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１．はじめに 

 

冒頭から個人的な件を申し上げて恐縮であるが、筆者は、２０１２年の第１１回産学官連携推進会議

において、「産学官連携功労者表彰・文部科学大臣賞」 を受けた。下記の考察での、責任のとれる

資料としたい。 

わがくには、１９６０年代から２０００年代にかけて いわゆる「高度成長（高度経済成長）」 を成し遂げ、

科学技術振興のための資金的余裕も出てきたため、２００１年に科学技術基本法を成立させ、「科学

技術創造立国」、「知財立国」 を国の振興のスローガンに掲げ、科学技術振興５か年計画として 

「科学技術基本計画」 を実施している。国家予算は年１兆円、5か年で 5兆円の規模である。2012年

からは、東北大震災復興へ資金を回し、現在第 4次科学技術基本計画を実施中である。この基本計

画の実施主体は、2001 年に設置した内閣府であるが、内閣府では、科学技術振興の柱に 「イノベー

ション（科学技術イノベーション）」 を掲げ、 その実現の行動システムとして 「産学官連携」 を掲

げている。しかし、2019 年を過ぎた現在でもなお 「イノベーションとはなにか」 「産学官連携のありか

た」 は不透明であり、「イノベーション国家米国」 といろいろな面で異なるわがくにでの独自の方針

や方法を模索中である。 

そこで、「産業科学の創設」 を目標とする （公益財団）名古屋産業科学研究所において、これら

を考察することは適切であろうと思われる。 しかしこの場合、一般論を述べても無意味であるので、

冒頭に述べた筆者の表彰の体験から、実際に体験した産学官連携のプロセスを点検し、その視点に

立って得た教訓のような実感を述べてみたい。その教訓とは、「産学官連携の出発点において、「学」 

の側で 『発見』 に留まることなく 『発明』 にまで進展すること 」 と言える。このことは、「科学技術

イノベーションとは、科学技術の発見・発明によって科学技術産業の世界を変革するシステムであ

る。」 という筆者の結論から出たものである。 

 

２．イノベーションと ３つのハードル説 

 

まず 「イノベーション（Inｎｏｖａｔｉｏｎ）」 という科学技術振興のシステムを標榜したことは、欧米式

科学技術先進国である欧米の方式を習ったものである。筆者は、 名古屋大学を定年退職後、 文

部科学省所管の独立行政法人科学技術振興機構（JST）で科学技術行政の仕事に従事した。その

間、 英国ブリティッシュカウンシルで科学技術振興行政に関して研修した。わがくには、ペリーの東

洋艦隊で西洋科学技術の威力を体感し、明治以降 「文明開化；西洋文明導入」に奔走してきたが、

このイノベーションのスローガン導入の場合も状況は同様であるようである。イノベーションというキーワ

ードは、永年喧伝されてきているが、いまだにその中身は不明である。そこで、わがくにでは、「産学官

連携」 を実施することで、イノベーションを集団の連携行動で把握すべく 「産学官連携推進会議」 

を創設したものと考えられる。この「科学技術イノベーション」 を行動的な「産学官連携」で実現しよう

とする発想は、日本独特のものであり、余談であるが、歴史的には、明治維新前の「尊皇」 と行動的



な表現である 「勤皇」 の使い分けの前例を想起させる。 

さてこれは議論のための材料としての 「イノベーションとはなにか」 に関する知識の断片である。

現在では、目標の知識に関しては、インターネットの検索で、学術的客観性を無視すればただちに大

量に得られる。イノベーションとはなにか、に関しては、イノベーションの提唱者のシュンペータ

（Joseph Schumpeter; オーストリア生まれの経済学者、死去までの１０年間は米国ハーバード大学教

授）の著作（経済発展の理論）またはその和訳の解説が多いので、著作の内容の理解は難解である

が、考察対象の範囲は複雑ではない。文部科学省からの解説もある。 その骨子は、「商品の消費者

の嗜好（社会的需要）は、自然発生的ではなく、生産側で制御される。」 というものである。 イノベー

ションとは 「技術革新」 である、という言い方との共通部分もある。したがって、生産側の特権として

の 「発明、特許」 との関係も深い。しかし、このイノベーションによる産業の発展に関しては、技術革

新や発明・特許とはとくに関係のない 「製造原料の調達」 や 「販売方法」 の革新なども含む非常

に幅広い領域に亘るので、わがくにでは 技術革新と直結する 「科学技術イノベーション」 という表

現を行っている。また、産業の現場では、自己点検のための 「イノベーションの３つのハードル説： 魔

の川、 死の谷、ダーウインの海」 が流布しているようである。 

このイノベーション推進のための３つのハードル説は、イノベーションの輪郭が鮮明になるのに２０－３

０年かかることや、多くの条件が長期的に必要な抽象的概念のため、開発・製造現場での自己点検に

便利な実践的俗説のようである。わがくにでも重用されており、「魔の川」とは、革新的な発見・発明が、

産業界で生産に結び付くように開発される段階（ハードル）であり、 「死の谷」とは、産業界でビジネス

として展開されていく段階（ハードル）であり、 「ダーウインの海」 とは、ビジネスを推進する革新技術

の技術優先が確定し、他を圧倒（淘汰）して独占的ビジネスを展開する段階、とされている。この便利

な俗説は、「イノベーションの国；米国」の開発現場で発生したようである。イノベーションの提唱者で

あるシュンペーターが、晩年に米国主要大学の教授を務めたことも関連しそうである。わがくにの企業

での開発部門にも広く普及しており、魔の川とはミシシッピ川のこと、という説もある。これは、米国のイ

ノベーション運動が西部開拓のプロセスと結びついたためと思われる。とすれば、引き続く「死の谷」 

はコロラド渓谷であり、 「ダーウインの海」  とは、ガラパゴス諸島のある太平洋、となる。しかしこれ

以上は根拠のない想像であるため、終了する。わがくにでは、米国のシリコンバレーなどの研究開発

型企業群の活動などは歴史的にも基盤がなく、産業の社会的システムが異なるため、 

イノベーションの展開を 「産学官連携」 に置き換えて奨励している。 

 そこで、これからは筆者が永年を通して体験してきた産学官連携の具体例を根拠にして、イノベー

ションの実例を考察する。 

 

３．アモルファスワイヤ MIセンサイノベーション 

 

本文の冒頭に記載した産学官連携功労者表彰のタイトルは 「磁気インピーダンス素子（MIセンサ） 

による電子コンパスおよびモーションセンサの開発」 である。 

  この磁気インピーダンス素子（MI センサ）は、大学「学」 での研究成果を「官」が支援して「産」 

の開発に結び付け、「産」 のビジネス展開と、「産」の突出した技術優位の状態で独占的なビジネス

展開に至った（ダーウインの海を渡っている）公式的なイノベーションの例になっていると考えられる。 



まず、「学」の側の 「発見・発明」 の呼び水である 「社会的要請」 がある。これは後になって符

号したことであるが、わがくにでは１９８５年に 「通信の自由化（情報通信事業の民営化）」（米国、英国

では１９８４年）を行い、インターネットと結びついた携帯電話産業の開放政策を開始した。そこで、 携

帯電話産業のイノベーションを興すべく、情報通信の民営化機関では、 携帯電話の爆発的普及を

予想して 「電子コンパス」 という歩行者ナビゲーションサービス産業を発案し、その必須デバイスと

しての 「地磁気マイクロ磁気センサ」 の必要性を提唱したようである。 この歩行者ナビゲーション

システムは、携帯電話の所有者をすでに稼働している GPS（Global Positioning System） で特定し、

その所有者が水平面内で向いている方向（向き）を、３次元地磁気センサで決定し、携帯電話画面の

地図を所有者の向いている方向に回転・停止（heading）させるものである。この場合、マイクロ寸法で

地磁気を高精度で検知する磁気センサは存在しておらず、新たに創造（発見・発明）する以外になか

った。研究者の腕のみせどころである。 

地磁気を高精度で検出する高感度マイクロ磁気センサの発明は、もとより磁気工学研究者の一般

的研究目標であった。そのきっかけは、第２次世界大戦中に米国（GE 研究所など）によるフラックスゲ

ート磁気センサ（FGセンサ）の発明である。このFGセンサの磁気検知能力は １マイクロガウスほどあ

り、 海中（水中）で数十メートル離れて潜水艦や戦艦などの鋼製船体の残留磁気（数～数百ミリガウ

ス）を検知する目的で多数使用された。戦後では、石油鉱脈磁気探査に活用され、また１９６７年のア

ポロ月探査プロジェクトでは、月面に設置されて 「月磁気」 の計測に使用された。NASAの発表では、

「月の磁気は０．１マイクロガウス以下である。すなわち、月が生きている衛星とは考えられない。」と 

いうものであった。なお、太陽系惑星の磁気は、NASA の惑星間探査機で測定されており、木星など

地球より大きな惑星の磁気は地磁気より大きく、その起源は基本的にダイナモ理論（惑星内マントル

電流のよる円電流磁気）で説明されている。 

筆者は、このFGセンサを研究した結果、原理的にマイクロ磁気センサにはならないことを結論づけ

た。すなわち、FGセンサは交流磁界励磁により高透磁率磁心の非線形磁化特性を利用して、その第

２調波誘導電位の振幅で磁気を読み取るものであり、磁心の両端の反磁界が原理的に発生するため、

磁心をマイクロ寸法にできない、というものである。また、FG センサは原理的に消費電力が大きいとい

う面も、携帯電話要素には不適である。 マイクロ磁気センサが存在しないことは、「電子コンパス」が

実現できないことであるが、この状況で携帯電話産業でのイノベーションの特徴が表れている。すな

わち、「このキーデバイスが発明されれば、将来は独走的な産業が展開でき、産業上の変革が起き

る。その産学官連携プロセスを主体的に体験できる。」 場を約束している。科学技術研究者の発

明への意欲を刺激し、科学技術研究者の社会的な大きな生き方を呼び掛けている。また、当該産

業界の製造修練の上に、将来の社会が要求するさらなる発明の連鎖と産業的変革を実感していく

権利も手にすることになる。 

科学技術イノベーションは、新発明の新科学技術による産学官連携社会変革システムである。 

筆者は、かかる科学技術研究者の新たな生き方に共鳴し、新高感度マイクロ磁気センサの発明を

期して、国際会議（１９９１年）での著名な研究発表を聴いた結果、磁気センサを構成した場合の感度

不足に不満を感じ、帰国後ただちにアモルファス磁性ワイヤの新たな探索実験を開始した。そして、

１９９３年、アモルファスワイヤを製造・販売している企業からの内地研究員に零磁歪アモルファスワイ

ヤの磁界検出実験を提案した結果 「磁気インピーダンス効果（Magneto-Impedance (MI) effect」 



と命名した新現象を発見した。広い実験室の離れた鉄製ドアを開閉すると反応するという高感度の

効果である。ただちに、研究室に滞在中の磁性理論研究者の外国人研究者と議論し、アモルファス

ワイヤ通電電流の周波数が非常に高いための「表皮効果」が何らかの磁性作用を起こしていることを

直感した。そこで、ランダウの磁性理論の著作から、ワイヤ磁性体のインピーダンスの式を参照し、メ

カニズムの理論式を導出した。そこでただちに筆者のとった行動が、決定的に重要なものとなった。

すなわち、この磁気インピーダンス効果を JST を通して「特許申請」 を行ったことである。名古屋大

学工学部電気系学科の同僚教授であった赤崎勇教授（２０１４年ノーベル物理学賞）の手法から学ん

だ方法である。この 「研究のオリジナリティの国際的保証」 の手続きを踏んだうえで、同年夏の国

際会議（RQ-8 ; Sendai）で公表した。その会場に米国電気電子連合学会（IEEE）磁気応用部門

（Magnetics society）の主要会員の Prof. F.B. Humphrey, Boston Univ. らが居り、筆者の研究成

果に注目して、翌年の米国アルバカーキでの国際応用磁気会議（INTERMAG’94, Albuquerque）で

の Special session on Magneto-Impedance の開催となった。これを機に磁気インピーダンス効果の

研究が世界的に広がっていった。そして筆者は、Prof. Humphrey の奔走で、１９９５年１月１日 IEEE 

Fellow に表彰された。２０１０年１月１日には，規定によって IEEE Life Fellow になった。 

これと並行して、わがくにでの重要な動きがあった。すなわち、１９９３年の RQ-8 開催後に、JST

の担当官が名古屋大学の筆者を訪問し、磁気インピーダンス効果の応用および INTERMAG’94 

special session の件を確認した上で、「集積回路型マイクロ磁気センサの発明」を条件として国費

研究費による研究支援を提案した。筆者にとっては幸運が重なっていたことが後年分かった次第で

ある。まず国際会議のRQ-8では、主催者の東北大学増本健教授がアモルファスワイヤを１９８１年に

実用的に開発し、文部科学省のプロジェクトになっていたため、文部科学省に注目されていたこと、

JST も文部科学省とともに IEEE の動向に敏感であったことなどがある。 

 さて、この「集積回路型マイクロ磁気センサの発明」 であるが、筆者にとっては能力的には問題で

はなかったが、国立大学工学部教授としては大いに葛藤があった。文部科学省所管の独立行政法

人科学技術振興機構（JST）としては、産学官連携を進めるためには、「大学での新発見を企業が開

発しやすい段階に進める」 ことは必要であった。JST は、大学研究者の価値観をよく知っており、 

画期的な基礎研究での発見を行った研究者は、「学」の世界に生きており、数多くの国際会議での

招待講演や学術誌での招待論文執筆に追われるとともに、その生活に満足して他のことはやりたが

らないことをよく知っている。一方では、大学工学部の研究者は、産業界との主体的な交流も高く評

価している。筆者は、「学問の自由、大学の自治」を考慮したうえで、「官」の提案を了承し、「磁気イ

ンピーダンス効果の発見から MI センサの発明への展開」 を行った。そして企業では 産学官連携

を基礎に電子コンパス事業が展開され、その間の生産と開発技術の高度化の上に、自動運転（バス）

用の新磁気ガイドシステム MPSが開発され、現在突出した技術優位により独占的な事業が展開され

ている。 

 

なお、欧米式科学技術イノベーションの流れの形成では、トインビー、シュンペーター、ドラッカーと

いう３人の経済学者の学説が著名である。まずトインビー（Arnold Toynbee； 英国の歴史学者、経済

学者、 「産業革命」 を提唱した歴史の研究 ２５巻の著作で有名）が１７－１８世紀の社会変化（労働

者階級の出現）を 「産業革命」 と表現した。ワットの「蒸気機関」に代表される技術革新・発明によっ



て西洋産業が世界文明の標準になり、その牽引を開始した。日本の明治維新は、この産業革命の波

に乗ったものであり、文明開化で産業から教育まで西洋化が進んだ。令和になった現在も進行中であ

る。 

 

４．イノベーション時代の科学技術研究者の生き方 

 

現代は、大都市型科学技術時代でありイノベーションの時代である。イノベーションの手法は、イノ

ベーションの国米国から、高度成長とインターネットとともに遣ってきた。見えない黒船であり新しい経

済成長のシステム論である。その骨子は、「消費者の嗜好は、消費者側の自然発生的なものでなく、

生産側で作られる。」 という逆転の新経済理論である。インターネットが典型例である。スマートフォ

ンの普及が典型である。その実証をみれば、系譜としては、トインビー（産業革命の規定）、シュンペー

タ（イノベーションの提唱）、ドラッカー（イノベーション経営論）、に続いて、経済学者ではないがジョブ

ス（スマートフォンの提案）がきそうである。 

さて、イノベーションは、多数の消費者が関わり、その民族の歴史や伝統・倫理観に基づく社会の独

自性が影響すると考えられ、わがくにでは、「産学官連携」 による集団連携行動でその浸透を図って

いる。わがくには、古代以来水稲米食の大和民族が多数であり江戸期や明治維新以降形成されてき

た「官」の存在が大きく、これまで種々の民営化は行われてきたが、高度成長を牽引してきた 「産学

官連携」 によってイノベーションの成功例を実現させることを期待してきた。わがくにの 「官」 は、担

当官によって大きな効果を発揮する。３．で述べた MI センサイノベーションの成功は、「魔の川」 を

渡るもっとも重要な時期に 「官」 が効果的な役割を発揮したためと評価される。と同時に、「学」の側

の 「特許申請」 を含めた 「主体性」 を発揮する姿勢も問われている。言い換えれば、「イノベーシ

ョン時代は、科学技術研究者の主体性を問う時代である。」 と言えよう。このイノベーション時代は、

わがくにがこれまでの「アジアのセンサ民族」 から脱皮して、 「日本イノベーション」 を軸に、日本

発科学技術 を発信する時代でもある。 

 

５．学技術イノベーションを推進する産学官の役割について 

 

以上のように、科学技術イノベーションとは、「社会の要請に基礎的に応える科学技術上の画期的

な発見・発明を産学官連携によって、企業で開発し事業化を展開し、最終的には独占的事業に進む

こと」と言えよう。そして、その行動を行う産学官のそれぞれの役割は以下のように考えられる。 

５－１ 「学」の役割：  

科学技術研究者は、ほとんど全員が画期的な発見・発明をなし得る能力と環境に恵まれている。い

わゆる秀才の集団である。察知した科学技術の疑問をすみやかに実験できる研究環境がある。そこ

で、日本の科学技術研究者に必要なことは「主体性の確立、オリジナリティの確保」である。欧米等は、

「オリジナリティを盗られる方がバカ」の世界である。このため、日本では知財（特許）の申請システム

や特許権の保証システムが充実してきている。研究者は、画期的な発見を行ったときは、何はさてお

き「特許の申請」作業に集中する必要がある。学会での公開は急がれるが、この特許の申請のあとに

すべきである。研究・研究者の生命はオリジナリティにある。この特許権の存在がイノベーションでの



産学官連携の核であり、産学官の持続的連携の求心エネルギーである。 

５－２ 「官」の役割： 

日本では、歴史的伝統的に「官」の果たす役割が大きい。「官」の役割は、とくに「魔の川を渡る（画

期的発見・発明を企業が開発しやすい段階に進める。）」段階で重要である。すなわち研究者には、

発見に安住せず、発明に進むべく「官圧」をかけることが重要である。「官」による研究者の特許申請

の援助および特許権の長期的管理も非常に重要である。「ハイテクコンソーシアム」の開催や企業へ

の開発委託も非常に有力である。 

５－３ 「産」の役割： 

 科学技術上の画期的発見・発明の実用化は、イノベーションを実現させる上でのポイントであり、「産」

（企業）の役割である。この開発段階で、「学」の発見・発明に磨きがかかる。社会の要請に応える企

業活動は、社会的評価がとくに高い。開発での新技術の進展がさらなる画期的応用を呼び、ダーウイ

ンの海を渡ることに発展する。 

 

６．おわりに 

 

科学技術イノベーションとは、社会の要請に応える科学技術の画期的な発見・発明による特許権を

核に、持続的な産学官連携等によって、科学技術・産業の変革が起きてゆく社会変革のシステムで

ある。これは、科学技術の画期的な発見・発明を核とする新たな産業経済の発展理論であり、従来の

産業経済発展理論とは異なり、「消費者の嗜好は、消費者側の自然発生的なものではなく、生産側で

管理される」ことを基礎とする新規な産業経済の発展理論である。イノベーションの国米国から日本に

も渡ってきたものであり、日本では日本的方法で対応すべく、「産学官連携」という伝統的な行動シス

テムを政策としている。わがくにでも、高度成長期が終わり、「超高齢社会の持続的発展の社会（安

全・安心のスマート社会）の創造」を模索する時代に移行している現在、実態あるものにしていく必要

がある。このためには、産学官の各分野での意識改革が必要であり、目的を持続的に達成するため

の具体的役割を確認することが必要である。筆者は、産学官連携での具体的な体験を通して、いくつ

かの教訓を述べた。 

 

 


