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●産学官連携ジャーナル

藤嶋

昭

（ふじしま・あきら）
東京理科大学

学長

◆科学者 108 人の名言に学ぶ
2010 年１月に東京理科大学の学長に就任した。130 年の歴史と 18 万人の卒
業生、そして２万人以上の在校生のいる理工系総合私学である。2010 年４月に
は「科学も感動から―光触媒を例にして―（東京書籍）
」という 100 ページほど
の小冊子を作り、約 4,000 名の新入生に配付するとともに、この冊子を使って、
８学部の１年生の最初の講義をした。
今年 2011 年の４月は、震災のため、一部の学部しか講義はできなかったが、
「時代を変えた科学者の名言（東京書籍）」と題する本を作り、大学院生も含めて
全１年生に配付することができた。この本の執筆、編集には半年以上を要したが、
この間自分なりに 2,500 年にわたる科学の流れを知ることができ、勉強になった。
まず、有名な科学者 100 人を選ぶことから始めてみた。紀元前の科学者とい
えばピタゴラス、アリストテレスなどが思い当たり、生まれた順でリストアップ
してみると、驚いたことに紀元前ではギリシャ人だけになっていた。学問の中心
がギリシャであることが分かった。途中、大きなことと言えば、15 世紀のグー
テンベルクの印刷術の発明からの発展が素晴らしい。やはり印刷の普及によって
知識が広がりやすくなったのである。
ガリレオなどイタリアを中心とする発明、発見から、ニュートン、ファラデー、
そしてアインシュタインなどと続く。中学・高校の理科の教科書に単位として残
っているアンペール、ボルタなどを追加してみると最終的には 108 名となった。
以下に代表的な科学者の名言を紹介しておく。
・デモクリトス（ギリシャ BC460 ごろ−BC370 ごろ）
「いかなることも、偶然には起こり得ない」
・アリストテレス（ギリシャ BC384−BC322）
「心の垣根をつくるのは、相手ではなく自分である」
・ヨハネス・グーテンベルク（ドイツ 1398−1468）
「彼なしには革命は起こらなかっただろう。彼は人類に知識を与えた」
（ナポレオンがグ
ーテンベルクの成し遂げたことを評して）
・ガリレオ・ガリレイ（イタリア 1564−1643）
「どんな真実も、発見してしまえば誰でも簡単に理解できる。大切なのは、発見することだ」
・ブレーズ・パスカル（フランス 1623−1662）
「無知を恐れるな、偽りの知識を恐れよ」
・アイザック・ニュートン（イギリス 1642−1727）
「今日なしうることだけに全力をそそげ、そうすれば明日は一段の進歩を見るだろう」
・ベンジャミン・フランクリン（アメリカ 1706−1790）
「仕事を追え。仕事に追われるな」
・マイケル・ファラデー（イギリス 1791−1867）
「みずから光り輝くロウソクは、どんな宝石よりも美しい」
・アルフレッド・ノーベル（スウェーデン 1833−1896）
「科学技術の進歩はつねに危険と背中合わせだ。それを乗り越えてはじめて人類の未来に
貢献できる」
・寺田寅彦（日本 1878−1935）
「科学は不思議を殺すものではなく、不思議を生み出すものである」
・湯川秀樹（日本 1907−1981）
「一日生きることは、一歩進むことでありたい」
http://sangakukan.jp/journal/
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特集

地域を越えた公設試の連携

九州

地域外企業との連携で相次いで事業化

公設試験研究機関が県域、市域を越えて活動するケースが増えている。宮崎県では、地
域外の企業と共同研究したのをきっかけに、それを事業化する新会社が宮崎県に工場を
つくり、地元の雇用に結び付いた。九州の事例を幾つか紹介する。

◆はじめに
公設試験研究機関 *１（以下、公設試）が、全国に 500 近くある（正確
には 470）のをご存じだろうか？

また、公設試の歴史が古く、その誕

生は、一世紀以上も前にさかのぼらねばならないことをご存じだろうか？
私と公設試の出会いは 30 年近く前となる。当時は、ちょうど、テクノ

松田

一也

（まつだ・かずや）
九州経済産業局 地域経済部
地域経済課長

ポリス構想が全国各地で展開されていたころで、公設試は、まさに地域技
術をリードする産学官連携の中核として、その役割が注目された時期であっ
たと言える。中小企業庁の施策も、フロンティア、システム、パイオニア
と続く大型３プロジェクト時代で、まさに地域技術の全盛期だった記憶が
ある。

*1：全国の公設試験研究機関
リンク集（独立行政法人産業技
術総合研究所）
http://unit.aist.go.jp/col/ci/
wholesgk/link/kousetsushi/
kousetsushi.htm

公設試はその分野もさまざまで、１番多いのが農業・食品系で、本稿の
主題となる工業系は、全体の２割程度を占めるにすぎない。こういった分
野論も、昨今の農商工連携、６次産業化や医工連携の動きなどをみれば分
かるように、さほど大きな意味を持つものでなく、
「域」を超えた連携が
進み、業際的になってきているわけである。
公設試は、独立行政法人化したものを除き自治体の管理運営であり、一
般的に活動がその県域や市域を越えることは難しく、そのこと自体が問題
視されることも多くあった。しかし現実には、意外に地域外の企業との本
格的な共同研究も増えている。ただ、地域外企業と共同研究を行う場合、
秘密保持契約が結ばれ、その成果を公開するには相手企業の承諾が必要と
なるケースが多く、その成果が見えにくい。
また、地域を越えた公設試が集まり、連携等を促進する動きも出てきて
いる。東京都立産業技術研究センターが運営する首都圏公設試に関する情
*２
な
報を集めたポータルサイト「首都圏テクノナレッジ・フリーウェイ」

どは、その代表例である。

*2：首都圏テクノナレッジ・
フリーウェイ
http://tkm.iri-tokyo.jp/

本稿では、公設試の使命としての地域密着に矛盾する部分もあるものの、
新しい、そして、今後の公設試にとって必要不可欠な動きと言える「広域
化」について、九州地域の事例を幾つかのパターンに分けて紹介する。

◆公設試の技術をきっかけに、域外企業が新会社を設立
SPG（シラス多孔質ガラス）技術に定評のある宮崎県工業技術センター
では、はんだ業界最大手の千住金属工業株式会社（本社：東京都足立区）と、
http://sangakukan.jp/journal/
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新しいはんだ粒子製造技術を共同研究し（写真１）
、電子
機器の実装に使用する「はんだパウダー」や半導体に使用
される「はんだボール」等の量産技術の開発に成功した。
同社は、この技術を事業化するための子会社として千住
技研株式会社を設立し、平成 19 年に、同センターの隣接
地に新工場を設置（写真２）、操業を開始した。また、平
成 21 年度にも、新たな工場を増設し、新たな雇用が生ま

写真１

右：SPG 断面（電子顕微鏡）
左：微粒はんだ粒子

れており、域外の企業との共同研究が、新規投資や新規雇
用につながった成功例として注目されている。

◆県内企業の橋渡しによる、域外企業と公設試の
連携
佐賀県窯業技術センターでは、同センターが開発した強
化磁器食器製造技術を県内企業である株式会社匠へ技術移
転し、指導を行った。その中で、匠の取引先である給食食
器総合商社の三信化工株式会社（本社：東京都港区）との
関係も構築され、数年にわたる継続的な指導の結果、同社

写真２

千住技研株式会社工場

が、強化食器を開発・改良し製品化に成功した。
なお、同センターには、他にも、陶磁器関連の技術蓄積が多くある。
CAD／CAM の技術を活用した石膏型の作成では広域的な取り組みが行われ
ている。これは、コンピューター画面（３次元）で作りたい商品イメージを
作成しドリルで石膏型を切削するものである。スピード化・高い精度・人材
（技術者）不足対策等に効果があることから、初期コストはかかるものの、
職人より安く作ることができるとして注目されている。現在、多治見市陶磁
器意匠研究所や沖縄県工業技術センターからも研修生が来ているほか、お隣
の長崎県窯業技術センターへもノウハウの提供や指導を行っている。

◆九州・沖縄地域における公設試の連携
最後は、九州経済産業局を中心とした取り組みを紹介したい。九州・沖
縄地域産業技術連携推進会議というものがあり、公設試相互および独立行
政法人産業技術総合研究所との連携体制を強化し、産業技術の向上を図る
ことによって、わが国の産業の発展に貢献している。「産業技術連携推進
会議（産技連）*３」の九州・沖縄地域の組織（事務局は九州経済産業局）
でもあり、この組織は、全国各地にある。

*3：産業技術連携推進会議
http://unit.aist.go.jp/col/
sgr/index.html

具体的な事業としては、各県公設試等の若手研究者が国の産業技術施策、
企業の事業戦略等について学ぶ若手研究者合同研修会を実施している。
また、当局の提案で設置され、財団法人九州産業技術センターが事務局
を務める「九州イノベーション創出促進協議会（通称 KICC）」では、九州
地域研究開発ネットワーク構築の一環であるオープンリソース化を目的と
して、開放機器データベース *４ を構築している。大学、高等専門学校、
各県公設試等で一般に開放されている機器をデータベース化したもので、
どなたでもご覧いただける。

*4：九州イノベーション創出
促進協議会（技術支援プラット
フォーム事業）データベース検
索
http://kicc.kitec.or.jp/db̲
general/php/kiki/list.php
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特集

地域を越えた公設試の連携

首都圏の連携体「テクノナレッジ・フリーウェイ」
厳しさを増す製造業の中小企業の技術をどう支援するか。首都圏の５つの公設試験研究
機関が自治体の境界を越えて手を組んだ。

◆はじめに
現在、わが国には工業系試験研究機関（以下、公設試）が各都道府県合
わせて 67 機関あり、行政の産業振興施策の一環として、日本のものづく
りの中核を担う中小企業の技術を支援する活動を行っている。
３月 11 日の東日本大震災以降、放射線測定などにおいて、こうした公
設試の役割が一層重要となり、各公設試は従来以上に相互の力を活用すべ
く連携活動に力を入れている。首都圏においては、従来から、東京都、神
奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市の公設試が広範な連携活動を進めてきて
おり、本稿ではそのあらましを紹介し、今後の連携活動の参考に資するこ
ととしたい。

片岡

正俊

（かたおか・まさとし）
地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター
理事長

◆ TKF とは
各公設試は都道府県の行政の一環として業務を行っており、その活動は県
という単位で行わざるを得ない。しかし、交通機関の発達した今日、企業活
動に県境はなく、
企業は自らに最適な公設試を選択し利用したいはずである。
そこで、前述の１都３県は平成 14 年から首都圏の公設試連携体「テク
ノナレッジ・フリーウェイ（Techno Knowledge Freeway）
（略称：TKF）
」
をスタートさせ、平成 20 年には横浜市の参画も得て、現在では５機関の
連携体となっている。この TKF では次のような活動を毎年行っている。
・設備、技術情報の共有と企業へのワンストップ提供
・パートナーグループ活動による研究員の技術交流
・TKF フォーラムによる全職員交流
・研究発表会への相互職員派遣
・展示会での TKF 活動の PR
幾つかについて紹介したい。
● TKF ウェブサイトの運営
平成 16 年より、各公設試で保有している情
報を一元公開するウェブサイトを構築運営して
いる（図１）。このサイトでは、主として、各
公設試のイベント情報、保有する設備情報、対
応可能な技術情報などを提供している。中小企
業の技術者は、このウェブサイトで検索するこ
とにより、自らが必要としている設備あるいは
技術がどの公設試にあるか直ちに分かる。

図１

首都圏テクノナレッジ・フリーウェイウェブサイト画面

http://sangakukan.jp/journal/
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● TKF パートナーグループの運営
少ない人数で運営している各公設試にとって、最も重要なことは人
材の確保とその技術力強化である。TKF では研究員の技術力向上を目
的に研究分野ごとにパートナーグループを結成し（表１）、研究員同
士の日常的な技術交流を推進している。交流は研究分野ごとに行われ
ており、研究員は自らと同じ分野の研究者が１都３県１市の公設試の
どこにいるか把握できる。

表１

パートナーグループ一覧

微細加工技術
IT・情報
繊維評価技術
デザイン
高分子材料

● TKF フォーラム
パートナーグループは研究分野ごとの交流であるが、１都３県１市
公設試の職員全体の交流を図る目的で年１回、TKF フォーラムを開催
している。平成 19 年度から開始し、すでに４回の
開催をみているが、毎年約 150 名以上の職員が参
加し（写真１）、各公設試の相互理解の促進に役立っ
ている。

熱処理・表面処理
バイオ技術

◆ TKF の将来
前述したように、TKF は発足以降、中小企業への情
報提供のワンストップ化、相互の職員の技術交流、技
術協力を中心に発展してきたが、将来的には一歩進め
て、組織連携体への発展が期待されている。もちろん、
メンバーの公設試は各都県市の機関であり、その行政
写真１ TKF フォーラムの様子
の枠組みを外すことはできないものの、事業運営につ
いては、組織的な連携が可能である。同種の設備、技術を１都３県１市で
おのおの持つよりは、各公設試で技術分野を分担し合うことで、従来以上
に広範かつ深い企業支援が実現可能になると考えられる。
その１つの試みとして、現在、中小企業の海外輸出を技術支援する「国
際規格支援センター」構想が検討されている。中小企業が海外市場に打っ
て出る際、必ずネックになるのが現地国の製品規格である。人材に制約の
ある中小企業では、なかなか外国の規格まで調査するゆとりがなく、技術
レベルの高い製品であっても海外展開を断念するケースも多い。
そこで、１都３県１市で共同の支援センターを開設し、中小企業に必要
とされる分野の国際規格の情報を提供するとともに、その分野に強い公設
試の研究室を紹介する仕組みが有効となる。最近、特に欧州ではこうした
製品規格による規制が強まる傾向があり、こうした国際規格支援は中小企
業にとって必須であるとともに、各都県市単独では各規格を全部カバーで
きず、公設試連携体で組織的に取り組む格好の課題であるといえる。

◆まとめ
３月 11 日の震災以降、日本経済は一変した。震災によるサプライチェー
ンの問題、放射能、電力不足、さらには追い打ちをかけるような円高等に
より中小企業の経営環境は悪化の一途をたどっている。しかしながら、日
本の産業の原動力は中小企業であり、中小企業への技術支援活動は従来に
も増して日本の復興に欠かせない重要なものとなりつつある。こうした観
点からも各都道府県の公設試のパワーアップが必須であり、その手段とし
て TKF のような公設試連携の内容充実が期待されるところである。
http://sangakukan.jp/journal/
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特集

地域を越えた公設試の連携

ＫＣみやぎ推進ネットワーク
広域連携で地域企業の技術的課題、研究開発を支援
宮城県は仙台市を中心に「学都仙台」と呼ばれるほど多くの学術機関が立地している。
こうした「学」の豊富な知的資源を活用し、地域企業の技術力向上を図るため、平成
17 年６月、宮城県と地域の大学・高等専門学校（高専）等が相互協力協定を締結し、
地域企業の技術相談などにワンストップで対応する基盤技術高度化支援センターを立ち
上 げ た。 こ の 窓 口 を「基 盤」「高 度 化」
「知 識（Knowledge）」 の K と「セ ン タ ー
（Center）」の C を用い、「KC みやぎ」と呼んでいる。
学術機関を中心に発足した KC みやぎは、より総合的な支援を行うため、平成 20 年１
月、産業支援機関や金融機関などが加わり、
「KC みやぎ推進ネットワーク」へと発展
した。また、今年１月に東北大学が新たな構成機関として参画したほか、２月には山形
大学がネットワークの相互連携機関として加わった。
今般の広域連携の取り組みやネットワーク拡充の狙いや今後の展望について、連絡会座
長を務める矢口氏に伺った。

矢口
（やぐち

仁
ひとし）

KC みやぎ推進ネットワーク
連絡会 座長／宮城県産業技術
総合センター 研究連携推進監

◆最適な研究者を紹介
――どんな企業支援？
KC みやぎ（図１）をスタートさせたのは、企業の土台となる基盤技術
の高度化を支援し、地域企業の競争力を高め、足腰の強い産業を築こうと
いう想いからです。「KC みやぎ」という名称ですが、地理的に近く、従来
から連携実績のあった一関高専などの県外の学術機関も含まれます。
主要事業であるワンストップ技術相談は、メールや電話により企業から
技術相談が寄せられると、担当者が相談内容を確認し、多くの学術機関の
中から最適な研究者を探し、技術的支援を依頼します。内容によっては、
研究者を生産現場に派遣する技術的課題解決支援事業を活用することもあ
ります。このほか、ウェブによる研究者・開放機器等の情報提供、産学共
同の研究会や産学官連携・交流活動の促進など、幅広い取り組みを行って
います。

図１

KC みやぎイメージ図
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◆地域企業の研究開発力と提案力を高める
――なぜ県外の機関と連携？
これまで、基盤技術の高度化に力点を置いて活動してきましたが、県内
に自動車産業や半導体関連産業の大規模な工場が次々に立地するなど、地
域企業を取り巻く環境は設立当時と大きく変化しました。地域の人々は、
地域経済の発展や雇用の創出につながると大きな期待を寄せています。地
域全体がその恩恵を享受するには、地域企業が新規参入や取引拡大を実現
し、どんどん業績を伸ばしていかなければなりません。企業には、取引先
が求める品質やコスト、納期などの厳しい要求に応えられるような技術力
と競争力が求められます。これまで支援してきた基盤技術に加えて、新分
野に挑戦するための研究開発力や取引先のニーズに応えられる提案力を高
めていく必要があると感じました。
そこで、世界的な先端技術と幅広い研究領域を有する東北大学と協定を
締結し、ネットワークに参画いただきました。さらに、地域に根差した産
学連携活動が盛んで、中小企業の支援実績が豊富な山形大学には、ネット
ワークの相互連携機関として協力いただくこととしました。
今回のネットワークの拡充や広域連携の取り組みにより、地域企業の
ニーズや課題に対応できる技術分野や研究領域が加わることで、支援の幅
が広がり厚みも増したと感じています。今後も、条件が整えば、他の近隣
学術機関との相互連携などを進め、ネットワークとしての支援力の向上を
図り、従来対応できなかった分野の支援や競争的資金の獲得支援など、こ
れまで以上に企業の皆さまのお役に立てるよう産学官連携の取り組みを強
化していきたいと考えています。

◆東日本大震災の影響と復興支援
――被災企業への支援は？
今回の震災により県内企業も大きな被害を受けましたが、復旧・復興状
況には地域格差があります。津波被害のない内陸部の企業は、いち早く施
設や設備の復旧に取り組んだり、被災した協力企業の復旧支援を行ったり
するなど、サプライヤーとしての責任を果たしました。
被害の少なかった地域の企業からは、被災前と同じように技術相談が寄
せられており、技術的課題解決支援事業などのメニューを活用した支援を
行っています。
一方、津波被害を受けた企業の中には、がれきの撤去や移転先の検討・
確保などの段階にあり、復旧が済んでいないところもあります。震災復興
支援は、ネットワークとして取り組むべき重大なテーマですので、被災企
業の復旧・復興の進捗状況やニーズに応じた支援を積極的に進めてまいり
ます。

http://sangakukan.jp/journal/
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東日本大震災

教員養成大学における教育復興支援

仙台市にある宮城教育大学は、地域の拠点教員養成大学として、学内に創設した教育復
興対策本部を中心に地域教育の復興支援に取り組んでいる。全国の国立教員養成系大学
等との連携も進めている。

時計の針が 14 時 48 分を指したままの学長室で、宮城教育大学教育復
興対策本部会議が毎週火曜日の午前中に行われている。
広域にわたり多くの被害を与えた今回の東日本大震災は、宮城県におい
ては、亡くなられた方と、行方がいまだ分からない方を合わせて１万９千 阿部 芳吉
（あべ・よしきち）
名（９月 11 日現在）を超え、また、永々と続いてきた生活の拠点が沿岸
宮城教育大学 教育復興支援セン
部を中心に破壊された。こうした中、被災地域の子どもたちは劣悪な教育 ター長、理事（連携担当）
・副学長
環境の中、約ひと月遅れで新学期を迎えた。国立大学法人宮城教育大学は
被災地仙台市にあって、学生ボランティアを被災地の学校等に派遣するな
ど、
地域の拠点教員養成大学として、
地域教育の復興支援に取り組んでいる。

◆被災状況および大学の対応
最初に宮城教育大学（大学、大学院、附属の幼稚園・小学校・中学校・
特別支援学校）の被災状況であるが、約 3,600 名の学生・院生・園児・
児童・生徒および教職員は全員無事だったが、家族を失ったり、家屋に被
害のあった学生等は少なくない（家族が死亡７名、家族が行方不明 14 名、
家屋全壊 37 名、同半壊 39 名、同一部壊 260 名など）。実家以外へ避難
した学生等は 143 名に上る（いずれも４月 19 日現在）。
しかし、２度にわたる震度６強の地震にもかかわらず大学の建物の被害
は近隣の大学に比べ軽微なものであった。３月 11 日の地震直後から停電、
断水等ライフラインが寸断されるなど、これまでの経験則に当てはまらな
い状況の中で「災害対策本部」を設置し、学生・教職員の安否確認、被災
状況の調査および学内の被災状況等の調査を行うとともに、緊急用のホー
ムページの開設、学長メッセージの発信、帰宅困難な学生および受験予定
者に対して大学施設の開放等を行ってきた。
また、一般入試後期日程試験の合否判定の変更や入学手続期間の延長、
卒業式・入学式の中止や延期などの入試関係や学事日程等の調整を進めた。
一方、本学の被災学生への支援として、入学料および授業料の免除枠拡
大、心のケアのための学生相談窓口の開設、震災学生相談コーナーの設置、
被災学生への募金活動の呼び掛け、学生寮への優先入寮、臨時居住場所の
提供、学生ボランティア活動への経済支援等を措置した。

◆みやぎ・仙台未来づくりプロジェクト
その後、４月５日に「みやぎ・仙台未来づくりプロジェクト」を設置し、
本学の災害支援窓口を一本化し、県内の被害を受けた学校等の被災状況、支
援のニーズの調査の他、救援物資・文具の中継等、教育の復興に努めてきた。
こうした中、本学学生による学校支援は学生の自発的ボランティア活動
http://sangakukan.jp/journal/
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の形で震災直後から行われており、その数は報告があったものだけでも
120 件を超えている。これは、仙台市教育委員会との連携で行ってきた「学
校支援サポートスタッフ」事業（例年 250 人程度の登録、200 人程度が
活動）の効果によるもので、災害の有無にかかわらず日ごろから学校支援
ボランティアを行ってきた経験と学校現場を身近に感じている学生が育成
されたものと考えている。
大学が当初行った支援事業の１つは、４月 11 日からおおむね１カ月間、
宮城県立石巻支援学校に派遣した学生ボランティア約 30 名による、障害
のある児童・生徒への学習支援や避難住民へのサポート（食事、洗濯、清
掃）であった。２つ目は、仙台市教育委員会との連携・調整による学校支
援として、４月 18 日から仙台市内の沿岸部の被害の大きかった小・中学
校６校へ緊急に学生ボランティアを派遣した。この派遣については、大学
の授業が開始された以降においても、学生が講義等の空き時間を調整しな
がら一部を除き現在も継続して実施している。
学生ボランティアの派遣については、学生の授業への出席との兼ね合い
のもと実施するため、大学の長期休業期間以外に遠方へ派遣することにつ
いては課題が残るものである。

◆教育復興支援センター
こうした中、教育復興対策本部会議において、本学が教員養成大学のポ
テンシャルを生かし、中・長期的な教育復興支援をしていくための方策と
して、「みやぎ・仙台未来づくりプロジェクト」を発展的に解消し、「教育
復興支援センター（６月 28 日設置）」（図１）を設置した。
宮城県教育委員会、仙台市教育委員会等との連携のもと、震災で甚大
表１ 支援内容別実施件数
な被害を受けた地域・学校の教育環境の劣悪化に伴う児童・生徒等の学
支 援 内 容
実施件数
習意欲の低下、家庭環境の変化による子どもの心的ストレス、また、刻々
補習授業の実施
3
と変わる教育現場のニーズに対応することを目的としており、６つの支
自学自習等への支援
25
援プログラムを示している。
教員補助
5
小・中学校等から夏休み中に支援ニーズのあった事業を紹介する。
イベント等の補助
3
小・中学校等の夏期休
業中のニーズとしては、
各学校が実施しているサ
マースクール等での学習
支援が主なものである。
具体的には、学校で用意
したプリントでの学習や
児童・生徒が各自準備し
た学習教材を使用した自
主学習への支援、教師が
行う補習授業での T２、
T３（教員補助）活動、
学生による補習学習の実
施（指導案等を作成し実
施）である（表１）。７
月下旬から８月中の夏季
休業中の支援として 36
図１

教育復興支援センター概要
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の事業に学生ボランティアを延べ約 1,000 名余り、実人数で約 350 名を
派遣した（８月 29 日現在）。
教育復興支援センターの設置については、全国の国立教員養成系大学や
学都仙台コンソーシアムからの賛同を得て立ち上げたもので、今回の 36
事業の実施にあたっても県内の国・私立大学（３大学）
、全国の国立教員
養成系大学・学部（７大学）から延べ約 340 名余り、実人数で 90 名の
派遣・協力を得て実施したものである。本学や他大学の学生ボランティア
が合同や単独でチームを作り、その中でリーダーを決めて、指示系統を統
一した支援を実施している。

◆おわりに
学生ボランティア派遣事業については、学生の教育実践力と人間力の向
上にも効果が期待される。参加学生からの感想を参考までに掲載する。
９月以降についても、教員補助事業等のニーズが寄せられ、実施に向け
て準備を行っているが、学校支援事業は、中・長期的な取り組みが必要と
なることから、学生諸君の積極的な参加を期待するものである。
参加学生の感想等（抜粋）
○群馬大学のＡさん（女川町地区） 初日の感想から
震災が起こったことを感じさせないくらい 普通 に教育実習に来ているようでした。時間の経過もありますが、生
徒と先生が一緒になって力強く乗り越えてきたからこその今があるのだと思いました。あとの２日間も大切にしなが
ら、多くのことを学んできたいと思います。
○群馬大学のＢさん（女川町地区） 初日の感想から
子供たちは、とても元気で明るかったです。先生方も、一生懸命に指導なさっていました。笑顔が授業中はとても多
かったです。１日目として、学生達は、学校に入る直前に見た町の姿とまるで反対の子供たちの明るさに、安心したと
の声がありました。また、学力差（震災の影響というわけでなく、どこにでもある学力差）や休み時間中の子供たちと
の距離感等について学習支援終了後に、宮教大の教職大学院の先生を含め、反省会で話し合いました。１日目より２日
目の支援がよくできるようにしたいと思います。
○群馬大学のＣさん（女川町地区） 初日の感想から
いきなり黒板の前で解説することになったり、なかなか生徒の話に入りづらい雰囲気であったり、自分はまだまだ足
りないところがあると感じました。NHK の取材も入ってなかなか普通ではない感じなので緊張しました。でも子供た
ちがかなり素直なので、残り２日頑張って信頼関係を築きたいと思います。
○宮教大のＤさん（松島町地区）３日目の日誌から
連日の訪問で生徒と少し打ち解ける参加者も出てきて、うまくコミュニケーションをはかりながら楽しく勉強する場
面が増えました。生徒からの質問も以前より活発になり、学習への意欲が感じられます。
○宮教大のＥさん（東松島市地区） ２日目の日誌から
２回目であるせいか昨日声をかけられなかった児童からも『先生』と呼ばれ質
問をしてくれたのでとても嬉しかった。夏休みの課題が終わった児童もいたが遊
ぶこともなく自習時間中は他の課題に取り組むなど集中していた。最後に全員か
ら「ありがとうございました。」と言ってもらいとても嬉しかった。先生たちに
も見送っていただき、別れの際は感無量であった。この２日間、大塩小学校の子
供たち、先生方と過ごすことができ、とてもよい経験となった。また機会があれば、
是非行かせていただきたいと思う。
○宮教大のＦさん（東松島市地区） ２日目の日誌から
学習時間だけではなく、休み時間など少し子供たちとかかわれる時間があった
らなと子供たちの姿を見て強く感じられましたが、限られた時間の中でも精一杯
女川第一中学校（教員補助）
過ごそうとも強く思いました。子供たちの中に、「先生、僕たちのこと好き？」
というようなことを聞いてきた子がいました。短い時間でしたが、子供たちがそ
れぞれいろいろなことを伝えようとしてくれました。もっとここにいたい、また
会いたい、かかわりたいと強く強く思いました。
○宮教大のＧさん（東松島市地区） 最終日の日誌から
４日間の学習を通して、集中する場面と休む場面のリズムを作って勉強する形が
生徒の中にでてきていました。これを残りの夏休みの期間に継続して欲しいと思い
ました。４日間とも３学年合わせて 100 人くらいが集まり、
課題に取り組んでいて、
矢本一中の生徒の学習意欲の高さを感じました。こうした中で学習支援を行うこと
ができ、私たちにとっても良い経験になったと思います。何がどのくらいできるか
分からないままスタートしましたが、毎日充実して活動できて良かったです。
事前研修
http://sangakukan.jp/journal/
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日本版エンジェルの創成が
日本の新産業創出を活性化する！
長年取り組んできた産学官による新産業創出。わが国で、期待されていたほどに成果が
上がっていないのはなぜか。リスクの多い初期投資の課題を探る。

◆はじめに
わが国では長年国を挙げて新産業創出の支援を行ってきたが、うまく
いっているのだろうか。確かに大学発ベンチャーは多くできた。しかし、
米国の IT やバイオなどのベンチャー企業が米国経済、そして世界に大き
南部 修太郎
な影響を及ぼしたのと同じように、日本の大学発ベンチャーが日本の産業 （なんぶ・しゅうたろう）
振興に貢献しているかと言えば、否である。また大学からの技術移転にし 株式会社アセット・ウィッツ
ても、10 年ほど前に大学関係者が見込んだように進んでいるかと言えば、 代表取締役
これも否である。この原因については多くの指摘がなされているが、新産
業の作り手側も育成環境の側も多くの課題を抱えている。
育成環境の課題の１つは、新産業創出のための公的資金投入の仕組み
（ファンド）が、うまく機能していないことである。コア技術を核とする
新産業創出では、有力な差別化技術を創るための初期投資を、いかに効果
的に行うかが極めて重要である。しかし事業拡大段階（Later Stage）の投
資を担う金融機関は多いが、新産業創出の高いスキルが要求される初期
（Early Stage）投資をこなせる民間金融機関は、日本には存在しない。
従って公的資金の役割が大変重要になる。実際、新事業創出を目的に、
これまでさまざまな産学官連携プロジェクトに多くの公的資金が投入され
てきた。しかし残念ながら、新事業創出につながる研究成果はあまり生ま
れていない。その原因の１つは、実用化を目指す事業にもかかわらず、そ
の資金投入（採択）の判断を実用化経験のない大学や公的研究機関の人材
に委ねている等、新事業創出の現場を知らない人による仕組み作りにある。
米国では新事業創出にとって最もリスクの高いこの初期投資に関し、高
いスキルを持つエンジェルという人材が多数存在する。それは新事業創出
のプロであり、ベンチャー創出と成功に大きく貢献している。日本の新産
業創出の最大の課題は、このエンジェルの役割を担う人材が極端に少ない
ことに尽きる。ではどうすればよいのか。それについて私見を述べる。

◆エンジェルとは？
エンジェルとは、創業間もない企業に資金を供給する富裕な個人のこと
で、引退した起業家や経営者が多い。ベンチャーへの投資において、家族、
友人等の身内による創業資金と、ベンチャーキャピタル（VC）等による
Later Stage の投資との隙間を埋める Early Stage での資金供給の役割を果
たす。エンジェルはそれにとどまらず、さまざまな経営面の助言や有力者
紹介等で、企業活動を支援する。
またエンジェル同士で小規模のファンドを作り、情報共有や共同出資を
行う場合もある。自らの資金を投資する点が、他人の資金を投資する VC

http://sangakukan.jp/journal/
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とは異なる。また投資の動機が、経済的利益追求よりも、新しい起業家に
対するメンタリングや自らの経験を活用したいとの思いであることが多い。
米国のエンジェルの人数は約 20 万人で、毎年その投資額は、VC 等の金
融機関と同程度（200−300 億ドル）であると言われている。グーグル、
フェイスブック等、エンジェルが育てた有力ベンチャーは多数に上り、そ
の投資実績を示す ROI
（Return On Investment）の平均値も約 30％と極め
て高く、真に新事業創出のプロと呼ぶにふさわしい。

◆なぜ、日本にエンジェルが少ないのか？
米国企業では、事業貢献が大きいと、起業家でなくても莫大（ばくだい）
な報酬を手にする機会が多い。例えば米国企業で数年間勤務して、ストッ
ク・オプションにより数億円を得たという人は、それほど珍しくはない。
特許報酬に関しても、個人の貢献度への評価が高く、それで数億円を得た
という話もよくある。つまり米国にエンジェルが多いのは、新事業創出の
成功体験を持つ富裕な人材の数が、圧倒的に多いからである。
日本でも、新技術による新事業創出に成功しエンジェルのスキルを持つ
人材は多い。しかし残念ながら、そのほとんどは富裕ではない。なぜか？
それは日本がインセンティブのない社会だからである。一般に日本企業の
技術者へのインセンティブは小さい。
また新事業創出の成功体験を持ち、エンジェルのスキルを持つ人材も、そ
のほとんどが経営幹部としてひたすら企業に隷属するうちに、そのスキルを
失ってしまうのが普通である。つまりせっかくのエンジェルのスキルも、プ
ロとして独立し常にそれを磨かなければ、やがて枯れてしまうのである。
逆に日本のお金持ちに、新技術による新事業創出に成功しエンジェルの
スキルを持つ人材は、ほとんどいない。
日本でもエンジェルの機能を強化しようと、これまでさまざまな施策が
実施されてきた。しかしエンジェルの重要性を知る人は多かったが、それ
に必要なスキルを知る人は、誰もいなかったのではないだろうか。
例えばベンチャー育成能力のある人材を育てようと、公的資金でさまざ
まな巨額のファンドが作られた。しかしその多くは、育成能力のない人材
への資金投入であり、結局ほとんどが失敗に終わった。その最大の原因は、
資金投入を決める責任者に、責任もインセンティブもないという公的資金
投入の仕組みにあると思われる。
また日本で、エンジェルを自称し、かつそのスキルを持つ人が、極めて
少なかったこともある。自称エンジェルの多くは金融出身者で、新技術に
よる新事業創出の成功体験も、事業の経営経験もない人だった。また大企
業 OB なら誰でもエンジェルのスキルがあると思い込む、資金投入責任者
たちの勘違いもひどかった。

◆日本版エンジェル創成が必要では？
日本の新産業創出の活性化は、もはや待ったなしである。そのためには
日本版エンジェルの創成が急務であり、日本の現状では、やはり公的資金
の活用が必須であろう。しかし従来の発想の繰り返しでは駄目で、現場を
知るプロの参画による、思い切った新しい仕組み創りが必要である。
例えば、Later Stage は民間資金に任せ、公的資金投入はリスクのある
初期投資に限定し、かつその投資判断を、日本に埋もれているエンジェル
素質のある人材を発掘し、責任とインセンティブを与えて任せ、その能力
http://sangakukan.jp/journal/
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の育成を図るのはどうか。また株式会社産業革新機構の資金を活用して多
数の小ファンドを作り、その運営をエンジェル素質のある人材に任せ、成
果を競わせて育成を図る施策も効果的と思われる。
公的資金を活用し日本版エンジェル創成を目指す地道な取り組みとし
て、筆者が経営する株式会社アセット・ウィッツの活動を紹介する *1。
まず当社では、企業および大学との幅広いネットワークから生まれた技
術シーズや新事業のアイデアを基に、産学官連携プロジェクトを起案申請
し、その競争的公的資金を使って、技術シーズの完成度を高め実用化につ
なぐ研究開発に着手する。このとき、企業 OB 人材を雇用し、チームとし
て研究開発にも参画する。またプロジェクトが発展し、大学や企業連携体
と共にベンチャーを創る時は、資金調達も含めその中核的役割を担う。
つまり当社は投資資金に関しては、公的資金や VC や企業からの調達に
頼らざるを得ないが、それ以外では、米国のエンジェルと全く同じ機能を
果たしており、その活動を通じて日本版エンジェルの創成を目指している。
また当社は、半導体関係の新事業創出に関して、上記の活動につなぐ
NPO 法人高周波・アナログ半導体ビジネス（HAB）研究会の活動にも、
その中核として参加している。ここでは、新事業創出のアイデア探索と連
携体（ワーキング・グループ）構築のため、セミナーの開催や事業評価等
の委員会活動を行っている。その概要を図１に示す *2。

*1：http://www.asset-wits.
co.jp

*2：http://www.npo-hab.
org

◆おわりに
日本版エンジェルの創成は、日本の新産業創出活性化の切り札である。
その実現には、日本のエンジェル素質のある人材を発掘し育成する施策が
有効であろう。そのためには、現場を知るプロの参画による公的資金活用
の新しい仕組み創りが必要である。
先日、
「なでしこジャパン」の活躍で、久しぶりに日本中が沸いた。これ
まで清貧で苦労を重ねた彼女たちが、素晴らしい大金星を挙げたことに、日
本中が感動した。一方で、巨額の公的資金を投入したにもかかわらず、無残
な結果に終わった巨大プロジェクトが、なんと多いことだろう。さまざまな
科学技術振興策や新産業創出策の成果が期待外れなのも、同じ構図ではない
だろうか。
著名な権威には、安易に巨額の
公的資金を投入し、その結果に対
し誰も責任を取らない。本来なら
公的資金は、むしろ真面目に努力
している「なでしこ」のような清
貧な苦労人たちに、少額でも広く
投入する方が、より効果的に日本
を活性化でき、公という趣旨にも
合っていると思う。
日本の再活性化のため、公的資
金本来の趣旨に立ち返り、過去の
資金再分配の仕組みを大胆に再構
築することが、今、日本に強く求
められているのではないだろうか。
図１

NPO 法人 高周波・アナログ半導体ビジネス（HAB）研究会

活動概要
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京都発・新資格「地域公共政策士」の運用始まる
京都府の産・学・官と NPO が創設した「地域公共政策士」資格制度。その狙いと意義は？

◆はじめに
2011 年度より京都の産学公 NPO の連携により、公共政策分野におけ
る新しい職能資格である「地域公共政策士」の運用が始まった。この資格
は、学習者が一般財団法人地域公共人材開発機構（以下、機構）から質保
証を受けた「地域公共政策士育成のための資格教育プログラム（１プログ
ラムは５科目 10 ポイントで構成）」を３つ修了し、その履修証明（また
は成績証明）を機構に申請すれば誰でも取得可能な資格である（図１）。

杉岡

秀紀

（すぎおか・ひでのり）
一般財団法人 地域公共人材開発
機構 事務局総括／同志社大学
政策学部 講師

この３プログラムのうちの１プログラムは、米国の公共政策系大学院で
も多く取り組まれている「キャップストーン（長期間に渡る現場での課題
解決型政策提言プログラム）」８ポイントと、
公共マインドの醸成やネットワーク構築するた
めの「特別講義」（資格希望者全員を対象）の
２ポイントから構成されており、これを修了し
ないと資格が完成しない設計となっている。つ
まり、ペーパーだけでの認定資格とは異なり、
かなり実践的な職能資格となっていると言える。
鳩山由紀夫元総理が所信表明演説で言及した
「新しい公共」社会に求められる人材像を明ら
かにし、その具体的な知識・スキル・コンピテ
ンシーを国際的基準とも参照性を持たせつつ、
「見える化」したのは全国初の試みであろう。
以下、京都発の本資格の詳細を報告する。

◆「地域公共政策士」の狙い
本資格の狙いは大きく３点ある。１つはセク
ターを超えて地域社会の課題解決に当たる人材
を「地域公共人材」と定義し、資格認定をする
ことにより、その能力証明を試みたことである。
２つ目は本資格を機構だけで完結させず、多く
の産学公 NPO と連携することによって――国
家資格という「御上」によるものではなく――
「社会」による質保証の仕組みを組み込んだ点
である。なお、この社会的認証に要する期間は

図１ 「地域公共政策士」のフレームワーク
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約１年であり、認証団体には
認証マークを交付している
（図 ２）。 ３ つ 目 は 欧 州 の
EQF（European Qualifications Framework） と い う 教
育と職能をつなぐ国際的フ
レームワークとの参照性も持
たせ、わが国においてもその

図２

社会的認証マーク

具体的道程を描ける架橋を
創ったことである。一言でいえば、今までの国家依存型社会から分権型社
会にふさわしい地域性と国際性、また、米国のフレームワークと欧州のフ
レームワークをハイブリッドに体現した点に、本資格の最大の狙いがある。

◆資格創設までの経過
本資格創設の直接のきっかけとなったのは、龍谷大学を中心とする研究
グループであった。具体的には京都を中心とする公共政策に関わる産学公
NPO のキーパーソンが研究員として 2003 年から関わった文部科学省（以
下、文科省）のオープン・リサーチ・センター整備事業（龍谷大学地域人
材・公共政策開発システムオープン・リサーチ・センター事業）の５年間
の研究成果がその最大のトリガーとなった。ここから「地域公共人材」と
いう概念が生まれ、その具体的な教育・研修システムとして「地域公共政
策士」や「社会的認証」といった制度、そして、その〈中身〉を実際的に
動かすための「地域公共人材開発機構」という組織、つまり〈箱〉が
2009 年に生まれた。文科省による社会科学分野、公共政策分野への投資
が呼び水となり、地域の産学公 NPO が知恵やネットワークを結集させた
文系産学連携の好例とも呼べるかもしれない。

◆ステークホルダーとその役割
本資格の実際的運用は２階建ての産学公 NPO による連携構造と見ること
ができる。１階部分は機構からの社会的認証を受けた実施機関による資格
教育プログラム提供部分である。現行では、京都府立大学の３プログラム、
同志社大学の２プログラム、龍谷大学の３プログラム、計８プログラムが
それにあたる *1。加えて、資格の本格運用が始まった今年度からは行政、
NPO、企業等からの資格教育プログラムの認証相談が増えている。今後は、

*1： 詳 細 は http://colpu.org
参照

まさしく地域公共人材が目指す、産学公 NPO おのおののセクターからそれ
ぞれの独自性を活かした形でのプログラム開発が増えることであろう。
２階部分は言うまでもなく、社会的認証ならびに資格発行を行う機構本
体である。前述のとおり、機構が産学公 NPO による連合体（コンソーシ
アム）として立ち上がった。従って、制度設計や意思決定の場には必ず産
学公 NPO それぞれの視点が入るようになっている。この２階建ての連携
こそがマルチセクターによる協働を機能させ、面による人材育成を可能に
したと言える。
http://sangakukan.jp/journal/
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◆受講者の資格
「地域公共政策士」の主たる受講者は、①公共政策系大学院の学生 ②公
共政策分野における学び直しを希望する社会人――の大きく２層が想定さ
れる。なお、現行のプログラム実施機関には大学（院）が多いこともあり、
所属大学（院）が提供する科目と本資格のためのプログラム構成科目が重
複する可能性が高い。従って、①に関しては、卒業と同時に、「学位」と
ともに「履修証明（120 時間の体系的なプログラムを学習者に提供する
ことで大学長等名での履修証明を出すことができる文科省の制度）」、そし
て「地域公共政策士」資格の３資格を同時取得することが可能である。こ
の場合、資格取得に係る費用も申請費用（１万５千円）のみであり、非常
にリーズナブルでお得感もある。
ただし、②の社会人に対しては、現在は「科目履修等制度」を活用せざ
るを得ず、やや割高な設計（１プログラム 12〜28 万円）となっている。
今後、本資格の社会人取得者を広げるためには、受講費用の割り引き、あ
るいは一定の補助という学習環境の整備が望まれる。

◆今後の展望
本資格ホルダーを増やすためには、この「地域公共政策士」の認知度を
向上させなければならない。そのためにも、これからは能力の見える化に
とどまらず、一定の職業との接続性が求められてこよう。しかし、このこ
とは資格独占職業を作ろうということではない。あくまで公共マインドと
能力ベースでの採用・昇進、転職が可能となる社会を実現し、職業ミスマッ
チを少しでも減らしたいという切なる思いである。
とはいえ、資格〈学び〉とその出口〈働き〉をどう接続するかというの
は、今の日本の労働界、また大学に突き付けられた最大の課題でもある。
自戒も込めて資格そのものが万能ということはそもそもありえない。
「資
格＝人材」ではなく、資格はあくまでも能力証明の１つの手段・武器に過
ぎない。
いずれにせよ、政権交代後、わが国ではいま「新しい公共」というこれ
からの国として目指すべき社会像がようやくコンセンサスを得られた好機
にある。この追い風を逃がさぬよう、今後もより一層産学公 NPO の各セ
クターとの対話を続けながら、引き続きこの壮大な人材育成の臨床実験に
まい進して参りたい。
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産・学・官の連携をまちなかで進める
からつ大学交流連携センター
幸島

地域振興に大学の知的資源を活用する目的で平成 21 年９月に設立された佐賀県唐津市
の「からつ大学交流連携センター」
。産業振興、人材育成、まちづくりでどんな大学連
携の取り組みを行っているのか。

英伸

（こうしま・ひでのぶ）
唐津市 企画経営部 企画政策課
企画政策係 副主査

◆唐津市の大学連携に対する思い
従来より唐津市は大学の知的資源、人材の活用が単に教育にとどまらず、
地域の産業に創造力と活力をもたらすものと考え、大学の研究施設、専門
学校などの誘致を進めてきた。
こうした高等教育機関の誘致に加え、大学の知的資源を唐津市の地域振
興、人材育成などに活用するため、佐賀大学、九州大学、早稲田大学大学
院公共経営研究科などとそれぞれ相互協力協定を締結し、大学との連携を
深めてきた。その結果、唐津市の大学連携事業は年間 20 件前後を数える
までになった。

◆センターの設立
このような唐津市の大学連携の取り組みの中で、市民、地元
企業・団体が、自らの課題を解決するためにもっと大学を利用
できるように、平成 21 年９月に唐津市の中心市街地の一角に
「からつ大学交流連携センター」が誕生した（図１）。大学の
研究者らが、もっと唐津市のまちなかや農漁村地域に入り、研
究・教育活動を進めるようになってほしいと考えており、市民
などによる大学の活用のほか、本センターにその窓口、言い換
えると、大学と地域との橋渡しの役割も期待した。
本センターは、佐賀県の「ふるさと雇用再生特別基金事業」
を活用して唐津市が立ち上げた「大学連携地域活力創出事業」
の業務を「株式会社産学連携機構九州」
（九州大学の産学連携
機関）が受託し、これを遂行するために同社の唐津
オフィス部門として設立された。現在、センターの
運営は、企画コーディネーター４名、広報・事務ス
タッフ２名の合計６名の体制で行っている
（写真１）
。

写真１

からつ大学交流連携センターの
スタッフ一同

◆センターの５つ業務
「からつ大学交流連携センター」は、「大学連携地
域活力創出事業」の目的である「大学等高等教育機
関の保有する知的財産および人材を積極的に活用す
ることにより、唐津市の地場産業の活性化、地域課
題の解決、生涯学習活動の振興等への支援業務を行
い、地域活力の創出を図ること」を実現するために、
主に次の５つの業務を展開している。

図１

からつ大学交流連携センターによる事業展開
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１．地域と大学を結ぶ相談窓口
２．地場企業の課題解決のための支援、セミナー開催
３．小・中・高校の学習、地域活動の支援
４．地域社会の現状分析、課題解決活動
５．大学の活動を地域に誘致、情報発信

◆これまでのセンターの取り組み
本センターが、大学の知的資源の活用をベースとしてどのような取り組
みをしてきたか、地域の産業振興、地域の人材育成、地域のまちづくり・
地域振興の３つの観点から、主な事業を紹介する。
●地域の産業振興……産学連携をテーマとしたセミナーの開催、九州大学伊
都キャンパスの水素技術開発関連施設などの見学会の開催、大学と地場企業
が共同開発した焼酎など産学連携で生み出された新製品開発の事例紹介など。
●地域の人材育成……地元の商業高校の生徒を対象にしたインターネット
によるセミナーの開催、シニアの方々を対象にしたファシリテータ養成講
座、国が委託して実施する社会起業家養成講座などの唐津サテライトなど。
●地域のまちづくり・地域振興……商店街活性化の方
策を見いだすために、地元の高校生、九州大学大学院
の学生、商店街住民がチームをつくり聞き取り調査な
どを実施。また、離島振興に取り組む島民グループに
対し特産品開発などで大学や行政機関への相談、計画
策定などの支援。
また、まちなかで学生の姿を見掛ける機会が少な
かった唐津市で、学会、研究合宿が毎年開催されるよ
うになった。大規模な学会としては、平成 22 年３月
に開催された第１回の AIJ 国際建築都市デザインワー
クショップ（写真２）が挙げられる。この学会の報告
写真２ 第１回 AIJ 国際建築都市デザインワークショップ
会は多くの市民も聴講し、歴史的景観を活かした居住
（平成 22 年３月開催）
環境モデルの提案などが行われた。

◆地域のまちづくりにもたらした効果
からつ大学交流連携センターの活動を通じて、地域によるまちづくり、
生涯学習などの分野で、大学を活用するという意識が芽生えたのではない
かと思う。
本センターに寄せられた窓口相談の件数は、平成 21 年度が 52 件、平
成 22 年度は 46 件と年間 50 件近くあるが、相談の内容は研修会の講師の
選定、地場企業の製品研究に関する事案、中学校の課外授業の講師の選定、
商店街のイベントへの出演サークルのあっせんなど、多岐に及んでいる。

◆展望
地域企業による技術開発、市民自らの手による効果的なまちづくりなど
を進める中で、中立、公正な立場で、時には当事者の立場で、大学の先生
や研究室に地域活性化、まちづくりへの参加を求める状況は、今後、増え
てくるものと考える。協力協定を結んだ大学などの協力を仰ぎながら、試
行錯誤し、大学、地域、行政にとって最適な産学官連携のかたちを探って
いきたいと思う。
http://sangakukan.jp/journal/
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連載

東京農工大学の産学官連携

第２回

産官学連携・知的財産センターに機能を統合
共同研究スペース入居は外部資金獲得が条件
教員１人当たりの共同研究日本一の東京農工大。産学連携活動は全学組織の産官学連携・
知的財産センターが実行主体になり、ソフト、ハード両面の環境整備を展開している。

◆産官学連携・知的財産センターの組織と役割
東京農工大学産官学連携・知的財産センターは、本学の産官学連携を推
進する中心的な全学組織である。大学全体の戦略を企画・実現する「大学
戦略本部」（本部長：松永是学長）の下に置かれ、多様な産官学連携活動

早出

広司

（そうで・こうじ）

の実行主体となっている。
本センターの役割は産官学連携に基づく教育研究の推進をサポートする

東京農工大学 産官学連携・知的
財産センター長、教授

ことであり、それとともに、研究の成果として得られる知的財産を適切に
運用することである。
「産官学連携研究の推進をサポートする」とは、本
学における研究シーズ・アイデアをもとに、学外の組織と効率的な連携体
制を構築することで適切な外部資金を導入しながら、研究を推進する教員
の研究体制を本学として整備することを意味する。
平成 15 年の学内インキュベーション施設設置後は、大学発ベンチャー
企業の支援も加わった。このような研究体制の整備・大学発ベンチャー企
業支援において本センターの役割はソフトとハードの二面がある。
ソフト面としては、国際知的財産部、産官学連携推進部および地域連携
室（インキュベーション）の３つの内部組織が提供しているサービスがあ
る。国際知的財産部は特許を中心とする知的財産の権利化・維持・活用を
担い、産官学連携推進部は共同研究・受託研究の促進や公的研究資金の獲

産官学連携の組織体制図
http://sangakukan.jp/journal/
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得支援を担う。地域連携室は、起業前のプロジェ
クトを含めた「農工大発ベンチャー」に対する
各種支援を実施している。
３組織それぞれに本センターの専任教員が配
置され、全体の調整は、センター長と専任教員
で構成する総合戦略調整室が遂行している。専
任教員の下では専門スタッフである研究員が活
動している。研究員は現在９人で、事務補佐員
等の非常勤職員を含めると全体では 20 人を超
える規模に達する。母体となった「共同研究開
発センター」やベンチャー・ビジネス・ラボラ

産官学連携・知的財産センターの外観

トリー（VBL）、いわゆる知的財産本部、インキュ
ベーションといった産官学連携の中核的な機能が統合されていることも顕
著な特徴である。契約等を担当する学内の事務組織「研究支援・産学連携
チーム」とも一体的な運営をしている。
◆研究スペースの提供は重要な機能
このようなソフトの提供と同時に、本センターは小金井キャンパス（東
京都小金井市）と府中キャンパス（同府中市）に民間企業等と共同研究を
行うためのスペース、VBL 教員プロジェクト、および大学発ベンチャー
企業活動のためのスペースとしてハード（施設）を提供している。
昭和 63 年の設置から平成 16 年の国立大学法人化までの共同研究開発
センター時代、本センターは民間企業との共同研究のインセンティブとし
て共同研究スペースを提供することがそもそもの役割であった。共同研究
を通した産学連携活動の実績をもとに、活動を拡張してきた結果、ハード
だけではなくソフトを提供できる組織に発展してきたと言える。共同研究
を行うためのスペース合計は約 2,000 平方メートル、インキュベーショ
ンのためのスペースは約 700 平方メートルである。
本センターの施設はおおむね３段階の建設時期において拡張された施設
であり、最初の施設は 20 年余りの年月が経っている。特にこの施設は外
部資金の獲得によって教員プロジェクト等が入居できるシステムを採用し
ていることから、高いアクティビティとともに転入転出が頻繁であり、経
年変化も目立ってきた。一方で今回の東日本大震災において、地震そのも
のによる特段の損害はなかったものの、その後の計画停電に対しては、バッ
クアップ電源や自前の発電機がなく、脆弱（ぜいじゃく）性が露呈された。
今後、わが国における節電、CO２削減が求められる中、本学でも積極的な
対応が求められている。本センターでは節電のみならず、多様な工夫と自
衛手段を施すことで活発な産官学連携活動が維持でき、本学のみならず地
域の研究活動の最後の「避難場所」としても活用できるようなハードを備
えた組織を目指していきたいと考えている。
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◆国際的活動の展開
平成 20 年度に文部科学省の「大学等産学官連携自立化促進プログラム
（機能強化支援型）
」に採択され、５年計画の４年目に入っている。この
支援事業の主たる目的は本学における産官学連携活動を国際化することで
組織を自立化に導くことである。とりわけ、狭義には海外の企業と本学教
員との大型共同研究を推進することを目標として掲げ、これを実現するた
めの職員体制が組織され、現在さまざまな試みが進められている。
本学の産官学連携は全国の大学において際立った実績を誇っている。今
後、さらに産官学連携を特徴とした本学の一層の発展を推進するために、
共同研究をグローバル化することを目指している。すなわち、海外企業・
マーケットの多様なニーズに対して本学の特徴ある研究成果や技術シーズ
を紹介・活用していくことで、新たな外部資金のフローを形成するととも
に、海外企業との積極的な交流を通して、教育研究の現場に多様な海外市
場の臨場感が提供できると期待している。さらに、このような産官学連携
共同研究の推進を機会に大型の共同研究を増加し、外部資金の充実を図る
ことが後述する本センターの自立化には不可欠であると考える。また、学
内の交際交流の中心組織である国際センターとの連携も深め、相互に運営
委員を出し合い、多面的な活動で協力している。
◆自立化に向けて
「大学等産学官連携自立化促進プログラム」に基づき、平成 25 年を目
標に自立化に向けて活動を行っている。本センターの自立化については本
学の第二期中期計画にも記載されており、平成 23 年度にはその具体的な
指針を固め、平成 24 年度には方針を具現化し、平成 25 年４月以降の体
制作りを進める必要がある。現在、本センターの運営は同補助金に加え、
運営費交付金、外部資金獲得に基づく間接経費を基盤とした予算、本セン
ター使用料等に基づく予算、および専任教員の人件費によって支えられて
いる。
本学における産官学連携に基づく教育研究活動および知的財産の管理・
運用は極めて重要である。教育研究活動の社会・産業界への還元を含めた
社会貢献は本学のミッションの具現化として認識されているばかりでな
く、同活動を支えている外部資金収入の高い割合は本学の予算構成の特色
を形成している。
今後、全国の国公立大学において、本センターと同様に産官学連携活動
をサポートする役割を担っている組織が採択すべき形態はさまざま考えら
れるが、本学としては本センターの担う将来的な役割について全学共通の
理解の下で、平成 25 年以降は一層の発展・拡充を伴った自立したセンター
として、その役割を継承する組織形態を存続あるいは新たに組織すべきで
あると信じている。
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第 10 回産学官連携推進会議

東京でイノベーション・ジャパンと同時開催
第 10 回産学官連携推進会議が９月 21、22 の両日、東京・千代田区丸
の内の東京国際フォーラムで開かれた。講演、報告などの「会議」の部の
ほか、
「産学官連携功労者表彰」
「展示」
「若手研究者による科学・技術説
明会」で構成し、展示は両日、その他は 22 日に行われた。未曽有の大災
害となった東日本大震災の発生を受けて、メインテーマは「我が国の復興・
再生に向けた産学連携の促進」。第４期の科学技術基本計画においても「震
災から復興・再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現
する国」を目指して科学技術イノベーション政策を推進することとしてお
り、この会議での議論を通じて産学官連携のさらなる推進を図っていく
―と同会議の「開催趣旨」はうたっている。
産学官連携推進会議は、前回の９回までは毎年６月に京都市・宝ケ池の
国立京都国際会館で行われていたが、10 回目という節目を迎えた今回の
同会議は従来とは大きく異なった。開催場所が東京、時期が秋に変わった
だけでなく、今回は、全国最大の大学等の技術シーズ展示会「イノベーショ

第 10 回産学官連携推進会議
日時：平成 23 年９月 21 日
（水）
〜22 日
（木）
※ 21 日は主催機関等に
よる展示のみ
会場：東京国際フォーラム
（東京都千代田区）
主催：内閣府、総務省、文部科
学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国
土交通省、環境省、日本
経済団体連合会、日本学
術会議、科学技術振興機
構､ 新エネルギー・産業
技術総合開発機構、日本
学術振興会、情報通信研
究機構、理化学研究所、
物質・材料研究機構、産
業技術総合研究所、工業
所有権情報・研修館、宇
宙航空研究開発機構、海
洋研究開発機構、日本原
子力研究開発機構
URL：http://www.sendenkaigi.
com/sangakukan/

ン・ジャパン」
（科学技術振興機構、新エネルギー・産業技術総合開発機
構主催）との「同時開催」という形をとった。

◆産学官の総力結集から
〈東日本大震災、原発事故の被害からの一刻も早い復興、再生を担うの
が科学技術。産学官が総力を結集して、そのもとに地道な協力を積み上げ
ていくことが、わが国が抱える諸課題の解決につながっていく。この推進
会議がそのきっかけづくりの場となることを祈念します〉
会議では初めに、上記のような野田佳彦内閣総理大臣からのメッセージ
が読み上げられた。
次いで、古川元久内閣府特命担当大臣（科学技術政策）が、第４期科学
技術基本計画をテーマに基調講演を行った。古川大臣は、 イノベーショ
ンといえば日本

といわれることを目指すとし、第４期科学技術基本計画

で改革、工夫した点などについて述べた。

◆はやぶさ帰還の話も
特別講演は西田厚聰東芝会長（演題：産学官連携による日本の再生）と
川口淳一郎宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授（同：「はやぶさ」
が挑んだ人類初の往復の宇宙飛行、その７年間の歩み）。いずれも、産業
を中心としたわが国の課題、わが国の科学技術の力について非常に分かり
やすく紹介した。このほか、２人の研究者による報告も行われた。

http://sangakukan.jp/journal/
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◆半導体接着技術が受賞
第２回の産学官連携推進会議から始まった産学
官連携功労者表彰は今回が９回目。内閣総理大臣
賞を受賞したのは稲田禎一氏（日立化成工業株式
会社筑波総合研究所基盤技術開発センタ主管研究
員）と井上隆氏（山形大学大学院理工学研究科機
能高分子工学専攻客員教授・東京工業大学名誉教
授）のグループによる「電子機器の小型化・大容
量化を可能とする半導体接着技術〜ダイボンディ
ングフィルムの開発〜」。同賞をはじめ、合わせ
て 11 賞で合わせて 19 の事例が受賞した。
展示の部は、本会議の主催機関などによる一般の展示（会場：ロビーギャ
ラリー）と産学官連携功労者表彰受賞者による展示（イノベーション・ジャ
パン 2011 と同じ展示ホール）の２種類。いずれの展示も、イノベーショ
ン・ジャパン 2011 との相乗効果で多くの見学者でにぎわった。
（文責・編集部）
第９回

産学官連携功労者表彰

受賞事例（敬称略）

内閣総理大臣賞
・電子機器の小型化・大容量化を可能とする半導体接着技術〜ダイボンディングフィルムの開発〜（稲田禎一・日立化
成工業、井上隆・山形大学）
科学技術政策担当大臣賞
・「ラジカル計測・制御及び広帯域超短パルス光」の開発（堀 勝・名古屋大学、後藤俊夫・同、西澤典彦・同）
総務大臣賞
・テラヘルツ・アレイセンサとハンディ・テラヘルツカメラの開発（小田直樹・日本電気、寳迫巌・情報通信研究機構、
小宮山進・東京大学）
・高圧水駆動カッターの研究開発（櫻護謨、スギノマシン、東京消防庁、首都大学東京）
文部科学大臣賞
・「人間の心情と意図を理解する人工頭脳エンジン」の開発（青江順一・徳島大学、樫地真確・言語理解研究所）
・ICT を用いた「切れ目のない医療支援体制」の確立（吉田晃敏・旭川医科大学、孫正義・ソフトバンク BB）
・「有効成分が可食な SaFE 農薬」の開発（有本裕・理化学研究所、今井哲弥・大塚アグリテクノ、加嶋崇之・石原産業）
厚生労働大臣賞
・「薬用植物（甘草）の人工水耕栽培システム」の開発（吉松嘉代・医薬基盤研究所、斎藤俊哉・鹿島建設、後藤英司・
千葉大学）
・血圧脈波検査装置 VaSera（バセラ）の開発（白井厚治・東邦大学、高田正信・富山逓信病院、福田孝太郎・フクダ電子）
農林水産大臣賞
・「厚物構造用合板（ネダノン）」の開発（森林総合研究所、東京合板工業組合・東北合板工業組合、秋田県立大学）
・未利用水産資源から抽出したプロテオグリカンを利用した新産業の創出（青森県産業技術センター、弘前大学）
経済産業大臣賞
・産学官連携コンソーシアムにより粘土膜材料を実用化〜地域資源を利用して環境問題を解決する素材を開発〜（蛯名
武雄・産業技術総合研究所、塚本勝朗・ジャパンマテックス、黒坂恵一・クニミネ工業）
・自動車の軽量化に貢献するエンジニアプラスチック接着技術（青木孝司・デンソー、髙原淳・九州大学）
・カラーユニバーサルデザインのための色弱模擬フィルタの開発（中内茂樹・豊橋技術科学大学、篠森敬三・高知工科
大学、加藤裕久・伊藤光学工業）
国土交通大臣賞
・静的圧入による液状化対策技術の確立（山﨑浩之・港湾空港技術研究所、秋元惠一・CPG 工法研究会、善功企・九州
大学）
・地震多発地域での大水深、急潮流下のボスポラス海峡沈埋トンネル（小山文男・大成建設、清宮理・早稲田大学、安
田進・東京電機大学）
環境大臣賞
・電動バス及び非接触充電装置の開発（大聖泰弘・早稲田大学、髙橋俊輔・昭和飛行機工業）
日本経済団体連合会会長賞
・不揮発メモリ（FeRAM）の事業化（石原宏・東京工業大学、有本由弘・富士通研究所、恵下隆・富士通セミコンダクター）
日本学術会議会長賞
・創薬プラットフォーム技術「RAPID システム」の実用化（ぺプチドリーム、菅裕明・東京大学）
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分科会①

グリーンイノベーション
〜環境・エネルギー先進国を目指して〜

エネルギーの安定確保と低炭素化という課題にどう取り組んでいくのか
が議論の中心。太陽光・バイオマスといった再生可能エネルギーや都市ガ
スエネルギー、また、エネルギー利用におけるライフスタイルとの接点の
ほか、スマートコミュニティーといったさまざまな分野・立場からグリー
ンイノベーションに向けた取り組みの紹介があった。
パネリストの山下ゆかり氏（
（財）
日本エネルギー経済研究所理事）は、
「電
力供給は需要に対応するための電源確保を目標としてきたが、今後は負荷平
準化をしつつ、需給をどうバランスさせるかという発想が必要」と述べると
ともに、
「社会システム・制度改革と基本的なルール作りの必要性」
を指摘した。
また、コーディネーターの妹尾堅一郎氏（東京大学知的資産経営講座特
任教授・NPO 法人産学連携推進機構理事長）は、科学技術基本計画で示さ
れた「科学技術政策とイノベーション政策の一体的推進」に触れ、
「技術
先進・産業後進と言われる日本がイニシアティブをとるには、どうすれば
良いか。科学技術と産業のベクトルをどう合わせるかが課題」と指摘した。
コメンテーターの相澤益男氏（総合科学技術会議議員）は、
「問題解決す
るだけでなく持続可能な成長に転換することが重要。自分の周りにある見え
る壁、見えない壁を打破することがイノベーションにつながる」と述べた。
（編集部）

分科会②

○コーディネーター
妹尾 堅一郎：東京大学 知的
資産経営講座 特
任教授／特定非
営利活動法人 産
学連携推進機構
理事長
○コメンテーター
相澤 益男：総合科学技術会
議 議員
○パネリスト
黒川 浩助：東京工業大学 ソ
リューション研
究機構 特任教授
山下 ゆかり：（財）日本エネ
ルギー経済研究
所 理事 計量分
析ユニット担任
横山 伸也：鳥取環境大学 環
境情報学部 環境
マネジメント学
科 教授
渡辺 尚生：東京ガス（株）常
務執行役員 技術
開発本部長
渡邊
宏：（独） 新 エ ネ ル
ギー・産業技術
総合開発機構 理
事／スマートコ
ミュニティ・ア
ライアンス事務
局長
（敬称略）

災害からの安全性向上に役立つ科学技術

本分科会は、東日本大震災後に再検討された第４期科学技術基本計画の
重要課題、「震災からの復興、再生の実現」での平成 24 年度のアクショ
ンプランを受けて、各分野での技術課題と研究状況等について情報交換と
討論がなされたものである。冒頭における東日本大震災直後の緊迫したテ
レビ報道の再生は、多くの参加者には半年前の悪夢を思い起こさせるもの
であり、また、多くの技術的課題を示唆する資料でもあった。われわれ東
日本の被災者にとっては、当時停電が数日間続いたため初めて目にした映
像であり、極めてショッキングであった。
鉄道（新幹線の早期地震警報システム）、気象（津波予報システムと警報）、
通信（緊急事態における通信確保、カーナビへの緊急情報配信、交通規制
情報の共有）、農業（農地被害の状況、土壌からの放射線物質の除染方法、
大規模高付加価値農業等）など、各立場の専門家が、震災影響の軽減・緩
和や、さらなる安全性向上のための喫緊の課題に取り組む具体的な研究事
例を紹介した。また、課題達成に向けた産学官連携の在り方について討議
された。
今回の震災で得られた教訓と、科学・技術による成果とが、今後来たる

○コーディネーター
福和 伸夫：名古屋大学大学
院 環境学研究科
教授
○コメンテーター
奥村 直樹：総合科学技術会
議 議員
○パネリスト
相田
仁：東京大学大学院
工学系研究科 教
授
天野
肇：特定非営利活動
法人 ITS Japan
専務理事
佐々木 昭博：（独）農 業・ 食
品産業技術総合
研究機構中央農
業総合研究セン
ター 所長
前田 憲二：気象研究所 地震
火山研究部 第一
研究室 室長
山本 俊六：公益財団法人 鉄
道総合技術研究
所 防災技術研究
部 地震防災研究
室 室長
（敬称略）

べく次の災害の対策に少しでも活かせることを祈念する。
（塩谷克彦：東北大学 産学連携推進本部 知的財産部長、特任教授）
http://sangakukan.jp/journal/
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イノベーション・ジャパン 2011―大学見本市

技術分野の拡大と
第 10 回産学官連携推進会議との連携
イノベーション・ジャパン 2011
―大学見本市
会期：2011 年９月 21 日
（水）
〜22 日（木）
会場：東京国際フォーラム
（東京都千代田区）
主催：科学技術振興機構
（JST）
、
新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）
共催：文部科学省、経済産業省、
内閣府
特別協賛：野村證券
入場料：無料

独立行政法人科学技術振興機構（JST）は９月 21 日（水）〜22 日（木）、
東京・有楽町の東京国際フォーラムで８回目となる、大学等の研究成果の
見本市『イノベーション・ジャパン 2011―大学見本市』（IJ2011）を独立
行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）と共同で開催した。
今回の特徴は、研究成果の技術分野の拡大（「シニアライフ（高齢社会）」
と「防災」の追加）
、第 10 回産学官連携推進会議との連携による開催が
挙げられる。

◆大学見本市とは
イノベーション・ジャパンは、全国の大学等の技術シーズを一堂に集め、
企業へ紹介し、産学連携の推進・技術移転のきっかけとなる場を提供する
ことにより、産業活動が活性化されることを目指している。展示会、新技
術説明会を柱としており、研究シーズと産業界をマッチングさせるイベン
トとしては国内最大規模である。
なお、本イベントをきっかけとして、共同研究などに進展したマッチン
グ率は、各年度約 10〜30%に達している。

◆開催結果概要
連休の谷間での開催、台風の関東直撃等恵まれない条件ではあったが、
延べ２万人以上の来場を得るなど、
多くの産学のマッチング機会を提供した。
http://sangakukan.jp/journal/
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また、JST ブース内にて昨年度の大学見
本市に出展された高知工科大学の研究成果
「スラリーアイス製造装置」の実機を展示
し、デモによる紹介を行った。
その他、ロビーギャラリーにて、
「震災
当時の各研究機関の被災・復興状況」と題
し、パネルによる展示を行った。
１．研究成果展示について
展示数は 300 小間と前年比 60 小間減
少したものの、出展機関数は前年度の 154
から 164 へと増加した。日本全国の多く
の大学に関心を持たれていることが伺える。

製造装置から出てくるスラリーアイスの感触を確かめる来場者

各展示ブースは、「情報通信」「ライフサ
イエンス」
「医療」
「装置・デバイス」
「ナ
ノテクノロジー」「環境保全・浄化」「低炭
素・エネルギー」「マテリアル・リサイクル」
「シニアライフ（高齢社会）」「防災」の
10 分野に分け、分野ごとに展示した。
２．新技術説明会について
上記 10 分野で計 150 のセッションを
実施した。セミナールームの定員は約 60
人であったが、満席となるケースが多くみ
られた。説明会終了後の個別相談もあり、
今後、マッチングへ進むことが期待される。

産学官連携功労者表彰受賞者展示ブース

３．第 10 回産学官連携推進会議との連携
昨年まで国立京都国際会館で開催していた産学官連携推進会議を同一会
場で開催するとともに、19 小間の「産学官連携功労者表彰受賞者」の成
果を展示するなど連携を図った。
（田中 史祥：独立行政法人科学技術振興機構 イノベーション推進本部
産学連携展開部 産学連携担当 主査）

http://sangakukan.jp/journal/
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心に響いた
UNITT の京都開催

★大学技術移転協議会の「UNITT2011 第８回産学連携実務者ネットワーキング」
が９月９日、10 日に同志社大学今出川キャンパス（京都市）で開催された。厳
しい節電対策が予想された東京を避けた初めての試みだったが、予想に反して例
年並みの約 480 人が参加し盛況となった。
「知財本部や TLO の自立的経営」や「リ
サーチアドミニストレーターに求められること」といった眼前のテーマを扱った
セッションでは会場狭しと熱気が溢れ、本家である米 AUTM の会長経験者の２
年連続参加は華を添えた。地元関西の大学や TLO の精力的な支援と、被災地か
らの参加者の意気込みほとばしる発言が心に響いた。新機軸の「テーマ公募セッ
ション」には、自発的に進めてきた UNITT の意地が垣間見えた。
（編集委員・伊藤 伸）

★長野県内の農産物加工施設を訪問した。規格外の野菜や果物を農家から預かり、
ジュース、ジャムやドレッシングなどの加工品にして農家にお返ししている。代
表取締役は 77 歳の女性で、主な取引先は 47 都道府県の個人農家 1,800 軒。創
業 18 年目の現在、従業員 30 人で売り上げが３億円超。加工業で１人当たり約
1,200 万円とは驚いた。「全国に困っている農家はたくさんあるが、ここだけで
は対応できない」と現在、農産物加工のノウハウを伝授し、同様施設の設置を支
援している。加工技術の話だけでなく、組織経営論、マーケティング論も拝聴。
農商工連携や６次産業化、付け焼き刃では太刀打ちできないことをあらためて痛
感した。馬路村農協の東谷理事長との面談以来の衝撃である。
（編集委員・岡田 基幸）

拡大する
地域実践活動

★大学教員の地域での活動が拡大している。玄田有史東京大学教授が「希望学」
で、片田敏孝群馬大学大学院教授が防災教育で、それぞれ岩手県釜石市で活動・
研究を行ってきたことや、計画的避難区域の福島県飯舘村が大学と連携して個性
的な地域づくりを進めてきたことは、大震災で広く知られるようになったが、こ
れらに限らない。大きな自治体から限界集落まで全国ほとんどの地域に大学人が
入り込み、自治体や住民と、時には産業界とも協働して、地域の課題解決、活性
化に取り組んでいる。分野は多岐にわたる。ただ、こうした地域実践活動の多く
は、大学の社会連携組織とは関係なく、個々の教員が研究を通じて地域とつながっ
ているもの。組織としての社会貢献をアピールしたい大学の思惑と乖離（かいり）
している面がないとはいえない。
（編集長・登坂 和洋）
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