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◆ベンチャービジネスと産学連携
私の 82年の人生のうち、62年は表題のベンチャービジネス（VB）と産学連携

の歴史といっても過言ではない。この思い出を記して関係者の方々が何か得てい

ただくことがあれば幸いである。

厳寒のツンドラ地帯でも灼熱の砂漠地帯でも、元気で生き続けている植物もい

れば昆虫もいる。もともと VBとはいかなる環境下にあっても生き抜く力がなけ

れば熾烈（しれつ）な戦いに生き残れない。

年代・業種・地域によって戦う方法は異なっていても、その能力と情熱と行動

力の限界に挑むことについては同じである。

近年の医学の進歩は目覚ましく、従来なら生存が難しかった幼児が元気で生ま

れ、生後短命である子が立派に育つ時代になった。

全く同様に VBの世界にあっても種々の支援施策によって多くの VBが誕生し

ていることは喜ばしいが、中には本来なれば事業としてはとても継続不可能のよ

うな企業が生き永らえ、上場なんて考えられない内容の会社が堂々と取引所に名

を連ねているのは問題である。

もちろん、まじめに生まれてくる VBをなんとか一人前にしようとする努力は

社会全体が支援すべきである。日本の場合は限られた機関は支援するが、社会の

風潮は冷たい。

その中にあって産学連携によるビジネスの創造は産にとってはもちろん、学に

とっても生きがい働きがいのある仕事であり、社会がこれを高く評価し賛辞を贈

るべきである。

しかし、生まれた企業がいつまでも保育器の中に入っておしめを着け、母乳を

離さないようでは、激しい社会で一本立ちができず一生を親のスネかじりのまま

送らねばならない。

こうして考えると人の一生涯の人生と VB は共通点が多い。よい親の愛情で

育てられ、よい教育を受け、素晴らしい家庭環境で育つことは幸福なことであ

るが、その愛情が溺愛でしつけが甘ければ社会人になってから苦労が尽きない。

VB支援も時期、内容等細心の注意が必要である。
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◆事業の開始と活動内容について
●はじめに、大阪、高知、岩手の中で、唯一ネットワーク構築型を経験されま
した丹野さんから、実際、研究成果育成型をどのように始められたかといっ
たことをお話ししていただければと思います。

丹野　ネットワーク構築型を 4年間経験しました。ネットワーク構築型で
は 1人であったコーディネータが研究成果育成型では 4人になり、また、
連携拠点機関には事務局のスタッフもいましてチームによる事業になり
ます。一般的に、何かプロジェクトをやるときにはプロジェクトリーダー
が方針をはっきりさせなければいけませんので、私が掲げた方針は、特
に戦後、大学の研究成果が実を結んで実用化した例が少ないので、それ
を一つでも多くつくろうということでした。
　　ネットワーク構築型の時からある程度は考えていたのですが、過去に
大学で私が講義していた研究が実用化した歴史的な例とか、自分が企業
あるいは大学を通じて実用化した例がいくつかありましたから、こうい
う条件が整えば実用化するのだということを整理しました。言ってみれ
ば、それはニーズがあることとか、アイデアがあることとか、企業の技
術者が熱心であるとか、当たり前といえば当たり前のことですが、その
認識が大事なわけです。
　　大学のシーズを調べるにはどうすればいいかというのが次の課題にな
りました。岩手県内の理工系大学はいくつもありませんので、なるべく
徹底的に調べようとしました。その際、私は大学にいましたのでそんな
に敷居は高くなかったですが、違う分野のシーズを調べるにはそれなり
の手だてが必要でして、お話を聞くと同時に、調査票に書いてもらうこ
とをベースにやってきました。

●一方、大阪府や高知県はネットワーク構築型を経ないで研究成果育成型を始
めたわけですけれども、まず阿部さんにお伺いしたいんですけれども、大阪
府は大学などもたくさんあって、イメージとしては、それぞれが産学連携を
盛んにやられているという感じですが、実際、どのように活動をされたかに
ついて、まずお聞かせください。

阿部　それぞれの専門分野の違う 4人のコーディネータがそろいまして、
お互いの専門分野で目利きをやっているということでした。その結果と
して、まず大学のシーズ、大学で何をやっているかということが、自分
の専門を持っていますから非常に深く分かってくるということと、コー
ディネータ全員がそれぞれの分野で企業の研究開発を担当していた人間
ですから、ニーズというのが、先生方から聞いた話で、これだったらう

RSP事業研究成果育成型の開始時からの活動内容を3人のコーディネータが回顧する。この制度がコーディ
ネータの活動にどう影響を及ぼしたかまで話を展開する。

笹部　馨
（ささべ・かおる）
独立行政法人 科学技術振興機構 
JST サテライト高知

丹野　和夫
（たんの・かずお）
岩手大学名誉教授

阿部　敏郎
（あべ・としろう）
独立行政法人 科学技術振興機構 
研究成果活用プラザ大阪
前 科学技術コーディネータ／
本誌編集委員

聞き手・本文構成：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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まく育ててやればものになるなというところがかなり直感的に分かる。
　　そういう意味で、研究成果育成型になったら、シーズからニーズへど
うつながっていくかというのが、コーディネータの専門ということに対
して、かなり明確になってきたのではないかなと。そうすると、アウト
プットもかなり正確に出せる確率が高くなってきたと思うんですね。そ
れで当初は、まずそこのところのシーズをいかに評価していくかという
ことだったと思うんです。

●高知県は大阪府と比べると大学の数でいうと少ない中で、研究成果育成型の
制度自体は、産学連携のネットワークができているところを採択するという
ことで、高知県で活発にやってこられていることを評価して採択されたと思
いますが、実際、始められてどのような状況であったかについて、まずお聞
かせください。

笹部　平成 13 年にこの事業を始めたとき、高知県商工労働部や産業振興
センターでは企業、大学等とのネットワークがかなりできておりました。
いくつかの技術研究会もありました。ところで平成 7年に科学技術基本
法が制定されて、平成 9年には科学技術振興指針が高知県から出ていま
す。また、平成 8年に高知県には理学部はありますけれども工学部がな
いということで、産業振興基盤として高知工科大学が創設されました。
しかし、そのころは、大きな国の科学技術振興プロジェクトなどは無い
に等しい状況でした。
　　そこで県としては、ネットワーク構築型をやっていませんでしたが、
RSP事業にぜひとも応募しようということで採択されたわけです。県と
しては振興指針をつくってから最初の具体的な国の科学技術振興事業に
なります。それが縁になりまして地域結集型共同研究事業の誘致と、の
ちに COEの開設や JSTサテライト高知開館などの研究基盤整備につなが
り、高知県としては RSP事業の地域指定を受けて非常に良かったという
ことです。
　　しかし最初は、この事業がなかなか分からない。大学として何をした
らいいのかという事業内容の認識もなく、そこから手探りで始まったの
です。

●先ほど、調査票を用いていろいろ活動をされたということですが、具体的に、
大学へのアプローチなどはどのようにされたのでしょうか。

丹野　私は大学では工学部におりました。他の学部、大学へ行って、専門
外のことでもお話を聞くことはできますが、正確に内容を把握しないと
評価できませんので、A4 判 1枚ですが、研究を始めた動機などのバッ
クグラウンドから、どういう結果が得られて、特許出願や実用化が可能
かどうかなどを先生方に書いてもらいました。先生方にすれば話をする
のはいいけれども、書くとなると時間はかかるので、そう簡単ではあり
ませんでした。しかし、それをやりました。
　　コーディネータが複数になり、経歴も考え方も違いますので、時間の
許す限りいろいろな調査にも一緒に行くようにしました。それから、2
人のコーディネータを岩手大学に駐在させてもらいました。このことは、
２人が大学に入り込むには良かったし、当時、地域共同研究センターに
は専任の助教授が 1人いるだけでしたので、大学にとっても、現在の形
をつくるきっかけになったと思っています。

http://sangakukan.jp/journal/
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●阿部さんのほうから、先ほど、皆さん企業出身なのでニーズが分かりやすい
というお話でしたが、一方で大学の先生は、ニーズとはまた違うところで研
究されていると思いますが。

阿部  大阪府は多くの企業があり、大学も多いのですが、当時は産学官連
携が大変活発であったわけではなく、超有名な大学の超有名な先生のと
ころには官のお金が多く行っていましたが、そのほかの先生方はそうで
もないという状況でした。
　　特に RSP 事業で良かったのは、コーディネータの采配（さいはい）で
200 万円程度の金額ですがお金を渡すことができたことです。大学の先
生にお話しに行くときに、「話を聞いていただいて、いいテーマがありま
したら、わずかですがお金を出しますよ」と言いました。そうすると皆さ
ん非常に歓迎してくれて、われわれコーディネータに真剣に話をしてくれ
ました。
　　ただ一番困ったのは、先生方はこれだけ話をしたんだから採択しても
らえるだろうという期待を持たれたことでした。全部で 200 万円が 10
口しかない状態でした。それで4人のコーディネータが分けるとなると、
1人当たり 2～ 3ぐらいのテーマにしかお金を出せないのです。しかし、
そんなことは言っておれませんので、内容が良かったらお金を出しましょ
うという話をしました。結果としては、採択した先生ではなく、むしろ
不採択になった先生をどうフォローしていくかが、先生方との関係の維
持という点で非常に大事でした。

●高知の場合、高知工科大学ができました。高知工科大学は企業出身者の方が
多く先生になられていましたが、産学連携にはあまり熱心ではなかったので
すか。

笹部　確かに企業出身者が多く、一部の先生はすでに企業との共同研究を
やっておられましたので、高知工科大学は産学連携には熱心なほうだと
思います。しかし RSP事業が採択された初年度、各大学で説明会をやり
ましたが、大学からは数人がぱらぱらと出席する程度でした。結局、制
度が理解されたのは何回も説明会を行ったり、RSP 事業のために設置し
た成果活用促進会議の委員を通じて大学にご協力いただき、“木戸御免”
で各先生に深く入り込んでからです。例えば、高知工科大学では、教授
から学長への研究テーマの説明会があります。これは機密性の高い会議
ですが、学長のご配慮をいただいて、2～ 3日間、朝から晩までそこで
傍聴させてもらうなどで内容把握と多くの研究者との知己を得ました。
　　研究シーズの発掘については、高知県の場合、高知工科大学と高知大
学、高知高専、高知女子大学および公設研究機関をカバーすればいいので、
高知工科大学と高知大学の地域共同研究センターに机とパソコンと、そ
れからメールアドレスをもらって連携拠点とし、週に 1日か 2日、われ
われから担当者を送り込んで先生方に制度を理解していただき、先生方
から将来の事業化につながる研究シーズを提供していただきました。大
学内にわれわれの事務所を置いたことは、非常に効果的でありました。

◆コーディネータによるフォローと橋渡しについて
阿部  テーマを採択できなかった先生という話をしましたが、それのフォ
ローという意味で、われわれが見てもこのままではニーズとマッチング
しないというのがありますので、「先生、もう少しこっちの観点で、こう

http://sangakukan.jp/journal/
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やってくれませんか」という話をします。そうすると、うまくいけばか
なりニーズに近い成果が出るというのがありますので、不採択になって
も再度伺い、いろいろ話をさせてもらいました。コーディネータがシー
ズの募集だけするのではなく、後のフォローもやりながら先生のシーズ
を育成していくという面で貢献できたのではと思っています。
丹野　阿部さんが言われたことに関連しまして、先生方のところに行って
話をするとき、この事業はこういう趣旨の事業ですよと言うと、事業の
趣旨に合わせて協力してくれる先生と、一方でお金さえもらってしまえ
ば自分の本来やりたいことをやる先生がいます。だから、そういう先生
を見分けることが必要で、「もうちょっとこうすれば実用につながるんで
すよ」と、阿部さんがおっしゃったように、ただシーズを集めてくるだ
けでなく、先生方を誘導して、まさしく今日の結論になってしまいますが、
技術、研究をプロデュースすることが必要です。
阿部  それともう一つは、採択できなくても先生方と非常に仲良くなれま
す。今までの制度でしたら、採択して金を出したらおしまいですが、コー
ディネータはずっとその間フォローしていて、案件が終了してからでも
「どうなりました？」ときちんとフォローしていました。そうすると先生
も金をもらっただけで放っておくわけにもいかないので、実用化に近い
ようなところまでずっと案件を育ててくれます。
　　そうするとわれわれは、次のステップへの橋渡しができます。JSTには、
権利化試験、独創モデル化、特許化支援の有用特許制度などもありまし
たが、育成試験に採択しないで直接他の事業にも良いものだったら持っ
ていきました。また、そういうものが今になってみると、プラザの育成
研究や資源活用促進プログラムなどにつながっていますが、取っ掛かり
は RSP事業であったのが大阪の場合は非常に多いです。そういう意味で
は、育成試験だけではなく順々にいろいろと育成していったことは非常
に大きな力になっていったと思います。
丹野　中間評価のときに、「ある程度結果は出ているが、玉が小さい。もっ
と産業と言えるものを心掛けなさい」みたいなことを言われました。そ
れで、RSP事業の後半はなるべくそうなるよう心がけてやってきたつも
りです。いろいろな研究会、例えば工業分野ではMEMS（メムス、Micro 
Electro Mechanical Systems）の研究会、また岩手県は農業県だからとい
うのでバイオマス関係の研究会をつくり、その他に医療技術や種々の生
物機能利用の課題を取り上げ、育成試験もやりました。そう簡単にはい
きませんでしたが、それらの多くが現在の JST サテライト岩手の育成研
究などにつながっています。産業起こし、ほんとうの産業と言えるもの
をこれからつくるのは日本全体の問題であると思います。
笹部　高知県では、元気な企業が育成試験の成果を待ちきれずにわれわれ
の大したフォローもなく商品化された例がありますが、小粒ながら光れ
ば地元での意義は大きい。しかし大部分の育成試験は終了後、次の支援
事業につながりましたが、中にはしつこくフォローして橋渡ししたのも
あります。その後もハイテク技術の事業化には時間がかかります。
　　RSP事業のおかげで、シーズ発掘試験やサテライトでの育成研究や
FS*1 そして経済産業省の地域コンソーシアムなど、そういう募集がある
と、すぐに応募しようという機運がものすごく出てきました。応募テー

http://sangakukan.jp/journal/
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マが高知県の場合、ほとんど RSP事業で調査した、もしくは見たものが
源流になっています。
　　橋渡しの代表的な事例として育成試験した鮎の冷水病ワクチンに関す
る研究ですが、東京の熱心な製薬会社が引き継いで委託開発をやってい
ます。こういうハイテク研究になりますと県外へ出ていくという場合が
多いのですが、県が期待する県内貢献のためには、企業のニーズ・オリ
エンテッド研究を大学につないで、それを新しいテーマでやってもらう
ようにしています。
　　それから、4人制のコーディネータの話ですが、高知県の特徴は、そ
こから若いコーディネータが 2人育っています。今、高知大学と JST サ
テライト高知で仕事をしていますが、これは非常に良かったと思います。
RSP事業もやりっ放しではいけないので、これは先の長いフォローだと
言えます。人的なつながりから、新しいプロジェクトの内容がかなり分
かるようになり、そこから次のいろいろな橋渡し事業につながっていく、
後々、若いコーディネータも一緒につながっていくわけです。
丹野　岩手県の育成試験では、良いと思う課題をなるべくたくさんやりた
いということで、ほかの経費を大いに切り詰めて、最低でも 3,000 万円
は確保し、毎年10課題前後を採択しました。設備を買ったりしなければ、
研究費自体はそんなに要りません。
　　それから、育成試験は原則 1年だと言われていましたが、大学の研究
は通常、企業に比べると遅いと言われますが、そればかりではなく育成
にはやはり時間がかかります。従って、テーマによっては JSTの了解を
得ながら継続しましたし、金額はわずかですが財団が独自の予算を持っ
ていましたので、あと一押しというものに利用したりもしまして、そう
いうのが非常に良かったと思います。
阿部　大阪の場合は、候補が多く 1年で終わらせないといけなかったので
す。終わったプロジェクトは次のステップを踏んでもらうとか、あるい
は企業さんと共同でさらに進展させるなどの活動はやっていました。
笹部　高知県は、同じ研究者の関連テーマを 2年続けてやったのが数件あ
ります。もちろん 2年目は深掘りをしました。
　　それから特許についてですが、特許を学会発表の前に出して頂くよう
再三お願いしました。この事業の 5年間で 92 件出願をしていますが、
そのうち 6件は育成試験の採択外課題のもので、主として JST の有用
特許制度を利用しました。今、よく出たものだと思いますが、高知では
RSP事業で特許優先の重要性が認識され、その後の大学の法人化でこの
考えが定着しつつあると思います。
阿部　大阪府は逆ですね。育成試験に採択される前に有用特許制度を利用
して出願したのがはるかに多かったです。特許も取れないようなテーマ
は採択しないという感じでした。最終的に企業さんに移転しようと思っ
たら、権利化は絶対に必要です。
　　それから、RSP事業は、超一流の先生ではなく、一流の先生のシーズ
を超一流のシーズに育て上げて、一流の商品なり企業に育ってきたので
はないかなと思います。大阪の場合ですと、当時若手の先生方のシーズ
を順々に育て上げてきました。今やベンチャーも起こし、今後も非常に
有望な産業になりそうなシーズを提供した先生方も何人か出ています。
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●最終的な目標はやはり事業化ということになりますが、ご苦労をされた点な
どありますか。

阿部　最終的に事業化になるか否かの話になると、企業さんのやる気だけ
だと思います。そこで、コーディネータとしては、いかに企業さんにや
る気を出させるかが非常に重要になってきます。そのためにいろいろ手を
変え、品を変えてとやっていきますが、それでうまくいった例があります。
　　それは、RSP事業からプラザの育成研究へ行って、育成研究の終わる
ときに、企業さんはもうやりませんと言っていました。しかし、技術と
しては非常に面白いので、やる気さえ出させたらこれはいけると思いま
して、それでやる気を出させました。よって、いけないと思っても、コー
ディネータがそれなりにいろいろな仕掛けをして、企業にやる気を出さ
せることをやれば、成功の確率は非常に上がると思います。

◆事業の波及効果
●研究成果育成型のRSP事業を行う前と実際に行った後で、どのような違い
や効果が見られましたか。

阿部　結局地域で、これはどう役立っているかという話ですね。
丹野　先ほど言いましたように、岩手の場合、一つはサテライト岩手につ
ながっています。それから県の担当は科学技術課ですが、そこの県独自
の事業にもかなりつながっています。担当課が地域振興部から商工労働
観光部に移ったこともあり、科学技術を出口の産業化につなげる意識が
非常に強くなったのにも役立っているかと思います。また、岩手大学は
当地域の中心の大学ですが、そこにリエゾン部門、文部科学省の支援を
受けて知的財産移転部門ができまして RSP事業のかなりのもの、特許出
願などにもつながりました。
　　それから岩手県は面積が非常に広くて、盛岡以外にも花巻や北上、一
関に拠点機関があり、RSP事業のとき、そこのキーマンを集めて連絡会
を頻繁にやっていました。それが現在はそれぞれのところで活動してい
ます。つまり人が配置され定着したところは頑張ってやっているという
感じですね。
阿部　大阪の場合は、府としての基本計画をつくっていました。ところが、
実績もやることも何もありませんでした。そういう状況下で RSP事業が
大阪の場合は、地域における産学連携の初めての基盤づくりだったと思
います。これが基盤となり、それを推進させたので、その後、いろいろ
と成果が出てきました。
　　大阪府として、本腰を入れて産学連携の事業をやるということで、大
阪の場合は JST のプラザを誘致してきました。加えて、文部科学省の知
的クラスター創成事業や経済産業省の大きなプロジェクトなどを結構い
ろいろ取ってきています。
　　これらの核の上に立って、大阪府として今年から産学連携の専任の部
署を設けました。つまりRSP事業が大阪府の産学連携の起爆剤となった
わけです。
笹部　冒頭に産業振興指針の話の中で、RSP事業が産学連携の起爆剤となっ
たことを申し上げましたが、大阪府も高知県と同じ状況であったという
のがよく分かりました。RSP事業が起爆剤となって、地域結集型共同研
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究事業やサテライトも設置できたということで、科学技術の研究基盤は
非常に整備されてきました。同時に、そういう活動によってシーズの発
掘を業務としてやってきましたから、各省庁の公募事業があると、応募
する案件もすぐに出せるという基盤もできました。平成 13 年にこの事
業を開始したときは、産学連携プロジェクトの実施案件が十数件しかあ
りませんでした。今は億単位のものから百万円台の FS 試験に至るまで、
科研費などの基礎研究を除く応用研究は単純に数えただけでもシーズ発
掘、FS 研究、育成研究、委託開発や他省庁の地域新生コンソーシアムほ
かを入れて 80件以上が実施中という状況です。
　　高知県の場合は JST サテライト高知が昨年 12 月に、県としての意気
込みで COE 本部が今年 4月 1 日に、それぞれ発足いたしまして、RSP
事業が終わっても、産学連携事業を切れ目なく実行できています。
丹野　結局 RSP事業で、手探りでシーズ・ニーズの調査から育成試験、橋
渡し、特許化などをやったことが、現在は非常に大々的に、制度的にも
整備されて、ほんとうに全国至るところでやられるようになったという
ことですね。
　　岩手県の場合は、育成型の 4人のコーディネータのうち 2人が現在も
頑張っていまして、1人はサテライト岩手から財団に移り、1人は都市
エリア産学官連携促進事業のコーディネータをやっています。それから
事務局スタッフが盛岡市役所から2年交替で派遣されていました。現在、
岩手大学の構内に盛岡市が 3.000m2 のインキュベートルームを建ててい
るところですが、その推進力になったのが上述した 2人のスタッフです。
また、財団のプロパーのスタッフや先ほど言いましたように、ネットワー
クのキーパーソンがそれぞれのところで活動しています。
笹部　もう一つ申し上げたかったことは、RSP事業が研究成果を事業につ
ないでいく活動の原点だということです。特に地方の大学は地域貢献型
の研究開発を重視していこうと、大学の法人化のときに学長等が打ち出
しておられる地域事業の原型の一つを RSPが提供したと思います。
丹野　岩手県の場合も地域貢献型を目指して、学長以下が動いています。
　このジャーナルの最近の記事で、経団連の産学官連携推進部会長だった
味の素の山野井さんが、日本の大学の問題点として、大学での研究が非
常に深掘り型で水平融合が足りない。米国の大学は、課題によって、大
学の先生方は水平融合で行っている、との記事がありました（2006 年
10 月号）。そのような研究体制が実現されるべきというのが私の願望で、
その方向に動いてはいると思いますが、それができれば、ほんとうの米
国型といいますか、もう少し大きな産業の芽というのが出るのではと考
えています。

●日本の研究はたこつぼ型とか、よく言われますけれども、それを脱するため
に、ある意味、ここにいらっしゃるようなコーディネータの方々が横につな
がるという形、米国型になるとよいのではないでしょうか。

丹野　先ほど言いました研究成果のプロデューサーが必要です。

◆研究成果育成型の経験を生かして
●そろそろ時間になりますけれども今日のお話で、研究成果をプロデュースす
るお話と、もう一つは、研究成果が研究者とともに育っていくということ、
が印象に残ったのですが、最後に、RSP事業に対するコメントをいただき

http://sangakukan.jp/journal/


産学官連携ジャーナル  Vol.3  No.4  2007 9
http://sangakukan.jp/journal/

たいと思います。
阿部　RSP事業で一番良かったのは、コーディネータが金を使えることで
した。コーディネータの目でいいと思ったものは、間違っていなかった、
それらは、みんな育って非常にうまくいったことです。
　　現在は非常に透明で、外部の先生方に全部評価してもらってやってい
ますが、真にシーズから拾い上げるような制度を、個人ベースでできる
RSP事業みたいなものが復活してほしいという気がします。
丹野　初めは訳も分からず手探りでずっとやってきた感じですが、割と自
由にやらせてもらえたと思います。コーディネータの裁量で、金額は少
なくても、お金を使えたのでシーズの採択と育成も非常にやりやすく、
やりがいがありましたし、大変面白かったです。 現在は、コーディネー
タが入口から出口まで見通して面倒を見ていくような状況ではなく、そ
こが問題のように思います。
笹部　将来においても日本の繁栄をもたらすものは、やはり技術です。あ
る人から RSP事業で高知県も立派な技術立県の基盤ができたと評価いた
だきましたが、もっと喜ばしいことは、若い科学技術コーディネータが
育ったと言われたことです。
　　経験豊富な熟年コーディネータも貴重
ですが、一緒に仕事をしてくれた若いコー
ディネータの今の活躍ぶりを見ると、大
変頼もしく思います。技術基盤づくりの
中で、将来に向けてコーディネータの若
返りと育成が一層必要だと思います。

●長時間にわたりまして、貴重なお話をあり
がとうございました。

●聞き手・本文構成：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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　全国の大学や研究機関、あるいは産業振興機関やクラスター本部などの中間組織に、
産学連携や技術移転をコーディネートする専門人材が多数配置されてきた。しかしなが
ら、コーディネータとは何か、コーディネータに求められる資質やスキルとは、採用基
準や育成・評価システム、キャリア形成はどのようなものかについて、あまり深く議論
されてきているとはいえない。異なる組織、異なる立場で、産学連携のマネジメントや
コーディネートの先進的なモデル創りに取り組むお三方に、話を聞く。

◆産学連携マネジメントは「ドーナツ化現象」に陥っている
●現在の大学の産学連携の体制や人材配置の課題をどうお考えですか？
野口　今、日本の大学が陥っているのが、産学連携マネジメントの「ドー
ナツ化現象」です。多くの大学は、公的資金でコーディネータを雇って、
外部から人を確保してきていますが、任期制で数年したら辞めていって
しまうケースが多い。これでは折角のノウハウが学内に蓄積されません。
　　その結果、多くの大学の産学連携本部は、現場に即した産学連携のコ
アのノウハウや情報が持てないままに、周りのドーナツのようなところ
で、辛うじてイニシアチブを握っているのが大半と思います。自分たち
のしっかりした意見が持てない、戦略が立てられない、意思決定の場面
で悩んでしまう。

橋本　おっしゃる通りです。ほとんどの大学で、産学連携の体制とか人材
配置は、まず「予算ありき」で進められてきて、そこに人を当てはめる
というスタイルが、諸悪の根源になっているという気がします。形ばか
りが優先されて、どういうコンセプトを盛り込むか、どういう経営方針
を打ち出すかという議論が無いままにきている。コーディネータにして
も、「予算が付いて、人事の枠ができたから、たまたまその辺にいる人を
採りました」としか見られないようなケースがあまりにも多いです。

野口　大学のマネジメントセクションにいる人間としては、ドーナツ化現
象は何としても回避しなければなりません。それには、やはり真ん中の
コアとなる人材は、大学の専任職員が中心でなければならないと思って
います。大学本体の考えがしっかりしていなければ、コーディネータも
成長していけません。

澤　立命館の「理工リサーチオフィス」というのは、理工学部に付いてい

澤　昭裕
（さわ・あきひろ）
東京大学 先端科学技術研究セン
ター 教授

産学連携にとって必須である専門人材としてのコーディネータの存在に焦点を当て、大学の中でのコーディ
ネータの活用、研究現場でのコーディネータの立場、在り方などを座談会、執筆記事で、明らかにする。

野口　義文
（のぐち・よしふみ）
立命館大学 研究部 理工リサー
チオフィス 課長

橋本　昌隆
（はしもと・まさたか）
株式会社フューチャーラボラト
リ 代表取締役社長
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るような形ですか。

野口　いえ、本部の研究部に付いています。理工学部からはあえて切り離
しています。理工学部に付いてしまうと、逆にマネジメントのイニシア
チブが取れないからです。やはり「大学はこういう戦略でやるんだ」とい
う本部の意思を背負ってマネジメントする姿勢が大事だと考えています。
　　また、コーディネータが大学内に分散せず、リサーチオフィスに一極
集中しているので、隣が何をやっているか見えますし、横のコラボレー
トもできます。コーディネータの競争意識とかモチベーションを高める
上でもいいです。

澤　戦略的ですね。
野口　立命館の強みは、徹底した「ワンストップサービス」です。ほとん
どの大学では、知財本部、COE、奨学寄附金、科研費、ベンチャー支援
など取り扱うミッションによって、マネジメントがすべて縦割りで分か
れてしまっていますが、われわれは、リサーチオフィスですべてハンド
リングしています。すべての研究・産学連携業務を一元化したのが 3年
前で、さらに昨年度からは、一人ひとりのコーディネータが、個人のレ
ベルでワンストップサービスを行えるような体制を整えています。
　　ワンストップ化は、一方では研究者の研究高度化支援の向上を、もう
一方では企業の顧客満足度の向上を狙った戦略です。大切なのは、企業
のニーズに合わせていくのではなく、一人ひとりの先生を本当に深く知っ
た上で、こちらから戦略的にアクションを起こすということです。企業
に行ったときに、受託研究、共同研究が駄目なら、知財はどうですか、
公募事業プロジェクトを組みましょうか、産学連携ラボを設置しません
かと、次々と提案していけることが、高い成果につながっています。
　　現在、理工リサーチオフィス全体で 105 名のスタッフを抱えていて、
そのうち24名がコーディネータの職務に就いています。われわれはコー
ディネータではなくて、「テクノプロデューサー」と呼んでいます。この
テクノプロデューサーの育成と活用が最大の課題です。

澤　1 人の中にパッケージ化されていろんなことを知っている人を育てる
というのは、すごく大事だと思いますね。

野口　今、本当に大学にとって大変な時代ですが、非常にチャンスの時代
でもあるかなと思っています。一言で言えば、産学連携の内容が多様化
してきています。最近では企業の方から「××先生の技術で、こういう
ビジネスを展開したいんだけれど、ユーザー企業を探してくれないか」
という話も出てくる。ビジネス・インキュベーションまで含めて、大学
に協力を求めてきているわけです。
　　大学の研究そのものも多様化してきているし、企業のニーズも多様化
してきている中で、コーディネータに求められるスキルも多様になって
きています。産学連携のマネジメントそのものが、非常に大変になって
きているということを痛感しています。

澤　多様化というのが、確かに一つのキーポイントでしょうね。これまで
の産学連携は、制度や補助金の枠組みが先にあって、それにみんなが合
わせていく形で進んできた。しかしこれからは、立命館はこうだ、東大
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の先端科学技術研究センター（以下、先端研）はこうだと、自分たちの
アドバンテージを最大限に打ち出すという形でやっていくのでないと駄
目ですね。

◆マネジメントの主導権を握るのは「本部」か「部局」か
澤　大学というのは、企業や役所の縦型の組織と違って、も
ともと横型の組織なんです。縦型組織のやり方に慣れた
人が突然大学に来てコーディネートなんかしようと思った
ら、よほど意識して「ここは横型組織なんだ」と自分に言
い聞かせていないと、絶対に理解できないし、動かない。
だからこそコーディネータは、外部に対して「大学という
のはこういう論理とこういう仕組みで動くものだ」という
のを理解させなければいけないし、一方で大学内部に対し
ては「縦型組織というのはこういうもので」と教育しない
といけない。両方の組織が分かっている人でないと、大学
内部のコーディネータの役目は果たせないはずなんです。

橋本　お二人の話を聞いていて、日本の大学がみんな経営を
ここまで分かっていてくれればなあ、と……（笑）。
　　私の会社には、企業や大学の先生からいろんな相談が来
るのですが、実はその大半が、「大学のリエゾンオフィス
とか産学連携本部が機能していないので、何とかしてくれ
ないか」というたぐいのものです。先日もある大学の先生
とお会いしたら、面白い技術を持っておられるのに、3年ほど前に書か
れた特許が完全に野ざらしになっている。ある会社との共同出願で、そ
の会社は特許を実施するつもりはないのに、ライバルメーカーに使わせ
ないためだけに特許をキープしているようなので、大学の知財本部の担
当者に、「共同出願企業に交渉して、自由にライセンスできるようにして
みたらどうですか」と言ってみた。すると、以前はメーカーで特許室に
いたという担当者が、「えっ、そんなことできるんですか」と……。この
返事にはさすがにあきれてしまいました。ビジネスプランのアウトライ
ンも非常に面白くて、大手メーカーに何社か声を掛けてみたら、すぐに
駆けつけてきたほどなのに、実にもったいないことです。
　　他にも、「展示会に出展したいけれど、大学側が予算を握っていて、お
金も人も出してくれない、何とかしてくれ」という先生がいて、もう何
日もない中で、関係企業を回っていろんな名目で数十万円ずつ集めて、
ようやく形にして出展しました。わが社の利益は、企業から集めた協賛
金からのマージンですが、最終的には持ち出しで赤字でした。実は、私
のところでは、大学の仕事をしていながら、大学本部からお金をもらっ
たケースというのは、ほとんど皆無です。企業の仕事もたくさんやって
いますから、大学相手に儲けようという気もないんですが……。

●その辺りがまさに、「ドーナツ化現象」による大学の意思決定の硬直化がも
たらす弊害ということですね。

橋本　深刻だと思います。たくさん外部資金を取ってきても、間接経費を
自分たちのために効率的に使うことができない……。

澤　昭裕：通産省・工業技術院人事課長として、工業技術
院の産業技術総合研究所への組織統合を担当し、経済産業
研究所（RIETI）では研究調整ディレクター、上席客員研究
員等を務めるなど、研究マネジメントや大学経営に造詣が
深い。主な編著書に「大学改革 課題と争点」、「民意活力」。
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野口　大学が回避しなければならない問題の一つです。われわれは、間接
経費の効率活用も、研究マネジメントの重要テーマに据えています。

橋本　結局、大学を見ていて一番問題だと思うのは、「経営」が無いことで
す。経営戦略が無ければ、コーディネータも動きようがないです。やは
り大学には、「経営と研究の分離」が必要ではないでしょうか。これはた
ぶん、澤先生には「そんなのはあと 30年、40年は無理だよ。われわれ
の時代では無理だよ」と言われるでしょうが……。

澤　それはほとんど無理ですね。大学全体の大枠の組織を縦型にしようと
したのが独立行政法人化で、これ以上には進まないでしょう。改革で持
ち込まれたフォーマルな制度と、実態としての横型のインフォーマルな
機能との間で摩擦が生じているのが、今の大学だと思います。「大学に経
営がない」というのは、当たり前といえば当たり前。「経営してはいけな
い」という時代が百何十年続いてきたので、突然、独立行政法人化だと
いわれても、そんな一朝一夕にはできないわけです。
　　本来、大学の組織というのはどうしても部局が中心なんです。伝統的
な研究者コミュニティが強い大学は、立命館のような徹底した一極集中
がそう簡単にはできない。むしろ部局に産学連携のコーディネータを配
属して、現場に近くしたほうが、情報も握れるし、機動的に動ける。部
局ごとのマネジメントの方が効率的です。

●産学連携のマネジメントは、「本部型」か「現場型」か、どちらかに軸足を
きちっと置くべきだということですね。

野口　大学経営の切実さというか、置かれた条件の違い
によっても違ってくると思います。研究者の数でいく
と、東大の理工学系の教員数は 2,000 名以上いますよ
ね。立命館は 250 ～ 300 人で、8倍の差がある。これ
に対して、立命館の学生数は 4万名弱と、日大、東海
大、早稲田に次いで多い。東大は 2万 8,000 名くらい
ですか。教員数に対して学生数が多く、圧倒的に教育
負荷が掛かるわけです。旧帝大クラスのように、肥沃（ひ
よく）な研究ポテンシャルを前提とした大学の戦略は、
そもそも打てない。
　　となると、われわれが取れる戦略は、いかに研究支
援活動を高度化するかという一点にかかってきます。
テクノプロデューサーが研究者一人ひとりをきちっと
把握して、研究者のパートナーとして、一人ひとりに
丁寧なサクセスストーリーをつくっていくことがとて
も重要になります。

◆中長期的な研究戦略を産学連携で創り上げる
●澤さんは「現場」に張り付いて、先端研のマネジメントを担当しておられる
わけですが、今後の課題をどのようにとらえられていますか。

澤　先端研は、東大の中でも伝統的なやり方とは違ったマネジメントのモ
デルを先駆けてきました。ここにきて、産学連携も曲がり角にきている
と感じており、先端研らしい研究マネジメントのモデルについて、あら

野口　義文：大手金融機関に勤務の後、母校である立命館大学
へ。産学連携の戦略拠点キャンパスとして位置付けられるびわ
こ・くさつキャンパスにおいて、先進的な大学の産学連携マネ
ジメントにかかわってきた。現在、100名を超える理工リサー
チオフィスを率いる。
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ためて見直そうというところに取り組んでいます。
　　一時期は、「産学連携やれるならどんどんやれ」という論調もありまし
たが、大学の強みは言うまでもなく企業とは違うし、企業と同じベース
で仕事をしていると、本来の知的資源が枯れてしまう。産学連携による
研究に従事する教員の資金割合は東大全体で 15％程度あれば十分だろう
と思います。先端研では、実際にはもっと割合は高いわけですが、そう
いう考え方でモデルを再構築しています。
　　その一つとして、先端研と企業の組織連携の在り方を模索しています。
いろいろ調査してみると、大学の知財に対する企業の評価は、大学側が
期待しているよりも圧倒的に低い。むしろ企業が評価しているのは、大
学の先生との間のディスカッションによる知の交流です。最新の研究は
どこまで進んでいるのか、だれがどこでどういう質の研究をやっている
のか、将来の研究や技術の方向はどうなっていくのかを議論し合えるこ
とが、非常に高く評価されています。

●マッチングではなくて、ディスカッションですか。それは従来の技術移転と
はかなり違った産学連携モデルですね。

澤　企業の最大の悩みは、基礎研究の能力、中長期的な研究能力に欠けて
いることです。事業化にリソースを割かざるを得ない企業では、研究者
は一つ仕事が終わると、次にまた何かという形で目先のテーマに取り組
んでいます。その結果、体系立った研究能力が根付かない。よく社長の
年頭所感で、「わが社の 10年後は君たちにかかっている」などと言いま
すが、そういう研究をさせているわけでもなければ、そこにモチベーショ
ンを与えているわけでもない。目先のことを放っておいて、10年後のこ
となんかやっている研究者は、今どきの成果主義では評価されません。
　　ところが最近、「10年後どうするか」ということが企業の重要課題と
して急浮上していて、研究をマネジメントしている人たちは、ものすご
く悩まれている。ところが社内にはその知識が不足している。そこで、
企業における研究の将来を考えるにあたって、大学が問題解決や戦略立
案のために協力できるのではないか。大学のトップレベルの研究者のと
ころには、やはりむちゃくちゃ情報が集まるわけで、その情報自体が価
値を持っているわけです。
　　10年先の話についてディスカッションするということは、大学の研究
者にとっては、まさに今の自分の関心に基づく話になります。企業との
ディスカッションを通して、大学にはない情報も入ってきて、新たな気
付きが得られる部分も大いにある。企業にも大学にも、お互いにメリッ
トがあります。そこで肝心なのは、そういうニーズを切実に感じている
企業とだけ連携するということです。個別の共同研究については、お互
いの関心が合えばどんどんやっていいけれども、組織として進める産学
連携というのは、強い意欲を持っている企業にのみ特化するということ
です。
　　こういうモデルでは、シーズをマッチングしていく、事業化していく
タイプのコーディネータよりも、むしろ企業と大学という異文化間の通
訳を果たす、インタープリタ的なコーディネータが重要ではないかと思
っています。もちろん、あくまで先端研のモデルとしての話です。

http://sangakukan.jp/journal/


産学官連携ジャーナル  Vol.3  No.4  2007 15
http://sangakukan.jp/journal/

◆「技術が分かる」ことがかえって邪魔になる
澤　立命館の戦略で、先端研とも共通するなと思うのは、「先生
側に付く」という発想です。今までコーディネータというと、
企業の人を大学に入れればいいと考えていたところが多いよう
な気がします。コーディネータの中には、企業の論理を大学の
中で振り回して、「こんなアイデアでは企業は乗りませんよ」
といった言い方で、教員を叱りつけてしまう人、「あなたはどっ
ちの味方ですか」と言いたくなるような人が結構いると聞き
ます。

橋本　ある大学の知財担当者に、決して自分からは研究室へ行か
ないという人がいるそうです。先生方がその人を訪ねて「これ
特許になりませんか」と相談すると、「企業ではこんなの必要
ありませんよ」とか、難癖ばかりつけるので、先生はみんな怒っ
て帰るという……。

野口　私も似たようなケースを他で目にしたことがあります。例
えば、ある論文発表会で、学生の発表に対して、担当教員を差
し置いて、あれこれ否定的な意見を言ってみせる人とか、コー
ディネータとしての立場を完全にはき違えていますね。

澤　私は経験上、むしろ「技術が分からないコーディネータのほうがいい」
と思っているところがあります。自分なりの技術の見方を持っているこ
とが、かえって仕事の邪魔になるケースが相当ある。すべてとは言わな
いけれども、コーディネータの一つのカテゴリーとして、「技術が分から
ないコーディネータ」が必要なケースが少なからずあると思います。
　　テクノロジー・プッシュでマッチングを追求するタイプの人は今後も
存在するだろうけれど、それ以外に、先ほど言ったインタープリタ的な
資質を持った人や、ビジネス・インキュベーション的なことまでやれる
人など、多様なタイプが必要です。

野口　われわれのところも、議員の秘書をやっていたとか、スノーボード
の全国選手権出場者とか、元銀行員もいます。科学技術のキャリアとか、
博士号がどうしたとかは、ほとんど関係ない。大切なのは、この仕事に
対するモチベーションです。
　　その上で、第 1にコミュニケーション能力と対面影響力、第 2に現場
の対話の中での問題分析能力、そして第 3に、私が一番大事だと思うの
は感受性です。「これおいしい」「これきれい」とか、そういう純粋な感
受性でもって、「先生、この研究面白い」と言えるかどうか、相手の立場
になって話せるか、そういう感受性がとても大事です。近ごろの人間っ
てパサパサしていて、感受性がドライな人が多い。そうじゃなくて、感
受性に敏感なやつが欲しいんです。組織で一緒に働きたいなと思わせる
のは、そういう感受性を持った人じゃないかなと、そんなふうに思って
います。研究者には気持ちよく頑張ってほしいですから、それができな
かったら、いくらスキルを持っていてもだめです。

澤　立命館では、1人のコーディネータがだいたい何人の教員を担当する
というイメージですか。

橋本　昌隆：以前は技術系人材派遣会社に勤務
し、事業企画と人材派遣を組み合わせた提案コン
サルティング型の新規事業を起こす。事業拡大に
伴い、独立起業。現在、NEDOフェローなどを社
員に抱え、産学連携や技術移転関連のソリューシ
ョン事業、人材派遣や人材育成事業を展開する。
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野口　多くても 20名弱です。
澤　先端研は、私とあと 1人で担当しています。教員が 20 数人、特任教
員を合わせると 50 人。教員数からみると負荷的には同じくらいでしょ
うか。ぎりぎり何とかやれているという感じです。内部のコーディネー
タはもうこれ以上要らないと思っています。先端研には、積極的な先生
が多いですからね。むしろ、産学連携をやり過ぎないように、気をつけ
ているくらいで……（笑）。

◆ナショナルプロジェクトを組成できる人材が地域には必要
澤　コーディネータのもう 1つ別の役割として、ナショナルプロジェクト
を編み上げていけるようなタイプの人がいなければならないでしょう。
特に、地域にこのたぐいの人間がいないと駄目です。現在のコーディネー
タには、基本的な助成金の仕組みさえ知らない人が多い。ナショナルプ
ロジェクトを実現させる上では、プロジェクトの中身もさることながら、
細かな段取りを付けていくことがすごく大事です。誰に最初に話がいけ
ばいいのか、キーパーソンは誰なのかといったことが分かる人が必要で
す。
　　このタイプのコーディネータは、マッチングだとか企業に
行くこととかにそれほど時間を割かないで、ナショナルプロ
ジェクトに集中して、常に情報収集や人脈づくりに走り回っ
ていたほうがいい。

●地域ではその辺りの人材戦略がこれからの鍵になるのでしょうね。
澤　地域のコーディネータがそういうノウハウをまったく知ら
ない人ばかりだとすると、それはまずいでしょうね。

橋本　私のところでも、国のファンディング・エージェンシー
絡みの仕事がすごく増えています。一方では、大学の先生に
頼まれて、ファンドを取りに行くわけですが、さらにその一
方で、ファンドの側でも常に新鮮な情報を求めていて、「こ
んなプロジェクトを組んでみたいんだけれども、誰かいい先
生がどこかにいないか」みたいな話を相談されます。
　　こんなところにまで踏み込んでいくとは自分自身思ってい
なかったのですが、海外の事例なんかを調べてみると、民間に私のよう
な役割を担って動いている人、さらには権限や予算まで持って動いてい
る人が、結構いるんですね。

澤　しかし実際問題として、橋本さんのように商社的な役割で手数料を取
ろうとしても、社会的な評価のシステムが形成されていないから、ナショ
ナルプロジェクトの経費からそのための予算を出すのは難しいですね。
それは付随的なサービスとして割り切って、別の仕事で儲けるとかしな
いといけないでしょう。

橋本　おっしゃるとおり、個別のファンドの予算から、プロジェクトを組
成するための段取りそのものでコミッションを取るのは難しいです。

◆現場に「プロ」を育てる仕組みが必要
橋本　一般的にコーディネータというのは、若手がほとんどいませんよね。

聞き手・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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立命館は若手が非常に多いですが……。

野口　そうですね。うちは、できるだけ
20代、30代の若手を採用するように
しています。40 歳を過ぎたら人間な
かなか変わらないですからね。50 歳
過ぎても本当に優秀な人は採ります
が、よく冗談でも言うのですが、面談
で「何をされていたんですか？」と聞
いて、「部長をしていました」という
答えを平然と返してくるような人で
は、まったく話になりません。部分的
なマッチングだけやっているならいいのかもしれませんが、うちでは戦
力になりません。

澤　一つの企業の中でだけ 20年、30年やってきて他の世界を知らない経
歴の人を、大学のコーディネータとして採用するというのは、おっしゃ
るような注意が必要ですね。

橋本　実態を見れば、そんな人ばかりですが……。
野口　やはり今のコーディネータと言われる方々には、研究推進のプロ、
産学官連携のプロとしての「プロ意識」が弱いのではないでしょうか。
われわれも変えなければならないと思っているのですが、任期が 3年な
ら 3年間、固定された給与が支給されるところから間違っているような
気がします。プロ野球の選手やサッカーの選手は 1年終わったら「自分
はこれだけチームに貢献したのだから、これだけくれ」と年俸交渉しま
すよね。それがプロでしょう。本音を言えば、そのような交渉の場を設
けることができるような仕組みを構築できればと考えています。
　　プロを育てるには、やはり体系立った人材育成システムが必要です。
われわれは、立命館の独自な人材育成モデルを創りたいと考えています。
　　例えば、最近、おおさかナレッジ・フロンティア推進機構等と連携し
て「研究を事業化するプロデューサー養成講座」という事業を展開しま
した。ある実証講義では、受講生は実際に立命館に来て、われわれリサー
チオフィスのスタッフがサポートしながら、それぞれ教員に付いて研究
シーズのヒアリングをやってみて、ビジネスモデル提案などの成果発表
までします。このようなプログラムは非常に成功しています。
　　また、「インストラクター・ボード制度」というのを設けて、24名の
テクノプロデューサーのうち、私も含め数名をインストラクター・ボー
ドに指名して、現場のOJT などの先導的な役割を担わせたりしています。
このほかにも、モチベーションを上げるためのさまざまな仕組み、評価
の制度などを採り入れています。
　　私は「グリップマネジメント」と呼んでいますが、ポイント、ポイントで、
きちんとグリップを握って判断して業務を遂行していける人材を創って
いかないといけない。テクノプロデューサーの中でも、リーダー的な役
割を果たせる人材の育成が課題です。
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◆競争の中でコーディネータの多様性と質を高める
●コーディネータの評価のシステムはどのようにされているのですか。
野口　今、コーディネータの評価システムを、研究支援の一連の Plan-Do-
Check-Action のサイクルに組み込もうとしています。つまり研究室の研
究計画、外部資金導入計画の立案から始まって、シーズや知的財産のマ
ネジメント、個別プロジェクトの申請、運営、経費の執行管理を含めて、
トータルに支援・推進・管理を行って、さらには研究成果の公表や社会
での活用を推進していくところまでの一連のサイクルをどう回している
かで、評価しようとしています。このサイクルがしっかり回せて、実績
が出せて、初めて「テクノプロデューサー」と言えると思うんです。
　　優秀な人材には、ぜひテニュアトラックの道を開いていってあげたい
と思っています。もちろん、雇用安定にあぐらをかいてしまうような人
間では困るわけで、ヘッドハンティングされるくらいの実力と気概を持
ったプロになってほしい。

澤　コーディネータの免許制なんてことを言い出したら、末期症状でしょ
うね。免許制とか承認制というのは、能力を一律平均的なものにしたい
ときにはいいけれど、人材に多様性が必要とされるときには百害あって
一利なしです。野口さんが言われるように、「どこからでもスカウトに来
る」くらいの評判がクチコミで立つくらいのコーディネータを輩出する
とか、あるいは「立命館のリサーチオフィス」というブランドが保証書
になるとか、最先端の現場でそこを目指すのがまず先でしょう。どうい
うトレーニングシステムを創って、どういうコーディネータのあるべき
姿を実現すれば、ブランド価値が上がるのかを競争することが大事です。

●競争の中で、多様性を担保しつつ、質も上げていくということですね。
橋本　そこの仕掛けに、そろそろ大学が本腰を入れないとまずいです。
澤　産学連携をやらなくなる大学、やれなくなる大学は、これから増えて
くる。そんな中で、ただ漫然とコーディネータを増やしても、あとで人
が余ってくるでしょう。

野口　コーディネータは、大学のことをもっと理解しないと駄目だと思い
ます。それなしに、いきなり企業に出掛けていって、「産学連携どうです
か」というのはナンセンスでしょう。まず「うちの大学はこういう大学で、
産学連携はこういう方向で考えていて、その中で私どものオフィスの役
割はこうで、企業とはこういう成果をともに導き出したい」というストー
リーを語れなければだめでしょう。

●それだけの責任と権限を持って、コーディネータは仕事に取り組まなけれ
ばならないということなのでしょう。長時間ありがとうございました。
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「コーディネータの責任と権限」という硬い題名をいただいたが、ここではコーディ
ネータの「なすべきこと」と「できないこと」と解釈して、これまでの経験を基に日
ごろ考えていることを述べたい。経験とは、初期のRSPコーディネータ、その後の
RSP代表コーディネータ、科学技術振興機構（JST）支援による新産業創出のための人
材育成研修講師、国の支援によるいくつかのプロジェクトにかかわる委員としての活

動経験である。

◆大学からの技術移転とコーディネータ
コーディネータの使命は、大学の知である研究成果を企業に移転し、企
業から成果使用料として獲得した果実を新たな知の創造に還元するという、
知的循環サイクル形成をリードすることにある、と考えられる。このよう
な技術移転に関する大学の基本理念はコーディネータ活動の原点であり、
規範である。技術移転の先進国である米国の大学に共通する基本理念は、
以下の 5項目にまとめられる。
1．公共のために役に立つ発明を製品化する
2．経済の発展に貢献する
3．教員や学生の昇進、身分確保、就職に貢献する
4．工業界との間に新しい交流関係を作り出す
5．大学、TLO、教員等の収入増加を図る
わが国の大学の場合はどうであろうか？　筆者は、上記の基本理念を適
用する場合、1～ 4の各項目に地域の 2文字を加えたい。できれば、地域
イノベーションに結び付くという言葉を加えて技術移転活動に参加したい。

◆コーディネータ業務の基本姿勢
JST の新産業創成のための人材育成研修プログラムを作るため、筆者ら
は技術移転に関する先進機関を訪問して討議を行った。この際米国から学
んだことは、
1．コーディネータは技術移転の最初から終わりまで（from cradle to 
grave；揺りかごから墓場まで）責任を持って面倒をみる

2．この作業はグループで実施する（team approach）
ことである。筆者の経験によれば、技術移転成功例のほとんどは、たと
え中間の支援制度が変わっても、1および 2の姿勢を貫いたものである。

◆コーディネータの業務とは
大学の研究成果の収集から始まり、企業との共同研究あるいは国等の産
学官連携プロジェクトを経由して、製品化の関門と事業化の関門を突破す
るまでに果たすべきコーディネータの業務は多岐にわたる。
米国ではコーディネータという呼び名は使われず、Licensing  Associate あ
るいはTechnology  Manager という呼び名が使われる。大学からの技術移
転の成功例が多い米国に倣えば、多岐にわたる業務のごく一部を扱う専門
家はコーディネータと呼ぶべきではないであろう。コーディネータはあく
までも from cradle to grave に徹すべきである。わが国の制度では、ここ

齋藤　省吾
（さいとう・しょうご）
元 福岡県RSP事業 科学技術コー
ディネータ／九州大学 名誉教授
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にコーディネータの責任と権限の問題が発生す
る。
わが国のいろいろな呼び名のコーディネータ
あるいはそれに類する人たちの業務を概観する
と表 1のようになる。
この表は、筆者が研修等の機会を利用して多
くのコーディネータと討議を重ねた結果を参考
に作ったものである。多くの役職についての定
義付けや契約条項について、あいまい性がある
（融通が利く？）日本では、表 1の枠の中に万
人が認めるマークを記入することは難しい。
このような困難性は、大学の知を企業に移転
するプロセス（新産業創出のための人材育成研
修で取り上げて議論するプロセス）の中の具体
的作業におけるコーディネータの寄与を示す表
2の枠を埋める時にも同じように体験する。
表 1および表 2を眺めれば、いろいろなコ
ーディネータ制度がこれまでに実施されてきた
が、以下のような傾向が読み取れる。
1．川上（early stage）から川下（事業化）ま
での広い範囲にわたって活動の自由度が
与えられたのは、地域研究開発促進拠点
支援事業（RSP 事業）にかかわるコーディ
ネータ（あるいは、自治体当局の合意を得
た一部）である。

2．都道府県雇用による産学官コーディネー
タの多くは、RSP事業採択時に国との約束
で作られたものであり、RSP事業コーディ
ネータに準ずる役割を演ずるものである。

3．その他のコーディネータの多くは、研究
成果活用プラザおよびサテライトのコー
ディネータの一部を除き、その活動範囲
はかなり制限されている。

◆コーディネータと所属機関の連携関係
コーディネータ制度が新しくなるにつれて活
動範囲が狭められてくるのは皮肉な結果であ
る。制度が新しいほど、コーディネータの責任
が市場開拓、製品化、事業化に重点が移ってく
るのは当然としても、研究成果の収集や評価に
関与する機会が減少するのは好ましくない。
この状況をもたらした原因の一つは、所属機
関のコーディネータに対する認識の問題にある。極端な例は、文部科学省
が人材派遣会社を経由して大学に派遣した産学官連携コーディネータのケ
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表２　大学からの技術移転プロセスに対するコーディネータの貢献

表１　いろいろなコーディネータ（CD）とその主な業務
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ースに認められる。大学は、人事管理上の見方から、彼らを大学人と見な
さなかったようである。一部の大学では彼らに大学教員の研究成果（論文）
を技術的に理解する仕事のみを与えたので、その成果が後に選択された経
過を知らず、また教員に対する研究費（成果の検証や熟成に使う）を持たな
い彼らは仕事に窮した。
上記の例は極端としても、新しい制度におけるコーディネータは、所属
機関の一人前の職員として処遇されているか疑わしい。研究成果の選別プ
ロセスに参加しなければ、コーディネータは与えられた仕事の一部を処理
することしかできない。

◆コーディネータは力ずくで働く
コーディネータが所属機関との連携で苦労した例は、初期の RSP 事業時
代にも数多く認められた。所属機関との連携が成功して国の支援プロジェ
クトに内定していながら、親機関である県行政の妨害（県推薦課題の評価
が低かった）で内定を取り消されたこともある。この場合、筆者は提案課
題が優れていることを他の制度に強く訴え、より大きな支援プロジェクト
を獲得したこともある。
このような努力は筆者が所属していた機関を動かした。2期にわたる
RSP 事業の締めくくり講演会で、所属機関は、公開できる優れた技術シー
ズに関するデータベースと非公開の研究者データベースを保有しているこ
とを公表した。後者が非公開である理由は、そのデータベースに研究者の
ネガティブ・データが含まれているからである。研究者の個人データとは、
欧米の技術移転先進機関が研究開発課題の選別（Triage）で最重要視する発
明者のプロフィール（Inventor’ s  Profile）のことである。ここでは、発明
者の人間性や信頼性を含むこれまでの経験が重要視される。JST の新産業
創出のための人材育成研修を受講したコーディネータの共感を呼ぶのは、
Inventor’ s  Profile の重要性である。
コーディネータの権限を向上させる即効薬はない。権限向上に有効なの
はコーディネータの任期の長期化あるいは定員化であるが、その実現は容
易なことではない。コーディネータは、発明者のプロフィールに共感、納
得したならば、Triage の他の 3項目（発明の技術的な強み、知財保護の進
み方、製品化の可能性）を参考にしながら、障害を突破するのみである。個
人と個人の関係を大切にすれば、機関の間の障害を低くすることができる。

◆コーディネータの喜び
コーディネータが喜びを感ずるまでには時間がかかる。苦闘を経て筆者
が感じている喜びは、
・技術移転に成功し、事業化に到達した
・コーディネータ仲間から社長が生まれた
・コーディネータ仲間が企業に就職した
・コーディネータや人材研修講師が縁で、先進諸外国に友人が生まれ、
ネットワークができた

・コーディネータが縁で、教え子から先進諸外国の教授や研究者が生ま
れた
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・地域行政機関や公設試に多くの友人ができた
・大学等の研究者でありながら、技術移転によ
る社会貢献の理解者が増えてきた
等である。
公的機関の研究者の見事な社会貢献活動事例
を紹介する。大阪府立成人病センターのある優
れた癌研究者は、大阪府がアスベストに起因す
る悪性中皮腫発症のワースト・ワン地域である
ことを動機として、世界に類を見ない独自の治
療法の開発に取り組んでいる。その結果、現在
治験寸前の段階にまで到達している見事な成果
がNHKを含む多くのメディアで報道された。筆
者が強調したいのは、研究開発チームの構成の
見事さである。ここでは、この研究者あるいは
この機関以外の研究者では考えられないという
研究者で構成された日本最強チームが編成され
ている（大阪府立病院―東京大学―熊本の化学及
血清療法研究所）。ここには、地域の殻も大学の
殻もない。互いに補完関係にあり、ポテンシャ
ルが非常に高いチームが構成できれば、極端であるがコーディネータは不
要である。

◆コーディネータのビジネスモデル
筆者の目利き人材研修講師で得つつある財産は、研究者・コーディネー
タ・地域行政関係機関で構成される緩いネットワークである。大学あるい
は地域の壁の代わりに大学間連携、地域連携、大学と地域の連携、さらに
は行政間連携を進めることが第 3期科学技術基本計画の柱であるイノベー
ションを実現するために欠くことができないであろう。
コーディネータは、所属機関との長期契約の成立を待つのでなく、自分
が惚れ込んだ技術シーズを起点に、図１に示すコーディネーションの成功
モデルに沿って働くことに喜びを見いだしたい。

◆最後に：コーディネータ機能
コーディネータに必要な働きは、
1．シーズの正確な選別
2．技術開発計画の策定と開発資金の獲得
3．プロジェクト進行中の開発業務間の調整
4．プロジェクト成果の正確な評価と分析
5．ビジネスモデルの作成
6．事業化支援のためのフォロー・アップ
である。
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   図１　コーディネーションの成功モデル
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吉田　多見男
（よしだ・たみお）
株式会社島津製作所 取締役・
技術研究担当

聞き手：
江原  秀敏（本誌編集委員長）

◆企業の研究所での研究体制について
●島津製作所は高度計測機器を開発されている世界トップクラスの研究開発型
企業でありますが、まず、貴社の研究体制についてお聞かせください。

吉田　私が入社した当時（1980 年ごろ）は、研究所ではかなり自分の好き
なテーマで研究ができました。もちろん、会社が進むべき事業方向につ
いての大方針は明示されていましたが、個々の開発テーマについては、
自分たちで市場を見たり営業の意見を聞いたりして、提案、決定するこ
とができました。私は、レーザーを使った計測機器に関連して質量分析
装置の開発研究をし、その研究グループのリーダーをしていました。そ
の研究がノーベル賞の対象になった大発見につながったわけです。現在
は、研究開発効率の向上のため、会社の事業戦略に基づいて作成された
製品・技術ロードマップにのっとって研究開発を遂行しています。体制と
しては、大まかにいって、新製品開発や改良は事業部門で、製品化に必要
な要素技術や将来技術の開発は中央の研究開発部門が実施しています。
●イノベーティブな実績とか、イノベーティブな人材が生まれてくる要件はい
ろいろあると思いますが、何が一番重要とお考えになっていますか。

吉田　絶対にこれをやり切るという気持ちを担当者が持つこと、また、リー
ダーがいかに担当者にその気持ちを持たせるかが重要です。例えば質量
分析装置の研究のとき、新人にも担当部分の責任を持たせることにしま
した。そして自由にやらせる。ただしフォロー役は付けました。そして
一度成功体験を味わうと、あとは次々とやる気が出てきます。他の企業
のやり方はよく分かりませんが、私が担当してきた研究所ではそういう
研究のさせ方をしました。昔は現在よりいろいろな意味で余裕があった
と言えると思います。現在は多分野にまたがる融合領域のテーマが増え
てきました。以前は自社の不得手な部分があっても研究者が何とか勉強
して克服してきましたが、現在は、開発期間の短縮化が必須のため、基
礎研究からやる余裕がないので、そういう分野はいきおい学・官に依頼
するということになり、産学連携が増えました。もちろん、会社のコア
技術については基礎研究から実施して、技術力の涵養に努めています。
●個人にやる気を起こさせるチームワークというのは、島津の企業風土に根差
しているのでしょうね。

吉田　「科学技術で社会に貢献する」が当社の社是です。人がやらない新し
いことをやりたい、世界初のことをやりたいと、研究開発部門の者は考
えています。 事実、これまでの会社の歴史の中で、世界初、日本初の製

高度計測機器のコア技術を自社で習得する島津製作所の産学連携とは。そして、同社でのイノベーティブな
人材育成のための基本的な考え方を伺う。
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品を生み出した結果が数多くあります。社員はそれらを見てやる気が出
るのではないでしょうか。つまり研究開発の実績によって当社が培って
きた伝統が研究者を大いに育てるのです。そして、仲間と協力して良い
成果を出そうと頑張るのではないでしょうか。

◆産学連携の進捗と成果、産が学に期待するものについて
●日本では産学連携に制度の設定でも資源的にも国を挙げて尽力してきま
した。産学連携の成果の観点も含めて、現状をどう見られますか。

吉田　私は産学連携の成果はまだこれからだと思います。今は、産学連携
をしていこうという雰囲気がようやくできてきた段階ではないかと思い
ます。今までは制度の設定ということで形だけの産学連携だったような
気がします。産学連携を実のあるものにしていくためには、大学の先生
に企業の実態とか、開発の実態を知っていただく必要があります。事業
や産業を起こすには市場性が必要です。また製品にするためには人件費
や生産性（歩留まりなど）を含めたコストを考えないといけません。大学
の先生にこういうことを十分に理解していただいて、実際に製品化まで
行くような研究で企業と連携していただきたいと思います。また、大学
は川上の基礎研究でシーズの発見をしていただき、その後の製品化は企
業の責任で行うというのでも十分であるとも考えます。この辺は基礎研
究を行う理学部と、基礎研究から応用研究まで行う工学部の先生ではお
考えが違うと思います。実際、このような企業側の論理をよく理解され
る大学の先生方は増えていて、いい方向の連携が持てるようになってき
ました。日本の科学技術はキャッチアップの時代からフロントランナー
の時代に入っています。特に、融合領域の研究開発は増加していますが、
1社単独でやるのは不可能ですから、企業は大学や他企業との連携を組
もうとしています。また最近は大学の知財本部などもでき、契約もきち
んと履行されています。産学連携の成果はそんなに早く出るものではな
いと思っていますが、こういった現状を考えると、成果はこれから出て
くるものと考えます。
　　当社の場合をもう少し申し上げます。先ほども述べましたように、当
社では研究開発陣が製品・技術ロードマップを作っています。これは、
将来 10 年間にどういう製品を出していくか、そのためにはどのような
技術がいつごろ必要かをまとめています。コア技術は自社で修得するの
が当社の方針ですが、自社の研究部門が頑張って修得していく技術と自
社ではできない必要技術とをリストアップして、時間軸を考慮しながら
産学連携分野、連携先を決めています。変化のスピードが早い分野も学
との連携の対象です。連携先としては国内の大学や研究機関に限らず海
外の大学とも連携しています。

◆イノベーティブな人材を得るために、博士人材の企業での採
用は

●イノベーティブな人材を、日本が輩出していくためにはどうしたらいいで
しょうか。

吉田　もっと融合領域での本格的な教育が必要だと考えます。例えば、当
社では医療診断装置を製造していますので生命科学、医学、工学部系の
内容が分かるような人材が必要です。入社後も社内外の研修やOJT で教
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えますが、できれば入社までに、専門領域をきちん
と勉強してくるのが大前提です。加えて第 2の領域
も大学で教育してほしいと思います。 かつて企業で
は博士課程修了者は扱いにくいということがありま
したが、今はそんなことはありません。会社の経営
方針を理解できる人、柔軟な考えができる人ならば、
博士課程を修了した人は即戦力になりますので、当
社の場合はどんどん採用しています。また、中途で
の採用も増えてきています。

◆国に必要な科学技術の戦略的な方向付けは
●第３期科学技術基本計画では、国に必要な科学技術では戦略的な方向付けを
すべきだといわれています。科学技術戦略の関連でご意見をお聞きしたい
と思います。

吉田　戦略的な将来技術では、スーパーコンピューター、X線自由電子レー
ザーなどが挙がっているようですが、これらで世界のトップへ行ければ、
科学研究や開発研究への波及効果も大きく、他分野への応用展開も可能
になると思います。また、何といっても、このように具体的なテーマを
掲げて、その目標を明らかにすることは大切なことと思います。
 　　計測機器の開発ではその装置を使うユーザーとチームを組めば使い勝
手の良い製品となります。また、どういうデータが真に役に立つのかを
判断しながら開発できれば、最初は 1台だけの販売であっても、やがて
販路は広がります。当社は、このようなチームを形成して研究開発を遂
行する JST の先端計測分析技術・機器開発プロジェクトに参加していま
すが、科学研究の基盤技術である先端計測分析技術に対して国の援助が
出るこのプロジェクトは大いに評価できます。実用に結び付く優れた成
果が出せるものと期待しております。
　　一方、診断装置を開発していて、装置の承認に関して官の対応の遅れ
が気になります。薬事申請に長い時間がかかります。これらは海外との
競争力を弱めることになりますので、その迅速化が望まれます。また、
省庁間にまたがるような開発プロジェクトに関しては、省庁間の連携を
強化していただきたいと思います。
●今日は貴重なお話ありがとうございました。

（文責：本誌編集部）
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◆はじめに
東京のあるメディアが都内の小学生を対象に調査した結果によると、全
国 47 都道府県の中で「福井県」はその知名度が最下位だった。福井県は
九州か東北と思う児童が非常に多かったらしい。目立った名所旧跡（東尋
坊と永平寺くらいか）や大きな企業もなく、人口も全国の都道府県で下か
ら 3番目であり、当然の結果かもしれない。一方で、福井県は日本一の長
寿県で、生活満足度（住み良い県）も長年にわたって日本一である。
その他、世界的に有名な「繊維」の総合産地であること、日本で作られ
る「眼鏡枠」の 98％が福井県で生産されていること、米の品種「こしひか
り」の生まれた県であることなどをご存知だろうか。また、原子力発電所
が日本で最も多く立地している県でもある。
地方の小規模大学である福井大学は、このような地域の特色を精一杯生
かしながら地域貢献を進めている。今回紹介する「電子線照射技術を利用
した繊維加工」は、まさにこの地ならではの研究テーマであった。

◆進化する繊維加工技術
繊維には主に天然繊維と合成繊維があるが、綿、絹、羊毛などの天然
繊維の生産は伸びていない。生産性が低く、多くの人手を必要とするため
である。これに対し、ナイロン、ポリエステル、アクリルに代表されるよ
うに合成繊維は安価に大量生産が可能であり、特にポリエステル（PET：
Polyethylene terephthalate）繊維は基本物性に優れ、生産量は年々増加して
いる。また、近年は環境問題に対応するため、ポリ乳酸（PLA：Poly lactic 
acid）などの生分解性繊維が注目されている。しかし、PET 繊維や PLA 繊
維にも欠点があり、いろいろな機能を付与する必要がある。抗菌、防臭、
吸水、撥水、耐熱など種々の機能がその用途に応じて必要になる。これま
でにもいろいろな手法で機能化されてきたが、その機能が十分でなかった
り、耐久性に問題があったり、加工後の廃液処理に問題があったりなど、
種々の問題を抱えてきた。
また、繊維は衣料用途にとどまらず、最近では生産される合成繊維の約
75％が産業資材用途に利用されるようになってきた **1。電磁波シールド用
繊維、自動車関連材料（シート、天井、ドア、シートベルト、エアバッグ
など）、人工血管や人工臓器製造用材料、河岸強化や海洋浮揚構造体に使わ
れる繊維、コンクリート強化用繊維をはじめ、航空機本体の 75％が炭素繊
維で作られる時代になった。

福井大学、福井県工業技術センターの「電子線グラフト重合による繊維高機能化の開発」、「同加工装置の開発」
を紹介。

堀　照夫
（ほり・てるお）
福井大学大学院工学研究科 ファ
イバーアメニティ工学専攻 教授
／学長補佐（産学官連携推進担当）
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このような時代背景に繊維の加工方法も大きく変わろうとしている。化
学薬品使用量をできるだけ低減し、高効率に、また環境負荷をできるだけ
低減できる加工方法が望まれている。そのような中で注目を浴びている技
術が、①プラズマ照射技術、②電子線照射技術、③超臨界流体利用技術で
あろう。繊維技術の最先端を行く福井県では、いずれの技術についても世
界に先駆けて研究に着手し、すでに優位性を示している。
本稿では世界に先駆けて実用化が始まった電子線グラフト重合による繊
維の機能化について紹介する。研究のきっかけは福井県工業技術センター
の研究員（宮崎孝司氏）が福井大学の博士課程に入学したことで、研究テー
マとして電子線を利用した繊維・高分子の機能加工を設定した。

◆電子線照射技術の特徴と工業的応用
電子線照射技術の工業的実用化は、ポリエチレンの被覆電線に照射し、
強度を向上させることから始まった。その後、自動車用タイヤゴムのプレ
架橋、塗料や接着剤の硬化反応、光沢紙の製造、排煙中の NOx や SOx の
除去、炭素菌の滅菌などが実用化されている **2。一方、繊維への放射線応
用に関しては、グラフト重合を中心とした研究が進んでいるが、まだ実用
化例はほとんどない。われわれは電子線照射技術が繊維の機能加工や表面
処理に有用な改質手段と考え、研究を進めてきた。
電子線は放射線の一種で、マイナスの電荷を持った粒子線に分類される。
表 1によく利用される電子線、ガンマ線、さらにキュアリング（硬化）な
どで利用されている紫外線の相違を示した。電子線は紫外線に比べ、エネ
ルギーが大きく、光増感剤などの開始剤なしで化学反応に利用できる特徴
を有する。処理時間も非常に短く、ガンマ線のような放射性廃棄物もない。
On/Off 制御も電源を遮断するだけで、装置を極
めて安全に運転できることにある。
電子線照射装置では、高真空中に置かれたタ
ングステンフィラメントに電流を流すことで、
フィラメントが加熱され、表面から熱電子が放
出される。この熱電子は取り出し窓にかけられ
た高電圧により加速され、薄い窓材料（アルミ
やチタン箔）を通過して、大気中に飛び出
すようになっている。被照射物はこの窓
下をコンベアにより搬送される間に照射
されることになる。照射時は空気中の酸
素による酸化などを避けるため、窒素ガ
ス雰囲気としていることが多い **3（図 1）。
電子線照射装置は電子線のエネルギー
が大きくなるにつれ、材料に浸透する
深さが深くなり、厚い材料の加工が可
能となるが、設備コストも大きくなる。
800keV以上の高エネルギータイプの装置
では大型の設備となり、X線遮蔽（へい）

電子線 ガンマ線 紫外線
線源 加速器 放射性同位元素60CO Lamp

エネルギーの
強さ（eV）

透過力

処理時間
On/Off制御

100～10,000k 1,330k , 1,170k 3～12

浅い（密度に依存）
（水で0.1mm～数 cm）

深い（密度に依存）
（水で 24cm）

極めて浅い
（透過率に依存）

数秒以下 数時間 数十秒
容易容易 不可

+ + + +

-
- -

-

TVブラウン管 電子線照射装置

電子銃

スキャン
マグネット

電子ビーム

蛍光面スクリーン

被照射物
チタン膜

加速管

高圧
ターミナル

表１　電子線、ガンマ線および紫外線の特性比較

図１　電子線照射装置の原理（テレビのブラウン管と比較）
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のため厚いコンクリート壁で覆ったシールド室が必要となる。これに対し、
300keV 以下の低エネルギータイプの装置では X線の自己遮蔽が可能で、
装置はコンパクトで安価である。300keV での材料への透過は 300μm程
度であることから、織物やシート状の材料に十分利用できる。

◆繊維の機能加工のための電子線照射技術
繊維やプラスチックは高分子材料であり、これらにガンマ線や電子線な
どの放射線を照射するといろいろな反応が起こる **4。詳細は省略するが、
一般に高分子が放射線を吸収すると、最初に、ポリマーのイオン化と励起
が起こり、励起分子はさらにラジカル開裂やイオン開裂を起こすことで、
ポリマーラジカルやイオンが生成する。生成したラジカルは引き抜き反応
や二重結合への付加反応のほか、ラジカル再結合による橋かけ、分解、酸
素による酸化、そしてグラフト重合の開始など種々の反応が起こる。
基材に生成したラジカルは低温で保存することが可能で、照射後、別の
場所に持ち帰り、グラフト反応に用いることも可能である。特にアルキル
ラジカル、アリルラジカルは寿命が長い **4。
上記の二重結合への負荷反応はモノマー・オリゴマーの重合となり、塗
料や接着剤の硬化に、架橋反応はポリマー分子間の結合で、耐熱電線の製
造に、分解反応は鎖の切断で、テフロン粉末の製造に、グラフト重合はポ
リマーとモノマーの反応で機能性を付与するために応用されている。さら
に、電子線の菌体への直接作用または水分から発生するOHラジカルの作
用による殺菌技術も医薬品・化粧品容器の殺菌・滅菌に利用されている。
われわれが進めてきた電子線グラフト重合による繊維・高分子材料の機
能化の一部について説明する。電子線グラフト重合の特徴は、ケミカルグ
ラフト重合等に比べ、天然繊維やセルロース誘導体からオレフィン繊維、
ポリエステル繊維そしてポリアミド繊維など各種素材に反応が可能で、か
つ重合開始剤や光グラフト重合における光増感剤を必要としないのが特徴
である。また、電子線での重合反応は低温から高温までの広い温度範囲で
モノマーの重合を始めることが可能で、かつ、モノマーの状態は気体、液
体、エマルジョンさらに固体でも可能である。
この方法で得られた成果のいくつかを紹介する **5 ～ **8。一つ目は電子線

グラフト重合法で疎水性の高い PET 布帛（ふはく）に親水性のアクリル酸
をグラフトし、これにポリイオンコンプ
レックス形成法で 2鎖型カチオン界面活
性剤を固定化し、さらにフッ素プラズマ
で疎水化することで表面は超撥水性を有
しながら、蒸気の水は吸収するという加
工（図 2）が可能となった。
また同じような方法で多量のカルボキ
シル基またはリン酸基を導入した PET
布帛に交互浸漬法でハイドロキシアパタ
イトと酸化チタンを複合した層を形成さ
せることで、繊維の脆化（ぜいか）を起
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図２　電子線グラフト重合／イオンコンプレックス／フッ素プラズマ照射により調整し
た超撥水・吸放湿機能を有するPET布帛
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こすことなく、布帛表面で各種有害物質を分解できる機
能の付与に成功した（図 3）。

◆実用化のためのブレークスルー
繊維などの固体材料へのグラフト重合法では、電子線
照射により生成するポリマーラジカルを利用するもので、
主に「前照射法」と「同時照射法」がある **4。前照射法
では照射時にモノマーが存在しないため、ホモポリマー
の生成が少ないというメリットがある。しかし、ポリエ
ステル（PET）繊維など材料によっては、安定的に多量の
ラジカルを発生し難いものがあり、グラフト反応が起こ
りにくい。また、同時照射法では、モノマーを繊維内部まで十分含浸させ
なければ高いグラフト率は得られないという問題がある。このため、適当
な有機溶媒（モノマーを含む）で膨潤させて電子線照射する方法がかなり研
究されたが、環境汚染を考慮すると好ましい方法ではない。
そこで、われわれは、繊維基材とモノマー溶液を 2枚のフィルムでサン
ドイッチ状にシールし、できるだけ空気に曝（さら）さず、溶媒（主に水溶
液）の蒸発も抑えた状態で電子線照射する方法を提案した **5。この方法で
は、照射段階では PET フィラメントの表層のみがグラフトされているが、
照射後、そのまま加温処理することで後重合が進み、フィラメント内部ま
でグラフト層を進行させることもできる。すなわち、表面のみの改質から、
繊維フィラメント内部までの改質というように、改質領域をある程度制御
できるところに特徴を有するものである。

◆研究成果の展開
以上の基礎研究で宮崎孝司氏は博士の学位を授与され、成果として 3編
の学術論文と 3報の特許を出願した。研究発表の成果はすぐに現れ、企
業等との共同研究が数多く進んだ。平成 15 年度には、地域新生コンソー
シアム研究開発事業「連続生産を目指した電子線グラフト重合法による繊
維機能化技術の開発」が採択された。これまでに開発してきた「フィルム
シール方式電子線グラフト重合法」を基本技術とし、国内外で初めて繊維
布帛を連続生産方式でグラフト加工する技術を開発した。2年間の研究の
成果として得られた装置の全景を写真 1に示す。
この装置はその後、共同で研究開発を進めたク
ラボウ（倉敷紡績株式会社）徳島工場に設置され、
現在では生産を開始している。最大加速電圧は
200kV、最大照射線量は 1,000kGy・m/min であ
る。従来の樹脂加工による機能加工速度に匹敵す
る 50m/min で運転可能で、加工の均質性にも問題
がない。また 25kWの冷却機構および液体窒素気
化機構も組み入れ、長時間運転に対応できるよう
工夫されている。
具体的にはこの装置を用い、ポリエステルや綿
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TiO2粒子

ハイドロキシアパタイト層

アクリル酸グラフト層

PET繊維

図３　アパタイト層にTiO2を分散固定した光触媒機能PET布帛

写真１　繊維布帛専用に開発された連続式電子線グラフト加工装置
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に対して高い耐久性を有する、①消臭加工、②吸水発熱加工、③非ハロゲ
ン試薬を用いる難燃化、④抗菌加工などの諸機能加工が可能となった。
その後も電子線照射技術を用いた研究は、福井大学、福井県工業技術セ
ンターを中心に産学官が共同して相次いで活発に行われている。その結果、
新たに、平成 18年度に、地域新生コンソーシアム研究開発事業として「立
体構造繊維と電子線グラフト重合技術を用いた金属補足材の開発」が採択
され、研究開発が進んでいる。これは電子線グラフト重合技術により親水
性繊維の不織布に特殊なビニル系モノマーをグラフト反応させ、さらに 2、
3ステップの化学反応を行うことで、PET 繊維の染色加工工場から排出さ
れるアンチモンイオンを吸着・除去する材料を製造する技術の開発である。
この目的に対しては、同じく福井県の技術である「立体構造繊維製造技術」
が利用され、強い流れに対して廃液が安定して流せるような工夫も取り入
れられている。アンチモンはその毒性が心配されるものであり、これを排
出しないための技術として期待されている。また、この技術は各種工場か
ら排出される有害金属イオンの除去、さらには海水などから有用物質を回
収するための吸着剤としても期待できる。

◆おわりに
産学官共同研究は、大学の研究シーズを利用して企業等との共同研究が
始まり、これを発展させて国のプロジェクトへと発展させることが理想と
思っている。筆者は、この方法でいくつかの実績を積んできた。国が研究
開発に巨額の財源を準備するようになった現在、これを積極的に利用する
ことは、日本の科学技術を進展させる一つの方法であると思っている。

●参考文献
**1：堀照夫監修． Future Textiles: 進化するテクニカル・テキスタイル． 
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文系出身で若手のコーディネータの登場である。前歴のインキュベーション・マネジャーで重視していた顧
客とサービスの視点を大事にしつつ、新しい仕事の場でのコーディネータのヒューマンネットワークづくり
を語る。
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◆はじめに
筆者は 2006 年 4月に島根大学に着任し、産学官連携活動に携わってい
る。まだこの分野にかかわるようになってから１年弱であり、筆者自身が
考えている「連携」なり、「ネットワーク」活動を行えるようになっている
かというと、まだまだその途上にあるのが現状である。今回の「ヒューマ
ンネットワークのつくり方」の寄稿に際し、先輩コーディネータの方々の
ご投稿をあらためて読ませていただいた。諸先輩方のご投稿からあらため
て勉強させていただくと同時に、筆者は何が書けるのか考えた。
筆者は、コーディネータとしては少数派と思われる文科系出身であり、
まだ社会人としても７年目の若輩者である。このような若輩コーディネー
タが、どのような経緯でこの分野にかかわるに至ったのか、現在どのよう
なことを考え、活動をしているのか、以上についてざっくばらんに書くこ
とが、今後コーディネータを志す方々にも何らかの参考になるのではない
かと考えた。今回あらためて振り返ってみると、産学官連携にかかわるよ
うになったのも、今までの人と人とのつながり、ネットワークの延長上に
ある。そして、現在もそのネットワークの中で仕事をさせていただいてい
る。今後、コーディネータとしてどのようなネットワークを構築し、活動
を行っていきたいか、以上の抱負と決意も込めて本稿をまとめたいと思う。

◆インキュベーション・マネジャーからコーディネータへ
筆者は、大学院修了後、経済産業省系のシンクタンクを経て、前職では、
北九州市の公的ビジネスインキュベーション施設において、起業家支援に
かかわっていた。常駐のインキュベーション・マネジャーとして、特に情
報通信関連分野の起業家の方々からの多様なビジネス相談に対応するほか、
インキュベータにかかわるさまざまなステークホルダーとのネットワーク
づくりにまい進した。東京出身の筆者にとって、北九州市は、全くの「新
しい」土地であった。ネットワークを一からつくり上げていく重要性なり、
勘所といったようなものは、ここでの仕事を通じて学ばせていただいたと
思う。
在職中さまざまなビジネス課題に直面する中、自身のスキルアップのた
め、夜間の専門職大学院に通った。そこで、MOT や産学官連携に関する
マネジメントを学び、仕事としてこの分野を志すようになったのが、産学
官連携にかかわる直接的なきっかけである。ちょうどそのときに島根大学
の公募をホームページで見つけ、応募しようと考えたのが 2005 年 11 月。
大学院の恩師、そして、島根大学の方々との出会いがあったからこそ、現

丹生　晃隆
（たんしょう・てるたか）
島根大学産学連携センター講師、
産学連携マネージャー
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在のコーディネータとしての筆者がある。

◆顧客とサービスの視点
インキュベーション・マネジャーの仕事をしていたときに、特に重視し
ていたことは、「顧客」と「サービス」の視点である。シンクタンク時代
に、海外、特に米国のインキュベータを訪問する機会に恵まれた。そのと
きに、あるマネジャーから言われたことが強く印象に残っている。「イン
キュベータは、直接的な顧客である企業に対して支援サービスを提供する。
この顧客へのサービスを通じて、より上位のミッションを実現させる。顧
客との関係の中で何よりも重要なことは信頼関係の構築である」。この言葉
は、現在も私の活動の根底にある。顧客に対するサービスの視点の重要性、
これはインキュベーションに限らず、産学官連携活動にもそのまま当ては
まるのではないだろうか。
われわれのようなコーディネータにとって、顧客は誰かというと、時に
は、大学の研究者であり、大学の社会貢献のミッションとしては、産業界、
中でも地方大学にとっては、地元の中小企業であり、行政も含めた地域経
済そのものである。具体的な連携活動を通じた「教育」面での効果も考え
ると、学生さんたちも顧客になるであろう。また、一方、これらの連携活
動の過程には、大学の事務部門の方々、行政機関の方々など多くの人たち
のご協力のもとに、産学官連携活動は成り立っている。その意味において
は、コーディネータは、どの部門よりも、Service-oriented でなければいけ
ないのではないだろうか。さまざまな相談対応に当たっても、まずは相談
を持ちかけてくれたことに感謝し、その中でコーディネータとして何がで
きるのか、もし現在難しいのであれば、将来的にはどのようなフォローが
できるのか、一過性でない関係性構築の中から、具体的な連携につながっ
ていくものと考えている。筆者自身、この顧客とサービスの視点は、産学
官連携活動を進めていくに当たって、何よりも大事にしていきたいことと
考えている。

◆新しい土地でのネットワークづくり
筆者にとって、北九州と同様に、島根は全く新しい土地であった。以前
からのつながりはあったとはいえ、またネットワークを一からつくってい
くところにやってきたという状況であった。北九州でも同じような経験を
したのだが、ネットワークはつくろうと思ってつくれるものではない。し
かしながら、自分で何かしらのアクションを起こしていかない限り、何の
つながりも生まれてこない。筆者も着任早々は何をしてよいのか分からな
い時期もあったが、センターの他のコーディネータの方々からのご紹介、
シーズ発掘試験などの研究資金の情報提供、研究者の方々との具体的なや
りとり、一つ一つの相談対応等を通じて、今では少しずつネットワークな
るものの幅も広がってきた。実際に、新しい土地でのネットワークづくり
は非常に時間がかかる。しかしながら、この「時間がかかる」を言い訳に
せずに、一つ一つのご相談に応え、自身のできること、お手伝いのできる
「顧客」を増やしていく、この過程が何よりも重要であると考えている。
具体的には、地元で開催のイベント、セミナー、展示会に参加する、質
問をする。その後のメールのやりとりだけでなく、関連のある情報があれ
ば、こちらからも情報発信をする、ネットワーク組織づくりにかかわる
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等々。ネットワークとは、これらの一つ一つのコミュニケーションの積み
重ねにあると思っている。また、筆者自身、日本の歴史の舞台を訪ねるこ
とを趣味にしており、島根、出雲地方は、興味深い寺社、史跡・旧跡が数
多くある。その土地の歴史文化に触れ、その土地の食べ物を食べ、一緒に
飲み明かし、その土地が舞台になった小説、映画の舞台を訪ねる。自身が
その土地の「住人」となることも、ネットワークの基盤として重要な意味
を持ってくるのではないかと考えている。

◆文科系、若手コーディネータの悩み
筆者は大学時代からずっと文科系であり、技術的なバックグラウンドを
持っていない。最近特に痛感しているのは技術的な素養の重要性である。
大学で行われている研究は極めて高度なものであり、企業サイドの技術的
なニーズも、技術的な素養があってこそ、理解の土台に立てるものである。
この点については、筆者も、知らない専門用語に出会うたびに一つ一つを
調べ、できるだけその技術的な内容を理解しようと努めている。最近、あ
る先輩コーディネータから、「研究者の言っていることが理解できなけれ
ば、連携も何もできない。まずは、高校の教科書でいいので、物理、化学、
生物を勉強し直すこと」という言葉をいただいた。文科系であるというこ
とを言い訳にはできない。コーディネータであれば、ここから逃げること
はできないのであろう。幸いに、周りには技術的なことを教えてくれる専
門家の方々がたくさんいる。筆者も、「顧客」の方々から学ばせていただく
姿勢を持ち続け、今後さらに具体的な連携につなげていきたい。
また、コーディネータというと筆者のような 30代はまだ少数派であり、
周りの研究者も年上の方々がほとんどである。若手コーディネータとして、
この「年齢」的な側面についても少々言及する必要があるであろう。この
経験年数が短いということは、これからコーディネータとしてステップ
アップしていく、ということしか解決策はないであろう。しかしながら、
年齢的に若いということは、フットワークが軽い、物事を「まっさら」な
視点でとらえられること、組織や既存の考え方などに染まりきっていない、
という強みもあると考えている。筆者自身、経験年数は少ないが、今まで
の経験の中から、ビジネスを戦略なりマネジメントの視点から大局的にと
らえる、連携活動全体を一歩下がってとらえることができるという強みを
持っていると考えている。今後の技術的な素養と合わせて、コーディネー
タ力を磨いていきたいと考えている。

◆最後に
筆者の今までの経験から、ネットワークづくりについて考えることを書
かせていただいた。まだ活動は始まったばかりであるが、筆者のアプロー
チから、具体的な連携につながりそうな芽もいくつか生まれ始めている。
今後コーディネータとして、顧客とサービスの視点を大事にしながら、一
つ一つの案件に応えていきたい。きっとその先に、筆者が考える「ヒュー
マンネットワーク」があるものと考えている。
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1．はじめに
科学技術立国が言われて久しいが、現状の産学官連携活動はそれに向
かって必ずしも効率よく動いているとは思えないし、限界もそろそろ見え
てきたといわれる。この状況をもたらした原因は何であろうか。
一つは、既存中小企業との取り組みに欠けていたという点であろう。そ
うなった原因は、産学連携が専ら大学側の発想で進められ、高レベル技術
シーズを受け入れやすい大企業と結び付いたこと、そして市場未開の分野
では主として大学発ベンチャーに頼ったことなどにあると考えられる。
二つ目は、中小企業＝下請け加工業と考えられてきたこと、そして “も
のづくり” が加工業のイメージでとらえられてきたという点である。あま
りにも短絡的な見方をしてきたと言える。
筆者は 1998 年以来、科学機器業界で産学連携活動にかかわり、研究会
を立ち上げてきた。この業界は科学技術立国を支える重要な役割を担うが、
基本的には中小企業のニッチな世界である。先端技術を追うという点では
一般的な製品開発型中小企業像から少し外れるとは思うが、今後学・官が
この分野で大きな役割を果たすような連携活動に転進することを期待し、
具体策を交えて 2、3の提案を試みたい。

 2．科学機器業界の中小企業の現状
この業界は、国家戦略的に見ても重要な役割を担っているはずである。
しかし残念ながらバイオなど先端分野の分析機器では、海外メーカーに独
占かそれに近い状況を許す分野がたくさんできてしまった *1。
分析機器業界には島津製作所、堀場製作所、日立製作所のような大企業
も存在するが圧倒的に中小企業が多く、それらはそれぞれ多岐にわたる専
門化された領域で活動してきた。しかし産学連携が進行する段階で先端分
野製品の開発機会が大手に偏った結果、皮肉にも大手と中小との格差がか
えって拡大する傾向が助長されたのではないかと思われる*2。なぜそうなっ
たのか。
原因の一つは、過去の産学連携が専ら大学側の発想から進められてきた
ことと無縁ではなさそうだ。この発想に追従し得るのは主として大企業で
あり、多くの中小企業は対象にされてこなかったのではないか。消極的か
つ受け身に甘んずる中小企業群にも問題はあるが、彼らの積極性を引き出
すための施策や発想が国にも大学関係者にも欠けていたのではなかろうか。
別の見方もある。公募案件などでは審査する側にある種の安全パイ握

下平　武
（しもだいら・たけし）
日本科学機器団体連合会 技術委
員会 顧問／科学機器産学連携研
究会 顧問／田中科学機器製作株
式会社 代表取締役会長

大学シーズ先導型は曲がり角̶現状の産学官連携が必ずしも効率よく動いていないのは専ら大学発の発想で
進められてきたためではないか。ここから抜け出すために産学連携研究会が志したのはものづくりの開発・
設計の強化である。コーディネータの働きにも期待。

*1：バイオ分野の分析機器 14
機種のうち、100％を海外製品
に頼っているのは 3 機種、70
％以上に範囲を広げると実に
10機種に及ぶ。

*2：平成 16 年度には分析機器
全生産高における 1～ 5位企業
の占有率が 66.5％に達し、6位
以下の 111 社の占有率は 33.5
％にすぎない（いずれも “平成
16 年度分析産業の直面する課
題と将来展望報告書”：社団法人
日本分析機器工業会編 による）。
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り意識があるという指摘である。大手の方が安全という考え方では、中小
メーカーのあきらめムードを誘うだけである。

3．科学機器におけるものづくり
われわれが産学連携研究会で志したのは、このような状況から離脱する
ための “ものづくり力” の強化である。この場合のものづくりは開発・設計
が主体であり、加工は従的な位置付けである。
一方、国でも総合科学技術会議が研究開発基盤強化策を取り上げ、その
一環として 2004 年文部科学省科学技術・学術審議会に「先端計測分析技
術・機器開発小委員会」が立ち上げられた。
そもそもこのプロジェクトが取り上げられた背景は何であったか。既に
記憶から遠ざかりつつあることだが、中曽根政権時代の 1985 年以降政府
主導で “バイアメリカン政策” が推し進められた。その結果日米の貿易上の
対立は和らげられたものの、いつの間にか先端の計測・分析機器で海外製品
に市場を席巻された分野が増えたことは一般にはあまり知られていない。
国の政策に乗って予算が付きやすい米国製品に依存した大学、研究者等
にも責任の一端はあったという関係者の声も聞かれるが、一方でわが国全
体の世代の風潮が大きく影響しているという見方もある。実績がある先行
ブランド分析機器による研究データの方が国際的な評価を得やすいという
面があるにせよ、自ら実験装置を工夫してデータを取った先輩たちの伝統
を引き継ごうともせず、海外のカタログ商品に唯々諾 （々いいだくだく）
として頼るようでは独創的な研究成果は得られないというシニアの先生方
の指摘がある。この動きに、上述のような産学連携政策が重なったことは
不幸であった。
筆者もこの委員会の初年度に専門委員の一人として審議に携わった。そ
の段階で機器開発体制強化に触れた発言をしたが取り上げられなかった。
しかし 2007 年度予算でようやくその一部が見直され、ものづくりに 6億
円が補強されたのである。
現状から脱却するために、先端技術や機器を自前で開発する力の回復を
狙うという認識は、このプロジェクト発足当時も今も基本的に変わってい
ないから、何か生まれるなと期待したのである。しかし結果的に増額分は
開発基盤強化には向かわず、特定の加工技術強化に使われそうである。
課題例として取り上げられたのは “ものづくりにおける加工プロセスや
内部構造の可視化” である。先端計測・分析が主テーマであるから、選択
の自由度は筆者が考えるよりずっと小さかったのかもしれない。

4．ものづくりと産学連携
上述したが “ものづくり” の中の加工技術だけを強調する風潮がある。も
ちろん日本産業の強みを発揮するには、そのベースとなる優れた加工技術
を継承し発展させる必要はあろう。昨年誕生した「中小企業のものづくり
基盤技術の高度化に関する法律 *3」では「特定ものづくり基盤技術」とし
て 17技術を指定したが、そのうちの 15技術は加工技術またはそれに類す
るものである。“基盤” であるから必要性は理解できるが、それだけでは日
本の大きな強みである製品開発型産業の競争力強化は図れない。特に科学

*3：中小企業のものづくり基盤
技術の高度化に関する法律「特
定ものづくり基盤技術」
http ://www.kansa i .met i .
go.jp/3-5sangyo/sapoin/
sapoin_top.html
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機器産業では要素、製品のすべてにわたる開発・設計力の強化が不可欠で
ある。
科学機器では一般的な流れとは逆方向の、学側ニーズに産側が応えると
いうケースがあるが、この方向に学側ニーズを発信するシステムが存在し
ないのが現状である。一方、産側も技術ニーズを抱えながらそれを発信す
るシステムが構築されていないことは、既に筆者が『産学官連携ジャーナ
ル』で訴えたとおりである *4。このシステムは双方向であるから、これさ
え作れば同時に学側、産側双方のニーズ発信に活用できる。
大学関係者からは、“企業がニーズを出すはずがない” という反論を耳に
しただけで、提案に対する具体的な反応は無かった。もちろんニーズデー
タベースシステム構築ですべて解決すると言っているわけではない。学側
が必要とするニーズくみ上げには、他にもやるべきことはたくさんある。
以上述べたように、製品開発型産業を置き去りにしたものづくりは根本
的に見直す必要があり、同時に産学連携を現在の学側シーズ売り込み一辺
倒から脱して、産・学双方のニーズを出発点としたものまで多様化させる
ことが、現在の産学連携に求められる最大の課題であろう。

5．グローバル化とコーディネータの働き
科学機器のうち、汎用実験機器市場においては、今のところ周辺諸国と
の競合よりもむしろ欧米の著名ブランドが市場に浸透しつつあることが気
に掛かる。しかし汎用機器は国内市場が比較的大きいから、性能・デザイ
ン・価格・サービスで比較優位が保たれれば当面は危機的な状況には陥ら
ないと思われる。しかし次のステップで周辺途上国がこの分野で力をつけ
てくるころには、量産によるコスト下げ対策が必要になるし、それを可能
にするための海外市場開拓や国際的なブランド力強化のためのグローバル
化戦略も必要になるであろう。
分析機器の分野でも事情は同様で、2節で引用した調査資料によると分
析機器主要 39機種で、国内メーカーの国内市場占有率が 70％を超えるも
のは 11 機種にすぎない。この分野では商品のグローバル化がさらに高度
に進んでいることを示している。
分析機器や計測機器、特定分野の試験機器等は、汎用機器に比べて国内
市場が大きくないために、開発投資が国内市場だけでは回収できないとい
う事情がある。特に先端分野では開発スピードが大切であるし、開発者利
益を最大ならしめるためには、いち早く世界市場を狙う必要がある。
開発費倒れがこの国の先端分野不振の原因の一つであることは間違いな
いから、わが国の業界は積極的にその対策を急がなければならない。この
ことは野依良治先生からの筆者に対するご指摘でもある。
ちなみに分析機器工業会の調査によると、会員企業の平均輸出比率は
平成 13年で約 30％、その後輸出ドライブがかかって平成 16年統計では
42％に増加している。しかし輸出比率が上がったのは主として大手企業に
よるものという見方が専らである。
従ってこの業界が国際競争力をつけるためには、単なる技術移転にとど
まらず国際的な販売網・サービス網作りも視野に入れた産学連携・産産連
携が必要になると考えられる。

*4：JST『産学官連携ジャーナル』
2005 年 6月号特別寄稿を参照。
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さて、学側シーズ売り込みには、多くのコーディネータやアドバイザー
が投入されてきた。一方産側を見ると自治体や中小企業基盤整備機構に
コーディネータやインキュベーションマネジャーが配置されていると聞く
ものの、広く末端までは手が伸びていないし、グローバル化にまで対応で
きる体制とは思えない。
グローバル化にさらされているのは科学機器業界だけではない。多くの
日本の得意分野でこの状況が進み、競争力を失いつつある恐れがある。コー
ディネータの充実はニーズデータベースシステム構築と同様に大きな課題で
ある。
産側が団体として組織化されている場合は、大田区産業振興協会に見ら
れるように、団体に直接コーディネータを配置すると効率が上がるのでは
なかろうか。6年ほど前、筆者は業界所轄の経済産業省製造産業局産業機
械課にOBを活用したコーディネータ配置を提案したことがある。当時企
業の定年は 60歳であったから、OBの有効活用を考えたのである。この提
案に所轄課は乗り気であったが、大学連携課からは退けられてしまった。
予算が絡むし特定の団体だけに補助金というわけにもいかなかったことは
容易に想像できるが、後日、尾身科学技術担当大臣（当時）はこの提案に大
いに賛成して下さった。
この分野で既に動き出しているところがある。分析機器工業会関連企業
のOBが『分析産業人ネット』と称するNPO法人を立ち上げ、技術講習会
や海外市場対策指導等に乗り出している。また食品産業界、食品流通業界
では大学コーディネータOBを活用しようという動きも出ている。
国の助成策を含めて、多くの産業分野でこれらの活動が活発化すること
を望みたい。

6．むすび
大学シーズ先導型産学連携がそろそろ曲がり角を迎えているという認識
は広がりつつあると考えられる。経済産業省、中小企業基盤整備機構等に
従来の産学官連携の評価軸を根底から変えようという動きがあるし、産側
ニーズ先導型への転換やインキュベーション事業も進みつつある。
東京大学ものづくり経営研究センター長・藤本隆宏教授は “「開かれたも
のづくり」とは何か” と題する講義の中で、「ものづくり」とは「設計情
報の良い流れ」を作ることであり、加工にばかり目がいく従来の「狭いも
のづくり観」からの発想転換が必要と説いておられる。産業界に「ものづ
くりインストラクター」を大量養成せよという提案もあって、これは産側
コーディネータ拡充と一脈通ずるものがあるように思われる。
中小企業基盤整備機構は、この 3月 20 日に「第 1回中小企業産学官連
携推進フォーラム」を開催し、関係者が活発な論議を始めた。これから回
を重ねて論議を深めることになっていて、われわれも大いに期待している
ところである。 
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米・英との技術移転の
成果に比べ、効率の
低さに愕然

産学連携の実務的な
格差が明らかになる
一年を予感

特集・巻頭座談会・
特別寄稿
ぜひご一読を

★本年1月に開催された “徹底討論「産学官連携ジャーナル」2006年の記事をレ
ビューする” の記事が本ジャーナルの3月号に掲載された。その座談会で、各参加者
に対して2007年の記事企画における標語を求められ、「これからの産学官連携活動
は、“プロセスイノベーションからプロダクトイノベーションのステージへ” です」と
答えた。そこで、これはと思われる資料を勉強し始めたが、その中で経済産業省が
昨年の2月から10月にかけて開催した産業構造審議会産業技術分科会の産学連携推
進小委員会が公表した米国、英国、日本における技術移転の成果比較の内容をみて
愕然（がくぜん）とした。米、英に比較して、あまりにもその効率が低いことに驚い
た。特許出願件数に対する技術移転割合が低いことに加えて、1件あたりの技術料収
入があまりにも小さいことを示唆し、本分野の経営の深刻さを感じる。　（藤井委員）

★国立大学法人がスタートして 4年目に入った。
　法人化当初は、「大学の淘汰（とうた）に対する危機感の欠如」や、「産学連携不
要論」を耳にしたが、今、それらを言う人はいなくなったように思う。本年は産
学連携事業も実務を伴う環境となり、良い意味での格差が明らかにされる 1年と
なる予感がしてならない。
　アイデア・技術が本物かどうかの見極めの一つが、製品化による「売上」が立
つこと。アイデアから製品化につながり、最後に「売る」という行為になるが、
売れて利益を出すところまでいかなければ、それらが本物とは言えない。もちろ
ん、産業のイノベーションにつながるためには、それが全国的に展開されること
が必定だ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平尾委員）

★今月の特集記事「コーディネータの責任と権限」は、執筆記事と座談会記事の各
1編により、各々の特長を生かしてこの課題に迫りました。また、別の座談会記事
として、RSP 事業「研究成果育成型」で活躍されたコーディネータの方々により、
当時のコーディネータ活動を回顧する座談会を掲載しました。特集記事の座談会で
は、コーディネータの活用戦略、必要なスキル、キャリア形成と雇用形態等、幅広
い話題について、実体験から話していただきました。コーディネータとは何か？
が、両座談会の共通の課題意識ですが、特集記事の座談会では大学と企業との間に
立って interpret する人、産学連携のプロとしてのテクノプロデューサー、がコー
ディネータであり、コミュニケーション力が必須、産学連携は人なり、といった話
が出ました。特別寄稿の記事として、産学連携に多くのものづくり中小企業を包含
させるための産学官連携改善提案が掲載されています。ぜひお読みいただきたいと
思います。さて、今回で加藤は降板いたします。本誌の編集にかかわった 2年間、
編集の仕事にご理解をいただきましたことを感謝いたします。　　　　　　（加藤）
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