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◆ベンチャーによるイノベーションのために
ベンチャーは当然ながら、人も金も量産技術も販売力もブランドも信用力も何
も無い。あるのは特異な技術力と斬新なアイデア、昼夜を問わずにイノベーショ
ンに没頭する情熱と恐れを知らぬ行動力だけだ。そんな彼らには大企業との協業
が成長への足掛かりとして大きな助けになる。VB（ベンチャービジネス）の革新
的で迅速な技術開発力と大企業の量産技術や販売力、信用力が補完しあって新規
事業の達成に至ることは、かつてのマイクロソフトと IBMの協業が巨大なパソ
コン市場を生んだ事例でも明らかだ。
一方、大企業は近年、短期に金を産まない研究開発部門を大幅にリストラした
から自社開発に頼れる領域が狭まり、他社との技術協業が必然となっている。特
に、特異な新規技術を持つ VBとの協業による開発のスピードアップは、競争力
の強化や新規事業開拓プロジェクトの死命を決するほどに重要だが、トップの危
機感が組織全体に浸透していないきらいがある。
私は日ごろ、技術力のある VB を大企業に紹介しているが、技術説明を受け
る多くの大企業のミドルたちの目は一様に死んだ魚のようにドロッとしている。
VBの技術を利用して新しいビジネスを立ち上げようという気概が感じられない
のだ。技術力が確かなら他社の手垢が付いていない VBの方がより大きなチャン
スなのに、長い間の減点主義のためか、実績がない VBと協業するリスクは取れ
ないらしい。
特にイノベーティブな業績がなくても、有名大卒だから出世ルートに乗り大過
なく来た人が、同様の先輩から経営者のバトンを受けるという風土がミドルたち
の死んだ魚の目の元凶ではないのかと恐れる。
官による VB支援も、ただやみくもに起業を呼び掛けて質より量の起業数を追
い、補助金をバラまくのでは知恵が浅い。米国で技術力のある VBが勃興したの
は官の掛け声や補助金ではなく、マイクロソフト、インテルなどの成功が次の起
業家たちを鼓舞したからである。彼らを鼓舞するのは起業呼び掛けのイベントで
も補助金でもなく、過去の成功事例であることを肝に銘じるべきである。
優秀な起業家を数多く作るための支援策には、安易な新規起業の呼び掛けよ
り、既存の優秀なVBの背をあと一押しして成功事例を作ることの方が効果的だ。
しかも補助金の投げ捨てではなく経済原則に即した金を投入すべきである。安易
な補助金はリスクを取って立ち上がった VBにタダ飯への甘えの体質を身に付け
させるだけだ。国家予算の単年度主義の壁を越えて、過去に投資した血税がキャ
ピタルゲインを産み、次の成功を産むための再投資に循環する仕組み作りを考え
ること、それこそが官のイノベーションである。
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RSP事業創設時にコーディネータを引き受けられた理由から当時のコーディネータとしての活動、現時点でのコ
ーディネータ論、今後の在り方など示唆に富む話を満載。初期の産学連携が明らかに。

稲村  實●小坂  岑雄●丸山  敏彦

ＲＳＰ事業（ネットワーク構築型）を振り返る
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◆コーディネータを引き受けた理由
●本日は、RSP 事業、特にネットワーク構築型を振り返っていただきます。
ネットワーク構築型も平成 15年が最終ですので、それ以来、既にほぼ 3年
たちました。初めに、本日の出席者の方々がコーディネータになられたきっ
かけと、その当時の産学連携の状況をお聞かせください。

丸山　科学技術庁（現 文部科学省）が平成 7年に科学技術基本法を制定し、
その中で地域の科学技術振興を一つの柱とし、それにかかわるコーディ
ネート機能を高めるために RSP 事業を創設したと聞いています。当時、
私は公設試にいまして、退職後も地域企業の技術支援をしたいと思って
いました。RSP 事業が平成 8年 10 月にスタートした時のコーディネー
タは全国で 7人で、公設試の出身は私 1人でした。そのころ、産学官と
いう言葉はあっても、私の印象では産学官が集まれば何かできるといっ
た錯覚みたいなものが非常に多かったような気がします。誰が産学官で
横並びにして引っ張るのか、どんな形でベクトルを合わせていくのか、
そういった考慮は足りなかったように思います。
　　最近の産学官連携では、だいぶ実績も出ていますし、広がりが出てき
ましたが、当時は特に北海道の場合、官が産学官連携に主導的に取り組み、
その必要性を強く感じているようでした。
　　それから、当初はコーディネータの定義は不明確でしたが、結局、私
は大学の研究成果を発掘し、それを育成して事業化に結び付けるための
仕事を 7年半してきました。今はコーディネート活動は当然の行動との
認識になってきていることはうれしいことです。
稲村　最初は単に RSP 事業といってネットワーク構築型という名前は付い
ていませんでした。平成 11年に研究成果育成型を創設するに当たって、
ネットワーク構築型という形容詞が付いたのです。
丸山　研究成果育成型とはっきり区別するために、ネットワーク構築型を
まず作っておいたということでしょう。ネットワーク構築型ではコーデ
ィネータは1人体制でしたが研究成果育成型では4人体制になりました。
コーディネーション機能の強化ということでしょう。
小坂　私のいる愛知県では RSP 事業以前にテクノサポーター事業というも
のがあり、産学連携は決して不活発ではありませんでした。RSP 事業が
始まったのはバブル崩壊後の経済状態が非常に悪い時で、何とかして日
本経済の再興につなげようとする政府の一連の政策の中でした。そんな
中で愛知県の科学技術交流財団が平成 6年にでき、RSP 事業が置かれた
のが平成 8年です。当時私は国立研究所に在籍していて、財団の相談に
あずかっていましたので、その縁で私もコーディネータになりました。

丸山　敏彦
（まるやま・としひこ）
丸山技術コーディネート研究所

稲村　實
（いなむら・みのる）
元 財団法人 岡山県産業振興財団

小坂　岑雄
（こさか・みねお）
財団法人 科学技術交流財団
クラスターマネージャー

聞き手：遠藤　達弥
（財団法人 全日本地域研究交流協会
事業部次長）
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日本初の職能ということで大いに緊張しました。

◆RSP事業初期のコーディネータは
小坂　当初 1人体制であったコーディネータ活動は大変な手探り状態でし
た。何とかして中小企業に役立ちたいとの思いから、ビジネスにつなが
るアイデアを随分と提供しました。後に研究成果育成型ではコーディネ
ータは 4人 1組になったのですが、1人のときと 4人のときの評価体制
の違いに周辺からも多少の意見があったと思います。例えば 4人で研究
開発の評価を行うと評価がばらばらになりがちです。一方、1人で行う
場合は間違いも多いのですが、個人的な判断の中で評価する限りでは筋
が通ります。1人のときと 4人でやるときとは少なくとも仕事の性格が
異なっていたような気がします。
稲村　私は、もと電機会社の現場技術者でしたが、岡山にある関係会社に
工場長として在勤中、土日は岡山県工業技術センターの技術アドバイザ
ーをしていました。その後 RSP 事業が始まり、私がそのコーディネータ
になりました。岡山県は平成 10年からで、そのとき RSP 事業は発足か
ら 3年目でしたので、全国で 20 県、合計 20 人のコーディネータ体制
ができていました。しかもある程度 RSP の事業内容ははっきりしていま
した。
　　例えば、まず①探索分野を設定し、②研究人材や技術ニーズを探索調
査し、③研究と技術のシーズ・ニーズを結合し、④研究開発プロジェク
トを企画し、⑤地域合意を形成し、⑥その成果を地域内外に発信する、
などです。加えて、⑦岡山県独自の種々のコーディネート活動を行う、
という指示です。具体的には、「やる気のある中小企業」のニーズを拾う
ことでした。そのころ既に私は兵庫県の工場に戻っていましたが、岡山
県で採用したコーディネータが辞められたので、私はその方のリリーフ
として岡山県に再度かかわることになりました。
　　コーディネータ会議に出ますと、企業出身のコーディネータは少なく、
大学関係、公設試など学、官出身の方が多かった印象です。これまでの
社会生活から私は企業のニーズは探しやすかったのですが、大学の研究
シーズはコネがないこともあり、ゼロからの出発でした。

●北海道の場合、道庁だけが積極的で、その他は全然関心が無かったのですよね。
丸山　当初はそうです。北海道には愛知県の科学技術交流財団ほどの産学
連携機能を持つ受け皿は無く、しかも北海道は一次産業を中心にした産
業構造ですから、産学連携のアプローチも違っていました。どちらかと
いうと、私の場合は企業ニーズをあらかじめ設定して、大学の研究成果
を応用したことが多かったと思います。
　　つまり、ニーズの先取りをしながら、シーズを持っている先生と会って、
その技術支援を企業と一緒に働きかけるというやり方です。RSP 事業の
良いところは自分で責任を取れることでした。つまり、いくばくかの研
究費がコーディネータに預けられていますので、自分で発掘した技術シ
ーズの育成に関して、責任を持ってハンドリングできたことです。コー
ディネータにはある程度の権限を与えないとその活動の意味が失われま
す。1人でコーディネート活動をしていたころは各地域のコーディネー
タとも皆必死でした。
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小坂　1人でやる責任感も大変でしたが、その代わり、充実感も、達成感
もありました。
丸山　それはもう真剣にやりました。責任持ってやるということですから
コーディネータは決して黒子でないと強く思います。
小坂　今は、コーディネータの上に何かと委員会をつくり、コーディネー
タはネタを拾ってきて、審査委員会の前に並べて見せるだけの役になっ
ている運用が多いのではないでしょうか。

◆当時の大学の産学連携への取り組みは
●当時、大学はどういう感じでしたか。
小坂　産学にわたる人脈の中でやりながら考えてみる、というアプローチ
でしたが、大学はまだ「国立大学そのもの」という気風がありました。
特に契約関係が大変でした。
丸山　当初は科学技術振興の大きな柱を実行する上での人材を提供すると
いう提案があり、つまりコーディネータによるコーディネート機能を大
学が所在する各地域で高めようということでの大学の関与でした。その
ようにする場合、広く大学の成果を拾い上げて、企業と一緒に連携でき
るネットワークが必要だったのです。そのころから各地の大学に地域共
同研究センターがいくつもできました。大学の研究成果に軸足を完全に
置いたのは、これら地域共同研究センターができだした後のことです。
稲村　岡山の場合、シーズ探しに苦労したと言いましたが、大学からのシ
ーズは探せば系統的にあります。その後、企業のニーズを把握する方が
難しいことが分かりました。岡山大学地域共同研究センターは系統立っ
たデータが取れるという点で有用でした。
小坂　ちょうど科学技術振興機構（JST）が文部科学省に帰属することにな
ったあたりから、産学連携は明確に大学のシーズに軸足を置くようにな
ったと思います。
稲村　岡山ではテクノサポートといって、財団と同じところに地域共同研
究センターや県の工業技術センターがあります。レストランも同じ場所
にあるので、それぞれに所属する方々との交流ができています。一方で、
地域共同研究センターと大学本体は地理的に近くないので、学内の連絡
を密にするのに苦労されているようです。最近はセンターの職員は大学
の本部にも席を設けるようになりました。
丸山　全国には TLOなど、いろいろ組織ができたのもこのころです。
稲村　TLOについて言えば、米国の成功している TLOを調査するために米
国出張したことがあります。調査した TLO の多くは学内組織の TLO で
した。岡山県の TLO設立委員会ではこの米国出張での調査経験を吐露し
方向付けをしました。
丸山  いずれにしても、何か新しい仕組みが出ると、それらがまず独立し
て行動するという話になります。補完し合う立場のはずの組織が、逆に
個々にばらばらになっています。これからは統合していく方向が大事で
しょう。国の研究資金も無限ではなく、研究成果を効率的に有効に使う
手立ての鍵は、高いコーディネート機能にあると思います。
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◆RSP事業のコーディネータ活動の波及
丸山　これからはコーディネーションという仕事は非常に大事になってき
て、新たな職種としての期待感があります。産学官のベクトルを合わせ、
機能させる人材の重要なことへの共通認識が定着してきたと思います。
そういう意味で、RSP 事業が果たした役割は大きかったと思っています。
稲村　RSP 事業の大事な波及効果の一つに当初は 1人だった岡山県のコー
ディネータが、現在ではその 54倍の 54人に増えたことです。
小坂　とにかくそのあたりまで、JST を知らなかった中小企業が多かった
ですよ。われわれ RSP 事業コーディネータが中小企業を対象に活動した
ことによって、JST の存在が広く中小企業に浸透したと思います。
丸山　経済産業省の政策自身は、大手企業志向です。JST の場合も基礎研
究を含めた科学技術ではその主体が大手企業であり、実際に中小企業ま
では対象を広げていなかったと思います。コーディネータはベンチャー
企業や中小（零細）企業とも付き合っていました。それが重要な役割の一
つでした。

●可能性試験 *1の存在が、大学に入り込みやすくしたといろいろなコーディネ
ータから伺いますが。
小坂　私は 6年ほど大学で仕事をしていましたので、大学に出向くことに
ついて全く違和感はありませんでした。しかもコーディネータとして少
ないながら資金を持っているわけですから。しかし、3年間で、直接大
学の研究者に資金をお渡ししたのは 3、4件であったかと思います。ま
ず企業と契約して、そこから大学にコンタクトするようにと企業に要請
し、根回しもしました。企業は必ず何か試作品を作るからです。
稲村　ただし、中小企業は報告書を書けないところが多いのです。一方で、
元気な中小企業は「少額の資金を受け取って、膨大な報告書を書くので
はちょっと……」、というところがありますね。
小坂  大学の研究成果は最初からストレートに事業化に結び付くことは少
ないですから、その成果を使って、企業ニーズへの実証のための試作品
を作るなり、実験が必要となります。そのためのRSP資金（可能性試験費）
はコーディネータの考えを生かしていくうえで不可欠でした。
小坂　当時使える金額は 1件あたり 50 万円、100 万円程度で、これは実
証には有効であったのですが、事業を新しく興す額ではありません。し
かも使い方にコンプライアンスの問題がありますので、帳簿、書類、会
計に多大の時間を使わざるを得ませんでした。
　　少額の補助金は全く企業いじめであると言う民間人もいますが、それ
ぐらい書類と報告書作りがきつかったわけです。
丸山　そのようなことで、RSP 事業では事務の人も付けてくれました。
●補助金は出したけれど、事業化までいかなかったという、いわゆる失敗例は
ありますよね。

小坂　研究は大化けすることがあるのですね。企業は失敗を失敗のまま放
置するのではなく、そのとき培ったいろいろなノウハウや技術は必ずど
こかで使おうとします。当初のシーズはコスト割れで実現しなかったが、
別方向で商品化した例も多いので、3年くらい経過的にフォローアップ
をしないと本当のところは見えてこないです。
丸山 　その点でコーディネータの果たす役割が大きいと思います。研究者
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がいくら自らの研究成果を良く評価したとしても、その通りには実用化
に結び付かない。かえって途中で技術開発の方向に口を挟んだことから、
実際のビジネスになることもあります。従って、コーディネーションプ
ロセスにはいろいろとあって 1年、2年で止めたら駄目なのです。
小坂　ある意味でコーディネートは死ぬまでの仕事ですね。
丸山　そうです。RSP 事業を日本で初めて導入し、実施した意義は非常に
大きいと思います。従って、単なる時限的に何年かの成果ということで
はなくて、これからどのようにつないでいくのかが問題です。
稲村　その意味では、RSP 事業が時限立法で終了したことに問題があると
思います。ある共同研究を RSP 事業（可能性試験）で扱うのは 1年間で
すが、企業の活動はずっと続いていくわけです。
　　岡山の場合、RSP 事業が終わった年に研究成果育成型の募集が中止さ
れました。その翌年、今度は岡山県独自で RSP 事業の継続事業を興しま
した。そこで私は県の産学官連携コーディネータに採用されました。最
初の RSP 事業の趣旨では、事業が無くなった後は、地域独自でその継続
事業を行うよう基本的に謳われており、岡山県はその通りしたのです。
丸山　RSP 事業を受け入れた各地域では、本事業が終了した時点で、だい
たいの県は JST レベルの事業は終えました。実は、北海道でも、ポスト
RSP 事業を立ち上げましたが、RSP 事業コーディネータの継続性は無く
なりました。
小坂　愛知県では、RSP 事業の終了後、県独自で予算を作り、2人のコーディ
ネータが配置されました。RSP 事業（研究成果育成型）で私と一緒にコー
ディネータの仕事をした方は 4人いましたが、彼らはそれぞれ県内の大
学や財団に雇用され、コーディネータ職につきました。その意味では、コー
ディネート制度が根付いていると思います。 
　　国公立の大学にはいろいろな制度でのコーディネータが多くなりまし
た。私はコーディネータ制度は発足以来 10 年経過し、見直しの時期に
あると考えます。
　　地域でコーディネート事務所を一つ置き文部科学省関係だろうと、農
林水産・厚生労働各省関係だろうと、あらゆるコーディネートができる
ような仕掛けを作って活動するのが良いと思います。現在、県や市、公
的研究機関や経済団体にもコーディネータがいて、個々のコーディネー
タは過剰気味だと思います。そこで、それらコーディネータをひっくる
めて１カ所に置いたら、無駄な投資を省けるように感じます。
稲村　岡山県の例を申し上げますと、当初のRSP事業では私1人がコーディ
ネータでしたが、実は財団の同僚が随分私をバックアップしてくれまし
た。彼らは財団を辞めてからも県内の大学・市役所・銀行・第三セクター
機関でコーディネータ的な仕事をしています。そういう形でどんどん増
えていき、公的コーディネータが 54人活躍しています。
　　RSP 事業が端緒となって岡山県が種々の事業を興しています。つまり
コーディネート事業がずいぶん膨らんできているわけです。成功事例を
作るには多くの人が関係した方がいいと思います。
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◆今後のコーディネータの役割とは
   ̶ 公設試の役割とプロデューサー的役割̶
丸山　コーディネート機能を考えるとき、チームアプローチで技術移転に
当たるコーディネート機関が必要になります。各地域においてその役割
を担うのが公設試でしょう。これこそが新しく公設試に求められてきて
いる大きな役割の一つです。全国的にも公設試が地域のコーディネート
機関としての役割を認識してきていることは非常に心強いことです。
稲村　やはり県地域の中では公設試の職員が、今まで一番コーディネート
を行うべき適当な職にありながら、職務として狭い範囲を果たしてきた
ように思います。彼らの職域を広げることが、日本全体の活性化につな
がることだと考えます。
小坂　プロデューサー（後述）的なことが最近は本当のコーディネート機能
ではないかと考えています。愛知県では公設試職員のうち3名をコーディ
ネータとして発令しています。
丸山　これからのコーディネータは企業に対して「こういうものが必要で
はないの？」というアプローチをしないと、企業は胸襟を開かないですよ。
小坂　大学シーズの橋渡しはいいのですが、最終的な目標はやはりニーズ
を作るということです。具体的な開発目標あってこそ、ニーズ・シーズ
と言えます。
稲村　本当に実力のある成果の出せそうなコーディネータは企業の製造技
術者の中にいます。
丸山　RSP 事業のコーディネータは、技術開発のアーリーステージ対応ま
でで、私自身もビジネスまで持っていける力は無かったということです。
　　問題は継続的に次々とコーディネートしてビジネスモデルとして成り
立たせることです。そのために企業価値をどう高めるか、ビジネスモデ
ルの価値化サイクルをどう駆動させていくか、脱皮の繰り返しに対する
コーディネーションが重要です。
稲村　ネットワーク構築型の RSP 事業は、そこまでやるという事業ではな
かったのです。しかし大きな波及効果が出ています。基盤を築いたとい
うことでしょうか。一例として、平成 17 年から始まった JST の「シー
ズ育成試験」で、採択件数の上位
地域には平成 8～ 10 年度実施地
域 20 県のうち 11 地域が全国 15
位までに入っています。特に岡
山県は、岡山大学所属のコーディ
ネータと岡山県産業振興財団所属
コーディネータが合計で採択数16
件（全国で 500件のうち）で堂々
全国 3位の成績でした。産学連携
のマッチングで活性化している地
域のうち、上位にくる地域はすべ
てネットワーク構築型でコーディ
ネートしたところなのです。
　　RSP 事業でネットワーク構築型

採択件
数順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
13
13
13
16
16
16

414
148
80
64
67
65
47
62
52
35
44
46
46
50
66
33
35
63

JST
大阪大学

（岡山大＋岡山県産業振興財団）
東北大学
名古屋大学

産業技術総合研究所
岡山大学

北海道科学技術総合振興センター
三重県産業支援センター

京都大学
岩手大学
立命館大学
九州大学
神戸大学
山形大学

岡山県産業振興財団
熊本大学
東京農工大学

研究機関 受理
件数

 スクリー
ニング 採択 採択率

ネットワーク型RSP
開始年度

（19位以下は未調査）
128
33
24
15
19
18
16
62
13
10
8
9
7
7
8
8
9
16

95
23
16
15
13
12
11
15
9
7
7
7
6
6
6
5
5
5

22.9
15.5
20.0
23.4
19.4
18.5
23.4
10
17.3
20
15.9
15.2
13
12
9.1
15.2
14.3
7.8

平成10年度

平成8年度

平成10年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成8年度
平成10年度
平成8年度
平成10年度
平成8年度
平成10年度
平成9年度

図 1  平成 17年度シーズ育成試験  コーディネータ所属機関別採択件数と採択率

http://sangakukan.jp/journal/


産学官連携ジャーナル  Vol.3  No.2  2007 8
http://sangakukan.jp/journal/

が始まったときは、官に軸足を置いて、それをどうするかということで
やっていたのが、途中で JST 自身が学のほうを向くような団体活動に変
わってきたわけですね。これが主流になっていることが問題点であると
思います。ほんとうの意味で産業、特に「やる気のある中小企業」をもっ
と元気にするためのコーディネート活動ということから見れば、今後に
問題を残しているとは思いますね。
丸山　研究シーズはあくまで人材であって、その人材が実施したテーマが
研究ニーズなのです。従って、研究シーズ・ニーズと技術シーズ・ニー
ズの間にはギャップがあり、その間を埋めるための、実践的なコーディ
ネート活動が極めて重要になってくるわけです。
　　そのような活動が小坂さんが言われているプロデューサー的役割でも
あります。
小坂　愛知県には、豊田＝自動織機や鈴木＝バイオリンのように、当初は
周囲の反対・冷笑や妨害に悩まされながら、事業化に成功した先人たち
が多くおられます。これらの事例から学べるのは、研究開発の良否は当
事者の情熱や人柄にも大きく影響を受ける事実でして、第三者である多
人数の評価委員会がそのあたりの判定を行うのは無理です。私論ですが、
今までのような評論家的コーディネートから脱して自身で責任を持ち、
研究テーマを明示して人や資金を集め、計画を着実に進めるプロデュー
サー的コーディネートの実現が待たれます。

◆今後のコーディネータの在り方についての提言
小坂　RSP 事業の当初と現状とは、かなり仕事の作法が違ってきているな
という感じがしていますが、10年間、非常にいい成績を収めて、コーディ
ネータ運動を実施したというのも事実です。それでも 10年目を迎えて、
コーディネータの免許制とか、何か価値観の転換があってもいいかなと
思います。
丸山　多くの研究開発制度ができ、それに伴って配置されているコーディ
ネータはその数も多くなり、活動状況もさまざまです。これからは地域
を越えたコーディネート機能を備えるためにもそれらの総合化も必要か
と思います。
小坂　大学等の経営自立を図る目的から、今後、大学のシーズは大学の中
で企業化される方向になりませんか。そのためのプロデューサーが不可
欠と思います。
稲村　学の中で学学連携ができれば、それは確率の高い話だと思います。
しかしコーディネート活動に関しては、日本のように隣と仲よく一緒に
やりましょう、おみこしわっしょいわっしょいというのは駄目です。も
うかるようにはなりません。米国出張中、福岡の斉藤コーディネータが、
あちらのやり方は「ゆりかごから墓場まで」面倒見ていると知って、そ
の後よく口にされています。インセンティブのある 1人のコーディネー
タが単独で、ずっと最後まで面倒を見てあげるシステムが要るのです。
丸山　公設試が大学の先生の考え方を理解しながら、企業に移転していく
ような役割を担ってくれればうまくいくと思います。モノ・サービス作
りとなるとコーディネータの役割が大事になると思います。これからの
コーディネータは、プロデューサー的な役割を持たなくてはいけません。
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一方では具体的にサービスの視点
もなくてはなりません。
小坂　現在、私が愛知県の中でかか
わっているプロジェクトがいくつ
かありまして、そこには以前 RSP
事業でいろいろお付き合いを願っ
た企業さんが入っています。そう
いう意味では、これも長期的に見
て RSP 事業でのコーディネート活
動のフォローアップの一つなのではと思います。
　　例えば、当初、私がお付き合いを始めた時は従業員が 6人だったある
ベンチャー企業が、最近、60人近くにまで膨らんで、マザーズに上場し
たという事例も出ています。企業が一人前に大きくなるのに 10 年かか
る一例ですね。
稲村　RSP 事業からベンチャー企業を興したという例はあります。しかし
その企業はバイオ関係で、いまだに売り上げのめどが立っていません。
しかし、4年前にフォローアップして波及効果を調べた結果、まず RSP
事業ネットワーク構築型（可能性試験）に取り組んだおかげで、①大学と
交流が密になったこと、②ある一部上場の企業から出資を受けられたこ
と、③従業員が増えたこと、④ RSP 事業がきっかけでほかの補助金制度
に採択されたこと、⑤貸し研究室を退出し自前の新社屋をしゅん工した
こと、ならびに⑥米国の会社とライセンス契約を締結したことなどが実
現しました。それでも現在国内では売り上げが立っていないわけで、長
く継続できるコーディネータが必要であると思います。
小坂　コーディネータと起業者が血の涙を流さないことには企業は育ちま
せん。今は大学との利益相反の問題も出てきますので、企業の世話をす
るのは大変な仕事です。

●RSP事業のネットワーク構築型にかかわられた方から、コーディネータの
経験からコーディネータ論まで幅広くお話しいただきました。本日はどうも
ありがとうございました。

（記事編集：稲村 實　元岡山県産業振興財団）
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◆知的財産戦略推進事務局の始まり
●荒井さんは知財戦略の諸葛孔明ではないかと思っています。
　それは、何かといいますと、手のひらで軍事を操るかのように先が見えてい
るということです。 10 年後には知財で世界一になると。これを達成しなけ
れば、首を切ると。100の提言、4つの視点、7つの戦略だという。やっぱ
りこれは諸葛孔明かなと。これは小泉さんの時代だからそうなったのか、そ
れとも荒井事務局長のキャラクターですか？  昇竜の時を得て、表舞台に立
たれたということでしょうか。

荒井　特許庁長官時代を終えて、しばらくした 2001 年に理研の研究者が
米国で産業スパイ容疑で捕まったり、中村修二さんが青色 LED の職務
発明の裁判を起こしました。当時は、ものすごい構造不況で、日本はど
んどん奈落の底に落ちていました。でも待ってほしい。日本には 1億
2,000 万人の優れた人材がいる。もう一度原点に戻ろうというので、知
的財産国家戦略フォーラムというボランティア団体をつくりました。こ
れは一人で考えたってしようがない。法律家だけではなくて理科系の学
者とか、TLOの社長とか、企業経営者とか、マスコミの人とか、幅広く
集まってもらって、日本再生の一つの切り口として有効な産学連携の進
め方、それと知財戦略を立てました。
　　日本は今から 100 年前は世界の中でも中進国か、あるいはもっと低い
レベルの発展途上国だったのが、「坂の上の雲」を見つめ、一流国の仲間
入りをして、その後、戦争でゼロになって、もう一度短期間のうちに「ジャ
パン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれる世界一の工業国家になったわけ
です。こういう歴史的にすごいことを短期間でやったんだから、もう一
度根性を入れかえて、体制をつくり直してやればできるという目で見た
わけです。

◆日本を世界一の知財立国へ
●日本人のありさまを見てきた中で、10年でやれるぞと、今のこの時期だっ
たら 3・3・3の 3期で、10年でやれるはずだというふうに気合をかけた
という話ですか。

荒井　今はドッグイヤーと言われるように、昔に比べて技術も社会も進歩
のスピードが速い。会社はマイクロソフトだって短期間に大きくなった
し、グーグルだって、あっという間に世界一になったわけです。従って、
日本も気合を入れたら、あっという間に世界一になれると思います。そ
れは、国も企業も同じだから、10年でやろうという目標を立てました。

●他の誰も、こういう 10年という発想はしないと思うんですけどね。

荒井　寿光
（あらい・ひさみつ）
知財評論家／財団法人 機械産業
記念事業財団 参与

聞き手・本文構成：
江原  秀敏（本誌 編集委員長）

̶荒井 寿光氏に聞く̶
稔
倚，
％／〉≦ー 日本を知財立国世界一へと推進
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荒井　まずゴール設定をしようではないかと考えました。逆に言うと、今
まではこういう産学連携の話や知的財産の話は積み上げの方式できま
した。こつこつ積み上げが大事という。もちろん積み上げは大事です。
100 里の道も一歩からだから。だけど、100 里の先はどこかというの
をはっきりさせてない限り、一歩を歩いても気合が入らない。50年後、
100 年後のことは誰もわからないし、そんなころには世界の様子がすっ
かり変わっているから、やるなら10年。3年では無理だなということで、
僕は 10年後の 2010 年をゴールにすると言ったわけです。
　　しかし本当に 2010 年にできるか。過去の日本や米国や、英国の産業
革命の歴史、最近だと企業の歴史、例えば IBMの歴史、マイクロソフト、
日本でいえばソニー、そういう歴史からいって、どのぐらいでできるだ
ろうかということを大ざっぱですけど検証してみたわけです。そうする
と、これはやる気になれば 10年でできる。10年でできなければずっと
できない。そういうものだということを、一応検証したんです。

●その検証というのは、どんなもんなんですか。外部に依頼したのですか。
荒井　いや、自分たちでやりました。
●そのフォーラムで検証したんですか。
荒井　そうです。具体的に工程表をつくってみました。10年年表の工程表
をあの『知財立国』の本に入れました。1期でやること、2期でやること、
3期でやることの工程を分けてみました。1年目、2年目、3年目に具体
的に何をするか、書いてみて、これならいけるのではないかと思いまし
た。同時にそれに必要な社会コストとして、法律改正が要る、予算が要る、
人員はこのくらい動員をしなければいけないというようなことを組み合
わせして、できるのではないかと思いました。例えば、ロースクールも
つくれば卒業生が出てくるまでに何年かかるかわかる。そうすると、そ
ういう人たちが社会に出て、数年すれば一人前になると考える。そうい
うことからすると、2010 年に知財人材は足りるかを検証する。科学技
術基本計画は第 1期と第 2期が過ぎ、第 3期に入っていくので、科学技
術はどのように振興されるか考える。多分第 4期、第 5期と続くとすれ
ばどうなるか予想する。そういうのを考慮に入れて、大ざっぱですけれ
ども検証をした。これは、あまり厳密に検証しようがない。だけど、あ
とは意思の問題だというので、はっきりさせたのが世界一の知財立国を
目指すという目標を立てることが必要ということ。10年で実現しようと
いうことを明確にする。そこから今度は逆算して、毎年どういうことを
やっていくかの計画を立てる。

●そのように説明されると合理的に聞こえますが、外から見ると一連の動きは
神秘的に見えます。

荒井　当然こういうものはそうしないと実現しないぞ、気合だと思ってや
りました。プロジェクトマネジメント学会というのがあります。日本の
道路とか、通信とか、日本のプロジェクトは非常に無駄が多いと言われる。
いわばハードのプロジェクトを合理的にするということを研究するプロ
ジェクトマネジメント学会というのがあって、そこの人が知財戦略のこ
とを聞きつけてきて、これは非常に面白い、日本では初めての社会シス
テムのプロジェクトマネジメントだといって褒めてくれました。

http://sangakukan.jp/journal/
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●あるところまでやって、あとは実行だよ、ゴールは
こうだと、やらなければ駄目だというふうなこと
で、これはちょっとどう考えてもイメージとしては
官僚っぽくない。どちらかというと、政治・戦略家、
諸葛孔明型の規律が取れて、しかも神秘的な軍事戦
略を見るようなイメージを抱きます。

荒井　当時の切迫感が背景にあります。2001 年の
ころは、構造不況で、どこの銀行がつぶれるとか、
設備過剰で工場閉鎖しろとか、人員カットしろと
か、借金はまけろとか、言っていました。日本は
世界の格付けランキングで 1980 年代は世界 1位
だったものが 10 年の間に 30 位になってしまい、
このままでいくとお先真っ暗だと思われていた。
そういう切迫感がありました。あのときは悲観的要素しかなかったです。
　　少し具体的にお話ししましょう。私が特許庁長官になったのは 1996
年です。自分は日本人がいい発明をし、実用化を進めるのが特許制度だ
と思っていたのですが、特許は「特に許す」と思われていて、やたらに
細かい手続きミスや、書きミスを見つけて、その特許出願を「拒絶」する。
これは、本来の特許の考え方と違うのではないかと思いました。審査に
も時間がかかる、企業は出願から 10 年後に特許が成立してもかまわな
いという。その時点で発明者はもうその会社にいなくなっているかもし
れません。これでは、おかしいと思いました。
　　それからもう一つ、当時は第 1期科学技術基本計画の時でした。しか
し同計画策定の議論の中で、特許は全く話されていない。第 1期の 5年
間で、17兆円の税金を入れると言っておきながら、その成果を国民に還
元する、経済、社会の発展に役立てるという観点が非常に少ない。その
象徴が、特許の議論なしということで、私はショックを受けました。知
的活動の成果をどのように保護し、どのように実用化して社会に役立て
るかという配慮が足りません。日本の知の富を蓄えるなら、富が富を生む、
知的なものが、さらにまた次の知的なものを生む社会にしなければいけ
ない、と考えつつ、長官時代を終えました。
　　それから 3年後、知的財産国家戦略フォーラムをつくり日本再生の一
つの切り口として知財戦略を考えたわけです。そこで工程表をつくり、
10年後のゴールを『知財立国』という本にしました。
　　こういう行動を私が取った理由は先ほど申し上げましたように当時の
切迫感です。これを立て直すのは日本人の能力しかない。勤勉プラス創
造性、大学に頑張ってもらい、産業界も頑張る、つまり産学連携その他
により発明、創作を活発にしてこの危機を突破しようという切迫感があ
りました。大学で言うなら、大学には人的資源があります。彼らに頑張
っていただき知的財産の創造や活用でも役に立っていただきたいと考え
ました。産学連携を生かすのも知的財産戦略次第なのです。そのうち、
内閣の知的財産戦略本部の事務局長を引き受けました。

●荒井さんは知財高裁の設立とか、特許審査を劇的に早めるといった柱を知的
財産戦略本部の第 1期でしなくてはならないというご信念をお持ちだった
のですね。

http://sangakukan.jp/journal/
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荒井　そうです。知的創造サイクルを考えて、創造と保護と活用、これを
早く大きく回そうと考えました。これは一番の基本的なポイントです。
特許になったら実用化を早くやる、そうすると、社会の発展にも良い。
実社会で実用化すると、社会からいろいろなデータが集まり学問の進歩
に寄与する。「産業は学問の道場なり」と言われます。

◆第2期に入った知財立国への道
●第 1期 3年間で知的高裁の設立、知的創造サイクルの期間短縮は見事達成
されました。第 2期の 2008年まではどういう指標を考えられていますか。

荒井　指標は情報化と国際化です。研究自身がコンピューターの発展によっ
て変わっていくと思います。インターネットの普及で、世界中の情報が
簡単に低コストで入手できる、これは知財の保護という意味でもいろん
な影響が出てきましょう。論文と特許データベースを一体化すれば、国
際競争に勝てる情報入手ができると信じています。
　　二つ目は国際化で、企業自身が国際競争に勝つ必要が出てきます。研
究も国際化し、産学共同研究が進みます。大学間の国際競争が始まります。
研究者が世界的な成果を上げるか、あるいはそれが実用化で世界的に役
に立つか、そこにはすべて国際化という観点がでてきます。 そうしたと
きに、残念ながら今の知財制度は国内制度的なものです。世界特許制度
を作る必要があります。それから、情報共有の国際化です。
　　今は工業社会から知識社会に変わるプロセスです。知識社会のルール
に変わるときだからこそ、日本は知財立国で世界 1位になれると考えて
います。

◆今後の抱負
●荒井さんはちょうど知財立国を実現するための第 2ステージというところ
で、事務局長を退任されました。最後に今後をお聞かせください。

荒井　私の思いは世界一の知財立国の目標を実現したいことです。世界一
の研究をすることがあって、初めて、世界一の知財立国になれるのです。
次は、その研究を世界一に役立てること、日本からいいベンチャーが生
まれる、いい商品が生まれるよう進めることです。 そして、産学連携関
係者の隅々にこの目標を浸透させるという「知財の風土改革」を起こす
ことです。これまでは制度改革でしたが、これからは風土改革であると
思います。
　　ひとつ裏話をしますと、知財事務局発足当初、各方面から出向してき
た若い人に会社や団体ではなく、自分自身の意見を言ってもらいました
ら、大変前向きな新しいアイデアがたくさん出て、非常に面白いブレー
ンストーミングができました。これにより知財事務局の未来志向の風土
ができました。

●今日は大変に興味深いお話をありがとうございました。

◎インタビューを終えて
江原　書かれた本の中で「僕は事務局長までさせられた」って書いてあり
ますね。発案、プランニングだけじゃない、実行だけじゃない、最後は
事務局長までさせられたと。事務局長の位置って重要ですよね。私も本
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業は事務局長です（笑い）。
荒井　ほんとそう思います。
江原　定着させられるかどうかは、事務局長にかかっている。
荒井　そう。それは事務局長をやってみて自分でわかりました。
江原　私は、ほんとに荒井さんを諸葛孔明だと思っています。やはり組織
論をよくご存じだ。それなくして、革命はやっぱり継続できませんよね。
荒井　従来からの経緯の積み上げだけでやったって、そんなものは駄目で
す。むしろ若い人にいい意見を出してもらって、それをやろうじゃない
かといって、事務局発足の最初の 1カ月の新鮮な議論がものすごく面白
かった。ブレーンストーミングばっかりやっていました。
江原　あれ、すごかったですね。しかし、私は非常に感銘しました。知財
事務局の中が、要するに自分の良心に従って発言しろと、所属機関の利
益を代表するな、国益を目指せということを職員に言われた。いやー、
すごいことだなと思って。
荒井　僕は思い付きでやって、間違ったことをやると国家に申しわけない
から、しょっちゅう外部の意見を聞いて点検しました。正しいかどうか、
そしてできるかどうかは点検しないといけない。僕、もう一つ心掛けた
のは、とにかく前倒しでやること。
江原　その雰囲気ありますね。常に前倒し。
荒井　普通のやり方だと、1年目は検討、2年目は準備、3年目から実行
となる。こんなことをしているうちに情勢が変わる。とにかくいいこと
なら早くやろう、準備は後から、走ってから考えなさいと言っていました。
江原　それがすごいですね。ほんとに革命らしい革命ですね。

http://sangakukan.jp/journal/


川田  正興氏に聞く
東北地域での産学連携成功例：
ニーズ指向による産学一体を実現

連載●産業界に聞く産学連携
株式会社日本セラテック  取締役会長
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川田　正興
（かわた・まさおき）
株式会社日本セラテック
取締役会長

ニーズ指向にたった東北大学との産学一体を通して、そして、高い技術レベルで、世界レベルの企業へと前進する日
本セラテック社にインタビュー。

聞き手・本文構成：
加藤 多恵子（本誌編集長）

◆株式会社日本セラテックのビジネスモデル
●本日はインタビューをお受けいただいてありがとうございます。日本セラ
テック社*1は、旧日本セメント株式会社が蓄積したセラミックスと材料工
学の技術を継承して、エンジニアリング用ファインセラミックス製造販売
会社として1987年に設立されたと伺っております。2003年にジャスダッ
ク公開、2005年には東証二部上場、2006年には東証一部指定となりまし
た。今回の一部上場は東北地方の会社としては43年ぶりと伺いました。そ
のあたりから貴社についてお話しいただけますか。

川田　当社が仙台に所在した理由は三つあります。一つは労働力。優秀な
若者の直接工が確保しやすいこと。スタッフ部門は学卒を取りますが、
その人材の中心は東北大学です。次は東北大学が地元企業の技術的な支
援、育成に熱心な大学であるということです。そして三つ目として、何
よりも重要だった理由は自治体である県や市が企業誘致に熱心だったこ
とです。
　　日本セラテックのビジネスモデルは、一言で言えばワンストップショッ
プです。つまり、私どもは小さい会社ですけれど、セラミックスにかか
わる部品、部材、サービスは何であれ日本セラテック社で賄います。そ
の中で、コア事業領域はエンジニアリングセラミックス、圧電セラミッ
クス、セラミックス複合材でして、世界ナンバーワン商品をより多く提
供することで会社を成長させています。

◆東北大学との産学連携
●貴社は東北大学との連携が強いわけですが、貴社の産学連携についてお聞か
せください。

川田　全面的に東北大学、特に大見忠弘教授です。設立当初は東北大学の
多くの先生方にお世話になっています。1993 年に方針を変えまして、
集中的に大見教授と 99％連携することになりました。
　　先ほど触れられたように、東北 6県の製造業で一部上場できたのは当
社が 43年ぶりです。一部上場までいった製造業の会社がこの 43年間は
ないのです。これが可能になったのは東北大学との産学連携があったか
らです。近年、産学連携がかなり言われていますが、どうも産の盛り上
がりがもうひとつの感がありますね。
●産が盛り上がるにはどうすればよいのでしょうか。
川田　もっと意思疎通をやることでしょう。大学のシーズを産が事業化す
るわけですが、これは企業にとって非常にリスクがあります。そもそも

*1：株式会社日本セラテック
http://www.ceratech.co.jp/
index.html
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シーズを事業化できる確率は小さいからです。大学の研究はコストを無
視してでも成果を出そうとするきらいがあります。しかし、当社が東北
大学と連携したやり方では、そのリスクはありません。このやり方、パター
ンを取り入れたらどうか、と私はあちこちで盛んに勧めています。 どの
ようなパターンであるかを申し上げます。通常のパターンでは、学の研
究成果、シーズを、大型の設備投資、人材確保、市場調査などを行った
上で事業化します。しかし失敗が多いです。というのも「死の谷」があっ
て、それを越えられない。企業はこれが怖いのです。産学連携といって
も、学と産は目的、目標が違い、時間軸も規模も違います。生々しい産と、
誇り高い学の目標は全然違います。それでも大企業はゆとりがあります
が、中小企業はそれが当てはまりません。特に東北地域は中小がほとん
どですから、成功させるためにはこの方式は使えないのです。そこで、ニー
ズ指向でいく。そして、企業の仕事のすべてに付加価値を付ける、この
付加価値を付けるに当たって、大学の支援を受けるのです。 このパター
ンであれば「死の谷」がありません。
　　ただし、もちろん企業の自助努力は大事で、そこに大学の支援を受け
ることが産学連携ですが、私が言っているのは、産学一体といったもの
です。一体化した中で産と学は役割を分けているのです。

◆ニーズ指向の産学連携、産学一体とは
●産学連携ならぬ産学一体というアプローチですね。
川田　先ほど申しましたセラミックスのワンストップショップというビジ
ネスモデルでは、大手が嫌がる細かいものも提供します。そしてそれら
は一流でないといけないのです。ですからその技術の支援を大学にお願い
するわけです。単に大学のシーズを事業化しているわけではないのです。
　　そして、大学の支援は大見教授にお願いしています。私が社長に着任
した 1993 年の当社の売り上げレベルは大変に低い状況でした。親会社
の支援で生きながらえていた時期でした。それが、このアプローチで業
績も上がり、2006 年には東証一部上場まで伸びました。困難な状況の
会社でもアプローチ次第で伸びるという例かもしれません。大学は基本
的には大変親切ですので、地元の中小企業の方々にぜひおやりになるこ
とを勧めたいのです。
　　産学連携で当社の若い技術者が大学に出向き指導を受けるとき、私も
必ず立ち会いました。その場で判断すべきことはその場で決断するため
です。即断即決が重要です。それと、ネガティブにならないことです。
すべて前向きにやりましょう、ということです。
●東北地域での産学連携の意義についてどう思われるかお聞かせください。
川田　産学連携は有効どころか、私はこれしかないと思います。
　　これだけ経済がグローバル化、産業もグローバル化する中で、日本の
優位性はどこにあるのでしょうか。先んじた知的分野でしかありません。
大学をもうちょっと産学連携から産学一体化していくとよいのではない
でしょうか。
●最後に社長の事業ビジョンをお聞かせください。
川田　当社は、日本を出て事業をするつもりは全くありません。日本でやっ
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ていける事業にしようと思います。そのためには大学が必要なのです。
日本で事業をすることに価値があるのです。海外で事業をしても日本の
幸福、日本国民の幸福にならないでしょう。そして、事業をこの仙台で
やります。東北大学と東北の地は移転しませんから。ただし、地元エゴ
になってはいけません。チャンスがあるならチャンスを生かして、すべ
てのステークホルダーを幸福にしなくてはなりませんから。そして日本
は科学技術立国として地位を確立しなければいけない。そのための鍵は
地域が握っています。
● 今日は大変に興味深いお話をありがとうございました。

http://sangakukan.jp/journal/


*1：地域イノベーション研究セ
ンター
東北大学大学院経済学研究科
が平成 17 年 7 月に設立した
産 学 連 携 組 織〈http://www.
econ.tohoku.ac.jp/econ/rirc/
index.html〉。東北地域におけ
る経済経営問題に関する教育研
究活動の中心的なセンターとし
て地域に貢献するという使命の
もとで、東北地域のイノベーシ
ョン能力の向上を図り、地域の
産業振興と人材育成に取り組む。
基本的な事業内容は以下の通り
である。
・地域イノベーション・システム
を構築するための教育研究事業
・地域イノベーションを牽（け
ん）引する指導者的人材を育成す
る地域プロデューサー育成事業
・教育研究および人材育成を支
援する産学官連携ネットワーク
構築事業
・地域イノベーションに関する
情報提供事業
・共同研究、受託研究および寄
附講座の受け入れ
・これらの事業遂行に必要な外
部資金の確保

図１　地域プロデューサーに求められる能力
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◆地域人材育成の課題：地域プロデューサーの育成
国立大学の独立行政法人化により、大学はもっと主体的に社会貢献を考
えなければならない時代となった。またそれぞれの地域はイノベーション
を起こし、地域内外での新しい共生関係を構築することが求められている。
本稿では、こうした地域づくりを担う人材像として「地域プロデューサー」
に求められる能力を提示し、東北大学大学院経済学研究科の「地域イノ
ベーション研究センター」*1 における地域プロデューサー育成への取り組
みについて紹介したい。

◆地域プロデューサーとは
  「地域プロデューサー」とは、地域において新しい共生関係を構想・提案
し、実行へと導くことを自らの役割として定義し実行する役割（人材や組
織）のことである。地域プロデューサーは、すでに起こった未来のわずか
な手掛かりを実現可能な構想に変換し、人々の現在への居座りや不安を未
来への希望と挑戦に変え、その実現過程のさまざまな制約を乗り越えるた
めのプロセスをつくっていく。地域社会の生命力はさまざまな現場で活躍
する地域プロデューサーたちにかかっているといっても過言ではない。

◆地域プロデューサーに求められる能力
地域プロデューサーの最も重要な特徴はその能力条件にある。私は、地
域プロデューサーに求められる能力として図 1に示すような 3つの能力を
あげる。
第 1の能力は、地域への強い貢献意欲を持ち、地域における特定の新し
い共生関係の構築や課題解決を自らの役割として定義する態度と能力であ
る。地域プロデューサーには、地域の現状をよく把握した上で、自分の果
たすべき役割を具体的に定義する能力が求められる。
第 2と第 3の能力は、その役割を成功裏に成し遂げるために
求められる「成功の本質を把握する能力」と「目標にたどり着
くまでのプロセスを構築していく能力」である。「成功の本質」
をつかんだ上での基本構想こそが戦略といえる。成功の本質を
つかむということは、「何を確保すれば成功できるのか」「それ
はなぜなのか」というポイントを見極めることである。地域産
業振興のために多くの資源を投入して多様な事業を展開してき
たにもかかわらず、目立った結果が得られなかったときは、構
想や戦略よりもそれを実行する能力、すなわち結果を生み出す
ための体制と方法、リーダーシップなどに問題があるのではな

権　奇哲
（こん・きちょる）
東北大学大学院経済学研究科 
教授・地域イノベーション研究
センター 総括プロデューサー

プロジェクト型教育環境、インターンシップ、学生と地域の実務家たちとの交流づくりなどを実践して地域
づくりを担う人材を育てる、東北大学大学院経済学研究科の取り組みを紹介する。

地域プロデューサー

強い貢献意欲
↓

役割定義能力

成功の本質を
把握する能力

強い目標
指向性と
プロセス
構築能力

http://sangakukan.jp/journal/
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図2　プロジェクト型教育研究プログラムの概要

図3　仙台印刷工業団地クラスター革新プロジェクトの例

*2：「宮城県中小企業家同友会
2005 年度上半期（1月～ 6月）
景気の状況に関するアンケート
調査」。2005 年 8 月に同友会
の一部の会員企業を対象に実施。

産学官連携ジャーナル  Vol.3  No.2  2007 19
http://sangakukan.jp/journal/

いかと考えるべきである。実行とは、最も基本的な意味で、現実と向かい
合い、現実に働きかけ、結果を出すことである。実行を確保するのは容易
ではないが、それは避けて通れない課題である。
地域プロデューサーには、地域に必要な新しい共生関係を構想・提案し、
それが「実行」されるように、すなわち諸制約を乗り越えて目標達成に必
要な諸活動が生み出されるようにプロセスを構築し続ける、という覚悟と
能力が求められる。その覚悟を支えるのは強い役割定義である。

◆地域プロデューサー育成事業の概要
地域イノベーション研究センターは地域プロデューサーを育成するため
のプログラムとして、プロジェクト型教育研究、インターンシップ、学生
と地域の実務家たちとの交流の場づくり、および地域課題に関するシンポ
ジウムの開催などを実施している。

◆プロジェクト型教育研究
̶教員・大学院生・実務家が連携して

地域課題に取り組む̶
プロジェクト型教育研究プログラムは、
図 2で示すように、教員と大学院生と現
場の実務家たちが地域の特定課題を解決
するためのプロジェクトを組んで、共同
で問題解決を図り、その成果を地域社会
に発表していくものである。このプログ
ラムの狙いは、地域課題の解決と教育・
研究と地域プロデューサー育成を同時に
実現することである。現在、仙台印刷工
業団地クラスター革新プロジェクト（図
3）、地域企業経営管理者育成プロジェク
ト、および嚥下（えんげ）食マーケティン
グ・プロジェクトが動いている。

◆長期プロジェクト型インターン
　シップ
̶学生たちに地域企業の可能性を実感

してもらう̶
地域イノベーション研究センターは、
学生たちに地域企業等での 2カ月間の就
業体験を提供する「長期プロジェクト型」
インターンシップを実施している。これは通常のインターンシップの教育
効果とともに、地域を知り貢献意欲を持つ人材を育成することを狙いとし
ている。
東北地域の中小企業を対象に実施されたある調査 *2 によると、「会社の
経営で問題となっていること」（複数回答）として最も多くの企業があげた
のは「有能な人材募集や従業員の人事問題」である。就業条件の相対的な
劣悪さだけがその理由ではないところにセンターの役割が潜んでいる。卒
業後、自分の出身地に残って地域に貢献したいという学生は意外と少なく

地域イノベーション研究センター

プロジェクト・リーダー

プロジェクト・リーダー

プロジェクト・リーダー
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プ
ロ
ジ
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ク
ト
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員
会
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調査研究

成果発表

特定の課題、目標、期間

調査費、報告書印刷費など

教　　員

大学院生

実 務 家

● ○

● ○ ○ ○

● ○ ○ ○

地域
課題

編成

目標

仙台印刷工業団地はデジタル化の進展により、従来型印刷
工業の低迷のもと、新しい事業構造への転換と能力構築の
課題に直面している。

仙台印刷工業団地を革新していくための重要課題を抽出し、
その対応策を提案する。

プロジェクト・リーダー

他の教員

大学院生

団地協同組合
の経営者たち
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*3：平成 17 年 9 月 「国際シン
ポジウム：東北アジアの産業ク
ラスター」
平成 18 年 3月 「若者に選ばれ
る地域企業の条件：地域企業の
人材獲得と育成」
平成 18 年 11 月 「中小企業の
イノベーションを引き起こす情
報化への新たな挑戦」
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ない。しかし、誰もが知っているような地域の代表的な企業を除けば、ほ
とんどの学生は高い成長潜在力を持つ地域企業の存在について全く無知で
ある。そのため、地元で就職し地域発展に貢献したいと思う学生たちに地
域社会や地域企業の現状を知ってもらう必要があり、新興のベンチャー企
業など地域企業の成長潜在力を肌で感じ、そこで働いている人たちの夢と
情熱と努力に感動してもらうことが重要である。2006 年度は 20名の学生
がこのプログラムに参加した。

◆イブニング・トークとベンチャーExpo
̶地域プロデューサーと学生たちとの接点づくり̶
インターンシップに限らず、もっと多くの学生たちと、現在地域で活躍
している企業、自治体、NPO法人などの地域プロデューサーたちとの交流
プログラムとして「イブニング・トーク」と「ベンチャー Expo」がある。
イブニング・トークは、月に 1回、成長力の高い地域企業の経営者をお招
きして 30人程度の学生たちと自由に話し合う場である。ベンチャー Expo
は、地域のベンチャー企業の経営者たちをお招きして多くの学生たちの前
で経営者の生き方、事業の内容と成果、今後の事業計画などを発表し、ま
た学生と経営者が交流する場である。

◆シンポジウムと公開講義
̶地域企業の経営管理者のための教育プログラム̶
地域イノベーション研究センターは地域企業の経営管理者やその支援団
体の担当者たちを教育するためのプログラムを実施している。センターは
設立から 1年半の間に、地域の課題をテーマとしたシンポジウムを 3回 *3

開催した。そのほかにも、みやぎ県民大学「地域企業イノベーションの切
り口」で 40人の修了者を出した。
東北大学大学院経済学研究科は多くの社会人を大学院課程に受け入れて
きたが、一部の科目については地域企業の経営管理者に聴講を呼びかけ
ている。独立行政法人中小企業基盤整備機構からの寄附講座科目として
2006 年 10 月に開講した「中小企業経営者論」には、インターンシップや
宮城県民大学で付き合った 20人以上の経営管理者が聴講した。

◆おわりに
以上、一研究科内の小規模なセンターが取り組んでいる人材育成につい
て述べた。設立間もないこともあって、必要な活動のすべてを手掛けてい
る段階には至っていない。本稿の要点は、育成すべき人材像としての地域
プロデューサーという概念と、彼らに求められる能力から考えられる人材
育成プログラムの方向性である。何よりも重要なことは、個人から組織体
までのそれぞれのレベルの主体が自分の役割を主体的に定義し実行するこ
と、すなわちプロデューサーとして生きることである。

http://sangakukan.jp/journal/


大学発ベンチャーの若手に聞く連 載

ハードディスクの復元はデータ復旧センターにお任せ！
パソコンのハードディスクのデータを迅速に復元 

取材・構成：平尾  敏
藤井 健太郎 氏（株式会社データ復旧センター）に聞く
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株式会社データ復旧センター *1 は日本を代表する IT 業務支援のベン
チャーだ。最近の IT 化に伴い、われわれも知らない間に当該企業のお世話
になっていることもあるようだ。データ復旧センターの前身は同社代表で
ある藤井さん（写真 1）の学生時代のアルバイトにさかのぼる。山口県で有
数の進学校である徳山高校に入学した氏は合格したことに満足しているう
ちに授業についていけなくなり、劣等生としての３年間を過ごしてしまう
ことになった。不本意ながらも、（本人の言葉を借りれば）運良く岡山理科
大学に合格した。しかし、親からの援助は全く期待できず授業料を自分で
稼がなければならなかった。商店街に飛び込み、ポスターや名刺のデザイ
ンの仕事を取って回った。仕事が無くなるときが授業料の滞納＝退学とな
ることから必死に仕事をした。顧客のニーズに応えているうちに、当時と
しては珍しいホームページの作成やパソコンのトラブル解消の業務まで広
がっていった。藤井氏は半ば自ちょう気味に「大学にはほとんど行ってい
ません。学費を稼ぐための毎日でした」と言う。しかし、教科書や授業か
ら学ぶものとは違うもっと大事なものを学んだようだ。
本誌が発行される直前に 31歳になった。

◆顧客のニーズに応える：ベンチャービジネスを本格化
卒業後は地元に帰り、当時誰も手掛けていなかったパソコンのトラブル
出張解消やパソコンを設定するためのベンチャーを起業した。クライアン
トは関東から中国、九州地方と幅広く展開したが、後に山口県より九州で
の受注が多くなり福岡に本社を移した。起業してから 12 年、データ復旧
事業では受注件数で日本ナンバーワンの会社になった。死に物狂いで仕事
を取った学生時代の体験から「お客さまのニーズに正当な対価で応えるこ
と」という教訓が今も引き継がれている。
データ復旧センターが今日の姿になるまでに必ずしも順風満帆だったわ
けではない。企業経営に付き物のストライキ、資金ショート、取引先の倒
産、裁判など大半のことは経験した、と言う。藤井氏はこれらをほとんど
自分で解決してきた。大学時代のアルバイトから始まって今日までビジネ
スの指南役はいなかった。ビジネスマンとしての素養は実業の現場で身に
付けた。いわばお客さまが先生だった。当時の「周りに相談できる大人が
いなかった」不安な体験から、今、九州大学大学院と熊本大学大学院の非
常勤講師を務めている。「いつでも相談を受けられるよう学生の近くにいた
いから」だそうだ。

藤井社長の起業の経緯、哲学、事業展開など、起業を目指す若者にとって示唆的な内容を一読されたい。

*1：株式会社データ復旧センター
http://www.drivedata.jp/

写真１　代表取締役社長 兼 
CEO & Founder 藤井 健太郎 氏
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一流企業に就職できなかったハンディを埋めるためには、起業するしか
なかった藤井さんだが、実は有力な協力者がいた。福岡県だ。事業の基盤
となっている米国DRG社 *2 との独占契約には、現地まで一緒について行っ
てくれた。また、韓国、オランダ、英国での契約にも現地事務所のスタッ
フが支援してくれたと言う。業務の 80 パーセント以上を東京で展開して
いるにもかかわらず「税金で恩返しをしたい」と福岡市から動くつもりは
ない。経営者に必要な義理堅い一面も持っている。
藤井さんが一番幸せに感じることは、お客さまにお褒めの言葉をいただ
く時だそうだ。データ復旧という微妙な仕事をしているだけにトラブルの
解決が何よりもうれしいという。自分の仕事で、世の中に無いものを提供
し、日本が良くなることが自分の存在を実感する時でもある。

◆急いで起業するな！
これからベンチャーを目指す人へのメッセージをもらった。
藤井さんは、急いで起業することはない、と言う。まずは、大企業に
入って、ダイナミックなビジネスを経験し、大きなお金を動かし、さまざ
まな経験を積んでから起業すればよい、と。今どきの若者には少ない苦労
人だけに説得力に富んだ言葉だ。

◆筆者の感想
藤井さんはさまざまな試練を持ち前の明るさで克服してきた。学歴のコ
ンプレックスも仕事ではね返そうとしている。「大企業に入れないなら、今
の会社を大企業にしてしまえ！」と。顧客のニーズに応え、満足してもら
うことが事業の発展につながっていくのが企業の本質だが、実践は難しい。
これまでは本人のリーダーシップに負うところが大きかったが、一定の規
模を確保しさらに発展していくためには会社の枠組みを確立する仕組みが
必要となってくる。今後の飛躍を確かなものにするためにも、確固たる管
理体制が確立されて一流となる。

（注）今回は、いわゆる大学発ベンチャーの定義からは外れるが、学生発
ベンチャーとして成長著しい企業を取り上げた。

●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）

*2：米国DRG社
データリカバリーグループ
（Data Recovery Group）は米
国で三つの支店を持ち、 多くの
ハードディスクのデータリカバ
リーに関する業務を行っている。
日本で提携しているのはデータ
復旧センターだけである。
http://www.datarecoverygroup.
com/
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http://www.datarecoverygroup.com/


民間企業人としての立場から産学連携を実践してきた著者がヒューマンネットワークを語る。人と人とのつ
ながりは継続が鍵であると強調する。

ネットワークは財産である
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◆はじめに
実際に産学官連携コーディネータとして今まで 2年弱の経験であるが、
短期間の経験の中で「ヒューマンネットワークのつくり方」について何を
書くかと考えた際、これまでのコーディネータの方々と筆者の違いは何か？  
と言えば、これまでのコーディネータの方々は文部科学省の産学官連携支
援事業における産学官連携コーディネーターであり、筆者は大学のスタッ
フである。このような立場から少し違った視点で筆者の考えや実例などを
紹介していきたい。

◆ネットワークとは？
ネットワークとは何か？  人であり物であり、さまざまなつながりのこ
とである。その中で産学官連携において最も重要なネットワークが、この
連載のテーマでもある「ヒューマンネットワーク」である。企業と研究教
育機関とのつながり、研究教育機関同士のつながり、また、企業同士のつ
ながりが産学連携の基本である。ただし、これらは言葉上組織のつながり
であり、本当に重要なのは個々の人のつながりである。個々のつながりと
言っても単に名刺交換や顔見知り等だけではなく、情報の交換を行って初
めて財産となるネットワークの確立となる。では、どうすれば財産となる
ネットワークが確立できるのか？  このネットワークの確立や重要性に気
付いたのは、民間企業から大学スタッフとして産学官連携に従事した際で
ある。

◆民間企業から大学スタッフへ
約 15 年間、転職１回を含め民間企業に在籍しており、後半の民間企業
在籍中に現在所属する立命館大学と産学連携を行った。その際の民間企業
側の窓口となったのが筆者であり、そこから筆者と産学官連携の関係が始
まった。それまでにも民間企業でのネットワークは取引先を含め各団体等
であったものの、それはあくまでも組織でのネットワークであり個々のネ
ットワークではなかったと、今ではそう思っている。その中で、立命館大
学との共同研究において、当時担当していただいたリエゾンスタッフの方
や担当教員、また各支援機関や官公庁の方々とのつながりは、それまで筆
者が経験してこなかった新しいつながりであった。それまでの組織でのネ
ットワークだけではなく、個々のつながりとしていろいろな情報交換や、
社会勉強的なことまで教えていただいた。このときの経験や、ネットワー

村上　誠
（むらかみ・まこと）
立命館大学研究部理工リサーチ
オフィス／立命館大学リサーチ
オフィス東大阪 産官学連携コー
ディネーター
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クが、現在の筆者の活動の根底となっている。この経験やネットワークが
なければ産学官連携の仕事はしていなかったであろう。

◆コーディネータとしてのネットワークづくり
大学スタッフ、コーディネータとして活動するにあたり、真っ先に当た
った壁が、「何をすればいいのか？」とごく基本的なところであった。民間
企業時代は、関連業界があり、ユーザーというものが見えていたが、産学
官連携となると、限定されたものではなく、それこそ産業界すべてが関連
業界であり、ユーザーであるため取り組み方がわからなかった。また、企
業側から見た産学連携の取り組み方、進め方ではなく、大学から見た取り
組み方や進め方がどう違うのか？ と悩んだ時期があった。その解決になっ
たのが上司の「立命館大学の産学官連携は、心・足・頭である」という一
言であり、また違う上司の「言葉は悪いが泥臭い営業活動が必要である」
という言葉である。顧客（企業）のために、必要とされている物（ニーズ）
に対して、良い物（研究シーズ）を提供する、と考えれば、おのずと活動
の仕方が見えてきたのである。まさに民間企業で経験してきた活動である。
　研究シーズについては、すでに資料などが整備されており、スタッフ間
の連携によってクリアできるものの、企業とニーズの把握をどうすればよ
いのか？  そこで行ったことは、「外に出ること」である。さまざまな展示
会に出向き、各ブースを回って情報収集を行い、その場で企業とアポイン
トメントを取り、後日企業訪問を行う。セミナーや研究会に積極的に参加、
交流会や懇親会まで出席し実際に企業の方々と接する。また、時には飛び
込みに近い形で企業訪問を行い、経営者の生の声を聞かせていただき、工
場見学等もさせていただき、現場の従業員の方々とも意見交換をさせてい
ただく等、まさに「営業活動」を行ったのである。ただしこのような「営業
活動」を行うには筆者一人だけではなく、外出している間、どうしても滞
りがちな事務処理等、他のスタッフの協力や支援があったのは言うまでも
なく、感謝に堪えない。このような活動を繰り返しているうちにようやく
ネットワークと呼べそうなものができ上がってきたのである。その中でも
現在、筆者がお世話になっているネットワークの実例を二つほど紹介する。
ひとつは、八尾経営・技術交流会（マテックヤオ：代表幹事・理化工業
株式会社 森嶋勲氏）である。八尾市の企業を中心に、機械・金属・プラス
チックの製造・加工等の八尾市の産業集積の幅と厚みのある「ものづくり」
のネットワークを生かしながら、大学や公的機関とも連携し、技術面、経
営面での交流を中心に行い、各企業の経営革新を追求している異業種交流
会である。この交流会とのきっかけは、教員の研究会の相談を八尾市市民
産業部へさせていただいた際に、ご紹介いただいたのが始まりである。情
報交換を含め教員ともども例会に呼んでいただき、工場見学や大学の施設
見学、研究会への支援や協力などをいただき、さまざまな面で連携を行っ
ている。また、この交流会の連携については、八尾市や八尾市中小企業サ
ポートセンターにもご協力いただき、まさに産学官連携におけるネットワ
ークとなっている。
もうひとつは、次世代型航空機部品供給ネットワーク（OWO：会長・株
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式会社田中 田中弘一氏）である。大阪を中心とした新分野進出のために経
営革新を必要とする中小企業が、パートナーシップ型ネットワークを使っ
て、次世代型航空機市場参入に要する諸事業を共同で行うことにより、付
加価値の高いマーケットに通用する革新的技術を確保し、ひいては販路開
拓につなげることを目指す新連携のネットワークである。このネットワー
クとのきっかけは展示会でのブース訪問であり、教員が必要としている産
業界の部品製造技術や試作の相談をさせていただいたのが始まりである。
こちらのネットワークもフォーラムで教員の講演をさせていただいたり、
大学主催のイベント等で後援していただくなど協力いただき、大変お世話
になっている。ちなみに両方の団体とも単発のゲストではなく、会員とし
て参加させていただいている。

◆最後に
これまでの経験上、やはり「ヒューマンネットワークのつくり方」で一
番重要なのは、人と人のつながりである。そのためには多くの場で多くの
人と出会うことが大事である。また、そのつながりをその場限りや短期間
で終わらせるのではなく、継続させていかなければいけない。これが後々
のコーディネータのキャリアアップ、スキルアップになり財産となり、コ
ーディネータの能力アップが社会貢献や企業への還元へつながっていく。
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◆はじめに
これから書くことは、地方の個人創業で始めた零細企業が、産学官金連
携により「高硬度かつ高精度なアルミニウム製機構部品の加工技術の確立」
のテーマで、2006 年 8月 10日付、経済産業省の特定研究開発等計画の承
認を得るまでの内容である（認定番号関東 0608091）。この内容をお読み
いただき、こんな小さな会社でも産学官金連携に取り組めて、これならば
自分の会社も可能性があると感じてもらえる会社が 1社でも多く現れてく
れることを願うものである。産学官金連携を考えているが、まだ取り組んで
いない会社の一歩を踏み出すチャレンジのためにお役に立てば幸いである。
今までの産学官連携の事例というのは、大企業と大学等の連携、または、
中小企業でも経営基盤の確立した会社と大学等の連携が多く、創業当初か
ら産学官連携に取り組んでいる事例は全国的にも珍しいようである。

◆仁テック有限会社とは
仁テックは、群馬県桐生市相生町にあり、群馬大学工学部や桐生市役所、
北関東産官学研究会に非常に近い所に位置している。2000 年 8月 1日に
個人事業で精密機械部品および治具、工具を取り扱う営業代理人として妻
と 2人で創業している。部品開発を中心とした提案型会社として、自社お
よび連携会社の質の高い加工技術と専門知識を生かし、各企業より、試作
をはじめ量産までの受注をする一方、自社製品の販売を目指している。精
密機械加工で培ったノウハウと、外部の専門家との共同研究の成果を結び
付け、商品開発、製造、販売を行い、2006 年 1月 31日に有限会社として
法人化し、受賞および政策支援の認定を受けるなど、積極的に行政支援を
取り入れて成長している *1。

◆共同研究のスタート
群馬大学工学部との共同研究は、2002 年に財団法人桐生地域地場産業
振興センター主催の経営能力強化セミナーに参加したことがきっかけであ
る。講義の中で、群馬大学共同研究イノベーションセンターの須齋教授と
群馬大学工学部教授（当時）で北関東産官学研究会会長の根津教授が産学官
連携の重要性についてお話ししており、内容に同感した。学術的な裏付け
が不可欠と考えて、2003 年北関東産官学研究会の研究テーマ第 2種に応
募し採択された。その後、須齋教授の導きにより、機械システム工学科、
中澤教授研究室の荘司助教授を中心に共同研究をスタートさせた。

◆異業種・同業種交流および産学官連携
仁テックは、大きく分けて4つの連携を進めている（図 1）。
１．異業種交流と産学官連携であるニュープラザは、超高齢社会を背景

小林　栄仁
（こばやし・えいじ）
仁テック有限会社 代表取締役
社長

群馬県に所在する一企業の産学官金連携による共同研究から事業化までの一連の取り組みを述べる。

*1：【認定】
2002 年　群馬県 1社 1技術の
選定事業者（群馬県）
2004年　1社1技術の更新（群
馬県）
2005 年　経営革新計画の承認
事業者（群馬県）
2006 年　特定研究開発等計画
の承認事業者（経済産業省）
【助成金・補助金・委託事業者】
2001 年 9月　独立行政法人雇
用・能力開発機講
中小企業雇用創出人材確保助成金
2002 年 12 月　群馬県新製品
企業化支援対策補助金
2003 年 4月　北関東産官学研
究会　共同研究第 2種
2004 年 6月　群馬県新製品特
許権化支援対策補助金
2004 年 6月　群馬県新製品企
画支援対策補助金
2004年 7月　（財）群馬県産業
支援機構「商品化・事業化可能
性調査事業」
2005 年 9月　群馬県新製品特
許権化支援対策補助金
【販路開拓支援】
2005年10月12日～14日
東京ビッグサイト
中小企業総合展 2005inTokyo
出展支援（群馬県産業支援機構）
【受賞】
第 2 回（2004 年度）モノづく
り部品大賞 奨励賞受賞（日刊工
業新聞社主催）
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に考えて福祉機器の開発を行っている（二基産業、三立
応用化工、豊栄精工、K1テクノ、群馬県立県民健康科
学大学（岡部先生））。

２．同業種交流の「点倶楽部」は、精密機械加工業者 3社
（カマタ、シンコウギヤー）で共同営業、共同受注、共
同研究（技術の伝承等）を行っている。お互いに協力し
設備・技術においての得意分野をネットワーク化し、1
社では成し得ないパワーを発揮することにより、受注
機会の拡大と技術の向上と蓄積を目指している。

３．経営革新計画のテーマ「アルミニウム製硬化軽量部品
のブランド化」でもある、ラジオコントロールカー世
界チャンピオンメカニック「ひろさか」とタイアップ
し商品化を行っている。グローバルニッチを目指して
海外での展開も行っている。

４．群馬大学工学部は、知の拠点として、積極的な地域的
連携を図ってきた大学である。群馬大学、信州大学両
工学部との連携は、2003 年からスタートし、アルミニ
ウムの可能性について表面処理技術を利用し行っている。共同研究
は、アルミニウム合金表面に数μm～ 50μm程度の無電解ニッケ
ルめっきを施し、各種熱処理条件にて熱処理を行った試料に対して、
ニッケルめっき層の硬度評価、アルミ／ニッケルめっき層界面のミ
クロ組織評価、めっき層およびめっき界面部の機械的特性評価、さ
らにポリアセタール樹脂との耐摩耗性試験を実施し、アルミ表面に
対する、無電解ニッケルめっき処理の最適条件を調査した。また、
新規めっき法の開発により、さらなる高硬度層創製の可能性があり、
現在研究中である。

◆産学官連携からの頂きもの
仁テックが産学官連携を通して頂いたものは、アルミニウム製硬化軽量
機構部品の製品化である。アルミニウム製の歯車やネジといった機構部品
は、素材そのままでは摩耗が早いということで実用化が進んでいなかった。
大学と共同研究を進める内で、ラジオコントロールカー用の歯車として製
品化し、現在は、産業用部品（ベルトコンベア用の歯車等）としても受注を
拡大している。
それと一番の頂きものは、「信用」である。創業当初は、あらゆる意味で
信用力がないということで事業展開に苦労し、その「弱み」の部分を産学
官連携に取り組むことにより「強み」に転換できたと考えている。これか
らは「創造」、「連携」、「チャレンジ」で次のステージに向かいたい。

◆おわりに
会社規模が小さいためか、実用化につなげるための体制整備が不十分と
のことで、なかなか国の委託事業を確保できない。従って今後は、受託に
向けて群馬大学、信州大学両工学部と桐生市経済部産学官推進室および財
団法人群馬県産業支援機構と連携を深め、よりよい体制を考える必要があ
る。最後に、産学官金連携にご指導・ご協力いただいた産学官連携機関お
よび地元の金融機関に厚く謝意を表したい。

支援機関
●群馬県
●桐生市
●（財）群馬県産業支援機構
●特定非営利活動法人　北関東産官学研究会
●（独）雇用・能力開発機構
●（財）桐生地域地場産業振興センター
●群馬大学共同研究イノベーションセンター
●群馬産業技術センター
●（社）発明協会群馬県支部
●群馬県知的所有権センター
●国立大学法人　群馬大学工学部
●国立大学法人　信州大学工学部
●（株）フューチャーコンサルティング
　ＩＰＯ経営研究所　　
●各金融機関

★産学官金連携
連絡をとり、いっしょにやること

ニュープラザ

群馬大学工学部
信州大学工学部

仁テック

点倶楽部

ＲＣカー
世界チャンピオン
メカニックひろさか

図１　公的支援を活用した経営基盤創り（連携図）
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産学官連携の
パブリックリレーション
を目指して

産学官に
改めて起業家精神を

コーディネータの
役割を

★本ジャーナルの記事は、様式が対談や座談会であれ、インタビューや執筆であ
れ、登場する方々の経験を中心に構成されている。記事内容は、実務的だが、総花
的、一般的で、読者対象が絞り込まれていないというご批判もある。帯に短し襷に
長しというわけである。しかし、産学官連携が世のトレンドになってから日が浅
い。多種多様な経験から経験則が導出され、それが理論化されるまでには長い時間
を必要とする。現在は、産学官連携にかかわる学会や業界らしきものが形成され
はじめたところである。本ジャーナルのミッションは、産学官連携のパブリックリ
レーション促進にある……と私自身は考えている。数年後には、産学官連携情報の
リーディングポジションを占めるようになることを願っている。　　　（川村委員）

★ある識者から、大学が産学連携に成功する鍵は、学内に起業家精神を持った研
究者が存在することという意見を聞いた。大学の研究者自身がベンチャー企業の
社長になれと言っているわけではない。研究者であっても、技術を事業化し、成
功する道程を想像する点で起業家に匹敵する精神が必要という意味である。もち
ろん、他人任せにせず、挑戦する精神も不可欠であろう。もし、研究者に起業家
精神が必要なら、産学連携の実務者にはなおさら必要ではないか。これまで産学
連携の実務者に必要な条件は、技術、経営、法務（知財）の融合分野の知識とコ
ミュニケーション能力と考えてきたが、改めて起業家精神の重要性を意識した。
起業家精神の溢れる研究者と産学連携実務者、そして起業家の 3者が惹かれ合う
状況が理想であろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤委員）

★今月号では、「RSP 事業（地域研究開発促進拠点支援事業）ネットワーク構築型」
で尽力されたコーディネータの方々による座談会を掲載しました。地域内外の人
材をコーディネータとして育成しながら、地域ニーズの特色をとらえたコーディ
ネート機能の充実を図る取り組みだったとも言えます。そのとき、コーディネー
タの起点があったこと、コーディネータのご尽力があり、現在があり、今後の
コーディネータの役割の考察まで含めて、大変に興味深い貴重な掘り下げを体験
されたお話が伺えたと思っております。ぜひご一読ください。また「産業界に聞
く産学連携」では、東北地域では産学連携あっての地域経済再生である、とのお
話が印象に残りました。前 知的財産戦略推進事務局長の荒井寿光氏からは、知
的財産戦略推進についての興味あるお話が聞けました。
　地球全体が温暖化の影響で、気候の変調が甚だしいと聞きます。それでも一年
中で一番寒くて乾燥した日々が続いています。風邪をひかれませぬように。

（加藤編集長）
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