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上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第9回）

産学連携と技術移転
―産学連携で国際競争力の回復を―

東京農工大学大学院 技術経営研究科 亀山 秀雄 教授 インタビュー
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業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002 年 12 月退社。2003 年 3 月から東レ
経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤講師。現在、ミヤキ（株）代
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繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門
学校講師、企業グループが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌での
ライティング、各種デザインのクリエイティブ・ディレクターのほか、企業のブランディン
グに関わるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。2006 年から「戦略的技術マネジメ
ント研修」の講義記録を担当。

Point
1 大学のミッションは、従来の「教育」と「研究」に加え、近年は「社会貢献」が求められている。

研究成果が産業界で取り上げられるように“見える化”することが重視されている。
2 研究成果が産学連携により社会で広く使われることを経験することにより、学生は社会に出て活躍

することに対する意欲を高める。
3 産学連携、技術移転を成功させるためには、大学は特許のライセンスだけでなく、付随するノウハウ

をトランスファーすることが必要。
4 企業側は研究費を提供するだけでなく、大学に入り込んで産学協同で研究開発をマネジメントして

いくことが重要。
5 企業と大学の産学連携についての理解の溝を埋め、技術移転の意味や大学発ベンチャーの役割への

認識が深まり、産学連携が活性化することが望まれる。
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このシリーズは東レ経営研究所が主催する上級

MOT 短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で

主要科目を担当される講師の方に、講義の内容や

MOT（技術経営）についてインタビューするもの

です。また、このインタビューを通して、各講師

の先生方とプログラムディレクターの間で、研修

の狙いや進め方などについて、より深い擦り合わ

せを行うものです。

今回は東京農工大学大学院・技術経営研究科の

亀山 秀雄教授にお話を伺いました（2008 年 2 月 4

日、同大学キャンパス内にて）。亀山教授には「産

学連携と技術移転」と題した講義題目を担当して

いただいています。

農工大のMOT教育

宮木：亀山先生とは、化学工学会の活動などを通

じ、長年お世話になっております。そんな関係か

ら、施設、研修内容などの面で相互に協力し合お

うということになり、現在、東レ経営研究所（以

下東レ）が提供するMOT研修の多くを田町のキ

ャンパスイノベーションセンターにある農工大の

教室で開講させていただいており、感謝しており

ます。

亀山：この教室は農工大が 2005 年から正式な専

門職大学院としてMOT教育をスタートするにあ

たり、社会人の利便性に配慮した教室の必要性を

感じて用意しました。同じく教育サービスを行う

仲間としてこの教室を共に活用できることは、と

ても有意義に思います。

宮木：更に、産学連携というテーマは、MOT の

重要な要素ですから、この分野で活躍されている

亀山先生にはぜひ授業を持っていただきたかった

のです。農工大は以前から産学連携が盛んですし、

その実績ならではのお話が聞けると思いました。

亀山：経済産業省のアンケート等を見ても、産学

連携を行うパートナーとして良い評価をいただい

ています。教員 1人当たりの産学連携の件数も全

国一です。

全国に 10 校ある専門職大学院では、MOT 教

育として共通するコアな部分と各大学の特色を活

かしたカリキュラムを展開しています。農工大で

は、すべての科目の中で技術を事業化する際の

「リスクマネジメント」について必ず触れるとこ

ろが特色と言えるでしょう。昨今ユーザーに不利

益な不祥事をよく耳にしますが、それを事前に防

ぐにはどうすればよいのか、また、万が一そうい

ったことが起こった場合にどのように対処するか

など、徹底的に議論し学びます。

宮木：両者のカリキュラムを見てみると、視点が

ダブっていなくて、補完関係にありますね。

亀山：私たちのMOT教育はベーシックなもので

すが、東レの研修はより実践的なケーススタディ

を多く扱っていらっしゃいます。基礎ができてい

る方や現場経験を積まれてMOTの素養をある程

度お持ちの方にとても有用ですね。また、大学で

は必要に応じて豊富なメニューを用意し選ぶこと

ができるようになっていますが、東レのカリキュ



ラムは必要な講義を厳選し構成されています。大

学院を修了した後も、仕事を続けながら持続的に

MOT の力をつけていくための上級コースとして

通われる方が増えるといいですね。

宮木：農工大のプログラムにも自分の研究分野ご

とでMOTを深めたい、という受講者のニーズに

応えた授業が用意されていますね。また、学部卒

業生から経験豊かな社会人まで幅広い受講生を対

象に、うまく運営されていますね。

亀山：応用科目の中に化学系・機械系・生命系・

情報系といった4つの専門分野を重視したカリキュ

ラムがあります。例えば化学分野の中では「先端

技術科目」として、環境関係の技術開発、ビジネ

ス、特許、リスクといったことについて学べるよ

うになっています。分野を分けた教育は他の大学

と比較しても珍しいと思います。

受講生の割合も今では新卒の学生が 3 割、社

会人が 7割です。

宮木：社会人の方々は授業を通じて若い人の発想

を知ることができますね。

亀山：はい、また若い人たちには、実際の現場で

苦労されている方の経験がとても新鮮に感じられ

るようです。ディベートを行うと最初は社会人の

発言が多いのですが、半年も経てばある程度均衡

してきます。社会人の良い点を吸収して成長を早

めているように見えますね。現在のところ推薦入

学に近い形で新卒の学生が入学してきますから、

優秀な学生は育て甲斐がありますし、お互いの発

想を共有できる、とても良い機会になっています。

宮木：現場経験のない新卒者が果たしてどこまで

できるのか、実は疑問に思う所もありましたが、

実際に授業を拝見していると、自分のアイデアを

事業化したいという思いが強ければ成立するのだ

と感心いたしました。

亀山：そもそもMOTが積極的に取り入れられる

ようになったのは、社会人たちにその教育を施す

ことで、事業化のスピードを上げることを狙った

からでした。しかし、私たちの大学が行っている

ように、10 年 20 年先の将来に活躍できそうな若

手を実戦経験のある社会人たちの中にポン、と入

れて教育する、というスタイルは大学で行う

MOT ならではですね。もちろん 2 年の学習では

難しいこともありますが、将来の財産として優秀

な人材を育てるのは大学の役割とも言えます。

産学連携、「種」を育てる

宮木：経済産業省がMOT人材育成プロジェクト

を開始してから 6年が経過しました。当初から産

学連携というのは大きな課題でした。当時既に世

の中で商品やサービスの寿命がどんどん短くなっ

ていくに従い、ひとつのものを長い時間をかけて

育てることが企業の中で難しくなっていました。

それを切り捨ててしまうのではなく、産学連携に

よって継続していくことが重要だと考えられてい

るのではないでしょうか。

亀山：従来、大学のミッションは「教育」と「研

究」です。加えて近年は「社会貢献」が求められ

ています。具体的には基礎研究、シーズ研究を主

に担当し、その研究成果が産業界で取り上げられ

るように“見える化”することです。そこで面白

いものがあれば、互いに協力し育てていく。その
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育てていく“場”が大切になっていくと思うんで

す。国も共同開発センターやベンチャー･ビジネ

ス・ラボラトリー、インキュベーション施設など

を積極的に設ける政策を進めていますね。

更に特許に関しては、知財本部を大学側に設

置し、厳格な知的財産の管理を行う仕組みを国が

考えてくれています。

しかし、それだけ力を入れているにもかかわ

らずあまり認知されていない状況に鑑み、東レで

の講義の中でも事例を挙げながらお知らせするよ

うにしています。

宮木： TLO（Technology Licensing Organization ：

技術移転機関）ももっと活用されるべきだと思い

ますが、企業側では必ずしもうまく機能していな

いという声を聞くことがあります。

亀山：農工大では、ただライセンスを渡すだけで

はなく、共同研究を行える場を作るために経済産

業省のマッチングファンドを斡旋しアフターケア

を行っています。創設以来ずっと黒字で、2 年間

は 4％の配当を出すこともできました。

宮木：農工大は素晴らしい成功例だと思います。

TLO は特許をライセンスすることで収益を得る

というイメージがありますが、それだけでなくノ

ウハウもトランスファーされていることによるの

だろうと思います。

亀山： TLO がうまく機能している秘訣は、過去

に大学で出した特許を調査し、その中で商品にな

りそうなものを洗い出したことにあります。実は

大学自身もきちんと把握しているところは少ない

のです。私たちが特許庁で全教授の名前で検索す

ると 600 件の特許が出てきました。それらについ

て大学が権利を持つのか、先生個人に権利がある

ものの大学に寄付し管理委託が可能なのか･･･と

細かく整理し、どんな企業に技術移転しやすいの

か先生に尋ねました。この準備を綿密にしたので、

TLO スタート時から売り先が明確に決まってお

り黒字も出せたのです。

更に、ただライセンスを渡すのではなく、ラ

イセンスを元にその後の研究開発を行う場づくり

が不可欠ですから、NEDO のマッチングファン

ドに申請し資金を得ることを企業に申し出ます。

これらの業務管理を TLO が行い、取得した資金

の 10 ％をマネジメント費として得ることができ

ます。また、契約に関わる費用は手付金的に結果

を出す前にいただくようにしていますから、企業

はあまり大きくないお金で契約できます。

社会とつながる研究開発

宮木：大学の先生方は、論文が第一の評価の対象

ですね。論文を出すことが最重要という意識を持

たれている先生も多いかと思いますが、それに関

わっている学生たちの意識はどんな感覚なのでし

ょうか？

亀山：学生たちは自分が関わった研究体験を元に

社会に出て事業活動に参加します。それなのに、

論文を出して終わり、という価値観が刷り込まれ

ると会社に入ってからも事業化がうまく進まない

原因を作ってしまいかねません。

そこで産学連携によって企業側の意向を受け

取り、先生と学生が同じテーブルについて研究開

発する場を持てれば、社会における最終的なアウ

トプットは製品をつくって広く使われることなの

だと、生徒自身が実感できるのです。産学連携を



教育の面から見る意味においても重要なことだと

思います。

宮木：世の中に商品として出していって、人の役

に立つという面白さを知る、その端緒を産学連携

の中で得られるのはとても良いことです。

亀山：ユーザーに喜ばれ、社会を良い方向に向け

ていくこと、それはある意味、エンジニアとして

の生き甲斐でもあります。そういう視点を持つき

っかけを得て欲しいと思います。

宮木：しかし日本全体を見渡してみて、亀山先生

のおっしゃるような形での産学連携や技術移転は

果たしてうまく行われているのでしょうか？

亀山：まだ制度的には産業界で十分な理解がされ

ていないと思います。共同研究と委託研究の違い

や資金の割り振り方など、よく知られていないん

です。特に中小企業は大学との共同研究に躊躇し

ているように見受けられます。もっと産学連携の

成功例を公表して機運を高めていくことが必要で

すね。

更に大学にお金を入れたらそれで終わりではな

く、明確な目標立てをし、そこへ至るまでのロー

ドマップの作成と共有を行い、定期的に報告・議

論をもって進める、つまり“どのように研究開発

をしていくか”という大学・企業両者のマネジメ

ントが重要なのです。

宮木：事業化に対する大学の意識を変えるために

も、もっと企業が牽引していかないといけませんね。

亀山：企業側のメンバーも現場の研究者ですから、

彼らもマネジメント“される”側である場合が多

いのです。マネジメントは共通課題と言えます。

宮木：亀山先生は、農工大が産んだ（株）アルマ

イト触媒研究所の取締役、（株）アルキャットで

は技術アドバイザー、そしてこれらの会社の事業

をバックアップする OB 会組織「AT-Netz」のメ

ンバーを務めていらっしゃいますね。

亀山：今後は特にAT-Netz の役割が重要になって

くると思います。この機関は、実務経験を活かし、

大学発ベンチャーの起業・運営や産学連携におい

て、知的財産関連、営業･マーケティング関連、実

用化技術開発関連、更に経営･業務管理関連等の支

援を行います。2 年前には単なるボランティア的

組織から社会的責任を取れる中間法人になりまし

た。このメンバーを務める人は、この機関からお

金を取ることはしませんが、責任をもって大学発

ベンチャーの弱いところをケアしてくれます。

宮木：なるほど。お話を伺うにつけ亀山先生の企

業人的発想やビジネス感覚の鋭さが現れているよう

に思います。そういう先生が多く登場してくださる

ことを企業は望んでいるのではないでしょうか。

亀山：いえ、私も産学連携から学ばせていただい

たんですよ。アメリカなどでは、そういう感覚の

先生も多いでしょうね。大学の制度としても研究

の成果を自分の収入にして良いというものや、

1 年間のうち 2 カ月はフリーに自分の研究を行え

る契約を結べるとか、より環境が整っているとも

言えるでしょう。日本では兼業申請をして本業の

収入を超えないようにしなければなりません。

ただ、今の日本に求められている大学発ベン

チャーは、アメリカのように上場して外から資金
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を集め一挙に億万長者になるようなスタイルでは

なく、研究開発型の企業なのです。現在大学の研

究者数は日本の研究者全体の 4割をも占めていま

すが、その研究成果を事業化し社会と結び付けて

いくには、苗床のような機関が必要で、これを日

本の大学発ベンチャーが担うべきだと思います。

学内で様々な分野のベンチャーが誕生し、ラ

イセンスを取得し企業にライセンスを売り、その

資金で新たに研究を行う、またはそういった企業

から研究委託を受ける、というような運営が理想

的ですね。このように企業と大学を埋める機関が

多くできれば産学連携はもっと活性化すると思い

ます。

学び続けることが重要

宮木：最後に東レのMOT研修についてアドバイ

スやお感じになっていることを聞かせてください。

亀山：参加されている方々は、既に実務経験があ

り、さらなるスキルアップのために受講されてい

ます。明確な目標を持ち、レベルが高いという印

象を持ちました。大学で修士や博士をとったから

終わり、ではなく、学び続けることの大切さも感

じました。皆さんにはあまり基礎的なことをお話

ししても意味がないでしょうから、彼らが知らな

い、見えていない部分に絞ってお話しするように

心がけています。そのように意欲ある人たちが産

学連携に積極参加することを期待しますね。

宮木：東レのMOT研修受講生は勤続 15年以上の

方々ばかりなので、正直なところ勉強する習慣が薄

れてしまっているのも確かです。半年間の研修も思

いのほか厳しいと感じている受講生は少なくありま

せん。でも、授業ごとに1冊以上の書籍を配布して

いるのですが、最初のうちは大変だと言っていた方

たちが次第に学ぶことに積極的になり、研修後には

「来週から読む本が無いのか」と寂しがる人がいる

ほどなのです。そのような姿は見ていて感心します

し、すがすがしいものを感じますね。

亀山：学んだことを自分たちの現場で実際に使っ

ていただけるようになるといいですね。私たちの

カリキュラムでは最終的に実行可能なビジネスプ

ランを立案させます。昨年の社会人修了生の中に

は修了後すぐにそのプランを実施することになっ

た例もありました。東レの研修でも最初にプラン

を作成し、様々な研修を経てプランを改善しプレ

ゼンテーションする、といったことを行ってみて

はいかがですか？

宮木：実はそういった試みをアドバンスドコース

でやってみようと思っています。研修内容の深さに

対して「時間が足りない」と言う方も多数いらっ

しゃいまして、今後ケアしていきたいところです。

亀山：それはいいですね。いったん研修を終えた

人がさらにブラッシュアップする授業を受けられ

るのは、学んだことを活かす良いチャンスにもな

ると思います。

宮木：本日はお忙しい中、貴重なお話をお聞かせ

いただきありがとうございました。今後もよろし

くお願いします。

同席の東レ経営研究所　石川裕子プランナー


