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■ 地域のベンチャーを上場企業に育てて地域を活性化する

■ ベンチャー起業論で人材育成
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巻 頭 言

大村 智先生と梶田隆章先生のノーベル賞受賞の報は大いに国民を勇気づけている。あらためて
二人の先生に賛辞を呈するとともに、一緒に研究を行ってきた人々にも敬意を表したい。この二つ
の研究成果は、ある意味でまったく異なるインパクトを与えている。一方は結果として「人の役に
立つ」研究であり、他方は純粋科学としての物理学の発展だからである。このことは科学技術の在
り方、大学における研究の在り方をあらためて考えるチャンスをわれわれに与えている。

東日本大震災からすでに 4 年半以上が過ぎた。復旧・復興は十分とはいえないまでも大いに進
んでいると思っている。その間、科学技術振興機構（JST）を中心とした「科学技術による復興」
として、多くの研究者と被災地域の企業との共同研究が行われた。その趣旨は、「目に見える成果」
であり、大学の知をイノベーションに結び付けて復興を加速することにある。科学技術政策という
よりは、まさに産業振興の政策である。われわれは大きな成果を得るためには時間と開発費の投入
が必要であるとの考えから、「今日の 1 円、明日の 100 円、明後日の 10,000 円」と、時間（復興
プロセス）に合わせた研究開発をすべきと考えてきた。復興に関わる JST の研究助成からは、報
告書に見られるように、多くの「小さな成果」が出てきた。まさに 100 円を稼げる状況にあるが、
10,000 円を稼ぐにはまだまだといえる。しかし、2016 年度以降の国の復興政策からは科学技術
による復興の視点が欠けてしまった。まさに科学技術にとって「震災の風化」が起きている。

生業（なりわい）の再生とは別に、震災を直接的に経験したわれわれにとって、あらためて科学
技術の在り方を考える機会を与えられたと思っている。それは、利便性や快適性のために追求して
きた科学技術は、「人」を置き去りにしてはいなかったかということである。良いものを作るとい
う作り手主導から、買いたいものを作るという使い手主導への意識改革と同じように、自然科学
者・技術者主導の科学技術から、社会科学や人文科学と融合した、人を考慮した科学技術へと変わ
ることを考えるべきであろう。

科学技術によって地域からイノベーションを起こしていくことが、震災復興の道と考えている。
イノベーションには鍵となる技術とそれを担う人が必要であるが、地方にはそれを担える人があま
りにも不足している。人の育成に即効的な方法はなく、10 年にもわたる時間が必要である。より
高度な技術・知識を持った人がさまざまな地域で活躍することで復興が進み、ひいては日本の課
題である地方再生につながる。文部科学省の事業に「地（知）の拠点大学による地方創生推進事
業（COC+）」がある。ここでは地方再生のための卒業生の地元定着率向上が共通の目標となって
いる。優秀な若者が地域で生活し活躍できるための環境整備と同時に、地方で生きる価値観の涵養

（かんよう）が求められている。技術と人材の両面で、ますます大学への期待が高まっていると自
覚している。

■震災復興と科学技術

岩渕　明
いわぶち　あきら
岩手大学 学長
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特 集 地域を担う人材育成　福岡編

 ■新規上場企業の数は経済力の指標 
―　九州でずっとベンチャー支援をされてこられましたが、きっかけは何だったのでしょ

うか。

古賀　九州のベンチャー支援は、監査法人トーマツ＊ 1 に勤めていた時代からで
すので、かれこれ 30 年近くやっています。

トーマツ時代は、公認会計士として、九州から株式公開する企業の株式公開業
務を指導してきました。九州から上場する企業は、毎年 1 社か 2 社です。2000
年に全国で 200 社ほど上場しましたが、そのときでも九州から上場した企業は
4 社でした。九州の経済力は、全国の経済力の 10％だとか 5％だとかいわれて
いますが、私は、成長する上場企業の何％を九州が占めているかが経済力だと考
えています。この考えからすると、九州の経済力が全国の 5％であれば、全国の
上場企業の 5％、200 社のときには少なくとも 10 社を占めるぐらいでないと九
州の経済は衰退していくということに、上場指導をしているときに気が付いたの
です。そして、自分にできることは九州から毎年 10 社を上場できるようにする
ことだと思いました。

九州で上場する企業が増えれば、九州の大学の優秀な人材は、上場している地
元の企業に勤めようとします。東京に行かなくても、九州の上場企業で能力を発
揮できます。上場した企業だと税収入も本社のある九州に落ちますし、雇用もも
たらされます。それから、いろいろな人たちが本社のある九州に商談に来ます。

地域のベンチャーを上場企業に育てて
地域を活性化する

古賀光雄氏は四大監査法人の一つであるトーマツ在職時から九州
でのベンチャー支援に取り組んできた。トーマツコンサルティン
グ株式会社（九州）（1995 年）とトーマツベンチャーサポート株
式会社（1997 年）の二つを在職時に立ち上げただけでなく、退職
後も古賀マネージメント総研株式会社を創立し、トーマツで築き
上げたネットワークを活用してベンチャー支援を行っている。今
年の 10 月 21 日、第 10 回ニッポン新事業創出大賞で長年のベン
チャー企業支援の功績が認められ「経済産業大臣賞」（支援部門・
最優秀賞）を受賞された。ベンチャー支援がなぜ大切なのか、ベン
チャー支援のために産や官は何をすべきなのかを古賀氏に伺った。

古賀マネージメント総研株式会社代表取締役　古賀 光雄氏に聞く

古賀 光雄（こが みつお）氏

＊ 1�
有限責任監査法人トーマツ、�
新日本有限責任監査法人、�
有限責任あずさ監査法人、�
PwCあらた監査法人は、日本�
の四大監査法人と呼ばれる。
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グローバルな会社になれば海外からも来ます。そうすると、観光とか、食べ物と
か、宿泊施設とか、そういったものも含めて、九州の全てが産業としていい方向
に動いていきます。九州で上場する企業をつくるのは、九州の産業を育てるとい
う意味で、すごく大きな仕事であることに気が付いたのです。

そのためには、行政も、それから地方の銀行（地銀）も、上場する企業を積極
的に支援すべきだと思いました。中小企業の支援だけじゃなくて、地域を挙げ
て、上場できるような企業を支援しなければいけないと思いました。おらが村の
一村一品運動じゃないけれども、おらが村の自慢できる企業、上場できる企業を
つくるべきだと思いました。そういう気持ちを持って、みんなが競争すれば、地
域の産業が育ち、雇用がもたらされて、地域が豊かになっていくと思います。

それで、トーマツの時代に、トーマツベンチャーサポートという会社を設立
しました。東京はともかくとして、九州のベンチャーを年間 10 社上場させる仕
組みを何が何でもつくってみたいというのが私の気持ちでした。それが、ベン
チャー支援をする最初のきっかけでした。

 ■ベンチャーは産業界の子ども 

古賀　ベンチャーというのは産業界の子どもなのです。社会に子どもがいなく
なったら社会が成り立たないのと同じように、ベンチャーが育つ環境をつくらな
いと産業界は成り立たない。みんなそのことに早く気が付くべきだと思います。
特に地方の活性化には地域に根差したベンチャー企業育成が地域産業をつくり出
す近道だと思います。だから、創立から 1、2 年のベンチャーから、何で税金を
取らなければいけないのかと疑問に思います。保育所に行っている子どもから税
金を取ってはいけないのと同じです。成長してから税金を取ればいいことです。

韓国では、数年は徴兵を免除するとか、税を免除するとか、いろいろやってい
るみたいですが、日本におけるベンチャー支援というのは無頓着過ぎます。地銀
も担保がなければお金を貸さない。将来、地域を支えていくのは地域の企業、ベ
ンチャーなのだから、地銀こそ、自分たちが食べていくためには、担保があろう
がなかろうが、もっと地方のベンチャーを育てなければいけない。リレーション
シップ・バンキング＊ 2 ということで、一時は地銀も動き出したこともありまし
たが、金利や保証の問題も含めて、今でもベンチャーに対する支援は積極的とは
思えません。

―　古賀さんは具体的にどのような方法でベンチャー支援をされているのですか。

古賀　ベンチャーが一番困っているのはお金ですが、お金以前に困っているの
が、実を言うと商品の販売先なのです。商品を買ってくれるところを見つけ出し
て取引ができれば、それを担保にお金を借りることができます。どういうところ
に自分たちのつくった商品が売れるかを探し当てる、あるいは、商品をつくると
きから相談に乗ってくれる人を探すというのは、ベンチャーからすると、すごく
重要なことなのです。

私は公認会計士なので、トーマツ在職時から株式公開の支援業務、内部統制シ

＊ 2�
金融機関が顧客との関係を
維持して顧客の情報を蓄積
し、それをもとに、金融サー
ビスを行うこと。
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ステムや事業計画の作成支援はやってきました。しかし、ベンチャー企業を成長
させるには、これらの前に、まずどこへ商品を売りにいけばよいのか、どこと契
約を結ぶとよいのかを、支援する必要があります。ベンチャーと一緒になって考
えて行動し、契約を取るというのが、今の私の仕事です。そういう中からベン
チャーとの信頼関係ができていけば、おのずと売り上げが伸び、人の採用や資金
調達ができ、事業計画をもっと大きくして、株式公開までいけるはずです。

私が販路支援する上での大前提は、ベンチャーの経営者に上場する気があるか
どうかです。上場する気のない会社を支援しようとは思っていません。中小企業
でよいとか、自分の好みだけでやるというのだったら、それは私の対象ではあり
ません。将来、企業を大きくして上場し、地域に貢献していきたいという熱き思
いを持った人と、一緒になって企業を盛り立てていくのが私の仕事だと思ってい
ます。必ずしも上場だけにこだわっているわけではないですが、将来も存続し、
産業として地域に根付いていく、そういう企業であり続けたいと思うような経営
者と一緒に活動していきたいのです。

 ■ベンチャーと大企業をマッチングさせる 
―　なぜ上場することが大事なのですか。

古賀　私がベンチャーを支援しているのは、九州から上場企業を増やしたいから
ですが、地域社会をリードする地方行政や地銀、地域の産業界においても株式公
開することの重要性があまり理解されていません。

資本主義社会は資本市場、つまり証券が中心の社会だと思っています。銀行が
中心の社会ではないと思います。どんな企業も経営者にとっては預かりもので
す。財務内容をオープンにして、企業のビジネスの仕組みが一般社会から理解さ
れ、投資を受け成長していくのだと思います。これはベンチャーが成長するため
に最適な仕組みです。新しいビジネスが新しい社会をつくり出すのです。

現代の資本主義社会は産業を中心に成長しています。第 1 次産業の農業、漁
業から第 3 次産業の情報産業まで、常に産業をつくり出し維持していかなけれ
ば生きていけません。福祉だけで食えるわけではないのです。もうかるビジネ
スをちゃんとつくって、食っていかなければいけないのです。その感覚をもう
ちょっと大切にしなければいけないと思います。九州は九州独自に新しい産業、
ニュービジネスを育てなければいけないし、既存の中小企業もニュービジネスを
見つけて、それにチャレンジしていかなければいけないのです。

私は今、九州の中でベンチャーと大企業、中堅企業をマッチングさせていま
す。ベンチャーは、知恵はあるけれども、人、物、金はないわけです。人材も、
金も、名声も、ネットワークもないベンチャーを育てるためには、金も、人脈
も、ネットワークもある中堅企業や大企業と、うまくビジネスマッチングすれ
ば、両方得になります。

このビジネスマッチングというのが、同時に販路支援・資金調達にもなります。
試験研究するのにもお金がないベンチャーにとって、自分たちが資金を出しても
いいですよという大企業の組み合わせが重要ですし、出来上がっているものをど
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う売るかというのを一緒に考えるというのも重要です。そういうマッチングを今
やっていますが、少し軌道に乗ってきたかなというところです。

―　現在、何社ぐらいを支援されているのですか。

古賀　顧問としてお金をもらっているところは、二十数社ぐらいです。上場を準
備している会社が 6、7 社あります。

お金をもらわずに販路支援をしているベンチャーは、現在、250 社ぐらいで
す。会社の概要、仕事の特徴をデータベース化している最中です。大企業や中小
企業が関心を持ちそうなところや面白いところ、ニュービジネスになるものを
引っ張ってきてデータベース化しています。九州の有力なベンチャーはほとんど
入っています。今年中に 300 社ぐらいになると思います。

これを中堅企業や大企業で関心のあるところに紹介してビジネスマッチングさ
せます。マッチングできれば、ベンチャー側は販路ができてくる。だから、まだ
経営者と会ったことのないベンチャーのデータも、入手したらデータベース化し
ています。例えば、一方が「関心がある」と言ったら、もう一方に連絡して、こ
んな会社が関心をもっていますよと言えば、言われたほうは喜んで会います。そ
うなるように、私のネットワークを使って、九州の大企業や上場会社の社長にベ
ンチャーの経営者を会わせています。

九州の大企業（「七社会」＊ 3 ほか）を定年退職した人たちで、経済界や同業社
業界にネットワークを持っている人たちと一緒に九州のベンチャー企業に大企業
や業界の販路を紹介できたらと思っていて、実際に行動しています。

 ■「おらが村の一村一品運動」の実践 

―　ほかにはどんな方法でマッチングをされているのですか。

古賀　トーマツのときに九州各県に営業所をつくったので、各県の地銀とは上場
指導業務で長く付き合っています。それを基に、九州ニュービジネス協議会でベ
ンチャーの発表会を各県別に始めたのですよ。

ベンチャー、ベンチャーというけれども、どこにいけばベンチャーが見られる
か分からないとか、ベンチャーを支援するとかいっても、ベンチャーが居るとこ
ろが分からない、という声がありました。それで、毎月ベンチャーを博多都ホ
テルに集めて発表会をしたのです。毎月第 2 月曜日に 100 人近い人を集めまし
た。それが第 2 月曜日の会、略して二月会です。同じように、熊本には第 2 火
曜日の二火会、鹿児島には第 2 水曜日の二水会、宮崎には第 2 木曜日の二木会
をつくりました。大分や長崎にもつくりました。おらが村の一村一品運動の実践 
です。

人任せにするのではなくて、各県で自分たちの産業を、ベンチャーを育てな
さいという趣旨です。福岡だけが毎月開催で、熊本、鹿児島、宮崎は 3 カ月に 
1 回、大分、長崎は年に 2 回開催です。それを主催したのが九州ニュービジネス
協議会です。

　

＊ 3�
九州電力、九電工、西部ガス、
西日本鉄道、九州旅客鉄道、
福岡銀行、西日本シティ銀
行の 7社の企業でつくる会。
正式名称は「互友会」。
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―　発表会を始められたのはトーマツベンチャーサポートのときですか。

古賀　トーマツベンチャーサポートの設立が 1997 年ですから、1998 年に二月
会が始まったと思います。

その半年後ぐらいに鹿児島が始まって、1 年半ぐらいして熊本が始まりまし
た。これは九州ニュービジネス協議会の大きなイベントになっていますし、成果
にもなっています。二月会を始めて半年ぐらいたったとき、麻生渡知事（当時）
から福岡で何かをやりたいという話が出て、福岡ベンチャーマーケットというの
が出来上がりました。ベンチャースピリットのある麻生知事が一所懸命やられ
て、全国の知事会でも話題になり、全国から多数の見学者が来ました。

福岡ベンチャーマーケットでは、毎月 20 社ぐらいが発表していました（現在
は 10 社）。九州ニュービジネス協議会の二月会と、福岡ベンチャーマーケット
が福岡を活発にしてきたのです。

7 年ぐらい前に福岡市から博多商人の町にふさわしいベンチャー企業支援制度
をつくりたいとの相談があり、福岡市創業者応援団が設立されました。これは、
福岡市で成功した先輩企業がベンチャー企業を支援するものです。毎年 20 社程
度のベンチャー企業が福岡市ステップアップ助成事業に申し込んできます。これ
は成功した先輩企業の審査と助言を受け、最優秀賞 100 万円を獲得できる制度
です。受賞 1 年後に福岡市長の前で成果発表が義務づけられています。この制
度を充実するために、審査委員の有志で福岡市創業者応援ファンドが設立され、
現在 3 社の有望なベンチャー企業が投資を受けています。昨年、福岡市は経済
特区＊ 4 になり、「福岡市スタートアップカフェ」が出来上がったところです。

　
―　地元の力で地元に根付いた企業を育て、地元の雇用も増やそうというわけですね。

古賀　そういうことです。キヤノンは世界的な規模の会社になっていますけど、
経営者が大分県出身だから大分に工場を持ってきました。やっぱり経営者という
のはみんなふるさとを大切にするのですよ。もちろん、何が何でも地元になくて
はならないわけではありません。タマホームだって、東京に進出していますし、
ロイヤルホストもリンガーハットも九州出身だけれども、東京に本社を移しまし
た。それは生き残るためには仕方ないと思いますよね。だけども、上場は福岡で
しましたよね。みんな福岡で上場して、今は本社が東京に移っている。今まで
は、東京は地方からの企業の集まりでにぎわってきました。けれど、そのことで
問題も起きています。地方が中心でにぎわう制度をつくって経済のバランスが取
れることが必要になってきていると思います。

 ■九州で上場した企業 
―　古賀さんがベンチャー支援を始められてから九州で上場した企業はどのくらいですか。

古賀　私は、九州の最近の上場企業の 4 割ぐらいを担当してきました。地図の
ゼンリンもそうです。

着物の無料着付け教室をやっている日本和装の経営者は、私が大学の夜間で教
えていたときの教え子です。「先生が上場しろと一所懸命言うから上場しました」

＊ 4�
経済特別区ともいう。国家
戦略特区のこと。「福岡市　
グローバル創業・雇用創出
特区」。
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と言っていました。ワールドインテックという年商 1,000 億円の会社
がありますが、その経営者も従業員が 20 人ぐらいのときにセミナー
で出会い、上場を勧めました。ピエトロ、総合メディカル、ハンズマ
ン、第一交通、イフジ産業、ヤマックスなどにも関係しています。

これらはトーマツにいたときの成果です。野球に例えるなら、九州
では 4 割打者でした。上場しそうな会社に出向いて、上場しないの
かと勧めたのです。上場しないと会社は三代でおかしくなる。だか
ら、上場して、ゴーイングコンサーン（継続企業）に持っていかない
といけないのです。

独立してからだと、上場予備軍を 7 社抱えています。順調にいけ
ば再来年の 3 月ぐらいに上場する予定ですが、1 年ほどずれるかもし
れません。

 ■福岡に証券取引所を残した意義 
―　福岡はベンチャーが盛んといわれますが、なぜなのでしょうか。

古賀　私は以前、福岡証券取引所の活性化委員会の委員でした。福岡証券取引所
廃止論というのが以前あったのです。福岡から相撲の九州場所と福岡証券取引所
は絶対なくしてはいかん、という人がおられまして、私もそれに賛成でした。福
岡証券取引所が廃止にならなかったから、今日の元気さがあるんですよ。

証券取引所は資本主義経済の中心になる市場だと思います。福岡証券取引所が
あるから地元のベンチャーが株式公開にチャレンジするのです。福岡証券取引所
をなくさなかったことが九州経済にとっては大きなことだったと思います。

現在、福岡証券取引所は、独自に新興企業向けの株式市場 Q-Board という、
ベンチャーが上場しやすい仕組みをつくっています。Q は九州の九です。また、
九州 IPO 挑戦隊＊ 5 というのもつくりました。IPO とは株式公開のことです。今
の福岡の有望なベンチャーは九州 IPO 挑戦隊に入って勉強するようになりまし
た。Q-Board 上場を目標にしています。Q-Board は年商 5 億円ぐらいから上
場できます。それで Q-Board に上場しようという若い人たちが出てきているの
で、九州から上場する会社というのは、今から増えていきます。

Q-Board に上場した企業は年商 5 億円ぐらいですから、吹けば飛ぶような企
業です。だから、成長してマザーズ市場とか東京証券取引所市場に出ていかなけ
ればいけない。全国版になる前にローカル証券取引所で上場する企業が増えよう
としているのが現実です。従来になかったようなことが起こっています。だか
ら、今、九州は東京に次いで元気らしいのです。北海道は、もうベンチャーがほ
とんど上場することはないし、大阪も衰退してしまっていると証券マンから聞い
ています。やっぱり福岡が一番元気ですよといわれるのは、福岡証券取引所に上
場する会社が増えてきているからです。

それと同時に、東京から福岡に移る企業が増えています。住みやすいというこ
ともあって、いろいろな企業の営業所や支店が増えてきています。そういう点
で、福岡ではベンチャーが非常に盛んになってきたのは間違いないと思います。

＊ 5�
九州・沖縄・中国地域で「3
〜 5年以内に株式公開を果
たす」という自覚認識を持
つ企業を支援するプロジェ
クト。
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経済特区を取ったことによって、一段と元気が出ているんだと思いますよ。
九州新幹線ができて、福岡から鹿児島へは 1 時間半、熊本も 30 分ぐらいで行

けるようになりました。今、まさに新幹線効果で、九州を一つにしているんで
す。情報がすごく速くなってきているので、多分、東京と同じように福岡の一極
集中になると思いますよ。今のところは、九州には一極集中があったほうがいい
と思います。

 ■ベンチャーを育てていく上での行政の役割 
―　ベンチャーや起業家を育成するために行政や大企業はどうしたらよいのでしょうか。

古賀　まず行政が、産業育成という意味でのベンチャーに対する政策を重視すべ
きです。企業誘致も大切ですが、おらが村のベンチャーを育てることがどれだけ
大切かを認識することです。政策の中には、販路支援、税金の優遇策、インキュ
ベーション施設対策などが考えられます。何よりも、上場できるベンチャーを育
てることです。中小企業で終わっては、産業として残らない。

産業を育てるということは、ベンチャーを上場まで引っ張っていって、世界的
な企業に、グローバルな企業にして、グローバルなところから人が集まってくる
ようにすることです。それを行政も銀行も、みんなで支援しなければいけないの
です。大学発ベンチャーも含めて、産業を育てるということは、上場するベン
チャーを育てることだというふうに考えないと、中途半端になってしまいます。

ちょっといいベンチャーが出てくると、上場する前にまわりがわあわあはしゃ
ぎます。上場するまで見守っておけばいいんですが、みんなはしゃいで、社長を
講演会に引っ張り出して、そのうちに会社がつぶれていく。ベンチャーを行政が
つぶすというのはよくあるのです。行政に頼まれて、あっちへ行け、こっちへ行
けと、講演会ばかりして、経営者が有頂天になってしまう。ベンチャーは、そん
なことをやっている暇はないのです。でも、行政に頼まれるのでとやっていると、
大きな失敗をします。そういうことも行政は分かっていないといけないのです。

行政というのは 1 年とか 2 年で担当者が交代していくから、ベンチャーのこ
とが分からないままなのです。銀行もそうなんです。担当がすぐ替わる。担当を
10 年替えないとかならいいのですが、毎年替えるからノウハウも何も残らない。

―　行政も銀行も、ベンチャーのことが分かる担当者を育てることが大事になりますね。

古賀　やっぱり経験を積まないとベンチャーを育てられないのです。そういう意
味で、行政も銀行もベンチャーのことが分かる人材を育てていくことが重要だと
思います。

―　今後もベンチャーの支援を続けられますか。

古賀　それしかない。ずっと一生、それをやります。そのために自分でそのため
の会社をつくったのです。

（取材・構成：編集部　田井宏和）
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特 集 地域を担う人材育成　福岡編

 ■起業家育成教育のきっかけ 

私は、1999 年に福岡大学で「ベンチャー起業論」という講義を通して起業家
育成教育を始めた。この講義を開始するきっかけとなったのは、その前年に当時
の通商産業省による「若者会社をつくろう」という全国縦断シンポジウムを福岡
大学でも開催することになり、たまたま私がそのコーディネーターになったこと
だった。

このイベントに参加した一人の学生は、それまでの大学の講義に興味が持てな
くて、目標を見失っていた。ところがシンポジウムに参加した直後から変身し
た。地元経営者を呼んで「若者会社をつくろう」という講演会を毎週開催しただ
けでなく、フクオカベンチャーマーケット協会（現 福岡県ベンチャービジネス
支援協議会）のビジネスプランコンテストに応募し、当時、学生としては初めて
発表するまでになった。夢に向かって目を輝かせて精力的に活動するこの学生の
変身ぶりに驚いた私は、この学生の活動をモデルに、魅力的な経営者による講義
とビジネスプランコンテストを主なコンテンツにした「ベンチャー起業論」をス
タートすることにした。

起業家育成教育とはいうものの、受講生約 300 人のほとんどが起業しようと
思っているわけではなく、できれば大企業に就職するか公務員になることを目指
している。経営者になりたいと思っている学生だけでなく、公務員希望の学生に
も支持してもらえるような講義は、どのように設計すればいいのだろうか？

このような悩みから行き着いたのが、「人生の経営者」というキーワードであ
る。たとえ経営者になりたくないという学生でも、「自分自身の人生の経営権を
他人に渡していいのですか」とか「進学、就職、結婚、育児などの人生における
重大な選択に際して、他人任せにしていいのですか」という質問をすると、皆、

「嫌です」と答える。しかし、「なぜこの大学に来たのですか」とあらためて聞く
と、「偏差値が」「担任が」「親が」などと答えるとともに、答えた後に自分が決
定権を放棄してきたことに気付く。この講義では、まず学生に「自分自身が意思
決定の主体である」ことを確認させ、「選択」することの喜びを実感させること
を目的としている。

この稿では、まず、学生が意思決定の主体であることを自覚する組織づくりに

ベンチャー起業論で人材育成
―人生の経営者になる―

阿比留　正弘
あびる　まさひろ

福岡大学 経済学部 教授

大学の講義に興味が持てなくて目標を見失っていた学生が、あるシンポジウムに
参加した直後から、さまざまな活動に精力的に取り組むようになった。これをモ
デルに、経営者による講義とビジネスプランコンテストを幹にした「ベンチャー
起業論」が始まった。
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ついて述べ、次いで、この講義のゴールであるビジネスプランコンテストについ
て述べる。そのあと、これに対する学生の反応について、最後に今後の課題につ
いて述べる。

 ■学生主体の組織と運営 

私が学生を指導する中で一番大切にしていることが優先順位である。私は最近
よく学生に「あなたにとって一番大切な人は誰ですか」と聞くようにしている。
その答えとして「それはあなた自身です」と私が言うと、一瞬驚いた顔をする。
特に何もなければ、その次に大切な人は両親、そして兄弟、親戚、友人、地域の
人と広がっていくはずである。

悩みを抱えている学生の多くは、自己重要感に問題を抱えており、自分を大切
にしていない。漠然と他人の目を気にしながら、息を潜めて生きているように見
える。その結果、元気がない、何を考えているか分からない、といったネガティ
ブな評価を受けている。自己重要感に目覚め、優先順位が明確化すると学生は大
きく変身する事例を多く見てきた。「ベンチャー起業論」の活動の中でリーダー
を経験すると、日常的に問題に直面し、問題解決のための「選択」をしなければ
ならなくなる。このような理由から、できるだけ多くの「大変身」を見るために
は、できるだけ多くのリーダーを作らなければならない。このような要求から学
生主体の組織が生まれた（図 1）＊ 1。

コーディネーター（大学教員）

学生代表

学生副代表（運営課総括担当）

運営総括

学生副代表（プロジェクト総括担当）

各プロジェクトチーム

事
務
課

情
宣
課

渉
外
課

評
価
課

機
材
課

執行部

運営課

各プロジェクトリーダー

プロジェクト

 図 1 　「ベンチャー起業論」の組織構成

＊ 1 
ベンチャー起業論の組織に
ついての詳細はベンチャー
起業論のウェブページを参
照されたい。
http://www.venture.econ1.
fukuoka-u.ac.jp/about.
html#management

http://www.venture.econ1.fukuoka-u.ac.jp/about.html#management
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「ベンチャー起業論」のコンテンツは魅力的な経営者による動機付けのための
講義＊ 2 と、ビジネスプランコンテストをゴールとするプロジェクト活動から成
る＊ 3。この二つの活動を学生主体で行っている。頂点に立つのは「学生代表」
である。この下に二人の学生副代表がいて、講義運営とプロジェクトの統括をし
ている。

講義運営は運営総括の下に機材課長、評価課長、渉外課長、情宣課長、事務課
長がいる。機材課は、講義やビジネスプランコンテストにおけるパソコンやプロ
ジェクターの準備に責任を持つ。渉外課は、講師の先生が講義に際して準備され
る資料の確認、印刷、配布になどに責任を持つ。情宣課は、前期と後期の最後に
開催されるコンテストの告知や集客のためのウェブページや Facebook ページ
の更新などに責任を持つ。事務課長は、ビジネスプランコンテストに必要な物品
の発注や、学生のインターンシップ先への交通費の申請などの事務作業に責任を
持つ。評価課は、「ベンチャー起業論」が試験なし科目であるため、私が試験な
しで学生の成績評価をする（図 2）のに必要なデータの収集を手伝う役割を担っ
ている＊ 4。

このように「ベンチャー起業論」の組織は企業とかなり類似した組織になって
いる。企業は一般的に収益を得る活動（営業）と管理部門から成っているが、上
で述べた運営総括は管理部門に相当し、私のゼミ（阿比留ゼミ）の学生が主に担
当している。企業で営業が果たしているのと類似の機能はプロジェクト活動で、
300 人すべての学生が約 20 のプロジェクトに所属することになっている。この
プロジェクト活動が「ベンチャー起業論」の最も重要な活動であり、次に述べる
ニュービジネス協議会主催の大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテストに出
場することをゴールとして活動している。

 ■ビジネスプランコンテストとオリジナリティー 

2001 年から始まった大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテストの第 1 回
目には、学生たちに呼び掛けて 50 件近く応募させたが、全員、予選を通過する
ことはできなかった。大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテストの審査項目

 図 2 　「ベンチャー起業論」の評価基準

プロジェクト評価点
プロジェクト活動への貢献度を評価

講義出席点

ミニッツペーパー講義出席

講義出席数・出席態度を評価

＊ 2 
ベ ン チ ャ ー 起 業 論 は ベ ン
チャー起業論とその関連科
目の総称である。
http://www.venture.econ1. 
fukuoka-u.ac.jp/about/
course.html

＊ 3 
プロジェクト活動について、
以下を参照されたい。
http://www.venture.econ1.
fukuoka-u.ac.jp/projects.
html

＊ 4 
ベンチャー起業論の評価方
式の詳細は、以下の説明を
みられたい。
http://www.venture.econ1.
fukuoka-u.ac.jp/about/
evaluation.html

http://www.venture.econ1.fukuoka-u.ac.jp/about/course.html
http://www.venture.econ1.fukuoka-u.ac.jp/projects.html
http://www.venture.econ1.fukuoka-u.ac.jp/about/evaluation.html
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では、オリジナリティーと実現可能性が要求されるが、大学生には、この二つの
条件を同時に満たすのは不可能であるとの結論に達した。「ベンチャー起業論」
のビジネスプランコンテストでは、企業へのインターンシップも重視するが、企
業の理解を最重要視することとし、問題発見と問題解決を目指して、ビジネスプ
ランのオリジナリティーを捨て「守・破・離」を徹底することにした＊ 5。私は、
この判断は間違っていなかったと思う。

現在、日本中でさまざまなビジネスプランコンテストが開催されているが、オ
リジナリティーを捨てたビジネスプランコンテストは他ではほとんど聞かない。
しかしながら、現在日本で成功しているビジネスモデルをみると、ほとんどがオ
リジナリティーのあるものではなく、米国から導入し、改善したものであること
に気付く。学生が企業を訪問し、経営者の創業の苦労話、社員、取引先、顧客の
反応などについて独自の取材を行う中で問題を発見し、その問題を解決すること
を通して、企業の改善提案を行うのが、私たちのビジネスプランコンテストであ
る。あえてオリジナリティーを捨てたことにより、オリジナリティーに溢れるビ
ジネスプランコンテストを実現することができた。

 ■学生の反応と具体的な成果 

オリジナリティーを捨てたことによって、ビジネスプランコンテストに向けた
活動がとてもやりやすくなったと思う。学生は、自分の興味のある企業を選び、
その企業について徹底的に学ぶことになった。インターネットなどでの簡単な調
査ではなく、足を使った取材を重視することになったのである。社長や従業員、
取引先、顧客を訪問して現地で現物に当たり、ナマの声を聞いて、素朴な疑問、
問題点を発見し、その解決に向けて行動している。このような活動の具体的な例
として、福岡大学病院における待ち時間の問題に取り組んだ「KAIZEN」＊ 6 が
ある。

このような取り組みを通じて、仕事の意味（面白さ）を実感しただけではなく、
企業の経営者との信頼関係を構築し、就職に結び付けた学生も少なくない。ま
た、多くのメンター（助言者）を獲得し、さまざまな分野の応援団を獲得するこ
とができた。

 ■開かれた「ベンチャー起業論」を目指して 

「ベンチャー起業論」には、多くの応援団が生まれるとともに、福岡市内のほ
かの大学生からも、このような取り組みに参加したいとの希望が寄せられるよ
うになった。また、留学生が就職できなくて困っているとの声に触発されて、
留学生の就職問題と地元企業の海外進出という問題を考える「Breakthrough」
の活動とそれを支援する NPO 組織も地元の経済界の支援の下に始めることに 
なった＊ 7。

成果は徐々に挙がっているものの、まだまだ福岡大学中心の活動になってい
る。開かれた「ベンチャー起業論」にすることを今後の課題としたい。

＊ 5 
ベンチャー起業論における
守破離の詳しい説明は、以
下の論文に譲る。阿比留正
弘 . 学生と留学生のネット
ワークによる企業の海外進
出 (Breakthrough プロジェ
クトの挑戦 ). グローバル
人材育成教育研究 . 2014, 
vol. 1, no. 2, p. 13-20.
http://www.j-agce.org/ 
wp/wp-content/uploads/ 
2015/03/JAGCE_Journal1- 
213-20.pdf

＊ 6 
具体的な事例としては、福
岡大学病院のカイゼンチー
ムを参照されたい。
http://www.hop.fukuoka 
-u.ac.jp/topics/kaizen_ 
project.php

＊ 7 
Breakthrough の 活 動 や
NPO 法人アジアの活動につ
いては、以下を参照されたい。
http://breakthrough-asia.
com

http://www.j-agce.org/wp/wp-content/uploads/2015/03/JAGCE_Journal1-213-20.pdf
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/topics/kaizen_project.php
http://breakthrough-asia.com
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特 集 地域を担う人材育成　福岡編

 ■地域政策デザイナーとは：講座の趣旨と目的 

人口減少、国際競争力の低下、地域経済の疲弊などの深刻な問題に直面して、
国は毎年のように成長戦略を策定し、さまざまな政策メニューを示してきた。し
かし、地方はそれぞれ独自の事情と課題を抱えており、国の制度設計をなぞるや
り方では目に見える成果を上げることは難しくなってきている。地域課題を解決
する知恵は、中央ではなく、地方の現場にある。グローバルな都市間競争の中で
地域が生き残るには、自律的、創造的に施策・事業を展開し、独自に道を切り開
くしかない。
そのためには、政策を自ら企画・立案して地域の将来の姿をデザインできる人
材、実際に社会変革を引き起こすことのできる実行力のある人材が決定的に重要
である。九州大学はそういう人材の育成を目指し、2010 年に産学官連携で「地
域政策デザイナー養成講座」を開設した。

 ■「地域政策デザイナー養成講座」の特徴 

この講座は、全学府の大学院生を対象とする九州大学の正規の授業であると同
時に、一般社会人も参加し、産学官連携の枠組みのもとで企画運営されるプログ
ラムであることから、ほかにはない幾つかの特徴がある（図 1）。

産学官連携で地域政策デザイナーを育成する

谷口　博文
たにぐち　ひろふみ

九州大学 ロバート・ファ
ン／アントレプレナー
シップ・センター長、産
学連携センター 教授

多様性
イノベーション

地域政策デザイナー養成講座
実行委員会：九州大学・九州経済連合会・九州地域産業活性化センター

九州経済調査協会・西日本新聞社

産
（受講生の募集・派
遣・教材提供・広報）

学
（企画運営・教員・
講義演習・指導）

官
（受講生派遣・フィー
ルドワーク・講師）

人的ネット
ワーク形成

人材交流
雇用流動性

社会ニーズ
への対応

社会人学び
直しの機会

 図 1 　「地域政策デザイナー養成講座」の特徴

九州大学は地域の経済団体やシンクタンクと連携して、6 年前から自律的な地域
経営を担う人材育成活動を続けており、着実に実績を上げている。
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まず、経済界や社会のニーズに応じてテーマを設定し、授業
の成果を政策提言の形で示すことにより、具体的な社会貢献に
結び付けることを目標としていることである。これにより、受
講生の作業目標を明確にするとともに、外部評価を意識したプ
ログラム運営を行っている。
また、地域の主要企業や自治体の職員、一般募集された社会
人などと大学院生を区別せずにグループ編成しているのもユ
ニークな点である。これによってややもすると同質的になりや
すい授業参加者の多様性を確保し、相互に刺激し合う効果を高
めている。
講師には中央官庁をはじめ、経済界、学界、政界、マスコ

ミ、NPO（非営利団体）など、各界各層からテーマに関連する
有識者を招いて、政策体系や最新の動向に関する講義（写真 1）
を行い、広く聴講生にも公開している。また、ファシリテー
ション（会議などの進行の仕方）やプレゼンテーションのノウ
ハウを学ぶ授業も行っている（写真 2）。
授業の中心となるのは政策提言作業を行うワークショップ
で、これに参加する受講生はグループ別に、それぞれ担当の指
導者のもと、濃密なディスカッションを経て、最終成果を報告
書にまとめる。また、政府の政策担当者や関係自治体、経済団
体等の幹部が出席する研究発表会で、コンペ形式によるプレゼ
ンテーションを行うこととしている（写真 3、4）。
月 2回のペースで、土曜日の午後、福岡市内の会場で、毎
回 3コマ、講義とワークショップの 2本立ての授業が行われ
る。合宿やフィールドワーク、自主的なインタビュー活動、時
には海外視察など、テーマに応じてさまざまなプログラムが組
まれ、受講生は最終発表に至る約半年間、かなりハードな共同
作業体験を共有することになる。

 ■どんな人が受講するのか 

過去 6回の講座では、平均すると、毎年約 20人の一般募集
による社会人と約 10人の大学院学生が受講した。職業別に見
ると、企業や団体に属する民間人が 50％、公務員 20％、自営
業 18％、社会人を除く学生 12％で、九州を代表する企業の若
手社員や、近隣の県・市町村の担当職員、起業した個人事業者、
まちづくりなどで熱心に活動しているNPO代表、留学生など
多彩である。平均年齢は 36 歳だが、年齢幅は 20 代の若者か
ら 60 代までと広い。女性の割合は 25％である。毎年 1人か
2人の外国人が参加している。
仕事だけ、学業だけの世界から飛び出し、地域課題の解決

 写真 1 　講義風景

 写真 4 　最終発表会

 写真 2 　ファシリテーションの授業

 写真 3 　合宿風景
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という共通目標に向かってハードワーク体験を共有した修了生は、この 6年で
すでに 180 人を超え、福岡県を中心に、九州全体に産学官の強力な人的ネット
ワークを形成している。
この講座は、学生にとっては授業の中で実社会に触れることのできるまたとな
い機会であり、社会人にとっては学び直しと同時に貴重な異業種交流の場となっ
ている。このような多様性こそ、この講座の特徴であり、社会改革のアイデアを
生み出す政策イノベーションの源泉である。

 ■講座のテーマ設定と成果 

これまでに共通の政策課題として、地域の成長戦略を取り上げてきた。特に人
口、面積、経済規模の点で欧州やアジアの一国にも匹敵する九州を念頭に、「九
州の自立と成長戦略」をメインテーマとしてきた。具体的な政策分野は産業政策、
観光、留学生・外国人政策、防災、農林業、エネルギー、社会保障、交通、人材

 図 2 　これまでのテーマ設定

2010年
九州の自立と成長戦略

2010年
九州の自立と成長戦略

アジアの活力を九州に取
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／観光MBA

アジアの活力を九州に取
り込む

九州アジア総合特区／九
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誰にとっても便利に移動

できるまちづくり

パブリックデザイン／BRT
／シームレス・ネットワー

ク

誰にとっても便利に移動

できるまちづくり

パブリックデザイン／BRT
／シームレス・ネットワー

ク

2011年
震災後の日本の進路と
九州の今後のあり方

2011年
震災後の日本の進路と
九州の今後のあり方

九州継続計画（QCP）の策
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九州継続計画（QCP）の策
定
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九州版分散型スマートビ
レッジモデル

儲かる農業の仕組み儲かる農業の仕組み

水源地域の森林・農山村
を守る
水源地域の森林・農山村
を守る

モデレートな「九州府」モデレートな「九州府」

2012年
地域の課題解決と新たな
成長への道

2012年
地域の課題解決と新たな
成長への道

地域節電所を核とする地
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高齢者とともに 老若協働
社会の実現に向けた「地
域社会法人」
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社会の実現に向けた「地
域社会法人」
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地域で支えるヘルスケア
システムの構築

〜九州の自立と成長戦略を考える〜
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のかたち

2013年
人口減少下の新たな成長

のかたち
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文化施設運営における新し
い民間活用
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2014年
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2015年
事例研究 〜地方創生プロ
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は

2015年
事例研究 〜地方創生プロ
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育成、官民連携事業など多岐にわたるが、現行制度にとらわれずに地域自らが制
度設計をするという意味で、規制緩和や新たな制度創設の内容を含むものとなっ
ている（図 2）。
報告された提言内容については、九州地方知事会や提言先の自治体幹部、政府

関係者と意見交換を行っている。中には自治体において実現に向け検討されたも
のもある。なお 2011 年度の報告書「震災後の日本の進路と九州の今後のあり方」
は法政大学「第 10回（2012 年度）地域政策研究賞」の最優秀賞を受賞した。

 ■なぜ政策デザインを産学官連携でやるのか 

政策の企画立案というと官の仕事と受け止める人が多いが、「地域政策デザイ
ナー」の職業イメージは決して公務員だけではない。
ガバメント（統治）からガバナンス（協治）へと言われるように、地域の将来
像は地方自治体だけでなく、地域住民や民間企業を含めた幅広いステイクホル
ダー（利害関係者）やアクターを巻き込んでデザインされるものと考えられるよ
うになってきた。またソーシャルビジネスのように、住民のニーズに応えてビジ
ネス手法によってソリューションを見いだすのも、重要な地域社会の課題解決方
法である。官民協働によるガバナンスが叫ばれる中、政策イノベーションに果た
すプライベートセクター（民間部門）とアカデミア（学界）の役割は極めて大きい。

 ■政策デザイナーとアントレプレナーシップ 

役所か企業かNPOかにかかわらず、政策イノベーションをもたらす人材には
どんな能力や資質が求められるのだろうか。まず課題発見、現状分析、政策形成
など、グローバルな視野に立った企画立案の能力が必要である。同時にコミュニ
ケーションやプレゼンテーション能力、交渉力、説得力といった、プランを実現
する実行力が求められる。さらに重要なのは、そのような能力を起動させるパッ
ション、あるいは志（こころざし）、つまり問題を放置しないで何とか解決しよ
うという使命感、難題に挑戦するチャレンジ精神である。
リスクを恐れず、困った人のニーズに応えたいという強い意志が新しいビジネ
スを生み出す原動力となる点で、アントレプレナーシップ（起業家精神）に通じ
るところがあるが、これもビジネスに限るものではない。
その意味ではパブリックセクター（公的部門）の政策分野であれ、プライベー
トセクターのビジネス分野であれ、従来のやり方や枠組みにとらわれず、問題の
原点にさかのぼって社会変革を目指す人材に求められるところは共通であり、こ
のような人材育成はまさに産学官連携の中心的課題といえる。
技術開発の分野では、研究資金や知的財産に関連する面だけでなく、人材育成
の取り組みも産学官連携で行われているが、今後、人文社会科学系の研究分野に
おいても、人材育成を中心とした産学官連携による取り組みのさらなる発展が求
められている。九州大学の取り組みはその一つの参考事例となるのではないだろ
うか。
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ビークルロボティクスが拓く新しい農業

農産物の輸入自由化が進む中で日本農業が国際競争力を確保するためには、今ま
で以上の品質向上と生産コストの削減が求められる。それには農業の構造改革と
併せて、ロボット化を含めた超省力技術の開発が必須である。

■農業の自動化・ロボット化の必要性

わが国の食料生産基盤は脆弱（ぜいじゃく）で、食料供給の安全保障体制を
強化するためには多大な努力が必要である。食料自給率（熱量ベース）は 39％

（2013 年）に過ぎず、先進諸国の中で最低である。農業就業人口は 1990 年
には 482 万戸であったのに対して、2014 年には 227 万戸と、過去 24 年間で
47％にまで激減した。加えて、農村地域では、若年層の流出により、2013 年の
基幹的農業従事者の平均年齢は 66.5 歳になり、労働力不足は深刻な状況にある。

最近の TPP（環太平洋パートナーシップ協定）の大筋合意に見られるように、
農産物の輸入自由化が進む中で日本農業が国際競争力を確保するためには、今ま
で以上の品質の向上や生産コストの削減が必要である。これを実現し、農業を持
続させる上で、日本農業は構造改革と併せて、ロボット化を含めた超省力技術の
開発が必須である＊＊ 1。

他方、世界に目を転じると、世界の人口は 2010 年で 70 億人だったのが、
2030 年には 84 億人となって、食料の需要は現在の 50％増になるとの推計があ
る。今後、世界の食料需給バランスが崩れ、食料不足になる恐れがある（世界食
糧サミット、2008 年 6 月）。さらに日本農業が抱えている労働力不足は先進諸
国・新興国でも共通である。農業従事者の減少の進行、特に技術を有する人材の
不足は課題になっており、国際的に車両系農業機械（農機）の無人化はニーズが
高い。現在ロボット農機は米国・欧州・中国・韓国・オーストラリア・ブラジル
などで開発中である。

■ビークルロボティクス研究の歴史

筆者の所属している北海道大学ビークルロボティクス研究室（以下「当研究室」）
はフィールド環境や食糧生産に関わる諸問題を、ビークル（Vehicle、乗物）を
基盤技術として解決を図っている。ビークルには地上を移動する車両（Ground 
Vehicle）、 空中を移動する飛行体（Aerial Vehicle）、水上を移動するボート

（Surface Vehicle）、そして宇宙を移動する人工衛星（Satellite Vehicle）など
があり、研究室はこれらのビークルを利活用した高度な食糧生産システムの構築
を目指している。特に研究室名であるビークルをロボット化する「ビークルロボ
ティクス」に関する研究は20年以上にわたって進めてきた当研究室のメインテー
マである。

野口　伸
のぐち　のぼる

北海道大学�大学院農学
研究院�生物資源生産学
部門�生物生産工学分野�
教授

＊＊1�
日本学術会議�農学基礎委員
会�農業情報システム学分科
会編 .�提言�IT・ロボット技
術による持続可能な食料生
産システムのあり方 .�2008,�
p.�25.



20 Vol.11  No.12  2015

ビークルロボティクスの対象はトラクター、コンバイン、田植機、ボートな
どである。ロボット化された農機はトラクターを中心に現在 12 台あり、世界中
で最も先進的・充実した研究施設と自負している。当研究室は今までに農林水
産省所管の生物系特定産業技術研究推進機構（現 農業・食品産業技術総合研究
機構生物系特定産業技術研究支援センター）（1993-97）、米国のイリノイ大学

（1996-2000）、CASE 社（現 CNH インダストリアル社）（1996-98）、John 
Deere 社（2000-03）などと共同研究を行ってきた。

主要なビークルロボット研究の成果は衛星測位システムを利用して、耕耘（こ
ううん）、種まき（播種）、中耕、防除、そして収穫までの全ての農作業を無人化
できるシステムを開発したことである＊＊ 2、3。除草作業、防除作業などの作物生
育中の管理作業は、走行精度が特に要求されるが、それを世界で初めて実現し
た。最近では産学官のコンソーシアムや企業との共同研究によって、さまざまな
自動化・ロボット化に関する研究開発課題に取り組んでいる。特に内閣府総合科
学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して進めている戦略的イノベー
ション創造プログラム（SIP）「次世代農林水産業創造技術」の中では、複数の
ロボットが協調して作業するマルチロボットを開発中で、現在、3 台のロボット
による協調作業にも成功している。これも世界初の技術である。

■ビークルロボットの実用化に向けた産学官の取り組み

無人で動く機械は世界的にいまだ実用化していない。その理由は無人機の安全
性にある。ロボットトラクターを安全に使用できる方法として、人間と協調させた
有人・無人協調作業システムがある。これは国内大手農機メーカーが 2018 年を
めどに商品化する予定である。この有人・無人協調作業システムは人手不足から
ロボットトラクターを一日でも早く農業生産に使用したいという農家の提案から生
まれたもので、農林水産省の委託研究事業の中でプロトタイプが開発された＊＊ 4。

このシステムは写真1のように、有人トラクターの前方でロボットトラクター
が耕起作業を行い、有人トラクターがロボットトラクターを追従して施肥や種ま

写真 1　有人・無人協調作業システム

＊＊2�
野口伸.�車両系農作業ロボッ
トの開発動向 .�農林水産技
術研究ジャーナル .�2012,�
vol.�35,�no.�2,�p.�10-15.

＊＊ 3�
N.�Noguchi.�Agricultural�
Vehicle� Robot.�Agricul-
t u r a l � A u t o m a t i o n :�
Fundamentals�and�Prac-
tices.�CRC�Press.�2013,�p.�
15-39.

＊＊ 4�
C.� Zhang,� L.� Yang,� N.�
Noguchi.�Development�
o f � a � r o b o t � t r a c t o r�
c o n t r o l l e d � b y � a�
human-driven� tractor�
system.� Engineering� in�
Agriculture,�Environment�
and�Food.�2015,� vol.�8,�
issue�1,�p.�7-12.
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き作業を行う。ロボットトラクターはあらかじめ決められた経路を 3cm 程度の
誤差で走行できるので、後方の有人トラクターのオペレーターはロボットトラク
ターが残したマーカー軌跡を追従すれば精度よく作業できる。また、ロボットト
ラクターの走行停止・再開、走行速度の変更、耕深の調節などは後方の有人トラ
クターから遠隔操作できるので、農地の状態に応じた適切な作業設定が可能にな
る。この有人・無人協調作業システムによって、慣行作業と比較して作業時間
を42％節減できる。安全性の確保のために前方のロボットトラクターに障害物
検出センサーを装備するとともに、ロボットの前後左右にカメラを取り付けてロ
ボットの周辺状況を有人トラクターから監視できるようにしている。

このプロトタイプは当研究室と農機メーカーの連携によって開発された。メー
カーはロボット化しやすいトラクターを開発し、ロボット制御系は当研究室が開
発・実装した。開発過程で多くの公開デモンストレーションや、メディアを通し
た技術紹介を積極的に行い、実用化への道筋もつけた。他方、この技術の実用化
には官も重要な役割を果たしている。農家が安全にロボットを使用できるよう
に、農林水産省はこの有人・無人協調作業システムの安全ガイドラインを策定中
で、2、3 年以内には整備される見通しである。

このように、社会にイノベーションを引き起こすような新規性の高い技術の実
用化・普及には産学官の連携が不可欠であるといえる。

■ビークルロボットの今後の展望

ロボットトラクター、田植ロボット、ロボットコンバイン、そしてロボット用
各種作業機が開発されており、次世代は、図 1 のように、地域内で複数の無人
農機に同時作業をさせられる遠隔監視システムが望まれる。管制室にいる 1 人

図 1　完全無人作業システム
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のオペレーターが複数台のロボット農機を管理できるシステムである。さらに大
区画農地においては、耕耘、整地、代かき（しろかき）の夜間作業も可能となる。
ただし現状ではロボット農機の遠隔監視用電波の周波数割り当てがないため、完
全無人作業システムの実現には、まだ 4 〜 5 年かかる見通しである。

ロボットトラクターの将来像が図2である。一つ目の将来像（図 2 の左側）
は 1 人がロボットトラクターに搭乗して複数のロボットを監視するシステムで
ある。前述した内閣府 SIP で開発している、ロボットの台数に制限がないマル
チロボットシステムである。人間はそのうちの 1 台のロボットトラクターに搭
乗し、他のロボットトラクター群の監視を行う。このシステムの場合、複数のロ
ボットトラクターを同時に使用するので作業能率は格段に向上するのは言うまで
もない。また、運転操作が必要でないため、高齢者、女性、初心者などでもオペ
レーターの役割を果たすことができる。

もう一つの将来像（図 2 の右側）はロボットトラクターが生育状態を認識し
て最適な作業を行うことができるスマートロボットトラクターである。ロボット
トラクターが篤農家（とくのうか）に匹敵する農作業の知識を有する。ロボット
トラクター自らがインターネットに接続してさまざまな情報を収集・解析して
的確な作業を自律的に行う。最近話題の「モノのインターネット（Internet of 
Things：IoT）」の農業利用であるが、拡張性が高く、低コストでロボットの知
能化が実現できる。いわばロボットトラクターの「単純作業ロボット」から「イ
ンテリジェントなロボット」への進化を意味する。

■おわりに

今後、日本農業への情報通信技術（ICT）・ロボット技術の導入は急速に進む
ことになる。農業ロボットは有人・無人協調作業システムが 3 年後には実用化
する見込みである。さらに準天頂衛星が 4 機体制に整備される 2018 年を機に、
ロボットの普及は大きく進展することが予想される。筆者のビークルロボティク
ス研究室も、今まで以上に ICT ×ロボット技術の研究を推進するつもりである。

日本農業の直面している問題を緩和させることができる先進技術を産学官連携で
研究開発することで、微力ではあるがわが国の農業に貢献したいと思っている。

図 2　ビークルロボットの将来展望
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海外トレンド
ニューメキシコ大学における
産学連携活動と技術移転活動

ニューメキシコ州は国からの研究開発費の総額が全米一で、国立や民間の研究所
なども多い。この地の利を生かして、ニューメキシコ大学は、ライセンス契約や
スタートアップ創出などで実績を上げている。

■ STC.UNMとは

ニューメキシコ大学技術移転＆経済開発事務所（Supporting Technology 
Transfer and Catalyzing Economic Development at the University of 
New Mexico、以下「STC.UNM」）は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州アル
バカーキ市にある。アルバカーキ市は山岳地帯に位置し、標高は 1,600m もあ
る。近くには、エネルギー省管轄の国立研究所が二つ（サンディア／ロスアラモ
ス）、国防省管轄の空軍研究所が一つ（カートランドエ
アフォース）ある（図 1）。国からの研究開発費の総額
が 50 州のうちで一番高く、基礎研究、高度技術の密
集地である。

そんな恵まれた環境に位置するニューメキシコ大学
は、1889 年に創立された。州内では一番大きな州立
総合大学で、学生数は約 3 万 8000 人、2 万人以上の
教職員が在籍し、州内で 2 番目に大きな雇用主でも
ある。科学研究費は年間約 3 億 5000 万ドル（1 ドル
120 円で 420 億円）ほどである。

STC.UNM は、1995 年にニューメキシコ大学が所
有する非営利団体として創立された。独立した取締役
会によって経営・管理され、技術移転とその商業化、
ベンチャー創出、イノベーションにより周辺地域の経
済開発に貢献することを使命とする。

■ STC.UNMの産学連携活動と起業支援活動

STC.UNM は、CEO（最高経営責任者）であるエ
リザベス・J・クッチラ氏のリーダーシップの下、12
人のスタッフが「イノベーションチーム」と「経済開
発チーム」の二つのチームで活動している。

イノベーションチームは、発明家（大学教授や学生）
から提出された発明申請書を基に、まず STC.UNM
で雇っている学生インターンによる先行技術調査を行
う。次いで、その中から特許取得の可能性がありそう

星　エリ
ほし　えり

ニューメキシコ大学（州
立）�技術移転＆経済開発
事務所（STC.UNM）
大学ベンチャー＆国際事
業マネージャー

図1　ニューメキシコ州のアセットマップ
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図 2　STC.UNMにおける技術商業化活動
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な案件を特許弁護士に正式に申請依頼するとともに、データベースを活用した
マーケティングを積極的に実施する。イノベーションマネージャーが管理する
ポートフォリオ＊ 1 は、約 500 件にも上る。これを積極的に起業家やベンチャー
キャピタル（VC）へプレゼンテーションし、そこからライセンスへの発展、も
しくはスタートアップ＊ 2 機会を創出する。

経済開発チームは、3 年ほど前に着任したニューメキシコ大学のロバート・G・
フランク総長が指揮を執る。大学の主導でスタートアップを増やして雇用を創出
し、地域イノベーション経済を活発化させるために、Innovate ABQ プロジェ
クト＊ 3 を立ち上げ、アルバカーキ市、ベルナリオ郡、ニューメキシコ州との産
学官連携を促進している。

STC.UNM は、12 人という少ない人数で膨大な知的財産権 （Intellectual 
Property、IP）の管理と商業化活動、産学連携活動を推進している（図 2）。一
番の鍵となるのがリーダーシップである。CEO のクッチラ氏は、スタンフォー
ド大学、パデュー大学、ジョージア大学、アイオワ州立大学で技術移転事務所経
営に 30 年以上の経験を持ち、大学の技術移転の世界では第一人者である。

クッチラ氏のリーダーシップにより、大学教授の
意識改革や技術移転プログラムは劇的に進化し、以
下の実績を上げることに成功した。

■ STC.UNMの実績

STC.UNM の創立は、1980 年のバイ・ドール 
法＊ 4 制定からだいぶ遅れた 1995 年だが、これま
でに、1,522 件の発明申請受理、1,112 件の特許出
願、446 の特許取得、459 件のオプション／ライ
センス契約、87 社の大学発スタートアップ企業の
創出、2,250 万ドルの収入という目覚ましい実績を
誇る（図 3、4、5）。　

同じくらいの規模の米国の大学 18 校と、研究費
200 万ドル当たりのライセンス数などを比較した
ところ（図 6）、UNM は、以下のランクであった。

 ・ 発明申請数：1 位　
 ・ オプション／ライセンス契約数：1 位
 ・ ライセンス収入：11 位
 ・ スタートアップ創出数：2 位
図 6、表 1 から分かるように、他大学と比べて

年数を経ていない若い組織であるにもかかわらず高
い実績を上げているのは、判断力、スピード力のあ
るクッチラ氏のリーダーシップと、大学の保守的な
文化を根気よく変革するチームワークに起因すると
ころが大きい。

図 3　発明申請数、米国特許取得数、契約数

図 4　ライセンス収入、特許費用返済収入

0
20
40
60
80

100
120
140
160

件
数

会計年度

発明申請 米国特許取得 オプション／ライセンス契約

0
50

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

会計年度

ライセンス収入 特許費用返済収入
（単位：万ドル）

＊2�
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＊1�
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＊3�
http://innovateabq.com/

＊ 4�
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子とした米国の法律（特許
法の一部改正法）。1980 年
に制定された。

http://innovateabq.com/
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■産学連携活動や技術移転活動の日米の違い

日本の大学でも、経験のあるリーダーによって、その大学に合ったプログラ
ムを組むことができれば、技術移転やその商業化活動は、もっと活発になると 
思う。

日米での産学連携活動、技術移転活動の一番大きな違いは、文化と価値観の差
である。米国人は、日本人と違って、失敗に対する抵抗が低く、リスクを取るこ
とを恐れない国民性であることが、起業を促進し、成功する起業家を続々と生ん
でいるのではないだろうか。また、政府からの助成金ばかりに頼る政府主導のプ
ロジェクトに乗るトップダウンではなく、個人の資金力や個人の力によるボトム
アップで立ち上がるプロジェクトも多い。

米国の大学は、企業からのファンドレイジング（資金調達、寄付金調達）の
規模がかなり大きく、技術移転にも資金が回る工夫
が上手に活用されている。例えば、STC.UNM は
ニューメキシコ大学財団法人から 100 万ドルの Co-
investment Fund（共同投資ファンド）の運営を任
されている。ニューメキシコ大学発のベンチャー企
業に同額のマッチングファンド＊ 5 が VC からあれば、
10 万ドルまで投資することができ、現在 6 社に投資
をしている。また、2010 年に、大成功した技術によ
る多額なロイヤルティー収入が STC.UNM に入った
際には、Endowment Fund（基本基金）口座を開
設し、以来、利子による資金活用を行っている。ま
た、発明家へシード技術へのギャップファンド＊ 6 を
提供することにより R&D（研究開発）を一歩進めて、
VC の資金を得られるようにする支援など、サポート
システムが充実している。
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図 5　スタートアップ創出数
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図 6　18大学とのライセンス／オプション契約数比較表

表 1　�図 6の大学以外の 2013年度の科学研究費と�
スタートアップ数比較表

大学名 研究費（ドル） スタートアップ数

ニューメキシコ大学 220,703,000

カリフォルニア工科大学 372,420,111

コーネル大学 765,763,067

デューク大学 806,048,885

テキサスA＆M大学 820,015,000

ハーバード大学 821,200,000

スタンフォード大学 873,847,286

ウィスコンシン大学マジソン校 1,123,501,000

ミシガン大学 1,328,721,165

ジョンズ・ホプキンス大学 1,605,387,000

マサチューセッツ工科大学 1,605,975,000
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＊6�
Gap�fund. 大 学の基礎研
究と事業化の間に存在する
ギャップを埋めて、技術移
転を促すための基金。

＊5�
大学の研究の実用化に際し、
それを基にした起業を補助
するための基金。
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スタンフォード大学の技術移転事務所でも、15 年かかっては
じめて 100 万ドルのロイヤルティー収入が得られたという。日
本版バイ・ドール条項（産業活力再生特別措置法第 30 条）が制
定された 1999 年から、ようやく約 15 年がたったところである。
日本の大学技術移転機関はこれから発展の余地があり、今後の日
本経済のためにも、大学からの基礎研究を商業化につなげていく
ことは、とても大切である。

■ STC.UNMの国際支援

STC.UNM では、毎年、ニューメキシコ大学のビジネスス
クールと連携して、Elevator Pitch Competition ＊ 7 を開催し
ている。これは、学生のアイデアの特許申請、ビジネスピッチ
ングのコーチング、起業へのメンタリングなどを支援するため、
1 チーム 2,500 ドルの賞金を 5 組に提供するプログラムである 

（写真 1）。
2011 年からは、STC.UNM インターンシップ

アカデミー（STC.UNM Internship Academy）
を立ち上げ、海外の大学からのインターンシップ
を受け入れて、起業家マインドセットを本場米国
で学ぶ機会を提供している。ポーランド大学で
技術移転機関を立ち上げたいという教授たちや、
金沢大学 TLO（技術移転機関）のスタッフに、
STC.UNM のオペレーションを学んでいただくインターンシップや、熊本大学の
MOT（技術経営）の学生向けに起業講習、大阪府立大学 EDGE プログラム＊ 8 の
一環として、海外での英語でのピッチコンテストの開催などのお手伝いをしてい
る（写真 2）。毎年多くの日本の教職員、学生が STC.UNM でのインターンシッ
プアカデミーに参加している。筆者も国際事業マネージャーとして、日米の架け
橋となり、少しでも日本での起業家育成、研究者へのビジネスチャンスのヒント
を与えられるきっかけになればと思っている。

■米国の大学が現在取り組んでいる課題と関心事

昨今、米国各地で、サンフランシスコのベイエリア、シリコンバレー、フロリ
ダ大学の Innovation Square ＊ 9 の成功事例を参考に、オープンイノベーション
の下で研究とハイテクビジネスの連携を促進するコミュニティー活動が開始され
ている。ニューメキシコ州でも、州内に最先端研究所や総合大学が複数ある恵ま
れた環境を生かし、これらからの技術移転を促進するために Innovate ABQ が
発足した（図 7、8）。

Innovate ABQ は、ニューメキシコ大学、STC.UNM、市、郡政府、産業界
との連携（Public Private Partnership）により立ち上がった地域イノベーショ

写真 1　Elevator�Pitch�Competition のチラシ

写真 2　大阪府立大学の参加者と STC.UNMメンター

＊7�
エレベーターに乗っている
間ほどの短い時間（数十秒
から数分）で行う説明。単
にピッチともいう。

＊8�
グローバルアントレプレ
ナー育成促進事業（EDGE
プ ロ グ ラ ム：Enhancing�
Development�of�Global�
Entrepreneur� Program�
の略）。

＊9�
http://innovationsquare.
ufl.edu/

http://innovationsquare.ufl.edu/


27Vol.11  No.12  2015

ン特区である。起業家を誘致し、技術移転によりスタートアップを促進し、雇用
創出によるシナジー（相乗）効果で経済発展につなげていくエコシステムづくり
が目的である。　

STC.UNM が主導となり、700 万ドルの資金調達に成功し、ダウンタウン
にある市役所と大学とをつなぐ場所に 7 エーカーの土地を購入した。ここで、
Live、Work、Play のコミュニティーを開発するとともに、起業に必要なワン
ストップショップを作り、イノベーションが起こりやすい環境づくりをする。

3 年前に始まったこの大学主導の計画を皮切りに、コミュニティーでは、以下
のような起業促進プログラムやイベントが続々と立ち上がり、一大ムーブメント
を起こしている。

 ・  CNM STEMulus Center（コミュニティーカレッジによる 3D プリンター
などのメーカースペース）

 ・  City of ABQ-Epicenter（起業家の集うイベント会場）
 ・ 1 Million cups（Kauffman 財団によるピッチ大会）
 ・  FatPipe ABQ（ソフトウエア、ゲーム開発に特化した共同研究スペース）
 ・  ABQid（起業家を育てるためのメンタリングプログラム）
 ・  Verge Venture Capital-Entrepreneur Office Hour（起業家への質問 

対応）
 ・ The BioScience Center（バイオベンチャーのインキュベーター）
 ・  Sandia Science Technology Park-Center for Collaboration &　 

Commercialization（C3）（サンディア国立研究所の起業促進プログラム）
このように米国では、地方大学による産学連携活動は、個人投資家の地元ス

タートアップへの投資に対する税金控除額の増加、科学技術をベースにした企業
への設備投資補助、従業員技術教育補助など、州政府の経済開発政策にも取り入
れられている。

日本の地方大学で経済再生や技術移転促進、産学連携活動の活発化の糸口を模
索されている方々には、ぜひ一度、ニューメキシコ州の STC.UNM にお越しい
ただき、活動を見てほしい。

図 7　イノベーションエコシステム

経
済

的支援

ネットワー
ク
資
産物

理

的
資産

図 8　Innovate�ABQ完成予想図
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シリーズ 知的財産を活用する　第 2回

大学における知的財産教育
―山口大学における全学必修化の取り組み―

山口大学では1年生の時から全学部で必修科目として知的財産に関する授業を受
ける。知的財産教育を普遍教育の一つとして位置付けているからだ。

■知的財産についての授業を始めたきっかけと目的

山口大学（以下「当大学」）では、2013 年度から学部教養教育で知的財産（以
下「知財」）教育の全学生必修化（学部 1年生約 2,000 人）を行い、引き続き知
財カリキュラムの体系化を進めている。従来は、学部・大学院における知財専門
科目は一部の理系あるいは経済系学生が対象だったが、全学必修化は学生がどの
学部・学科に属するかを問わず、普遍教育として知財教育体系を整備することが
目的である。
この取り組みは次の基本的認識を踏まえている。
①�国際競争力の向上と地方創生の実質化を図るには、知財をコアとする事業戦
略を実践する人材育成が必要である。
②�学校教育の中で、事業戦略あるいは戦略的思考を普遍的に教えるシステムは
必ずしも根付いていない。
③�近隣諸国の知財専門人材育成の量的拡大と質的向上（大学院の拡充）に注視
する必要がある。例えば、近隣国の三倍賠償制度＊1 導入で日本企業が多額
の賠償金支払いに直面する時代が迫っている。
④�技術経営（MOT）や知財専門職の大学院の強化を、引き続き進める必要は
あるが、普遍教育で人材層を拡大する手法も効果的と考えられる。
⑤�知財教育は、その内容の総合性から、産学連携と大学教育改善の一石二鳥を
期待することができる。
特に⑤の大学教育改善は、法解釈の授業を動画配信による反転学習＊2 に移行
したり、授業でのブランディング＊3 や発明の発想演習をアクティブラーニング＊4

にしたりするなど、多様な試みが可能である。当大学では、大学教育センター主
導で、2013 年度から実施する学部教養教育科目の全面改定作業が行われた。ま
た、この動きに連動して、上記の基本的認識に対応すべく、教養教育における知
財科目体系（2015 年度で 10科目）を設定した。
大学教育、中でも法学教育の在り方として法解釈などの理論を教えるのか、ある

いは実践要素に軸足を置いて教えるのかという議論があるが、少なくとも知財教育
に関しては、理論と実践の間を行き来しながらスパイラル状に上位の理論に導くこ
とが望ましい。このような、理論と実践力の両対応を目指すためには、必修科目に
加えて、多くの知財関連の選択科目（知財展開科目）を設定し、学生の専門性ある
いは進路に合わせた科目選択を可能とするカリキュラム体系を運用する必要がある。

木村　友久
きむら　ともひさ

山口大学 大学研究推進
機構 知的財産センター 
副センター長／国際総
合科学部 教授

＊ 2 
課題内容は自宅で動画など
を視聴して予習し、教室では、
教師が個々の学生に課題に
合わせた指導をしたり、学生
同士が協働しながら課題に
取り組む形態の学習法。

＊ 1 
故意による特許侵害などで、
賠償が最大三倍になる制度。

＊ 3 
ブランドとして認知されてい
ないものをブランドへと育て
上げたり、構成要素を強化し
てブランドを活性化したり、
維持管理していくこと。

＊ 4 
能動的に学習することによっ
て、認知的、倫理的、社会的
能力、教養、知識、経験を含
めた汎用（はんよう）的能力
の育成を図ること。
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■学部教養教育（共通教育）のカリキュラム体系

図 1は、2013 年度以降に新規開設した教養教育の知財科目を表している＊5。
左側の年度は開設年次である。カリキュラム体系に沿った知財授業を提供するた
めに、2013 年度の 1年生知財必修科目「科学技術と社会〜○○学部生のため
の知財入門〜（○○は学部名）」受講者の学年進行と受講履歴に対応して上位接
続科目を順番に開設した。上位接続の九つの知財展開科目は、教養教育課程に配
置された学部専門課程水準の科目の位置付けである。知財系の知識とスキルが社
会で一様に必要とされていることを前提に、教養教育枠として所属学部にかかわ
らず学生の選択を可能にした。選択した科目を、卒業単位に換算するか否かは各
学部が決定している。
1年生の知財必修科目はクオーター制 1単位で、定期試験を含めて 90分 8コ
マの授業で構成される。初年時教育として、引用の作法などの著作権教育に 3
コマを当てている。各コマは、
①知的財産の全体像と発想法およびブランディング演習
②著作権法の概要と著作物の判定演習
③著作権法に定められた権利と演習
④著作権の権利制限と演習、ならびに著作権法と研究者倫理の関係
⑤産業財産権概要、特許制度と発想法演習
⑥意匠制度と意匠の判定演習
⑦商標制度と商標の類否判断演習
⑧授業の振り返りと定期試験（62設問：マークシート 59問と記述式 3問）

＊ 5 
各科目のシラバスは、科目名
をもとに山口大学シラバスシ
ステムから参照。検索時に分
類を共通教育に絞ると良い。
https://www.kyoumu.
jimu.yamaguchi-u.ac.jp/
Portal/Public/Syllabus/

図 1　2013 年度以降に新設した共通教育の知財科目

https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/
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からなる。なお、⑤と⑥の間に特許情報検索演習 1コマ分を完全な e -ラーニン
グ（e-learning）形式で実施＊6 しており、宿題と定期試験で評価している。
2014 年度開設の知財展開科目は各 2単位 3科目であり、1年生の知財必修科
目と 2015 年度開設の知財法科目の間をつなぐ役割を持たせている。
「ものづくりと知的財産」は、主に理系学生を対象に常盤キャンパス（宇部市）
で開講している。製品に組み込まれた発明や先行技術情報の検索から、コーヒー
のドリップバッグなどの製作、請求項の作成までを扱う。
「知財情報の活用と分析」は、文理両方の学生を対象に吉田キャンパス（山口市）
と常盤キャンパスで同じ授業を別々に開講している。特許情報検索と分析をメイ
ンに、楽曲情報まで幅広い内容を扱う。
「コンテンツ産業と知的財産」は、主に文系学生を対象に吉田キャンパスで開
講している。出版産業、音楽産業、映画産業などのコンテンツ産業の概要と知財
の処理を扱う。
2015 年度開設の知財展開科目は各 1単位 6科目である。「農業と知的財産（吉
田キャンパス）」を除き、吉田キャンパスと常盤キャンパスで同じ授業を別々に
開講している。「特許法」「意匠法」「商標法」「著作権法」「不正競争防止法」は
法学部の学部専門レベルの講義で、産業における知的財産の役割なども含めた講
義を心掛けている。「農業と知的財産」は、農業の六次産業化などを内容として、
主に農学部と経済学部生を想定して開講した。なお、新たな知財展開科目とし
て、「標準化とビジネス（1単位）」を 2016 年度からの開設を目指して学内の手
続きを進めている。

■山口大学の知財授業の特徴

当大学では持続性のある知財教育を実現するために、以下のモデルを採用して
いる。
①�大学院知財教材を学部教育に転用するため、大学院生のレポートを事前合
意のもとに教材化する：大学院生が作成したA社の低燃費車の特許マップ、
低温熱発電の特許マップなどを基に、学生の学習段階を考慮して、下の学年
用にカスタマイズした教材を作成する。
②�知財教育の実効性を確保し、次年度以降の負
担軽減と参考のために授業の完全パッケージ
を内製する：スライド、ワークシート、宿題、
ビデオ教材、試験問題、問題用紙と解答用
マークシート、効果測定方法の策定などを、
次年度以降も活用できるように、教育用完全
パッケージとして制作する。
③�教育用特許検索システム（YUPASS）を独
自開発し運用する。
④�授業効果測定とその分析およびフィードバッ
クを体系的に実施する。

＊ 6 
1 年生知財必修科目の教材
配信イメージは以下ホーム
ページを参照。画面中段 5
回目と 6 回目の間に配置し
た【講義時間外学習】が完全
e-learning 画面にリンクして
いる。
http://www.kim-lab.info/
domescon/eco2015_01/
eco2015_01.html

ボーカロイド作品の関係者を考えさせる

写真 1　授業風景

http://www.kim-lab.info/domescon/eco2015_01/eco2015_01.html
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■授業効果の判定法と学生の反応

授業効果は、授業ごとに提出させる小レポートによる判定、クラスター分析、
定期試験全設問の個人データ、授業ビデオの確認などで分析し、順次発表してい
る＊＊1。個人的には、授業時の積極的な姿勢だけでなく、授業後も部活などで学
生が著作権処理の検討を行っていることなどから、実生活に授業の成果を活用す
る事例が出ていることに注目している（写真 1）。

■知財教育の普遍化を目指して

当大学は、2015 年 7月 30日に「教職員の組織的な研修等の共同利用拠点（知
的財産教育）」の文部科学大臣認定（認定期間は2018年3月31日まで）を受けた。
これにより、教材製作のノウハウを含め、他大学等の要望を受けて何らかの形＊7

で知財教育の支援ないしは共同開発を進めることが可能になった（図 2）。

今後、拠点制度も利用しながら、学部教養教育だけでなく、大学院、専門職大
学院で実施した知財教育のノウハウを組み合わせて、①知財教育構築に向けたコ
ンサルティング、②知財教育 FD＊8、③知財関連 SD＊9、④教材提供、⑤特許検
索システムの提供により、他大学等と一緒に知財教育の普遍化を担ってゆきたい
と考えている。
将来的には当該科目修了生が社会に巣立った後の追跡調査も必要であろう。

＊ 7 
FD・SD 等 の 問 い 合 わ せ
フォーム
http://kenkyu.yamaguchi-u. 
ac.jp/chizai/?page_id= 
1555

＊ 8 
Faculty Development. 大
学教員の教育能力を高める
ための実践的方法。

＊ 9 
Staff Development. 職員、
スタッフなどへの職務内容
の改善方法。

図 2　教職員の組織的な研修等の共同利用拠点（知財教育）

＊＊ 1 
木村友久．大学における知
財教育普遍化モデルの紹介．
一知財の戦略的活用を担う
人材育成．月刊コピライト．
2015，vol. 55，no. 650， 
p. 36-49．

http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?page_id=1555
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研究者リレーエッセイ

■ どちらかというと苦い思い出 ■
私の研究領域は、マイクロチップに流路ネットワークを加工して液体の集積回

路を作り、化学機器やバイオ機器の化学 CPU（中央演算処理装置）となる新し
い機能デバイスを創出することと、液体中の分子を分子数レベルで分析できる超
高感度レーザー分光分析原理の研究である。これらをマイクロ・拡張ナノ流体デ
バイス工学と呼んでいる。化学装置やバイオ装置をラップトップ型パソコンの大
きさにすることができるので、医療診断、環境分析、食品分析をはじめ、スポー
ツや犯罪の不法薬物使用検査、製薬や化学産業の開発ツール、デスクトップ化学
プラントなど、その応用は幅広く、産業界からの関心も高い。

この技術の黎明（れいめい）期から世界の同業研究者たちと交流してきた。国
際会議や国際学会の理事会などに集まれば、各国のお国柄もあって産学連携や
研究費の話題に事欠かない。「やあ、最近どうだい、ファンディング（funding）
は？」はお決まりのあいさつ。2000 年代初頭、日本は多くの国からうらやまし
く思われていた。経済産業省や文部科学省などの大型プロジェクトが複数走り、
産業界における共通基盤技術の共有は進み、ともに結束した大学・国立研究所関
係者も豊富な技術資産を得たはずで、日本は欧米の政府や助成機関、調査機関か
らも随分と注目されていた。

しかしあるとき、個々の教員レベルの産学連携に関しては状況が違うことに気
付いた。企業との個別技術に関する産学連携は欧米の大学の方がよほど進んでい
たし、資金も潤沢に流れていた。苦い思い出として、国のプロジェクトには参加
していなかった日本のある企業と当研究室の共同研究費は、その企業が海外の大
学に出していた同様の共同研究費とは一桁違っていた。もちろん、その研究室と
は旧知であったが、技術的に負ける気はしなかった。国としての産学連携はよく
支援されていたが、個々の研究者と企業レベルでは様子が違う。なぜだろう。

■ 企業と大学の研究費の仕組み ■
私は株式会社日立製作所に約 10 年勤めて東京大学に移った。企業では工場や

事業部から研究所に研究を委託し、研究所がそれを受託する。一つの研究テーマ
に研究者 1 人が 1 年間かかることを、1 man/year や 1 工数という単位で表す。
何工数分受託したかがその研究所の年間研究費の主要部分となる。最近の相場で
は 1 工数 2,000 〜 3,000 万円程度で、これには人件費や光熱水費も含まれる。
一つの企業に複数の研究所があれば、工数の獲得に競争的環境が生じる。本社か
ら研究所への資金もあるので、大学になぞらえれば、本社からの資金が運営費交
付金、工数が競争的資金に相当する。ただし、社員や教員の人件費がどちらに含
まれるかなどの違いはある。大企業が発表する研究費数千億円はこの工数の和が
大半を占める。大学の研究費の大半が競争的資金によるところと似ているが、社
員研究者の人件費が含まれる点が異なる。

■ U 活とは？ ■
さて、ここで日本では企業が大学に依託研究費を出さない理由を邪推してみよ

北森　武彦
きたもり　たけひこ

東京大学 大学院工学系研
究科 応用化学専攻 教授

もっとU活を !
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う。機密性もあるが、費用対効果を考えると、大学に委託しても 1 工数に値し
ないと評価するからだろう。一昔前まではその傾向はあったかもしれないが、最
近はどうだろう。先の苦い経験の例でも、同じことを依託されれば当研究室だっ
て負けない成果は出せる、と思う。最近感じるのだが、企業の人たちと海外のい
ろいろな場面で一緒になると、交渉力も議論のリーダーシップも日本の大学人は
企業人に負けてはいない。むしろ先導する場面さえある。研究開発状況の把握に
しても、人的ネットワークに基づく情報収集能力からか、大学研究者の持つ情報
は論文どころかインターネットを含む文字情報でも企業人を越えている。情報セ
キュリティーの反作用か企業人では逆に狭まっているようにも感じる。

大学人がここまで活力を持つようになった背景には科学技術基本計画の奏功
もある。今世紀ノーベル賞受賞者世界第 2 位に象徴されるように、大学人活
力の総合的な底上げも大きな国家資産である。民間の活用が民活なら、大学

（University）の活用は大活でもよいが、「U 活」としたい。1 工数当たりの費用
対効果は大学研究者に競争力がある場合もある。

■ 教育と研究 ■
ここで注意しなくてはならないのは、教育との関係である。U 活を企業の研

究開発に充てたときに生じる教育との利益相反は教員であれば誰もが懸念する。
欧米の大学でもさまざまなセーフハーバー＊ 1 を設けながら注意深く進めている
ようである。企業・大学間の本格的な依託・受託研究の歴史が浅い日本では、む
しろ日常的な教育とは一線を画し、短期の教育に活用する方が無難に思える。例
えば、企業研究所における学生のインターンシップと同様に、大学における企業
研究の経験という意味での大学内インターンシップに位置付け、卒業論文や博士
論文などには直接リンクさせない運用である。大学内インターンシップとして、
あくまでも学生が希望し、その結果が産業界との人的なつながりになれば、学生
にとっても大学にとっても発展的であり、広義の人材育成につながる。

そもそも大学が受託する研究の正当な対価としての受託研究費に、職業研究者
ではない学生を安価な戦力として算入し、1 工数単価を下げて価格競争力を持た
せることは大学人として道義的にも大いに違和感がある。受託研究には職業研究
者を充てることがふさわしく、海外との人的ネットワークで適切な職業研究者を
国内外に求められることも U 活の一つと思う。逆に、それができなければ企業
からの受託研究は、研究費の大小にかかわらず、慎重にした方がよい。

■ 経済効果イノベーションに貢献するこれからの産学連携 ■
ブリティッシュ・カウンシルや欧州大学連盟などから大学発イノベーションに

ついての議論に呼ばれるが、イノベーションの期待は経済効果に他ならない。産
学連携がイノベーションを目指すものであれば、U 活を産業に活用するケース
もあり得る。特に定年を迎えた U 活人材は貴重である。また、運営費交付金と
競争的資金に比しても、諸外国に比しても低調な大学の受託研究を活性化するこ
とは産学共通するメリットであるはずだ。少子化による優秀な日本人研究者・技
術者層の薄層化対策の上でも重要である。大学のグローバル化は世界から日本の
産業界への人材供給のパスになり、人材戦略としても U 活は期待できる。これ
からの産学連携は共通基盤技術の共同研究を越えて、多様な観点から U 活すべ
し、と思う。
（次回の執筆者は、東京大学 大学院工学系研究科・医学系研究科 教授　片岡一則氏です。)

＊ 1 
safe harbor. 本来は安全な
港を意味するが、転じて、
安全な場所、避難所、安全
な方法などを指す。



34

イベント

レポート

＊ 1�
第 1分科会モデレーター：佐
藤利雄�科学技術振興機構イ
ノベーション拠点推進部マッ
チングプランナー、第 2分科
会モデレーター：山本外茂男�
北陸先端科学技術大学院大学
産学官連携総合推進センター
教授、第 3 分科会モデレー
ター：渡邊�裕�岡山大学研究
推進産学官連携機構知的財産
本部本部長特任教授。

Vol.11  No.12  2015

新たな知を創出し、人を「つなぐ」
全国イノベーションコーディネータフォーラム2015

全国イノベーションコーディネータフォーラムは、全国各地域のさまざまな
産学官連携機関に所属するコーディネート人材間でのネットワーク形成の促進、
コーディネート人材に共通する問題と、その解決策の共有によるスキル向上、科
学技術や産学官連携に関する効率的な情報・意見交換などを行うための場として
科学技術振興機構（JST）が主催している。今年で 11 回目を迎えた。

■全国イノベーションコーディネータフォーラム2015の概要

初日の 25 日は特別講演と事例紹介などが、主会場であるコン
ベンションホールで行われた。主催者を代表して後藤吉正 JST
理事が挨拶した後、来賓として、坂本修一 文部科学省科学技術・
学術政策局産業連携・地域支援課長と伊原木隆太 岡山県知事が
挨拶した。続いて、橋本和仁 東京大学大学院工学系研究科教授
により「イノベーションナショナルシステムの構築“研究競争力
強化と人材育成力強化”」と題する特別講演が行われた。

事例紹介は、まず、「次世代超大型望遠鏡 TMT 計画：そのサ
イエンスとマネージメント」と題して、家 正則 TMT 計画日本
代表が、巨大国際プロジェクトを運営する上でのマネージメント
の重要性を、口径 30m の超大型望遠鏡建設を例に話した。続いて、「ふくしま
から学ぶ地域発イノベーションの必要性〜ふくしま再生の現状と課題〜」と題し
て、小沢喜仁 福島大学副学長が、東日本大震災とそれに伴って起こった福島第
一原子力発電所事故災害からの復興の現状と課題を報告した。その後、翌日行わ
れる三つの分科会について、各担当モデレーター＊ 1 から問題提起がなされた。

翌 26 日は三つの分科会に分かれて討論と発表が行われた。第 1 分科会は「中
小企業の新事業創出・事業継承に向けたマッチングプランナー事業の活用〜産学
官連携による後継者育成により、地方から世界に戦える新事業創出〜」、第 2 分
科会は「課題解決と変革のために今求められる産学官連携リーダーと育成に向け
て〜今、産学官連携人材が仕掛ける変革とは何か〜」、第 3 分科会は「岡山気質
の弱み・強み、地の利・人の輪が地域を変える〜小さな成功体験の共有が地域基
盤を創る。最初の成功は小さいほど良し〜」をテーマに、三つの会場で活発な討
論が行われた。最後に主会場で討論内容などを各モデレーターが報告した。

全国から集まった参加者は 2 日間で延べ約 350 人だった。　
（編集部）

2015年11月25日と26日の両日、岡山県岡山市の岡山コンベンションセンター
を会場に全国イノベーションコーディネータフォーラム2015が開催された。

全国イノベーションコーディネータフォーラム2015の
主会場

全国イノベーションコーディネー
タフォーラム2015
日時：2015年11月25日（水）
　　　　　　　　〜 26日（木）
会場：�岡山コンベンションセ

ンター
主催：�国立研究開発法人�科学

技術振興機構
後援：�文部科学省、経済産業省、

岡山県、公益財団法人
岡山県産業振興財団、�
独立行政法人�中小企業
基盤整備機構、全国イ
ノベーション推進機関
ネットワーク

●概要
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　地方創生という語句を目にする頻度が増えてきた。一方、高度成長期以降のわが国は、地方へ
の産業分散や均衡ある国土の発展を目指したが、大都市圏への人口や産業の集中の流れはその努
力を上回ってきた。
　高度技術を有する NTBFs（New Technology-Based Firms）は大都市圏に集積しており、
地方圏では生産技術型企業、食品系企業が産学連携の優良事例を多く生んでいる。
　人口減少と国の財政赤字蓄積が進む中、地方圏では、国立大学は存在意義を自問自答し、公立
大学は増えているが、私立大学は経営基盤が揺らぎつつある。そうした状況下で、国立も公立も
私学も類似したスタンスで地方創生を目指すなら、限られたリソースの有効活用としていかがな
ものかと感ずる人も増えている。
　医師の育成や産業育成、産業人材育成は国立大学、看護師や栄養士といった地域専門家育成は
私学や専門学校、それらで手が回らないところを公立が補完する。将来的には広域的に国公立大
学が連携や統合を進めていく。こうした姿が税金の使い方として分かりやすいスタイルであろう
が、歴史的経緯もあり、地域ごとに多彩な状況が見られる。公立大学を有する自治体のトップ
が、地域の各大学とのコミュニケーションを密にすることが地方創生を進める上で重要となりつ
つあると感ずる。

野長瀬 裕二　山形大学大学院 理工学研究科 教授

地方創生と地方大学

　今年の 8 月 28 日に、企業に女性登用を促す新たな法律「女性活躍推進法」（正式名：女性の職
業における活躍の推進に関する法律）が成立した。もちろん制度は大事、しかし、制度が整った
からといって女性の活躍が本当に推進されるのだろうか？
　鶏が先か卵が先かと言われそうだが、自身のことを振り返って考えても、これまで出会った女
性陣を見て考えても、マインドの問題が大きいのではないかと思う。
　そもそも、「ねばならない」の枠を取り払い、自分らしく生きようと思うことが大事なのでは
ないだろうか。自分を知り、自分が活躍できる環境を意識して、自分をどうプロデュースするか
を考え、日々チャレンジしていく、そんな女性の活躍が今後ますます期待される。既に活躍して
いる女性たちは前例のないところに道を切り開いてきたのだろう。きっと未来に向けた強い志を
持って。
　女性が自分らしく社会に関わりながら活躍していくためには、制度だけではなく、心の持ちよ
う、つまりは、自分らしく生きようと思う心をサポートし続ける仕組みが必要なのではないかと
思う。自身も気が付けばアラフィフになっていた。これからは、自らもさらに道を切り開き続け
るとともに、サポーターとしても機能していければと思う。

中川 普巳重　 公益財団法人 京都高度技術研究所 地域産業活性化本部 コーディネータ／ 
福岡大学 産学官連携センター 産学官連携コーディネーター 客員教授

女性活躍推進法が成立して思うこと
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