フォーカス中部

Next30産学フォーラム

〜３年間の活動の振り返りと産学連携の深化に向けて〜
中経連が隔月で開催している若手の産学異分野・異業種交流会「Next30 産学

フォーラム」は今 年４月で４年目に入った。３年 間の活 動を振り返り、今 後の

活動の方向性について総括するとともに、さらにこの活動の発展形として調査検討を進めている異分野
融合の取り組みについても紹介する。

懇親会の様子（第１回）

グループディスカッション
（第12回）

三田会長と若手の交流（第４回）

学生指導のワークショップ
（第10回）

大学講義室での講演（第14回）

現場見学会（第16回）

設立の背景・目的
中経連では2011 年 10月に初めて名古屋大学な

会を設置すると同時に、次の30年（Next 30 Years）

ど４つの大学法人にご入会いただいた。
これを機

を担う若手を対象とした異分野・異業種交流会

に産学連携のあり方について改めて意見交換した

「Next 30 産学フォーラム」を開始した。
フォーラム

ところ、
「 従来の産業界と学界との繋がりとしては、

では“人的ネットワークづくり”と“多様な価値観に

学会やマッチングイベント等を契機とした共同研究

対する気づきの場づくり”を目的として、産学の多

などがあるが 、目的 が 限 定されるために関 係 が

様な話題を提供しながら定期的（奇数月、年６回）

単発的になりがちであり、新しい連携の芽を育み

に開催し、具体的な成果よりも、先ずは相互理解

にくい」、
「 昨今の人材育成の議論においては、多

を深め、新たな発想や啓発の機会を作ることに主

様な価値観を受け入れられるグローバル人材の重

眼を置いた活動を進めている。

要性が指摘されているものの、若手研究者・企業
人は、
自分の研究分野や職務に没頭しがちであり、
外国はおろか、地域の優れた人材と出会い、多様
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そこで中経連では2012 年４月に産学連携懇談

組織体制と実施ステップ
実施にあたっては年度初めに会員大学にフォー

な思考を受け入れる機会に乏しい」
といった意見

ラムの趣旨を説明し、賛同いただいた大学から、

が提起された。

新進気鋭の若手の先生（准教授、助教クラス）を
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加をいただいている。
また、
より多様な分野の講演

図１ フォーラム実施のステップ

を聞きたいという意見を踏まえ、各大学の特色ある
学部の先生をお願いし、文系理系を組み合わせた

準備会
（偶数月）

フォーラム
（奇数月）

アンケート
分析

講演を行っている。
さらに、第４回では三田会長や岩田座長（当時）
をはじめとする産学連携懇談会の委員である経営

ご推薦いただき、
１年を通じて活動に参画いただく

層の方にフォーラムにご参加いただいたり、第８、

コアメンバーを組織している。
コアメンバーはフォー

11 、14 、17回では研究室や特徴的な施設の見学会

ラムでの講演の他、
フォーラムの事前会議である準

と併せて大学で開催した。
また、学生も参加しての

備会にも参加いただいている。準備会はフォーラム

ワークショップを開催したり
（第 10回）、瀧上工業㈱

実施の前月（偶数月）に開催し、前回フォーラムの

のご協力をいただき、橋梁工事現場の見学会など

アンケート結果を振り返った後に、次回フォーラム

を開催した
（第 16回）。

の講演やその他の企画について調整を行い、参加
者の意見を取り入れた活動を行っている
（図１）。

参加者のニーズを受けた多様な企画の実施
フォーラムは基本的にコアメンバーからの講演、
企業からの話題提供などの企画、そして懇親会の

その他にも、人材育成についてのグループディス
カッションや中経連事業の紹介など、様々な取り組
みを行い、相互理解を深めるとともに、気づきの機
会を提供した。

結果概要と参加者の声

3 部構成としている。企画については、上記のステッ

今年１月までに計 17 回開催し、延べ 670 名の方

プを活用し、参加者の意見を反映した様々な活動

にご参加いただいた。内訳としては企業が約６割、

を行っており、
その主なものを表１に示す。

大学が４割で平均年齢は40.6才である。毎回約４割

まず、参加大学は１年目の４校から、中経連への
入会増に伴って徐々に拡大し、現在は18 校のご参

の方が新規でご参加いただいている一方で、
６割の
方は過去に何度かご参加いただいている方である。

表１ 活動の沿革
2011年度

10月

（名古屋大学、名古屋工業大学、名古屋市立大学、名古屋学院大学）
４月

2012年度

５月
11月
４月

2013年度

７月
11月
２月
３月
４月

2014年度

７月
11月
１月

2015年度
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大学法人が初めて中経連に入会

４月

委員会再編により産学連携懇談会を設置。
（座長：岩田副会長（当時））
第１回準備会開催（コアメンバーとして上記４校が参加）
第１回フォーラムを名古屋栄で開催（以降、隔月で開催）

第４回を産学連携懇談会と併催し、三田会長、岩田副会長らの経営層が参加
第７回準備会開催（豊橋技術科学大学、岐阜大学、愛知県立大学、愛知県立芸術大学、愛知大学、
金城学院大学、大同大学、
中京大学、
中部大学、南山大学、名城大学が加わり15校体制となる）
第８回を中京大学豊田キャンパスで開催。初の大学での開催
第10回でワークショップを開催。学生が初めて参加
第11回を愛知県立大学で開催

第12回で初めてグループディスカッションを実施（テーマ：人材育成）
第13回準備会開催（愛知工業大学、愛知淑徳大学が加わり、17校体制となる）

第14回を名古屋工業大学で開催

第16回で初の企業現場見学会を開催（橋梁工事現場）
第17回を名古屋市立大学病院で開催
第19回準備会開催（名古屋経済大学が加わり、18校体制となる）
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図２ 参加者の声
参加のきっかけ
1%
5%

9%

3%

内容に関わらず参加したい
話題提供等に興味があった

11%

n=66

15%

次回の参加意欲

講演テーマに興味があった

59%

33%

スケジュールが空いていた

ぜひ参加したい
テーマをみて検討する

n=123

参加者の状況をみて

64%

しばらく様子見する

その他

参加の目的としては、
「 交流、人脈づくり」を挙げ

フォーラムの趣旨・目的の一つである交流の場に

る意見が多く、参加のきっかけとしては、
「内容に関

ついては良い評価を得られた。特に学生の参加や、

わらず参加するつもりだった」
という意見が６割あ

企業の現場見学など参加者の意見を取り入れた

る
（図２）。次回も参加したいという意見も７割近く

企画を行った事が良い評価につながったと考えら

頂戴し、
フォーラムの趣旨が理解され、定着しつつ

れる。
相互理解の促進については概ね良い評価をいた

あることが伺える。
また、
このフォーラムをきっかけとして、様々な活

だいたが、大学からの講演が主となっていたため、

動が生まれている。研究についての個別相談は当

企業からももっと発信できると良いといった課題も

然のことながら、企業の事業展開策をゼミの研究

提起された。

テーマとして調査・提案したり、行政やマスコミとの
接点ができた等の声を参加者からいただいた。

新たな発想・啓発の機会づくりについては、十分
ではないという意見であった。
これは相互理解を促

その他、各講演・企画の感想や、
フォーラムに対

すために異分野の方でも比較的理解しやすい内容

する期待などは幅広く多数頂戴しており、
その詳細

としたため、新たな発想につながるような深い議論

は年度毎に報告書を発行しているので、
ご参照い

に到達できなかったことや、参加する側もそのよう

ただければ幸いである。

な意識をもって参加するような動機づけが不十分
であったことが考えられる。
また、送り出す企業側に

３年間を振り返って

対しても、
フォーラムの趣旨・目的をご理解いただけ

今年１月、アンケートとは別に、
これまでにご参

るような働きかけを行い、
より多くの方が参加して、

加いただいた有志の方を招いて座談会を開催し、

新たな発想を生むための場としての質の向上を図

３年間の活動の振り返りを行った
（表２）。

る必要がある。

表２ ３年間の活動の振り返り
趣旨・目的
・交流の場づくり
・人的ネットワークづくり
・相互理解の促進
・多様な価値観に対する気づき
・新たな発想・啓発の機会づくり
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主な意見

（○：良い点

◆：今後の改善点）

○異業種交流の場はここ以外には知らない。
内容もどんどん進化している
○学生にとって企業と交流できたのは良い刺激になった
○工事現場の見学は大変刺激的だった
○専門外の講演は非常に面白い。相互理解の目的は達している
○企業への講演は経験が無く、質問の視点も学生とは違い興味深い
◆企業からの発信がもっとあっても良い
◆十分ではないと感じており、参加者の目的意識を高める必要がある
◆参加しやすいきっかけづくりをお願いしたい
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今後はこれまで培った交流の場としての良さを維
持・向上させて行くとともに、課題である新たな発

図４ 異分野融合の取り組み例②

名古屋大学 社会イノベーションデザイン学センター

想・啓 発の機 会づくりに向けた活 動を織り込み、
より良い場づくりを目指していきたい。

異分野交流の発展にむけて
Next 30 産学フォーラムは前項で述べたように、
交流、相互理解の場としては一定の評価を得たも
のの、形成された人的ネットワークを一層深め、広

具現化ソン

がりを持たせるとともに、
より具体的な協働に向け

開設している。同センターでは、モノづくりのイノベ

た場を形成することが課題である。

ーションをテーマとする共感工学ラボがワークショ

近年はイノベーションの創出といった、
より目的

ッププログラム
「具現化ソン」
を開発するなど、学生

志向な取り組みが異分野交流の発展形（異分野

から企業まで異分野・異業種の交流によってアイ

融合）
として各所で行われている。
その一例としては

デア創出だけでなく、製品としての具現化を目指す

大阪駅に直結したグランフロント内に2013 年４月に

ためのプログラムの開発・実施、
さらにそれを持続

開業した
「ナレッジキャピタル」がある。
「 知をベース

可能なものとする仕組みづくりを行っている。

に、新しい価値創りと社会変革を」
をコンセプトとし

これらの異分野融合の取り組みは様々な狙いや

て掲げ、先端技術に触れて、体験して、語り合う常設

目的により進められており、中部圏として目指すべ

の交流施設「The Lab.」や「ナレッジサロン」など、

き異分野融合のあり方については、産学官が一体

人が集い、知的刺激を与え、共有、融合、発展させ

となった深い議論が必要である。中経連ではこの

る場を形成している
（図３）。

ような取り組みについての国内外の活動を調査研

また、大学の取り組みとして、名古屋大学は2014
年度に
「社会イノベーションデザイン学センター」
を
図３ 異分野融合の取り組み例①
ナレッジキャピタル（大阪）

究し、中部圏として目指すべき異分野融合のあり方
について、議論を深めていく予定である。

今後の展望
2012 年に開始したNext 30 産学フォーラムは、

多数の参加者、
コアメンバーの協力を得て、様々な
活動を行ってきた。当初の目的とした人的ネット
ワークづくり、相互理解の場としては概ね良い評価
を得ており、定着化しつつある。
一方、新たな発想・啓発の機会づくりや、具体的
な協 働の場についての期 待も高い。中経 連では
The Lab（
. 常設の一般展示スペース）

Next 30 産学フォーラムを、具体的な成果を目的と
した取り組みとは一線を画した、緩やかな連携・交
流の場としてさらに発展・成熟させていくとともに、
その素地を活用したこの地域における異分野融合
のあり方についての検討を進
めていきたい。
（産業振興部

仁杉 圭延）

ナレッジサロン
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