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◆産学官連携を通じて、社会と大学の知的創造サイクルを創生する
　東京医科歯科大学は、タイ、チリ、ガーナに国際教育研究拠点を設置し、国際
共同研究の推進と国際的研究者・医療人の育成に努めている。
　その 1つであるチリ拠点は、大腸がんによる死亡率の急激な増加に悩むチリ
国の国家的課題を解決するために協力要請を受け開設したもので、チリ国保健
省、チリ国内の大学、医療機関、民間企業と日本式の大腸がん早期診断手法の技
術移転を含めた共同研究に取り組んでいる。さらに、本学から常駐研究者および
学生（研究研修）を派遣し、本学の教育理念の 1つに掲げる国際性豊かな医療人
の養成に努めている。
　わが国が将来にわたり持続的な成長を遂げ豊かな社会を実現するには、まずそ
の 1つに国際競争力の強化が挙げられるだろうが、海外拠点での産学官の協働
を通じた活動の促進と連携の強化を図ることこそ、その成功の鍵であり、そこに
本学の社会貢献に資する活動の可能性があると考えている。また、現社会で解決
困難とされている課題、あるいは社会の未来像を共有し、それに向けての産学官
の協働がもたらすその成果を目の当たりにすることができれば、これはまさに、
産学官連携活動の醍醐味（だいごみ）とも言える。もちろん本学が貢献できるの
は生命科学という土俵であるが、人類が生きる上で抱える永遠の課題である。
　大学内部の自由闊達（かったつ）な研究はイノベーションを生み出す源泉であ
り、偏りのない教育は寛大な許容性と広く深い見識を身に付けさせる。しかし一
方で、社会ニーズと直接対峙（たいじ）、対話していく活動から享受できるもの
も大きいと考える。すなわち、大学は、産学官連携活動を通じて、イノベーショ
ンの目指すべき方向を学び、社会で活躍できる人材とは何かを自覚することが可
能となり、これがより優れた産学官連携活動を実現し、社会と大学の知的創造サ
イクルが創成されるものと考える。
　本学は、2011 年 4 月「研究・産学連携推進機構」を新設し、研究・産学連携
に関するワンストップ支援業務と、産学連携研究および教育を行う体制に転換す
る。これにより、常に社会を意識した、挑戦的かつ多様な研究の創出を図り、本
学の英知を知的資産としてより積極的かつ効果的に社会へ還元していくために全
力を尽くす所存である。
　さらに本学では、わが国の国際的産学連携力のレベルアップと活性化を図る目
的で、2010 年 6月に医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）を開
設した（文部科学省大学等産学官連携自立化促進プログラムに基づく）。医学系
産学官連携における人材・情報交流網を構築するとともに、ライフイノベーショ
ンの障壁となっている当該分野特有の課題に取り組むほか、一大学では成し得な
い新たな産学官連携スキームの実現や、各大学が持続的に産学官連携活動を実施
できる環境の整備に向け、尽力する所存である。

●産学官連携ジャーナル

http://sangakukan.jp/journal/

大山　喬史
（おおやま　たかし）

東京医科歯科大学　学長
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赤﨑教授とその研究グループが作った
「MOVPE装置」1号機の反応管部の復元模型
（名古屋大学赤﨑記念研究館）の前で

　名城大学教授（名古屋大学名誉教授・特別教授）赤﨑勇は、名古屋大学教授
だった 1989 年、窒化ガリウム（GaN）の pn 接合による高性能の青色発光ダ
イオードを世界で初めて実現した。三原色のうち青色の光はエネルギーが最
も大きく、20世紀中の実現は困難とされてきた。
　当時、青い光を出す半導体の数種の候補の中で、ほとんどの研究者が「難し
い」「不可能」として手をつけなかったり、諦めて撤退していく中、赤﨑は、
窒化ガリウムを本命と見て、一貫した研究活動により、明るく、しかも優れ
た電気的特性を持つ発光ダイオードを作るのに必須な「高品質の単結晶」を実
現し、「結晶の電気伝導の制御」を達成した。
　豊田合成株式会社は 1987 ～ 90年、新技術開発事業団（現・科学技術振興
機構）の「委託開発」制度を活用し、赤﨑の技術による青色発光ダイオード事
業化を目指した。開発は成功し、95年から事業化された。３原色がそろった
ことにより、応用分野が広がり、多くの新産業を生み、新たな雇用も創出し
た。国に多額の特許実施料収入ももたらした。
　赤﨑の研究の成果は、化合物半導体研究の世界に一大センセーションを巻
き起こしただけでなく、産業界への影響度でも画期的なものである。
　「未到の領域だからこそやりがいがある」と、青い光と窒化ガリウムに挑戦
し続け、不可能を可能にした研究をたどる。（敬称略）

の
の を

大学 大学 ・
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　1952 年、京都大学を卒業した赤﨑勇は神戸工業（現・富士通）に入社した。担
当したのは、国産を目指していたテレビ用ブラウン管の蛍光面の開発。これが、
赤﨑とルミネッセンス、すなわち熱によらない発光現象との運命的な出会いであ
り、光る半導体をライフワークとした赤﨑の第一歩である。
　
　1959 年に、誘われて助手として名古屋大学に移った。そこで、半導体の結晶成
長の研究に着手。当時、ゲルマニウムが半導体研究の最も重要な材料だった。赤
﨑は、これを自力で作ることを考え、アフリカのコンゴから酸化ゲルマニウムを
輸入し、研究室で水素還元してインゴットを作った。次は単結晶を作った。その
単結晶を基板として、ガス状ゲルマニウム化合物を基板上で熱分解して、析出す
るゲルマニウムを基板上に一層ずつ積み重ねる、いわゆる気相エピタキシャル成
長によってゲルマニウムの単結晶薄膜を成長させた。これは日本ではほとんど初
めてのことだった。赤﨑はその成果を博士論文にまとめた。また、拡散法のほか、
エピタキシャル成長法による pn接合を作り、特性を調べた。
　
　この間に、半導体研究の独自の方針を確立していった。すなわち、結晶（高品
質の単結晶を自分の手で作る）、物性（結晶の物性が、作り方でどう違うかを自分
で調べる）、デバイス（品質を高めた結晶を用いてデバイス応用を究める）の３つ
は不可分で、それらを総合的に研究することである。

赤﨑　半導体単結晶は、とても構造敏感です。ストラクチャー・センシ
ティブと言います。磁性体や誘電体は通常、多結晶（焼結やスパッタ膜）を
使いますので、あまり “構造敏感” とは言いません。ところが半導体単結晶
の性質は、わずかな不純物や格子欠陥に大きく影響されます。
　私は、名古屋大学でゲルマニウムの単結晶を作っていた若いころ、この
ことを実感しました。当時は技術が未熟なこともあり、ある人が出してい
るデータと、自分のところのデータが違ったり、同じ人のデータでも作っ
た日や、もちろん作り方でも違うんですね。これでは困る。
　もちろん、誰が何月何日にこういう条件で作った結晶のデータはこうで
すと言えば素性は分かります。でも、それが真性の値かどうか分かりませ
ん。
　私は、自分で物性研究に使う結晶は全部自分で作り、素性のはっきりし
ている結晶を使うことにしました。ところが、結晶作りは泥臭いところが
あるので、大学院生の中には毛嫌いする学生もいます。理論計算や、（現在
では）パソコンで仕事するほうがスマートに見えますから。でも、私の研
究室では上の方針を通しました。
　自分で作った結晶の特性を自分で調べる。こういう条件で作った結晶は
こういう性質である、それを作り方にフィードバックして、こういう性質
を持たせるには次は温度を何度まで上げなければいけないといったような
ことがわかる。そういうことをくり返して納得した結晶ができたとき、そ
れを使ってデバイスを作る。だから、デバイスだけをやろうという人に

第１章

結晶、物性、デバイスは不可分

デバイス開発は結晶づくりから
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とって、結晶－物性－デバイスをすべて関連付けて研究することは一見遠
回りで、効率的ではないように感じられるかもしれませんが、それらは相
互に密接に関係していて、独立に考えることはできません。

　名古屋大学で行ったゲルマニウムのエピタキシャル成長の研究の成果を学会や
研究会で発表したことが、当時東北大学教授の小池勇二郎氏（後の松下電器産業
東京研究所長）の目にとまり、1964 年、赤﨑（当時助教授）は同研究所に移った。
赤﨑の研究室は、ヒ化ガリウムの純度の高い単結晶を作り、その物性を調べるこ
とから始めた。発光デバイスの材料として、ヒ化ガリウム、リン化ガリウムなど
の化合物半導体が注目され始めていた。ヒ化ガリウムの半導体レーザーが発振し
て間もないころだった。
　
　気相エピタキシャル成長法で、（当時）世界最高の電子移動度を持つヒ化ガリウ
ム単結晶を作り、その物性研究の成果をモスクワで開かれた半導体物理の国際会
議で発表、注目を浴びる。次いで、リン化ガリウムのバルク単結晶を日本で初め
て液体封止高圧引上（LEC）法で作り、さらに（それをスライスした単結晶を基板
にして）リン化ガリウムの気相および液相エピタキシャル成長の研究を行った。
そのころ、ヒ化ガリウム基板上へのヒ化リン化ガリウム単結晶膜の気相エピタキ
シャル成長の実験結果に注目した半導体の世界的権威、ピアソン教授（元ベル研、
当時スタンフォード大）との交流が始まった。
　
　1960 年代、赤色および黄緑色の LED と赤外の半導体レーザーはできていたが、
実用的青色 LED の実現の見通しは全くなかった。1960 年代半ば、「高効率青色発
光デバイスの開発」と「半導体レーザーの室温連続発振」の２つは、化合物半導体
の研究者にとっての大きな課題であった。
　赤﨑は前人未到の pn 接合型高性能青色発光デバイスの実現こそ、自分のやる
べき仕事だと心に決めた。
　
　一方、（このことは、あまり知られてはいないが）ほとんど同時に可視光（赤色）
半導体レーザーの実現を目指した実験も始めた。つまり、LED は青色、赤外しか
なかったレーザーは可視光をと、いずれも未到への挑戦であった。そして、可視
光レーザーの方はイリノイ大より少し遅れたが、1979 年 10 月赤色レーザーの発
振に成功した。
　
　さて、話を青色発光デバイスにもどすと、1960 年代後半、高効率の青色発光デ
バイスを実現する材料の候補として、セレン化亜鉛、シリコンカーバイド、窒化
ガリウムの３つが研究されていた。多くの研究者が、当時から pn 接合ができて
いたシリコンカーバイドや、pn接合はできていなかったものの、窒化ガリウムに
比べてやりやすいセレン化亜鉛に取り組んだが、赤﨑は窒化ガリウムに狙いを定
めた。少数派であった。
　
　1969 年、マルスカらが窒化ガリウムの単結晶を作り、それを用いてパンコフら
がMIS（金属・絶縁体・半導体）型青色発光ダイオード（LED）を作ったのに刺激さ
れ、窒化ガリウム青色 LED の実現を目指す研究が盛んになったが、世界中の研究
者の取り組みにもかかわらず、結晶品質は一向に良くならず、また p型結晶は実
現出来ず、1970 年代後半には多くの研究者が窒化ガリウム研究から撤退した。ま
た一部の人はセレン化亜鉛に転向して行った。

第２章

研究は Howより、What が大事
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赤﨑　青色光は３原色のうち波長（エネルギーに反比例）が最も短い光
（JIS では 455～485ナノメートル）です。従って青色発光を実現するには、
（1）エネルギーギャップが 2.6eV（電子ボルト）（480ナノメートルに相当）
以上の半導体の使用が必須（要件（1））です。このようにエネルギーギャッ
プの大きい半導体は “ワイドギャップ半導体”と呼ばれています（ちなみに
従来から広く使われているシリコン半導体のそれは 1.1 eV です）。次の要
件は、（2）直接遷移型半導体であることです。伝導帯の底部にある電子と、
価電子帯の頂部にある正孔の運動量が等しいのが直接遷移型です。シリコ
ン半導体など、間接遷移型半導体は発光効率が低いのに対し、直接遷移型
は、電子・正孔の再結合確率が高く、高効率発光が可能です。
　しかし、（1）（2）の要件を満たすだけではまだ不十分です。これらを満
たす半導体の（3）高品質の単結晶が不可欠です。単結晶とは対象としてい
る結晶が（微小結晶の集合ではない）一様な結晶を言います。さらに、高性
能の青色 LED を実現するには、（4）pn 接合が必須です。半導体には、電界
によって自由に動くことのできる正孔の数が伝導帯電子の数より多い（電
気的には正の）ｐ型半導体と、電子が正孔より多い（電気的には負の）ｎ型
半導体があります。単結晶の、ある原子面を境として片側がｐ型半導体、
反対側がｎ型半導体である構造を pn 接合と呼びます。pn 接合は半導体デ
バイスの基本構造の一つです。この pn 接合に、わずかな順（方向）電圧を
加えると、ｎ領域の電子はｐ領域に拡散（移動）し、一方、ｐ領域の正孔はｎ
領域に移動し、接合部付近で電子と正孔が発光再結合するのです。そのと
きの光子のエネルギーはエネルギーギャップにほぼ等しい。この pn 接合
を実現するには、ｐ型およびｎ型の電気伝導を制御する必要があります。
　青色発光デバイス実現のための第１の要件を満たす材料のうち、シリコ
ンカーバイドはワイドギャップ半導体の中では唯一、pn接合の作製が可能
だったので、海外でもわが国でも研究がされていました。しかし、間接遷
移型で、高い発光効率が期待できない。私は、「ある程度の発光ダイオード
はできるかもしれないけれども、実用的なものは無理」と、発光素子材料
としてのシリコンカーバイドには最初から関心がありませんでした。
　では、直接遷移型のセレン化亜鉛と窒化ガリウムはどうか。大部分の研
究者はセレン化亜鉛をやっていました。セレン化亜鉛はよく光ります。窒
化ガリウムに比べると成長温度もうんと低く、圧力も低いし、やわらかく
て加工しやすい。特にｐ型のセレン化亜鉛は、300 度とか 200 度とか非常
に低い温度で作ります。
　発光ダイオード開発の先には必ずレーザーがあります。これは電流をた
くさん流します。そういう過酷な条件に耐えるためには、作りにくい安定
な材料が必要です。窒化ガリウムは非常に硬くて、厄介な材料です。しか
し、なんとかして良い結晶を作った暁には、信頼性の高いデバイスができ
ると信じていました。
　窒化ガリウムの研究をやめたり、セレン化亜鉛の研究に移った人たちの
中には、1989 年に私たちが pn 接合を作ったあとに、また窒化ガリウムに
戻ってきた人もいました。

なぜ、窒化ガリウムか
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　皆さん、格子定数が近いヒ化ガリウム結晶を基板とするエピタキシャル
成長が可能なセレン化亜鉛を選んでいたのです。私は最初から窒化ガリウ
ムを取り上げ、この方針を全く変えませんでした。
　研究は、どういうふうにやるかということよりも、何をやるかというこ
とが、つまりHowよりもWhat がより大事だと私は思います。

赤﨑　ダイヤモンドは 1,200℃、５万 2,000 気圧くらいの地殻の中ででき
た炭素の結晶です。一方、窒化ガリウムは精確なところは分かりませんが、
融点が 2,530℃以上、窒素蒸気圧は４万 5,000 気圧ぐらいです。
　こんなに厄介なものを地上で、しかも高品質の結晶を作るのが窒化ガリ
ウム結晶の研究です。
　窒化ガリウムの結晶は原子同士の結合が強く、同じように硬いサファイ
ア基板の上に成長させると両者とも自己主張して、窒化ガリウムは小さな
結晶になって、きれいにつながらない。
　シリコンの上にシリコンを作るというように、成長させる物質と基板が
同じ場合はホモエピタキシーといい、これはよくやられていることです。
原理的には界面エネルギーがないからきれいに積めるのです。しかし、窒
化ガリウムは基板となる窒化ガリウムのバルク結晶がない（なかった）の
で、異なる結晶を基板として作らざるを得ない。これをヘテロエピタキ
シーといいます。通常、基板としてサファイアを使います。一般に、ヘテ
ロエピタキシーの場合、格子定数差があったとしても許されるのはせいぜ
い 0.5％から１％弱ぐらい、１％のものでもうまくいかない。ところがサ
ファイア上の窒化ガリウムは、ミスマッチは 16％。これはとても大きなミ
スマッチなのです、エピタキシャル成長にとっては。

　分子線エピタキシー、次いでハイドライド気相成長法で窒化ガリウムの単結晶
に挑戦した。ハイドライド気相成長法で作った結晶をもとに、当時としては世界
一明るい青色発光ダイオードを作った。それをランプにした。

赤﨑　松下の研究所にいた 1978 年、pn 接合ではありませんが、MIS ダイ
オードとしてはこれ以上はないというようなものを作りました。従来のも
のに比べると２けたぐらい明るかったんです。トップの目にとまり、こん
な素晴らしいものがあるんだったら PR しようというのでシカゴのショー
に出展して話題を呼びました。一方、化合物半導体の国際会議が 1981 年
に日本ではじめて開催されたとき、開発した技術を発表しました。窒化ガ
リウムでは初の選択成長による優れた構造は、相当関心を呼ぶだろうと
思ったんです。ところが何の反応もない。全くなかった。そのときの論文
集からもわかりますが、窒化ガリウムに関する発表をしたのは私たちだけ
だった。あとでわかったことですが、有力な研究所（者）はそのころはすで
に窒化ガリウム研究をやめており、会場にいた誰一人として、窒化ガリウ

基板とのミスマッチ

われ一人荒野を行く
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ムに関心を持つ人がいなかったのでしょう。そのとき、私は思わずつぶや
いてました。「われ一人荒野を行く」と。

　窒化ガリウムは自然界には存在しない。高効率の発光デバイスを実現するには、
前述のように、まず高品質の結晶が不可欠（第１の課題）であり、それを電気的に
制御する（第２の課題）必要があった。

赤﨑　分子線エピタキシー、ハイドライド気相成長法では、満足な窒化ガ
リウムの結晶は得られませんでした。
　そのころ、私は貴重な経験をしました。結晶成長を続けながら、毎日、
蛍光顕微鏡で結晶を眺めていましたが、ピットやクラックだらけの結晶の
中に、ごくまれに大変きれいな微小結晶が含まれていることに気付いたの
です。これは私に大きな勇気を与えてくれました。何とかしてウエハ全体
をこの微小結晶のように作れば、表面はぴかぴかになるだろう。そのとき
は、恐らく結晶中の不純物や欠陥も少なくなっているだろうから、適当な
アクセプタ不純物をドープすれば、きっと p型結晶も実現できるはずだ
――と確信するに至りました。
　問題はこのきれいな微小結晶と同等の品質の結晶をいかにしてウエハ全
体に広げるか、ということです、これは正に結晶成長の問題です。
　1978 年、結晶成長の原点にたち返り、それまでの 10種類以上の半導体
結晶成長の経験をもとに、高品質の窒化ガリウム結晶を得る成長法として
どれが適しているかを検討しました。窒化ガリウムの成長法として、分子
線エピタキシーやハイドライド気相成長法のほか、MOVPE（有機金属化合
物気相成長）法（OMVPE 法、MOCVD 法ともいう）などがあります。窒化
ガリウムは窒素蒸気圧が高いので、超高真空中で行う分子線エピタキシー
は適しているとはいえない。また、ハイドライド気相成長法はナノメート
ルオーダーの結晶の成長を制御するには、成長速度が速すぎる。また、可
逆反応のため、高品質化には向かないと考えました。MOVPE 法は、1971
年にマナセヴィッツらが窒化ガリウム成長に試みましたが、良い結果が得
られず、そのあと窒化ガリウム成長には全く用いられていなかったのです
が、これは熱分解反応を用いる方法で、逆反応はなく、成長速度も分子線
エピタキシーとハイドライド気相成長法の中間なので、サファイア基板と
のミスマッチの大きい窒化ガリウムの成長には、ほかの方法よりずっと適
していると判断しました。

　1979 年、窒化ガリウムの成長にはそれまでほとんど用いられていなかった
MOVPE 法を採ることを決意し、基板には当面（将来、窒化ガリウム基板が使える
ようになるまで）サファイアを用いることにした。

第３章

ブレークスルー

ブレークスルー  Ⅰ．結晶成長
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　1981 年 8 月、赤﨑は教授として名古屋大学に戻った。直ちに、窒化ガリウムの
結晶成長用MOVPE 装置を学生らと手作りし、窒化ガリウム結晶成長の研究に本
格的に取り組んだ。
　
　しかし、基板のサファイアと窒化ガリウムとの間の大きなミスマッチ（格子定
数、熱膨張係数など）が大きな障壁となり、伝導性制御に必要な品質にはほど遠
い結晶しか得られなかった。
　この閉塞状況を打破したのが 1986 年に赤﨑らが開発したMOVPE 法における
「低温堆積 AlN バッファ層技術」である。大きなミスマッチに起因する界面エネル
ギーを緩和するため、窒化ガリウム単結晶を成長させる前に、緩衝層（バッファ
層）として、単結晶ではない薄層を基板（サファイア）の上に低い温度で薄く積ん
でおく方法である。このバッファ層は、かなり低温で積むので非晶質の薄層にな
る。この技術により、クラックやピットの全くない無色透明の窒化ガリウム単結
晶を作れるようになった。
　
　MOVPE 法における「低温堆積 AIN バッファ層技術」により、窒化ガリウム結晶
の結晶学的、光学的、電気的特性など全ての重要な特性が同時に、従来に比べて
格段に向上した。赤﨑が当初予想したようにこのブレークスルーが、高効率の発
光デバイスを実現するための第二の課題（伝導性制御）を解決するのに不可欠で
あった。低温バッファ層技術は世界のスタンダードになった。

赤﨑　低温バッファ層技術は、基板のサファイアと窒化ガリウムの著しい
不整合をなんとかしたいと苦しんでいたとき、ふと浮かんだアイデアから
生まれました。私たちがバッファ層技術で成功して、その年の秋に結晶成
長の研究会で発表したとき、「そういうことはあり得ない」「そんな大きな
ミスマッチでエピタキシーができるのですか」などと言われました。時の
経過とともにだんだん分かってくださるようになりましたが。

赤﨑　高品質の結晶を実現した後、次の重要課題は pn 接合の実現です。
低温バッファ層の導入によって、結晶の残留不純物や欠陥を大幅に減らす
ことに成功したので、この結晶にアクセプタとして亜鉛をドープすれば p
型ができると思い、その実験を繰り返しました。
　1988 年のある日、（当時）院生の天野浩君が亜鉛ドープの高品質結晶の
カソードルミネセンスを測定しているとき、亜鉛が関与する青色発光がス
ペクトル不変のまま強度が何十倍も強くなることを見つけました。これは
試料のフェルミ準位が変化したためだ――と直感しました。p型に変換し
ている可能性があると思ったのですが、p型にはなっていませんでした。
　窒化ガリウム（結晶）が p型になるには、ガリウム原子を置換したアク
セプタ不純物がイオン化（活性化）しなければなりません。
　そこで、亜鉛、マグネシウムおよびガリウムの電気陰性度について、
フィリップスによって修正された値を調べたところ、この３者の関係から
亜鉛よりマグネシウムのほうが活性化エネルギーが小さい（活性化しやす
い）ことに気付きました。そこで、有機マグネシウム化合物を輸入しそれ
を用いてマグネシウムのドーピングを行いました。
　そのマグネシウムをドープした高品質結晶に、亜鉛ドープのときと同様
に低速電子線照射を行ったところ、マグネシウムが関与する青色発光のス

ブレークスルー  Ⅱ．伝導性制御
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ペクトルが不変のまま、その強度が著しく増大するとともに、結晶が低抵
抗のｐ型伝導に変換している（ホール効果などで確認）ことを発見しまし
た。1989 年のことです。

　この「窒化ガリウムにおけるｐ型伝導の発見」は、窒化ガリウムではｐ型結晶の
実現は不可能ではないかとされていた学説を打ち破るものであり、窒化ガリウム
研究における第二のブレークスルーであった。
　直ちに、窒化ガリウムの pn接合による青色 LEDを世界に先駆けて実現した。
　
　一方、ｎ型結晶の伝導度について新たな問題に気が付いた。結晶の純度が高く
なったのに伴い、ｎ型結晶の抵抗が高くなったのである。結晶が高品質化したため
であるが、実際の素子作製では広い範囲にわたって伝導度を制御する必要がある。
赤﨑らはシリコンが窒化物中でドナーとして振る舞うことを見いだし、1989 年、
低温バッファ層技術で作った高品質結晶にシリコンをドープすることによって、ｎ
型伝導度を広範囲に制御することに成功した。

　1987 年から青色 LED の事業化に向けた取り組みが始まった。赤﨑を代表発明
者、開発実施企業を豊田合成株式会社として、新技術開発事業団（現・科学技術
振興機構＝JST）の「委託開発（独創的シーズ展開事業）」に選定された。開発期間
は同年から1990年までの4年間で、開発費として５億5,000万円が同社に支出（返
還済み）された。
　
　開発は成功し、1995 年から事業化された。JST が、1997 年から 2005 年までの
9年間の青色 LED の経済波及効果を調査したところ、携帯電話、大型カラーディ
スプレーなど、青色 LED を利用した最終応用製品の総売り上げは３兆 6,000 億円
に達していることがわかった。この間、この委託開発テーマ「窒化ガリウム
（GaN）青色発光ダイオードの製造技術」は、国に対して、青色 LED 単体の特許の
実施料として約 46 億円の収入をもたらした。調査した 2006 年度当時、同特許は
国有特許による実施料収入の約９割を占めていた。
　
　応用製品の売り上げ 3兆 6,000 億円のうち、豊田合成の青色 LED が生み出した
新産業、言い換えると、日本産業におけるその付加価値は 3,500 億円弱にのぼる
こともこの調査からわかった。その結果、約 3万 2,000 人の雇用が新規に創出さ
れた。

赤﨑　豊田合成での事業化のきっかけは、名古屋の経済界の人たちに講演
したことでした。私の研究は高品質単結晶の作製は成功しましたが、pn接
合の実現はこれからというときでした。当時、大学は、いまほど産学連携
に積極的ではなかったのですが、名古屋大学工学部には、「大学にシーズが
あって、それが新しい産業の芽として役立つならばいいのではないか」と
考えている人は何人かいました。
　そういう機運があったところに、名古屋商工会議所の会頭さんが工学部
長のところに、「経済界トップに、名古屋大学の先生がどういうことをやっ
ているかを紹介してほしい、大学の研究を事業に生かしたい」と頼みに来
られました。1回目は工学部長が講演し、３回目の講師が私でした。1985

第４章

優れたシーズ、企業の熱意、支援制度
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年 11月 11日のことです。
　当時は日本の半導体の黄金期。半導体は高級な電子機器だけでなく、電
気釡でも洗濯機でも使われるようになっていました。そういう時代でした
から、半導体素子の中でも最もポピュラーな LSI の話をしました。係の人
から「先生、あと５分ですからご自分の研究のことをご紹介ください」とい
われ、窒化ガリウムのきれいな結晶ができたこと、そう遠くない将来に pn
接合というのができると、高性能の青色の発光ダイオードやレ－ザーダイ
オードなどができるだろうということを紹介し、講演を終えました。
　講演終了後、10 人ぐらいばっと演壇の周りに来て、収拾がつかなくな
りました。司会の方が、会頭さんに私を紹介するというので、「先生にご用
のある方は後日、直接コンタクトしてください」ということでその場は収
まりました。翌日、訪ねてきた中の１社が豊田合成でした。そのとき、私
が「断った」とよく言われますが、最初から断ったわけじゃない。すぐには
無理、まだ時期が早いと思っていました。私自身は pn 接合の実現に専念
したい。一日でも早くそれをやりたかったんです。
　でも、どうしてもうちにやらせてほしい、と豊田合成から何回も依頼が
ありました。とうとう社長まで来られました。私は、これは世界中でまだ
私のところしかできていないこと、また、窒化ガリウム半導体は相当難し
い仕事だということを説明しました。同社には半導体の研究者・技術者が
いないということも知っていました、応用する人はいたけれども。だから
「ちょっと早いんじゃないでしょうか。そのときが来たら、連絡しますよ」
というようなことを言ったんです。
　一方、新技術開発事業団から「委託開発」による事業化の話がありまし
た。あとでお聞きしたところでは、石田（秋生）さんが名古屋大学の私の研
究室に来られたのは、私が名古屋商工会議所で講演する９日前の 11 月２
日だったようです。ほぼ同時に、企業と支援機関の双方から要請があった
ことになります。石田さんは、私たちのバッファ層を用いた高品質結晶の
フルペーパー（1986 年４月２日）が米国の専門誌に出る前、応用物理学会
での発表を聞いて何か予感があったのでしょうね。あの方の勘でしょう。
その後、何回も電話がありました。石田さんは熱心でしたが、私は、pn接
合の実現をはじめ、やりたいことが一杯あって「企業の人の指導に時間を
とられるのは、今は困る。委託開発を受けるのはちょっと勘弁してほしい」
とお引き受けしませんでした。しかし、彼は諦めず、何回も申し入れがあ
りました。
　そうこうするうちに半年以上経ちましたかね。豊田合成、新技術開発事
業団の両方とも熱心でしたね。悩みましたけれども、最後は浪花節的に
なっちゃうけれども、両者の熱意にほだされて、断れなくなってしまった。
豊田合成での事業化を決断するまで８カ月ぐらいかかったでしょうか。

赤﨑　途中でこんなこともありました。ある日、事業団から電話があって、
「先生、豊田合成に大体お決めいただいたようですが、ぜひ一度、同社の研
究開発の現場を見ていただけませんか」という。それで訪ねてみたら、気

新事業の柱に
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持ちのいい会社ではあったんだけれど、確かにすべて自動車部品で、半導
体は全くやっていないんですよ。私は後戻りしそうになっちゃった。ここ
で大丈夫かなと。
　事業化を成功させる最大の要因は、企業の意欲、熱心さです。豊田合成
の事業は車のゴム、樹脂製品が主なのですが、求人のときなど、当時の常
務は「先生、脱ゴム、脱樹脂で何かやりたいんです」ということを言ってい
ました。例えば、同社は車載用として小さな赤とか緑の LED ランプを使っ
ていたんですって。それで、若い人はピンと来たんですね。あとで私が聞
いた話では、青が使えるようになると車載以外にも使えるという話があっ
たり、何も知らないのも同じだから、窒化ガリウムが難しいのに怖いもの
知らずで、赤﨑先生に教えてもらって青をやろうやという人もいたらしい
ですね。結局そうした声が強かった。しかし、これは私の個人的感想です
が、当時の根本社長が偉かったんですよ。最後のデシジョンは。忙しいの
に私の時間に合わせて来てくださったんです。あとのことですが、一度来
てほしいというので会社に行きました。形ばかりの記念講演をしたんです
が、そのとき課長クラス以上全員を集めて、「こういうことをするんだ」と
決意を述べられました。私は、もう後には引けないと思いました。

赤﨑　豊田合成の人がよく言っていますが、まさに大学、企業、支援機関
の三位一体の成果だと思います。JST 前理事長の沖村（憲樹）さんの表現を
借りると、私たちのシーズがよくて、豊田合成が熱心で、それから JST に
そういう制度があって、それが非常にうまくかみ合った例でしょう。
　“高性能の pn 接合青色発光デバイスの実現”という、自分がやりたいこ
とに集中したいという思いが強かったのですが、豊田合成での委託開発が
決まってからは、同社社員を徹底的に鍛えるのにだいぶ時間を割かれまし
た。半導体のイロハからやりました。
　この豊田合成の指導とは別に、われわれが pn 接合を実現したのは、豊
田合成とのお付き合いが始まってから２年半ぐらいたってからです。
　同社も努力された。でも、今になって振り返ると、結果的には非常によ
かったと思います。成功しましたからね。大学で事業化はできませんから、
どこかにトランスファーしようとは思っていました。この青色発光素子
（ダイオード、レーザー）は、どこかで必ず企業化されるという確信はあり
ました。委託事業が始まったのは最初考えていたよりもちょっと早かった
わけですね。豊田合成に言わせると、彼らは半導体の何にもわからないか
ら、かえってそういう世界に入っていけたんだそうです。半導体の難しさ
と怖さを知らなかったと。それがかえって幸いした。半導体に詳しければ、
高品質結晶はできていたものの、まだ pn 接合はできていない段階で、自
社の専門とは全く異る、しかも未到と言われた青色発光素子の事業化に大
きな投資をしなかったかもしれません。

徹底的に鍛えた
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　赤﨑勇先生のことは、先生が松下電器産業（当時）の研究所にいらしたこ
ろから存じ上げていたが、同じ化合物半導体を研究していたのでよく議論
にも応じていただいた。1991 年から私自身が、先生と同じ名古屋大学で
研究生活を送ることになった。国際会議の委員をしたり、研究面以外でも
親しくお付き合いさせていただくようになった。1992 年には名古屋大学
を定年退官され名城大学に移られ、その後も数々の国内外の重要な賞を受
賞されていたが、名城大学の現役の先生なので、名古屋大学にいる私とし
ては、お祝いの一参加者という立場でいた。
　しかし、1999 年にフランスのモンペリエ大学から授与された Honoris 
Causa Title（名誉博士）の盾に、Professor Emeritus Isamu Akasaki, Nagoya 
University と書いてあるのを見つけ、こうした表彰は、その研究がなされ
た時の所属先と人がセットで称えられていることにようやく気が付いた。
しかも、このHonoris Causa Title の授与はノーベル物理学賞受賞者の江崎
玲於奈氏、フォン・クリッティング氏らに次ぐものであった。これは、名
古屋大学としても先生のご業績を顕彰し、広く伝えるべきだと考え、まず
は工学研究科のニュース誌『PRESSe』という冊子に「工学研究科の傑出し
た研究成果」と題した記事を掲載していただくよう工学研究科長に原稿を
持ちこんだ。続いて全学の広報誌である「名大トピックス」
にも取り上げられ、名古屋大学の重要な成果と認識されるよ
うになった。

◆赤﨑記念研究館を建設
　赤﨑先生の研究業績が卓越していることは既に 30を超え
る受賞・顕彰でも明らかであるが、それに加えて大学の基礎
研究が広大な応用へと展開され、その結果、大学に多額の収
入をもたらすようになった世界的に見ても希有（けう）な業
績である。 写真１　赤﨑記念研究館

赤﨑勇先生の研究の成果は、３原色のうち唯一欠けていた青色の光を半導体光源で実
現し、白色を含めてあらゆる色を出せるようになったことに加え、広範なエレクトロ
ニクスに展開できる窒化ガリウムという新しい材料を作り上げた「材料革命」にある。
大学の基礎研究が広大な応用へと展開され、その結果、大学に多額の収入をもたらす
ようになった世界的に見ても希有（けう）な業績である。名古屋大学は「赤﨑記念研究
館」を建設し、先生の業績を顕彰している。同記念館１階は、誰でも見られる展示室
（LEDギャラリー）、3～ 4階では、赤﨑記念研究センターや全学的な研究プロジェク
トが次の世代を担う研究を展開している。最上階６階には赤﨑勇特別教授室や資料室
がある。大学と研究者、そして大学が研究者を顕彰する意義を考える。

名古屋大学　シンクロトロン光
研究センター長、工学研究科　
教授

竹田　美和
（たけだ・よしかず）

“現代のエジソン”を顕彰する意義
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　平成 13（2001）年には赤﨑記念研究センターを設置し、記念行事として
豊田講堂の時計表示を青色発光ダイオード（LED）に替え、赤﨑記念研究セ
ンターシンポジウムを開始した。小さい規模のシンポジウムではあるが、
このシンポジウムに招待され、先生の前で講演することは世界の同分野の
研究者にとって大変な名誉であると認識されている。
　また、平成 16（2004）年の国立大学法人化に伴い、先生の業績に続く成
果が輩出される拠点となる施設を学内に作るべきだと主張し、総長も即断
され「赤﨑記念研究館」（写真 1）を建設することになった。同研究館のコ
ンセプトから具体的な配置プランづくりまで私も参加した。1階に誰でも
見られる展示室（LED ギャラリー）を設け、半導体やデバイス、結晶成長
装置など世界に 2つとない貴重な実物をもって先生の業績を分かりやすく
展示した。また 3～ 4階では、赤﨑記念研究センターや全学的な研究プロ
ジェクトが次の世代を担う研究を展開している。それだけでなく、産学官
連携推進本部とそれを支える社会連携課が入居し、「機能する」研究館と
なっている。最上階６階には赤﨑勇特別教授室や資料室があり、数々の賞
とメダル、プラークが納められている。もちろん、ここから豊田講堂の青
色 LED時計台が見通せる。

◆広範に展開できる材料革命
　先生の研究が大きな成果を生んだ背景については、すでに多くの専門家
が述べられているが、産業界へのインパクトが大きかった理由は、３原色
のうち唯一欠けていた青色の光を半導体光源で実現し、白色を含めてあら
ゆる色を出せるようになったことが 1つと、LED に限らず広範なエレクト
ロニクスに展開できる窒化ガリウムという新しい材料を作り上げた「材料
革命」にあると考えている。ガス灯が電球に代わった 130 年後に電球を
LED に代えたことから、米国には赤﨑先生のことを “現代のエジソン”と呼
ぶ人もいる。
　赤﨑記念研究館１階の展示室に「青色発光ダイオードの研究開発史」（17
ページ参照）という大きなパネルがある。私が最も力を入れて作ったもの
であるが、これを見ていただくと、赤﨑先生以外のグループの研究は
1970 年代に 1 つのヤマ場がある。その後途切れ、再び活発になるのは
1990 年ごろからである。しかし、赤﨑先生のグループだけが、窒化物の
研究を一貫して行っており、それが 1986 年の高品質単結晶の実現、1989
年のｐ型伝導の実現へとつながっている。一度やめてしまうと駄目なので
ある。たとえ細くても研究を続けることが大事であることを教えてくれる。
　窒化ガリウム関連の世界の発表論文数の推移と「Ⅲ族窒化物半導体材料・
デバイスの研究・開発における重要な成果」をまとめたのが図 1である。
90 年代にこの分野の世界の研究が活発になり、発表論文数が激増するの
は、赤﨑先生の研究成果がきっかけである。年間２ケタだった論文数が短
期間のうちに 1,000 を上回るというのは驚異的である。実現不可能とみら
れ世界の多くの研究者があきらめていた窒化ガリウムを、高品質単結晶に
仕上げ、ｐ型伝導を発見し pn 接合を実現したことがいかに大きな業績であ
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り、エポック・メイキングだったかが分かる。

◆研究者の業績を大学が外に発信
　前の話題に戻るが、研究成果を広く伝えることはますます重要になって
いる。話題を集めた「事業仕分け」などはそのことを物語っていると思う。
研究者個人だけでなく、大学もその責任の一端を負っている。大学の中で
は、研究者が他の研究者の業績を積極的に評価し、外に向かって発信して
いくのはなかなか難しい。領域が異なっていても、ある意味でライバルだ
からである。その意味でも、赤﨑先生の研究成果とその顕彰は、まだまだ
不十分な面もあるが、参考になるかと思う。

聞き手：登坂和洋（本誌編集長）

図１　Ⅲ族窒化物半導体材料・デバイスの研究・開発における重要な成果
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INSPECで検索

転位低減

Ⅲ族窒化物半導体材料・デバイスの研究・開発における重要な成果

1965

10

100

1000

1970

（A） （B） （C） （D）

1975 1980 1985 1990 1995 2000

G
aN
関
連
発
表
論
文
数
 （
全
世
界
）

AIN

ピエゾ効果

紫色レーザダイオード

高温動作トランジスタ

青色発光ダイオード商品化

MIS型青色発光
ダイオード

電界効果型トランジスタ

誘導放出（2K）

GaN単結晶（HVPE）

紫外線検出器

1997年

量子閉じ込めシュタルク効果

光学利得

1.5% 青色/UVLED

室温誘導放出

量子サイズ効果

低しきい値誘導放出

GaInN/GaN量子井戸電流注入誘導放出
（レーザパルス発振）

1991年

1990年

pn接合型青色/UVLED

1989年

高品質GaN単結晶
（MOVPE、低温バッフア層）

1986年

GaN単結晶（MBE）

1974年

ｎ型伝導度制御

1990年

p型伝導の発見

物性研究

1989年

フリップチップ青色LED



http://sangakukan.jp/journal/
17 産学官連携ジャーナル  Vol.7  No.4  2011

青色発光ダイオードの研究開発史（1/3）

1963

1964

1967

1962 ●Geの気相エピタキシャル成長の研究（1960年より開始）
　【赤﨑  他：名大（日本）】

1965 ●GaAs単結晶の成長と特性の研究（1964年より開始）
　【赤﨑  他：松下（日本）】

1966

●AINの反射率（残留線）
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●AINによる青色発光の実現
　〈紫外線励起、電子線励起〉
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●超小型高効率GaP赤色LEDの開発（1965年より開始）
　【赤﨑  他：松下（日本）】

1968 ●GaAsPの気相エピタキシャル成長と特性の研究（1966年より開始）
　【赤﨑  他：松下（日本）】

1973 ●気相エピタキシャル成長によるGaP基板上緑色LED〈N添加〉
　【赤﨑  他：松下（日本）】

1977 ●HVPE法によるサファイア基板上のGaN結晶成長（1975年より開始）
　【赤﨑  他：松下（日本）】

1979
●GaInAsP赤色レーザーの開発
　（1973年より開始）
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●GaN成長にMOVPE法を採用
　することを決定
　【赤﨑：松下（日本）】

1980
●GaP LEDディスプレイの
　開発研究〈赤色、緑色〉
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●新聞ファクシミリ用8素子集積化LED
　の開発
　【赤﨑  他：松下（日本）】（社長賞）

1969 ●高効率GaP LEDの開発研究（1967年より開始）
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●HVPEによるGaN単結晶の成長
　【マルカス  他：RCA（米国）】

1970
●LEC高圧引上げGaP単結晶
　の成長
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●LPE法によるGaP赤色LED
　の開発
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●GaNのルミネッセンスの研究
　【モネマー  他：ルンド大（スウェーデン）】

1971
●MIS型青色LEDの開発
　【パンコフ  他：RCA（米国）】

●GaNの誘導放出〈2K、光励起〉
　【ディングル  他：ベル研究所（米国）】

●MOVPEによるGaN針状結晶の成長
　【マナセビット  他：ロックウェル（米国）】

1972
●GaNの溶液成長
　【ローガン  他：英国電話研究所
　（英国）】

●ドナー束縛エネルギー 40meV
　【イルゲムス  他：ベル研究所
　（米国）】

1974
●ガスソースMBEによる
　GaN単結晶の成長
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●GalnPの気相エピタキシャル成長
　【赤﨑  他：松下（日本）】●HVPEによるGaNの成長

　【新谷  他：日立（日本）】
●GaNの光学的特性の研究
　【青木  他：東大（日本）】

1975
●MBEによるAIN単結晶の成長
　【吉田  他：電総研（日本）】

●GalnNのエネルギーギャップの
　組成依存性
　【長村  他：京大（日本）】

1976●n - および i - GaNの成長
　【ヤコブ  他：LEP（フランス）】

1978●GaAlNの成長
　【ハーゲン  他：バース大（英国）】

青色発光デバイスの主要イベント  他のグループ・他の材料 青色発光デバイス（赤色）および関連デバイスの主要イベント
赤﨑とそのグループ・豊田合成
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青色発光ダイオードの研究開発史（2/3）

1982

1983

1984

1985

1981
●フリップチップGaN MIS型青色LED
　の開発〈効率0.12%〉
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●MOVPE法によるGaNの
　成長開始
　【赤﨑  他：名大（日本）】

1986

●高品質GaN単結晶の成長に成功
　〈低温バッファ層技術〉
　【赤﨑  他：松下（日本）】

●GaN LEDの研究開発着手
　【豊田合成（日本）】

●GaInN混晶の成長〈低温バッファ層技術〉
　【赤﨑  他：名大（日本）】

1987
●新技術開発事業団*の開発委託
　〈窒化物半導体を用いた青色LED開発プロジェクト〉開始
　【豊田合成、豊田中研、名大（日本）】*現科学技術振興機構

1988 ●実用輝度のGaN MIS型青色LEDの開発〈200mcd、室温〉
　【赤﨑  他：名大/豊田合成（日本）】

1990
●SiH4を用いたGaNのn型伝導度制御
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●光励起によるGaNからの
　室温誘導放出〈紫外光〉
　【赤﨑  他：名大（日本）】

1989
●Mg添加高品質GaNへの電子線照射
　（LEEBI）によるp型伝導の発見
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●pn接合型青色LED
　の実現
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●MOVPE法によるGaNの
　実験開始
　【中村 ：日亜化学（日本）】

●GaInN全組成のエネルギーギャップ
　【松岡  他：NTT（日本）】

●GaInN高InN組成の
　エネルギーギャップ
　【長友  他：芝浦工大（日本）】

1992

●HVPE法による厚膜GaNの成長
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●高効率GaN青色LED
　〈効率1.5%〉の実現
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●高出力AlGaN/GaNダブルヘテロ構造紫外LED〈4mW〉の実現
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●高品質GaInNのMOVPE成長
　【中村 ：日亜化学（日本）】

●熱処理によるMg添加p型GaNの
　活性化
　【中村 ：日亜化学（日本）】

1993
●AlGaN/GaNダブルヘテロ構造での低閾値光励起誘導放出の
　実現〈表面、室温〉
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●高輝度青色LEDの商品化
　〈効率1.7%〉
　【日亜化学（日本）】

●GaN FETの開発
　【カーン  他：APAオプト（米国）】

●ZnSe系レーザダイオード
　〈連続発振、室温〉
　【ソニー（日本）】

1994 ●AlGaN、GaN、GaInNの屈折率の波長依存性の精密測定
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●高輝度青色LEDの開発〈＞1cd〉
　【日亜化学（日本）】

●MBE法によるp型GaNの成長
　【ムスタカス  他：ゼロックス（米国）】

1991

●量子サイズ効果を示す
　GaN/AlGaN多層ヘテロ構造
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●AlGaN/GaNダブルヘテロ構造
　での低閾値光励起誘導放出の
　実現〈端面、室温〉
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●Mg添加p型AlGaNの実現
　【赤﨑  他：名大（日本）】

●MIS型高輝度青色LEDの開発
　〈新技術開発事業団の成功認定。
　効率1.2%〉
　【豊田合成（日本）】

●GaN低温バッファ層による
　高品質GaNのMOVPE成長
　【中村 ：日亜化学（日本）】

●MOVPEによるGaNへのMg添加と
　LEEBI法によるp型形成
　【中村 ：日亜化学（日本）】

●ZnSe系レーザダイオード
　〈77K、パルス〉
　【ハッセ  他：3M（米国）】

青色発光デバイスの主要イベント  他のグループ・他の材料 青色発光デバイス（赤色）および関連デバイスの主要イベント
赤﨑とそのグループ・豊田合成
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青色発光ダイオードの研究開発史（3/3）

2003
●ZrB2基板上の紫外／紫色LEDの
　実現
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●高演色性白色LEDの商品化
　【豊田合成（日本）】

1995

●狭い井戸幅量子井戸からの
　著しい発光の増大
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●GaInN/GaN量子井戸LDの
　実現《室温、パルス、短寿命》
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●GaN超高周波トランジスタの開発
　【赤﨑  他：名城大（日本）、
　イーストマン他：コーネル大（米国）】

●高輝度青色LED〈2cd〉の
　商品化
　【豊田合成（日本）】

●SiC上の青色LEDの開発
　【CREE（米国）】

1996
●最短波長レーザダイオードの実現〈376nm、パルス、室温〉
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●発光層にMQW構造を用いた高輝度青色LED、緑色LEDの開発
　【豊田合成（日本）】

●紫色LD（レーザーダイオード）の開発〈連続発振、室温〉
　【日亜化学（日本）】

1997

●歪みGaInN量子井戸中のピエゾ
　電界によるシュタルク効果の実証
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●高輝度青色LED〈2.5cd〉、緑色LED〈5cd〉の商品化
　【豊田合成（日本）】

●低温中間層の導入による
　転位密度の劇的な低減
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●横方向低転位成長（ELO）
　【NEC（日本）】

●SiC上のLDの開発〈パルス発振、室温〉
　【CREE（米国）】

1998 ●高輝度青色LED〈3cd〉、緑色LED〈8cd〉の商品化
　【豊田合成（日本）】

●ZnSe系白色LED
　【住友電工（日本）】

1999
●pin型AlGaN紫外検出器の開発
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●フリップチップ型高輝度青色LED〈6cd〉、緑色〈14cd〉の開発
　【豊田合成（日本）】

●SiC上高輝度青／緑LEDの商品化
　【CREE（米国）】

2000
●高輝度紫色LEDの開発
　〈380nm〉
　【豊田合成（日本）】

●紫色LEDと光触媒を組み合わせた
　LED光脱臭空気清浄機の商品化
　【豊田合成（日本）】

●白色LEDの開発〈7.5lm/W〉
　【日亜化学（日本）】

2001

●白色LEDの商品化
　【豊田合成（日本）】

●短波長LDの製造技術開発
　【赤﨑  他：名城大、豊田合成（日本）】

●高輝度青色LED〈8cd〉、
　緑色LED〈17cd〉の商品化
　【豊田合成（日本）】

●高電子移動度AlGaN/GaN超格子
　の実現
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●SiC上のLDの開発
　【CREE（米国）】

●高出力（次世代DVDー記録用）紫色レーザの量産体制
　【日亜化学（日本）】

2002
●高品質AlGaNテンプレートを用いた最高出力紫外LEDの
　実現〈363nm〉
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●照明用電球色LED
　の開発
　【日亜化学（日本）】

●高出力紫外LEDの
　開発（365nm、100mW）
　【日亜化学（日本）】

●携帯用白色LEDの
　光度50%アップ品
　の商品化
　【日亜化学（日本）】

2004

●高出力高演色性白色LEDの商品化
　【豊田合成（日本）】

●世界最短波長レーザの実現
　〈350.9nm〉
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●携帯電話液晶バックライト用白色LEDの商品化
　【豊田合成（日本）】

●車載、照明用高出力・高効率白色
　LEDの開発〈50 lm/W〉
　【日亜化学（日本）】

●次世代DVD向け
　青紫色半導体LDの供給体制
　【日亜化学（日本）】

●高出力UV・LEDの商品化〈365nm〉
　【日亜化学（日本）】

2005 ●ノーマリオフ型超低リーク電流AlGaN/GaN HFETの開発
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●SiC上の超高輝度LEDの開発〈100 lm/W〉
　【CREE（米国）】

2006 ●高温MOVPE法による高品質AINの成長
　【赤﨑  他：名城大（日本）】

●SiC上の超高輝度LEDの開発〈131 lm/W〉
　【CREE（米国）】

青色発光デバイスの主要イベント  他のグループ・他の材料 青色発光デバイス（赤色）および関連デバイスの主要イベント
赤﨑とそのグループ・豊田合成

名古屋大学からの提供資料を編集
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◆科学・技術と経済成長
　統計データが残る 1300 年以降の英国を見ると、労働生産性が主に人口
の増減だけに左右されており、人口が増えると生産性が減少していた。し
かしながら 1600 年代から加速する科学・技術の蓄積がその後の英国に産
業革命をもたらし、人口増と生産性向上が同時実現するようになった。科
学・技術がイギリス経済を急成長させたのである。
　科学・技術がマクロ経済モデルに取り込まれたのはごく最近のことで
あった。その代表的な事例が外生的成長理論と内生的成長理論である。前
者は、それまで考えられていた労働力や工場・設備への投資よりも、技術
それ自身の方がはるかに大きな影響を経済成長に与える、と主張する理論
である。米国科学アカデミーの提言書に “経済成長の 85%は技術革新によ
る”という趣旨の文章が書かれているようだが、外生的成長理論の提唱者
である Solo が 1957 年に、Solo 残差、後の全要素生産性、として導いたの
が 87%であった。しかしながらこのモデルでは、技術の進歩が、企業の経
済活動とは無関係に創出される知の蓄積の派生物、あるいは時間的・空間
的に外部から伝播（でんぱ）してくる派生物である、と仮定されていた。 
　技術を外生的に捉えるこの考え方は、人類共通の課題を解決するために
オープンな基礎研究が重要である、という主張を支える。そしてまた、技
術蓄積の少ない新興国が先進国から伝播する技術を活用しながら経済成長
するという、1990 年代後半から顕在化したアジアの急成長を、結果的に
説明する理論となった。
　一方、1980 年代の中期に提唱された Romer の内生的成長理論では、技
術開発それ自身が市場経済に組み込まれており、自ら研究開発投資をして
技術を蓄積し、人材育成・学習および経験などを蓄積して技術レベルが高
まることが競争優位や経済成長に貢献する、と位置付けられた。日本を含
む多くの先進工業国が科学・技術予算を急増させる思想的な背景も、ここ
にあったのである。しかしながらこのモデルでは、巨額投資によって独創
的な技術が生まれ、世界の人々に受け入れられる新製品を開発できれば競
争優位や成長に直結する、というリニアモデルが暗黙の内に仮定されてい
た。

・

・

東京大学総括プロジェクト機構
知的資産経営総括寄付講座
特任教授

小川　紘一
（おがわ・こういち）

日本の技術が国際競争力を失っているのではない。たとえ圧倒的な技術力と知財が
擦り込まれた製品であってもグローバル市場で日本企業の競争優位に結び付いてい
ないのである。
技術を生み出す供給サイドという従来型の取り組み以上に、出口サイドから見たイ
ノベーションシステムの再構築が求められている。

・ モデル・ の

三 と の

て の
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　従って国や企業の役割は、研究開発資金の投入という供給サイドを主導
し、技術イノベーションを加速することであった。製造段階で競争優位を
築くための “行政側の出口政策”はもとより、研究開発投資が生み出す技術
成果や知的財産を競争優位へ転換させる “企業側のビジネスモデル”、が強
調されることはまれであった。

◆日本が直面する技術創造立国のジレンマ・知財立国の
　ジレンマ
　日本でも、科学・技術が競争優位・雇用・経済成長を担うと位置付けら
れ、1996 年からはじまる第 1期科学技術基本計画から現在まで 60 兆円
の国税が注ぎ込まれた。民間の研究開発投資を含めれば、総額 200 兆円の
巨額に及ぶ。しかしながら日本企業は 1995 年の超円高を契機に、製造拠
点をアジア地域へ大規模に展開した。ここから地方の工場が消え、国内の
雇用が 300 万人以上も減る。製造業がマイナス成長だったのは言うまでも
ない。
　企業の技術開発や製品開発の
現場に目を移すと、例えば
DVD は、日本のエレクトロニ
クス業界が総力を挙げて開発
し、基本技術や製品開発はもと
より市場開拓や国際標準化もす
べて日本企業が主導した。しか
しながら図 1に示すように、大
量普及するタイミングでグロー
バル市場のシェアを急落させ
た。液晶技術や太陽電池技術
も、日本が 30 年にも及ぶ産学
官連携によって生み出した “世
界に誇る”技術イノベーション
であり、技術蓄積や知財で圧倒
的な優位性を持つ。しかしなが
らDVDと同じカーブを描いて市場撤退への道を歩んだ（図 1）*1。日本が誇
る蓄電池も決して例外ではない。日本に代わってグローバル市場のリー
ダーになったのは、技術蓄積の少ないアジア諸国企業であった。国際分業
型のアダム・スミス的成長モデルと Solo の外生的成長モデルが同時発生す
る産業領域で、アジア諸国の企業が大躍進していたのである。
　営々と続けた地道な研究開発によって、確かに日本は世界でトップレベ
ルの技術と知財を手にした。例えば日本企業が世界の５大特許庁へ出願・
登録した特許の数は米国とほぼ同じであり、他国を圧倒する。この意味で
なら、伝統的な供給サイドの思想に立つ研究投資が成果を挙げたのは紛れ
もない事実である。日本の技術が国際競争力を失っているのではない。わ
れわれに突き付けられているのは、たとえ圧倒的な技術力と知財が擦り込

図１　大量普及のステージから市場撤退への道を歩む

1 

2010
  

*1：図 1は文末の参考文献1
の 1章、図 1.1 に 蓄 電 池 の
データを追加して作成
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まれた製品であってもグローバル市場で日本企業の競争優位に結び付かな
い、という現実である。次々にプロダクトイノベーションを生み出したと
しても投資を回収できず、雇用と経済成長に結び付かない、という状況に
日本企業が追い込まれたのである。

◆三位一体型のイノベーションシステムが必要
　科学技術振興機構（JST）は、他国よりも少ない予算を 2段ロケット方式
などに代表される工夫で補い、世界に誇る技術イノベーションを次々と生
み出してきた（北澤、2010）。今後も生み出し続けることであろう。そし
て伝統的な外生的成長理論が語る人類社会への貢献として、JST の成果が
間違いなく人類史に記録される。しかしながら現在のわれわれには、技術
を生み出す供給サイドという従来型の取り組み以上に、出口サイドから見
たイノベーションシステムの再構築が求められている。
　それには、まず日本のあるべき将来像をビジョンとして描き、広くコン
センサスを取り、ビジョンを実現するために必要な技術領域を定義し、こ
れを開発するための基礎研究を
方向付けることが必要である。
当然のことながら、数年後の商
品化という短期的な取り組みで
はない。また閉鎖的な日の丸プ
ロジェクトではなく、世界の知
識・知恵を呼び込むオープンな
仕組みになっていなければなら
ない。しかしながら、これでも
単なる必要条件に過ぎない。必
要にして十分な条件へと展開す
るには、期待される技術イノ
ベーションの成果をグローバル
市場の競争優位や雇用・成長に
結び付けるための仕組みを、研
究開発投資の段階で構築しなけ
ればならない。これらのすべてを同時に追求する一連の取り組みが、出口
サイドから再構築するイノベーションシステムなのである。
　出口サイドからイノベーションシステムを再構築した先駆的な事例に、
1984 年に発足した世界最大級の基礎研究機関としての、欧州 Framework 
Program がある *2。2007 年にスタートした第 7 次 Framework Program
（FP-7）の全体構造を、図 2に要約した。
　FP-7 は、インプット機能の European Technology Platform（ETP）、サ
ポート機能の共同研究助成（Cooperation）、そしてプロジェクト推進機能
の Joint Technology Initiative （JTI）という、独立した 3つの機能で構成さ
れている。インプット機能の ETP は、欧州委員会の要請で 10年後の欧州
の在るべき姿について衆知を集めて起案し（Vision）、 ロードマップを作る。

図２　第７次 Framework Programの全体構造

*2：例えば、参考文献5
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同時に、これを実現するための技術領域と
基礎研究の方向性を Strategic Research 
Agenda（SRA）として作成する。さらには、
この市場化に向けた Implement Action 
Plan（IAP）も作成しなければならない。
　ETP は特定の行政機関ではなく、大手企
業、中 小 企 業、公 的 研 究 機 関、大 学、
NPO、市民団体、金融機関、および国や地
方の行政機関が参加するオープンな議論の
場なので、非常に高度なマネージメントが
なければ機能しない。技術世論の形成が合
意形成で非常に重要な役割を果たす *3。
　ETP で合意されたプロジェクトは、研究
資金を担当する Cooperation へ送られ、プロジェクトを資金的な側面から
審査する。原則として研究資金の約半分は民間企業が負担しなければなら
ない *4。プロジェクト推進機能の JTI は、EU域内だけでなく世界中の研究
パートナーとの連携をチェックし、資金管理やプロジェクト進展状況の管
理を行う。
　FP-7 で特に留意すべき点は、JTI に選ばれたプロジェクトが連携し合っ
て互いに相乗効果が生まれる構造になっている点である。主要な国家プロ
ジェクトが、すべて互いに全体最適へ向かうように方向付けられ、10年後
の欧州の社会イノベーションに貢献する構造が事前設計されている、と言
い換えてもよい。デジタル化を象徴する組み込み型のシステム（ソフトウ
エア）の基礎研究がその中核に位置付けられている点が、非常に興味深
い *5。その様子を図 3で模式的に示した *6。
　このようなイノベーションシステムが生まれた背景には、シュンペータ
反革命・ケインズ反革命ともいうべき 1970 年代から 1980 年代の思想運
動を起点にした産業構造転換があり、欧州連合（1992 年の EU）発足に向
けた政策枠組みの転換があった。この一連の潮流の中で興隆したデジタル
技術が、産業構造をオープン国際分業型へ一気に変えていったのである。
そしてアジア諸国は、オープン国際分業へ大転換する 1990 年代に、これ
に呼応した比較優位のビジネス制度設計を完成させた *7。デジタル化とは
単に技術のことではなく、製品アーキテクチャの大転換であり、グローバ
ル産業構造の転換であり、そして企業制度や産業政策、イノベーションシ
ステムの大転換を誘発させたのである。しかしながら Japan as Number 
One と言われた日本は、何も変える必要がなく、伝統的なイノベーション
モデルを追求し、伝統的な企業制度の下でものづくりを追求してきた。
　世界の産業界は、欧米による強制的な産業構造転換とデジタル化との重
畳によって、1990 年代に歴史的な転換期に立った。これが最も早く顕在
化し、オープン国際分業型へ転換したのがエレクトロニクス産業だったの
である。その背後に、技術伝播スピードが 10倍から 30倍に加速するオー
プンなグローバル市場の興隆があり *8、知的財産が本来持つはずの役割が

図３　JTI に選ばれたプロジェクトの相互関係

Euro 

•
•

•
•
•
•

Euro 

Euro 
2008~2017 

*3：日本はそれぞれの府省が独
自の審議会や委員会を用いて衆
知を集めるが、国としての全体
最適に向けた動きは弱い。内閣
官房（内閣府ではない）に FP-7
と類似の機能を持たせれば全体
最適へ向かうであろう。

*4：大規模企業であれば50%、
小規模企業なら約30%の負担
となる。

*5：組み込み型システムを支え
るマイクロプロセッサーは、
2015年で300億個が、2025
年には 600億個という、想像
を絶する数が製品に内蔵され
る。この1つひとつで膨大な
数のソフトウエアが組み込まれ
るという意味で、多種多様な産
業領域でデジタル化が進む。す
なわち製品アーキテクチャが転
換し、グローバル市場の産業構
造が変わり、競争ルールが変わ
る。図 1の経営環境が多くの産
業領域へ急速に拡大する、と言
い換えてもよい。残念ながら日
本の国家プロジェクトは伝統的
な技術開発が中心であり、組み
込みシステムが将来の人類社会
に多大な影響を与えるという認
識に乏しい。

*6：Framework Program 以
外にそれぞれの国が独自のイノ
ベーションシステムを持つが、
その多くが FP-7 とリンクして
いる。

*7：アジア諸国が完成させた比
較優位のビジネス制度設計につ
いては参考文献3の 2章 2.1
節
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これによって一変する、という事実があっ
た *9。技術と知財に勝る日本が事業で勝てな
い図 1の実態がエレクトロニクス産業から顕
在化した背景が、実はここにあったのである。
われわれが特に留意すべき点は、日本企業を
図 1の姿に引き込むグローバル産業構造の転
換が、21世紀になってからほかの多くの領域
に急拡大している、という事実である。その
様子を図 4に示すが、今後の新成長戦略を担
うと期待される LED 照明、電気自動車、大容
量蓄電池、そしてスマートグリッドなどの
新・エネルギー関連産業の領域でも、すでに
その兆候が顕在化している。このまま放置すれば、多くの産業領域で図 1
と同じ状況に直面するであろう。たとえ太陽電池の効率を飛躍的に上げて
も図 1の事態が変わることはない。決して投資リスクの問題ではなく、国
の競争政策や企業のビジネスモデル、知財マネージメントという *10、出口
サイドの問題だからである。
　JST は、今後も日本独自の技術を生み出すことが強く期待される。しか
しながらわれわれは同時に、JST の成果をグローバル市場の競争優位に結
び付ける仕組みとしてのビジネスモデルや知財マネージメントを、研究開
発のステージから事前設計しなければならない。同時に国は、これを製造
段階で支える出口サイドの競争政策を事前設計しなければならない。競争
政策に、ソフトウエアの介在と製品アーキテクチャの転換を前提にした産
業構造の見直し、経済特区の設置や法人税の大幅低減を含むビジネス制度
の再設計、などが含まれるのは言うまでもない。
　21世紀は、技術イノベーションとビジネスモデル・イノベーション、そ
して政策イノベーションが密接に連携する三位一体型のイノベーションシ
ステムが必須の時代となった。技術イノベーションを起点に、ビジネスモ
デルと出口サイドの競争政策が事前設計されてはじめて、国内で起業が増
え、超円高であっても国内の工場が国際競争力を持ち、雇用が生まれて経
済成長に結び付く時代となったのである。
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◆科研費増加の背景
　大学の役割は大きく言って 2つに分類できるでしょう。優秀な人材を育
てることと、最先端の研究を先導していくことです。われわれ大学人は
「どちらがより重要か」という議論をよくします。どちらもほぼ同じという
人も多いですが、私は前者の人を育てる教育だと思っています。次世代を
担う人材の創出こそが大学の最も重要な使命と確信します。しかし、その
ことは大学における研究の重要性を否定するものではありません。研究の
フロンティアを開拓していくことは紛れもなく大学人の極めて重要な責務
です。
　さてその研究に関してですが、大学の研究は真理の追求という大命題の
下行うべきであって、それは必ずしも直接人類の役に立つ必要はないと
思っています。宇宙の果てはどうなっているのだろうか、最初の生命はど
のようにして誕生したのか、など人類の知的好奇心をかき立てる題材はい
ろいろあります。一方、単に知的好奇心を満足させるだけでなく、直接人
類に、特に産業に対して貢献する研究も大学には強く求められています。
もともとこのような考え方はあったのでしょうが、1995 年に施行された
科学技術基本法により明確に位置付けられたといってよいでしょう。
　このことを文部科学省の科学研究費補助金、いわゆる科研費の額からも
みてとることができます。科研費は基本的にアカデミアに渡し、アカデミ
アの責任で分配し、運用することが期待されている国費です。それで賄わ
れる研究の対象は産業などに全く役立たなくてもよいですし、もちろん役
に立つことでもよいわけです。その科研費は 95 年以降、急激に伸びてい
ます。95年から見ると現在は３倍近くにまでなっています。これはアカデ
ミアに対し、「産業に貢献する研究をもっとやってほしい」との国家の、国
民の要請であるように私には思えます。

◆アカデミアに寄せられる不満
　しかし、現在、産業界や行政サイドはアカデミアの研究に対し強い不満

社会的課題解決に向けた研究開発の在り方。
提言1：

提言2：

提言3：

東京大学大学院　工学系研究科
応用化学専攻　教授

橋本　和仁
（はしもと・かずひと）

研究者コミュニティーは、純粋基礎研究を守るためにも課題解決型研究への
貢献をすべき。「基礎研究成果は 100 年後に出てくる」では通用しない。
異分野との融合やアカデミアと産業界の相互的・相補的な情報提供を促進さ
せる場（ハブ）の誘導（先端的装置、人材を持つ拠点）。
優れた研究人材（特に基礎研究分野）を、イノベーションを導く研究、製品開
発のリーダー（プロデューサー）として活用すべき。

社会 と研究 の

て の
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を抱いています。産業界からは「アカデミアは自分の興味だけでなく、現
実に目を向けた研究もやってほしい」「（研究費を獲得するために）金儲け
のことや企業と同じような製品開発研究など行わず、技術の基盤となる本
質的なことをやってほしい」との意見がよく寄せられます。「大学等の研究
者は自分の後継者を育てるだけではなく、幅広い知識を持つリーダーを育
ててほしい」という声もあります。
　一方、行政サイドからは「学者は自分の興味だけで研究しており、彼ら
の成果はほとんど社会の役に立っていない」「日本の将来、人類の将来に科
学・技術で貢献するといった意気込みを持っていないのか！」という叱咤
（しった）にも似た不満が寄せられています。
　これだけ経済が苦しい中でこれまで科学技術関係予算だけはずっと別扱
いされてきています。だからこそ産業界や行政は、「アカデミアはもっと真
剣に産業のことを、日本のことを考えてほしい」と言っているのでしょう。

◆役に立たないという批判
　しかし、アカデミアに所属する研究者の多くは自分たちの研究は価値が
ないとは思っていません。アカデミアの本来の役割は産業貢献とは違うか
らです。時の政府や社会の意向・流れに乗らないことが結局、文化の継承
とか平和を守るといったことにつながったという例も数多いからです。わ
れわれはずっとそう教わってきました。それはある意味で正しいと言える
でしょう。
　しかし前述したように、この財政的危機にあって、科学技術関係予算を
特別扱いしており、それをアカデミアは当然のごとく受けている（享受し
ている）という現状では、社会や政府からの要請を正面から受け止める責
任はアカデミアにあることは明らかです。
　また、アカデミアには「われわれの研究レベルは世界的に見て高く、社
会に対しても十分に貢献している」といった気持ちがあります。さて、実
際はどうなのでしょうか。この図 1を見てください。右は重点 4分野（ナ

図１　米国における特許公開件数（左）と学術論文分野別被引用数比率（右）

)

2006/9 2007/8

H21 3.6
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ノテク・材料分野、ライフサイエンス分野、環境分野、情報通信分野）の
学術論文の被引用数比率です。学術のクオリティーを示す１つの指標とと
らえてよいでしょう。基礎物理、化学をベースとする「ナノテク・材料」が
強い。つまり、基礎研究分野においては質・量ともにわが国は優れた研究
成果が得られている、ということです。ところが応用的色彩の強い「環境」
は極めて低いことがわかります。
　一方、図の左は米国における特許公開件数です。米国なので、米国以外
の日本、欧州、中国、韓国を対象にしています。論文の被引用数で低かっ
た「環境」分野が日本は大変高い数字となっていることが分かります。日本
は「環境技術」に強いと言われていますが、それを裏付ける数字と言えま
す。しかもそれは企業の努力に支えられていて、学術界はあまり貢献して
いない、というようなことが示唆されているように思えます。
　すなわち、このような統計的な数値から見ても、アカデミアは基礎中心
で、これからの日本の産業を牽引していく方向の応用研究に対しての貢献
度は少ないと言えるのではないでしょうか。

◆優秀な研究人材はなぜ基礎研究により興味を持つのか
　なぜアカデミアの研究者は応用よりも基礎研究分野により興味を持つの
か、疑問に思われる方も多いかもしれません。しかし、それはある意味で
必然なのです。学問というのは対象を一般化して議論することにより、良
い研究となり、レベルの高い学術雑誌に出すことができます。優れた学術
誌に自分の成果を報告できることが研究者にとって一番重要なことなので
す。それにより世界中で知られ、優秀な研究者のコミュニティーへ仲間入
りでき、切磋琢磨（せっさたくま）が可能となるのです。
　ところが人類に必要な技術は具体的でなければいけない。すなわち、対
象は一般化とは正反対で各論になります。つまりその学術的価値は必然的
に低いことになります。当然成果は優れた学術誌に掲載されることが困難
となります。その結果、国際的に高い競争力を持つ研究者は基礎研究を対
象としたくなることになります。
　しかも私が見るに、基礎研究においても、よりボトム側（より基礎側）に
優秀人材が偏在しているようです。

　これ以外にもアカデミアの産業に対する貢献が低くなっている理由とし
て次の 2点が挙げられます。
　・多くの優秀な人材は基礎研究成果の積み上げで出口につながると思い
　　込んでおり、自分の責任はそこまでで十分と考えている
　・自分は応用研究に向いていないし、応用研究は基礎研究に比べて面白
　　くない（独創性は必要ない）と考えている

　すなわち、多くの優れた研究者は基礎研究で成果を出すのが自分の責任
であり、そこから先は誰かがやってくれればよいと思っています。さらに
言えば（これは言い過ぎと批判を招くと思いますが）実は基礎研究をずっと
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やってきた人は応用研究を低く見ている傾向があります。レベルの低いこ
とはやりたくないというのが本音で、それを応用研究に向いていないとか、
応用研究には独創性は必要ないとか、そういう言葉で表現しているように
思えます。

◆酸化チタン光触媒
　ここで、「社会に、産業界に貢献できる研究は実は基礎研究を志す人に
とってもとても魅力的で面白い」ということを、自分自身の経験から述べ
たいと思います。
　私は理学部の出身です。しかも前日本学士院院長の長倉三郎先生の弟子
で、ある意味で極めて正統的な理学部教育を受けてきたといってよいと思
います。途中いろいろな経緯があったのですが、たまたま工学部の藤嶋昭
先生の研究室に 2年間の任期付き講師で呼ばれました。1989 年のことで
す。「せっかく『本多・藤嶋効果』の本家本元の研究室に来られたのだから、
何とか酸化チタンを使った仕事をしてみたい」などと思っていました。
　ある時、まったくの思いつきですが、「トイレに酸化チタン光触媒を塗っ
たら、きれいに保てるのではないか」との考えが浮かびました。今も大学
のトイレは決してきれいとは言えませんが、当時は今とは比べようもなく
汚いトイレだったのです。ある意味、生きる知恵みたいなものです。もち
ろん学問的に意味のある研究にはならないと思っていましたが、ほとんど
ジョークで藤嶋先生に「便器に光触媒をコーティングしてみては」と提案し
たら、「それは面白いね」と言われたのです。「それでは」と、もう遊び気分
だけで TOTO株式会社の研究者に電話をして話してみました。すると、「面
白いかもしれないので、一度会って話をしましょう」と。
　しかし、現在では考えられないことで
すが、当時は東大において、産業界が興
味を持つような研究をするということは
なんとなく後ろめたい雰囲気でした。で
すから TOTO の人には土曜日に大学に来
てもらい、隠れてミーティングしたよう
に記憶しています。それを契機に共同研
究を（遊び気分で）やっていたのですが、
どんどん展開していきました。
　当初の発想で行っていた研究は学問的
には全く新しいものではなかったのです
が、95年になって全く予想もしなかった
新しい現象に遭遇しました。酸化チタン
コーティング材料に紫外線を照射すると
水に極めてぬれやすくなるという現象、
いわゆる「光誘起超親水性現象」の発見です（図 2）。これは学術的にも価
値のある発見で、その研究はアカデミアの中でも最も価値がある 1つと信
じられている『Nature』誌に報告することができました。しかもこの現象

図２　酸化チタン光触媒
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は実用的にも非常に価値が高かったのです。これがある意味で私の今の研
究の原点です。全くの実用研究を、いわば遊び心で進めていたら、学術的
にも価値のある成果につながったわけです。

◆いろいろな人と共同研究
　その後、産業界の人を中心に、いろ
いろな人と共同研究をしました。彼ら
とのディスカッションではとても学ぶ
ことが多かったです。また、意外なこ
とに私自身も応用展開に関していろい
ろなアイデアが出てくるのです。
　われわれの成果はすでに実際に使わ
れており、世界で 1,000 億円以上の市
場となっていると推定しています。
　これ以外でも写真 1のようないろい
ろなアプリケーション研究を進めてい
ます。例えば、農業資材メーカーや農
業分野の研究者と一緒に温室栽培の廃
液浄化の実験を進めています。また、
自動車排ガスに含まれるNOx 除去を行
おうという研究。これはゼネコンなどと一緒に進めています。このように
さまざまな分野で研究を展開しているのが光触媒の特徴なのですが、もち
ろん私だけで考えていてこのようないろいろなアイデアが浮かんでくるわ
けはありません。多様のバックグラウンドを持つ人と頻繁にディスカッ
ションしていく中で浮かんでくるのです。しかもそれを実現してくれる人
がいる。これは実に楽しいことです。

◆光触媒研究で学んだこと
　光触媒研究で学んだことを整理してみましょう。

●基礎研究を専門としていた研究者にとっては、応用研究も面白い
　私はずっとアイデアのない人間だなと思ってきたんです。今そう言って
も学生は誰も信じませんが、30代の半ばぐらいまで基礎研究にどっぷりと
つかり、優秀な人たちに囲まれて研究を進めていた時は「自分のオリジナ
リティーのある研究ができないな…」とずいぶんもがいていたのです。
　ところが産業界の人と一緒に研究するようになり新しいアイデアがどん
どん出てくるようになったのです。それは異分野、特に産業界の人とのイ
ンタラクションの過程で出てくることが多いのです。さらに重要なのは、
応用分野に対してのアイデアだけでなく、基礎的な、学術的な事柄に対し
てもアイデアが浮かんでくるようになったのです。これはぜひ強調したい。
基礎分野の科学者にたちにとっても産業界の人とディスカッションするこ
とは実に意味があるのです。

写真１　太陽光を利用する環境保存・浄化
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●基礎研究での経験、獲得したノウハウは出口に近い研究でも有効
　われわれ基礎研究をやってきた人間は常にオリジナリティー、アイデア
を求められてきています。その経験は出口研究、開発でも有効なのです。
どうやって新しい製品を生み出すか、新しいところをやるか、それはやは
りオリジナリティーを必要とするのです。

●出口をイメージできる研究者は企業においても少ない
　多くの企業の研究者と共同作業をしましたが、皆が皆、出口をイメージ
して研究開発を進めることに優れているわけではありません。これはある
意味で当たり前ですが、企業だって出口のことをイメージできる人という
のは限られているわけです。

●1人では困難でも、異分野研究者と協同作業することにより異なる分野
に研究展開することはそれほど困難ではない

●異分野研究者との協同作業、企業の市場精通人材との双方向情報交換を
継続的に行うことが成果展開には極めて効果的
　いろいろな人とディスカッションすることが重要です。企業の研究者は
もちろんですが、さらに製造の人、さらにはマーケティングの人などとの
ディスカッションは実に刺激的です。そういう人が入ってくると自分たち
の予想もしなかった発想が生まれることがあります。

　このようなディスカッションは継続的に行うことが極めて重要です。こ
れはいろいろなアイデアが集まるというだけでなく、お互いの信頼感が高
まるという点で意味があるのです。信頼感のある異分野、異業種の集団と
いうのは素晴らしい戦力です。
　私は今、ある NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構）プロジェクトのリーダーをしていますが、メンバーの産業界の人たち
とアカデミアの人たち、合わせて 40 人ほどで毎月２回、午前中から午後
にかけて 4、5時間のミーティングをしています。さらに、年に１回は泊
まり込みで朝方まで飲む会をやっています（笑）。今 4年目ですが、われわ
れの信頼感は大したものです。情報交換が本当にスムーズに進められてい
るのです。自分の会社の人に言わないことまでもこのグループの中では共
有するほどです（笑）。まさに日本的な社交法ですが、これこそ日本の強み
かもしれません。

【提言 1】研究者コミュニティーは、純粋基礎研究を守るためにも課題解決
型研究への貢献をすべき。「基礎研究成果は 100 年後に出てくる」では通用
しない

社会的課題解決に向けた研究開発の在り方
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　これまで述べてきたように基礎研究に価値があって、応用研究は価値が
ないと考えるのは明らかな間違いです。注意していただきたいのは「国家
的、社会的課題解決のための研究だけをすべき」と言っているのではあり
ません。「優れた研究者は基礎研究とともに、国家的・社会的課題解決のた
めの研究も」すべきと申し上げたいのです。

【提言 2】異分野との融合やアカデミアと産業界の相互的・相補的な情報提
供を促進させる場（ハブ）の誘導（先端的装置、人材を持つ拠点）
　アカデミアと産業界の緊密な情報交換、つまり双方向の共同作業を継続
的に、頻繁に持つことが重要です。単に研究者だけでなくてマーケットの
人も入るなどできるだけ広いほうがいい。そこからサイエンティフィック
に価値のある研究成果も生まれる可能性が十分にあります。

【提言 3】優れた研究人材（特に基礎研究分野）を、イノベーションを導く
研究、製品開発のリーダー（プロデューサー）として活用すべき
　そこではやはりリーダーが重要です。「リーダーをどうやって育成する
か」とよく議論しますが、私は育成ではなく、いかにその能力のある人を
連れてくるかが課題なのだと思います。もちろん育成する努力もしないと
いけないでしょうが、国際的な競争に勝ち残っていくためには即戦力が必
要なのです。望まれるリーダーというのは「オーガナイザー」や「コーディ
ネーター」ではなくて「プロデューサー」というべきでしょう。独創的な発
想を持っていなければいけない。独創性は研究者、特に基礎分野の研究者
が得意とするところです。そこで私は提案するのです。基礎分野で世界相
手に独創性を競っているような超一流の研究者を、イノベーションを導く
研究、製品開発のリーダーとして誘導すべきです。
　こう言うと、「優れた研究者は研究に専念させてあげるべき」「そんなこ
とをしていると研究が駄目になる」と批判されます。そうかも分かりませ
ん。しかし、リーダーはそんなにたくさんは要らないのです。基礎研究の
独創的な研究者がみんなリーダーに向いているはずはありません。多くは
自分の研究に専念させてあげるのがよいでしょう。しかし、研究力もあり、
リーダーとしての資質を持った人も多いことも間違いありません。そのよ
うな人たちは単に研究をやるだけでなくて全体を見渡す能力も優れていま
す。ただし、その人がマーケティングや製造技術や応用研究をやる必要は
ありません。リーダーとして全体に対して責任を持ち、プロジェクトを推
進していくのです。

◆研究者の望むインセンティブ
　基礎研究で世界と渡り合っている人にとって、イノベーションのための
組織のリーダーになることは最も重要な論文を書く時間が減ることを意味
しています。ですから論文以外の新たなインセンティブを与える必要があ
ります。なかなか難しい問題ですが、1つ言えるのは研究資金の保証で
しょう。現在のファンディングのシステムでは、せいぜい最長でも 5年で
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プロジェクトは終わります。しかも終了後同じテーマで研究資金を得るこ
とはほとんど不可能です。
　5年で次のテーマに変えるということは、プロジェクトを進めている
真っ最中、3年目ぐらいになると次のテーマを考えなければいけないこと
を意味しています。そこでイノベーションリーダーとして活躍する研究者
にはより長期的な研究資金をある意味で「保証」するのです。もちろんス
テージゲートはちゃんとやるべきです。自動延長の保証ではなく成果が出
たものは、同じテーマで発展的に展開できる仕組みをリーダーに与えると
いうことは大きなインセンティブになります。いい成果が出たら 10 年間
あるいは 15 年間研究が保証されるのであれば多くの研究者が手を挙げる
と思います。
　もう 1つインセンティブになりうるのは優れたマネジメントパートナー
の提供でしょうか。マネジメントの低減は極めて重要です。今はリーダー
に研究から人事からすべてかぶってきてしまうから非常に大変です。だか
ら有能なマネジメントパートナーは――リサーチ・アドミニストレーター
と言えばよいと思いますが――絶対に必要です。でも今、日本にはそうい
う職種はありません。しかし、人材は研究機関やファンディングエージェ
ンシー、さらには行政機関にいると思います。ぜひ優秀な人材を集めて、
そういう優れた専門家集団をつくるべきです *1。

*1：文部科学省が平成23年
度、リサーチ・アドミニスト
レーターを活用・育成するシス
テムの整備に乗り出す。
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◆わが国経済の実相
　近年、世界の中で日本の経済的な地位は低下している。1人当たり GDP
の世界ランキングは、国際通貨基金（IMF）等の資料によれば、2000 年に
3位であったものが 2008 年には 23位、GDP に占めるシェアも、1990 年
に 14.3％であったものが 2008 年には 8.9％と大幅に低下している。1990
年 1位であった国際経営開発研究所（IMD）国際競争力順位は、2008 年に
は 22 位となっている。少子高齢化、人口減少という流れの中で、日本の
主要産業が主なターゲットとする市場は内需や欧米から、発展途上国、新
興国に大きくシフトしてきている。また、日本企業の海外への投資は毎年
増加してきているが、国内投資は停滞気味である。加えて、国内の生産機
能、開発機能、本社機能を海外へ移転することを多くの企業が検討してい
る。このような状況が続けば、国内産業の空洞化、雇用の場の消失が懸念
される。
　特に、地方経済はますます深刻な状況である。東京、名古屋とそれ以外
の経済格差が拡大している。特に、地方圏では急速な人口減少、地域経済
の建て直しが深刻な課題となっている。これまで、わが国の経常利益は自
動車に代表される輸送機械、電機、鉄鋼、一般機械といったグローバル製
造４業種に大きく依存してきた。2001 年から 2007 年の経常利益増は全
産業で約 25.2 兆円であったが、その 36％（9.1 兆円）がこのグローバル製
造４業種（輸送機械 2.1 兆円、電機 3.2 兆円、鉄鋼 1.8 兆円、一般機械 1.9
兆円）に依存している。特に、名目 GDP 伸び率（2000 年 → 2007 年）
2.5％のうち、自動車の貢献が約半分（1.1％）を占め、自動車産業に大きく
依存してきたことが分かる。
　しかし、雇用面では事情が異なる。就業者数で見ると、グローバル製造
業の比率は約 17％にとどまっており、先進国はどこでも低下傾向を示して
いる。これら日本のグローバル製造業企業がこれまで通り世界のマーケッ
トの中で活躍することが期待されるが、雇用ということでは、グローバル
製造業に多くを期待することは今後、厳しい状況となってきた。人口が減

これまで日本経済をけん引してきた自動車・同部品（輸送機械）、電機、鉄鋼、一般機
械などグローバル製造業の国際競争力の低下が懸念される中、目指すべきわが国産業
の方向性として 2つを掲げる。1つは、技術力のあるものづくり中小企業、システ
ム・インフラ産業、感性・文化産業（ファッション、観光など）などを従来のグローバ
ル製造業と同様に海外のマーケットにつなげること。いま 1つは、製造業とサービス
の垣根を越えること、具体的には地域の内需型産業が社会的課題（環境・エネルギー
対策、高齢化対策など）をビジネスにし、海外をも視野に展開していくことである。

東京理科大学　特命教授
（元 経済産業省 地域経済産業
  審議官）

塚本　修
（つかもと・おさむ）

の

の 産 の

て の



http://sangakukan.jp/journal/
34 産学官連携ジャーナル  Vol.7  No.4  2011

少傾向でわが国の内需が今後大きく期待できない中、わが国経済の規模、
雇用を確保していくためには、グローバル製造業 4業種以外の産業を、海
外の成長市場につなげることで付加価値を高めていくことが極めて重要で
ある。

◆わが国企業およびビジネスインフラの課題
　日本企業の利益率は、海外の
企業の利益率に比較し著しく低
い。海外企業は、利益率が 10％
から 16％であるが、わが国の情
報通信、重電、半導体、化学、
セメント関連企業の利益率はい
ずれも 6％以下である。このこと
は、新しい研究開発投資が十分
にできない等、日本企業が今後
の成長力に大きな問題を抱えて
いることを示している。
　また、諸外国と比較して日本
企業は同一産業内に多数のプ
レーヤーが存在しており、こう
した国内における “過当競争” が
企業の成長力を阻害していると
考えられる。グローバル市場を
視野に入れた大きな企業再編の
動きが最近出てきているが、わ
が国の独禁法運用の問題とも密
接に関連しており、国際的な視
野を持った競争政策が極めて重
要であると考えられる（図 1）。
例えば、自動車の国内市場は韓
国の約 4倍の 423万台あるのに、
自動車メーカー１社あたりの市
場は、韓国の約 100 万台に対し
わが国は 70万台。これまでに業
界再編を積極的にやってきた韓
国とわが国の違いが顕著に表れ
ているものである（図 2）。
　一方、わが国企業のビジネスモデルも大きな問題を抱えている。わが国
は、これまで企業系列の中で高度な擦り合わせ技術をベースに競争力を維
持してきたが、欧米企業のモジュール化とオープン化の組み合わせをベー
スとしたビジネスモデル、言い換えると、「ブラックボックス」と「オープ
ン」を合わせた標準戦略の仕掛けが大きな成果を挙げており、擦り合わせ

図１　各産業の主要プレーヤーの概要
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図２　日本と韓国の比較
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技術をベースとした日本の成功
モデルがあまり通用しなくなっ
てきた。
　中央演算装置部分はクローズ
ドにし、マザーボード、PC バス
等のインターフェース部分は徹
底的にオープンにしているイン
テルのパソコンが典型的な欧米
型のビジネスモデルである。わ
が国企業は、このビジネスモデ
ルについていけず、高度な技術
はあっても単なる部品、部材
メーカーの位置付けになり、過
酷な価格過当競争に苦しんでい
る。ネットワークシステムや携
帯電話の分野でも、同様な状況
が顕在化している（図 3）。
　また、最近わが国は、ビジネ
スインフラのあらゆる機能面で、
アジアの中核拠点としての競争
力を急激に失いつつある。統括
拠 点、製 造 拠 点、R&D 拠 点、
バックオフィス、物流拠点等い
ずれの機能でも日本の立地競争
力が低下している。これは、日
本の事業コストが高いことに起
因している。法人税はいうまで
もなく、主要港湾のインフラ整
備・維持、航空貨物取り扱いな
どのコスト等は、韓国、シンガ
ポールと比較し非常に高い。こ
のため、このような状況を変えていくことが緊急の政策課題となっている
（図 4）。

◆目指すべき産業構造の方向
　グローバル製造業（輸送機械、電機、鉄鋼、一般機械）は、国際マーケッ
トにおいてシェアを喪失し、生産・調達機能は海外に移転している。しか
し、ビジネスモデルの転換、立地競争力の強化、産業の集約化などにより、
可能な限り海外での競争力を維持する努力は続けなければならない。
　今後のわが国の目指すべき産業構造の方向性は、以下の 2つである。
（１）従来のグローバル製造業以外の産業を、海外のマーケットに積極的

につなげる

図３　海外企業は標準戦略の仕掛けで競争優位を構築
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（２）

　従来のグローバル製造業以外の産業は次のようなものである。
　・技術力あるものづくり中小企業
　・システム・インフラ産業（電力、鉄道、水、省エネ、都市開発）
　・感性・文化関連産業（ファッション、観光、アニメ等）
　これらシステム・インフラ産業や感性・文化関連産業は、大きな潜在力
を持ちながら海外マーケットとのつながりが希薄であった。
　また、製造業とサービスの垣根を越えるとは、地域の内需型産業が、社
会課題（環境・エネルギー対応、高齢者対応など）をビジネスとして展開
し、国内はもとより、海外のマーケットにつながっていくことである。
　いわば、従来のグローバル産業を中心とした「一本足打法型」から「八ヶ
岳型」産業構造への転換が求められているわけである（図 5）。

　その際、まず、最終製品を見据えた高度部材、材料産業に代表される基
幹技術の抑え込み（擦り合わせ・ブラックボックス化）とインターフェース
の標準化・オープン化、世界的プレーヤーのネットワークへの食い込みが
重要である。
　次に、製品を単品で売るのではなく、新興国の求めるシステム輸出や、
環境・エネルギーやシルバーマーケットなどの社会ニーズを解決するソ
リューションという形で提供することが求められている。
　さらには、成長新興国のマーケットニーズに直結して、感性・文化・信
頼性を商品としてこれら新興国で爆発的なマーケットが予想される中産階
級のボリュームゾーンを意識したマーケット戦略が重要であると考える
（図 6）。

マーケットのニーズに対応するため、製造業とサービス業の垣根を
越える

図５　目指すべき産業構造の方向性
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◆日本の将来を創る戦略分野
　日本の将来を創る戦略分野としては、目指すべき産業構造の方向を踏ま
え、アジアの所得弾力性の高い分野（インフラ、衣・食・住のボリューム
ゾーン）、炭素生産性の高い分野、少子高齢化による市場拡大分野が、重要
となってくるものと思われる。
　具体的には、以下のような分野でわが国が国際的な競争力を持つことが
求められる。
　・
　・

　・

　・

　・
　企業のビジネスモデルの課題克服、政府としてのビジネスインフラ改革、
高度な戦略的な産学官連携、総合プロデューサー的なイノベーションコー
ディネーターの人材育成、広域的なネットワークが極めて重要である。
　地域イノベーションの総合プロデューサーには次のような機能、能力が
求められる。
　・
　・

　・
　・
　・
　こうした人材に、社会的な地位を付与することも欠かせない。

新興国インフラ開拓（発電・送電網、水ビジネス、鉄道等）
次世代エネルギーソリューション（スマートグリッドや次世代自動車、
LED、有機 EL 等）
社会課題解決サービス（医療・医療機器・医薬品、介護等の「健康関
連」、「子育て関連」等）
感性・文化産業大国＝地域の感性・文化を新興国市場につなげる（コ
ンテンツ、ファッション、デザイン、観光・医療ツーリズム、農業・
食料品等）
先端分野（宇宙・航空機、ロボット、ナノテク等）

地域からのイノベーションを先導するハブの役割
創造的かつ実務的な高度な調整能力（産学官プラス金融の連携、事業
評価、技術評価、資金調達等）
機動的に活動できる経営能力
地域から発信する広域的なネットワーク能力
グローバルな視点

図６　今後の付加価値獲得３分野
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　兵庫県宝塚市は、大阪と神戸の間、やや北寄りに位置する人口約 22 万
6,000 人の都市である。六甲・長尾山系の緑と武庫川の流れに恵まれ、南
北に細長い市域の北部には豊かな自然に囲まれた田園地域が広がる。多く
の参拝客を集める神社仏閣や、有馬・京伏見・西宮街道の宿場町などの歴
史遺産、全国的に知名度を誇る宝塚歌劇に代表される文化資産が特徴であ
る。
　古くからの温泉地であり、これに着目して明治末期に大阪方面から鉄道
を敷設し、新たな温泉施設を中心とした娯楽施設群と沿線の住宅開発に着
手したのが、箕面有馬電気軌道株式会社（現在の阪急電鉄株式会社）であっ
た。創始者の小林一三翁はアイデアマンであり、鉄道以外にも、温泉リ
ゾート、遊園地、少女歌劇（現在の宝塚歌劇）、映画撮影所など、常に時代
の「半歩先」を行く新事業により、大きな消費力を持ちつつあった大衆の
ニーズに的確に対応して数々の「エンターテインメント」を提供してきた。
　こうした文化的で進取の気風に富んだ本市で幼年期から青
年期を過ごしたのが、漫画家手塚治虫である。手塚作品にお
ける豊かな自然の描写や「リボンの騎士」といったキャラク
ターには、本市の環境が色濃く影響していると言われてい
る。本市には、手塚治虫の作品を展示している市立手塚治虫
記念館があり、世界中で日本のアニメが注目される中、同記
念館には海外、特にアジアからの観光客が増加している。
　本市は、この手塚治虫記念館を拠点として、ほかのアニメ
関連施設と連携した外国人観光客の誘致に力を入れているほ
か、本市のポテンシャルを生かした新しい産業の集積を進め
るため、マンガ、アニメ、映像文化に特化したコンテンツ産
業を誘致し地域産業の振興を図っている。

◆事業所賃料を補助
　本市のコンテンツ産業誘致策は次の通りである。平成 18
年度にコンテンツ産業の集積を図るため、新たに 50 平方
メートル以上の事業所等を設置する場合の事業所賃料に対す
る補助（賃借型企業立地促進補助金）制度を設けた。19年度

©TOBI・フレックスコミックス／
眼鏡なカノジョ製作委員会

図１　「眼鏡なカノジョ」

宝塚市には市立手塚治虫記念館、宝塚歌劇団、かつての宝塚映画製作所など芸術・文
化拠点が多く、この分野で産学官民が連携している。市は、マンガ、アニメ、映像文
化に特化したコンテンツ産業を誘致し、地域産業の振興を図っている。

宝塚市  産業文化部  産業振興室
商工勤労課  係長

平井　哲也
（ひらい・てつや）

産
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には企業立地促進条例として、一定額以上の投資をした事業所に対する固
定資産税の不均一課税制度を設けた。
　賃借型企業立地促進補助の活用実績としては、平成 18 年に東京都練馬
区に本社を置くアニメ制作会社「株式会社アニメインターナショナルカン
パニー」が、市内に制作スタジオ「AIC 宝塚」を設けた例がある。同社は、
市内出身のクリエーター等を採用したうえで、東京のスタジオと連携し、
TV放映用のアニメーション等を製作している。「眼鏡なカノジョ」（図 1）
「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」などの同社のヒット作品が TV各社
で放映されている。

◆医療や自然科学と連携した映像技術
　さらに、平成 21年には関西学院大学発ベンチャー企業「サイエンス映像
シンクプロダクション株式会社」が市内に開業した。この企業は、肉眼で
見えない粒子の働きや現象の可視化を目的とした映像を「サイエンス映像」
と称し、医療や自然科学の分野と連携した映像技術を広めている（図 2）。
また、全国でも貴重なメディア系専門図書館を併設し、国内外で精力的に
活動するアーティスト・デザイナーを講師に迎え、宝塚・逆瀬川でのアー
トスクール（写真・映像・音楽）を運営しており、平成 23年春からの新規
受講生も募集している。

　ほかに、同社が事務局を担当しているサイエンス映像学会 第 4回大会を
開催予定。設立から 4年目となる今大会では、医療、電子出版、教育、健
康、テクノロジーの 5本柱でバラエティー豊富な発表が予定されている。
　兵庫県においてもコンテンツ産業誘致策として、神戸市長田区と本市の
2地域をコンテンツ産業の拠点と位置付けている。県は企業集積、産業創
出、人材育成の施策を平成 18 年より展開し、前述の 2社に補助を行って
おり効果を挙げている。

「サイエンス映像」は、目に見えない世界から、言葉や文
字だけでは伝わりにくい情報まで科学に基づく映像化を
行い、正しく、楽しく、分かりやすく伝えることを目指
した、科学コミュニケーションのためのメディア。

図２　
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　弊社は京都産業大学との共同研究で開発した銅イオンを担持（微量固定）
した抗ウイルス不織布を使用して、平成 20年にマスクの販売を開始した。
　銅は抗菌性の高い金属として知られ、現在欧州の病院では、感染を抑制
する目的でドアノブ等を銅あるいは真ちゅうにしている例もある。弊社が
開発したのは、弊社特有の繊維製造技術の活用により、銅イオンを担持し
たレーヨン繊維の不織布を使ったマスクである。
　マスクの名称は「プロテクシールド ®」。通気性を考慮しながらバクテリ
アろ過効率 99％を確保したサージカルマスクで、5層構造である。マスク
に使われている銅イオン担持不織布は非常に安定している。

◆顔にフィットさせる工夫
　「プロテクシールド ®」マスクは、企業備蓄用として製品設計をしており、
持ち運び、保管が容易な 1枚ごとの個包装になっている。
　マスク開発過程での課題は、人それぞれの顔の形や大きさに、マスクを
いかにフィットさせるかであった。「プロテクシールド ®」マスクは呼吸の
しやすいプリーツ型を採用しており、ほおと鼻筋の空隙が、飛沫（ひまつ）
飛散の抑制や侵入のブロックを著しく損ねる可能性がある。それらの空隙
をなくし顔にフィットさせるために、①ノーズピースに金属を使用 ②耳ゴ
ムの接着をマスク表面に移行した。これにより、ほおや鼻筋の空隙が大幅
に減少した。
　また、従来の機能性マスクはフィルター部が 2層構造となっ
ているものがほとんどであるが、「プロテクシールド ®」マスク
は 3層にすることにより、マスクのフィット性と呼吸の快適性
の両立を成し遂げた（図 1）。
　「プロテクシールド ®」マスクは、平成 20 年 10 月から企業
備蓄用として販売を開始し、これまでに一般企業 100 社余り、
学校法人、官公庁、病院などへの販売実績がある。
　平成 21 年の新型インフルエンザ発生より、飛沫のブロック
および「咳エチケット」などでマスクの着用率は増えている傾
向にあり、新たな市場を確立したと考える。
　この銅イオン担持不織布は、現在病院内の様々な場面でも活
用が期待でき、われわれの生活環境改善に役立つ可能性があると考える。

図１　「プロテクシールド ®」マスクの構造

ダイワボウポリテック株式会社
工業素材部長

眞野　耕治
（まの・こうじ）

京都産業大学と企業が共同開発した抗ウイルス作用を持つ素材。それを使ってマスクを製造している。

抗ウイルス作用を持つ不織布を使ったマスク

繊維製造技術を活用
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　京都産業大学 *1 は 2006 年に、鳥インフルエンザに特化した研究組織と
して、生態学、病原体解析および防疫の３つの研究部門を設けた鳥インフ
ルエンザ研究センター（センター長：大槻公一教授）を設立した。鳥インフ
ルエンザの国内侵入経路の解明やアジア地域での発生状況の調査などのほ
か、ウイルスの性状解析などを行っている。2010 年には、同センターに
バイオセーフティレベル（BSL）３の実験室も完成し、強毒性鳥インフルエ
ンザウイルスも扱える環境が整った。鳥インフルエンザウイルスの対策に
ついては、公的機関や民間企業などとの連携を積極的に行っている。

　ダイワボウポリテック株式会社とセンター長の大槻教授は、鳥インフル
エンザ研究センターが設置される前から、鳥インフルエンザウイルスをは
じめとした抗ウイルス作用を持つ素材の開発を目指して共同研究を進めて
きた。共同研究は平成 20 年に、抗ウイルス作用を持つ素材の発明として
実を結び、同年、ダイワボウポリテック、その親会社のダイワボウホール
ディングス株式会社および京都産業大学の 3者が共同で特許出願を行った。
この発明を利用した素材を含むマスク「プロテクシールド ®」も、同年、ダ
イワボウポリテックから発売された。現在、この発明は日本で特許となり、
中国でも特許申請中である。
　本発明は、本学鳥インフルエンザ研究センターに蓄積された研究成果と、
ダイワボウポリテックが持つ繊維製造技術を融合し、抗鳥インフルエンザ
ウイルス活性が期待できる銅等の金属イオンを担持できる新素材を開発し
たことによるものである。特に、抗鳥インフルエンザウイルス活性を測る
実験は、特定の研究機関でなければ行うことはできず、同社の技術を基盤
にしつつ、より実効性のある新素材開発に向けて実験を繰り返し行えたこ
とが、当該素材の開発に成功した要因の 1つである。

◆鳥インフルエンザ研究センターの産官学連携の実績
　本学鳥インフルエンザ研究センターは、アジア諸国との国際共同研究も
押し進め、世界的規模で流行する鳥インフルエンザの発生状況等のデータ
をいち早く取得している。こうした基礎研究に裏付けされた成果をもって、
産学官連携を行っている。同センターは設立以来、30社以上の企業と抗鳥
インフルエンザウイルス活性を持つと期待される素材の検証や共同実験を
行っており、その中から、特に高い効果が期待される新素材については共
同で特許出願を行っている。
　鳥インフルエンザウイルスを直接扱える研究機関は日本に非常に少なく、
当センターの産学共同研究は、社会にとっても非常に大きな意味を持つ。
今後も、可能な限り企業との共同研究を推進する方針である。

*1：京都市北区上賀茂の地に、
1965（昭和 40）年、理学部と
経済学部の2学部で開学した
京都産業大学は、現在、9学部
（2010年に工学部を再編し、
総合生命科学部を開設。現在、
工学部は募集停止）・8研究科
からなる一拠点総合大学として
人文社会科学分野から、ICT、
ライフサイエンス分野までの教
育・研究活動を行っている。

京都産業大学  リエゾンオフィス
事務長

物部　剛
（ものべ・たけし）

鳥インフルエンザウイルスの感染を防ぐ
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「関西 TLOなんて、百害あって一利なしやで」

　2003 年度に始まった文部科学省の大学知的財産本部整備事業により、
各有力大学が知的財産本部（以下、知財本部）を学内に設置し、これまで関
西 TLOが行っていた技術移転業務のほとんどを学内の知財本部が行うこと
になった。これにより、各有力大学には関西 TLOの必要性がなくなり、事
実上、われわれの仕事が消滅した。
　冒頭の言葉は、当時、ある私立大学の産学連携担当理事の先生から言わ
れた言葉である。

　私が関西 TLOの取締役として就任したのはこうした時だった。業績は著
しく低迷し、社員の士気も低下していた。
　改革か、解散か――。関西 TLO に残された道は、この二者択一だった。
私たちが出した答えは、抜本的な構造改革を断行し、「知的財産マーケティ
ング（営業）をコアとした大学共同経営型 TLO」として生き残る道だった。
　われわれの生き残りを掛けた取り組み＝関西 TLO再建の日々を 5回にわ
たり紹介させていただく。

◆関西 TLO設立から赤字転落
　まで
　関西 TLO は、1998 年 12 月に「大学
等における技術に関する研究成果の民
間事業者への移転の促進に関する法律
（TLO 法）」に基づき、文部科学省、経
済産業省の承認を受けた技術移転機関
である。東京大学 TLO、東北テクノ
アーチ、日本大学の TLO（同学産官学
連携知財センター＝NUBIC）とともに、
日本で最初に承認 TLO となった機関の
1つだ。
　京都大学や大阪大学などの国立大学、

関西 TLOは、1998 年にわが国で最初に承認 TLOとなった 4機関の 1つ。大学の知
財本部設置の環境変化に対応できず、業績が悪化。「解散か、新しいビジネスモデルに
よる再生か」を迫られた。

関西ティー・エル・オー株式会社
取締役

坂井　貴行
（さかい・たかゆき）

の

第 回

化 化

連載
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同志社大学や立命館大学などの私立大学等、関西圏にある複数の大学の研
究成果を知的財産として特許化し、その実施権を企業などにライセンスす
る技術移転事業を行う「広域型 TLO」としてスタートした。設立から 4～5
年は、文部科学省や経済産業省の支援を受け、順調にライセンス実績を上
げた。
　2003 年の文部科学省大学知的財産本部整備事業によって、京都大学、
大阪大学、立命館大学などの有力大学が知財本部を設けたことにより、関
西 TLOを取り巻く環境は激変。大学で生じた知的財産は大学に帰属される
こととなり、大学内に設置された知財本部が発明評価からライセンス活動
までを一貫して行うこととなったため、関西 TLOの存在意義はなくなって
しまったのである。知財本部から関西 TLOへマーケティング活動を委託さ
れる案件は、知財本部でライセンス活動を試みて成功しなかったものや、
明らかにライセンスの見込みのないものがほとんどだった。
　関西 TLOは設立以来、文部科学省や経済産業省の補助金によって黒字を
計上していたが、設立 7、8年目の 2004 年度、2005 年度には業績不振の
ため、一挙に赤字に転落した。2年連続で赤字を計上したため、当時の筆
頭株主の大阪ガスグループが 2006 年 10 月に事業を撤退し、第 2株主で
あった学校法人立命館が中心となって、関西 TLOの再建が行われることに
なった。

◆業績不振の原因
　新しい経営陣がまず取り組んだのは、業績不振の原因分析だった。分析
の結果、原因は大きく分けて次の 3つであることが分かった。
　1つ目は、不良在庫特許資産の存在である。各有力大学に知財本部が設
置される前は、関西 TLOが出願人となって特許出願を行っていた。当時の
関西 TLO 内の出願の基準は極めて甘く、出願可否の判断基準もなかった。
中にはライセンスの可能性がない発明でも、発明者の要望に応じて出願を
行っている案件もあった。その結果、売れない特許を数多く出願すること
となり、設立 7年目となると、この不良在庫特許資産の維持管理費用が、
会社の経営を圧迫していた。
　2つ目は、各大学の知財本部との関係である。当時の関西 TLOと各有力
大学の知財本部の関係は最悪だった。業務が重複し、お互いけん制してい
たため、両者が協力して技術移転活動を行うという状況ではなかった。あ
る大学の知財本部からは、研究者に直接コンタクトすることを禁止され、
またある大学では、関西 TLO社員は学内の出入りが禁止されていた。
　3つ目は、当時の営業スタイルである。TLOは本来技術移転機関なので、
企業に営業（ライセンス活動）を行うのが基本である。しかしながら、関西
TLO は自社では営業活動をほとんど行っておらず、営業活動のすべてを、
外部アソシエイトと呼ばれる企業 OBの非常勤社員約 20 名にアウトソー
シングしていた。また、外部アソシエイトの個人の経験やノウハウに依存
しているため、組織としてノウハウは蓄積されなかった。この営業スタイ
ルは企業には非常に不評であり、関西 TLOの評判を落とす最大の原因だっ
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た。

◆大学共同経営型 TLO構想
　これまでの業績不振の原因を突き止め、それを除いた上で、さらに関西
TLOを再建させるには、どうすれば良いのか。大学の知的財産本部が台頭
する中、関西 TLOは本当に必要なのか。苦悩の日々が続いた。
　TLO業界で成功している東京大学 TLO社長の山本貴史さん、東北テクノ
アーチ社長の井硲弘さん、農工大 TLO 社長の伊藤伸さんを何度も訪問し、
関西 TLOの再建方法について相談、TLOの在り方やビジネスモデルなど多
くのことを学んだ。これらの親身なアドバイスやご助言がなければ、今の
関西 TLO はなかったと思う。特に山本貴史さんからは、関西 TLO 改革の
ポイントとなった「技術移転の成功のカギは、営業（マーケティング）であ
る」ことを学んだ。
　苦悩の末、私たちが導き出した新生関西 TLOの目指
すべき姿は、「知的財産マーケティング（営業）をコア
とした大学共同経営型 TLO」である。
　これは、各大学の知的財産業務の営業部分を請け負
うという方法である。大学の知財本部は知的財産の管
理を担当し、関西 TLO は市場性調査などの発明の評
価、技術移転先を探すマーケティング（営業）を担当
する。大学共同経営型とは、業務受託契約を結んだ大
学に、関西 TLO への出資をお願いし、株主として
TLO経営に関与していただくスタイル、すなわち大学
と TLO が一体となって取り組むという考え方である。
現在では、京都大学、和歌山大学、京都府立医科大学、奈良県立医科大学、
立命館大学の 5大学との間で業務受託契約を締結し、各大学の知的財産に
ついて関西 TLOが独占的に市場性調査などの発明の評価、マーケティング
（営業）を行う体制を構築している。
　関西 TLO の生き残りを賭け、抜本的な構造改革を行い、「大学共同経営
型 TLO構想」を実現するためには、どうすればよいか。社内改革が始まっ
た。

　私たちが断行した抜本的な構造改革は、次号でご説明する。
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◆産学連携に対する米国の最近の考え方について
　本稿は米国アリゾナ州ツーソン市に滞在中に執筆している。ツーソン市
では、アリゾナ大学における技術移転を調査するために技術移転部門の担
当者2名と面談した。Nina Ossanna 博士は技術移転室（Office of Technology 
Transfer: OTT）のメンバーであり、アリゾナ大学が設置している戦略的な
研究機関 BIO5 の知的財産（IP）担当部長である。Nina Ossanna 氏は、大学
で生命科学研究者として 10 年余りの経験を経てから民間企業に転職し、
そこで知財マネジメントに従事した後、故郷であるツーソン市に戻り、現
職を 4年前から担当しているとのことであった。また、OTT 本体の部長職
にある Patrick L. Jones 博士も化学分野での学位を生かして、大学での基礎
研究と企業での技術開発を交互に経験しながらキャリア形成し、6年前か
らアリゾナ大学の技術移転部門の責任者を務めている。
　両氏との意見交換から明確となったことは、米国の技術移転担当者には
大学と産業界の両方での実績が重要であることだ。アリゾナ大学では技術
移転の専門職が 6名と少数であるが、このことから、米国における技術移
転担当職は相当の実績を持った人材が勝ち取ることができる狭き門の職種
であると考えられる。彼らの表現では、科学者としての能力とプロジェク
ト・マネジメントの能力の両方を兼ね備えていることが技術移転担当者に
必須な要件とのことであった。Jones 氏からは、遺伝子情報のデータベー
スを蓄積していた研究者を支援した事例の紹介があり、特許は取得せず、
データベースへのアクセス権を付与することで企業ニーズに応え、研究者
の研究に必要な、潤沢な研究費を継続的に企業から集めたとのことであっ
た。アリゾナ大学における技術移転では、必ずしも知的財産（IP）の取得に
はこだわらず、研究者にとって最良の手法をつくり出すことが技術移転担
当者としての重要な職務だと強調していた。
　同時期に訪問した、同じくツーソン市にある Critical Path Institute でも、
製薬企業と大学等が連携して、米国食品医薬品局（FDA）の承認可能なバイ
オ・マーカーの創出を行う活動を行っており、この活動では、大学から参
加する研究者は IP に関する権利を放棄する代わりに、製薬企業から集めた
基金から潤沢な研究費を供与されるとの説明を受けた。これらのツーソン
市での交流から、米国の大学における IP 取得と活用に関する考え方（哲

三重大学では、知的財産（IP）取得主義ではなく、研究者ならびに本学の研究活動の活
性化に必要な手段として IP を活用すべきとの考え方に立っている。

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 

西村　訓弘
（にしむら・のりひろ）

連載　大学の社会貢献・産学官連携　三重モデル

第 2回

研究活性化の手段としての知財戦略
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学）が、転換期を迎えていることを感じた。Jones 氏は、技術移転担当者に
必須の要素としてビジネス、法律、サイエンスの 3分野での専門性を挙げ、
3要素の中のサイエンスの専門性について土台がある人材が法律、ビジネ
スを理解して行く場合が最も成功確率が高いとも語っていた。

◆産学連携活動の根底にある三重大学の哲学
　三重大学における産学連携活動の根底にある考え方は、上述のアリゾナ
大学の事例に近い。三重大学では、IP 取得主義ではなく、研究者ならびに
本学の研究活動の活性化に必要な手段として IP を活用すべきとの考え方に
立っている。また、大学研究者と企業のマッチングについても、大学研究
者と企業を会わせるだけのコーディネーションでは効果が低いとも考えて
いる。このような考え方は、学内の社会連携部門（地域イノベーション学
研究科を含む）、知的財産統括室、三重 TLO のメンバーで構成される知的
財産評価委員会において、知財評価を行う事例を題材として、本学におけ
る IP 活用、共同研究の組み上げ方などを関係者間で議論することで、本学
の産学連携活動に関する考え方（哲学）として構築し、認識の共有化を図っ
ている。
　産学連携の組み上げでは、
本学との連携を希望する企
業に適当な大学研究者を紹
介するだけではなく、大学
研究者と企業が協働するこ
とでどのような世界が広が
るのか（新たに生み出される
技術・事業の将来像）を考え
て取り組むことを若手ス
タッフには伝えている。こ
れは、産学連携を組み上げ
る担当者が産学連携のプロ
フェッショナルとして、大学研究者、企業関係者と対等にかかわり、理想
的な連携を企画し、仕上げて行く「プロデューサー」として機能することが
産学連携を成功させる必須条件であり、産学連携担当者の望ましい姿であ
ると著者が考えているからである（図 1）。法人化後 6年以上が経ち、国立
大学の産学連携の現場（大学の知の社会還元の活動）でも、真に結果が出る
活動が求められており、プロフェッショナルとして産学連携を実行する技
術移転人材が活躍する時期に入っている。また、その段階に進まないと産
学連携自体が必要のないものとなる可能性がある。米国での事例はまさに
それを物語っており、三重大学の産学連携では同じような指向性を持ちな
がら考え方を構築し、日々の活動を行っている。
　次回は、三重大学の産学連携を支えている人物像と次の時代の人員を育
成する仕組みについて、紹介したいと思う。

図１　著者が理想とする産学連携担当者の姿（プロデューサー型人材）
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★東北地方太平洋沖地震は福島原発を直撃した。過去、複数の原発を視察した時、
あらゆる災害を前提に安全性を担保しているとの説明を受けた。しかし、今回の
事故はそれらを裏切るものでしかなかった。地球温暖化に対応するクリーンエネ
ルギーとして一躍原発関係者が息を吹き返している今日、膨大なコンクリートと
鋼材の塊で作る施設は金の力でエネルギーをコントロールしようとする人間への
再度の警鐘ではないだろうか？風力、太陽光等、私たちはもっと真摯（しんし）に
自然と向き合わなければならない。　　　　　　　　　　　（編集委員・平尾  敏）

自然と向き合えと
警鐘

★東日本大震災の被害者関係者の皆さまに心よりお悔やみ申し上げる。日増しに
食料やエネルギーの不足が目立ってきている。こんな時こそ、産学連携の出番だ
と考えるが、それは、もう少し先の話かもしれない。その時期になった場合、有
望なツールの 1つが｢農商工連携」＋｢産学連携｣だと思う。折しも、六次産業化法
の本格施行や TPP 議論の進展など、一次産業を取り巻く環境は大きく変わってき
ている。日本が世界の第一次産業をリードするチャンスかもしれない。東北の復
興に、農商工連携と産学連携を中心に、いろいろな活動を集約、統合した、抜本
的な計画の策定とそのための全面的支援、そして具体的な行動が必要である。東
北の再生なくして、日本の未来もなく、産学連携の未来もない。

（編集委員・松田  一也）

農商工連携と
産学連携

★東日本大震災が起きた３月11日は、完成した小誌3月号のアップロード（発行）
の工程だった。巨大な地震、津波による戦後最大の災害。東電福島第１原子力発
電所の危機を世界が注目した。多くの犠牲者に哀悼の意を表し、被災された方々
にお見舞いを申し上げる。欧米のジャーナリストが感嘆した日本人の忍耐強さ、
規律正しさ、冷静さは国難に立ち向かう力になるだろう。震災はアカデミアに課
題を突き付けた。無論、地震、土木、原子力などの研究者の「想定外」を問題にし
ているのではない。日本学術会議が声明を出したが、研究領域、大学・機関を超
え科学者・技術者のネットワークとしていま何ができるのか、を問う機運が高
まっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集長・登坂  和洋）

いま何ができるの
かが問われる
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