
●

ア

ゴ

ラ

1

第
　
　
　
　
号

  アゴラとは……

 古代ギリシアの都市国家で、市民たちのコミュニケーションや会議の場として使われた広場です。

スーパー連携大学院
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北欧視察研修会特集
～産学官連携による先進的な人材育成～5

●技術者のための大学

ヘルシンキ近郊の研究都市オタニエ

ミ地区にあるヘルシンキ工科大学は

1849 年に企業の必要性から技術者を

育てるために生まれた大学である。従

って、企業とのつながりが強く、企業

と大学が共同で研究開発に取り組んで

いる。大学で行われる研究は基礎研究

ではなく企業のニーズに応えるための

実質的な研究、実用化を目指した研

究が主となっている。現在、学生数

15,131 人、スタッフ 3,225 人、教授

250 人、2007 年には 158 人が博士の

学位を取得している。

●ノキア社に出身者が多い

フィンランドは北欧の中で初めてユ

ーロ圏に参加した国であり、ヨーロ

ッパの中でも最もアジア地区に興味

を持っている国である。また、フィン

ランドは輸出で発展してきた国であ

り、輸出品の主なものとして、従来は

木材・パルプが 70% を占めていたが、

現在では木材・パルプの占める割合は

18% となり、ハイテク産業に関する

品目が主となっている。これは、電気

通信機器のノキア社によるものが大き

い。このノキア社を育てた技術者の多

くがヘルシンキ工科大学出身者である。

また、ヘルシンキ工科大学には事

務局直属の組織として OIIC（Otaniemi 

International Innovation Center） を 設

け、研究開発にお

ける企業との連携

を行うほか、特許

の申請も積極的に

行っている。現在、

100 件のパテント

を持っており利益

が出たときの配分

は発明者 40％、機

関 40％、OIIC 20％

である。

●学費無料、受験戦争無し

フィンランドでは学費が無料であり、

所謂、受験競争がない中で、自分で考

え学び、社会で自立して行ける力を付

けさせる教育が行われている。学生は

将来の職業を意識して必要な学問を学

ぶために高等教育を受けており、日本

の学生とのモチベィションの違いを感

じた。

崇城大学　事務局長　渡邉　和親日本の学生とのモチベィションの差

北欧視察研修会　平成21年10月11日～17日

日程
11 日　成田発
12 日　ヘルシンキ工科大学
　　　  アールト大学
13 日　タンペレ工科大学

14 日　ルンド大学
15 日　インダストリアル PhD
16 日　コペンハーゲン発
17 日　成田着

集合写真　コペンハーゲンにて

ヘルシンキ工科大学でのミーティングの様子

スーパー連携大学院は、産と学と官がイコールパートナーとして

人材育成に当たることによって、真に社会で有用な人材を生み出そ

うという試みです。そのために、産学共同研究プロジェクトに学

生を参加させることを必須と考えています。また、産と学と官の 1 

対 1 対 1 の連携に止まらず、複数の産と学と官の連携によって多

様で高度なシナジー効果を創出することを目指しています。

このような既存の枠組みを超えた新しい人材育成に挑戦するにあ

たり、諸外国の産学官連携による人材育成の取り組みを調査して参

考にしたいと考えました。そこで、産学官連携の新しい試みが進行

している北欧 3 カ国の 5 つの機関を訪問致しました。

北欧の先進的な取り組みに大いなる刺激を受けるとともにスーパ

ー連携大学院の実現の必要性を改めて確認致しました。

　　　　　　　　　　　　　　電気通信大学長　梶谷　誠
スーパー連携大学院協議会委員長

●ヘルシンキ工科大学
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長岡技術科学大学　NTIC副センター長　河合　晃
世界最高の製品開発をする人を育てたい

●アールト大学の設立

アールト大学の設立は、フィンラン

ドでも大規模な大学改革として認識さ

れている。特に、技術、商業、芸術の

歴史ある大学が統合された特徴的な大

学である。

設立には、法律改正の 2 年間を含

めて 15 年間の準備期間が費やされて

いる。2020 年ごろには、特徴的な数々

の分野で世界トップを目指している。

学内では、ドクター取得が必ずしも有

利ではないとの認識が多いが、現状と

して 1,000 人中 160 人の修士学生が

ドクターコースに進学している。学生

の授業料は無料であり、欧米に特徴的

な「入りやすく出にくい」大学となっ

ている

教育面では、技術、商業、芸術の 3

つの分野に力点を置きながらも、これ

らの分野間の壁を取り除く努力がなさ

れている。また、教員には教育方法を

確実に習得した人材を採用しており、

教育と研究の両方のスキルが求められ

ている。教育成果の判断基準が明確に

設定されており、各教員は学生の育成

に責任を持っている。また、産業界の

意見も積極的に取り入れている。

アールト大学では、大学教育の充実

のため、研究調査とマーケティングが

重要と考えている。その中でも、サー

ビスのディジタル化、エネルギー技術、

人間的社会環境の 3 点を重視している。

また、学内のディジタル通信網の整備

によって、学生間のコミュニケーショ

ンの壁が無くなり、優秀な人材の視野

拡大に繋がっている。

  「有名な教授を迎える、予算を確保

する、学生の意識改革の 3 つの課題は、

いずれも困難だが、障害ではない」こ

れは、視察団との質疑の中で、アール

ト大学側から示された言葉である。こ

のいずれもが日本の大学人にとっては

極めて重い課題だが、それをいとも簡

単にこのような答えができるところに、

フィンランドのこの 3 大学合併に賭

ける意欲と情熱、また、生存を賭けた

戦いであることがよく示されていた。

3 大学が目指す 3 つの分野の目標

は、壁を取り除くことにあり、改革の

1 つの目標として、教育自体に力を入

れようと考えているという。大学人の

弱点の 1 つにマーケットに弱いとい

うことがあり、教育力に秀でた教授を

スカウトすると言うことは、人間力を

養うことに比重を置くということだろ

う。ヨーロッパでは力を入れてなかっ

たところにアールト大学では力を入れ

るとしているが、このような戦略的な

ビジョンも日本に欠けているところ

である。視野の広い人を作ることに 3

つの大学の統合の戦略的な目標を置い

ているように思えるが、その手段とし

て、教育方法をよく知っている教授を

招くのだという。つまり、教育方法を

学んだ教授を招くという手法は英断で

ある。また人口 500 万人の小国で技

術だけでは生き残れないとする視野も

戦略的視点に入るであろう。

●Design Factory

アールト大学の Design Factory は、

フィンランド国立技術研究所の木材研

究部門の建物を利用して運営されてい

る。ここでは、学生たちが新製品の開

発試作を行っており、世界トップクラ

スの製品開発者の輩出を目指している。

Design Factory には約 500 人の学生が

在籍しており、現在 13 プロジェクト

が走っている。それぞれのプロジェク

トにはスポンサーがついている。現在、

15 種類の関連講義が開講されており、

将来は 2 万人規模に広げたいとの意

向である。この工房では、開発者が研

究に専念できる環境作りを重視してい

る。一方、優秀な研究者は必ずしもプ

レゼンテーションスキルが高いとは限

らないため、研究成果のビジュアル化

教育を重要視している。

学生の研究サークルも多く存在し、

幅広い研究課題が与えられている。特

に、フィンランドの強みである工業デ

ザインを強調した課題が多い。学生間

の交流も重要と考えられており、計画

された偶然性（face to face で新しい

考え方を創出すること）を期待してい

る。学生の精神面での援助も行ってお

り、学生同士が Design Factory の中

で、ただ一緒に過ごすことも有意義で

あるとしている。Design Factory 内の

工房で日本人留学生に会うことができ

た。彼は目的意識がはっきりしており、

意欲的に語っていたのが印象的であっ

た。

  「世界最高の製品開発をする人を育

てたい」とする目標がこの新大学の全

てを物語っている。世界最高の製品開

発者はどこにいるのか、それはここか

ら生まれるという目標値である。明確

な人材像である。

なお、本報告は紙面の都合上、概要

程度に留めたが詳細な報告書を１月に

発行するので参考にされたい。

（社）コラボ産学官　事務局長　江原　秀敏

●アールト大学
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秋田県立大学　システム科学技術学部　教授　小林　淳一

新産業創出と地域振興に貢献

●タンペレ工科大学の概要

タンペレ工科大学（TUT）は 1965

年に設立された大学であり、現在はヘ

ルシンキ工科大学に続くフィンランド

で 2 番目の規模の工科系大学である。

大学は 5 学部 19 学科で構成されてお

り、2008 年度の学部学生数は 9,800 名、

修士課程学生数は 809 名、博士課程

学生数は 64 名である。国際的に評価

されている研究分野は信号処理、ナノ

フォトニクス、バイオ技術、知能的モ

バイル機械などである。TUT は海外

大学との交流にも精力的であり、現在

270 校の大学と交流協定を締結してい

る。

●TUTの産学連携

TUT はヘルシンキ工科大学ととも

にフィンランドにおける産学連携の

先駆者として貢献しており、大学の

運営資金総額の 36 % が外部資金であ

る。研究成果は産業界および企業との

共同研究や開発プロジェクトあるいは

ベンチャー起業によって社会に技術移

転している。最近のベンチャー起業例

として、付属研究施設であるオプトエ

レクトロニクス研究センター（ORC）

で開発されたディスプレイ用レーザー

光源を製品化したエピクリスタル社

（Epycrystals LTD.） が あ る。TUT は

大学で創出された技術を社会に移転す

る企業組織としてタムリンク（Tamlink 

LTD.）を所有しており、タムリンク

が革新的な研究成果の社会還元と製品

化を支援している。

TUT は研究成果を企業に公開する

など、大学と産業界（企業）が知識

と経験を共有できる制度を有してい

る。企業が学内施設を使用することに

ついても、詳細な規程を設けることな

く担当教員と企業の個別契約で済ませ

るなど柔軟な運用を行っている。TUT

は同窓会活動を大学の研究と産業界の

仲介役として重要視している。すで

に 17,500 名の同窓生を輩出しており、

同窓会組織は大学と産業界のパイプ役

として活動している。

●フィンランドにおける産学連携

フ ィ ン ラ ン ド で は 経 済 労 働 省

（TEKES）の下部組織である技術開発

センター（OSKE）が中心となってイ

ノベーション事業を展開しているが、

その事業を全国クラスター（国家プロ

ジェクト）と地域クラスター（地域の

特色を生かしたプロジェクト）に分類

し、国家プロジェクトを地方のサイエ

ンスパークに分散させている。

ヘルミア（Hermia LTD.）はタンペ

レ市の郊外に位置しており TUT にも

近いサイエンスパークである。ヘルミ

アはこの地域におけるテクノロジーセ

ンターとして機能しており、2007 年

度における従業員は 36 名、総収入は

6.2M Euro である。100,000 平方メー

ターの敷地内では 150 以上の企業と

研究機構が研究活動を行っている。ノ

キア（NOKIA）の携帯電話はヘルミア

の NOKIA 研究センターで開発された

製品である。ヘルミアは、現在、国家

プロジェクトの遂行組織として知能機

械化プロジェクトとユビキタスプロジ

ェクトの 2 つを担当している他、タ

ンペレ地域における技術開発センター

として、デジタルコンテンツ、将来エ

ネルギー、ナノ・マイクロシステムの

分野で企業を指導している。

タンペレ地域には落差 18 m を有す

る 2 つの湖が近在しており、往時は

豊富な水力エネルギーを利用した繊維

産業が盛んであったようである。現在

はヘルミアが中心となって新産業の創

出と地域振興に貢献している。

●タンペレ工科大学

北見工業大学　副学長　田牧　純一
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野村證券（株）　法人企画部長　大森　勝

「サイエンス通り」と呼ばれるように

●ルンド大学

デンマークのコペンハーゲンからバ

スで１時間半ほど、海上に立ち並ぶ風

力発電の羽根を間近に見ながらバルト

海にかかるオーレスン大橋を渡って行

くとルンド市に入る。ルンド大聖堂を

中心にルンド大学と研究機関・企業が

放射状に広がっている。

スウェーデンの南に位置するルン

ド大学は、1666 年に創立された歴史

と伝統ある大学である。4 万人の学生、

6 千人の職員、555 人の教授を擁する

大学で、ルンド市 11 万人の人口のほ

ぼ半数が大学関係者である。この大学

は、ソニー・エリクソンに代表される

携帯電話のような情報・通信関係に特

色ある研究開発に力を注いできた。

ただし、この発展は一朝一夕でで

きたものではない。ルンド大のイノ

ベーションシステムを過去 25 年にわ

たって関与してきたスゥェン氏（Sven-

Thure Holm, CEO）によると現在のル

ンド大学の発展は地道な産学官の協力

の賜物であるとのこと。イノベーショ

ンのために現在 18 のプログラムが用

意されている。まず国の機関（日本で

言うと経済産業省や文部科学省）が基

本的な政策を立て、それを大学（Ｒ＆

Ｄ）機関が研究・開発を行ない、これ

らを商業化する機関（企業）へ橋渡し

をする。それらをバックアップする資

金・基金の団体があること、そしてこ

れら全てが連携することがなによりも

重要であるとのことである。そのベー

スとなるのが、コンピュータやインタ

ーネットのようなインフラ整備がきち

んとあることと、もう一つ行政機関の

認識が充分にあることである。

日本にとってはなんともうらやまし

い限りであるが、ではどの機関（産学

官）が全体を主導するのかと聞いても、

はっきりとは答えてくれない。その場

その場に適した機関が主導をすればお

のずと答えが出るという。なんとも奥

ゆかしい。これがスカンジナビアスタ

イルだそうだ。

ただし、これには北欧の小学生時代

からの創造力教育と起業家マインドが

根底にあることは間違いないようであ

る。

今後のルンド大の課題は？との問い

には、これからはシリコンと低エネル

ギー・マルチメディアであるとの答え

が返ってきた。

●オレスン仮想連携大学

同じルンド大学の講堂でオレスン大

学（仮想連携大学）については、ロス

モンテリオス氏からプレゼンテーショ

ンがあった。

スウェーデンの南の地区をスコーネ

地区と呼び、コペンハーゲンを含む県

を加えてオレスン地区と言う。この地

域の 11 の大学を連携するのがオレス

ン仮想連携大学である。人口 320 万

人の中で 16 万人の学生がいるとのこ

と。将来は、世界をリードする地域に

したいとのことである。

大きく 3 つの部門に分かれていて、

教育・リサーチ・イノベーション部門

がある。

その中の起業家コースには２千人以

上が入っていて、いろいろなクラスタ

ーに分かれている。たとえば環境や食

品、ロジスティック、ＩＴ、マテリア

ルなどである。

食品を例にとると、その中で成功し

た企業としてはテトラパックがある。

今後は機能食品への拡大開発を行なっ

ている。ＩＴではブルートゥース、超

音波テクノロジー、インクジェットな

どがある。投資額の 10 倍の収益を上

げている。

今後はさらにナノサイエンスやマテ

リアルサイエンスに力を入れるとのこ

と。

アメリカではシリコンバレーという

呼び方があるが、ノルウェーのオスロ

からこの地区を通り、ハンブルグ・ベ

ルリンへの一帯を「サイエンス通り」

と呼びたい、呼ばれるようになりたい

とのことであった。

そう言われると確かに北欧のエネル

ギーが一気に溢れだすような錯覚を禁

じ得なかった。

秋田県立大学　システム科学技術学部　教授　谷内　宏行

●ルンド大学　～オレスン仮想連携大学～
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スウェーデンを代表する2つの施設
江戸川区　スーパー連携大学院設立支援室次長　天沼　浩

●Ideon Science Park

Lund 市の北東にあり、Lund 大学と

多くの企業集団に挟まれた地域に建設

され、事務部門と研究開発部門を合わ

せた面積は 110,000 ㎡である。大学の

知的資産を産業に役立てることを目標

に業務が行われ、大学と産業界の連携

に役立ってきたスウェーデンの代表的

な施設である。Lund 大学と多くのス

タッフにより産学官連携が好調に進め

られ、多くのベンチャー企業や国内外

の企業の集団として、２70 社が活躍

している。この地域では、当初 25 名

の科学者で業務が始められたが、現在

では約 7000 名の人たちがハイテク技

術とビジネスサポートのために働いて

いる。Lund 市で、このような多くの

人たちが雇用されていることは画期的

なことであり、スカンジナビア地域で

は最大のサイエンスパークである。業

務に関する分野は情報技術、ライフサ

イエンス、クリーンテクノロジー、そ

の他ハイテク関連技術、事務的なコン

サルタント・サービスである。

イノベーションシステムとしては、

アイデアからスタートして評価を行い、

プロジェクトを起こして研究開発を進

めて実用化、普及に至るまでが平均 8

年程度である。ソフトウエアなどの開

発は短期で可能だが、医用器具や薬関

係は長期の業務になる。インキュベー

タの役割も重要である。資金は、アイ

デアが生まれれば公的機関がスタート

資金を用意し、民間の資金としての投

資と大学の予算で進め、会社が軌道に

乗るまで支援し、企業が立ち上がれば

企業側からの還元を行う。

IDEON は、アイデアから命名され

た組織名である。トップダウン的なピ

ラミッド型の組織よりフラット型の組

織が良いようである。南スウェーデ

ンとデンマークの一部を含む Oresund

地域には、100 以上の支援組織があり

有効に活用されている。Ideon Science 

Park の組織は政府主導でもあったが、

企業からの関与もあり産学官の連携の

重要性が認識されたと考える。

●Nanometer Structure Consortium

ナノテクノロジーの先端技術開発に

関してスウェーデンを代表する研究機

関である。この地区の主要な産業は、

携帯端末などで有名な Sony-Ericsson

社 で あ り、Nanometer Structure 

Consortium の研究開発においても重

要な地位を占めている。Nanometer 

Structure Consortium では、ナノエレ

クトロニクス、ナノフォトニクス、マ

テリアルサイエンス、バイオニクス

などの研究分野について業務を進め、

Ideon　Science　Park とも密接な関係

を保っている。将来的には Lund 大学

の現在の施設がナノテク、特にナノサ

イエンスに関するヨーロッパの中心的

な役割を果たすと考えられている。

4 年前に、スウェーデンの 210 ほ

どの研究施設のうち、本研究施設がト

ップ 10 に入っている。スウェーデン

政府では、25 の研究分野について開

発を進めることが決定された。そのう

ちでナノ技術に関しては 2 研究テー

マとなっている。マテリアルサイエン

スに関係する研究とナノフィジックス、

情報科学や IT、ナノエネルギー、ナ

ノバイオロジーがある。3 年前にナノ

研究室が開設されたが、実質的には 1

年半前から研究開発が進められている。

シリコンや他の材料を使用している。

ナノワイヤーの研究は中心的な課題で

あり、ナノチューブなどとともに重要

な研究テーマとして進めている。

Lund大学のナノ研究に関する教育は、

基盤的な学問から広範囲で応用的な学

問に関係する学生を支援することであ

り、ナノサイエンスやバイオなど、多

くの分野に影響を与える。組織的な議

論から、基礎学力としての物理学など

や化学を重視して、ナノサイエンスに

つなぐことを進めている。3 年間の物

理学や数学、化学工学や電気工学など

の基礎的教育から専門分野 2 年間へ

と続き、学生の選択で決める。専門教

育の中心的な内容は、ナノ物理学、ナ

ノ材料学、ナノ電子工学およびナノバ

イオ学などである。前半の３年間の最

後には、プロジェクトへの参加を義務

とし、後半の２年間の教育では研究

を進めることを重視している。5 年間

の基礎教育から修士教育に向けて、イ

ンターディスプリナリーな教育を行っ

ている。教育として実務的な研究に携

わり、産業面での必要な人間教育が行

われているかも重要視している。産業

界からも好評な結果を得ており、今後

も継続してゆく予定である。学士号や

修士号などには種々のシステムがあり、

他学科からも受け入れが行われる。修

士や博士の教育後半には研究の教育が

義務付けられており、競争率は高いも

のになっている。海外の学生について

も、同様に柔軟な入学制度が決定され

ている。交換留学生についても、別々

な学士号から修士教育に入ることも行

われている。

●ルンド大学　～Ideon	S ience	Park・Lund	Nanometer 	Consort ium～

スーパー連携大学院準備室　コーディネーター　前田　祐司



BioMedical Centre の外観 レセプションの様子・梶谷協議会委員長（左）と Eriksson 副学長（右）

6

江戸川区　生活振興部産業振興課計画係長　生井　将夫

オーケストラのような協力関係を

●BioMedical Centre（以下ＢＭＣ）

 ＢＭＣはルンド大学の学部から 500

ｍ程の位置にあり、周辺には工業高校

やヘルスサイエンスセンター、マルモ

市の臨床リサーチセンターがある。橋

を渡るとコペンハーゲンがあり、世界

に向けての玄関口にあたり、イノベー

ションクラスターの一つである。

医学部は常にベターライフを目指し

て新しい分野を開拓している。それは、

科学を突き詰めることによって、社会

に貢献することができると考えている

からだ。

イノベーションとは、新しい商品開

発やパテントをとるだけでなく、良

い医療品の開発をしていくこと。問

題解決には、従来の学部では解決でき

ないので、大学と大学病院との間に

ＢＭＣを設置した。そして、モザイク

モデルと呼ばれるリサーチ部門がクラ

スターのように入っている。ＢＭＣ

は、５つの建物を合わせ、40,000 ㎡、

研究スタッフ :1,000 名、研究グルー

プ :100 Ｇ、大学生 :500 名、運営資金

:60,000,000€である。

ＢＭＣには、医学部門の半分とイン

キュベーターや動物実験、解剖施設、

脳に関するナノリサーチ部門、がん細

胞部門などがある。

エリア内に大学病院、バイオロジー

センター、ケミカルセンター、ナノテ

クノロジー、Max Lab、サイエンスパ

ーク、企業などが集中しているのが特

徴で、病院とＢＭＣが連携しているの

も大きな特徴である。将来は、ＢＭＣ

と隣接するバイオロジーセンターやケ

ミカルセンターを融合させ、さらに医

学や物理学部門などの連携を強めて、

産業界と大学との仲介役になる。

ＢＭＣには、高額な医療に関する設

備を完備したインキュベーター施設も

あり、起業家へのサポートをしている。

資金はすべて国からの経費で、公的資

金抜きには現在のようなブランド商品

は生まれてこなかった。

企業は、基礎研究をやめて、研究成

果を買い取る。大学は企業との連携の

ためにインキュベーター施設が必要だ。

そして、新しい企業が誕生する。これ

が一番重要なイノベーションといえる。

今後、高齢化は大きな課題で、高齢

者に関する様々な研究がされている。

それは、高齢者の自立によって生活の

価値観を高めることが医療費のコスト

ダウンになると考えている（スウェー

デンは医療費が無料のため、医療費の

コストダウンは大きな課題）。

オレスン地域は、地の利を活かし

EU 地域を意識して様々な取組みをし

ている。大学や産業、行政の役割を明

確にし、課題を整理し、イノベーショ

ンを進めている。対岸のコペンハーゲ

ン地域と連携し、近年メディコンバレ

ーと称して、バイオ・メディカル分野

などで成功している。

●Reception & Dinner

ルンド市は 1000 年の歴史があり、

スウェーデンで２番目に古い都市であ

る。

ルンド大学に程近く 170 年を超え

る歴史をもつ市庁舎で、市議会議長の

Mats Helmfrid 氏と面会した。氏は「ル

ンド大学を中心としたイノベーション

システムは、大学や民間企業、行政な

どが一体となったもの。大学や産業界

が中心で、行政はサポーター役。歴史

あるルンドだが、常に将来に向かって

考えている」と自負していた。

その後、歴史と伝統のある建物のル

ンド大学に移動し、Per Eriksson 副学

長と親しく懇談した。

氏は成功の秘訣を、①大学の中に強

いリサーチ部門をつくる　②そこに大

学関係者のみならず産業界や行政など

大学外の方が入る　③運営理事会の権

限を強める　④強いリーダーシップの

下、多分野の方がオーケストラのよう

な関係を築くことが重要と語る。

そしてディナーでは、各テーブルの

ルンド関係者と、和やかで実のある有

意義な語らいとなった。

スーパー連携大学院準備室　コーディネーター　小川　俊也

●ルンド大学　～BioMed ica l 	Centre・Recept ion～
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野村證券（株）　法人企画部　産学連携シニアマネージャー　平尾　敏

「大学」という場を利用した巧妙な技術開発システム

日本では「産学連携」のありかたが

よく議論されるが、海外ではそのよう

な観念がない。なぜならば、イノベー

ションを目的としたリサーチのコラボ

レーションが企業と大学でがっちりと

スクラムを組んでいるからだ。その環

境を整備しているのが官の役割で、正

に「産・学・官」の連携がシステムと

して確立している。グローバルな産業

振興が国の富を産み、国民一人一人の

富に繋がっていく。従ってリサーチと

しての大学の使命は明確である。この

とき、成功の鍵として「人材」が重要

な要素になるが、これも機能的である

ことが多い。今回の北欧における産学

官連携視察を通して極めて示唆的な事

例に遭遇する事ができた。以下、ご報

告を致したい。

デンマークにある Industrial PhD 制

度は戦略的であり巧妙である。一般に

大学が授与する PhD としての学位と

重複してこれがある。つまり、本コー

スを取得した学生はドクターとして二

つの学位を得る事ができるのである。

仕組みは以下の通りである。

1. 企業が、必要とする技術開発を目

的としたPhD候補者を募集（年間4回）

2. 学生が応募し研究員となる

3. 願書は企業が作成し、大学と企業

から派遣された査定委員会が合否を決

定する

（2008 年は 62% が許可された：合否

は競争ではなく、その方針に合ってい

るかがポイント）

4. 学生は大学と企業（研究所）に半

分ずつ研究、勤務する・・・給料も双

方から半分ずつ受給する・・・企業で

は他の社員と同じ業務を行う

5. 大学は資格が取れるように配慮す

る

6. 本プログラムは Danish Agency 

for Science ,Technology and Innovation

が実行する

費用は 3 年間のプログラムで企業が

約 1600 万円、国が約 2000 万円負担

する。従って一年分の予算は約 1200

万円となるが学生に給料として月 60

万円（年間 720 万円）が支給される

のでそれを差し引いた 480 万円が大

学の収入（又は授業料）となる。

元々このプログラムには

①民間企業の産業の発展のために国

の研究所を仲立ちする事

②新しい研究員の養成

の目的が明確に掲げられている。

企業は科学技術に基づく新製品の研

究・開発を 3 年間 1600 万円で確保す

る事ができる。また、学生は将来企業

で活躍できる技術移転に優れたドクタ

ー候補として有給でスキルを身につけ

ることができる。2002 年から始まっ

たこの制度は、年を追うごとに評価が

高まり、一般の PhD よりも就職率も

給料も高いという現象がおきている。

2002 年に 50 人だった人材は 2008 年

には 119 人となり 7 年間に輩出され

た Industrial PhD は 580 人を数えてい

る。本プログラムは海外からも注目さ

れ、26 カ国から留学生が参加してい

るそうだ。特にアジアから注目された

この制度は我々以外にも中国やマレー

シア等から問い合わせが相次いでいて、

マレーシアは近々同じような制度を導

入するとの報告もあった。

スーパー連携大学院が目指している

イノベーション博士人材の養成にたく

さんのヒントを示唆するものであった。

●インダストリアルPhDプログラム

分野

Technical Sciences  45.3% 

Natural Sciences   17.6% 

Social Sciences and business 15.1% 

Humanities     9.2% 

Health Sciences     8.7% 

Agriculture/Veterinary Sciences   4.2% 

志願・採用状況 
      
 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

申請    88    88   89  115   130  174  192

採用    50    64   70   83 　85  109  119

中央大学大学院　理工学研究科　教授　渡邉　則生
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スーパー連携大学院

報告事項産学官連携コーディネーター紹介
■ 活動報告

WG1会議

　平成21年度第5～8回（9/24, 10/23, 11/18, 12/18）

WG2会議

　平成21年度第5～8回（9/17, 10/29, 11/26, 12/17）

WG3会議

　平成21年度第5～8回（9/14, 10/9, 11/13, 12/22）

WG4会議

　平成21年度第3～5回（10/5, 11/9, 12/7）

WG5会議

　平成21年度第2回（9/17）

連絡会

　平成21年度第6～10回（9/8,10/9,11/10,12/10,1/14） 

欧州視察研修会 10/11～17

弘前地域協議会 第1回（9/3）, 第2回（10/6）

第5号発行日 2010年1月15日　制作・発行元	スーパー連携大学院準備室
〒134-0091　東京都江戸川区船堀3-5-24　コラボ産学官プラザ in TOKYO 5F　508・509号室
TEL 03-5667-3031　FAX 03-5667-3032　e-mail jimu@super-daigakuin.jp　URL http://www.super-daigakuin.jp

電気通信大学　副学長　田野　俊一

スーパー連携大学院は高い専門性を持つ研究能力

と開発チームを引っ張っていけるような識見を持っ

た実践的な博士を養成し、産業界に送り出していく

ことを目標としています。この実現のために、現在

着々と準備が進められておりますが、産業界が希求

する次世代の産業につながるような高度な研究課題

を産学が連携して研究することにより新しい技術を

創出し、これを通して産業界ですぐにでも活躍でき

るような人材教育を実施していくことになります。

この度この企画に参加する機会が得られましたので、

この教育の基本となる産学官連携共同研究プロジェ

クトの策定とその運営に寄与できることを歓びとし

て企業と学における経験を活かして全力を尽くすつ

もりであります。

●驚きの視察

今回の北欧視察を一言でまとまると「驚き」である。これ

ほどまでにイノベーションを国家戦略として掲げ、本気で産

学官が連携して仕組みを作り、産業的に意味のあるイノベー

ションを現実に起こし、それがさらに新たなイノベーション

に続くポジティブ連鎖を生んでいるとは、予想もしなかった。

今回の視察は 5 泊 7 日、移動を除けば正味 4 日間で 3 カ国

を回るという過酷な行程となった。しかし「驚き」の連続で

あり、意義のある視察になった。

●危機感がイノベーションを進める！

フィンランド、スウェーデンは国家的な危機感がその原動

力になっている。前者はロシア崩壊、後者は基幹産業の衰退

である。デンマークも小国故にイノベーションへと舵を切り

つつある。従来の体制を壊すには、危機感が重要である。

●国家的なイノベーションシステムが回っている！

大学における教育・研究、企業における研究、新たな起業

支援、地方クラスター化、国際連携等が組み合わされた国家

的な仕組みとしてイノベーションが進められている。さらに

その意義が関与者の産学官に理解されており、自律分散的に

も総体としてもイノベーションが進んでいる。

●イノベーション教育の大競争が始まっている！

インターネットの出現により、教育において大競争が始ま

ったと言われて久しい。つまり、インターネットの出現によ

り、等しく情報アクセスが可能となり、学ぶ気持ちになりさ

えすれば、どの国に生まれようが関係ない。その第 2 幕と

して、イノベーション人材の教育と育成における大競争が始

まっている。

●しかし、北欧のモデルではなく、我々のモデルが必

要だ！

この北欧のモデルは、北欧独自の状況（経済、技術など）

に特化した成功モデルである。これを日本に持ってくるだけ

で成功するわけではない。

スーパー連携大学院は我々独自のモデルとして挑戦してい

きたい。

我々独自のモデルに挑戦していきたい

人見宣輝

●総括

p ro f i l e
日産自動車総合研究所で30年間動力伝達機構とそ

の工法の研究開発、起亜自動車東京技術研究所の運

営管理を経て、高エネルギー加速器研究機構にて超

精密加工の研究に従事し定年退官。JSTプラザ宮城

にて育成研究の研究管理、その後東北大学にて産学

官連携研究員として金型研磨・医療器研究に従事。


