ai での展開を予
定する総合支援サービスを先
行的に実施しており、運営体
制・支援機能の継続的な拡充

 図１ 　愛知県のスタートアップ施策の海外連携先

 図 2 　STATION Ai 完成予想図
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の中で、STATION Ai のロケットスタートにつなげていく考えでいる。

■農業イノベーションプロジェクトの創出（第二弾）
農業分野においては、担い手の減少や高齢化といった従来から横たわる課題に加えて、カーボンニュート

ラルやサプライチェーン改革などの新たな課題が生じている。こうした課題に迅速に対応するため、愛知県
は従来の農業施策にはない、新しいビジネスアイデアや革新的技術を有するスタートアップと連携した新施
策である「あいち農業イノベーションプロジェクト」を立ち上げた。既に本県が進める STATION Ai の関
連プロジェクトとして事業化を図ることとし、2021 年 12 月に、プロジェクトの推進母体として農業分野
に造詣の深い大学、農業団体、国、愛知県を構成メンバーとする「あいち農業イノベーション研究会」を設
置し、産学官連携による農業イノベーション創出事業を進めている。

具体的には、土地利用型作物のスマートモデルをはじめ、農業イノベーション関連の六つのテーマを設定
し、スタートアップ等の事業者から技術提案の募集を行い、実現可能性や先進性などの観点から 18 課題を
選定し、予備試験などを行いながら、開発から社会実装までの計画をまとめ、研究開発を進めている。

このうち、燃油や肥料の高騰対策など喫緊の課題に対応する内容や、提案内容の熟度が高い 6 課題につい
ては、先行的に研究開発を実施し、早期の社会実装を目指している。

こうした農業分野のイノベーション創出と事業の加速化を通じて、愛知県独自の施策として農業分野の社
会的課題解決と農業振興を同時に進める革新事業を展開している。

■高齢社会対応のDXによるヘルスケアソリューションの提供（第三弾）
健康長寿分野においても、愛知県は DX による新しいヘルスケアソリューションの創出と社会実装を目

指す「あいちデジタルヘルスプロジェクト」の立ち上げを進めている。
このプロジェクトは、愛知県に立地する国立研究開発法人国立長寿医療研究センター（以下、「長寿研」）

を中核とする研究機関・大学および民間事業者とが連携し、デジタル技術などを活用して、健康寿命の延伸
と生活の質向上のための各種のサービス・ソリューションを創出し、地域連携のもと社会への実現を図るこ
とを目的としている。このため 2022 年 12 月に、愛知県とともに長寿研、中部電力（株）、名古屋鉄道（株）、
ソフトバンク（株）、東京海上日動火災保険（株）が連携協定を締結し、プロジェクトの具体化に向けた検
討を開始している。なお、筆者は、こうした社会的影響の大きな課題に対しては、公共セクターが中心とな
り、競合ともなり得る民間セクター間に共通する協調領域を設定した上で、当該領域における横串のプラッ
トフォーム（連携体制）を構築して事業化を進めることが有効と認識している。

今後、医療・介護分野を中心に研究開発を促進させながら、高齢者の方が健康で長く、住み慣れた地域で
暮らせるサービス・ソリューションを創出・提供する考えでいる。

■イノベーション創出の常態化を図る革新事業創造戦略の具体化（第四弾）
愛知県は、以上の第一弾から第三弾までの三つの事例に代表する革新的な事業を、絶え間なく創出させ、

社会実装を図る「仕組み」を構築することとし、2022 年 12 月に革新事業創造戦略を策定した（図 3）。
この戦略では、民間提案を起点として、社会課題の解決と地域の活性化とを同時に進めるイノベーティブ

なプロジェクトを革新事業と位置付け、その創出を促すとともに、愛知県による全面的なバックアップのも
と提案者が主体的に関与しながら産学官金が連携し革新事業の社会への実現を図っていく、事業化のプロセ
スを掲げている。また、革新事業の国内外の最新事例や革新事業の創造から社会実装の加速に向けた支援施
策を体系的に示すなど有効な情報の提供を通じて、制度の活用を促している。さらに、戦略実現の手段とし
て策定と同時に、産学官金の多様な主体からのイノベーション創出に向けた提案を受け付ける「革新事業創
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造提案プラットフォーム（愛称 A-idea）」を構築した。このプラットフォームでは、イノベーション創出に
向けたアイデアに加え、技術・研究シーズの登録も可能となっており、Web 上でのアイデア同士やアイデ
アと技術・研究シーズのマッチング機能を備え、登録者同士による自立的なオープンイノベーション・新事
業の立ち上げを促進するシステムとなっている。県としては、こうした事業も、バックアップしていく方針
としている。

産学官金が連携し、従来の発想や施策体系に捉われることなく新たな視点や切り口で、いわば「0 ⇒ 1（ゼ
ロワン）」の発想で革新事業創造戦略を実行し、様々な分野において愛知発のイノベーションを創出し、日
本をリードしていきたいと考えている。

 図 3 　革新事業創造フロー図
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わが国の地方においては、都市部への人口流出、少子高齢化が進み、IT（情報技術）人材が不足すること
により、情報化に遅れをとっている。本稿では、筆者が関わった岩手県における医療・福祉・保健分野の情
報化、インターネット放送システム、IT 人材育成のための「アイーナ情報システム塾」と、情報格差問題（デ
ジタルデバイド）の解決を目指した「愛のマゴの手（i-MgNT）プロジェクト」を紹介し、筆者がこれまで
の活動を通じて感じたことや、課題、将来あるべき姿などについて考察する。

■医療・福祉・保健分野の情報化
岩手県の面積は 15,280km2 と広大で、医師数は１km2 あたり 0.17 人であり、北海道に次いで少ない。

さらに東は北上山地、西は奥羽山脈に挟まれ、平地が少なく、交通の不便さから、効率的で質の高い医療
サービスの提供が求められている。そのニーズに応えるために、岩手県内には県立病院が 25 設置され、病
院のネットワーク化が図られ、全ての病院に電子カルテが導入されつつある。一方、医療分野の情報化と同
時に、在宅医療・介護サービスなどの福祉・保健分野の情報化に対する需要も高い。このため、例えば釜石
市では 1990 年代に在宅健康管理システム「うらら」、宮古市川井（旧川井村）では保健福祉医療の連携シ
ステム「ゆいとりネットワーク」など先進的なシステムの開発・導入がなされてきた。これらは、ICT（情
報通信技術）に詳しい医師の鎌田弘之氏（現在、盛岡赤十字病院健診部長）や木村幸博氏（現在、もりおか
往診ホームケアクリニック院長）が中心となって推進された医療福祉保健の連携事例である。一方、1998
年に開学した岩手県立大学の社会福祉学部、ソフトウェア情報学部には、このような優れたシステムを岩手
県内の他地域、および全国に普及させるべきという考えを持つ教員がいた。この考えに同調する医師や大学
教員、企業の有志が集結し、1999 年 7 月に岩手県医療福祉情報化コンソーシアム「ポラーノ広場」（初代
会長は舩生豊、岩手県立大学名誉教授）を設立した。当時、この会には個人会員 20 人に加え、岩手県内の
情報関連企業などの法人会員 13 社が加盟していた。この活動の中で、特に大きな成果としては、「ポラーノ
広場」第 2 代会長を務めた小川晃子氏（岩手県立大学名誉教授）らが、ICT を用いた高齢者の見守りシステ
ム＊＊ 1 の開発や地方への実導入を行い、その有効性を示してきた。その後、この考え方に基づいた高齢者見
守りシステムが全国各地方に拡大してきている。しかし、定年退職や人事異動などによってこの会のメン
バーは徐々に抜け、2020 年度には個人会員 11 人、法人会員 4 社となり、会の継続運営が困難になり 2020
年度末に解散した。筆者は、この「ポラーノ広場」の設立時から約 22 年間、副会長、事務局を務めてきた。
この会は一定の役割は果たしたが、日頃から意識して若い人材を巻き込み、後継者を育成する必要性があっ
たと反省している。

■インターネット放送システム
わが国の昭和の時代における農漁村地域では、「有線放送」が日々の生活情報、気象情報などの入手手段

として広く活用されてきた。しかし、電波放送やインターネットの発達・普及により「有線放送」の役割が
見直され、運営コスト上の理由から各地で廃止が続いてきた。岩手県においても、紫波町・矢巾町エリアで

「有線放送」が長年利用されてきたが、2017 年度末に廃止となった。しかし、住民に対する筆者らの調査

地方の情報化に向けた
産学官連携
―岩手県の事例紹介―

岩手県立大学 
研究・地域連携本部 特命教授

佐々木　淳
ささき　じゅん
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結果からは、「有線放送」が廃止されて困っているという意見が多かった。特に、ラジオやテレビは身近な
地域情報が少なく、高齢者にとってインターネットは利用が難しいことから、「有線放送」が日々の貴重な
情報源となっていたことが分かった。また、筆者らが地域住民のヒアリングを行ったところ、高齢者にとっ
ての「情報」とは外から自然に与えられるものであって、自ら取得するものという意識はなかったことに気
付かされた。このことから、「有線放送」に対する根強い需要があったものと考えられる。一方、インター
ネットの世帯普及率は地方においても 90％に近づいているため、このインターネット環境を活用した「有
線放送」に代わる音声・画像配信サービス（以下、インターネット放送システム）が技術的には実現可能で
あることから、このシステムを開発することとした＊＊ 2。システムの概要を図 1 に示す。このシステムの特
長は、システム管理者が操作しやすい ECMS（Easy Contents Management System）と、パソコンやス
マートフォンがなくても専用端末を設置することにより地域限定の放送が視聴できる点である。あらかじめ
設定した時刻になると、サーバに保存された音声・画像ファイルが、専用端末にダウンロードされ、自動再
生する仕組みになっている。専用端末のハードウェアは廃止された「有線放送」用のスピーカを活用し、そ
の中に開発したプログラムを組み込んだ Raspberry Pi3 を実装したもので、極めて低コストになっている。
初期段階の専用端末については、この構想に賛同する佐藤誠司氏（盛岡市・佐藤税理士法人「士業の森」会
長）の経済支援を受けて開発した。システム全体については、公益財団法人「I-O DATA 財団」から研究
助成をいただき、紫波町の企業（有限会社ホロニックシステムズ）と共同開発した。また、放送用コンテン
ツについては、紫波町の住民である佐藤祐輔氏（有限会社佐藤時計店）の協力を得て作成した。2019 年 9
月～10 月、自治体（紫波町、矢巾町）の協力を得て、合計 16 人の地域住民を対象にシステムの利用実験を
行った。その結果、月 1,000 円程度の有料であってもこのシステムを利用したいというニーズを確認するこ
とができた。また、コンテンツの放送機能については地域住民でも簡単に利用できるため、身近な情報の配
信に有力なソフトウェアであることを確認した。この成果について、自治体（紫波町、矢巾町）に説明した
ところ、構想に対する賛同は得られ
たが、予算の都合上、初期投資は困
難とのことで、この事業は停止した
ままである。課題としては、日々の
身近なコンテンツの収集方法、シス
テム管理者・運営者の人件費・初期
投資予算の確保、初期利用者選定な
どがある。初期投資予算の確保につ
いては、地方自治体だけの力では困
難であり、国からの補助や趣旨に賛
同する大型のスポンサーが必要であ
る。

■ IT 人材育成のための「アイーナ情報システム塾」
岩手県立大学の主キャンパスは岩手県滝沢市内にあるが、2006 年に盛岡駅西口に隣接する岩手県民情報

交流センター（通称、アイーナ）内にアイーナキャンパスを開設した。筆者は、このアクセスしやすい場所
にあるアイーナキャンパスを活用し、岩手県内の社会人、学習意欲の高い学生を対象に、IT 人材の育成を
行うため、田中充氏（当時岩手県立大学客員教員、現株式会社イワテシガ代表取締役）と協力し、2006 年
度～2021 年度まで 16 年間、「アイーナ情報システム塾（開設時の名称は「IPU 情報システム塾」）」を開講
してきた。この塾の根底には、筆者らの「岩手県をソフトウェアバレーにしたい」という理念が込められて
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 図１ 　インターネット放送システム
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おり、特徴として、講師が一方的に教える「研修形式」ではなく、受講生同士のコミュニケーションを重視
した「塾形式」により、学生は社会人に、社会人は学生に対して異なる視点からの問題発見、討論、発表を
通じて学び合うことにより、技術面だけでなく、人として成長していく点が挙げられる。この 16 年間続い
たアイーナ情報システム塾の受講生は累計でおよそ 900 人に及び、現在もこの受講生約 150 人を登録した
メーリングリストによって各種プログラミング技術、情報技術に関する研究会、セミナー、イベントなどに
関する情報交換が行われている。2022 年度から、この塾は、岩手県立大学研究・地域連携本部に引き継が
れ「数理・データサイエンス・AI 塾（略称、DS 塾）」として、数理、データサイエンス、AI（人工知能）
を学ぶことができる。

■「愛のマゴの手（i-MgNT）プロジェクト」
現在、あらゆる分野のデジタル化と、その先の Society 5.0（超高度情報化社会と現実社会の融合）の実

現を目指した研究や事業が進められているが、地方においては、医師不足、各産業の担い手不足、情報格差
（デジタルデバイド）の問題が深刻である。地方におけるデジタルデバイドの問題解決のため、筆者らは
2020 年から認定 NPO 法人「心の架け橋いわて（理事長、鈴木満氏）」が進めている「愛のマゴの手（i-MgNT）
プロジェクト」に参画している。これは、東日本大震災の被災地域に居住する情報機器の操作が苦手な高齢
者を対象に、マゴ世代の若者が支援を行うというものである。具体的には、有償学生ボランティアによるパ
ソコン利用の遠隔サポートや、公民館での「スマートフォンよろず相談室」の開設である。この活動は、高
齢者一人一人の異なる問題や要望に寄り添って継続的に支援するもので、一般の企業によるパソコン教室や
スマートフォン講座などの一時的・共通的な研修とは異なる。地方においては、IT 支援を希望する人は多
いが、それを支援する学生側の安定したリソース確保が課題となっている。

■おわりに
本稿では、筆者が関わってきた地方の情報化に関する取り組み事例を紹介した。これまでの取り組みにお

いて挫折した要因は、後継者育成が足りなかったこと、地域の経済力などのリソース不足が挙げられる。し
かし、新型コロナウイルスの影響で、リモートワーク、リモート教育などの新しい生活様式の浸透が進んだ
ことによって、産業や教育におけるこれまでの地方のハンディは克服されつつある。今後、日本政府が掲げ
ている「デジタル田園都市国家構想」を実現するためには、それぞれ異なる地方の実情に応じて、自治体、
地元企業、地元の大学の中から、具体的な社会課題解決に向けて共通の目標を持つ人を結集することが必要
である。特に、大きなタイムスパンで強い意志を持ち続けることができる専門家たちの集結と連携が鍵であ
る。そして、活動の中では、常に若い人を意識して巻き込むことと、デジタルについていけない人も置き去
りにしない意識が大事である。これによって、地方における一つ一つの社会課題を解決し、そのモデルを全
国に展開していくのが最も確実で現実的な道と考える。

＊＊ 1　 米田多江，小川晃子，佐々木淳，米本清，船生豊，「岩手県川井村における高齢者見守りネットワークシステムの構築と運用」，パーソナル
コンピュータユーザ利用技術協会論文誌，Vol.16，No.3（2006）．など

＊＊ 2　 前島多恵子，高木正則，山田敬三，佐々木淳，佐藤祐輔，檜山稔，「有線放送と同等の機能を有するローカルインターネット放送システム」，
2018 年度電気関係学会東北支部連合大会，１I14，（2018）．など
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京都がベンチャー発祥の地と言われるのはなぜだろう？　「オール京都」って何だろう？　12 年間、京都
の地で中小企業支援、インキュベーション支援、ベンチャー支援、大企業の社内ベンチャー支援などの現場
を担当した際に感じていた疑問を、京都の産学公連携に関わってこられた大先輩方にお話をお聞きして私な
りにまとめてみました。

ヒアリングした方々は、次のとおりです。京都府副知事・山下晃正氏、公益財団法人京都高度技術研究所 
理事長・西本清一氏、龍谷大学政策学部教授・白須正氏、京都府ものづくり振興課課長・足利健淳氏。

■産学連携は明治維新の頃から始まっていた！
「産学の学である大学の重要な役割は『人材育成』です。それが京都を支えてきました。明治維新の頃か

ら取り組んできた産業政策の最初の取り組みが人材育成でした。みんなでお金を出し合って、日本初の学区
制小学校「番組（ばんぐみ）小学校」＊ 1 を開講しました。庶民は割賦で、絵描きは絵を寄付するなどみん
なで取り組み高等教育をスタートしました」
ポイント 1：何をするにも「人」が大事。「人材育成」にみんなで取り組むことが大事。

■島津製作所が産学連携のスタート
「京都の産学公連携を語る際、島津製作所の存在は大きい」ということで企業のホームページを見てみる

と、『島津製作所の創業者である島津源蔵氏は、舎密局＊ 2 に足繁く通い、理化学分野の広範な知識と技術を
習得。わが国の進むべき道は科学立国であるとの理想に燃えて、理化学器械製造の業を明治 8 年（1875 年）
に開始、その後数々のイノベーションを起こしていきました』とありました。そして、『わが国にレントゲ
ン博士が X 線を発見したとの報告が届くと、京都では第三高等学校の村岡範為馳教授が研究に着手。電源
設備のある島津を実験場にあて、村岡教授、糟谷宗資助手、そして二代島津源蔵と弟の源吉が実験を行いま
した。島津製作所において X 線写真の撮影に成功したのは、明治 29 年（1896 年）10 月 10 日で、レント
ゲン博士が X 線を発見してから 11 ヵ月後のことでした』とありました。
ポイント 2： 先見性のある経営者の存在が地域にイノベーションを起こしてきた。それはまさに産学連携と

いう方法によるものだった。

■京都の産学公連携における京都大学の存在
「京都大学の存在もまた大きかった」ということで成り立ちを調べてみたところ、『旧制第三高等学校の淵

源は 1869 年に大阪で設立された舎密局に求められる。第三高等中学校時代の 1889 年に京都市に移転。こ
れが現在の京都大学総合人間学部の前身である。』とありました。
ポイント 3： 産学官連携における大学の役割は大きく、その中心的存在となる大学が地域にあるかどうかも

大事。

ここまでは京都の歴史からの話です。次に、お聞きした話から京都の特徴をまとめてみます。

京都の産学公連携を
ひもとくと、いろんな
ことが見えてきた！

福岡大学 産学官連携センター 
産学官連携コーディネーター 客員教授／
同社会連携センター コーディネーター

中川　普巳重
なかがわ　ふみえ
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■京都の特徴って何だろう
・ 大学の街である。いろんな産業もある。イノベーションは組み合わせ。組み合わせの選択肢が無数にある。
・知恵の蓄積がある。知恵は独自性、差別化の源泉となる。
・ 時流に乗らない。世の中の動きが自分たちの腑（ふ）に落ちなければ動かない、公募事業であっても最後

まで動かない。ただし、やるならば先頭を切ってやる。
・ 目利きの文化がある。目利きとは、製品の値打ちが分かる人。その目利きの目にかなったら報いられると

言う考え方がある。つまりは、製品品質を落とすことに抵抗があるということ。
・ 人がやることをそのまま模倣しても評価されない風土がある。独自性がないと評価されない。模倣するこ

とは恥ずかしいという気質がある。
・ 産業が多様なのは、弱肉強食の産業社会ではなく、それぞれが棲み分けながら進化していくという、共生

の意識がある。長寿企業が多いのもそうした関係ではないか。
ポイント 4： 「ほんまもん」を見極める力を養い、信用を失わず長く続けていくための知恵を町そのものに

蓄積してきた。みんなで取り組むという意識、共生の意識が大事。

■京都地域における産学公連携科学技術研究開発の特徴って何だろう
・ 産学公連携の目的は学の成果を社会実装すること。産業界に役立つことに取り組むための技術応用のプレ

イヤーを、公と産が大学から引っ張り出したこと。
・ 連携活動においては、PDCA サイクルを回しながら見直しを測ることが大事。成果が出ているかどうか

の評価は厳しく、外れていくプロジェクトもある。残ったプロジェクトに研究費を再配分しながら進めて
いくことが大事。

・ 芯になるテーマが一つあるというよりも、おもちゃ箱をひっくり返したようにいろんなテーマがあること
も特徴の一つ。

ポイント 5： 尖（とが）っていないと連携してもうまくいかない。連携して成功するにはそれぞれが尖って
ないとダメ。自分の強みがない人が集まってもダメ。朗らかな人だけではうまくいかない。

■産産学学という考え方へ
・1 社と 1 大学の取り組みではなく、学に対して複数の産を連携させる必要がある。
・ 製品開発力のあるベンチャー企業・中小企業を発掘し、産産学学連携による試作支援体制を構築する。こ

の場合の産は、川上から川下の、中小企業、大企業の中での産産である。
・ 試作などの試験的な取り組みは中小企業が担当しまずは中小企業が製品化する。それを見た大企業が市場

性を目利きして市場性があると判断すれば、社会へと本格的に普及させていくことを担当する。この仕組
みができた時に堀場製作所創業者の堀場雅夫氏は、やっと「ほんまもん」ができたと言われていたそうだ。

ポイント 6： 学の成果を社会実装するには 1 社と 1 大学の連携だけでは難しい。産業界に役立つこととは製
品が市場に広く出ていくこと。そのためには産産学学体制での役割分担が大事。

■文化度が高いこと
「京都の人が他の地域の人と違う点があるとしたら何ですか？」「中小企業の経営者の中にも茶道をたしな

む人が多い。庭師も茶道をやっている。茶道を通じて文化を学んでいる」茶庭の落ち葉は、庭を掃いて、葉
を 1 枚 1 枚磨き、そこから散らす、その風情を人々が愛でているとお聞きして、奥が深く、これぞ「ほん
まもん」なのだと思いました。
ポイント 7：日々の仕事に文化の視点を融合することが大事。文化を学ぶことが大事。
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■人と人が会うことで築ける信頼関係
「人と人がつながっていく仕組みはありますか？」「町がコンパクトで、産業、行政、大学、文化人が近い

距離にいることも特徴。人と人が密接に会う。だんだんと理解が深まることで親しくなり信頼関係が構築で
きている」
ポイント 8： 人と人の出会いが大事。出会いの機会をつくるプログラムが必要であり、そのプログラムは短

期の取り組みではなく長く続けることが大事。

■「京都産学公連携機構」の設立はオール京都としての体制構築の最終ステージ
「代表幹事は京都府、京都市、京都大学、財団法人大学コンソーシアム京都、京都商工会議所。
産として社団法人京都工業会が入っているのも特徴。文部科学省がプラットフォームを形成しようと声を

掛ける前から取り組んできた京都にとって、京都産学公連携機構は最終ステージ、これまでの取り組みの完
成形です」
ポイント 9： 地域にとって必要だと思うことは国が声を掛ける前から自発的にみんなで取り組んでいくこと

が大事。

■大学と自治体が密接な関係にある
「京都府は企業から産学連携を仕掛けていく。京都市は大学から産学連携を仕掛けていく。大学と自治体

が密接な関係にあるのも大きな特徴」
ポイント 10： 大学と企業が個々に連携するだけでは地域のイノベーションにはつながりにくい。大学と産

業界をつなぐ自治体が密接な関係にあることが大事。そして、産業支援機関が中小企業と大
学の連携をコーディネートすることが大事。

■公設の試験研究機関の役割
「京都には府と市の二つの試験研究機関があり、うまく役割分担している。国の大型プロジェクトをやる

時にも中小企業が大学と直接結び付くのは難しく、公設の試験研究機関が果たす役割は大きかった」
ポイント 11： 大学と中小企業の連携において試験研究機関を活用することが大学の研究技術を社会実装す

る際の実現可能性を高めていく。

■失敗するかもしれないからこそ役所がやる
・成功することが分かっているのならばわざわざ役所がやらなくても良い。
・役所がお金と人を使うのだから、何か新しい価値を生み出す必要がある。
・最初の道筋を付けることが役所の役割。失敗するかもしれないがまずは一度やってみる。
・失敗することで分かることがある。そしてそれは次の人の役に立つ。企業に還元できればそれで良い。
・ プロジェクトに参加する人たちにとっては失敗も役に立つ。1 社で失敗するよりはみんなで失敗しリスク

を分散した方が良い。
ポイント 12：役所は何事にもチャレンジしながら企業へその結果を還元していくことが大事。

「役所が失敗してもいいというのは意外でした」。「あれがあったからこの成功に結び付いたという歴史的
な目線を持っているので失敗も OK です。家訓は失敗してきたからこそ書き留めているもの。失敗しなけれ
ば気が付かない」
ポイント 13：失敗するからこそ分かることがある。そして次の世代へと伝えていくことが大事。
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■これからの産学公連携の在り方について
・課題が高度化してきており、文理融合、産産学学で産学公連携のレベルを上げていく。
・価値転換が大事。時には現在の価値とは真逆のことに価値を転換することも考える。
・地域を巻き込んで社会課題解決型で持続可能な産学公連携を目指す。
・ 生きる力に意識を向ける。人としての根本的な部分。そこに意識を向けなければ社会課題は解決できな

い。その上で実現するための技術を考えることが大事。
・地域でたくさんのプロジェクトを積極的に立ち上げていくことが大事。
・ いろんな企業が参加して産業支援推進組織である自治体が役割を果たしていくことが大事。大学や企業に

直接補助金が入る産学連携ではなく、産業支援推進組織である自治体が関与できるような産学官連携のシ
ステムであることが大事。

・ 大企業がグローバルな産学連携に取り組んでいく中で、中小企業の出番がなくなってしまわないようにす
ることが大事。地域の新しいプロジェクトに中小企業をどんどん巻き込んでいく。公設試験研究機関も巻
き込みながら中小企業の出番を作れるコーディネーターの存在が大事。

・企業 OB だけではなく、プロパーのコーディネーターを増やすことも大事。
・海外のモデルをマネするのではなく、過去の実績を振り返り日本流を構築することが大事。
ポイント 14：�ヒアリングを終えて思うことは、社会課題を解決しより良い社会にしていきたいという思い

のある尖った人たちが、常日頃から交流し、信頼関係を築き、目の前の課題に真剣に向き合
い、解決策を探していくことが大事。結局は「人」なのではないか。仕組みだけで成功する
ことはなく、地域を巻き込んでみんなで取り組む、その個々の「人」の意識・スキルによる
ところは大きい。

ポイント 15：立場を超え積極的に人に会いに行きましょう！

制度的なお話もたくさんお聞きしましたが、私が「なるほど！」と感じた点を一つでも多くお伝えできた
らと思いこのようなまとめ方とさせていただきました。

＊ 1　 「番組（ばんぐみ）小学校」：明治 2 年（1869）に地域住民が出資者となり、全ての子ども（華士族以外）が通える日本初の学区制小学校の
こと。半年間で 64 校、日本の法律において学校制度ができる３年も前の出来事。KYOTO SIDE ウェブサイト

＊ 2　舎密局（せいみきょく）：明治維新期における化学技術の研究・教育、および勧業のために作られた官営・公営機関。
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■地域インフラとしての役割を構築
2000年の創設以来、浅間リサーチエクステンションセンター（AREC）は、

長野県上田市の産学官連携支援機関として信州大学繊維学部に拠点を置き、
人や情報が集まる場を絶やさず、にぎわいを創出してきた。製造業の技術
やノウハウを集積し、開発支援、市場開拓、さらには人材確保・定着を支援。
各種表彰を受け国などからの補助・受託事業を行う機会をいただいている。

コロナ禍でも歩みを止めることなく、対面のセミナーに代わりオンライ
ンサロンやハイブリッド講演会を実施、AREC の 4 階スペースをコワー
キングスペースとしてドロップインで利用できるサービスも開始した。

日本の産学官連携は、1996 年の「科学技術基本計画」、1998 年の「大
学等技術移転促進法（TLO 法）」策定により大きく進展した。ここから四
半世紀が経ち、産学官の地域ネットワークはどこの地域にもある当たり前
のインフラになっている。ただし、一度ネットワークを構築しても、その
機能を維持するためには常にメンテナンスが欠かせない。人脈を再構築し、
適材適所を見極め、広がりを確保しなければならず、産・学・官それぞれ
の取り組みを的確に把握する必要もある。状況に合わせたアップデートが
不可欠だが、更新を怠り機能不全に陥っている地域も少なくない。

AREC が注力してきたのは、このメンテナンス部分だ。コーディネータ
は現場での対話を重視し、密にコミュニケーションを取る。一つひとつの案
件に魂を込めたことが好循環を生み出し、スタート時は 36 社であった会
員数が、2023年1月時点で320社・103団体まで拡大している（写真1、2）。

■単独自治体から広域連携に
23 年に及ぶ AREC の活動において、一つの臨界点となったのは 2016

年に実現した広域連携だ。上田市が属する長野県の東信州エリアは電気機器、予防医療、アパレル、観光、
農業など多種多様な産業構造を成す。地域内には信州大学繊維学部や長野大学などが立地し、研究シーズが
豊富だ。こうした地域のスケールメリットを生かすため、AREC が取りまとめ役となり東信州次世代産業
振興協議会を立ち上げた。東信州エリア 10 市町村（上田市、小諸市、佐久市、千曲市、東御市、坂城町、
御代田町、立科町、長和町、青木村）で構成され、東信州次世代イノベーションセンターを事業主体に産業
間融合による先進的な産業の創出・集積を目指す。

次世代産業と位置付けたのはモビリティ産業、ウェルネス産業、アグリビジネス産業。ここを重点分野と
して、産学官が連携し各種のプロジェクトを推進してきた。現在は世界が直面する食糧問題や環境問題の解
決策として話題の昆虫食プロジェクトに取り組む。

ARECにおける
四半世紀の取り組みと
これからの産学官連携

一般財団法人浅間リサーチエク
ステンションセンター 専務理事・
センター長／
信州大学 特任教授（地域産学官
連携）工学博士／
上田信用金庫 監事

岡田　基幸
おかだ　もとゆき

 写真２ 　AREC の入居企業

 写真１ 　AREC の会員企業
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地域企業に聞き取りをした結果、共通課題として挙げられた人材確保と育成支援にも力を入れている。若
者・女性・シニア・外国人といった多様な人材を確保・活用するため、エリア内はもとより首都圏大学と連
携した人材マッチング、テレワークの側面的支援など数々の事業を打ち出してきた。2019 年には外国人の
人材雇用を支援する「登録支援機関」に AREC が認定されている。海外展開や DX（デジタルトランスフォー
メーション）化ニーズの高まりとともに、産業支援機関や専門教育機関と連携したリカレント教育も促進し
ており、地域全体の経営力・技術力向上を後押ししている。

地方創生や産業創出を考える上では、最新技術はもちろん社会的課題の動向を注視し、包括的に戦略を考
える視点が欠かせない。ここを怠るとミスリードが起こる。地域のコーディネータは技術革新に対して感度
を高くしておくべきだ。

■広がるネットワークと新たな挑戦
東信州次世代イノベーションプランは 2018 年度から 2022 年度までの 5 カ年が経過し、広域連携は 2023

年度から新たなステージに突入する。この間に AREC では地域で活躍する専門家、さらには特定の産業に
特化したスペシャリストとの連携が進んだ。最近はネットワークに女性起業家や移住者、農業法人などが加
わり、層に厚みが増している。

2018 年には長野県内の 5 金融機関（八十二銀行、上田信用金庫、商工中金長野支店、長野県信用組合、
長野銀行）と包括連携協定を締結しており、有望な企業に対する低金利融資や金融機関のネットワークを生

かした販路拡大などを充実させてきた。私自身も地域金融機関の監事に
就任し、産学官金連携の体制を盤石なものとした。

これまで積み重ねてきたことが効を奏し、自治体から期待される場面
も増えた。2022 年 4 月からは、市から上田市技術研修施設（通称、
+519worklodge）の管理業務を受託し運営に携わる。ここは 2009 年
に開所した施設だが、近年は利用者が減少していた。そこで新たにコ
ワーキングエリアを設け、誰もが利用しやすい場を作り新たな利用者を
開拓した。女性の創業支援や移住希望者を対象としたイベントなど、情
報発信拠点としての機能も果たす（写真 3）。

メディアプラットフォームの note に開設された上田市アカウントの活用も一任されており、専任者を置
いて「移住×起業×はたらく」をテーマに、+519worklodge に関する情報を発信している。SNS は瞬時
に情報を拡散できる便利なツールだが、有効に活用できている自治体や企業は多くない。情報発信力を強化
し地域内外に向けたプロモーションを実行するには、SNS の活用に長けた人材確保は急務だ。

SNS と並行して運用を任されているのが、2022 年 12 月にオープンした上田市オンライン交流サイト「う
えだ移住テラス」だ。近年の地方創生において大きな柱である移住支援を手掛ける。移住後の就労支援は、
多くの自治体で抜け落ちていた分野である。サイトを入口に移住希望者の人となりやニーズを個別に掘り下
げ、AREC の会員企業ネットワークを活用したパーソナルなマッチングを支援する。移住者の就労と地域
企業の人材確保につなげる産学官連携の新たな取り組みだ。

上田市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会、一般財団法人上田市スポーツ協会、AREC の 3 団体によ
る協定を実現したことも昨年の成果である。スポーツ業界は近年、選手のトレーニングやチームの戦術・戦
略に IT 技術と AI を導入しており、今後の発展が見込まれる。AREC 単独ではこの業界に切り込むのは難
しかったが、今回の協定により地域企業のスポーツテクノロジーをスポーツ育成ビジネスやウェルネス産業
に展開したり、文化庁が推進するスポーツ DX のモデル事業に参入したりと新たな挑戦が可能となる。ネッ
トワークが広がったことで、自治体の地方創生関係の事業はなんでもこなせると自負している。

 写真３ 　上田市技術研修施設 
（通称、+519worklodge）
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■地域企業が参画しやすいストーリーを描く
産学官連携が始まった 30 年前は都会と地方に格差があった。しかし近年は地方にも情報が伝播し、どこ

にいても注目される人が出現している。
公立化されて 5 年となる長野大学には感度の高い学生が集まっており、学生ベンチャーの「NEXT 

RESERVATION 株式会社」が誕生した。地場産品の販売や地域企業のサイト制作を手掛け、地域企業との
連携も進む。彼らの積極性には目を見張るものがあり、上の世代との交流が盛んだ。一方で、東京のように
大学の枠を超え学生同士が交流する場が地方では不足している。同世代の交流から生まれる爆発的なパワー
は大きな魅力。東京と比べると学生の数自体が圧倒的に少ない中、学生間の交流を積極的に生む役割を支援
機関として担っていきたい。

株式投資型クラウドファンディングで資金調達に成功した「株式会社地元カンパニー」も注目したい企業
の一つである。地域企業の課題であるファンディングの弱さを現代的な手法で解決に導いた。働き方改革に
取り組む「株式会社はたらクリエイト」は、メディアに多く取り上げられている企業だ。事業所内託児所や
フレックスタイム制を導入、社内交流を深めるために設置したサウナ小屋が話題だ。同社の活動に触発され、
地域企業で働き方を見直す動きが加速している。

今の時代、働き方改革をはじめ SDGs や環境経営といった社会的な課題に対応できなければ、地方といえ
ども生き残れない。しかし、地域企業が単体でこうした課題に取り組むには負担が大きいのも事実。社会的
課題といえば、大学の得意分野だ。AREC に解決策を求める声も多く、産学官連携機関として社会ニーズや
地域課題をテーマに地域企業が参画しやすいストーリーを描く必要があった。

+519worklodge の運営をきっかけに関与することとなった上田市の「道の駅まるこ」および「美ヶ原台
上ふるさと名産センター」などのサウンディング調査では、この点を重視。従来と異なる視点で地域課題に
アプローチした。解決策としてわれわれが着目したのは、コワーキングスペース需要とアウトドアサウナブー
ムである。例えば、道の駅に有料会員制の Wi-Fi や電源を設置すれば、コワーキングスペースとしての機能
を持たせられる。車移動の合間を縫ってリモートワークが可能となり、融通が利いた働き方を提供できる。

アウトドアサウナは木質バイオマス利用、森林環境保全への協賛、地場産品を使ったメニュー開発など、
環境経営の促進や地域資源の活用と結び付けやすく、地域企業の参画が望める。公共施設の運用方法として
は一見、荒唐無稽なアイデアに映るかもしれないが、地域に付加価値を生み出すには、産学官それぞれの強
みを生かした柔軟な発想が必要だ。

■多種多様な切り口を全部本気で
コロナ禍ではデジタル化が急速に進み、オンライン会議や打ち合わせなどが容易になった。非対面でのコ

ミュニケーションにも慣れ、離れた地域間での情報交換や連携がスムーズに行われている。今後は海外の大
学や企業と直接結び付く機会が増えていくだろう。社会がダイナミックに変容する中で、地域の産業界や企
業は多くの課題に直面する。これに対し、多種多様な切り口を用意できる産学官連携の重要性は増している。

さらに、近年は環境問題や人口問題といった社会課題に対する関心が高まっており、地方で様々な取り組
み例が生まれた。こうした活動を単なる話題先行で終わらせず、将来に続く産業へと定着・発展させるには、
AREC のような機関のコミットが欠かせない。

＋ 519worklodge の運営、うえだ移住サイトの開設、自治体 note の運用、そして道の駅構想への関与は、
AREC の活動を多方面に進展させた。これからは地域のシンクタンクとして行政の政策立案の支援を担う
だけではなく、実践者としてこれまで以上に機能させていくことが要となる。われわれは全部本気で取り組
み、これからも産学官連携の可能性を広げていく。
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特 集
Feature 集成と未來

■産学官連携に関わるようになったきっかけ
産学官連携という言葉に出会って、気が付けば 20年以上の時間を過ごしてきた。
地場企業の社員であったが、熊本県および水俣市が構想していた事業申請に地域貢献として関わり、県内

外の企業や大学研究機関と会議を重ね構想を固める活動が始まりである。
「水俣のために知の集積を考えている」と当時の水俣市市長の話と熊本県の構想を水俣市の職員（県庁出
向者）から紹介されたのが 1996 年のことである。
「環境」「バイオテクノロジー」をキーワードに地域振興を実施。そのための「知」として、「人」「技術」「情
報」などの情報と企業としての協力の要請であった。
当時、地元企業数社が協力しながら新しい収益事業を作ろうと「パイオニアバッグ（研究者のカバン）」
という活動していた時期で、行政支援が受けやすくなるならと興味が湧いた。
しかし実際は、公募の補助事業獲得や第三セクター設立も視野に入れた地域としては大掛かりなもので
あった。自治体職員だけで考えた粗削りな構想は、地元企業の持つ特許や開発力を高度化するために大学と
組み、地域に提供すれば水俣に新しい雇用が生れる夢と希望に満ちあふれる内容であった。今風に言えば
ムーンショットと言いたいところだが、企業の事業存続や技術解釈は想像上の物語。私が最初に取り組んだ
のは、夢と希望に満ちあふれた物語に少しでも現実味を帯びさせることからであった。
そのために、自治体職員とともに大学
や企業を訪問し、技術や研究の得意分野
と地域貢献への意向などを聞き取ること
から始め、プロジェクトを再構成して
行った。その過程で出会う組織と人脈を
形成して行く活動が今思えばコーディ
ネーターの活動であった。結果的に 2
年の歳月を費やし、自治体と地場企業で
設立した第三セクターの最初のプロジェ
クトである科学技術庁（当時）の地域先
導研究は採択され、この地の産学官連携
がスタートしたのである（写真 1）。

産学官連携　私の視点

何の前例もなく公募事業の申請のテクニックが有るわけでもない地方都市で、「研究開発を！」と行
政の一声で集められた産業界・大学研究機関とともに、生まれ育った地元のためになればと踏み込ん
だ産学官連携の世界。現在の産学官の指標で測れば、画期的な成果と言えるものを生み出せたとは言
えないが、大学研究機関がない地方で、「志を同じくする者同士が集い、科学的な視点で物事を捉え、
解決策を模索し実践する」活動を回顧し、その後の活動と課題をまとめてみた。

株式会社エム・ティ・エル
代表取締役

森下　惟一
もりした　これもと

 写真１ 　知の集積に取り組んだ「みなまた環境テクノセンター」
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特 集

■経験してきた産学官連携
運営していた第三セクターでは、自治体から派遣された職員とともに、地元の環境問題や国際的な内分泌

かく乱化学物質研究などにも取り組み、産学官連携機関としての役目を果たした。
私が産学官共同研究においてコーディネーターという肩書で活動を開始したのは、都市エリア産学官連携
促進「熊本県南エリア」事業（2003〜2005 年）の採択が最初である。
この事業では、有機性廃棄物処理や海域環境の変化などに対応する技術開発を行うもので、課題には地元
の積年の願いである沿岸漁業の再生が含まれていた。自治体も研究者も地元関係者も十分調整の上で始ま
り、現場における研究体制も整っていたのであるが、実際のフィールドワークの現場で意外な課題が発生し
た。「白衣の先生たちに海の何が分かるとか？（海を知らない机上論だ）」と調査に参加した漁師に言われて
しまった。漁協を通じ私たちの事を十分理解してくれていると思っていただけに関係者にとってはショック
な出来事であった。彼らからの信頼と絆をより強くするために、私自身がすぐに船舶免許を取得し、漁協の
船を操船し調査をサポートした。潜水もするフィールド研究のメンバーばかりなので、「漁師さんは、海上
と網の中だけしか見ることができないですが、海中では…」と話せる環境が生れ、彼らの態度は驚くほど変
わり、調査研究はスムーズに進むことになったのである。

その後、2006 年に熊本県の「バイオ
フォレスト構想」の科学技術コーディ
ネーターとして、熊本テクノポリス財団
（現公益財団法人くまもと産業支援財団、
以下、財団）に席を移し 2011 年まで常
勤した。自治体の産業政策に関わる各種
事業や公募事業の企画運営や、大学・研
究機関内での会議など、オフィスワーク
が多くなったが、自分が関わった調査研
究のフィールドワークは可能な限り参加
し、現場に立ち会って来た。現在は非常
勤で、財団が事務局を請け負う九州地域
バイオクラスター推進協議会に関わって
いる。

九州地域バイオクラスター推進協議会の活動は、主にフランスの産業クラスター（VITAGORA等）や
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構欧州拠点と連携し、産業育成をするプロジェクトを担当
した。例えば、フランスで開発された飼料の性能に関する日本での実証研究、輸出入のための交渉、フラン
スの産業クラスターから派遣された人材の受け入れなどを実施した（写真 2）。
この事業では、言語や習慣の違い、海外企業の事業目標（思惑）など様々な課題が生れた。日本側の参画
事業者、自治体に不利益が発生しない条件の交渉など、商業的な視点でのコーディネートは理不尽なことも
多く、科学的な実証研究以上に気を遣うものであった。この対応ができたのは、地域研究開発促進拠点支援
（RSP）事業（2005 年終了）で活動していた専門性の異なる民間企業出身 4人の科学技術コーディネーター
の「現場に踏み込み」「調整してみんなをハッピーにする」「切るべきは切る」という行動を体験していたか
らこそと思っている。

■産学官連携の課題
私は主に、自治体の政策とそれに関係する組織や企業と大学研究機関をつなぎ、地域の課題を解決する産

 写真２ 　海外での交渉に臨む
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学官連携に関わってきた。その中での課題を考えてみた。
最初の課題は、「科学者がどこまで社会実装に踏み込むか？」である。
科学者は、ある特定分野のプロであり全てが見えるわけではない。地域課題であればなおさら、地域の人
たち、現状や歴史など諸々に絡み合った課題を任せられても負担である。
この解決にこそ、複数の組織が対等に話し合い運営できる産学官には意味がある。科学者は安心して調査
研究・開発に取り組めるよう社会実装を受け持つメンバーと調整役となるコーディネーターの構図が必要で
ある。
二つ目の課題は、「運営組織と調整役のバランス」である。
産学官連携の人員配置は、概ね職責や年齢を考慮し、さらに学識経験者がプロジェクトリーダー（以下、
PL）となるピラミッド型で構成されることが多い。
この構成は科学としては安定感があるが、私はコーディネーターと PLが同等の決定権（=責任）を持っ
て協働できる体制がいいと考えている。それは PLが得意とする学以外の分野にネットワークを持ち、内部
的な調整も PLとともに行える体制がメンバーの活動を支えると考えている。
三つ目の課題は、「コーディネーターの経験と年齢」である。
大型のプロジェクトになればなるほど、コーディネーターは、立場のある経験豊富な人材が登用され、大
きな成果を出している事実もあるが、その一方で、若手が経験を積み活躍するに最適な場ではないかと考え
ている。若かりし頃の私が全てを上手く立ち回れたとは思っていないが、ある程度の企画構成や申請書作成
などの経験が有れば、若い人材を登用してはどうかというのが私の考えである。現在連携しているフランス
の支援組織のマネージャーは、30歳代でMOU（基本合意書）締結式に組織代表として出席し、40歳代と
なった現在も組織を率いている。またその組織は女性も多いなど、いい意味で意見に遠慮がないなど活発だ。
若い産学官連携人材が、プロジェクトメンバーの事務的世話役のような環境に置かれているのはもったい
ない。苦労もあるだろうが、経験を積んだ先達がバックアップできる状況のうちに、フィールドワークにも
積極的に参加し、自ら感じた現場感をプロジェクト運営に役立ててほしい。
最後の課題は、上記の産学官連携人材を支える「雇用の問題」である。
産学官連携人材は、数年の任期付きなどの雇用条件に置かれていて、所属機関の内外で経験を積んでも気
が付けば次の仕事を探して旅立っていく。この状況を数多く見てきた。私自身も自前の収入源を持っていな
ければ、ここまで長く続けてくることはできなかった。
地域の課題を解決する産学官連携が見直され大きな期待が寄せられる昨今であるからこそ、地元にしっか
り根を張り人脈を広げる産学官連携人材を長期的に雇用するための投資や育成を今一度考えてみてはどうだ
ろうか。

■最後に
地域の課題解決は、当事者が中心で目標や計画を考えるべきであり、産学官連携は、この目標達成のため

に必要な「知」を内外から集めることができる唯一の方法である。
計画通り行かなくても、多くの「知」が集まる場があれば、新たな道が見いだせるはずである。その中で

「知」を的確に当てはめる人の存在は需要であり、その人が複数存在すれば精度が上がる。
方針判断などがAI などに取って代わられるときがいずれ来るかもしれないが、現場で人が感じる情報や
感情は、まだまだ工学センサーでは推し量れないだろう。
新時代の産学官連携コーディネーターの活躍を願いつつ、地域のための産学官連携に、もうしばらくは自
らの役割を見いだし貢献したいものである。
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特 集
Feature 集成と未來

■産学官連携と筆者
筆者は、2000 年に大学院を修了した後、経済産業省系のシンクタンク勤務を経て、北九州市の財団職員

として、公設ビジネスインキュベーション施設で 3 年間企業支援に関わった。在職中に社会人大学院に通い、
技術経営や産学官連携マネジメントの授業を受け、この分野の仕事に興味を持ったのが産学官連携活動に関
わるきっかけであった。将来のキャリアを考える中で、産学官連携コーディネータの求人を見つけて応募、
2006 年から 9 年半、島根大学産学連携センターの専任教員として、産学官連携活動に邁進（まいしん）し
た。2016 年からは、宮崎大学地域資源創成学部において、地域をフィールドとした実践教育に携わってい
る。「文系」出身であり、「若手」と言われていた時期もあったが、今ではこの活動に関わるようになって
20 年が過ぎた。産学官連携ジャーナルには、2014 年度から編集委員として関わっている。

■産学官連携に関わる職務と名称
これまでに産学官連携や広義の社会連携に関わる職務には、コーディネータ、リエゾン、〇〇マネー

ジャーなどなど様々な名称が当てられてきた（本稿では一つの総称として「連携人財」とする）。近年では、
RA や URA（University Research Administrator）という言葉に統合されつつあるようである。現在も

「コーディネータ」を自認する筆者であるが、コーディネート（つなぐ）だけでなく、その前の環境整備や
仕組みづくり、その後のフォローアップが必要と言われると「その通り」となる。一方で初期に、RA は「研
究支援」という意味合いで捉えられていたことを考えると、社会連携型 URA と言われても、「それってコー
ディネータのことじゃないの」となる。URA には、研究機関としての大学の位置付けを前提としている面
があるが（それはそれで正しい）、学生のインターンシップや問題解決型学習（PBL）のように、教育色や
地域色の強い活動もあり、一概に研究面だけでは捉えられない部分がある。

重要なのは、職務の名称ではなく、職務の内容であり、求められる専門性であろう。また、人財の配置は
あくまでもスタート地点であり、配置しただけでは何も解決しないことを念頭に置く必要がある。

■人財の内部化
産学官連携活動と組織体制の整備は、特定の名称を冠した職種に頼る形態で進められてきた部分がある。

このような連携人財の雇用のために、国などの補助金なども整備され、大学等もこれらの制度を活用して連
携人財の採用を進めてきた。しかしながら、補助金などの制度には当然年限があり、雇用も多くの場合この
年限に縛られたものになる。産学官連携活動では、連携人財の専門性を直接発揮できる部分もあるが、多く
の場合、その人財が置かれている組織内外の体制や地域との関係性、人間関係などの「コンテキスト」に極

地方と社会から求められる
産学官連携に向けて

宮崎大学 地域資源創成学部

丹生　晃隆
たんしょう　てるたか

地方や社会から求められる産学官連携とはどのような活動だろうか。そこにはどのような人財が
求められ、どのような組織的な対応が必要となるのだろうか。産学官連携に関わる活動領域はと
ても広い。その中で筆者が関わってきた活動は、一部の限られたものかもしれないが、これまで
の筆者の経験や問題意識をもとに、今後の産学官連携活動の一つの方向性について考えていきた
いと思う。
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めて依存するものである。筆者自身の経験を振り返ってみても、1 年目は、所属する組織の仕事を覚え、
ネットワークを広げることで精いっぱい、2 年目に補助金獲得や共同研究契約などの具体的な成果が少しず
つ生まれ始める。3 年目にやっと自らの活動領域と期待される役割を認識した上で主体的な活動を進められ
るようになる。製品化や事業化、社会実装となると、さらに道のりは険しく時間がかかるものとなる。

連携人財に関わる補助金制度は、産学官連携という職種の重要性を広め、人財の育成と定着を進める上
で、有用な部分はあったのであろう。しかしながら、外部資金に頼った組織体制は持続しない。せっかく採
用した連携人財が、成果を発揮する段階で、雇用年限を迎えることになりかねない。これでは、採用した連
携人財のモチベーションも上がらないだけでなく、組織内に連携のノウハウも蓄積しない。産学官連携活動
は、本来組織一丸となって行うものである。年限が区切られた外部人財を、組織の一員として「内部化」す
ることで、組織としての連携力を高めることにつながるのではないだろうか。

■地方の中小企業との連携の重要性
産学官連携活動における一つの在り方として「組織対組織」の連携が注目されている。従来、研究者と企

業という「個」と「個」で連携していた形態を、組織レベルまで引き上げ、組織として企業の抱えるニーズ
に、「面」で応えていこうとする取り組みである。昨今の地方創生の掛け声の下に、大学と地方自治体が組
織として地域の課題に取り組む事例も見られる。産学官連携活動には様々な調整が求められるが、組織レベ
ルで行うことで、調整コストが一定程度下がるメリットもある。このような連携活動では、仕事を「担当」
できることから、連携人財が活躍できる領域も多々あるであろう。

組織体組織の連携は、組織対応を促し、かつ、成果を意識した取り組みとしても重要な位置付けにある。
大企業との連携であれば、複数年にわたってある程度規模感のある研究資金の獲得も期待できるだろう。筆
者もこれらの重要性を否定するつもりは全くないが、特に地方に立地する大学や高等教育研究機関において
は、その周辺地域に立地する中小企業の存在を忘れてはならない＊＊ 1。中小企業の多くは、一般的に経営資
源に乏しく、研究開発に当てられる人財、設備、資金などが限られている面はあるが、厳しい環境の中で、
独自の技術や強みを基に新技術開発や技術力向上を目指す企業、新分野開拓や新商品開発を行う力強い企業
が存在する。中小企業との連携においては、大学のシーズ集に掲載されているような最新の研究成果が生か
される分野ではないかもしれない＊＊ 2。また、研究開発の捉え方についても、事業化を見据えた中小企業
と、基礎研究を志向する大学との間でズレがあるかもしれない＊＊ 3。これらのすり合わせを行う連携人財に
は高度な調整能力と推進力が求められるが、大企業ほどの研究費受け入れは期待できないかもしれない。こ
のようにその時点での「費用対効果」だけを考えると、割に合わないかもしれないが、中小企業との連携は、
地域経済に対して大きなインパクトをもたらす可能性がある。連携を通じて新たな付加価値を生み出すだけ
でなく、企業と大学間、学生を含めた人財と知の交流を促す。一企業との連携が「群」となることで、地域
経済の底上げも期待できる。地方大学にとって、中小企業との連携は生命線の一つである。

■連携人財に求められる能力とは
最後に、連携人財にはどのような能力やスキルが求められるのか考えていきたい。コーディネータなどの

支援人財の取り組みについては、産学官連携ジャーナルを含めて、数多くの事例の蓄積がある。その中で、
連携人財の能力について考察がされているものもあるが、その内容は一部属人的であり、いわば「人それぞ
れ」である。産学官連携の職務は、共通項がありながらも、それだけ多岐にわたるものなのであろう。その
中で、連携人財を含めた広義の連携関係者は、自分に合ったコンテキストやロールモデルを見つけ出そうと
しているのかもしれない。筆者もその一人である。ここでは、全米ビジネスインキュベーション協会（NBIA）＊1

が紹介する「質の高い支援人財の特色（図 1）」を紹介したい。原文は英語だが、筆者による理解と意訳を
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含んだものである＊＊ 4。
新規創業の支援と、産学

官連携に関わる支援は、文
脈が一部異なるかもしれな
いが、どちらも意図的に新
しい価値を生み出そうとす
る活動への積極的かつ主体
的な関与である。産学官連
携活動の視点から眺めた時
にも参考になる点があるの
ではないだろうか。

私見になるが、筆者は、
⑫ の「A Service Ethics」
が含意するように、産学官連携に関わる活動は究極のところ、「顧客に対するサービス業」であると考えて
いる＊＊ 5。ここでの顧客とは、組織の内外を問わず、企業の経営者や研究者、連携に関わる地域や様々な関
係機関の方々である。教育面を考えると学生も顧客になるであろう。産学官連携活動は、様々な関係者のご
協力の下に成り立っており、その意味では、連携人財はどの部門よりも Service-Oriented であることが求
められるのではないだろうか。多忙を極める中で、面倒な仕事が降ってくると、ついつい後ろ向きになって
しまう場面があるかもしれない。しかし、一方的な否定や批判からは何も生まれてはこない。面倒な仕事こ
そ一つ一つを地道にこなしていく必要があるのだろう（と筆者も自分にも言い聞かせる）。産学官連携活動
とは、「できない」ではなく、何が「できるか」を一緒に考える活動である。前向きな気持ちとエネルギー
が昇華したときにこそ新しい価値が生まれてくるものである。

産学官連携ジャーナルは本号で最終号を迎えることになった。9 年間編集委員として関わってきた者とし
て、こうして一つの節目に立ち会うことができたことは嬉しくもあり悲しくもあり、なかなか一言では言葉
に表しきれないものがある。本稿では、産学官連携の方向性という「大きな」テーマについて書かせていた
だいたが、ここに至るまで、産学官連携ジャーナルの関係者の方々からは大きな示唆をいただいた。最後に
記して御礼申し上げたい。

＊ 1　 National Business Incubation Association（NBIA）、1985 年に設立された、ビジネスインキュベーション施設の支援人財（インキュベー
ション・マネジャー他）をメンバーとする組織。2015 年に、InBIA（International Business Innovation Association）と名称変更された。

＊＊ 1　 産学連携学会．産学連携学会から産学官連携深化ワーキングに対して「ガイドライン検討に関する意見書」を提出（2016 年 10 月 27 日付）

＊＊ 2　伊藤正実．中小企業における産学連携の構造に関する一考察．産学連携学会第 7 回大会講演予稿集．2009，pp.64-65

＊＊ 3　北村寿宏．中小企業基盤整備機構 第 1 回中小企業産学官連携推進フォーラム資料．2007

＊＊ 4　丹生晃隆．米国インキュベーション・マネジャー事情．産業立地．41(2)，2002，pp.17-21

＊＊ 5　 丹生晃隆．連載：ヒューマンネットワークのつくり方　ネットワークづくりに必要な顧客とサービスの視点．産学官連携ジャーナル．
3(4)，2007，pp.31-33

①多分野にわたるバックグラウンド、様々な業務経験（A Diverse Background）
②マルチタスク能力（The ability to Multitask）
③一流のコミュニケーション能力（Excellent Communication Skills）
④仕事をテキパキとこなす業務処理能力（The ability to Expedite）
⑤大きな目標だけでなく、日常の細かい仕事にも傾けられる情熱（A Passion for Details）
⑥仕事に優先順位をつけられる能力（The Ability to Prioritize）
⑦問題解決能力（Problem-Solving Savvy）
⑧コーチとしてだけでなく、チームプレーヤーとしての才覚 （The Gift of the Team Player）
⑨社交性に富んだ性格（People Skills）
⑩起業、もしくは新規事業開発経験（Entrepreneurial Experience）
⑪地域コミュニティに対する理解、知識（Knowledge of the Community）
⑫起業家の支援は究極のところサービス産業であるという価値観（A Service Ethics）
⑬仕事に対する情熱、向上心（Fire in the Belly）

 図１ 　質の高い支援人財の特色
出所：全米ビジネスインキュベーション協会（NBIA）
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Feature 集成と未來

国立大学、大学共同利用機関、国立高専などの「国立大学等」は、人材や資金、情報と同様に施設も研究
活動に不可欠な経営資源の一つだ。余裕のない国の財政状況下で、質の高い教育研究活動の確保やアカデ
ミックプランを実現する上で施設も戦略的マネジメントが求められる。施設側から見るとネーミングライツ
は、高額な投資が不要で比較的容易に取り組めることから大学でも普及してきた。

東京海洋大学でも、教育研究環境の向上や新たな財源の獲得を図るために、施設命名権（ネーミングライ
ツ）制度を 2019 年 12 月に導入。その第一弾として、海洋工学部の学生や教職員など年間で延べ 4 万
7000 人ほどが利用する越中島キャンパスにある大学食堂「マリン・カフェ」のネーミングライツ公募を行っ
た結果、外航船の船員配乗や船舶管理を行うワールドマリン株式会社（東京都品川区）が、2020 年 2 月～
2023 年 3 月までネーミングライツ・パートナーとして決定し「WORLD MARINE café（ワールドマリン 
カフェ）」となった（2023 年 4 月以降もネーミングライツ・パートナーの契約継続が決定）。

東京海洋大学は 2003 年に、東京商船大学と東京水産大学が統合し設立された国内唯一の海洋系大学で、
海洋に特化した大学だ。一方、ワールドマリン社は、船舶の安全運航や船質の維持など、優秀な海技スペ
シャリストが必要とされる事業を主体とし、国内外を問わず海技人材の育成に注力する企業なので相性抜群
の良縁のようだ。

ネーミングライツの中身は、食堂入口のドアや窓に「ワールドマリン カフェ」のサインを掲示し、食堂
内には企業紹介ボードを設置しているが、単純なプロモーションだけでなく、業界特有の狭くて深い関係性
で海運業界の課題解決の可能性も見えてくる。

良縁が紡ぎ出すネーミングライツのメリット
東京海洋大学×ワールドマリン株式会社

2019 年 12 月に東京海洋大学で導入した施設命名権（ネーミングライツ）制度。取材を重ねると
見えてきた「狭く深いつながり」が、磨けば光る原石のように感じられる。普段何気なく利用して
いる施設も良縁で様々なメリットを共有できそうな予感がする。

月島、築地、銀座方面を背景に国の重要文化財「明治丸」と海事史を展示する「百周年記念資料館」
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そこで、庄司るり東京海洋大学理事・副学長と杉本和重ワールドマリン株式会社取締役に、ワールドマリン 
カフェにお越しいただき話を伺った。

編集長　産学連携と広報活動の関係性についてお聞かせください。

庄司　東京海洋大学では産学・地域連携と呼んでいまして、それ
ぞれ本学の教員が個人的な研究内容に関連した企業とのつながり
があり、そこから広がっていくのがこれまでの産学連携のやり方
でした。しかし企業の方も教員のことを知らない、教員も社会の
ニーズが分からないといったところも少なからず存在します。あ
るいは、自分のシーズが、ニーズに合うかどうかも分からないこ
ともあります。その課題をマッチングする機会を作ることができ
るという意味で、大学として広報していきます。また外部に対し
広報することはもちろんですが、学内で企業を学生に対し広報し
ていくこともあります。

編集長　ワールドマリン株式会社はどんな企業ですか？　一般の方
にも分かりやすく教えてください。

杉本　当社は外航貨物船に乗船する外国人船員の派遣と、条約に基づき船舶のハードとソフトをマネジメン
トする船舶管理業を生業としており、現在、国内外の船主向け約 100 隻の外航貨物船に約 2,500 名の外国
人船員を派遣しています。私たちの仕事の市場規模は国内で約 2,500 隻、世界の市場規模は約三万隻程度
になろうかと思います。海上で働く船員のうち、船長、機関長、航海士、機関士などの船舶職員や、陸上で
船員の配乗管理を行う担当者、船舶管理業における海務監督、工務監督は基本的に、いわゆる海技者と呼ば
れる海技士国家資格の所有者で、日本の場合にはそのほとんどが、東京海洋大学、神戸大学海事科学部や全
国に五校ある商船高専の卒業生ですので海運業界と海洋大学は非常に密接な関係にありますし、このネーミ
ングライツは非常に関係性の深い連携といえます。

編集長　ネーミングライツに応募した背景は？

杉本　東京海洋大学や神戸大学（海事科学研究科、海事科学部）と、当社の事業は関係性が強いことから何
らかの形で、支援できないかと模索していたところ、今回のネーミングライツの形になりました。

庄司　切実な話で言うとご承知の通り、運営費交付金は年々減額されていきます。大学としてはいろんな形
で外部資金を調達していかなくてはなりません。その中の一つの手段として、ネーミングライツが位置付け
されています。ネーミングライツは、普段学生が目にする企業の情報とは異なり、学生に対して企業のこと
をピンポイントで知ってもらう広報活動の一環にもなります。そこで今回のネーミングライツは、この東京
都江東区の越中島キャンパスで第一弾となりました。近いうちに、第二弾として、品川キャンパスで学生と
企業をつなげることができればと考えています。

◇　　　　　　　　　　◇

庄司るり 理事・東京海洋大学副学長
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東京海洋大学は、旧東京水産大学系の品川キャンパスには海洋生命科学部・海洋資源環境学部が置かれ生
物資源、食品生産、海洋政策文化、海洋環境、海洋資源エネルギー等に関する教育と研究を行い、旧東京商
船大学系の越中島キャンパスには海洋工学部が置かれ、船舶職員の養成と海洋エンジニアリング、ロジス
ティクス分野等の教育と研究を進めている。

その 2 キャンパスに加えて、都内の両キャンパスでは経験できないフィールドとして、ステーションと呼
ぶ拠点が各地にある。実践教育と先端研究を行うための水圏科学フィールド教育研究センターだ。大きく分
類すると海を対象とした臨海フィールドと淡水魚を対象とした陸水域生産フィールドがあり、5 カ所のス
テーションと一つの支所を設置している。

具体的には、山梨県北杜市に冷水性魚類に関する教育・研究を行う「大泉ステーション」、静岡県榛原郡
には、温水性魚類と食品加工を主な対象とした教育・研究を行う「吉田ステーション」があり、千葉県館山
市では、沿岸生物の生理・生態・培養や海洋環境などの教育・研究を行う「館山ステーション」。同じ館山
市の館山湾内支所では、沿岸漁業を対象とした教育・研究を行う。静岡市の「清水ステーション」では、船
舶・海洋構造物の防食・防汚などに関する教育・研究を行っている。さらに南房総市の「富浦ステーション」
と館山湾内支所では、臨海実習なども行われている。これらのステーションは、東京海洋大学だけの特徴的
施設だ。ステーションが各地にあることで、他大学にはない施設で企画性あるネーミングライツが実現でき
れば有効活用の場を広げられそうだ。

◇　　　　　　　　　　◇

杉本　ネーミングライツは、学生に企業を知ってもらって就職
先候補にという意味合いだけではありません。海洋を扱う世界
は特殊で狭い業界です。どこかの船会社に就職したり、どこか
の海事クラスターに就職したりすると、必ずどこかで関わって
きます。そんなとき、ワールドマリンさんが食堂の名前に付い
ていたなということがあれば、話題のきっかけにもなります。
そういう話題は、相当大きなメリットになりますね。

庄司　ワールドマリンさんが、このネーミングライツに手を挙
げていただいたことは大学にとっても学生にとっても大変メ
リットがあることなのです。

杉本　海運界は、日本郵船、商船三井、川崎汽船といった大手
3 社が誰でも知っている会社でしょう。海運業を目指す学生さ

んはおそらく、この 3 社を目指している人も少なくありません。しかし卒業生の海技者の仕事は当社にもあ
り、同業他社にもあります。そこでワールドマリンという名前で興味を持ってもらえると、船舶管理業全体
の業界に学生の目が行きます。大手 3 社だけではなく、目立つ存在ではありませんが、私たちのような配乗
会社、船舶管理会社も海事クラスターの一員です。海運業界全体に目を向けてもらえるきっかけ作りにもな
り、学生が就職活動する際の視野を広げることもできるでしょう。私たちのような企業にも、相当活躍でき
る場はあることを知ってほしいと思います。大手でない、私たちのような独立系管理会社が手を挙げたこと
は、業界全体に波及し価値があることだと考えています。先ほど庄司先生が言われたように海事クラスター
は、必ずどこかでつながります。再就職者の中には、ワールドマリンのことを「東京海洋大学で知った会社

杉本和重 ワールドマリン株式会社取締役
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です」と言ってくれる人もいます。だから、複合的に効果があるのだと感じています。実は専門的に学んで
きた学生さんは、船舶管理業をあまり知りませんが、その技術がすごく生かせる会社なのです。

庄司　船舶管理業や配乗業全体の業界としての普及活動といっても過言ではありませんね。

杉本　東京海洋大学や神戸大学の卒業生にとって私たちの業界は、市場規模が小さいかもしれませんが、つ
ながりは「広く浅く」ではなく、「狭く深く」です。継続的に、このネーミングライツを受け入れてもらえ
るなら、永続的に契約更新していきたいくらいです（笑）。

編集長　庄司先生の研究者としての共同研究や開発経験を教えてください。

庄司　研究テーマでもあるので、船舶運航関係が多いのですが、富士通、日本財団さんとも共同研究を実施
してきましたし、海難防止研究のテーマでは、古くから受託研究を続けてきました。切れることはなく継続
的に産学連携に取り組んできました。東京海洋大学は、水産大学と商船大学が統合してできた大学なので、
水産系は食品、漁業関連、近頃はバイオ関連分野にも広がっています。先にも言いましたが、それぞれの業
界でつながりが深く、伝統的に産学連携活動は多く実施してきました。対して商船系は、海事クラスターと
関係が強く、この会社の研究はこの研究室にというように代々受け継がれていくような歴史的経緯があり、
その中で教員も自然に取り組んでいくような雰囲気があります。

編集長　プロモーション活動としての期待とは異なる連携にも広がりそうですね。

杉本　広告的メリットも検証はしますが、例えば今回 JST さんの産学官連携ジャーナルの取材に立ち会う
機会を得られ会社のことを話せるのは、このネーミングライツに取り込んできたからで私たちにとってはメ
リットがあります。大学と何かしらの関係性を継続的に維持できることは計り知れない効果が考えられ、金
額に代えられません。

庄司　文部科学省採択事業の海洋産業 AI プロフェッショナル育成卓越大学院プログラムでは、東京海洋大
学が採択されて、杉本取締役には、業界での視点を取り入れるための評価・助言をいただくアドバイザリー
ボードの構成員に加わってもらいました。これも今回のネーミングライツからの広がりと言えます。

編集長　そのほかの広がりはありましたか？

杉本　実はこのネーミングライツのスタートした当初、いろんなことをやりたいと思っていました。例えば、
学園祭のサポートもできたのですが、新型コロナウイルス感染症によって、自粛せざるを得なくなりました。
唯一実現できたのは、2021 年 2 月に、このワールドマリンカフェで、学生支援物品の配付を行いました。
コロナ禍でアルバイトができないなど学生生活に影響を受けている学生さんへの支援を目的に、レトルトカ
レーやレトルト中華丼、カップ麺、カップ焼きそばの 4 点セットを計 500 セット寄贈させていただきまし
た。ネーミングライツをベースに大学との関係性が整ったことで連携が取りやすいですね。狭い業界でもあ
ることから業務上、先生方にアドバイスを受けたいときなどコミュニケーションがすでにあるので、意見を
聞くこともでき耳を傾けてもらえます。
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編集長　大学院に進学する学生について聞かせてください。

庄司　海洋生命科学部や海洋資源環境学部のある品川キャンパスは、6割くらいの学生が大学院に進みます。
海洋工学部のある越中島キャンパスの学生は 2 割ほどです。概ね 4 年で卒業しほとんど就職していく傾向に
あります。

杉本　海事クラスターのど真ん中と言いますか、中心的な役割を担うことを学んでいる大学なので、一つの
選択肢として船に乗って仕事をする、船長や機関長などを目指す人は大学院に進学せず学部生の 4 年間で既
に仕上がっていると言えます。各種国家資格も取得できますし、業界としては早く現場で実務を学んでほし
い、そんな要望が強いのです。

庄司　日本の場合、年間 150 人が船乗りを目指してくれたらいい、そんな特殊な世界なのです。だから広
告的価値についても何万人もの人にアプローチするような事業ではありません。それより深く知ってもらう
ことの方が重要なのです。

杉本　アカデミックな取り組みも期待しています。特に私たちは、船自体（ハード）ではなく、乗組員を扱っ
ていますので、リスク管理、リスクマネジメントなど理論的な考え方を取り入れていく、元々の船員養成教
育、シミュレーター教育をフィリピンへ展開することもできればと。

庄司　卓越大学院で教育している AI、例えば性能推定をして管理していく、荷役の制御もしていくなどた
くさんテーマは考えられます。これが気軽に話し合えるのは、今回のネーミングライツの取り組みで関係性
が構築された結果だと思います。

杉本　先ほどフィリピンの話題が出ましたが、船員養成をする大学は、日本では 2 校しかありませんがフィ
リピンは 90 校ほどあります。日本と違って裾野が広いのです。学年で船の世界を目指している人たちが 2
～ 3 万人いるほどです。ただしフィリピンの大学は、
実務に特化していて日本の専門学校のようなカリ
キュラムなのです。そこに学術的な学びを取り入れ
ようとしたとき、頼りになるのが日本の大学です。
日本の商船 2,500 隻には 3 万 700 人ほどのフィリピ
ン人が働いていますので、将来的にはフィリピンの
学生への人材育成や国際貢献にもなり得ますし安全
航行への高度化にも寄与できると思います。
　先ほどの話は外航船の話になりますが、内航船は、
日本人の乗組員しか乗船してはいけません。でも人
員の限界が来ていて、その限界に最も頼りになるの
がフィリピンの乗組員なのですが、日本の海の安全
を守るためにも教育レベルの底上げが必要になって
きます。内航船は乗り続けたいという人が少ないの
です。喫緊の課題で、日本人がいなければ外国人に
依存せざるを得ない状況が迫ってきているのです。 入口のドアに「ワールドマリン カフェ」のサイン
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平均年齢は 50 歳代なので人員不足は先が見えている世界です。受け入れる港や施設の問題、英語力、給与
格差など外国人を受け入れるためには、受け入れる側が、実務的にも学術的にも解決しなくてはならない課
題が山積しています。

庄司　若い人たちは、LINE ができない仕事には就きたくないのです（笑）。

杉本　船乗りは、一定期間家族と会えません。離家族性（離家庭性とも）、離社会性、LINE ができないなど
は離社会性に入るでしょうか。船乗りの賃金が高いのは、それらを我慢しているから「がまん代」だと伝統
的に言われます。船で働く人たちの、ウェルビーイングを考えながら、事業を行っていく必要があります
が、一企業だけでは解決できない課題です。これに大学も関わって課題の解決の糸口がつかめると思いま
す。私たちが抱える課題について、先生方と話ができることは大きなメリットなのです。

◇　　　　　　　　　　◇

東京海洋大学には、海の日の由来となった日本最古の鉄船「明治丸」（重要文化財）があり越中島キャン
パスで見ることができる。船舶運航性能実験水槽や日本で 2 番目に古いプラネタリウムなど歴史的建造物
が数多くある。また物流センターなどで作業のシミュレーションを行うシミュレーターや世界最大級の操船
シミュレーターといった、CG の影像で模擬乗船実習もできる設備も備え、新旧の設備・技術が同居する珍
しいキャンパスだ。また 1930 年に建てられた 1 号館も登録有形文化財で、数多くのテレビドラマや映画の
ロケ地としても使用されているという。

一見単純なネーミングライツのように捉えがちだが、今回取材を重ねて見えてきたのは、施設としての重
要文化財や登録有形文化財、最先端技術といった価値ある空間に加え、ステーションの存在も施設の有効活
用が着実に成果を上げる先行事例となりそうなヒントを多く秘めていた。さらに、大学と企業が連携するこ
とで双方がメリットを共有できる副産物もある。事実、庄司理事・副学長も杉本取締役も共に積極的な姿勢
が鮮明だった。

（本誌編集長／大妻女子大学地域連携・地域貢献プロジェクト専門委員　山口泰博）



平素より「産学官連携ジャーナル」をご愛読いただきありがとうございます。

「産学官連携ジャーナル」は 2005 年 1月に創刊し、企業と大学、行政機関等

と連携し事業創出を目指し、産学・地域・社会連携、イノベーション、人材育成、

知財などの情報を発信してまいりました。創刊当初より今日に至るまで、国内外、

多方面の皆様のご支援を賜り、全国の産学連携活動や動向にかかる 3,000 件にの

ぼる記事をお届けしてきたところです。

しかしながら、本誌を取り巻く環境の変化に鑑み、この度、2023 年 3月 15日

発行の 3月号をもちまして発行を終了することとなりました。

読者の皆様には、突然の発行終了の案内にて大変恐縮ではございますが、何卒

ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。また、18年間という長きにわたり、

多大なるご支援を賜りましたことを心より御礼申し上げます。

なお、本誌発行終了後も掲載記事は継続的に閲覧可能とする計画でございます。

2023 年 1月

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

「産学官連携ジャーナル」発行終了のお知らせ



JST では産学官連携ジャーナル発行終了後も、2024 年 3 月までは産学官連携ジャーナルウェブサイトにて、
2024 年 4 月以降は JST の提供する電子ジャーナルプラットフォーム「科学技術情報発信・流通総合システム
（J-STAGE）」にて公開することで、掲載記事への継続な閲覧を可能とする予定です。
つきましては、下記の要領で公開を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお取り計らいくださいます

よう、お願い申し上げます。

記

1．J-STAGEにおける公開対象記事
（1）�2005 年 1月号から 2023 年 3月号までの「産学官連携ジャーナル」（電子ジャーナル、冊子）に掲載され

ている全ての記事を一括公開とします。
（2）希望する場合は、記事ごとに非公開とすることができます。

2．一括公開時期
2024 年 3月 31日

3．非公開に関するお申し込みについて
（1）非公開を希望する場合は、産学官連携ジャーナルウェブサイトから申し込むことができます。
（2）申込期限を 2024 年 2月 29日とします。期限までにお申し込み下さい。

4．J-STAGEでの公開について
（1）�J-STAGE公開後の記事については、J-STAGEの定める「科学技術情報発信・流通総合システム利用規約」

（以下、「本利用規約」といいます）に基づき、運用されます。これにより記事タイトルや執筆者氏名、記
事本文のデータが J-STAGE が連携する国内外の検索サイトやデータベースサービス等に提供され、
Google や図書館システム等での検索、および、検索結果からのリンクにて J-STAGE経由での閲覧が可
能になります。なお、J-STAGEでの公開により、本利用規約の内容に同意いただいたものとみなします。
非公開をご希望の場合は、3．よりお申し込み下さい。

（2）�パネルセッションの記事や連載、その他共同執筆等、複数の著作者が含まれる場合は、全ての著作者の同
意が必要です。当該記事企画者に諾否の取りまとめをお願いいたします。

（3）�利用者は、J-STAGE の定める「科学技術情報発信・流通総合システム閲覧規約」（以下、「本閲覧規約」
といいます）に従い、本閲覧規約に定める範囲内において利用します。J-STAGE公開後の記事利用につ
いては、私的使用または引用など著作権法上認められた範囲における利用のみ可能としており、転載、複
製、公衆送信、翻訳、商用利用、二次情報の作成（データベース化など）などを行う際には、著作権者の
利用許諾を得る必要があります。産学官連携ジャーナルにおけるお取り扱いと何ら変更はありません。

参考
　科学技術情報発信・流通総合システム利用規約
　https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/TermsAndPolicies/ForPublishers/-char/ja
　科学技術情報発信・流通総合システム閲覧規約
　https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/TermsAndPolicies/ForIndividuals/-char/ja

以上

非公開申し込みについて
非公開の申し込みを希望する方は、産学官連携ジャーナルウェブサイトにございます非公開申込書（word 文書：
20KB）に、お名前、ご連絡先、対象記事情報等必要事項をご記入の上、産学官連携ジャーナル担当まで電子メー
ルにてご提出ください。

発行終了ならびに公開許諾についてのお問い合わせ：産学官連携ジャーナル担当�journal@jst.go.jp

「産学官連携ジャーナル」アーカイブ公開に際しての J-STAGE公開許諾について
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地方大学の産学官連携の行方

地方大学の産学官連携は、非常に厳しい状況にある。
コロナの影響ではなく、それ以前から「オープンイノベー
ション」、SDGs、大学発ベンチャーの創出支援など、
大学が組織として取り組まなければならない課題が出て
きたことなどによる。本誌の連載「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）」にも記載されていたが、地方国立大学は限
られた資源を有効に活用するため、重点研究分野を設定
し、リーダーシップを持って徹底的に支援をすることが
重要であるが、大学の中にそのような文化がないためか、
うまくいかないことも多い。

地域企業や自治体にニーズ調査を行うと、最近は研究
シーズより、まずは人材を地域に残してほしいとの要望

が強い。人材が地域に残らないと産学官連携も始められ
ないという時代が始まった。

一方、最近の課題解決学習などの成果により、自己肯
定感が強い活動的な学生が増えてきている。彼ら彼女た
ちに、地域の産学官が連携して、十分な知識と活動の場
を提供することにより、関わった地域の全てのメンバー
が豊かで幸せになれる未来をデザインできる可能性があ
る。イノベーティブで新しい産学官連携は、一番苦しく
て、困っている地方大学から生まれると確信している。

岩手大学 研究支援・産学連携センター 教授　今井 潤

視点：Point of view

原点回帰

人間なら誰もが一つくらいは不安を抱えている。
目標に向かって突っ走っている時は、そんなマイナス

要素なんていつの間にか気付かなくなっているのに目標
が見えなくなって、一度不安に気付いてしまうと心配事が
新たな心配事を呼んで不安の無限ループに陥ってしまう。

人生において目標を持つことはとても大事でこれは仕
事に限ったことではない。家庭でも地域貢献でも、やり
たいことであふれている人はとても強く、まさに毛利元
就の三本の矢である。

大学における研究推進業務はとても楽しい仕事である
一方、科学研究費（科研費）をはじめとする競争的資金
の獲得はもちろん、産学官連携、研究 IR、そしてスター
トアップ支援まで多岐にわたるので、忙しさのあまり、

時には滅入ってしまうこともある。
私は落ち込んだ時には研究室を訪問して、とにかくた

くさん話すことにしている。もちろん、研究室訪問は研
究者からたくさんのリクエストをもらってオフィスに持
ち帰って来ることになるのだが、それは業務というより
は自分にとって「こんな支援をしてみたい！」というた
くさんの達成したい目標を増やすことができるのだ。研
究室訪問はやめられない。

さて、産学官連携ジャーナルは今号が最終号となると
聞いている。最後にこれまで産学官連携に尽力されてき
た全ての諸先輩方に敬意を表するとともに、産学官連携
が今後もより一層進展していくことを願いたい。

立命館大学 研究部 RARA オフィス 課長　矢野 均
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