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◆産学連携とイノベーション
イノベーションが政策の重要なキーワードとなった。イノベーションというと

すぐ出口指向の研究と考え、基礎研究から応用研究へのシフトと考える人が多
いが、これは間違いである。イノベーションとは単なる「技術革新」ではなく、
もっと大きなインパクトを期待して言われるものである。すなわち「新しい価値
の創造」を指していうと考えてほしい。出口指向の研究では研究開始のときに出
口が想定されるから、新しい価値の創造に結び付かない。トランジスターの発明
は固体増幅器を作ろうという「意志」と、半導体表面の基礎研究とが結び付い
て生まれた。その当時はこれほど大きな「出口」があるとは誰も考えていなかっ
た。イノベーションの源泉は基礎研究の成果であるが、単に論文を書いて終わっ
てしまう基礎研究ではないということである。応用研究はいわゆる MOT（技術
経営）の課題である。MOT では主として企業研究の問題を解くために、効率的
な研究開発をマネージする方法を探求する。イノベーションは非効率で、リスク
の大きい研究を要請するから、MOT のゴールとイノベーション政策とは 180 度
方向が異なる。私はこの二つをいつも対比させて講義している。

イノベーションを誘発するのは、異質のものの連携・融合であることは歴史が
教えている。シュムペーターも「新結合」をもってイノベーションであるとし
た。学問分野の融合するところにイノベーションの種がある。異能の持ち主がイ
ノベーションを牽引する。そういう多様性や、異種が出会い、攪拌（かくはん）
され、相互作用して、新しいアイデアやコンセプトが生まれ、それらの新着想が

「ダーウィンの海」を泳ぎ切って、市場という新しい岸辺にはい上がったところ
がイノベーションである。イノベーションとはそういう長いプロセスを経て生ま
れる。そこには多くの人や、セクターが関与し、お互いに助け合い、競い合い、
進化して生まれる。だからイノベーションを誘発する社会システムはエコシステ
ムでなければならない。

そのようなエコシステムの「場」を提供するのが産学連携である。私が 20 年
ほど前に産学連携の重要性を唱えたときは、そのような「場」の提供を産学連携
のもっとも重要な役目であるとした。しかし、ここ数年は技術の移転や IP 関係
をあたかも産学連携の重要事項とする政策が続き、関係者もそのことばかりに熱
心になっているのは問題である。日本版バイドールもそのような方向に使われて
いるが、これでは逆にイノベーションを目指す産学連携を阻害してしまう。

そろそろ産学連携の王道に戻ってもらいたい。

http://sangakukan.jp/journal/


特集●̶̶̶ 「̶新技術説明会」を見逃せないワケ

知的財産活用の使命負うＪＳＴが大学と連携
「未公開」「実用化を展望」「東京で」が売り

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

科学技術振興機構（JST）は「新技術説明会」を開催している。当初は
JST のさまざまな事業成果を紹介することが中心だったが、近年では、大
学と連携し、大学の研究成果を企業向けに説明する催しへと変化している。
平成 18 年度は 18 回開催し、本年度は 28 回の開催が決まっており、さら
に日程調整中のものもある。大学からの開催要望が絶えず、回を重ねても
来場者は減らない。なぜこれほど人気なのか？  「新技術説明会」について
紹介する。

◆新技術説明会
読んで字のごとく、新技術の説明会である。新技術は大学や公的研究機

関、JST などで創出された研究成果より出願された特許に基づく技術。研
究成果の実用化を目指し、企業の方へ説明する会である。いわば特許の説
明会である。説明する特許は出願から 1 年 6 カ月未満の未公開の特許が中
心である。説明者は発明者を原則として、発明者自身が、実用化を展望し
た技術説明を行い、特許の実施や、連携を希望する企業を募る。JST の主
な役割は、新技術説明会という産と学との出会いの場のセッティングであ
る。この場で出会った産と学を連携へと結ぶのは新技術を有する大学の役
割となる。

◆なぜ、JSTが開催するか
JST には技術移転機関として発足した歴史がある（本ジャーナル

Vol.1 No.10 2005、Vol.2 No.3 2006 参照）。新技術説明会は、技術
移転活動の一環として、特許の実施企業や、特許技術の実用化を目
指す JST の事業を活用する企業を探索する手段として開催していた。
当時は、国立大学・公立大学の法人化はまだであり、特許の機関帰
属の原則や TLO も無く、国有特許の管理・活用、研究者個人有と
なった発明の出願（有用特許取得制度）・活用は JST の重要な使命で
あった。その後、日本版バイドール法（産業技術力強化法第 19 条）、
TLO 法（大学等技術移転法）、国立大学法人法を受け、JST の使命
も、大学・TLO が中心となった研究成果の社会還元活動を、積極的
に支援することへ大きくシフトした。「知的財産基本法」の制定、知
的財産推進計画の決定により、知的財産の活用はさらに重要となっ
た。一方、JST では、科学技術情報の流通基盤整備の一環として、
技術移転可能な特許情報のデータベース、J-STORE（研究成果展開総

科学技術振興機構 (JST) が大学と連携して開催している「新技術説明会」は、大学のシーズと企業の出会い
の場。未公開特許、発明者による実用を展望した技術説明、東京で開催、個別相談などが特徴で、人気の背景だ。
その舞台裏を明かす。

佐藤　比呂彦
（さとう・ひろひこ）
独立行政法人 科学技術振興機構
産学連携事業本部 技術移転促進部 
シーズ展開課 第一係長
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合データベース）を構築しており、知財の活用を推進すべく、平成 14 年よ
り、出願から 1 年 6 カ月未満の未公開の特許情報の掲載に踏み切った。

JST の使命、大学・TLO の使命、未公開特許情報の早期公開という条件
がそろい、JST が大学と連携して開催する新技術説明会が始まった。

◆いくつかの特徴
大学のシーズを発表する場はいろいろあるが、新技術説明会の “売り”

は次のようなことである。
○未公開特許
○発明者による実用化を展望した技術説明
○個別相談
○地方大学が東京で
○企業への案内数
何よりも新技術とうたっている手前、説明する技術は未公開特許技術が

多数含まれる。JST としては「JST に来ると大学の新技術について知るこ
とができる」という流れの創出を期待している。

新技術のプレゼンテーションについては、結論へ向け集約される研究発
表ではなく、実用化を展望した技術説明として行われる。中小企業の経営
者や技術者は必ずしも専門家ではない。彼らの興味を引く説明タイトルと
理解しやすい説明内容とすることが必要条件である。また、研究者自身が
自分の研究内容をどうしたいのか、企業に何を望むのかを示すことは、産
学連携のきっかけが人と人との出会いでもある以上、特に重要である。具
体的には、「従来技術とその問題点」、「新技術の特徴・従来技術との比較」、

「想定される用途」、「想定される業界」、「実用化に向けた課題」、「企業への
期待」といった項目で、説明する先生だけの作成でなく、今後の実用化に
向けた展開を見据え大学のコーディネータとの共同作業をお願いしている。

また、新技術説明会では質疑応答の時間は無い。質問・相談をご希望の
方には、各説明専用の個別の相談室にて、説明者・コーディネータとの 3
者での対話の時間を設けている。アンケート結果においても、多少の質疑
応答を求める回答がまれにある。主催側としては不便を強いることにため
らいはありつつも、どういったプロフィールの方のどういった質問・相談
であったかを把握し、今後の活動に活かすことを第一に考えた結果である。

大学連携新技術説明会は、金沢大学との連携に始まり、地方大学のオ
フィスが集まるコラボ産学官との連携、静岡大学との連携、地方の大学の
オフィスが集まるキャンパス・イノベーションセンター東京との連携、岩
手大学との連携へと広がり、現在に至る。

いずれも、①地元での独自の活動では、集客効果が低い、②地
元企業の動向はほぼつかむことができるので新たな連携先の探索、
③先生方の最先端の成果の相手先探索として企業が多数集まる東
京での開催を望む̶などの理由から始まった。その後の開催につ
いては、開催実績がコーディネータ間でうわさになり開催要望が
増えたものと認識している。

また、地方の大学との連携であることと、来場者の大半が東京
および東京近郊の方であるということから、説明会終了後の交流
会・情報交換会では、地元の物産（地酒、名産）を PR し、少しで

開催数 29 回  
新技術 413 技術  
延べ来場人数 2 万 9,120 人  
当日相談件数 1,345 件  
マッチング件数 228 件  
 技術指導 55 件  
 ＭＴＡ 74 件  
 共同研究 76 件  
 研究会 5 件  
 ライセンス 17 件  
 起業 1 件  
マッチング新技術数 96 技術（23％）

表1　開催実績（平成19年3月末現在）
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も連携に関心を持っていただける仕組みを模索している。
現在、電子メールによる案内は約 3 万通、パンフレットの発送数は約

3,700 通を数え、およそ 9 割は企業の方である。これまでの新技術説明会
への申込者・来場者、日本最大規模の産学マッチングイベントであるイノ
ベーション・ジャパン - 大学見本市（JST では当課が担当）の申込者・来
場者が大半である。産学連携・技術移転に関心のある方だけに案内を出
すことも、マッチング実績へつながる要因であると考えている。

JST にとっては企業の皆さま、大学の皆さまも大切なお客さまである。
すべては、研究成果を実用化につなぐためのきっかけ作りであるという
ことを念頭に、何のための説明会か、誰が対象か、何をすべきか、なぜ
相談が多かったかを、毎回考え、見直しつつ開催している。

◆実績は？
平成 16 年度から平成 18 年度にかけて開催した結果は表 1、表 2のと

おり。29 回開催し、50 の大学などが、413 の新技術を説明し、96 の新
技術について企業とマッチング。マッチングの件数では 228 件であった

（平成 19 年 3 月末現在）。
このようなマッチングの成果は、すべて大学の努力のたまものである。

新技術説明会は開催が目的ではない。いかに実用化へつなげるか。開催
終了後から大学の本来の活動が始まる。相談者には必ず連絡を行い、関
心を持った企業を逃さないコーディネータの活躍の場、腕の見せどころ
となる。開催後には各大学へ JST から進捗についてアンケート調査を行
う。開催から 1 カ月、2 カ月程度で共同研究契約を締結しているケース
や、1 年かけてライセンス契約を行ったケースがある。説明したシーズ
も優れていただろうが、コーディネータの頑張りが感じられる。

◆連携する大学の皆さまへ
企業からの参加者が多く、結果としてマッチングの成果が出ている。

大学の担当者からは、しばしば、「さすが JST さん。これだけのお客さん
を呼べるなんて」と言われる。しかし JST の知名度は低く、何というこ
とはない、と職員として感じる。ただ、JST には、長年、技術移転や産
学連携をやってきているという気負いが感じられ、大学の研究成果を分
かりやすく企業に紹介するにはどうすれば効果的か、という点もベテラ
ン職員に聞けばヒントが得られる。

JST は “場” を提供しただけである。ちょっとお手伝いしただけでこれ
だけのマッチングができている。これは、良いシーズがあるからであり、
大学としてしっかりとシーズを企業へ結び付ける態勢があるという証拠
である。研究者には研究成果が実用化につながるという意識を持ってい
ただき、大学側もなんとかなるという自信を持ち、今後も、研究成果の
実用化に向けて積極的な産学連携の推進、技術移転活動を行って欲しい。

1 金沢大学
2 北見工業大学
3 室蘭工業大学
4 弘前大学
5 群馬大学
6 福井大学
7 大分大学
8 中央大学
9 静岡大学
10 浜松医科大学
11 山形大学
12 新潟大学
13 千葉大学
14 山梨大学
15 同志社大学
16 奈良先端科学技術大学院大学
17 鳥取大学
18 広島大学
19 山口大学
20 愛媛大学
21 九州工業大学
22 佐賀大学
23 熊本大学
24 鹿児島大学
25 岩手大学
26 埼玉大学
27 宇都宮大学
28 茨城大学
29 信州大学
30 島根大学
31 岐阜大学
32 大阪府立大学
33 東京医科歯科大学
34 早稲田大学
35 秋田大学
36 東京工業大学
37 岡山理科大学
38 立命館大学
39 北陸先端科学技術大学院大学
40 富山大学
41 富山県立大学
42 石川県立大学
43 豊橋技術科学大学
44 宮崎大学
45 兵庫県立大学
46 熊本電波工業高等専門学校
47 八代工業高等専門学校
48 情報・システム研究機構
49 自然科学研究機構
50 高エネルギー加速器研究機構
51 東京農工大学
52 東北大学
53 長岡技術科学大学
54 首都大学東京
55 信州大学

表 2  連携したシーズ元大学・機関
 （平成 19年 8月 15日現在）
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　「なぜ、科学技術振興機構（JST）の新技術説明会は人気があるのか。各
地の大学から開催の要望が続いているのは、このシーズ発表会のどこに惹
かれているのか」̶こうした疑問に、大学の立場から答えてほしいと、「産
学官連携ジャーナル」編集部から要請がありました。私どもの大学がこれ
までに単独で 3 回も実施し、そのマッチング率などの成果が大きいという
理由で私に白羽の矢が立ったようです。先日、他の複数の大学と連携した
新技術説明会の準備の過程で、他大学の知財関係者からも同じような質問
を受けました。一問一答形式を借りて、新技術説明会の特徴、活用の仕方、
数回重ねて見えてきたことなどについて答えてみました。

◆なぜ静岡大学は新技術説明会を単独で3回も開催しているの
ですか？

　「新技術説明会」によって得られる成果がとても大きいからです。
　「静岡大学との連携による新技術説明会」では、当日および事後におけ
る企業との面談件数が大変多く、現時点までの成果として、これまでの説
明テーマ 37 件のうち半数近くのテーマについて共同研究が実施され、5
件がライセンス契約に至っています。共同研究契約の総額は約 2,750 万円

（平成 18 年度まで）、実施許諾での一時金総額は約 1,050 万円（平成 18 年
度まで）で、その成果は大きいといえますが、ここに至るまでには少々経
緯があります。

静岡大学（以下「静大」）は、学生数 10,745 名（大学院含む）、教員数
836 名、事務職員数 342 名の中規模の地方大学です。そして、知的財産本
部（以下「知財本部」）は、現在、イノベーション共同研究センターの共同
研究開発、ベンチャー経営支援、未踏技術開発の各部門、産学連携担当の
事務部門と一体的に活動を行っており、総勢 30 数名の組織です。非常勤
の知財マネージャー 9 名から始終助言指導を受けていますが、知財本部本
体の常勤メンバーは、知財コーディネーター 3 名、知財事務部員 4 名の比
較的コンパクトな人員体制です。

平成 15 年に文部科学省の大学知的財産本部整備事業を受託して、平成
16 年に法人化する直前に知財本部の実体的体制を固めましたが、その当
時の考えでは、大学の知財本部のコーディネータは、出願のために教員の
相談に乗って明細書案文を作成することが仕事であり、ライセンシングは
TLO の仕事と考えられていました。

科学技術振興機構（JST）が大学と連携して実施している「新技術説明会」は産学連携の世界のヒット企画。
大学と企業のマッチングを促進するシーズ発表会はさまざまな機関、大学が行っているが、「新技術説明会」
は極めてマッチング率が高く、大学関係者もその成果の大きさに驚いている。これまでに単独で 3回実施し
た静岡大学の知的財産本部の幹部が、その特色、活用の仕方を具体的に説明する。

出崎　一石
（でざき・かずし）
静岡大学 知的財産本部 副本部長、
学術情報部 産学連携支援課長
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実際に、大学法人化以降に学内研究者への特許出願の働きかけを熱心に
行ってきたことと、それまで個人的に産学連携を行っていた教員が、知財
本部の機能に期待し特許事務所費用などの出願費用を頼るようになり、平
成 16 年度は約 70 件、平成 17 年度は約 100 件の出願を行うことになりま
した。ただし、今後は、量より質のためにこれを半分以下に絞りこんでい
くことになります。

このような状況でしたので、特許や試料サンプル（研究成果有体物）の提
供などの知財権にかかわる実施許諾や譲渡のためにオーソドックスな方法
でライセンシングを行うための人員を配置することができませんでした。
例えば、近隣の企業を訪問しそのニーズをお聞きしたり、大学保有特許の
宣伝を行うこともままならない状態でした。さらに、パテントマップや特
許ポートフォリオを作成するための原資や人員も割くことができませんで
した。また、連携している TLO は自己保有ではない大学帰属の特許のライ
センシングには消極的であり、積極的な協力が得られない状態でしたので、
結局、知財本部が自らライセンシングの方策を考えるしかなかったのです。
そして、このことは現在もあまり変わっていません。

このような状況は本学だけではなかったと思いますが、こうしてライセ
ンシングの方策を模索している中で、JST 主催の「技術移転に係る目利き
人材育成研修会」のグループ討議で、「金沢大学が JST 共催で新技術説明
会を開催し、発表テーマの半数近くに引き合いがあった」との情報を得ま
した。これを私どもは大変うらやましいと思うと同時に、これは本学の特
許を産業界に紹介するために今できる唯一の方法ではないか、と考えまし
た。つまり、パテントマップによる分析から大学が企業を探すのではなく、
技術内容を早期に企業に見ていただくことで、静大の技術テーマを選んで
いただき、説明を行う研究者も観察していただき、連携相手として評価し
ていただく大変良い機会と考えたのです。さらに企業側は、共同研究やサ
ンプル提供などによる相互のシーズ・ニーズの交換から、その技術移転で
の収益の十分な検討をすることができますし、その特許について企業自身
でポートフォリオ作成の情報を得ることができると考えました。

ライセンシングは一時金を得るための方策ではなく、製品化され事業化
されることで本来の意義を果たすのですから、大学の保有特許、研究内容
とその発明者を、企業に十分に評価していただく状況を作らなければなり
ません。新技術説明会はそのスタートのための「好機会」というわけです。
　「新技術説明会を行うのは大変ではないか？」とよくいわれますが、これ
を行うことで、ライセンシングの方策についての新しいアイデアを得るこ
とができますし、開催後に企業に十分な対応を行うことで、大学側の手間
を含めた経費以上の成果が得られると思います。

◆なぜJSTとの新技術説明会が良いのですか?
JST の強力なサポートがあってこそ実現する新技術説明会だからです。
JST が新技術説明会について行う多種多様な PR、例えば数万通に及ぶ紙

媒体のダイレクトメールや E メール、WEB（JST サイト）による PR をはじ
め、“JST が行う” という信頼性、会場となる東京・市ヶ谷という地の利を
地方大学が利用できるメリットがあります。
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さらに企画マネジメントとして、このような宣伝力を用いて技術内容を
日本中に広報すること、当日配布する技術資料の編集や作成、当日の運営
の大部分を JST が担っていただけるので、大学は JST の時間的・財政的な
支援のもとに、当日に向けて発明者や研究者とどのように新技術を来場者
に説明すればよいかを検討し準備することに集中することができます。さ
らにいえば、このような JST の全面的に協力していただける取り組み体制
と関係者の努力、経費、費やす時間に報いるために、静大の教員も知財本
部も本気にならざるを得ないということもあります。

◆新技術説明会に対する静岡大学の「取り組み方」とは?
本学では、第 1 回から第 2 回、第 3 回と年を追うごとに取り組み方が変

化しました。
第 1 回平成 17 年 6 月の新技術説明会は、ライセンシング相手を探す目

的で行いました。本学としても初めての試みに対する意気込みは大きく、
2 日間で 17 件のテーマを発表し、当日面談した企業のうち 9 社が共同研
究を求めてきたので、当時は落胆したのですが、その後この中の企業に特
許の実施許諾をすることになりました。

第 2 回平成 18 年 6 月の新技術説明会は、静大のイノベーション共同研
究センターの共同研究開発部門と協力して、あらかじめ共同研究やサンプ
ルの提供などによる相互のシーズ・ニーズの交換も狙いとして、WEB など
で事前に広報する「発表案内文」と当日の「発表内容」、「配布資料」を構
成するようにしました。

第 3 回平成 19 年 6 月の新技術説明会は、JST 技術移転プランナーから
積極的助言をいただき、JST の支援事業への展開を含めて構成しました。
今回は、すぐに共同研究に入れないと思われるテーマも、シーズイノベー
ション事業や育成研究への展開を期待して発表しました。このプロセスを
期待して発表するテーマは、そのシーズを企業に聞いていただくだけでは
なく、むしろ発表後の個別相談の際に、企業側のニーズからその応用の可
能性を教わることを念頭において面談させていただいています。

◆ライセンシングは学外の技術移転組織に委託することができ
るのではないですか？
ライセンシングの方策は知財本部からと学外の技術移転組織からとでは

異なります。
ライセンシングを行う研究テーマは、ほとんど特許出願を前提とします。

このため、慢性的に人手不足の静大知財本部では、研究成果から特許性を
見いだすために、①科研費の申請内容、②静大独自で行っている「共同研
究希望テーマ説明会」、③ JST のシーズ発掘試験等試験研究助成への応募
の相談内容、④共同研究の提案書・申請書・報告書などからも特許シーズ
を探して教員に特許出願を勧めます。そして、新技術説明会で発表する
テーマの多くはこの中から選ばれることになります。このように大学内の
多くの情報に基づいて、教員と共に特許をライセンシングすることになる
ので、学外の技術移転組織への委託にももちろん期待していますが、外部
に技術移転を委託する特許への知財マネジメントとは異なるわけです。い
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ずれの道筋であっても、これから知的財産権活用の方策は、各大学のポリ
シーに従って行われ、そのおのおのの大学の個性として産業界に評価され
ることになると思います。

◆今後の新技術説明会での技術移転の方策は？
産業分野によって異なる新技術説明会の効果を今後どう対策するかが検

討事項です。
静大は、これまで最新の研究成果を基に未公開特許を中心として新技術

説明会で発表してきました。特に工学分野では、企業が他社に先んじて付
加価値の高い製品とするために特許技術を一定期間独占できる見込みがな
ければ採算ベースを築けず、結果的に広くは実用化されないことになりま
す。このため、静大では新技術説明会の直前に特許出願することで、公開
日までの時間をできるだけ確保できるようにしてきました。

一方、権利として確立していない知的財産を紹介しライセンスするため、
知財本部は実験データの確認、妥当性の検証、先行技術検索について注意深
く検証したテーマのみを発表してきましたが、決して完全とはいえません。

新技術説明会での画像処理や電子デバイスの発表テーマからの実施許諾
は想定された用途でしたが、共同研究となる場合は思いがけないテーマと
なることがあり、これも新技術説明会の醍醐味（だいごみ）といえます。こ
のような展開に知財本部がどのように追従して補完していくかが今後の課
題と考えています。

また、ライフサイエンス分野の特に創薬分野に関しては、企業が新技術
説明会を大学とコンタクトする場として利用することは考えていないよう
に思えます。大きなリスクと長い年月を要して一社寡占で事業を行う産業
分野では、大学の未公開特許の発表は企業からはどのように受け取られて
いるのでしょうか？  製薬メーカーの技術者によれば、大きなリスクを負
っての投資なので、発表を聞いて会社へ戻り十分な調査によるふるい落と
しの後に大学の知財本部ではなく、発明者の教員に直接コンタクトしてい
る場合が多いとのことです。

例えば、バイオ分野では、国際バイオ EXPO という大きな催し物が行わ
れており、この分野の研究者の発表が活発に行われ、発表会への参加者も
多く、企業の情報検索の場として活かされているようです。

このように産業分野によって新技術説明会の効果が異なっていること等
を受けて、さらなる方策を検討することが必要であると考えています。

http://sangakukan.jp/journal/
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●JSTの新技術説明会にはよく参加されますか。
鈴木　毎回、案内状をいただいた段階で、発表される内容についてすべて

チェックしています。当社が主なテーマとしている光分析関係の発表が
ないか、そのほかで事業化できそうな面白いシーズがないか、というの
がチェックする基準です。これまでに数回、会場に足を運びました。

●自治体や国の研究機関などさまざまな機関が実施しているシーズ発表の場が
ありますが、これらと新技術説明会を比較して違うところがありますか。

鈴木　新技術説明会は、発表される技術がよくふるいにかけられていると
思うし、手垢のついていない新鮮な発表が多いですね。自治体のこうし
た催しでは、別の場所で発表された事例が取り上げられていることが結
構あります。発表の仕方も洗練されてきているようです。すぐ商品化で
きるという視点でアプリケーションに踏み込んでいるので便利です。従
来技術・競合技術との比較、技術の特徴、想定される用途などそれぞれ
が非常にわかりやすく整理されていると思います。

●具体的に製品化に結び付いた技術はありますか。
鈴木　あります。年内に一般の消費者を対象に、運動中の脂肪燃焼量を

LED で計る計器を商品化し発売する予定です。きっかけは、平成 17 年
の最初の新技術説明会だったと思います。パネル展示の会場に置いてあっ
た A4 判 1 枚のチラシが興味をひきました。静岡大学工学部の庭山雅嗣
准教授の「光計測プログラム」でした。内容は血中酸素に関する技術で
す。当社は光で血中糖度を測る開発を進めていたのですが、方向が同じ
で、当社が抱えていた課題を庭山先生は解決していたのです。人間の皮
膚や脂肪などの条件はまちまちで、それを光で計るのは難しいのですが、
これを可能にしていたのです。昨秋、計測方法についての独占許諾契約
を結び、東京医大の技術支援を得て、開発中です。運動中の代謝状態か
ら脂肪の燃焼量を 0.1 グラム単位で計測可能で、安価なことから痩身願
望の女性やメタボリック対象者など一般消費者に使用していただけるも
のです。

●新技術説明会への要望、提言などをお願いします。
鈴木　企業側からは、かなり満足度の高い説明会になっていて、ありがた

く思っています。
　　私事で申し訳ございませんが、ある時、興味を引くテーマの発表が午

前と午後に分かれていました。そのような待ち時間の間は会場に拘束さ
れてしまいます。できれば説明会は午前または午後のどちらかにしてい
ただけると助かります。

手垢のついていない新鮮なシーズの発表̶書籍の乱丁検知センサーや非破壊果実糖度計など光を利用した計
測器で有名な株式会社アステムの鈴木光社長が、JSTの新技術説明会の活用方法、魅力を語る。

鈴木　光
（すずき・ひかる）
株式会社アステム 代表取締役

株式会社アステム
URL：http://www.astem-jp.
com/
【本社】神奈川県川崎市高津区
溝口2-14-6 シマヤビル
【社長】鈴木 光
【開発・製造販売している分野】
画像処理・信号処理の産業機器、
航空機・船舶・車両用電気電子
部品、画像・文書・音声のデータ
ベース、生物等の成分計測機器
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  （財）新技術開発財団は、間もなく設立 40 周年を迎える。その間、新し
いアイデア、新技術の開発のために約 500 件、22 億円強の支援を行って
きた。もちろんそのすべてが産学連携ではないが、大学発ベンチャーへの
開発支援、大学研究成果の技術移転による開発支援も数多く行ってきた。
100％民間資金でありながら支援規模が大きく、対価を求めない ̶ このよ
うな財団がどのように生まれたか、そこには旧理化学研究所の大河内正敏
所長と財団の創始者市村 清氏との出会いが大きく影響している。

◆財団の生い立ち
同財団は、リコー三愛グループを統括していた市村 清氏が個人所有して

いた全有価証券（当時の時価で 30 億円）を提供して設立された（1968 年）。
一方、旧理化学研究所（財団）の大河内所長は、1921 年から 25 年間の

在任中、科学によって国の産業基盤を形成する「科学主義工業」を提唱し、
研究者の自由な発想を引き出す基盤作りとともに研究成果を社会に還元す
るための事業化に力を入れ、63 社に及ぶ理研コンツェルンを作り上げたこ
とで知られている。

両氏の出会いは 1933 年、一地方代理店の店主であった市村氏の働きぶ
りに大河内所長が目を留め理研に招聘（しょうへい）した時で、この出会い
がなければ実業家市村 清の存在は無かった（従って、財団の存在も無かっ
た）と言われている。そして、出会いの時の感激を市村氏は「士ハ己ヲ知
ル者ノ為ニ死ス」と感じたと言う（「茨と虹と」尾崎芳雄著）。

1968 年、病に倒れた市村氏が考えた社会貢献が「新技術開発財団」の
設立で、当時の科学技術庁長官 鍋島直紹氏に相談し、事務次官の井上敬次
郎氏が原案を練った。

◆開発支援の特徴
新技術の開発支援では、国産技術であること、独創性があり経済効果が

高いことなど一般的な審査項目が並ぶが、技術開発に努力している人（姿）
を重視している。

そのため、支援を決めるにあたっては、企業規模は問わないが、必ず現
地調査を実施し、経営者の開発意欲、開発への準備状況、技術内容の確認
を行っている。また、かなり早い時期、時には開発母体となる会社設立を

藤川　昇
（ふじかわ・のぼる）
独立行政法人 科学技術振興機構
産学連携事業本部 産学連携推進部
人材連携課 技術参事／本誌編集
委員

設立40周年を迎える新技術開発財団は一貫してイノベーションの創出に力を注ぎ、約500件の新技術開発の支
援を行ってきた。民間でありながら対価を求めない同財団の設立の経緯、開発支援の特徴、最近の支援例を紹
介する。

http://sangakukan.jp/journal/


新技術開発財団の概要（1968 年設立） 
 総裁：寛仁親王殿下
 会長：牛尾 治朗
 本部 : 東京都大田区北馬込 1-26-10
 目的：創意工夫を育成し、研究開発の促進を通じて技術社会の基盤を造成
 事業：新技術開発助成（毎年 2 回募集。本年度 2 次は 10 月 1 日～ 20 日） 
  市村賞（産業賞、学術賞）の贈呈、少年少女の創造性育成、植物研究助成
 URL：http://www.sgkz.or.jp/（各種募集要項等、掲載）
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条件に支援を決めることもあったようである。
このようなスタンスを見る限り、「技術の育成」に重点があるのは明らか

で、同財団の事業のひとつである「少年少女の創造性育成」事業にも現れ
ている。

◆最近の開発支援例
数多くの支援例があるが、ここでは産学連携およびベンチャー企業の観

点からいくつか紹介する。
1．小型メンテナンスフリー海水淡水化装置（ニューメディカ・テック（株））

緊急災害時の飲料水確保のため、高い逆浸透膜性能と自動洗浄機能を備
え、持ち運び自由な海水淡水化装置であり、開発成功が（独）宇宙航空研
究開発機構（JAXA）と小型純水製造装置について共同研究を始めるきっか
けとなった。 
2．超小型ロボット・システム（（株）アプライド・マイクロシステム）

細胞制御、半導体位置決めなど 10nm の精度要求に応える超小型ロボッ
トの開発を支援。この支援が電気通信大学発ベンチャー設立の契機となる。
最近では、投資ファンドからの大型投資を受け実用化にまい進している。
3．環境ホルモンの高感度・迅速計測システム（（株）イニシャム）

東京工業大学発ベンチャーとして設立されて間もなく、水晶発振子を用
いたダイオキシン類などの環境ホルモンを高感度で迅速に測定する装置の
開発を支援。現在では（株）アルバックの子会社として、主に大学・研究機
関を対象に活動している。

◆余話
ご承知の方も多いと思われるが、（独）科学技術振興機構（JST）も理化学

研究所とは極めて深い関係にある。
理化学研究所は 1958 年に特殊法人となったが、根底には旧理研時代の

大河内精神が受け継がれ、当初は「研究部門」と「開発部門」の二本立て
で出発している。

1961 年、幅広く研究成果の技術移転を促進し国産技術の振興を図る目
的で、「開発部門」を分離独立させ、わが国初の技術移転機関「新技術開発
事業団（JST の前身）」が設立され今日に至っている。

このときのモデルが、1948 年に英国の技術移転機関として設立運営さ
れていた NRDC（National Research Development Corporation）、現在の
BTG（British Technology Group）である。

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.sgkz.or.jp/


*1：社団法人日本機械学会
http://www. jsme.or. jp/

産学連携による製造中核人材育成事業
̶メカトロニクス・ロボット分野の場合̶
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社団法人日本機械学会 *1 は経済産業省の「産学連携製造中核人材育成事
業」を通じて、メカトロニクス・ロボット分野の人材育成に取り組んでい
る。同省の委託を受けて日本機械学会が管理法人となり、茨城大学、群馬
大学、東洋大学、名城大学、九州工業大学の 5 大学とコンソーシアムを形
成し実施している。

◆中核人材育成事業の概要
産学連携製造中核人材育成事業は、産学連携をベースに開発設計や生産

など製造の現場で中核的な役割を果たす人材を輩出する教育プログラムの
開発を行うもので、開発の成果をもとに各事業主体が独立した教育プログ
ラムを開講する。平成 17 年度に事業をスタートして現在 65 プロジェクト
が活動している。

一方、メカトロニクス・ロボット分野の教育（学問）の特徴は、複数の要
素技術を有機的に統合するところにあり、従来型の専門化・細分化の学問
体系とは異なる。システムとしての視点から、全体の最適化を図りつつシ
ステムの構築を可能とする技術であり、実践的教育の必要性が高い分野で
ある。

この分野の技術は、電気機器、自動車・自動車機器、デジタル家電、産
業機器、輸送機器、IT 関連機器等の基幹技術であるとともに、自動車部品
から食品産業等に至るあらゆる製品の生産設備を支える技術でもある。こ
れらの製品や設備はモジュール部品化されており、その多くは中堅・中小
の製造業者が供給している。業界が、製品の高付加価値化、生産技術の高
度化、国際競争、2007 年問題等に対応するためにも、複数分野の要素技
術・知識を身に付け、バランス感覚と統合能力を備えた人材が求められて
いる。

◆平成19年度は実証講座開講
メカトロニクス・ロボット分野のモジュール製品製造現場における中核

人材育成事業は平成 18 年度にスタートした。各大学は地元大手企業から
講師派遣や実習施設の提供（技術キャリアシップ）を受けるなどの協力を
得て、立地する地域産業の特徴に対応した教育プログラムを開発中である。
初年度の 18 年度はテキストを中心とする教育コンテンツの開発、19 年度
はこれを用いた実証講座開講、20 年度は教育プログラムのブラッシュアッ
プと自立化準備、の手順で進めている。

本事業の自立化とは、各大学が予定した社会人学生を受け入れ、適切な

大石　芳孝
（おおいし・よしたか）
社団法人日本機械学会 産学連携
製造中核人材育成事業
サブコーディネーター

三宅　徳久
（みやけ・のりひさ）
社団法人日本機械学会 産学連携
製造中核人材育成事業
サブコーディネーター

共著（五十音順）

メカトロニクス・ロボットの技術はあらゆる産業の生産設備を支える重要なものである。日本機械学会は茨
城大学、群馬大学など5大学とコンソーシアムを形成し、この分野の人材育成に取り組んでいる。平成18年
度は大手企業と大学の連携でテキストを開発、今年度はこれを用いた実証講座を開く。こうした教育プログ
ラム開発の現状と展望を説明する。

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.jsme.or.jp/
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受講料を得て事業として成立するということである。しかし、中小企業に
とって大学は敷居が高いという先入観があるとともに、仕事が忙しくて従
業員を教育に出す時間的・人的ゆとりがない、授業料負担も重い、といっ
た問題があり、大学の側にも、一般学生と同様に公募によって中小企業に
勤める社会人を募集しても、事業化に見合った人数を集めるのが難しいと
いう背景がある。

◆RAM 教育センターの運営
そこで、日本機械学会では、経済産業省から受託して RAM 教育センター

（Robotics And Mechatronics Education Center）を設置して運営を行って
いる。このセンターが、受講者の募集活動、適切な講座選択コンサルテー
ション、各大学・地域の支援など本事業全般の運営管理を担当するととも
に、5 大学がそれぞれの地域の産業特性を踏まえた人材育成に取り組む。
RAM 教育センターは、機械学会ならびに各地域拠点（大学）に置かれ、地
域センターには地域の人材育成に関する情報の総合窓口となるコンシェル
ジュを配置し、大学と地域の橋渡しを強力に支援する。

コンシェルジュは、経営者に対する人材育成や技術コンサルテーション
を通して従業員教育の動機付けを行うとともに、講座選択コンサルテーシ
ョン用 IT ツールを利用して、企業や受講者のニーズにマッチした適切な講
座選択を支援する。さらに、中堅・中小製造業における教育ニーズを大学
へフィードバックして講座内容の向上を目指す。

◆実践的な内容にブラッシュアップ
開発する教育プログラムは、メカトロニクス・ロボット以外の各種産業

への波及効果も期待される。この分野は日本がリードできる産業分野であ
り、他産業への横展開、すなわち製造業だけでなく、メカトロニクス・ロ
ボット分野の技術を活用した製品を利用する事業者や公共サービス機関等
のユーザー側技術者についても教育対象とする展開を行っている。

平成 19 年度は、18 年度に開発した教育テキストに基づいて、各地域・
大学で実証講座が開講されており、地域の中小企業従業員の方々に実際に
受講してもらい、現場のニーズ、わかりやすさやレベルなど問題点等の指
摘を受けている。また、帰社後の本人の成長について経営者の方からの評
価もヒアリングしている。このようにして得られた情報をもとに、中小企
業の製造現場のニーズに合った実践的な内容にブラッシュアップしていく
予定である。

◆産学（官）連携の重要性
メカトロニクス・ロボット分野における統合技術は、長期にわたる実務

経験を経て習得されていくものである。このため、実務のさまざまな側面
で表れる問題を、極力実物あるいは模擬体験させることで知識の習得を加
速させ、短期間で教育効果を高めることを工夫している。すなわち、本教
育プログラムは “実習”が命で、実習施設の確保が課題でもあり、地元大手企
業や自治体・公的研究機関から研修施設の提供等多大な支援を頂いている。

今年度の活動だけを見ても、産学（官）連携によって本事業は成り立って
いると言え、今後自立化に向かって、この連携はますます重要な位置を占
めていくものと期待される。

http://sangakukan.jp/journal/


連載
仙台電波工業高等専門学校

細菌検出装置の開発とその後の展開

国立高専が地域と交流
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◆企業から共同研究の申し込み
平成 11 年春、地域のベンチャー企業であるマイクロバイオ株式会社*1

から、仙台電波工業高等専門学校の技術開発研究センターに共同研究の申
し込みがあった。研究目的は、平板法 *2 による細菌検出の迅速化と自動化
である。共同研究の高専側プロジェクトメンバーは、それぞれ物理・情報
光学・計算機工学・集積回路工学が専門の 4 人の教員と技術専門職員であ
り、物理の竹茂 求教授（写真１）がプロジェクトリーダーとなったが、細
菌については全くの素人集団であった。

◆細菌の培養過程をCCDで観測
マイクロバイオは、細菌の培養過程を CCD（Charge Coupled Device：電

荷結合素子）のミクロな素子で継続的に観測するというアイデアを特許出
願済みであった。コロニー（細菌の集落）は大きく成長した順に次々と検出
されるから、検出コロニー数が一定値に収束した時点でコロニー数が確定
するというわけである。また、観測技術についても、コロニーにレーザー
光を照射して CCD エリアセンサーの素子に影を投影するというアイデアを
考案済みであった。

同社のアイデアは単純で面白いと思えたし、解決すべき課題はよく理解
できた。高専側の仕事は、このアイデアを実現する技術の開発である。ま
ず、培地のいろいろな深度に散在するコロニーのミクロな画像を取得する
観測技術として、同社のアイデアを大腸菌で実験した。パソコンのディス
プレイでコロニー像が確認されたので、画像処理によってコロニー像を背
景から抽出して計算することが可能となる。コロニー同士が重なっても、
重なる前の画像を利用すれば、重なったコロニーを分離できることも判明
した。プログラミングして実験すると、コロニー数が 6 時間程度の画期的
な迅速性で正確に計数できることが分かった。

仙台電波工業高等専門学校の概要（所在地：宮城県仙台市 　URL：http://www.sendai-ct.ac.jp） 
昭和 18 年に設立された財団法人東北無線電信講習所を前身とし、昭和 46 年国立仙台電波工業高等専門学校と

して創設された。
学 校 長 ：宮城 光信（みやぎ・みつのぶ）
学 科 数 ：本科 4 学科（情報通信工学科、電子工学科、電子制御工学科、情報工学科）

  専攻科 2 学科（電子システム工学専攻、情報システム工学専攻） 
学生数／教員数：845 人／ 62 人
本校の目的：国立高等専門学校機構法に基づき、職業に必要な実践的かつ専門的な知識および技術を有  

 する創造的な人材を育成すること。
学習・教育目標：人間性豊かなエンジニアを目指して

<内容は掲載当時 >

写真1　竹茂 求教授

仙台電波高専は平成11年から地元のベンチャー企業、マイクロバイオ株式会社と細菌検出の迅速化、自動化
の共同研究に取り組んだ。そのきっかけから、6件の特許を出願するまでの経過をわかりやすく述べている。

*1：マイクロバイオ株式会社
http://microbio.co.jp/

*2：平板法
シャーレの中で固形の寒天培地
を用いて細菌を培養し、細菌を
菌種ごとに分離して細菌数を数
える方法。ロベルト・コッホが
1880 年ごろ発案したが、現在
でも、食品衛生法では、工場等
で加工される食品の 1ml 中に存
在する細菌数を平板法で数えて
記録することが義務付けられて
いる。しかし、計数に 1～ 2日
を要し、菌濃度が高い場合は正
確に計数できないなどの欠点が
ある。

http://sangakukan.jp/journal/
http://microbio.co.jp/
http://www.sendai-ct.ac.jp
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◆Biomatic DMCSを製品化
この研究を実用化する事業は、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）の平成 12 年度「即効型地域新生コンソーシアム研究事業」に
採択された。フィージビリティー・スタディー（事業化の可能性調査）の結
果、製品化・市場化におけるさまざまな課題が次々と浮上してきたが、チ
ームワークによってクリアすることができた。事業の成果は、マイクロバ
イオにより「Biomatic DMCS」（定量試験用デジタル顕微鏡方式細菌検出装
置）として製品化（写真 2）、多くの大手食品メーカーに採用
され、高い評価を得ている。開発された装置は、コロニー数を
1 個から 3000 個程度まで短時間で正確に自動計数できること
が確認されている。

◆共同研究を契機に研究領域が発展
その後、経済産業省、農林水産省、文部科学省の事業に継続

して採択され、研究過程で生まれた新たなアイデアを実用化で
きた。特に、文部科学省による平成 16 年度「仙台地域知的ク
ラスター創生事業」では、薬剤感受性試験の迅速定量分析装置「インテリ
ジェント・アナライザー」の開発に取り組み、成功した。感染症患者に投
与すべき抗生物質の種類と量を迅速に自動判定することが可能になったが、
研究対象が食品検査から医療検査へと拡大したわけである。

これらの研究過程で出願した特許は 6 件であった。
プロジェクトリーダーを務めた竹茂教授は、もともと物性物理が専門で

あり、Ce（セリウム）化合物の光電効果で学位を取得しているが、この産
学連携共同研究を契機として、研究領域が発展し、現在は画像処理と細菌
検出が研究領域となっている。また、マイクロバイオの小川廣幸社長の良
き理解者であり、研究開発のパートナーとして同社に不可欠の存在となっ
ている。同社は、小川社長が平成 11 年に創業、感染症の流行や食品衛生
の規制強化という環境下、現在は、東京投資育成、東京中小企業投資育成、
トランスサイエンス、Apax Globis Japan Fund 等の投資を受け、IPO（株式
公開）を目指して準備中である。

◆産学連携事例の特徴
竹茂教授は、この産学連携事例の特徴について、次のように総括している。

  「今、産学共同研究の重要性が強調されているが、通常、学の研究で生ま
れたシーズを産に還元することが念頭に置かれているように思う。われわ
れの場合は、産のアイデアを学の研究でシーズ化することから出発した。
そのシーズは官の協力を得て実用化され、新たなシーズの産出へと進展し、
新たな実用化に発展した。これが第一の特徴である。第二の特徴は、異分
野融合研究のチームワークの成果である。細菌学や生物学や医学に疎い素
人集団が、エンジニアの立場から発想した素朴なアイデアのシーズ化・実
用化である。限界もあるが、このような取り組みにも意義があるのではな
いかと思う」

（記事編集：川村 志厚  経営デザイン研究所 代表／本誌編集委員）

写真 2　Biomatic DMCS S-12

http://sangakukan.jp/journal/


大学発ベンチャーの若手に聞く連 載
がん診断にスピードと信頼を確立する

取材・構成：平尾  敏
高松 輝賢 氏（株式会社クラーロ）に聞く
̶画像処理によるライフサイエンスへの貢献̶
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本年 5 月、イノベーション 25 戦略会議は最終報告を発表。2025 年の日
本の姿をさまざまな角度から描いている。最初に「生涯健康な社会」を挙げ、

「がん、心筋梗塞、脳卒中の克服により生死をさまよう大病にかかることはほ
とんどなくなる」としている。がん撲滅の役割を担うひとつが今回紹介するベ
ンチャーだ。

社名の「クラーロ：CLARO」*1 とはポルトガル語（スペイン語）で、「CLEAR」
と同義語。「鮮明な画像を提供する」企業理念に由来している。この言葉が当
該企業のすべてを表しているといっても過言ではない。代表の高松氏は、大学
では視覚工学を専攻し、卒業後は画像処理に関する業務を続けてきた。故郷弘
前にて、仕事が縁で弘前大学医学部の佐藤達資先生と出会うことになった。が
ん治療に欠かせない病理医の顕微鏡による組織診断で高い問題意識を持ってい
た佐藤先生のアイデアが高松氏の技術と融合した。

今、がんを診断するのは顕微鏡をのぞくのではなくバーチャルスライドを駆
使する方向に進んでいる。高松氏はこのバーチャルスライド分野で「世界最高
の品質と他に負けないコストパフォーマンスを持っている」と胸を張る。日本
の、世界の大手光学メーカーと真正面から、がちんこ勝負を挑んでいる。

◆人材不足が課題の病理医
採取されたがんの疑いがある細胞を顕微鏡により診断するのも病理医の仕事

だ。死亡原因の１番にがんが登場した日本の医療に病理医の確保は欠かせない。
しかし現実には、全国に 1,875 人しかいない（平成 17 年 3 月現在）。ちなみ
に内科医 7 万 3,000 人、外科医 2 万 3,000 人、小児科医 1 万 4,000 人が登録
されている。しかも 50 歳以上は 938 人。将来に期待される若手医師は 1,000
人に満たないのが現状だ。今後ますますその業務が重要となっていくが、根本
的な人手不足が解消されるめどは立っていない。

◆ミクロの世界に「バーチャルスライド」が登場
ミクロの世界でバーチャルスライドは革命を起こしている。これまでは、顕

微鏡をのぞきながら作業をする形態だった。標本をデジタル画像としてディス
プレーで見えるようにしたのがバーチャルスライド。複数の人が同時に画像で
見ることもできるようになった。また、標本のデジタル保存はこれまで問題と
なっていた劣化を防ぐことの意義が大きい。今、世界の潮流はバーチャルスラ
イドに移行しつつある。

がん治療に欠かせないのが病片の診断。最近は顕微鏡ではなく、デジタル画像のバーチャルスライドを駆使
する方向へ進んでいる。株式会社クラーロは、この分野で世界の大手光学メーカーと競っている大学発ベン
チャーである。

*1：株式会社クラーロ
http://www.claro-inc.jp/

代表取締役  高松 輝賢氏

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.claro-inc.jp/
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◆医療現場の課題をバーチャルスライドで解決
病理診断の判定は難しいという。1 つの病片に対し複数の医師が同じ判定

を下すとは限らない。極端なことをいえば、1 つのがん細胞が、クラス分類 1
（正常）からクラス 5（がんであることを強く疑う）まで診断される可能性もあ
るという。デジタル情報であれば、判定に他者の意見を求めたいときに、電子
ファイルの送受信で時間と距離の問題を克服することができる。弘前大学の佐
藤先生は病理診断に危機意識を持っている。がんの種類、部位によっても診断
は変わるが、診断する人によって必ずしも一定ではない。これまでのプレパ
ラートによる診断から、バーチャルスライドに変わることで、立体的かつよ
り詳細に診断することができ、診断の標準化も確立したいと考えているようだ。
高松社長の品質は、25 ミリ四方の標本を 120 億画素で画像解析する。分かり
やすく例えると、切手サイズの標本を 300 万画素のデジタルカメラ 4,000 台
で写すようなもの（らしい）。高い画像解析能力にハイスピードの処理能力は
佐藤先生が求めるニーズに次々と応えていく信頼感をも醸し出している。

◆がん撲滅は人類の悲願？
近年、寿命が延びてくるにつれて、がんで死亡する数値も増えている。バイ

オテクノロジーが目指している目的の大半はがん治療に関するものだ。決定的
な治療法が確立されても、そもそもがん細胞の診断が正しく、かつスピーディ
に行われなければ目的が達せられない。そのためには病理の医師を十分に確保
し、レベルを上げていかなければならない。しかし、現実には限られた医師に
過酷な業務を押し付けるような状況がすぐ目の前に来ている。高松社長は常に
佐藤先生の要求に応える高パフォーマンスを提供する形で、2 つの課題を解決
しようとしている。2025 年が遠い日となるか、近い日となるかは本システム
の普及にかかっている。

◆筆者の言葉
良いものは必ず売れるに違いない。しかし高いクオリティにあぐらをかいて

いては 1 つも売れないどころか会社の存続そのものを危うくすることもある。
そのためにも、有力な市場でデファクトスタンダードを獲ることが近道となる。

●取材・構成：平尾 敏
  　（野村證券株式会社 法人企画部 公益法人課
  　 産学官連携シニアマネージャ／本誌編集委員）

http://sangakukan.jp/journal/
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◆はじめに
仙台地域は戦前から東北大学を中心に先駆的な産学連携モデルを展開し

てきた。2000 年に入り、全国的に産学連携をベースとした産業クラスター
形成に向けた取り組みが本格化する中、仙台地域は国際化をベースにした
次世代の産学連携モデルを模索し始めている。

本稿では、「先駆的な産学連携を展開してきた仙台地域」および「産学連
携の先進モデル・米国・テキサス州オースティン」の取り組みをレビュー
し、「国際的な産学連携が萌芽（ほうが）する仙台地域」を論じ、その意義
を考察する。

◆先駆的な仙台地域
戦前は、金属材料研究所の本多光太郎所長が域外の企業家を仙台に呼び

込み、東北大学の研究シーズの事業化に取り組む新会社の設立を促進した。
代表的な事例としては、東北特殊鋼（1937 年）、東洋刃物（1925 年）、東
北金属工業（1938 年、現・NEC トーキン）が挙げられる。

戦後も東北大学の研究シーズをベースに、通研電気工業（1946 年）、仙
台精密材料研究所（1953 年、現・エスアイアイ・マイクロパーツ）が設立
されたほか、東京通信工業（現・ソニー）が、東北大学電気通信研究所の交
流バイアス磁気録音機（磁気テープレコーダー）の事業化のために仙台に工
場を開設している。

1987 年になると、東北大学の石田名香雄学長、西澤潤一教授、岡本友
孝教授、阿部四郎助教授が中心になって、地域の産学官を巻き込んで東北
インテリジェント・コスモス構想をスタートさせた。大学の教授陣が自律
的に地域に働きかけて一大ムーブメントを起こした事例は、わが国最初で
はないだろうか。東北インテリジェント・コスモス構想を通じて、14 の研
究開発会社を設立したことは有名だが、そこからサイバーソリューション
ズ、細胞科学研究所、パックス等、数多くの大学発ベンチャーも輩出して
いる。

◆先進モデルは米国・テキサス州オースティン
1990 年以前にフルセット型産業構造を堅持していたわが国は、加工技

術のコア部分は保持しつつも新技術開発拠点としての性格を強め、アジア
諸国に量産工場を置き、分業体制を徐々に構築してきた。2000 年に入り、

西山　英作
（にしやま・えいさく）
東経連事業化センター
副センター長／本誌編集委員

宮城県仙台地域で、国際的な産学連携の新しい動きが出ている。フィンランドの国家プロジェクトの「健康
福祉センター」が進出し、同国と仙台地域の中小企業の協働が進展。ドイツの研究所との協力の合意書を結
び、本年度、これにさらにスイスの研究機関との連携を深める。

http://sangakukan.jp/journal/
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わが国では、経済産業省の産業クラスター計画、文部科学省の知的クラス
ター創生事業が推進されている。

テキサス州オースティンでは、1980 年代から地域の産学官がビジョン
を共有しながら産業クラスターを形成していくテクノポリス・ウィール・
モデルを展開し、州政府と大学の街から米国屈指のハイテク都市に生まれ
変わった。本件については、第 3 期科学技術基本計画の検討過程において
先進事例として、わが国の政策担当者が深く考察を行っている。

ジョージ・コズメスキーとともにテクノポリス・ウィール・モデルを執
筆したデビッド・ギブソンは、「テクノポリス・ウィール・モデルは 2000
年以前のモデル。オースティンでは新しいモデルが模索されている。例え
ば、これまでのインキュベーターでは、オースティンで生まれたベンチャー
企業をオースティンで育てていたが、これからは海外の大学との連携強化
に加え、イスラエル、ブラジル等の起業家をオースティンに誘致し、国際
的なネットワークを強化したい」（2005 年 10 月、筆者インタビュー）と述
べている。

このように新しい産学連携モデルは、世界最適調達といった製造技術
ネットワークにとどまらず、海外の大学との連携、海外の起業家の誘致等、
イノベーションのシーズ段階からの国際的なネットワークに力点を置きつ
つある。

◆フィンランドと東北の企業の協働
これまで先駆的な産学連携を展開してきた仙台地域で、さらに新しい動

きが生まれている。2004 年 11 月には、フィンランドの産業クラスター
形成に向けた国家的プロジェクトである、「仙台フィンランド健康福祉セ
ンター」が仙台に完成し、フィンランド、東北の両地域のベンチャー企業
のコラボレーションが展開されている。2005 年 7 月には、仙台市とフラ
ウンホーファー協会（Fraunhofer Gesellschaft：ドイツ）が協力合意書を結
び、MEMS *1 技術分野等のイノベーションの創出に取り組んでいる。本年
度、MEMS パークコンソーシアム*2 は、CSEM 社 *3（スイス）と連携して、
仙台地域におけるイノベーション創出モデルの分析を行う予定である。ま
た、東北大学では、2006 年 5 月にシリコンバレーに東北大学米国代表事
務所を設置し、2007 年 4 月には北京に東北大学中国代表事務所を設置し
た。現在、欧州代表事務所の設置も検討している。

このように仙台地域では、海外の大学との連携、海外の起業家の誘致等、
イノベーションのシーズ段階からの国際的な産学連携の萌芽が見られる。
仙台フィンランド健康福祉センターの取り組みについて、デビッド・ギブ
ソンは、「われわれの目指すべきモデルはすでに仙台地域に存在している」

（同）と語っている。次回は、仙台フィンランド健康福祉センターに光を当
て国際的な産学連携という新しいイノベーションモデルを考察したい。

*1：MEMS
Micro Electro Mechanical 
Systems の略。微細な電気部
品や機械部品を集積化した、極
小システムの総称で、マイクロ
マシン等がある。

*2：MEMS パークコンソーシ
アム
http://www.memspc.jp/

*3：CSEM
Centre Suisse d’ Electronique 
et de Microtechnique の略。
スイス連邦政府および州政府の
支援を受け、エレクトロニクス、
材料学、マイクロメカニックス
の分野の 3 つの研究所を統合し
た企業体。

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.memspc.jp/
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◆TAMA協会の海外展開支援
首都圏産業活性化協会（TAMA 協会）は、活動 6 年目を迎えた 2003 年 6

月に「TAMA 新産業創出戦略計画（第二期 5 カ年計画）」を策定した。目標
は産産・産学連携のコーディネート案件を可能な限り事業化することであ
る。このため、従来の産学官の連携に加えて、金融と販路開拓の支援策を
充実してきた。

販路開拓支援は、中小企業の海外展開にも力点を置いた。イタリア、韓
国に続き、北米で TAMA 企業の製品・技術等についてセールスレップ（販
売代理商）を活用した販路拡大や北米企業とのマッチングを目指してきた。
交流地域は TAMA 協会のコーディネータであるピンポイントマーケティン
グジャパン社（PPMJ 社、社長 大澤裕）の拠点である米国・シアトルをタ
ーゲットとした。シアトルは航空宇宙産業、ソフトウエア、計測機器等の
先端産業が集積しており、TAMA 企業とのマッチングが有力だと考えたか
らである。

◆ワシントン大学（UW）との出会い
2005 年 10 月ごろから大澤氏のコーディネートにより北米セールスレッ

プとの連携を模索してきた。しかし TAMA 企業の製品紹介英語版パンフレ
ット（以下、英語パンフ）では製品内容を十分に米国人に伝えきれていな
いことが判明した。2006 年 2 月、連携パートナー探しとワシントン大学

（UW）のプログラムを活用して米国人にも分かりやすいパンフをつくるた
め、筆者はシアトルに出張した。

UW では、工学部・科学技術日本語プログラムの主任を務める筒井通雄
准教授にお会いして、英語パンフ作成への協力を得られることになった

（写真 1）。
この UW との交流を企画したのは大澤氏で、同氏は筒井

準教授の授業に参加した際に、学生が日本の憲法改正の是
非を問う新聞記事を題材に議論しているのを見て驚いた。
試しに学生に PPMJ 社の取り扱っている製品の英語パンフ
を見せて説明したところ、授業後に「あのパンフレットは
こう修正した方がよいと思う」と提案してくれた学生がい
たことから、英語版製品パンフ作成支援のスキームを思い
付いたのである。

UW の科学技術日本語プログラムは、工学部の学生に日
本語を勉強してもらい、日本の技術を世界に広めてもらう
という趣旨で 1990 年前半にフォード社の会長が基金を出
してできたものである。 

岡崎　英人
（おかざき・ひでと）
社団法人 首都圏産業活性化協会 
事務局長

TAMA協会が地元中小企業の北米でのビジネスを拡大するため、英文パンフレットづくりから取り組んだ経
緯を詳しくレポートしている。

写真１　ワシントン大学で講演をする筒井准教授
（写真左）

http://sangakukan.jp/journal/
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◆学芸大学との出会い
TAMA 協会は 2006 年 6 月に中小企業庁が提案公募した「若者と中小企

業のネットワーク構築事業」に採択された。この事業は、地域の中小企業
へ大学生を中心とする若者が就職することを促進するのが狙いである。提
案のポイントは、中小企業の魅力を十分知っていただくために、2 週間程
度のインターンシップではなく、研究開発やビジネスプランの作成等につ
いて、中小企業と学生の共同作業を実施することにあった。

この事業の一環としてシアトルの英語パンフ作成プロジェクトがあり、
学芸大学が積極的に協力いただけることとなった。同大学で筆者が学生に
プレゼンする機会を与えられ、1 名の学生が名乗りを上げてくれた。

◆学芸大学からワシントン大学へのリレーション
2006 年 10 月、シアトルを中心にした北米視察を計画した。セールスレ

ップへの販路開拓が目的だ。これには 7 社から応募があったが、参加企業
の中には英語パンフの整っていない企業もあった。学芸大学の学生には企
業の事業内容を踏まえ、2 社分の英語パンフの作成をお願いした。

UW との共同作業プログラムは、1 日目が企業と学生の英語パンフ作成、
2 日目が UW 生によりセールスレップにプレゼンする計画であった。しか
し、予定の飛行機が欠航となり、翌日ロサンゼルス経由で到着したことか
ら、計画が大幅に変更になった。

しかし、UW 生はさすがに優秀であった。1 日目は TAMA
企業の HP を検索し、独自にプレゼン資料を作成。その資料
をベースに 2 日目は午前中に学生と TAMA 企業が濃密な打
ち合わせを行い（写真 2）、午後に学生がセールスレップに
プレゼンを行い、批評を受けた。この結果は上々であった。

参加した企業の中には海外販売を行うための英語パンフ、
ホームページ、CD 等を作成している会社もあったが、米国
人ネイティブから見ておかしい点を指摘され、改善された。
また学生の見事なプレゼンテーションも功を奏して、幾つ
かの案件はセールスレップからの販売要望もあった。

◆今後の展開
本年度 TAMA 協会はシアトルとの交流について、日本貿易振興機構

（JETRO）の RIT（Regional Industry Tie-Up Program）事業に採択された。
この事業は日本と海外の中小企業の優れた技術・ノウハウなどを融合する
ことにより、新製品・サービスの開発につなげることを目的としている。

このプログラムにより 2008 年 2 月に視察団をシアトルに派遣すること
を予定している。TAMA-UW の日米の学生の連携により、単なる製品の販
売にとどまることなく、より付加価値の高い製品製造や技術交流を目指し
たいと考えている。

写真2　TAMA企業とUWの学生ペアによる英語パ
ンフ作成およびプレゼンの打合せの様子
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地方独立行政法人化の狙いは顧客対応のスピードアップ
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●第 3期科学技術基本計画では、今後の産学官連携活動の戦略課題として国
際競争力の強化と地域イノベーションの創出を掲げています。特に、地域イ
ノベーション創出においては公設試験研究機関（公設試）の役割が期待され
ていますが、最近の公設試の環境変化についてお伺いします。

井上　全国の公設試験研究機関に対する期待は地域によって異なります。
全国約 140 の公設試の多くは地場産業の育成を主な目的として活動して
いますが、東京都、神奈川県、大阪府等の大都市にある公設試は、やはり、
ものづくりの応援が中心です。大学や国の研究機関はわが国トップクラ
スの企業の高度な研究を支援していますが、公設試はそれぞれの地域の
中小製造業が抱える課題に助言するなど企業ニーズに応えることが大切
で、私どももそのように考えて活動しています。公設試の研究開発活動
を振り返ってみますと、1980 年代中ごろまでは技術指導、技術開発支
援を主体としていました。その後、2000年ごろまでは研究開発成果を提
供し、知的財産の創出支援も行いました。そして21世紀に入ってからは
企業のニーズをも充足させるための支援を行うというように変遷してき
ました。現在は企業のニーズを充足させる支援が特に要請されています。

◆従来は、予算策定から実行までに1年半から2年を即決に
● 旧東京都立産業技術研究所（以下、旧産技研）は、他の公設試に先駆けて、
地方独立行政法人化されたわけですが、法人化の経緯や狙いについてご紹介
ください。

井上　旧産技研は平成 9 年に発足しておりますが、平成 14 年にその沿
革、事業内容・実績、東京都の産業構造と利用者の構成、利用者の経済
的創出価値、および今後期待される役割等を総合的に解析、評価しまし
た。その結果、公設試の経営はかつてないほどの構造変化に直面してい
ることがわかりました。そうした中で、政府
が「地方独立行政法人法」を平成 16 年 4 月に
施行。平成 18 年度から地方独立行政法人に移
行することを計画しました（図 1）。 移行の主な
目的は、①スピードの向上、②サービスの質
の向上、③効率化の 3 つを達成することです。
特に、従来の予算制度では、予算策定から実
行までに 1 年半から 2 年は必要で、これでは
顧客ニーズの変化に迅速に対応できないこと、
予算の執行過程が煩雑で時間がかかること、
また、人事制度が硬直的で、時代が要請する

井上　滉
（いのうえ・ひろし）
地方独立行政法人 東京都立産業
技術研究センター 理事長

５本の柱

目標による業務管理

適正な業務実績の評価

業績主義の人事管理

財務運営の弾力化

積極的な情報公開

中期目標・中期計画・年度計画に
基づき、計画的に業務を運営管理
評価委員会が法人の業務実績を
評価して、必要に応じて改善勧告
法人の実績、職員の業績を反映した
給与の仕組みを確立
渡し切りの予算、柔軟運営
経営努力で生じた事業年度の利益は、
中期計画で定めた剰余金に充当可
中期目標、財務諸表、評価結果、給与
事業内容等を積極的に公開

東京都の試験研究機関である東京都立産業技術研究センターは、地域の中小製造業からの相談に迅速に対応
するため、地方独立行政法人に移行した。その経緯と狙いを詳しく紹介する。

図1　地方独立行政法人制度の狙い
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技術系人材も新規に採用できないことなど多くの制約がありました。そ
こで、旧産技研は、平成 18 年度に全国の公設試に先駆けて地方独立行
政法人化を実現し、名称を現在の東京都立産業技術研究センターとしま
した。職員も同じような思いを抱いていた様子で、300名近い職員のうち、
現在は 3 分の 2 近くが産業技術研究センターの職員となり、独法の恩恵
を被っています。なお、全国では、岩手県、鳥取県の公設試が地方独立
行政法人化されています。

◆革新の要は経営システムと経営計画の
整備、共有化と開示

●独法化後の産業技術研究センターの経営戦略と
課題、および実行計画についてご説明ください。

井上　ものづくり産業の変化に対応するため
に、中小企業支援の強化、産業の活性化支援
の強化をビジョンとしています。特に、顧客
である中小企業が活性化され輝くことに主眼
を置いています（図 2）。それを実現するため
の（独法）産業技術研究センターの経営システ
ムは、平成 17 年度末に経済産業省が策定した今後の公設試経営の在り
方に関する基本戦略とその指針を参考にして構築しました。平成 18 年
度から平成 22 年度までの 5 年間の中期目標、中期計画、および平成 18
年度から毎年策定する年度計画 *1 から構成されています。

◆首都圏の地域イノベーション創出の切り札は
●独法の都立産業技術研究センターが提供するサービスの中で、地域イノベー
ション創出に対する特徴ある取り組みや地域貢献のモデル事例などをご紹介
ください。

井上　産業技術研究センターは、旧産技研の時から継続している研究所利
用者に対する満足度を調べたり、研究所がつくり出している経済効果を
定量的に評価しました。また、それらに貢献している旧産技研の事業の
役割を解析してみました。その結果、企業が産技研を利用する目的は、
製品証明や開発支援などさまざまな企業のニーズを支援することを強く
要望していることがわかりました。そして、利用した企業が受けた経済
効果は平成 17 年度で 258 億円と推計されます。
これとは別に産技研の研究成果や依頼試験など
を内容とする事業経済効果が 24 億円あり、合計
で 282 億円となります。これは、旧産技研の事
業費合計 35 億円に対して事業効果として８倍で
す。さらにこうした価値が主に旧産技研のどの
事業から創出されたか、また今後利用したい事
業の内訳も解析した結果、いずれの項目について
も、依頼試験や技術相談などの企業のニーズを満
足させるための支援事業が上位になりました。

　　そして、今後、さらに地域イノベーションを創
出、顕在化させるためには、東京都のみならず
神奈川県、埼玉県、千葉県を含む首都圏を対象に、
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*1：主として次の 3つのカテゴ
リーからなる。
Ⅰ．住民に対して提供するサー
ビス等業務の質の向上に関
する目標を達成するために
とるべき措置

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化
に関する目標を達成するた
めにとるべき措置

Ⅲ．予算（人件費の見積もりを
含む）、収支計画及び資金計画

図２　（独法）産業技術研究センターのミッション

井上  滉氏
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それらの企業ニーズを将来にわたって支援す
るための先進的な取り組みに首都圏公設試の
連携が必要と考えました。また、地域イノベー
ションを充足させる組織として、平成 18 年 9
月にデザインセンターを設立しました（図 3）。 
ここでは商品の企画、デザイン、設計、試作
から商品化に至るまでのプロセスを支援する
ことにより、売れる商品作りを大きく強力に
支援致します。これにより、中小企業が大企
業に依存しない形で経営が成り立つモデルを
提供できますので、産業技術研究センターと
してはこれを重点的に活用し特徴ある支援を
展開する方針です。

　　具体的な製品化事例には、マンホール内点
検用カメラ、歯科用ワイヤベンディング装置、LED テスターなど十数ア
イテムがありますが、2007 年～ 2008 年にかけてのファッション流行
情報も提供するなど時代に先駆けた商品開発情報のサービスも行ってい
ます。いずれも中小企業のニーズを満たすためにサービスを提供すると
いう考えに基づくものです。

◆アクションの重点化とPDCAの徹底が目標達成のキーポイン
トか

●最後に、平成 19年度の主なアクションプランについてお聞かせください。
井上　19 年度は主に 7 アイテムに取り組もうと考えています。いずれも、

挑戦的なアイテムですが、地域イノベーション創出の成果を顕在化させ
るためには重点化と PDCA（計画→実施→点検→処置）の徹底が必須と思
われるので法人一丸となって取り組む所存でいます。

　　その中でも、デザインセンターの活用、「環境センター」の開設、当セ
ンターの計量法校正事業者登録制度（JCSS）登録などを重点的に実行し
ていく予定です。環境センターは製品の環境試験の信頼性を向上させるの
が狙いです。JCSS登録は最終顧客に対する信頼性を向上させるためです。

●ご多忙の中、インタビューに懇切丁寧にお答えいただき誠にありがとうござ
いました。

●インタビューを終えて
　地方独立行政法人の都立産業技術研究センターは、民間企業出身の井上理事
長を先頭に、政府の政策を果敢に導入し、変革時代の地域イノベーション創出
に向けて積極的に挑戦している姿勢がうかがわれた。本モデルが、地方自治体
における産学官連携活動の在り方のソリューションとなるかどうかは、各自治
体が置かれた状況がそれぞれ異なることから一律に判断することはできない
が、活動の仕組みの構築手法としては大いに参考になるとの印象を持った。

聞き手・本文構成：藤井 堅
 （東京農工大学大学院 技術経営研究科 非常勤講師／
 本誌編集委員）
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図 3　デザインセンターの役割
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◆確かな実績は相互のコミュニケーションから
当社は多機能熱分解装置と金属キャピラリーカラムが車の両輪です。い

ずれもガスクロマトグラフィーの周辺機器で、国内で 80％、世界では
30％のシェアを占めています。創業以来の産学連携の成果であり、産学連
携こそがわが社の生命線。経営理念に産学の「WIN-WIN の実践」を掲げ
ているのはそのためです。

私は「産学共同」という言い方をしているのですが、企業と大学の先生
方が相互に魅力を感じ、どこかで重なり合う部分が必要です。全く重なっ
てもいけないし、それはわずかでよいのです。産学共同がうまくいかない
のは、企業側の興味が大きすぎて、先生方から何でもいただこうという考
えが多いからではないかと思います。優れた先生は、基礎と応用学問を
しっかりと構築され教育熱心であり、しかも人間性も豊かです。そういっ
た先生とお付き合いするにはこちらにもそれ相当の覚悟が必要です。着実
な実績を上げることが先生方への本当の感謝ではないかと思います。

先生方にとって、企業と連携した研究が可能であるかどうかは企業レベ
ルも関係しますし、その研究室のマスターやドクターの研究テーマの一つ
になる可能性もあります。優れた先生と巡り合う一つの方法は、研究内容
をプレゼンテーションするセミナーや学会などに社長自らが積極的に参加
することです。さらに関連分野の先生方や多岐にわたる産業界の方々を紹
介いただくことによって、思いも寄らぬさまざまな情報を得ることもでき
ます。

また共同研究の成果のほとんどは各種の学会において連名発表をさせて
いただいております。そうすることで、企業のレベルも向上し、議論を重
ねることで新たなアイデアが生まれてきます。

◆自分の信じる道を進み、視野を広げる
私は日立製作所、旧通産省工業技術院（工技院）、横河ヒューレットパッ

カード（YHP）、ダウ・ケミカル日本研究所に勤務後、当社を設立しました。
福島工業高等専門学校卒業後に入社した日立の 4 年目に、世界の歴史を

肌で感じたいとの思いから 1 カ月間のヨーロッパ旅行の申請をしました。
しかし、会社を辞めるか旅行を取りやめるかだと諭されたので、会社を辞
めてヨーロッパ各地を巡ってきました。24 歳の時です。歴史や文化に触れ

渡辺　忠一
（わたなべ・ちゅういち）
フロンティア・ラボ株式会社
代表取締役社長 

多機能熱分解装置などで世界シェアの30％を握る研究開発型企業のフロンティア・ラボ*1にとって、産学連
携こそが生命線であるという。強力なリーダーシップで世界市場で戦う同社の渡辺社長の産学連携の哲学を
紹介する。

*1：フロンティア・ラボ株式会社
http://www.frontier-lab.com/
jp/
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て大いなる刺激を受けました。
その後、無給で工技院の東京工業試験所（現在の産業技術総合研究所）に

潜り込んでいたのですが、たまたま日立での上司が YHP に移っていて、わ
が社に来ないかと誘われました。同社製品の技術は国産品より 10 年以上
進んでいて、日本人としてその遅れを認識すべきではないかとの思いで、
YHP に入りました。1 カ月 1 台の販売が 10 倍になったころに、お客さま
であったダウから分析研究室の室長をしてもらえないかと誘われました。

考えてみると、学校では学問の事始めを、日立では R&D と社会人として
の基本を、工技院では基礎学問を、YHP では営業技術サポートを学び、そ
して未経験の化学会社に入ったのです。しかしダウは基本的に高学歴の会
社で、まして学位もありませんので、ハンディが付きまといました。そこ
で一念発起して、今までの経験を生かす事業を志し、幾多の選択肢の中か
ら熱分解法を用いる高分子材料の分析関連分野を選びました。名古屋大学
の柘植研究室の約 40 年間にわたる基礎研究成果に立脚した “装置開発か
ら解析ソフトウェアまでをカバーする熱分解総合分析システム” と豊橋技
術科学大学の高山名誉教授の基本開発による “金属分離カラム” を両輪と
する新規事業でした。その事業は世界的な視野でビジネス展開が可能でし
た。“Small Giant Company” を目指しました。

◆地道な全従業員への教育で、全世界に製品を提供
創立からの 15 年間、柘植研究室の皆さまと

議論しながら熱分解装置とその周辺を埋める技
術開発に取り組みました。いろいろな発明が生
まれ、それが当社の知的財産となりました。周
辺の技術は、主軸である熱分解装置という大き
な幹の周りを支える木であり、全体として森を
形成するという考えです。当社は、ファブレス
ですが、あくまで自社ブランドで全世界に販売
しています。ユーザーの要望する製品を提供し
て、取引先のためにも社員の生活のためにも適
正な利益を確保する経営です。現在の社員は総
勢 22 名、6 割は女性で、女性の大半は主婦のパ
ートさんです。知識や経験の無い主婦の方でも教えれば物作りができるよ
うになります。R&D は現在 5 名で、毎年、最低 1 人 1 件は研究発表をし
ています。また著名な先生方をお招きして、機会があればパートさんにも
参加してもらい、わかりやすい講義をしていただいています。さらに、月
2 回、ネイティブの先生にパートさんを含めた従業員と 1 対 1 の英会話を
する機会を設け、海外からのお客さまにも笑顔で挨拶ができるような職場
を目指しています。

（記事編集：経営デザイン研究所 代表／本誌編集委員 川村志厚）

社内外のコミュニケーションが世界シェア30％を支えている。

http://sangakukan.jp/journal/
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科学技術と競争の
意味を考える

産学官連携推進
会議について

理工系離れに想う

★「科学技術は “誰” のものか ?」̶本年の集中講義で修士課程（理系）の学生に対する
私の最初の質問である。「科学者のため」と答える学生は意外に少なかったが、一方で、

「国のため」と自信をもって答える学生は、意外に多く、「科学技術による国の競争力
強化」というキャンペーンは、思いのほか、若者には浸透しているらしい。ところが

「国とは何か？」「競争力とは何か？」と質問をすると、とたんに回答もまちまちにな
る。「先頭集団」にいる人がどれだけ前に走れるかは、確かに「競争力」の一つだが、
できるだけ多くの人がスタートラインに立てゲームに参加できるようになる……これ
も「競争力」の「前提」であろう。光の当たっていない地方大学に埋もれる「弱者の
ための科学技術」を発掘すると “潜在市場” は意外に大きいように思える。   （松澤委員）

★6 月 16日（土）、17 日（日）に国立京都国際会館で開かれた第 6 回産学官連携推進会
議は約 3,000 人が参加して盛大でしたが、今回はメインの行事は土曜日の 1 日と、実
質的にはコンパクトな会議になってきています。少し気掛かりなことは、回を重ねる
ごとに企業関係者の参加が減っていることです。第 1 回、2 回あたりは、大企業の動
員もかかっていたようですが、企業関係者がかなり参加していました。第 1 回の参加
者は約 5,000 人で熱気がありました。全体会議、分科会といった会議だけでなく、企
業の人には展示会場で大学等の成果を見てもらって、産学の連携に繋げたいところで
すが、今回は肝心の魚がいない状況となっていました。企業の関係者に魅力ある会議
になるように、今後、産学官で知恵を出す必要があると痛切に感じました。（阿部委員）

★理工系離れがどうにもとまらない。S・O・S だ。産学官連携推進会議で「人材論議
は 5 年前と同じ」との意見が出たが、時の過ぎゆくままに放置できない。専門力一辺
倒は時代おくれ。同時に教養教育だという。高校 2 年から文系・理系に分ける受験対
策が視野を狭くしているとの指摘も。勉学に励むべきだが、時には、独り旅に出た北
の宿から「嫁に来ないか」と恋人に手紙を出すのもいい。街の灯りの下でまた逢う日
までの別離も経験だ。青春時代を謳歌すれば、人に「勝手にしやがれ」といわれても
笑って許してあげる人間力がつくかもしれない。東芝は研究インターンシップで大学
の人材育成に協力している。産学連携だ。あの鐘を鳴らすのはあなた……それぞれの
自覚が大切だ。̶阿久悠が亡くなった。昭和が遠くなっていく。この文中に彼の作詞
曲はいくつあるでしょう。答えは次号。　　　　　　　　　　　　　　　（登坂編集長）
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