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◆低炭素社会に向け積極的な技術貢献を
来月コペンハーゲンで開催されるCOP15（国連気候変動枠組み条約第15回締

約国会議）では、京都議定書で目標を定めた期間（2008～2012年）以降の地球
温暖化対策の枠組みの決定へ向けた議論がなされます。それに先駆けて、わが国
は先般の政権交代により、2020年のCO2 排出量を1990年比で25％削減すると
いう極めて高い中期目標に軌道修正し、それを世界に宣言するとともに、CO2 削
減に向けた積極的な途上国支援に乗り出すことも提唱しています。

地球規模でのCO2 排出総量を削減するためには、米国や中国をはじめ途上国を
も含めた大胆な削減目標が必要となります。現在、日本の排出量は世界全体の約
4％に過ぎませんが、わが国は、国内でのCO2 削減に加えて、これらの国々に対
して優れた省エネ技術を提供することで、経済を減速させずにCO2 の削減を目指
す取り組みに、大きな貢献ができると考えます。

日本国内を見てみると、全CO2 排出量の内、建設関連の排出量（間接排出量を
含む）の占める割合は約3分の1あると言われています（内、建造物運用時の排出
量が半分強）。その意味では、建設業はCO2 排出量の削減に対して大きな役割を
担っていると言うことができます。わが国の中期削減目標の実現に向けて、これ
までも当社は空調や照明の省エネ化、日射や自然換気の効率的な取り込み、設備
機器の省エネ化などの技術開発に取り組んでおり、その結果、先進的な建物では
運用時のCO2 排出量を、従来よりも50％以上削減できるレベルにまで達してい
ます。また、太陽光発電などの自然エネルギーや種々の蓄電装置を有効に活用し
たマイクログリッドやスマートグリッドなど、個々の建物や住宅のみならず、地
域や都市全体のCO2 削減を実現するための技術開発にも注力しています。

また、より長期を見据えたCO2 削減には、さらなる革新的な技術開発が求め
られます。例えば、CO2 の排出がゼロとなる建物を実現させるためには、省エネ
や自然エネルギー利用を大幅に拡大させることに加えて、CO2 の吸収や固定に関
する画期的な技術開発・実用化が必要です。さらに当社は、こうした “カーボン
ゼロ” の先にある “カーボンマイナス” の都市構想をも提唱しています。そこでは、
宇宙太陽光発電や海洋温度差発電などの先進的なエネルギー利用、廃棄物の完全
再資源化、海水中のマグネシウムなどを成分とした構造材の開発、CO2 の地中貯
蔵や海洋隔離など、建設会社ならではのエンジニアリング機能を発揮して、各方
面の最先端の環境保全技術を組み合わせ、活用することを想定しています。

こうした飛躍的なCO2 削減を実現するためには、業界の垣根を越えた高度な技
術の結集が必要です。そのためには産学官連携に加えて、政治が共に連携し、戦
略的かつ計画的に人材・施設・予算等の手当てを行い、スピード感を持って技術
開発を推進していくことが重要となります。低炭素社会に向けて世界をリードで
きる革新的な技術を生み出し展開できるかどうか。それが次世代のために今われ
われが挑戦すべき大きな課題の1つであると考えています。
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世界の水問題とナノテクノロジー
輪郭を現し始めた水危機と技術の使命

今田　哲
（いまだ・あきら）
文部科学省 知的クラスター創成
事業「京都環境ナノクラスター
広域化プログラム（京都環境ナ
ノセンター）」プログラムオフィ
サー
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京都環境ナノセンターなどが主催したシンポジウム「世界の水問題とナノテクノロジー」
で紹介された研究、行政、ビジネスの最新事情。世界の水飢饉（ききん）はその輪郭を
現し始めており、技術の果たす役割は大きい。

◆はじめに
2009年9月30日、10月2日の両日、水問題に対してナノテクノロジー

がどのような解決をもたらしうるかを討議するため、国際シンポジウム「世
界の水問題とナノテクノロジー」（GWIN）を京都環境ナノセンター、京都高
度技術研究所の主催で開催した。京都環境ナノセンターは、文部科学省知
的クラスター創成事業「京都環境ナノクラスター」（中核機関 京都高度技術
研究所）の広域化プログラムの推進拠点で、クラスター事業の成果の海外
展開を担っている。ちなみに「環境ナノ」とは地球環境問題の解決を目的と
するナノテクノロジーのことで、京都環境ナノクラスターでは、省・新エ
ネルギー、産業・生活資源、環境センシングなどを対象として産学共同に
よる環境ナノの研究開発を行っている。

水問題には生活資源の研究開発の一環として取り組んでいるが、多様な
水問題で脅威に直面しているのは主に発展途上国である。つまり、解決す
べきニーズはむしろ海外にあり、クラスター事業の成果の展開も海外を視
野に入れることが不可欠である。GWIN開催はこのような認識に基づくも
ので、狙いは ①世界各地の水事情を把握しニーズを見定め、②水関連技術
で世界をリードしている日本企業にナノテクノロジーの現在の利用状況と
将来への期待を開陳していただくことを通して、水分野におけるナノテク
ノロジーへのニーズハンティングをすること、および ③京都環境ナノクラ
スターの研究成果を発信し海外展開を促進することにあった。

両2日間の会議のうち、9月30日の京都大学桂キャ
ンパスにおけるサテライトシンポジウム「世界各地の
水事情と新しい展開」（モデレーター：津野洋京都大学
教授および京都環境ナノクラスター広域化プログラム
ディレクター 松重和美京都大学教授）では主に①の問
題を、10月2日のけいはんな学研都市におけるメイン
シンポジウムでは②、③を中心に論じた。両日とも企
業関係者の参加が多く、サテライトでは約160名のう
ちの31％、メインシンポジウムでは約200名のうち
51％を占め、産業界が水問題に高い関心を有している
ことがうかがわれた。両日のシンポジウム *1 では、合
計19件の講演と1件のパネル討論が行われたが、以

*1：http://www.envinano-
kyoto.astem.or . jp/ index.
php?p=843

会場の様子
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下、幾つかのテーマに分けて、総説的な講演をお願い
した次の演者5名の論点を中心に紹介する。

・浅野孝（カリフォルニア大学デーヴィス校名誉教
授）

・Mark A. Shannon（イリノイ大学教授・NSFセン
ターWaterCAMPWS所長）

・Michael P. Wehner（カリフォルニア州オレンジ郡
水道局（OCWD）副局長）

・松井三郎（京都大学名誉教授・（株）松井三郎環境
設計事務所代表）

・阿部晃一（東レ（株）常務取締役　水処理・環境事
業本部長）

◆世界の水事情
地球気候変動、人口増加、生産活動に伴う汚染の進

行などで水資源問題はますます深刻になり、2025年
には地球上の30億人と52の国が水飢饉（ききん）に
直面すると予測されている。その状況については多く
の演者によって触れられたが実際の深刻度はどうなの
か。サテライトでの討議において会場からこの点をつ
く質問がなされた。今回は水事情を技術ニーズの背景
としてとらえることに主眼があり、国連の会議のよう
に水事情の深刻度をえぐりだすことが目的ではなかっ
たことにもよるが、浅野氏が基調講演の英文演題に “Looming Water Crisis”

（loomingは「輪郭を現し始めた」の意）という表現をしたように、現在のと
ころ深刻な地域はあるとはいえ、地球全体として顕在的な大きな、悲惨な
状況には至っていない。

しかし、あらゆる予測は今後10年、20年というスパンでせきが切れる
状況になることを示唆している。それに備えておくのが技術に与えられた
使命であるというのが共通の認識であったと考えている。

◆新しい水資源の確保
逼迫（ひっぱく）する水事情を緩和する方策は水資源の多様化である。

Wehner氏は今後の水資源として次の項目を列挙した：雨水回収／都市化
の進んだ地域での貯水池／汚染を受けた劣化地下水／下水の再利用／塩分
を含むブラキッシュ水（汽水）／脱塩可能な塩水。これらのうち、水の再利
用と海水および含塩大陸地下水の利用について述べる。
1．水の再利用

浅野氏はサテライトシンポジウムで「都市下水の再生、再利用は水資源
の切り札となるか？」という題の講演を行うとともに、メインシンポジウ
ムの基調講演においても都市下水の再利用こそが当面の解決策との見解を
述べた。水の再利用には、排水を再び人が利用できるよう浄化再生する
reclamation、それを飲料用に再利用するrecycle、農業用や冷却水などとし

Michael P. Wehner氏
（カリフォルニア州オレンジ郡水道局副局長）

左から、松重和美教授（京都環境ナノセンタープログラムデ
ィレクター）、浅野孝名誉教授（基調講演）、筆者

http://sangakukan.jp/journal/
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て再利用するreuseに定義的に区別される。それらは「再利用」と総称され、
次の7つのカテゴリーで利用される。①農業用水　②景観潅漑（かんがい）   
③工業用水　④レクリエーション利用と環境　⑤飲料用以外の都市再利用   
⑥地下水かん養　⑦飲料用としての再利用。

水の再利用というと琵琶湖－淀川水系に依存している近畿圏のわれわれ
は、飲み水としての再利用を直感的に思い浮かべるが必ずしもそれが主体
ではない。例えばカリフォルニアでは農業用利用が圧倒的に多く48％で、
飲料用の地下水かん養は11％にしか過ぎない。飲料用以外の都市利用も普
及し始めていて、米国では防火、空調、水洗トイレ用水を、上水と違う色
のパイプで配管することがルール化されつつある。

飲料用としての再利用については、OCWDの世界最新鋭の水リサイクル
工場（AWPF）の建設にかかわったWehner氏が詳細に紹介したが、その内
容は京都環境ナノセンターのウェブサイトに収載している *2。OCWDでは
都市下水をAWPFで水源として適した水質にまで浄化し、それを海水バリ
ヤーへの注入や地下帯水層へのかん養に使って、増加し続ける水需要に対
応してきたが、長年にわたるその壮大な取り組みにはロマンすら感じた。
また、大規模水エンジニアリングと、精密膜ろ過、逆浸透膜処理、紫外線
殺菌、高度酸化処理などのミクロの水テクノロジーの組み合わせも実に興
味深かった。Wehner氏は、サテライトシンポジウムにおいてはAWPF建
設の経緯を膨大な記録写真を使って克明に紹介し、水道事業現場関係者や
留学生を含む京都大学の水環境工学の学生諸君にも大きな感銘を与えた。
2．海水および含塩大陸地下水の利用

海水の淡水化についてはわが国の企業が中東諸国などで活躍しているこ
とが有名で、技術の心臓部にあたる逆浸透（RO）膜でわが国が大きな世界
シェアを占めていることは阿部氏も強調したところであるが、Shannon氏
は、ほとんどすべての大陸の地下に存在する塩水帯水層（saline aquifer）に
着目し、その利用のための膜技術の開発の重要性を述べた。

同氏が所長を兼務するWaterCAMPWSは全米科学財団（NSF）が2002年
に設置した全米規模の研究センターで、水問題の解決のためのナノ材料と
システムの開発を複数の大学、政府系研究機関（Sandiaなど）、民間の会員
企業の参加の下に行っている。Shannon所長はアフリカ大陸の水問題に注
目し、海水淡水化のような産油富裕国向けの大規模施設ではなく、内陸部
の貧しい住民にもきれいな水を供給する分散型のエネルギー非消費型の浄
水装置を安価に提供することが大事であるとし、WaterCAMPWS研究所が
saline aquiferから飲料水を取り出すナノテクノロジーの開発に注力してい
る意図と研究内容を紹介した。

◆新しい汚染問題
Wehner氏はOCWDの歴史的な展開の中で、発がん性物質のNDMA（N-

ニトロソジメチルアミン）や2，4－ジオキサンが2000－2001年に下水の
中に検出されたことが紫外線と過酸化水素を組み合わせた高度酸化処理法
を浄水に導入する要因になったことを紹介したが、その後もさまざまな汚
染物質が問題になってきている。

*2：http://www.envinano-
kyoto.astem.or . jp/ index.
php?p=1072
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松井氏はPPCP（Pharmaceuticals and Personal Care Products）と略称さ
れる医薬品、化粧品による水汚染が人の神経系、内分泌系、免疫系に深刻
に影響を及ぼす可能性を医学的な根拠を示しながら詳述した。

浅野氏が ‘unknown-unknowns’（正体未知の潜在的有害物質）と表現し
た10－12 ～10－9 g/Lの濃度で長期曝露中に健康障害をもたらしうる未確
認物質も、その検出・分析法の開発とともに今後の大きな課題になる。
Shannon氏が繰り返し指摘したのは、殺菌消毒のための化学薬品による酸
化で生成する有害物質の健康障害作用であり、化学薬品を置き換えるナノ
触媒がこの問題の解決になる可能性をWaterCAMPWS研究所の研究成果を
例示しながら指摘した。

松井氏は、水問題の要因として窒素（農業活動）由来の温暖化を重視すべ
きことをアジア（特に中国）で起こりつつある状況を例に、また、富栄養化
に伴う水の低酸素状態がわが国では琵琶湖、海外ではミシシッピ川の流れ
込むメキシコ湾で起こっており、生態系への影響が憂慮されることについ
て指摘した。

◆新しい水関連技術
水技術は広範な内容を含み、計画－システム－施設－装置－デバイス

－技術－研究という階層構造になっているが、ナノテクノロジーの主要
な対象は後半の3つの項目である。浅野氏は、ナノテクノロジーの利用対
象は、①モニタリング　②脱塩　③浄化　④廃水処理　⑤水再利用の3R

（reclamation, recycle, reuse）であるとし、具体的には ①ナノろ過膜（脱塩
技術を含む）　②粘土、高分子フィルター　③ナノ触媒　④磁性ナノ粒子　
⑤汚染物質検出のためのナノセンサーを挙げた。

阿部氏は企業における水ナノテクノロジーへの取り組みを詳細に紹介し、
水処理膜が21世紀の水処理の中心技術であることを述べ、その歴史的な展
開、特に最近開発したホウ素除去RO膜を例に、ナノテクノロジーの役割
を強調した。メタウォーター株式会社の青木伸浩氏（セラミック膜）、栗田
工業株式会社の北見勝信氏（超純水製造）、株式会社堀場製作所の小林剛士
氏（水質計測技術）、戸田工業株式会社の松井敏樹氏（ナノテク鉄複合粒子）
は、それぞれの分野での最先端水処理技術を紹介したが、参加者はそれぞ
れの立場で深い洞察を得たと思う。

また、京都環境ナノクラスターからは前一廣京都大学教授が「アニオン
類を除去・回収するオキシ水酸化鉄ナノ構造材」、青柳克信立命館大学教授
が「高出力深紫外半導体光源の開発と新しい水浄化システムの提案」という
演題で研究成果を紹介し、いずれも前述の総説講演で示された今後求めら
れる水技術に符合するものとして大きな関心を引いた。

◆水技術の特徴
最後に、筆者はシンポジウムのまとめとして、水技術は、ICTやバイオ

のように快適、利便に直結する経済志向の強い技術とは異なり、人類の生
存、安全性確保、生態系の保全、国際的な調和といった視野の下に地球志
向で進められるべきもので、そのための世界的な合意、協調を含めた戦略
と新たな研究開発パラダイムが必要であることを示唆した。

http://sangakukan.jp/journal/


吉野　奈保子
（よしの・なほこ）
NPO法人　共存の森ネットワーク
事務局長

林業や樹木にかかわる仕事に従事している人たち、具体的にはきこり、造林手、炭焼き、
木地師らを高校生が訪ね、その知恵や技術、考え方を1対1で聞き書きする活動がある。

「森の聞き書き甲子園」だ。今年8年目を迎えた。森を守り、育て、その恵みを生かす知
恵や技術を残す取り組みだ。

◆森とともに生きる知恵や技を記録する
「森の聞き書き甲子園」*1 は、毎年100人の高校生が、「森の名手・名人」
100人を訪ね、その知恵や技術、ものの考え方や人となりを、1対1で「聞
き書き」し、記録する活動です。林野庁、文部科学省、社団法人国土緑化
推進機構、NPO法人共存の森ネットワーク協会が主催し、今年で8年目を
迎えました（図1）。

もともとこの活動は、2002年に林野庁と文部科学省による国の事業と
して始まりました。当時、林野庁では、きこりや造林手、炭焼き、木地師
など、森を守り、育て、その恵みを生かす知恵
や技術を持つ人を「森の名手・名人」として選
定、表彰する制度を立ち上げようとしていまし
た。その検討を行う委員会は、民間の有識者に
よって構成されていましたが、その委員の1人
であった作家の塩野米松氏から、「ただ表彰する
だけではもったいない。その知恵や技術を記録
に残すために高校生による『聞き書き』を行っ
てはどうか」という提案があったのです。

塩野氏は、この活動のベースとなる、1つ
のヒントを持っていました。それは米国の
FOXFIREという取り組みです。1966年、米国・
ジョージア州で、1人の高校教師がアパラチア
山麓（さんろく）に暮らすお年寄りのもとへ生
徒たちを通わせ、家の建て方や薬草の採り方な
ど、暮らしの中の知恵や技術を取材し、レポー
トにまとめさせたのです。その記録は後に出版
され、大きな反響を呼びます。FOXFIREとは、直訳すると「きつね火」です
が、米国では「自然という教師が人間に与え続ける知恵の象徴」という意味
もあるといいます。自然とともに生きてきた人間の知恵や技術、そこでは
ぐくまれてきた心を、日本でも記録にとどめていきたい。早速、当時の林
野庁担当者は、文部科学省と話し合い、「第1回森の聞き書き甲子園」を実
現しました。

企業ＮＰＯ

行政

・森の名手・名人の選定
⇔都道府県緑化推進委員会

・高校生の募集
⇔都道府県教育委員会
⇔全国の高等学校（約6,200校）

林野庁／文部科学省／国土緑化推進機構

企業・行政・ＮＰＯの
コラボレーション
が事業を支える

・事務局運営
⇔参加高校生のケア

⇔卒業生とのネットワーク
・プラットフォーム機能
⇔企業、行政、マスコミとの連携

共存の森ネットワーク

・ＣＳＲ、社会貢献
⇔資金的サポート
⇔人的サポート

・ＦＯＸＦＩＲＥ倶楽部
⇔新たなプロジェクトの展開

協賛・協力企業／団体
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*1： 森 の 聞 き 書 き 甲 子 園　
http://www.foxfire-japan.
com/

「聞く」ことから「つながる」
－森の聞き書き甲子園と学生たち－

特集● 森林から学ぶこと

http://sangakukan.jp/journal/
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◆名人の生き方を丸ごと受けとめる
「聞き書き」とは、取材する相手の「話し言葉」だけで
文章をまとめる手法です。一般のルポルタージュとは
違い、聞き手の感想や意見を文章に付け足すことはで
きません。高校生はひたすら名人の話を聞いて（写真
1）、それを録音し、名人の語り口を大切にしながら文
章をまとめていきます。録音したテープの書き起こし
は、膨大な量になります。高校生は何日もかけて、繰
り返し名人の言葉を聞き、その意味を反すうします。

ある高校生は「聞き書き」を仕上げていく過程につ
いて、次のような感想を寄せてくれました。「テープ起こしをするうちに、
いつの間にか、名人の言いたいことが、自分の言いたいことになってきま
した」。「聞き書き」とは、単に名人の職業や人生について記録するだけでは
なく、その人の生き方や価値観を丸ごと受けとめる作業なのです。

高校生の聞き書き作品には、次のような名人の言葉が記されています。
「われわれの仕事は木と話せんことには始まりません」（育林の名人）
「山には山の神さまがいるって、ばあちゃんたちは信じとるからね」 
（焼畑の名人）

「森は家や。人間だけやなしに、動物や植物が共存するための家や」 
（杉の種採りの名人）

自然と対峙（たいじ）しながら生きてきた名人の言葉に、高校生の心は揺
さぶられました。「初対面にもかかわらず、一心に伝えようと話続けてくれ
た名人の姿に、私の心はチクリとしました」「ただ、聞いただけで終わりに
したくない。何か私にできることを見つけたい」。「聞き書き」に参加した高
校生たちの中から、そして、第1回の開催に携わった行政関係者からも、
この活動を継続する仕組みを真剣に考えようという動きが生まれました。
それは、NPOが受け皿となり、国と民間企業や団体が手を携えて運営を行
う仕組みです。NPOという、1つのプラットフォームをつくることによっ
て、さまざまな企業や団体が、この活動運営に参画することが可能となり
ました。現在、運営資金はほぼ100パーセント、民間企業からの寄付金や
協賛金で賄っています。

◆「聞いただけ」で終わらなかった学生たちの活動
当初、活動の受け皿となったのは、樹木・環境ネットワーク協会という

既存のNPOでした。そのスタッフの一員として、私は「森の聞き書き甲子
園」の事務局を担当します。私の役目はプロデューサーであり、コーディ
ネーターであり、広報担当者であり、編集者であり、時には教師であり、
高校生たちの母親代わりでもありました。「聞き書き」のことだけではなく、
家族や学校のこと、卒業後の進路のことなど、私は彼らからさまざまな相
談を受けるようになります。また、「名人の話を聞いただけで終わりにした

写真1　名人の話に熱心に耳を傾ける高校生
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くない」と考えた第1回卒業生有志から「共存の森」と
呼ぶ活動も生まれました。彼らの活動は、いわゆる

「森づくり」の活動ではありません。森や里山が守られ
るためには、そこに地域の人の暮らしが続いていくこ
とが大切だと、学生たちは考えたのです。現在、全国
5地区で活動する学生たちは、農山村に生きる人々に
学びながら、里山や棚田の保全（写真2）、耕作放棄地
の活用、山村と都市の交流事業など、さまざまな「地
域づくり」の活動を行っています。

そして、彼らは数年前に、新たなNPO法人「共存の
森ネットワーク」を結成しました。国が始めた事業を、
民間企業や団体が支え、さらに、学生たち自らが活
動をつないでいくためのNPOを立ち上げたのです。彼らは毎年、全国から

「聞き書き」に参加する高校生の研修運営を手伝っています。また、各地区
の「共存の森」の活動もまた、2代目、3代目の学生リーダーに引き継がれ
るようになりました。

◆森と人の暮らしを次代へとつなぐ
近年、「切れる」とか「引きこもり」という言葉が若者たちの代名詞のよう

に語られますが、「聞き書き」に参加する高校生たちは、「聞く」という行為を
通じて自らの心を開いていきます。「聞く」ことから他者との接点を見いだ
し、社会とつながっていくのです。

今年10月に国連大学で開催された「ESD・地球市民会議」では、「森の聞
き書き甲子園」を、ESD事例の1つとして紹介する機会を得ました。ESD

（Education for Sustainable Development）は一般に「持続可能な開発のため
の教育」と訳します。国連は「ESDの10年」として、持続可能な社会の実現
に必要な教育への取り組みを積極的に推進するよう各国政府へ働き掛けて
いるのです。
「持続可能な」という言葉を語ろうとするときに、私自身は「持続可能な」
という言葉からは程遠い経済最優先の社会、大量生産、大量消費の時代に
生まれ育ったことを思います。一方で、祖父母の世代にあたる日本人は、
自然に対する畏敬（いけい）の念や「もったいない」という感謝の心を、自ら
の人生に照らしながら語ることができるのです。そんな名人たちの生き方
を、世代を超えて真摯（しんし）に受けとめてくれた高校生たち。「聞く」こ
とから「つながる」。そのことを、身をもって教えてくれた彼らこそ21世
紀の持続可能な未来を担う世代です。日本人の暮らしとともにある自然を
大切に思い、そこに生きる人々に敬意や愛情を抱く。そんな若者たちの優
しい心を、共存の森ネットワークは次代へとつないでいきたいと願ってい
ます。

写真2　棚田の保全活動
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◆「山は人間だけのものじゃない」
2002年の夏、私は「森の聞き書き甲子園」の研修会に参加した。参加動

機は先生が薦めてくれたというもので、軽い気持ちだった。なんといって
も、タダで東京に行けるのだ。研修会は地獄のようにハードだったし慣れ
ない作業は苦痛だったけれど、夜の交流はとても楽しかった。いろいろ
な地域の人たちと、朝方までたっぷり話をしていた。この研修会で親しく
なった人たちとは今も仲良くしている。

研修会後、「森の名手・名人」を訪ね、聞き書きをした。名人はマタギの
方だった。今でも印象に残っている言葉がある。「山は人間だけのものじゃ
ない」。自然を相手に山と共に過ごしてきた人の言葉だと思った。

その翌年の4月、私は林野庁の東北森林管理局に入局した。入局したて
のころ何人かに「森の聞き書き甲子園」のことを聞いてみたが、誰も知らな
かった。それが少し残念だった。

◆真剣に自然や地域について学ぶ
数年後、OB・OGの呼び掛けで、森づくりを考えるセミナーが開かれた。

久しぶりに仲間に会えるし、山での作業もあるというので勉強がてら参加
してみた。そのときの私の格好は業務服と長靴にナタやのこぎりを携えて
いた。しかし、参加者の多くはまるで繁華街でデートでもするような格好
だった。それを見たときに、この活動はこれで終わると思った。しかし現
在、当時の活動はNPO法人「共存の森ネットワーク」に発展している。今
では山にミニスカートやダメージ加工のパンツ、アクセサリーをしてくる
人たちはいない。参加者のみんなが真剣に自然や地域について学ぼうとし
ている。

私も森林管理署に勤務するようになり、地域に接する機会が多くなった。
「聞き書き」や「共存の森」の活動で学んだことを今の仕事でうまく生かせ
ていると思っている。職場で「森の聞き書き甲子園」の話をする。入局のこ
ろとは違い、随分と認知度が上がっている。中には「聞き書き」に参加した
OBやOGもいるし、「共存の森」の活動に参加した人たちもいる。私は「森の
聞き書き甲子園」に参加し、今の職場に入って良かったと思っている。こ
れまでに出会った仲間や経験を大切に、今後も精いっぱい職務に取り組ん
でいきたい。

葛西　陽介
（かさい・ようすけ）
東北森林管理局　三八上北森林
管理署　業務第一課　管理係

「山と共に過ごしてきた人の言葉」を仕事に生かす

森の聞き書き甲子園一期生
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◆「心を入れ直してこい」
私は高校1年の時に「第1回森の聞き書き甲子園」に参加した。当時の私

は停学処分を2回受けており、多少、難のある生徒だったため、担任から
「『森の聞き書き甲子園』に行って心を入れ直してこい」と言われ、渋々参加
をしたのが正直な動機だった。全国の高校生が集まる研修会は寝る暇がな
いほど忙しく大変だったが、規模の大きな合コンだと思うようにして何と
か乗り切った。
「聞き書き」取材をした名人は、林業に携わる名人だった。無口な方で山
での暮らしや仕事を聞き出すのには苦労をした。ひと通り話を聞き終えて、
私は疑問を感じた。後を継ぐ息子も弟子もいないのに、名人は新たに木を
植えるのだ。名人がいなくなったら、誰も林業をやらないのは目に見えて
いた。幾度かそのことを聞いてみると名人は、「先祖が植えてきてくれたか
ら、俺は木を伐（き）っている。30年先に誰かがやるかもしれねぇだろう。
先祖が俺につないでくれた。だから、俺も次の世代のために生きる」とい
う答えだった。

◆「結い」の気持ちを今も大切にしている
「次の世代のために生きる」と言い切った名人の言葉に私はしびれた。そ
して、そのころから自分は何のために生きているのかと考えるようになっ
た。
「聞き書き」終了後、卒業生が集まり「共存の森」の活動が始まった。私は
新潟県村上市高根集落の活動リーダーになった。高根集落には、約1万町
歩の共有林と100町歩の棚田がある。初年度はブナを植樹して山について
学び、その翌年は棚田での稲作について集落の方々に教わってきた。活動
を通じて、高根の人たちは「結い」の気持ちを今も大切にしていることを
知った。私はこのムラのことをもっと学びたい、生きるための知恵をつけ
たいと思い、今年の春から、このムラに移り住むことを選んだ。今は、地
元の森林組合に入り、見習いで山を勉強中だ。山だけではなく、ここでの
暮らしすべてが勉強だ。仕事から帰ってくると玄関に野菜が置いてある。
作った人にこんなに感謝して野菜を食べたことは今までになかった。
「聞き書き」をした名人は、「次の世代のために生きる」と言ったけれども、
私はその「次の世代」になれるように、この高根での1日1日を大切に過ご
していきたい。

能登谷　創
（のとや・そう）
高根生産森林組合　作業員

「次の世代のために生きる」と名人は言い切った

森の聞き書き甲子園一期生
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松永　勝彦
（まつなが・かつひこ）
四日市大学　環境情報学部　
特任教授/北海道大学  名誉教授

----先生の研究領域は「化学」ですね。
松永　水中の各態窒素化合物を高感度で測定する方法の研究で学位を取り、
その後、水銀を高感度で測る方法の研究を行いました。この中で、天然の
水銀を無汚染で測定する全く新しい方法を開発しました。地球表面におけ
る水銀の動きを10年ほど研究したあと、植物が鉄（鉄さび）をどんな形で
取り込むのかに興味を持って「鉄の化学」の研究を始め、そこから研究の幅
を広げ、現在に至っています。

植物は窒素とリンを「体内」に取り込むときに鉄が必要です。生物にとっ
ても鉄は必須の元素です。例えば、赤血球に含まれるヘモグロビンの中心
元素が鉄です。研究のしやすい河川から研究を始め、海に向かいました。
北海道のほか、宮城県の気仙沼、三重県の宮川、水力発電に用いた湖水が
流入している三浦湾（三重県）などで調査を重ねました。

簡単に説明しましょう。
・ 川の水の中の鉄の一部はフルボ酸という有機物質と結合しています。

いわば有機物質が鉄の原子を挟み込んだ形です。こうすることによって
鉄は水に溶け、移動するわけです。植物はここから鉄のイオンだけを取
り込みます。鉄はフルボ酸と結合しないと生物の体内には入れません。
植物が取り込めるもう1つの鉄は、鋼鉄の酸化（さびること）で溶解す
る鉄イオンです。

・ 河川の流域の土や砂の中にある鉄は粒子状の酸化鉄の状態。そのまま
では生物の細胞膜を通過できません。

四日市大学環境情報学部特任教授の松永勝彦氏（北海道大学名誉教授）は、河川、海の生態系に河川の上流域に
ある森林が大きな役割を果たしていることを明らかにした。

漁業関係者が、海にそそぐ川の源流域に木を植える活動が各地で行われている。その数はおよそ200カ所。「漁
民の森」運動という言葉もすっかり定着した。植樹運動に最初に取り組んだのは北海道漁協婦人部連絡協議会。
1988年のことだった。翌89年から宮城県唐桑町の漁民グループ「牡蠣の森を慕う会」が始め、急速に全国に広
がっていった。98年2月には22道府県の約50団体が参加し東京都内で初の「全国漁民の森サミット」を開催し
ている。

こうした「漁民の森」運動の科学的な根拠になっているのが松永教授の研究成果だ。森-河川-海の連関（連環）
をテーマとする研究も多くの大学で行われるようになった。

松永教授は中学1年の国語の教科書に「魚を育てる森」という文章を執筆している。また1998年から毎年、
JICA（独立行政法人国際協力機構）で海外の森林専門家を対象に、森林が沿岸海域の生態系維持に重要な役割を
果たしていることを講義している。

http://sangakukan.jp/journal/
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枯れ葉、枯れ枝、小動物などが微生物、発酵、化学的作用を受けると、
分解され無機酸、有機酸などが形成されます。岩石が風化された鉱物とこ
れらが混合したのが腐植土です。腐植土中の有機酸は人間の手に相当する
基（アミノ基、カルボキシル基など）を有しており、それらの基が鉄と結合
するのです。フルボ酸は有機酸の1つです。

----そこから海、そして森林への対象が広がるのですね。
松永　次に、河川の水と外洋水が混じり合う沿岸海域を調査しました。沿
岸海域は河川水で覆われますから、外洋水に比べ鉄濃度が濃いのが一般的
です。しかし外洋とほとんど変わらない鉄濃度の沿岸水がかなりありまし
た。北海道日本海側が顕著ですが、全国に広がっています。河川から、フ
ルボ酸鉄など生物に不可欠な栄養素の供給がないので
す。これでは生物は育ちません。こういう沿岸海域で
見られるのが「磯焼け」（写真1）です。海藻などが見ら
れない海の砂漠化です。

しかし、その上流域には豊かな森林があることから、
生物に必要なさまざまな栄養素が河川を通じて海に流
れているということが分かり、山に目を向けるように
なりました。教授（北海道大学）になった44歳ごろで
す。

----ボランティアで植林しているそうですね。
松永　仲間で「どんぐりを植える会」というのをつく
り、函館で植えています。何もなかった山です。年1
回で、もう17年になります。牧場に木を植えること
からスタートしました。ふん尿が湖に流れ込むのを防
ぐためです。最初、牧場主には相手にされませんでし
たが、7、8回交渉し、ようやく納得してもらいまし
た。側溝まで伐採し牧場にしてしまうから、淡水赤潮
が発生するのです。牧場関係者には「漁業者と共存す
ることではないか」と言っています。

沖縄のサトウキビ畑も同じです。海岸沿いの側溝ま
で全部畑にするから赤土が海に流出し、サンゴが死滅
するのです。側溝から山頂側に200メートル程度の樹
木を残しておけば、それも防げたでしょう。

東南アジアのエビの養殖場でも、海岸沿いのマング
ローブを400～500メートルの幅で残しているところ
は赤潮にならないのです。マングローブが水処理場の
役割をしているのです。

----日本の森林の現状をどう見ていますか。
松永　わが国の人工林が抱える問題は、戦後植えた杉

写真1　磯焼け

写真2　不十分な間伐による土砂崩れ
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やヒノキが大きくなっているのに、必要な間伐が行われていないというこ
とです。手入れがされていない森林は大雨による土砂崩れが起きやすくな
ります（写真2）。大きな台風が来たとき、全国各地の森林で見られること
です。

それに、木が密集していると豊かな腐植土ができないので、フルボ酸鉄
の量も違います。手入れされていない山では、フルボ酸鉄はほとんど形成
されないでしょう。間伐が行われないのは採算が合わないからです。輸入
材が80％ほどを占め、木材価格は低迷しています。林業が産業としてほと
んど成り立たないような状態です。山林所有者にお金が回るようにしない
と、日本の森林はその役割を果たせないと思います。

漁師にしても同じで、毎年1万人ずつ減っています。今、20万人です。
こうした1次産業はこれからますます重要になってくると思いますが、こ
れが現状です。

森林でつくられた栄養分が雨水に溶け、河川を通して海に運ばれる。雨
が降り、また森林に蓄えられた栄養分が徐々に河川に流れ出し、生物を豊
かにする、こうした循環で今1番大事なことは「間伐をして豊かな森林に再
生すること」なのです。当然二酸化炭素の削減にも大きく貢献するのです。

----JICA（独立行政法人国際協力機構）で講義をしていますね。
松永　1998年から毎年、森林が沿岸海域の生態系維持に重要な役割を果
たしていることを講義しています。

毎年受講生は変わりますが、東南アジア、中国、アフリカ、南アメリカ
など、各国の森林専門家です。

講義を聴いた受講生たちが帰国後、二酸化炭素を削減するため、河川、
湖、海の生き物を豊かにするため自国で植林してくれるものと確信してい
ます。

私は国民の大切な税金で生活し、研究させていただいたことに感謝して
います。国民にお返しできる成果を得られ、研究者としての幸せを感じて
います。

（登坂 和洋：本誌編集長）
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奧山　洋一郎
（おくやま・よういちろう）
鹿児島大学　農学部生物環境学科
森林管理学講座　特任助教

国内の山林の樹木を伐採し木材を安定的に供給するためには生産システムの改善が必要
だ。しかし、その担い手は量的にも質的にも不足している。鹿児島大学は林業に携わる
技術者の再教育プログラムを実施している。経験と勘に頼る林業経営からデータと科学
による経営に転換することを目指している。

鹿児島大学は森林で働いている人々を対象にした「林業技術者養成（再教
育）」を実施している。主に中堅の技術者養成を目的とした社会人向け教育
プログラムである。大学の研究成果、知的資源を活用し、従来の「経験と
勘」に頼る林業経営から「データと科学」へのやり方に転換するとともに、
新しい時代に対応できる質の高い技術者を養成することを目的としている。

◆事業の経緯
このプログラムは、文部科学省の「社会人の学び直しニーズ対応教育推

進プログラム」に採択され（2007～2009年度）、実施している。
現職の林業技術者に対し再教育を行うのは、大学としては試行錯誤の取

り組みだが、事業実施の背景について簡単に説明したい。鹿児島大学農学
部は林業界と連携を積み重ねてきたが、1つの契機となったのが林野庁の
実施する「新生産システム」*1 のコンサルタント事務局受託である。鹿児島
大学は鹿児島圏域のコンサルタントとして、森林組合・素材生産業者・製
材加工業者とともに生産・流通・加工のコストダウン、木材の安定供給を
目標に各種の取り組みを実施してきた。その中で浮かび上がった課題の1
つが「林業技術者の養成」である。

コストダウン、木材の安定供給には既存の生産システムの大幅な改善が
必要であるが、その担い手は量と質の両面で不足している。量的な拡大策
は行政による雇用条件整備等が中心となるが、質的な向上には大学の知的
資源を有効に活用できるはずである。林業技術者の養成に関しては行政機
関等で各種の研修がなされているが、（1）資格取得を目的とした研修が多く
個別技術・知識の取得はできるが、施業システムや経営改善に関して意識
改革を伴う研修機会が少ない（2）新規参入者に対しては「緑の雇用」*2 等で
研修が実施されているが、現場監督者や中堅技術者に対しては総合的な研
修機会が提供されていない、という実態がある。

例えば、機械操作の研修は実施されているが、機械の効率的な運用シス
テムや新しい需要に対応した木材生産といった経営管理の視点での研修機
会はなく、いまだに現場監督者の「経験と勘」に頼る面が大きい。林業機械
導入には多額の投資が必要で、事業環境の変化によってこれまでの経験則
が適用できない場面が増えている。
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*1：新生産システム
社団法人全国木材連合会．“新生
産システム推進対策事業”．（オ
ン ラ イ ン ）． 入 手 先 ＜http://
www.zenmoku.jp/shinseisan/
＞，（参照 2009-10-1）．

*2：緑の雇用
全国森林組合連合会．“「緑の雇
用」ウェブサイト　RINGYOU.
NET”．（オンライン）．入手先
＜http://www.ringyou.net/＞，

（参照 2009-10-1）．
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◆プログラムについて
プログラムは、鹿児島大学における社会人

対象の特別課程として実施しており、学校教
育法に基づく「履修証明書」*3 が発行される。
いわゆる「公開講座」とは違い、学内に実施
委員会を設置してカリキュラム内容や受講生
に関しての手続きを定めた上で、修了者を認定している。

カリキュラムは総時間124時間、受講生定員10名として、2008年5月
より第1回を開始して、2009年9月開始まで4回実施している（このほか
に2007年度に1回プログラムを試行、表1）。受講生は、林業事業体経営
者・職員、森林組合職員、大学演習林職員、国有林職員、山林所有者等で、
関係機関に広報の上、自由応募・先着順で受け付けている。

基本的に合宿形式での集中講義で実施している。これは受講生が現職の
技術者であるため、通学・移動の負担を軽減するためである。なお、受講
料に関しては、本年度までは文部科学省の補助により無料となっている。
ただし、宿泊・食費は実費を徴収している。カリキュラム構成は5科目＋
特別講義等を軸としている（図1、表2）。現場で活用できる知識・技術の提
供が目標であり、付属演習林での模範施業を実施しての現場実習や木材市
場、製材工場等への見学実習も実施している。

◆講義の様子
本プログラムは、大学が「履

修証明書」を発行するものの、
既存の林業資格との関連は薄
い。このことは逆に、応募して
くる受講生の意識の高さにも
つながっている。つまり、資格
取得のためだけ
に受講している
のではなく、現
状の林業経営に
対する限界や問
題点の解決のた
めに本プログラ
ムでの受講内容
を活用したいと
いう気持ちが強
い。

ただ、日常業
務は旧来の方法
が 中 心 で あ り、
中には「PC機器
を 初 め て 扱 っ
た」という受講

表1　プログラム受講者数の推移

年度 2007年 2008年 2009年

回 （試行） 第一回 第二回 第一回 第二回

会場 鹿児島 鹿児島 鹿児島 大分 鹿児島

受講生人数 9人 11人 10人 19人 10人

図1　科目一覧

表2　カリキュラム内容
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*3：履修証明書
文部科学省．“大学等の履修証明
制度に関するQ and A”．（オン
ライン）．入手先＜http://www.
mext.go.jp/a_menu/koutou/
shoumei/08020613/005.pdf
＞，（参照 2009-10-1）．

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shoumei/08020613/005.pdf


生もいる。また、普段の業務が現場作業中心のため長時間
の座学による講義は学校卒業以来という受講生も多い。こ
のため、プログラムは、講義、演習、実習、見学を組み合
わせて、集中力を維持するという点について配慮している。
ただし、先述のように受講生の意識は高く、比較的長時間
の講義にも懸命に対応している（写真1～3）。

各講師には、一方的な講義だけではなく受講生個人の業
務内容を随時聞きながら、意見交換を交えた進行を依頼し
ている。受講生は日常業務で議論・プレゼンテーションの
機会がなく、積極的な発言が少ないが、合宿研修の良さを
生かして夕食後にビールを交えた懇親を随時実施するなど
交流を図りながら、積極的な意見交換を促している。

◆大学の知的資源利用と学外との連携
本プログラムの特色は、実地での模範施業による作業路

設計実習やデータ分析演習。それを可能にしているのは演
習林の存在である。鹿児島大学は約3,000ヘクタールとい
う大きな演習林を保有しており、さまざまな施業条件を設
定した研修を企画できる。講義には森林科学系各研究室の
教員も参画しており、プログラム実施には鹿児島大学の森
林科学教育・研究にかかわるさまざまな知的資源を活用し
ている。

カリキュラムには実践的内容を含むため、鹿児島大学の
教員だけでは対応できない分野も多い。講師の派遣につい
ては、林野庁、県等の行政機関、森林総合研究所、宮崎大
学、九州大学等の学術機関、全国森林組合連合会や先進的
な林業事業体、各種林業団体にも全面的な協力をいただい
ている。「林業技術者の養成」という目標に対する関係機関・
団体等の深い理解により事業運営がなされていることを明
記しておきたい。また、農学部という実学分野にとって、
このような学外機関・団体、受講生との交流が知的資源の
新たな蓄積になるはずだ。

◆おわりに
林業技術者の養成は、鹿児島県だけではなく全国的な課題である。2009

年度第1回は大分県日田地域を会場に、現地関係者の協力を得ながら出張
講義として実施した。北部九州各県から多くの参加者があり、本プログラ
ムの内容が現場の課題解決に一定の普遍性を持つことが確認できた。大学
付属演習林を持つ大学は全国に20以上あり、それぞれの地域で林業界と連
携した活動を実践している大学も少なくない。技術者養成を企図する大学
には、本プログラムの経験を積極的に提供していく予定である。道筋は簡
単ではないが、関係者の助言、協力を得ながら、この試みを継続、普及さ
せる方策を考えていきたい。

写真1　講義風景

写真2　木材市場見学実習

写真3　演習林内実習
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独立行政法人科学技術振興機構（JST）が創設した「イ
ノベーションコーディネータ表彰」の第1回の受賞者
が決まり、10月7日、北海道札幌市内で表彰式が行わ
れた。

イノベーションコーディネータ賞（大賞）は次のよ
うな産学官連携活動に携わるコーディネータの優れた
成果を顕彰するもの。

・技術シーズ発掘および企業ニーズとのマッチング
・適切な外部資金の取得支援
・知財マネジメント・技術移転支援
・企業化支援
・後継事業などへの橋渡し－－など
イノベーションコーディネータ賞・科学技術振興機構理事長賞は個人ま

たはチームに、また、同大賞・文部科学大臣賞は、その中で最も優れ、ほ
かのコーディネータの規範となる極めて大きな成果を上げた個人または
チームに授与する。表彰することにより、コーディネータのモチベーショ
ンを高めるとともに、コーディネート活動の重要性を社会にアピールする

　　

《イノベーションコーディネータ大賞・文部科学大臣賞》
・岡田基幸（財団法人 上田繊維科学振興会 理事兼 AREC 事務局長）
《イノベーションコーディネータ賞・科学技術振興機構理事長賞》
・財団法人 川崎市産業振興財団（チーム受賞）
・西村訓弘（三重大学 大学院医学系研究科 教授 社会連携担当・学長補佐）
・花巻市起業化支援センター（チーム受賞）
・間野純一（財団法人 千葉県産業振興センター チーフプロジェクトコーディネーター）
《功労者賞》
（ 産学官連携に関する地域内、組織内の体制整備、コーディネート活動の啓発・普及、人材の育成などに大きな成

果を上げた個人またはチーム）
・木村良臣（財団法人 北海道科学技術総合振興センター アドバイザー）
・齋藤省吾（九州大学 名誉教授）
・山口光彦（須坂市産業振興部 須坂市産業コーディネータ）
《コーディネータ特別賞》
・大内権一郎（文部科学省産学官連携コーディネーター 神戸大学 連携創造本部）
・松田文雄（文部科学省産学官連携コーディネーター 立命館大学 研究部 理工リサーチオフィス）
《奨励賞》
（ 今後の成果につながることが期待される優れた活動を行っており、コーディネート職への女性層の拡大を期待し

て選考委員会が今回設けた特別賞）
・芝山多香子（東北大学 研究協力部 産学連携課 産学連携コーディネータ）

第1回イノベーションコーディネータ表彰　受賞者（敬称略）
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のが狙いである。
文部科学省および科学技術振興機構に所属するコーディネータは、イノ

ベーションコーディネータ賞（大賞）の対象とせず、別に「コーディネータ
特別賞」が設けられた。

同大賞・文部科学大臣賞を受賞したのは、財団法人上田繊維科学振興会
理事・AREC（浅間リサーチエクステンションセンター）事務局長の岡田基
幸氏。長野県上田地域の産学官連携施設ARECを立ち上げ、ここを拠点と
した産学官のネットワークで多くの事業化を推進した功績が評価された。

◆コーディネータフォーラムで表彰式
表彰式は、「全国イノベーションコーディネータフォーラム2009 in 札幌」

（JST主催、10月7、8の両日）の中で行われた。
外部有識者からなる「イノベーションコーディネータ表彰選考委員会」の

原山優子委員長（東北大学総長特任補佐・大学院工学研究科教授）は、コー
ディネータという仕事は新しい仕事だが、こうした表彰で「可視化」される
ことによって広く認知され、プロフェッショナルが増えていく、と述べた。

（登坂　和洋：本誌編集長）

 原山優子選考委員長の講評

モデルのない職種・コーディネータ
「仕事」の形が見えてきた

　入賞者の皆さま、おめでとうございます。審査は大変だなと思いつつお引き受けしましたが、わくわくす
る楽しい仕事でした。
　選考委員会は、コーディネータとは何かというところから始まりました。「コーディネーション

（Coordination）をする人」と定義するのであれば、「コ（co-）」、「一緒にやる」ということがカギになります。さ
まざまな方向を向いたものをある種の方向に束ねていく。個々の力だけでは限界があるものを一緒にし、方
向性を持たせることによって、余計力が出るようにする。そのストーリーをつくり、一緒にやるのがコー
ディネータだと思います。
　大学のシーズと企業のニーズに合わせるのが基本的な考え方ですが、もう少し広くとりましょうというこ
とになりました。その多面的な活動の中で共通分母として使えるのが「イノベーション」という言葉です。い
ろいろなフェーズで活躍している方がいますが、ゴールとしてイノベーションにつながるような活動をする
方たちすべてを対象としました。チームも含みます。また、次の世代の人たちを育てることに大きく寄与な
さった方たちも表彰の対象とさせていただきました。
　応募85件の中で女性が何と3件しかありません。これには考えさせられました。欧米ではどちらかという
と男性より女性のほうがマジョリティーですが、なぜか日本は逆です。「私もやってみようかな」と思う人が
出てくる呼び水とするため今回は女性を対象にした奨励賞を設けました。
　コーディネーションという仕事は、既存のモデルのない、新しい職種です。それぞれの現場で試行錯誤を
重ねて「仕事」そのものを創造し、年を経て、コーディネータの「仕事」の形が見えてきました。そういう見
える形のところまで達成なさった方たちが、きょうここにいらっしゃったと思います。
　コーディネータは主役ではなく、縁の下の力持ちですが、こういう仕掛け人がいないと、産学連携、技術
移転の機会はなかなかできません。そういう意味で非常に責務の重い仕事です。

◆可視化する意義
　コーディネータの仕事を可視化するという意味で、「イノベーションコーディネータ表彰」は非常に重要な
賞です。これは選考委員全員の共通認識です。これを継続することによって、プロフェッショナルの仕事の
やり方、仕事の流儀がみんなにわかるようになる。かつ、コーディネータという仕事につく方、プロフェッ
ショナルが増えていくでしょう。また、博士号を取得した方たちの新しいキャリアパスとしても認知されて
いくことが期待されます。
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岡田　基幸
（おかだ・もとゆき）
財団法人 上田繊維科学振興会　
理事兼AREC事務局長

●受賞理由
長野地域における産学官連携支援施設「AREC」を立ち上げ、産学官のネットワークを
構築。ここを拠点として多くの事業化を推進し、若手コーディネータの模範となる抜き
んでたリーダーシップを発揮した。

本年創設されたイノベーションコーディネータ表彰において、記念すべ
き第1回の大賞ならびに文部科学大臣賞を頂き、科学技術振興機構ならび
に関係者の皆さまに心より感謝を申し上げます。また、AREC（浅間リサー
チエクステンションセンター）の活動を支え、力をお貸しくださったすべ
ての皆さまにお礼を申し上げます。

早いもので、私が上田市の職員としてARECの計画・運営に携わり、コー
ディネータとなってから13年がたちます。当時は信州大学繊維学部の博士
課程に在籍し、学位取得を目指していた時期。ちょうどポスドク問題が取
りざたされ始めたころでもあり、新たな生き方を模索する中では、大きな
挫折感も味わったものです。しかし、担当教官のご配慮もあり、上田市役
所職員1年生とドクター2年生という二足のわらじ生活がスタート。これ
が、私の原点となりました。

学位取得の過程で培った問題を発見し、課題解決に導く力は、ARECの
運営に大いに役立ちました。コーディネータに必要な企画力・情勢分析力・
実行力・発表力・資金収集力を養えたことも大きな武器となっています。
また、学位を持っていることで研究者や技術者の皆さまが話をしやすい環
境であることも私の強みです。「面白い男」という興味と「信頼できる男」と
いう安心が活動を後押ししてくれた気がします。

◆ゼロを1にできた－地域産業活性化の種
今でこそどこにでもある産学官連携支援施設ですが、ARECができた当

初は前例があまりなく、すべてが手探りでした。こうした状態では熱意と
信頼がモノを言います。さらに大切なのは、自助独立した組織として永続
的に事業を展開していくための体制づくり。そこで、ARECでは少スタッ
フ・低予算・並事業で1つ1つ成果を上げていくことを心掛けました。「着
眼大局、着手小局」の精神です。こうして地域産業を活性化させる種がよ
うやく今、でき始めています。各界から評価を頂ける案件も生まれました。
とはいえ、新しい産業となるにはまだこれから。今ようやく、ゼロを1に
できた状態であり、全国という土俵に上がったところです。これからが腕
の見せどころ。次に何が出てくるのか、1番楽しみにしているのは私かも
しれません。

コーディネータの職は、本当にロマンあふれる仕事。上田市のような片
田舎であっても、世界に誇る素晴らしい科学技術の種がたくさんあります。
こうした種を育てることで、日本を元気にし、地球環境に貢献したり、世
界平和に寄与したりもできます。今回の受賞を通じ、若い方にこの職の魅
力も同時にお伝えしたいと思います。

歩みを止めず、メッセージを発信し続けることが大きな意味をなす地域
振興において、今回の受賞はARECの活動を内外に広め、ブランド力を高
めるチャンスを頂けたと感謝しています。私自身、これからも現場にある
ヒントを見逃さないよう、地域に密着し、仕事の質を落とすことなく高い
志を持ってさらに邁進（まいしん）していきたいと思います。
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●受賞理由
大学のシーズだけではなく大学研究室の「ニーズ」に着目。大学の研究機器、実験機器
等を中小企業の技術力で開発し、研究シーズの具現化を推進するなど、企業とのマッチ
ングの新たな方法を切り開いた。

川崎市産業振興財団は、中小企業・ベンチャー企業支援を目的に各種事
業を行っている。支援メニューの紹介、技術相談、ビジネスマッチングな
ど、“川崎型”ワンストップサービスの拠点である。

特徴的な取り組みは、起業家・中小企業の新製品・新事業のビジネスプ
ラン発表の場「かわさき起業家オーディション　ビジネス・アイデアシー
ズ市場」の開催。年間6回開催（通算61回、2009年10月現在）し、日本全
国からビジネスプランを募り、起業、事業化のチャンスに応えている。

また、若手エンジニアの登竜門として「かわさきロボット競技大会」を開
催している。今年も全国の企業や大学から250チームが参加し、ロボット
の熱き戦いが繰り広げられた。

このほか「出張キャラバン隊」を組織し、当財
団職員・コーディネータのほか、関東経済産業
局・川崎市の職員等で、企業訪問活動を行って
いる。

◆産学連携・試作開発促進プロジェクト
産学連携といえば「大学のシーズを中小企業

に移転する」、あるいは「中小企業のニーズに大
学のシーズを活用する」ことが定石とされてい
るが、発想を逆転して、大学のシーズだけでは
なく大学研究室の “ニーズ” に着目、大学の研究

財団法人川崎市産業振興財団
設立：昭和63年4月（川崎市産業振興会館の開館：昭和63

年7月）
事業開始：昭和63年8月1日（かわさき新産業創造センター

の開設：平成15年1月）
所在地：【川崎市産業振興会館】川崎市幸区堀川町66番地20
　　　　【 かわさき新産業創造センター】川崎市幸区新川崎7

番7号
理事長：君嶋　武胤
基本財産：1億円（全額川崎市出捐）
＜産学連携チーム＞
新産業振興課長　櫻井亨、産学連携担当主任　酒井賢二、産
学連携担当　落合謙二、クラスターコーディネータ　愛 
英夫

産業支援部
新産業振興課長
櫻井　亨

産業支援部
新産業振興課
産学連携担当
落合謙二

産業支援部
新産業振興課
産学連携担当主任
酒井賢二

クラスター
コーディネータ
愛　英夫

■財団法人 川崎市産業振興財団
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大学研究室の「ニーズ」に着目

特集2● 第1回イノベーションコーディネータ表彰

http://sangakukan.jp/journal/


機器、実験装置等を中小企業の技術力で開発する取り組み「産学連携・試
作開発プロジェクト（以下：試作PJ）」を2004年に発足した。

大学研究室では、加工・製作が難しい部品や機器、理論的には完成して
いるものの実証データを得る手だてが無く、実験装置を試作したいなど、
大学にも“ニーズ”がある。

そのニーズに対応できる技術力・シーズのある中小企業が、川崎に集
積していることから、両者を結び付ける仕組みとして「試作PJ」を組織し、
24大学、中小企業21社のコアメンバーを中心として活動を続けている。

顔の見える産学連携をキャッチフレーズに、企業による大学研究室の訪
問だけでなく、中小企業の現場に、大学研究者・コーディネータが訪問す
る「大学キャラバン隊」を実施するなど、大学・企業双方向の交流活動を
行っている。大学の研究者・コーディネータ・職員との密な情報交換を通
じて、開発ニーズを発掘・コーディネートし、具体的な研究成果を生むと
ともに、その技術シーズを中小企業に移転し、新製品開発へとつなげる事
例が生まれている（表1）。

（執筆：櫻井　亨）

表1　川崎市産業振興財団がコーディネートした主な開発事例

　　  写真1　 東京工芸大学の技術シーズを活用した  　　
「太陽光発電学習システム」

写真2　日本医科大学「リハビリ用電気刺激装置」

・東京農業大学「福祉農業作業車」→大学発ベンチャー企業誕生
・東京都市大学（旧武蔵工業大学）「インターネット・モバイルロボット」
・東京工業大学「小型エアコンプレッサー」
・横浜国立大学「スパイラルモータ」
・東京工芸大学の技術シーズを活用した「太陽光発電学習システム」（写真1）
・日本医科大学「リハビリ用電気刺激装置」（写真2）
・東京都市大学「神経活動電位チャンバー」「生理食塩水流量計」など

http://sangakukan.jp/journal/
24 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.11  2009

http://sangakukan.jp/journal/


西村　訓弘
（にしむら・のりひろ）
三重大学　大学院医学系研究科
教授、社会連携担当・学長補佐

●受賞理由
国立大学発ベンチャー第1号を設立した体験を生かし、三重大学に地域企業の課題を共
同で解決するわが国初の大学院「地域イノベーション学研究科」を新設するなど、産学
官連携による地域活性化のシナリオを組み立て実践することにより成果を上げた。

私は、国立大学発ベンチャーの第1号として紹介されることがある、株
式会社ジェネティックラボの立ち上げから経営までを経験しました。バイ
オベンチャーの経営者として何度も海外の製薬企業、バイオベンチャーと
交渉してきましたが、交渉相手の企業幹部の多くは博士ホルダーであり、
最先端技術への理解と知識に基づいた経営判断が企業幹部になるための必
須条件なのだと痛感しました。幸い私自身も「博士を持った経営者」であっ
たため、適当な交渉相手として対峙（たいじ）してもらえたのだと思います。
そうでなければ、スピードが求められる欧米企業との交渉事ではかなりの
ハンディを持つことになったと思います。このように、オリジナルの先端
技術・製品を活用してグローバルに成長しようとする企業では、「博士ホル
ダーが企業幹部として活躍すること」の重要度が高くなっています。

◆中小企業にもグローバリゼーションの波
5年ほど前に故郷である三重県に戻り、三重大学ならびに三重県の企業

とかかわるようになりました。久しぶりに戻った三重地域では中小規模の
企業が中心とはなっているのですが、大企業と同様にグローバリゼーショ
ンの波を受け成長のためには世界規模の競争が避けられなくなっていまし
た。一方では、地域企業では、大企業並みの技術開発力と高度人材が確保
できないため、潜在的に持っている成長力が実現できていないようにも感
じました。このため三重県の中小企業には、新たな事業の開拓をけん引す
る人材として「経営センスがある技術系人材」が必要であり、求められてい
ると感じ、中小規模の企業群で構成される地方産業界に対して「経営セン
スがある技術系人材」を育成し、供給することが、地域活性化のための効
果的な処方になると考えました。

このような認識に立ち、「経営センスがある技術系人材」を育成すること
に特化した大学院を三重大学内に設置することを企画し、その実現に向け
て実務を担当しました。全学を挙げて地域に必要な新大学院をつくるとい
う機運ができたため、構想から2年もたたない2009年4月1日に三重大学
の第6番目の大学院として「地域イノベーション学研究科（Graduate School 
of Regional Innovation Studies）」を開設することができました。地方産業
の振興に貢献することは地方大学にとっては重要な役割であり、「地域イノ
ベーション学研究科」を通して地域の活性化に必要な「経営センスがある技
術系人材」と「新しい技術」を地域産業界に提供することが、三重地域に「地
域発イノベーション」を誘発する有効な手段になると考えています。

今回の受賞は、このような三重地域が一体となって行っている取り組み
が評価されたものと思い、感謝しております。
http://sangakukan.jp/journal/
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西村訓弘氏

経営センスがある技術系人材を育成する
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http://sangakukan.jp/journal/


●受賞理由
市町村レベルとして全国に先駆けて設立された花巻市起業化支援センターは、地域にお
ける産学官による地域振興事例、チームによる活動事例などほかの地域のモデルとなる
ような数多くの実績を上げた。

このたび、当花巻市起業化支援センターが第1回イノベーションコーディ
ネータ賞を賜りましたことに対し、本誌面をお借りし、あらためて厚く御
礼申し上げます。

また、今回の受賞は、これまで関係各位の皆さまにいただいた温かいご
支援、ご協力のたまものであり、あらためて感謝の念を深くしたところで
ございます。

◆地域の全産業が一体感を持って取り組む農商工連携
花巻市起業化支援センターは、花巻市の新しい工業振興施策である「内

発型振興策」、いわゆるインキュベート支援の推進拠点として、平成8年6

花巻市起業化支援センター
花巻市起業化支援センターを中心に花巻市ビジネスインキュベータ、花巻市賃貸工場の
3つの機能を有機的に連動して花巻市の企業支援を行っている。
開所：平成8年6月
運営体制：施設管理は、花巻市（商工労政課）の直営。
　　　　　企業支援・事業運営は、花巻市が委託した花巻市技術振興協会。
所在地：花巻市二枚橋5－6－3
施設： センターハウスと貸工場棟で構成される。センターハウスには貸研究室8部屋

（15坪）のほか、三次元測定器や恒温槽などを貸し出す開放試験室を設置してい
る。貸工場棟には30坪3棟、50坪7棟、100坪3棟を整備している。いずれも
研究開発型企業、ベンチャー企業が対象。

平成14年4月には花巻市ビジネスインキュベータ（以下BI）と花巻市賃貸工場（以下「賃
貸工場」）も開所している。BIは6つの部屋を都市型産業創業者に開放し、賃貸工場はポ
ストインキュベーション機能を有し、100坪5棟、150坪4棟を備えている。

センター所長
蛯沢秀一

主任コーディネーター
佐藤　亮

統括コーディネーター
佐藤利雄

コーディネーター
及川哲也

■花巻市起業化支援センター

http://sangakukan.jp/journal/
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花巻市起業化支援センター

新たに1次、3次産業も支援
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月に開所いたしました。
当初よりスタッフ（コーディネータ）として民間企

業出身者を採用し、積極的な営業支援や産学官共同研
究支援など、従来の行政支援にはない民間企業支援を
行ってまいりました。

今回、その取り組みがこのような形で評価され、大
変な喜びを感じる一方で、これからの当センターの在
り方に対する責任の重さを感じているところです。

現在、地域企業は昨年から続く不況の影響からはい
上がることができず、明るい展望を見いだせない状況
が続いておりますが、こうした中、当センターでは新
たな取り組みとして、従来の2次産業中心の支援だけ
ではなく、1次産業、3次産業を含めた全産業の支援
に取り組むことといたしました。

特に、経済産業省と農林水産省が進める「農商工連携」の事業化につきま
しては、地域の全産業が一体感を持って取り組むことが必要と考えており、
当センターはその拠点機関として、地域産業間の連携を深めるとともに、
新たな市場を開拓するための地域を超えた連携強化の可能性を探るなど、
積極的な活動を展開してまいりたいと考えております。

◆外部資源を積極的に活用
また、従来から取り組んでおりますものづくり企業への支援につきまし

ても、平成18年度に花巻市起業化支援センター内に設置された岩手大学工
学部附属複合デバイス技術研究センターや、岩手ネットワークシステム（通
称：INS）などさまざまな機関との有機的な連携・協力をこれまで以上に深
め、有用な外部資源を積極的に活用しながら、地域企業の成長につながる
有効な支援を行ってまいりたいと考えております。

☆　　　　☆
最後に、当センターは開所から13年目を迎えましたが、これからも地域

産業発展のお役に立てるよう、微力ながら地域・現場に密着した企業支援
を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続き関係各位の皆さまの
ご支援、ご協力を心よりお願いし、本稿の結びとさせていただきます。

（執筆：蛯沢秀一）

テクノフェアはなまき2009

岩手大学が中心に活動している「岩手ネットワークシステム
（INS）」の子供科学実験教室（写真上・下）
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間野　純一
（まの・じゅんいち）
財団法人 千葉県産業振興センター
企画振興部新事業取引支援室
チーフプロジェクトコーディ
ネーター

●受賞理由
企業ニーズを熟知し、それにマッチした大学シーズを選び出す手法を実践するとともに、
独自の開発型企業評価システムを開発し、マッチングに成果を上げるなど、革新的な活
動を行った。

筆者は、製鉄会社に入社後、研究・工場管理・自動車用鋼材開発、本社、
香港駐在、自動車用鋼材ほか各種鋼材の技術サービスを歴任し、その間に
中小企業の実態を把握する機会に恵まれた。

平成11年7月、財団法人千葉県産業振興センター東葛テクノプラザの産
学官連携コーディネータに着任後、関東経済産業局とともに、千葉、埼玉
県下の中小企業をまわり、ものづくり系企業のための東葛・川口（現：東
葛川口つくば（TX沿線））地域新産業創出推進ネットワーク、基盤的技術
産業活性化研究会と2つの分科会を立ち上げて、当地域の活動的中小企業
のニーズ把握に努めるとともに、地
域中小企業の新事業・開発支援に携
わった。

平成12年から21年までに獲得し
た主な公的資金案件36件、獲得金額
は9.5億円強で、企業の売上金額は
把握されているだけで29億円に上
る。また、事業化に成功した案件は
13件、ある程度事業化した案件は9
件、事業化進行中および未着手の案
件10件、失敗4件で、事業化成功率
は比較的高いといえよう。表1のような例が
ある。

千葉県産業振興センターのコーディネー
ションの特徴は、あくまで中小企業のニーズ
と市場にこだわり、そのニーズに即した大
学、研究所のシーズを引き合わせる方式にあ
る（図1）。筆者はまた、これまでの経験を基
に、中小企業の人、金、もの（技術、製品）
に 関 す る 要 因 を、AHP（Analytic Hierarchy 
process：階層化意思決定）法を利用して重み
付けする企業の開発力評価方法を考案した。

（例1） AH株式会社からTi板の溶接リングを用いる電解銅箔用装置製造開発の相談
があり、溶接部の塑性変形、熱処理に関してそれぞれのシーズを有する千葉
工業大学Y教授、県公設試験場と共に、経済産業省の平成13年補正地域創造
技術補助金に応募し、採択後に、研究開発の推進にかかわった。結果として、
同社は、本研究開発に成功して新事業に参入し、収益を上げている。

（例2） 株式会社SDから、今後の中古ビルの解体工事の増加を見込んで、小型破砕
機開発の相談を持ち掛けられた。そこで、日本大学生産工学部K教授、Y助教
授に相談・協力を要請し、平成14年度財団法人千葉県産業振興センター産学
官共同研究委託事業への応募を勧め、採択後に研究開発の進捗管理を行った。
また、平成15年には、その研究結果を基に、さらに東京理科大学を加えて経
済産業省の平成14年度補正創造技術研究開発費補助金への応募申請ならび
に、研究開発を支援した。その結果、同社は、破砕機開発に成功し収益を上
げている。

表1　事業化に成功した事例

図1　産学官連携コーディネート活動

http://sangakukan.jp/journal/
28 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.11  2009

イノベーションコーディネータ賞・科学技術振興機構理事長賞
間野純一氏

独自の開発型企業評価システムをマッチングに生かす

特集2● 第1回イノベーションコーディネータ表彰



木村 良臣
（きむら・よしおみ）
財団法人 北海道科学技術総合
振興センター　アドバイザー

●受賞理由
大企業での経験を生かし、財団法人北海道科学技術総合振興センターの創成期からコー
ディネート人材の育成に注力。育成した人材により、さまざまなビジネス開発プロジェ
クトを立ち上げ、多数の事業化や売上実績を生むなど、大きな成果を上げた。

私がイノベーション・コーディネーションの業務に参画しましたのは、
2000年にノーステック財団の前身である財団法人北海道地域技術振興セ
ンター（ホクタック財団）のビジネスエディター就任が端緒でした。それは
活動拠点としての「北海道産学官協働センター（コラボほっかいどう）」の完
成の年でもありました。1998年にキリンビール株式会社の役員を退任し
北海道に帰り、故郷の自然風土と人情に浸りながら長年の仕事の疲れを癒
やしておりました。北海道の沈滞気味の経済状態や元気の不足に、私なり
に憂慮し何か北海道のためにお役に立てないものかと考えておりました折
に、ホクタック財団からお誘いを受けました。

同財団では北海道経済連合会会長だった故戸田一夫氏の提唱された「北
海道産業クラスター創造活動」を具体的に推進しておりました。戸田氏の
北海道に対する熱い思いと高邁（こうまい）な理念、産業クラスター創造の
基本戦略とそれを展開する姿勢と方法論に感銘、共鳴し、参画させていた
だきました *1。

それを担当するのがクラスター推進部の部員であるプロジェクトマネ
ジャー（PRM）です。クラスター推進部員は道内企業や官庁からの出向者で、
必ずしも元組織でのプロジェクト業務の経験者ではなく、しかも2、3年で
帰任するという状態でした。

◆10年で119件事業化
そこで、キリンビールでの新規事業開発、研究開発マネジメント、社内

プロジェクト、経営企画などの経験で蓄積された知識、ノウハウ、スキル
を用いて、クラスター推進部の組織運営・体制づくりとPRMの連携コー
ディネート能力およびプロジェクトマネジメント能力向上に努めて参りま
した。

私自身もさらに学習するとともにプロジェクトにも参加し、そこで得た
知識・技術をシステム化、形式知化、マニュアル化してPRMに伝えました。
講習会、定例会議などでのOff-JT（Off the Job Training）だけでなく、一
緒に参加するプロジェクトのワークショップ型運営でのO-JT（On the Job 
Training）で人材育成を行いました。学習→実践→学習の繰り返しにより着
実にPRMの能力が向上し、延べ50人のPRMが意欲と技術と技能を持って
コーディネーションとマネジメントに取り組み、10年間で事業化件数119
件、累積売上金額193億円の実績に結び付きました。

イノベーション・コーディネータ功労者賞受賞を誇りとして、クラス
ター推進部員＝PRMのさらなる能力開発を進め、PRMによる具体的な産
業興しを通じて、ノーステック財団創設の理念の元に、産業クラスター創
造のビジョン達成のために献身することをお誓い申し上げます。
http://sangakukan.jp/journal/
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*1：ホクタック財団からノース
テック財団に継承された産業ク
ラスター創造活動は、クラスタ
ー形成により北海道経済の自立
を目指すものです。具体的なプ
ロジェクトを育てて産業を興し、
大は産学官連携の大型プロジェ
クトから、小は町村単位の地域
プロジェクトまでを対象に、ビ
ジネスの芽探し→研究開発→ビ
ジネスプランの推進→事業化と
いうプロセスを一貫してコーデ
ィネートしマネジメントするも
のです。

功労者賞　木村良臣氏

クラスター推進役・プロジェクトマネジャーの能力開発
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齋藤　省吾
（さいとう・しょうご）
九州大学　名誉教授

●受賞理由
平成8年に地域研究開発促進拠点支援（RSP）事業*1の初代コーディネータとして着任以
来、プロジェクトの提案・構築、事業化までの一貫したコーディネート体制を構築する
とともに、公設試験研究機関（公設試）の研究者をプロジェクトコーディネータとして
養成するなど永年に渡り人材育成に貢献した。

5年半も前にRSP事業を終えたOBの私が思わぬ賞を頂き感謝しています。
コーディネータ賞を受賞された現役で若手の方々の喜びを目の当たりにし
て、この表彰制度の意義を実感しました。

この機会に、若手とベテランの役割について一言述べたいと思います。
このような問題意識を持ったきっかけは、産学官連携の成果として商品（コ
モディティ）技術分野の小粒なものが増え続けることに気が付いた点にあ
ります。これは悪いことではないのですが、大学本来の成果を活用したも
のとしては少し寂しいと思います。この分野は本来、公設試が得意とした
分野ではないでしょうか。少し前に科学技術振興機構（JST）が設けた地域
ニーズ即応型支援事業では、公設試が主役に位置付けされています。

◆専門家が整理したデータベースは有効
申し上げたいことは、大学の研究成果のあらわな姿を知る必要があると

いうことです。私どもの仲間では、科学研究費補助金やそのほかの基礎研
究支援で実施された研究の成果、できれば研究経過の姿を知りたいと考え
ています。JSTのデータベースが存在していますが、これは研究者自身が
スマートに整理した申告を基にしています。研究者の生の報告書を専門家
が評価し、整理した形のデータベースがあれば、独創的な技術の芽や将来
の中核技術の候補を見つけるのに非常に有効なはずです。これに近いデー
タベースをシンガポール国立大学は公開し、この第2部には個々の研究者
が産学連携に参加できる分野、課題まで公開しています。表彰式を兼ねた
フォーラムのパネル討論で、ERATOやCRESTの研究成果をコーディネータ
に公開することをJSTにお願いした理由はここにあります。

独創的な技術の芽や近い将来の中核技術の候補の抽出に有効なデータ
ベースを作るには、少なくともベテランのコーディネータの参加が必要で
す。これだけでは不十分で、評価された研究者のOBの手助けが必要です。
大掛かりな作業になりそうですが、できるところから手を付けて、それを
若手コーディネータに渡して一緒に仕事をすることがOBの役割の1つと考
えています。

http://sangakukan.jp/journal/
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*1：RSP事業：地域研究開発促
進拠点支援事業は、都道府県が
地域の科学技術活動の活発化を
図るために設立した財団等をコ
ーディネート活動の拠点として
整備するにあたり、国全体の科
学技術基盤形成の視点から、科
学技術振興機構が科学技術コー
ディネータを委嘱し、かかる拠
点の活動を支援するもので、平
成8年度に開始し平成17年度
に終了した。

功労者賞　齋藤省吾氏

起点は大学の研究成果のあらわな姿を知ること

特集2● 第1回イノベーションコーディネータ表彰
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山口　光彦
（やまぐち・みつひこ）
須坂市産業振興部　
須坂市産業コーディネータ

●受賞理由
豊富な行政経験とその広範囲なネットワークを生かし長野県の産学官連携ネットワーク
を構築した。ナノカーボン分野では知的クラスターと産業クラスターをつなぐなど大型
研究プロジェクトでも先導的役割は特筆される。

須坂市は、かつて製糸の町として、戦後は電子産業の町として隆盛を
誇ってきたが、平成14年に至りリーディングカンパニーであるF社須坂工
場の大幅縮小によって、製造品出荷額は半分以下に、従業者数も20％減少
するなど地域経済に深刻な影響を及ぼした。大手企業を頂点とする産業構
造の地域経済のけん引力が大きく失われたのである。

こうした事態から須坂市は、既存産業の革新による内発的な活性化を基
軸に、持続的発展可能な産業の創出を目指し、平成16年に「須坂市産業活
性化戦略会議」を設置し産業界が自主的に取り組むべきプロジェクトの推
進を図るとともに、産学官連携の重要性に着目し、コーディネータ等5名
からなる支援体制を整備した。また、外部からの知的刺激によって革新意
欲の高進を図るとともに活性化の方途を探るため「須坂蔵の町並み元気ス
クール」を開催してきた。

◆関連セクターの連携が効果的
当初のコーディネート活動は、産学のニーズとシーズのマッチングなど

新商品や技術開発に重点が置かれたが、進展する社会的構造問題に対応す
べく、その活動領域や展開方向を拡大、進化させてきた。経済のグローバ
ル化等によって在来産業の衰退は一段と激しく、加えて地球温暖化等の環
境問題の進展、少子高齢化・人口減少等は既に顕在化し、これら構造的社
会問題への対応は企業存続の条件になっている。そのような中、関連する
セクターが連携した取り組みは効果的であり、また、その取り組みは個別
企業の新商品やサービスなどの新たな事業を生み出す機会ともなる。

さらに、大学との知的連携により、地域の文化や産業資源を教育の場に
活用しつつ中心市街地の新たな機能の創出を図る「蔵の町並みキャンパス
事業」、組み込みソフトや金型等の基盤技術にかかる「人材育成事業」、農
商工に観光、大学、行政、市民も加わった地域文化創造型の「フルーツス
イーツ産業育成事業」などを行ってきた。

2期目を迎えた「産業活性化戦略会議」では、Safety and Ecologyを指向し
た農業、環境都市、生涯現役健康都市等の社会問題解決型プロジェクトの
一層の推進が必要であるとしている。従って、今後の社会的課題にかかる
コーディネート活動には、従来の工学的アプローチに加え社会科学的アプ
ローチによるプロデュース能力や縦割り政策の複合的活用能力等ソーシャ
ルソリューションコーディネートとも言うべき機能のさらなる強化が重要
であり、同時にコーディネートパワーを十分発揮するための支援組織にお
ける位置付け等の検討も必要と考えられる。
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功労者賞　山口光彦氏

社会問題解決型のコーディネート活動へ

特集2● 第1回イノベーションコーディネータ表彰
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大内　権一郎
（おおうち・けんいちろう）
文部科学省産学官連携コーディネー
ター／神戸大学　連携創造本部 産
学連携コーディネーター、客員教授

●受賞理由
神戸大学の産学連携の起点となった「アンケート調査」「一日神戸大学（シーズの出前）」

「シーズコンペ」など実践してきた取り組みは特筆できる。今日の神戸大学の産学連携
の基盤をつくった。

今回の特別賞の受賞に当たり、まず関係者の皆さま方に厚く御礼申し上
げます。受賞を契機に、8年前の大学に配属されたころを振り返ってみま
した。RSP事業 *1 にかかわっていた財団法人新産業創造研究機構（NIRO）在
籍中は、お付き合いいただいた企業はもちろん、教員も産学連携に熱心な
方々がほとんどでした。ところが大学に実際に配属されてみますと、それ
は氷山の一角どころか、一握りの方たちであり、多くの教員は良くて無視、
ともすれば反対を明確に意思表示される方もおられました（今は産学連携
は当たり前の時代になりましたが）。そういう環境の中でもこの仕事を続け
てこられたのは、多くの人たちの協力・支援のおかげと深く感謝するとと
もに、1人でできることの限界と、ネットワーク・人脈の大切さをあらた
めて認識させられました。

産学連携の主役はあくまでも教員と企業です。コーディネータはその間
をつなぐ橋渡し役であり、文化・環境の異なる両者に対する翻訳者です。
両者に気持ち良く、それぞれの役割を演じていただく環境づくりをするこ
とが大きな業務であり、そのためにもフットワークの軽さ、聴く耳、立場
を理解する姿勢、仲間と協力する態度が必要だと心掛けてきました。

◆強まるシステム化の要求
大学のシーズは、そのままでは世の中に役立つようなレベルにないので

すが、磨けば光る原石はたくさんあります。だからこそ世の中のニーズを
知り、製品化・実用化に優れている企業との産学連携で磨き上げていくこ
とが必要なのだと思います。技術・シーズが社会の大きな流れ・ニーズの
中にどう位置付けできるのかを見極め、そのためにどんな手法で、どんな
アプローチをすれば良いのか、教員・企業両者と十分意見交換しながら、
時にはリードしていくこともコーディネータには必要です。

これからは従来型の1対1のマッチングでは成し得ないシステム化の要
求が従来以上に強まり、そのために複数の機関が参加するプロジェクト型
がますます増え、コーディネータの役割はさらに大きくなります。今回の
表彰式が1つの契機となり、コーディネータの必要性・重要性が世の中の
人たちに認知され、その業務がビジネスとして成り立つことをも期待しな
がら、多くの方たちと手を結び、後継者育成も含め、これからも微力を尽
くしていきたいと思います。
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*1：RSP事業：地域研究開発促
進拠点支援事業は、都道府県が
地域の科学技術活動の活発化を
図るために設立した財団等をコ
ーディネート活動の拠点として
整備するに当たり、国全体の科
学技術基盤形成の視点から、科
学技術振興機構が科学技術コー
ディネータを委嘱し、かかる拠
点の活動を支援するもので、平
成8年度に開始し平成17年度
に終了した。

コーディネータ特別賞　大内権一郎氏

文化・環境の異なる教員・企業間の翻訳者

特集2● 第1回イノベーションコーディネータ表彰
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松田　文雄
（まつだ・ぶんゆう）
文部科学省産学官連携コーディ
ネーター　立命館大学 研究部
理工リサーチオフィス

●受賞理由
技術シーズとニーズのマッチング、研究開発から企業化までのシナリオづくり、資金の
導入など一貫した総合的コーディネート力と多くの実績を高く評価した。

文部科学省産学官連携コーディネーターに着任してから約7年間。仕事
は多岐にわたり、忙しくも楽しく、毎日走り回っています。その中で、電
気二重層コンデンサ型瞬時電力低下補償装置、高効率バイオレメディエー
ション装置（微生物を使った石油汚染土壌浄化システム）や有機土壌診断シ
ステム、植物活性剤などの実用化を達成しました。しかし実用化につなが
らないままで終わったケースの方が多いのも事実です。なぜ、そうなるの
か？　3年目あたりで考えました。いろいろな要因があるでしょうが、少
し長いスパンで、研究シーズの発掘・育成の段階から、実用化へ向けたシ
ナリオを十分に描けていないという問題があるのではないか－。

そこから「シナリオづくり」に取り組んできています。2007年度は「ビ
ジネス・イノベーション・コミッティー」（BIC）を理工リサーチオフィス内
につくり（メンバーは当オフィスのスタッフ）、研究シーズの実用化につい
て検討会を数回行いました。テクノプロデューサー（当オフィスではコー
ディネータをこう呼んでいます）が、「自分としてはこの先生のこのシーズ
をぜひ実用化させたい」と説明し、どういうアクションが必要かを検討し、
SWOT分析によってそのシーズの弱み・強みを総合的に分析する・・・と
いったブレインストーミングです。

◆実用化へ向けた道筋・シナリオ
2008年度は、これと科学技術振興機構の「シーズ発掘試験」の申請活動

を連動させました。過去のシーズ発掘試験の不採択課題や科学研究費補助
金のテーマなどから、テクノプロデューサー1人当たり10件を先生方と一
緒に申請することを目指しました。10件の中で、「これをぜひ採択へつなげ
たい」と思う1件についてBICで論議しました。シーズ発掘試験は実用化へ
向けた道筋・シナリオが描かれているかどうかがポイントの1つですので、
そこを中心に論議しました。その結果を先生に還元。こうしたことにより、
2009年度のシーズ発掘試験には本学から108件申請し、36件が採択され
るという好成績となりました。

2009年度は、文部科学省産学官連携コーディ
ネーターの「目利き・制度間つなぎ担当会議」の
世話役を仰せつかったのを機会に、全国のコー
ディネータの皆さんと一緒に、研究シーズの「目
利き」や、各種競争的資金の整理、実用化シナリ
オ、人材育成などに関する「ツール」をつくろう
としています。

最近、私自身は、次世代のエネルギーシステムとしての自
律分散型直流スマートグリッドやアンチセンスRNAの機能
を活用した新たな核酸医薬の研究、さらに農業・食糧生産、
琵琶湖など、社会的な要請が大きくかつ異分野融合でない
と解決できないプロジェクトの立ち上げにもかかわり始め
ています。これらは、非常に未来的であると同時に、幅が
広く、かつ奥が深いテーマであり、その成功へ向けては長
期のシナリオづくりがいっそう必要となってきています。
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コーディネータ特別賞　松田文雄氏

実用化へ向けたシナリオづくり

特集2● 第1回イノベーションコーディネータ表彰
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芝山　多香子
（しばやま・たかこ）
東北大学　研究協力部　
産学連携課　リエゾン
産学連携コーディネータ

●受賞理由
欧米では、多くの女性がコーディネーションの場で活躍しているが、わが国では、まだ
数少ない。今回の女性応募者の中で、特にシーズ発掘に多くの優れた実績があり、今後
の活動を期待する。

この8年間、私は学内中心に目の前の産学連携業務に追われてきた。米
国でのバイ・ドール法成立は1980年、日本版バイ・ドール法の産業活力
再生特別措置法が制定されたのは1999年。20年近い隔たりがある。この
隔たりを詰める思いからも、私は「アカデミア職人」と自覚して、常に「あ
るべき姿」を模索・専念してきた。国際的な大学技術移転組織の大会に参
加する男性一行は「日本人ばかりだ」と耳にしてから久しいが、この状況の
改善を期待もせずにコーディネータとして黒子に徹していた。目指すのは

「コーディネータの匠（たくみ）」だが、「匠の世界」には終わりがなく、課題
に直面する難問を、熱意と使命感で楽しむように走ってきた。

産学連携業務は、経営・営業センスを必要とする場面が多く、ある意味
で研究者はスペシャリストであり、コーディネータは「ゼネラリスト」の役
割を必要とされている。コーディネータは人脈が広く、熱意と使命感があ
り、信頼を得る資質があれば、どんな時代・場面でも男女を問わず「グロー
バル・プレーヤー」と信じ、「学から産へ」の技術移転を通し社会貢献に応え
たい。

◆「顧客」増え、コーディネータ冥利
今回のコーディネータ表彰の受賞理由である「シーズ発掘試験」申請は、

大学に属する私の最重要業務としている。申請において、「最高のシーズを
最高に仕上げる」のが私の役割であることから研究者には、臆（おく）せず
に質問や提案をし、赤ペンを入れる覚悟も必要であった。研究者より「手
伝ってもらいありがとう」「書き手が変わるとこんなに違うのだね」「自分だ
けでは採択されなかった」などのお声を頂く。口コミも手伝って毎年「顧
客」・「人脈」が増え、コーディネータ冥利（みょうり）に尽きる。ちなみに、
川島隆太教授の任天堂ほか多数の企業案件担当後、平成18年度より事業化
支援・大学発ベンチャー支援が私の主担当業務である。8年前、田中耕一
氏ノーベル賞受賞発表と私の産学連携業務の開始日は重なる。同日の10月
7日、札幌で「第1回コーディネータ表彰」の栄誉によくする幸運に感謝し、
受賞者の1人として貢献の一端を担っていきたい。
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奨励賞　芝山多香子氏

日 、々国内外、学内の技術研究動向を把握

特集2● 第1回イノベーションコーディネータ表彰
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ハマナス花酵母と伏流水で化粧品開発
北海道の産学プロジェクト、販売会社も設立

城野　理佳子
（きの・りかこ）
北海道大学　産学連携本部　
事業化推進部　産学連携マネー
ジャー
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北海道の花として親しまれているハマナス。釧路の酒造会社はその花弁から単離した花
酵母を使った日本酒を作っている。これにヒントを得て、北海道の企業3社と4つの大
学がハマナスと伏流水を使った化粧品を開発し、売り出した。

北海道の企業3社と4つの大学が連携して、北海道の花として親しまれ
るハマナス（写真1）と伏流水を用いた化粧品を開発した。北海道ブランド
の「北花エッセンス」（写真2）だ。この販売のために大学発ベンチャー企業
の合同会社ノースラボを設立し、かかわった大学の生活協同組合、道内の
エステティックサロン、旅館等を中心に営業を展開している。

◆化粧品開発に至った経緯
北海道には豊富な天然資源と、バイオ関連の中小企業が数多くある。平

成15年から、北海道大学創成科学研究機構田中順三研究室では、
道内の企業と共同でコラーゲンやキトサンなどの海洋資源を用い
た医療デバイスの開発を進めてきた。しかし医療デバイスの認可
を得るまでには長い時間と多額の研究費が必要となり、そのため
ビジネスモデルとして化粧品の応用展開を検討してきた。

平成17年7月に『次世代化粧品素材研究会』を発足し、北海道
の天然化粧品素材と皮膚科学に関する情報を発信し、道内の化粧
品関連企業へ呼び掛けた。そこでは北海道の化粧品企業は販売力
が弱く、多くの企業が原料の供給かOEM*1 を行っているのが実情
であり、付加価値の高い最終製品を市場に届けたいという声が多
く聞かれた。

次世代化粧品素材研究会と並行して、北海道開発局の協力のも
と北海道内の伏流水についても調査を行った。水の誘電分散、ミ
ネラル成分、感性（味、におい、触覚など）を調べ、実際に化粧水
を試作し「化粧品に適した水」を見つけることができた。北海道の
花として親しまれるハマナスにも着目した。釧路の福司酒造株式
会社では、ハマナスの花弁から独自に単離したハマナス花酵母を
使った日本酒を開発していた。またハマナスの果実は古くから食
用として利用されており、豊富なビタミンとポリフェノール類が
含まれている。そこで、ハマナスと北海道の伏流水を用いた化粧
品の開発研究を行うため、企業3社と3大学（2年目から4大学）
が共同で平成19年度経済産業省地域資源活用型研究開発事業に
応募し、採択され（「感性工学と誘電分光によるハマナス花酵母配
合の北海道化粧品開発」）、開発を進めてきた。
「北花エッセンス」は平成21年11月1日より店頭に並んでいる。

写真1　北海道の花「ハマナス」

写真2　北花エッセンス
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販売を行う合同会社ノースラボはこのプロジェクトを進めてきた大学の研
究者と企業関係者らが出資して、平成21年6月に設立した。営業活動は企
業からの出資者が中心となって行い、新商品の開発やメディア戦略につい
ては、教員も参加して検討を行っている。

◆産学連携による人材教育の可能性
このプロジェクトには企業、大学だけでなく、アドバイザーとして多く

の機関がかかわってきた（表1）。大学
は多くの研究成果が活用されることを
望み、企業はより良い製品ができれば
良いということで、一見同じ方向性に
見えるが、製品が具体化していくほど
両者の違いを感じることが多くなった。
企業からすれば、使い勝手の良い大学
の成果だけを利用して製品化するのが
最も手っ取り早い方法だが、それでは
本来の大学の持つ多様性や、教育機
関としての能力を生かしきれない。田
中教授は地場産業の育成と、若手研究
者が活躍することも大切と考え、製品
の開発から販売戦略に至るまで、教員
も参加して何度もディスカッションを
行ってきた。ネット販売を行わず、購入できる店を厳選して販売を展開す
る「プレミアム戦略」も、教員のアイデアから出てきたものである。

◆大学の「組織化」と「安全管理」意識
一方、製品を販売するに当たり、企業はその製品の安全性や性能をア

ピールするため、大学との共同開発の成果であることを積極的に出
したいという要望がある。また近年は大学にも具体的な成果が問わ
れるようになり、自らの研究成果が社会に還元されることを望む教
員も増えている。しかし、製品によるトラブルが発生した場合、そ
の責任は製造業者にある（製造物責任法：PL法）が、報道等により大
学や教員が取り上げられることで、社会的不利益を被る危険性も高
い。そのため、教員は社会貢献を目指しながらも、「何か訴えられる
ようなことになるのでは…」という不安も抱えているのが現状であ
る。大学は教員が自由に研究テーマを選択することで、幅広く、ま
た画期的な研究成果が生まれる可能性を秘めているが、その責任も
また教員自身にあるという考えが強く、企業のような組織としての
まとまりは低いと感じる。しかし、大学が社会へ開かれる以上「安全
管理」という概念は必要であり、また大学という文化を社会に知って
もらうためにも、情報の活用方法も検討する必要があると思う。

化粧品の開発はまだ進行中であるが、これまでもたくさんの皆さ
まに助けていただき、新しい展開も生まれてきている。人と人との
つながりを大切にしながら、これからも仕事に取り組んでいきたい。

田中順三東京工業大学教授のコメント
北海道大学の創成科学研究機構は、道
内の産業を育成するため、北キャンパ
スの広大な敷地に建設されている。そ
こで4年間近く研究を行った。北海道
には、65社以上の化粧品関連企業が
存在し、社長さんたちは活発で、さま
ざまな天然素材を活用している。しか
し、その規模は小さく、化粧品の機能
性を十分評価できず、先に進めないで
いる。多数の企業が共同利用できる天
然素材評価共同システムのような施設
整備の必要性を強く感じた。

*1：Or ig ina l  Equ ipment 
Manufacturerの略。他社ブラ
ンドの製品を製造すること。

表1　北花エッセンスの開発チーム一覧

氏　名 所　属 役　割　分　担
田中 順三 教授 東京工業大学（元 北海道大学） 化粧品中のナノ粒子の分散評価
野嵜 龍介 准教授 北海道大学 化粧品の誘電分散測定による水の動的

な挙動の評価
久保 洋 教授
魚住 超 准教授
須藤 秀紹 准教授

室蘭工業大学 感性工学によるボトル形状の選択、化
粧品の使用感の評価など。販売戦略、
メディア戦略など。

小北麻 記子 講師 北海道教育大学 ボトル、パッケージのデザイン。販売
戦略。一般女性との意見交換による市
場調査など。

開 敏之 代表社員 合同会社ノースラボ（元株式
会社生物有機化学研究所）

全体の調整。ベンチャーの経営、営業、
販売担当。

圓田 照夫 代表取締役 株式会社粧薬研究所 化粧品の試作・製造。ハマナス果実エ
キスの製造。

梁瀬 之弘 代表取締役 福司酒造株式会社 ハマナス花酵母による酒粕抽出エキ
ス、培養液の製造。

長谷川 英司 副所長 日生バイオ株式会社 全体の調整。化粧品の安全性評価。成
分分析など。

城野 理佳子 北海道大学　産学連携本部 全体の調整。販売戦略。一般女性との
意見交換による市場調査など。
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連載2回目は、博士課程修了者の就職動向を統計データから読み解く。医薬品、化学工
業では、博士を採用している企業は一握りだが、それらの企業の採用者数は確実に増加
している。しかし、採用企業比率は変わらない。採用したことのない企業に、博士の採
用をどう広げていくかが課題である。

◆はじめに
学校基本調査の博士課程卒業生の産業別就職先データを前回に続き紹介し、

その後、前回の統計の謎解明を試みた。

◆産業別就職数、専攻別の就職動向
図表により、博士課程卒業者の就職状況を説明する。

・博士課程卒業者の産業別就職者数比率（平成20年度3月卒：図5）

技術系産業（「製造業」と「その他の技術系」）への就職者数は20％（小数点以
下を四捨五入、以下同）である。教育・学
習支援業（34％）と学術研究、専門・技術
サービス業（13％）が大きな比率である。
前者には大学が、後者には独立行政法人
の研究所がそれぞれ含まれると推定され
る。資料からはそれ以外の具体的就職先
の詳細は読み取れなかった。医療・福祉
は病院や診療所等が中心であろう。
・博士課程卒業者の製造業就職者の内訳（平成

20年3月卒：図6）

化学工業（製薬業を含む）は全体の3分
の1を占めていて最大である。電気情報通
信（22％）と電子部品・デバイス・電子回
路製造業（8％）を合わせたエレクトロニクス関係が30％となる
・専攻別博士課程卒業者の産業別就職者数（平成20年3月卒：表2）

人文・社会や家政・教育・芸術等文科系専攻者の就職率はそれ
ぞれ36％、43％と平均の63％に比べ低い。一方、理工系は、理学
61％、工学69％、農学65％と、平均並みである。保健（医学、製
薬等）は77％と高い。

注目すべきは、技術系産業への就職比率であり、工学では45％、
理学では37％と高い比率になっているが、農学は16％と低い。農
学の中心はバイオと推定される。バイオ専攻者が就職に苦労して
いる一端を示すものであろう。
・製造業就職者の専攻別内訳（平成20年3月卒：表3）
・化学工業就職者数の専攻別内訳（図7）

共著

府川　伊三郎
（ふかわ・いさぶろう）
旭化成株式会社　顧問

百武　宏之
（ひゃくたけ・ひろゆき）
社団法人　日本化学会
企画部　参与
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図5　 平成20年3月博士課程卒業者の　
産業別就職者数比率
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図6　 平成20年3月博士課程卒業者の製造業

就職者の内訳
 （製造業就職者数合計 1,680人）
 出典：学校基本調査
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化学工業はほかの産業分野に比べ、内訳に特徴がある。1つはほかの分野に
比べ相対的に理学が多い。もう1つは農学、保健（主として薬学と推定される）
が他産業に比べ格段と多いことである。
・化学工業を除く技術系産業就職者数の専攻別内訳（図8）

工学専攻が64％と圧倒的に多い。次に理学
専攻17％となっている。

◆統計の謎の解明
前回、学校基本調査から理工系博士課程卒

業者の技術系産業への就職は確実に増えてい
るという心強いデータが得られた（文部科学省
学校基本調査：表1・再掲）。しかし一方で、
採用企業数のデータではまったく改善の兆候
は見えない（文部科学省「民間企業の研究活動
に関する調査報告」：図1・再掲）。これを解明
すべく、化学工業のデータ解析を行った。

計 比率 人文・社会 理学 工学 農学 保健2） 家政・教育・芸術 その他3）

製造業就職者数合計 1,680 100.0 21 296 897 98 202 4 162

内
　
　
　
　
訳

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 75 4.5 0 15 11 24 17 1 7
繊維工業 34 2.0 0 9 14 1 3 0 7
印刷・同関連業 15 0.9 1 4 4 0 1 0 5
化学工業，石油・石炭製品製造業 1） 558 33.2 2 108 177 48 166 0 57
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 99 5.9 2 12 71 3 0 0 11
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 157 9.3 1 29 108 5 3 0 11
電子部品・デバイス・電子回路製造業 131 7.8 4 22 90 1 2 0 12
電気・情報通信機械器具製造業 372 22.1 7 55 273 1 3 0 33
輸送用機械器具製造業 102 6.1 1 6 85 1 1 1 7
その他 137 8.2 3 36 64 14 6 2 12

出典：学校基本調査　注1）“化学工業,石油・石炭製品製造業”には製薬業を含む。2）専攻の区分の“保健”には医学、薬学等が含まれる。
	 3）専攻の区分の“その他”には自然科学系科目と人文・社会系科目が含まれる。

表3　製造業就職者の専攻別内訳
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：図7　 化学工業就職者数の専攻別
内訳　平成20年3月卒

 出典：学校基本調査

図8　 化学工業を除く技術系産業
就職者数の専攻別内訳  　　
平成20年3月卒

 出典：学校基本調査

計 比率 人文・社会 理学 工学 農学 保健1） 家政・教育・芸術 その他2）

卒業者数（A） 16,281 - 2,596 1,610 3,636 1,065 5,074 565 1,735
就職者数（B） 10,288 100.0 944 986 2,508 692 3,907 242 1,009
就職率（B／A％） 63 - 36.4 61.2 69.0 65.0 77.0 42.8 58.2
産業別就職者数内訳（①～⑦）

技
術
系
産
業

①建設業 120 1.2 1 7 73 6 2 0 31
②電気・ガス・熱供給・水道業 20 0.2 0 3 16 1 0 0 0
③情報通信業 254 2.5 13 59 139 5 5 1 32
④製造業 1,680 16.3 21 296 897 98 202 4 162
技術系産業小計（①～④）（C） 2,074 20.2 35 365 1,125 110 209 5 225

技術系産業への就職比率（Ｃ/Ｂ％） 20.2 - 3.7 37.0 44.9 15.9 5.3 2.1 22.3
⑤学術研究，専門・技術サービス業 1,307 12.7 94 219 348 205 273 15 153
⑥教育，学習支援業 3,471 33.7 626 278 730 228 964 195 450
⑦医療，福祉 2,436 23.7 13 5 11 18 2,355 10 24
⑧その他 1,000 9.7 176 119 294 131 106 17 157
出典：学校基本調査　注1）専攻の区分の“保健”には医学、薬学等が含まれる。
	 2）専攻の区分の“その他”には自然科学系科目と人文・社会系科目が含まれる。

表2　専攻別博士課程卒業者の産業別就職者数（平成20年3月卒）
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1．グローバル化により製薬業採用は博士課
程卒業生重視に

近年、製薬業は世界に展開しており、研究
開発・臨床もグローバル化が進んだ。その過
程で博士学位を持っていないと海外で正当に
研究者として扱われないことから、博士課程
卒業者の採用に重点が置かれるようになっ
た。大手メーカーの博士採用比率は40－
50％に増えたと言われる。製薬業は薬学専
攻以外に化学専攻、特に合成化学専攻の博士
課程卒業生を採用している。ある大手医薬品
メーカー研究部門の博士卒採用状況を図9に
示す（推定）。

医薬品メーカー以外の化学メーカーの博士
課程卒業生の採用比率も高くなっており、総
合化学メーカー3社のそれは約20％になっ
ている。その他大手化学メーカーの少なくと
も5社は10－15％と推定される。ある総合
化学メーカーの博士課程卒業生の採用状況を
図9、10に示した（推定）。

大手医薬品メーカーや総合化学メーカーが
平成17年前後に大幅に博士の採用比率を上
げ、しかも平成16年ごろより好況であり採
用も活発化したことから、学校基本調査の分
類である “化学工業（製薬業を含む）” への博
士課程卒の就職者数が順調に伸びたものと
予想される（平成16年3月卒332名から平成20年3月卒558名に増加）。

また、学校基本調査から化学工業への就職者（理学、工学、農学、保健専攻
就職者の合計）を学位別に示したものが図11である。残念ながら製薬業とそれ
以外の化学工業の博士採用数の内訳は学校基本調査では分からない。

参考に化学企業（製薬業を除く）のアンケートによる採用データを図12、13

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4.6 5.6 26.9 18.1 44.9

5.1 6.3 26.1 21.6 41.0

3.7 6.2 31.0 21.2 37.8

5.4 4.8 32.8 22.8 34.2

5.7 5.2 34.7 23.9 30.4

4.6 5.3 31.9 21.8 36.4

4.3 6.2 30.7 25.6 33.1

4.9 6.3 29.1 17.8 42.0

毎年必ず採用している

ほとんど採用していない

ほぼ毎年採用している

全く採用していない

採用する年もある

有効回答数に対する割合

平成12年度調査 [N=1052]

平成13年度調査 [N=988]

平成14年度調査 [N=1031]

平成15年度調査 [N=892]

平成16年度調査 [N=898]

平成17年度調査 [N=789]

平成18年度調査 [N=836]

平成19年度調査 [N=884]

出典：「平成19年度民間企業の研究活動に関する調査報告」（2009年1月文部科学省）

【再掲】　図1　博士課程修了者の研究開発者としての採用実績の推移

博士課程（各年３月） 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成21年/16年比
卒業者数（A） 13,642 14,512 15,160 15,286 15,973 16,801 16,281 16,450 108.5
就職者数（B） 7,699 7,898 8,557 8,746 9,167 9,885 10,288 10,585 123.7
就職率（B／A％） 56 54 56 57 57 59 63 64 114.0
産業別就職者数内訳（①～⑧）

技
術
系
産
業

①建設業 129 99 102 100 92 102 120 135 132.4
②電気・ガス・熱供給・水道業 18 17 24 23 27 28 20 56 233.3
③情報通信業 51 110 125 114 189 221 254 243 194.4
④製造業 1,070 987 1,077 1,173 1,362 1,551 1,680 1,812 168.2
技術系産業小計（①～④）（C） 1,268 1,213 1,328 1,410 1,670 1,902 2,074 2,246 169.1
技術系産業への就職率（Ｃ/Ｂ％） 16 15 16 16 18 19 20 21 131.2

⑤学術研究，専門・技術サービス業 1,078 964 965 964 1,307 1,296 120.2
⑥教育，学習支援業 2,563 2,976 3,053 3,111 3,293 3,471 3,654 122.8
⑦医療・福祉 1,564 2,234 2,369 2,427 2,725 2,436 2,945 131.8
⑧その他 6,431 2,558 941 950 994 1,001 1,000 444 47.2
出典：学校基本調査

【再掲】　表1　博士課程卒業者数、就職者数、および産業別就職者数の年次変化

Ａ

Ｂ

の の 用 の 定

図9　企業の博士卒の採用比率の推移（含む推定）
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に示す。図12は14社の平成19年度のアン
ケート結果である。化学専攻の博士の採用比
率は11％で、修士が残り大半の86％で、学
部採用は3％と極めて少ない。図13は平成
17－18年（平均）の理工系専攻学生の採用に
関する化学メーカー24社のアンケート結果
である。アンケート回答会社数が、図12よ
り多く、しかも専攻の範囲が広いことから採
用数合計が約2倍になっている。博士採用比
率は4％と低い。修士卒採用比率は73％であ
る。ここでは学部卒採用比率も22％とかな
りの比率である。

基本調査と2つのアンケート調査は統一的
なものでないので、比較は難しいが、アン
ケートの範囲が増えると、学士の採用比率が
上がる傾向があるようだ。
2．採用企業比率は変わらないというデータ

（図1）と企業就職者数は増加していると
いうデータ（表1）の謎を解明

以上の化学工業のデータから推定すると、
図1と表1は一見矛盾するが、いずれも正し
いことになる。博士を採用している会社は一
握りであるが、博士課程卒業者の採用数を確
実に増やしている。一方、採用をしていない
ところは相変わらず採用していないというこ
とになる。化学工業以外の、ほかの産業分野
についてはデータはないが、おそらく同様な
事情があるのであろう *1。
3．博士課程卒業生を採用する企業を拡大す

ることが課題
これまでのところで、博士課程卒業生の就

職者数は増えているものの、採用企業数が増
えていないという課題が明確になった。普通、
リーダー企業のビヘイビアは、ほかのメー
カーに広がっていくのが常なのだが、博士課程卒業生の採用には当てはまって
いない。

文部科学省のアンケートによれば、採用していない企業は、そもそも博士卒
を採用する必要を感じないというところが多い。自社コア技術の周辺・拡大が
研究開発の中心なので修士卒を採用して社内教育した方が良いとの考えの企
業、博士卒を採用しても指導者がいない企業等々があるのではないだろうか。

博士課程修了者の優秀さが広く知られるようになれば、採用していない企業
も採用を試みるようになるであろう。いかに優秀な博士課程修了者と採用して
いない企業との出会いの場をつくるかが重要である。

１１ の 数 ２

１１１２

数

：

１２ の 用 １

１１

１

１

数

用数

１

１２

１ １

１１ １

２２２

数

１ の １ -１ の 用

２ /

図11　 化学工業の学位別就職者数
平成20年（理学、工学、農
学、保健専攻就職者）

 出典：学校基本調査

図12　 化学企業（製薬業を除く）の
採用状況　平成19年

（化学系学位別採用数）
出典：旭リサーチセンター・
経産省委託調査報告書 

（平成20年3月31日）

図13　 化学企業（製薬企業を除く）
の平成17-18年の平均学位
別採用実績（理工系学位別
採用数）
出典：JCII　第8回報告　　

（2007/6）

１ の 用数 定

Ａ

Ｂ

Ａの １ １

図10　企業の博士卒採用数（含む推定） 　　
　　 企業Aの平成16年を100とする。

*1：図1のアンケート回答会社
数は898社であるが、経済産業
省資料「オープンイノベーショ
ン環境での研究開発戦略　平成
20年9月」によれば、日本の民
間研究開発投資は上位200社で

（合計10兆9千億円）で全体投
資額の9割を超え、上位20社で
半分を占めている。上位の会社
にかなり研究投資が集中してい
る。エレクトロニクス、自動車、
材料、機械、製薬が主たる産業
分野とされる。図1で博士卒を
毎年採用している企業は884社
中の4.9％であるから、43社に
なる。ほぼ、毎年採用している
会社まで含めると11.2％と99
社となる。アンケートの回答率
も考慮すると、この数字は研究
開発投資上位の会社数の割合に
対応していると考えられる。

http://sangakukan.jp/journal/


http://sangakukan.jp/journal/
41 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.11  2009

◆企業経営に必要な資金の種類は？
ベンチャー企業に限らないが、企業をスタートしたときに必要となる資金に

はどのような種類があるのだろうか？　最初は会社設立のための費用がある。
かつては株式会社設立のための最低資本金が1,000万円、有限会社でも300万
円という商法の規定があった。2006年に施行された「会社法」には、会社設立
のための最低資本金の規定はなく、資本金1円でも会社を設立できるように
なったが、設立登記や本社関係の事務的な手続きに加え、すぐに電話や事務機
器類の設置に必要なお金が発生する。ただし、会社を設立しなくても個人とし
て事業を行うことは可能であり、節約する余地はある。いずれにしても事業立
ち上げの資金は最初の資本金か、それで不足すれば借り入れ金に頼らざるを得
ないが、この段階から借り入れに頼るのは危険である。

ベンチャー設立の後、事業計画の立案などに着手するが、この段階では一般
にあまり多額の資金は必要とされない。ただし、最初から研究開発に取り組む
ような事業の場合にはそのための資金確保が欠かせない。事業計画が固まり本
格的に事業を開始する時期になると、製品の生産のために必要な設備の導入や
原材料の購入、販売拠点の整備などで必要な資金の額は急速に拡大する。従っ
てベンチャーの場合に製品企画から生産・販売までを最初からすべて自前で行
おうとするのは極めてリスクが高い。そのため最初は商品の企画だけを行い、
実際の生産はほかの企業に委託するファブレス方式や、販売は代理店方式や加
盟店を募集するフランチャイズ方式にするなどの工夫が必要である。

◆運転資金の確保も重要
これだけではなく売り上げの増加に対応して必要となる「運転資金」がある。

最終消費者向けの商品を直接販売している場合は日銭が入るから良いが、企業
経営において商品を販売してもその代金をすぐに現金で回収できることは少な
く、「売掛金」として2～3カ月後に現金が手に入るのが普通である。損益計算
上は一般に商品を顧客に引き渡した時点で売り上げとして計上され利益の源泉
となるが、キャッシュフローとは大きな差が生じる。また、売掛金から手形に
書き換えられて現金の入手がさらに数カ月先になる場合もある。一方、自分が
支払う原材料費などでも「買掛金」として実際の現金支払いを先に延ばすこと
は可能だが、売掛金の方が多額であり、この売上債権と支払債務の差額の資金
確保が必要になる。

また顧客からの注文があったときにすぐに出荷できるよう、ある程度の商品

会社を設立して事業を始めるには資金が必要だが、売り上げの増加に対応して必要とな
る運転資金にも注意しなければならない。注文があったときにすぐに出荷できるように、
自社が販売するもの（商品や原材料など）についてある程度の在庫を保有しておく必要
がある。また、販売しても、その代金を現金で回収するまでには2～3カ月かかるのが
一般的。キャッシュフローが不足しないような経営が求められる。

向山　尚志
（むこうやま・たかし）
山口大学大学院　技術経営研究科
教授

第2回　ベンチャーと資金－企業経営に必要な資金、財務の知識
商品を販売しても現金回収には時間

連載　ベンチャー企業の資金調達　入門講座
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や原材料の在庫（棚卸資産）を保有している必要がある。このため「売上債権と
支払債務の差額」＋「棚卸資産保有額」が所要の運転資金となる。運転資金の所
要額は顧客や仕入れ先との決済条件次第で決まってくるもので、一般に売上高
の○カ月分というように計算される。従って急成長するベンチャーほどキャッ
シュフローが不足し、運転資金の必要額が増加することになるのである。その
ため、在庫を多く持ち過ぎないことも重要になる。

◆損益分岐点を把握する
前回、スタートしたばかりの企業では利益よりもキャッシュフローの確保が

重要と述べたが、もちろん早期に利益を上げられる体制を作ることも不可欠
である。そのためにはどの程度の売り上げがあれば損益が黒字になるかとい
う「損益分岐点」を把握することが重要である。企業の経営の中で発生する費
用は、生産・販売の量におおむね比例的に増加する「変動費」と、生産販売量
にかかわらず一定の「固定費」に分けて考えられる。変動費は原材料や外注費、
使用エネルギーの費用などが代表的であり、固定費としては設備の減価償却費
や賃借料、固定資産税、正規従業員の給与などが挙げられる。

つまり最初に売上高がゼロのときでも固定費は必ず発生するのでその分が赤
字になるが、売上高が増加するにつれて売り上げから変動費を差し引いた額

（これを「限界利益」という）で少しずつ固定費を賄えるようになり、売上高が
ある一定額に達したとき限界利益がちょうど固定費に等しい状況になる（図1）。
これが損益分岐点売上高であり、これは簡単な一次関数と
して計算することができる。

売上高をR、変動比率（変動費の売り上げに対する比率）
をv、固定費をF、とすると、損益分岐点売上高において
は以下の数式が成立している

R－R×v＝F　すなわち、R×（1－v）＝F
これにより、R＝F÷（1－v）　となることから
⇒ 損益分岐点売上高＝固定費÷（1－変動比率）
このことから少ない売り上げでも利益が出るように損益

分岐点売上高を小さくするためには、分子の固定費を小さ
くするか、分母が大きくなるように変動比率を小さくする
ことが必要だが、一般には固定費を抑えることが重要であ
る。従って、ベンチャー企業では最初の段階で多額の設備
や従業員を備えるのでなく、ファブレスや外部企業との提
携などを行うことが有効である。売上高が損益分岐
点を越えれば利益が増大するが、今度は逆に固定費
が大きく変動比率の小さい方が利益拡大のペースが
速まることが分かる。

例えば、売上高＝100、利益＝10のA、B、2つの
企業があり、現在の利益率はどちらも10％だが、A
は固定費が40、Bは固定費が60という構造である。
この場合の損益分岐点はAが80、Bが85.7で、Aの
方が先に利益が出るが、売り上げがさらに120のよ
うに大きくなればBの方の利益が大きくなる。すな
わち、多くの需要を確保できる状況になったら、自
社で生産設備を持つ方が有利になるわけである（図
2）。

例えば、売上高＝100、利益＝10 の Ａ、Ｂ、２つの企業があり、現在の利益率はどちら

も 10％だが、Ａは固定費が 40、Ｂは固定費が 60 という構造である。この場合の損益分岐
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ら、自社で生産設備を持つほうが有利になるわけである（図 2）。 
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シリコン系の特許出願で日本が圧倒的シェア

連載　平成20年度特許出願技術動向調査について（後編）
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特許庁の平成20年度特許出願技術動向調査から「太陽電池」調査結果の概要を紹介する。
日米欧、中国、韓国における出願状況を見ると、シリコン系は日本国籍による出願が
70％を超える。有機半導体系では、日本国籍がトップだが、米国籍と欧州国籍の合計
は日本国籍による出願件数を上回っている。

前回は、特許出願技術動向調査と平成20年度調査結果の概要について説明
した。今回は、平成20年度調査テーマの1つである「太陽電池」の調査結果を
一部抜粋して紹介する。

◆平成20年度特許出願技術動向調査「太陽電池」の概要
1．調査範囲

太陽電池とは、太陽等からの光エネルギーを電気エネルギーに変換する光電
池であり、温室効果ガスの排出削減に向け、自然エネルギーを利用した電力源
の1つとして、近年、世界各国で急速に普及している。太陽電池の主な用途は
住宅用、産業用、公共用などである。なお、本調査では色素増感型太陽電池は
調査対象外としている（図1）。

2．特許出願動向
本調査では、前述の調査範囲に基づいて、国内特許文献約8,300件、海外特

許文献約6,500件、論文約7,000件を読み込み、調査・分析を行っている。

田内　幸治
（たうち・こうじ）
特許庁　総務部　企画調整課　
技術動向班　技術動向係長

(CIS/CIGS
CdTe

)

(GaAs )

( , , ) ( , ) ( , , )

|
Si

|
Si

|
Si

(CIS/CIGS
CdTe

)

(GaAs )

( , , ) ( , ) ( , , )

|
Si
|

Si

|
Si

|
Si

図1　技術俯瞰（ふかん）図
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日本、米国、欧州、中国、韓国における出願件数収支を見ると、日本、米
国、中国への出願件数において、日本国籍が最も高いシェアを有している。ま
た、日本国籍、欧州国籍、米国籍はいずれも韓国よりも中国へ多く出願してい
る（図2）。

太陽電池の種類別の出願動向を見ると、結晶シリコン型、薄膜シリコン型と
いったシリコン系は、日本国籍による出願が70％以上と圧倒的に高いシェア
となっている。有機半導体系では、日本国籍の出願件数がトップであるもの
の、日本国籍に続く米国籍と欧州国籍による出願件数の合計は、日本国籍によ
る出願件数を上回っている（図3）。

図2　日米欧中韓における出願件数収支（2000-2006年の出願）
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3．研究開発動向
太陽電池の種類別の論文件数を研究者所属

機関国籍別に見ると、欧州国籍による論文件
数が最も多く、次いで米国籍、日本国籍と続
く。太陽電池の種類別では、日本国籍につい
てはシリコン系および化合物薄膜についての
論文件数が多く、有機半導体系は少ない（表
1）。

4．まとめ
本調査では、本稿で紹介した動向調査以外

に、政策動向や市場動向についても調査を行っ
ている。そして、各動向調査を総合的に分析
し、今後わが国が取り組むべき課題と方向性
を整理して提言として取りまとめている。以
下、太陽電池における提
言を3つ紹介する。

● 結晶シリコン型、薄膜
シリコン型の技術開発
では、海外に対して優
位 性 を 確 保 し て お り、
今後も引き続き世界を
リードしていくことが
期待される。

● 化合物薄膜系においては、研究成果を論文発表のみならず、特許出願にも注
力していくことが期待される。

● 世界を視野に入れ、より戦略的、かつ、バランスの取れた形で海外へ特許出
願することが望まれる。

◆おわりに
特許出願技術動向調査について、平成20年度実施テーマ「太陽電池」を例に

その概要を説明してきたが、上記以外にも、より詳細な技術区分別出願動向等
の分析も行っている。興味のあるテーマについて、ぜひご一読 *1 いただければ
幸いである。

わが国の企業や研究開発機関等が、特許出願技術動向調査を有効に活用する
ことにより、効率的な技術開発が進み、結果として、わが国の国際競争力強化
につながれば幸甚である。

図3　太陽電池の種類別の出願件数シェア　　　　
　　　　（日米欧中韓への出願、2000-2006年の出願）

結晶シリコン 薄膜シリコン 化合物結晶 化合物薄膜 有機半導体 合計

日本国籍
102件 120件 40件 95件 29件 386件

26.4％ 31.1％ 10.4％ 24.6％ 7.5％ 100.0％

米国国籍
75件 99件 72件 156件 29件 431件

17.4％ 23.0％ 16.7％ 36.2％ 6.7％ 100.0％

欧州国籍
184件 209件 56件 286件 126件 861件

21.4％ 24.3％ 6.5％ 33.2％ 14.6％ 100.0％

表1　太陽電池の種類別の論文件数
　　　（国際主要論文誌（25誌）、発行年：2000-2007年）

*1：調査結果の要約版は、特許
庁ウェブサイトで公開している

（http://www.jpo.go.jp/shiryou/
gidou-houkoku.htm）。 報 告 書
については、国立国会図書館、
各経済産業局特許室及び沖縄総
合事務局特許室、各都道府県の
知的所有権センター、特許庁図
書館にて閲覧可能である。
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欧州では産学連携の優れた政策展開がマクロ的な経済の成果につながりにくく苦しんで
いる。筆者は、欧州の産学連携の取り組みの最前線で2つの潮流が見られると指摘する。
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欧州の産学連携は国や州ごとに非常に個性に富んでおり、地域社会の数
だけ、産学連携の多様さがあると言っても過言ではない。しかしそのよう
な中において、フランス、ドイツ、イタリアなど、EU諸国の産学連携に総
じて言えることは、政策的には非常に優れた展開を見せているものの、そ
れがなかなかマクロな経済貢献の成果につながりにくく苦しんでいるとい
うことである。

1990年代以降、EU諸国は政策的に産学連携や技術移転に力を入れてき
たにもかかわらず、民間の研究開発投資は全体として伸び悩み、公共の研
究開発投資に比べて極めて低い割合にとどまっている。産学連携政策の恩
恵は、多国籍企業や大企業、ハイテクベンチャーに集中してしまい、大多
数を占める中小企業は、産学連携に必要な科学技術許容力や情報アクセス
能力が劣るために、結局は地域経済への波及効果が広がらないという問題
に悩まされてきた。その一方で、北欧諸国は米国型と欧州型をうまく融合
させながら、独自の展開を見せてきた。フィンランドのように、ノキアな
どのリーディングカンパニーと大学が産学連携に力を入れ、伝統的な製紙
産業から知識主導産業への構造変革を進め、着実にイノベーションと成長
を遂げてきた国もある。

こうした欧州の現況を総括的にとらえるための大変良い機会が今年に
入ってあった。2009年3月、奈良先端科学技術大学院大学の主催で、欧州
から4名の充実したゲストを迎えた国際シンポジウムが開催されたのであ
る（表1）。本稿では、これら招待講演の内容に触発されたかたちで（一部抜
粋を織り交ぜながら）、産学連携の最先端の取り組みについて、欧州から学
ぶべきことをまとめた。

シンポジウムの内容に触発され、考え至ったことは、21世紀に入っての
産学連携の取り組みの最前線では、大きく2つの潮流が見られるというこ
とである。1つは、大学が「アントレプレヌーリアル・ユニバーシティ（起
業家精神を持った大学）」へと自己変革しようとしていることである。もう
1つは、地域において「新世紀都市」とも言われるポスト工業化時代の新た
な都市集積のハブとして
のリサーチパーク形成の
志向が見られ、その中心
的役割を担う大学のプレ
ゼンスが、急速に高まっ
ていることである。

表1　国際的産官学連携シンポジウム　「産官学連携の国際展開への現状と今後の展開」＊1

基調講演／招待講演者
『革新的な中小規模企業に対する大学支援の新戦略』 トリノ工科大学　学長

フランチェスコ・プロヒューモ氏
『フィンランドの革新的発展の基盤となる産学連携
と国家的革新戦略-ヘルシンキ工科大学の事例』

ヘルシンキ工科大学　国際イノベーションセンター
センター長　ヴェイジョ・イルマヴィルタ氏

『国際的産官学連携への挑戦と戦略』 チューリッヒ工科大学　技術移転センター
センター長　シルヴィオ・ボナッチオ氏

『アーヘン工科大学-産学連携の事例』 アーヘン工科大学　技術移転・研究基金部
部長　レジーナ・ウルテル氏

*1：国際的産官学連携シンポジ
ウム（文部科学省産学官連携戦
略展開事業）

「産官学連携の国際展開への現
状と今後の展開」
日時：2009年3月2日（月）
会場： ホテルグランヴィア京都

（京都市下京区）
主催： 奈良先端科学技術大学院

大学

田柳　恵美子
（たやなぎ・えみこ）
公立はこだて未来大学　
共同研究センター　特任准教授

海外トレンド 21世紀の大学像への模索
欧州の産学連携に見る2つの大きな潮流

http://sangakukan.jp/journal/
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◆「アントレプレヌーリアル・ユニバーシティ」への大学改革
「アントレプレヌーリアル・ユニバーシティ」「アントレプレヌーリアル・
サイエンス」という概念は、産学官連携の三重らせんモデルを提唱してき
た科学政策学者のヘンリー・エツコビッツらによって、1990年代後半か
ら提示されてきた。今日の大学には、知識資本主義の仕組みにのっとった
戦略のもとで知的活動への対価を最大化し、研究者や組織が正当な報酬を
確保するとともに、社会への経済的還元においても最大限貢献していくよ
うな制度を大学内部に構築することが求められている。21世紀の知識資本
主義社会を生き抜いていくための新しい大学モデルが、アントレプレヌー
リアル・ユニバーシティである。

シンポジウムでも、この言葉が講演者からごく当たり前のキーワードと
して何度も語られるのを耳にした。トリノ工科大学のプロヒューモ氏は、

「欧州が抱える最大の矛盾は、世界的に高いレベルにあるアカデミックな知
識の一方で、それを活用できない大多数の企業との間に大きなギャップが
あり、それが一向に埋まらないことだ。これからの大学が地域に根差し、
かつ国際的に活動を展開していくためには、アントレプレヌーリアル・ユ
ニバーシティに生まれ変わること、そのための新たなガバナンスの構築が
必要だ」と強く主張する。

2005年の本誌への筆者寄稿記事 *2 では、エリート大学であるミラノ工科
大学の教員たちが、EU統合と産業の空洞化を背景に大企業からの外部資金
収入が低迷する中で、地域の中小零細企業への技術移転を促進しようと、
企業を足で回る訪問活動を始めたことを紹介した。優れたアカデミック・
サイエンスの伝統と実力を誇りながら、その「優秀さ」ゆえに技術移転が進
まない－－長きにわたるジレンマから、何とかして脱却しなければならな
いという危機感が、いまやEU諸国のエリート大学に広く共有されるように
なった。「いかにしてアントレプレヌーリアルになるか」ということが、21
世紀の新しい大学像へと自己変革する上での重要なイシューになっている。

そうした中でも、1つの成功モデルを示しているのが、フィンランドの
産学連携の取り組みである。フィンランドは現在、欧州特許庁への人口当
たり特許申請件数で第1位を誇る。他国に比べて著しい伸びを見せ、少な
からず産学連携がその数字を支えている。政府はノキアのようなリーディ
ングカンパニーの成長を強力に支援すると同時に、これを足掛かりとして
中小企業の技術革新にも力を入れてきた。ヘルシンキ工科大学のイルマ
ヴィルタ氏は、「10年以上前から、わが国の産学連携のレベルは国際的に
も抜きんでて高かった」と語る。「決して大学が産業に魂を売ったわけでは
ない。そもそもフィンランドは、“国” というよりも、1つの大きな “クラブ”
と言ったほうがいいような社会なのだ」というイルマヴィルタ氏の言葉に、
セクターを超えた社会的連携の素地（そじ）が、フィンランドにはもともと
あるのだという自負がうかがえる。

◆戦略的リサーチ・アライアンスを可能にする「研究経営力」
アントレプレヌーリアル・ユニバーシティのモデルを実践するための戦

略として、最も盛んに見られるのが、キャンパス内への企業の産学連携研
究センターの誘致である。こうした誘致戦略は1990年代から徐々に盛ん
になり、いまや欧米、日本、アジアでも広く見られるようになっているが、
近年ではますます、企業と大学との戦略的なリサーチ・アライアンスの関
係形成が重視されるようになっている。

アントレプレヌーリアルな活動とは、経済的な活動のみならず、社会的、

*2： 本 誌2005年2月 号（Vol.1 
No.2 2005）産学官連携海外ト
レンド報告　欧州にみる産学官
連携ブームの「揺り戻し」（全2回）
第2回　スペインの勃興、イタ
リアの停滞

http://sangakukan.jp/journal/
http://sangakukan.jp/journal/main/200502/002-13/002-13.pdf
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政策的な活動も含まれており、必ずしも企業とのクローズドで私的な
連携のみを志向するものではない。しかし産学連携の経済性を高める
上では、必然的にクローズドな連携の中で大きなチャンスを追求する
という取り組みが志向されることが多くなる。そこでは、表2に示さ
れたような、戦略的リサーチ・アライアンスの指標（Webster［1998］）
をどれだけ満たしているかが問われる。これらの項目を見ても分かる
ように、戦略的リサーチ・アライアンスとは、短期的な応用開発では
なく、より長期的で基礎的な研究を企業と大学が連携して行うもので
ある。そしてまた、大学は企業に多大なスポンサーシップとオーバー
ヘッドを要求すると同時に、知財の権利においても、必要以上の妥協
はしないことが重視される。

大学が、厳しいビジネス競争の中にある産業界と互角に渡り合うに
は、大学間連携によって産業界のニーズに応えることも重要になって
くる。例えばスイスでは、各地域で世界トップレベルの製薬会社と大
学との大規模な戦略的アライアンス事業が展開されている。製薬産業
はこの間、研究開発の外注比率をいっそう高めており、大学にとって
は外部資金獲得のチャンスが広がっている。そこでは、複数の大学
と複数の企業が共同する産学連携プロジェクトがグローバルに展開
されている。チューリッヒ工科大学では、欧州トップレベルの5つの
工科大学の連合体「IDEA League」や、スウェーデンのチャルマース工科大
学、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）、東京大学との4大学で結成し
た「AGS」（持続可能性のためのグローバルアライアンス）といった、ダイナ
ミックな大学間連携を展開しており、こうしたアカデミックネットワーク
の強化を背景に、企業との戦略的パートナーシッププログラムを加速させ
ている。例えばIBMとは、共同でナノサイエンス研究センターを設置する
計画が進んでおり、IBMが6,000万ドルという巨額の予算を出資してセン
ターを開設し、その後10年にわたり、チューリッヒ工科大学がIBMから
設備を借り受けるかたちで研究活動を展開することになる。「われわれの研
究活動から生まれる知財に関しては、競合他社へのライセンシングについ
ても柔軟な対応をしてもらうよう交渉させていただいている」（チューリッ
ヒ工科大学・ボナッチオ氏）

ドイツのアーヘン工科大学でも、産学連携の共同研究は「5年、10年、
あるいは無期限での契約を目指すようにしている」（同大学・ウルテル氏）。
そうした共同研究にふさわしいテーマ、企業も大学も満足しうるテーマを
設定することは大変難しいと言う。

大学が、誇り高きアントレプレヌーリアル・ユニバーシティであるため
には、こうした困難な交渉をも可能にしうる「研究経営力」が、何より重要
なものとなっていくのだろう。

◆新たな都市型知識集積       
--「新世紀都市」のハブとしての大学へ
産学連携研究所のキャンパスへの誘致は、産学連携の動向と同時に見ら

れるようになったが、年々その動きは、組織的で規模の大きなもの、リ
サーチパーク型のものが増加している。そこでは、以前の大学併設型リ
サーチパークとは異なり、より地域に開かれた「新世紀都市」とも言われる
新しいリサーチパークを志向している動きが見えてくる。

新しい動きの特徴は、都市市街地の再開発計画に組み込まれ、近隣の住
宅地区や商業地区ともつながりを持った、都市機能の一部としての集積の

歴史と最先端が混在する欧州の都市
（上：ストックホルム、下：バルセロナ）

表2　 産学連携における戦略的
リサーチ・アライアンス
の指標

1．ある研究グループに対し
て、1社からの単独のスポ
ンサーシップ

2．5年間以上の契約
3．スポンサー企業が新たな研

究室や研究施設を提供する
4．契約は初期コストと流動コ

ストをカバーする
5．基礎的かつ戦略的な研究に

焦点を当てている
6．研究プロジェクト、研究プ

ロセス、研究マネジメント
において、企業と大学のス
タッフの間の共同参加を伴
う

7．契約は知財の権利をカバー
する

Webster [1998], p.98

http://sangakukan.jp/journal/
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形成が目指されていることである。例えば、スペインの「22＠Barcelona」
では、旧市街地の綿工業の工場跡地が、情報技術・医療技術分野の国際的
リサーチパークとして再開発された。米国やシンガポール、韓国などにも、
類似の取り組みが見られる。こうした新しいタイプのリサーチパークを、
MITのマイケル・ジョロフ教授は「新世紀都市」と名付けた。隔離された研
究開発機能の集積ではなく、生き生きとした地域社会を創造するための知
識集積都市であること、大学はそのためのハブとして多様に機能していく
ことが目指されている。

トリノ工科大学は、工学部キャンパスの後背地の工場跡地に、17
万平方メートルの新キャンパス「チッタデッラ・ポリテクニカ」を造
成した。2005年の計画開始時から、閉ざされた産学連携の場ではな
く、「街の日常生活に統合され、学生に新しい文化的刺激を与える場」
を創出することが目指されたと、トリノ工科大学のプロヒューモ氏
は言う。これまでにモトローラ、GM、マイクロソフトをはじめとす
る18の産学連携研究センターとインキュベートオフィスが整備され、
キャンパス内に2,000人を超える民間雇用が創出されている。

フィンランドでは、新世紀都市の最も象徴的な事例を見ることが
できる。産学官民の連携によって組織されたヘルシンキ・ビリウム・
フォーラムによる社会実証実験プロジェクト「リビング・ラボ」は、
ヘルシンキ市民4,000人の参加を得て、生活の場で最先端技術の実験
開発を行うものである。そこでは、市民が生活する街中が、研究開発
のフィールドとなる。フィンランドは、こうした「リサーチ・ラボか
らリビング・ラボへ」の発想転換をさらに推進している。2008年に
は、政府は「技術のプッシュから、市場のプルへ」の転換をイノベー
ション政策の新しい目標に据えた。人々が、市場が、何を求めている
のかを鋭く見定めることなしに、イノベーションはあり得ないという
ことである。大学もまた、産業界や専門家とのみ連携するのではな
く、「すべての人々とのパートナーシップを追求する」（ヘルシンキ工
科大学・イルマヴィルタ氏）ことで、多方向の社会連携を展開する方
向にある。いまやこのリビング・ラボの取り組みは、国境を超えて
欧米やシンガポールなどにも広がりつつある。

2010年には、国の大学政策の改革の下で、ヘルシンキ工科大学と、
近隣のヘルシンキ情報大学、ヘルシンキ工芸大学とが統合し、「アア
ルト大学」として生まれ変わることになる。技術主導から市場主導へ、
産学連携から社会連携への流れの中で、学際的な産学連携、さらに
は文理融合の産学連携の重要性が高まっていることがその背景にあ
る。

以上、産学連携の新しい方向、新しい大学像について、大きく2つ
の潮流を論考してきた。欧州は常に優秀な政策を打ち出すが、伝統
的な大学文化や産業構造の色濃い欧州の都市では、地域経済に貢献
する技術移転がなかなか成功しにくいと言われてきた。しかしこの
10年で、大学は北欧などの成功モデルに学び、自ら時代遅れの姿か
ら脱却し、21世紀にふさわしいイノベーティブでクリエーティブな
存在になるための努力を続けている。変革へ向けたそのたゆまぬ姿
勢には、日本の大学も学ぶべき点が多いと言えるだろう。

新世紀都市では研究機能が生活や商業
と融合する

（ 写真はストックホルム近郊のシスタサ
イエンスパーク）

ヘルシンキ・リビング・ラボ
HP  http://www.helsinkilivinglab.fi/

ヘルシンキ・ビリウム・フォーラム
HP http://www.forumvirium.fi/en/
forum-virium-helsinki.html

http://sangakukan.jp/journal/
http://www.forumvirium.fi/en/forum-virium-helsinki.html
http://www.helsinkilivinglab.fi/


経済特区が設置されている中国・深センの輸出額は香港を抜き、上海に迫っている。こ
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私たち科学技術振興機構（JST）のグループは2009
年9月23～25日、中国科学技術協会と深セン（深圳）
市政府主催の「中国深セン科学・生活博覧会」開会式
典（写真1）に出席したのを機に、同市の産学連携、産
業支援機関などを視察した。

この博覧会は深セン市園博園で9月24～27日の4
日間開催された。テーマは「以人為本・科学生活」（人
を中心にした科学的な生活の実現）。主に省資源や省
エネルギー、環境に配慮した生活・住居関連の新製品
や新技術（国内外）が展示されていた。

JST北京事務所はJSTの産学連携事業で得られた成
果、JST発ベンチャー企業の製品であるインフルエン
ザ対策用抗体マスクや水浄化の新技術などを展示し

（写真2）好評だった。博覧会場には、来場者に新製品、
新技術がどのように生活に役立つかを体験してもらう
展示もあった。特許コーナーも設けられていた。

◆深セン虚擬（バーチャル）大学園
深センハイテクパークを技術・人材面で支えている

深セン虚擬大学園（写真3）は、深セン市政府の指導の
下で2000年に設立された。国づくりは人づくりの言
葉通り、世界の知が集結するこの取り組みはわれわれ
に深い印象を与えた。同大学園管理業務センターの謝
照傑部長（政府の役人）によれば次の通
りである。

この虚擬大学園は、深セン開発初期
に、深セン政府が土地、建物（ビル1
棟）などを無償で提供するとして内陸
の大学に深センへの進出を呼び掛けた
のが始まりであった。まず清華大学が
進出し、研究シーズを企業と連携して
工業化に結び付けるなどして著しい成
果を上げた。この成功に倣って次に北

写真1　中国深セン科学・生活博覧会の開会式典

写真2　JST北京事務所の展示

米山　春子
（よねやま・はるこ）
独立行政法人 科学技術振興機構
中国総合研究センター　
フェロー

香港の対岸に当たる深セン市は、もとは小さな漁村であった。1980
年に経済特区が設置され、30年足らずで急速な発展を遂げてきた。1人
当たりのGDPが中国本土の都市では初めて1万ドルを突破。輸出額では
香港を抜き、上海に迫っている。経済特区としていち早く外資を導入し
て市場経済体制の整備に力を入れてきた。近年はハイテク産業や技術力
の高い製造業と、物流や金融、情報サービスの分野を産業構造の「支柱」
としている。大学や研究機関、多国籍企業も誘致し、研究開発基地をつ
くるなど、ハイテク・新技術産業の育成、集積に力を入れている。従来
の4大支柱産業のほかに、特に通信、デジタル電気製品、ソフトウエア、
エネルギー備蓄材料、バイオケミカルおよび医療機器、化合物半導体の
6分野を戦略的産業としている。また、サービス、リサイクル・エコノ
ミー、自動車部品と機械設備、ファインケミカル産業を奨励している。

海外トレンド
中国・深セン

ハイテク・新技術産業を育成
－科学・生活博覧会、虚擬大学園などを視察－
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京大学とハルピン工業大学が進出して成功した。その
後、全国から多くの大学が殺到した。このため同大学
園のキャンパスを設定し立派な建物を建設した。入居
審査を通った大学や企業などに55平方メートルの部
屋や事務用品一式を3年間無償で提供し、大学や企業
からの駐在員に手当も支給している（特区手当の支給
や配偶者の仕事の世話、子供の就学・入園の周旋な
ど）。

この優遇政策により、中国国内の主要な大学のみ
ならず海外の大学も含めて現在計53大学が進出して、
一大サテライト大学基地となっている。8年間を経て、
累計で約7万名のハイレベルの人材を育成している。
9つの産業化基地も形成した。304社の起業化を支援し、236件の技術移
転を遂げた。71カ所の研究開発センターを設立し、97件の科学技術プロ
ジェクトが進行中である。特許出願は136件に達した。こうして深セン虚
擬大学園は中国の大学の科学技術の産業化基地の役割を果たしている。

最近入居協議を結んだ武漢大学、中国地質大学、南京大学、香港理工大
学、中国科学技術大学、香港市立大学の6校は今後4.5億元を投資して、
約13万平方メートルの産学研連携と産業化の基地を建設する予定である。
この6校は18件の中国政府指定の国家重点実験室をベースに、22件の大
規模で高水準の産業化プロジェクトに取り組む予定である。政府は、成功
を収めた学校や企業に直接的な見返りを一切求めない。成功した企業から
の税収や雇用創出、そして今後の成長をもたらす経済効果など潜在的な付
加価値を期待している。「日本の大学や企業もぜひ深セン虚擬大学園に進出
し、日中両国のさらなる交流に寄与してほしい」と謝照傑部長は述べてい
る。

◆深港産学研基地
深センハイテクパークにある深港産学研基地（写真

4）は、1999年8月深セン市政府と香港大学、北京大
学が共同で創設した研究基地である。JSTを何度も訪
問している応用研究部の馬昂副部長に基地の設立の経
緯や成果などを聞いた。

香港・澳門（マカオ）に隣接した地理的条件を生かし
て、積極的に香港の高い技術を誘致し、人的資源を有
効に利用するのがこの研究基地をつくった目的であっ
た。現在、人材を育成し、官・産・学・研・金を融合
した深セン・香港区域のハイレベル産業の拠点とする
ことを目指している。人材育成は重要な使命の1つで
あり、創設以来、北京大学と香港科技大学の大学生・大学院生の教育、研
修およびシンポジウムの開催、教育プログラムなどを行っている。特に聴
講コースでは、産学連携や最新の経済テーマを中心に開講している。また
同時に、先端産業プロジェクトも遂行しており、バイオ、光ファイバー通
信、集積回路、環境保全技術、新エネルギー技術に重点を置いている。

写真3　深セン虚擬大学園

写真4　深港産学研究基地
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◆新しい科学未来館の建設
深セン市科学技術協会では、周路明主席および深セ

ン市科学館の張永華館長らの歓迎を受けた（写真5）。
中国の改革、開放以来、中国各地の「科学技術館」は
新しい社会教育の場として定着している。中国政府は
2008－2015年「科学普及基礎施設発展計画」の多く
の要綱を発令している。これらの計画要綱は中国の科
学技術普及活動の指針であり、明確な目標も設定して
いる。例えば「全国民科学素質行動計画綱要」は、①
各省都市や自治区首府に、大型・中型の科学技術館を
少なくとも1館設置すること ②人口100万人以上の都
市に、科学技術系博物館を1館設置すること ③年間延べ5,000万人の見学
者を受け入れること、としている。この政策に従って、2008年末に深セ
ン市で新しい科学館を建設するプロジェクトを立案し、2010年に建設を
開始し、2013年に完成する予定であると周主席は述べた。総建設規模は
約20億人民元で、現在中国で最大規模を誇る上海科学館の17億元規模を
上回る見込みであるという。建設地は深セン市のハイテク区に予定してい
る。虚擬大学園、深港産学研基地にも近い。企画関係者はJSTの「日本科学
未来館」（東京・台場）を何回も視察した。張館長は日本科学未来館の毛利
館長と会ったばかりとのことであった。張館長から「今後もJSTおよび日本
科学未来館との交流を深め、計画している深セン科学技術館建設への協力
を得たい」との要請があった。

このほか、中国科学院先進技術研究院および中国科
学院広州技術移転センター（写真6）を訪問した際、産
学連携推進についての中国の政策、資金の提供方法、
シーズの探し方などについて紹介していただいた。ま
た、中国最大の通信事業社である華為（ファーウェイ）
技術有限公司本社では、華為技術日本株式会社東アジ
ア地区程肇副総裁より、華為の歴史や理念、経営方
式、研究開発などの説明を受けた。アフターサービス
に熱意を持って当たっていることや、本社工場の管理
システムを日本のトヨタ自動車株式会社に委託してい
ることなどの説明が印象的であった。また、工場敷地
の広さ（見学は車での移動が不可欠）、見学コースの完
ぺきさ（見学スケジュールの正確さ、英語、日本語による専任説明スタッ
フの常駐、大型バスでも自由に回れる心遣い）、華為トレーニングセンター
の立派さ（日本の高級ホテル並みのデザイン、教室の設備の整備や居心地
の良さ、欧米からの社員の在籍）などは、とても20年の歴史しかない企業

（1988年設立）と思えないものであった。なお、華為の研究開発戦略や知
財戦略については、本誌を通じて別途紹介する予定である。

中国深セン科学・生活博覧会の参加および各機関の訪問は、われわれに
とって中国に対する理解を深める貴重な機会となり、大変勉強になった。今
後もいろいろな機会をとらえて交流および連携を積極的に進めていきたい。

写真5　深セン市科学技術協会

写真6　中国科学院広州技術移転センター

http://sangakukan.jp/journal/


http://sangakukan.jp/journal/
53 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.11  2009

2009年9月26日、澄み渡った秋空の下、地元青森県はもとより全国各
地から約270名が一堂に介し、「第3回　産学官民コミュニティ全国大会 in 
あおもり」が「津軽富士」岩木山を眺望する弘前大学で開催された。

一昨年の岩手大学、昨年の大阪大学に次ぐ今回で3回目となる開催であ
るが、産学官民連携に取り組む全国で活動する同じ想いを持った同士が一
堂に会し、業種や分野、所属や肩書、年齢、性別、地域を超えて、「みんな、

『けやぐ（津軽弁で強いきずなで結ばれた心の友という意味）』になろう！！」
を合言葉に、地域活性化に向けたさまざまな取り組みを報告しあいながら、
交流を深めた。

◆弘前大の取り組みを紹介
プログラムは、主催者である実行委員会委員長カネショウ株式会社櫛引

利貞代表取締役社長からのあいさつで始まり、弘前大学遠藤正彦学長の基
調講演が続いた。独立行政法人化（独法化）前から現在まで自身の取り組み
も含め、その時々の背景や問題点なども指摘されながら産学官連携につい
て話をされた。独法化前に試みられた産学官連携は課題も多かったが、独
法化後、社会貢献が国立大学の第3の使命になったこと、また、外部資金
獲得の必要性から産学官連携の独立組織の設立や地域とのネットワークの
構築、関係諸制度の制定等の取り組みなどが積極的に行われ、特に、創立
60周年記念会館として産学官連携・社会貢献の拠点となっている「コラボ
弘大」の設立や、県内企業等が弘前大学の教員と共同
で実用化に向けた課題解決を目指す研究に対して研究
費等を支援する「弘大GOGOファンド」の実施などの取
り組みについて紹介された。

その次は恒例になった、文部科学省、経済産業省か
らの応援メッセージ。柳孝研究環境・産業連携課長か
らは「産学官連携の現状と今後の展望」と題して、文
部科学省として産学官連携をどのように考え、どのよ
うに進めていくのか、「産学官連携関連施策の概要」と

「現状と（さらなる深化に
向けての）今後の方向性」

「今後の施策」について、
また、滝本徹地域経済産
業政策課長からは「地域
経 済 の 活 性 化 策 に つ い
て」と題して、産業クラ

弘前大学 遠藤正彦学長の基調講演

第3回　産学官民コミュニティ全国大会 in あおもり
開催日：平成21年9月26日（土）
会　場：弘前大学　文京町キャンパス
主　催：「第3回　産学官民コミュニティ全国大会 in あおもり」実行委員会

（構成団体）ひろさき産学官連携フォーラム、青森県工業会、青森県産業技術センター、青
森銀行、みちのく銀行、コラボ産学官青森支部（青森県信用金庫協会）、フューチャーベン
チャーキャピタル、青森県、21あおもり産業総合支援センター

第3回　産学官民コミュニティ全国大会 in あおもり

全国につながる「産学官民コミュニティ」の輪
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スター政策、農商工連携、ソーシャルビジネスといっ
たトピックス、そして施策の紹介があった。

◆青森方式の連携の成果
全体会の最後は、地元青森県の産学官民連携の取り

組み事例について、コラボ産学官青森支部と地方独立
行政法人青森県産業技術センターからの活動紹介。コ
ラボ産学官青森支部からは、地域のことを誰よりも
知っている信用金庫がメンバーとなり「お客さま本位」
の企業活性化活動を実施、スタッフと外部人材が連携
して ①課題解決策を具体化する ②事務所・工場で相
談に乗る ③産学官の関係者と同行する、という青森方式の連携により具体
的な売り上げ増加などの成果に結び付いていること、また青森県産業技術
センターからは、今年4月に工業、農業、林業、水産業、食品加工関連の
公設試験研究機関を統合して設立されたこと、青森県は日本トップクラス
の農林水産物を産出するなど食料に強い県であり、統合のメリットを最大
限に活用した部門を超えた農工連携研究の事例として、りんごを活用した
美容製品の開発、LEDを利用したいか釣り漁法の開発、長芋のインフルエ
ンザ感染予防食品の開発などの紹介があった。

その後、休憩を挟んで、全国各地で産学官民等の連携により地域の活性
化に取り組む事例を1人10分、5グループ、計50人からなる大プレゼン
テーションが行われ、参加者は興味のある事例発表を求めて5会場を行き
来しながら移動し、さながら学会のような様子であった。会場内では、産
学官連携のネットワークの構築からその取り組み、また、人材育成や創業
といった支援、さらには具体的な商品化等の事例などの報告に、参加者は
自らの活動の参考にするべく、メモを取るなど熱心に聞き入っていた。そ
のような中で、ネットワークの活用事例や（言えないことが言える）よそ者
と地域がいかに連携するかといった言葉が印象に残った。

◆交流の新しい芽も
そして最後、本大会のメインは何と言っても大交流会である。200名

以上が参加し、おいしい食べ物とお酒を前にすると人は素直（?）になるも
の。地元の食材を使った料理にお酒、地元の特産品を前にして、参加者は、
知った顔を見つけ、また、新たに知り合い交流を深めていった。このよう
な場から新しいつながり、芽が創られていくのである。

その場で次回の岡山大学での開催が決定し、岡山大学研究推進産学官連
携機構の村上英夫副機構長から開催に向けた意気込み、来年、再び岡山で
会うことを約束して閉会。話は尽きず、交流を深めるために弘前大学を後
にした。

（遠藤　達弥：財団法人全日本地域研究交流協会　事業部次長）

大会のメインである大交流会
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適度なおせっかい

★大型の産学官連携事業にかかわって間もなく4年になる。アカデミアのシーズ
を育成して実用化を目指す事業を内側から眺めていると、過去に経験したことの
ないさまざまな事柄が見えてくる。詳しくは、いずれ記事に取り上げるつもりだ
が、この種の事業の成否が、企業が主導する事業化シナリオをいかにして描き出
すかにかかっていることを知った。
　ここでの自らの役割を振り返ると「おせっかい役」と位置付けて良いかもしれな
い。立場にとらわれずに、ありがた迷惑にならないぎりぎりのところで、おせっ
かいを焼くことを実践してきたように思えるのだ。“ノイズ！” と忌み嫌われること
も恐れず、適度なノイズはかえって情報を際立たせると開き直って創発を促す。
こんなところが勘所だろうか。事業も残すところ1カ月、さて成果のほどは。
 （編集委員・谷田 清一）

産学官連携を活用せよ

★「有効性」をうんぬんする前に、産業界で「活用しよう」という意識が先決－    
産学官連携は有効か、大学知的財産部は必要かなどの話が時折聞こえてくる。平
成20年度の大学の技術移転収入は24億円、前年度に比べて25％前後の増加と
なっているものの、財務を預かる役員等からは、組織そのものの存在の是非をう
んぬんする発言もあるとか。日本セラテックの川田会長は、講演の中で「上場で
きたのは産学官連携のおかげ」と言い切っておられる。「大学の成果はすぐに活用
できない」などという前に、川田会長のように「産学官連携により会社の業績向上
を図りたい」という強い意識を産業界が持つことが先決ではなかろうか。これま
での科学技術政策が無駄と言われないためにも、大学側の意識改革のみならず、
産業界の意識改革も推進する必要がある。 （編集委員・高橋 富男）

「新型」の表記と
「理科離れ」

★ワクチン接種が始まり新型インフルエンザ（豚インフルエンザ）についての報道
がにぎやかだ。豚肉消費への影響を懸念する関係業界の要望などから「新型」と
呼ばれているが、英語圏では「スワイン（豚）フルー（インフルエンザ）」が一般的。
国立感染症研究所感染症情報センターは「新型インフルエンザA（H1N1）の流行状
況」を公表している。マスメディアは「豚」と表記できなくても、せめて「H1N1」
は使えるのではないか。不思議なのは、こうしたことを研究者らが強く主張しな
いことである。「学」の発信力が弱いこと、また「学」と社会のコミュニケーション
が上手にできていないことはこんなところにも表れている？　「新型」という呼び
方と「理科離れ」は関係ないのだろうかと、ふと考えた。 （編集長・登坂 和洋）
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