
11
2013

Vol.9 No.11 2013

Journal of Industry-Academia-Government Collaboration

http://sangakukan.jp/journal/

科学技術振興機構 理事長　中村道治

JST が果たすべき責任についてのお約束
「JST のコミットメント」

■ 技術の新規用途開発の成功確率を高めるネットの活用方法
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　JST が果たすべき責任についてのお約束
科学技術振興機構 理事長　中村道治　

科学技術イノベーションは海図のない航海のようなものだと思います。コロンブスが偉大であったの
は、地球が丸いということは分かっていても誰もインドに行こうと言う人がいない中で、自分で考えて
実行に移したことです。これは、量子力学で有名なハイゼンベルグが彼の自叙伝で述べている言葉です。
独創的な取り組みを大胆に実践するという意味では、科学技術振興機構（JST）も同じ立場にあると言
えるでしょう。

　目指す 21 世紀の「JST モデル」が明確になってきました。

　　・バーチャル・ネットワーク型研究所運営による社会経済的価値の創出
　　・戦略プログラムパッケージによる達成目標の明確化
　　・周到な準備に支えられたプロジェクト企画力
　　・シーズ発掘＆育成、イノベーション研究、企業化開発まで一気通貫に運営
　　・目標達成に向けた PD、PO、PI の強いコミットメント
　　・アカデミア、産業界、海外パートナーとの深い信頼関係
　　・情報の利活用、人材育成、科学コミュニケーションと研究開発との融合
　　・迅速 (nimble) な意思決定

　一言でいうなれば、「JST が意思を持ったプロデューサー集団になる」ことです。

今年６月に閣議決定された「科学技術イノベーション総合戦略」では、クリーンで経済的なエネルギー
システムや健康長寿社会、次世代インフラの実現、地域資源を強みとした地域の再生、東日本大震災か
らの早期の復興再生が主要課題に掲げられました。「総合戦略」の PDCA を実行して具体的成果を上
げていくため、ビジョナリーな運営、研究開発システムの革新、グローバル化の促進を JST の基本方
針に掲げて積極果敢に挑戦してまいります。

私が理事長を拝命して、早くも 2 年が経過しました。これを機に、日本発イノベーションの実現に
向けて JST が担っている社会的責任をお約束する「JST のコミットメント」をまとめました。関係機
関の皆さまには一層のご理解とご支援をお願いいたします。
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科学技術イノベーションの創出に向けて重点的に推進すべき研究開発領域や
科学技術システムの改革などに関する研究開発戦略を提案します。

① 科学技術イノベーション創出のための研究開発戦略を提案します

JSTのコミットメント

私たちは、創造的な基礎研究（トップサイエンス）から
トップイノベーションを創出し、未来社会の課題を解決
するとともに、わが国の産業競争力の強化を図ります。

② バーチャル・ネットワーク型研究所経営により成果を最大化します

環境・エネルギー、健康、社会インフラなどの重要課題や、ナノテク・材料、ICT
などの共通基盤技術に関して、国内外のリソースを結集した最強の研究開発
チームを組織し、戦略的な研究開発を通じて社会的・経済的価値を創造します。

私たちは、創造的な基礎研究（トップサイエンス）から
トップイノベーションを創出し、未来社会の課題を解決
するとともに、わが国の産業競争力の強化を図ります。

科学技術振興機構 理事長

科学技術イノベーションを通じて、東日本大震災の被災地における新たなまち
づくりや産業復興を支援し、地域の復興・再生に貢献します。

③ 東日本大震災からの復興・再生に貢献します

JSTのコミットメント

⑥ 科学技術情報をイノベーション創出のための基盤として確立します

科学技術情報を、新たな知識の抽出・活用による研究開発力の飛躍的向上や
政策立案、経営戦略策定における意思決定に資する基盤とします。

科学技術と外交の相乗効果を発揮し、環境・エネルギー、健康、防災等の地球
規模課題の解決に貢献します。

④ 科学技術外交を推進します

全国の大学等に散逸する知的財産を集約して国際的に交渉力の強い特許群

を形成し、わが国の産業競争力の強化を図ります。

⑤ 大学発の知的財産を活用し、わが国の競争力強化を図ります
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⑩ 研究開発システム改革に取り組み、研究開発制度を継続的に進化させます

⑧ 科学技術が社会に理解され、信頼されるために活動します

府省連携や産学官金連携を実践し、さまざまな関与者の参加を得て、イノベー
ションの創生に向けた共創の場を実現するための触媒役を果たします。

⑨ イノベーションの共創場の構築のための触媒役を果たします

優れた素質を持つ小学生～高校生に対し、その才能を伸ばすことにより、次世代
の理数系国際リーダーを育成し、持続的なイノベーション創出の礎をつくります。

⑦ 次世代の理数系リーダーの人材を育成します

科学技術が社会に正しく理解され受け入れられるために、科学技術に関する
社会との対話を促進します。また、研究開発コミュニティにおける研究倫理意識
を高め、科学技術に対する信頼性の回復に努めます。

研究の国際化や研究支援人材の活用、男女共同参画など研究開発システム
改革に取り組み、 PDCA サイクルを実践して、研究開発力の向上に努めます。
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巻 頭 言

名古屋工業大学は 1905 年、工業の高等教育機関「官立名古屋高等工業学校」として創設さ
れて以来、常に時代の要請に応えて優秀な人材を育成し、7 万人以上を産業界に送り出してきた。
世界最高水準のセラミック科学の研究をはじめ、ロボット、音声認識システムなど多くのもの
づくり分野をリードし、中京圏、さらには日本の産業の基盤をつくりその繁栄を支えてきた。

しかし、経済のグローバル化、新興国の底上げなどを背景に、求められる工科系大学の役割
が変化している。いま、わが国に必要なのは、異分野の人とチームを組み、多様な領域の知見
を融合してイノベーションを創出し、新産業に結び付けられる人材である。

このため、本学は“名古屋工業大学のあるべき姿”として「工学のイノベーションハブ」と
「実践的工学エリート養成」という二つの柱を据えて教育改革に取り組んでいる。前者は、磐
石な学術技術で新しい価値をデザインし発信することができる拠点である。ここで言う「学術
技術で新しい価値をデザインする」とは、その技術の潜在的な可能性を引き出し、イノベーショ
ンに導くデザイン（画）を描くことである。後者の「実践的工学エリート」とは、歴史、文化、
社会の発展をグローバルに理解し、科学と技術を新しい生活につなげていける人材である。

上記のような「あるべき姿」を実現するため、第 2 期中期目標には、新産業の創成に貢献す
るリーダーと基盤産業の革新に貢献するリーダーの育成を目指す複線的教育モデルの構築を掲
げている。

本学では学部卒業生の 70％が大学院に進むことを背景に、学部と博士前期課程の接続性を
重視した 6 年の一貫した教育課程を設け、分野融合による幅広い学識と応用力の展開、新たな
イノベーション力を育成する教育により、新技術の開発、産業化、さらに社会システムの構築
に資する人材を育成することを目指している。他方において、長年にわたり本学が培ってきた
幅広い工学分野を背景に基盤産業の革新に資するため、4 年の学部、2 年の博士前期課程とい
う基礎からの積み上げ教育を維持し、要素技術、知見を深めた人材を育成する。

本学は工学の幅広い分野において多年にわたり技術の創造を継続してきた結果、「テクノロ
ジーの宝庫」と評されるに至っている。今後は多様な工学人材の育成につながる仕組みを目指
し、既存の工学の枠組みにとらわれることなく新たな価値を創造するために、自立した個々の
教員が、社会的な要請と自らの学問的信念に基づき知的創造を行う場としていきたい。

■工学のイノベーションハブを目指す

髙橋　実
たかはし　みのる
名古屋工業大学長
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「ネット上で自分の技術を広く知らせたら、誰かが魅力的な新規用途を思い付
いてくれるのではないか？」このように思ったことのある研究者は多いだろう。

「大学や企業を 1 つの場所に集めれば、マッチングが起こって新しい事業を創出
できるのでは」と期待して、多大な労力を費やして、技術交流会を開催する自治
体も少なくない。

しかし現実には、有益な新規用途を提案してもらえたり、マッチングが起こる
ことは極めてまれだ。

なぜだろうか？ まず、世界に約 800 万人もいる研究者が日々生み出している
新しい技術の中で当該の技術がより魅力的だと思ってもらう必要がある。これだ
けでも十分ハードルが高いが、次に、魅力的だと思った人に用途を思い付いても
らう必要がある。技術を知り尽くした開発者が思い付かない用途を、第三者が思
い付く確率は極めて低い。仮に思い付いたとしても、それを教えるメリットはほ
とんどない。なぜなら、特許などで守られている技術と異なり、用途という「ア
イデア」は教えてさえもらえれば、教えてくれた側の制約を受けずに自由に活用
できてしまうからである。

それにもかかわらず用途を教えてもらえたとしても、今度はその用途に研究者
や企業が興味を持つ確率も極めて低い。このモノ余りの時代、市場ニーズ、戦略
との適合性、収益性などの全ての条件が整わないと利益を生む事業にならないた
め、企業が投資すべきと判断できる領域は非常に限られているためだ。

ここまでの条件が全て成立する奇跡が起こったとしても、その用途において技
術的優位性があるとは限らない。この話をすると、多くの人は途中で笑い出す。
しかし笑いごとではない。こうした技術をもとにしてその新規用途を見つけだす
活動について、その成功確率を楽観視し過ぎている人はあまりに多い。

 ■技術の「お見合い」事業 

株式会社ナインシグマ・ジャパン（以下「ナインシグマ」）のシステムは世界
500 社以上、国内でも 100 社以上の大手メーカーを顧客とする技術の「お見合い」
事業者で、国内だけでもこれまで 500 件以上の技術マッチングのプロジェクトを
実施してきたが、事業を成功させたいので前述のような不毛な戦いは避けてきた。

主な業務は、技術を必要としている大企業のエージェントとして、条件を満た

加速するオープンイノベーション

技術の新規用途開発の成功確率を高める
ネットの活用方法

大学等で生まれた新しい技術を起点に企業のニーズ、新規用途を見つけだすのは
容易なことではない。ナインシグマのやり方は、技術を必要としている大企業のため
に、条件を満たす技術を世界中の組織から集めてマッチングを図るというものだ。

諏訪　暁彦
すわ　あきひこ

株式会社ナインシグマ・
ジャパン　代表取締役

河崎　雄介
かわさき　ゆうすけ

株式会社ナインシグマ・
ジャパン
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す技術の提案を世界中の組織から集めてマッチングを図る、という逆の活動だ（図
１）。こちらは構造的にうまくいきやすい。技術を提案する側は、新規用途開拓
につながる上、技術は特許やノウハウで守られているので自らの技術の提案に積
極的なためだ。実際、ナインシグマが 2012 年に実施した約 100 件の技術募集
プロジェクトには世界中から約 2,300 件の技術提案が寄せられ、提案組織との
直接の話し合いに進んだプロジェクトは 85%を超えた。

では、多くの研究者を抱える日本の大手メーカーがなぜ、お見合い事業者の助
けを借りて外部の技術を見つけて取り込もうとしているのだろうか？ その最大
の理由は、製品ライフサイクルの大幅な短縮により、これまで 3 ～ 5 年かけて
開発してきたレベルの技術を、1 ～ 2 年で開発することが求められるようになっ
たことにある。すでに自社・サプライヤー・知り合いの先生の英知を総動員して
開発しているのに、さらに短期間で技術を開発しようとすると、今の開発体制に
無い新しい技術やスキルを取り込まない限り非連続のジャンプはできない。今の
自分たちのネットワークに無い技術を見つけだすのは容易ではないため、世界規
模の技術者ネットワークを持つ「お見合い」事業者を活用するわけだ。

 ■成功確率を高める鍵 

前述の通りナインシグマは、創業以来「ニーズに合う技術を集める」活動に注
力してきた。しかし、マッチングが起こることは極めてまれ、とお伝えした「技
術をもとにした新規用途開拓」に関しても、当社が仲介した帝人株式会社のケー
スが 2012 年 8 月 6 日号の日経ビジネスで紹介され、また、三菱レイヨン株式
会社のケースが 2013 年 9 月 25 日の日経産業新聞に取り上げられるまでの成果
を上げられるようになった。

Copyright (c) 2013 NineSigma Japan, Inc. All Rights Reserved
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  図１ 　ナインシグマの技術の「お見合い」の仕組み
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理由は、成功確率を飛躍的に高
める 2 つの鍵を見いだしたこと
にある。

最初の鍵は、技術の「用途」と「用
途における強み」の仮説を、技術
を持つ側ができる限り多く考えて
用意することだ（図２）。これを
あらかじめ用意することにより

「用途を思い付いてもらう」「用途
を教えてもらう」「投資すべき領
域とマッチする」「技術優位性が
ある」という要素を心配する必要
が無くなり、提示した用途におい
て、「相手が興味を持つかどうか」
だけの判断にすることができる。

もう一つの鍵は、身もふたも無
い話だが、「できるだけ多くの潜
在ニーズを持つ企業にぶつける」ことで相手の反応を見ることだ。帝人や三菱レ
イヨンのケースでは、5 ～ 10 の用途の仮説を、ナインシグマのネットワークを
活用し 1,000 を超える企業に打診して、新たな用途の可能性を見いだした。

 ■技術交流サイト「テクロス」 

しかし、学術分野における中心プレーヤーである大学から発信される情報は論
文が中心となっており、技術の「用途」と「用途における強み」を、ニーズを持
つ企業から見て分かりやすく提示することは難しい。

そこでナインシグマは今年の 5 月より、技術交流サイト「テクロス＊1」をスター
トさせた。テクロスは、技術キーワードをひとくくりに扱わず、技術と用途をセット
で提示でき、またその用途ごとに強みを整理できるようになっている。その用途の
強みは仮説としても登録できるので、実際に潜在ニーズを持つ企業にもぶつけて
みることができる。

技術は、用途の仮説とセットで登録され、これまで付き合いの無かった多くの
企業の目に留まる機会が増えるため、先生であれば研究資金獲得、任期付きの研
究者であれば次の雇用主への PR、とさまざまな目的において、機会を拡げる手
段として期待できる。

また、テクロスに自分の技術やスキルを登録することにより、大学の先生であ
れば、これまで共同研究をちらつかされ提供してきた無償の技術アドバイスを、
１時間数万円の有償サービスにできる環境も提供していく予定である。

現在は日本語のみでの対応になっているが、多国語展開ができれば、技術アドバ
イスや技術の新規用途展開の可能性は、世界規模で拡げていくことが可能になる。

＊ 1 
https://tecross.jp

  図２ 　技術の新規用途開拓の難しさと確立を高める鍵

Copyright (c) 2013 NineSigma Japan, Inc. All Rights Reserved 1
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 ■はじめに 

発明がイノベーションに結び付く過程で直面する「死の谷」の問題に対して、 
株式会社 TBWA 博報堂（以下「TH」）が提供している“イノベーションの仲介”
のサービス・モデルを説明する。
“イノベーションの仲介者”とは、「他者」から資源動員（ヒト・モノ・カネ・

情報）を引き出す役割を担う仲介企業のことである。つまり、技術シーズの用途
開発を支援し、潜在顧客（イノベーションシーカー）からフィードバックを獲得
することで、イノベーションを加速化させる役割を担う仲介者のことである。　

松本（2011）が指摘しているように、イノベーションの「死の谷」が広大で
あればあるほど、技術の有用性を示すための試行が必要であり、その結果、想定
外のイノベーションに結び付く可能性が高まる＊１。しかし、技術の有用性を試
行錯誤するには、研究所や設計部門だけでなく企業内外のさまざまなプレーヤー
を巻き込んで、その資源を動員しなければ成し遂げられない。武石ら（2012）
の先行研究にもある通り、資源動員には多様な関連主体からなる「他者」の資源

（ヒト・モノ・カネ・情報）が動員されなければならない＊２。イノベーションの
実現は不確実性が高く成功の見通しが立たないなか、同時に「他者」の資源を動
員しなくてはならないという壁がある。「死の谷」を超えていくには、この壁を
乗り越えていかなければならないのである。

この壁を乗り越えていくために、「他者」から資源動員を引き出す役割を担う
“イノベーションの仲介者”が、用途開発のプロセスを加速化させる役割を担う
ことができるのではないか、と考え、TH で立ち上げたのが Human-Centered 
Open innovation® ＊３事業の「技術の顧客開発プロセス」サービスである。

 ■サービスモデルの概要 

主要なサービスモデルの一つに用途開発サービスモデルがある。用途開発では
まず対象となる技術の探索／収集を行う。当事業では、産学連携として各大学の
TLO や、各大学の研究室、国立研究機関、国内企業の R&D セクションと連携
するだけでなく、業務提携パートナーである株式会社ナインシグマ・ジャパン等
からも収集し、優良技術の発掘を行う。モデルを図１で説明する。

①のステージでは、単なる技術的特徴の情報であり、ベネフィットが明確化さ

加速するオープンイノベーション

デザイン思考を活用した
「イノベーション仲介」モデル

用途開発の対象となる技術を探し、活用したい領域とビジネスモデルを考えて、企業
にフィードバックする。新事業の背景にはデザイン思考がある。

及部　智仁
およべ　ともひと

株式会社 TBWA 博報堂
経営企画室　新規事業開
発グループ　
グループマネージャー

＊ 3 
株 式 会 社 TBWA 博 報 堂 が推
進する「人間中心のデザイン

（Human-Centered Design）を
起点としたイノベーション事
業」について：デジタル・ファ
ブリケーションをそろえたデザ
イン思考の工房や、世界トップ
クラスの技術探索企業である株
式会社ナインシグマ・ジャパ
ンとの業務提携などを通じて、
オープン・イノベーション事業
を推進。詳細については http://
www.hcoi.jp を参照。

＊ 1 
松本陽一．イノベーションの
資源動員と技術進化：カネカ
の太陽電池の事例．組織科学．
2011，Vol.44．

＊ 2 
武石彰；青島矢一；軽部大．イ
ノベーションの理由　資源動
員 の 創造 的正 当化．有 斐閣，
2012，540p．
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れていない状態である。
②のステージでは、収集した技術（特許やユーザーインターフェース等の意匠

権、プログラミング等の著作権等含む）を、誰が閲覧しても理解できるように、
当該技術の機能と可能性、将来性等について分かりやすく「用途仮説」を明確化
する。

③のステージは、ショーケース開発である。つまり技術を顧客利便性に置き換
えるため、ユーザー目線で、開発者とユーザーと共創しながら、デザイン思考を
活用したプロトタイピングを通じて技術の「見える化」を行い、用途仮説の可視
化と実現可能性の提示を行う。

④のステージでは、当該技術を開発した技術ホルダーの社名等の秘匿性を担保
しながら、TH のネットワーク外部性の効果を最大限に活用し、取引先で可能性
のある顧客候補にショーケースをプレゼンテーションする。

⑤のステージでは、さまざまな顧客企業側からのフィードバックをもとに、ベ
ネフィットの方向性を修正したり、技術を改良したり、実験を繰り返すことで技
術のバリューアップを行い、用途開発の成功率を向上させていくというモデルで
ある。

この「デザイン思考」を活用したプロトタイピングを行うことで、さまざまな
イノベーションシーカーとの対話を促進することができる。特に、ベンチャーや
中小企業で、さまざまな B to C 企業とのネットワーク能力が盤石でない企業や、
自社業界以外の異業種とのネットワーク力が盤石でない技術開発系企業には、外
部の資源動員のためにこのモデルは有効性が見込めると考える。

 ■デザイン思考 

では、そもそも「デザイン思考」とは何なのか？　「デザイン思考」の生みの
親は、デザイン・コンサルティング会社の IDEO のティム・ブラウン氏である。
また「デザイン思考」の学術的な研究は、イノベーション教育で世界的に著名な
スタンフォード大学 d.school が中心である。
「デザイン思考」を簡単に言えば、“人々の生活や価値観を深く洞察し、ユーザー

が何を潜在的に求めているのかを感知しながら、プロトタイピングを通じて、新
しいユーザー体験を提供するイノベーション・プロセス”であると言える。

 

図１ 技術の顧客開発プロセス 
  図１ 　技術の顧客開発プロセス
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TH では「デザイン思考」が“異なる知性がコラボレーションできる状況を創
り出す「集合知」のツール”としていち早く注目して研究を行ってきた。そして、
人間を中心としたオープン・イノベーション事業を推進する TH では、国内の
会社ではいち早く社内に CAD システム、3D プリンター、レーザーカッター、
CNC ルーターなど、デジタル・ファブリケーション・ツールをそろえたデザイ
ン思考のための工房を設置し、デザイン思考研究の第一人者である奥出直人教授

（株式会社オプティマ／慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授）らと
連携しながら手法を開発し、イノベーションを求める企業に提供している。

そもそも、デザイン行為とは、価値や意味が存在する心理空間から、物質の状
態や属性が存在する物理空間への写像行為である、と筆者らは考えている。つま
り、心理空間から物理空間へ的確にニーズを反映することで人間中心のデザイン
が具現化すると考えている。

この“的確な写像行為”を行うには、さまざまな部門の壁を横断してデザイン
していく必要がある。デザイン行為は元来、機能横断的であり、調整役としての
デザインの価値については過去、十分に研究されてきている。R&D 機能とマー
ケティング機能の融合は以前から叫ばれてきた話であるが、その融合に必要なの
は各々の部門で共有する思考体系である。筆者らは、集合的な創造性に必要な思
考体系こそが「デザイン思考」であると考えている。

ビッグデータは機械学習などで大量の形式知を分析することで、今まで見たこ
ともない、または、見ることができなかった集合知が生まれることがある。一方
で「デザイン思考」は、ツールやワークショップ等のデザイン・プロセスを通じ
て暗黙知を形式知化する、もしくは、暗黙知と暗黙知を集合的にぶつけ合うこと
で、新たな暗黙知・形式知を産み出すプロセスであると言える。

 ■まとめ 

技術シーズは、顧客企業候補へのアクセス数が多ければ多いほど、また顧客企
業候補からの想定外の素早いフィードバック数が多ければ多いほど、想定外のイ
ノベーションに結び付く可能性が高まると考えられる。

われわれが日々考察していることは、多様な「他者」からのフィードバックが
素早く獲得でき、さらに数多くの想定外のフィードバックが動員されればされる
ほど、非連続のイノベーションを生み出す確率が向上するのではないか、という
視点である。つまり、「他者」から資源動員を引き出す役割を担う“イノベーショ
ンの仲介者”が、仲介者としてのネットワーク外部性がもたらす効果を活用する
ことで用途開発を加速化できる一定の役割を担えると考えている。
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 ■ LSIP の意義 

近年高まる産学官連携によるオープンイノベーションへの取り組みは、大学・
研究機関（大学等）における優れた研究シーズ（種）を産業化するための絶好の
機会であり、国・企業が大学等の研究シーズに寄せる期待は極めて大きい。

大学等の研究成果を産業に役立てるためには、グローバル競争での優位性を
確保する意味で、知的財産権の取得を含む知財戦略が重要なファクターとなる。
1998 年以降、全国各地で技術移転機関（TLO）や大学知的財産本部が設置され、
さらには 2004 年の国立大学の法人化を契機に、大学の国内および国外の全特許
出願件数は飛躍的に増加した。

しかし、特許権が成立したとしても、全ての特許が企業との共同・受託研究や
ライセンスアウトなど、産業化への一歩を踏み出して実際に活用されるわけでは
ない。むしろ産業化のために活用される特許の方が少ないのが実情である。日本
の大学等の多くの特許は、基礎的研究段階での特許であり、出願国も少なく（日
本中心が多い）、グローバルな事業展開を見据えた知財戦略が不十分なため、実
際の産業化につながらない場合が多い。また、特許出願や管理・維持費用も保有
特許件数の増加に伴い高額となってきたため、ライセンスの可能性があるにもか
かわらず、大学等では十分なライセンス活動が展開できないために、やむなく権
利放棄してしまう例も少なくない。

ライフサイエンス知財ファンド LSIP（エルシップ＝「Life-Science Intellectual 
property Platform Fund」の略）は、経験豊富な目利きによって、前記のような
大学等の未活用特許の活用価値を見いだし、産業へつなげるべく2010 年 8 月に設
立されたわが国初の知財ファンドである。

LSIP は官民ファンドの株式会社産業革新機構（INCJ）と民間企業 4 社の出資
金を原資として、知的財産戦略ネットワーク株式会社（IPSN）＊ 1 が業務委託を
受ける形式で実質上の運営を行っている。

 ■ LSIP の事業活動 

LSIP は、現在、ライフサイエンス分野のほぼ全領域（医療機器を含む）を支
援対象としており、大きな柱は「知財バンドリング事業」と「知財インキュベー

加速するオープンイノベーション

ライフサイエンス知財ファンド LSIP
～大学等の優れた研究成果を産業化するために～

知財を対象としたわが国初のファンドであるライフサイエンス知財ファンドLSIP
は、大学等の未活用特許の価値を見いだし、産業化へつなぐことが目的である。
産業革新機構（INCJ）と民間企業4社が出資し、知的財産戦略ネットワークが業
務を受託し運営している。

秋元　浩
あきもと　ひろし

知的財産戦略ネットワー
ク株式会社　代表取締役
社長

＊ 1 
IPSN ホーム―ページ：
http://www.ipsn.co.jp/
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ション事業」である。
「知財バンドリング事業」とは、1 つの大学では活用できない特許であっても

複数の大学の特許と組み合わせれば魅力ある知財群が形成され、製薬企業等に対
するライセンスアウトやベンチャー創出につながるという観点から、産業が使い
やすい知財群を形成した上で、適切な企業とのマッチングを図りライセンスアウ
トを目指すワンストップサービスである。

「知財インキュベーション事業」とは、大学等の優れた基礎段階の研究成果を
もう少し知財的にインキュべートしてバリューアップを図ったら産業に出せると
判断した案件に対して、知財強化を図るため必要な追加研究費や出願費用等を支
援するものである。最近では、岡山大学大学院自然科学研究科・妹尾昌治教授（研
究科長）らが実施する「ヒト iPS 細胞を用いるがん幹細胞研究」＊ 2 へ知的財産
強化のための研究費ならびに海外出願費用の支援を開始したところである。

 ■ LSIP による支援 

支援パターンは大学等から受ける権利によって異なり、大きく分けて①～③が
ある。
①LSIPが大学等から特許権を譲り受けた場合には、一定対価（出願国数に応じる）

を大学等に支払い、出願費用（日本出願、PCT 出願・指定国移行に係わる諸
費用および翻訳費用）、権利化および維持管理費用を LSIP が負担する。なお、
譲り受けた特許が企業へライセンスアウトされた場合には、得られた利益の一
部を大学等に還元する。

② LSIP が大学等から実施権許諾を受けた場合には、一定対価の支払と、出願費
用を支援する。ただし、権利化および維持管理費用は大学等の負担とする。こ
の場合もライセンスアウトして得られた利益の一部を大学側に還元する。

③LSIPが大学等から特許権を一部譲り受けて共同出願として支援する場合には、

ライフサイエンス知財ファンド「LSIP」のイメージ

＊ 2 
岡山大学プレスリリース：
http://www.okayama-u.
ac.jp/tp/release/release_
id71.html
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出願費用、権利化および維持管理費用を支援し、ライセンスアウトして得られ
た利益は持分に応じて分配する。

なお、出願国数は、基礎出願段階であれば産業化を見据えて日本のみならず、
ライフサイエンスの主要市場である米国・欧州をはじめ最大 12 カ国の出願を行う。

2013 年 9 月末の LSIP 知財調達実績によれば、①の支援を受けた案件は全体
の約 54％ ②は約 21％ ③は約 25％である。支援パターンの中では、①が最も
大学等の収入が多いが、名義が LSIP に変更されることについて、いまだ大学等・
研究者の理解が得られていない等の理由から、②や③のパターンを選ぶ大学等も
ある。

 ■科学技術振興機構との連携強化 

2010 年 8 月、LSIP の主たる出資者である INCJ と科学技術振興機構（JST）
との間で協力協定＊ 3 が締結されたことに伴い、JST と LSIP との間でも連携強
化が行われ、JST の外国特許出願支援制度＊ 4 に申請された案件、もしくは支援
中の案件について、大学等の希望によりLSIPによる支援を受けられるようになっ
た。これにより、JST の外国特許出願支援の不採択案件の救済、さらには産業の
ニーズに沿った出願国数の追加等により、マッチングあるいはライセンスの可能
性が高まってきている。

 ■成果と今後の展望 

LSIP が活動を開始した直後は、初めての知財ファンドであるため LSIP に対
する大学等の認知度が低かったこと、いわゆるパテントトロールとの区別が分か
りにくかったこと、権利の譲渡・実施許諾等に対する大学等の抵抗感があったこ
と等から支援を希望する大学等は少なかったが、地道な活動により最近では取扱
件数が急増している。

LSIP が実質的な活動を開始してから 2 年半経過した 2013 年 9 月末現在、71
件（ファミリーベース）の知財を取得しており、今後は大学等からの知財取得活
動に加えて、企業へのライセンス・マッチングに注力した活動を展開していくこ
とで、LSIP の各プレーヤーである大学・出資者・企業および LSIP を実質的に
運営している IPSN が一体となり、個々の組織を超えたネットワークを駆使して、
わが国のオープンイノベーションの実現に向けたさらなる発展・成長を目指して
いきたい。

＊ 3 
INCJ との協定の概要：
http://www.jst.go.jp/pr/
announce/20100831/
besshi.html

＊ 4 
JST 外国特許出願制度につい
て：http://www.jst.go.jp/
chizai/pat/p_s_03etc.html
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製薬業界はオープンイノベーションに適していると言われる。企業間の M&A
や各種提携はどの業種にも見られるものだが、象徴的なのは製薬会社が大学やバ
イオベンチャーから独創性に富んだ創薬シーズを獲得していることだ。創薬の標
的が枯渇していることが指摘されており、薬の種を外に求める動きが加速してい
る。

国内の大手製薬会社は、新タイプ（企業研究者が大学に常駐する講座など）の
産学共同の研究開発に乗り出しているほか、数年前から公募型のオープンイノ
ベーション導入が相次いでいる。公募型のオープンイノベーションとは、研究者
を対象にシーズを募集し、1 件当たり年間数百万円から 1 千万円程度の研究費を
出すものだ。塩野義製薬、アステラス製薬、第一三共などのプログラムが知られ
ている。海外での公募に乗り出したところもある。他の製薬会社もさまざまな方
法で、独創的なシーズを求めていることをアピールしている。

こうしたオープンイノベーションの動きを大学側はどう見ているのか。

 ■相次いで個室で商談 

10 月 9 ～ 11 日、パシフィコ横浜（横浜市）で開かれた「Bio Japan 2013」。
会場で大学関係者の意見を総合すると、この催しは海外の製薬会社主導の産学
マッチングの場だったようだ。会場は展示、セミナー、パートナリングの 3 つ
に分かれている。パートナリングコーナーは製薬会社と大学・ベンチャー企業（お
よび企業と企業）の商談専用スペースで、ここがひときわ熱を帯びていた。同コー
ナーは背の高いパーテーションで 140 余りの“個室”に仕切られている。

ウェブサイトからパートナリングプログラムのマッチングシステムを利用し
て、事前に面談の予約ができることが商談を促進したようだ。システムはこうだ。
大手企業、ベンチャー、大学などはマッチングメンバーにエントリーしプロフィー
ル（大学の場合、シーズの説明等も）を登録。開催 2 カ月前から検索して面談
したい相手がいたらアポイントを申し込む。受け手がシステム上で承諾メッセー
ジを出せばアポイントが成立。開催 1 カ月前からシステムが、成立したアポイ
ントの面談の部屋番号、日時（面談は 30 分単位）を決める――。昨年からこう
したやり方を導入したようだ。「かつては製薬会社の展示ブースの奥に商談コー
ナーがあった。独立した商談コーナーが整備されたことで対等の立場で話ができ

加速するオープンイノベーション

海外の製薬会社が日本のシーズに注目

大学等の研究者のシーズを公募するなどわが国の製薬会社はオープンイノベーション
戦略を加速させている。欧米の大手製薬会社も同様で独創的な薬の種の獲得競争が
激しくなっている。バイオの展示会から見えてくるものは？
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るようになった」（大学関係者）ようだ。
普段、日本の大学、ベンチャー企業等をこまめに回れない海外の製薬会社はこ

の商談のシステムをフルに活用。欧州のある創薬クラスターは、会場に入った 7
人全員が次々と面談をこなしていた。欧米の大手製薬会社も同様だ。Bio Japan
主催者は、パートナリング参加企業数 607 社、３日間の商談数 4,480 件（速報値）
と発表している。

 ■海外企業が積極的 

もちろん大学には、わが国の製薬会社からの面談の申し込みも入った。しかし、
熱心さでは海外の製薬会社が際立っていたという。日本の製薬会社は国内のシー
ズについては詳しく、精査済みという面もあるが、それだけが理由ではなさそうだ。
「シーズをじっくり育てる体力の問題なのか、社内の合意を取るのが難しいか

らなのか、日本の製薬会社の動きは欧米の企業に比べるとやや鈍い」という声が
多かった。共同研究を提案してくる場合でも、提示する研究費の額では欧米の企
業の方が積極的なケースが多いようだ。
「日本の製薬会社は（大学の研究なのに）すぐ、ヒトのデータはないか、と聞

いてくる」という反応もあった。大学が展示会に出展するシーズはアーリーなも
のが多いが、こうしたシーズを企業が共同研究で一歩ずつ前に進め臨床試験がで
きるようになるには時間がかかる。リスクへの対応の違いなのだろうか。

 ■動き始めたファンド 

とはいえ、わが国でも創薬を取り巻く環境は変化している。ベンチャーキャピ
タル関係者は、有望なシーズが増えてきたこと、資金が回り始めたこと、シーズ
を育てる新しいスキームが登場していること――などを指摘している。

官民のファンドが動き始めたことも環境変化の 1 つの表れだろう。ファンド
の資金がシーズを育成することによって、ベンチャー企業と製薬会社をつなぐこ
とになる。

 （本誌編集部）
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TLO がリサーチ・アドミニストレーターと連携する可能性

大学が研究力強化等を目的に相次いでリサーチ・アドミニストレーター（URA）
制度の導入を進めている。技術移転機関（TLO）と URA は使命を異にするが、
連携する可能性は大きいという。

関西ティー・エル・オー（以下「弊社」）の設立は 1998 年 10 月 30 日。以来、会
社存続の危機を乗り越えて、15 周年を迎えることができた。これも関係した産官学
の多くの方々のご指導によるものであり、この場を借りてお礼を述べたい。これから
もより一層の飛躍に向けてチーム一丸となって気を引き締めていく所存である。

■マーケティングに特化

過去 15 年間、弊社をとりまく環境は大きく変
化してきた。とりわけ大きなものは 2003 年から
始まった文部科学省大学知的財産本部整備事業
だった。これをきっかけに弊社はビジネスモデル
の修正を余儀なくされた。それ以前は、技術移転
機関（TLO）が出願からマーケティングまでを一
貫して行っていたが、大学の知財本部整備が進む
のに伴い、同本部が出願からライセンスまでを行
うようになり、弊社の業務との重複が生じた。こ
のため弊社はマーケティングに特化するように
なった。

マーケティングに特化した弊社の立ち位置とし
ては（図１）、クライアント・パートナーは大学・
産学連携本部であり、事業の源泉は大学研究者
から出る発明である。大学で出願された発明（特
許）を活用したい企業があれば、技術移転＝特
許のライセンスが成立する。

しかし大学の特許は、出願しているといって
もそのままで売れるものは少ない。特許出願時
点での技術は、将来への期待感はあるものの技
術的にはアーリーなものがほとんどであるから
だ。特許は産学連携の重要なファクターである
が、全てではない。ある研究テーマから創製さ
れた 1 案件を事業化まで持っていくためには、
単なるライセンス活動だけではなく、徹底した
営業活動、そして実施先企業の事業化サポート

大西　晋嗣
おおにし　しんじ

関西ティー・エル・オー
株式会社  代表取締役社長

関西 TLO のビジネスモデル、営業スタイル
弊社の営業は、１つの案件で平均して 50社程度の企業へコンタクトするの

が一般的である。70～80社に営業しても売れず、あきらめる案件がある一方、
300 社程度に営業してライセンス契約に至り、その企業が事業化した案件も
ある。
平均 50社程度の企業へコンタクトする地道な営業活動とともに、大学内向

けの業務も重要である。案件の作り込みである。売れないのには売れない理由
がある。その理由をきっちりと発明者にフィードバックして、大学の役割の範
囲内で発明の作り込みを行う。案件の作り込みをした結果、新規の営業案件と
してマーケティングを行い、ライセンス成約まで至ることはよくある。
案件の作り込みには、産業界、具体的な営業先企業の声を発明者にフィー

ドバックする。場合によっては発明者と面談し、より深いディスカッションを
行っていただくこともある。大学の発明者の方々は、企業からの生の声の中か
ら、ご自身の研究テーマと一致するものを進めていただく。ここで大事なこと
として大学で行うべき研究と企業が行うべき開発とを分けてお互いを尊重しあ
うことである。この取り組みがうまくいけば産学連携が進み、その結果として
ライセンスが成立する。案件の作り込みは、弊社では学内営業と言っており重
要度は高い。一発屋の成功のみに頼るのではなくライセンス実績を出し続ける
ためには、この学内営業による案件の作り込みを日々仕込むことが必要となる。
現時点でライセンス実績が出なくても数年後に晴れてライセンス成功となるよ
うに持っていくのである。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 関⻄ TLO の⽴ち位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ TLO と URA 協業の流れ 

図１　関西 TLO の立ち位置
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などの活動が必須である。具体的には、共同研究の調整、企業へのダイレクト営
業、展示会での売り込み、営業先へのフォローや問い合わせ、先生の公開実験会
場の探索・競争的資金の獲得サポート、パブリケーションなどである。このよう
に、ライセンス先や発明者のニーズに対して、事業化が近づくことは何でもやる
のが当社の特徴である。

■協業できる関係

数年前から、大学が研究者支援を目的にリサーチ・アドミニストレーター
（URA）制度を導入する動きが進んでいるが、弊社の案件の作り込みや研究サポー
トについての活動は、URA の業務と共通する部分がある。

案件の作り込みとは、大学研究者の方針に沿ったプロジェクトの企画から設計、
調整、申請である。TLOが行うプロジェクトは事業化を目標としたものであるが、
これはプレアワードである。さらに、プロジェクトの進行管理なども同じく事業
化を目標としたものに限るが、これはポストアワードである。

つまり、産業界との橋渡しとしての役割を持つ TLO と大学内部の研究力向上
を目指す URA との業務は、事業化を目標にしたプロジェクトに関しては協業が
できる。イメージは図２のような流れである。

①　 産業界のニーズ把握をすることを強みとする TLO が日々の営業活動の状
況を URA と一緒に大学研究者にフィードバックする。

②　 大学研究者の懐に入り研究活動をサポートすることが強みである URA
が、大学研究者と一緒に次なる研究活動の取り組みを進める。

③　 新たな研究成果が出た段階で、URA は TLO を通じて産業界へのマーケ
ティングを進めていく。

以上のように、大学の研究テーマの中で、事業化を目標とするテーマについて
は、TLO と URA それぞれの強みを生かして連携、協業することが非常に有効
だと考える。

協業の際に重要なことは、事業化を目指すという目標を一致させてお互いがス
ピード感を持って取り組むことである。日々、目標を共有することで、前述の案
件の作り込みが進み、技術移転の成功につながっていくと考える。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 関⻄ TLO の⽴ち位置 
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キャリア教育を通じた大人と若者の学び合い

学校教育の場で、将来を担う中高生が多様な社会人との対話を重ねて「仕事」を、
「社会」を学んでいく。この「出会い」をコーディネートする思いは？

■「出会い」のコーディネーター

「心が揺さぶられた。話を聞いてこんなになるなんて初めてだ」
「世の中がどうして回っているのか、誰が回しているのかを初めて知った気がした」
「早く社会に出て働きたいと思っていたが、大学で真剣に学んでみたくなった」
「普段の教室では見せないような真剣な顔で聞いていた」

これらは、NPO 法人ハーベストがコーディネーターとして関わっている中学・高校
キャリアセミナー等のイベントを受講した生徒や実施校の先生方のコメントである。

多様な社会人と車座で対話を重ねていくという全国でもユニークなスタイルで展開
するキャリアセミナーがスタートして今年で 7 年目を迎える。

現在では、宮城県内の公立・私立高校の 3 分の1でこのキャリアセミナーが実施
され、宮城県の中高生のキャリア教育にとって、なくてはならないプログラムになり
つつある。

■リアルな社会人からの多彩な言葉のシャワーを浴びる 50 分

ハーベストがコーディネートするキャリアセミナーは、生徒 7～10 名に対して市民
講師を1名配置する。1 学年 7 学級の学校であれば、約 30 名の社会人よって車座
の講座を展開、生徒それぞれが 2 コマ以上の講師の講座を受講するプログラムである。

幅広い職業や価値観を持つ複数の社会人から話を聞く機会を提供することで、中
高生がそれぞれ持っている興味や関心に応えるとともに、多様なメッセージが飛び交
うことで、生徒が仕事や自分の生き方について考えるきっかけや手掛かりとなる言葉
に触れることを狙っているものである。

ボランティアで参加する市民講師は一般の社会人であり、実体験に基づく自分の
仕事や生き方についての講話を
それぞれのスタイルで進めてい
く。初対面の社会人と普段の授
業にはない距離感で話を聞くこ
とに最初は緊張気味の生徒たち
も、次第に前のめりで話を聞く
姿勢になり、目が輝いていく様
子があちこちの講座で見ること
ができる。

中山　聖子
なかやま　せいこ

NPO 法人ハーベスト　
代表理事
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■大人と若者が学び合う場

受講した生徒の感想文には、これ
まで気付かなかった職業や仕事の世
界の広さや深さ、大人たちが日々何
を考え仕事に就いているのかを身近
に感じとることができたことなど、新
たな視点や、学ぶべきものを発見し
た喜びや驚きがつづられている。

一方で、参加した市民講師の多く
が、若者に自分の仕事や生き方につ
いて話すために、なぜこの仕事を選
んだのか、仕事のどこに魅力を感じて続けられるのかをあらためて振り返り自省する
良い機会となり、自分が学ぶことが多かったという。まさに生徒と講師がお互いに学
び合っている場が成立している。

■社会や大人との接点が消失し学びと成長の機会を失った若者たち

ある市民講師が高校生に「何人からお年玉をもらえるか」ということを問い掛けた
ところ、両親や祖父母以外には無いとのことであった。昔であれば、盆や正月などに
は、結構な数のおじさんやおばさんが集まってきて、それぞれの仕事や暮らしぶりを
自然と見聞きしていたものである。

また、若者が成長する中で中学・高校・大学と社会に出る時期が近づく世代ほど、
親からも独立し、同世代の仲間だけの関わりが生活の中心となる。中高生にとって
は身近な大人といえば学校の先生くらいであり、自らの進路を考える際には、実際の
社会や職業やそこで働く大人についての情報がほとんど欠落している。こうした中で、
自らの将来について考えることを求められているのが実情である。

■さまざまな言葉を浴び、人との出会いの中で人は練られていく

だからこそ、さまざまな大人のありさまを見て、感じて、考えて、それぞれの
講師の歩みを追体験しながら、社会で実際に求められていることや、自分の関心
や能力の可能性を現実的に捉えることが大切だ。「自分はどうありたいのか」に
ついて考え始める機会を提供できるキャリアセミナーが学校に求められている理
由である。

今後も、この取り組みを通じて、さらに多くの生徒が人との出会いや、人から
学ぶことの面白さ、仕事を通じて人と関わっていくことの大切さを体感できる場を
創っていきたいと思う。そして、人とのつながりを創っていくために、自分たちが
さまざまな学問や教養を学んでいることへの気付きを促していくことで、自ら主体
的に学ぶ若者の育成に寄与していきたい。
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地域発展における大学サイエンスパークの役割
―上海交通大学国家大学科技園の紹介

上海交通大学国家大学科技園（サイエンスパーク）の中では、現在までに 551 の
企業が設立されている。どのような機能を果たし、いかなる成果を生んだのか。

上海交通大学は 1896 年に創立された、中国教育部（教育省）直属の全国重点
大学で、中国で最も悠久な歴史を持つ高等教育機関の一つだ。過去 1 世紀に渡り、
江沢民、汪道涵、銭学森、王安ら卓越した政治家・科学者・工学技術者・企業家
を輩出し、国家の繁栄と科学技術工業の発展に向け重要な貢献を成し遂げた。

■初の国家大学科学技術パーク

上海交通大学国家大学科技園（以下「同パーク」）は、中国科学技術部（科学
技術省）、中国教育部が命名した初の国家大学科学技術パークだ。同パークは、
①パークの開発・建設・運営　②科学技術成果の転化と科学技術企業の育成　③
科学技術産業への投資という 3 つの大きな役割を負っている。

上海交通大学科学技術パーク有限公司は、2001 年 1 月に登録資本金 1 億 4,200
万元で設立された。同パークの運営は上海市のハイテク企業が担い、上海市著名
商標を所有している。上海慧谷ハイテク創業センターは、同パーク内に 1999 年
5 月に設立されたインキュベーターであり、上海市科学技術委員会、徐匯区政府、
上海交通大学が共同設立した社会公益性のある科学技術サービス機関で、2002
年に国家級インキュベーターに認定された。

同パークの本部は上海の繁華街である徐家匯の中心区に位置し、交通の利便性
が高く、科学技術人材・科学研究成果・情報などの総合的なメリットを持つ。本
部パークは 3 万 5,000 平方メートルの物理的空間を持ち、ハイテク企業のイン
キュベーターとして位置付けられ、パーク内で孵化される企業は情報技術系が中
心だ。同時に同パークは上海市長寧区・閘北区・浦東区、および浙江省嘉興市に
9 つの拠点を持ち、その総面積は 19 万平方メートルに達する。

現在までに同パーク内には 551 社の企業が設立されており、育成した企業数
は 2,000 弱に達している。そのうち上海交通大学の OB によって創立された企
業は約 3 分の 1 を占めている。

■４大機能を明確に

「国家中長期科学・技術発展計画綱要（2006 − 2020 年）」「国家第 12 次五カ
年計画科学・技術発展計画」「国家教育事業発展第 12 次五カ年計画」で同パー
クは位置付けられており、これらの下、同パークは科学技術成果の転化・新興
科学技術産業の育成・地域経済の発展促進・革新および創業人材の育成という 4

曹　兆敏
Cao Zhao Min

上海交通大学国家大学科
技園　主任
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大機能を明確にした。4 大機能を果たすため、同パークは産学研の連携・国際化
プラットフォーム・大学生の創業・科学技術企業の孵化などの各事業を秩序正し
く展開しており、以下のような卓越した成果と効果を手にした。

産学研連携の場を構築：　同パークは上海交通大学の特色ある専攻、企業の技術
的メリットを融合し、実験室を共同設立した。現在までに上海交通大学サムスン
共同研究実験室、上海交通大学三菱電機共同研究実験室、上海交通大学オムロン
共同研究開発センター、上海交通大学パナソニック共同研究センター、上海クラ
ウドコンピューティング共同実験室が設立されている。同時に大学の人材・技術
の資源を共有し、同パーク内でさまざまな形式の学校・企業交流活動（ソフト・
クラウドコンピューティング産業知的財産権シンポジウム、金融産業発展サミッ
ト・フォーラム、一流企業による企業説明会など）を展開している。

国際交流のルートを開拓：　2012 年末の時点で、上海交通大学と国外企業の協
力プロジェクトは 200 件余りに達し、プロジェクト額は 1 億元を超えた。同パー
クはパーク内企業と日本企業との提携を積極的に推進している。例えば、パーク
内企業の上海英沛瑞訊科技有限公司は株式会社コンテックと技術提携を行い、共
に中日の市場開拓を行っている。また近年、近畿情報システム産業協議会の会長、
川崎市の三浦淳副市長らが相次いで同パークを訪れている。

大学生の創業をサポート：　大学創業人材の育成、イノベーション企業の孵化・
育成、大学科学技術成果の転化という 3 大機能に関して、同パークは人材選抜・
育成サービスを形成した。上海交通大学と共同で創業学院を設立し、大学生に創
業理論に関する知識を提供し、創業のアイデアを生み出している。その後、創業
エリアは学院の育成した優秀創業人材を吸収し、創業者に場所と基礎的な事務
サービスを 6 カ月無料で提供し、創業プロジェクトの準備と企業創立に貢献する。

創業エリアで「苗」の育成に成功した企業は、大学生の創業拠点もしくはイン
キュベーターに送られ、孵化・育成段階に入る。最終的に、同パークの 9 つの
異なる位置付けの副パークが 42 カ月の孵化期を終えた企業に、より幅広い発展
の空間を提供する。完備されたサービスによる支援を受け、同パークの大学生創
業事業は大きな成果と効果を手にする。2009 年の設立以来、創業エリアは 150
件の育成プロジェクトを完了し、その中で、58 社の企業が孵化・設立された。
2011 年の創業エリア育成プロジェクトでは、25 件のプロジェクトが市級科学
技術創業プロジェクト資金援助を受け、総額で 125 万元に達した。大学生創業
拠点は企業創立に 1,500 万元余りの創業資金を提供し、卒業生によって創業さ
れた 112 社の企業を育成した。拠点内で育成された、卒業生によって創業され
た企業は 75 件の特許、51 件のソフト著作権を取得し、融資総額が 4,000 万ド
ル（70％が大学から）に達した。

活力あふれる科学技術金融環境の形成：　科学技術革新・創業投資プロジェクト
は、同パークのハイテク企業の誕生促進・孵化・育成の重要な機能と中核的な能
力を持つ。同パークが設立した、政府・市場を融合させた融資プラットフォーム
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を通じて、同パーク内の企業は 2012 年に 1 億 2,200 万元の融資を獲得した。
同時に同パークはベンチャーキャピタル、上海株式取引センター、証券機関と

の長期的な協力・提携により、同パーク内の企業に多層的なエクイティファイナ
ンスの場を提供している。同パークが育成した企業「東方財富網」は 2010 年 3
月に中国創業板で上場し、現在の時価総額は 100 億元弱に達している。同パー
クが 2013 年に育成した企業の上海衆源網絡有限公司は、百度の動画サイト「愛
奇芸」によって 3 億 7,000 万ドルで買収された。

■区域経済発展に貢献

同パークがいかに地域経済・社会の発展に持続的に貢献しているかは、パー
ク内の企業の急成長が物語っている。同パーク内の企業は 2008 ～ 2011 年の
4 年間で、科学研究の展開、技術譲渡・サービス、および各種取引により 95 億
2,800 万元の収入を得た（そのうち 2011 年は約 33 億 4,000 万元）。同パーク
は 2011 年に 1 万 2,516 人の雇用を創出し、4 年間で 1,823 人の大学卒業生を
迎えた。上海市ハイテク企業・ソフト企業を 134 社、市・区科学技術小巨人企
業を 7 社、上場企業を 2 社育成し、その他の 5 社も上場前の準備を進めている。
同パークが孵化・創業した企業は 2,000 社余りに達し、計 142 社が卒業し、そ
のうち 90％以上が現地で発展を続けている。

同パークは革新により発展を求め、サービスによりブランドを樹立し、産業集
約を促し、産学研の融合と科学技術成果の転化を推進し、科学技術型中小企業に
各種の高効率・高品質サービスを提供し、学校建設および地域科学技術経済の発
展に積極的な貢献を成し遂げた。同パークを地域トップの、世界的に有名な、国
家一流の大学科学技術パークとし、上海交通大学の産学研連携および科学技術成
果転化の一流プラットフォーム、上海交通大学の教員・学生および海外 OB の
帰国創業の一流拠点、科学技術革新・創業リーダーおよびプロジェクトを集約・
育成する一流の場、ハイテク企業の誕生を促しハイテク産業を育成する一流のイ
ンキュベーターとするべく、今後も努力を続けていく。
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第２回

連 載 各国・地域の知財課題と日系企業の留意点

欧州
発明の公表前に特許出願を行う

欧州は大きな市場であり、先進的な技術やデザインが集まる地域。知財のインフラが
整い、専門家の質も高い。日本の企業にとっては知財戦略上、欧州市場は重要である。

■欧州市場における知的財産権保護の重要性

2012 年のデータでは、欧州連合（EU）27 カ国＊１の人口は約 5 億人、名目 GDP
（国内総生産）はドル換算で 16.6 兆ドル（米国の15.7 兆ドルよりも大きい＊２）であ
り、近年は経済成長率が低迷しているとはいえ、依然として規模の大きい市場である。
また、欧州は先進的な技術やデザインが集まる地域であり、ブランド戦略上も重要
である。さらに、知的財産権保護制度の歴史が長く、知的財産庁、裁判所、税関等
のインフラも整っており、これらに関わる専門家の質も高いことから、紛争解決の予
見可能性が高い。

従って、知的財産権のポートフォリオを確立する上で、欧州市場の重要性は極めて
大きいと言える。

■欧州の特許制度の特徴

欧州においては欧州特許条約（EU 非加盟のスイス、ノルウェー、トルコ等を含
む 38 カ国が加盟）に基づいて欧州特許庁（EPO）が設立されており、EPO に特
許出願を行って審査を受けることで、欧州特許の付与を受けることができる。また、
EPO へ直接出願するだけでなく、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願を経由
することも可能である。

欧州特許が付与された後は、権利化を望む国でそれぞれ公用語に翻訳＊３して、各
国の特許権として登録しなければ、有効な権利とはならない。欧州においても特許
権は各国ごとに独立しており、欧州特許が「権利の束」であると言われる所以である。
こうした事情により、EPO を利用した場合でも、国が多くなるほど権利の取得・維
持にかかるコストが大きくなることから、この点を考慮してどの国で権利化すべきか
決定する必要がある。

欧州での特許権の取得の際に留意すべき主な点は、以下のとおりである。
●新規性喪失の例外規定（グレースピリオド）が無い

欧州も日本と同様に先願主義の制度を採用しており、発明が公表された後に同一
の発明を特許出願しても、原則として、新規性無しと判断されて特許が認められない。
ただ、日本には新規性喪失の例外規定（グレースピリオド）があり、特許を受ける権
利を有する者（発明者等）の行為に起因する公表がなされても、6 カ月以内に所定の
手続きで出願すれば、その公表によって新規性無しと判断されることはない。しかし、
欧州ではこの例外規定の対象が極めて限られている＊４ため、発明を学術論文や学会
発表等で公表してしまうと、その後に特許出願しても欧州では特許が認められない。

田名部　拓也
たなぶ　たくや

独立行政法人日本貿易
振興機構　デュッセル
ドルフ事務所

＊ 1 
2013 年 7 月にクロアチアが加
盟し、計 28 カ国となった。

＊ 2 
JETRO ウェブサイト「各国・
地域データ比較」より。

＊ 3 
「ロンドン・アグリーメント」
に基づいて翻訳を一部免除する
国もある。

＊ 4 
欧 州 特 許 条 約 第 55 条 (1)、
EPO 官報 4/2013、 270（新規
性喪失の例外規定の対象となる
のは、2015 年のイタリア・ミ
ラノ万博と 2017 年のカザフス
タン・アスタナ万博における公
表だけである）
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従って、欧州における特許取得の可能性をつぶさないためには、新規性喪失の例
外規定に頼ることなく、発明を公表する前に特許出願を行うことを徹底することが重
要である。
●人間・動物の治療方法は特許の対象外である

日本でも人間の治療方法には特許が付与されないが、欧州では人間のみならず動
物の治療方法も特許の対象外である＊５。ただし、治療方法に使用されるための物、
すなわち医薬や医療機器等については、日本と同様に特許の対象である。

なお、バイオテクノロジーの分野では、米国を中心に遺伝子配列の特許性に関す
る議論がなされている。欧州では、遺伝子配列は以前に自然界に存在していたもの
であっても、自然環境から分離されているかまたは技術的使用によって生産される物
であれば、特許の対象である＊６。
●特許付与後の異議申立制度がある

特許が無事に EPO で付与されても、特許公報の発行から 9 カ月の間、誰でも異
議申立を行うことができる。異議申立がなされると、特許権者と異議申立人が当事
者となって、特許権の成立について争う手続きが開始される。異議申立が認められ
ると、全ての指定国で特許が取り消されてしまう。異議申立は EPO で
特許を一度に取り消すことができる最後のチャンス（それ以降は各国ごと
に無効の手続きをする必要がある）であり、活発に利用されている。
●特許訴訟の件数はドイツが多い

欧州特許は「権利の束」にすぎないことから、特許権の権利行使・訴訟は各国ご
とに行わなければならない。全ての国で訴訟を行うことはコストがかかるため、権利
者はどの国で最初に訴訟を起こすかを慎重に検討することになる。欧州では特許訴
訟の件数はドイツ（その中でも特にデュッセル
ドルフ地裁）が圧倒的に多い。理由としては、
特許権者の勝率が高い、審理期間が短い、書
面中心の手続きであり訴訟費用が比較的安い、
判決理由が明確で品質が高い、等の理由がし
ばしば挙げられる。

■最近の動向

特許権の権利取得・権利行使を各国ごとに行わなければならない状況を改善する
ため、欧州単一特許・統一特許裁判所を創設することが 2012 年に決まり、現在準
備が進められている。新制度により、欧州全域で効力を有する特許権を取得して一
度に権利行使することが容易になると期待されている。

■まとめ

欧州で自ら事業を行う場合のみならず、技術をライセンス供与する場合も含め、知
的財産権のポートフォリオを確立する上で欧州での知的財産権の取得は重要である。
現在の制度では、多数の国での特許権の取得・維持にはコストがかかるが、欧州単
一特許・統一特許裁判所の創設によって改善されることを期待したい。

弊所では、欧州の知的財産に関する情報を「欧州知的財産ニュース」として随時
発信している。一度ご覧いただければ幸いである＊８。

＊ 5 
欧州特許条約第 53 条 (3)

＊ 6 
欧州特許条約施行規則 27、欧
州共同体・生命工学発明に関す
る指令第 3 条

表 1　EPO での特許付与件数と異議決定件数（2012 年）

特許付与件数 異議決定件数
65,687 2,021

表 2　欧州各国の特許訴訟件数・特許権侵害の判決の割合＊７

国 ドイツ フランス オランダ 英国

特許訴訟件数（2008 年）
694（地方裁判所）
251（特許裁判所）

87 38 37

特許権侵害と判決された割合
（2000-2008 年）

22.0% 5.6% 36.0% 14.7%

＊ 7 
Katrin Cremers et al.． ZEM 
discussion Paper No. 13-
072 (2013) （ドイツにおいて
は、特許侵害の判断は地方裁判
所で、特許無効の判断は連邦特
許裁判所で別々に行われる）

＊ 8 
http://www.jetro.go.jp/
world/europe/ip/

※　本稿は筆者個人の資格で執
筆したものであり、JETRO
としての公式見解などを述
べたものではない。また、
記載内容には十分注意して
いるものの、完全に正確な
内容であることは保証でき
ない。
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産学官連携
ジャーナル

アーカイブ

科学技術イノベーションへの道（６）

研究者を応援するということ

８．日本人の病気を日本人が解決していくストーリー

成人Ｔ細胞白血病（ATL）という病気がある。前宮城県知事の浅野史郎氏が 2009
年に発症したことを自ら公表し、ニュースにもなった。ATL を引き起こしているのが
ヒトＴ細胞白血病ウイルス（HTLV-1）である。HTLV-1 が原因で発症する病気では、
ほかに神経難病である HTLV-1 関連骨髄症（HAM）や眼の炎症である HTLV-1 ぶ
どう膜炎（HU）が知られている＊１。キャリア（感染者）は人口の約１％の 108 万人
にものぼると推計されている。キャリアは九州、沖縄に多いと言われる。

２年半前、HTLV-1 に関する特集を組み、以下の５つの記事を掲載した。

● 2011 年２月号　
特集１：『HTLV-1（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）対策元年』
・渡邉俊樹氏　　「HTLV-1 の研究の推移と府省の取り組み」（記事①）
・菅付加代子氏　「研究者と患者会の情報交換が対策を後押し」（記事②）
・谷田清一氏　　「抗体による ATL の治療は実現するか」（記事③）
・ 齋藤滋氏　　　「 母子感染防止への国民の理解が不可欠―キャリア救済、国を

挙げて新しい治療法開発と一体で進める―」（記事④）
・ 今田有美氏　　「 宮崎、沖縄で ATL プロジェクト～大学、企業、自治体が連携～」

（記事⑤）

科学技術振興機構（JST）は長年、宮崎県と沖縄県で HTLV-1 の研究を支援
してきた。記事⑤はその概要を紹介したものである。

宮崎県では 2003 ～ 2008 年度に「地域結集型共同研究事業」、2008 ～ 2010
年度に継続事業である「研究開発資源活用型事業」を活用して、産学官連携の研
究プロジェクトを推進した。大学では、宮崎大学のほか、鹿児島大学、大分大学、
琉球大学も参加した＊２。

同県の取り組みについては、この特集記事の約２年前に、同プロジェクト事務
局の財団法人宮崎県産業支援財団執筆の以下の記事を掲載した。

● 2009 年１月号
小玉誠氏「地域間連携による成人Ｔ細胞白血病（ATL）の克服」

沖縄県で、2002 ～ 2007 年度、JST「地域結集型共同研究事業」を実施した＊３。 
JST は支援してきた２地域の研究活動を連携させるため、2008 年１月に東京・秋
葉原で「地域間連携技術説明会 2007―成人Ｔ細胞白血病（ATL）研究最前線―」

疾患の概念の確立から、原因ウイルスの発見、発症メカニズムの確立、新たな治療薬の
開発まで、ずっと日本人研究者がリードしてきた特異な研究テーマ―ATL(成人T細胞
白血病）やその原因ウイルスに関する記事を振り返り、研究者を支援することの意義を
考える。� （編集長：登坂和洋）

＊１ 
HTLV-1 は人で初めて見つかっ
たレトロウイルスという種類の
ウイルスで、細胞の染色体にウ
イルス遺伝子が組み込まれるの
で終生感染が持続する。

＊２ 
この研究の中では、ATL 患者の
染色体、遺伝子発現、タンパク
質発現の解析により、ATL 発症
にかかわるマーカー（疾病や生理
的状態を示す物質）を突き止めた。

＊３ 
宮崎県と同じスタイルの産学官
共同研究で、海洋資源の有効利
用についての研究開発に取り組
んだ。

＊４ 
研究成果を広く発信するととも
に、ATL マーカー検出キット
などの開発、事業化を促進する
のも狙いだった。

＊ 5 
2009 年２月鹿児島市内、2010
年１月長崎市内、2011 年２月
福岡市内。
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＊ 6 
2010 年９月、患者団体代表と
元宮城県知事で ATL 患者の浅
野史郎氏らが官邸で菅首相と面
談。政府は、首相補佐官をトッ
プとする特命チームを設置し、
同年末までに４回の会合を開催
した。

を開催＊４。以後、毎年１回こうしたシンポジウムを開いた＊ 5。
2011 年２月号で小誌がこの特集を企画したのは、2011 年 2 月の福岡での

開催が一連のシンポジウムの最後となったことと、前年の 2010 年末に国が
HTLV-1 の総合対策に取り組むことを決めたためである。

■国の初めての総合対策
1990 年度に、旧厚生省の研究班が HTLV-1 の母子感染について「全国一律

の検査や対策は不要」という提言をまとめている。HTLV-1 関連の病気は、九州、
沖縄に多い“風土病”で、母子感染対策をすれば「感染者は自然に減少する」と
の認識だった。研究班の班長の名前から「重松レポート」と呼ばれる。

国の初めての総合対策は、「重松レポート」を踏まえた判断が誤りであり、
HTLV-1 の感染はわが国の重大な健康問題であり総合的な取り組みが大切であ
ることを公に認めたものである。

総合対策の柱は公費負担による全妊婦の抗体検査実施、カウンセリング体制と
医療体制の充実、研究開発体制の充実等である。国がこうした対策に乗り出すこ
とを決めるまでには、「NPO 法人日本から HTLV ウイルスをなくす会」をはじめ
とした ATL、HAM などの患者団体の地道な活動によるところが大きい＊ 6。

HTLV-1 総合対策決定までの経過は、2011 年２月号の記事①と②に詳しい。
国が方針を転換し、ウイルス感染の有無を調べる抗体検査を、妊婦検診の項目に追

加することについては、新たな課題も出てきた。陽性の場合の告知の難しさ、出産後
の母親の心の支援などである。これについては同特集の記事④が解説している。

■ 2000 年代に再活性化
この分野の研究は日本人研究者が世界をリードしてきた。しかし、1990 年度に前述の

「重松レポート」という提言のあと、文部科学省や厚生労働省の公的な研究費のサポート
は年々減少し、わが国の臨床および基礎の研究活動が衰退していった。基礎的な領域で
は欧米のグループにリードされる状態に至った。わが国の研究者はこうした状況に危機
感を抱いた。記事①で、筆者である東京大学大学院教授・渡邉氏は次のように書いている。

2000 年代になって、このような状況に危機感を抱いた医学研究者はこの領域の再
活性化を模索し始めた。取り組みの１つとして、筆者らは関係の領域の研究の進展を
発表し、研究者の交流と情報交換を目的とした「HTLV/ATL 研究発表会」を企画し、
2002 年から毎年東京大学医科学研究所で開催してきた。2006 年には、毎月１回開
催される「連続シンポジウム」形式で基礎から臨床に至る研究の進歩と現状を報告
する催しを行い、その成果を元に、わが国で初めてのこの領域を網羅する教科書と
して「HTLV-1と疾患」を2007 年に発行した。同年５月には、筆者が会長となっ
て国際学会（「国際ヒトレトロウイルス会議」）を箱根で開催し、約 360 名の参加者（海
外から約160 名）が集まり、研究の現状報告と情報交換を行った。 一方、患者やキャ
リアの方 も々医療対策の不十分さを感じて、時期的にはほぼ並行して、団体を結成し
てメディアや行政機関に対する働き掛けを開始し、次第に活動レベルを高めてきた。
2007 年の国際学会開催に際しては、全国の患者・キャリア団体も並行して集会を催
し、学会の方でも市民公開講座を設定して、世界の研究の現状を紹介した。
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上記のような研究者自身の努力が、JST のような公的機関の研究支援、患者会の
地道な活動とあいまって、国の政策を動かし、研究を前に進めることになったのである。

■ ATL の治療薬
一方、決定的な治療法が無かった ATL の治療薬を、協和発酵キリン株式会社が

2012 年５月 29 日に発売した。ATL 患者の中の「再発または難治性の CCR4 陽性」
を対象にした抗体医薬品である。製品名は「ポテリジオ」（一般名：モガムリズマブ）。
協和発酵キリンのこの治療薬は、上田龍三・愛知医科大学教授（元・名古屋市立大
学教授／同大学病院長）らの研究成果が元になっている。2013 年１月号に上田氏
のインタビュー記事を掲載した。

● 2013 年１月号
上田龍三氏 特集：日本のがん研究から標的薬「難病 ATL に向かう日本人研究者の執念」

上田氏は 1970 年代と1980 年代の日本人研究者の輝かしい活躍（疾患の概念の
確立、原因ウイルスの発見、発症メカニズムの確立）を具体的に紹介し、さらに次の
ように注目すべき発言をしている（日本人研究者の研究の経過については 2011 年２
月号特集の渡邉氏の記事①も詳しい）。

有効な治療法が無かったこの ATLに対して、われわれが抗体を開発し、治療薬
開発へと進んでいきました。このように、病気の発見から、病因の確定、疫学研究と
全て日本人の手でやってきて、日本人の病気を日本人が解決していくというストーリー
があります。この一連の研究において日本人研究者が世界をリードしてきたわけです。

本稿で紹介した一連の記事の企画や取材の過程でも、この一連の研究に「日本
人の病気を日本人が解決していくというストーリー」が流れていることを感じる
のである。HTLV-1 とその疾患のように、研究者と患者団体がスクラムを組む
ことはまれだという＊ 7。研究費の支援は欠かせないが、このストーリーが、研
究者への心強い応援歌になっているのではないだろうか。

この抗体医薬開発の意義等については、谷田清一氏が 2011 年２月号特集の記
事③と、2013 年１月号の特集：日本のがん研究から標的薬「抗体による ATL
治療の時代が幕を開けた」で詳しく解説している＊ 8。

＊ 8 
また、関連の以下の記事もある。
● 2012 年 12 月号
特集：HTLV-1総合対策から２年
・浅野史郎氏
「ATL との闘いで分かったこと」

・山野嘉久氏
「ATL 治療薬、関連疾患への
応用に期待　求められる各分
野研究者の連携」

＊ 7 
上田氏は文部科学省・科学研究
費補助金「がん研究に係わる特
定領域研究（５領域）」などを
活用して抗体治療研究を進め
た。
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※�産学官連携ジャーナルの発行日（原則毎月15�日）から
次の発行日までの１カ月単位で、アクセス件数の多い
記事をリストアップしました。

2013.4.15 ～ 5.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○免疫学の大革命が始まった！
審良静男（2010 年 6 月号）

○特集：革新技術の実用化
　光触媒利用技術の産業化とその市場

岩田広長（2013 年 4 月号）

2013.5.15 ～ 6.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○免疫学の大革命が始まった！
審良静男（2010 年 6 月号）

○「産学官連携ジャーナル」アーカイブ
　科学技術イノベーションへの道（１）
　役に立つということ

登坂和洋（2013 年 5 月号）

2013.6.15 ～ 7.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○連載：若手研究者に贈る特許の知識　基礎の基礎
第 2 回　特許とは何か？
秋葉恵一郎（2009 年 3 月号）

○特集：ベンチャーだからできること
創業 10 年で従業員 200 人 
ノーベルファーマ株式会社
アンメットニーズ分野で次々に新薬開発
塩村 仁（2013 年 6 月号）

2013.7.15 ～ 8.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○連載：若手研究者に贈る特許の知識　基礎の基礎
第 2 回　特許とは何か？
秋葉恵一郎（2009 年 3 月号）

○イノベーション・ジャパン 2013　
～大学見本市＆ビジネスマッチング～
8 月 29、30 日、会場を「東京ビッグサイト」
に移し開催（2013 年 7 月号）

2013.8.15 ～ 9.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○免疫学の大革命が始まった！
審良静男（2010 年 6 月号）

○驚異の新素材「アモルファス合金」開発秘話
「音質が素晴らしい、オーディオに搭載せよ」ソニー
大賀社長が決断
増本 健、鈴木耐三（2013 年 8 月号）

2013.9.15 ～ 10.14
○特集：産学官連携の新たな挑戦

材料科学の“新大陸”を発見
研究にオール・オア・ナッシングはあり得ない
細野秀雄（2009 年 6 月号）

○特集：細野秀雄博士の研究作法
早分かり　細野博士の世紀の発見・発明
――東工大と JST の発表資料にみる「研究成果」
の変遷（2013 年 9 月号）

○特集：細野秀雄博士の研究作法
　Essential for Life、そんな研究をしたい

細野秀雄（2013 年 9 月号）
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編　集　後　記 挑戦する企業への期待
　Bio Japan 2013 のあるセミナーでのこと。ベンチャーキャピタリストら
が、バイオベンチャーを対象に相次いで組成されているファンドについて説
明したあと、会場から「３年から 5 年では、リスクを取っていないのではな
いか」という疑問が投げかけられた。多くのファンドが対象としているのは
5 年程度で「出口」の見通しがつくようなシーズが中心だからだ。ファンド
関係者いわく、「かつて７～ 9 年の時期もあったが、ことごとく収益が出な
かった。想定外のことが起こるので研究開発期間が延びることもしばしばあ
る。5年で出口の見通しがつくようなものでないとなかなか投資できない」と。
　いいシーズが育てば製薬会社に橋渡しできる。とはいえ、企業がいい大学
等のシーズを取りこぼしなく発掘し、リスクを取って初期の段階から研究者
に伴走して進む覚悟も必要。企業が果敢に挑戦しなければオープンイノベー
ションの実りは刈り取れないだろう。 （編集長・登坂和洋）

★なぜ連携が必要か？ と考えた場合、「人と人」
や「物と物」の間の隙間（谷）を埋めたり、そ
れぞれの間の敷居（山）を越えるためだ、と考
えると分かりやすい。産学連携でも、企業と大
学の隙間や敷居が問題となるが、それぞれの努
力や仲介するコーディネーター等の苦労により、
それらが埋められ、越えられたことにより、共通
の難題が解決され、大きな成果につながるケー
スが多い。この隙間や敷居は連携以外でも重要
なポイントとなり、ここにこそ、ビジネスチャンス
の芽が存在する。われわれは、各種の隙間や
敷居に直面した際、決して落胆せず、成功の扉
の前に到達したと考えるべきだ。

松田 一也　九州経済産業局 総務企画部 総務課長

★信州上田地域を中心とした地域密着型の産
学官連携の活動を始めて早 14 年目となる。
活動の対象はナノテク、医療、環境、航空・
宇宙等のいわゆる最先端分野だけではなく、
ドライフルーツの種抜き器の開発、農家体験
ツアーのリフレッシュ度の評価、転入教員が
必要とする実験装置の中小企業への製作あっ
せん、地域の中小企業の技術連携の場への教
員の同席、大学生がデザインした商品の大手
コンビニエンスストア県内全店での販売、首
都圏在住の学生の U ターン就職やインターン
シップの支援、さらには、大学図書館との連
携による資料調査など多岐にわたる。大学の
活用方法はアイデア一つで可能性が膨らむ。

岡田 基幸　一般財団法人浅間リサーチエクステンション
センター（AREC） 専務理事／信州大学 繊維
学部 特任教授（産学官地域連携）

 

地域密着型連携の可能性 隙間や敷居にビジネスチャンス
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