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スーパー連携大学院

  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。

1.	 第2回シンポジウム開催

2.	 主催者挨拶

3.	 来賓挨拶

4.	 基調講演　日本の科学技術政策の15年

　　　　　　　　～日本は良くなったのか？

6.	 事例報告

		・中国ハイテク産業育成のための産学官連携

   について

		・フィンランドにおけるイノベーティブ産学

   連携とデンマークのIndustrial Ph.Dについて

7.	 事例報告

		・糖尿病治療・予防に関するメディコンバレー・

    バイオクラスターとの国際連携について

		・北九州におけるオープンイノベーションに

    向けた取り組み

8.	 パネルディスカッション

第2回シンポジウム特集号
イノベーションのための産学官アライアンス

↑基調講演　　（独）科学技術振興機構　理事長　北澤宏一様

　「日本の科学技術政策の15年　－日本は良くなったのか？」

日本の科学技術と研究費の関係、貿易黒字と海外投資、対外純資産

の関係など、あまり世の中には知られていない事実についてご紹介い

ただきました。
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↑パネルディスカッション

「イノベーションのための産学官連携と人材育成：日本の課題」

お招きした欧州・中国の産学官連携に詳しい方々に、事例のご紹介を頂いた後、

スーパー連携大学院関係者とパネルディスカッションして頂きました。

↑来賓挨拶　　    文部科学省

大臣官房審議官　小松親次郎様

スーパー連携大学院の取り組みに　

エールを頂きました。

●スーパー連携大学院　第2回シンポジウム開催
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主催者挨拶
～イノベーションの担い手育成を～

スーパー連携大学院の構想は全国的

な産学連携組織であるコラボ産学官の

議論の中から生まれました。その頃ち

ょうど文部科学省でも、国公私を超え

た大学間の戦略的な連携を支援する事

業として戦略的大学連携支援事業を立

ち上げておられました。まさにスーパ

ー連携大学院構想の着想と軌を一にす

るものであると考え、我々はこの事業

に応募し採用して頂きました。

私たちの当初の構想は理念や志を謳

ったもので、いわば仕様書というべき

ものです。具体的な設計はできていま

せんでした。文部科学省からの補助

金を使わせて頂いたおかげで、この 1

年半の間に 5 つのワーキンググルー

プを作り、産学官が同じテーブルで頻

繁に激論を戦わせて、なんとか設計

図ができあがりました。これからの 1

年間は実装工程に入ります。

本日はお忙しい中、我々の事業をご

支援頂いております文部科学省高等教

育局の小松審議官にご来賓として来場

頂いております。また、非常にご多忙

の中日程をやりくりして科学技術振興

機構の北澤理事長に基調講演をお引き

受け頂きました。国際的な視点からの

産学連携の事例報告として、中国での

例を中国科学院の陳様に、デンマーク

のメディコンバレーの例を財団法人先

端医療振興財団の淺田様に、北九州学

術研究都市の例を JST の宮下様にご

紹介いただきます。皆様に心から御礼

申し上げたいと思います。

スーパー連携大学院協議会では昨年、

中国と北欧に産学官連携による人材育

成の状況について視察調査を行いまし

た。事例報告やパネルディスカッショ

ンでもそのことが話題になると思いま

すが、私から一つだけこのスーパー連

携大学院構想に相通じる事例を紹介い

たしたいと思います。それはデンマー

クの科学技術庁が実施しているインダ

ストリアル Ph.D プログラムです。こ

れは企業が自らの事業の将来に必要と

なる技術開発テーマを、産学官連携で

実施し、その共同研究プロジェクトに

Ph.D の学生を参加させるというプロ

グラムです。このプログラムは、産学

官連携の研究プロジェクトに参加する

学生に学位を与えるという点ではスー

パー連携大学院の構想とまったく同じ

です。このように、諸外国では産学官

連携による人材育成がかなりフレキシ

ブルに多様な形で試みられています。

さて、スーパー連携大学院は今後

具体的にどのように進むのか、この 1

年半の結果がほぼ固まりました。いず

れ近いうちにご報告させていただきま

すが、ざっと概要を説明いたします。

まず、来年度に入ったら、産学官を

メンバーとするスーパー連携大学院コ

ンソーシアムを結成します。このコン

ソーシアムがスーパー連携大学院の実

質的な運営機関となります。そのスー

パー連携大学院コンソーシアムの元で、

産学連携イノベーション研究プロジェ

クトをテーマごとに設定します。そし

てプロジェクトに参加する学生を募集

することになります。学生はプロジェ

クトのメンバーである指導教員が所属

する大学の学生として登録されます。

学生はスーパー連携大学院が用意する

カリキュラムを履修することによって

所属大学の履修要件とスーパー連携大

学院の履修要件を満たすように設計さ

れます。同時に産学共同プロジェクト

の成果を学位論文として提出して、所

属大学の学位を取得すると共にスーパ

ー連携大学院の修了認定書を取得する

ことができます。

私たちはこの仕組みをいわゆる学位

プログラムに進化させた連携学位プロ

グラムと呼ぼうと思っています。

現在の日本の大学院制度ではスーパ

ー連携大学院が目指すような広域の多

数の大学が参加し、その上企業や行政

機関が参加できる仕組みがありません。

しかし、制度がないからといってあき

らめずに、現在でもできることから始

めるべきです。制度は単なる手段です。

私たちの目標はイノベーションの担い

手となるような人材を育成することに

あります。また、今日それに着手しな

ければ日本は沈没してしまいます。日

本の各地域を元気にするのも企業を活

性化するのも人です。イノベーション

を起こせるチャレンジブルな人材を育

てねばなりません。

そのためには大学だけでは不可能で

す。一つの大学だけでも困難です。大

学も企業も行政もマルチの連携によっ

て共に働く、「共働」すべきです。ス

ーパー連携大学院の試み自身が大きな

チャレンジなのです。それだけにリス

クも大きく困難を伴うことでしょう。

しかし、少しずつでも地道に前進し

たいと思います。一大学のためでも、

一企業のためでもありません。将来の

ため、世界のため、未来のためなので

す。きっと文部科学省も科学技術振興

機構もスーパー連携大学院に期待して

くださっているはずですし、我々が成

果を出していけば支援せざるをえなく

なるはずです。我々の試みの成果が見

えてくれば産学官が連携して大学院レ

ベルの人材育成をもっとフレキシブル

に可能とする新しい制度ができるにち

がいないと期待をしています。

どこかの国の総理大臣の口調をまね

れば、どうか力を合わせてスーパー連

携大学院をもり立てようではありませ

んか、皆さん。

スーパー連携大学院　協議会委員長 /電気通信大学長

梶谷　誠

●主催者挨拶

※この記事は、当日のご挨拶を元に編集部が作成しました
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来賓挨拶
～壮大な構想を進めていくための転換点～

今回は 2 回目のシンポジウムと言

うことで、次のステップを探ろうとい

う大変重要なシンポジウムだと認識し

ております。本日は情報提供に代えて、

今文部科学省で考えている重点につい

て申し上げます。

一つは文部科学省の戦略的大学連携

支援事業は、大学の連携をどんどん進

めよう、国公私を超えて産学官の広域

連携をやろうという事業でありますが、

既に情報交換や単位互換といったよう

な形で親密にやるというものはだいぶ

出来ているように思います。

その次に大学の本質でもあります学

位プログラムとの関係についてです。

プログラム構築にあたって、もちろん

各大学が自主的に自律的に責任を持っ

て構想して頂かなければなりませんが、

産業やあるいは行政と、社会の一員と

して様々な意思疎通を行い、その中で

組まれていくような本格的な連携がで

きないかということが、この戦略的大

学連携支援事業の一つの眼目です。そ

うしますと、学生さんをプログラムの

中に受け入れて、具体的な状況におい

てどのように企業や地方自治体も大学

側に協力していただくかということが

重要になります。このようなことから

文部科学省としては、本格的な連携を

様々な形で進めていただきたいと考え

ています。この観点では地域を越えて

全国横断的な連携ということと、地域

での連携ということを、どううまく組

み合わせるかが大事だと思います。

それから、もう一点は大学院につい

てです。大学院は研究者の養成等につ

いては昔から一生懸命やってきたと言

って良いと思いますし、特に工学系の

修士については、自然に発達してきた

と言えると思います。しかしながら、

大学院トータルとして見たときに大学

院自体としての学位プログラムの確立

というのは本当にできているかについ

ては疑問も寄せられているという認識

も持っています。

この学位プログラムを確立し、様々

な産学官を超えた連携の中での体系を

整え、それを進めていくプロセスが結

構大変だと思います。その透明性や外

の大学等を支えてくださっている方々

の理解をどうよくわかるように求める

かということに同時に取り組んで行か

なければなりません。そのための環境

支援は文部科学省としても重要なリク

アイヤメントだと考えています。

このような意味で、この連携大学院

構想のようなユニークなアイディアに

よってこうした学位プログラムの進展

がしっかりしたものになっていくこと

を応援することも文部科学省として重

点の一つに思っている次第です。

本構想にはそういう意味で大変期待

していますが、梶谷先生からもお話が

ありましたように仕様書から実装工程

の段階に入るということで、ここは本

当に転換点というか緊張するところだ

と思います。大変壮大な構想でありま

すけども、これを実現するには今から

先が正念場だと考えられます。

このためには先ほど紹介がありまし

た一定のスケジュール感覚を持ちなが

ら、お集まりの皆様方が、これまでも

一生懸命されていると思いますが、入

念な調整をいろいろ試みて協力してい

ただかなければことは成らないだろう

と思っています。

とりわけ率直に申し上げまして、予

期せぬ経済状況の悪化などの厳しい環

境も現にある中でどのようにお互いに

貢献できるか、という状況を出し合っ

て協力関係を構築していかなければな

らない、ある意味では調子のいいとき

よりもやりにくいとは思いますが、ま

たある意味ではここで鍛えられれば形

ができあがっていくという境目にいる

と思います。そういう意味で正念場で

あると思っております。この事業はプ

ロジェクトなので、支援にも期限があ

ります。やがてそこをスタートアップ

として、皆様方で自立した形に持って

行っていただかなければいけない、そ

こへもっていくためにも、コンソーシ

アムやプロジェクトの立ち上げ段階か

らさらに進んで、実際の学生と向き合

って登録をし、教育研究の実施の中で

学位プログラムを確立していただく、

さらにそれに磨きをかけていただく。

23 年度以降へ向けてその取り組み

を強めていかれるという話でしたが、

それがうまく行くように私どもも一生

懸命支援に努めたいと思いますが、国

家財政のほうも極めて厳しい状況にな

っております。いわゆるＧＰ事業な

ども大幅な削減をせまられておりま

す。こういう中、産学官一体で知恵を

出していかなければいけないと思いま

す。とりわけ本日、開かれますシンポ

ジウムで、北澤先生のお話を始めとし

て、外国の事情紹介も含め非常に充実

した内容が予定されているものと理解

をしています。

このシンポジウムが次の新しいステ

ップへの橋渡しとして有意義なものに

なりますようにお祈りをいたしまして、

文部科学省の立場としてのご説明とご

挨拶に代えさせていただきます。ご成

功をお祈りいたします。

文部科学省　大臣官房審議官（高等教育局担当）

小松　親次郎

●来賓挨拶

※この記事は、当日のご挨拶を元に編集部が作成しました
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p ro f i l e
●1943年生まれ。1972年マサチューセッツ工科大学冶金

および材料科学専攻博士課程修了。1973年東京大学工学

部合成化学科助手、1999年東京大学大学院新領域創成科

学研究科教授を経て、2007年10月より現職。専門分野は

物理化学、固体物理、材料科学、磁気科学、超電導工学、

エネルギー。主な受賞歴は1988年日本セラミックス学会

セラミックス大賞、日本応用物理学会賞、日本IBM科学賞、

2002年紫綬褒章など。主な著書に「セラミックス材料化

学入門」「科学技術者のみた　日本・経済の夢」「Beyond 

Innovation「イノベーションの議論」を超えて」など。

●「知られるべき真実」

今日は「知られるべき真実」、日本

ではなぜか、当たり前の「本来知られ

るべきである」というような情報が伝

わらずに、危機やアブノーマルなこと

が起こるとニュースとして伝わるとい

う面がありますが、そういう意味で何

が伝わっていないのかということをお

話します。

●科学技術基本法ができてから

1995 年にできた科学技術基本法は、

日本の科学技術政策に大きな影響を与

えたと言われています。では本当に科

学技術基本法は日本に変化をもたらし

たのでしょうか。

まず目標としていた共同研究、各国

立大学 200 件以上、合計で 1 万 5 千

件を実現しました。特許も 1 万件まで

きました。これは大変大きな変化だと

思います。なぜかといいますと、1 万

件特許が出るということは、実質的な

特許を出せるタイプの研究者 1 人が 1

年に 1 件出すというペースに近くな

っているからということです。つまり

それくらい大学人が頑張るようになり

ましたといえると思います。

また大学発ベンチャーについても、

1,500 社という目標は繰り上げて実現

し、現在年間 200 社できるようにな

りました。こういうデータを日本人が

見ると、必ずそんなものを出しても質

はどうなのか、どれだけ儲かるように

なったのかと言われますが、激励の言

葉だと考えましょう。つまり、赤ん坊

でも這うようになったら立てと、立て

ば歩けと、次々と期待されることが変

わっていく、そのように考えればよい

と思います。この分野に関しても、大

学は頑張れるようになりました。

では基礎研究はどうかというと、私

はあえて日本の基礎研究はフィギュア

スケート状態だと申し上げたいと思い

ます。それは、日本の選手の誰が金メ

ダルをとってもおかしくないし、そ

のレベルの実力のある人がごろごろ

並んでいる、という意味です。USA 

TODAY やネイチャーメソッドで選ば

れた世界 1 位に、山中さん、細野さ

んが選ばれていますし、論文引用数の

総合第 1 位も、ここ 4 年間のうち 3 回、

日本人がとっています。

●基礎研究の現状

日本の基礎研究は運営費交付金でや

っている部分と、科学研究費補助金

（科研費）があります。科研費は、1

人平均 300 万円で約 6 万人へ交付さ

れ、多様な幅広い基礎研究を育ててい

ます。その中から JST としては一本

釣り的に目利きの人が 1% の研究者を

選び出して、その人を世界のトップに

持って行くということをやっています。

先程の山中さんや細野さんも、まだ有

名になられる前に JST がピックアッ

プして支援しており、そのような方々

に一般の 10 倍の予算を 5 年間投入す

る、というやり方をしています。選ん

だ方に間違いがなければ、それで数年

から 10 年後ぐらいにすごい結果が出

てきます。

この科研費は学術研究型で、純粋に

好奇心に導かれて行われる研究を支援

します。それに対して、JST の資金は

課題解決型の基礎研究へ出されます。

このように使っている科研費 2,000

億円、JST が出す資金が 500 億円で、

合計で 2,500 億円あります。アメリカ

の競争的研究資金が 4 兆円ですから、

独立行政法人　科学技術振興機構　理事長

北澤　宏一

日本の科学技術政策の15年	
～日本は良くなったのか？

●基調講演
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我々はアメリカに竹槍で挑んでいるよ

うなところもあると私は思っています。

そんな戦況下で、論文引用数の総合第

1 位を、4 年のうち 3 年は日本がとっ

ているわけで、あまり新聞では知られ

ない良いニュースですので紹介したい

と思います。

●特許が日本企業に使われない

ここまでは、良いことを紹介しまし

たが、問題も生じています。大学など

の特許出願が増え、1 万件出すように

はなりましたが、いまだ日本企業の関

心が低調なのです。私は大学の特許は

あまりクオリティーが良くないのかと、

少し思っていた面があるのですが、と

ころが海外からは熱心なアプローチが

あるということなのです。つまり、相

対的な問題で、海外の企業が日本の特

許を活かそうという気持ちと、日本の

企業が活かそうという気持ち、そこに

差が出てきているという問題です。こ

のことは我々にとって死活問題ですか

ら、もっと掘り下げてみました。

企業のトップの方々にこの件をつっ

こんでお話すると、日本の企業が国内

で投資できなくなったのが一番の原因

だと言われます。つまり日本の企業は

国内に立地したくないので、海外で展

開する。そのためには、新技術は不要

で、使い古された技術の方が良いため、

特許は必要ない、ということなのです。

これは科学技術振興機構なんかいらな

いと言われているのと同じです。大学

も研究もいらないということになりま

す。

●貿易黒字大国、日本

そうして、日本の企業は海外でどん

どん稼いでいます。日本の輸出入額を

見ると、1985 年というバブルの絶頂

期から、日本は貿易黒字を出す国にな

りました。そしてその黒字は 1990 年

からの「失われし 10 年」でも、全然

減っていません。輸出が減った年は輸

入も減って、常に黒字を出しています。

これがだいたい、毎年 10 兆円。約 22

年間毎年貿易黒字が出ているわけです。

こうやって見ますと、バブルの頃から

貿易黒字が出るようになって、上がり

下がりはありますが、10 兆円の貿易

黒字をずっと続けてきたことがわかり

ます。約 22 年間、合計 220 兆円の黒

字が確かに貯まっていて、それがどこ

に貯まるかというと対外純資産という

ところに貯まっています。

つまり、海外に投資され、その金利

が 3% とか 5% 以上に回っており、そ

れだけで大きな黒字を出しています。

言うならば、日本は世界の「消費者金

融」となっており、リーマンショック

のために貿易黒字がほぼゼロになった

2008 年でも、その金利分で 15 兆円

以上になっています。

最初のうちはおとなしく海外に投資

していたのですが、最近は乱暴にとい

うか、かなりの大枚で海外の企業を買

い占めてしまうということが 2006 年

ごろからここ 3 年くらい非常に顕著

に起こっています。日本企業による

M&A が年間総額数兆円まで来たとこ

こ 3 年くらい言われるようになりま

した。つまり国内ではお金を使わずに

みんなでこういうことをやっているわ

けです。

日本という国は今後どうしていけば

よいのか、ということを考えたとき、

今まであげたような数字を見ないとわ

からないと私は思います。日本は不景

気だから何もできない、というような

言われ方をよくしますが、「日本は何

を言っているのですか」「もっときち

んと自分の責任を果たしてください」

というのが海外諸国から見た日本だと

いうふうに思います。

●元気な出稼ぎ父さん

つまり今の日本という国は、「出稼

ぎ父さんの留守宅」だということです。

この元気な出稼ぎ父さんの資産は留守

宅に入っているわけですが、これが国

民の個人資産になっています。ですか

ら、日本で誰がお金を持っているかと

いうと個人ということになります。だ

から国がすべきことは、お金を持って

いる個人に投資させて、そして日本を

もうちょっと企業が国内で活動できる

ような、そういう環境づくりをしてい

かなければならないということです。

内需を増やし、また貿易黒字を減らす

ことが、失業者の減少につながります。

結論として私が申し上げたかった一

番のことは、今までご説明したことを

考えて、我々が今後の産業をどういう

ふうに政府の策と共に考えていくかと

いうことを、事実をきちんと見つめな

がら考えていかないといけないのでは

ないかということです。

※この記事は、当日のご講演を元に編集部が作成しました
　本文中の図は、当日の配布資料に含まれるものです
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スーパー連携大学院WG2委員長／電気通信大学　副学長　田野　俊一

フィンランドにおけるイノベーティブ産学連携とデンマークの
　Industrial	Ph.Dについて　～イノベーションと大学教育～

中国科学院微電子研究所　主任教授　陳　傑

中国ハイテク産業育成のための産学官連携について

●事例報告「イノベーションのための産学官アライアンス」

この 10 年間、中国は激しく経済成

長しています。特に IT 関係等が、「官

産学」連携によって発展しています。

日本で言う「産学官」は、中国では「官

産学」と言われます。それは官が強く、

大学と産業が弱いためです。要するに

中国では、共産党の挙党体制でやって

いけばすごいスピードで進みます。政

府は、プロジェクトをどういう方針で

開発するかの方向性を計画します。こ

れは中国は得意で、なんでも計画を立

てて進めます。だから政府が動かない

と何もできません。

また地方政府が積極的に土地無料提

供や助成金による補助を行い、ハイテ

ク企業の誘致をしています。そのため、

中国では地方都市にハイテクサイエン

スパークがいっぱいあります。全国で

21 くらいあり、その中で一番大きい

ものが北京の中関村というサイエンス

パークです。中関村サイエンスパーク

では、この 10 年間で 200 社から 2 万

社に成長し、収入もだいたい 14 億元

から 10,000 億元になっています。

このように、中国は成功しているよ

うに見えますがいろいろ問題は起こっ

ています。

一つはこの官産学の連携について、

コストが高いことです。日本では同じ

ことをやれば 1 億円でできることが

中国では 3 億円かかるかもしれません。

そういう無駄遣いが問題です。審査や

評価の基準もあいまいです。

もっと大きな問題は、設備費を重視

し過ぎていることです。人件費はほと

んどつかないのです。

もう一つ問題なのは、先程言ったよ

うに中国の研究開発は計画どおりに行

うため、逆に基礎研究はうまくいきま

せん。研究テーマが計画で既に決まっ

ていますので、自由に研究できません。

もう一つ、あまりにも短期主義にな

って、研究者がすごくプレッシャーを

感じ、落ち着いて基礎研究できる環境

がありません。日本では、競争的資金

の割合が少ないことが問題になってい

るようですが、中国では逆に競争的資

金ばかりなので、それが問題となって

います。中国の基礎研究プロジェクト

は外国にもオープンにしていて、外国

人でも申請できます。ぜひ日本の皆様

も利用してください。

フィンランドは人口 500 万人と、

あまり大きな国ではありませんが、イ

ノベーションの国、ホットスポットだ

と言われています。日本で言うと労働

産業省にあたる省庁の下に Tekes と

いう部署があり、そこが支援を行って

います。Tekes では技術の専門家が的

確に評価をし、機関の大小に関わらず

面白い取り組みに資金を提供します。

フィンランドでは今年の 1 月 1 日に、

アールト大学という特色のある大学が

スタートしました。この大学は、ヘル

シンキ商科大学、ヘルシンキ芸術デザ

イン大学、ヘルシンキ工科大学という

3 つの異なる分野の一流大学が統合し

たものです。こうして技術と商業と芸

術を連携させて、実用的な教育研究へ

のシフトを狙っています。

さらに、イノベーション人材の育成

も重要視しています。オタニエミイン

ターナショナルイノベーションセンタ

ーでは、ベンチャーカップを開催して

いて、学生のベンチャーマインドを養

成しています。また、デザインファク

トリーという 24 時間オープンで学生

が自由に使える建物があり、ここに先

程の 3 つの分野の学生が集まって交

流を行い、その結果新しいイノベーシ

ョンが起きてきています。

最後はデンマークのインダストリア

ル Ph.D です。これはビジネス的な研

究開発を推進できる研究者を育成しよ

うというもので、民間企業と学生と大

学の 3 者で応募、審査後資金がもら

えます。博士養成の 3 年間のトレー

ニングプログラムで、学生は企業に雇

われ給料を貰いますが、その給料の半

額は資金から出るので、企業の負担は

半分で済みます。学生は価値の高い学

位がもらえ、企業、大学へは研究費も

入るので、全員が Win-Win-Win の関係

だと思います。

なぜ北欧でこのようにイノベーショ

ンがおきて、イノベーション人材育成

をしているかというと、国家的な危機

に瀕したからです。例えばフィンラン

ドですと 1991 年にロシア崩壊の影響

を受けて国家的な危機となり、国家一

丸となってイノベーションシステムを

作り上げました。

ただ、これらは北欧のみに適用でき

るモデルです。“私たちのモデルは何

か”ということをスーパー連携大学院

では考えていきたいと思います。

※この記事は、当日のご講演を元に編集部が作成しました
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（独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　フェロー　　　　　　　

前　（財）北九州産業学術推進機構　産学連携センター長　宮下　永

北九州におけるオープンイノベーションに向けた取り組み

（財）先端医療振興財団　クラスター推進センター　国際連携　専門役　淺田　孝

糖尿病治療・予防に関するメディコンバレー・
　バイオクラスターとの国際連携について

●事例報告「イノベーションのための産学官アライアンス」

我々は、2 年前から北欧のメディコ

ンバレーとの国際連携を、文部科学省

の知的クラスター事業の中の一環とし

て進めています。

メディコンバレーはデンマークとス

ウェーデンにまたがるバイオクラスタ

ーで、彼らは国際的な連携をクラスタ

ーレベルで行うことを考え、まず我々

のクラスターが選ばれて連携を開始し

ました。その後にカナダのバンクーバ

ー、韓国のソウルで連携を開始してい

ます。今後中国、インド、イスラエル、

スイスのバーゼル、ケンブリッジ、ノ

ースカロライナ、ボストン、サンディ

エゴ、サンフランシスコなどのバイオ

クラスターとの連携を考えています。

目的は世界中のクラスターとのネッ

トワークを作り、共同研究の実施、新

規技術の取り入れ、知識の共有、資金

調達、投資の呼び込み等を行うことで

す。こういった目的に対してそのニー

ズの分析、マッチング、スカウト活動、

企業提携の支援、共同研究の推薦など

を行うことでお互いに Win-Win の関係

を構築しようとしています。

具体的には、糖尿病の予防について

の共同研究を中心に連携しています。

アジア人と欧米人との比較データなど

を元に、最終的には素因の解明や診断

法、新規治療薬の開発に結びつけます。

また、メディコンバレーのバイオ関係

企業を個別に訪問して日本の製薬会社

に紹介するなど、双方向の企業間の連

携に対する支援も行っています。

また、欧州全体のバイオクラスター

との連携をここ 2 年間やってきました。

これらの活動により、文部科学省、経

済産業省、大学、製薬企業、大使館な

どのネットワークを組み込んだ大きな

ネットワークを構築してきました。こ

れらを face to face で行うことによっ

て、日本と欧州との関係を大学と企業

で友好関係を実現することができます。

最後に、産学官連携と大学院教育が

つながっている例を少しご紹介します。

スウェーデンのチャルマース工科大学

とヨーテボリ大学は、修士でのアント

レプレナーシップ教育を行っています。

これらの大学の近くにはベンチャー企

業の多く集まるサイエンスパークがあ

り、大学との企業の連携が緊密に行わ

れていることが、アントレプレナーシ

ップ教育へも大きく影響していると思

います。

高度人材育成に関わる背景認識をど

う捉えるかについて、私はこのオープ

ンイノベーションの時代にどういう人

材が必要なのかということをしっかり

把握していなければならないと思って

いますし、日本がもう一度元気にやっ

て行くためには、大学がどのように活

躍して行くべきかが重要だと思います。

最初に、経済産業省のオープンイノ

ベーション政策や有識者によるその必

要性についての論点を紹介します。次

に、実際に現場でどういうことが起こ

っているかという一つの事例として北

九州学術研究都市をご紹介します。

このリサーチパークは今年で 10 周

年を迎えますが、4 大学、9 研究機関、

52 企業が集積し、産業都市再構築に

向けて研究開発活動が軌道に乗ってき

たところです。国公私立の、運営や文

化の異なる大学を集め、刺激と切磋琢

磨し合いながら新しい発想を生み出し、

地域の産業振興に繋げて行くことを期

待しています。また、アジアに近いた

め、国際的な異文化の連携も意図して

います。

北部九州では半導体産業、自動車産

業などの集積が進むとともに、北九州

学術研究都市には工学系大学、大学院

による知の拠点が形成されつつありま

す。この両方の動きから、連携大学院

カーエレクトロニクスコースが開設さ

れました。各大学院がそれぞれの強み

を結集して連携大学院を構成、産業界

や行政を巻き込んだ教育プログラムを

開発しています。複数の大手自動車メ

ーカの経営者、技術者と教授陣とが共

同で講義内容を作り、企業からの講師

による講義や企業における実習プログ

ラムなどが用意されています。

こうした活動とともに、様々な研究

会や協議会などが発足してきています。

技術分野ごと、数多くの大学や企業が

参加したフォーラム等があり、それら

全体としての力をどううまく出して行

くか工夫すべきではないか、と議論さ

れています。

一つの考え方は、これまに形成して

きたネットワークデータを活かし、各

研究会等を横串で繋ぐ横断的なプラッ

トフォームを作ろうというもので、現

在画策中です。そうすることによって、

異分野融合による 21 世紀型イノベー

ションの起点を誘発して行ければと考

えています。

※この記事は、当日のご講演を元に編集部が作成しました
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報告事項

●パネルディスカッション

Q：一人っ子政策の影響は？

A：当時は中国の経済事情が非常に悪

く、仕方なしに実施した政策だったの

ですが、最近見直しの意見が出ていま

す。理由の一つは、子供の精神的な部

分に影響が出ているからです。一人っ

子は兄弟がいないので、自分のことし

か考えません。家族も、その子供を大

事にし過ぎて精神力が弱くなってしま

う。今の学生は非常に頭はいいですが、

何かあったらすぐ落ち込み、大学での

自殺などもよくあります。もう一つは、

経済が発展して今は労働力不足に困っ

ているためです。【陳】

Q：北欧や欧米のイノベーション

の成功例をそのまま取り込むのは

難しいのでは？

A1：北欧の成功の理由には、産学官

がお互い信頼しているということがあ

ります。特に弱い「産」は、大学の技術

を信頼しています。また、中国では

「官」が非常に強く、大学は「右向け右」

の号令に一斉に従います。日本がうま

くいかない理由は、それらの裏返しだ

と思います。私は「若者」「地方」「中小

企業」が、日本を変えてくれるかもし

れないと期待しています。【田野】

A2：ベンチャーマインドを高めるの

は非常に難しいです。それは、日本の

企業は海外に出なくても生きていける

ためです。日本国内市場で生きて行け

るのに冒険する必要はないということ

で、挑戦的な取り組みが潰されてしま

います。大企業ではイノベーションは

起きにくいので、中小企業、ベンチャ

ーに期待したいと思います。【平尾】

Q：バイオクラスターの連携に、

ゲノムに強いアメリカやイギリス

が入っていないのは？

A：日本にはスパコンを用いた解析力

がありますが、疾患ごとの患者数のデ

ータが少ないという弱みがあります。

そこで、スウェーデン、デンマークで

は5,000名から１万名のデータベース

を持っているので、国際連携で解析を

行うことで、治療法の進歩に役立てよ

うとしています。【淺田】

Q：北九州で、異文化を取り入れ

るためのシステムはあるのか？

A：アジアからの学生を受け入れる体

制は充実しています。ところが、集積

した各大学院どうしの連携となると、

立ち上げ時から一応軌道に乗るまでに

は時間がかかりました。日本人は非常

に均質で教育レベルも高いのですが、

このような連携に関しては均質過ぎる

とうまくいかないと私は思います。ど

ちらが上か下かに関心が行き勝ちです。

日本では「話し合わないと戦争するし

かない」という厳しい状況におかれる

ことが少なかった。違いを認め合うこ

とが必要なのです。ロジカルシンキン

グを身に付け、コミュニケーションの

ルールを確立し、議論を通じてお互い

に仕組みを改善していくということが

大切だと実感しています。【宮下】

Q：企業マインド育成について、

どんなアイディアがあるか？

A：イノベーション成功者を30人以上

呼んで話をしてもらう、学生1組が上

司と部下になって組み込まれるPBL※

などを考えていますが、どれも1回や

って終わりではなく、5年間の中に波

状的に組み込みたいと考えています。

例えばMOTにしても、入学してすぐ

は知財、卒業間際では起業、というよ

うに5年間を有効に使って徐々に理解

を深めたいと考えています。【田野】

Q：ポスドクに「イノベーション

博士」を与えることができれば、

ポスドク問題解消にもなる？ 

A：社会人の再教育も、もちろん考え

ていますが、基本的に非常に厳しいイ

ノベーション教育をしようとしている

関係上、既に研究開発経験をお持ちの

人でも、来てすぐ１年間程度でイノベ

ーション博士として認定を受けること

は難しいと思います。【田野】

2010年1月21日	 平成21年度第9回WG2会議

2010年1月29日	 第2回シンポジウム

2010年2月1日	 平成21年度第6回WG4会議

（独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　フェロー　宮下　永
（財）先端医療振興財団　クラスター推進センター　国際連携　専門役　淺田　孝

　　　　　　　　　　　　　　　　中国科学院微電子研究所　主任教授　陳　傑

スーパー連携大学院WG2委員長／電気通信大学　副学長　田野　俊一
スーパー連携大学院WG3委員長／野村證券（株）　産学官連携シニアマネージャー　平尾　敏

　　　　　　スーパー連携大学院WG1委員長／筑波大学　教授　小林　信一●モデレーター

●パネリスト

※PBL：プロジェクトベースドラーニング（問題解決型授業） ※この記事は、当日のご講演を元に編集部が作成しました


