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◆中小企業に届く産学官連携
中小企業に届く産学官連携に取り組んでいる。技術が高度・専門化し、競争が
グローバル化するなかで、限られた経営資源で速い対応が求められる。産学官連
携は、その有力な対応策になる。この事情は、大手・中小企業に通じる。
特に中小企業は、わが国産業の競争力を支える役割を担う。その分、技術進歩
や環境変化に高度な対応を要するが、産学官連携は十分活用されていない。その
理由は、これまでの連携が、大手企業向けが中心だったことにある。中小企業に
は、社内の研究人材が限られる、自らの真のニーズを見つけにくい、などのハン
ディがある。
中小企業向けには、従来の産学官連携が「大手企業」「一部の選ばれた企業」

「技術分野」「研究部門」をすべて満たすものが中心だったのを、「中小企業」「ピ
カ一でない企業」「技術以外」「事業部門」にも広げる必要がある。
そのため、昨年から検討して次の結論を得た。第１に、中小企業向けは、大
手企業向けと別のモデルが必要。第２に、中小企業向けでは、学（大学など）と
産（中小企業）をつなぐ役割が鍵。連携の機能自体は、大手企業向けより高い必
要がある。第３に、つなぐ役割は、支援機関や専門人材が担う。受け手企業の水
準や事業に合わせ、経営診断、技術の翻訳、デザイン、生産技術などきめ細かく
提供することが必要。第４に、これら支援は市場原理では難しく、「官」の役割
（例：中小企業基盤整備機構（中小機構）の専門家派遣）が要る。「産学」でなく
「産学官」の連携が必要。第５に、作業の過程で、助言する専門家のクラス分け
を提案。第６に、「産」「学」「官」定義も、新たに提案している。
中小企業の産学官連携を見直す気運は、昨年から広がった。同６月の産学官連
携推進会議（京都会議）で、「中小の連携は、大手に比べ進んでいない」と指摘が
あった。中小機構は、同 10 月に「産学官連携推進室」（本年４月「産学官連携
推進課」に拡充）を設け、検討の結果は、研究・技術計画学会、産学連携学会、
「中小企業産学官連携推進フォーラム」（中小機構主催、第１回は本年３月、於東
京、第２回は同６月、於京都会議の会場）で議論してきた。
科学技術振興機構とも、各大学の成果を産業界とつなぐ「新技術説明会」で説
明の機会をいただくなど、密接な連携関係にある。
今夏、中小企業をめぐる産学官連携の成功事例を集めた。事業として「結果」
の出たもの（経営の数字につながったもの）で、全国から約 650 件が寄せられた。
第３回のフォーラム（10月 31 日～ 11 月 2日、於東京・有明）で、発表大会を
行う予定である。
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◆新市場「NEO」創設の経緯
  「JASDAQ」は、昭和 24年に店頭市場として発足して以来、一貫して、日
本経済の将来を担う次世代産業や経済・社会構造の変化を先取りした先進
的産業の育成を直接金融を通じて支援することによって、日本経済の発展
に貢献することを使命としてきた。
近年、経済のグローバル化や新興市場国等の勃興（ぼっこう）等に伴う国
際的な競争の激化、IT 等の技術革新、少子高齢化等による社会構造の変化
等により、社会・経済構造が急激な変ぼうを遂げつつある中にあって、こ
れまでにない速度で、次世代を支える産業技術の開発、また、新たな市場
ニーズに応えるビジネスモデルの創出が見られる。また、「JASDAQ」の上
場会社数が 1,000 社に迫ろうとしている現状において、上場会社に多様化
が生じている。
これらを踏まえ、当取引所の使命を果たすべく、成長可能性のある新
技術または新たなビジネスモデルを有する企業を支援するとともに、投
資者に当該企業への投資機会を提供することを目的として、新市場「NEO
（ネオ）」を創設することとし、有価証券上場規程等の一部改正等を行い、
2007 年 8月 13日に施行した。 

◆成長可能性のある「新技術」または「新しいビジネスモデル」を有
する企業を支援

  「NEO」においては、新たな試みとして、技術の実在性を評価する諮問機
関である「技術評価アドバイザリー・コミッティー」の設置や事業計画の
内容や進捗を開示する「マイルストーン開示」の義務付けといった新しい
制度を設けている。

◆技術の実在性についての評価
  「NEO」は、成長可能性のある新技術または新たなビジネスモデルを有す
る企業の支援をその目的の一つとしているものであり、これから技術を高
め製品化していく企業が予定されているため、当該技術に関する評価が必
要となる。そこで、当取引所としては、先端的な技術を基盤として事業を
行う企業の上場申請に当たって、当該技術についての説明書類の提出を求
め、必要に応じ、上場申請会社から独立した複数の有識者による技術上の

筒井　高志
（つつい・たかし）
株式会社ジャスダック証券取引所 
代表執行役社長（CEO）

ジャスダック証券取引所が 2007年 8月に創設した新市場「NEO」は、上場審査の内容に「企業の成長可能
性」を含め、新技術、新しいビジネスモデルを有する企業の支援をうたっている。その経緯や狙いを解説する。

http://sangakukan.jp/journal/


産学官連携ジャーナル  Vol.3  No.10  2007 3
http://sangakukan.jp/journal/

観点からの分析を行った技術評価の結果を示す書類の提出を求め、新たに
設けた「技術評価アドバイザリー・コミッティー」*1 において、上場申請
会社より提出された技術評価の結果を示す書類を基に、上場申請時点にお
ける当該技術の実在性についての評価を行うこととしている（当該技術の
具体的な成果または効果が客観的に確認でき、製品化されている場合を除
く）。
なお、技術評価アドバイザリー・コミッティーは、技術や技術に基づく
最終の製・商品化等について何ら保証するものではない。また、上場につ
いての最終的な判断は当取引所が行うこととなるが、当取引所としては、
技術評価アドバイザリー・コミッティーの評価を最大限尊重することとし
ている。

*1：「技術評価アドバイザリー・
コミッティー」委員（五十音順、
敬称略）
相磯 秀夫： 東京工科大学学長
清成 忠男：法政大学学事顧問

（元総長）
庄山 悦彦：株式会社日立製作

所 取締役会長
西澤 昭夫：東北大学総長特別

補佐（利益相反マ
ネジメント担当）

 未来科学技術共同 
研究センター副セ
ンター長

 東北大学大学院経
済学研究科教授

山本　  慧： 北里大学客員教授
 （医学博士）
 元財団法人万有生

命科学振興国際交
流財団 理事長

①企業の成長可能性
②企業経営の健全性
③企業内容等の開示の適正性
④その他公益または投資者保護の観点か
 ら当取引所が必要と認める事項

「JASDAQ」と「NEO」の主な上場審査基準 比較
JASDAQ

300 人以上

上場単元数（株式数）に応じて
1万単元未満の場合：300人以上
1万単元以上2万単元未満の場合：400人
以上
2万単元以上の場合：500人以上

株主の数

時価総額

利益の額 連結の当期純利益が正、または経常利益が
5億円以上
ただし、上場日における時価総額が 50億
円以上（見込み）である場合には、当期
純利益及び経常利益は問わない（赤字も可）

―

純資産の額　　  直前事業年度の末日において 2億円以上 直前事業年度の末日において負でないこと

事業の経過年数 上場申請日において成長可能性のある新
技術または新たなビジネスモデルに基づ
く最初の売上計上のときから 10年を経
過していないこと

監査意見等 ①直前事業年度に係る財務諸表等に添付
される監査報告書（申請事業年度に係る
中間財務諸表等を作成することとなる場
合における当該中間財務諸表等に添付さ
れる中間監査報告書を含む）については、
公認会計士等の無限定適正意見（申請事
業年度に係る中間財務諸表等については、
有用な情報を表示している旨の意見）が
記載されていること
②最近 2事業年度において有価証券報告
書等に「虚偽記載」を行っていないこと

その他　　　　  取締役会の設置（1カ年以上）、株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡
   　　制限、指定保管振替機関における取扱いの同意
上場審査の内容

NEO

―

①直前事業年度に係る財務諸表等に添付
される監査報告書（申請事業年度に係る
中間財務諸表等を作成することとなる場
合における当該中間財務諸表等に添付さ
れる中間監査報告書を含む）および直前
事業年度に係る中間財務諸表等に添付さ
れる中間監査報告書に、公認会計士等の
無限定適正意見または有用な情報を表示
している旨の意見が記載されていること
②最近 2事業年度において有価証券報告
書等に「虚偽記載」を行っていないこと

①企業の継続性および収益性
②企業経営の健全性
③企業内容等の開示の適正性
④その他公益または投資者保護の観点から
当取引所が必要と認める事項

上場日において 10億円以上（見込み）
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◆マイルストーン開示
また、当取引所は、「NEO」に上場する企業の特性にかんがみ、投資者の
投資判断に重要な意義を持つ会社情報に係る開示の充実を図る観点から、
既定の適時開示に加え、以下のマイルストーン開示を、新たに「NEO」の
上場会社に義務付ける。
  「NEO」の上場会社は、四半期ごとにマイルストーン開示を行うこととし
ている。マイルストーン開示には、「NEO」の上場会社の 3年以上の期間
に係る事業計画の内容およびその前提条件、マイルストーン開示を行う時
点における事業計画の進捗状況並びに今後の達成の見通しおよびその前提
条件等について記載することとしている。
なお、当該事業計画は、1年ごとに見直しを行い、各事業年度において、
常に 3年以上の事業計画が開示されていることが求められる。

◆イノベーションの創出、新産業の創造に貢献
  「NEO」は、これまで「JASDAQ」が果たしてきた「新興企業の登竜門」
としての機能に加え、近年の市場ニーズの急激な展開やテクノロジーの急
速な進歩などに対応できるような新たな機能を備えた市場を目指している。
当取引所としては、「NEO」が成長可能性のある新技術または新たなビジネ
スモデルを有する企業を支援する市場として、イノベーションの創出、新
産業の創造に貢献できるものと確信している。

http://sangakukan.jp/journal/
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9 月 12 から 14 日、東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催された
「イノベーション・ジャパン 2007」にジャスダック証券取引所（以下ジャ
スダック）が初めて協賛し、同社が借り上げたスペースに大学発ベンチャー
が 16社出展した（写真 1）。
ジャスダックが8月 13日に創設した新市場「NEO」は成長可能性のある
新技術、または新たなビジネスモデルを有する企業を対象としている。ジャ
スダックの上場審査内容は①企業の継続性および収益性②企業経営の健全性
③企業内容等の開示の適正性④その他公益または投資家保護の観点から当取
引所が必要と認める事項̶の4つがあるが、新設のNEOは第1項目が「企
業の成長可能性」に置き換えられ、「新規性・成長性」に力点がおかれてい
る。新興企業には経営資源獲得の機会を、
投資家には新しい投資機会を提供すること
となった。
そもそも、ベンチャー企業（以下ベン
チャー）が頼みとする資金調達の手段は出
資による増資資金が大半だ。直接の投資
家であるベンチャーキャピタルは、すべ
ての金融機関に先んじた資金供給者でな
ければいけない。ベンチャーへの投資は
高いリスクと高いリターンが同居してい
るからだ。

◆高いリスクと高いリターン
一方、最近の新興市場の株価低迷には回復の兆しが見えない。実に東証
マザーズと大証ヘラクレスは共に、株価指数で年初来およそ 4分の 1に下
落してしまった。これには、中国から始まった世界同時株安や、米国サブ
プライムローン問題が影響していることもあるが、新興企業に対する投資
家の信頼がなくなってきたことも要因といえる。業績予想に対する不信感、
上場審査におけるガイドラインの設置等がそれだ。新興市場の低迷は、ベ
ンチャーの新規上場を抑制し、ひいてはベンチャーキャピタルの未公開企
業への新規投資の抑制を引き起こしかねない。結果としてわが国の産業の
振興を妨げていることになる。

平尾　敏
（ひらお・さとし）
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

9月 12 日から 3日間、東京で開かれた「イノベーション・ジャパン 2007」に大学発ベンチャー企業 16
社が出展した。新たな資金援助などのオファーもあり、ベンチャーに対する一定の信頼を集めることができた。
ジャスダック証券取引所に新市場NEOが創設されたのを機に、株式新興市場の意義、ベンチャーの資金環
境などについて解説する。

写真1　多くの人でにぎわう、ジャスダックの出展ブース
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その意味で、新興市場における一刻も早い信頼回復が望まれる。
ジャスダックは、イノベーション・ジャパンに協賛する理由を、「NEO
を創設した思いと方向性を同じくするから」だと言う（徳原信博 執行役・
ステークホルダーズ本部長）。

◆業種、地域は多岐にわたる
ジャスダックエリアに登場したベンチャー 16社の顔ぶれは表 1の通り、

業種も地域も多岐にわたっている。業種で見ると、大学発ベンチャーとい
えば、「バイオと IT」が定番ながら、素材・環境監視システム・ヘルスケ
アで参画したベンチャーにはすべて「新時代の……」という枕ことばがふ
さわしいビジネスモデルとなっている。もちろん、バイオ・IT 分野も次代
をリードする内容が多い。関係の大学を見ると、旧帝大は５社、残りは地
方中堅大学や、私立大学等バラエティーに富んでいる。発表される大学発
ベンチャーのランキングとは必ずしも一致していないことが興味深い。出
展した場所が場所だけに「NEO市場に上場が内定した企業群」と誤解され
た向きもあるようだが、新たな資金援助、業務提携のオファー、販売代理
店のオファー等を受けた企業もあり反応は上々だった。出展企業に成果が
あったのは勿論だが、大学発ベンチャーに対する一定のレベルと信頼を見
せることができたのではないだろうか。

◆大学発ベンチャーは1,590社に
9 月 3 日、経済産業省は「平成 18 年度大学発ベンチャーに関する基礎
調査」を発表した。大学発ベンチャーは本年 3月末で 113 社増の 1,590
社となった。今回から休眠会社や幽霊会社が除外されている、とのことな
ので極めて実数に近い数字と思われる。その意味では 21 世紀の大学発ベ
ンチャーは 1,590 社から始まったともいえるが、既に IPO を果たしている
企業数は 19社（前年度比 3社増）しかない。しかも、新興市場をリードす
る企業が極めて少ないのが実情だ。IPO はベンチャーの到達点ではなく、
それをきっかけとして新しい経営資源を得て次の事業ステージに飛躍する
ことに意義がある。新しい発見による新市場の開拓や、既存のマーケット

エイ・アイ・エル 神戸市灘区 神戸大学 半導体設計 ハイパー LSI のデザイン設計
シリウステクノロジーズ 渋谷区渋谷 東京大学 IT モバイル広告
アプライド・マイクロシステム 東京都調布市 電気通信大学 ハイテク 小型ロボット、微小液塗布システムの開発
シーア・インサイト・セキュリティ 港区芝浦 電気通信大学 IT インターネットの情報セキュリティーシステム
セルシグナルズ 横浜市鶴見区 名古屋大学 バイオ 創薬、診断薬の開発
ナノエッグ 川崎市宮前区 聖マリアンナ医科大学 バイオ 医薬品、化粧品の開発
ユーグレナ 文京区本郷 東京大学 バイオ ユーグレナ微生物の生産、サプリメントの販売
アルブラスト 神戸市中央区 京都府立医科大学･名古屋大学 バイオ 角膜・骨再生医療ベンチャー
リアルプラスティック 品川区西五反田 東京理科大学 素材 生分解プラスチックの製造販売
ケイビーエムジェイ 港区東新橋 慶應義塾大学 IT Web＆モバイルインターネットの総合ソリューション企業
つくばウエルネスリサーチ つくば市 筑波大学 ヘルスケア 健康サービス事業
ジェネティックラボ 札幌市 北海道大学 バイオ 遺伝子解析システム
バイオマトリックス研究所 千葉県流山市 東京理科大学 バイオ ゲノム研究受託、RNA解析等
グリッドマーク 千代田区神田 法政大学 IT 見えないドットコードの開発
イーラボ・エクスペリエンス 三重県津市 三重大学 環境システム 地球環境統合データシステム
クラーロ 青森県弘前市 弘前大学 IT、バイオ 病理用バーチャルスライド

社名 本社所在地 大学 業種 内容

表１　参加企業一覧
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を塗り替えるような、真に産業のイノベーションを興すきっかけとしての
大学発ベンチャーの役割は大きい。ジャスダックがNEO市場に提供する企
業が将来性の高い新興企業であることは、従来の新興市場とあまり変わり
ないとも思われるが、今般 2つの新しい制度を設けている。「技術評価ア
ドバイザリー・コミッティー」に 5人の学識経験者をそろえたことと、「マ
イルストーン開示」を義務付けたことだ。前者で技術の実用性を客観的に
評価するようにした。後者は 3年以上の事業計画書をローリング方式で開
示することだが、4半期ごとに点検することで投資家との信頼関係を構築
しようとしている。従来、新興企業の脆弱（ぜいじゃく）性が担保されず投
資家の不信を買っていた状況を払拭（ふっしょく）する制度ともいえる。
大学発ベンチャーがグローバルにイノベーションの旗頭として企業活動
を行うにはどうしても IPO が通過点で必要となる。取引所における「大学
発ベンチャー」の信頼を確固たるものとするためにもNEOの存在と役割は
大きい。

http://sangakukan.jp/journal/


特集●̶̶̶̶大学発ベンチャーの株式公開

「高成長指向型」ベンチャー企業の目標はIPO
̶経済産業省の大学発ベンチャー基礎調査

産学官連携ジャーナル  Vol.3  No.10  2007 8
http://sangakukan.jp/journal/

ベンチャーキャピタルから支援を受けて高い企業成長を目指す大学発ベ
ンチャーは全体の 23％。そのほとんどが新規株式公開（IPO）を目標にし
ている̶経済産業省の「平成 18年度大学発ベンチャーに関する基礎調査
報告書」（平成 19年 9月）でこんな結果が明らかになった。
同報告書は、クラスター分析の手法を用いて大学発ベンチャー企業を A
～ Eの 5つのグループに類型化した。分析に使ったのは「設立からの年数」
「資本金」「就業者数」「右腕の存在」「研究開発費」「ベンチャーキャピタル
からの出資」「資金の確保状況」など 14の変数である。分析対象は変数の
データがそろっている 212 社。
数値が示される「設立からの年数」「資本金」「就業者数」「研究開発費」
の 4項目すべてにおいて Aグループが最も大きく、次いで Bグループの順。
Aと B両グループは、ベンチャーキャピタルの支援を受けている企業が圧
倒的に多い。資金の確保状況については、Bグループが資金が十分に確保
されている企業の割合が高く、Cグループは通常業務に回す資金も欠いて
いる企業の割合が 8割以上を占めた。
さらに同報告書は、5つに分類されたグループに関して、「成長指向の考
え方」とクロス分析を行った。この結果、高成長指向が強いのは Bグルー
プで、「新規株式公開を目指したい」と回答した企業が約 96％あった。B
グループに分類されたベンチャー企業は 49社。全体の 23.1％、およそ 4
社に 1社が株式公開を目指す「高成長指向型」というわけだ。
Aグループの場合、「高い企業成長を目指し、新規株式公開をしたい」と
いう企業の割合は 50％である。

先行型：IPO済みもしくは目前で設立からの期間が若干長い。事業規模の大きい
バイオ系が中心。
高成長指向型：VCからの支援を受け、応用研究を行い、成長・新規市場を目指し
成長の軌道を進んでいる。
停滞型：地方圏に立地しているものが多く、VC等の目が届かないこともあり、資金
不足が深刻で、事業も停滞傾向。
既存市場安定成長型：既存市場を目指し地道に活動しているため、IPOを求めない
傾向にあることから、そもそもVCからの支援の対象とはならない。このため必要な
資金の確保は専ら融資等の方法が中心となる。
小規模新規参入型：新規市場の創出を目指し積極的に活動しているものの、設立年
数も若く、IPO希望も少ないことから、VCからの資金を受けられずまた、融資を受
けることも困難。

グループ

A

B

C

D

E

特　　徴

各グループの特徴
出典：平成18年度大学発ベンチャーに関する基礎調査報告書(平成19年9月 経済産業省)
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E グループは「従業員 50 人、売上高数億円の企業規模の実現」を目指
す企業が、また Cグループは「他社への売却を視野に入れている」企業が、
それぞれ相対的に多い。
同報告書は「これら大学発ベンチャーの多種多様な成長形態はいずれの
場合も我が国経済への貢献といった観点から評価されるべきものである」
と総括している。

（本誌編集長：登坂 和洋）

1146百万円

既存市場安定成長型

小規模新規参入型

高成長指向型

先行型

停滞型

Foundation Firms

Lifestyle Firms

新技術の事業化により一定
の市場と企業規模を確保

新技術を活用するが、生業的
な企業規模の確保で満足

High Potential Firms
革新的技術の事業化により
巨大な新市場を開拓し、企
業規模も急拡大２社

49社

62社

62社 37社

A

B

D

C

E

すでに成長を遂げて他社
より先行しているグループ

VCから支援を受けて高い
企業成長を目指すグループ

既存市場で中規模だが安定
した成長を目指すグループ

小規模安定だが新規市場
の参入を目指すグループ

資金不足が深刻で、事業が
滞っているグループ

132百万円

58百万円

34百万円

資料：慶應義塾大学SIVアントレプレナー・ラボラトリー牧委員のコメントを参照に経済産業省作成

3.9年 4.7年 5.4年 6.5年
年数

売上

その他

５つのグループのイメージ
出典：平成18年度大学発ベンチャーに関する基礎調査報告書(平成19年9月 経済産業省)
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◆はじめに
わが国の産学連携では「大学の研究シーズを企業へ技術移転し、企業が
自力で製品化・実用化する」という認識が強く、企業は経営資源や研究開
発人材を保有している大企業が対象であった。大学と大企業との共同研究
も両者の思惑が合致し、活発に行われてきた。
一方、地域中小企業のニーズありきの製品化・実用化を産学連携で行う
ことは積極的になされてこなかったが、地域中小企業の救世主ともいえ
る “仙台堀切川モデル” が生まれた *1 *2。本稿では、地域中小企業からの
1,000 件以上の技術相談に対応し、産学連携で製品化・実用化 33 件の実
績（表 1）を上げている東北大学大学院工学研究科堀切川一男教授（写真 1）
が、仙台市地域連携フェロー*3 とし
て地域中小企業を中心に御用聞き型
企業訪問等を行い、次々と製品化・
実用化している仙台堀切川モデルの
成功の秘訣等について紹介する。

◆仙台堀切川モデルの2大背景
１．トップによる産学官連携ラウン

ドテーブル
わが国が知財立国を目指すと表明
した年の翌 2003 年、東北大学総長、
東北経済連合会会長、宮城県知事、
仙台市長から構成される地域の産学
官トップ会談「産学官連携ラウンド
テーブル」が開催され、地域の自立
的な新産業創出のため、東北大学教
員が宮城県産業経済部参与と仙台市
地域連携フェローに就任することが
決定された*2。
仙台市は地域連携フェローとして
東北大学の教員 3 人へ就任を依頼
し、その 1人が、山形大学工学部助

林　聖子
（はやし・せいこ）
財団法人 日本立地センター
立地総合研究所 主任研究員

摩耗過程その場観察装置「CCDマイクロスコープトライボシステム」
超低摩擦ボブスレーランナー「ナガノスペシャル」
硬質多孔性炭素材料「RBセラミックス」
完全無潤滑直動すべり軸受
「患者移動用シート」
堀切川・HEIDON連続荷重変動型摩擦・摩耗試験システム「HHS2000」
滑りにくい紳士靴・紳士ブーツ「BASIC YK」
滑りにくい婦人靴・婦人ブーツ「ST.Relax」
滑りにくい安全靴「ATENEO」
滑りにくいサーキットシューズ
超低摩擦スケルトンランナー
赤外線観測装置用案内「極低温下位置決めシステム」
ローラー駆動式車椅子電動ユニット「TRD-1」
靴底の簡易すべり止め「SNOW PATCH」
シャフト形リニアモータ用無励磁作動型ブレーキ
無潤滑ステンレスチェーン
ロードレース用自転車タイヤ「REDSTORM RBCC」
高圧絶縁電線自動点検装置「OCランナー」
堀切川・HEIDON連続荷重変動型摩擦・摩耗試験システム「HHS3000」
靴・床すべり静摩擦測定機「スリップメータ「TL501」
RBセラミックス量子配合ソール材を用いた耐滑サンダル
樹脂製畳「おり座」
耐滑性に優れる歩道用コンクリート平板
絶縁配線被覆材料を再利用したプラスチック製輪止め
RBセラミックス粒子配合ソール材を用いた耐滑・防水タイプの一体成形靴
入院患者用安全サンダル
耐滑性に優れるナースサンダル
耐滑性に優れる温泉下駄
高機能鋳鉄焼結含油軸受LUBAIZU METAL
FIBT基準対応超低摩擦ボブスレーランナー
耐滑性に優れる草履
真空摩擦・摩耗試験システム Tribo-vac2000
速度変動型摩擦試験システム μV1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1996
1997

1998

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

No. 開発年度 開発製品

作成：堀切川研究室

仙台市地域連携フェロー活動で開発したもの堀切川研究室における産学連携開発リスト

仙
台
市
地
域
連
携
フ
ェ
ロ
ー

東北大学大学院工学研究科の堀切川一男教授は、1,000 件を超える中小企業からの技術相談に応じ、実用化
を支援している。地域中小企業のニーズをもとに製品化・実用化を産学連携で進める同教授の取り組みを「仙
台堀切川モデル」と命名した林聖子氏がその成功の秘訣を紹介する。

表１　堀切川研究室における産学連携開発リスト
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教授時代に長野オリンピック日本ボブスレーチームのための国産初の超低
摩擦ボブスレーランナー「ナガノスペシャル」の開発や、米油製造後に残
る「脱脂ぬか」から硬質多孔性炭素材料「RBセラミックス」*4 の開発を成
功させた堀切川教授である*2。

２．堀切川教授の地域中小企業との製品化・実用化実績
山形大学工学部が立地する米沢は産学連携により人造絹糸を実用化し、
後に帝人と日商岩井が誕生する等、産学連携の旺盛な風土*2 である。1989
年山形大学工学部の若手教官を中心に、地域中小企業の技術相談に門戸を
開き、産学連携を推進しようとする任意団体 YURNS（Yamagata University 
Research Network System：山形大学共同研究組織）が発足した *5 *6。1990
年山形大学へ赴任した堀切川教授はYURNS への参加を要請され、地域中小
企業のニーズや課題を知る機会となり、1996年企業との最初の産学連携に
よる製品化に成功した。堀切川教授は山形大学時代から技術相談は全て無
料で行い、相談終了時にはアドバイスや回答を提示する方針をとっている。

◆仙台堀切川モデルの紹介
１．御用聞き型企業訪問
2004 年 4 月、堀切川教授は仙台市地域連携フェローに就任し、仙台市
産業振興事業団ビジネス開発ディレクター村上雄一氏（当時プロジェクト
マネージャー、地元企業の元取締役）、仙台市産学連携推進課担当者で検討
し、「何か困ったことはありませんか」と 3名の支援チームで地域中小企
業等へ出向き、堀切川教授が技術開発課題等の相談に乗る「御用聞き型企
業訪問」を開始した。現在は仙台市産業振興事業団新事業創出促進室主事
加賀谷百合氏が加わり、支援チームは 4名体制である。公設試験研究機関
（以下「公設試」）を保有しない仙台市としては、企業が技術相談できる絶
好の機会ととらえている。御用聞き型訪問先企業は 40 社を超え、依頼せ
ずとも大学教授が企業を訪れ、技術相談に乗って
もらえるということで、評判は良い。

２．寺子屋せんだい
地域企業技術者向けセミナーとして、堀切川教
授のコーディネートによる「寺子屋せんだい」（図
1）*7 が 2005 年 1 月に開始され、2007 年 7 月末
までに 25 回開催されている。講師の講演の後は
サロン形式となり、技術者同士の情報交換や課題
解決の場として機能している。

３．地域企業との共同研究から製品化・実用化 
御用聞き型企業訪問や寺子屋せんだい等を通し
て、堀切川教授は企業が最後の数％を解決できな
いがために製品化・実用化に至っていない案件等の相談を受け、共同研究
し、高圧絶縁電線自動点検装置「OCランナー」等、専門のトライボロジー
分野に限定することなく、仙台市地域連携フェローとして 3年間で 12 件

寺子屋せんだい
○堀切川教授コーディネートによるサロン形式セミナー
・2005年１月～ほぼ毎月開催
　前半：大学や高専から招聘した講師による講演
　後半：参加者（技術者）同士での技術課題解決、情報交換
・2007年7月末までに25回開催
○想定外のメリット発生
・堀切川教授へ仙台市と仙台市産業振興事業団以外の産学連携
 コーディネータから相談を受けた行政担当者等が、技術課題保
 有企業情報を相談したり、その企業を連れてくる等
→御用聞き型訪問先企業の発掘

写真提供：東北大学堀切川研究室
copyright by Seiko Hayashi

図１　寺子屋せんだい

*7：産学連携セミナー「寺子屋
せんだい」
http://www.siip.city.sendai.
jp/cb_shinjigyo/terakoya.
html

*1：堀切川教授と筆者とのディ
スカッションから「仙台堀切川
モデル」と命名し、2006 年度
産学連携学会第 4回大会で筆者
が発表。
林聖子．仙台堀切川モデルの成
功シナリオに学ぶ産業支援機関
の産学連携による地域振興．産
学連携学会第 4回大会講演予稿
集．2006.6.

*2：林聖子．中小企業との産学
官連携を成功に導く東北大学大
学院工学研究科堀切川一男教授
ー「仙台堀切川モデル」等〈産
学連携による地域振興へのイン
フルエンサー 11〉．産業立地．
Vol.45, No.4, 2006.7.

*3：仙台市地域連携フェロー
http://www.siip.city.sendai.
jp/cb_shinjigyo/fellow.html

*4：堀切川一男．プロジェクト
摩擦 tribologist ー「米ぬか」
でつくった驚異の新素材．東京，
講談社，2002, 270p.

*5：林 聖子．産学連携による大
学発ベンチャーの現況と支援人
材〈特集産学連携による大学発
ベンチャー等支援機能〉．産業
立地．Vol.42, No.6, 2003.

*6：林聖子．産学連携による地
域振興の課題と展望．産業立地．
Vol.43, No.4, 2004.

写真１　堀切川 一男教授

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.siip.city.sendai.jp/cb_shinjigyo/fellow.html
http://www.siip.city.sendai.jp/cb_shinjigyo/terakoya.html
http://www.siip.city.sendai.jp/cb_shinjigyo/terakoya.html
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（図 2）の製品化・実用化に
成功している。

◆仙台堀切川モデル成
功の秘訣

１．堀切川教授の産学連携
への集中力・熱意・ス
キル・方針等の素晴ら
しさ

①堀切川教授の産学連携
による製品化への集中力と
熱意。②堀切川教授の技術
課題抽出力・問題設定力・
問題解決力*8 の素晴らしさ。
③堀切川教授の地域中小企
業のニーズありきの産学連
携が製品化・実用化に成功
するという確信。④企業からの技術相談には無料で対応し、共同研究によ
る製品化後のライセンスフィーは要求しないという堀切川教授の方針の潔
さ。⑤堀切川教授の各種共同研究において目標をミニマムに設定し、地域
中小企業に達成感と成功体験を経験させようという方針の明確さ。

２．制度上の良さ
①トップ会談「産学官連携ラウンドテーブル」で東北大教員の県や市へ
の協力体制が決定したこと。②御用聞き型訪問先企業との共同研究に公的
資金補助がないこと。③御用聞き型企業訪問を支援チームで行うことによ
る利益相反回避や信用度確保。

３．運用上の良さ
①東北大学堀切川研究室*9 の協力体制。助手山口健先生と大学院生等が

一丸となり、評価試験等に迅速に対応している。②訪問先企業（新たな需
要）を発掘できる村上氏の存在。③御用聞き型企業訪問支援チームによる
最初の技術営業までの一貫支援。

◆仙台堀切川モデルの課題と解決方策 *10

１．地域連携フェロー業務量過多
堀切川教授と製品化・実用化に成功した企業は横展開を希望し、成功を
聞いた他企業は相次いで相談に訪れ、地域連携フェロー業務量は過多と
なっている。宮城県の公設試へ橋渡しする仕組みの構築や地域連携フェ
ローの増員等の方策を講じることが急務である。

２．地域連携フェロー活動としての共同研究費用負担の増加
地域連携フェロー活動での企業との共同研究費用は堀切川研究室で負担
してきたが、増加の一途で、しかも筋違いなため、仙台市が負担する予算

図２　仙台市地域連携フェロー活動による実績
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*8：堀切川一男；林聖子．仙台
堀切川モデルにおける「課題抽
出・問題設定・問題解決」の手
法分析．産学連携学会第 5回大
会講演予稿集．2007.6.

*9：堀切川研究室
http://www.glocaldream.
mech.tohoku.ac.jp/

*10：林聖子；堀切川一男．仙台
堀切川モデルの発展要因と新た
なる制度設計．産学連携学会第
５回大会講演予稿集．2007.6.

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.glocaldream.mech.tohoku.ac.jp/
http://www.glocaldream.mech.tohoku.ac.jp/
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確保が必要である。

３．地域連携フェロー活動としての共同研究による製品化・実用化の知財
問題
地域連携フェロー活動で製品化・実用化に成功すると知財が生じるが、
従来その扱いが不明確であった。御用聞き型訪問先企業が最初から知財費
用等を心配すると製品化・実用化への意欲が薄れるので、東北大学では教
授が地域連携フェロー活動の中で発明した特許等は機関帰属とせず、共同
研究先企業が出願できる仕組みの導入を検討および試行中である。

◆仙台堀切川モデルの意義と展望
仙台堀切川モデルの成功は、地域中小企業が製品化・実用化できない最
後の数％の技術課題を大学教員が抽出し、問題設定し、解決支援すること
で、製品化・実用化が達成できることを明示し、地域中小企業、大学、地
方公共団体の 3者へ産学連携成功の可能性を示唆したという意味で、その
意義は大きい。堀切川教授のような大学人を見つけることは難しいが、他
地域でも仙台堀切川モデルが応用され、市場に受け入れられる地域中小企
業の製品化・実用化が進展することが期待される。

http://sangakukan.jp/journal/


新しい消火剤づくりに燃えた北九州市消防局
産学との連携で環境配慮・少水量型を開発

〈受賞理由〉
消防機関、地元企業、大学及び関連企業の密接な連携により、少水量かつ環境負荷
の少ない消火剤の開発と商品化に成功、さらにこの消火剤を使用する放射システム
の開発と新たな消防戦術を構築した。
①放水量が従来の約 1/17 に減少し、マンション火災等での水損を低減させること
ができる。
②消火剤の生分解に要する期間を、従来の合成界面活性剤消火剤の平均 2週間か
ら、1～ 2日に大幅に短縮し、環境負荷を大幅に低減できる。
③ノズル・ホース等の資機材の小型軽量化により消防隊員の負担が軽減され、少人
数での消火活動が可能となり、消火活動の効率・機動性が増大した。

（出所：「第 5回産学官連携功労者表彰 受賞事例説明資料」より抜粋）
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◆はじめに
放水量は激減し、環境にもやさしい̶私ども北九州市消防局は企業、大
学と連携し、全く新しいタイプの消火剤の開発に成功した。この開発と、
この消火剤を使った新しい消火システムの構築が評価され、今年の「第 5
回産学官連携功労者表彰」で、「総務大臣賞」を受賞した *1。
一般的に考えて、地方自治体に属する消防が産学官で何を行うのか、何
をして総務大臣賞を受賞したのかと疑問に思われる方が多いと思う。
今回は、その取り組みの経緯を含めた当局の産学官連携について紹介する。

◆受賞内容と開発動機
今回、総務大臣賞受賞となったテーマは「少水
量型消火剤の開発と新たな消火戦術の構築」であ
る。簡単に述べると、消防隊が火災現場で放水に
使用する消火剤と、その消火剤を活用した消火活
動の要領を開発・構築したものである（写真 1）。
そもそも「なぜ、消火剤が必要なのか」、「どこ
でも当たり前にある水ではダメなのか」と思われ
るかもしれないが、開発のきっかけは今から 12年
前の出来事にあった。
平成 7年に発生した阪神淡路大震災では、285
件の火災が発生し、559 人が火災で亡くなってい

山本　敏明
（やまもと・としあき）
北九州市消防局警防課長

*1：受賞者
高橋 道夫（シャボン玉石けん（株） 
専務取締役）
上江洲 一也（北九州市立大学
教授）
山家 桂一（北九州市消防局防災
対策部長）

北九州市消防局は、シャボン玉石けん（株）、北九州市立大学と連携して新しいタイプの消火剤を開発すると
ともに、それを使った消火戦術を築いた。放水量は従来と比較し激減。また、従来平均２週間かかっていた消
火剤の生分解を1～2日に短縮し、環境負荷を減らすことができる。ノズル・ホースなどの機材も小型軽量化
し、消防隊員の負担も小さくなる。産学官連携で開発を進めるに至った動機、開発の経緯などを紹介する。

写真1　消火実験の様子

http://sangakukan.jp/journal/
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る。この震災には全国から消防隊が駆けつけ、当局からも多くの隊員を被
災地へ送り込んだ。私自身も当局の副隊長として被災者の救出活動等に加
わった。
被災地における活動では、多くのことが障害となったが、特に大きな問
題となったのは、火災が発生し消防隊が現場に到着しても消火ができない
ということだった。地震で水道管もしくは消火栓が破壊され、大量の水を
確保できなかったからだ。そのため、多くの消防隊が大火を目の前にして、
なすすべのない屈辱を味わった。
このことを教訓にして、その後当局を含めた多くの都市が、少ない水で
も効果的に消火できる消火剤に注目し、その導入、または導入のための検
証を始めた。
こうした消火剤を使用すると少量の水で消火できるため、集合住宅等の
火災において階下への水損を防ぐことも可能なことがわかった。
しかし、問題点があった。当時、流通していた消火剤は外国製であった
が、消火の効果はあるものの、放水で消火剤が土壌や河川に流出した際に、
環境への負荷があることがわかった。そのため、当局では放水しても市民
に安心を与える環境配慮型の消火剤が必要ではないかと考え、その開発に
取り組むことになった。これが開発への第一歩だった。

◆連携始動までの経緯
開発にはさまざまな情報収集が必要であるため、まずは、平成 11 年 7
月、外国製消火剤を輸入し国内の流通に携わっていた（株）古河テクノマテ
リアル（本社・神奈川県平塚市）に当局の想いを伝えた。そして、環境への
配慮を実現するために、地元で天然石けんを製造していたシャボン玉石け
ん（株）（本社・福岡県北九州市）にも開発の協力を打診した。両社はいず
れも即答で快諾した。両社とも、事業として消火剤を開発する構想はなか
ったが、防災と環境への配慮というテーマでは、大いに関心があったため、
チャレンジしていただくことになった。
また、開発にはさまざまなデータを数値で表すことが必要で、特に環境
評価・生態への毒性評価を数値で表すには、ノウハウと実績が必要だった。
そこで平成 15 年 3月、地元の北九州市立大学（国際環境工学部、上江洲
一也教授）に依頼した。大学では当初、消火剤開発とは無縁として協力に
難色を示していたが、地域に貢献するという地方大学としての責務を感じ、
われわれの説得に応じてくれた。そして産学官連携による開発プロジェク
トが始動することになった。

◆開発プロセス
開発への道のりは平坦ではなかった。大学が開発に加わった平成 15 年
の時点で、既にシャボン玉石けん（株）が 200 種類を超えるサンプルを作
製していたが、消火剤としての発泡性や寒冷地でも使用できる温度条件等、
クリアしなければならない課題は多くあった。万全を期したはずのサンプ
ルが、消防車両の中で固まってしまったこともあり、途方にくれた時期も

http://sangakukan.jp/journal/
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あった。そして、各機関とも開発には前向きだったとはいえ、予算的には
限界を感じることもあった。
そんな矢先、平成 15 年 8月、1つの明るい知らせが届いた。総務省消
防庁の消防防災科学技術研究推進制度に当開発を応募していたが、その内
容が評価され、平成 15 ～ 16 年度の 2年間で 4,000 万円という多額の予
算を得ることができたのだ。
これで研究開発はスピード化が図られ、サンプル数は一気に 700 種類を
超えた。そして、多くのサンプルによる検証で、課題としていた発泡性・
温度条件・コスト面等の諸問題をクリアすることができた。消防車両内で
消火剤が固まってしまうことも解決された。
また、開発した消火剤の能力を最大限発揮させるために、消防車両メー
カーである（株）モリタの協力を得て、専用車両等ハード面の整備も同時に
行った。さらに、ソフト面でも隊員の活動要領を消火剤の使用に適した内
容に大幅に見直し、ハード面とのマッチングを図った。
そして、平成 18年 12 月に、阪神淡路大震災の辛い教訓から約 12年の
歳月を経て、環境配慮の少水量型消火剤が完成し、今年度から当局におけ
る全面運用を開始した。開発した消火剤は平成 19 年の春、商品化され、
既にいくつかの都市で導入が決定している。

◆連携成功の秘訣
今回の産学官連携による取り組みが成功したのは、取り組んだテーマに
対する明確な目的意識と社会構造の変化の中での必然性、そして関係機関
の真摯（しんし）な協力によるものだと痛感している。
他面、長期間に及ぶ連携となると、各機関が幾多の壁において安易な妥
協に陥るおそれがあるため、その際にもユーザー機関が常に主導権を握り、
開発を先導的に進めることが重要である。そして、ユーザー機関が今後の
開発に必要な課題を常に明確に示し、それに対して連携機関がおのおのの
得意分野を存分に発揮することが、実用化も含めた成功の秘訣ではないか
と私は考えている。

◆おわりに
地方都市でもマンション等の集合住宅が増加し、環境に対する世間の関
心も高まっているため、水損や消火後の生態系（環境）への影響等、2次的
な被害についても極力最小限に止めるよう、私たち消防機関は今後も尽力
していくところである。
そして、近い将来発生が危惧（きぐ）されている東海等大地震に対して、
過去の教訓から得た今回の取り組みが多くの都市で生かされることを願っ
ている。

http://sangakukan.jp/journal/
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◆堀切川教授との出会いが転機
プレファクト（株）（2006 年 4月設立）の前身の株式会社白田製作所は、
1974 年に下請け企業として山形県天童市に創業した。プレファクト（株）
が技術開発型ベンチャー企業へと転換を図るきっかけとなったのは、東北
大学堀切川一男教授との出会いであった。
1996 年に白田良晴社長が当時山形大学助教授であった堀切川研究室を
訪れると、米ぬかを原料とする炭素材料が置いてあった。早速、白田社長
は自社の主力製品である軸受に使えないかと検討した。米ぬかを焼き固め
た炭素材料（RBセラミックス）は軽く、硬く、耐摩耗性に優れ摩擦係数が
低いという特性を持っていることがわかった。こうして（株）白田製作所と
堀切川教授との共同研究がスタートした。

◆JSTの助成事業で開発に弾み
1996年当時、中小企業が国立大学と共同研究をすることは非常に少なか
った。このため、研究開発の申請の相談をしても中小企業はほとんど相手
にしてもらえなかった。（株）白田製作所が山形県の主催した首都圏での展
示会に出展したところ、科学技術振興機構（JST）のアドバイザーが関心を
示し、1997年の独創的成果研究育成への申請を持ちかけられた。早速申請
し、見事採択され、RBセラミックスの基礎がここで作られることになる。
1998 年には、（株）白田製作所は RB セラミックスを用いて世界初の潤
滑油を必要としない直線運動軸受の開発に成功し、現在、食品・薬品製
造の機械への導入や、半導体・液晶関連分野の洗浄工程等に活用された。
2001 年には国立天文台ハワイ観測所「すばる望遠鏡」の赤外線分析装置
の稼動部に RBセラミックスを利用した無潤滑直線運動軸受に採用された。
また、長野オリンピック（1998 年）でボブスレー日本代表チームが採用し
た低摩擦のランナー（氷と接触する刃）も RBセラミックス直動軸受の摩擦
理論の応用製品である。
山形県庁から助手として山形大学地域共同研究センターに出向していた
小野浩幸副センター長のコーディネートもあって、三和油脂（株）（山形県
天童市）が 1996年に RBセラミックスの量産工場を立ち上げる等、事業化
に向けた体制が本格化していった。ご存知の通り、白田社長は、2007年度
の産学官連携功労者表彰で堀切川一男東北大学教授、三和油脂（株）ととも
に科学技術政策担当大臣賞を受賞している。

◆RBセラミックスで身につけた高精密加工技術が企業再生の
エンジン
1999 年に親会社の業績不振から（株）白田製作所は和議申請に追い込ま

山形県東根市のプレファクト（株）は、東北大学堀切川一男教授との共同で米ぬかセラミックスを用いて、
世界初の潤滑油を使わない直線運動軸受を開発。開発を通じて身につけたノウハウで世界企業を目指す。

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

http://sangakukan.jp/journal/
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れた。再生できる企業は極めて少ないと言われる中、（株）白田製作所は見
事な再生を遂げた。その原動力は、RBセラミックスの開発を通じて身につ
けたさまざまな超精密加工技術であったという。
RB セラミックス直動軸受は加工が難しい素材である。このため、RB セ
ラミックスを用いた直線運動軸受の開発を通じて、さまざまな素材を超精
密加工できる技術を身につけていった。この特徴ある超精密加工技術を用
いて、市場は小さくても、付加価値が高い製品開発の受注が可能になり、
企業再生のエンジンになった。
また、東北経済連合会が主導した東北ベンチャーランド推進センター

（2001 年度～ 2005 年度）の支援対象企業となったことで、（株）白田製作
所は単なる下請け企業ではなく、技術開発力が高いベンチャー企業である
という認知も高まったことも大きかったという。

◆スイス シュネーベルガー社とパートナー契約
スイスは人件費が高く、資源の少ない国だが、一人当たりの所得は高く
質の高い豊かな経済力を誇っている。このスイスの経済力を支えているの
が技術力の高い中小企業である。これらの企業は高い技術力で市場規模は
小さくても付加価値の高い分野を切り開いている。
その代表的な企業である、スイスのシュネーベルガー社と（株）白田製作
所は、パートナー契約を 2001 年に結んだ。シュネーベルガー社は、直線
運動軸受の草分けで、高精度ガイドの規模とシェアでは、世界ナンバーワ
ンと言われている。世界に冠たるシュネーベルガー社とのアライアンスは、
高精密加工技術が世界に認められた証と言えよう。白田社長は、スイスの
企業をモデルとし、高い技術力で市場規模は小さくても付加価値の高い製
品群を次々と生み出したいと意欲的だ。

◆さらなるイノベーションの創出に向けて
2002 年度に仙台市に JST 研究成果活用プラザ宮城（現・イノベーション
プラザ宮城）が設立され、第１期（2003 年 2月～ 2005 年 9月）の育成研
究として高木敏行東北大学流体科学研究所教授と共同で「鏡面ダイヤモン
ドによる新しい滑りの創出」に取り組んだ。
本事業では、ダイヤモンドの硬さを利用することにより無潤滑で摩擦の
少ない滑りを実現し、次世代半導体製造に必要とされるクリーンルームや
油の使用不可な高純度な分野への応用を目指している。既にプロトタイ
プもできており、現在は量産技術の確立に取り組んでいる。プレファク
ト（Prefact）とは、precision（精密）、factory（工場）を略した造語である。
つまり、超精密加工技術を誇る工場という意味だ。プレファクト（株）は
米ぬか、ダイヤモンドを用いた新しい滑りの開発を通じて、技術ノウハウ
をさらに蓄積し、世界的な技術開発型企業に向けて着実に前進している。

プレファクト（株）の概要（所在地：山形県東根市　URL：http://www.prefact.co.jp/） 
 代表取締役：白田良晴氏 設立：2006 年 4月
 資本金：4,720 万円 従業員数：35名

http://sangakukan.jp/journal/
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日本全国で中小企業と大学や公設試験研究機関（公設試）などとの連携
の必要性が叫ばれており、実際に盛んに行われている一方で、現実には新
製品の開発などなかなか成果へと結び付いている事例が少ない。HoPE*2

（Hokkaido Platform Entrance、2001 年設立） は中小企業にとっての大学な
どの敷居の高さを取り払い、中小企業のニーズに応えるかたちで大学や公
設試などが連携し、着実な成果を生みだしている貴重な事例である。大規
模大学と中小企業の連携は、成功事例の少ない組み合わせであり、HoPE
の 6年間の活動は試行錯誤の連続だった。いや、現在も試行錯誤の真った
だ中にいる。

◆地域産学官連携のフローとHoPE
産学連携の実践では、①「学の技術を産へ移転」するプロセスとともに、②

「産のニーズに学が応える」プロセスが並行する。②のプロセスは特に地域に
密着した産学連携活動にとって重要性が増す。このプロセスのスタートは商品ア
イデアの形成、ゴールは商品の販売である。スタートからゴールまでには「アイ
デアの形成→概念設計⇔開発研究⇔マーケティング⇔試作→商品生産→販売
企画→販売」といったステップがある。アイデアの形成には、「企業人̶研究者
（大学・高専・公設試）̶ 金融̶自治体̶財団など」の関係者が気楽に話せる
プラットホーム型サロンが機能する。概
念設計のステージでは、公設試や学の研
究者の一般的知識が重要となり、専門的
な産学の共同研究は概念設計をもとにし
てコーディネートされる。その成果をも
とに試作が行われ、同時にマーケティン
グが行われなければならない。「売れる商
品」を絞り込めば商品の生産のための企
業連携と販売企画が必要であり、販売に
向けて販社とのアライアンスを形成でき
ればゴールに近づく（図 1）。HoPE は発足
当初の学官のコーディネータ主導型の活
動から、次第に企業主導の活動に変化し、
イノベーションを支えるシステムとして

荒磯　恒久
（あらいそ・つねひさ）
北海道大学 教授、創成科学共同
研究機構リエゾン部長、知財・
産学連携本部 事業化推進部長／
本誌編集委員

産学官連携システムによるイノベーションのフロー
ベンチャー企業

既存企業

ビジネスモデル

会社設立

コア技術の知財化
技術経営の確立

科学技術情報
インキュベーション施設
ファイナンス

商品アイデア 概念設計 研究開発 試作 市場開発 生産 販売企画 販売

アイデア創出のサロン・
プラットホーム

科学技術情報
社会ニーズの把握

公設試との共同研究

学との共同研究・知財化

求心力となる科学技術と専門的情報の蓄積

知財の発掘、市場を見据えた知財の強化戦略

初期投資とその目利き 事業への投融資

関連企業のアライアンス 販社とのアライアンス

インキュベーション施設、技術評価、金融との連携

：必要な機能
：機能を支える要素
：システムが推進支援
：企業が主体で推進

北海道中小企業家同友会*1産学官連携研究会（HoPE）は先駆的な産学官連携活動で知られる。地元の中小企
業が抱える技術的課題、ニーズを、大学や公設試験研究機関が支援し、着実な成果を出している。その組
織、産学官連携の世界に占める位置付けなどを解説する。

*1：北海道中小企業家同友会
1973年に設立した地元中小企
業経営者の団体。会員数4,989社。
http://www.hokkaido.doyu.
jp/

*2：HoPE（北海道中小企業家
同友会産学官連携研究会）
http://www.hokkaido.doyu.
jp/hope/

図１　企業イノベーションのフローと対応する産学官連携の機能。このフローを実現
するためには組織的なコーディネーションが必要である

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.hokkaido.doyu.jp/
http://www.hokkaido.doyu.jp/
http://www.hokkaido.doyu.jp/hope/
http://www.hokkaido.doyu.jp/hope/
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図 1に示したフローの総合的マネジメントを目指している。

◆HoPEの組織
HoPE の構成員は、企業経営者、大学や公設試の研究者、産学連携支援
組織のコーディネータ、行政、金融、弁理士、さらに地域の企業支援、産
業振興にかかわる人々が加わる。組織上、会員は会社が単位となって年会
費（1万円）を納め、研究者等はアドバイ
ザーとして登録される。現在、会員数は
240 社、アドバイザーは 30 機関、350
名以上である。組織体制は産側に世話人
会と事務局があり、さらに産学官から構
成する企画委員会と運営委員会をおいて
セミナー（例会）やHoPE の将来設計を行
い、全体の意思決定をする。例会での交
流をもとに、産が主体となって研究会が
組織され、それぞれが例会を開催しなが
ら特色のある発展を続けている（図２）。

◆HoPEの研究会
現在 9つある研究会（表１）の特徴も産主導にある。「凍結路
面対策研究会」は一貫して凍結路面を解消する舗装技術を追求し、
新工法を確立している。「北海道フードクラスター」は北見に本
拠地を置き、小麦、大豆を中心に生産方法の高度化（精密農法、
地域による気象の差を精密にとらえた作付け、IT の活用など）か
ら、製品の高付加価値化（免疫賦活性、機能性食品、ゼロエミッ
ション等）までを包括する総合的な農業の高度化に取り組んでい
る。「マーケティング研究会」の前身は 2002 年に発足した「も
のづくり研究会」であり、ここから共同受注からのリエゾンを商
品とするベンチャー企業（株）プラウシップが誕生し、ものづく
り研究会を発展的に解消してマーケティング研究会が立ち上がっ
ている。
HoPE 発足以来の新技術による売り上げ総額は 15 億円。現在まで、38
件に上る研究開発助成採択や多数の特許取得によりHoPE 発新製品の売り
上げはさらに伸びることが期待される。

◆HoPEの機能
HoPE の活動の基本原理はマーケットプル型のマッチング形成と事業化
までのネットワーク形成にある。ポイントは 2つあり、第１は「企業経営
者の技術革新に対する意欲」である。HoPE で毎月行われるセミナー（例
会）はシーズの紹介より技術革新に対する意欲の喚起を重視し、先端技術
の紹介はもとより、技術革新を基盤とした事業の成功例の紹介、企業家の
理念、マーケティングに関するケーススタディなどを含む多彩なものであ

組織のしくみ 成長のしくみ

のしくみ

企　業

事務局 運営
委員会

リエゾン
型企業

アドバイザー

大学公設試
支援機関

HoPE
例会

会員
世話人会企

画
委
員
会

研究会

事業化
プロジェクト

発展の支援

事
業
化

世話人

顧 問

2002年 凍結路面対策研究会
2002年 情報未来研究会
2002年 未利用特許活用研究会
2002年 北海道フードクラスター
2003年 北海道海洋深層水研究会
2003年 建設関連研究会
2004年 循環・資源活用研究会
2006年 未利用熱を利用した融雪研究会
2007年 マーケティング研究会
 （ものづくり研究会の発展形）

HoPEの研究会

図２　HoPEのしくみ

表１　HoPEから生まれた産主体の研究会

http://sangakukan.jp/journal/
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る。ポイントの第２は「研究者の幅広い一般的知識の活用」である。特に
大学の研究者の研究課題は先鋭的であり高度に専門化している。研究の
面から見るとその専門的分野の研究から自然界の一般的法則を見いだし、
もって人類社会に貢献するものであるが、企業ニーズに応えるレベルとは
異なる。研究者は、しかし、その分野の一般的知識を広く持っていてこそ
深い専門領域の研究が可能になるのであり、膨大な量の一般的知識を持っ
ているものである。企業人の意欲と研究者の幅広い一般的知識の接触は、
新規事業アイデアを生みだす豊かな土壌となる。通例、研究者のデータ
ベースでは専門分野しか知ることができず、一般的知識を活用するために
はヒューマンネットワークが必要となり、コーディネータの活躍の場の一
つはここにある。新たなアイデアを製品化にまでもって行く道筋は、近年
わが国では整ってきている。これらに関して必要な場面で必要なアドバイ
スを行うこともHoPE の目指す機能である。

◆HoPEの点描
セミナーを主体とした例会の後では交流会が行われる。写真 1は、初代
代表世話人、関 幸夫氏 *3 の労をねぎらう花束の贈呈、写真 2は交流会の最
後に半ば恒例化した「手つなぎ万歳」である。多様な分野、多様な地域か
らのキーパーソンが和気あいあいと手をつなぐ。明日からの創造
活動へのスタートである。
産と学という異質なものがモザイク状に入り混じるHoPE 例会、
そこから別な「色」を持った研究会が生まれ、さらに事業化プロ
ジェクトを形成して事業形成に至る。どこか生物の成長・分化を
思わせるスキームが現在のHoPE の姿である。

写真２　HoPE 例会の締めくくりでの「手つなぎ万歳」。この写真では岩手、神
奈川、福岡からの参加者の顔も見える

写真１　HoPE設立に尽力した初代代表世話人の
関幸夫氏

*3：日本システム機器株式会社 
代表取締役
http://www.n-sys.co.jp/

http://sangakukan.jp/journal/
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◆HoPEの成り立ちとその特徴
HoPE*1 は 2001 年に正式に発足した。きっかけは、北海道で開催した中
小企業家同友会全国協議会全国総会における産学連携の分科会。「交流する
だけでなく、ビジネスを生み出せる産学官連携に取り組もう」という気運が
高まり、北海道中小企業家同友会のメンバーと北海道大学荒磯恒久教授 *2 と
が方向性を決めるための話し合いを重ねて実現した。
  「一番大変だったのは、異業種交流の仲良しクラブにはしないことと、成果
を求めてやっていくことの2つ」と、二代目代表世話人で三晃化学（株）*3

代表取締役の渡邊民嗣氏（写真 1）は語る。他の異業種交流の会と異なるの
は、産業を最初から意識して立ち上げているところである。また、事務局
が積極的に活動しており、会社でいえば総務部のように全体を見渡し、さ
まざまな意見を形にしている。もともと同友会のメンバーなので、ニーズ
を持つなどやる気のある人が集まっている。大学教員や公設試の研究員が
学や官を紹介するという仲介役として機能し、効率良い仕組みが出来てい
る。認知度が上がり、安心して付き合えることから「HoPE の会員です」
と言うと対応が全く異なるということである。
それまでの産学官連携は、一企業と大学の一先生などとが行うものだっ
た。それを誰でもができるように、産学官が集まる勉強会の場をつくった。
勉強の次は交流をする。勉強会だけでは時間がたつに従って活動頻度が少
なくなってしまうが、交流を行うことによってアイデアや悩みなどを交換
できる。定例会は月 1回。その後の交流会は、行政の方に相談に乗って
もらうという点から行政関連の施設を活用することが多いという。特定の
テーマに関心を持った人たちが中心となり研究会が運営されている。その
ほか、運営方針を決める運営委員会、その方針に基づいて定例会の企画を
決めていく企画委員会がある。特徴的なのは、この会の主役である産業界
のメンバーでのみ構成され、産業界としての意見の取りまとめを行ってい
る世話人会の存在である。以下、実際の取り組みについて見ていきたい。

◆産学官連携により自身が変わる、地域を変える
博物館の立体模型製作などを行っている（株）ウエザーコック *4 は、
1984 年の小樽博覧会でネットワークを用いたカラーのゲームを発表した
り、3次元 CGを開発してNHKタイトルに使われるなど、時代の先端を行

遠藤　達弥
（えんどう・たつや）
財団法人 全日本地域研究交流協会 
事業部次長

HoPEの通称で知られる北海道中小企業家同友会産学官連携研究会は、新製品開発、新事業創出など産学官
連携の成果を着実に生み出している。その成り立ちと特徴、幾つかの成功した連携事例をキーパーソンの取
材を通じて明らかにする。

*1：HoPEは、Hokkaido Platform 
Entranceの頭文字をとったも
のであり、北海道中小企業家同
友会産学官連携研究会の英語名
の略称である。

*2：荒磯恒久：北海道大学創成
科学共同研究機構リエゾン部長
http://www.cast.hokudai.
ac.jp/

*3：三晃化学（株）
http://www.sankou1.com/

写真1　渡邊 民嗣氏

*4：（株）ウエザーコック
http://www.weathercock.
co.jp/
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く技術に取り組んできた。
同社の山本一枝専務取締役（写真 2）がHoPE と出会ったのは、設立直前
に関幸夫前代表世話人（日本システム機器（株）社長）から話を聞いたこと
がきっかけである。そのとき、「産学官連携が、きっと新しい日本をつくる
だろうと直感した」という。
実際に、最初に参加した会議で荒磯教授などと出会い、その場で今まで
開発したかった技術について相談したところ、工業試験場 *5 の研究者や北
大の教員を紹介してもらうことができた。その結果、補助金を受け、コン
ピュータで製作したデータをもとに 3次元の造形物を自動で製作できる装
置を開発した。そのデータと利用方法について、地質や地形などの学問的
な専門分野に踏み込んだ勉強もすることになったし、国際学会などにブー
ス出展することで、地球環境の現状と対策について研究者から多くの情報
を得た。地方の一企業にとっては遠い存在だと思っていた課題が、身近な
問題としてとらえられるようになるなど、非常に大きな変化が起こったと
いう。
山本氏は情報未来研究会を設立したり、メーリングリストやホームペー
ジの立ち上げなど情報の行き交う場所をつくることに力を入れるなど、
HoPE の中で率先して活動も始めている。
  「デザインによって社会を変えるといった思想の影響を受けており、やっ
とそれを実現できる役割を得られた。人があって、地域があって、バー
チャルじゃない形ができる。デザイナーとしてこんな面白いことはない。
最も楽しく、有意義な仕事だと思ってやっています」と山本氏。頼もしい
言葉である。

◆活用技術を求める中小企業型の産学官連携
北原電牧（株）*6 は HoPE 参加をきっかけに乳牛の自動給餌システム

「マックス」を開発し、現在では新連携支援制度の認定を受けた活動にまで
至っている。
北原慎一郎社長（写真 3）は HoPE 設立にかかわったメンバーの 1人。
マックスの開発には道の産業クラスター形成を支援する事業を活用したが、
それはHoPE 立ち上げのためのシンポジウムで（財）北海道科学技術総合振
興センター *7の部長と出会ったのが縁だった。一般的に産学連携というと、
大学のシーズを商品化に結び付けるといったことを考えることが多いが、
マックスの場合は元となる技術などは企業が持っていた。中小企業が主体
のHoPE の活動に通じることであるが、「大学に対しては活用技術などのノ
ウハウ、研究成果に期待している」という。餌の種類や与え方によって乳
量が増えたり、牛が健康になったりするが、マックスの場合、家畜栄養学
が専門の大学の教官から給餌システムの活用技術を教えてもらい、より高
度に牛を飼っていく機械に脱皮できた。
北原社長にとってHoPE とは、産学官が本当の意味で同じ立場でものを
言ったり、考えたり、取り組んだりできる場である。単に産学官連携を
やったら商品化がうまくいき、突然道が開けたなどということにはなら

写真2　山本 一枝氏

写真3　北原 慎一郎氏

*6：北原電牧（株）
http://kitaharadenboku.com/

*7：（財）北海道科学技術総合振
興センター
http : / /www.noas tec . jp /
index2.html

*5：北海道立工業試験場
http://www.hokkaido- ir i .
go.jp/
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ない。もともと商品化自身、打率が低いということから考えれば、今の
HoPE の取り組みは非常に可能性に富んでいて、打率を上げるためには、
それぞれのいろいろな経験を開示することが大事である。例えば、新商品
を出す場合に、とりあえず試作品はできるが、それよりも実際に販売する
ことが非常に難しい。マックスの商品化を通して、北原社長は「初年度で
一番大事なのは、数多く売ることじゃなくて、いいお客さんに数少なく売
ることであり、完全に満足してもらうこと」ということを実体験した。そ
してこのような先駆的な事例をHoPE の場で体験として互いに共有できる
仕組みが非常に大事なことになっている。

◆「凍結路面対策研究会」による取り組み
HoPEの「凍結路面対策研究会」（写真4）は最終的に（株）よねざわ工業 *8

を中心に共同開発を進めており、現在は、地下水を地表まで循環させて融
解させるという省エネ型の方法を用いた開発の最終段階に入っている。札
幌市の中心部で行った試験によると、道路に敷設したブロック上だけは雪
が溶け、凍結しないという効果が出ており、実用化も間近である。
研究会の発端は、交流会でたまたま並んで座った上山試錘工業（株）*10

会長の上山博明氏と（株）白石ゴム製作所 *11 社長の千葉武雄氏（写真 5）が
意気投合し凍結路面対策というテーマが持ち上がったこと。当初は、企業
だけの連携であり、2001 年に地域新生コンソーシアム研究開発事業（地
域コンソ事業）に提案したが不採択であった。
翌 2002 年に HoPE の研究会として位置付け、「この指とまれ」方式で会
員の中から募ったところ約 30 社の参加希望があった。このとき、荒磯教
授の紹介で北大の名和教授 *12 にアドバイザーを依頼し、オブザーバーとし
て工業試験場に入ってもらった。名和教授は、参加希望者に凍結対策につ
いてアイデアを求め、最終的には、エネルギーを使って積極的に道路を温
めて溶かす方法と、できるだけエネルギーを使わないで行う方法の 2つの
グループに分けた。また、自らお金を出しても事業に参加するような、本
気の企業だけが参画するようにし向けていった。その結果、2003 年に地
域コンソ事業に申請する段階では 5社のコア企業に絞られ、採択された。
地域コンソ事業終了後も他の助成制度を用いて開発を進めている。
この凍結路面対策研究会は、交流会や研究会により意識が共有化され、
開発が進んでいくというHoPE の考え方を実践している事例である。

◆夢を形に ̶株式会社プラウシップの挑戦̶
  「産学官連携や商品開発への取り組みが進まないのであれば、自らがそれ
を助ける会社をつくってしまおう」。これが 2005 年に白石ゴム製作所の千
葉社長が（株）プラウシップ *13 を設立した理由である。
当初は、悩みの共有や連携を目的にものづくり研究会を開催していた
が、売れ行きの可能性まで考えると二の足を踏んでしまう企業が多かった。
HoPE を基盤とした小規模企業が連携して、小ロット製品の受注・開発を
行う「北のブランドものづくり工房」が（株）プラウシップである。

*13：プラウシップとは、鍬や
耕すという意味を持ち、北斗七
星の英語の別名でもある “plow”
に能力を表す “ship” を付けて、
「北の開拓者精神」という意味を
込めている。
http://www.plowship.com/

写真４　凍結路面対策研究会のメ
ンバー
左から（株）よねざわ工業代表取締
役社長 米澤 稔氏、上山試錘工業
（株）会長 上山博明氏、宮脇大木
建設（株）*9 取締役 宮脇博嗣氏 

写真５　千葉 武雄氏

*12：名和豊春：北海道大学大
学院工学研究科教授

*8：（株）よねざわ工業
http://www.yonezawa-k.co.jp/

*9：宮脇大木建設（株）
http://www.miyawaki-k.com/

*10：上山試錘工業（株）
http://www.ueyama-shisui.
co.jp/

*11：（株）白石ゴム製作所
http://www.rubber.co.jp/
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  （株）プラウシップの特徴は、大学や公設試、産業支援機関などのメンバー
も加わった運営委員会で、ビジネスとして成り立つかどうかを検討し、実
際に開発するかどうかを判断していること。開発には出資の 3社だけでは
なく、必要に応じてネットワークも活用しており、今までに、男爵イモ乾
燥実用試験機や（株）北海道アルバイト情報社 *14 からの依頼によるジンギ
スカン電気鍋、札幌スタイル・デザインコンペティション入選作である雪
の結晶型をした紙せっけんの商品開発などを行ってきた。
千葉武雄代表取締役社長は、HoPE 設立前から北大などと着氷防止エア
マットの開発などを手掛けていたが、HoPE 設立後は、連携を生かして融
雪ヒーターマットや子牛温熱マットなどの商品化を積極的に行っている。
子牛温熱マットについては三晃化学（株）が販売代理店になるなど販売面の
連携も行われている。
  「私にとってHoPE は生きがい、私そのものかもしれないです」とは千葉
社長。連携で新しい事業に取り組み利益を上げるまでには時間がかかる。
しかし、ある程度実績として残せなかったら、先生方は中小企業を相手に
してくれないという危惧（きぐ）を持っている。とにかく一生懸命やってく
れた先生方を大切にしたい。そのためにも、自らが蓄積してきたノウハウ
をまだやっていない人たちに伝えていきたいの思いを抱いている。

*14：（株）北海道アルバイト情
報社
http://www.haj.co.jp/
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http://www.haj.co.jp/


産業クラスターの自立化と産学連携を
活用できる中小企業
カギは外部の科学的知識や技術を活用できる「技術吸収力」
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先月号（2007 年 9 月号）の拙稿「地域クラスターの東海モデル 大企業
主導型のクラスタープロジェクト」において、東海地域を事例として、産
業クラスタープロジェクトが自立化できる可能性を示すひとつのタイプと
して地域経済圏の中核を担う大企業が主導するパターンがありうることを
述べた。本稿では、よりオーソドックスなタイプである、地域の力ある中
小企業が主導して産業クラスタープロジェクトの自立化を目指す場合を想
定し、どのような中小企業が、産業クラスター形成や産業クラスタープロ
ジェクトの自立化の担い手として期待できるかについて述べたい。

◆欧米のクラスター概念との違い
先月号でも述べたように、産業クラスター計画および知的クラスター創
成事業に見られるわが国クラスター政策の政策文脈におけるクラスターあ
るいは産業クラスターとは、単純化して言えば、「産業集積の構成主体間
に、産学連携および企業間連携（新技術・新製品・新事業の開発を目的と
するもの。以下同じ）からなるネットワークが発達した状態である」とと
らえることができる。
マイケル・ポーターをはじめとする欧米のクラスター概念におけるネッ
トワークは、受発注取引関係からなる生産分業ネットワークの比重が高く、
地域における緊密な生産分業ネットワークがイノベーションに貢献すると
いうロジックである。これに対して、わが国では、生産分業ネットワーク
はすでに発達し、かつ、グローバルな競争環境変化の中で自律的に変容を
遂げているのであり、新たに必要なことは、生産分業ネットワークの構築
ではなく、イノベーションを生み出すための多様な技術や知識の連携やそ
のような連携が網の目のようになったネットワークを形成することであり、
それがクラスター政策の主眼となっている。

◆担い手企業の要件は技術吸収力（Absorptive Capacity）
従って、産業クラスター形成の担い手になれる企業とは、産学連携や企
業間連携を自らの製品、事業に有効に活用でき、従って、産学連携や企業
間連携にメリットを感じ、産学連携や企業間連携に積極的に取り組む動機
を持った企業でなければならない。大学や他の企業など外部の科学的知識
や技術を有効活用できる能力は、技術吸収力（Absorptive Capacity）（参考
文献 Cohen W. M.；D. A. Levinthal. Innovation and Learning：the Two Faces 
of R&D. The Economic Journal, Vol. 99, 1989, p.569-596.）と呼ばれる。

児玉　俊洋
（こだま・としひろ）
京都大学経済研究所 教授／
本誌編集委員

産業クラスタープロジェクトには幾つかのタイプがあるが、地域の力のある中小企業が主導する一般的なタイ
プの場合、産業クラスタープロジェクト自立化の担い手として期待される中小企業に求められる能力は、外部
の科学的知識や技術を有効活用できる「技術吸収力」である。

http://sangakukan.jp/journal/
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つまり、産業クラスターの形成や産業クラスタープロジェクトの自立化
には、技術吸収力のある地域企業群が必要である。技術吸収力のある地域
企業は、知的クラスタープロジェクトにとっても、研究開発成果を活用で
きる企業である。われわれは、そのような企業の典型として、「製品開発
型中小企業」を定義し、これまでに主として 2つの地域で調査を行った。
ひとつは東京都多摩地区を挟んで埼玉県南西部と神奈川県中央部に広がる
「TAMA（Technology Advanced Metropolitan Area）」、もうひとつは京都市
近郊から滋賀県南部にかけての「京滋地域」である。

◆製品開発型中小企業と基盤技術型中小企業
製品開発型中小企業とは、製造業において、設計能力と自社製品の売り
上げがある中小企業として定義する *1。ここで、自社製品とは、自社の企
画、設計に基づく製品であり、部品および他社ブランド向け OEM供給製
品を含む。調査対象を「研究開発型中小企業」ではなく「製品開発型中小
企業」としたのは、研究開発をしているだけでは製品を市場化できる真の
開発力があるかどうかわからないからである。市場ニーズを把握したうえ
で製品を企画、開発できる力の有無を見極めるため、設計能力と自社製品
の売り上げの有無に注目した。
製品開発型でない中小企業（「非製品型中小企業」と呼ぶ）の大部分は、
製造業の基盤的な加工（切削・研削・研磨、鋳造・鍛造、プレス、板金、
メッキ・表面処理、各種部品組立、金型製作など）を担う「基盤技術型中
小企業」である *2。基盤技術型中小企業は、大企業と製品開発型中小企業
の製造工程の外注先として機能しており、また、高精度、短納期の発注に
対応できる高度な加工技術力を持った基盤技術型中小企業も多く、その先
進的な形態として「試作加工」に特化した企業も存在する。しかし、基盤
技術型中小企業の業務の多くは受託加工（いわゆる下請加工）であって、そ
れ自身の製品開発機能は持っていない。

◆TAMAと京滋地域の製品開発型中小企業
製品開発型中小企業は、まず、通産省関東通産局（現、経済産業省関東
経済産業局）が 1996 年度にのちに TAMAと呼ばれる広域多摩地域を対象
に実施した調査によって注目すべき存在として浮上した。私は、独立行政
法人経済産業研究所（以下、RIETI）で 2003 年 3月に TAMA企業のアンケ
ート調査を実施し、TAMAの地域の製品開発型中小企業が、研究開発に積
極的でその成果も高く、産学連携や企業間連携を研究開発成果につなげる
力が高い、すなわち、技術吸収力が高いことを確認した *3。
さらに、2006 年 11 月から 12 月にかけて、RIETI と京都大学の共同研
究として京滋地域を対象として調査したところ、同地域にも同様の特徴を
有する製品開発型中小企業が多数存在し、光・画像処理、計測・測定・分
析、液晶・プラズム・半導体製造、電子部品をはじめとする先端技術分野
に属する多様な要素技術を保有していることを確認した *4。代表的な指標
として、京滋地域の製品開発型中小企業についていくつかの指標を掲げ
ると、対売上高研究開発費比率では全国平均を上回り、研究開発成果指標
（直近 3年間の特許出願件数、新製品件数、工程・加工法に関する新技術

*1：以下は、製造業関連分野を
対象とした議論である。

*2：非製品型中小企業には、他
に、研究開発を行っているが自
社製品の市場化には至っていな
い「研究開発型中小企業」が含
まれる。

* 3： h t t p : / / w w w . r i e t i .
g o . j p / j p / p ub l i c a t i o n s /
summary/05090000.html
ほか参照。

*4：http://www.kier.kyoto-u.
a c . j p / c a p s / c h o s a h y o /
chosahyo_1.pdf お よ び http://
www.rieti.go.jp/jp/publications/
summary/07030018.html 参照。
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件数）においても、非製品型中小企業を大きく上回っている。また、産学
連携を実施している企業は急増している *5。

◆TAMAプロジェクトをけん引する製品開発型中小企業
関東経済産業局によって見いだされた製品開発型中小企業を核として、
産学および企業間連携を促進する（社）TAMA産業活性化協会が 1998 年 4
月に設立された（社団法人化は 2001 年 4月）。同協会は、これまで、会員
数を増やし、連携事例数も年々増加傾向にあるなど、産業クラスター計画
のモデル的なプロジェクトとして成長している（2007 年 6 月の産学官連
携推進会議で経済産業大臣賞受賞）。TAMA協会の活動の活発さは、直接
的には協会トップのリーダーシップと協会事務局の活躍によるところが大
きい。しかし、それが可能となっているのは、企業をはじめとする会員の
強い関心と理解と参加があるからである。企業会員の多くは製品開発型中
小企業と製品開発型への脱皮を図る基盤技術型中小企業であり、これら企
業の参加が、TAMA協会の活力の源泉となっている。

◆先端政策公開シンポジウム「技術革新の担い手となる中小企
業とは～京滋地域クラスターの可能性～」を開催予定
京滋地域の調査で明らかになった製品開発型中小企業の中で、関西地域
の産業クラスタープロジェクトである「関西フロントランナープロジェク
ト：Neo Cluster」や京都の知的クラスタープロジェクトである「京都ナノ
テククラスター」への参加企業は、今のところ非常に少ない。しかし、製
品開発型中小企業が参加、あるいは、これらを基点とする産学連携、企業
間連携が広がることによって、これらのクラスタープロジェクトや滋賀県
版経済振興特区制度の対象地域である「びわこ南部エリア」が活性化する
ことは間違いない。
京都は、もともと、世界的に活躍するハイテク企業の集積地として、ま
た、ベンチャー企業を育成する環境が優れた地域としての評判を得ている。
いまだ広く名を知られてはいないものの開発力に優れた多数の製品開発型
中小企業が加わることは、京都圏域の地域的イノベーションシステムの形
成に大いに寄与することと考えられる。
そのような可能性を検討するため、京都大学経済研究所と（独）経済産業
研究所は、11月 19日（月）に、先端政策公開シンポジウム「技術革新の担
い手となる中小企業とは～京滋地域クラスターの可能性～」を開催（開催場
所：京都大学）するので、ご関心の多数の読者のご参加をお待ちする *6。

*5：参考資料「京滋地域の製
品開発型中小企業の主要指標」
（PDF：33kb）

*6：開催概要については http://
www.kier.kyoto-u.ac.jp/caps/
workshop/sympo2007_4.
html を参照。
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◆リスクなしにイノベーティブな仕事はできない
イノベーティブな仕事を成し遂げようとするとき、必ずリスクが伴い、
このリスクを誰かが負うことからプロジェクトが始まる。リスクとは「危
害・損害などに遭う高い可能性」「自ら覚悟して冒す危険」と辞書にある
が、特に日本ではリスクを前者のようなネガティブなイメージとしてとら
えがちである。しかし決してそうではないし、ネガティブな意味で使って
はクリエーティブな仕事を進めることはできないであろう。
フロントランナーになることをよしとしなかった日本の文化的背景の下
では、積極的にリスクを取ろうとしない人が多く存在しても不思議ではな
かった。さらに、キャッチアップ型産業構造の中でオリジナリティーを必
要としないセカンドランナーでの成功体験を忘れることができない日本人
が多くいることも事実である。
積極的にリスクを取るということは責任を取ることに等しい。日本社会
は、責任分散型、つまり個人に責任を持たせるのではなくみんなで責任を
負うという体質といわれる。“お上”（役人・官僚）の責任にしてしまったり、
あるいは “お上” に頼りたがる体質が強いとも指摘される。こうした責任
分散型の体質から逃れることができないのであれば、リスクを伴うフロン
トランナー型の研究開発を行うことは非常に難しいということになる。

◆情報を共有するためのコミュニケーション
ではどのようにすればよいのか。リスクの本質は何かを理解し、心構え
の上でも行動の上でも準備し、対処するための手段を持たなければならな
い。論理的にリスクを分析する必要がある。
対処法の一つとしてリスクコミュニケーションという概念がある。さま
ざまな立場の人々の間で情報を共有するための方法である。その中心にな
るのがコーディネータということになろう。
情報のコミュニケーションには発信者と受信者がいるが、発信側の意図
が何であれ、受け取った側がどのように認識し、理解したかがすべてを決め
る。いくら重要な情報を伝えようとしても相手が理解してくれなければ何に
もならない。相手が理解できないような難しい言葉を使って説明しようとし
ても賛同は得られない。発信者と受信者の間に立つのがコーディネータであ
り、コーディネータの役割の重要性を再認識しなければならないだろう。

千葉　敏行
（ちば・としゆき）
有限会社バイオメディカル総合研
究所 代表取締役

イノベーティブな仕事には必ずリスクが伴う。リスクを分析し、それに対処しなければならない。対処法の
1つが情報を共有するためのコミュニケーションで、コーディネータが重要な役割を果たす、と説く。

http://sangakukan.jp/journal/
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◆コーディネータの役割の重要性
大学発の研究成果を産業化に結びつけるために、例えば、（独）科学技術
振興機構（JST）の地域科学技術振興事業に応募したとしよう。このときの
コーディネータの役割こそが、実はリスクコミュニケーションにおける中
核の機能なのである。
まず科学的かつ客観的なリスク評価を行い、研究成果の価値について検
討する。事業化に向けて知的財産戦略のための追加実験が必要となれば、
大学の先生方にその必要性を理解してもらう。
次に研究成果を応募要項に従って提案書にするときにも、リスクをクリ
アするための戦略が必要である。産業化を意識し、実際の製品をイメージ
し、市場調査、試作品の作成、試作品の評価、従来品との差別化ポイント
の明確化などにかかわるリスク評価を行う。
こうしたリスク管理では、発信者（大学の先生）と受信者（JST の評価委
員）の間に立つコーディネータがその役割を発揮しなければ、すばらしい
プロジェクトも埋もれてしまう結果となりかねない。

◆求められるコーディネータの育成
  「リスクを取りたがらない日本人」というタイトルで意見を述べてきたが、
「リスクをどのように取ってよいか訓練されていない日本人」と言い換えた
方が表現としては正確かもしれない。いずれにしても論理的にリスクを取
ることこそが技術立国日本を実現させることになるし、そのためのリスク
コミュニケーションで重要な働きが期待されるコーディネータをまず育て
ることが、今の日本での重要課題であるということを結論としたい。

http://sangakukan.jp/journal/
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イノベーション・ジャパン2007̶大学見本市

展示会、新技術説明会は大学の研究成果を
ビジネスにつなぐ仕組みとして定着
̶展示会来場者、前年比12％増の3万2,000人
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  “わが国最大規模の産学マッチングの機会” を旗印とする「イノベーショ
ン・ジャパン 2007̶大学見本市」が 9月 12～ 14の 3日間、東京・有楽
町の東京国際フォーラムで開催された。今年が 4回目で、来場者は大幅に
伸びた。
イノベーション・ジャパンは、技術シーズをパネル、映像、資料、デモ
ンストレーションなどで見せる「展示会」、技術シーズについて研究者自
らが実用化を展望したプレゼンテーションを行う「新技術説明会」、産学
連携、技術移転、技術経営などさまざまなテーマに関する「講演・セミ
ナー」̶の 3つの部門で構成している。いずれの部門もにぎわいを増し、
今回の来場者総数は前回より 4,510 人（11.4％）多い 4万 4,160 人だった。
初日の 12日昼過ぎに安倍首相の辞任表明のニュースが流れたが、不安定
な政局の影響はみられなかった。

◆46の都道府県から参加
この見本市の中心である展示会展示数は 391

（前回は 366）。このうち大学関係は研究成果が
257、知財本部が 70 だった。展示会来場者は 3
万 2,150 人で前回より 12％ほど増加した。
新技術説明会は、（独）科学技術振興機構（JST）
が東京本部で継続して実施しているもの（平成 18
年度 18 回。19 年度は 29 回開催予定）と同じス
タイルで、発明者による実用を展望した説明のほ
か、未公開特許、説明会後の個別面談などが特徴
である。JST 東京本部で開催している説明会の高
い知名度、人気が追い風となり、イノベーション・
ジャパンでの受講者数が伸びているとみられる。
展示会、新技術説明会に出展・発表の応募の
あった大学・機関について、最低 1つは採用しているので、参加者の幅が
広がっている。今回は、46の都道府県から参加があった。
展示会、新技術説明会では、「大学関係者は実務部隊が中心となり、気
構えが変化している。年間スケジュールに組み込んでいるし、次につなげ
たいという意欲が強い」（JST 技術移転促進部シーズ展開課）。前回に手応
えのあった大学等が、展示会や新技術説明会などに周到な準備で臨み、そ
れがさらに大きな成果に結び付くという好循環になっている。大学の研究
成果をビジネスにつなげようとする仕組みが定着したといっていい。
  「金沢大学の場合、いくつかの技術シーズは他の展示会でも紹介したが、
これまでは手応えがあまりなかった。今回の反応は想像以上。会場が東京
であること、幅広い分野の人が気楽に立ち寄れる雰囲気であることが要因

日時：平成19年9月12～14日
場所：東京国際フォーラム 
 （東京・有楽町）
主催：（独）科学技術振興機構
　　 （独）新エネルギー・産業
　　　 技術総合開発機構
共催：文部科学省、経済産業省、 
 内閣府、日経BP社
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か」（吉国信雄・金沢大学知的財産本部長・教授）と
いう。
展示のノウハウも向上しているようだ。「技術分野
では IT のゾーンに通行しづらいくらい人が集まって
いた。デモに長けた展示が多かったからかもしれない」
（伊藤伸・農工大ティー・エル・オー株式会社代表取
締役社長）という面もあるし、「各展示のタイトルが具
体的でわかりやすくなってきた」（黒澤宏 JST イノベー
ションサテライト宮崎館長）ということもある。具体
的なタイトル（研究成果の名称）をみると、ナノテク・
材料では「溶射技術を利用した撥水性環境対応皮膜の
開発」（北見工業大学）、医療・健康の最初は「医薬合成原料光学活性アル
コールの高純度合成法の開発」（北海道大学大学院）といった具合である。
こうした大学等のプレゼンテーションの技術が向上している背景には、
JST のノウハウが活用されているという側面もある。応募様式など提出資
料の作成の過程で反映されている。
また、従来の大学発ベンチャーゾーンに加え、協賛したジャスダック証
券取引所やマイクロソフトが借り上げたスペースに多くのベンチャー企業
が出展、大学の展示に劣らず見学者が集まった。

◆地域、中小企業に届く産学連携の始動か
講演・セミナー関係について、藤井堅・東京農工大大学院技術経営研究
科非常勤講師は「今年の傾向は相当に変化している印象をもった。産学連
携による人材の育成、地域や中小企業に届く産学連携活動の始動ではない
か」と語る。
セミナー関係はテーマ、講師・出席者などに大きく左右されるが、全体
として、一時の熱気のようなものが冷めてきたように感じた人が多かった。
省庁、大学でこれまでの産学官連携の成果に対する評価、総括がしきりに
行われているが、「産学官連携」を取り巻く環境の変化も、セミナーへの関
心度に影響しているのかもしれない。
13日午後に開かれた「大学知的財産本部成果還元祭～今後の産学官連携
の戦略的な展開に向けて～」は幾つかの講演とパネルディスカッションで
構成されていた。今年度で知財本部事業が終了するので、来年度の予算や
人材の手当ての継続などに注目が集まっていた。
JST のシーズ展開課は今後のイノベーション・ジャパンのあり方につい
て、「参加機関や技術の展示のさらなる拡充を図りたい。また、要望があれ
ば、海外の大学の研究成果展示を検討し、大学発ベンチャーゾーンを活性
化したい」と話しており、産学連携によるイノベーションの創出・新産業
の創出を目指す「大学見本市」としてさらに盛り上げていく意向である。

（本誌編集長：登坂 和洋）
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UNITT2007第4回
産学連携実務者ネットワーキング
日時：平成19年９月７日（金）～ 

９月８日（土）
会場：早稲田大学
 （東京都新宿区）
主催：有限責任中間法人
 大学技術移転協議会

*1：実態調査の詳細結果は、「大
学技術移転サーベイ 大学知的財
産年報 2006 年度版」として社
団法人発明協会から発刊されて
いる。

UNITT2007の会場風景

UNITT2007 第 4回 産学連携実務者ネットワーキング

「共同研究プロモーション」など多様なテーマで意欲的な議論
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大学知的財産本部や TLO（技術移転機関）で構成する大学技術移転協議
会が 9月 7 日、8 日に「第 4回 UNITT（産学連携実務者ネットワーキン
グ）」を早稲田大学（東京都新宿区）で開催した。台風の影響で交通機関が
大きく乱れたにもかかわらず、500 人近い産学官連携の実務者が集まり、
熱心な事例発表や意見交換が繰り広げられた。
全体会議の「大学技術移転サーベイ」では、大学技術移転協議会が知財本
部とTLOを網羅して初めて実施した実態調査の結果と分析が報告された *1。
米国等との国際比較を念頭に置いた調査で、2005 年度に知財本部と TLO
が得た正味のライセンス収入が 10億 7,183 万円だったことや、米国と比
べ、件数における独占的なライセンスの割合はほぼ同じだが、ライセンス
収入に占めるランニング・ロイヤルティの割合が低いことなどが判明した。
報告を受けた討論では、「特許出願では、米国が 20年かけたところを日
本は 5年で達成しており、爆発的な増加傾向である」「これから知財本部
や TLOの成果が現れるところであり、政府支援が継続され、縮小均衡にな
らないことを望む」「組織の平均値だけをみるのは、組織間のばらつきが
大きいため、誤解を生じかねない。大学の規模や都市部・地方部の違いを
考慮した分析をすべき」等の意見が上がった。
全体会議の後は、3つの会場に分かれ、「共同研究プロモーション」「技
術移転の成功事例＆失敗事例」「発明承継プロセス」等の多様なテーマで
意欲的な議論が次々に展開された。「特許基礎講座」等の研修的な色彩の
濃い内容や、「若手アソシエイトの教育」のように人材育成の手法やあり
方についても盛り込まれた。
全体を通して、地方大学や小規模組織の産学連携活動がテーマになった
ように参加者の裾野が一段と広がっている印象を受けた。また、過去に取
り上げられたテーマと同一であっても現実味が増
し、深耕された質疑応答があちこちでみられた。
大学技術移転協議会は、来年以降も内容を拡
充しながらUNITT を継続していく計画である。

（伊藤 伸＝農工大ティー・エル・オー株式会社 
代表取締役社長）
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イノベーション・ジャパン
盛況、大学の積極性
に感心

マーケット志向の
地域イノベーションを
考える

長崎フォーラムに
若者の息吹を感じる

★イノベーション・ジャパンは大変なにぎわいで、特に 12 日は人であふれていた。
展示ホールの大学・TLO ゾーンは、大学の旗がここかしこに翻り戦国時代さながら
の活気であった。分野別に区分され、わかりやすく、また優秀賞が当日に発表されて
いたのもよかった。優秀賞の 1つであるシロアリの駆除方法はまさに探していたもの
で、LIVE でシロアリの巣を見ることができ、まさに感激。当初の気恥ずかしさもな
く、大学の先生方が積極的に PR され、また具体的にサンプルのフィルム等を展示し
見せていたのには感心した。講演会も 1つ聴いたが、そこも満員でよくこれほどの人
が集まるものだと驚いた。私は現在 100 人の博士をセミナーに集めるのに苦労してい
るのに！？　　　 （府川委員）

★今月号では、東北大学の堀切川教授に関する記事が 2つ取り上げられている。特徴
は何と言っても中小企業の開発ニーズを的確にとらえ、着実に製品を市場化している
点だ。これは堀切川教授のフットワークの軽さと親しみやすい人柄によるところが大
きい。年度の初めの誌上座談会で「マーケット志向のイノベーション・システム」を
キーワードとして挙げたが、堀切川教授の取り組みは、これを構成する重要な要素だ
と考えている。今後、地域がマーケット志向のイノベーション・システムを構築する
には、首都圏からの顧客ニーズの把握、そして開発者へのフィードバックが重要であ
る。こうした仕組みづくりが、地域における新技術の事業化の重大な課題だと考えて
いる。 （西山委員）

★ 9月 20、21 の両日、長崎市で開かれた「イノベーションコーディネータフォーラ
ム 2007」には、JST のプラザ、サテライトの「コーディネートスタッフ」や NEDO
フェローなど 20 代の若手も大勢参加した。先輩のコーディネータが自ら語る成功事
例は大いに参考になっただろう。彼らと話をしていると、将来の夢とともに不安も感
じられるが、多くの仲間と触れ合うことで自分が取り組んでいる仕事の意味を再確認
できたのではないだろうか。長崎は吉田松陰が嘉永 3年に遊学したところ。これが伝
統的な学問の世界から抜け出て、松陰を実践的な幕末の思想家へと向かわせた。長崎
の集いが産学連携の若き獅子たちが目覚める契機となることを願っている。
 （登坂編集長）
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