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高市  早苗「イノベーション25」
 について

新 年 提 言

内閣府特命担当大臣（イノベーション）
（たかいち さなえ）
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21 世紀を迎え、我が国は人口減少時代に突入し、さらに地球規模で見れば、
人口問題、食糧問題、環境・エネルギー問題等の諸課題が顕在化する状況にある。
人口減少局面においても我が国が十分に力強く成長し、一人一人が豊かで安
全・安心な生活を享受するとともに、世界の諸課題の解決に貢献していくために
は、我が国に新たな活力をもたらすイノベーションの創造が必要である。そし
て、たゆまざるイノベーションの創造のためには、科学技術力の強化とそれが社
会で活かされる仕組み作りが重要だ。
安倍総理の所信表明演説で、「イノベーション25」の策定が公約に盛り込まれた。
日本が「美しい国」として繁栄を続けるためには、安定した経済成長が不可欠
であり、イノベーションの力とオープンな姿勢により、日本経済に新たな活力を
取り入れることを目指す。
具体的には、成長に貢献するイノベーションの創造に向け、医薬、工学、情報
技術などの分野ごとに、2025 年までを視野に入れた、長期の戦略目標「イノベー
ション 25」を取りまとめ、実行することとし、その担当大臣に私が命じられた。
イノベーション担当大臣は、安倍政権で初めて置かれたポストである。また、
その実務に当たるため、内閣府に「イノベーション 25特命室」を設置した。
学界、産業界など高い見識を有する方々からご意見を聞く場として、黒川清氏
を座長とし、7名の委員からなる「イノベーション 25 戦略会議」が設置され、
これまでに 4回の会合を持った。
このイノベーション戦
略会議では、今後、第一
段階として、イノベーシ
ョンで 2025 年の国民生活
が、安全や利便性の面も含
めて、どうなるのかを分か
りやすい形で示すととも
に、そのための目指すべき
イノベーションについて、
2007 年 2 月をめどに取り
まとめることとしている。
ここでいう「イノベーシ

平成18年に発足した安倍政権の所信表明演説に盛り込まれたイノベーション25について高市早苗
イノベーション担当大臣が語る。成長に貢献するイノベーションの創造に向け、2025年までを
視野に入れた長期戦略目標が取りまとめられ、実行されることになる。

イノベーション 25戦略会議
趣旨　日本社会に新たな活力をもたらし成長に貢献するイノベーシ
 ョンの創造に向け、長期の戦略指針「イノベーション 25」の策
 定のため、イノベーション担当大臣（高市・内閣府特命担当大
 臣）が学界、産業界などから高い見識を有する人々の参集を求
 め、「イノベーション 25戦略会議」を開催する。

イノベーション担当大臣

（座長）黒川　清 （内閣特別顧問）
 江口　克彦（PHP総合研究所代表取締役社長）
 岡村　正 （日本経済団体連合会副会長（（株）東芝取締役会長））
 金澤　一郎（日本学術会議会長（国立精神・神経センター総長））
 坂村　健 （東京大学大学院情報学環教授）
 寺田千代乃（関西経済連合会副会長（アートコーポレーション
  （株）代表取締役社長））
 薬師寺泰蔵（総合科学技術会議議員（慶應義塾大学客員教授））

体制
平成18年10月20日設置
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ョン」とは、単なる「技術革新」という狭義の概念ではなく、広く社会のシステ
ムや制度をも含めた「革新・刷新」である。
そして、その結果をもとに、第二段階として、総合科学技術会議等を活用し、
実現のための戦略的ロードマップの検討を行い、2007 年 5～ 6月までに「イノ
ベーション 25」を取りまとめることとしている。
世界の主要各国は、国際競争力を高め、それを維持する上で、科学技術を重視
している。
例えば、米国の 90年代の復活は、科学技術への投資の拡大が産業・経済の発
展を導いたと言われている。「パルミザーノレポート」や 2006 年のブッシュ大
統領の一般教書演説における「米国競争力・イニシアチブ」などでも、国際競争
力の維持・強化のため、科学技術を軸としたイノベーションを掲げている。
EUは、「活力ある知識経済の構築」を目標に掲げ、イノベーションの強化を指
向し、英国も、ビジネスを含む新技術とイノベーションへの投資を重視している。
最近急成長している中国も、2006 年に発表した「国家中長期科学技術発展計
画綱要」では、自主技術によるイノベーションを意味する「自主革新」「創新型
国家」を掲げている。
このような状況の下で、世界各国はこぞって、政府の研究開発投資を拡大して
いる。
また、中国の「海亀政策」をはじめ、人材獲得競争も展開されている。21世
紀は、まさに「知の大競争」の時代と言える。
技術の進歩や、暮らし方の改革などを含め、生活者の立場に立ちつつ、「生活
がこんなに便利になる。安心になる」という夢のある未来を描き、そこへの道筋
を明らかにしていきたいと考えている。
本取組の第二段階である、夢のある未来の実現のための戦略的ロードマップを
分野別にまとめる工程では、産学官の新たな連携の在り方等についても、主要な
検討課題の一つとなると思われる。
本誌読者の皆様からも、是非忌憚（きたん）のない積極的なご提案をいただけ
ればと願っている。
今こそ、科学技術力を核としたイノベーションを日本各地で起こし、知の世界
大競争の中、生活者の立場を大切にしつつ、力強い日本、豊かさと夢のある社会
を実現するため、皆様とご一緒に、本格的な産学官協働関係を作り上げていきた
いと考えている。
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独立行政法人 科学技術振興機構
研究成果活用プラザ石川 総館長

慶伊  富長
（けいい・とみなが）

●産学官連携ジャーナル
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  「産学官連携ジャーナル」創刊号の尾身現財務大臣の巻頭言は、「フロントラン
ナー時代に入ったわが国は」から始まり、「今後の産学官連携の方向を示すいく
つかのキーワードを挙げてみたい。まず大学改革である。（中略）人材育成も重
要なテーマである」と続き、「関係者が情報交換を密にして、より一層産学官連
携を進めるために、この産学官連携ジャーナルが活用されることを期待」と結ば
れている。
要するに、科学技術基本法・基本計画第 2期 10年間を成功裡に終え第 3期に
入る。その産学官連携（特に大学）についての政府方針の周知徹底のためにジャ
ーナルを創刊する、と読める。従って、創刊以来 2年間このジャーナルは、そ
の役割を立派に果たしてきたと言ってよい。
  「大学の社会貢献不足を難ずるのみ」の従来の議論から、大学本務の教育と研究
についての積極的提言を引き出した。PhDやMOTコースなどでの高度人材育成、
基礎研究の堅守など、大学側に分かりやすく大学側に向けた巻頭座談会「産学官
連携による人材育成」（Vol.2 No.4, No.5）から「産業界に聞く産学連携」山野井
昭雄氏（前 日本経団連 産学官連携推進部会長）に聞く̶人材育成（同No.10）、
柘植綾夫氏（元 三菱重工業代表取締役・常務取締役、現 総合科学技術会議）に聞
く̶日本のとるべき科学技術立国への道は（同No.11）、の記事が官と産の一致
した主張の裏付けとなっている。
科学技術基本計画第 1期 17 兆円、第 2期 24 兆円、そして第 3期 25 兆円と
支援を継続している官、「いざなぎ」景気回復に入り法人減税を目前としている
産、ともに学に寛容たる余裕が生じたのかもしれないが、批判にあらざる学への
的確な提言が公表されたのである。
  「一国が繁栄したときそこに優れた大学があった」（ホワイトヘッド）は大学人
に有名だが、歴史は「一国が経済競争に敗れたとき、そこの産官こぞって大学を
攻撃する」と教えている。景気後退となればまた大学批判が始まる、というべき
ところだが、日本だけは今後そうはならぬという可能性が現在生まれている。そ
れは、科学技術振興機構（JST）が全国に張り出した地域産学官連携組織、研究成
果活用プラザとサテライト群の存在であり、それによる地域中小企業を含めた全
国の産学連帯の形成が進み産学官の日本型が生まれる可能性がある。
科学・技術の評価は世界共通。基礎科学研究力は発表論文、技術力は出願登録
特許のそれぞれ量と質によって測られる。ただし、これらは出来上がったモノに
ついての評価である。創り上げるプロセス、すなわち、実際の研究現場は国によ
り、大学により、驚くべく違う。日本の大学の研究スピードはおそらく世界トッ
プであろう。ただし、テーマ選定が後追いの癖が抜けない。全く逆なのがドイツ
の大学、という具合である。従って、さらなる発展のためには強力な日本型の建
設が必須であり、そのためには地域産学官連携に性急な数値目標を達成させるよ
りも相互連帯強化のための息の長い施策が望まれるのである。
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̶日本型創造的研究の在り方を考える̶
「第2期・科学技術立国論」に向けて

西澤 潤一●林 主税●森 健一

司会進行・本文構成：田柳恵美子（本誌編集委員）

産学官連携ジャーナル  Vol.3 No.1  2007 4
http://sangakukan.jp/journal/

◆創造的研究の原点に立ち戻る
● 2006 年は、ERATO（創造科学技術推進事業）*1のスタートからちょうど
25年と節目の年を迎えたわけですが、今後の日本の創造的研究の在り方を
考えたときに、「人にプロジェクトを託する」という ERATOの当初の発想
は非常に重要なモデルになると思われるのですが。
森　やはりそろそろ原点に戻って、「独創的な科学技術を育てるとはどうい
うことか」を見つめ直すべきではないかという議論が出ています。当初
の千葉玄彌さんの時代 *2 には、プログラムディレクターやプログラムオ
フィサー *3 自身が「この人ならば」という研究リーダーを選んでプロジ
ェクトを任せるという、「人が人を見込む」という色合いが強くあった。
それが時代とともに、委員会による審議方式へと移行してくると、大勢
の人の意見を集約する中で、角がある提案が通りにくく、八方美人的な
提案が通りやすいということになってきてしまった。創造的研究の原点
に立ち戻って考えたときに、そうした傾向はいかがなものかと…。やは
り独創的な構想力を持っている人を選んで、その人の構想に未来を託し
て新しい科学技術の潮流をつくるという、そもそもの出発点にもう一度
立ち戻ってみるべきじゃないかということです。
西澤　あの当時の日本では、民主化が進んだのはいいけれど、平等主義が
あまりにも強く出過ぎたがゆえに、画一化の方に強く振られてしまって
いて、「個性を生かす」ということができなくなっていた。そんな中で、
ERATOが構想され、当時の科学技術庁長官だった中川一郎さんが「科学
技術立国元年」という言葉を打ち出した。ERATOの発想は斬新だったし、
実際、国際的にも非常に高い評価を受けました。
森　最近、国内外の人たちにお願いして国際的な評価を行ったんですが、
「この制度は非常に成功している」「特に人を選ぶということを中心に据
えているのが良い」と高い評価を受けています。すでにプロジェクトが
終了したものについて、「その研究リーダーの出した成果によって、新し
い科学の潮流が生まれたか」という質問についても、実に 75％以上の研
究リーダーが、世界の研究者たちからそのように思われているという結
果を得ています。と同時に、「委員会制度にだんだん偏ってきたのは、良
くないのではないか」というコメントもいただいています。
林　 「透明性」ということがよく言われますが、委員会制度にしたからと
いって、果たして透明になるのか疑問です。

西澤　潤一
（にしざわ・じゅんいち）
首都大学東京 学長／国際工学
アカデミー連合会長

森　健一
（もり・けんいち）
東京理科大学MOT大学院 教授
／独立行政法人 科学技術振興機
構 研究主監（プログラムディレ
クター）

林　主税
（はやし・ちから）
株式会社アルバック 社友

世界にインパクトを与えるような創造的なイノベーションを起こしていくには、計画されたロードマップ
の中にはまだ書かれていない、未来を拓く科学技術研究を起こしていくしかない。われわれは未知なものを
評価する基準を持ち得ていない。とすれば、まだ見えていないものを見通し、それを実現するための戦略的
な構想力とリーダーシップを持ち合わせている「人」に、その夢を託していくしかない。プロジェクトリー
ダーとして、またプロジェクトディレクターとして国家プロジェクトを牽引してきた3人が、第2の科学技術
立国論へ向けて、再びロマンを語り合う。
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*1：「創造科学技術推進事業（通
称ERATO）」は1981（昭和56）
年に発足、その後 2002（平成
14）年より「戦略的創造研究推
進事業 ERATO型研究」として
新たにスタートした。その目的
は当初より、国の戦略目標の達
成に向けた基礎研究の担い手と
して、科学技術の芽を積極的に
生み出すこととされている。卓
越した洞察力、指導力を持った
研究者がリーダー役である研究
総括を務め、全国あるいは世界
から第一線で活躍している優れ
た才能を結集し、科学技術版「ド
リームチーム」を結成すること
により、国際的にも高いインパク
トを持つ成果を生み出してきた。
「戦略的創造研究推進事業 
ERATO 型研究／創造科学技術
推進事業」ホームページ http://
www.jst.go.jp/erato/index-j.
html

*2：千葉玄彌氏は、1980 年、特
殊法人新技術開発事業団企画部
長 を 経 て、1982 年、同・ 創
造科学技術推進事業室長に着
任、ERATO事業の構想から創
設、初期の運営を牽引してきた。
ERATO事業のスタート当初のエ
ピソードについては、本誌2006
年 3月号、藤川昇「産学官連携
の変遷と展開̶新技術開発事業
団を題材として̶」に詳しい。

*3：プログラムオフィサー（研
究課題管理者）は、研究支援制
度の個々のプログラムや研究分
野において、課題の選定、評価、
フォローアップ等の実務を行う
責任者。プログラムディレク
ターは、より上位の責任者とし
てこれらの競争的研究資金制度
と運用の統括にあたる。

図1　ERATOが変えた日本の研究システム
　　  （出典 : 科学技術振興機構「ERATO-25 周年記念誌」）
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森　確かに、委員会制度が透明性の代名詞のように思われているところが
ありますが、それは大いなる誤解です。でも競争的研究資金の流れの中で、
時流はますます委員会制度を要請する方向になっています。
林　どうも競争というものが入ってきてから、考え方がおかしくなってい
ませんか。「競争的研究資金」という言葉を初めて聞いたとき、国際競争
のことかと思ったら、プロポーザルの競争だという。しかしその実態を
見てみれば、競争と言いながら、研究資金のバラマキと同じような構造
になっているように思います。
森　今、そこの改善策に知恵を絞っているところです。競争的研究資金に
は、一つはピアレビュー、つまり大勢の専門家の人の公平な判断がなけ
ればいけない、もうひとつは公募でなければいけないという、二つの前
提条件があります。この条件の下で「人が人を選ぶ」という原点に戻る
ための方策として、「人が人を推薦する」ことを一つの公募形式ととらえ
ようと考えています。「この人は素晴らしい人だ」と周囲の人から推薦さ
れた 1,000 人ぐらいの候補者の中から、書類選考で 40、50人に絞って、
それぞれの構想を聞いて選考するというやり方を取ります。
　　具体的には、5人のプログラムオフィサーが率いるアドバイザ・グルー
プが、それぞれ 40、50 人の中から 1人を選ぶ。つまり 5人のプログラ
ムオフィサーが、5人のリーダーを選ぶというかたちです。この仕組み
の中で、その人の研究によって世界で新しい科学技術の潮流が起きうる、
そういう可能性を秘めた人を選ぼうじゃないかと考えています。
　　これからさらに諸先生のご意見を伺いながら、どのように制度を改革
していけるのか、考えていかなければならないところです。

◆名馬を走らせる名伯楽を選び出す
●「人を選ぶ」というのは、具体的にどういうことでしょう。その人の何に着
眼するのでしょうか。

森　これまで西澤先生、林先生をはじめ、80 名余りの方が、ERATO の研
究リーダーに選ばれていますが、その方々に共通しているのは、広い視
野で俯瞰（ふかん）して問題をとらえていることだと思います。鷹の目と
いうか、自分の構想についての見通しがよくて、既存の専門分野を超えて、
はるか遠くまではっきりと見えている。そういう方は必ずしもアカデミ
ズムの世界にだけいるのではなく、時には民間にもおられる。そこを分
け隔てなく選んできたことも特徴的だと思います。
西澤　あの当時、私は「目利き」という言葉を使いました。もしかすると
日本で初めてかもしれません（笑）。人が人を選
ぶためには、目利きが必要なんです。
林　千葉玄彌さんは、まさにそういう方でしたね。
森　千葉さんの言葉を借りれば、研究プロジェク
トというのは「名伯楽と千里を走る名馬」によ
って初めて成立する。研究リーダーはいわば「名
伯楽」でなければならない。千里を走る若い研
究者を、全国から、さらには海外から集められ
る力を持っている名伯楽を選び出し、存分に力
を発揮できる権限をその方に与えるということ

ERATOが切り開いた
新しい研究推進方式

日本の研究推進
システムへの波及

人中心の研究システム
既存組織にとらわれない
時限の研究拠点

柔軟な専任研究員雇用
ヘテロで開放的研究集団
（学産官、海外、異分野）

弾力的研究運用

プロジェクトリーダー方式
既存組織にとらわれない
時限の研究拠点方式
専任研究員時限雇用

学産官研究者共同研究方式
海外研究員雇用
異分野融合

弾力的研究計画運用
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http://www.jst.go.jp/erato/index-j.html


*4：キャヴェンディッシュ研究所
1871年、物理学者ヘンリー・
キャヴェンディッシュを記念し
てケンブリッジ大学内に創設さ
れた。核物理学、量子力学、分
子生物学などの創成に貢献し、
世界で最も多くのノーベル賞受
賞者を輩出している。

*5：ウイリアム・ローレンス・
ブラッグ
1915年、父のウイリアム・ヘ
ンリー・ブラッグとともに結
晶構造のX線解析の理論によ
り、ノーベル物理学賞を受賞。
1938年、キャヴェンディッシ
ュ研究所所長に着任した。
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を ERATOは目指してきたし、実際にやってきたわけです。
西澤　しかし、名馬は常にあれど、名伯楽は常にはない。名馬だけあって
もしようがないところがありますから、名伯楽を見つけるために、プロ
グラムディレクターは常に精度の高いアンテナを張っておかないといけ
ないし、独創的な人を選ぶための難しい選択ができなければならない。「名
伯楽を選ぶ名伯楽」でなければならないわけです。
　　ところが日本ではそこが極めてイージー・ゴーイングで、どこかで年
功序列だったり、出身大学だったり…。自分の目で人を選ぼうとしない。
「競争」というからには、そんな甘い考え方でやっていたらだめです。
森　やはり独自のモデルをはっきりと持って、科学技術を見ている方を選
ばなければ意味がありません。実際、「この人が有望だ」と推薦された方々
にお会いしてきましたが、年齢も出身も関係ないです。
林　ただどうしても、その方が持っている素晴らしい力を、選んだ人は確
信を持って見ているけれど、ほかの人から見ても分からないというとこ
ろは常にあるわけで…。
西澤　一人ひとりの物差しは違って当たり前なんです。その上で「自分の
物差しはこう」「あの人の物差しはこう」と、お互いに尊重しあって、と
きには徹底的に議論もするということが、正当な評価を生き返らせると
思うんですね。完全には理解できなくても、おぼろげながらつかんでい
るということが必要です。
　　ところが日本人というのは「自分の物差し」を持っていない。狭い専
門分野の切れ切れの知識で、それぞれ好き勝手な方向から見ようとする
から、システマティックな評価基準にならない。だから委員会方式が機
能しないんです。結局、自分たちで自信をもって判断できないから、外
国人に聞きに行きたがるし、海外での評価が逆輸入されたりする。ずっ
と言われていることですが、この習性はなかなか直らないですね。

◆「人を選ぶ」ことでしかできないすごい研究とは
森　7、8年前に、英国ケンブリッジのキャヴェンディッシュ研究所 *4 を訪
問したときに聞いた話ですが、キャヴェンディッシュ研究所では、教授
は一つの部門に 1人しかいない。その 1人をどうやって選ぶのかと質問
したところ、教授がもう自分は引退したいと言ったら、その分野はピー
クを超えたと見なす、後継者うんぬんという話は一切なしだという。理
事会で「われわれは次に、どういう分野を切り開くべきか」という議論
をして、新しい分野を一つ選ぶ。当然、人は新しく探してこなければな
らない。そこで教授陣が、自分たちの専門ではないその分野の動向を一
生懸命調べて任せたい人のリストを作り、トップにある先生から順番に
招聘（しょうへい）状を出して、この新部門の教授を引き受けてくれない
かと声をかけて面接をする。1番目の人が駄目なら2番目の先生といった
具合に順に当たって、合意した時点でその人にお任せするのだそうです。
西澤　キャヴェンディッシュ研究所の歴代の所長の中でも、ブラッグ・ジュ
ニア *5 の采配（さいはい）は特にすごいです。所長になったときに、「今
後、原子核の研究は一切やめる」と宣言した。その代わり、これからのテー
マとして電波天文学、生体物理学、宇宙線の 3分野を掲げた。これに対
して、「何というくだらない所長が来たか」と、米国から留学していた人
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*6：のちのケルビン卿。1845
年ケンブリッジ大学を卒業、
1846年グラスゴー大学教授とな
り、英国の大学で最初の物理学
実験室を作った。熱力学の確立
に貢献した1人として知られる。
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たちがみんな帰国しちゃった。しかし今になってみれば、実に素晴らし
い選択だったと思います。新たな分野からノーベル賞受賞者がたくさん
出ました。つまり、流行のテーマをさっさと切り捨てて、将来を見通し
たテーマを優先するということをやっているんです。
　　そのころ、すでに米国ではローレンスがサイクロトロンを作り始めて
いた。原子核物理がビッグサイエンス化し始めていたんです。そういう
状況を見て、ブラッグは判断している。「お金じゃ、米国にかなわない」
と思っているから、勝算のないことはさっさとやめて大胆な舵取りをや
るわけですね。ブラッグを見限って米国に帰国しちゃった人が、後から
「あんなバカなことして、自分の愚劣さにほとほとあきれる」といったこ
とを書いています。その時は分からなかったけれど、後になってみてよ
うやく分かる凄さというのは、本物です。
森　まさに「人を選ぶ」ことでしかできない凄さですね。
西澤　ウィリアム・トムソン *6 がグラスゴー大学の教授になったときは、
22歳ですよ。しかもそのころの教授というのは、学科に1人なんですよ。
年功序列の正反対で、すごい新人を連れてきて、40歳、50 歳の部下を
束ねさせる。そういう冒険を絶えず試みている。これが英国の典型的な
やり方です。人を選ぶことにかけては、やはり英国人が一番うまいと思
います。
林　結局、研究の自由があるということです。中世のキリスト教支配の時
代にさかのぼって、ローマの権力に屈しないという、ロジャー・ベーコ
ン以来の自由の伝統を英国は持っていますからね。
西澤　英国の研究者に、「英国人はどうして人の選び方がうまいんだ」と聞
いたら、しばらく考え込んでやおら言うには、「けちくさくて、しつこい
から」だと（笑）。
　　英国人は、他人に言われてあの人はすごいなんて絶対に思わない。全
部、自分で確認する。例えば、「あの人はあのときこういうことを言った」
ということをしつこく覚えていて、何年か経ってその通りになると、「あ
あ、この人は見通しが立っているんだな」「言うだけじゃなくて、きち
んとやれる人なんだな」と初めて信用する。それも 1、2回じゃだめで、
10回も続くと初めて「あの人は信用できる」と思う。そういう人のリス
トを個人個人でみんな持っているんですよ。で、いざというときに「じ
ゃあこの人でいこう」というのが出てくる。そういう「人を選ぶ評価能力」
が身に付いています。
森　英国ではパトロン制度がまだ生きていて、教授の生活費は政財界の重
鎮や学界OBの有志が手を挙げて、一切面倒みる。研究費も生活費も心
配なしに、世界一流の研究をやってもらうための仕組みが確立している
んですね。

◆アカデミック・ドネーションの制度化が必要
●国の研究資金も重要ですが、英国や米国をみると、やはり日本の大学には、
自分たちの采配で使える研究資金がもっと必要ですね。

森　日本の大学は、私立も公立も含めて、極言すると、資産を持っていない。
大きなプロジェクトを起こすだけの、お金を持っていないんです。米国
の大学などでは、例えば 100 億円、200 億円の予算をかけて研究所をつ
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西澤潤一：東北大学教授、同・総長、
岩手県立大学学長などを歴任の後、
現職。半導体工学の第一人者、「ミ
スター半導体」として世界に知られ
る。ERATOでは、西澤完全結晶プ
ロジェクト（1981-1986）総括責任
者、西澤テラヘルツプロジェクト
（1986-1991）総括責任者を務める。
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くりたいと言えば、1人で 50億、60 億をポンと寄附しちゃう
人がいる。ところが日本で寄附を集めるといっても、なかなか
集まらない。それには税制の問題も絡むんですね。
　　よく、日本の企業は米国の大学には寄附をするのに、日本の
大学になぜ寄附しないんだと文句を言われますが、税制の違い
が大きいんです。例えば、米国の現地法人で稼いだお金からア
カデミック・ドネーションを 1億円したとしますと、その 2倍
の金額が経費として落とせます。つまり、1億円の寄附に対して、
仮に法人税 40％とすると、2億円の 40％と換算して 8,000 万
円分の税金が控除される。つまり企業からしてみれば、1億円
のうち実質的な負担分は 2,000 万円で、残り 8,000 万円は税金
控除分という感覚です。この効果は大きいです。
　　ところが、日本で先生に 1億円寄附しようと思ったら大変で
す。税務署が、それをアカデミック・ドネーションと認めてく
れない。先生にお金を出すからには、優秀な生徒を紹介していただくとか、
研究成果を早めに教えていただくとか、先生が企業に何かアドバイスを
するとか、何かしら見返りを期待しているんだろうとみられてしまう。「そ
ういうのは寄附とは言わない、それは交際費だ」というのが税務署の言
い分です。交際費になると、税率は 50％を超えてしまいますから、1億
円寄附するには、逆に 1億円に税金分をプラスして負担しないといけな
い。それならまだ法人税 40％払ったほうがいいということになります。
日本ではアカデミック・ドネーションを奨励する税制にまったくなって
いないということです。
林　確かに私も経験があります。最新の装置を 3つも 4つも製造したけれ
ど、売れない。それをおしゃかにしてもしょうがないから、大学に寄附
しますと言うと、日本ではだめなんですね。税務署は、「この装置の市場
価格はいくらなんだ」って聞いてきて、それに税金かけてくる。「あなた
のところはそれだけ利益が出たから、こういうことができるんでしょう。
だからそれは利益なんだ」という話になるんですよ。
森　科学技術を国という単位で考えるのであれば、そういう制度の見直し
も含めて、科学技術基本計画の中に入れないと話になりません。
林　しかしそれは中国よりも遅れていますね。

◆いかにして島国根性を脱するか
西澤　今の日本人には歴史に学ぼうとする姿勢がなさすぎます。懐古主義
になるということではなくて、自分たちがたどってきた経緯をきちんと
見直して、これからを考えることが必要だと思います。日本人、もっと
広くみればアジア人は、欧米崇拝主義の中でプライドをなくしているの
です。もっと自分たちの歴史を見直して、プライドを持たないと。
　　歴史を振り返っても、日本人は世界に先駆けたアイデアをたくさん出
している。例えば、原子炉の研究だって、大連の旅順科学技術大学にい
た彦坂忠義という人が、「原子炉っていうのはできるはずだ」という論
文を世界に先駆けてちゃんと書いています。東北大学にそのテーマで学
位申請しています。ところが審査でうろうろしているうちに空襲で焼け
ちゃった。
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林 主税：日本真空技術（株）（現
アルバック）を設立、社長、会長、
最高顧問を経て現職。応用物理学
会副会長、北京科学技術大学名誉
教授、科学技術会議専門委員など
を歴任。ERATO では、林超微粒
子プロジェクト（1981-1986）総
括責任者を務める。
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　　戦争末期でしたから出版もできず、結局オーソライズされる
ことがありませんでした。そういうとき欧米の学界だったら、
みんなで「彦坂先生が確かにやっていた」と海外に向けて声を
上げるのですが、日本人は絶対にそれをやらないのですね。
　　そんな例はまだいくらでもあります。日本人っていうのは不
思議な民族、「自分の国の誰かが何かをやった」ということに
対して、ものすごく遠慮深い。遠慮深いと言えば聞こえはいい
が、結局は足を引っ張り合っている。どうしてそうなるのか分
からないですね。
林　封建的ですな。私の同級生の大沢文夫さん（名古屋大学名誉
教授）が、1954 年にある論文を出したのですが、ずっと世界で
認められていなかったのが、つい 2年くらい前に米国で「こう
いうことをやった人がいる」という話がワッと広がったのです。
私にも同じような体験があって、米国で 1955 年ごろにある研
究について講演しましたが、それがつい 2年前に別の米国の研究者から
「昔、こういうことをやった人がいる」という話をされて、「それは私だ」っ
て…（笑）。
森　日本いじめというのもありますね。単に知らないからだけでもなくて、
知っていても知らんふりされたり…。
林　やっぱり向こうには、自分たちがサイエンスやエンジニアリングにつ
いては先輩だというプライドがありますから。

●欧米が上だという序列がやはり厳然としてあるわけですね。
林　ありますね。英国、米国、それから、フランス、ドイツ、イタリア、
そこから下がって、ようやくその後ろくらいに、イスラエルと日本がい
るという、そういう世界観のベースでわれわれは見られているし、いろ
いろな判断もされている。ここを変えるのはなかなか難しいですよ。産
業界だって、グローバル化とか言ったところで、欧米の企業は相変わら
ずそんなふうに日本やアジアを見ているわけです。
　　私のところで開発した技術が、長い間、欧米の企業から全然買っても
らえませんでした。それをようやく IBMが買ってくれて、そのときに
IBMのシニアエンジニアに「日本にはバイアスがかかっているというこ
とを、よく考えなきゃいけないんだよ」と言われて、改めて壁の存在を
痛感しましたね。
西澤　そういう中で、日本やアジアはよほどうまくやらないとだめなので
す。日本からイノベーティブなものを積極的に出していかなければ、も
はや日本の工業も経済も成立しない。なおのこと日本人同士が協力して、
戦略的にアピールしていかなくてはならないのに、むしろたたきつぶし
に回るわけですからね。このいじめの構造は、日本人全体の社会心理学
的な問題じゃないですか。
林　基礎的な研究をした人がいたら、それをみんなで守ってやろうという
気持ちがもっとあっていいはずなのに…。私なんかも、こっちは基本特
許 1つで一生懸命やっているのに、大企業が「その特許いいね。それを
使った装置を買うよ」と寄ってくる。ところが逆に、周辺特許をバーッ
と取られてしまって、商品化のところを全部持っていかれる。200 くら
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*7：長岡半太郎
大村藩の藩校・五教館、共立学
校（現・開成高校）から帝国大
学理科大学（現・東京大学）に
進む。初代大阪帝国大学総長。
土星型原子モデルを提唱したこ
とで知られる。八男一女の父
で、長男・治男は元理化学研究
所理事長、次男・正男は元日本
光学工業社長、四男・順吉は元
東京水産大学教授、五男・（嵯峨
根）遼吉は実験物理学者。

*8：嵯峨根遼吉
実験物理学者。長岡半太郎の五
男として生まれ、嵯峨根家の養
子となった。英国、米国に留学
の後、理化学研究所、東京大学
教授、原子力研究所副理事長、
日本原子力発電副社長などを歴
任。戦後日本の学術研究体制の
整備、日本学術会議の創設に尽
力した。1945年 長崎に2発目
の原爆が投下されたとき、パラ
シュートで短波通信機とともに
一通の手紙が落とされた。その
手紙は嵯峨根がE.D.ローレンス
（サイクロトロンの発明者）のも
とに留学していたときの同僚研
究者 3人から嵯峨根に宛てたも
ので、戦争をやめるようにとの
要請であった。3人のうちの 1
人アルバレーは父とともに超一
流の学者で、1968 年にノーベ
ル物理学賞を受賞した。

森 健一：東京理科大学MOT大学
院 教授。（株）東芝 総合研究所 取
締役パーソナル情報機器事業本部
長、東芝テック（株） 取締役社長
などを経て現職。郵便番号自動読
取装置や日本語ワープロの先駆的
開発者としても知られる。現在、
ERATO のプログラムディレクタ
ーを務める。
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いも特許を押さえられたのもありました。弱い者いじめです。
そういう日本の島国根性的なところは早く消してほしいなと思
います。

●それはなかなか、なくなっていかないものですか。
林　外国にどんどん出ていって海外の一流の人たちと付き合って
いれば、だんだんなくなるでしょう。おのずから「オレたち島国
根性だな」ということが痛いほど分かると思うのですけれどね。

◆ロマンこそ創造力の源泉
西澤　日本人は今、ロマンをなくしています。ロマンが創造の源
泉だということが理解できていないから、科学技術というもの
が日本の経済に非常に大きな影響力を持つということも、本当
の意味で分かっているわけじゃない。
森　今の世の中、ロマンなんて現実離れしたものは、描いたらい
けないかのように思われている気がしますが、それはおかしい。創造の
芽を摘むことになりますよね。
林　まったくその通りですね。
森　ロマンに向けて自由に羽を伸ばしつつ、もちろん一方で、それを支持
させるだけの説得力もないと駄目です。そのことが、どう社会に貢献す
るのか、そのための議論は大いにやるべしですね。
　　最近ちょっと心配なのは、研究現場での議論があまり活発じゃなくなっ
ているような気がすることです。昔はね…って、そんな年でもないのに
すぐ「昔はね」と言ってしまうのですが（笑）、もっと議論が活発だった
ように思います。ところが最近では、大学でもどこでも、一人ひとりが
間仕切りの中にこもってしまっている。あちこちで立ち話の輪ができて、
口角に泡を飛ばして議論しているという場面に、あまりぶつからない。
これはどうしたことかなと。
　　言葉でお互いに刺激し合うというのは、アイデアを発展させるうえで
最も重要なことじゃないかと思います。独りでじっと考えてどんどんア
イデアが出てくるのは、天才の方だけでしょう。
林　これは本当の昔話ですが（笑）、私の恩師は、長岡半太郎先生*7 の息子
さんの嵯峨根遼吉先生*8 です。この一家の持っている議論の風土という
のは凄かった。戦後すぐのころ、長岡先生のお宅に研究室一同で引っ越
しの手伝いに行ったことがありました。そこで驚いたのは、長岡先生と
息子さんたちが、みんなでわいわいと議論しているのですが、それがま
ったく上下関係も何もなくて、「おれ」「おまえ」なのですよ。親子で「お
れが」「おまえが」って…（笑）。
　　あるとき物理学者の会合で長岡先生が講演したところ、息子の嵯峨根
先生がやおら立ち上がって、「親父が今言ったことは、あれは間違いだか
ら」とか言っちゃう（笑）。こういう自由闊達（かったつ）な雰囲気とい
うのは、おそらく長岡先生はケンブリッジ大学で習ってきたからだろう
と思います。
西澤　私は一度だけ長岡先生を見たことがあります。電気学会の招待講演
で、京都大学の学長さんが「原子力の近況」について話されましたが、
一番前の席に座っていた、寒い日なものだから着ぶくれしたじいさんが、

http://sangakukan.jp/journal/
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講演が終わった途端にやおら手を挙げて立ち上がった。「あん
た、こんなくだらん話して恥ずかしいと思わんか。帝国大学の
総長ともあろうものが、こんな話をするのはもってのほかだ」
と（笑）。後で聞いたら、それが長岡先生でした。
林　楽しい人でした。
西澤　内容的にもぐっとくることを言っておられる。すごい人です。

◆イノベーションと基礎研究では話の次元が違う
西澤　よく火薬・印刷術・羅針盤が中国の三大発明だといわれま
すけれど、そういう西洋かぶれ的な言い方はみっともないから
やめたらどうかと思います。例えば、中国の神話に三皇五帝と
いうのが出てきますが、三皇の 1人である神農は、そこら辺に
生えている植物を抜いてきて、なめて、毒と薬と食用に区別を
して、人民に知らしめた。これに対して、黄帝というのは、動
物の方をやったとされているようですね。
　　そう考えてみると、アジアの科学のルーツはバイオなんです。
バイオに関しては、アジアは歴史的にはるかに西洋に負けないものを持
っていた。そんなことをもうちょっと自覚してみる必要があるのではと
思います。
林　これから日本やアジアが、生物学や遺伝子科学で欧米に渡り合ってい
くとなると、やっぱり哲学から独自に考えて出ていかなくてはなりませ
んし、そういう歴史のルーツにもさかのぼって考えなければならない話
になってくるでしょうね。
西澤　結局、日本は資源がまったくない国ですから、財産といえば知財し
かない。だから、自分たちの国を戦争しないで守ろうと思ったら、知財
で頑張るしかないのです。

●そのわりに、「第 2期科学技術立国論」の議論が、あまりきちんとやられて
いない…。

森　そこは本当に議論が必要なところですね。政府がイノベーションなん
て言い出すと、基礎研究も近視眼的になって 4、5年の成果をすぐにと
やかく言い出す。でも基礎研究の歴史を見ても、本当に新しいことに挑
戦するときは、前史がものすごく長くて苦闘の連続です。いくら見通し
のいいビジョンを持っていても、3年や 5年でそれをやれというのは無
理です。
林　私は「イノベーション」という言葉を、基礎研究を語る時に使うのは
どうも違うなと思っています。イノベーションというのは、ほとんど確
立された科学技術が一方にあって、それをどう産業技術の変革につなげ
ていくかという話であって、そもそもの創造的な基礎研究を起こしてい
くこととはちょっと違う次元の話だと思います。
森　そうですね。応用開発であれば、4、5年とか多少無理だと思うくらい
の期限で切っておくと、何とか必死で頑張ってできるということもある。
しかし、基礎研究をそれでやってはいけない。
西澤　日本はどこが強いんだといったときに、「絶対ここは大丈夫だ」とか、
「ここは絶対だめだ」なんていうものは 1つもないと思います。どれも
みんな改良していけば十分見込みがあるだろうし、逆に改良しないまま
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ずるずるやっていたら、みんなつぶれる。選択と集中とか言っていますが、
極端に走るばかりではなくて、20世紀の蓄積を絶えず改良していく努力
が必要です。そこのところが、これからの「第 2期科学技術立国」に向
けた重要なところじゃないかと思います。

◆過去の研究開発投資の実績を徹底的に分析してみる
●最後に、新春らしく今後に向けたビジョンや抱負をお願いします。
森　私は若い人たちに大いに期待しています。今の日本には、30代にも自
分の構想をきちっと持った優秀なリーダーが結構おられて、日本のたく
ましさを感じます。そういう若い才能ある人たちを見いだすための仕組
み、その人たちが大きな成果を上げられるような仕組みを整えていかな
ければいけないと思っています。
　　ただ同じ若い人でも、企業の研究者とか技術者が何となく元気がない
ような気がします。もう少し元気があったほうがいいですね。ちょっと
スケールが小さくなってきているような気がします。今の若い人に、「森
さんの時代はよかった」とよく言われます。彼らからみると、昔はもっ
と自由だったように見えるのでしょう。でも「時代がよかった」という
のは言い訳であって、自分で好きなことを見つけていないから、研究に
情熱も持てないし、そのために何としても上を説得しようという気迫も
出ないのではないか。私だって、上の人からやれと言われたことだけを
やっているのではつまらないから、自分なりに好きなことを考え出して
やっていたわけで、別に時代がそうだったからということではない。だ
から若い人たちには、「これをやることが日本社会、世界の人類に対して、
これだけ貢献するんだ」と、大見えが切れるようなことを考えてみたら
どうだと、いつも言っています。
林　それは重要ですよね。それで上の人が認めなかったら、「おれ、辞めて
いい？」って言えばいいんですよ。
森　そうです。
林　私も若い人たちには、大いにプライドを持って、お金を取るための競
争じゃなくて、自分と競争してほしい。国際競争してほしい。それが私
の希望です。そこでは日本にはちょっとした遅れがあるとか、そういう
マイナスな意識は一切消したほうがいいです。
西澤　私は創造的な研究をこれからもっと発展させていくには、ビジョン
に先立つものとして過去に学ぶことが必要だということを、改めて強調
しておきたいです。
　　もっと具体的に言えば、これまでの研究開発投資について、過去の実
績からどれくらいの効果があったかということを、もう一度見直してみ
るべきじゃないでしょうか。先を見通すときには、どうしたって過去を
勉強する以外にない。例えば、文部科学省の倉庫にも古い報告書が山積
みしてありますが、これらを徹底的に読み直してみるとか…。最新のも
のを評価するのは限られた人間にしかできませんが、少し時間が経った
過去のものであれば、意外と楽に評価ができるようになっているはずで
す。「あの先生の仕事は、なかなか先見性に富んでいたな」とか、「評価
者の人はあまり高い評価をしていないけれど、あの当時はまだよく分か
らなかったんだな」とか、改めて整理ができてくるはずで、そういう地
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道な作業からもう一度出直す必要がある
のではと思っています。
　　ほかに方法があればいいのですが、今
のところ過去のデータを見るのがいちば
ん信用のおける方法だと思われるので、
その中から審査側の審査能力の良き在り
方や、研究者の創造的な企画力の特徴な
どを抽出して、これからの審査に活かし
ていく。そして過去の成功例に照らして、
可能性がありそうな人にはなるべく支援
をしていくという方向をとっていったら
どうかと思います。

●大きな歴史の流れの中で、プライドやロマンを持って科学技術の理念の見直
しをする一方で、過去の経験に学び改良を積み重ねるという地道な努力も大
切だということですね。

西澤　そして第 2期目の科学技術立国論に、この年をつないでいくことが
できればいいなと思います。

●本日は長い時間、どうもありがとうございました。

●司会進行・本文構成：田柳 恵美子（サイエンス&リサーチコミュニケーシ
ョンスペシャリスト、本誌編集委員）
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◆はじめに
2006 年 7月 19日、試作産業の育成を担う京都試作産業プラットフォー
ム *1 の中核的な組織として、京都府をはじめ、地元経済団体等により組織
する京都試作産業推進会議の支援のもと、京都・関西の大手ものづくり企
業を中心に 27 社からの出資により、京都試作センター株式会社が設立さ
れた。
この会社は、公共的な性格を保持しつつ民間企業の効率性と柔軟性を発
揮する 21世紀型の社会的企業（ソーシャルエンタープライズ）として、営
利追求と社会的な貢献を両立させ、京都産業の発展に寄与するために、京
都試作産業推進会議の各機関や大学、研究機関などと連携し、試作産業の
創出を目指している。

◆なぜ「試作」か？
試作にこだわる理由としては、近年、ものづくりの中心が、世界の工場
といわれる中国や東南アジアへシフトし、国内では製造業の空洞化問題が
深刻化してきたが、これからのわが国はものづくり技術の強みを活かしつ
つ、世界の開発センターとしての役割を果たしていくであろうとの仮説に
基づいている。開発センターでは、試作が不可欠であり、試作のニーズに
しっかりと応えることができるサポートインダストリーとしての試作産業
を創出することが、ものづくり中小企業が生き残り、発展できる一つの方
策ではないかと考えている。
また、試作という高度なものづくりを通じて、企業にとってチャレンジ
すべきさまざまなテーマを見つけることができ、技術レベルの向上、人材
の育成、新たなマーケットの開拓など、将来に向けた課題克服へとつなが
ることが期待される。

◆試作産業創出への取り組みの経緯
試作産業創出への取り組みは、2001 年 7月に、京都府南部の機械金属
関連の中小企業 10 社が試作に特化したウェブサイトを立ち上げ、京都を
試作の一大産地にすることを目指した「京都試作ネット」の活動に始まる。
   「京都試作ネット」の原点は、京都機械金属中小企業青年連絡会〈機青連〉
（約 80 社の機械金属関連中小企業によるグループ）にある。今から 25 年
ほど前、数社の下請け中小企業が情報交換の場として自主的なグループ活
動を始めた。その活動は、常に自立化を目指そうとするものであった。10

森西　栄治
（もりにし・えいじ）
京都試作センター株式会社
第二営業部 部長

今後、日本はものづくり技術の強みを生かしつつ、世界の開発センターとしての役割を果たそう。そこで不
可欠なのは試作である。オール京都の取り組みの試作プラットフォームを語る。試作、制作など大学側のニ
ーズに試作産業が応える。

*1：京都試作センター株式会社
ウェブサイト名：京都試作プラ
ットフォーム
http://kyoto.sisaku.com/ 
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年余り経過して、さらに企業経営のあり方を追求しようとするメンバーが
集まり、ピーター・F・ドラッカーの「現代の経営」を教科書にした勉強
会を始めた。数年を経て、企業経営の基本は、マーケティングとイノベー
ションであり、「顧客の創造」が最も重要であることが分かり、その具体的
な実践方法を模索する中で、インターネットを活用し、自らの強みを活か
した新たな顧客創造の仕組みとして、試作加工に特化したソリューション
サービス提供のための「京都試作ネット」を発足させるに至った。
  「京都試作ネット」の活動は地域に新たなビジネスチャンスを創出し、新
規取引の拡大により、地域経済の活性化に貢献するものであり、「京都試作
ネット」の仕組みは、試作のニーズに応え、ソリューションを提供しよう
とする企業や企業グループの連携により機能するもので、新連携 *2 の一つ
のモデルにもなった。
当初からの「京都を試作の一大集積産地」にするというビジョンは、そ
の後、京都府の試作産業推進施策へと展開されることとなり、2003 年に
は、京都府の試作産業振興事業として、財団法人京都産業 21 が実施機関
となり、試作に関する市場調査が行
われ、2005 年には、同様に試作産
業創出事業として、試作産業プラッ
トフォームシステム（試作受発注支
援システム）が構築され、京都試作
産業推進会議が発足した。
そのような中で、オール京都の取
り組みとして、より効果的、効率的
に試作産業を推進して行くためのど
のような中核的な組織がふさわしい
かの議論がなされた。その結果、取
引を仲介し責任を負うことができる
法人組織として、2006 年 7 月に京
都試作センター株式会社が設立され
た（図 1）。

◆京都試作産業プラットフォーム
京都試作産業プラットフォームは、京都試作センター株式会社を中核的
な運営組織として、オール京都で支援を行う京都試作産業推進会議と具体
的な試作を行う試作グループ（試作パートナー企業）で構成されている。さ
らに、試作の発注者（顧客）との取引や折衝状況等の管理をはじめ、プラッ
トフォームの運営や連携に試作受発注支援システムが活用されている。
当センターは、試作の依頼者からの多様な幅広いニーズと試作を受注す
る試作パートナー企業（主に中小企業）や大学、研究機関等の高度な技術シ
ーズとを結び付けることを事業としており、高度な技術を持つ試作企業群
の窓口として、契約、決済、機密保持などの業務が一元管理できることを
メリットとしている。
また、もう一方では、試作パートナー企業の営業機能を代行し、検証さ

図1　京都試作産業プラットフォームの仕組み

産業クラスタの形成
京都試作産業プラットフォームの仕組み 京都モデル
=オール京都で
　新しい産業プラットフォームを形成=

京都試作産業プラットフォーム

顧客

発注

連携

京都試作産業推進会議 京都試作センター（株）
ソーシャル

エンタープライズ

試作パートナー
500社規模
公的ファンドや

地元有力企業などからの
出資・支援

京都試作産業PFの
中核組織

（2005年10月設立済）
京都府、京都市、京都商工会議所、
関西経済連合会、京都経済同友会、
京都府商工会議所連合会、

京都工業会、京都府商工会連合会、
京都府中小企業団体中央会、

京都産業21、京都高度技術研究所、
関西文化学術研究都市推進機構、

大学コンソーシアム京都
オール京都試作産業の

情報発信

京都試作ネット（機械金属関連）17社

京都でんき試作ねっと（電子・電機関連）6社

その他の試作企業グループ

ナノテク試作グループ

医療機器試作グループ

自動車部品試作グループ

工芸品試作グループ

北京都大物試作ネットワーク（超大物加工）

京都制御ソフト工場（組込ソフト6社）

京都せんい試作ねっと（縫製製品５社）

アルフォース京都（アルミ加工）7社

試作グループ（予定含む）

（財）京都産業21

試作グループ形成支援

試作グループ
連絡会議

グループで
参加・受注

出資
経営参加

持株会

地元大手
中堅出資

行政
支援

ポータルサイト＋バックオフィス
デジタル疏水による

超高速インターネットインフラ

システム運用

システム開発

事務局機能
ステアリング
コミッティ

京都試作プラットフォーム（PF）
連携や運用を支える試作受発注支援システム（k4s）

（財）京都産業21

ワンストップ発注

産業クラスターの形成

*2：新連携
「新連携」とは、中小企業新事
業活動促進法における「異分野
連携新事業分野開拓」の通称で
あり、「その行う事業の分野を異
にする事業者が有機的に連携し、
その経営資源（設備、技術、個
人の有する知識及び技能その他
の事業活動に活用される資源を
いう。以下同じ。）を有効に組
み合わせて、新事業活動を行う
ことにより、新たな事業分野の
開拓を図ることを言う」（同法
第 2条第 7項）。新連携を行う
中小企業者は、主務大臣の認定
を受けることによって、資金面
等の支援を受けられる。詳細は、
http://www.kansai.meti.go.jp/
2-1chushourenkei/shinrenkei/
index.html または、http://www.
smrj.go.jp/shinrenkei/index.
html 参照。
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れた確度の高い試作案件を紹介できることと、決済を代行し、代金の回収
までも行う。試作パートナー企業は、自社のオンリーワン技術に集中でき、
京都試作ブランドを使用することで、品質はもとより企業イメージや信頼
性が向上できることをメリットとしている。
このように当センターは、顧客に「試作を通じたものづくりのソリュー
ション」サービスを提供することを目指しており、試作に関する専門的な
相談を受ける常駐の試作アドバイザーと分野別専門アドバイザー（在宅勤
務形態を含む）を組織し、充実を図っていくこととしている。

◆おわりに：試作と産学連携
京都試作産業プラットフォームでは、産学公の情報が集積し、コラボレ
ーションが生まれることによる、新技術、新事業の創出が期待され、大学
等の研究機関との連携も重要な課題である。従来、ものづくり中小企業に
とっては、大学との連携は、敷居が高く気後れするところがあり、大学側
が持っているシーズの専門性が強く、理解できる人間が少ないことから、
大学のシーズと企業のニーズをマッチングさせることは非常に難しい問題
となっている。
そこで、大学のシーズから接点を求めるのではなく、学内にない技術を
活用した検査・分析や情報システム・ソフトウエアの開発、または研究や
開発のための試作・製作など大学側のニーズに応えるところから交流を始
めることが効果的だと考えられる。すでに先行して実績を上げている京都
試作ネットでは、当初大学のシーズを求めて門をたたいてもミスマッチと
なったが、その後、逆に研究室から試作依頼を受けて、その技術力の高さ
を評価され、継続的な交流が続いているケースがある。要するに自らの強
みであるものづくり技術をもって、大学や研究機関にアプローチすること
で、気後れすることなく、対等な産学交流が図れる。相互に理解し合える
場が生まれ、人間関係が出来上がったときには、シーズを理解し、自社の
技術に活用できる中小企業も多くなるのではないだろうか。京都試作産業
プラットフォームを活用して、「試作」を契機とした産学連携が生まれ、相
互の強みを活かしたコラボレーションにより、新たな技術や事業が創出さ
れることが期待される。

http://sangakukan.jp/journal/


今成  真氏に聞く
化学産業における産学連携

連載●産業界に聞く産学連携
元 三菱化学株式会社 常務執行役員
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今成　真
（いまなり・まこと）
元 三菱化学株式会社 常務執行
役員／独立行政法人 科学技術振
興機構 産学連携事業本部 開発
主監

三菱化学で行われてきた産学連携をまず伺う。研究課題がますます複合化し、そこには産学連携が必須となる。一企
業から化学産業に話を展開し、そこでの産学連携、今後の方向などを聞く。

聞き手・本文構成：
加藤 多恵子（本誌編集長）

◆三菱化学株式会社の産学連携とは
●三菱化学*1は1990年代後半から2000年代初頭にかけて経営改革とR&D改
革に取り組んでこられたと伺っています。産学連携はどのようにかかわっ
たのでしょうか。

今成　2000 年ごろから R&D 計画を始めました。そのとき、ジョージ・ス
テファノポーラスというマサチューセッツ工科大学（MIT）の教授を招聘
（しょうへい）して、米国型の R&D 計画にすることにしました。3年目
の 2002 年に私は三菱化学の常務になり、その後、同教授の路線を引き
継ぎました。
　　三菱化学では、「革進」と呼んで 2000 年ごろからいろいろな経営改革
をやってきました。改革の段階をフェーズ 1、フェーズ 2として、5年
間にわたってやりました。最初の 2年間は主にポートフォリオ改革でし
た、つまりリストラです。もうかる事業、将来性のある事業については
ビジネスモデルを変えるなどして経営改革をやったのです。研究改革も
やりました。そのときの合言葉は「リフォーメーション（改革）・アンド・
リジュベネーション（若返り）」でした。アントレプレナーシップ（起業
家精神）を重んじる米国型の組織とし、やる気のある者にリーダーをや
らせるという方式で若返らせました。研究開発部門は分社化して研究会
社にしました。私はその会社の社長を務めました。
　　ここでの産学連携をお話しします。経営改革も研究開発改革も会社の
体質変換なのです。会社の経営も研究開発もグローバル化しています。
研究開発課題はおしなべて大変に難しくなっており、一朝一夕にはでき
ないものばかりです。しかも単発技術でなく、複合型、融合型の技術で
ないと成功しません。複合型となると学際的にやらざるを得ず、従って
アウトソーシング、しかも包括提携というやり方で、大学の知を利用す
る方式を取りました。三菱化学ではカリフォルニア大学サンタバーバラ
校、京都大学、産業技術総合研究所、東京工業大学、中国の大連工科大
学などに提携を広げています。ニーズを会社が出して、大学のシーズ、
ないしはソリューションをもらうという形です。包括型でなく個別の産
学連携はそれまでも数多くやっていました。

◆産学連携での学の意識は
●大学側の産学連携についての意識は、企業側から見るとどうなのでしょうか。
今成　産学連携を通じて、総じて日本の大学は産業界のニーズをあまり知

*1：三菱化学株式会社
http://www.m-kagaku.co.jp/ 
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らないというのが実感です。産学連携というものは、複合型、融合型、
学際的研究の必要性が高まり、大学の知を利用しないとイノベーション
を起こすのが難しくなったとの認識で始まっていると思います。大学は
シーズ、ソリューションでの貢献のほか、分析、解析、反応機構の解明
などに優れているという特質があります。しかし、大学の目指す研究の
ベクトルと企業が目指すベクトルは、方向が合っていないことが多いと
思います。双方 3年くらい連携すると、大体そのベクトルが合ってくる
と思っています。三菱化学の場合、先ほど申しましたカリフォルニア大
学サンタバーバラ校は、この産への理解が優れており、産学連携の運営
がうまく進みました。日本の企業が産学連携を欧米の大学とする理由は、
一つにはこの双方のベクトルの方向性が欧米の大学とは早い段階で合う
ということもあるのではないでしょうか。
　　しかし、日本でもだんだん加速度がついて早くなっています。5年前
と今では様変わりしています。大学には産学連携本部があり、TLOもでき、
知財本部も大体ありますし、大学のミッションに社会貢献が入りました。
国は競争的資金を拠出していますが、日本の産学連携は富士山でいうと、
3合目か4合目くらいかと思います。大学の先生方の意識の変化、つまり、
教育、基礎研究中心から、社会貢献への意識を強化する必要があると思
います。先生方も若返っていますから基礎研究と応用科学研究を同時に
行える先生が明らかに増えていますね。この傾向が強く進んでいるのは
中国やシンガポールです。

◆化学産業における産学連携の今後
●今後、化学産業では海外との産学連携はどう進むと思われますか。
今成　レベルの問題もあって、産学連携を中国とやるという方向にはなか
なかいかないのです。今後も日本国内の産学連携、欧米との産学連携で
しょうか。化学産業では機能製品、つまり電気、電子、材料、部品・部
材が一番収益を上げています。特許がそれぞれにあることもその原因で
す。例を挙げますと、シリコンウエハーは 7割ぐらいの世界シェアを日
本が持っています。液晶部材の世界シェアも 7割ぐらいです。しかし、
まねできるような格好でやると、つまり、テレビのように部材を組み立
てたモジュールをさらに組み立て製品化するような品物で売ると価格競
争が始まり、廉価で販売できるところが勝ちます。ただし、機能製品でも、
日本の化学産業はうかうかしていられないなと思っています。理由はこ
の分野では産学連携が欧米や東南アジアでもものすごく盛んであるから
です。日本のリーディング産業といえば自動車、電機・電子ですが、特
に電機・電子分野はますます高密度化して、ますます大面積化しており、
限りなき戦いです。日本の物づくりのお家芸のところであり、これは勝
たなくてはいけませんが、相当厳しいです。

◆ライフサイエンス分野は21世紀のリーディング産業である
今成　化学産業を大別すると 3分野になります。石油化学産業、電機・電
子部品を中心とする機能化学品、電池も含まれますが、そしてライフサ
イエンス分野です。21世紀は情報通信の時代、またライフサイエンスの

http://sangakukan.jp/journal/


産学官連携ジャーナル  Vol.3 No.1 2007 19
http://sangakukan.jp/journal/

時代、と言われていますね。ライフサイエンス、バイオテクノロジーでは、
つい最近ヒトやいろいろな生物のゲノムが解読されていますが、その先
にまだまだやることがいっぱいあります。新しい発明、発見がどんどん
出てきます。生命に関して、この世紀の間に、相当の解明が進むだろう
と思うし、それに関連して、結局は医薬になったり、診断技術になった
り、医療技術になったりするものが出てくると思います。これも産学連
携がものすごく重要な分野です。生命現象の解明みたいな話はほとんど
学でやっているからです。しかもこの分野は日本のレベルが高いですし、
大いに頑張らなければいけないと思います。加えて私は、この分野こそ
日本のリーディング産業に育てるべきだと思っています。
　　そこで、ライフサイエンス産業を振興する上での制度改革はますます
必要であると思います。一例を挙げると、臨床検査や医薬品の承認に時
間がかかり過ぎているので、これらの効率化を望みます。臨床研究をも
っと盛んにして、審査体制をもっと充実させることも考えられます。そ
して日本の臨床研究レベルを上げることです。産学連携は産と学で終わ
る話ではなく、官も相当頑張っていただきたい。政府でも総合科学技術
会議で制度改革の議論も出ていますし、産学官連携は着実に進んでいま
す。ライフサイエンス産業を日本のリーディング産業にすることですが、
科学技術振興機構（JST）でもその関係のテーマは多くありますし、有望
なのもあります。ライフサイエンスはしっかり永続的に、持続的にやら
なければならないと思っています。
●本日は有意義なお話、どうもありがとうございました。

http://sangakukan.jp/journal/


ナノ・マイクロとマクロをつなぐ技術革新には、コーディネータの役割の貢献が重要であった。

連載●産学官連携コーディネーターの事例に学ぶ

先端技術と従来技術の融合による技術革新
̶ナノ・マイクロとマクロの融合̶
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◆要約
ナノ・マイクロの先端技術は人々の心をひき、今日まで長い間数多くの
研究開発がなされ、材料、加工、計測、応用において大きな発展があった。
しかしなお、その技術革新が世に「花咲いた」といえるほど熟した段階に
ない。その原因は何だろう。一つには、ナノ・マイクロの加工プロセスが
一般に高コスト、複雑、低効率であるためであろうか。またそれに加えて、
今日まで発展してきたマクロの従来技術とうまくつながっていないためで
はないか。そのような考え方を、金属塑性加工関連の研究者、教員が持ち、
これまで培ってきた金属加工プロセスをナノ・マイクロの世界に当てはめ
ようとする試みを進め、企業との研究協力が始められている。
その一つは、産学連携での、金属材料を用いたMEMS（マイクロ電気機
械システム）の開発プロジェクトである。マイクロ金型の製作と、マイク
ロポンプ・バルブ、マイクロアクチュエーター等の一体成形プロセスが開
発されている。

◆ナノ・マイクロの研究施設と加工プロセス
今日まで各地で、大企業だけでなく、中小企業のナノ・マイクロ製品開
発の奨励・振興のため、多くの高級な超微細加工機、AFM*1、STM*2、その
他各種の超精密検査機器を備えた研究施設が開設されてきた。しかし、こ
れら高価な機械・施設を用いるのは、多くの場合、研究陣容に多少の余裕
がある大企業であって、中小企業が実際の製品を作るのに利用する頻度は
非常に少ない。先端科学技術の研究手段としては有力であっても、産業に
広く用いられるには、さらに技術、プロセス全般にわたる低コスト化、高
能率化への努力が必要である。

◆ナノ・マイクロを専門としていなかった研究者への協力の広がり
ナノ・マイクロの研究分野において、本来それを専門とする研究者には、
それぞれ自分のかかわってきた研究対象がある。しかし、「ナノ・マイク
ロ」と「マクロ」とをつなぐ技術分野については、これまでナノ・マイク
ロが専門でなかった研究者にも、大きな研究協力のチャンスができてくる。
今日、新しい技術革新が「ナノ・マイクロとマクロをつなぐ接点」から
も始まっている。古くから自動車部品、家電製品の生産で慣れ親しんでき
た金属材料の塑性加工技術を、ナノ・マイクロの世界に当てはめようとす
る試みが、大学といくつかの企業との協力のもとに始められている。これ
によって、素材の低コスト化、加工の高能率化と低コスト化が大きく前進
し、異なるアプローチの融合が、新たなイノベーションを創出する力にな

川原　正言
（かわはら・まさのり）
首都大学東京産学公連携センター
産学公連携コーディネータ／
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 

*1：AFM
Atomic Force Microscopeの
略で、電子間力顕微鏡のこと。

*2： STM
S c a n n i n g  T u n n e l i n g 
Microscope の略で、走査型ト
ンネル顕微鏡のこと。
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ろうとしている。

◆ナノ・マイクロ製品への金属塑性加工の応用
ナノ・マイクロ製品は、これまで多くの場合、半導体製造技術
を適用して、シリコン結晶を基礎材料とし、リソグラフィー、エ
ッチングなどで成形されていた。素材は高価であり、加工装置も
高価であり、複雑なプロセスを必要とした。
これに対し、金属を素材として、塑性加工技術を応用する、
MEMSの成形プロセスの開発が進められている。
図 1に示す金型を用い、これに合うパンチを組み合わせて、ス
テンレス鋼の箔テープで、直径 200μm、ピッチ 20μmのマイ
クロ歯車が、1分間に数十個の速度で成形される。素材はシリコ
ン結晶に比べると格段に安価であり、加工プロセスも、古くから
慣れ親しんできた塑性打ち抜き加工で、簡単で、格段に高能率で
ある **1 。
図２に、超塑性引き抜き加工によるマイクロチューブ成形の例
を示す。素材は、アルミ、チタンなど超塑性を示す材料を用いる。
引き抜き成形には、通常のマクロの加工で
は、ダイスの中子が使われるが、マイクロ
加工になると、ダイスの使用が困難であり、
ガラス細工で行われるように、加熱・冷却
と引っ張り速度の制御によるダイレス引き
抜き加工が行われる **2。
図３に、マイクロポンプの一体成形の例
を示す。いくつかの並列に並ぶラインの組
み合わせにより、1分間に数十個の成形が可
能である **3。

◆超微細技術だけでは、ナノ・マイ
クロ技術は育たない
先端のさらに先端を追うナノテクノロジーの研究開発は、多くの新しい
理論、新しい発見を伴う技術の競争の場である。研究手段としては、高価
で複雑な超微細加工機、超精密計測設備を駆使し、これまでに類例のな
かったものをつくらねばならない。しかし、多くの場合それらは大量生産
には向いていない。低コストでもなく、世に広がる生産技術となるのは難
しい。
また、コストと能率だけでなく、従来のマクロな成形技術に含まれてい
るいろいろな項目に対応する付加的管理技術が必要となる。
例えば、
・素材の材料特性　 ・品質管理　・表面粗さ、仕上げ
・形状精度　・バリ取り　・角の R　・搬送　 ・組み立て
・環境管理、温度、清浄度…
ナノ・マイクロ製品では、これら諸項目の相対的影響度がマクロ製品と
は大きく変わるので、コントロールの方法にもそれなりの新しい工夫が必
要となる。

100μ

シャーペン芯
一次引き抜き
二次引き抜き

米
粒

【マイクロポンプ】

10
mm

5.6mm

図1　マイクロ歯車金型

図２　超塑性引き抜き加工で成形された
　　　マイクロチューブ

図3　マイクロポンプの一体成形システム
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◆イノベーションの担い手
ナノ・マイクロの技術シーズのイノベーションの担い手は、「研究者・教
員」が主役である。日夜、最先端を走る研究開発が必要である。また、社
会ニーズ創出の観点から見て、企業の役割は極めて大きい。図 1から図３
に示したいずれの例も、企業の密接な協力により進められている。しかし、
この「ナノ・マイクロ」と「マクロ」との間で、いろいろと異なる立場の
組み合わせにおいて、一見ばらばらなものを結び付けていく「耳」と「足」
を持つ者の役割が重要となる。
コーディネータは聞き役、支援者である。順調に進んでいる研究に対し
ても、多少行き詰まり感のある研究に対しても、それぞれ聞き役、情報伝
達の役で、貢献できるチャンスを持つ。コーディネータの役割は、その
持っている「耳」と「足」を活かし、ひたすらこれに聞き、共鳴し、企業
に伝え、その感動を事務組織に伝え、展示会などへの出展と PR を行う。
そのような中で、イノベーションは静かに、しかし確実に進んでいくもの
と思う。

◆むすび
ナノ・マイクロ技術は、今やひたすら先駆的に探求するのみの段階から、
世に広がる成熟へ進む段階へ入ろうとしている。 そのような段階にあって、
広く従来技術との接続を図る研究開発が重要となり、あらゆる分野と協力
して、総合的なイノベーションを進めるべき時を迎えている。

●参考文献
**1：日刊工業新聞． 2005 年 11 月 30 日．
**2：古島剛；真鍋健一； 酒井孝． 超塑性ダイレス引き抜きによるマイク

ロチューブの創成実験．塑性と加工．Vol.47, No.548, 2006.9, p.61.
**3：楊 明．金属材料による微小電子機械（MEMS）の一体成形技術に関

する研究．第 71回型技術セミナー：戦略的基盤技術力強化事業 I.
 2005.7.14, 工学院大学．
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臨場感あふれる優れた音響設備を会津大学とタムラ製作所とが共同開発した。その取り組みを語る。

連載●産学官連携コーディネーターの事例に学ぶ

産学連携で高性能音響機器が誕生
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◆まえがき
私は 2003 年 2月に文部科学省から産学官連携コーディネーターとして
会津大学 *1 に派遣されて以来、企業との共同研究を増やすことを最重点項
目として取り組んできた。ここでは東京都の電気メーカーと会津大学との
共同研究を例として会津大学における産学連携への取り組みを紹介する。

◆はじめは技術相談
東京都の電気メーカー、株式会社タムラ製作所の波多野氏は新製品を開
発すべく、いくつかの候補を検討中であった。候補の中で、 5.1 サラウンド
システムの高性能化は新商品として価値の高いものであった。5.1 サラウ
ンドシステムとは、図 1に示すように中・高音用のスピーカ Tを円周上の
前方に 3個、後方に 2個、さらに低音用のスピーカWを前方に配置した
オーディオシステムで、円の中心で演奏を聴くと、ウィーン・フィルハー
モニー管弦楽団の生演奏をウィーン国立歌劇場の S席で聴くような臨場感
が得られるオーディオマニア垂涎（すいぜん）のシステムである。
ところが、このシステムには、スピーカの無い左右および後方か
ら聞こえる音が不自然、という欠点―左右あるいは後方から聞こえ
るべき音が別の方向から聞こえる―があり、波多野氏はこれを改善
したかった。これを改善するためには頭部伝達関数のほかに新しい
技術が必要である、と波多野氏は考えていた。頭部伝達関数とは、
人が音を聞く時には外耳道（耳の穴）に直接入る音だけでなく、耳介
で反射されて入る音、頭で回折されて入る音を考慮する必要がある、
ということを取り扱う技術である。波多野氏はインターネットで調
査中、会津大学がこの技術を持っていることを知り、会津大学にコ
ンタクトしてきた。私は彼を音響学を専門とする黄助教授と引き合
わせ、技術の詳細を議論してもらった。その後、三者で相談した結果、本
件を共同研究の形で解決することとなり、共同研究契約が締結された。

◆共同研究
かくして共同研究が始まった。黄助教授には定期的にタムラ製作所に対
し中間報告を行ってもらった。波多野氏には定期的に会津大学に来てもら
い、デモを聴いてもらったり、企業の目から見た問題点を指摘してもらっ
たりした。私は黄助教授と担当の学生を連れて同社を訪問し、社内でデモ
を行ってもらった。このようにして 5.1 サラウンドシステム高性能化のア

本杉　常治
（もとすぎ・つねはる）
会津大学 客員教授／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

T

T

T

W

T T

*1：公立大学法人 会津大学
平成 5年に創立されたコンピュ
ータ理工学を専門とする単科大
学。http://www.u-aizu.ac.jp

図1　5.1サラウンドシステム
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ルゴリズムが完成し、共同研究の成果物としてアルゴリズムとテストプロ
グラムを同社に提出し、共同研究が終了した。タムラ製作所では波多野氏
が中心となってプログラミング、回路設計を行い、商品化が進行中である。
他の成果として特許が 2件共同出願された。
本共同研究の結果に対して、タムラ製作所は、自社だけでは解決できな
かった問題を解決でき、さらに頭部伝達関数という音響解析手法を入手で
きたと満足している。本研究は修士研究のテーマとして取り上げられ、研
究成果は欧州で開催される国際会議に投稿されるなど、大学としても得る
ものが多く、担当の黄助教授も満足している。

◆会津大学における共同研究
図2は会津大学における共同研究の流れを時系列的に示したものである。
①コーディネータは企業から技術相談を受けると、②
その分野を得意とする教員に相談内容を提示し、解決
の意思の有無を確かめる。③解決の意思のあるときは
教員を企業の担当者と引き合わせ、技術的内容を詰め
てもらう。この段階で解決でき、一件落着の場合もあ
るが、共同研究により解決を図る場合が多い。共同研
究に発展する際に重要なのは、事前に双方の責任範囲
を明確にしておくことである。例えば、会津大学はア
ルゴリズムの開発とテストプログラムによるアルゴリ
ズムのチェックまで行い、商品化のためのプログラミ
ングは企業で行う、と責任範囲を明確にすることが重
要である。④技術的課題を共同研究で解決することを確認した後、契約交
渉に入る。交渉では不実施補償が問題となることが多いが、会津大学では
不実施補償に関しては柔軟に対応している。⑤交渉が成立した時点で学内
で所定の審査を行い、共同研究受け入れの可否を判断する。⑥その後契約
が締結され、共同研究費用を支払っていただき、共同研究が開始される。
⑦研究が始まると企業に対し定期的に中間報告を行い、終了時には最終報
告を行う。
このように、会津大学ではコーディネータが技術相談から契約交渉、共
同研究の進捗管理まで一貫して対応しており、企業との共同研究がスムー
ズに行われている。なお、共同研究成果を論文などで外部に発表する際に
は事前に企業の了解を得て行っている。

①技術相談
②調整

③詳細な
技術相談

④契約交渉

⑤内容審査

⑥契約

⑦共同研究

企　
業

コ
ー
ディ
ネ
ー
タ

教　
員

会
津
大
学

図2　会津大学における共同研究の流れ 
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1995 年にプリンストン大学の Chou 教授がプレス技術を用いて 10nm
のパターン転写が可能であることを示した。これが、ナノインプリント技
術である。ナノインプリント技術はナノテクノロジー研究および産業発展
に重要かつ不可欠となりつつある。ナノインプリントプロセスを企業の量
産プロセスに導入することにより、微細化による製品性能の向上、コスト
削減に結び付くと期待される。ナノインプリント技術および装置の研究開
発は実用段階にきており、すでに、重ね合わせを必要としない高密度パタ
ーンドメディア、さらに、光部品として、サブ波長偏向板、導光板、光導
波路等へ熱ナノインプリントが実用展開されている。
筆者は、1998 年に日本電気株式会社から姫路工業大学（現：兵庫県立大
学）高度産業科学技術研究所に移り、2000 年から大学の自主研究として、
ナノインプリント研究を開始した。当時、学生が研究室に配属されていな
かったため、工学部機械知能学科の石垣博之教授に共同研究を申し込み、
石垣研究室学部4年生の井学豊君と共にナノインプリント研究を開始した。
講座研究費の備品費 100 万円の内、50 万円をナノインプリント装置の試
作費用に充てた。当時の筆者の研究室には、光学顕微鏡もなかったため、
光学顕微鏡をレンタルし、研究を開始した。写真 1に示すのが、50 万円
で試作した高さ 30cm、幅 17cm のミニナノインプリント
装置である。ステッピングモータで上下駆動し、ステージ
も x、y方向にステップ&リピートできる装置である。モー
ルド加圧力はピエゾ素子で測定し、ステージには簡易ヒー
タを取り付けた。モールドを作製する装置がなかったため、
つくばにある産業技術総合研究所の古室昌徳氏の研究室に
井学君を派遣し、モールドの作製を行った。
Chou 教授が提案・実証したナノインプリント技術は、熱
ナノインプリントと呼ばれ、熱可塑性樹脂を、軟化するガ
ラス転移点以上に加熱し、モールドによりプレスすること
により、ナノパターン転写が可能になる。われわれは高精
度・高スループットを目的として、SOG（Spin-on-glass）を
用いた室温ナノインプリントを世界で初めて提案し、試
作したミニナノインプリント装置により、写真 2に示す、
200nm ライン &50nm スペースの HSQ（SOG の一種）ナノ
パターン転写に成功した。この室温ナノインプリント技術
を科学技術振興機構の有用特許「SOG を用いた室温ナノイ
ンプリントリソグラフィ」（特願 2001-293718）に登録し
た。室温ナノインプリント技術は、熱ナノインプリントに

パターン転写が可能なナノインプリント装置は、兵庫県立大学と明昌機工との共同研究から生まれた。共同
研究から研究開発支援までの産学連携の経過を述べる。

松井　真二
（まつい・しんじ）
兵庫県立大学 高度産業科学技術
研究所 教授

30
cm

17cm
モールド加圧力
測定ピエゾ素子

200nmライン＆50nmスペース
圧力；4.5MPa

50nm

200nm

写真１　ステッピングモータを用いたミニナノインプリン
　　　　ト装置

写真２　HSQ上の室温転写パターンSEM像
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比べて高精度、高スループットを実現するドライエッチング耐性の高い
HSQを用いているため、パターンドメディア等のナノパターン作製に応用
展開されることが期待されている。
翌年の 2002 年 7月に兵庫県の明昌機工株式会社 *1 と共同で、科学技術

振興機構の「独創モデル化事業」に課題名「インプリント技術を用いたナ
ノメートル構造一括転写装置」で、応募し採択され、2インチおよび 4イ
ンチナノインプリント一括転写装置を試作した。2003 年の 2月に幕張メ
ッセ（千葉県）で開催された国際ナノテクノロジー展「nanotech 2003」に、
試作した 2インチ転写の卓上型を私の研究室ブースに展示
した。その後、装置の改良を重ね、2004 年 2月に、国産初
となる 2インチウエハ対応ナノインプリント装置NM-0401
（写真 3）を nanotech 2004 において、展示・発表を行っ
た。ナノメートル転写パターン例を写真 4に示す。ビジネ
スモデルとして、購入者を大学のナノテクノロジー研究者
にターゲットを絞り、装置購入価格を 500 万円に設定した。
2004 年の販売台数は 5台を超えたが、予想外に購入者は企
業の研究所が主であった。
その後のナノインプリント装置の開発経緯を表 1に示す。
2005 年 2 月にはアライメント付き 6インチ対応ナノイン
プリント装置NM-0403 を開発し、nanotech2005 において、
展示・発表を行った。さらに、2005 年 8月に兵庫県 COE プ
ログラムに応募し、「大面積・高速ローラーナノインプリン
ト装置」の開発を行った。2006 年 2 月の nanotech 2006
において、ローラーナノインプリント試作機と 12インチ対
応機種 NM-0406 をデモ展示し、2006 年 10 月にローラー
ナノインプリント装置NM-0606R（写真 5）を開発した。
以上、産学官連携によるナノインプリント装置の製品化
経緯について述べた。現在は明昌機工と大学との共同研究
契約により、研究開発支援を行っている。これまでに 15台
以上の販売実績があり、最近では、大学への販売台数が増
えてきているとのことである。2000 年に大学の自主研究と
して 50 万円の研究費で開始したナノインプリント研究が、
産学官連携プログラムにより、地域産業支援につながった
ことは、私にとって大変嬉しい経験である。今後とも新た
な研究シーズを探索し、産学官連携プログラムによる地域
産業支援を行っていきたい。

NM-0401

・Wafer size : 2inch.
・Mold size : 2inch.
・Substrate
temperature : 20～200℃
・Pressure : 0～19kN
・Apparatus size :
630Wx922Dx1670H

モールド：SiO2/Si, 高さ：100nm,サイズ15x15mm2

_100nm _100nm
30-nmライン＆スペース 25-nmライン＆75-nmスペース
インプリント圧力：１MPa
・ナノスケールのパターンも、モールド形状に忠実に作成
することに成功

2002年７月 兵庫県の明昌機工（株）とナノインプリント装置開
 発の共同開発を開始
 （科学技術振興機構の独創モデル化事業）
2003年３月 nanotech 2003に卓上型のナノインプリント装
 置を展示
200４年２月 国産初となる２インチウエハ対応ナノインプリン
 ト装置NM-0401をnanotech 2004にて展示・
 発表　本格的に販売を開始
2005年２月 アライメント機能付き６インチ対応ナノインプリン
 ト装置NM-0403を開発し、nanotech 2005に
 て展示・発表
2005年８月 大面積・高速ローラーナノインプリント装置を兵
 庫県の明昌機工（株）と共同開発
 （兵庫県COEプログラム推進事業）
2006年2月 ローラーナノインプリント試作装置と12インチ対
 応機種をnanotech 2006にてデモ展示
2006年10月 ローラーナノインプリント装置NM-0606Rを開発

形式 NM-0606R

〈仕様〉
加圧力　 14kN
ローラー送り速度　 300mm/s
定盤加熱温度　 室温～200℃
ローラー加熱温度　 室温～200℃

*1：明昌機工株式会社
http://www.meisyo.co.jp/

写真５　ローラー型

写真４　HSQ室温転写パターン（ナノスケール）

写真３　ナノインプリント装置
　　　　（明昌機工：NANOIMPRINTER）

表1　ナノインプリント装置開発の経緯
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近畿大学のコーディネータである筆者が、シーズ発掘について語る。ここでも大学内のヒューマンネットワ
ークづくりが有効であった。さらに、外部のクリエイション・コア東大阪での集まりを通したネットワーク
参加についても語る。
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̶煩溝持近ごの〕｜“￥ークぎふ¡̶
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◆はじめに
産学官連携の中でヒューマンネットワークといえば、産である企業ある
いは自治体を含む官との人的つながりを指すものと考えられる。この観点
でのヒューマンネットワークのつくり方については、本ジャーナルまたは
各種セミナーでもすでに多く取り上げられてきているので、１年しかコー
ディネータの経験がない筆者が語るのは一知半解の域を出ない。それで、
本稿ではこの１年、私が行ってきた大学のバイオ・医学系シーズ発掘活動
を、題意には沿わないかもしれないが書くことにした。“知の拠点” そのも
のである大学教員のシーズ発掘の報告である。

◆大学教員との面談
近畿大学は関西の私学では唯一、医学部と 3つの附属病院を持つユニー
クな存在である。さらに、農学部、薬学部、生物理工学部等、のバイオ系
学部も併せ持つ。従って、この分野を目利きできるコーディネータの必要
性は高い。このバイオ・医学系でのコーディネータ活動として期待される
ことは、医工連携に代表される学部間のネットワークの中でのシーズ創生、
ニーズ創生、マッチングなど産業化のベースをつくることと思われる。そ
の後、企業との連携の中で、実用化を目指していくのである。近畿大学の
場合、バイオ・医学系のコーディネータが配置されていな
かったので、企業で薬理・生化学的手法で創薬活動をして
いた筆者に白羽の矢が立ったのであろう。だから、最初の
ヒューマンネットワークづくりは学内のシーズを仲介とし
たネットワーク構築であった。まずは、教員シーズの把握
である。以下に実際の活動を示す。
研究者一覧等を利用して、バイオ・医学系の教員の中で、
実用化可能な研究テーマを目利きし、ピックアップした。
メールを教員に配信、アポを取ろうとした。件名 “始めま
して…”。なしのつぶて。私の認知度も低く、迷惑メールと
思われたのであろう。件名に問題があると思い、“文部科学
省コーディネーターの…” と変えてみた。すると徐々に返
信があった。その教員には即座にアポを取り、出向いて、
インタビューを行った。その際、文部科学省コーディネー
ターは大学とは雇用関係に無いのでその立場を示すため、
先輩コーディネータのアドバイスにより作成した図 1に示
す A4判名刺「コーディネーターパス」を示し、話の取っ掛

松本　守
（まつもと・まもる）
近畿大学リエゾンセンター／
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

近畿大学リエゾンセンター長　宗像　恵

産学官連携コーディネーター

氏名　松　本　守　電話：06-6721-2332（内線 2028）
 FAX : 06-6727-4435
             　 E-mail：m-matsumoto@itp.kindai.ac.jp

記
・助成制度への応募支援
・大学の研究成果の調査と情報の整理
・企業ニーズ調査と情報の整理
・共同研究・受託研究等の促進
・事業団諸事業等への橋渡し

（ただし、研究内容・研究段階によっては、経済産業省など他
の省庁の助成制度への応募支援も行います）

̶以上̶

　産学官連携コーディネーターは文部科学省産業連携課か
らの配置であり、その業務は次の事項でありますが、近畿
大学リエゾンセンターの一員として業務に就いておりま
す。特に、大学の研究成果の調査と情報の整理、共同研究・
受託研究等の促進については教員各位の協力が必須であり
ますので、よろしくお願いいたします。

図1　コーディネーターパス
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かりとした。“こういう者ですが…”。お互いの緊
張が解け、初対面でも話が進んだ。このパスはな
かなかの優れものである。その後は淡々とインタ
ビューし、30 分程度で切り上げる。短ければ短
いほど良いように思う（写真 1）。
以上を整理すると、まず、目利きした教員にメ
ール等で連絡、名刺交換、リエゾンの説明、特許
関連、助成金、研究内容（助成金の状況および研
究員数を含む）、今後の抱負等を要領よく聴取、
この結果をネットワークの基礎とした。最小単位
のネットワークの成立である。

◆有効に働くネットワークづくり
しかし、上述したこのネットワークは交流、情報交換には有意義でも、
有効に働くネットワークではない。この最小単位のネットワークを有効に
働くネットワークにするためにはお互いの信頼関係の構築が重要である。
教員の信頼を得るためには、異分野の研究協力者の探索、研究助成金獲得
等、研究の進展に必要な努力が必要である。その中で、助成金獲得は研究
の進展に必須である。コーディネータはぜひ力を注いでいきたい。そのよ
うな活動の中、発掘したシーズで、医学部との連携が必要となるテーマが
多く見られた。例えば、理工学部で代替骨材料の研究があった。研究の進
展にはどうしても生物学的試験が必須になってきた。そこで、最小単位の
ネットワークを構築していた医学部の教員に相談。結果、医学部で動物実
験を実施することになった。有効に働くネットワークの構築である。この
ようにマッチングしたテーマについては、得られたデータの解析と上述し
た各種助成金の獲得等、研究の進捗管理に深く関与している。
一方、近畿大学では平成 18 年度文部科学省私立大学教育研究高度化推
進特別補助社会連携研究推進経費に “医工連携による医療技術のイノベー
ション” が採択された。5年間で総額約 5.5 億円である。テーマは大枠 4
テーマが進展中で、私もこのプロジェクトに深く関与している。前述した
テーマもこの中に含まれ、資金的環境に恵まれたので、研究の進展に期待
が持てる。
ところで、一般的に医学部が関与するテーマが進展した場合はどうなる
であろうか。非常に良い例はシーズが薬理作用を持つ新薬開発の場合であ
る。大学では、化合物の発見・合成、試験管内での初歩的な薬理作用の確
認までであろう。動物実験のデータを得るには資金的にも苦しい。さらに、
これを新薬として世に出すとなれば発見から 10 ～ 15 年、費用も 200 ～
500 億円かかるというのが相場である。すなわち、前臨床試験として、薬
理試験、吸収・分布・代謝・排泄試験、毒性試験、発ガン試験、ガイドラ
インに従った治験薬の作成。続いて臨床試験、認可申請、市販後調査等を
クリアしなければならないのである。とても大学のみでの開発は無理であ
る。大手製薬企業との連携が絶対必要になる。大手製薬企業では現在、資
金のかさむ自社開発より、大学やベンチャー企業からシーズを求めること
が多くなったので、この点では追い風である。いずれにしても、製薬企業
とのネットワークづくりが必要である。

写真１　インタビューの模様　
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ところで、新薬開発の最終評価は臨床試験で有効であるかどうかである。
病院で、新薬の効果を実際の患者に投与し、トライするのである。近畿大
学の場合、医学部があるので、早期からの連携でテーマを進めていける。
この点では非常に有利である。
以上、大学発の新薬の開発というような案件では、このようなネットワ
ークづくりが必要となる。バイオ・医学系の産学連携は資金的にも時間的
にも大変な努力が必要であるので、各方面でのネットワークづくりを真摯
（しんし）に構築していかねばならない。

◆クリエイション・コア東大阪でのネットワーク
大学以外のネットワークとして、東大阪には “ものづくり支援拠点クリ
エイション・コア東大阪（略称クリコア）” という施設がある。クリコアで
は大阪大学、立命館大学など近畿の 13 大学が産学連携の窓口としてリエ
ゾンオフィスを開設している。また、中小ベンチャー企業も入居している。
クリコアでは主に中小企業ニーズと大学シーズのマッチングによる共同研
究、技術移転を主たる業務にしている。近畿大学は産学連携オフィスおよ
び大学サテライト研究室を開設、活動している。このクリコアで毎週水曜
日に入居大学コーディネータが集まり、“アゴラの会” を開催、各大学間の
情報交換をしている。この集まりでは、ものづくりを聞くいい機会にもな
る。このネットワークはアルコールの会等、親密なつながりができるので、
ネットワークの拡大に利用できる。

◆おわりに
バイオ・医学系シーズの産学連携には有効に働くネットワークづくりが
大切で、コーディネータはその連携維持に努めなければならない。これら
シーズの実用化には多額の資金と時間を要するが、日本発の優れた医薬品
あるいは医療機器が少ない中、大学としては精力的に取り組むべきテーマ
であると思う。
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◆ “プロジェクトX”みたい！
先日、退職金の一部で小規模な投資をしている元同僚が訪ねてきて、「貴
兄の関係している○○社の株を買っておけばよかった」と残念がった。同
社の製品の一つが欧州に販路を広げた、とのニュースで株価が上がったら
しい。“製品の一つ” とは国立研究所時代に特許を申請して、当時の新技術
事業団の支援で同社の技術者が製品化した装置のことである。古い話で既
に特許権も消滅している。同装置は、市場開拓に手間取っていたが、その
後の性能の向上と時代の要請が相まって、最近になって急激に国内に普及
した。きっと欧米にも売れるようになるだろう、と彼には言っておいたの
である。
紙に描いた自分の発明が世に出て、なおかつ誰彼の役に立っているのを
見るのは発明者冥利（みょうり）である。いわんや爆発的に普及したとか、
欧州に販路を広げた、と聞くにおいてをや、である。大学に転職して赴任
したら、近隣の研究室で件（くだん）の装置が 2台も活躍しているのに出
会った。この装置は筆者の発明だ、と言ったら、使っていた若い同僚は痛
く感激していたが、感激したのはむしろ筆者の方であった。また大学の授
業で、この装置の原理に加えて、製品として今になって広く普及している
話をしたら「“プロジェクト X” みたい！」と学生に言われた。それらはい
ずれも、特許を紙に描いただけでは得られない「使われてこそ」の快哉（か
いさい）である。
学や官の研究者はNature 誌や Science 誌に論文を載せて、わがオリジナ
リティを世界に誇ることはできても、紙に描いた特許を誰かに使ってもら
える “製品” にまではなかなかできない。また、それが主務でもない。研究
成果の一部が誰かの役に立っていることを知る発明者冥利は、論文発表の
快哉とは全く異なっているが、それを得るプロセスもまた、論文や特許を
書くプロセスとは全く異なっている。
仮に、間違いなく世の役に立つ斬新なアイデアがあって、研究室レベル
の試作に成功したとしても、それだけでは社会に受け入れられる “製品” に
はならない。そもそもニーズよりもシーズに基づいた発明をした学や官の
研究者には、市場が見えない。市場の要請も見えない。斬新なアイデアで
世の役に立ちそうなものを産み出したからといって、それだけで使う人が
現れて自然に普及するだろうと思うのは誤解である。研究論文とは違って
オリジナリティだけで市場は拓けない。自動車やテレビのように巨大市場

中沢　弘基
（なかざわ・ひろもと）
独立行政法人 物質・材料研究
機構 フェロー

学の立場にあった筆者が発明した装置が実際使われ、新しい研究分野が開かれているのを見た時の幸福感を
まず述べる。そして、産学官連携はまさしく産、学、官の共同であるが、しかし、各分野の価値観あってこ
そのもので、それが良い研究成果を生むものと、論を展開する。
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が既にあって、そこに少し優れた改良版を出す場合と異なり、全く新規の
製品ではどんな役に立つのか、どんなに良い物かを知らせなければ市場性
につながらない。オリジナルの度合いが大きければ大きいほど、市場を拓
くのに時間を要するであろう。
良いものだから絶対世に歓迎されるはずだ、と気がはやってベンチャー
企業を立ち上げたりすると、努力や技量の割に大きなリスクを負う。起業
は容易だとしても、アイデアや試作品を “製品” にするのは容易ではない。
なぜなら企業と企業の技術者が蓄えた知恵が不可欠だからであり、市販品
の開発を支えるには資力も要るし、市場を拓くには営業の知恵も要るから
である。そんなすべての力量を備えた研究者はなかなかいない。研究や発
明とは異なって、製品化は個の才や努力の成果ではなく、研究者・技術者・
経営者の「餅は餅屋」連合の共同成果である。その上、市販品としての成
功にはむしろ、技術移転先の企業や技術者の寄与が大きく、そして多分、
“時の運” の支援も必要と思われるからである。産学官連携の一経験である。

◆ 発明の評価
最近、独立行政法人となった旧国立大学や国立研究機関の経営は容易で
はない。政府からの運営交付金が年々減額される中で、破産しない収支を
保たねばならないから、組織内部では外部資金の獲得が評価され、特許の
取得やベンチャー企業の立ち上げの評価が高くなってきた。これまでは国
有であった特許権の半分を発明者個人に与えたり、ベンチャー企業の立ち
上げには各種の優遇措置があるなど、発明の誘導にさまざまな工夫がされ
ている。かつて不正義とされた研究や教育以外の活動も、業務の一環とし
て認められ、インパクトファクターの小さな論文を書くよりもむしろ発明
や起業化努力に高い評価が与えられている。産業界の研究所でも、収益を
上げた製品の発明者には相応の対価を会社が支払わなければならない、と
の裁判例があった。学・官のみならず、研究者にいい発明をさせるために
は収益で誘導するのがよいと考えているようにみえる。
研究者があえて清貧を好むわけではないから、利益を上げた発明で相応
の対価を得ることは悪い話ではない。しかし学や官の、収益のみが研究の
動機ではない研究者にとって、収益を誘引とする各種の措置は必ずしもい
い発明を促すことにはならないかもしれない。
自分の発明した装置が、大学の若い同僚に使われて新しい研究分野が拓
かれているのを知った時や、学生に「プロジェクト Xみたい！」と言われ
た時の幸福感は、売り上げが何千台で何百億円であったと聞いた時のそれ
とは全く異なり、かつはるかに大きかった。あれがもし、医薬品や医療装
置など直接人の命や生活を助けるのに役立つような製品であったなら、誰
かの役に立ったことを知った時の快哉はさらに大きかったであろう。シー
ズから発する学や官の発明は、必ずしも収益を目的とした研究から発する
ものではないから、研究成果を発明に結び付けるか否かは個々の研究者の
社会観や価値観に依存する。特許を書いて研究成果を独占することを潔し
とせず、あえて論文で公開した同僚もいた。人の価値観はさまざまである。
収益に応じた多額の分け前で発明を誘導されるよりもむしろ、分け前を少
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なく規制されることで、逆に世の敬意を得る方がいいと考える人もいるで
あろう。論文や著作のように製品に発明者の名前を表示する義務付けなど
いい方法があれば、それも一つの方策かもしれない。

◆ おわりに
収益の多寡のみで発明を評価したり誘導する風潮が行き過ぎると、学や
官の研究の質そのものを下げる悪い影響が出てくる懸念も生ずる。学や官
のシーズから発する発明は、その後の製品化や宣伝など市場開拓が容易で
はない。産との連携も要るし、開発には時間も要する。さらに市場に出て
も、成功して収益に結び付くかどうか確かではない。従って、もし学や官
の研究者が発明で収益を上げようとすれば、既に市場が拓かれている製品
が直面する問題を解決するような発明を手掛けた方が容易で確実であろう。
市場の直近のニーズに応える研究である。しかし、そういう研究や発明は
本来、産の役割であって、学や官に期待されるのは、非市場的研究から派
生するはずのもっととんでもない発明ではないだろうか。研究成果を収益
で評価したり、発明を利益で誘導すると、学や官の研究自体の矮小（わい
しょう）化を誘導しかねないと危惧（きぐ）されるところである。
産官学連携は「餅は餅屋」連合の共同であり、餅屋それぞれに固有の価
値観がある。市場価値だけで一律に評価されることがなく、それぞれがそ
れぞれの仕事の冥利を求めることのできる社会が本当の文明社会であろう。
餅屋、餅屋に糊口の不安がないことが前提であるが、多様な価値観が共存
する社会、そんな社会が良い研究成果や発明を生むものと思われる。
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主催：文部科学省
 経済産業省
 日本経済新聞社

「全国知的・産業クラスターフォーラム」報告
̶クラスター活動の成果をどのように評価したらよいのか̶
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2006 年 11 月 29 日、東京ビッグサイトで「全国知的・産業クラスター
フォーラム」（主催：文部科学省、経済産業省、日本経済新聞社）が開催
された。また、同会場で、各地のクラスター活動の研究開発成果等を展示
する「地域発先端テクノフェア」が「全国中小企業総合展」等と併催で開
催された。本フォーラムは現在の開催形態としては 2004 年から毎年開催
され今回で 3回目になる。今回は、クラスター政策が政府の「経済成長戦
略大綱」と「第 3期科学技術基本計画」の柱の一つとして位置付けられて
いる（渡辺博道経済産業副大臣、水落敏栄文部科学大臣政務官挨拶）こと
が確認された上で、イノベーション、ベンチャー、地域経済をキーワード
としつつ、とりわけクラスター活動の成果をどのようにとらえるかといっ
た観点からの議論が行われた。フォーラム全体として、わが国としてのイ
ノベーション戦略構築の必要性を強調した黒川清氏（内閣特別顧問「イノ
ベーション 25 戦略会議」座長、政策研究大学院大学教授）をはじめ示唆
に富む話が多かったが、本誌では、特に、各地のクラスター活動のキーパ
ーソンとして活躍されている 5人の方を中心として行われたパネルディス
カッションの議論を中心に紹介する（本フォーラムのプログラム詳細は、
http://www.cluster.gr.jp/forum.html 参照）。
パネルディスカッションは、「5年間の目に見える成果は何か」との司会
者の問い掛けから始まった。産業クラスター計画は 2001 年度の発足から
5年を経過して今年度から第 2期中期計画にはいっており、知的クラスタ
ー創成事業も初年度の 2002 年度に採択された事業の多くが今年度で終了
し新年度から新たなフェーズにはいる。そのような時期にクラスター活動
の成果やその評価方法が論じられるのは自然な流れである。司会者の問い
掛けに対する 5人のパネリストの議論は、「各地に成果は出始めてはいる
ものの、結果のみを性急に求めてはいけない。特に、件数や売上高などの
数値的な評価のみに偏ってはいけない。将来的に新事業が立ち上がる確率
が高まるような仕組み作り、体制作りがより重要である」といったライン
に集約される。各地のクラスター活動のリーダーの実体験に基づいた発言
だけに納得できる意見が多かった。
総括講演者の堀場雅夫氏（日本新事業支援機関協議会会長、株式会社堀
場製作所最高顧問）は、このようなパネルディスカッションの議論の流れ
を受け、自社の経験としても、バブル期において当時の好調な業績がこの
まま続くはずがないとの判断から始めた社内改革が昨年度あたりからはっ
きりした成果を上げ始めたことなどを紹介し、「クラスター政策も目立っ
た成果が出るまでには最低 10年は我慢しなければならない。ただし、着
実に成果を出すためには中間評価が非常に重要であり、また、成果をアピ

http://sangakukan.jp/journal/
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ールしたいあまりに過大な報告を行ってはいけない」との
指摘を行った。肝に銘ずべき指摘である。
パネルディスカッションで指摘された「将来的に新事業
が立ち上がる確率が高まるような仕組み作り」に関しては、
筆者の個人的な解釈を加えておきたい。クラスター活動は、
開発力のある主体が数多く担い手として参加することによ
って初めて自立的な活動となる。担い手たるべき主体とし
ては、企業も大学等の研究機関も金融機関も行政を含む各
種の支援機関も必要であるが、今、各地域でとりわけ求め
られていることは力のある地域企業（その多くは中小企業で
ある場合が多い）ができるだけ数多く主体的に参加することではないだろ
うか。クラスター活動の中心的な担い手となれる企業は、どんな企業でも
よいわけではない。開発力のある企業、より具体的には産学連携や他の企
業との連携を製品開発や事業化に生かせる力を持った企業であることが必
要である。そのような力ある企業を地域においてできるだけ数多く発掘し、
クラスター活動への参加を促すことが各地域の共通の課題であろう。開発
力のある企業が新製品の開発、事業化に成功すればその効果は、受託加工
型の中小企業にも波及する。単に名前を連ねるだけでなく自ら活動の担い
手として積極的に参加する企業がどれだけいるか、それによって、どのく
らい活動の自立性が確立されているか、といった点が評価のひとつの視点
になると考えられる。
最後に付言すると、本フォーラムの最後には交流会が設定されており、
フォーラム参加者（その多くは、全国各地から参集したクラスター活動の
キーパーソンやその下で活動に従事している人々である）が、相互のネッ
トワークを広げるとともに、政策担当者と直接に意見交換することが可能
な場となっている。政策担当者にとってもさまざまな地域の人の声に直に
接することのできる価値ある場である。限られた時間ではあるが、より多
くの政策担当者とフォーラム参加者が、この交流会を活用することが期待
される。

（京都大学経済研究所 教授／本誌編集委員 児玉俊洋）

http://sangakukan.jp/journal/
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★平成 19年 1月に入り、本ジャーナルは 3周年を迎えました。昨年末ジャーナルインタ
ビューで荒井寿光さん（前 内閣官房・知的財産戦略推進事務局長）にお会いしたときのこ
とです。ずいぶんとさばさばしたお顔をしておられました。大任から降りられた解放感か
らなのでしょうか、それとも再度充電態勢に入っている静けさだったのでしょうか。荒井
さんは 10年にわたり日本の知財制度の改革に取り組んでこられましたが、私は『知財立
国』とか『知財革命』などの一連の御著書を読む中で、読むほどに 1度直接お話をお聞
きしたいと思う点がありました。この度、その絶好の機会を与えられました。 特許審査請
求期間の短縮から知財高裁の設立に至るまで、一連の改革を 100 の提言の中で並べ立て、
次々とレールの上を走るかのように改革を進めてゆく様は、マラソンゴールへの道筋を既
に何度も走った人のみが知る、走るための戦略を知り尽くした人のそれでした。「荒井さ
んは、知財の諸葛孔明のようですね。孔明は手のひらにあるかのように軍事を操りました。
敵の将を追い、二股の道に至れば必ず右に行くであろう。そこに伏兵を置き…と。どうし
てそんなことが知財でできたのですか？」と聞いてみたかったのです。『知財戦略』によ
れば、2003 年からの 3年間で日本の知財戦略の第 1期を終了しています。現在は第 2ス
テージの渦中です。そこにはどんな伏兵が待ち構えているのですか、と聞いてみました。
それを2月号に載せます。お楽しみに！　　　　　　　　　　　　　　　　 （江原委員長）

★新年おめでとうございます。
　正月号では、科学技術政策の面から、「イノベーション 25」について高市早苗内閣府特
命担当大臣に語っていただき、また「『第２期・科学技術立国論』に向けて̶日本型創造
的研究の在り方を考える̶」と題する新春座談会を掲載しました。今年はまず、日本の
「イノベーション」や、 日本が「課題先進国として取り組む諸課題へのソリューション」を
達成するためには「融合型研究」が必須であり、その方法論として、「産学連携」に焦点
が当たる、という図式で話題が展開していくと思われます。また、日本の「科学技術立国」
政策を進める上でも産学連携を通しての経済の発展に重点が置かれています。本ジャーナ
ルでは、多方面から話題を取り上げ、記事に反映させたいと考えています。
　また、産学連携を実施する現場を見ると、大企業と中小企業ではかなり状況が異なり
ます。特に地域の産学連携では、大方に中小企業がかかわりますので、多様な状況下で、
ニーズ／シーズの掘り起こしとマッチングにかかわる方々の日々の尽力、その積み重ねが
続けられています。その中から事業化が発生する様子を取り上げ、産にとって分かりやす
く読みやすい記事を掘り起こし、取り上げていかなくてはなりません。
　今年も、皆さまの躍進を祈り、フォローしていきたいと考えます。ご期待ください。

（加藤編集長）




