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わが国が世界から尊敬を集める先進国として持続ある発展を遂げていくための
方策が、「科学技術創造立国」を目指すことであるとされ、厳しい財政状況にも
かかわらず平成 8年から始まった科学技術基本計画で各期増額の予算体制下で
科学技術研究が推進されてきた。この基本計画の目標の一つは、基礎学術研究の
推進とその成果を産業の創出に結び付け、より豊かな人類生活に役立てることで
ある。特に、質の高い基礎学術成果に基づいて産学官連携研究を成功させること
は、世界の工業先進国を維持していくために重要である。
産学官連携研究においては、シーズである基礎研究成果の根源が日本発であ
り、革新性を含んでいることが望まれる。一方、成果が革新的であるほど、工業
化を達成するまでに長期間を要することが一般的である。高いリスクを覚悟した
上で、息の長い基礎学術研究と応用開発を行うことが求められる。革新的基礎成
果の場合、当初産業化のイメージを描くことが困難な場合が多く、企業単独でこ
の種の基礎研究開発を長期間行うには多くの支障がある。このような場合、わが
国では成果の進捗段階に応じて支援体制がかなり充実した状況にある。
大学教員の基礎学術成果が工業化される一つの例として、日本学術振興会の科
学研究費補助金により基礎学術の芽を出し、続いて文部科学省の大型科学研究
補助金を得て基礎成果を育成した後、科学技術振興機構（JST）の創造科学事業、
さらには新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の各種事業により産業
化を果たす流れがある。私自身は現在「過冷却液体金属の安定化とバルク金属ガ
ラスの開拓」の研究を推進しているが、1980 年代後半に文部省（当時）の基盤
研究費によりこの種の研究を開始し、1990 年ごろに金属過冷却液体の異常安定
化の条件・原理を発見し、その成果に基づいて 1990 年代前半に文部科学省の特
別推進研究、1990 年代中ごろから今日まで JST の創造科学事業さらに戦略発展
事業に取り上げられるとともに、1990 年代後半から今日までNEDOの革新的部
材産業創出プログラム「高機能高精度省エネ加工型金属材料（金属ガラス）の成
形加工技術プロジェクト」に採択され、大学内での研究から産学官連携研究へと
進展してきた。その成果として、バルク金属ガラスはすでに工業化され、わが国
発の本材料は世界の国々で研究が開始され、現在では競争が激化している。
このように、わが国では真に新規な学術成果であるとの認知が得られ、グロー
バルな視点で研究が活発化している基礎成果を工業化域まで育成するためのさま
ざまな産学官連携事業が準備されており、恵まれた環境にある。その環境を生か
すためにも、その礎として、将来大樹に育つに値する質の高いシーズを創造する
ための研究に日々いそしむことが産学官連携研究の成否の鍵であると思っている。



コラボ産学官のようなコラボ機関を通して、地域の産と学が結びつく。これに地域密着型金融機関である信用金
庫が金融支援等を行い、地域の産学官連携、ひいては地域経済が発展する。その構図を信用金庫の方々が語る。

鴻池 卓児●柴田 徹造●建部 幸一●中山 秀雄

信用金庫業界が提案する、新しい「産学官+金」連携の形
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◆地域密着型金融推進計画と産学連携とは
座長（山口）　本日は座談会ということで、ご議論をいただきます。本日の
統一的なテーマは「産学連携の中での信用金庫の役割」です。金融行政
の指導のもと各信用金庫が立案した「地域密着型金融推進計画（17年度
～ 18年度）」の中で、産学官連携をどのように位置づけているか、とい
うことからお聞きしたいと思います。私の推測ですが、この推進計画で
は中小企業の事業再生が強くうたわれていましたが、産学連携は果たし
てその柱になっていたのでしょうか。

柴田　私ども城北信用金庫は四つの信用金庫（日興、太陽、荒川、王子各
信用金庫）が合併して平成 16 年 1月に誕生しました。中小企業の事業
再生と産学官連携を結び付けて考える信用金庫は少ないのではないでし
ょうか。当金庫も今回、コラボ産学官 *1 ファンド *2 に出資させていただ
いたのを契機に進めていきたいと考えています。

中山　この計画の前段階に平成 15年度～ 16年度の集中改善期間がありま
した。事業再生等をするためにまず自分たちの体力を蓄えるという時期
のことです。結果としてそれが今につながっているのですが、当金庫では、
融資部で取引先企業の経営改善支援を行う経営支援グループを立ち上げ
ました。つまり経営支援です。この流れに沿って、当金庫はコラボ産学
官に加わるという今の流れができたのです。この流れは評価できると思
います。いわゆる事業再生がメインテーマだったわけですが、実はそれ
は事業再生という「出口」の問題であるとともに、反面で起業・創業の
「入口」の問題でもあるのです。その起業に提案をしたり提言することが
産学連携につながりました。

建部　あおもり信用金庫の場合は、平成 14 年から有限責任中間法人ベン
チャー支援基金というベンチャー企業を育成するための基金を設立して
いました。運営に際しては、起業の目ききが不十分だったので、実績は
2件しかありませんでした。今のような産学官連携という発想がなかっ
たために、一信用金庫だけの力では限界がありました。現在ではコラボ
産学官に加盟したことで県、そして、日本を見据えての企業支援をできる
体制になりました。視野を大きく開くことができたと評価しています。

鴻池　当金庫では、平成 16 年度末では、産学官連携という言葉は 1カ所
もなかったのが事実です。コラボ産学官への加盟を呼びかけていただい
た平成17年2月、同年9月に産学官連携に前向きに検討しだしたのです。
そのときにコラボ産学官に加盟しました。

山口　地域金融機関は平成 15年、16年の金融機能強化計画、加えて平成
17、18 年の地域密着型金融推進計画での大きな事業方針は、まずは不

鴻池　卓児
（こうのいけ・たくじ）
熊本第一信用金庫*3
業務企画部 部長

柴田　徹造
（しばた・てつぞう）
城北信用金庫 *4

営業推進部 地域支援グループ 副部長

建部　幸一
（たてべ・こういち）
あおもり信用金庫*5

業務部 営業統括グループ 部長代理

中山　秀雄
（なかやま・ひでお）
埼玉縣信用金庫 *6

経営企画部 部長



*1：コラボ産学官
平成16年4月設立。朝日信用金
庫と電気通通信大学TLOのキャ
ンパスクリエイトが協力して設
立した産学官連携組織である。
都営新宿線船堀駅前に朝日信
用金庫船堀センターの2フロア、
400坪のスペースを持ち、東京
サテライト事務所として入居し
ている大学13大学、会員として
ネットワークに参加している大
学10大学を含めると、23大学の
ネットワークであるが、既に発
足している青森支部、埼玉支部、
熊本支部、千葉支部などの地方
支部に所属している大学を含め
ると50大学を超す規模になる。

*2：コラボ産学官ファンド
（株）コラボ産学官はエヌ・ア
イ・エフSMBCベンチャーズと
共同で、産学官連携の「コラボ
産学官ファンド」を平成18年
8月に立ち上げた。全国の信用
金庫などが出資し、規模は25
億6,000万円。地方国立大など
30以上の大学・中小企業が会員
の任意団体コラボ産学官を通じ、
大学の研究内容を活用した60～
70件の新事業やベンチャー企業
に投資する。会社組織の（株）コ
ラボ産学官は、これを支援する
ファンドの運営のために平成17
年にスタートした。さらに事業
化推進で信用金庫、コラボ産学
官会員企業が協力する。 第一号
の投資実績は5,000万円であり、
電気通信大学ベンチャーに投資
された。
http://www.collabosgk.com/

*3：熊本第一信用金庫
http://www.daiichishinkin.
co.jp/

*4：城北信用金庫
http://www.shinkin.co.jp/
johoku/

*5：あおもり信用金庫
http://www.shinkin.co.jp/
aomori/

*6：埼玉縣信用金庫
http://www.saishin.co.jp/

*7：朝日信用金庫
http://www.asahi-shinkin.
co.jp/
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良債権処理、企業の非常に弱ってしまった体質内容の改善、企業再生で
した。不良債権がある程度の落ちつきどころを見て、新規事業への取り
組みや第二次創業に向けての産学連携に前向きな形になってきたのが、
金融機関全般の状態であると思います。

◆地域産業の活性化への対応
　では、信用金庫として地域産業、もしくは中小企業の活性化に対して、
リレバン *8 以前の過去において、具体的にどういったアクションを講じ
てきたのでしょうか。

鴻池　当然、金融機関は、貸出金の方で目いっぱいというか、そっちに目
が向いていました。そこで経営者を対象にした会員組織をつくったり、
商工会議所との提携融資等の話を進めるなりしました。しかし、地域産
業を活性化したいとかはあまりなかったです。

中山　どこの金融機関も同じように顧客の組織化をしてきました。「しんき
んビジネスマッチングサービス」もありました。しかし、当金庫ではそ
れらからくる実績はありませんでした。当金庫のある埼玉県では、中小
企業振興公社と共催でビジネスマッチングがあります。そこにわれわれ
も参画しています。最近ではさいたまスーパーアリーナでのフェアへの
参加もありますが、参加による効果の検証は当金庫ではできていません。

山口　建部さんの金庫では、ベンチャー基金をお持ちだったわけですけれど
も、それ以外には何か地域産業に対しての働きかけはされていましたか。

建部　最初は、株式会社ベンチャー・リンクとのネットワークを使って、
当金庫の顧客と全国の顧客をマッチングさせました。成果はありました
が、長続きしませんでした。平成8年には50歳以下の企業の後継者の方々
を中心に 300 人くらいの会員で構成される鵬志会が発足しました。これ
はビジネスマッチングのための当金庫の会です。しかしこの会では、後継
者の育成にだんだん力が入るようになりました。両方とも当初の目指す
ところから離れていったのは、マッチングを大きくコーディネートでき
るような人材をもっていなかったことでした。やはりコーディネータが
いて地域活性化を図る、コラボ産学官への加盟がそれを可能にしました。

柴田　当金庫では、合併前からベンチャー・リンクのビジネスクラブを活
用していました。途中から、ビジネスマッチングがあまり行われなくな
り、合併後はこれをやめてしまいました。ただ、ベンチャー・リンクの
主催する東京ビジネスサミットは有用ですので出展社を募集しています。
しかし、参加されるお客様自体が少ないのです。実際のマッチング成果
もなかなか得られていません。ビジネスマッチングは相当手間がかかり
ます。

山口　金融機関は金融商品や機能を売ることがメインですが、非金融分野
での成果はなかなか上がらないのが実情ではないでしょうか。そういう
中で、信用金庫は産学連携をどのように見てきたかをお話しいただきた
いと思います。

◆非金融分野での産学連携活動の位置付けとは
建部　当金庫では平成 17年 6月にコラボ産学官加盟の認証をいただいた
ときからが産学連携を認識したという次第です。

山口　裕
（やまぐち・ゆたか）
朝日信用金庫 *7

理事・業務部長

司会・進行：
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鴻池　熊本でも大学との接点はありませんでしたが、今回のコラボ産学官
への加盟で、産学連携を認識しました。

中山　大学の産学連携のための窓口を見つけるのは、非常に難しいと感じ
ています。
　　大学は組織対組織というより、むしろ人と人との関係の方が大事だと
実感しました。このリレーションを構築するための糸口としてコラボ産
学官のような組織が有用であると認識しています。

山口　われわれ信用金庫は取引先が中小企業であることもあり、大学との
産学連携は敷居が高いように感じていたのが実態なのでしょうか。

建部　コラボ産学官には弘前大学が加盟しています。これは力強いことで
す。大学はいったん関係ができると、ほんとうに濃密ないい関係になり、
電話でもお願いできるし、向こうも親身になってくれる。それまでは会
うことさえもなかなか難しかったのが、もう突然変わりますね。今では
コラボ産学官青森支部では、何かあったらすぐ弘前大学にでかけ協力を
お願いしています。

山口　近年、大学側の意識も相当変わってきていると思います。コラボ産
学官スタートのきっかけの一つは、ことに地方国立大学の独立行政法人
化の中で今後の大学経営はどうしたらいいのか。一方、ものづくりが非
常に低迷している日本の経済を、中小企業のレベルから持ち上げるには
どうしたらいいか。このように、産学双方の問題解決のためには産学連
携は極めて有用な仕組みであり、実は地域金融を行う信用金庫にとって
は大変に身近な存在であるとの意識転換が必要なのではないでしょうか。

◆コラボ産学官加盟に当たり、コラボ産学官の魅力は何だった
　のでしょう
中山　当金庫は埼玉県という恵まれた市場にあるにもかかわらず、事業性
取引の拡大に課題があり、特に製造業種が弱いと認識しております。中
小企業を育成しなければいけないのがわれわれ業界の使命であり、その
ために事業運営課題を明確にしていますが、事業性融資拡大のために従
来型の融資商品を販売するというパワーセールスでは限界があると感じ
ています。そういう中で一歩踏み込むにはコンサルティング機能である
と考えました。そこでコラボ産学官に加盟して、これを活用するに至っ
たわけです。コラボ産学官の魅力ですが、産学官の在り方には大きく分
けて二つあり、一つが、大学との個別包括契約、もう一方がコラボ産学
官のような形で組織化して複数大学と連携し、間口をうんと広げる。私
どもは後者を取りました。幸い行政である埼玉県も興味を持っていただ
いて、コラボ産学官埼玉支部は県の過分なる支援を受けています。例え
ば埼玉支部という名称で、産業祭にブースを設けられるとか、セミナー
等への出席が認められるようになりました。つまり、単独のいわゆる個
別包括契約だけで産学連携を考えるよりは、コラボ産学官に加盟してい
る方が活動が盛んであると認識しています。ただ、一つだけネックがあ
ります。それはコラボ産学官埼玉支部は任意団体ですので、包括契約と
比べて、どうしても情報の開示に制限があることです。このネックは人
と人のつながりで、緊密化を図れるのかなとも思っています。

建部　まずコラボ産学官によって、青森県すべての経済界が注目したと思

*8：リレバン
リレーションシップバンキング
の略で、地域密着型金融の意味。
金融機関が、長期にわたる企業
である顧客との親密な付き合い
の中で、企業の将来性などにつ
いて的確な情報を得て、それを
基に長期にわたり金融の支援を
するなど、顧客管理を行うこと。
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います。今の景気が首都圏では良いといっても、青森県では全然良くな
っていないという現状があります。産業活性化の一助になればと企画を
県に説明し協力依頼する際にも、コラボ産学官の名前が有効でした。大
学や報道機関などでもそうでした。

中山　産学連携の際の行政や大学での人材集め、営業力の補強、それらを
地域金融機関である信用金庫が手伝うのです。

鴻池　われわれのように地方都市にある信用金庫にとっては、やはりまず
は生き残りが問題です。その一つの手段がこのコラボ産学官への加盟で
した。直接すぐに業績に反映するというわけではないのですが、企業を
育てる、地域を育てるという使命の実践がなければ信用金庫は生き残れ
ません。そして、今後長いスパンでみて熊本から全国に名だたる企業が
育つことが夢です。またわれわれ信用金庫の取引対象ですが、製造業や
食品業にとどまらず、従来は農協での金融が主体であった農業関係にお
いても、アグリビジネスへの広がりが出てくればいいと思います。そこ
にこれまでと異なった支援の役割も出てきます。コラボ産学官への加盟
が報道等で取り上げられ、地域の各信用金庫の産学連携への役割の認識
もあがってきました。それは大きなメリットであると思います。 

◆産学連携による企業支援が、企業への見方を変える
山口　コラボ産学官による産学連携、もしくは、産学連携による企業支援
まで発展していくと、別の視点で企業を見ることができるようになりま
す。今まで、どちらかというと、リスク主体で見ていた財務諸表等での
企業判断から、そこにはない部分、つまり企業の個性だとか、将来性だと
か、そういうものを見る。これこそ長期的な観点から中小企業を支援育
成するという信用金庫の本来的な役割であったのではないかと思います。

鴻池　そうですね、バブル崩壊以降 10 数年、地域金融機関としてリスク
を減らす方向の取引であったのが、コラボ産学官に加盟してからは、企
業への融資の考え方が変わってきたと思います。それは最近、産学官＋
金に注目するところの期待と同じであると思います。

中山　当金庫は創業支援融資の制度もつくり、思い切って 1年目は利息１
％にしました。そして、産学連携支援融資制度もつくりました。金利リ
スク・信用リスク等の統合リスク管理の下に経営するので、確かに産学
連携支援の融資は難しい部分があります。 

山口　産業構造の変化もありますし、顧客のニーズも相当変わってきては
いますが、信用金庫の使命は忘れずにやっていきたいと思います。そし
て再生が難しい企業であっても何か新しいことにチャレンジしていくと
いう企業に対して、どうしたらリスクを取り除いていけるのだろうか、
業種転換や新規事業も含め顧客と一緒になって模索していくことが重要
であると思います。

中山　われわれはリスクを引き受ける業態でなければいけないと思ってい
ます。ただ、手放しではできません。当金庫の創業支援融資は、再生部
門の経営支援グループが現地訪問して行います。従って書面だけの融資
審査は行いません。ですからコスト的には合わない仕事であっても将来
的展望がしっかりとしているものであれば、企業を育成するというスタ
ンスを持っています。最近ではリスクを引き受けるような形で支援する
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ことこそ理想ではないかと考えることもあります。

◆真の企業支援とは
山口　産学連携を通じて、真の企業支援というのはどういうことなのか、
企業の将来というものをわれわれはどのように評価したらいいかという
意識の転換が、今もたらされているということは、逆に、われわれの金
融ビジネスの転換をここからスタートさせていくというように考えるべ
きではないかと思います。
　　さて、コラボ産学官では、同じ市場の中で競争し合っているはずの信
金同士が、共に地域の産業育成について議論し協調し合っています。こ
れは利害が対立する銀行同士では考えられないことと思いますが、なぜ
産学連携で共に手を組めるのか、この疑問について信用金庫のスタンス
を説明していただけますか。

柴田　成り立ちからです。中小企業はお金を調達する手段がなかったので
す。相互扶助で、地域社会を発展させる、そこに信用金庫の役割がある
点です。

山口　信用金庫はいわゆる株式会社ではなく、協同組織であることがベー
スで、地域との密着度が非常に強いということがカギですね。

建部　地方の場合はとにかく経済的な環境が非常に厳しいです。危機感も
非常にあります。ですから、信用金庫が立脚している経営基盤が危うく
ならないためには、県全体の景気が良くなる必要があるのです。従って
県内の信用金庫が皆で協力しましょうということになるのです。

鴻池　地域の信用金庫業界は機関が異なっても交流していますので、互い
に顔見知りです。ですから、まさにコラボレーションを行いやすい環境
にはありますね。信用金庫同士が手を組んで地元経済の活性化を図ろう
とするのです。

山口　コラボ産学官では、全国の信用金庫に加盟していただき始めたのが、
平成 17年でした。まだその実績は少ないのですが、それでも青森、埼玉、
熊本各支部ができました。千葉支部や、富山支部設立にも動き出してい
ますが、徐々に信用金庫の全国ネットワークができつつあります。学も
スタート時は 9大学でしたが、現在は全国ネットワークになっています。
　　ただ一方で、産のほうが、特にコラボ産学官に加盟する中小企業の数は、
まだまだ少ないと思っています。概数ですが、企業は 1,000 社がコラボ
産学官に関与しています。産学連携の実質的な成果を上げるには、もっ
ともっと多くの企業の参加が必要です。コラボ産学官を全国の中小企業
に利用していただけるようにしていきたいと考えています。 

◆コラボ産学官の全国展開に必要な尽力とは
中山　企業が産学連携に取り組みたい、という目に見える成果を出すこと
ではないでしょうか。 アドバイザーと企業とが話ができることを示すこ
と、視覚的によくわかる手段での情報交換が必要でしょう。例えばメー
リングリストよりファックスという具合です。それから既存の大学の産
学連携を行っているOB会を企業に紹介して、それらを利用することも
必要です。そうすることで、ますますネットワークが広がっていきます。
コラボ産学官に対して、われわれその支部はボランタリーチェーンのよ
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うな認識でいいと思います。つまり、価値とか理念、目的を共有すれば
よいのであって、チームオペレーションができていけば、それにこした
ことはないと思っています。

山口　おっしゃるとおり、価値、理念の共有化が重要であると思います。
コラボ産学官は、産、学、官および信用金庫のネットワークもできてい
るわけで、産学連携組織としての機能は、もうこれは万全の体制になっ
ているのではと思います。
　　先発の産学連携組織が行き詰まっているというケースも聞きます。個
別単体の組織がセクショナリズムに陥ることなく、志を共有できる組織
同士が協調しあって一緒に動けば、日本全国に産学連携大組織ができる
のではという夢が出てきます。
　　では、信用金庫業界として産学連携の全国展開を図るためには、コラ
ボ産学官の支部信用金庫として、今後何をしたら良いのでしょうか。

建部　地方の支部同士が、共通した悩みを解決していく上で、コラボ産学
官という同じ土壌を利用することだと思います。
　　地方の場合、マーケティングに力を置き、今あるものからまず商売を
充実させていく。そこで得た資金をまた次の段階に投入する、足りなけ
れば信用金庫が応援するというステップです。これからは、多くの地方
支部がネットワークを組み、販路拡大などの可能性を探っていく。さらに、
県外からも資金を持ってくるという意気込み、そして、コラボ産学官の
力も借りるということだと思います。しかし、依然としてシーズとニー
ズのマッチングは難しいです。

中山　勢い産学連携でそんなにすごいものが出てくると思ったら、まず間
違いです。地道な活動の積み重ねです。まず、コーディネータになる人
材を信用金庫の職員の中から育てることです。

柴田　個別企業に対して身近な相談相手となることで、顧客のニーズを吸
い上げることです。そしてコラボ産学官をはじめとするさまざまな機関
の産学連携支援の存在を企業に知らせることです。

山口　産、ことに中小企業の経営者は、学の世界がとてもハードルが高く
遠い存在であると思っています。しかし産学連携コーディネータがその
差を埋めることができます。信用金庫の職員は企業の事業内容も分かっ
ているので、このコーディネータになりえます。

建部　私は企業の現場に出向くときは、コーディネータを必ず同行します。
山口　われわれ、金融業務を行う中で、税理士とか公認会計士、あるいは、
弁護士、こういうバックヤードがあると非常に心強い。さらにわれわれ
の後ろに全国の大学がいる。まさに鬼に金棒です。

中山　現場に行くという信用金庫の本来の仕事は、とても大事です。

◆信用金庫から見たコラボ産学官のファンドへの展望
山口　コラボ産学官は今回、25 億 6,000 万円の産学官連携ファンドをつ
くりました。これを利用して地域経済、あるいは顧客企業に対していか
なる貢献ができるのだろうか、皆様の展望をお聞かせください。

建部　ファンドから出資を受け信用金庫が融資した企業が上場する、これ
が青森県の夢です。このファンドが当県に与えるインパクトは非常に大
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きいのです。このファンドで投資を
受ける経営者は、経営の考え方が全
国に通用しなくてはならないので、
この点でも企業に対する意義と励み
は大きいのです。

鴻池　企業が上場を目指す上での一助
になるのではないでしょうか。それ
とこのファンドが日本版のエンジェ
ルという形になるきっかけになって
いくのではとも考えます。その意味
で、非常に期待しています。

山口　今回の産学連携ファンドは一般
のベンチャーファンドのような形とは違って、初期のレベルであるイン
キュベーションに期待をかける、それだけにリスクは高いだろうと思っ
ています。しかし新事業の萌芽、創業のきっかけになってくれればいい
と思っております。これは、信用金庫の一つの理念の具現化ともいえます。
信用金庫は協同組織として地域経済、産業への貢献を狙うわけですから、
このファンドをそのようにとらえていきたいと思っています。

中山　これを契機として、ファンドに関連する上場なり、ノウハウ情報を
教えていただければ、一番ありがたい。

山口　金額からすれば他のベンチャーファンドなどと比べ大きな金額では
ありませんが、小さく産んで大きく育てる、この 1号ファンドが 2号、
3号とつながっていくような有益な運用ができればよいと考えます。
　　さてそろそろ時間です。最後になりますが、コラボ産学官を通して、
大学と企業の相互のコミュニケーションをさらに強化するために、われ
われ信用金庫がコーディネータとなって、より円滑に、そして活発化さ
せていくことを望みます。
　　コラボ産学官という場を通じて、まず産と学が結び付く。そして新し
い事業が成立する。これに信用金庫が金融支援を行うことは必然ともい
えます。産学官連携という新たなステージの上に立ち、われわれ信用金
庫が本来もつ地域産業への貢献、中小企業育成というスタンスを遺憾な
く発揮すれば、必ずや地域経済も発展するでしょう。今後ともコラボ産
学官の発展と、会員増強、全国信金へのネットワーク形成に向けて皆様
のご尽力をいただきたくお願いいたします。本日の座談会どうもありが
とうございました。 

（記事編集：川下 浩一  北海道大学 創成科学共同研究機構リエゾン部／
文部科学省 産学官連携コーディネーター）
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●最初に、現在の組織体制に至る経緯についてお話しください。
高橋　知的財産ポリシーや利益相反ポリシーについては、国立大学法人化
（2004 年 4月）の前につくった大学が多いのですが、東北大学では、や
りながら実態に合ったかたちで策定する方針をとり、知的財産ポリシー
は 2004 年 6月末に正式にできました。
　　知的財産ポリシーの基本は、「知的財産の社会での活用を優先する」こ
とにあります。大学での知的財産の権利取得・運用は社会における活用
が第一義であって、大学の知的財産を社会で使っていただくことに尽き
ます。当初、研究推進・知的財産本部という組織にしたのですが、研究
推進部の組織化は法人化に間に合わず、知的財産部だけでスタートした
ので、特に、本来あるべき産学連携に必要な組織を作るのに半年遅れた
ために、日経エレクトロニクス（2005 年 1月 30 日号）に書かれたトラ
ブルが起きてしまったということです。そういう経緯を踏まえ、基本的
考え方として研究推進・知的財産本部は先生や企業を指導するアドミ組
織（管理業務組織）ではなく、「研究の円滑化とトラブル処理をするサポ
ート組織である」、「新しい産学連携のモデル作りをやるところである」
ということを打ち出したのです。当然、「外部資金を獲得する」、「知的財
産の戦略的保護と活用を図る」、「学内外に情報を発信する」、「利益相反
等のトラブル等から教職員をガードする」という役割があります。その
ために制度・体制を整備して、学内外の満足度を向上させようというこ
とが基本にあります。
　　当初、文部科学省から提唱されたのが、発明の創出・保護・活用とい
う 3つ、発明が出てきたら、それを権利化し、活用し、対価を研究者に
還元するということでしたが、これだと大学の先生の発明は儲かるもの
だというような前提がインプットされていたのです。ところが、蓋を開
けてみたらそうではないということが分かって、特にホームラン性の発
明なんかは滅多に出ないため、知的財産部内活動の最適化だけでなく「知
的創造サイクル」の全体最適化の追求をしようとして、「善循環モデル」
を構想しました。これは、「研究成果の活用第一」を重視し、「研究環境
整備」に力点をおいた産学官連携推進モデルです。知的財産の活用は結
果であり、そこに導く手段として研究活動があるわけですから、われわ
れの仕事は、先生方の研究活動を支援するための研究環境の向上、共同
研究・受託研究費の獲得にあり、そのためには企業・大学間の信頼性向
上と共同研究成果の活用や移転技術によって企業に何らかの成果を挙げ
てもらい、東北大学に対する評価を向上させなければならない。そうし

高橋　富男
（たかはし・とみお）
東北大学産学官連携推進本部 副
本部長 兼 事業化推進部長、客
員教授

当大学の研究推進・知的財産本部は「研究の円滑化とトラブル処理の支援組織」であり、「新しい産学連携の
モデル作り」をする。この流れで産学連携推進体制が組まれている。大学の使命である教育・研究・社会貢
献のバランスを考慮しつつ、企業との連携を深めていく。当大学の産学連携行動指針も紹介。
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た役割を担うものとして研究推進
部を 2004 年の 10 月に立ち上げ
ました。共同研究の結果出てきた
知的財産を大企業に使ってもらう
には TLO である株式会社東北テ
クノアーチが技術移転します。こ
うして研究推進・知的財産本部が
できたのですが、2006 年の 4月
から事業化推進部が加わって産学
官連携推進本部となりました。こ
れは、従来、東北大学の産学連携
が国内外の大企業中心であったの
で、地方にも目を向ける必要があ
るということ、大学のシーズの企
業化を大学発ベンチャーとして
も取り組むということ、地域の
プロジェクト推進において、地元からは東北大学の顔が見えにくいし、
本来、大学として組織でやる必要があったのではないかという声も大き
かったことです。そこで大学の窓口として事業化推進部をつくったわけ
です。現在、人員は総勢 5人です。なんといっても、東北大学は宮城県・
仙台市にあるわけで、地域産業振興支援として、MEMS パークコンソー
シアム、知的クラスター創生事業、産業クラスター計画等の大きなプロ
ジェクトがありますし、東北大学サイエンスパーク構想もあるので、大
学発ベンチャー創生等の支援を含めて、事業化推進部マターがわんさと
増えてきたというのが実態です。東北経済産業局・宮城県・仙台市等が
官側の夢やビジョンを実現するために大学がいかに役割を果たすことが
できるかという官学連携を通じて地域産業振興支援と地元企業支援を効
果的に行うことを目指しています（図 1）。

●大学組織として知的財産の扱いを今後どうするかというのは、法人化後の大
学共通の悩みだと思いますが、東北大学では今お話のあった組織で当分やっ
ていくということでしょうか。

高橋　産学連携には共同研究とかコンソーシアムとかいろいろありますが、
やはりベースは知的財産です。大学の先生方の優れた研究というのは、
それを使う側にとっては知的財産権という権利化がされていないと安心
できないということがあります。それで現在の組織でやっていくのです
が、問題は平成 19 年度で大学知的財産本部整備事業が終わります。そ
うすると補助金がなくなります。なくなったらどうするんだということ
で、各大学が厳しい対応を迫られています。本学では、平成 17 年度か
ら共同研究の直接経費の 10％を間接経費（産学連携経費）として認めて
納入していただき、本部・部局それぞれ 5％ずつ産学連携体制整備経費
としています。単純に計算しても、それでは足りませんので、研究推進
部と事業化推進部の方は総長裁量経費で賄っています。当本部はコスト
センターであってプロフィットセンターではありませんから、研究環境
等の整備向上になくてはならないという市民権を得ることが不可欠にな
ります。
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図1　東北大学産学官連携推進構想
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●これまでの経験から、今後、産学官連携推進本部全体としてうまくやってい
けるとお考えでしょうか。

高橋　事業化推進部はまだ半年ですが、研究推進部と知的財産部は研究推
進・知的財産本部としてずっとやってきていますから、その流れで産学
官連携推進本部としてうまくやっていけると思います。法人化後に起こ
ったトラブルはほとんど解消し、今はトラブル的なものは全くありませ
ん。課題は、次から次へと新しいことが出てくる中で人材の確保をどう
するかです。
　　当初から苦労しながら立ち上げをやってきた部長クラスの下のクラス
の人材が育っていないが、増強するには予算的に苦しいので、宮城県や
仙台市、東北経済産業局、金融機関等に、来ていただける人材派遣をお
願いしている現状です。共同研究契約にしても金額も増えており、契約
のスピードも速くなっているし、産業側からの評判も今年は 2位と飛躍
的に上がっています。

●過去のトラブルを乗り越えられたのは、どういうことがポイントになったの
でしょうか。

高橋　学内外でのトラブルの原因は、すべて知的財産の取り扱いに絡むも
ので、企業も大学も相互に主張しすぎて、がちがちになってしまったこ
とです。その結果、研究契約締結の大幅遅延、出願費用等の企業負担強
要、研究開始遅延などが発生して、機関帰属ルールへの学内反発を招き
ました。そこで、共同研究・受託研究契約の雛型にある知的財産の帰属、
共同出願の費用負担、共有特許の実施料支払等について柔軟に対応でき
るよう改定し明確化したことです。しかも、企業側で選択してもらうこ
とにしました。われわれは知的財産の活用が第一なので、一定の大学の
ルールの範囲内であれば、企業の都合の良いようにやってくださいとい
うことです。例えば、企業が譲渡を希望すれば、これは基本特許だから
譲渡しないということではなく、有償譲渡や専用実施権により対応し、
その代わり儲かったらわれわれにも還元してもらうというのが基本です。
出願費用を持分比率で負担する場合は、その持分を他の企業へ技術移転
してもいい選択肢もあります。条文は条文として解釈を柔軟にしていま
す。それが企業に非常に受けたということです。さらに、内容が分かり
にくいという企業へは、東京でも大阪でもこちらから出向いていって説
明します。相手の言うこともよく聞かなければいけないのでメールや電
話では十分には伝わりませんが、訪問すると法務の人や研究管理の担当
者も出てきて、極めて短時間で理解が得られます。研究契約を早く結び、
研究をスタートさせることがお互いにハッピーなのです。それから組織
的問題として、知的財産部同士だとお互い自分のところをガードしよう
として法務論争になりがちです。大学の知的財産部は企業に活用しても
らうための営業部門なのです。問題が格別なくても、できるだけこちら
から企業を訪問するようにしていますので、相互にわだかまりが無くな
り、東北大学のファンになってくれて、共同研究の件数・金額とも増え
ています。これによって、企業との知的財産問題合意所要日数は、当初
は 25日ぐらいかかったものが改善後は 3日以内になっています。大体、
年間契約件数が 1,000 件近くありますが、相談対応をわずか 2人でやっ
ています。早く契約すれば、研究が早くスタートでき、お金も入ってく
るので、事務方も先生も企業も楽になります。
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●未来科学技術共同研究センター（NICHe）や東北テクノアーチと産学官連携
推進本部との関係についてはどうでしょうか。

高橋　法人化前はNICHe と東北テクノアーチが主として産学官連携と地域
連携および知的財産管理を担当してきましたので、産学連携の蓄積を引
き継ぐかたちで研究推進部と知的財産部ができたわけですが、地域連携
については事業化推進部ができるまでNICHe に残されたままでした。産
学官連携推進本部がつくられたことで、NICHe は大型産学官連携プロジ
ェクトを担う部局となりましたから、地域連携のような大学本部に属す
る業務はやらないということではっきりしています。東北テクノアーチ
は、主に企業に対する技術移転を行っていますが、関連するマッチング
等を含め営業品目として自由にやることになっています。知的財産の管
理活用の流れでは、当該発明について、市場性評価と特許性評価に長け
ている東北テクノアーチが第一次評価をやっています。その評価を参考
に、知的財産評価委員会でもんでから知的財産審査委員会にかけていま
す。そこで出願となれば、東北テクノアーチが直ちに技術移転の業務に
取り掛かるのです。

●今後の戦略として、産学官連携推進本部としては、どのようなバランスを考
えているのでしょうか。

高橋　大学には、研究・教育・社会貢献という 3つのミッションがあるわ
けですが、バランスが非常に大事だと思います。知的財産管理はお金が
掛かりますので、すべて出願するわけにはいきません。中長期的にみて、
これがなければ日本が困るだろうというものは金を掛けても権利化して
おく必要があります。平成 17 年度の発明届出の機関帰属状況ですが、
大学と企業で共有し費用負担が企業であるものが 42％、持分比率負担で
あるものが 10％、大学帰属が 25％、個人帰属（却下案件）が 23％とな
っています。共有特許は共有企業が活用できるよう、利益が出たら還元
してもらう条件で、譲渡等の技術移転や実施許諾をしますし、大学帰属
分は原則として東北テクノアーチが技術移転を促進します。大学は戦略
的に大事な特許しか持たないということです。知的財産をベースにした
産学官連携モデルとして、企業による大学教員指定型、組織連携（包括）
協定型、大学提案研究コンソーシア
ム型とに分類できますが、組織連携
協定型や大学提案研究コンソーシア
ム型を増やしたいと考えています。
組織連携協定型は、包括的研究協力
推進形態であり（図 2）、すでに幾つ
かの企業と研究協力協定を結んでい
ます。そういうかたちで連携を深め
ていって、役に立つ大学、顧客満足
度の高い大学になればと考えていま
す。

●地域の中小企業とはどのような関係に
なるのでしょうか。

高橋　地域産業振興は各自治体などで
それぞれに推進しているので、それ
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と競合しても仕方がありませんし、
まして仙台地域は受け皿になる企業
が少ないという事情もあります。地
域連携の取り組みについては、知的
クラスター創生事業等の地域プロジ
ェクトや自動車関連産業振興等の地
域重要施策への関与と協力を中心に、
大学の技術シーズの事業化支援等が
あります。気楽にご相談いただける
よう受託事業として学術指導（図 3）
の運用をしており、この2年間で84
件の相談があり、なかなか良い制度
だと評価をいただいています。

●基礎研究と産学官連携の関係について
はどうでしょうか。

高橋　大学にとって基礎・基盤研究推
進が大切なことは言うまでもありま
せん。そのため平成 17 年 4 月から
研究基盤推進本部を新設しました。
また研究担当理事のもとに設置した
研究推進企画会議で全学的研究戦略
の企画立案をしています。また基礎・
基盤研究と産学官連携研究以外に、
部局をまたがるような大型の研究に
ついては、特定領域研究推進支援セ
ンター（CRESS）が企画立案支援を担
当しています（図 4）。

●最後に、産学官連携推進本部の行動指
針を策定された経緯をお願いします。

高橋　努力の結果、産業界からの評価
が 2位となりましたが、人が交代し
たら組織の行動文化等も変わってし
まうのでは意味がありません。そこ
で、折角できた組織のDNAを残さな
ければいけないということで、これ
を作りました（図 5）。掲示してわれ
われが常に見、お客さまにも見てい
ただいて実践することで、お客さま
に満足していただき、大学の評価も
さらに上がり、善循環になるという
ことを期待しているわけです。

●本日は貴重なお話をありがとうござい
ました。

●聞き手・本文構成：川村 志厚
　  　　  （経営デザイン研究所 代表／本誌編集委員）

受託事業「学術指導」運用の概要

1 対象 技術指導、監修、各種コンサルティングなど
2 形態 原則として学内で指導（本務として対応）
3 契約 企業と指導担当者所属部局長との契約
4 指導料 ガイドラインを参考にして当事者で決める
5 留意点 委託側と受託側双方が合意したのみ適当することとし、
  従来のやり方を否定したり、本制度を強要するものではない。
  また、主として学外での活動となる場合は、従来どおりの兼業
  手続きによる。
6 期待効果 ①理工系の他に、文系教職員の産学連携実績となる、②指導
  料の90％は研究費として還元、③透明性を確保できる。
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教
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出来ない言い訳より、
　　　　　いかにしてやるかを考えます
相手の立場を理解して、最善のサポートをします

百言よりもまず実行、直ぐに行動します

問題に対し、現状、現時点の最適解をだします

部分最適ではなく、全体最適を追求します
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図3 　受託事業「学術指導」運用の概要

図4　基礎研究と産学官連携の関係

　図5　東北大学産学官連携推進本部 行動指針
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佐々木　正
（ささき・ただし）
元 シャープ株式会社 代表取締役
副社長／佐々木正事務所 代表

ナノテクノロジーを事業化するに当たり、佐々木氏の持論である共創を元に、島根県でジョイントベンチャーを立ち
上げる。日本古来の価値観と欧米型価値観の融合と、互いの信頼によって、新事業が生み出される。

聞き手：江原 秀敏　　　 
 （本誌編集委員長）

●本日は佐々木先生がよく話されています「共創」についてお聞かせくださ
い。産学連携にこの概念をどのように当てはめられるかをお話しいただき
たく思います。 

佐々木　私は今、その共創の節理をまとめ上げようとしています。
　　科学技術がだんだん細かい方に移り、目に見えるところから見えない
ほうへ移っていってナノに入っています。これは経営者にとって理解し
にくいのではないか、と心配していました。3年か 4年前に米国の商務
省でも死の谷という論考が出ました。これに対する議論が米国でかなり
盛んになりましたが、米国では西海岸の産業や科学技術の考え方は、東
海岸のハーバード大学あたりからバージニア州あたりまで、それぞれ異
なります。ここで、中間にあるテキサス州でうまくまとめて、米国内で
一本化した考え方ができました。ナノについていうならば、共創の思想
でやらないとうまくいかないというのが私の持論です。米国の話をしま
したが、日本でも島根県で共創のセンターをつくろうとしています。こ
の間、ナノテク 2006 年の国際会議がダラス*1 でありました。そこでは、
ナノテクの理解だけで終わりましたので、これから具体的にどう事業化
するかの時期にあると私は思っています。そこでダラスと島根県でジョ
イントベンチャーをつくり、ダラスからも人を呼び体験しよう、共創し
てみようということになりました。

●ナノの産業化は、経営者たちに浸透するまで時間もかかります。日本の科学
技術の伝統、歴史と、欧米のそれとは長短の差がありますし、科学技術で
の価値観の違いもあるでしょう。

佐々木  欧州は、今までは基礎研究偏向で、産業化は遅れがちでした。一
方米国は産業応用が優先です。こういった価値観の違うものがうまく新
しい理想的な生産をやるには、共創なのです。例えばダラス会議のよう
な同じ場で価値観の異なる者たちが、手をつなげれば、共創の理論の第
1条件は出てくると考えました。これは人類発祥のアダムとイブの存在、
彼らが互いに共創して、人間世界をつくり出したのと同じです。同じ場
所に立って、互いに信頼し合い、情報交換しながらつくり出すことです。
両者のちょうど良い位置に共創の認知ができると思います。 その一つが
私が関与している米国テキサス州と島根県での共創です。日本がつくり
上げた従来の日本古来の価値観と、テキサスの持っている欧米型価値観
とでお互いが信頼し合って、一翼の技術情報を交換し合えば新しいもの
ができるのではと考えています。

*1：米国テキサス州ダラスで 9
月 27 日から 2日間の日程で開
催されたナノテクノロジーに関
する総合イベント「nanoTX’
06」http://www.nanotx.biz/
index.php?content=media&n
ewWindow=nanotx06
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◆島根県に共創の場を設定
●佐々木先生が主張しておられる“島根の中に共創の世界がある”といった
物の見方ができるかどうかが重要であると思います。このあたりをご説
明いただけますでしょうか。

佐々木　日本の既存技術は、欧米の技術も圧縮して入っていますが、それ
らと最近の欧米技術で新しいものをつくった方がいいのではないでしょ
うか。日本は世界のものを縮めて、うまく日本のものの中に入れ込むの
は得意なのです。しかしここいらで日本人自身でじっくり考えて、新し
い日本のものをつくるべきじゃないでしょうか。その意味で、島根の中
に共創の世界があるという発想が出ると思います。例えば、島根の出雲
大社の柱は高くて、大変な長期にわたり持ちこたえてきました。その設
計にはすでにリスクマネジメントも考えてありました。それはすでに世
界に通じる技術であったと思います。そのように考えられる日本古来の
技術は多々あります。
　　日本の技術をよく見て、共創していったらいいのではと考えます。要
はもっとよく考えることでしょう。そして、まず技術において、共創す
べき相手の持っているものは何かを考え、中国の技術等を調べたりして
います。中国と日本の気風で共創する精神が出てこないかと思っている
わけです。
　　今度、香港を仲介にして中国 4千年の健康法と、西洋の方法を主体に
した方法と、それから日本の生薬と、三つを入れて、これら三つで共創
できないかということでセンターをつくって、人間の生命を丈夫にイキ
イキと長生きさせることができないかというプロジェクトを考えていま
す。これは長寿のための共創システムです。
　　つまりは、生きていくためには共創しかないでしょう。独創性のある
人材が協力し合うことを前提として、独創プラス共創が全体としての創
造性となり、そこから産業の活性化がおき、ひいては新産業が創出され
るでしょう。価値観が違っても目標が同一であれば共創はできます。そ
して、弱い面があればそれを強化するという方向ではなくそれを認める、
そして共創するということで謙虚に考えるべきです。日本のベンチャー
にしても日本の中だけで育てるという
ことではなく、他国とも一緒になって
育てればいいと思います。私の共創の
考え方が理解されたのでしょうか、先
ほど申しましたように日本の島根で工
場を造り、海外からもその事業化に参
画するという方向で進めるという、ジ
ョイントベンチャーです。共創し互い
に助け合うのです。産学連携も同じで、
産と学の共創です。

●今日は佐々木先生の哲学である共創につ
いて貴重なお話を伺いました。ありがと
うございました。
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◆はじめに
野依フォーラムとは、野依良治氏を中心とする産学のフォーラムで、産
としては化学会社と製薬会社の 20 数社が参加して、産学および産産の情
報交換と連携を行っている。
活動の一環として 2005 年 10 月より分科会 “プロジェクト博士” を発足
させ、博士人材の育成について 2回のアンケート調査と議論を重ね、提言
をまとめ、冊子を作成した。今回、そのうちのアンケート結果（抜粋）と提
言（要旨）を紹介する。
国の国際競争力強化のために大学院教育、とりわけ博士課程の強化が重
要と考えるが、現状の博士課程については、本誌 2006 年 8月号の「博士
人材をいかに育成すべきか」で述べたように問題が多く、強力な産学官連
携の人材育成策が望まれる。

◆アンケートの趣旨と結果
野依フォーラム会員アンケートにより、問題の明確化と産がこれに対し
てどう支援できるか、また博士に対する産の要望と期待を集約した。ま
ず、野依フォーラム若手メンバー（30歳代）に対する記述式アンケートを
2005 年 12 月に実施した。この結果をベースに選択式アンケート項目を作
成し、フォーラムの全企業メンバー対象にアンケートを実施した。これに
は 18社（製薬会社 3社、化学会社 15社）と会員 45名の回答が得られた。

◆各社の代表（18社）に回答していただいた項目
（1）博士卒の採用 
 質の確保は、①できている、②まずまずを合わせて 44％で、③バラツ
キが多いが 50％を占めている。 

（2）博士卒の比率
 製薬会社は20～ 40％ 1社、40％以上1社があり、注目される。化学会
社（15社）は10％前後（5～10％ 7社、10～ 20％ 7社）が多い。

（3）博士卒採用の理由
 高い専門知識と即戦力が買われている。
（4）博士卒の入社時、入社後の処遇
 78％（14 社）が修士＋ 3年と同じとの回答だが、17％（3社）は優遇
している。将来も処遇は改善される見込みは少ない。また、入社後の
昇進については博士学位は①定量的に考慮（0％）②定性的に考慮（11
％）であり、③成果主義導入もあり、考慮されないが 89％である。

（5）将来、博士卒が主流になったときの博士卒の採用比率 
 化学会社の場合は現時点の倍の少なくとも 20％程度を考えているとこ

府川　伊三郎
（ふかわ・いさぶろう）
旭化成株式会社 顧問／本誌編集
委員

野依フォーラムで博士人材育成についての検討がされた。主として化学企業を対象にアンケート調査を実施
した。それら企業での博士卒の採用状況、採用理由、入社後の処遇、博士人材育成への期待項目、などを分
析した。アンケート結果に基づく提言がまとめられたので、併せて紹介する。



図1　優れた人材をより多く博士課程に進学させるために必要と思われる
項目を重要なものから順に各人が3つ挙げた集計結果

図2　優れた博士卒人材が企業により多く就職するようにするために有効
な施策を重要なものから順に各人が3つ挙げた集計結果

図3　現在の博士卒に不足している点で、採用増のために是正すべき点を
重要なものから順に各人が3つ挙げた集計結果
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ろが多い。また、このときの研究所での博士卒の比率としては 30％に
なると見ている。

（6）論文博士（社員の博士号取得）
 これについては各社積極的で、国内留学により取得させているところ
（3社）を含め、奨励しているところが多い（9社）。また、特に奨励し
ていないが、自由に取得できる雰囲気であると 10社が回答している。
また、アンケート結果から課程博士の半数程度の論文博士が企業に在籍
していると推定される。

◆各人に回答いただいた項目
重要度指数である点数については各図の
右に記載されている（重要な項目順に 3つ
挙げてもらい、第 1位 3 点、第 2位 2 点、
第 3位 1点として重さ付けした合計点数を
重要度指数とした）。
（1）優れた人材がより多く博士課程に進む

ためには、
 第 1位：魅力あるカリキュラム（73点）
 第 2位：経済的支援（60点）
 が必要との回答が抜きんでて多かった
（図 1）。

（2）優秀な博士卒人材がより多く企業に就
職するための施策としては、

 第1位：アカデミアへの単一思考になら
ないよう、企業での活躍の意義を早めに
知らせること（教育すること）（67点）

 が顕著に多く、次いで、
 第2位：企業が奨学金を出すこと（37点）
 第 3 位：産が博士課程カリキュラムに
積極的に参加すること（35点）

　 が多かった（図 2）。
（3）博士卒の採用を増やすために、博士卒

人材には、
 第 1 位：人間力（コミュニケーション
力、共同で仕事をする力、リーダーシ
ップ等）アップ（68点）

 第 2 位：狭い専門分野にとどまらず、
幅広い学識を持つこと（67点）

 第 3 位：博士卒の専門能力の付加価値
を明確にすること（46点）

 第 4 位：人材のバラツキを減らすこと
（37点）

 の要望が多かった（図 3）。
（4）最も重要なアンケート項目である博士

卒の期待像については、
 第 1 位：ゼロからの課題設定と解決能
力（61点）

優れた人材（修士）が現在より多く博士課程に進むことを大学は強く希望しており、産にとっ
ても優秀な博士人材が入社することは望ましいことと考えます。このために必要と思われる
項目を評価して下さい。

優れた人材をより多く博士課程に進学を！

0 10 20 30 40 50人

①経済的支援（返済不要奨学金や、大
学が研究費として博士に給与を支払う）
②カリキュラムの充実（魅力あるカリキ
ュラム）
③博士課程年数の短縮（現行合計5年
を4年に̶修士・博士一貫コース等）
④企業の博士卒の採用増
⑤企業の博士卒処遇を高くすること
⑥ポスドクのポストが増えること

重要度指数：第１は３点、第２は２点、第３は１点として集計
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優れた博士卒人材が企業により多く就職するようにするために有効な施策を評価して
下さい。

①企業が奨学金を出すこと
②アカデミアへの単一志向にならない
よう、企業での活躍の意義を早めに知
らせること（教育すること）
③産が博士課程カリキュラムに積極的
に参加する
④高度なインターンシップ（半年程度）
の普及
⑤博士学生の産学連携共同研究への
参加
⑥博士の処遇を修士＋３年より高い
ものとする
⑦企業の博士卒の採用増

重要度指数：第１は３点、第２は２点、第３は１点として集計
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現在の博士卒について、企業からは下記の点の不満がでています。採用を増やすために
はこれらのうち何を是正することが重要でしょうか。

①人材のバラツキを減らすこと（博士
の品質保証を何らかの形でしてもら
うこと等）
②博士卒の専門能力の付加価値を
明確にすること（対修士卒）
③使い易いこと（博士課程の専門に
こだわらず、仕事ができる）
④狭い専門分野にとどまらず、幅広
い学識を持っていること
⑤人間力（コミュニケーション力、共
同でうまく研究（仕事）ができる力、
リーダーシップ等）

重要度指数：第１は３点、第２は２点、第３は１点として集計

37点

46点

17点

67点

68点　

特に重要　　重要　　何とも言えない　　賛成できない

10 18 15 2

13 26 6 0

7 18 17 3

21 20 3 1

22 19 4 0



図4　博士に期待する能力・実績として、重要なものから順に各人が3つ挙
げた集計結果

表1　化学会社と製薬会社との博士卒人材の比較

図5　博士課程のカリキュラムで重要なもから順に各人が3つ挙げた集計 
 結果
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 第 2 位：複数の専門能力・技術融合テー
マに取り組める能力（36点）

 第 2位：人間力（36点）
 第 4位：深い専門能力（34点）
 第 5 位：新分野への学習（自習）能力、
応用能力（28点）

 第 6位：新発見・発明への高い意欲（27点）
 が挙げられている（化学会社では入社後
博士課程の延長的なテーマをすることは
少なく、新しくテーマに取り組む必要か
ら図 4の①、④、⑤が求められるので
あろう。化学会社と製薬会社を比較する
と対照的である。表１参照）（図 4）。

（5）同じアンケートで現在の博士卒で不足し
ている能力を聞いたところ、

 第 1位：人間力（51点）
 第 2位：複数の専門能力（50点）
 第 3 位：ゼロからの課題設定・解決能
力（45点）

 であり、博士に期待されている項目が現
在の博士では満足されていないことが浮
き彫りになっている。特に、人間力の不
足が注目される（図省略）。

（6）博士課程の充実については、
 第 1位：複数の研究経験（57点）
 第 2 位：コースワーク（講義、演習）の
充実（36点）

 第 3位：企業の研究の実例、企業研究と
大学研究の違いの説明等（33点）

 第 4位：複数の専攻（31点）
 の要望が多かった。上記の博士の期待像
を実現するためにはどんなカリキュラム
が必要かは、産と学で十分議論すべきで
あろう（図 5）。

（7）文部科学省の高度なインターンシップ
（博士も対象）については、55％の人が
制度を知っており、実際そのうちの 12
％の人が引き受けた経験を持っている。
しかし、このインターンシップが

 ①有効である
 という人は 42％にとどまり、
 ②有効でない（27％）
 ③実施が難しい（31％）
 も多い。実施が難しい理由としては秘密保持、企業の負担、安全問題
が挙げられている。

（8）産学連携による人材育成の施策としては、

①複数の専門能力（実験能力を含む）、
技術融合テーマに取り組める能力）
②深い専門能力
③理論
④ゼロからの課題設定と解決能力
⑤新分野への学習（自習）能力、応用
能力
⑥基礎学問
⑦一つの研究テーマでしっかりした
研究実績（論文研究、成功体験）
⑧海外の研究者と対等以上に議論
できる力（英語力を含め）
⑨産のニーズや価値観がある程度
分かっている人
⑩人間力
⑪新発見・発明への高い意欲
⑫情報収集力
⑬高い実験技術

博士に期待する能力・実績として、次の項目を評価して下さい。

博士の期待像

重要度指数：第１は３点、第２は２点、第３は１点として集計
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②複数の研究経験
③複数の専攻
④研究テーマ（論文研究）に多くの
時間をかけること
⑤企業へのインターシップ（半年く
らい）
⑥企業の研究の実例、企業研究と
大学研究の違いの説明等
⑦海外研修（３カ月くらい）

特に重要　　重要　　何とも言えない　　賛成できない
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13 24 8 0

9 11 23 2
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博士の期待像を実現するにはどんな博士課程のカリキュラムが必要となるか。

博士課程の充実

重要度指数：第１は３点、第２は２点、第３は１点として集計
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化学会社 製薬会社
採用比率 約10％ 30～70％

国際的に必要

博士の専門が生かせる
（合成、薬理）

見えやすい

合成、薬理等創薬に
直結する技術

ゼロから問題を
設定できる力
専門外もできる

見えにくい

博士の専門以外に
なることが多い

少ない学位の必要性

会社での仕事

博士の付加価値

博士への期待



*1：野依フォーラム 博士の人
材育成に関する提言（2006 年
11月 24日）
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 ①企業の研究者・技術者が大学で講義すること
 ②カリキュラム作成に産も参加すること
 が重要との意見が多い。
（9）“プロジェクト博士” で提案している産主導の博士セミナーについては

盛り込むべき内容について有益なコメントが寄せられた。

◆野依フォーラム 博士人材の育成に関する提言の要旨*1

（1）基本的立場
国の国際競争力強化やイノベーション強化に、大学院なかんずく博士課
程の充実が重要と考えるが、現状は課題が多い。
博士課程在学者への経済的支援強化とカリキュラムの充実を柱とする強
力な施策により、現在に比べより多くの優れた人材が博士課程に進み、世界
に通用する優秀な博士人材（イノベーションの担い手）が輩出することは、
イノベーションを強力に推進する社会を構築するためには不可欠である。
（2）政府への要望
優秀であっても、経済的理由から博士課程進学を断念している学生が少
なくない。科学技術基本計画に博士の経済的支援（目標 20％）はうたわれ
ており、産業界も積極的に支援するが、国による博士課程在学者の経済的
支援強化（目標の早期達成）を強く要望する。
（3）産の博士人材育成に対する積極的支援 
1. 経済的支援（企業の奨学金制度）
企業においても経済的支援の一端を担い、優秀な人材がより多く博士課
程に進学し、企業に就職することに寄与する。
2. 入社後の処遇
学卒より博士卒に対する格段の優遇策の要請は極めて強いが、博士卒の
付加価値が明確でないことや企業の処遇制度が年功序列から成果主義や能
力主義になっている現状では、博士卒を格段に優遇する十分な説明理由を
見いだしにくい。
しかし、グローバル化の中で日本独特の低い博士卒処遇では世界の優秀
な人材を取り込めないし、また日本の高度研究者の人材不足になる。企業
にとって、これらに向けた何らかの対策が必要ではないかと考える。
3. 博士卒積極採用の姿勢の明確化
化学会社は修士卒、博士卒の区別なく、よい人材であれば採用する方針
であり、また、将来よい人材が十分に輩出されれば現在の倍の数の博士卒
を採用する意向である（アンケートによれば化学会社の博士卒採用割合は
10％程度、将来優秀な博士卒人材が増えれば少なくとも 20％程度に増え
ると見ている）。
4. 産主導の博士セミナーの開催
産学連携の人材育成策として、産主導の博士セミナーを開き、産の要望
と期待を博士課程在学者に直接伝える。内容は、①産での活躍の意義と楽
しみ（アカデミアへの単一志向にならず、産にも活躍の場があることを知
ってもらう）、②産の実際（ホットな研究開発やイノベーションの事例、大
学と企業の研究の違い等）、③博士卒資質についての産の要望と期待（博士
卒への期待像）、④博士課程の学生に対する経済的支援、採用、処遇につい
ての産の取り組み等である。
これにより、より多くの優れた博士人材が企業に興味を持ち、ゆくゆく



*2：博士課程検討会
５大学、10企業から 15名の委
員が参加し、2006 年３月より
スタート、検討会報告を現在と
りまとめ中である。
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は産で活躍することを期待する。
（4）学への要望
1. 化学会社が求める博士卒人材―博士卒への期待像
幅広い基礎学力を持つ人材（狭い専門分野にとどまらず、専門分野以外
のテーマにも力を発揮できる人材）の育成を要望する。
具体的には、アンケートでは重要な順に、①ゼロからの課題設定能力と
解決能力、②複数の専門能力、③人間力（プレゼンテーション能力、協調
性、リーダーシップ等）、④深い専門能力、⑤新分野への学習能力、⑥新発
見・発明への高い意欲を期待している。
いずれもフロンティア研究や技術融合研究に必要な要件であろう。
なお、現状は上記①、②、③が不足しているとの意見が多い。
ベースとして幅広い基礎学力を身に付け、さらにゼロからの課題設定の
経験を積むことにより、応用力や学習能力はついてくるであろう。人間力に
ついては早い時期に適切な動機付けやオリエンテーションが重要であろう。
2. 博士課程の充実
アンケートによれば、より多くの優秀な人材が博士課程に進むかどうか
の重要なポイントは、経済的支援とカリキュラムの充実の 2点である。
カリキュラムについての要望は、総合的な基礎学力の向上はもちろんで
あるが、さらに重要な順で、①複数の研究経験、②コースワークの充実
（講義や実習）、③企業の研究の実例と特徴、④複数の専攻（T型人材やΠ
型人材等）、である。
①および④は、幅広い基礎学力が身に付いていることが前提で、それに
ぜひ付け加えたい要望である。
最近一部の大学院でスタートした修士―博士一貫コース（4年）は産の要
望をかなり満たすものであるが、プログラムが多彩であり（インターンシ
ップや海外研修）、こなせるのはエリートに限られるであろう。一般には、
まず幅広い基礎学力の教育に地道に取り組んでほしい。
3. 博士卒の品質保証（質の向上と平準化）
現在の博士卒はバラツキが多いという意見が多い。世界に通用する博士
卒の品質保証をお願いしたい。

◆おわりに
今後、本提言を関係団体に紹介したいと考えており、既に博士人材の育
成に取り組んでいる（社）日本経済団体連合会の博士課程検討会*2 に提言し
ている。
本提言が博士人材の育成について、資することを期待している。
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◆はじめに
前号では「知的財産権信託について」との題号のもと、現状の知的財産権
信託の制度概要や活用についての記事が掲載された。本号では、その知的財
産権の具体的な事例を紹介するとともに、今後の展望について紹介したい。

◆知的財産権を活用した資金調達手法の取り組みについて
（1）知的財産権を活用した資金調達の現状について
昨今、知的財産権を活用した資金調達も徐々に期待が高まり、一部の成
功事例として紹介された報道記事等も散見される。
ただ実際は、資金の出し手である機関投資家（銀行等）における知的財産
権の経済的価値算定が困難なことから、なかなか知的財産権自体を資金調
達の本格的なツールとするには、いまだ当面の時間を要するといえよう。
この原因の一つとして、知的財産権流通マーケット（ここでいうマーケ
ットとは当事者間の相対取引等を指しているのではなく、金融取引市場の
ようなマーケットを想定）のいまだ成熟しきっていないことが挙げられる
のではないか。
知的財産権は、その発明者の「権利保護」が重要な要素の一つであり、
逆にいえば、その知的財産権の有する経済的な価値を活用して資金調達を
することが極めて少なかったことから、知的財産権自体の経済価値判定を
資金の供給者（サプライヤー）である機関投資家等が判断できないことが、
現時点における最大の問題点の一つと考えられる。
（2）開発資金調達を目的とした最適なファイナンスについて
前号でも掲載されているように、知的財産権自体の信託を実施すること
によって、企業倒産リスクのヘッジや管理・運用面でのメリットが大きいと
いえ、また信託業法の改正後はこの信託を活用する事例が増加傾向にある。
一方で、実際に開発者がその知的財産権を開発（確立）するまでの重要な
一つのリソースとして、「開発資金の調達」の重要性が挙げられると思う
が、その資金を調達するには、いくつか越えなければならないハードルが
存在する。
この開発資金の経済価値を算定する場合、そのリスクを計量する必要が
生じる。そのリスクとは、その開発自体が完成（コンプリーション）する
（できる）のか、また、その成果物（開発後、知的財産権として保護された
ことをイメージ）が今後どのようなキャッシュフローを創出し、実際に費や
したコスト以上の経済的な価値を創出するのかといったことが挙げられる。
そして、そのリスクの度合いによって最適な資金調達を選ぶべきである

榎本　剛士
（えのもと・たけし）
株式会社みずほ銀行 ビジネスソ
リューション部 ニュービジネス
チーム 参事役

知的財産権信託の第２弾。本稿では、資金調達方法について、そして、コンテンツ制作を事例として、資金
調達について語る。
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し、資金調達ツールも異なってくる。
開発者が実際に開発資金等を調達する際には、図 1
のような手段があるといえる。
資金調達をする際に、その開発にかかるリスクに応じ
て検討していかなければならず、①はその開発にかかる
リスクウェイトが極めて大きく、④は反対にそのリスク
ウェイトが比較的小さい（少ない）場合に適していることになる。
では具体的に、どのような資金調達手法があるのか紹介したい。

◆知的財産権を活用した事例紹介
（1）知的財産権を活用した資金調達の重要性について
みずほ銀行（以下、弊行）では、知的財産権（中でも著作権）を活用した
資金調達を商品化して提供している。
知的財産権の中で、著作権に着目した理由としては、ブロードバンド環
境が整備されつつある中で、優良なコンテンツ不足が業界全体として深刻
な問題とされており、この問題解決の一助となるべく、産業発展の観点か
ら、金融機関としてこの知的財産権（著作権）に立脚したコンテンツマー
ケットに対して資金供給していく社会的責任と使命があると考えたからで
ある。
また、著作権をはじめとする知的財産権自体を活用して資金調達できる
ようになれば、開発者の資金調達手法が多様化され、知的財産権の発展に
関与する方々に対して、資金調達面でのメリットを提供できるのではない
かと考えたことに起因する。
（2）知的財産権（著作権）を活用した事例紹介
現在、弊行が提供する著作権を活用した資金調達手法についての事例を
紹介したい。
弊行ではコンテンツ・ファイナンスの一環として、映像作品等の資金調
達について信託を活用したスキームを提供している。
まず、現状のコンテンツ制作資金調達につい
て説明する。
※ここでは具体的なスキーム紹介とするため、
日本の代表的な産業に数えられるアニメーション
の制作資金調達について概説することとしたい。
コンテンツを取り巻くマーケットは空前の盛
り上がりを示す一方で、その制作資金調達市場
はいまだ成熟しているとはいえない状況にある。
中でも映像コンテンツは同市場のプレーヤーが
制作資金を拠出し、民法上の任意組合を組成し
て「製作委員会」を立ち上げ、著作権はこの製
作委員会が保有するという「製作委員会方式」
が一般的である（図 2）。
実際、製作委員会方式で作品を制作する場合、
A社と B社の 2社間で合意に至ったと仮定する。
この際、A・B 社の 2 社間で「共同製作契約書
（もしくはこれに類する契約名称）」が締結され、

①自己資金、エンジェルからの資金援助 （リスク大）

②公的機関等からの助成金等

③Equity-Finance（直接金融）

④Debt-Finance（間接金融） （リスク小）

（製作委員会の仕組み）

将来収益分配請求権

A社・B社間で
共同製作契約を締結

A　社 B　社

信託銀行

みずほ銀行

製作委員会

信託受益
証券交付

将来収益分配
請求権を信託

信託受益証券
譲渡代金

信託受益
証券交付

図 1　開発者が実際に開発資金等を調達する際の手段

図 2　製作委員会の仕組み
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製作委員会の契約当事者（以下、組合員）がコンテンツ（作品）制作に必要
な資金（契約に定められた製作資金額）を拠出するとともに、拠出（出資）
割合に応じて作品の著作権を共同保有する。図 1のケースでは、A・B社
の各社が同額（1/2）で拠出（出資）したと仮定した場合、著作権を 1/2 ず
つ保有することになる。
A・B各社はこの著作権を保有することによって、この著作権から創出さ
れる収益についても、拠出（出資）割合に応じて受け取ることのできる権
利を同時に得ることができ、その収益をもって制作資金として拠出（出資）
した資金を回収するという仕組みである。
製作委員会を立ち上げる（契約締結）際に、A・B各社ともに相応の資金
力があり、共同製作契約と同時に資金を拠出できれば問題は生じないが、
もし、A・B各社の一方でも契約に基づく拠出（出資）金が自己資金として
捻出できない場合、外部等からの資金調達が必要となる。
 前述の通り、資金調達の方法としては自己資金等からの拠出や公的機関か
らの助成金等の検討もありえるが、実際には計画通りに資金を調達（捻出）
できない場合も多い。その場合、契約当事者（出資者）は自ら資金調達を実
施しなければならず、法人（企業）の場合、増資等による資金調達（Equity-
Finance）や銀行等からの借入や社債の発行（Debt-Finance）による資金調達
を実施することになる。
増資等の直接金融による資金調達を検討する場合、法人（企業）は株主の
ものであることから、既存株主の合意を得なければならない。制作資金を
調達するために新株発行を伴う増資による資金調達を実施することは、１
株あたりの企業価値（株主価値）が希薄化（ダイリューション）する可能性
も否定できず、また、新株発行に伴うまでの手続き等に時間を要するケー
ス等の問題点があるといえる。
次に、銀行借入等の間接金融による資金調達を検討する場合、調達した
資金を確実にどのように返済するのか、また、不測の事態が生じた場合を
含め、仮に返済できない場合の担保はどうするのか等の問題が生じるケー
スがある。
例えば今回のケースで共同製作契約に基づく出資を検討する場合、同契
約に基づき作品が完成し、当該社が著作権を保有できるといっても、増資
に応じる投資家や、銀行等はその著作権の経済的な価値がどの程度のもの
なのか判断することができず、特に銀行からの借入に伴う担保としてはな
かなか評価されないのが現状といえる。
もし、仮に銀行を含めた投資家が、その著作権自体の経済価値がどの程
度あるのか判断できるのであれば、このような問題は生じないといえるが、
残念ながら、不動産や市場性のある有価証券の評価はできても、著作権ひ
いては知的財産権の経済的価値はよく分からないので評価できないという
結論となってしまう。
従って、その企業に対する投融資は可能であっても、その著作権のみを
対象とするプロジェクトへの投融資判断は困難な状況にあるといえる。
少し話を元に戻すと、例えば、A社（委託者・受益者）が共同製作契約に
基づく制作資金の拠出（出資）金を調達する場合、弊行ではその出資を検討
する企業のコーポレートバリューに依存せず、共同製作契約に基づき得ら
れる収益のみを配当（返済）原資とする投資スキームを提供している。
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具体的には、A社が B社との共同製作契約に基づき拠出（出資）する資金
は、A社も B社もその資金拠出（出資）により保有する著作権割合に基づ
き、その著作権から創出される収益を受け取ることができる権利（将来収
益分配請求権）を有することから、この収益分配請求権を金銭債権と認識
し信託銀行（受託者）に信託する。
収益分配請求権の信託を受託した信託銀行は、同請求権から生ずる金銭
債権から信託受益証券を発行して、受益者に交付する。あわせて受託者で
ある信託銀行は、同債権の運用・管理を受託する。
そしてその将来収益分配請求権を信託することによって発行された信託
受益証券の一部について弊行（受益者）が譲受し、その信託受益証券の対価
を信託銀行に支払い、信託銀行は委託者である A社に交付する。
これによって、A社は将来収益分配請求権を信託受益証券とその一部を
譲渡して現金にすることができるのである。
ここでポイントなのは、受益者である弊行は著作権（著作者人格権）には
一切関与せず、その著作権から創出される将来収益分配請求権のみが信託
された受益証券の保有者（受益者）となっていることである。本来、著作権
自体を保有することが資産（担保）価値と認識されてきたが、投資家（ここ
でいう銀行）にとっての資産（担保）価値は著作権から創出されるキャッシ
ュフローであり、この著作権を活用してコンテンツの価値を高めるのはマ
ーケットプレーヤーであるという構造にあると考えている。
このような信託方式を活用したスキームを通じて、著作権に立脚するコ
ンテンツの資金調達についてサポートを実施しているが、アニメや実写映
画の他、ゲーム、書籍、音楽等のマーケットにも同様の実績があり、さら
に展開を図っている。

 ◆知的財産権を活用した資金調達の今後について
前項の通り、著作権を活用した資金調達スキームを構築し、提供してき
たが、著作権は知的財産権の一部であり、今後さらに領域を拡大していき
たいと考えている。
投資家サイドは有形な資産背景だけではなく、知的財産権のような最も
重要な資産を正当に評価できるよう、知見を深めていく必要があるのは当
然の責務といえる。
一方で、知的財産権者も、その知的財産権がどのようなキャッシュフロ
ーを創出し、経済価値（効果）が具体的にいくらあるのかを、明確に提示し
ていくことが重要だと考える。
知的財産権の重要性は今後も一層高まっていくことは間違いなく、その
一助としてさらに資金調達の多様化を模索していきたい。



文部科学省のコーディネーター事例の第１回。本号では、産学官連携と金をテーマとしているので、それに
関連して、名古屋地区の事例を述べる。

連載●産学官連携コーディネーターの事例に学ぶ

銀行の支店長との企業訪問で
連携拡大
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◆はじめに
ここで紹介する事例は、2006 年 6月に文部科学省から刊行された産学
官連携コーディネーターの活動事例集「産学官連携の新たな展開へ向けて」
に掲載された事例を、少し別の視点から書き直したものである。大学と金
融機関との連携活動の成果は、本ジャーナルをはじめとしてすでにあちこ
ちで報告されている。それらの華々しい成果に比べて、本文で報告する事
例はまだ小規模であるが、ヒューマンネットワークの構築という視点で見
ると非常に有意義な活動であったので、その点を強調して紹介したい。

◆連携の発端は
A 銀行との連携は、2003 年末に、支店部の B課長と C調査役が当時の
名古屋工業大学共同研究センターを訪問された時から始まった。センター
長と私が話をお聞きした。A銀行のような地方銀行の社会的使命は、地域
の企業の支援と育成にあり、その使命を達成するためには金融面だけでな
く、技術面からの支援が必要であること、そのために名古屋工業大学とい
ろいろな側面で連携していきたい、という要望が簡潔、明快に表明された。
私はいわゆる銀行マンと仕事の話をするのは初めてであったが、若い 2
人の控えめな、それでいて熱意溢れる態度に大変好感を持った。センター
長も同じとみえて、その場ですぐ「よし、やりましょう」ということにな
った。

◆形を作る前にまず実績を作ろう
A 銀行の役員による本学への挨拶訪問、支店長会議での本学の PR 等を
経て、実務を担当する調査役の Cさんと私とで、連携活動方針について討
議を重ねた。冒頭に述べたように、当時すでにあちこちの大学が金融機関
と協定を締結し、連携活動を実施していた。大きな成果を上げたという話
がある一方で、協定を締結したものの一向に活動が進んでいないという話も
耳に入っていた。そこで協定という形を作る前に、まず実際に活動してみて、
それで実績が上がるようであれば協定締結に進む、という方針を立てた。

◆連携活動の目標は何か？
実績ということを言うからには、目標が明確でなければならない。銀行
と大学の連携活動の目標とは何か？　銀行がこれと見定めた会社に資金を
融資し、大学が研究成果を提供し、その結果としてその会社に新商品や新
事業が生まれ発展すること、それが最終目標であろう。しかし最終目標を

岩間　紀男
（いわま・のりお）
名古屋工業大学テクノイノベー
ションセンター 共同研究部門 
コーディネータ／文部科学省 産
学官連携活動高度化促進事業 産
学官連携コーディネーター
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見届けるまでには長い時間がかかる。そこで、A銀行がニーズを持つ会社
を紹介し、その会社と本学の間で共同研究を実施することを当面の目標と
した。

◆支店長と一緒に会社訪問
標準的な連携活動の過程は図１のようになる。まず C
さんがこれという会社を紹介する。私がCさんと共にそ
の会社を訪問し、技術開発課題を聞き出す。その際、その
地域を担当する支店長が同行する。ここが重要である。
面談の構図は図２のようになる。C調査役は私の側に
ついて、社長が説明するニーズについて、私が気付かな
い鋭い問いかけをして補佐してくれる。一方支店長は社
長の側に立ち、社長からは言い出しにくいこと、例えば
その会社の特長と業界での位置付けの説明、共同研究に
かかる費用についての質問などで、社長を補佐する。
面談のあとは、通常の企業訪問活動と同様に、ニーズ
に関連する研究を実施している教員を紹介して、社長と
教員との面談の場を設定する。研究シーズとニーズがう
まく適合すれば、共同研究へという運びになる。
本学の共同研究費用の下限は、50万円が目安になって
いる。中小企業にとっては 50 万円といえどもたやすく
出せるお金ではない。社長によっては大学との連携が初
めて、という不安もあり、共同研究の最終的な合意には
慎重になる。信頼する支店長が企業の立場で大学に問い
掛け、企業と大学の相互理解を補佐してくれるので、社
長の不安は軽減し、適正な判断が円滑に導かれる。

◆実績ができて協定へ
1 年の助走期間に 10社を訪問した結果、2件の共同研
究が成立した。通常の企業訪問と比べて高い成功率であ
り、2005 年 3 月に連携協定を締結した。これを皮切り
に、D都市銀行、E信用金庫、F地方銀行へと連携が拡
大した。現在までに、表１に示すような成果が出ている。
また、連携活動の内容も、イベントの共催、技術フェア
への出展、産学連携支援事業へと多彩になった。

◆しかし失敗も多かった
金融機関の企業ネットワークを使う狙いの 1つは、複数の中小企業の連
携体を作り、国や地方自治体の研究開発支援事業を活用して業績を上げる
ことである。2社が関与する共同研究で地域新生コンソーシアムへの応募
を画策したが、両者の思惑が一致せず、調整する時間的な余裕もなかった
ためにご破算になった。また、いったんは共同研究へと社長の気持ちが傾
いても、研究シーズの説明、例えばシーズの成熟度などが十分理解されて
いなかったため、断念したこともあった。

・実務担当者
・地域責任者 ・コーディネーター

③教員の紹介
　→技術相談

①ニーズ調査

②訪問

金融機関 大学

地域の企業

コーディネーター 社長

補佐 補佐

支店長調査役

〈銀行〉

（2006年 9月現在）

訪問企業
共同研究
奨学寄付
産学連携支援記念事業

28社

１件
１件
6件

図１　連携活動のプロセス（「産学官連携コーディネー
ターの活動事例集、2006年6月刊」より転載）

図2　面談の構図

表1　連携活動の成果（「産学官連携コーディネーターの
活動事例集、2006年6月刊」を修正して転載）
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◆こうすればもっと実績が上がる
これらの失敗から得られた教訓として、次のようなことに留意すれば、
さらに実績を上げることができると思う。
（1）迅速・綿密な意思疎通

社長の本音を聞く姿勢が必要であり、訪問後のフォローが特に重要で
ある。再訪問も有効である。

（2）どの組織にも通用する説明
複数の組織が関与する場合、共有すべき目標をどの企業も理解できる
よう、平易な言葉で説明する。

（3）戦略的な構想作り
公的研究助成制度を利用する場合、思い立ってすぐ間近の事業に応募
するのでは、良い申請書が書けず採択される見込みは少ない。金融機
関が持つ情報を活用して短期目標、中長期目標を立案し、戦略的な構
想のもとに応募することが大切である。

◆終わりに
銀行の支店長が地域の中小企業の社長との間で培う人間関係には、私た
ち産学官連携コーディネーターが見習うべきところが多い。これまで 10
人余の支店長と一緒に会社を訪問してそう思った。中でも、岐阜県の山間
にある小都市の G支店長を知って、その感を深くした。社長との遠慮のな
いやりとりの裏に、社長が Gさんに寄せる信頼の強さがうかがえた。名古
屋弁丸出しの親しみの持てる人柄、誠実さ、精力的に会社を回るフットワ
ークの軽さ。こうした資質はそのまま、コーディネーターのあるべき資質
に通じる。支店長の任期は平均すると２年から３年と聞いている。そのよ
うな短い期間で、堅固な信頼関係を築きあげた力量に感嘆した。
最近になって、「大した用事ではないのだが」と言って私を訪ね、なにく
れとなく相談をかけてくれる中小企業の経営者や技術者が少しずつ増えて
きた。このようにありたいと常々思っていた。後進の産学官連携コーディ
ネーターの人々へは、連携活動の技だけでなく、こうした良い人間関係も
伝承していかなくては、と思っている。



文部科学省のコーディネーター事例の第1回。本号では、産学官連携と金をテーマとしているので、それに
関連して、神戸大学と地元金融機関であるみなと銀行との連携事例を述べる。

連載●産学官連携コーディネーターの事例に学ぶ

みなと銀行との地域密着型
産学連携の推進
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◆はじめに
産学官（民）連携の必要性が国の施策としても言われ、各大学がそれぞれ
に特徴ある大学として差別化を図るべく、新たな取り組みや模索が続いて
いる。6月に京都で行われた第 5回産学官連携推進会議においても、第 3
期科学技術基本計画を受けて、新たに地域・人材育成・イノベーションが
キーワードとして大きくうたわれていた。従来から大学と企業の間では 1
対 1の産学連携が進められており、本学においても年間 200 件を超える共
同研究として定着している。しかし、最近このパターンでの取り組みにと
どまらず、効率よいイノベーションのために幅広い技術・異分野の統合・
融合が望まれ、その活動が大きく広がりつつある。文部科学省の産学官連
携推進支援事業も 5年目も迎え、従来の支援事業から「活動高度化促進事
業」と名前を変え、従来型の産学官連携に加えて、地域連携・広域連携等、
一大学のみではできないことを成し遂げるための新たな連携の枠組みに取
り組むことが期待されている。本学においても連携創造本部を中心に新し
い地域密着型の産学連携の在り方を模索しており、その中で、地元の金融
機関である株式会社みなと銀行との連携活動について紹介する。

◆具体的な連携活動
地元に密着した活動を展開しているみなと銀行法人業務室（現在の法人
部）から「地元中小企業からの技術相談対応を含め、地域の活性化に一緒
に取り組んでほしい」との申し入れが平
成 16年 1月にあり、その後の検討を踏ま
えて、実質的に 4月からスタートした当
大学とみなと銀行との包括連携（図 1）も
3年目を迎えた。段階的に連携活動を強
化することにより、ようやくその効果が
出つつあるというのが実感である。
1．企業訪問・技術相談
当初はみなと銀行各支店の営業部門に
寄せられる企業からの相談内容のうち、
従来対応できなかった技術系の相談を神
戸大学で受けることからスタートした。
連携初年度の後半からは、銀行より産学

大内　権一郎
（おおうち・けんいちろう）
神戸大学 連携創造本部 産学連
携コーディネーター／文部科学
省産学官連携活動高度化促進事
業 産学官連携コーディネーター

神戸大学̶みなと銀行　連携図

　地域産業の活性化
新たな産学連携プロジェクト神戸大学

連携創造本部

みなと銀行

法人部

産学官民連携推進部門
〈役割〉
・連携戦略の企画および推進
・新規プロジェクトの企画およ
 び推進
・情報発信とコーディネート
・協力研究の拡大および推進
・地域社会との連携の推進
・神戸バイオテクノロジー研究
・人材育成センターの運営

・地元企業に対する技術相談
・産学連携による研究開発支援
・大学保有の技術情報
　　　　　イベント情報の提供

平成16年3月  地域産業活性化のための連携協定締結

大
学
の「
知
」

金
融
機
能

地元企業

・技術相談対応
・各種情報提供

・投融資
・経営相談
・ビジネスマッチング

図1　神戸大学̶みなと銀行　連携図
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連携アドバイザー 1名を週 2日派遣していただき、コーディネーターと一
緒に技術相談のある企業を訪問し、具体的なマッチングを図る努力を続け
てきている。営業部門経由であることから、具体的・真剣な相談が多く、
単に技術相談にとどまらず、共同研究に発展する確率も高い。従来、大学
と縁はないと思っていたような企業からも、気楽に相談できるようになっ
たとの評価をいただき、大学の高い敷居を低くするこ
とに一役買っている。本年 4月には農学部・青木教
授のシーズを A社へ技術移転し、具体的製品化の第 1
号となった。
2．「一日神戸大学」の共催
連携後の共同開催イベントは「一日神戸大学」から
スタートした。「一日神戸大学」は本学が 4年前から
始めたイベントで、別名 “シーズの出前” という通り、
企業の方が望むシーズを、望むときに、望む場所で
教員自ら紹介するとともに、その後の技術相談・共同
研究等の橋渡しをコーディネーターが責任を持って行
うもので、既に 25回開催している。みなと銀行との
共催も、支店からの要請に応えて、取引先の企業を中
心に、地元の商工会議所も共催機関として参加するこ
とにより、2回開催している。マスコミで有名になっ
た相生市の「ど根性大根：大ちゃん」の救出作戦（成
功・失敗事例に学ぶ産学官連携の新たな展開へ向けて、
P.214）に、神戸大学のコーディネーターが関与でき
たのも、「一日神戸大学」を相生支店と共催（図 2）し
たことがきっかけになっている。
3．みなと元気ファンドの審査協力、つなぎ融資の
紹介
みなと銀行は、地元企業の第 2創業、（大学発）ベ
ンチャー育成などの支援を目的に、公募型の「みなと
元気ファンド」を 2年前に設立した。その審査の一員
として、連携創造本部の教員が参加し、技術的評価面
で協力体制を取っている。また、神戸大学との産学連
携により、公的な研究開発の競争資金獲得に成功した
中小企業に対して、実質入金前の立て替え資金として、
みなと銀行からのつなぎ融資をお願いすることも行っ
ている。
4．経営セミナーの共催
今年度はさらに中小企業の経営陣を対象にした連載
型の「経営セミナー」を企画した。「みなとエグゼク
ティブセミナー」と銘打ち（図 3）、神戸大学の経営学
部および自然科学系の学部より専門の著名な教授陣を
派遣し、分かりやすく話をしていただき、経営の一助

図2　一日神戸大学

図3　みなとエグゼクティブセミナー
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にしていただこうとの狙いである。10月 16 日に第 1回が開催され、月 1
回のペースで来年 1月まで、計 4回のセミナーを予定している。これだけ
の講師陣を一堂にそろえることは、やはり神戸大学でないとできないと、
好評を博してスタートした。

◆連携活動の評価
地元の、特に中小企業にとって、従来以上に銀行に声を掛けやすくなる
とともに、敷居が高いと思っていた大学からコーディネーターが気軽に企
業を訪ね、必要に応じてシーズを保有している教員につないでくれる仕組
み、あるいは教員が地域を訪れ、先端技術シーズを分かりやすく紹介して
くれる仕組み、産学連携の結果として競争的外部資金を獲得した企業への
銀行からのつなぎ融資の仕組み等に感謝してくれる企業も着実に増えてい
る。大学にとっても、地元密着型の産学官連携につながる新規企業の開拓
に大きく貢献している。
しかし、銀行にとってみると、従来は断るしかなかった技術的相談にも
対応できることで、顧客サービスの一環としてのメリットはあるものの、
それ以外の（人材を大学に派遣してまでの）短期的直接メリットを追求する
ことはなかなか難しい。つなぎ融資や経営セミナーはその打開策の 1つで
もあるが、今後とも地域経済の活性化という長期的視点で、できることか
ら手掛けていくという心掛けが大事であろう。そのためには技術相談対応
やシーズ紹介といった「種まき」中心の活動から、「成果の収穫＝技術移転・
イノベーション」につながる共同研究や地域活性型プロジェクトの設立に
重点を移していく必要がある。また、一金融機関だけではできることの限
界もあり、地域密着型活動の観点で意を共にする金融機関との大同団結を
図り、自治体も巻き込んだ地域活性化を考えることも必要だと思う。

◆終わりに
異なった背景・環境にある機関同士の連携は「言うは易く行うは難し」
の言葉通り、本来の効果を出すにはそれなりの時間が必要と思う。大学が
保有していない技術・知識・知恵・情報・ネットワークを有する他機関と
連携することは、これからの大学にとって、より早く、幅広く、効率的に
社会・地域貢献、特に地域の活性化につなげる近道と考えられる。しかし、
持っている資源、情報、考え方、進め方の異なる両者がどうやってうまい
連携をするのか、正直言ってまだ回答は見つかっていない。違う要素を持
った両者が組むメリットの追求と実効ある連携の在り方に今後とも知恵を
絞って行きたい。



産学官連携事例・連 載・

北海道の花“ハマナス”の商品化
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◆はじめに
北海道の東部に位置するオホーツク地域は、農・林・水産物の宝庫とし
て知られている。かつては北見地域において世界の 7割以上のハッカの生
産を誇っており、また、現在タマネギは日本の生産量の約 3割に達してい
る。その他、流氷がもたらす水産資源も知られている。
私ども株式会社はるにれバイオ研究所は、こうしたオ
ホーツク地域の有用資源を利用し、付加価値の高い商
品を作り出すことを目的として、北見工業大学山岸喬
教授を中心として 2002 年に設立されたベンチャーで
ある。今回は山岸教授との共同研究の結果得られた成
果をもとに開発したハマナス花（写真 1）を用いた製品
についてご紹介する。

◆きっかけは古文書
ハマナスは 1978 年（昭和 53 年）「純朴」、「野生的
で力強い」、「花の色が鮮明で葉も美しい」、「生命力が
強い」などの特徴から北海道のシンボルの花となった。日本中部以北、サ
ハリン（樺太）、朝鮮半島や沿海州などの海岸に自生するバラ科の植物であ
る。ハマナスの花には加水分解型タンニン、フラボノイドなどのポリフェ
ノールやアントシアン系の色素が知られていたが、われわれが最も注目し
たのは、アイヌ民族が江戸時代にハマナスの花を「水腫（すいしゅ）病」*1

と呼ばれた病気の治療にお茶のようにして用い、有効であるとの古文書の
記載を見つけたことである。
江戸時代、ロシアが日本に通商条約の締結を求めたが、当時の幕府がこ
れに応じなかったことから、択捉（えとろふ）の番屋
が襲撃されるという事件が起こった。これに対し幕府
は東北各藩に蝦夷地の警護を命じた。このとき現在の
留萌（るもい）付近に秋田藩の藩士が派遣され、その
とき随行したのが医師の岩谷省達で「胡地養生考、安
政 4年」（写真 2）という日記を書き記した。この日記
は秋田県立図書館に現存している。
その「胡地養生考」の中の水腫病の項にハマナスの
花の煎じ汁を朝夕、お茶のように飲むと水腫病に効果
があるとの記載が見られる。「水腫病」はその症状か

北冷地の風土病ともいえる壊血病の一種である水腫病には昔からハマナス花の茶を飲むなどして予防してきた。
そのハマナス花を商品化するまでの経緯を述べる。

金澤　勉
（かなざわ・つとむ）
株式会社はるにれバイオ研究所 
専務取締役

写真2　胡地養生考

写真1　共同研究開発したハマナス花

*1：水腫病 （壊血病）
体のあちこちが腫れあがり（水
膨れ、全身にリンパ液がたま
る）、激痛を発し、しかも知覚
や意識は最後まで正常で、患者
は激痛にもだえ苦しみながら死
ぬ。寒さと生鮮野菜の欠乏が千
島の風土病と言われる水腫病を
誘発していく。
参考ウェブサイト：入手先
http://www.edinet.ne. jp/
~ken01/shirase23.htm,（参照
2006-11-16）
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らビタミン C不足により起こる「壊血病」と類似しており、アイヌ民族が
ハマナス花からビタミン Cの補給をしていたのではないかと考え定量した
ところ、豊富なビタミン Cが含まれていること、また、そのビタミン Cは
煮沸しても安定であることが明らかとなった。ビタミン Cの安定化につい
ては研究中であるが、ポリフェノールが関与しているのではないかと推測
している。

◆ハマナス花の意外な作用
先にも述べたように、ハマナス花にはビタミン Cのほか、加水分解型タ
ンニンを含む豊富なポリフェノールが含まれている。近年、カテキンや縮
合型タンニン、フラボノイドなどに種々の有用な生理活性が認められてい
ることから、ハマナス花についても動物実験でその作用を調べた。このと
き、通常のマウスなどではふん尿などによる臭いが強烈に感じられるが、
ハマナス花投与群では臭いが和らいでいることが認められた。実際に飼育
時の臭いを検知管式気体測定器で測定したところ、アンモニアなどの臭い
成分の減少が認められた。これらの臭い成分の減少はボランティアの方々
に飲んでいただいたときの彼らのふん便でも認められたが、ふん便中の成
分を分析した結果、整腸作用が関与している可能性が考えられた。そこで、
in vitro*2 でのハマナス花のビフィズス菌に対する影響を調べたところ、ハ
マナス花を添加した時に、若干ではあるがビフィズス菌の増殖を促す働き
があることがわかった。ビフィズス菌などのいわゆる “善玉菌” の増殖を促
進する物質にはオリゴ糖などが知られている。われわれもハマナス中の活
性物質を調べたところ、オリゴ糖以外の成分に活性があることがわかり、
種々検討した結果、ポリフェノールである加水分解型タンニンであること
が明らかとなった。一般的にはポリフェノールには抗菌活性が知られてお
り、実際にわれわれが単離した化合物でもビフィズス菌以外では増殖を抑え
る働きが示されており、こういったポリフェノールの腸内細菌に及ぼす影
響、さらに整腸効果に及ぼす影響については現在も引き続き検討している。

◆ハマナス花加工食品の商品化と新しい作用への展開
以上のような消臭作用、整腸作用などのほか、抗酸化作用、消化酵素阻
害作用などの実験室レベルでの働きや、肌が滑らかになるなど特に女性の
肌の状態の改善などから、ハマナス花加工食品として商品化した。商品化
後も、皮膚に対してどのような作用を及ぼすかについて検討していたが、
これまでとは異なる働きがあることが明らかとなった。札幌市内の病院に
て病院職員によるボランティア 23名にハマナス花加工食品を 1カ月間服
用していただいた。服用開始前と開始後の 2回、一般血液検査や肌の状態
などのアンケート調査を実施し、ハマナス花加工食品が及ぼす影響を調べ
た。その結果、予期せぬ働きとして、服用前の血液検査で血中の中性脂肪
（トリグリセライド）の値が高めを示していた方すべてにおいて服用後減少
しているという結果を得た。そのほか、標準値を示していた方では影響が
認められなかったことから、ハマナス花の成分にこういった作用を示す物
質が含まれていることが示唆された。

*2：in vitro（インビトロ）
試験管内、体外で行う試験、検
査、処理、投与および照射実験
などの総称。
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◆ハマナスの栽培 ～北海道ブランド化を目指す～
ハマナスは北海道の海岸に自生し、初夏の 6月ごろからハマナス花は咲
き始め、夏の海岸をピンク色に彩る。オホーツク沿岸には多数の原生花園
があり、たくさんの観光客を楽しませている。ハマナスの花の商品化に当
たり、当初は野生品の採集を考えていたが、こうした環境面やコストの問
題から北見市内の農家にお願いして栽培を始めている。かつて、オホーツ
ク地域ではハマナスの花から香料を採取する目的で栽培が行われていた経
緯があり、栽培に適した環境であることがわかっている。われわれもハマ
ナスの栽培に着手したが、ハマナスには多様な品種があり、収穫量やポリ
フェノール含量などに差が見られ、優良な品種を栽培しないと採算が合わ
ない。現在は収量が多く、さらに花の咲いている時期が比較的長い品種を
栽培（写真 3）し、今後さらなる展開を行えるよう努力している。ハマナ
スの栽培が大面積で行われるようになれば、新しい観光資源としても期待
でき新しいブランドが形成されるものと期待している。

◆おわりに
これまでハマナスの研究、商品化に至る経緯につい
てお話ししてきた。現在も北見工業大学をはじめとし
て北海道内のさまざまな研究機関にご協力いただき、
ハマナスの詳細な機能を調べている。特に重点地域研
究推進プログラム「伝統医学とバイオメディカル技術
による生活改善食品の開発」というテーマで遺伝子レ
ベルでハマナスの働きを解析中である。
今後も意外な発見や予期せぬ働きなど新しい知見が
得られることを期待しているが、これまでさまざまな
方々の努力に支えられて商品化に至った。あらためて
この場を借りてお礼を申し上げたい。 写真3　栽培中のハマナス（八重咲き）



大学発ベンチャーの若手に聞く連 載

IT によるイノベーションを進行中
大量のCADファイルを瞬時にしてPDF化 

取材・構成：平尾  敏
千葉 宣明 氏（株式会社マイクロアーツ）に聞く
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国土交通省は平成 8年に「建設 CALS 整備基本構想」を発表し、平成 19
年からの本格実施を予定している。いわゆる CALS/EC 計画だ。財団法人日
本建設情報総合センターのホームページによれば、CALS/EC*1 とは公共事
業支援統合情報システムの略称で、一人一台のパソコンがインターネット
につながっている職務環境を前提とし「従来は紙で交換されていた情報を
電子化するとともに、インターネットを活用して公共事業に関連する多く
のデータベースを連携して使える環境を創出する取り組み」と定義してい
る。例えば、建築・土木工事における設計図等は、これまで紙に印刷して
運ばれていたが、これを電子媒体として機能させるもの。膨大な紙情報が
一つの電子ファイルに収められることによって、経費の節減とスピード化
が実現できる。同時に企業や地方公共団体の設計図の長期保存を電子媒体
で行うことも決まっている。もちろんこのシステムを導入するには CADシ
ステム *2 の発達と普及が前提にある。
しかし、ここで問題が発生した。CAD情報は、
1. 閲覧性が悪く公共の保存データとしてはふさわしくない
2. セキュリティーに欠けるため、改ざんを防ぐことができず設計者の著
作権を守ることができない
3. 容量が大きく大量保存をするためのコストが膨大にかかる
ことだ。この問題を解決するのがファイルのPDF化*3だ。代表的なソフトが
Acrobatだが、ここでさらに問題が発生した。保存される設計図が膨大で手
間がかかることと、細かな図形がきちんと変換できないことだ。
設計図の長期保存が義務付けられている建設業者等は、年間保存枚数が
大手で 100 万枚になるという。これまでは、保存のコンパクト化にマイク
ロフィルムを利用してきた。例えば PDF に単純変換するのに 1枚 30 秒か
かるとして、1工事現場の図面で 77 時間以上、1社で 1年分 100 万枚を
変換保存するには 5年半かかると計算される。大手ゼネコンが PDF 化する
人材を雇うとすれば、1日 3交替で休日も出勤するとして 15 人以上の専
門スタッフを必要とする計算だ。
マイクロアーツ *4 の千葉社長（写真 1）は、二つの課題を克服するソフ

トを作り上げた。
千葉宣明氏は昭和 36年 3月生まれの技術者である。そして工学院大学
建築科を経て一級建築士を取得した構造技師でもある。今日のソフトを開
発する下地は、構造設計を勉強するのに必須のコンピューターを駆使する

産業のイノベーションを語るときに21世紀をまたいでその役割を担ったのが「IT」といえるだろう。ITと一
口で言っても「IT化する」ことと「ITによるイノベーション」は違うものだ。今回は、ITによるイノベーショ
ンを実現しようとしているケースをご紹介したい。

写真1 代表取締役 千葉 宣明氏

*1：CALS/EC
Continuous Acquisition and 
Life-cycle Supportの略「生
産・調達・運用支援統合情報シ
ステム」、またECはElectronic 
Commerce:電子商取引の略。

*2：CADシステム
Computer Aided Designの略
で、「設計を自動化し、多くの
時間や労力を必要とする設計図
の作成・修正を、コンピュータ
ーを使用して、簡単かつ迅速に
処理するシステム」

*3：PDF
Portable Document Format
の略で、Adobe System社によ
って開発されたドキュメントフ
ァイル用のファイルフォーマッ
ト規格。

*4：株式会社マイクロアーツ
http://www.microarts.jp/



産学官連携ジャーナル  Vol.2 No.12 2006 35
http://sangakukan.jp/journal/

ところから培われた。大学卒業後、地元ゼネコンの現場監督を経験したあ
と 30 代で独立し設計士に。以来、図面設計の請け負いを中心に仕事して
いたが、5年前に CAD システムの PDF 化への時代を予感し、確信し、始
めた事業だ。現場を経験し実務に携わってきた業界人の直感だ。千葉氏は
会津大学のリエゾンオフィスに相談し、神谷徳昭教授の門をたたいた。神
谷先生の専門は数学。一般に PDF は画像を印刷画面にして解析しファイル
化しているが、マイクロアーツのそれは違う。一つ一つの図形を直接 CAD
ファイルから幾何的に解析し座標に組み込んでいくもの。従って、アナロ
グ化に伴う画像の劣化も防ぐことができる。例えば、曲線の表し方は従来
製品が短い直線の集合体として認識するのと大きな違いがある。グラフや
曲線がきれいに見えるゆえんだ。平成 14年、15年と福島県の補助金を受
け開発に特化。平成 16 年から販売開始したが、品質を飛躍的に上げて平
成 17 年から本格販売に入った。当初、大手システム会社と販売代理店契
約を結んで進めたが、販売価格を引き下げて原則直販方式に転換した。
現物を見ていただくのが一番だが、50 枚でも 100 枚でも、1,000 枚で
も一つのファイルに入っている CAD データはワンクリックで PDF 化され
る。しかも、画像の劣化が考えられないので変換後のチェックが不要とな
る。「速くてきれい」、PDF 化に伴う二つの問題を一気に解消した優れもの
だ。特に 1ファイル 50 枚以上の変換には効果的だと言う。当初は 2名で
始めたソフト開発も現在は社長を入れて 5人体制になっている。
CADシステムの発展は著しい。建築土木から機械製品の設計までさまざ
まな分野でのデータ保存にイノベーションを起こそうとしている。

◆ 筆者の感想
千葉氏は、パソコン少年がそのまま大きくなったような人だ。それだけ
に IT の世界に関しては誰にも負けないものがある。品質も良い。ウェブに
公開していることもあり、月間で数 10件のオーダーも新規に入ってくる。
しかし、時代の流れは制度改正をきっかけとしてフォローの風が吹いてい
るとき。一番ニーズが強いと思われる建設関係でも大手では清水建設を始
め数社しかない。情報が届いていないのだ。職人かたぎの人特有の「良い
ものが売れないはずはない」という錯覚に陥ることのないよう販売戦略の
確立と営業力の向上が求められる。

●取材・構成：平尾　敏
 （野村證券株式会社 公共・公益法人サポート部 課長／
 本誌編集委員）



POC治験の実施体制の充実は、産学官連携を積極的に推進し得る鍵である。京都大学では、そのための探索医
療センターとそのスタッフ部門としての医療開発管理部を置いた。そこで、コーディネータが機能するために
コーディネータ自身が前歴と、コーディネータ後で築いたヒューマンネットワークを大いに活用している。

僅壓佼覧些坿乘だ航迄ご〈≦U±％〕ット￥U¨

̶僅哽｛，！仭咼げだ産学官連携航迄̶
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◆ はじめに
大学アカデミー主導の「POC 治験（創薬型 Phase 2a 臨床試験）」の実施
体制を充実することは、医学バイオ分野において産学官連携を積極的に推
進するための重要な「鍵」であると思われる（図 1）。
この目的で、2001 年に京都大学医学部附属病院内に、探索医療（トラン
スレーショナルリサーチ）センターが設置された。さらに、産学官連携・
プロジェクトマネジメント機能を持つ「医療開発管理部」が、2004 年 4
月に新設された。「文部科学省産学官連携コーディネーター」の機能を活用
し、また医療開発管理部長として新しい要請にこたえるため、院内臨床試
験とその産学官連携の推進部門として、既存の強力なライン型専門組織で
ある探索医療センターおよび知的財産・契約部門を側面から支援すること
となった。以下に「医療開発管理部」の機能と業務につき記し、これを推
進するために貴重な支援と助言を与えていただいた関連諸分野のヒューマ
ンネットにつき報告する。

◆ 医療開発管理部の設置
医学バイオ分野での「権利の活用」は、
応用研究としての「ヒトでの評価（臨床
評価）」が重要な一端を担う。大学での臨
床評価が創薬型・医師主導の「治験」に
よって実施遂行が可能になれば、「産」を
呼び込む「場」として極めて有用な方策
となり、大いに産学官連携を促進し得る。
しかしながら、「治験」実施はその予算規
模、参画部門の数と相互連関、成果の社
会的責任等の面からみて「研究」の域を
超える大型プロジェクトであり「事業」としてとらえなければならない。
この「事業」を完遂するためには、学内関連諸部門との連携を組織横断
的にシームレスかつ経時的に、知的財産の管理、GMP・GLP・GCP による
治験の遂行や事業化を展望してのスケジュール管理、医薬品企業との折衝
と契約、また政府医薬品機構への対応等広範な調整・総括業務を担当する
部門「医療開発管理部」（図 2）の設置が極めて有用であると判断された。

樋口　修司
（ひぐち・しゅうじ）
京都大学国際イノベーション機
構（IIO）スーパーアドバイザー、
特任教授、医学部附属病院医療
開発管理部長／文部科学省 産学
官連携活動高度化促進事業 産学
官連携コーディネーター

C 京大  医  医開管  SH
2006.10.14

○

大学アカデミー（医学バイオ分野）
大学の研究成果を
　　社会に還元したい
　　標準医療化したい

トランスレーショナル
リサーチ活動

大学アカデミーでの
医師主導治験

（創薬型初期臨床評価）
体制の完備

（臨床第１・２a／２b相）
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図1　大学アカデミーでの医師主導治験̶産学官連携活動としての意義̶
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◆ 医療開発管理部の機能・業務と成果
この目的で新設された「医療開発管理部」は、大学の研究成果（シーズ）・
素材を磨き、価値を増大させるプロデューサー機能を持ち、既存の専門責
任部門（ライン組織）に横糸を織りいれる組織とされた（図 3）。具体的に
は、「治験による初期臨床評価」をキーワードに、研究初期（発明の権利化
ステージ）から研究の出口（標準医療化、産業化）への時間推移を一気通貫
でとらえ関係諸部門を調整・総括する部門と位置付けられ、次の 4項を業
務とした。
（1）臨床試験推進
附属病院での臨床試験（医師主導治験および高度先進医療申請のための
臨床試験）が円滑に実施できるよう産学官連携折衝と対医薬品医療機器総
合機構折衝を行う。 
…探索医療センターとの連携、同センターの指導のもとに。

（2）発明シーズ・研究成果の権利化、調整・整備支援
3 年以内の臨床試験を志向する京都大学医学バイオ領域での研究成果を
知的案件（知的財産&臨床研究データ等）
として資産化。
…医学領域知財・契約部門との連携の
もとに。
（3）発明シーズ・研究成果の活用・実用
化、産学官連携、折衝支援
対企業折衝（有体物授受契約、共同研
究契約、委受託研究契約、ライセンス契
約）の推進。
…医学領域知財・契約部門との連携の
もとに。
（4）代表研究者による臨床試験・所要研
究費調達、支援 

・・・

C 京都大学医学部附属病院2005.6○
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     図3　医療開発管理部の組織横断的業務



産学官連携ジャーナル  Vol.2 No.12 2006 38
http://sangakukan.jp/journal/

政府研究資金への応募、民間企業・ファンドへの応募（産学官連携面、
実用化へのイメージ、市場性面から応募力を増強）。
…大学事務部門（産学連携・研究推進課）とともに支援。
この 2～ 3年間の医療開発管理部の活動成果としては次のような点を記
せると思う。探索医療センターの活動チームの一員としての成果である。
○「治験契約」企業との創薬型産学官連携の新ビジネスモデルの導入。
「治験契約」は新しい形の創薬型共同研究法となった。
①企業側より：高品質（GMPレベル）な試験薬の供給と、倫理の壁を超
え得る安全性データ（GLP）の提供。
②治験の実施責任、大学側独立性の保持、高品質の有用性評価能力の獲得。
③企業へのリターン・提供：2～ 3年後に得られる治験データの研究成
果に加えて商品（ノウハウ）としての価値付加。
○研究進捗管理システムの開発：事業化を展望しての研究進捗管理調整
（時間軸を含む）システムを開発、実用化しつつある（Mb＝ DS システム、
IT を活用）。
○今春には 2主題の国内外未承認薬につき「医師主導治験（POC）」を医薬
品企業との「医師主導治験」共同研究契約のもとに開始し得た。国内で最
初の事例である。
○将来の臨床試験・治験を意図して次の課題につき進捗管理を研究者とと
もに行っている：医師主導治験（POC）（2 題）、JST シーズ発掘試験（12
題）、JST シーズ顕在化試験（1題）、文部科学省トランスレーショナルリ
サーチ流動プロジェクト（4題）、京大探索医療治験候補（7題）、京大先進
医療申請候補（7題）、医薬基盤研・次
世代医療技術創薬臨床開発プロジェク
ト（2題）・基礎研究推進事業（1題）、
JST 独創的シーズ展開事業、権利化試
験（1題）。

◆ 医療開発管理部の職掌の遂行
とヒューマンネットワーク
大学アカデミーでの医師主導治験に
よる創薬型初期臨床試験を実施するに
あたり、組織横断型の業務をミッショ
ンとする「医療開発管理部」の職掌を
ご報告した。組織トップからのヨコ活
動（組織横断的活動）への支持、すな
わち 探索医療センターの責任者 3教
授の強力な指導と支援、また病院長
（診療部門の長）・研究科長（医学研究
の長）の支援が得られたことが大きい
ことをまず報告したい。さらに文部科
学省産学官連携コーディネーターとし
てこの職掌を遂行するにあたり、図 4

（A）日本 国内ネット：（産学官連携のために、学学連携のために）
 1）大学アカデミーでの直近４年間の業務を通じてご指導頂いている 
  a） 文部科学省産学官連携コーディネーター　ネットワーク
  b） 京都大学（現在）
   i）  医学部探索医療センター３部門の教授・流動プロジェクト研究者　　
   ii）  医学部（基礎・臨床）・薬学部の研究者　　
   iii） 医学部・本部の事務部門（産学連携・研究資金調達）
   iv） 知財・契約部門　　
   v）  顧問弁護士、顧問弁理士　
  c） 他大学の医学部　研究者（特に医師主導治験の実施についての知見の交換を通じて）
  d） 政府当局
   i） 文科省、JST、　ii） 厚労省、医薬品医療機器総合機構、基盤研、　iii） 経産省、NEDO
  e）  医薬品企業　研究開発担当マネジメント、創薬型BV
  f） 日本製薬協（マネジメント、研究開発委員会）、医薬産業政策研
  g） CRO （臨床試験　受託会社） （毒性試験　受託会社） （治験薬製造　受託会社）
  h） ファンド、銀行・投資会社、IMS等の市場調査会社、治験保険会社
  i） TLO （関西 TLO, 京都リサーチパーク）
  j） 知的クラスター創成事業（バイオ、神戸、担当：事業総括）時ご厚誼あった友人　
  k） 経済誌・医薬バイオ業界誌の担当記者の方（意見交換、寄稿を通じて）
  l） 地方自治体（神戸市・大阪市・京都市：産業誘致分野、PM人材教育分野）
 2）大学時代　薬学部
 3）企業（医薬品企業）勤務時代（40年間）を通じて：
  a） 勤務会社（研究･開発・知財・契約・営業部門）
  b） 海外駐在時（26年間）：日本企業からの同輩現地駐在員　（本社ご帰国）
  c） 海外（伊・仏・独・英）駐在時：本省から現地大使館にご出向　（本省にご帰国）
（B） 欧米ネット：（国際連携のために）
 1）大学アカデミーでのこの４年間の業務を通じての
  a） 欧米大学研究者、開発折衝担当者（医学バイオ分野：トランスレーショナルリサーチ，創薬）
  b） 欧米駐日大使館　科学分野担当アタッシェ
  c） 欧米製薬協（米 PhRMA・英ABPI・仏 LEEM・独VFA）
 2） 海外駐在時の新薬開発・販売業務を通じての
  a） 駐在時に採用し、ともに業務にあたった研究開発分野の現地スタッフ
  b） 欧米医薬品企業他社マネジメント（共同開発、共同販売、ライセンス折衝を通じて）
  c） 欧米　医薬品規制当局担当者（FDA, EMEA-CHMPおよび、英・独・仏・瑞・蘭）
  d） 弁護士（新薬申請、知財、PL分野）

図 4　医療開発管理部の業務遂行とヒューマンネットワーク（一つの事例）
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に示すヒューマンネットワークから指導・助言・助力を頂いている。        
このヒューマンネットワークは、大学時代の 4年間、40 年間の企業勤
務時代、さらに企業を退いた後、大学アカデミーでの直近の 4年間の業務
とお付き合いを通じて構築されたものである。
今後医療開発管理部の業務を進め医学バイオ分野での産学官連携活動に
携わっていく上で、次の点をいつも自戒しつつヒューマンネットワークの
構築と展開をと存じる。
・情報をいただくこと、助力を得ることは、『無償』、『ただ』ではない、
大感謝の気持ちで。

・情報・助力を頂戴するのみならず、自分もプロフェッショナルな情報
を少しでも提供できるよう心掛ける。

・電話を気軽にかけることができる関係、他の方に紹介できるレベルま
での関係を築く。
さらなる厚誼と教導・助言を賜ることができるよう自己精進を心掛けた
いと思い、また、このヒューマンネットワークが組織の資産として次に継
承されるよう配慮していきたい。  



1：競争力研究所およびリヨン
における年次国際大会。
http://www.competitiveness.
org/

*2：グリーンブック
http://www.competitiveness.
org/article/articleview/108/1/3/

第┬回詩拝壺庶姉痴靖痩諏税煩雇
「¨♂々／U RPPV」ず煽賢やぐ
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私は、2006年10月9日から13日にかけてフランスのリヨンで開催された
“CLUSTERS2006, The 9th Annual Global Conference of The Competitiveness 
Institute”（第 9 回競争力研究所年次国際大会「クラスター 2006」）*1 に参
加した。この大会は、クラスターをテーマとする大規模な恒例の国際会議
である。
主催者の競争力研究所（The Competitiveness Institute）は、経済発展の
専門家やクラスターに携わる実務家、地域振興関連機関の政策担当者など
のための国際的な非営利組織であり、同研究所が設立された 1998 年以来、
毎年クラスターに関する国際大会を開催している。
本部事務局は、中心的な設立メンバーの出身地であったこともありスペ
インのバルセロナに置かれているが、世界各国の役員メンバーのネットワ
ーク組織として活動している。クラスターに関するこれまでの国際大会の
年々の開催地は、バルセロナ、ヴァレーゼ、グラスゴー、トスカーナ、イ
エーテボリ、ケアンズ、オタワ、香港、そしてリヨンであり、商工会議所
など現地の機関との共催で開催されている。この年次国際大会の活動を通
じて、世界各国のクラスターを調査したグリーンブック *2 やクラスター政
策白書も作成されている。
同研究所の設立は、マイケル・ポーターの下で学んだ研究者が設立の中
心的なメンバーとなっており、クラスターに関する国際大会もポーター系
の人々が中心となって始まった会合であると見られる。しかし、個々の参
加者を見ると、ポーター直系の研究者だけでなく、欧州を中心として、ク
ラスター政策やクラスター形成活動（cluster initiatives）に携わる官民の実
務家、研究者の幅広い参加を得るようになっている。今回は 62カ国から
計 400 人強が参加した。機関別の参加者構成としては、各国政府が 40％、
民間 26％、コンサルタント 12％、大学および学会 12％、その他 10％で
あり、地域的には、地元フランス 32％、その他欧州 39％、その他各国か
らの出席者が 29％であった。
今回のリヨン大会の議論の内容としては、クラスターのガバナンス、ビ
ジネス・インボルブメント（クラスター形成活動への民間企業の参加促進）、
クラスターの評価、イノベーション・マネジメント、ネットワークのネッ
トワーク、競争力向上のための課題、政府・大学・金融機関など参加主体
別の分析、発展途上国のクラスター、クラスター形成活動におけるメディ
アの役割などをテーマとして議論が行われた。これらの議論を通じて、各
国のクラスター関係者にとって、特に、クラスター形成活動や政策の評価
手法への関心が高まっていること、また、クラスター形成活動にどうやっ
て民間企業の参加を促進するか（ビジネス・インボルブメント）、そして、
クラスター参加者の意思決定を誘導してクラスターの発展をどのように促
すか（クラスターのガバナンス）といった問題に大きな関心が持たれてい
ることが分かる。



*3：ポーターのクラスター理論
は、イノベーション指向的であ
る点においては、日本のクラス
ター政策と共通しているが、そ
のクラスター概念は、特定産業
の生産分業ネットワークとして
の性格が強い。クラスターとい
えば、ワインクラスターとか自
動車クラスターなど特定産業に
関するものであると認識されて
いる。これに対して、日本にお
いては、自動車産業集積や各種
中小企業性消費財の産地集積な
ど、特定産業の生産分業ネット
ワークの発達した産業集積は従
来から存在していたのであって、
2001 年以降のクラスター政策
が狙いとしているのは、従来の
生産分業ネットワークを超えて、
場合によっては全く異なる産業
の技術も含めて多様な技術の連
携からイノベーションが起こる
ような連携やネットワークの形
成に主眼を置いている。このた
め、日本のクラスター政策、特
に産業クラスター政策では、特
定産業性はクラスターを規定す
る要因としては必須ではない。
IT、バイオなど特定産業性の強
いクラスター形成活動もあるが、
TAMA プロジェクトのような
多様な産業を包含するクラスタ
ー形成活動も存在するのである。
これらが、ポーターのクラスタ
ー理論が日本のクラスター政策
の理論的指針としてはミスマッ
チがあると筆者が考える理由の
一つである。

*4：在京各国大使館科学技術
担当官を中心とする在京外国人
に対しては、独立行政法人経済
産業研究所、文部科学省科学技
術政策研究所、研究・技術計画
学会の共催による地域クラスタ
ーセミナー http://www.rieti.
go.jp/users/cluster-seminar/
index.html の場もある。
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私は、ポーターのクラスター理論は、世界各国の政策実務への浸透とい
うことでは評価されるが、日本のクラスター政策を推進する上での理論的
指針としてはミスマッチがあると思っている *3。しかし、この年次国際大
会は、欧米各国の多数の実務家と研究者が集まり、特に、欧州各国の地域
政策やイノベーション政策担当の実務家や大学および民間のクラスター形
成活動関係者にとって、政策経験や政策手法、評価手法についての情報交
換および人的ネットワークの形成の場として大いに頼りにされている。こ
のことを目の当たりにして、ポーター学派の人たちの現実社会への貢献努
力を再認識することができた。
また、今次大会の最終日には、競争力研究所の中心的な設立メン
バーであったドゥッホ氏（Emilliano Duch、コンサルティング企業
Competitiveness の CEO）によるイタリア産業地区研究の大家であるベカッ
ティーニ（Becattini）教授のビデオインタビューが紹介された。ビデオ上
映前にドゥッホ氏いわく「私は今までポーターがクラスターの総帥だと
思っていましたが、ベカッティーニ教授が早くも 1970 年代から産業地区
（industrial district）の言葉で、クラスターと同様の概念を提唱されていた
ことを知りました」と聴衆に紹介した。このことによって、ポーター系の
人々もポーターのクラスター理論以外にイタリア産業地区論など経済地理
学系の議論があることを認識し、ベカッティーニ教授らの業績の意義を高
く評価していることが分かった。このことも本大会に参加して得た収穫の
一つである。
最後に日本との関係について述べたい。ハーバードビジネススクールの
クリスチャン・ケテルス（Christian Ketels）教授のグループは、グリーンブ
ック第 2弾を作成するため精力的に作業中であり、今次大会でその進捗状
況の報告があった。その中で、日本についてかなり注目しているが、今の
ところ情報不足であり、日本を含む一部の先進国については、引き続き調
査が必要であるとのことであった。
一般に、欧米において、日本のクラスター政策への関心が徐々に高まっ
ているが、日本に関する情報収集には苦労しているようである。私も、今
年の 6月には、北欧諸国のクラスター政策に関するワーキンググループが、
日本のクラスター政策の情報収集に苦労していることを聞きつけた本誌編
集委員の一人の紹介によって、その北欧諸国の会合に出席したところであ
る。今回の競争力研究所のリヨン大会にしても、400 人強の出席者の中で、
日本から参加しプレゼンテーションを行ったのは私一人（他に現地大学院
に留学中の日本人学生 2名の部分参加あり）であった。
このように、クラスター形成活動やクラスター政策に関して、日本の海
外への情報発信は少ない。経済産業省も文部科学省も英文による政策情報
の発信に努めてはいる *4 が、研究論文その他を含め、欧米や東アジア諸国
に比べると日本のクラスター政策やクラスター形成活動についての信頼で
きる英語文献の量は非常に少ない。今後、クラスターに関してもいろいろ
なレベルで日本から海外への質のよい情報発信の増加が望まれるところで
ある。また、日本のクラスター関係者にとっても、海外のクラスター関係
者との交流の場として、このような競争力研究所の年次大会や時に応じて
開催される経済協力開発機構（OECD）等の国際機関の会合が活用できるこ
とを承知しておくと有益であろう。

（京都大学経済研究所 教授／本誌編集委員  児玉俊洋）



第 6回産学官連携サミット
日時： 平成18年11月20日（月）
 13：00～ 17：30
会場：赤坂プリンスホテル
 「五色の間」
主催：内閣府、総務省、文部科

学省、経済産業省、日本
経済団体連合会、日本学
術会議

第2部で行われた全体ディスカッションの模様

「第６回産学官連携サミット」報告
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標題のサミットは、今年も例年に劣らず多数の参加者を迎えて開催され
た。参加者は産学官連携を推進する日本の各組織のトップ層の方々が中心
であり、若年の参加者を見いだすのが若干難しかった感がある。
第 3期科学技術基本計画がスタートした本年、2006 年であるが、計画
推進のコアである「イノベーター日本」や、さらには「イノベーション
25」が動き出すなど、これからは【科学技術政策、イノベーション】が世
の中のキーワードとなっていくことをうかがわせる。基調講演は、高市早
苗内閣府特命担当大臣の「イノベーションで創る日本の未来」であった。
本サミットの内容は包括的であったが、要点としては : イノベーション
は産業活性化にとって必須であること、持続可能な社会実現のためには、
科学技術の進展がその要であること、課題先進国である日本は、21 世紀
の社会がどうあるべきかの観点で研究テーマを設定することができる点、
そしてそこに産学連携が役立つ研究課題の動機があること、さらに、融合
型研究によれば広く社会課題の解決が図れること、などがあった。
イノベーションの本質に関する議論は随所で、かつ多角的に行われ、深
められた。イノベーションは、最初から精度の高いロードマップ的なスト
ーリーは描きにくいこと、なぜなら予測できない革新を伴ったり、予測で
きない部分からイノベーションが発生したりすること。しかし、イノベー
ションが科学技術分野の革新にとどまらず、社会システムの革新も含めて
完成に至るものである以上、イノベーションがもたらす富は、実社会の社
会制度に対して還元されるべきである。端的にいえば、各種社会制度の変
更を迫るイノベーションである。そのようにしてイノベーションは社会に
貢献できる必要があること、などが議論された。方法論的には、トップダ
ウン式のイノベーションとボトムアップ式のイノベーションがあるが、後
者にこそ飛躍度の高い革新の種があるの
ではないか、などの議論があった。
おしなべて先進国で学生たちの理科離
れが進んでいることに関する問題も出さ
れた。前述のような広範な課題を解決する
ためには、理系、文系を併せ持つような素
地と見識を備えた人材、人間力の高い人材
が求められる。未来を担う若者の教育に当
たっては、勉学の課程のみならず、社会に
出てからの処遇も含めて、長いキャリアパ
スで考え、育成の環境を整えることが重要
である。

（本誌編集長 加藤多恵子）
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コーディネータ人材
研修で思うこと

社会的分業の在り方に
より深い議論を

産学連携に果たす
金融機関の重要性を
考える
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★「技術移転にかかわる目利き人材育成研修」に関与し始めて 4年が経過した。
コーディネータ機能を担う受講者の方々が年々若くなっており大変喜ばしいこと
ではある。
　しかし、産学連携や技術移転にかかわる知識や経験に大きなバラツキがあり、人
事のローテーションが 2年程度と短いケースも多く、基礎研究の成果を事業化ま
で見届けることができない状況も多く見受けられる。このことがコーディネータの
社会的評価や責任と権限の在り方を左右している大きな要因の一つではないかと
考えている。
　産学官連携の効果を高めるためには、育成プログラムに沿ったOJT 研修、技術
育成費をコーディネータの裁量に委ねるなどの方法を通じて意欲とスキルを磨い
ていく必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤川委員）

★ 10月号の巻頭座談会「日本型MOTと産学官連携」（司会と本文構成を担当）で
は考えさせられることが多かった。科学者・技術者が「専門家」という枠に押し
込められて、結果的に国や企業の戦略形成や意思決定にかかわる機会が文系の人
間に比べて抑制されてきたこと…。だからこそ技術者がMOT（技術経営）を身に
付けて、理論武装するというシナリオだったが、フタを開けてみれば、MOT大学
院の履修生は予想外に文系の人間が多くなっていること…。「科学者」「技術者」
の担う社会的役割や、理系・文系の社会的分業のありようは今後どうなっていく
のか、そもそもの職業的役割分担の社会設計そのものから含めて、より深い議論
が必要だと思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田柳委員）

★地域の活性化策として、地域の企業と大学との効果的な連携が大いに期待され
ている。そして、産学連携を進めるに当たっては金融が大きな役割を果たす。金
融が果たすコーディネータ的役割が重要である。そして、その中心には地域に根
ざす信用金庫がある。金融機関と企業、大学とのつながり、金融機関同士の横の
つながり、ネットワーク形成や情報交換にはそれらをコラボするコラボ産学官の
ような機関も要（かなめ）となる。本号の巻頭座談会では、信用金庫の方々によ
るトピックスが話されています。
　また本号では、国立大学法人化後の東北大学における産学連携体制の記事を掲
載しています。
　師走ではありますが、しばし一息入れてジャーナルを読んでいただけますよう、
期待します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （加藤編集長）




