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●産学官連携ジャーナル

福武

總一郎

（ふくたけ

そういちろう）

株式会社ベネッセホールディングス
取締役会長

◆在るものを活かし、無いものを創る

数年来、機会あるたびに申し上げているのは、企業の目的は経済活動により得

た富を文化に資するためとする「経済は文化の僕（しもべ）」という哲学です。現
在、わが国のみならず世界的な意味でも「曲がり角」にあるなか、
「在るものを壊
す」という都会に代表される考えではなく、
「在るものを活かし、無いものを創

る」という考えのもと、香川県直島を軸とした瀬戸内海の島々の活性化に取り組

んで既に 20 数年が経過しています。昨年 7 月 19 日から 10 月末日まで開催の

瀬戸内国際芸術祭では、総合プロデューサーを拝命し、当初想定の来場者数 30

万人を大きく上回る、延べ 93 万 8,000 人の方々が直島、豊島、犬島等の島々を

訪問いただき、成功裏に終えることができました。これは現代美術によって、過
疎高齢の島々、そこに暮らす高齢の方々を元気にすることを目的とし、既に
2013 年に第 2 回の開催が決定しています。

こうした考えは、地域振興にとどまらず、科学技術についても同様であり、持

続可能な社会であるためには、地球環境、自然環境、地域環境等環境に対する負
荷の軽減は急務と言えます。2009 年 8 月には、慶應義塾大学環境情報学部の清

水浩教授とともに、株式会社 SIM-Drive を設立しました。この会社は、清水浩教

授が 30 年間蓄積してきた世界最高の電気自動車（EV）開発の技術・ノウハウを
自分たちだけで独占するのではなく、オープンソースメソッドにより、できるだ

け 早 く 世 界 に 普 及 さ せ て い く こ と を 目 的 に し て い ま す。こ の 3 月 末 に、
SIM-Drive の先行開発車第 1 号を発表しますが、これは世界中が驚嘆するような

高性能かつ革新的な EV だと思います。この EV に興味を持っていただける国内
外の会社に、その技術・ノウハウ等を提供していきます。

また、昨年 6 月に設立した電気自動車普及協議会（国内外の約 200 企業・自

治体が加盟）では、国土交通省関東運輸局や大手自動車会社などさまざまな企
業・団体にもご協力いただき、3 月には既存のガソリンエンジン車を EV にコン

バージョンする際の安全基準を発表する予定です。この安全基準は、ドイツ・米
国・中国・オーストラリア・ニュージーランドの基準とも連動を進めており、事

実上の世界基準になるものと思います。世界に約 9 億台走っているとも言われ
る既存の化石燃料車を EV にしていくこの活動は、地球温暖化対策として実効性

が高いものと言えます。これも先述の「在るものを活かし、無いものを創る」と
いう哲学の実践事例です。

こうした取り組みは、次世代に責任を持つ世代の私たちにとって、子ども、

孫、そのまた子どもたちの世代が、これまで享受してきたような豊かな環境の下
で健やかに暮らし続けることができるための責務であると確信するからです。
http://sangakukan.jp/journal/
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連載

大学の社会貢献・産学官連携

三重モデル

第1回

地域立脚型中小企業の成長を支援する
地域大学の中で、産学官連携の自立的な取り組みで実績を挙げているのが三重大学
である。大学の予算で内部の体制を整備し、一歩一歩活動を積み重ねる中で、産学官
連携の目的と大学の立ち位置が明確になった。
「大学知的財産本部整備事業」に採択さ
れなかったことが、自らの視点を明確にし、足腰を強め、多くの地域企業との共同研
究などにつながった。

三重県は、紀伊半島の東側に位置する南北に細長い県で、北中部地域は

中京工業地帯に属する工業地域、南部地域は豊かな自然と伊勢神宮、熊野

古道などの観光資源を活用した農林水産業と観光業が中心の地域で構成さ

れる、人口が約 186 万人（47 都道府県中 22 番目）のごく普通の県である。
三重大学は、学生数が 7,400 人、教員数が 750 人の中堅規模の総合大学

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、社会連携研究担当・学長
補佐

として三重県内の唯一の国立大学として存在している。本稿から開始する
連載では、三重大学が三重地域で推進している産学官連携の取り組みにつ
いて紹介を行う。

◆産学官連携は協働する目的の共有から

三重大学の事例を紹介する前に、産学官連携活動の在り方について、著

者の考え方を提示したい。本来、企業、大学、行政は、目的が異なる存在

であり、そもそも同じ方向を向いて活動を行っているわけではない。ただ、
違う方向を向いていた企業、大学、行政が、目標・課題を共有化し、その
達成・解決に向けて協働することが必要となったとき（目標・課題の共有
化）、初めて連携関係が生まれる。また、その連携関係は、企業、大学、行
政の背景にある状況・条件（＝立ち位置）が共有できる場合に、より強い推
進力が生まれる（背景の共有化）。例えば、燃料電池など先端領域での国際
競争力の獲得を、先端研究を行う大学・グローバル展開する日本企業・経

済産業省が取り組む（国策の共有）場合や、地域の活性化を同じ地域内で課

題を共有している三重大学・三重県・県内企業が取り組む（地勢的背景の

共有）場合などに、企業、大学、行政が協働する目的が鮮明となるため、
産学官連携が有効に機能する（図 1）。

また産学官連携には、対峙（たいじ）する目標・課題によって最適の形態

があり、
「国際競争力獲得のための連携」と「地域活性化のための連携」で
は、必要な体制・戦略・予算規模は異なり、それぞれに最適な方法を構築
し、取り組むべきである。すなわち、産学官連携の最適スキームは千差万

別であり、産学官連携を成功させるには、参加する当事者に合わせて最適
な形を作ることから取り組むべきであると著者は考えている。
http://sangakukan.jp/journal/
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図１

産学官連携の在り方について

◆活動を積み重ね、目的と立ち位置が明確に

三重大学が産学官連携に本格的に取り組み始めたのは法人化後であるが、

当初は近隣の東海地域の大学の中でも活動は遅れていた。最大の原因は、
平成 15 年度から開始された「大学知的財産本部整備事業」に落選したこと
である。ただ、この落選が結果的にその後の三重大学における産学官連携

への取り組みを強くしたのかもしれない。平成 16 年の法人化後、研究担
当理事を責任者とする「知的財産統括室」を設置し、本学予算で専任教員１

名と事務職員を配置することで体制整備を進めた。また並行して、企業と
の共同研究の組み上げを担当する組織として「創造開発研究センター」を設

置し、こちらにも本学教員枠を 1 名割き産学官連携を担当する専任教員と

して活動させるとともに、産学連携コーディネーターを間接経費で採用す
るなど身の丈に合った産学連携体制を地道に積み上げてきた。また、人員
体制が脆弱（ぜいじゃく）であったこともあり、三重県との連携関係（県か

らの人員の受け入れと県内企業との産学連携活動への補助金制度の設定な
どで協力を得た）、ならびに株式会社三重ティーエルオーの協力を得ながら
地域企業との連携関係（小さい額でも共同研究を受けること）を構築してき
た。その積み重ねが、平成 19 年度に行われた文部科学省調査において「中
小企業との共同研究数が国内大学ではトップクラス」という実績につな
がったと考えている。

「産学官での連携を成功させるには最適な形を作ること」と前述したが、

三重大学における産学官連携活動は、法人化後、時間をかけて一歩一歩積

み重ねてきた結果、大風呂敷を広げるのではなく、身の丈に合った活動、
すなわち、
「地域と共に成長すること」が最適であることに自然と落ち着い

たように思う。産学官連携の目的と立ち位置が明確となってからは、三重

大学における産学官連携の活動は一気に加速したように思う。最大のター
ニング・ポイントは「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）特色
ある優れた産学官連携活動の推進」に採択された平成 20 年度であり、この
http://sangakukan.jp/journal/
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時点で、
「地域立脚型中小企業の成長を支援することで地域社会の発展に貢

献する」ことを三重大学における「産学官連携に対する基本的な考え方」と
して明確化した。

◆大学院地域イノベーション学研究科で実践

以降、それを実践するための体制整備を戦略的に推進し、その中心的な

出来事が、地域産業界との連携による研究と教育に特化した大学院として

「地域イノベーション学研究科」を平成 21 年に立ち上げたことである。現
在、地域イノベーション学研究科には 10 名程度の企業経営者が大学院生

として入学しており、地域内での産学連携による取り組みを大学内に持ち
込み実践するまでになっている。

三重大学は平凡な県の普通の地方大学であり、特別な予算支援を受ける

機会に恵まれてきたわけではない。このため華やかな産学官連携のモデル
からは程遠いと感じている。しかしながら、地に足の着いた産学官連携を

地域行政・産業界との間で実践できてきているという実感を持っている。
本連載では、三重大学が推進している地味な取り組みを人間くさく紹介で
きればと思っている。

http://sangakukan.jp/journal/
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特集１●

経営者に応えるコーディネート術

「何かしたい」という企業の意欲を形にする

産学官連携コーディネータの役割というと、大学の技術（シーズ）を起点にして、その
技術を移転する企業を探す方法が一般的とされるが、
「何か新しいことに挑戦したい」
という企業の意欲を形にしていくのもコーディネータの仕事ではないか。いまひとつ
のコーディネータ像を検討する。

規模の大小を問わず企業の方々から「何か新しいことをしたい」という声

をよく聞く。そのしたい “何か” は、現在の事業範囲から半歩だけ踏み出し

た新規事業という意味の場合もあれば、製造ラインから出る廃棄物を活用
したいという場合もある。時に、希望のレベルがもう少しかみ砕かれて技

術的な課題（例えば「廃棄物の中の特定物を分離分別する方法はないか」）
を持っている経営者もいるだろう。

雨森

千恵子

（あめのもり・ちえこ）
財団法人神奈川科学技術アカデミー
イノベーションセンター
産学協働グループ 主査

テーマが絞られ、必要な技術など課題がはっきりしてくれば企業は動き

出すが、ほとんどの中小企業はそこまで到達しておらず、切実だけれども

「何かしたい」という “希望” にとどまっている。

他方、大学の産学連携担当部署において、こんな話を聞いたことがない

だろうか。

「今日相談に来た企業、あれじゃあどの先生も紹介できない、ニーズが明

確じゃないんだから。何がしたいのかはっきりさせてから来てくださいと
言ってお帰り願ったよ。」

大学で産学官連携を担うコーディネータは、企業から「これこれの新規

技術（特許）はないか」と相談されれば対応できるが、何か新しいことに挑
戦したいという経営相談には乗れないということだろう。

◆コーディネータの１機能

しかし、前述のような、
「具体的には言えないが、何かしたい」という要

望に応えるのも、コーディネータの機能の 1 つである。ただし、考慮すべ
き点がある。以下の 3 点である。

１．もはや産学連携＝ニーズとシーズのマッチングではない

大学の知財本部整備が進められていた当時は、大学等のシーズと企業の

ニーズをマッチングさせる技術移転がしきりに叫ばれたが、最近の産学連

携の潮流は、多様なニーズとシーズを巻き込んだコンソーシアム（共同体）
をつくり、共通成果と参加者個々の利をバランスしていこうというもので
ある。

コンソーシアムでは、まず、どの企業に声を掛けるかが大きな問題だが、

候補企業が挙がると、次にその企業が抱えていると推測されるニーズを充
足させることを条件に、コンソーシアムの一定の役割を分担してもらいた
http://sangakukan.jp/journal/
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いという交渉をすることになる。言い換えれば、ある程度上位概念的な

ニーズを引き出して、コンソーシアムのテーマと結び付けて具体的な成果

（下位概念的ニーズの充足）の見通しを示すことが求められると言える。

コンソーシアムに企業ニーズを上手に組み込んで成功した事例を示すこ

とは難しいが、共同体を構成する段階において、
「何かしたい」企業を取り
込むことは非常に重要である。

２．立場により、企業とのかかわり方が異なる

企業の潜在的なニーズをかみ砕いて顕在化させるのをどこの誰がやるか

というのは一概に語れない問題である。例えば、共同研究や実施許諾に関

するノルマを課されたコーディネータには、そこに割ける時間は限られて
いるが、地域と共生する大学づくりをミッションとするコーディネータに
とっては、企業のニーズについて共に考えることは大事な仕事になろう。

ほかにも、産業が集積している地域と、企業が少なく産業の基盤が弱い

地域とでは、企業のニーズの掘り起こし方は当然、違ってくるだろう。
３．大学側が扇動することの危惧（きぐ）

大学のコーディネータは、内部の研究者の技術を活用してくれる企業を

見つけだして、ライセンシング等に結び付けるのを目的として活動してい
るが、一生懸命のあまり、大学のコーディネータ・研究者が旗振り役に

なってしまい、企業が責任を持って判断しながら進めるべき産学連携活動
が、企業の思惑と乖離（かいり）したまま進んでしまうことがある。

◆開発テーマにブレイクダウン

「何かしたい」という企業の経営課題を、コーディネータや各種機関が上

手に具体的な技術ニーズへと転化させ、それが契機となって産学官連携へ
と発展する事例はある。言い換えると、
「ニーズがはっきりしない」企業を

産学連携のプレーヤーとして参画してもらうケースである。そうして始め
た新しい事業（製品）が、業容拡大の原動力となっているケースも少なくな
い。２つ紹介したい。

１つは、非常にきめ細かいコーディネートに定評のある川崎市産業振興

財団の支援事例である。
「コスト勝負のアジア勢に打ち勝つため、自社技術
に何か加えて将来に発展させたい」と考えていた順送プレス加工の株式会
社 JKB が、富士通からレーザー溶接加工技術（特許）を導入した。中小企

業が、コーディネータや大手企業と交流する中で、勝ち残りのために自社

が必要とする技術ニーズを明確に意識し、最終的に開発テーマまでブレイ
クダウンすることができたものである。

もう 1 つは、古くから総合大学としての利点を武器に多くの技術移転実

績を上げられている日本大学の事例である。このケースは、まず企業から

「廃タイヤを使って何かしたい」という相談があった。これに対し、大学の
研究者らがいろいろと検討し、新たな活用方法を提案をするなかで「ボ
ラード（車止め）」に絞り、事業化された。具体的な提案をした大学教授の
事業センスの良さと、迅速に知財化した知財センタースタッフ、そして出

来上がった商品を採用し実績づくりに貢献した大学購買部門のチームワー
http://sangakukan.jp/journal/
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クが特徴である。提案したシーズがデザインであることも面白い *1。

◆6 支援機関と 12 大学参加の協議会

企業のニーズを明確な形に整理し、大学等の先端的な技術導入などに結

*1：2 つの事例は、本号（JST
「産学官連携ジャーナル」2011
年 3 月 号）に そ れ ぞ れ の コ ー
ディネータが詳しく紹介してい
る。

び付けていく「仕組み」もさまざまある。多様な産学連携関係者が、企業
ニーズをもんで新しい技術に結び付けていく試みを紹介したい。

それは、かながわ産学公連携推進協議会（略称：CUP-K＝カップケー）で

ある。私の所属機関である財団法人神奈川科学技術アカデミー（KAST）も
参画をしているが、CUP-K は協議会形式をとっており、神奈川県内に位置
する 6 つの公的産学連携支援機関と、12 の大学が参加している。

この仕組みでは、企業ニーズが大学研究者に紹介されるまでに次のス

テップを踏む。

①企業が支援機関にニーズ情報を伝える（支援機関が日々の活動の中で、
企業の潜在的な要望を把握し、それを当該企業とのやりとりを通じて

「ニーズ」とすることもある）

②支援機関が CUP-K の総合窓口に相談

③総合窓口のコーディネータが当該企業を訪問し、時には広がりすぎて
絡んでしまっているニーズの糸を解きほぐし、何が求められているか
を明確にする。調査票に記入し参加大学の産学連携窓口に一斉に呼び
掛けをする

④大学の産学連携窓口から研究者に発信する
大学と地域企業、公的機関が加わった仕組みは各地で多くあろうが、企

業ニーズを解きほぐす役割を重視して人を据えているところに特徴がある。
自治体のコーディネータだけでなく、大学のコーディネータも「何かし

たい」という意欲と成長の可能性を秘めた企業に対応するようになれば、
産学連携の機会はもっと多くなるはずである。

http://sangakukan.jp/journal/
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再生ゴムからボラード（車どめ）

廃タイヤ処理業は、タイヤを切断し燃料として利用する。この事業の将来性を憂慮し、
廃タイヤを活用した自社製品を開発したいと、中小企業経営者が日本大学に相談した。
漠然とした願望だったが、大学側がこれに応え、新製品を共同開発した。

◆自社製品を開発したい

３年前、廃タイヤの再生ゴムリサイクル業の株式会社グリーンエレメン

ツ（埼玉県入間市）代表取締役小橋克史氏は、母校である日本大学芸術学部

を訪れた。この事業の将来性を憂慮し、漠然としているが何か自社製品の

開発を行いたいとの思いがあったからだ。従来の廃タイヤ処理事業は、燃

小森

幹雄

（こもり・みきお）

日本大学 産官学連携知財セン
ター コーディネーター

料として再利用を行うためにタイヤの切断などにコストがかかっていた。
小橋氏は、環境問題も考慮し、廃タイヤの新たな有効利用への強い思いが
あった。

通常、こうした漠然としたニーズだけでは、研究者の協力はなかなか得

られないが、このケースでは、デザイン学科の肥田不二夫教授に熱心に対
応していただいた。

◆日大芸術学部と共同研究

「再生ゴム（廃タイヤ）を使った新デザイン提案」を

テーマに、同社と日本大学芸術学部デザイン学科のイ

ンダストリアルデザイン研究室との共同研究が始まっ
た。肥田先生を中心に、清水敏成教授や土田修教授の
ご指導も加わった。

スポーツ用品、家庭用品、運動具、公園遊具など

100 を超えるアイデアが出た。しかし、再生ゴムの利
用量がどれも少なく今一歩であった。量の出る建材関
係も検討されたが、デザイン性が生かされないことで

断念した。そうした中から選ばれたのが、
「ボラード

（車止め）」であった。

図１

ボラードについて

このボラードの可能性の有無を確認する場となったのが、デザイン学科

伝統の「軽井沢セミナー」であった。本セミナーは１〜 4 年の学生が参加、
２泊３日による合宿授業である。30 年以上続いている。
「再生ゴムによる
ボラード（車止め）」をテーマに、材料、都市景観、リサイクル、環境、デ

ザインなどさまざまな切り口から検討され、最終的に１つの可能性を示す
作品を優秀作として選定した。

その後、小橋氏、肥田先生などの教授陣、大学院生により製品化に向け

http://sangakukan.jp/journal/
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た共同研究が始まり、さらにブラッシュアップされていった（図

1）。小橋氏から現場を調査した情報が寄せられ、細部にわたる機
構・部品、クッション性、ブロック化、回転するアイデア、継手
部等多くの課題を解決し、製品が完成した（写真 1）。
この製品の特徴は以下のようなものである。

ゴム製円筒形のパーツを組み立て機構にすることにより、街の

景観に対応し、接触物およびボラードに対する衝撃吸収・損傷軽
減などの特徴がある。

１．景観対応：パーツの組み換えによりバリエーションが豊富

２．衝撃吸収：ゴム円筒部を中空状にすることにより変形させ
て衝撃を緩和

３．損傷軽減：車両が接触した際にゴム円筒部が回転し損傷を
軽減

写真１

◆NUBIC で知財化支援

再生ゴム（廃タイヤ）を使った
ボラード

2008 年、知 的 財 産 化 を 図 る た め 日 本 大 学 産 官 学 連 携 知 財 セ ン タ ー

（NUBIC）に協力の要請があった。研究成果の知財化支援や企業との契約交
渉等を行うのが NUBIC コーディネーターである。早速、コーディネーター
が肥田先生と検討を重ねた。当初、意匠出願を検討したが、さらに強い権

利化を図るため特許性を高め特許出願することとなった。日本大学では職
務発明があった場合、研究者から発明届を提出していただき、大学内の審

査専門委員会にて大学が出願する権利を継承するか審査される。今回も手

続きが行われ、事業化を積極的に進めるために早期審査の手続きを行い、
審査の結果特許登録に至った（特許第 4613297 号）。

◆事業化への後押し

株式会社グリーンエレメンツでは、さらに製品化に向けて研究が行われ

た。小橋氏は、営業活動を開始するとともに展示会等へも積極的に出展を
した。
「2008NEW 環境展」では、
「景観対応型・衝撃吸収・損傷軽減ボラー

ド（進入防止杭・柵）」として出展した。NUBIC が出展する展示会において
も試作品とともに紹介し、徐々に問い合わせが増えていった。

これまでの施工実績は、日本大学の桜門会館前駐車場、芸術学部江古田

校舎の多目的スペース内のほか、西多摩郡瑞穂町の公園などがある。

今回の産学連携がスムーズに展開されたのは、次のような要因によると

思われる。

・当初企業ニーズは漠然としていたが、その担当者が熱心であったこと。
・大学側の担当教授がきめ細かく対応したこと。

・研究成果をスピーディーに知的財産化が図れたこと。

・特許出願後も、製品化やビジネス展開等の相談に対応したこと。
・大学の研究成果を出展するイベントで広報したこと。

http://sangakukan.jp/journal/
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知的財産交流における
中小企業と支援機関の共同作業
大企業が所有する知的財産を地域の中小企業へと技術移転し、地域の産業を活性化す
る――神奈川県川崎市は、平成 19 年度からこうした事業を実施している。コーディ
ネータの立場から、その成約事例を紹介する。

◆川崎市知的財産交流会

川崎市では、平成 19 年度から「川崎市知的財産交流会」を実施している。

これは、大企業が所有する知的財産を市内の中小企業へと技術移転し、中
小企業による新製品開発や事業化を支援するものである（図 1）。

これまでに富士通、東芝、日本電気、パイオニア、日産自動車、日立製

西谷

亨

（にしや・とおる）

財団法人川崎市産業振興財団
知的財産コーディネータ

作所、味の素の計 7 社の大企業が本事業に参加しており、4 年間で 8 件の
ライセンス成約が誕生している。

今回はその中から、順送プレス加工の専門会社である「株式会社 JKB」

が、富士通から「レーザ溶接加工技術」に関する知的財産を導入し、事業化
にあたっている事例から、企業ニーズへの応え方について考えてみたい。

◆中小企業のニーズとは

「自社製品を持ちたい」「付加価値の高い製品を手掛

け、量産品の価格競争から抜け出したい」「将来の事

業の芽を今のうちに育てたい」――大企業に限らず地
域の中小企業でも、こうした技術力を高めるなど経営
基盤の強化、業容拡大への望みは非常に強い。

しかし、例えば「自社製品を持ちたい」と思ってい

ても、何をどうしたいという具体的なイメージを持っ

図１

川崎市知的財産交流事業

ている例は極めてまれである。従って、
「手段」である技術を明確に意識す
ることもない。そのため、川崎市知的財産交流会では、個々の中小企業に

対して、本業に関連しそうな技術シーズ（大企業が開発したものの、自社

では利用せず眠っている技術）を幾つか例示し、応用展開の可能性を一緒

にディスカッションして信頼関係を構築していく中で、潜在化している
ニーズを徐々に顕在化していく手法を用いている。しかし、中小企業の

ニーズは特定の技術シーズのみに向けられるのではなく、シーズ側企業や
コーディネート機関による、製品化や事業化に至るまでの一貫したサポー
ト活動に期待が寄せられている。

◆コアのプレス技術と融合

株式会社 JKB は、川崎市高津区に本社を置く、従業員数 47 人の中小企

http://sangakukan.jp/journal/
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業である。主な事業は、精密順送プレス金型の設計・製作や、精密プレス
部品の製作などであり、他社では不可能な高精度難形状加工と、高精度微

細加工のプレス部品の製作を得意としている。その技術力には定評があり、
平成 21 年度には経済産業省の「元気なモノ作り中小企業 300 社」に選定
されているほどである（写真 1、2）。

写真１

絞りと切曲げの複合形状の連続加工を順送プレス
により実現

写真２

直径 8.5mm の範囲内に
121 個の穴をプレス加工

JKB が富士通から技術を導入したのは、
「10 年後を見据えて、今から手

を打っておかなければいけない」と考えたことが出発点だった。

JKB がレーザ溶接技術を導入した背景には、近年の「ソーラー電波式腕

時計」の普及があり、そのコア部品であるアンテナの生産性向上の課題が
あった。

川崎市知的財産交流会を通じて、これまでまったく手掛けたことがない

「レーザ溶接加工技術」に関する特許権を富士通から導入し、自社のコア技

術であるプレス技術と、レーザ溶接技術を融合することで新領域の開拓を
スタートさせた。

技術導入にあたり、JKB とともに始めたのが事業化構想の検討であった。

まず、溶接技術導入の目標と意義を次の 3 点に絞り込んだ。①プレス技術

とレーザ溶接技術を融合することで従来にない新たな付加価値を生み出す、
②ソーラー電波式腕時計の生産性向上により日本時計業界の復権に貢献す

る、③国内プレス業界をリードし自社と業界の革新化と生き残りにも貢献す
る、の 3 点である。JKB との協議の結果、自社の生き残りに加えて、国内

時計業界とプレス業界へも貢献していく高い目標を設定した。また、構想

を実現する上で最大のネックである資金面に関しては、経済産業省の「も

のづくり中小企業製品開発等支援補助金」の獲得のサポートにあたった。
そして、資金計画にめどが立ったところで、富士通と特許実施許諾契約を
締結するとともに、レーザ溶接加工装置等の設備導入を進めた。

私どもは、特許実施許諾契約（平成 21 年 12 月）を締結するまで、両社

の間を 20 回以上コーディネートした。その間、富士通の現地工場（小山

市）の視察や、レーザ溶接品の試作、レーザ装置メーカーとの交渉、JKB
山形工場の視察などを行った。

溶接加工技術の取得に関しては、富士通からの組織を挙げての多大な協
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力と、JKB の高い技術開発力が組み合わさることで実現でき
ている。

こうして JKB では、ソーラー電波式腕時計アンテナの試

作に取り組み、プレス加工品のレーザ溶接積層による生産性
の向上に成功した。現在は、国内時計業界のほか、デジタル

機器やその他の高硬度材料の積層分野への新規展開を計画し
ており、プレス技術とレーザ溶接技術の融合は、今後の JKB

の生き残り戦略として経営上重要な柱となっている（写真
3）。

写真３

◆中小企業へのサポート

順送プレス技術とレーザ溶接技術の融合
によるアモルファス合金の積層

産学連携や産産連携の場面において、
「まずは自社のニーズを明らかにし

て下さい」と中小企業に求めてしまうことはないだろうか。そして、そう
した案件が迷宮入りしてしまうことはないだろうか。川崎市では、ニーズ

が明らかになるのを待つのではなく、自治体と支援機関が一体となって企
業ニーズを探り、関係者が情報を共有しながら “おせっかい的” にサポート
することで迷宮入りを防いでいる。

繰り返しになるが、中小企業のニーズは特定の技術シーズのみに向けら

れるのではなく、事業化構想を共に検討する中で徐々に明らかになってい
く場合が多い。また、シーズ側との交渉や契約、費用工面、評価や販路な
ど、事業化を進めていく中でも次々と新たなサポートニーズが発生する。

中小企業との連携による事業化を進める上では、待ちの姿勢ではなく、

ニーズを一緒に考えて導き出すこと、そして、顕在化された課題に対して

各種のサポートメニューを提案し、可能な限り解決していく共同作業も、
シーズ側あるいはコーディネート側の大切なミッションと思われる。

http://sangakukan.jp/journal/
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産学官連携コーディネートの在り方

地域の中小企業と大学の研究者を結び付けるコーディネートに基本となるモデルはな
く、その地域ならではの独創性を盛り込む姿勢や体制こそが、成功につながる道しる
べとなる。大切なことは、
「対話」を通じて相談に訪れた経営者の人となりをよく理解
すること。企業を本気に、大学の先生をやる気にさせることがコーディネータの使命
だ。

岡田

◆はじめに

産学官連携コーディネートの在り方について問われた時、真っ先に浮か

ぶ答えは「基本となるモデルはない」ということだ。というと、元も子もな

いように思えるが、これが私の信条と言い換えることもできる。コーディ

基幸

（おかだ・もとゆき）

財団法人 上田繊維科学振興会
（AREC）理事・事務局長／
信州大学 繊維学部 特任教授（産
学官地域連携）工学博士

ネータの仕事にかかわらず、大体の事柄においては 1 つ秀でた事例がある
と、そこに至るまでの手法はどうであったか、成功の要因は何であったか
を分析し、それを逐一踏襲しようとする動きが起こるが、それですべて成
功するとは限らないからである。秀でた事例は目標にこそなれ、絶対的な

マニュアルには成り得ない。私は、そこにかかわる経営者や研究者、また、
その地域ならではの独創性を盛り込む姿勢や体制こそが、成功につながる
道しるべとなると信じている。コーディネートの道に正解はない。大事な
ことは、1 つ 1 つの有望な案件に、関係者の魂をどう入れ込むかなのだ。

◆産学官連携ブームの終焉（しゅうえん）と成熟期への転換

魂を入れ込むとはどういうことかを述べる前に、産学官連携の現状につ

いて少し触れたい。

1998 年に大学等技術移転促進法（TLO 法）が施行されて以来、日本国内

での産学官連携は急速な広がりを見せた。企業の大学に対する期待は大き
く、研究室はシーズの宝庫と思われていた。一方、研究者サイドも外部資

金獲得のため、企業への売り込みを加速させていった。しかし、企業の

ニーズと研究室のシーズが見事に合致する事例は少ない。結果、利潤を生

み出す成果へとつなげるまで共同研究を続ける体力がない中小企業は、産
学官連携から少しずつ離脱していったのである。こうして一時のブームの
ような勢いは終焉を見せたのだが、ここにきてその質が少しずつ変化して
きている。

大学が企業や市場ニーズを十分に把握した上で、研究活動にフィード

バックし始めたのである。ニーズに近い研究が実施されることで、事業化

につながる可能性は高くなる。学生にとってもより実践的な研究開発に携
わる機会が広がるということで、教育や研究という観点からもその効果が
http://sangakukan.jp/journal/

16

産学官連携ジャーナル Vol.7 No.3 2011

期待されるようになった。ただし、大学が企業
の下請けとなり研究をするという意味でも、大

学には実用化研究だけで基礎研究が不要との意
味でもない。

地域の産業活性に貢献するという大学の役割

も明確になってきた。これは、研究資源に乏し

い地域の中小企業と大学側が共同研究を行い利
潤を追求する、という従来の産学官連携の枠組

みから今一歩踏み込んだものだ。例えば、研究

室に企業の人材を派遣して技術者を育成したり、
大学側が人材育成セミナーを開催して企業経営

産学連携、産産連携のきっかけづくりにも注力
（塩尻市にて開催：AREC 木村コーディネータ主管）

者の後継者を育成したりということが挙げられ

る。信頼性の高い大学と結び付くことで、宣伝効果や情報の受発信に高い
効果が期待できるということもある。

また、これらの土壌の変化は、大学の先生自体がコーディネータ的な役

割を担い、産と産を結び付ける「企業間連携」を加速する一助ともなりう

る。大学がハブとなって、中小企業の強固な基盤となることは想像に難く
ないだろう。

長期的な視点で見ると企業の利益につながるこうした体制の強化こそが、

産学官連携の今後のあるべき姿なのではないかと思う。そして中小企業に

対しても、こうした活路を強く提示していく必要があるだろう。これこそ、
われわれコーディネータが担う、世界と戦える一騎当千の企業づくりと言
える。

◆質の高いコーディネートを維持するために

さて、話は戻るが、1 つ 1 つの案件に魂を入れ込む作業である。中小企

業経営者の多くは、生き馬の目を抜くような社会の中で戦ってきた人たち。
時代の変化とともに苦戦を強いられてはいるが、もともとの嗅覚はコー
ディネータ以上に優れている。こうした人たちの野心を呼び戻し、本気に
させさえすれば、あとはおのずと物事が動き出す。その土俵にどう乗せる
のか、それがわれわれの腕の見せどころである。

ここで私が大切にしているのは、
「対話」を通じて相談に訪れた経営者の

人となりをよく理解する、ということ。そこでフィーリングが合えば、連

携プランを「一緒になって」考えてみる。この共同作業を行うことで、互い

の熱意は高まりビジネスプランに魂がこもる。大学の先生方にも自信を

持って話を持ち掛けられるから、時には先生が無理だと思うようなプラン
でも、
「岡田がそこまで言うならやってみるか」と承諾を得ることができる
のだ。

この流れの中で、私が納得して先生方に紹介できる経営者でなければ、

たとえ他の場での評価が高くてもフィルターをかけることがある。コー

ディネータは経営者を本気にさせるとともに、先生方をやる気にさせなけ
ればならないからだ。私の働き掛けで先生方が不利益を被れば信頼関係は
http://sangakukan.jp/journal/
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一気に崩れる。産学官連携の芽を減らさないためにも、常日ごろから先生
の思いを理解し、事前に目利きをすることが重要になってくる。

コーディネータは、メッセンジャーでも、申請代行者でもない。私はこ

の 14 年間のコーディネータ活動を通して、
「ヒト、モノ、カネ」が十分で

なくても、地域にいるキーパーソンたちの「理念、覚悟、執念」で地域は生

まれ変われると確信を持つに至った。コーディネータのやるべきことは

「企業を本気に、先生をやる気にさせること」、その一言に尽きるのである。

◆国の事業にも魂を、現場密着のコーディネータの工夫を
活かせ
最後に、国の政策に対しても申し上げておき

たい。日本の中央官庁が繰り出す政策の戦略・
理念は大変に素晴らしいもので、これが実現さ

れればいかにも日本の未来は明るくなるかのよ
うに見える。しかし、これらが地方レベルの中

小企業が参加できる事業として落とし込まれた
時、個の自由度は極めて低く、申請対象をも限
定されてしまうのである。

地方にはその地特有の資源・環境があり、中

小企業も、例えば海外展開に既に乗り出してい
る企業から、特化した技術はあっても拡大の仕

方が分からない企業まで幾つかの層に分かれて

AREC のコーディネータ陣
（左から、五十嵐コーディネータ、木村統括コーディネータ、
白井コーディネータ、筆者）

いる。施策の実行段階においては、一見、底辺

層に見えるところに位置する企業が地方では圧倒的で、しかもそれらの経

営者の意気込みはトップ層と何ら変わらない。海外展開支援 1 つとっても、
現在の国の事業は中小企業のトップ層を対象としているのが現状で、各層
に隠れ潜む大化けする経営者を見逃している。これでは産業界全体の底上
げには程遠い。

中小企業の海外展開支援事業や大学関係主要経費の拡充など、平成 23

年度は地方の産学官連携にとって光明となるニュースが散見している。こ
こで国の事業に魂を入れるためにも、事業の実施手法についてはオープン
ソース化し、地方それぞれにおいて柔軟な展開を生みだすシステムへの移
行をぜひともお願いしたい。そうすることで、地域企業に対しコーディ
ネータが工夫できる幅はぐっと広がるのである。

http://sangakukan.jp/journal/
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特集１●

経営者に応えるコーディネート術

産学官連携にかかわるコーディネータの 3 分類
―地方と首都圏の環境から起因する職能の違いについて―
地方では企業の技術的基盤が弱く、企業の技術者も自身の持つ技術課題を整理して大
学の学術的な専門性と結び付けることができないことが多い。こうした企業の潜在的
な要望に、コーディネータは応えている。

産学官それぞれのセクターの本来の存在目的は大きく異なり、連携して

何かを取り組もうと思うと、それぞれのセクター間を調整する機能の存在
は極めて重要である。大学の場合、もともとが教育研究機関であり、その

行動様式は、常に新しい学術的な知識体系の構築を志向することが多いの
が一般的であり、こうした志向性は、企業での経済活動を発展させること
を目的とした研究開発の考え方と大きな乖離（かいり）を発生させる場合が

伊藤

正実

（いとう・まさみ）

特定非営利活動法人 産学連携
学会 会長／群馬大学 共同研究
イノベーションセンター 教授、
知的財産戦略室長

ある。すなわち、組織の本来の目的や行動様式を双方が理解し関係を調整
することは、産学官連携の成功に必要不可欠である。連携の結果、ある程

度の満足度が双方に得られる場合、誰かが必ず “調整機能” を発揮してい

る。産学官連携をコーディネートする立場の人たちにとって、こうした調

整機能を担うことは一番重要な職務であると思われるが、企業の研究開発
従事者や経営者、あるいは大学教員等がこれを担うこともある。

産学官連携にかかわるコーディネータの職能には大きな幅があり、筆者

はその職能はおおよそ 3 種類に分類されると考えている。
１．デパートの総合案内係り型コーディネータ

このタイプのコーディネータは、大学の研究成果（シーズ）や教員を企

業から、具体的かつ明確に紹介の依頼があったときに、仲介することを
業務としており、企業から明確な指示がないと “商品” の紹介はできな
い。しかしながら、中小企業の場合、自社の

技術課題の提示から大学との連携を始めるこ ⏘Ꮫ㐃ᦠ䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䛿⫋⬟䛻䜘䛳䛶ศ㢮䛥䜜䜛
とが一般的で、大学側から提示されたシーズ

䠍㻌 䝕䝟䞊䝖䛾⥲ྜෆಀ䜚
䠄┦ᡭ䛾せᮃ䛻ᛂ䛨䛶ၟရ䠄䝅䞊䝈䜒䛧䛟䛿ᩍဨ䠅䛾⤂䛿䛩䜛䛜
䛭䜜௨ୖ䛾䛣䛸䛿䛧䛺䛔䚹䠅

い。さらには、大学での研究テーマそのもの

䠎㻌 䝩䞊䝮䝗䜽䝍䞊䠄䛛䛛䜚䛴䛡་䠅
䠄┦ᡭ䛾䝙䞊䝈䜢⪺䛔䛶ฎ᪉⟢䜢స䜜䜛䚹ෆᐜ䛻䜘䛳䛶䛿┦ᡭ䛻
ゎỴ᪉ἲ䛾ᥦ䛜ฟ᮶䜛䚹ᩍဨ䛸ᴗ䛾㠃ㄯ䛷᪉䛾ヰ䜢⪺䛔
䛶㛵ಀ䜢ㄪᩚ䛷䛝䜛䚹䛒䜛䛔䛿䝸䞊䝗䛷䛝䜛䠅

を活用して事業化を目指すことはほとんどな
が中小企業の技術課題と直結している可能性
は極めて低い。こうしたコーディネータを通
じて大学教員を紹介してもらうには、企業側

に自社課題に対してどういった大学での研究
領域が課題解決に対して有効なのか明らかに
し、その技術課題と大学の研究活動との関連

䠏㻌 䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊
䠄◊✲ෆᐜ䜢⪺䛔䛶䝅䞊䝈⫱ᡂ䛾᪉ྥᛶ䜢ᩍဨ䛸㆟ㄽ䛷䛝䜛
䝅䞊䝈䛾⤂䜢ᴗ䛻䛧䛶₯ᅾⓗ䛺䝙䞊䝈䜢ႏ㉳䛥䛫䛶ᴗ䛸
Ꮫ䛾㐃ᦠ㛵ಀ䜢ᵓ⠏䛧䛶䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᵓ⠏䛷䛝䜛䚹䛥䜙䛻䛿䛭䛾
Ⅽ䛾ᨭ䠄➇தⓗ◊✲㈨㔠䛾⋓ᚓ䚸ዎ⣙㛵ಀ䛾ㄪᩚ䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖
㐍ᤖ䛾㛵ಀㄪᩚ䜢䛩䜛
㒔ᕷᅪ䛷䛿䇾䠍䇿䛰䛡䛷䜒ᡂᯝ䛜䛒䛜䜛䛜⏘ᴗ㞟✚ᗘ䛜ప
䛔ᆅ᪉䛷䛿᭱ప㝈䇾䠎䇿䛜ฟ᮶䛺䛔䛸ᡂᯝ䛜ฟ䛺䛔䟿

性について類推する能力が求められる。
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２．ホームドクター型コーディネータ

企業の課題に対して大学での専門性がどう対応するか類推し、その課

題解決の処方箋を提案できる能力がある。デパートの総合案内係り型
コーディネータとの大きな違いは、企業側から提示される課題の理解能

力があり、これと学術的な専門性を対応させることができることである。
もちろん、単純に大学での専門性を対応させているだけでなく、個々の
大学教員の性格や研究活動のポリシー等を見て、教員を紹介することが
有効かどうかの判断を総合的に下す能力もこの場合必要となる。このタ

イプのコーディネータは大学教員を紹介する前にその課題を相談者と一

緒になって整理する作業から入ることが多い。従って、課題の論点を抽
出する作業を行う過程で、相談者が自己完結してその場で課題を解決し
てしまうケースもある。

３．プロデューサー型コーディネータ

ある程度の潜在的な社会のニーズを最初に把握しており、プロジェク

トを着想できる能力がある。着想したプロジェクトを産学双方に提案し、
両者にこれに参画することを合意させ、プロジェクトを創り出すことを

その職能としている。この場合、単に産学官連携の入り口の部分を仲介

するだけでなく、コーディネータ自身の思い入れや、自身が着想したプ
ロジェクトであることの必然性もあって、プロジェクトのマネジメント
にかかわる場合も見受けられる。

企業での実務経験期間が長いからと言って、そのコーディネータがプロ

デューサー型コーディネータである保障は何もないし、あるいは企業経験
が皆無の若年のコーディネータだからと言って、デパートの総合案内係り
型コーディネータであると決めつけられない。おそらくこうした仕事には
スキルや知識以外に適性と熱意が必要なのであろう。

相対的に言って、地方では企業の技術的基盤が弱く、企業の技術者も自

身の持つ技術課題を整理して大学の学術的な専門性と結び付けることがで
きないことが多い。となると、コーディネータはホームドクター型あるい

はプロデューサー型のコーディネート活動が産学官連携の実績を得るのに

必要である。一方、大都市圏では、企業の技術レベルが高いことが多く、
企業側が自社の課題を整理できて、どういった大学での専門性が有効か見
極められる能力を有しており、大学の研究活動やその志向性もそれなりに
理解している場合が多い。従って大都市圏では、デパートの総合案内係り
型コーディネータでも、ある程度仕事が成り立ってしまう。このように多
少の個人差はあるが、コーディネータの職能は、その人の置かれている環
境によってもかなり左右されている。このことは、九州から関東に移った

筆者にとって衝撃であった。大都市圏と比較し条件が不利な地方で信念を

持って一生懸命やっている産学官連携コーディネータの職能や活動の質は
間違いなく高く、もっと光に照らされるべきであるし、そこから学べるこ
とはたくさんあると考える。
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特集２●

産学連携に関する平成23年度予算

文部科学省

研究成果の展開によるイノベーション創出
資源の乏しいわが国が、人口減少下においても国際競争力を強化し、持

続的な成長を実現していくには、科学技術によるイノベーションの創出が

文部科学省 研究振興局
研究環境・産業連携課

必要不可欠である。大学等で生み出される独創的・先進的な研究成果をイ

ノベーション創出に結び付ける重要な手段として産学官連携は位置付けら
れており、平成 22 年 12 月に総合科学技術会議により取りまとめられた

「科学技術に関する基本政策について（答申）」においても、科学技術イノ
ベーションの推進に向けたシステム改革として、産学官の「知」のネット

ワーク強化や産学官協働のための「場」の構築等が重要とうたわれている。
文部科学省では、産学官連携によるイノベーション創出のため、以下の取
り組みを行う。

１．研究環境・産業連携課における産学連携に関する取り組み
◆大学等の産学官連携機能の強化

大学等の研究成果を効果的に社会につないでいくため、大学等の産学官

連携本部等の機能を強化し、大学等が産学官連携活動を自立して実施でき

る環境の整備を行う「大学等産学官連携自立化促進プログラム〔23 億円〕」

（平成 21 年度までは「産学官連携戦略展開事業」）を実施する。これまでの
支援の結果、大学等での業務実施体制の見直しが行われ、また、グリーン
やライフの分野で課題解決に資する成果が創出されている。

◆大学等の知的財産活動の支援

大学等の研究成果の技術移転活動や知的財産活動に対する専門的な支援

を行う「知財活用支援事業〔26 億円〕」を実施する。
具体的には、

・特許主任調査員による特許相談・先行技術調査等の支援や、外国特許
出願に対する費用・目利き支援の実施

・特許情報をウェブサイトで公開し、集約した特許を基礎研究段階に限
り無償開放する制度の運用

・大学等の研究者から企業への新技術の説明等を行う場の提供

等を行い、大学等の研究成果の社会還元促進を図る

◆大学等の研究成果の実用化促進

大学等の研究成果を活用し、大学等と企業との連携を通じて研究成果の

実用化によるイノベーションの創出を目指す「研究成果展開事業〔229 億
円〕」を実施する。

http://sangakukan.jp/journal/
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具体的には、以下の４プログラムを推進する。

・課題や研究開発の特性に応じた最適なファンディングを設定し、産学

共同研究を総合的かつシームレスに推進する「研究成果最適展開支援
プログラム」（A-STEP）

・複数の産学研究者チームからなるコンソーシアムを形成し、大規模か

つ長期的な研究開発を推進する「戦略的イノベーション創出推進プロ
グラム」

・産学による意見交換の場を構築し、産業界の課題を解決するための大

学等における基礎研究を推進する「産学共創基礎基盤研究プログラム」

・独創的な研究開発活動を支える基盤を強化するため、世界最先端の計

測分析機器の開発を推進する「先端計測分析技術・機器開発プログラ
ム」

２．平成 23 年度からの新たな取り組み
◆投資機関と連携した実用化研究開発支援（図 1）

基礎研究と実用化研究の間にある研究開発資金の不足という問題の解決

のため、平成 23 年度より、研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）に

おいて、投資機関の投資機能と科学技術振興機構（JST）の研究開発支援と

の連携により、これまでの研究開発支援に不足していた経営上の支援機能

（ガバナンスや経営理念、戦略等）を補いつつ、多様な民間投資を誘引し、
大学等の研究成果の迅速かつ効果的な実用化を促進する取り組みを新たに
導入する。
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投資機関と連携した実用化研究開発支援

◆投資機関のファンドと連携した大学等特許の活用促進（図 2）
大学等特許の利用率（19.3%）が、業種別平均（51.5%）の半分にも満た

ない状況

*1

を踏まえ、平成 23 年度より、投資機関の知財ファンドと JST

*1：特許庁「知的財産活動調査
（20 年度）」より
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の機能とを連携させ、大学等特許の事業活用を加速させる取り組みを「知
財活用支援事業」の中で新たに実施する。

具体的には、JST が特許の収集および技術分析・パッケージ化等による

特許価値向上を図るとともに、大学等と知財ファンドとの仲介役を担うこ
とで、産業界へのライセンスを促進する。
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図２

投資機関のファンドと連携した大学等特許の活用促進

◆リサーチ・アドミニストレーターの育成・確保（図 3）

研究者の研究活動を活性化させるための環境整備、大学等の研究開発マ

ネジメントの強化および科学技術人材のキャリアパスの多様化を目的とし
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図３

リサーチ・アドミニストレーターの育成・確保
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て、研究者とともに研究活動の企画、マネジメントおよび成果の活用促進

を行う人材の活用を図る「リサーチ・アドミニストレーターを活用・育成
するシステムの整備〔3 億円〕」を実施する。

平成 23 年度は、リサーチ・アドミニストレーターに必要な能力等を指

標化させるスキル標準の策定を行うとともに、年度後半より研修・教育プ
ログラムの検討や、大学への配置支援を公募により行う予定である。
【参考】イノベーション創出のための基盤の整備

先端的な研究開発施設・設備・機器や知的基盤等は、科学技術によるイ

ノベーション創出を支える重要な共通基盤である。これらの効果的・戦略

的な利用促進を図るため、大学等の保有する先端的な研究開発施設等を外

部研究者に開放（共用）するための経費（運転経費、技術支援員の配置等）
を支援する「先端研究施設共用促進事業〔13 億円〕」を実施する。

・研究施設共用総合ナビゲーションサイト（共用ナビ）
URL：http://kyoyonavi.mext.go.jp
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特集２●

産学連携に関する平成23年度予算

農林水産省

競争的資金制度

実用技術開発事業では普及支援組織の参画が必須
農林水産省では、全国の大学、独立行政法人、公立試験研究機関、民間
企業等と協力し、農林水産・食品産業分野にかかわる研究開発を推進して
いる。具体的には、基礎・応用段階の研究に対応した「イノベーション創
出基礎的研究推進事業」（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が
運営）、実用化段階の研究に対応した「新たな農林水産政策を推進する実用
技術開発事業」（農林水産省が運営）の２つの競争的資金制度を実施してい
る。平成 23 年度予算では、前者において、成果の波及効果を把握する追
跡調査を拡充し、後者において、研究成果の普及に向けた助言等を行う普
及支援組織の参画を必須要件とした。
また、本分野の研究に対し多様な機関の参画を促すため「地域における
産学連携支援事業」により、共同研究グループの形成支援等を行っている。

農林水産省
農林水産技術会議事務局
研究推進課 産学連携室
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農林水産省が所管する主な競争的資金制度等

◆「イノベーション創出基礎的研究推進事業」の概要
（平成 23 年度予算の概算決定額：56 億円）

的：農林水産・食品産業等におけるイノベーションにつながる革新
的な技術シーズの開発および開発された技術シーズを実用化に
向けて発展させるための研究開発
実施主体：大学、独立行政法人、公立試験研究機関、民間企業等の研究者
または研究グループ
公募期間：平成 23 年１月 24 日〜 2 月 4 日
目

①技術シーズ開発型
研究者の独創的なアイデア等を基に、イノベーションにつながる新たな技
術シーズを開発
http://sangakukan.jp/journal/
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研究期間：5 年以内

研究費：7 千万円以内／年

39 歳までの研究者を支援する「若手育成枠」を設定
研究期間：原則 3 年以内

研究費：3 千万円以内／年

②発展型
開発された技術シーズを実用化に向けて発展させるための研究開発
研究期間：3 年以内

研究費：6 千万円以内／年

研究開発ベンチャーを支援する「ベンチャー育成枠」を設定

研究期間：原則 2 年以内（研究に先立ち 1 年間の FS（5 百万円以内）を実施）
研究費：3 千万円以内／年

◆「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の概要
（平成 23 年度予算の概算決定額：52 億円）
目

的：農林水産政策の推進のため、基礎・応用研究で得られた研究成
果や現場のニーズを基に、提案者の創意工夫で実用化につなが
る技術を開発
実施主体：研究グループ（大学、独立行政法人、公立試験研究機関、民間
企業・農林漁業者等のうち、２つ以上の区分に属する機関およ
び普及支援組織の参画が必須）
公募期間：平成 23 年 1 月 6 日〜 2 月 18 日
①研究成果実用型
農林水産省が推進する「農業新技術 200X」を組み込んだ技術開発、同省が
実施する基礎・応用研究の成果を基に実用化できる可能性の高い技術を開
発
研究期間：3 年以内

研究費：5 千万円以内／年

②現場ニーズ対応型
農林水産・食品産業の現場で早急に解決を図る必要性の高い課題の解決に
資する実用技術を開発
研究期間：3 年以内

研究費：3 千万円以内／年

研究期間：3 年以内

研究費：5 千万円以内／年

地域の研究資源の利用効率を向上させる体制を構築するための協定（研究
連携協定）を締結する取り組みを推進

◆「地域における産学連携支援事業」の概要
（平成 23 年度予算の概算決定額：1.8 億円）

新産業の創出に向け、農林水産・食品産業分野と他産業分野の連携によ
る研究開発を促すため、全国に産学官連携コーディネーターを配置してい
る。同コーディネーターは、研究シーズの発掘、共同研究グループの形成
等を支援するとともに、研究形成段階の予備的調査や技術交流展示会等を
実施している。
また、同分野において産学官の連携を促す人材を育成するため、人材育
成研修を全国で実施している。

詳 細 は、農 林 水 産 省 の ホ ー ム
ページ
http://www.s.aﬀrc.go.jp/do
cs/research̲fund/2011/fu
nd̲2011.htm を参照。
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産学連携に関する平成23年度予算

経済産業省

ライフ／グリーンイノベーションを支援
平成 23 年度予算案は「新成長戦略実現に向けた 3 段構えの経済対策」の
ステップ 1（平成 22 年度予備費）、ステップ 2（平成 22 年度補正予算）に
続くステップ 3 として、
「新成長戦略」を前倒し・加速実施するための施策
と位置付けられている。
今回、大学連携推進課では「新成長戦略」の大きな柱の 1 つとなってい
る、ライフイノベーション、グリーンイノベーションなどの成長分野に対
する産学が一体となった取り組みなどを支援することにより、新成長戦略
の実現を図っていく。

経済産業省
産業技術環境局
大学連携推進課

◆民間企業の研究開発力強化及び実用化支援事業
（平成 23 年度予算案：5.0 億円）

大学・公設試験研究機関（公設試）等の公的研究機関との連携により、ラ
イフイノベーション、グリーンイノベーションの実現に資する優れた技術
を有する民間企業の研究開発・実用化を推進するため、先端的・独創的な
優れた技術シーズを持つ民間企業と、高度な知見・技術・設備等を有する
大学・公設試等の公的研究機関との共同研究（評価・実証等）を行うプロ
ジェクトについて支援を行う。
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◆創造的産学連携体制整備事業
（平成 23 年度予算案：1.4 億円）

地域の産学連携の中心となる拠点において、複数の大学等と産業界とを
連携させる TLO（技術移転機関）等に対して、大学シーズ実用化の戦略・
企画・立案する事が可能な、より高度な産学連携人材を活用した広域的か
つ戦略的な産学連携活動を支援する。

оᡯႎငܖᡲઃ˳Сૢͳʙಅ
ʙಅƷϋܾ
ʙಅƷಒᙲȷႸႎ

 ᆅᇦࡢ᭷ᮃ࡞ᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࢆࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡘ࡞ࡆ
ࡿࡓࡵࠊࢩ࣮ࢬࡢ࡞▱㈈ࡸᅜ㝿ᶆ‽࡞ࡢᡓ
␎❧࣭ඹྠ◊✲᥎㐍࡞ࠊຠᯝⓗ࡞⏘Ꮫ㐃ᦠయไࡢ
ᵓ⠏ࢆᨭࡋࡲࡍࠋ
㸺7/2❧ୖࡆᨭ㸼 
 ᢎㄆ7/2㸦ᢏ⾡⛣㌿ᶵ㛵㸧ᑐࡋࠊᢎㄆࡽᖺ㛫ࠊ
ᢏ⾡⛣㌿ᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞㈝⏝ࡢ୍㒊ࢆ⿵ຓࡋ
ࡲࡍࠋ
㸺ᗈᇦάື➼ᨭ㸼 
 ᆅᇦࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠࡢᣐⅬ࠾ࡅࡿ7/2➼ࡢάືࢆᨭࡋࠊ
Ꮫࢩ࣮ࢬᐇ⏝ࡢᡓ␎࣭⏬࣭❧➼ࢆྵࢇࡔάື
ࢆ⾜࠼ࡿࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡞⏘Ꮫ㐃ᦠேᮦࡢά⏝ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

 வˑᲢݣᝋᎍŴݣᝋᘍໝŴᙀяྙሁᲣ


⿵ຓ㸦㸰㸭㸱㸧

ᅜ
㹒㹊㹍➼


ࡾࡼۑከࡃࡢᏛ➼ࡀࡼࡾ῝ࡃ⏘Ꮫ㐃ᦠ㛵ࡋࡲࡍࠋ
⏘ۑᏛඹྠ࣭ጤク◊✲ࠊᢏ⾡⛣㌿ࡀࡼࡾάᛶࡋࡲࡍࠋ
ۑᆅᇦࡢ୰࡛㐃ᦠࡀ῝ࡲࡾࠊ㉁ࡢ㧗࠸ඹྠ◊✲ࡀᐇ⌧
ࡋࡲࡍࠋ
ۑᆅᇦෆ࡛⏘Ꮫ㐃ᦠࢆᢸ࠺ேᮦࡀ⫱ᡂࡉࢀࡲࡍࠋ

ʙಅǤȡȸǸ


ᑓ㛛ேᮦࡼࡿᗈᇦⓗ࣭ᡓ␎ⓗ࡞⏘Ꮫ㐃ᦠάື


ᑓ㛛ேᮦ
Ꮫ
┴
 ୰᰾Ꮫ ⏘Ꮫᐁࡀ
㐃ᦠࡍࡿᣐⅬ
ᴗ
Ꮫ
7/2
┴

7/2
➼

ᴗ

┴
⤒῭ᅋయ

⮬య
Ꮫ
┴

7/2

ᴗ

http://sangakukan.jp/journal/

28

産学官連携ジャーナル Vol.7 No.3 2011

特集２●

産学連携に関する平成23年度予算

環境省

地域を中心とした科学技術に関する取り組みについて
環境省では、平成 22 年 6 月に閣議決定された「新成長戦略」において、

環境保全など社会・経済が抱える課題の解決を新たな需要や雇用創出の
きっかけとして、それを経済の成長につなげる「課題解決型」の国家戦略と

いう考え方が示されたことを踏まえ、平成 23 年度は、
「25% 削減と成長が

環境省
総合環境政策局
総務課
環境研究技術室

両立する低炭素社会づくり等持続可能な社会に向けた取組」「国連地球生き

もの会議（COP10）の成果を踏まえた自然共生社会実現に向けた取組」「日
本とアジアの安定した成長を支える循環型社会実現に向けた取組」および

「安全・安心な生活を実現するための取組」の 4 つの柱を掲げ、持続可能な
社会と成長の両立を目指して、積極的、総合的に各種施策を展開すること
としている（図 1）。
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環境省における平成 23 年度科学技術関係予算案では、総額約 392 億円

となっており、前年度に比べ約 12 億円の増となっている（図 2）。
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環境研究・環境技術開発に関

し て は、中 央 環 境 審 議 会 答 申

「環境研究・環境技術開発の推

進戦略について」に基づき、①

脱温暖化 ②循環 ③自然共生 ④

安全の各領域の研究を進めてき

たところであるが、平成 22 年
6 月に同戦略を見直し、上記 4
領 域 の 研 究 に 加 え、新 た に

（１）全領域共通および（２）領

域横断の重点課題を新設すると
ともに、
（３）技術・システムの

社会実装によるイノベーション
を推進していくこととしている

（図 3）。

ᅗ䠏
㔜Ⅼㄢ㢟䛾⪃䛘᪉㻌

䛂⎔ቃ◊✲䞉⎔ቃᢏ⾡㛤Ⓨ䛾᥎㐍ᡓ␎䛻䛴䛔䛶䛃
䠄ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠒᭶୰ኸ⎔ቃᑂ㆟⟅⏦䠅䜘䜚

䠄䠍䠅㡿ᇦඹ㏻ศ㔝䛾タ䛻䜘䜛ྛ◊✲㡿ᇦ䜈䛾䛒䜛䜉䛝♫ീ䛾᫂♧
䠄䠎䠅㡿ᇦᶓ᩿ศ㔝䛾タ䛻䜘䜛ㄢ㢟ゎỴ
䠄䠏䠅ᢏ⾡䡡䝅䝇䝔䝮䛾♫ᐇ䛻䜘䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
ϩ䠊㡿ᇦᶓ᩿

䛆㔜Ⅼㄢ㢟4䛇」ᩘ㡿ᇦ䛻ྠ䛻ᐤ䛩䜛Win-Winᆺ䛾◊✲㛤Ⓨ
䛆㔜Ⅼㄢ㢟5䛇」ᩘ㡿ᇦ㛫䛾䝖䝺䞊䝗䜸䝣䜢ゎᾘ䛩䜛◊✲㛤Ⓨ
䛆㔜Ⅼㄢ㢟6䛇⎔ቃせᅉ䛻䜘䜛♫䜈䛾ᙳ㡪䛸㐺ᛂ

䠄䠅䝁䝧䝛䝣䜱䝑䝖ᆺᢏ⾡䞉䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ
䠄䠅 ᬮᑐ⟇〇ရ䛾䠏Rᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
䠄䠅Ẽೃኚື➼䛻䜘䜛⏕ែ⣔䜈䛾ᙳ㡪䛾ゎ᫂

Ϫ䠊ಶู㡿ᇦ
⬺

ᬮ

ᚠ⎔
ϩ䠊㡿ᇦᶓ᩿

䛆㔜Ⅼㄢ㢟7䛇పⅣ⣲䛷Ẽೃኚື䛻ᰂ㌾䛻ᑐᛂ䛩䜛䝅䝘䝸䜸
䛵䛟䜚
䛆㔜Ⅼㄢ㢟8䛇䜶䝛䝹䜼䞊㟂せศ㔝䛷䛾పⅣ⣲ᢏ⾡䛾᥎㐍
䛆㔜Ⅼㄢ㢟9䛇䜶䝛䝹䜼䞊౪⤥䝅䝇䝔䝮䛾పⅣ⣲ᢏ⾡䛾᥎㐍
䛆㔜Ⅼㄢ㢟10䛇ᆅ⌫ ᬮ⌧㇟䛾ゎ᫂䛸㐺ᛂ⟇

䛆㔜Ⅼㄢ㢟11䛇䠏䠮䞉㐺ṇฎ⌮䛾ᚭᗏ
䛆㔜Ⅼㄢ㢟12䛇⇕ᅇຠ⋡䛾㧗ᗘ
䛆㔜Ⅼㄢ㢟13䛇䝺䜰䝯䝍䝹➼䛾ᅇ䞉䝸䝃䜲䜽䝹䝅䝇䝔䝮
䛾ᵓ⠏

Ϩ䠊㡿ᇦඹ㏻
ϩ䠊㡿ᇦᶓ᩿

䛆㔜Ⅼㄢ㢟1䛇㛗ᮇⓗ䛺ᅜᐙ䝡䝆䝵䞁䛾୰䛷䛾䛒䜛䜉䛝♫䠄ᣢ⥆ྍ⬟♫䠅䛻ಀ䜛◊✲
䛆㔜Ⅼㄢ㢟2䛇ᣢ⥆ྍ⬟♫䜈䛾㌿䛻ಀ䜛◊✲
䛆㔜Ⅼㄢ㢟3䛇䜰䝆䜰ᆅᇦ䜢ጞ䜑䛸䛧䛯ᅜ㝿ⓗㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ

䛆㔜Ⅼㄢ㢟14䛇⏕≀ከᵝᛶ䛾☜ಖ
䛆㔜Ⅼㄢ㢟15䛇ᅜᅵ䞉Ỉ䞉⮬↛㈨※䛾ᣢ⥆ⓗ䛺ಖ䛸⏝

ϩ䠊㡿ᇦᶓ᩿

ϩ䠊㡿ᇦᶓ᩿

䛆㔜Ⅼㄢ㢟16䛇Ꮫ≀㉁➼䛾ᮍゎ᫂䛺䝸䝇䜽䞉⬤ᙅᛶ䜢
⪃៖䛧䛯䝸䝇䜽䛾ホ౯䞉⟶⌮
䛆㔜Ⅼㄢ㢟17䛇䛺Ỉ䞉Ẽ䛾ᚠ⎔

⮬↛ඹ⏕

Ᏻ

研 究・技 術 開 発 の 推 進 の た

め、個別領域にとどまらない研究開発が一層求められていることを踏まえ、
平成 23 年度に環境省の競争的資金である環境研究総合推進費と循環型社

会形成推進科学研究費補助金を統合し、環境分野における分野横断的な研
究開発を強化することとしている。

環境行政の科学的・技術的基盤を支え、幅広い環境研究に学際的かつ総

合的に取り組む研究所としては 独立行政法人国立環境研究所が設置されて

おり、重点研究プログラム、先導的・基盤的研究等を推進しているが、地

域をフィールドとし、地域の実情を熟知した地方環境研究機関（自治体の
環境行政を支援するために設立された機関、以下「地環研」と言う）や地方

大学は、大気汚染や水質汚濁など地域における環境問題の解決に大きな役
割を果たしてきたところであり、今後も地環研等の果たすべき役割は大き
い。

地域における科学技術に関する取り組みとしては、前述の環境研究総合

推進費において、国と地域等が連携して取り組まなければならない環境問
題が大きくなってきていることにかんがみ、地域の実情に即した得意分野
を持つ地環研等の強みを生かし、地域に蓄積されたデータやノウハウを活
用した研究開発を推進するための「地域連携枠」を新たに設定したところで
ある。

当推進費の平成 23 年度新規課題の募集については、平成 22 年 11 月に

公募を締め切っており、現在、課題採択に向けての評価等を行っていると
ころである。

環境省では、これらの取り組みによって地域の研究開発の促進や、国の

研究機関と地環研、地方大学との共同研究の強化等、一層の支援を図るこ
ととしている。

http://sangakukan.jp/journal/
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特集２●

産学連携に関する平成23年度予算

科学技術振興機構

産学連携関係競争的資金

「研究成果展開事業」として統合

科学技術振興機構（JST）では、大学等の研究成果の実用化を促進するた

め、これまで研究開発のさまざまなフェーズに応じた各種の競争的資金制
度を独立したプログラムとして整備してきたが、プログラムの独立性故の

独立行政法人
科学技術振興機構
イノベーション企画調整部

弊害を指摘されることも多かった。このため、平成 21 年度に、産学連携

系の 5 事業 7 プログラムを有機的に再構築し、
「研究成果最適展開支援事業

（A-STEP）」に一元化する等、制度利用者視点で応募しやすく、利用しやす
い競争的資金プログラムへの変革を図ってきたところである。

このような自主的な取り組みに加え、昨年度以来のいわゆる「事業仕分

け」等での指摘を踏まえ、平成 23 年度からは、産学連携にかかわるすべて

の競争的資金事業を「研究成果展開事業」として統合、さらに使いやすいプ
ログラムとすべく、一元的運用に向けた改革に取り組んでいる。

改善に向けた取り組みとはいえ、ここ数年来、事業の統廃合や改編を繰

り返しており、このことで既存プログラムへの応募を検討されていた研究

者、企業、起業家の皆さまに徒に混乱を招くのは真意ではない。本稿では、
本年度までの既存事業と平成 23 年度の「研究成果展開事業」との関係につ

いて解説する。既存事業への応募を検討されていた皆さまの理解の一助に
なれば幸いである。

◆研究成果展開事業

昨年の「事業仕分け」*1 の評価において、文部科学省所管の競争的資金

19 制度が対象となり、競争的資金全体の見直し等の評価がなされた。これ

*1：平成 22 年 11 月 行政刷
新会議「事業仕分け」第 3 弾（再
仕分け）

を受け、JST では産学連携の競争的資金について、その研究開発を一体と

して効率的、効果的に推進するため、研究成果最適展開支援事業（A-STEP）
ならびに産学イノベーション加速事業を統合し、A-STEP、先端計測分析技
術・機器開発、戦略的イノベーション創出推進、産学共創基礎基盤研究を

並列のプログラムとして位置付けることとし、その統合事業名を「研究成
果展開事業」とした。

事業運営体制の一元化を目指しているものの、平成 23 年度上期におい

ては、公募の遅延や、応募者の混乱を極力排除すべき事情も勘案し、募集

要項の記述、様式等、早期に統一化を図れる部分への対応を進めつつも、
当面は、現状のプログラムの評価体制、枠組み等を維持し、一元化に向け

た検討、準備を進めることとしている。従って、現在課題募集中の「研究

成果展開事業」内の各プログラムは、平成 22 年度までの旧事業の枠組みを

踏襲しており、これらの公募開始に向け準備を進められていた応募者の
方々も、比較的容易に「研究成果展開事業」への応募に切り替えていただけ
http://sangakukan.jp/journal/
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るものと考えている。

◆研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）

A-STEP は、来年度より「研究成果展開事業」下のプログラムとして整理

されるが、課題の特性や研究開発のリスク・フェーズに応じて各種支援タ

イプを組み合わせた長期的な研究開発計画を提案できるという同事業の特
徴は、そのまま平成 23 年度のプログラムにも継承される。

A-STEP では、大学等と企業のシーズ・ニーズのマッチングの段階から、

企業との共同研究開発、大学発ベンチャー創出に至るまでのさまざまな

フェーズに対応したタイプを準備しており、どのフェーズからも研究を開
始でき、事業化等の判断から独自開発に移行したい場合等には、どの

フェーズで終了することもできるほか、本格的研究開発を開始すべきかを

判断するためのフィージビリティスタディに対応したタイプも用意してい
る（図 1）。
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A-STEP のタイプ構成と対応フェーズ

このように、フェーズに応じて組み合わせ可能な「タイプ」を複数用意し

ていることもプログラムの特徴の 1 つであるが、運用上の最大の特徴は、
分野別やタイプごとの採択予定数等を定めないことにあり、これにより、
A-STEP に与えられた予算リソース全体の中で、分野やタイプによらず、よ
り優れた提案が採択されることを志向している。

平成 22 年度には、A-STEP の特徴を強化し、より多様なニーズに対応す

るため、これまで別立てのプログラムであった若手起業家プログラム *2 を

A-STEP 内のタイプに再編成するとともに、産学連携による研究の内、より

アカデミアに近いフェーズの支援強化に向け、
「探索タイプ」を新設する等
の改編を行う等、プログラムの本質的特徴は堅持しつつも、より使いやす
い、よりニーズに即した、を念頭に常に改善を実施してきた。

*2：若手研究者ベンチャー創出
推進事業
大学発ベンチャーを起業する
意欲のある若手研究者による研
究開発を支援することで、研究
者からアントレプレナーへの
キャリアパス形成を促進するこ
とを目的とし、平成 21 年度に
新 規 に 設 置 し た 事 業。VBL、
あるいはこれと同等の機能を有
する機関と、アントレプレナー
を目指す若手研究者との連名に
よる応募を条件としている。

平成 23 年度は、A-STEP 自体を「研究成果展開事業」の下で再編するこ
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ととなったが、現在公募中 *3 の平成 23 年度課題募集 *4 においては、平成

22 年度に整理した 10 タイプ構成は維持し、探索タイプの課題あたりの研
究開発費基準額の増額、新規採択課題規模の拡充等の対応を行った（表
1）。

表１
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◆研究成果展開事業中のほかのプログラム

「研究成果展開事業」には、前述の通り A-STEP のほか、先端計測分析技

*3：公募時期
＜研究成果展開事業＞
・研究成果最適展開支援プログ
ラム（A-STEP）
平成 23 年 2 月 14 日（月）〜
4 月 4 日（月）正午
http://www.jst.go.jp/astep/
・先端計測分析技術・機器開発
プログラム
平成 23 年 2 月 25 日（金）〜
4 月 15 日（金）正午
http://www.jst.go.jp/sentan/
・戦略的イノベーション創出推
進プログラム
平成 23 年度上期公募開始予定
http://www.jst.go.jp/sinnova/
・産学共創基礎基盤研究プログ
ラム
平成 23 年度上期公募開始予定
http://www.jst.go.jp/kyousou/

*4：フィージビリティスタディ
（FS）ス テ ー ジ は、平 成 23 年
7 月ごろに第 2 回目の募集を予
定している。

術・機器開発、戦略的イノベーション創出推進、産学共創基礎基盤研究の

各プログラムが並列のプログラムとして位置付けられており、これらの各
プログラムについても A-STEP 同様、平成 22 年度までの枠組みを踏襲した

公募 *3 が実施または予定されている。平成 23 年度は、公募時期の遅延を

防ぐため、このような対応を行ったが、今後、
「研究成果展開事業」自体の
効果的、効率的運営に向け評価体系の見直し等、事業の真の意味での一元

化に向けさらなる改善に取り組んでいく予定である。制度利用者の皆さま
からも、改善に向けたご意見をいただければ幸いである *5。

*5：連絡先
collabo@jst.go.jp
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富山高等専門学校

現場に根差した異業種連携による環境技術開発
廃石膏ボードを地盤改良剤などに転用する際、石膏から溶出するフッ素化合物が問題
となっている。この石膏ボードリサイクルの課題に挑戦した。

◆はじめに

著者らは、国内外の企業十数社との連携により、フッ素に関する環境技

術の開発を進めている。本稿では、異業種連携による新規技術開発の事例
として、これまでの連携経緯をまとめた。

袋布

昌幹

（たふ・まさもと）
富山高等専門学校
准教授

◆技術

専攻科

著者らは、歯の虫歯予防で用いられるフッ素塗布において生じる反応の

一部である DCPD と呼ばれるリン酸カルシウム塩が、フッ化物イオンと反

応して酸への耐久性の高いフッ素アパタイト（FAp）を生成する反応に着目
した。この反応を環境中のフッ素化合物を FAp として不溶化する技術に展
開すべく、平成 14 年度に科学研究費補助金（若手研究 B）を受けて研究を

進め、DCPD は直接フッ化物イオンと反応するのではなく、数時間かけて

その粒子表面に数十 nm の前駆体を生成し、その後速やかにフッ化物イオ
ンと反応して FAp を生成することを見いだした。

◆連携の経緯

当初、著者らは排水などのフッ素化合物の処理にこの技術を活用するこ

とをもくろんでいたが、ある方から「将来、石膏ボードリサイクルのフッ
素が問題になってくるのでそちらに取り組んだらどうか？」とのコメント
をいただき、その理由を知ることもなく研究室内で検討を開始した。

折しも、廃石膏ボードを地盤改良剤などに転用する際に問題となる、石

膏からのフッ素化合物の溶出に関心を持つ本校出身の県内企業関係者や、
石膏ボードメーカーからのコンタクトがあり、石膏中のフッ素化合物を
DCPD を用いて溶出抑制する技術の開発を産学連携でスタートさせた。
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の

平成 16 年度産業技術研究助成事業（若手研究グラント）、平成 19

年度大学発事業創出実用化研究開発事業の補助を受けて実用化研
究を大規模に展開し、写真 1 に示すように粒子表面に前駆体を生

成させた反応性の高い DCPD を安価に大量に製造する技術、汚染

土壌の現位置不溶化（写真 2）や石膏のフッ素不溶化技術などの環

10μm

境技術の開発を国内外の企業と進めた。

この中で幾つか特許を出願したが、著者が基礎研究の段階で出

写真１

DCPD 粒子表面に誘起させた
前駆体相
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した論文の中に書いた一文で拒絶査定がでたことがある。企業の担当
者と弁理士の先生と検討を重ね、本論文の意図するところを審査官が
読み違えている可能性が見いだされ、特許庁で審査官と面談して審判
請求を行い、結果特許査定・登録につなげた。その中で、審査官の方

が「学校の先生が企業の方や弁理士と面談に来られることは珍しい」と

おっしゃっておられたが、その後、私たち研究室で取り組む課題の攻
め方や、企業との連携の方針を弁理士や企業の方々とチームになって
取り組むことが多くなり、初めて会議の席に着いた企業の方にとって
は、複数の企業と著者らが会議のテーブルに着いていることを不思議

写真２

汚染土壌の現位置不溶化試験

がる光景を何度も目にした。

◆連携の特徴

通常の産学連携は、学校のシーズに対して企業のニーズが 1 対 1 でマッ

チングする事例が多いが、環境技術のような複合的な課題においては、最

初から多くのキャストが 1 つの目標を共有し、あたかもパズルを組み立て
るかのような取り組みが必要であると考えている。

これまでの取り組みで、県内の中小企業から世界的な大企業までさまざ

まな企業との連携体を組織し、その中で常に現場を意識した新しい課題を
抽出しながら技術開発を進める取り組みを行った。その中で生み出された
発明・特許は、実施されることを前提とした発明ばかりでなく、連携体の

中で新しい発展が期待できることからも、その価値は大きいと思われる。
実際に著者らが出願した特許は、その多くがライセンスを前提とした議論
を国内外の企業と進めているところである。

またこの連携事例においては、企業で実践的技術者として活躍している

全国の高等専門学校（高専）の OB の現場力が本連携の推進に大きく貢献し

た。このような取り組みは、現場指向で取り組む高専の特徴を生かしたも
のであり、平成 20 年に第 3 回モノづくり連携大賞特別賞をいただいた。

◆今後の展開

この連携の成果として、昨年 9 月に富山県内で廃石膏ボードのリサイク

ルプラントが操業を開始し（写真 3）、国内外から多くの見
学者が訪れている。国際的な異業種連携を地元企業で最初に
還元できたことは、地域に根差した高専のプレゼンス向上の
一助となったのではないかと考えている。

廃棄物リサイクルにおける健全なビジネスモデルと、それ

に資する要素技術開発を環境省の科学研究費補助金で進めて

いる。また、独立行政法人科学技術振興機構（JST）の支援
を受けて出願特許の海外への移行プロセスを進めるなど、研
究成果のさらなる展開を進めているところである。

この連携の現場を学科・専攻科の学生の学びの場にするこ

とにより、高専教育の高度化の一助となればと考えている。

写真３

富山県内で操業した廃石膏ボードの
リサイクルプラント（韓国からの視察風景）
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鈴鹿工業高等専門学校

SUZUKA 産学官交流会とともに歩んだ連携活動の成果
三重県鈴鹿市内の 3 つの高等教育機関（鈴鹿高専、鈴鹿医療科学大学、鈴鹿国際大学）
と地元の企業の連携が組織的にスタートしたのは平成 11 年。15 年からは、産学連携
による製品開発を支援する助成制度を同市が設けた。同制度に採択された開発事案が
事業化に結び付いたケースも多い。この SUZUKA 産学官交流会を振り返る。

◆交流会発足の経緯

鈴鹿工業高等専門学校（鈴鹿高専）では、平成 11 年から急速に展開した

国立大学法人化の動きに合わせて、組織的な産学官連携活動への取り組み
をスタートさせた。当時は、大手製造業の海外移転による産業の空洞化が

問題視された時期でもあった。本校が立地する鈴鹿市でも自動車産業を中

江崎

尚和

（えざき・ひさかず）

鈴鹿工業高等専門学校 材料工
学科 教授、校長補佐（渉外担
当主事）

心とする関連の製造業が集積していたため、危機意識は強かった。そのよ
うな状況の中、鈴鹿商工会議所が先頭に立ち、ものづくりに強い地域性を
生かして 21 世紀に向けて新産業・新技術の創出を目指す、
「SUZUKA 産業

振興ビジョン」を策定した。そのアクションプログラムの中で鈴鹿市内に

ある 3 つの高等教育機関（鈴鹿高専、鈴鹿医療科学大学、鈴鹿国際大学）
との産学連携活動に取り組むための組織体「SUZUKA 産学交流会」の立ち上

げが計画され、その協力依頼が本校に寄せられた。折しも本校が産学官連

携の取り組みをスタートさせた同年の 7 月に SUZUKA 産学交流会は発足し、
それ以後、密接に連携した活動が今日まで続くことになる。

◆SUZUKA 産学交流会の活動

産学官交流フォーラム：3 つの高等教育機関がそれぞれの特色を生かし

ながら、独自の内容でフォーラムを開催する。年 3 回で各校が順に担当す
る。10 年目を迎えた一昨年以降は、年１回の合同開催となった。平成 23
年 2 月開催のフォーラムが第 29 回目となる。

産学官技術サロン：交流会メンバーの企業や教育機関の教員が、自由に

発想や提案を語り合う場として設けられている。形式にこだわら

ないで意見を交換することもあるし、
「ものづくり」「環境」「健

康・福祉」などのキーワードでグループに分かれることもある。
最近は学や産が提供した話題をもとに、フリートークを展開して
いくような形式で行われている。この中から出たアイデアの幾つ
かは実際に製品として具体化したり、新たな研究グループ活動に

発展したりしている。その実施回数はすでに 40 回を重ねている。
交流会ではこのほかに、
「会員企業訪問会」「新春オープン講演

会」「視察研修会」「地域の産業展への合同出展」などを継続して

写真１

抗菌服地を使用した鈴鹿高専の
学生服

http://sangakukan.jp/journal/
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実施している。発足 10 周年を迎えた昨年度は記念事業も実施さ
れた。

◆芍薬を利用した製品の開発と街づくり

交流会が結成された初期、花卉（かき）花木の栽培を業とする会

員企業と本校教員の共同研究で、芍薬（シャクヤク）の花弁に強い
抗菌性の物質が含まれていることが発見された。これをきっかけ

に、その応用と製品開発が鈴鹿商工会議所、三重県中小企業家同
友会、三重県産業支援センターおよび鈴鹿高専で構成した研究会

写真２

鈴鹿市の北西部に作られた芍薬畑

で検討され、抗菌タオルや抗菌服地が開発された。鈴鹿高専の制服にはそ

の生地が使われている（写真 1）
。また鈴鹿市ではこの芍薬栽培を利用し、

「芍薬の里―鈴鹿」としての町おこしや製品開発によるブランド化の試みが
展開されている（写真 2）。

◆ものづくり研究開発事業補助制度を利用した製品開発

平成 15 年には鈴鹿市が、市内の企業が高等教育機関と連携して製品開

発を行う際に資金を補助する支援制度「ものづくり研究開発事業補助金」を

設けた。これを機に「SUZUKA 産学交流会」という当初の名称が現在の

「SUZUKA 産学官交流会」に改められた。平成 22 年度までに交流会会員企
業から 18 件の開発案件が申請され助成を受けたが、その内 14 件が鈴鹿高

専との共同開発によるものである。その中で実際に開発された製品の一部
を紹介するが、これらの中には実用新案や特許を取得したものも幾つか含
まれている。

・研磨作業現場における小型火花消化装置（写真 3、上左）
・雨水を活用するための中水道用貯溜槽（写真 3、上右）

・小物部品塗装用のクロムフリー・ディップスピンコーター
（写真 3、下左）

・保温性・通気性の高いスタッキングチェア（写真 3、下中）
・オートバイの８時間耐久レースを通じて開発したスイング
アーム（写真 3、下右）

・車載可能な多用途吊りアーム

・インフルエンザウイルスを不活性化するウイルスクリー
ナー

写真３

交流会会員企業と鈴鹿高専が共同開発
した製品の例

◆次の世代に向けて

SUZUKA 産学官交流会を通じた地域との連携活動は今年で 12 年目を迎

える。これまで育て上げた産・官・学の信頼関係は貴重でかけがえのない

ものである。将来に向けた鈴鹿地域の活性化と発展のためには、この連携
関係の継続は極めて重要である。交流会では、次の世代を担う企業の若手
経営者や後継者、若手社員、教育研究機関の若手研究者等への産学官連携
の啓蒙（けいもう）と次代ネットワークづくりの推進を新たな目標のひとつ
に定め、その体制づくりに動き出したところである。
http://sangakukan.jp/journal/
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「風力－熱エネルギー利用技術に関する研究」
を事例とした政策評価について
◆調査の目的・方法

第 4 期の科学技術基本計画（昨年 12 月に総合科学技術会議から内閣総理大臣に

答申）では、国家戦略の柱としてグリーンイノベーションの推進を挙げている。国

の研究開発投資が、イノベーション（製品・サービスを市場に新たに出すこと）に

資するか否か、また、そのためには、どのような要件を満たす必要があるかを検
証しておくことが必要である。
「知識を技術に適用し、さらに市場で受け入れられ

るようにするには、25 年から 35 年を要する」と言われている **1。おおむね 4 半

古西

世紀前に、特別研究促進調整費・科学技術振興調整費を活用して、複数省庁の研

真

（ふるにし・まこと）

究機関と産業界の連携の下で、ナショナルプロジェクトとして実施された研究課

文部科学省 科学技術政策研究所
科学技術動向研究センター
総括主任研究官／東北大学電気
通信研究所 客員教授

題（年次計画を表 1 に示す）を事例として、風力エネルギーの実用化に資したか否
かを検証する *1。後述のとおり、本研究課題が実施された時期に、風力エネルギー

の利用への社会的な関心は高くなかったと考えられる。本研究課題で利用システ
ムとして取り上げた農業施設、融雪へのエネルギー需要は明確にあり、構成する

技術要素は異なろうが、マイクログリッドの実証プロジェクトのようなかたちで、
グリーンイノベーションの研究開発課題として、今日、提案されておかしくない

*1：本研究課題は、資源調査所
（科 学 技 術 政 策 研 究 所 の 前 身）
で の 検 討 **2、
「風 ト ピ ア 計 画」
の実施 **3 に引き続き行われた
ものである。

ものである。本研究課題の実施が効果を生まなかったとするのであれば、その原
因を明らかにし、その問題を回避することが、同種の実証プロジェクトから成果

を得るために必要となる。また、研究開発の効果・副次効果を評価することによ
り、研究開発投資が正の外部性を有し、政府の投資になじむか否かを検証するこ

とを明らかにできる可能性もある。なお、エネルギー貯蔵については、いまだに
将来的な研究テーマに位置付けられている。
表１

風力−熱エネルギー利用技術に関する研究の年次計画
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「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」では、重点的資金による

研究開発課題について適時、追跡調査を行うとしている。本稿は、追跡調査に類
するが、政策評価の 1 つとして研究開発課題の設定の在り方についての議論を惹

**1：P.E. ドラッガー . 小林宏
治監訳 . イノベーションと企業
家精神 . ダイヤモンド社 .

起（じゃっき）することが目的であり、研究開発課題の事後評価を目的としたもの
ではない。妥当な政策であっても、その政策手段として研究開発投資を用いるこ

とは妥当でない場合があり得るし、政策評価と、研究開発課題の評価は異なった
結論を有する可能性がある。

**2：科 学 技 術 庁 資 源 調 査 所 .
資料第 58 号 風エネルギーの
利用に関する調査 .1978-03．

本稿では、本研究課題に参加した当時の科学技術庁（現在の文部科学省）傘下の

国立試験研究機関（現在は独立行政法人）で実施された研究項目について、研究者
からの聞き取りによって検証を試みる。具体的には、航空宇宙技術研究所（風力技

術を担当）、金属材料技術研究所（蓄熱技術を担当）、防災科学技術センター（融雪

**3：科学技術庁計画局 .「風ト
ピ ア 計 画」調 査 結 果 の 概 要 .
1980-11.

利用を担当）の研究者から聞き取りを行った（研究所の名称はいずれも本研究課題
実施当時のもの）。

**4：科学技術庁・研究調整局 .
風力−熱エネルギー利用技術に
関する研究 .1986-12.

◆期待された効果など

（１）本研究課題の成果報告書 **4 に、研究の波及効果および問題点が取りまとめら
れている。

＜風力技術＞

これまで、システム技術として調和のとれた開発が行われた例は皆無に近かった。普及を目指し
た安価な中型風車を対象として、技術データを国立研究機関が保有し、これを民間に移転すること
は、将来の我が国の風車技術の発展に大きな貢献をする。
風力利用が、分散した小規模エネルギー需要を賄うに適したものであることからみて、農業施設
利用を対象として実施したことに意義がある。
本研究の成果は、開発途上国に対する技術援助に有効に活用できる。
実証運転期間が短く、運転データを蓄積し、欠陥除去・改善、定格出力の見直しを行っていくこ
とが必要である。
発電や揚水などの熱利用以外の用途にも適用してみる必要がある。

＜蓄熱技術＞

本研究は、水素貯蔵材料利用研究を加速させたが、実用化までには課題が山積している。自然エ
ネルギー及び工場廃熱などの有効利用、更には水素貯蔵材料を使用する水素の貯蔵・輸送、金属酸
化物−水素 2 次電池をはじめとする他のシステムにも波及効果がある。
高圧水素ガスに使用される機器の対象が少なく技術基準の整備の必要がある。

（２）実用化に向けた開発が、その後、十分になされなかった背景としては、当時

の社会的な認識に着目することも必要である。本研究課題が着手される直前の
1977 年の技術予測報告書 **5 によると、今後、確保が重要となるエネルギー資源
についての調査において、水力、風力、波力等を挙げた者は皆無であり、そもそ

**5：科 学 技 術 庁 計 画 局 . 技 術
予測報告書 .1977-02.

も研究課題が社会的に注目されたか否かが疑問である。研究課題に関連した予測
としては、水素システム（含、燃料電池）が一部の地域において実用化される、エ

ネルギー利用効率の飛躍的向上のために各種エネルギー変換システムを組み合わ
せた地域トータルエネルギーシステム（地域での総熱容量 10 万 kW 程度）が実用

される、という課題が設けられている。風力については、1982 年の技術予測調査

報告書 **6 において、1,000kW 以上の風力発電がローカル・エネルギー・システ
ムの一環として普及する（実用化の中央予測値は 2003 年）というかたちで、課題

**6：科 学 技 術 庁 計 画 局 . 技 術
予測報告書 .1982-12.

に現れてきており、本研究課題などにより社会的な関心が増した可能性がある。
本研究課題と同時期に、農林水産省のグリーンエナジー計画の中で、小型風車で

得たエネルギーにより蓄圧（油圧）した後、熱（温水）・動力に変換する研究がなさ
「最近になって、やや風
れているが、その結果を踏まえ作成された指導書 **7 にも、

力発熱への理解が高まっているが、普及行政の弱体に問題があり、風力発熱の的

**7：農林水産技術会議・農業
土木試験場 . 太陽エネルギー、
風力、地熱など自然エネルギー
の農業利用装置システムに関す
る計画マニュアル .1987-09.

http://sangakukan.jp/journal/

39

産学官連携ジャーナル Vol.7 No.3 2011

確な情報が伝わらないのが現状である」と結論されている。

風力エネルギーの研究開発・利用の推移をみると、中小型・分散エネルギー源、

大型・集中エネルギー源という選択肢のうち、後者が優位に立ったとみることが

できる。安定供給の観点から系統連係が必要であり逆送流（売電）ができないとい
う条件の下で、前者は衰退したと考えられる。近年、中小型風車を活用した事例

は、2002 年に新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が富士重工業製の
実証機を離島発電用に設置した事例ぐらいであり、この技術も進展・大型化

（40kW から 2,000kW へ）が図られてきている。

◆聞き取り結果
１．風力技術

複合材料による航空機翼の耐久性の実証がなされた。経験によらず計算に基づ

く翼設計、風洞試験の実施は、当時では新規性があり、起動トルクの低減などに

よる利用可能風力域の拡大などの成果がでており、研究開発関係者の間では評価

を得たと言えるとのことであった。研究成果が、実用に向けて発展していかな
かった理由としては、当時、エネルギー源として風力への期待は必ずしも高くな
かったことにあるのではないかとのことであった。
２．蓄熱技術

新素材は、当時、時流に乗った研究開発であった。追加的な研究開発課題が提

起されなかったことからも一定の成果は出ていたと考えられ、実験室規模ではな
く、かなり大規模な研究開発がなされ、実証試験として意味のある成果が得られ

ていたのではないかとのことであった。競合的な研究開発課題をするか否かは、
潤沢な予算があるか否かに依存せざるを得ないのでないかとのことであった。本
研究課題では、新たな知的財産権は得られていないが、その後、独立行政法人が

知的財産権を管理することが可能となっており、現状において支障となることは
ないのではないかとのことであった。
３．融雪利用

融雪利用は、第Ⅰ期 2 年間のみ実施されている。第Ⅱ期に移行されなかった理

由は明らかではない。結果的にみて、研究開発で融雪に活用できることを確認し、
それを学会発表したところで終わっている。今日的にみると、技術移転を念頭に、

融雪パネルについて知的財産権化をすること、あるいは企業を対象として説明会、
シンポジウムなどを通じて成果の普及に努めることが考えられるが、当時は、そ

のような実証につなげるための活動への支援施策がなく、研究開発としての成果
が得られたところで終着点となってしまったと考えられるとのことであった。ま
た、融雪パネルについては、材料開発などに手を広げることも考えられるが、そ
こには至らなかったとのことであった。

風力エネルギーを融雪に利用している事例としては、国土交通省東北地方整備

局が、福島県下で行っている事業 **8 があり、本研究課題の成果が広く周知されて

いれば、このような取り組みが早くから構想された可能性もある。

**8：防災科学研究所雪氷研究
部門 .2003 年度雪氷防災研究
講演会報文集 .2003-11.

４．実証の期間等

実用化に至るためには十分な実証の期間が必要で、技術的フィージビリティー

を示すだけでは不十分であるとの指摘があった。冒頭に、市場に受け入れられる
までには一定の期間を有すると書いたが、これは、社会に実用化可能であると認

識されるまでには一定の期間を有するためであると解釈されており、特別研究促
進調整費・科学技術振興調整費の制度的な制約もあろうが、新しい技術の社会的
な導入を目指すものであれば、継続的な投資が必要であり、それができぬのであ
れば、ほかの代替の予算措置を活用することが必要であったと考えられる。
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各省庁がさまざまな研究開発等への投資の制度を有しているが、それらは競合

するのではなく、漸次的に活用されるように構築されていることが期待されると
の指摘があった。本研究課題では、第Ⅱ期に移行した後、企業がプロジェクトマ

ネージメントを行っているが、企業に依存をして長期的な取り組みを行うことは

困難であり、国・公設機関に、それを期待するべきではないかとのことであった。
５．実証のフィールド

風車系を設置しての実証試験は、秋田県立農業短期大学で実施されている。実

証試験の現場に、機械系のエンジニアは常駐しておらず、風力エネルギーの利用

に主眼を置くのであれば、エンジニアが常駐し得るかたちでの実施が求められる
のではないかとのことであった。

また、農業利用の実証という観点からすると、地道に進めていくことが肝要で

あり、風車もより小型で頑健なもので良く、蓄熱系の大掛かりなシステムは不要

であったばかりでなく、コストを上げて農業の現場で使い得ないものとしてし
まったのではないかとのことであった。
６．推進体制

特別研究促進調整費・科学技術振興調整費の運用に際しては、本研究課題に限

らず、研究推進委員会（年数回開催）が、行政部局に設けられているが、そこでの
議論は大所高所からのもの、あるいは予算獲得のためのものであって、残念なが

ら、本来の研究課題の推進のための調整は十分になされていなかったのとのこと
であった。実証のフィールドにも述べたとおり、推進体制の在り方、実証試験の
在り方について真摯（しんし）に検討がなされなかったと推察される。

◆おわりに

イノベーションの機会の創出を標榜（ひょうぼう）するのであれば、研究者の視

点でなく、利用者・実用者の視点で事業を進めるべきことが重要である。本研究
課題では、研究開発により技術の確証はなされているが、実用化のための実証に
至っていないと評価せざるを得ない。

実用化を担う企業に、研究開発の段階から、長期的なコミットを得ることは困

難であり、本研究課題においても第Ⅱ期で全体の取りまとめに当たった企業は風

力事業から撤退してしまっており、研究開発投資をイノベーションに結び付ける
ことを目指すのであれば、取りまとめ機関の在り方、また、研究開発の成果につ
いてはパテントコモンズのようなかたちで参加した企業外にも移転されやすい仕
組みを考えることが必要ではないかと考えられる。

今日では、産業活力再生特別措置法（日本版バイ・ドール条項を含む）*2 により

知的財産権を研究開発の実施主体が保有できるようになっており、また、産学連

*2：産業技術力強化法により日
本版バイ・ドール条項が恒久化
され、こちらの法律の規定に移
行された。

携を進めるために各種の技術説明会などが講じられるようになっており、本研究
課題のような実証試験の成果を移転・拡散する仕組みは、本研究課題の実施のこ
ろと比して、格段に整備されていると考えられる。

徒に無用な事業を続けることは適切ではないが、科学技術振興調整費による研

究開発が終了した後、構築された農業利用のための風力・蓄熱システムを運用し、
その状況を産業界に示すなどすれば風力エネルギーへの理解を高めた可能性があ
り、研究開発終了後の運用支援の仕組みを設けることが、研究開発の成果をイノ
ベーションに結び付けるためにぜひとも必要であると考えられる。

本稿は、ある研究開発課題についての事例に過ぎない。さらに、本研究課題の

終了から 4 半世紀を経ており、本研究課題に参画した主要な研究者から話を聞く
ことはできず、当時、若手の研究者として参加した者から聞き取りを行うことが
限界であったことを付言する。

[ 謝辞 ] 貴重な時間を割いて、
聞き取り調査に応じていただい
た方々、それらの方々を紹介し
ていただいた方々に対して、こ
こに深く感謝いたします。
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里山の野生鳥獣管理技術者を養成

野生鳥獣の本来の生息地である奥山と都市の間の緩衝帯である「里山」の衰退に伴い、
野生鳥獣による人身被害や、農産物の被害が各地で深刻になっている。平成 20 年の
鳥獣被害防止特別措置法によって、市町村に捕獲の許可権限が委譲される等、市町村
役場に対策の拠点としての役割が期待されているが、効果的な対策を指導できる知識
や技術を備えた人材が不足している。こうしたことに対応するため、宇都宮大学が人
材養成プログラムを行っている。

宇都宮大学と栃木県は包括連携協定を締結し、地域に密着した野生鳥獣

管理の担い手を養成する通年の人材養成プログラムを全国で初めて開発し、
平成 21 年から実施してきた。大学院生や社会人を対象に、野生鳥獣管理

高橋

俊守

（たかはし・としもり）
宇都宮大学
学センター

農学部附属里山科
特任准教授

の担い手となる人材を 1 年から 2 年かけて養成した後、資格認定試験に合

格した者に対して「鳥獣管理士」資格を与える。養成した人材と行政、住民

等とのネットワークを構築し、地域の鳥獣害を低減することを目標として
いる *1。

◆背景

都市と奥山の間に位置している里山は、住民が長い年月をかけて維持・

管理しながら形成されてきた。里山は国土のおよそ 4 割を占めるとされる
が、農林水産業の衰退とともに高齢化、過疎化が進展し、集落機能が維持

できない地域も各地で出現している。里山での人間活動の衰退に伴い、里

山が野生鳥獣の本来の生息地である奥山と都市との間の緩衝帯として機能

*1：このプログラムは、文部科
学省科学技術振興調整費「地域
再生人材創出拠点の形成」の助
成を受けている。実施に際して
は、栃木県の地域再生計画「人
とケモノが住み分けるふるさと
栃木の人づくり｣が内閣総理大
臣の認定を受けている。

しなくなり、野生鳥獣による人身被害が各地で社会問題となっている。ま

た、野生鳥獣による農作物等の被害も全国的に深刻な状況にある。農林水

産省によると、その農作物被害金額は全国でおよそ 200 億円。この数字に

は、多くは高齢者によって維持されている自家消費を目的とした農地が受
ける被害は含まれていない。深刻化する農作物等の被害は、農家の営農意

欲を減退させることになり、これによってさらに里山が衰退する悪循環と
なっている。

◆里山野生鳥獣管理技術者養成プログラム

プログラムを実施するに当たって、宇都宮大学農学部に附属里山科学セ

ンターを新設した。座学に加えて現場での実習や市町役場でのインターン
シップ等、地域と向き合う機会を重視している。鳥獣害対策の背景にある
里山の課題や、地域再生の方策についても幅広く学ぶことを考慮した。
次の２つのコースを設置している。

・地域鳥獣管理プランナー＝地域の情報収集、問題点の解明、解決策の
http://sangakukan.jp/journal/

42

産学官連携ジャーナル Vol.7 No.3 2011

提案と実施計画の策定を総合的に行うことができる

・地域鳥獣管理専門員＝地域ぐるみで行う総合的な防除対策を現場で指
導することができる

講義、演習、実習（写真 1）、インターンシップから成

る 10 科目を開講した。講師は 3 名の専任教員に加えて、
宇都宮大学農学部附属里山科学センターの協力教員約 10

名が務めており、このほかに大学、自治体、団体、NPO
の専門家に外部講師を依頼している。専攻するコースに

応じて、必修科目と選択科目（必修科目と合わせて履修
すると学校教育法による履修証明書＝120 時間以上＝が
取得できる）を設定している。

講義の場合、1 コマ 90 分の講義が 14 回と、講義内容

に関するレポート課題の提出によって 2 単位としている。
社会人を対象としたプログラムのため、講義や演習科目

写真１

イノシシの侵入防止柵を設置する現地実習

の開催は主に土曜日に実施しているが、各地の自治体職員が参加しやすい

よう、現地で行う実習科目は平日に行っている。プログラムの修了には、
修了課題を実施する要件として、必修科目 7 単位以上を取得した上で、各

自がフィールドを設定して学んだ知識を実践する修了課題を経て、審査に
合格することを要件としている（表 1）。
表１
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◆鳥獣管理士資格について

深刻な鳥獣害の対策は、被害を受けた個々の農家等の自助努力によって

行われている場合が多い。平成 20 年の鳥獣被害防止特別措置法によって、
市町村に捕獲の許可権限が委譲される等、市町村役場に対策の拠点として
http://sangakukan.jp/journal/
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の役割が期待されているが、効果的な対策を指導できる知識や技術を備え
た人材が不足している。このような地域の実情を背景として、プログラム

で養成した人材が備えている技術や社会的役割を端的に表現するため、新
たに「鳥獣管理士」資格を設けることとした。

地域の実情によって、野生鳥獣管理の方策、

効果的な手法が異なってくる。このため、鳥獣
管理士に 1 級から 3 級まで資格級を設定し、理
解、知 識、技 術、経 験 を も と に し た 技 量 の ス

テップアップを図れる制度とした。現在のとこ
ろ鳥獣管理士資格は、プログラムの修了コース

表2

鳥獣管理士の資格級

㫽⋇⟶⌮ኈ㸦⣭㸧
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を問わず履修時間数に応じて受験可能となる、

準 1 級（履修証明書の所持者対象）ないし 2 級の資格認定試験を通じて認
定している（表 2）。今後は社会的な要請に応じて、この制度の適用を一般

にも開放していく予定である。

◆現状と課題

プログラムを開始したことの反響は大きく、平成 21 年の初年度は 39 名、

平成 22 年度は 31 名の受講生を受け入れている。栃木県だけでなく、群馬

県、東京都、茨城県から通学する熱心な受講生も見られ、次年度について
も問い合わせは県内外から寄せられている。

プログラムが開始されてから 1 年半が経過しようとしているが、これま

でに鳥獣管理士 17 名（準 1 級 13 名、2 級 4 名）を輩出した。鳥獣管理士

の職業内訳は、県職員 3 名、市町村職員 3 名、団体職員 2 名、大学院学生
2 名、国家公務員 1 名、会社員 4 名、農家 1 名、無職 1 名である。

鳥獣管理士にとって、資格取得は始まりにすぎない。現場をより多くこ

なして経験を積み、地域と向き合うことで成果を挙げることが課題となる。
さらに、鳥獣管理士の知名度向上や技術者としての社会的な位置付け、
ネットワークの構築、知識や技術の維持向上、人材養成の仕組みの自立的
な維持等が目下の課題である。
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山梨県

路線バス情報と観光情報を融合させたシステム
矢野

山梨県の産学官が連携して、路線バス情報と観光情報を融合させた全国初のシステム
を開発した。携帯電話、パソコンからバスの位置、停留所位置、時刻表情報を入手し
たり、最寄りの停留所や周辺の観光情報などを調べられる。

久

（やの・ひさし）

山梨県 観光部 観光振興課 主査

山梨を訪れる観光客は年間約 4,800 万人であるが、その内、宿泊客は 1

割強の 592 万人である。交通手段はマイカー利用が約 75％であり、鉄道
利用者は約 17％である。
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高齢化社会、低炭素社会を迎え、また、外国からの個人観光

客が増加する中で、県下各地に点在する本県の魅力的な観光ス
ポットを周遊し、滞在していただくためには、路線バスを有効
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務省の地域情報通信技術利活用推進交付金（ユビキタスタウン構
想推進事業）の公募があった。山梨大学の豊木博泰教授からの提
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富士の国やまなし観光コンシェル
ジュシステム イメージ図

案もあり、社団法人山梨県バス協会、路線バスを運行する山梨

交通株式会社、富士急行株式会社に事業の共同実施を打診し、
産学官連携による全県を網羅するバス総合案内情報を備えたバ
スロケーションシステムと観光情報が連動するシステムを計画

（図 1）し、当該事業に採択された。

バスロケーションシステムは、
『山梨県バス総合案内システム

「や ま な し バ ス コ ン シ ェ ル ジ ュ シ ス テ ム」』（図 2）と 名 付 け、
2010 年 7 月に運用が開始された。携帯電話、パソコンから利用
でき、バス情報と観光情報を連携している点で全国でも例がな
いものである。

図２

● バス・観光情報を融合させた背景
山梨県は本州の真ん中に位置し、富士山や富士五湖、八ヶ岳な
ど豊かな自然にあふれ、国内外から観光客が訪れている。首都圏
エリアからの観光客は、マイカー利用が多いが、遠方からは、新
幹線や空港がないことから電車・バス等の公共交通機関の利用と
なる。しかし公共交通機関利用の観光客からは、観光スポットま
での所要時間や乗り換え等が分かりにくいなどの声があった。
そのため、遠方からの観光客の誘客を促進するためにも、鉄道
と路線バス等の 2 次交通とを連携させて公共交通機関利用の増加
を図り、かつ、県下の観光スポットを周遊しやすいような情報提
供が必要であった。

やまなしバスコンシェルジュ

● 産学官が連携する素地
山梨大学工学部循環システム工学科の豊木研
究室（豊木博泰教授、現工学部長）は、2007 年
ごろから路線バスの案内システム「やまなしバ
スマップ」の開発を始めた。2007 年 12 月には
山梨交通が参画、その後、富士急行や山梨県、
市町村が参画する中で「やまなしバスマップ研
究会」が立ち上がった。2008 年 9 月、
「やまなし
バスマップ」は全県下のバス路線と停留所を検
索できるシステムとして運用が開始されるなど、
本県には産学官が連携する素地は整っていた。
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◆システムの概要

出発地からの観光ルートの作成機能の提供と、路線バスなどの 2 次交通

情報の提供により、観光客の利便性を向上させ、現地の新鮮な観光情報等
の提供により、観光客の増加と周遊滞在型観光の促進を目指している。

次の 2 つのシステムを連携させて、観光客の旅行サポートを実現してい

る。

１．観光システム：観光ルートの作成機能、携帯電話およびパソコン環

境への観光情報とバス運行情報の連動提供機能などを「富士の国や
まなし観光ネット」を改修して実現

２．バスシステム：県下路線バス 236 台に GPS 機器を設置（写真 1）し
てバスロケーション情報の提供を含む山梨県バス総合案内システム

「やまなしバスコンシェルジュ」の構築

写真１

◆産学官の役割

バス車内に設置した
GPS 機器

県、バス協会、山梨大学、やまなし観光推進機構の役割は次の通り。

・山梨県：プロジェクトリーダー、整備する各機能の調整、運営体制の

連絡調整、
「富士の国やまなし観光ネット」との連携

・山梨県バス協会（山梨交通、富士急行）
：「やまなしバスコンシェル

ジュ」の開発受注と運営

「やまなしバスコンシェルジュ」の核となる「やまなしバス
・山梨大学：
マップ」の開発・提供

「富士の国やまなし観光ネット」の運営
・やまなし観光推進機構：

◆具体的な利用方法

利用例１：バス情報（やまなしバスコンシェルジュ）からの利用
①バス路線を探す ②バス停を探す ③各バス停の時刻表が分かる ④バ

スの接近（位置）情報が分かる ⑤バス乗り換え案内 ⑥バス停周辺の観
光情報が分かる

利用例２：観光情報（富士の国やまなし観光ネット）からの利用

①観光スポット情報から周辺のバス停を検索して、時刻表や接近情報

を取得できる ②自分だけの旅行プランを作成できる ③アクセス元の

地域を「都道府県」単位で自動認識し、その地域に最適化した山梨へ
の交通情報と観光情報を表示する機能

など

◆産学官連携の効果

産学官連携による効果は、主に次の 3 点である。

・山梨県下全域の路線バスを網羅してサービス展開することができた。
・大学の研究成果をいち早く導入し、先進的システムが構築できた。

・富士の国やまなし観光ネットと連携させることにより、住民に身近な

交通インフラである路線バスが観光客にも利用しやすいものとなっ
た。

http://sangakukan.jp/journal/

46

産学官連携ジャーナル Vol.7 No.3 2011

ものづくり中小企業の変革と挑戦を応援
～大阪府・MOBIOの取り組み～

大阪府は昨年 4 月、ものづくり中小企業などの支援を担当する「ものづくり支援課」
を、東大阪市の支援拠点「クリエイション・コア東大阪」に移転した。その狙い、効果
を解説する。

金谷

匠泰

（かなたに・まさやす）

大阪府 商工労働部 商工振興室
ものづくり支援課 産学官連携
推進グループ 課長補佐

大阪府では、平成 22 年４月に、中小ものづくり企業が集積する東大阪
市にある「クリエイション・コア東大阪」に本庁機能（ものづくり支援課）
を移転し、ものづくりの総合支援拠点「MOBIO（ものづくりビジネスセン
ター大阪）」としてあらためて位置付け、ワンストップ相談をはじめ、産学
官連携によるものづくり中小企業の技術開発支援等に取り組んでいる。
＜クリエイション・コア東大阪に移転した背景＞
クリエイション・コア東大阪は平成 15 年の設立以来数年が経過し、利
用者が一巡したこと等により相談件数などが近年減少傾向となっていた。
一方、22 年度から大阪府において総合商社化による施策を展開した。以上
のことを踏まえ、クリエイション・コア東大阪の運営体制の見直しや事業
の再構築を行い、活性化を図ることとした。
＜移転の狙い〜総合マッチングセンターとしての機能強化＞
第 1 に、これまでの窓口相談中心のサービスから、府職員自らが、これ
からの成長企業等を担当し（1 人 30 社程度）、企業ニーズをお聞きするな
ど、顔の見える双方向のサービスを展開する。第 2 に、府内中小ものづく
り企業の技術開発から販路開拓まで、府の施策とネットワークによるあら
ゆる角度から強力にバックアップする。
＜移転後の新規事業＞
MOBIO-Cafe（モノづくりとヒトをツナグ場）
「つながり、はじまる、ものづくり」がキャッチフレーズで、ものづくり
企業の新たな出会いの場を創出することが目的で、次のような特徴がある。
・中小ものづくり企業が普段、出会うことのない異業種、大学、大手
メーカー、行政、団体などとの出会いの場を提供。
・30 人程度の少人数で個別テーマ（鋳造などの基盤技術や IT、デザイン
等）ごとに開催。
・府が実施する大規模展示商談会やものづくりイノベーションネット
ワーク事業によるマッチング、各種補助金活用など、より大きなセミ
ナーやフォーラムへの参加、各種事業へのエントリーが可能になる。

◆新たな利用者が増加

＜移転して変わったこと〜出会いを通じてにぎわう施設に変貌＞
府が直接、施設運営にかかわることにより、これまで本庁で実施してい
た事業（ソフト）と施設機能（ハード）が一体となった運用が可能となり、
新たな利用者が増加している。また、MOBIO-Cafe 開催（週１〜２回）や大
学などとの共催セミナーの実施など、施設来場者を増やす取り組みにより、
http://sangakukan.jp/journal/
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多くの中小企業者等が集い、交流（ビジネスチャンス）の場が創出され、延
*1：大阪工業大学、大阪産業大
学、大阪大学、大阪商業大学、
べ 1,000 人以上が参加した。これらの効果により、近年、減少傾向だった
神戸芸術工科大学、大阪電気通
信大学、大阪府立大学、東北大
施設利用件数が大きく増加し、産学連携相談が前年同期比 5 割増しになっ
学、関西大学、近畿大学、関西
た。
学院大学、同志社大学、龍谷大
学、奈良先端科学技術大学院大
＜具体的な支援、コーディネート事例＞
学、立命館大学、熊本大学、奈
*1
良工業高等専門学校
１．MOBIO に入居する 16 大学 1 高専 のサテライトオフィスと連携した
産学官連携支援。
ものづくり中小企業から寄せられた産学連携に関する相談に応じ、入居
大学との連携ネットワークを通じ、多くの技
㻴㻞㻟㻚㻞᭶㻌
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術シーズを有する大学等を紹介。
２．ものづくり支援課においては、ものづく
り中小企業の技術開発高度化を支援する目的
で産学官によるものづくりイノベーション
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ネットワークを構築（図 1）
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図１

◆技術・研究開発意欲を喚起

大阪ものづくりイノベーションネットワーク

＜ものづくりイノベーションの推進に関する今後の目標＞
①情報発信と技術交流を通じ、中小企業の技術・研究開発意欲を喚起 ②
産・学の連携プロジェクトを通じて中小企業の技術高度化と事業化を支援
――を目指す。
＜ものづくり企業を取り巻く課題＞
以下の課題が継続している。多くは課題が重複・複合化している。
・対外競争力の強化（グローバル調達、QCD 要請、技術・設備高度化等）
・操業環境の確保（人材の確保、技能伝承、外国人研修生、住工混在等）
・外部環境の変化（少子化、原材料価格の変動、為替リスク等）
＜今日的な企業支援の基本ミッション＞
①企業自らイノベーション意欲を喚起する自立成長型の施策提供を目指
す ②施策・支援を実施する側の論理ではなく、真にその支援を活用する企
業の側に立った支援であるべき ③企業支援の場には活気・元気が不可欠
――を使命とする。
＜MOBIO の目指すべき方向性〜ビジョン＞
ものづくり中小企業の自律的な「変革と挑戦」を支援する拠点を目指す。
○知る：情報の収集と企業向けの発信を強化
○やる：さまざまなステージで、場面で、支援を強化
○集まる：ものづくり中小企業と企業・支援拠点・支援人材の交流機
会を創出
＜最後に＞
大阪府では、今後、MOBIO を中心として、前述のビジョンに基づき、産
学官連携によるものづくりイノベーションなどを戦略的に推進し、ものづ
くり中小企業の「変革と挑戦」を応援する。
http://sangakukan.jp/journal/
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市民参加型による地域ブランド構築
動き始めた「香南まるごと旨市」

高知県香南（こうなん）市では、青果、水産物、総菜、調味料、スイーツ、飲料など 1
次産品とその加工品を載せた地域ブランドのカタログをつくり、中元・歳暮時期に限
定した直販（通信販売）に取り組み始めた。地域の事業協同組合、産業経済団体等が地
域雇用創造協議会を設立し、同協議会の若手メンバーが高知大学と外部コンサルタン
トと連携して進めている。

高知県東部に位置する香南市は、4 年前に 5 町村が合併してできた市で
あり、四季折々の変化に富んだ自然と風景が楽しめ、さまざまな食材が採
れるところである（図 1）。とはいえ、低迷する経済情勢の中、同市でも非
常に厳しい雇用状況が続いている。基幹産業である農林水産業を、市の雇
用を支える産業に再生するため、本地域の事業協同組合、産業経済団体等
の連携により、香南市地域雇用創造協議会を設立した。
平成 20 年度から同協議会は、香南市の豊かな農水資源のブランド化に
よる雇用創造をスタートさせた。協議会若手メンバー、高知大学、外部コ
ンサルタントの編成で活動を開始した「香南市まるごとプロジェクト」であ
る。2 年間の準備期間を経てこのほど、青果、水産物、総菜、調味料、ス
イーツ、飲料等で、香南市をまるごと表現する地域ブランド商品のカタロ
グ『香南まるごと旨市』
（図 2）を創刊し、県内外への直販に踏み切った（本
件は、仙頭義寛香南市長、尾﨑正直高知県知事も応援している）。今回の取
り組みは中元・歳暮時期に限定したギフト市場に焦点を当てたものであり、
カタログを通じて 1 万人の香南市ファンをつくることが当面の目標である。
平成 22 年 11 月に販売を開始した。消費者とのコミュニケーションやファ
ンづくりはこれからであるが、商品開発とカタログ企画を担う人材が育ち、
香南市民の理解・協力というバックアップによって、市民による地域再生
と雇用創造を狙った新ビジネスが動き始めた。

◆地域ブランド商品直販ビジネスモデル

共著
橋詰

徹

（はしづめ・とおる）

株式会社イノベーションマネジ
メントコンサルティング
経営コンサルタント

石塚

悟史

（いしづか・さとし）

高知大学 国際・地域連携セン
ター 産学官民連携部門長
准教授

図１

高知県香南市の位置

農産物の成長市場は、消費者との新しい関係が新需要を生み出している。
安心、安全なものを安定して供給するモデルもその 1 つであるが、香南市
が選択した道は、人（若者たち）を育て、香南市の面白さや楽しさを商品化
し、多くの市民の口コミ宣伝力を武器にした直販ビジネスである。
香南市の面白さと楽しさを表現する商品とは、アイデアから生み出され
た以下のようなコンセプトである。
１．香南市の『香り』（風味）をお届けする

・糖度と酸味のバランスを管理して出荷した山北ミカンの鮮烈な甘み
・香りの良さを管理したニラの刺激的な風味

２．香南市の食べ方で生活を楽しくする

・香南市の皿鉢料理 ・香南市 B 級グルメ ・野菜の詰め合わせセット

３．香南市野菜のファストフード化
・カット野菜 ・無洗野菜

図2

香南まるごと旨市
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この中から実現可能なものを順次商品化し、カタログに掲載する計画で
ある。

◆流通経費を極小化

ビジネスモデルの特徴を一言で言えば、市民
参加型のビジネスの仕組みである（図 3）。地域
の食材を生産する生産者、地域の飲食店・食品
販売業者が母体となる商品開発体制、カタログ
の企画・配布・商品取り次ぎを担う協議会の若
手人材、広告宣伝を担う市民活動、これらの活
動を支える行政、農協、漁協、観光協会、商工
会等の編成が、香南市ファン 1 万人確立に向け、
中元・歳暮時期の数カ月間に集中するビジネス
の仕掛けである。流通経費を極小化し、商品開
発体制にできるだけ利益を還元するビジネスモ
デルを目指している。

◆市民力が競争力
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ビジネスモデル概要

『香南まるごと旨市』カタログのビジネスモデル構築のポイントは、次の
3 つである。
①バラバラだった生産者、加工業者がそれぞれの特色を組み合わせて結集
させる活動体制
協議会で採用した若手人材が、香南市を表現する演出家になることがポ
イントであった。消費者ニーズと、市民が抱く香南市への思いを重ねる商
品コンセプトの商品化を指揮する役割が、単品開発・独善的になりがちな
地域ブランド商品のジレンマを解決している。
②市民活動がファンづくりを担う市民参加型体制と、一貫した流通システ
ムの確立
カタログ販売を目指した理由は、香南市の多様な１次産品を利用した多
くの加工品をすべて紹介したいという思いと、消費者が地域に対して、よ
り多くの情報を求めているというニーズが合致すると考えたからである。
このカタログという市民共有の売り場が連帯感を高め、１次産品の生産者
や地場の飲食店、加工業者を束ねる一貫した流通システムを実現する鍵と
なった。
③香南市民力が競争力の源泉
香南市の１次産品には、高知県を代表する山北みかん、すいか、ニラ、
ショウガがあり、また、ここは絵金蔵や塩の道等の文化・歴史を持つ地域
である。しかし、加工品となると県外の人たちに語れるような商品を生み
出していない。地域を代表する加工品を全国区の品質にするには、まだま
だ経験やノウハウが乏しいのが実態である。しかし、香南市が誇れること
は、人口は少しだが増えていること、若い力が溢れていることである。元
気な力は消費者と香南市１次産品との新しい接点をつくっていく原動力と
なり、競争優位を確立できると考えている。
香南市ファンの声を聞き、期待に応える活動を継続させることで、高知
県を代表する食品加工産業のビジネスモデルとして定着させたいと考えて
いる。
http://sangakukan.jp/journal/
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TLOは大学の基盤

★先日、米 AUTM（大学技術管理者協会）の Ashley Stevens 会長とお話をする機会
があった。Ashley さんらが実施した調査では、回答した米国の TLO（技術移転機
関）130 のうち 52% が Loss making（赤字）であり、発明者や大学、研究室等への
配分を差し引いて収益が黒字になっている Self sustaining は 16％にすぎなかった。
米国では TLO のライセンス収入は一段と伸びているが、やはり組織間で収益に大
きなバラツキが存在する。
それでも米国で多数の TLO が運営を続けている理由は、技術移転活動が大学の
基盤の１つとの明確な認識があるからである。次に Ashley さんに会う時は、基盤
にふさわしい技術移転事例を紹介したいと思っている。 （編集委員・伊藤 伸）

★日本化学繊維協会の欧州（フランス・ベルギー・ドイツ）における繊維素材分野
の技術開発・用途開発の調査に同行した。個々の開発レベルは、日本が決して遅
れているわけではなく、目新しいテーマも少ない。ただし、地方政府の地域産業
の特色・強みの認識と合意、EU の産学官を挙げての開発資源の投資の集中には感
心した。それに比べ、日本は、全国各地で研究開発から実用化までの歯車が超高
速で空回りしている。歯車をきっちりとかみ合わせるだけで素晴らしいパフォー
マンスが発揮できるとあらためて確信した。地方・地域と世界との距離感は縮ま
りつつあり、今や直接つながることもできる。日本一ではなく、世界一を目指す。
夢物語ではなさそうだ。
（編集委員・岡田 基幸）

文芸賞の
イノベーション

欧州の繊維用途開発
に学ぶ

★朝吹真理子の「きことわ」と西村賢太の「苦役列車」が受賞した第 144 回芥川賞。
選考結果は 2 つの意味で注目された。第 1 に、大時代的な私小説が選ばれたこと。
「苦役列車」は友人も恋人もなく 1 杯のコップ酒を心の慰めに、その日暮らしの港
湾労働で生計を立てる 19 歳の日常を描いている。第 2 に、2 作品はともにライバ
ル社の文芸誌「新潮」に発表されたものであること。無論、同賞選考委員の評価を
積み重ねた結果だが、同賞を活性化させ、公正さをアピールできた。要するに同
賞のイノベーションが実現したのである。わが「産学官連携ジャーナル」は創刊時
から JST の機関誌、広報誌とはせず、広く記事を集め、広く情報発信している。
間断なきイノベーション――ますます面白くなる記事に期待してください。
（編集長・登坂 和洋）
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