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ごあいさつ

　地域のイノベーションや活性化は世界中あらゆる国の課題である。世界同時不況の中で、経済構造や産業構造

が大きく変化しつつあり、地域の内発的な「地域イノベーション」は喫緊の課題である。また、日本の地方はグロー

バルな競争に耐える産業振興が不可欠な状況である。既存の地域産業を活性化するだけではなく、新しい産業の

創出が熱望されている。こうした現状を踏まえて、法政大学地域研究センターは第 6 回国際シンポジウム「地域

イノベーション　世界同時不況を乗り越える」を開催した。

　地域研究センターは毎年国際シンポジウムを開催してきた。地域と産業の振興をテーマとして、世界各国から

研究者や実務家を招請し、それぞれの国と地域の実情を踏まえて議論する。今回は、「ケンブリッジ現象」とし

て世界的に注目された、ベンチャー創出の演出者の一人、ケンブリッジ大学の Alan Barrell 教授、スイスのブラ

ンド時計を生み出してきたジュラ地域の中心都市ヌーシャテルで時計産業を研究してきた、ヌーシャテル大学の

Denis Maillat 名誉教授、オーストラリアの地方都市でインキュベーションに取り組み、ビジネス・インキュベー

ター協会会長でもある Phil Kemp 氏、そして日本については、ベンチャー創出を研究してきた、芝浦工業大学の

渡辺孝教授に参加いただき、実り豊かな成果をあげることができた。本報告書はその成果である。前半は彼らの

プレゼンテーションを収録した。後半はパネルディスカッションの記録である。

　パネルディスカッションでは、二つの大きなトピックスが議論された。どのようにすれば地域においてベン

チャービジネスや新規事業を創出できるのかであり、ベンチャー創出や起業に向けて人材育成はどのような方法

で可能なのかである。前者では図らずも企業創出の「場」の重要性にパネリストの議論は収斂したように見える。

ベンチャー創出では資金や人材を議論することが多かったが、どのような条件の下で事業が生まれるかについて、

地域やネットワーク、そして合意形成の役割が注目された点は本シンポジウムの貢献であろう。

　また、後者については、日本でも起業家教育がしばしば議論されてきたが、各国のそれぞれの状況における起

業家教育の一端をかいま見ることができた。特に創業に対する意識とスキルの部分を議論できた点は有益だった

と思われる。この論点は個人の自立や生き方といったより深い社会構造や人間関係に結びついており、これ以上

の議論は容易ではないが、今後議論を深める必要がある。

　こうした議論が理論研究や実務的な政策形成の一助となることを期待する。また、地域研究センターは今後も

「地域イノベーション」に関わる研究活動や事業を継続する予定であり、地域研究センターの活動に関心を持っ

ていただくことを期待する。

法政大学 地域研究センター　

副 所 長　岡本　義行

専担所員　田路　則子
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◆・◆・　プロフィール　◆・◆・

Alan Barrell　イギリス　ケンブリッジ大学教授

生物学の学位を修得後、National Health Service Hospitals に 6 年間勤務し、その後医療産業系企業 Baxter 
Healthcare 社のイギリス CEO を務めるなど医療産業で 20 年を過ごす。
1985 年にエレクトロニクス産業の分野に転身し、Domino Printing Sciences 社と Willet International 社の CEO
を務め 100 カ国以上を飛び回りビジネスモデルを設立した。
その後 4 年間 Cambridge Gateway Fund の教務執行役員を務めたのち、アカデミックに転向、起業家教育支援分
野の研究に取り組む。現在、ケンブリッジ大学、ベッドフォードシア（Bedfordshire）大学、中国福建省厦門大学、
エセックス大学、ヘルシンキ応用化学ロウレア（Laurea）大学などで活躍している。
地域経済の成長におけるテクノロジーの影響とクラスター展開に関する研究を行い、ケンブリッジ準地域やそ
の周辺地域の発展（ケンブリッジ現象）を演出した。その功績を認められ、2005 年には「Queen’s Award for 
Enterprise（英国女王賞）」を受賞する。そして 2006 年には、中国青年創業国際計画（Youth Business China）
のスペシャルアドバイザーとして選出された。

Denis Maillat　スイス　ヌーシャテル大学名誉教授

1968 年、スイス　ヌーシャテル大学大学院経済学博士の学位を取得後、同大学法経済学部教授（地域経済、人
口統計学）に着任。チューリッヒ工科大学、カナダモントリオール INRS、ストラスブール　ロベール・シューマ
ン大学などでも教鞭をふるい、1985 年からヌーシャテル大学法経済学部学部長、1987 年からは同大学副学長、
1991 年からは同大学学長を歴任する。
その他、ヌーシャテル大学地域経済研究所所長、フランコフォニー大学機構（AUF）議会理事、フランス高等教育・
研究省とフランコフォニー常任理事会専門コンサルタント、フランス語圏地域科学協会（ASRDLF）会長を務める。
経済協力開発機構（OCDE）、国際労働事務所（BIT）、欧州科学技術研究協力委員会（COST）、スイス国立科学
研究基金（FNSRS）等の国家および国際組織のコンサルタント、スイス領域的発展と地域政策研究協会（OEPR/
ROREP）、地域科学協会、地域研究協会、欧州地域科学研究会などにも所属している。

Phil Kemp　オーストラリア　インキュベーション協会代表

西オーストラリア州フリーマントルの非政府組織、コースタル・ビジネスセンター理事長を 10 年務める。国際
的な視点から中小企業の分析研究をしており、カーティン工科大学でスモール・ビジネスイノベーションとアン
トレプレナーシップの非常勤講師を務めている。現在エディス・コーワン大学修士課程でさらに学習している。
また、ビジネスインキュベーション推進団体、オーストラリア・ビジネスイノベーション＆インキュベーション
協会の会長として現在も活躍中である。

岡本 義行　法政大学大学院政策創造研究科教授、法政大学地域研究センター副所長

エイナウディ財団（イタリア・トリノ）研究員を経て、法政大学社会学部教授に着任。その後、法政大学専門職
大学院イノベーション・マネジメント研究科を経て、現職に至る。
研究テーマは企業論、産業論、地域経済論。日本およびイタリアを中心としたヨーロッパの中小企業戦略や地域
コミュニティの活性化に関する研究多数。

露木 恵美子　明星大学経済学部教授

北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了（博士：知識学）。独立行政法人産業技術総合研究所ベンチャー
開発戦略研究センター特別研究員を経て現職に至る。
専門分野は組織論、知識経営論、ハイテク・スタートアップス。関連する著作に「イギリス（ケンブリッジ地域）
におけるアカデミック・スタートアップスの事例研究」『研究・技術計画』（研究技術計画学会，Vol.23，No.2，
2008 年）がある。
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渡辺 孝　芝浦工業大学大学院教授

東京工業大学大学院修士課程修了。日本開発銀行（現・日本政策投資銀行）入行、設備投資研所長を最後に退職。
東京工業大学 TLO でハイテクベンチャー創業等を実践し、2003 年に芝浦工業大学大学院教授に着任。2006 年
東京工業大学社会工学専攻特任教授。2008 年から芝浦工業大学工学マネジメント研究科長に就く。
主な著作に『バイオベンチャーのプロトタイプ－米国 NASDAQ バイオ INDEX76 社分析を中心に』（日本政策投
資銀行設備投資研究所，2001 年）などがある。

田路 則子　法政大学経営学部、ビジネススクール教授

1988 年に神戸大学経営学部を卒業後、政府系金融機関、建設会社、IT ベンチャー企業を経て大学院へ進学し、
神戸大学より経営学博士を取得した。2005 年に法政大学着任、経営学部およびビジネススクールにて、「製品開
発論」や「起業テーマのゼミナール」を受け持つ。研究テーマは、ハイテク企業の戦略とスタートアップの成長
である。学部教育では、新規事業でリーダーシップを発揮できる人材や起業家の養成を目標にしている。関連す
る著作に、「シリコンバレーにおけるハイテクスタートアップ成長のメカニズム」『研究・技術計画』（研究技術
計画学会，Vol.23，No.2，2008 年）、「キャリアデザイン」ファーストプレス社，2008 年がある。
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田路　おはようございます。そろそろお時間ですので始めさせていただきたいと思います。

　第 6 回国際シンポジウム「地域イノベーション　世界同時不況を乗り越える」というタイトルを今年はつけさ

せていただきました。

　同時通訳のチャンネルですが 1 チャンネルが日本語、2 チャンネルが英語となっております。ずっとサイマル

で運営していきたいと思います。

　それではプログラムの最初、開会の挨拶ということで法政大学総長、増田壽男から皆様にご挨拶させていただ

きます。

◆・◆・　開会挨拶　◆・◆・

増田　おはようございます。本日は法政大学で国際シンポジウムを行えますことをたいへん嬉しく思っておりま

す。特に外国からお迎えした三名のご報告者の方のお話を聞けることを本当に楽しみにしておりました。

　法政大学では、グローバルな視点から地域問題の解決を目的とする地域研究の拠点として、本日の国際シンポ

ジウムを主催します地域研究センターを 2003 年に設立しました。これまで政府機関や地方自治体、商工会議所、

企業、NPO 等に様々な支援、政策提言を行うことで法政大学の持つ、知識情報やノウハウを地域や社会に広く還

元してきております。また、設立当初から海外との研究協力や、海外事業、事例比較研究に力を入れてまいりま

した。

　地域振興、地域再生の先進地域であるヨーロッパ諸国から専門の研究者や実務家を招聘して毎年開催する国際

シンポジウムも今回で 6 回目となります。地域振興や地域活性化は世界中どこでも課題ですが、海外での地域の

自立や産業振興、創造、産学官連携のあり方などについて、グローバルな視点で議論する機会になればと思います。

　本日のシンポジウムは、「地域イノベーション　世界同時不況を乗り越える」と題し、ケンブリッジ現象を演

出したイギリスの Barrell 教授、時計のブランド化を進めてきたスイス・ジュラの Maillat 教授、オーストラリア

でインキュベーションを推進してきた Kemp さん、大学の社会貢献を推進してきた日本の研究者が一堂に会し、

地域活性化に対する大学の役割について議論いたします。

　未曾有の大不況といわれる現在、大学がリーダーシップを執り、地域イノベーションやインキュベーションを

推進して、この難局をいかに乗り越えるかについてヒントが見いだせれば、これ以上の幸いはありません。本日

は活発な議論が展開され、皆様方にとって充実した一日になることを期待します。

　本日はどうもありがとうございました。（拍手）

◆・◆・　シンポジウムの概要　◆・◆・

田路　本日、司会を務めさせていただきます、法政大学ビジネススクールで教えており、また地域研究センター

の所員でもございます田路則子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

　今回は第 6 回の国際シンポジウムということですが、今までのシンポジウムを振り返ってみますと、ヨーロッ

パの報告が多かったのですね。今回は、スイスとイギリスの方のご報告もございますが、オーストラリアの方に

も来ていただきました。私たち、南半球のオーストラリアのことはあまりよく知りません。私も学会発表であま

り聞いたことがありませんので、非常に楽しみにしております。
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　午後のパネルディスカッションにご参加いただく芝浦工業大学の渡辺先生と、コメンテーターを務めていただ

く明星大学の露木先生のお二人は、大学に赴任される前に産業技術総合研究所、昔の工業技術院のベンチャーを

育成しようというプログラムで 5 年間やってこられ、そのときに世界をいろいろ調査されました。そういった方

たちにコメンテーターと進行をしていただく。もちろん、オーストラリアの Kemp さんもご紹介いただき、学外

からも強い応援をいただいております。

　私の話はこれぐらいにしまして、今回の趣旨説明ということで法政大学大学院政策創造研究科の研究科長であ

ります岡本教授からお話しいただきたいと思います。

◆・◆・　趣旨説明　◆・◆・

岡本　おはようございます。

　この国際シンポジウムも第 6 回になりましたが、一貫して地域と地域の振興、それから大学というものを追求

してまいりました。今回は直接、リージョナル・イノベーション、インキュベーション、ユニバーシティという

ことで、大学の役割、特にインキュベーションにどうかかわることができるのかというお話をしたいと思ってお

ります。

　ご存じのように、この同時不況が起こる前から地域をどうするかということは大きな課題になってまいりまし

た。特に今回、こういう不況のなかで、従来の地域活性化や再生ということで地域が活性化することはなかなか

考えにくいのではないか。全く新しい考え方を導入しなければならないのではないかということも考えておりま

す。外国の方々にはこういうところのご意見をいただきたいと思っております。

　実際にはさまざまな地域活性化にかかわってきております。そのなかで、産業をどうするか。日本は幸い、産

地と呼ばれる地域経済の核になるような場所が、これは定義によるのですが、全国で 500 カ所ぐらい、現在もご

ざいます。その半分ぐらいは江戸時代までに出来ており、残りの半分は戦後出来ております。こういう地域の経

済の核が新しいものに変わっていくと、地域再生が可能になります。

　どのようにして新しく活性化して産業を次々と生み出していくか。次々と生み出していくには何が必要か。お

そらく新しい資源、特に大学というものが役に立つのではないだろうか。

　古い事例で恐縮ですが、私はイタリアの産業集積の研究をずっとしてきまして、たとえばボローニャ大学。こ

れは世界で一番古い大学といわれていますが、それだけにそれほど機敏に動く大学ではありませんけれども、す

でに 18 世紀ぐらいにボローニャ市の経済

的な困難さのなかで、当時最先端の産業視

察にイギリスに行って、何が必要かという

ことを考え、機械部品の職人を養成する学

校をつくった。それが今日、フェラーリ、

ランボルギーニといった最先端の自動車を

つくる原点になったといわれています。

　つまり、そういう資源を取り入れる窓口

として大学は役に立つ。これは一つの側面

でございます。そのなかから新しい企業が
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生まれてくるともっといいわけですが、そういうダイナミックな地域の活性化に向けた取り組みがないと、これ

からはなかなか難しいのではないか。どのような中山間地も、世界中の地域と競争しないといけない、そのなか

で生き残っていかないといけないということになります。

　したがって、先ほど総長が述べられましたように、世界中どこでも地域活性化、地域振興というのは課題になっ

ていますが、日本の東京といえども、あるいは中山間地といえども、それぞれの課題を新しい知識で、大学がか

かわりながら解決していく方法がないだろうか。こういうことで今日は一貫してお話を聞かせていただければと

思っております。特にパネルではそういうお話をしたいと考えております。

　最後までお聞きいただき、少しフロアからのご意見もいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。（拍手）

田路　ここで確認させていただきたいのですが、入口で配付しましたパンフレットの順番と、事前にホームペー

ジでお知らせした順番が違っています。本日の進行はホームページで告知させていただいたとおりにしたいと思

います。

　ですから、午前中に外国の先生方のプレゼンテーションがあります。順番はイギリス、スイス、オーストラリ

アです。ランチを挟み、日本の報告、そしてパネルディスカッションの順に進めてまいりたいと思います。

　配付資料は、3 人の外国の先生方の資料で、左側が英文、右側が参考訳ということで日本語訳を付けています。

日本語訳が不適切なところがあるかもしれません。時間の関係ですべてきれいにチェックすることができません

でしたので、もし、おかしいなと思われたら英語のほうをよく見ていただきたいと思います。

　繰り返しになりますが、同時通訳のチャンネルは 1 チャンネルが日本語、2 チャンネルが英語に設定されてい

ます。

　では、イギリスの Alan Barrell 先生のご発表から始めたいと思います。

　Barrell 先生の紹介をさせていただきます。現在、ケンブリッジ大学のビジネススクールでアントレプレナーシッ

プを教えておられます。かつ、ケンブリッジ地域、ケンブリッジ現象（Cambridge Phenomenon）という言葉で

日本でも流行りましたけれども、この研究に大きな貢献をしておられます。2005 年にエリザベス女王から叙勲

も受けておられます。こうお話しすると、ずっとアカデミックなキャリアの方かと思ってしまうのですが、実は

そうではなく、産業でたいへん活躍された方です。大学では生物学を学ばれて国立病院に勤められ、経営に携わ

られ、それから民間の病院にも行っておられます。その後、ここからがまたすごいのですが、電機業界に転身され、

インクジェットプリンターの企業、ドミノプリンティングという会社の経営をなさいました。その後、アカデミッ

クに転身されたということです。

　日本にはこれまで何度もいらしているそうです。特にインクジェットプリンター企業の経営者をされていたと

きに何度も日本に来られて、日本企業には何度も訪問されたということです。アカデミック・キャリアになられ

てからは久しぶりの来日なのかもしれません。

　では、Alan Barrell 先生、よろしくお願いいたします。



�� イギリスに関する報告

イギリスに関する報告
イギリス・ケンブリッジ大学教授　Prof. Alan Barrell

Barrell　ご紹介いただき、ありがとうございます。まず皆様方に申し上げたいのですが、この素晴らしい取り組

みをされている法政大学にお招きいただき、しかも最初にスピーチさせていただきますことは本当に光栄です。

増田総長はじめ、岡本先生、田路先生、そして多くの方々に手助けいただきました。ありがとうございました。

　今回のテーマは非常に重要なことです。私は日ごろからこれらの問題についていろいろと考えております。私

は何に関しても専門家ではありませんが、経験を皆様方と共有させていただければと思っております。そして、

いろいろ新しい情報をちょうだいして戻りたいと思っております。

N 金融危機に注がれる世界の目

　起業リーダーシップとケンブリッジ・モデルという

ことですが、起業支援と大学ということで、ケンブリッ

ジ現象というもの、私はこれに非常に近いところで研

究に携わってきているわけです。きょうは金融危機と

この状況との関連もお話しすべきではないかと思って

います（スライド 1）。まず、この状況と課題について

最初に金融危機に関する私の考え方を話し、その後、

地域ということ、準地域ということを考えていますの

で、非常にアクティブなところはどこか、この経済的

な状況の影響をいちばん受けるのはどういうところか、起業家精神ということに関して、そして考え方ですね、

心構え。そして、技術の移転ということを見ていきます。

　その後、ケンブリッジにありますインキュベーターの組織について話をします。創造性のクラスターについて、

また、インキュベーターの特徴を非常に興味深く見ております。セレンディピティは「掘り出し物」と日本語に

訳されていますが、予測していない事柄、そして珍しいもの、それが出てくる。それを育成することの重要性と

いうことを話したいと思います。

　出資、投資の重要性。私が見てきた事柄について、新しい技術に関して出資してくる。それを移転する。大学

からビジネスへ知識や技術を移転することの重要性の話をします。そして人。これはすべての中心ですから、そ

れをお話ししてまいります。出資、そしてまた新しいビジネスを始めるということ、これは大きなチャレンジで

もありますので、話をしてまいります。

　さて、世界の目です。世界の目が金融危機に注がれているということです。そこに私は質問を書いています。

いま経験している事柄は、何か新しいことなのかどうかということです。われわれは絶望的になったり、ネガティ

ブになったりしてはいけない。それでは役に立ちません。非常に大きな問題があっても、そういう考え方ではい

スライド 1
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けないわけです。

　私はヨーロッパでいろいろ聞いてまいりました。このような言葉、日本語にも訳されていますね。こういう言

葉はいったい誰が、いつ言ったのでしょう。金融機関のほうが常備軍よりも危険だと言われているのです。また、

アメリカの市民が銀行にコントロールされてしまうと、その子孫たちがホームレスになってしまう、と、いった

い誰が、いつ言ったのでしょう。最近の金融危機でこういう言葉が出たのでしょうか。そうではなくて、アメリ

カの第 3 代大統領が 1778 年に言ったことです。

　これを出したのは、金融危機や不況というのは今までもあったし、それを克服してきたということです。それ

を克服するために、決意をもって当たっていかなければいけないということです。

　さらに、こういう言葉もありました。「財政は均衡しなければいけないし、公的債務も削減しなければいけない。

みんなが存続していくためには働いていかなければいけない。政治家はコントロールしなければいけない。」こ

れはいったい誰が言ったのでしょう。紀元前 55 年、ローマのキケロが言った言葉です。

　ということでこれは、希望を持って問題は克服できるということと同時に、過去にも同じような状況があった

のだ、そして、問題を克服してきたのだ。だから、克服できるということを言いたいわけです。

　皆様方と一緒に考えてみたいと思います。景気の良いときのことを考えましょう。悪いときのことではなくて。

　イギリスにカラン・ビリモリアというインド出身の方がいらっしゃいます。若いときにインドからケンブリッ

ジに来て、ビール会社を創設しました。そして、非常によく知られているビール会社になったのですが、彼がこ

ういうことを言っています。「不況のときがビジネスをやるのにいい時だ」と。私も最近、三つほどそれをいた

しました。非常に興味深いですね。これはビジネスをするのに悪いときではない、大不況のときでもやれるのだ

ということを言っているのです。

　さて、世界に注がれた目は、金融の事柄だけではなくて多くの事柄を見ています。すべての目が金融の問題だ

けに限られてはいけない。いろいろな変化の中には永続的なものもあると言っています。

　今、非常に速く変わっているもの、技術もそうですし、雇用のパターンも変わっています。グローバル化もそ

うです。そういう事柄がどんどん速く変わっていて、それに順応しなければいけません。そのなかで最善の状況

にしていかなければいけないわけです。

N ケンブリッジとその準地域の変遷

　では、競争力の源泉とはどんなものか（スライド 2）。

世界は劇的に変わっていっています。ヨーロッパで働

いているならば、成功は、工場とか機械とか、そうい

う自分の資産の価値で測っていたのですが、技術はど

んどん変わっているわけですから、その資産は明日か

ら無くなってしまうかもしれないわけです。

　ということで、イギリスではどういうことが起きた

のか。製造業ではどういうことが起きたのか。これは

2003 年に政府が出した報告ですが、産業構造が変化し

ているということを言っています。どのように変わっているのか。世界の製造業は変わってきて、国境を越えて

スライド 2
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移転をしているということです（スライド 3）。もはや、以前あったところにそのままとどまっているのではなく、

世界のいろいろなところで多くの人々がいろいろな製品をつくっているのです。教育も、富の創造も、アジアで

非常に大きく、どんどん進んでいます。そして、他の国で製造ベースができてきているということです。もちろん、

そこでも金融危機の影響を受けていますが、中国は既に2兆ドルの外貨準備高があります。ヨーロッパと比べても、

人件費と原材料費の点で優位に立っています。

　あくまでもバックグラウンドですけれども、いって

みましょう。地域的な経済成長、インキュベーション

ということ、ビジネスをつくるということを考えると、

世界の中で考えなければいけない。状況を見なければ

いけない。みんなそれを見ていかなければいけないわ

けです。

　いい写真ですね（スライド 4）。私が住んでいるのは

イギリスの東部ですが、フラットな地域です。夏もい

いです。山がありませんから、あくまでもフラットな

地域です。素晴らしいカントリーサイド、田園地帯で

あるとともに、いろいろなことがあります。地図を見

ていただくと、伝統的な産業は農業、漁業、皮革製品、

羊毛、繊維製品ですね（スライド 5）。今では漁業をやっ

ている人は 100 人以下です。皮革製品もあまりありま

せんし、羊毛や繊維などはもっと北部のほうに行きま

した。気候変動のせいもあるでしょうが、地域の産業

は大きく変わりました。今日ではハイテクの地域になっ

ています。本当に革命的な変化です。

　そして大学です。中世の都市です。ケンブリッジ大

学の一部です（スライド 6）。ボローニャ大学ほど古く

はありませんが、800 年の歴史があります。非常に誇

スライド �
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りに思っている大学です。ケンブリッジには 31 のカレッジがあります。これはトリニティ・カレッジです（ス

ライド 7）。トリニティ・カレッジは 1546 年に設立され、伝統的に科学技術に強いところです。いろいろな科学

者が出ています。「科学者」、「scientist」という言葉は、トリニティ・カレッジでヒューウェルが使ったのが最初

といわれています。また、ヨーロッパで最初のサイエンスパークを 1970 年代につくりました。

　ですから、大学の役割を今の考え方で見ても、トリニティというのは非常にいい例だと思います。ノーベル賞

学者を輩出していますし、よく知られている名前がたくさんあります。少し挙げてみました。ということで、強

いベースがあるというのが、私どもケンブリッジです。

　ケンブリッジで、サブリージョン（準地域）をいってみましょう（スライド 8）。人は地理的な、自分たちが分

かるところと本当に強いつながりを持っています。どちらかというと小さな準地域、そこには 75 万人の人たち

がいて、失業がありますけれども、私どもの国では最も成長の著しい地域の一つでもあります。

　地域経済開発ということを考えるなかで、どのように見ているか。どういうことが起きてきたか。ケンブリッ

ジとその準地域でこの 40 年、何が起きてきたかを見ると、これは政府からの大きな政策で変わったわけではあ

りません。繁栄はそういうかたちでできてきたのではない。これはボトムアップ・プロセスで行われてきたのです。

　この準地域で行われてきた事柄をお話ししますと、技術を使ってきたのですが、社会的需要とか企業とか、共

通の目的から共同体ができました。50 年前にそういうものができてきて、それが経済的な構造として準地域で

成功し、地域で成功し、国全体の経済へとつながっていったということです。ですから、地域の経済、準地域、

そしてこの共同体がボトムアップでやってきたわけです。きょうは時間がないので詳しくお話しできませんが、

ケンブリッジ大学のイギリス経済に対するインパクトというリポートもあります。

　1960 年にはケンブリッジはまだ中世の都市でした。当時、私はそこにいました。素晴らしい大学で、多くの

農業をしている人がいて、皆、自転車に乗っていて、起業家はあまりいなかった。でも、事柄は変わっていきま

した。

　なぜこういうことが起きたかです。私が学んだ素晴らしいことの一つとして、文化的、人種的な多様性があり

ます。それがイノベーションをつくり出してくれる。文化的多様性から、人々が革新的なかたちで働く。私がい

たとき、ケンブリッジの少数民族は 2％以下でしたが、いまや 15％。大学では 20％以上の学生がイギリス国外

から来ています。そういう大きな変化が出てきたわけです。

スライド � スライド �
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N 社会的変化の中心にある起業家精神

　では、起業家精神とはどういうものか、皆様方とご

一緒に考えたいのですが、まず、起業家精神をどうい

う意味で言っているのか。いつも同じ意味かどうか。

私は、創造性、イノベーション、発見、歴史観、タイ

ミングといったことを考えます。ジュール・ベルヌは、

時が満ちたアイデアほど力強いものはないと言いまし

たが、1991 年、ティム・バーナーズ = リーがインター

ネットをわれわれに与えてくれました。なぜそれをつ

くり出したのかというと、自分の仕事に必要だったか

らつくったのだとインターネットの発明者は言いました。ですから、これは必要だったから発生してきたわけです。

　さて、この写真、だれだかご存じですか（スライド 9）。ご存じの方、手を挙げていただけませんか。歴史上の

人物で、C．C．というイニシャル、そうクリストファー・コロンブスです。地域の経済開発という話をしている

のですが、なぜコロンブスの写真を出したと思いますか。

　歴史を考えてみてください。コロンブスが彼のような人たちを引き連れて 3 度航海に出ています。知らないと

ころに出かけ、いったいどこに着いたのかも分からなかった。そして戻ったのですが、どこに行ったかさえ言え

ないぐらいでした。私はビジネススクールでこういうことを言います。つまり、成功する会社を運営するなかで、

発見や探検の精神、新しいものを探そうという思いが非常に重要だ、と。コロンブスは偉大な人物でした。

　私にとって、これはまさにその中にある重要な事柄です。想像していただきたいのですが、この偉大な人物、

お分かりですよね。この写真なら分かりますね（スライド 10）。アインシュタインです。なぜアインシュタイン

の写真を私がお見せしているのでしょうか。アインシュタインは非常に重要なことを言いました。われわれも覚

えておくべきだと思うのです。特にこの金融危機を考えるときに重要なのですが、アインシュタインは、「想像

力は知識よりも重要である、知識には原価があるが、想像力は世界を取り囲む、世界を回る」、というのです。

起業家精神を考えるとき、非常に重要です。

　この写真は誰でしょうか（スライド 11）。起業家というのは、ほかといったい何が違うのでしょう。この人は

スライド �
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アイルランドの劇作家・作家、ジョージ・バーナード・ショウです。コロンブスからここにどうつながってきた

のでしょうか。バーナード・ショウに関して非常に重要なことがありました。ロンドンで若い人に会い、いろい

ろな愚かなという感じの質問をしました。そしてこういうことを言ったのです。バーナード・ショウは若い人に、

「あなたは物事を見てなぜなのかと聞くが、私は無かったことのほうを思って、なぜ無いのかと問うのだ」と。

これは起業家の考え方、無いからといってそれでいいとしないという考え方、無ければ、なぜ無いのだと問うと

いうことです。

　日本の歴史の中でもそういう方々がいろいろいらっしゃいます。たとえばソニーの創業者がそうです。なぜこ

れをしないのだ、なぜこれが無いのだと問うた方が日本でもたくさんいらっしゃるわけです。

　ヨーロッパでは、非常に起業家精神が必要です。経

済を勉強した方ならご存じだと思いますが、1911 年、

ジョゼフ・シュンペーターは「起業家たちが創造的破

壊の嵐を吹き荒らしている」と言いました（スライド

12）。非常に興味深いと思います。歴史を見ると、まさ

にそうだと言えるでしょう。彼の言葉を生きているう

ちには聞かなかった人もいるのですが、こういう「新

しい」もので変わっていっているわけです。では、ケ

ンブリッジ現象とはそういう例なのか、シュンペーター

の創造的破壊のミニ版の一例なのかとお聞きになるか

もしれません。社会的な変化、社会的開発ということ

を話すということで非常に興味深いと思ったのですが、起業家精神とは、社会的変化の到来となるわけです。

　Vyakarnam 教授は、起業家精神とは生活の仕方であり、世界であり、中国やインドなど世界のいろいろなとこ

ろで素晴らしいことが起きていると言っています。バングラデシュのグラミン銀行の融資があります。起業家精

神という考え方は、まさに社会の変化の中心にあって、前向きの変化である。経済開発の中心にある。そして経

済というのは、人々の生活がさらに良くなるためにやっているわけです。ピラミッドのいちばん下にある宝とい

うような本があるのですが、世界の貧困を見て、さらによくしていこうというものであるわけです。

　これまで言っていたことに加え、経済、社会という話をしてきましたが、技術がどのように動いているかとい

うのはスピードです。こちらにデータが出ています（ス

ライド 13）。ほかの人からいただいたデータですけれ

ども、平均的な一日を 2003 年について考えてみましょ

う。国際電話がかかってきますが、今の時代、1971 年

の 1 年分の電話が 1 日でかかってくる。飛行機もたく

さん飛ぶようになってきました。71 年 1 年間に飛んで

いた飛行機の便数が今では短い期間で飛ぶことになり

ます。こんな例はたくさんあります。皆さん方、よく

ご存じだと思いますが、技術的な進歩のスピードが非

常に速くなっているということです。それに適応でき

ない国、それを採用しない国は、将来の世界経済のな

スライド 12
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かで良い成績を上げることができないということです。

　私どもは、知識の中心、すなわち大学で仕事をしており、非常に重要な数値が出ています。技術はどんどん統

合しています。技術は、こちらの IT の箱に入っていて、こちらのバイオテックの箱に入っているというものでは

ありません。あとでバイオテクノロジーや IT、ナノテクの姿をお見せしたいと思いますが、テクノロジー革命が

現在起きています。

　この真ん中のところは重複している部分です（スライド 14）。人がいろいろなところでネットワークをつくり、

他の研究をしている人たちとお互いに話をする。暗黙知というものを融合していくわけです。これこそが大きな

イノベーション、革新であります。それについてはこのあと少し例を挙げて、どのようなかたちで、統合、融合

がケンブリッジで起きているかお話したいと思います。

　こちらの写真は私も非常に関心のある写真です（スライド 15）。私はナショナル・ヘルス・サービスの中で血

液学を研究していますが、こちらに例が出ているのが技術の統合ということで、ナノテクのデバイスが一つの血

液細胞に働きかけているところです。まだ実際には開発されていませんが、技術の統合が非常に重要であること

を示す写真になるかと思います。

　「コロンブス精神」とありますが、最近までコロンブス精神はケンブリッジに影響を及ぼしませんでした。ケ

ンブリッジは伝統的な大学であり、研究も行い、授業もやっております。1960 年代に若い人たちが大学を離れ

てケンブリッジ・コンサルタントという会社を作りま

した（スライド 16）。大学に対して「私どもは会社を

つくりました。それによって、研究を商業ベースにの

せたいと思います」ということです。大学側はどのよ

うに答えたか。「どうぞ行ってください。そんな話は聞

きたくない。私どもは大学だから、研究をし、授業を

やるのが仕事です」と言ったわけです。

　会社をつくり、これが世界で有名な、研究を契約で

行う会社になったわけです。そこからいろいろな会社

が出てきました。一つの会社が生まれて、そこからた

くさんの会社が派生的に生まれたわけです。というこ

スライド 1� スライド 1�
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とで、たいへん素晴らしい例ではないかと思います。

　素晴らしいインキュベーションの例がこちらにあります。電子、メカニック、バイオサイエンス、マーケティ

ング、金融、こういった企業がこのグループの中にできました。すべて最初は政府、大学に対して契約ベースで

研究をやっていました。最終的に IPO もするようになりました。このインキュベーターモデルから全部で 70 の

スピンアウトができています。

N 共生・協同が生み出すもの

　ケンブリッジ大学自体は、商業化ということに最初

のころは関心を示しませんでした。もう一つ申し上げ

たいのは、ここで働いている人たちの多くはケンブリッ

ジの卒業生です。ということで、大学は極めて重要な

役割を果たしました。しかしながら、一般的に考える

役割とはずいぶん違う役割を大学は果たしたことにな

ります。

　同時に、同じ根っこから私も個人的に関与している

ことが出てきました。工業用インクジェットプリンター

の中で、たいへん素晴らしい企業群が生まれてきました（スライド 17）。ケンブリッジ・コンサルタントから生

まれた企業ですが、上場しています。私もその中でチーフエグゼクティブを務めています。そして、世界でも有

名な会社になりました。

　最後の行をご覧ください。「プラスティック・ロジック」とあります。インクジェットの技術の担当者たちが

ケンブリッジの周りにいま

した。それから、ケビン

ディッシュ・ラボラトリー

というケンブリッジの物理

学の研究所があります。こ

ちらで新しいポリマーを発

明しました。実際に光を発

し、電気を通すポリマーで

す。こういったポリマーに

よってエレクトロニクスの

世界が変わることが分かっ

ていました。これをサー

キット・ボードに使うこ

とを考えたのですが、その

やり方が分かりませんでし

た。インクジェットの技術
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担当者たちは、この小さな流体を本当に必要なところ

に落とすことに関しては専門家です。この電導性ポリ

マーから、インクジェットの技術担当者たちとポリマー

の担当者たちがお互いにサーキットをつくることがで

きました。それがプラスティック・ロジックという会

社です。最初の製品は、非常に薄い A4 のプレートで、

100 万ページの情報を入れることができるというもの

です。2 億 5,000 万ドルを既に調達しています。

　私が申し上げたこの例がここにあります。いろいろ

な分野の人たちが協力することによって、たいへん素

晴らしい革新が生まれるということです。物理学の研

究所に座っていて、そればかりやっていたのでは、答えは決して出てきません。

　細かいところは気にしないでください。ケンブリッジ・コンサルタントのような重要な企業がどういう影響を

及ぼしているかということです。一つの会社があって、それをタネにしていろいろな企業が生まれてきました。

それが新しい経済的なベースの開発に劇的な影響を与えてきました。地域経済にも大きな影響を与えてきました。

細かいことを知りたい方に詳細をお知らせすることはできますが、非常にうまく行った技術の会社があります。

もともとケンブリッジ・コンサルタントから生まれたものです。

　こちらにもいろいろな名前が反復されていますが、ソーシャル・ネットワークが非常に重要であることを申し

上げたいわけです（スライド 18）。それによって経済が発展することを申し上げたかったわけです。

　ご覧になって分かりますように、非常に狭いところから始まって劇的なかたちで伸びていき、このクラスター

が生まれます（スライド 19）。多くの技術がこのなかで生まれています。こちらでもいくつかの研究機関を示し

ています（スライド 20）。

中には商業ベースに乗って

いるものもあります。日

立、東芝、セイコーエプソ

ン、こういった日本の企業

がケンブリッジ現象に参加

しています。東芝はケンブ

リッジ大学の物理学部とス

ピンオフでジョイントベン

チャーをつくっています。

素晴らしい会社です。私自

身もそのベンチャーキャピ

タルに投資しています。と

いうことで閉鎖的なもので

はないということです。ケ

ンブリッジを世界に向けて

スライド 1�
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広げたということです。これは素晴らしいことだと思っています。

　この写真を見たことがあるという方もいらっしゃると思います（スライド 21）。ビジネススクールのかたちを

示しています。ギボンズ先生の言葉です。シリコンバレーが成功した 11 の理由を書いています。詳しくは文章

でお読みいただきたいと思いますが、技術が成功する明らかな理由であります。世界につながっているのか。そ

んなにたくさんはありません。どこにあるのか。非常に素晴らしいバランス、義務、それからポジティブなこと

が書かれています。釣り合いが取れています。

　たいへん興味深い概念をお見せしたいと思います（スライド 22）。若い男性の写真が出ていますが、よくご存

じだと思います。よくサルの絵が出てきて、その絵はご存じだと思いますけれども、こちらにチャールズ・ダーウィ

ンの写真があります。ダーウィンが生まれて 200 周年になります。ケンブリッジの出身であるダーウィンは自然

淘汰の理論を出しました。私の目から見ますと、この理論は非常に重要です。生物学にとってのみならず、すべ

ての分野にとって重要です。ビジネスにとっても、教育にとっても重要な理論です。

　ダーウィンは、特に私の大きな興味を引くことを言っています。すなわち自然淘汰の話です。また、共生とい

うことですが、これは単なる相乗効果だけではありません。Symbiosis というと、組織や生き物が助け合って生

きている、お互いに相乗効果で生きているということです。ちょっとした写真が出ていますが、アリと植物は共

生しています（スライド 23）。若干の果汁を吸うのですが、同時にこの植物を守っています。

　私は、新しくイーガル・ジーノミクスという会社の

会長になりました。これはバイオインフォマティクス

の分野です。詳細は別の機会に述べたいと思いますが、

3 人のバイオインフォマティクスの専門家がつくりま

した。バイオインフォマティクスのソフトウェアをア

カデミアの世界から持ち出し、それを修正することに

よって大きな製薬会社が使えるようになりました。ま

さに共生のいい例です。Symbiosis、Synergy、相乗効

果がどういう活動を生み出していくのかを、ここでお

見せしたかったわけです。それによって企業が伸びて

いきます。 スライド 2�
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　3 週間前、ベルリンに行ってきました。科学都市で

あるアドレスホフでも興味深いモデルを見ました（ス

ライド 24）。実際に共生が起きていることを見ました。

キャンパスで革新が行われています。教育も行われて

いますし、研究開発も行われています。お互いに近い

ところで仕事をしています。商業的な研究所もその近

くにあり、開かれたイノベーションをやっていました。

　このオープンイノベーションというのが非常に重要

な概念です。これを今後とも追求していく必要がある

と思います。そして新しい企業、イノベーションを進

めていかなければいけないと思います。企業、研究機

関が、協力しあうという例です。日本でも適用できるかと思います。

N ケンブリッジ地域における起業環境

　新しいデザイン会社が出てきています。非常に素晴らしい技術があり、顧客のニーズがあって、それをまとめ

ることによって革新的なサービスの企業が生まれ、それが大きく伸びていくわけです。数年前にケンブリッジに

つくられた企業ですが、150 億ドルの会社になりました。こちらの会社は何もつくっていません。アームホール

ドからライセンスを受けた会社の名前が出ています。

　ケンブリッジで起きている状況でありますけれども、新しい枠組みの会社が出てきて、素晴らしいビジネスを

やっています。エレクトロニクスの企業ですが、あまり人を雇わないでも、全世界でいろいろなことができると

いうことです。

　ケンブリッジのインキュベーションの特性を書いています（スライド 25）。こういったいろいろな分野にまた

がっています。IT、ナノテク、もっと一般的なインキュベーターもあります。研究開発、技術ベース、商業的なもの、

マーケティング、金融、経営、そういったものがすべて入っています。メンター、アドバイザーは極めて重要です。

異なる世代の人たちであって、いろいろなネットワーキングをやらなくてはいけない。スペースが自由に使えな

スライド 2�
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ければいけない。

　ケンブリッジに 10 のサイエンスパークができています。さらに追加的にサイエンスパークが計画されていま

す。12 万人がケンブリッジに住んでおり、準地域に 75 万人が住んでいるということで、非常に興味深い発展が

起きています。

　簡単に資金面の話をしたいと思います（スライド 26）。実際にテクノロジー会社のクラスターができると、ど

うしても資金が必要になってきます。初期の会社はどういったところで資金を得なければいけないのかというこ

とを書いています。ケンブリッジの状況です。銀行は、リスクの高い会社には融資をしません。やはり政府のグ

ラントが必要になってきます。政府の資金を得ることは簡単ではありません。私は長い時間をかけて若い会社が

資金を得るのを手伝ってきました。

　日本ではどうか知りませんが、イギリスはビジネスエンジェルという考え方が進んでいます（スライド 27）。

個人資産の多い人、生涯で多くの資金をためた人が、小さな、初期の会社に投資をするというものです。なぜエ

ンジェルというのか、理由は知りません。エンジェルのような写真を示しています。お金を儲けることに関心の

ある人たち、これは悪いことではありません。

　ケンブリッジにはたくさんのエンジェルグループがあります（スライド 28）。詳細は申し上げませんが、四つ

のアクティブグループがあります。英国国外で活動しているところもありますし、いろいろな仕事をやっていま

す。同じソフトウェアを使っています。お互いに交流し合っています。

　政府に何ができるのか、環境を改善していくことができるのかということですが、私がいつも言いますのは、

財政的な状況を改善することです。昨年、フランスでは税制を大幅に改善しました。78 万ユーロ以上の資産が

あるということで、税制の改革が行われました。この資金を小企業に出す場合、ビジネスエンジェル、プライベー

トバンクが協力しますので、税制面から 10 億ユーロのお金が若い企業に投資されます。フランス政府は非常に

頭がいいということです。EUがこれを止めないことを期待しています。競争上の理由で止めたりしては困ると思っ

ています。初期の段階における融資ということですが、私は若い起業家はフランスに行くべきだと思っています。

フランスに行くと、資金が得られるということです。

　お金を見つけるということになりますと、ネットワークの重要性ということを申し上げます。政府からのグラ

ントも入ってきますが、また興味があれば、あとでお話しします。それから大学におけるシード・ファーム、起

業家をヘルプしてくれるような起業家センター、ビジネスセンター、いろいろあります。そのようなところから、
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初期の段階でも資金が出てきます。もちろん、重要な

のは態度、文化。エクイティ・キャピタルを集めたい

と思っている人たちはたくさんいるわけです。

　それから、オーストラリアからスピーカーが来てく

ださっていますが、初期のお金が必要だという企業、

投資家からのお金を求めている人たちがいますけれど

も、投資家たちはいろいろな特性を見ます（スライド

29）。左のほうに書いてあるのですが、思いといいましょ

うか、それがあり、右側はビジネス系です。ケンブリッ

ジで、初期のビジネスが成功してきたというようなと

ころはあります。若い人たちが企業を立ち上げようと

いうとき、われわれ多くの者がメンターとしてかかわります。ビジネスエンジェルもいて、次の世代の人たちが

伸びていくよう支援します。というのは、将来に関して最も重要なことの一つは、次世代です。われわれのよう

な前の世代の人間が次の世代の援助をしていくことです。

　今日のケンブリッジですが、私の最後のところになりますけれども、とても重要なところです。生き生きとした、

勢いに満ちたところです。ケンブリッジは田園的な地域ですけれども、ケンブリッジ大学は現代世界を包含して

います。あまり細かいところは話すことができませんが、また午後に話ができるかもしれません。

　これはケンブリッジ・エンタープライズについて説明します。ケンブリッジ・エンタープライズは、スピンオ

フもやっていますし、技術移転もやっていますし、多くの活動をやっています。本を持ってきています。あとで

またお話ししますが、ケンブリッジ・エンタープライズは 30 人雇っていまして、シード・ファンドを持っており、

プルーフ・オブ・コンセプトでお金を出します。昨年、2007 年から 2008 年ですけれども、60 の新しいライセ

ンスの交渉をしました。全体的なライセンスは 341 あり、ポートフォリオの中に 72 社があります。ケンブリッジ・

エンタープライズで資金を得ている。ポートフォリオとしたときには 1,300 万ユーロの価値があり、多くの企業

がインキュベーターのスペースを持っていて、新たなる企業をつくっていくということをやっています。

　非常に活発に活動しています。サイエンスパークとも協力し、ハイテクを引きつける力を持っています。専門

の人たちが重要な役割を果たしています。ケンブリッジでの活動をご存じの方々は、非常に活発な大学の公共政

策や、ビジネスなどをやっているところとの共同作業

をやっているということです。

　もう時間がなくなりました。ここで申し上げたい

のは、ケンブリッジ・エンタープライズのほかの部

分ですけれども、とても重要なところです。それは

Cambridge Entrepreneurial Learning Centre と い う こ

とで、起業家精神学習センターです（スライド 30）。

多くのコースを提供しており、変身していくというこ

とをしているセンターです。

　Judge Business School は皆様方ご存じでしょう。高

名なビジネススクールで、ロンドンとケンブリッジに
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近いです。また、この学習センターは、Vyakarnam 教

授がディレクターとしてやっています。そして、実務

をやっている人たちが教えます（スライド 31）。です

から、アカデミックな人たちがコースの計画をするの

ですが、現役のビジネスマンがいろいろと教えます。

起業家たちがそこに参画するわけです。実業、起業の

経験のある人たちが参画して教える。このプログラム

は非常に成功裏に受け入れられています。

　午後にも話をしますが、ご覧いただいているのは

CfEL のプログラムです（スライド 32, 33）。物理学や

ケミカルエンジニアリング等、大学院レベルのいろい

ろなプログラムがあります。ビジネススクールという

だけではなく、いろいろな分野を新たなる技術でカバー

しています。

　ignite というとてもいいプログラムがあります（スラ

イド 34）。年間に 1 週間、集中コースをします。多く

のメンターがいます。新しい企業をつくる上で、その

基盤になるところです。プログラムが書いてあります。

細かくはお話ししませんが、ベーシックモデルです。

　午後になると、それぞれ 6 人のグループに分かれま

す。メンターも同じで 1 週間過ごします。自分たちの

考えをさらに膨らませていきます。ということで胸躍

るようなモデルです。法政大学の先生方ともぜひお話

ししたいと思っています。
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N 重要なのは人と人とのつながり

　最後のトピックですが、実際に私どもはこのセンターにおいて研究をやっております。非常に詳細な研究をやっ

ています。特に重要なこととしては、ケンブリッジのクラスターという話を申し上げましたが、ソーシャル・ネッ

トワークが非常に進んでおり、そこに起業家が挟まっています。ハイテク企業がケンブリッジに行けば、数は少

ないけれども、アントレプレナーと話ができることが分かっています。詳細は申し上げませんが、私どもはいろ

いろな研究をやりました。

　この新しい IT のクラスターですが、重要な人たちを描いています（スライド 35）。ハーマン・ハウザー、アンディ・

ホーパー、こういった名前が出ています。何回も同じ名前が出てきますが、非常に興味深い研究です。ソーシャル・

ネットワークの重要性は看過することができません。バイオテクノロジーでも同じような研究が行われています。

また同じような名前が出てきます。何回も出てきます。

アレン・グッドマン、フィル・エバンスさん。これを

見ても、私が言っていることの裏づけになると思いま

すが、人と人との対応の仕方、対話の仕方、そしてネッ

トワークをつくっていくことの重要性であります。単

に技術的なものだけではないわけです。

　人の写真に戻ってきました（スライド 36）。人間と

いうのは、やはり最も重要な要素です。これについて

話をしてきました。教育、研究、パブリックポリシー、

それから企業、産業界が協力しなければいけません。

そうすることにより、経済的開発を最大限に膨らませ スライド ��
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ていくことができます。地域の経済開発を考えるときに、そういった協力関係、統合をよく考えていただきたい

と思います。

　経済的な結果ですが、私のモデルに戻ってきます（スライド 37）。企業、社会をどのようにつくっていくかと

いうことです。共通の目標を持った地域社会をつくる。それを準地域、地域、そして国家としての経済に広めて

いくということです。

　いくつか統計をお見せしたいと思います。こういったものが経済にどういう影響を及ぼしているかということ

です。いくつか事実をお見せしておしまいにしたいと思いますが、報告書を出しています（スライド 38）。これ

は数年前の報告書ですが、“The Cambridge Phenomenon － Fulfilling the Potential-2004 Report to Government”

と書いてあります。法政大学の先生に渡しておきますので、コピーが得られるかと思います。

　最も素晴らしい準地域をつくっています。GDP 成長率が平均よりも高い。雇用の伸びも非常に高い。多くの技

術関係の雇用が生まれている。5 万人がハイテクの仕事に就いている。雇用の伸びは 80％。これはもちろん他の

地域を上回っています。ほぼ完全雇用の状態になっています。

　私どもは単に夢を語っているだけではありません。しっかりとした経済的データが裏づけとしてあるというこ

とです。傲慢な気持ちで申し上げているわけではありません。謙虚にこの数字を受け止めているのです。そして、

欧州の一大イノベーションの中心地になっています。非常にしっかりした経済になっていますし、多くのしっか

りとした会社があります。1,500 社以上のハイテク企

業、250 社のバイオテックの企業ができています。

　私の地域のシリコンバレーの姿を示しています（ス

ライド 39）。あまり大きくはありません。さらに改善

が可能だと思います。

　これはいつもお見せしているのですが、非常に納得

していただいています（スライド 40）。今日、孔雀であっ

ても、明日は毛ばたきになってしまうかもしれないと

いうことです。誇りを持ってもいい。でも、傲慢になっ

てはいけません。あなたよりも良い成績を上げる人が

明日出てくるかもしれないということです。

スライド ��

スライド ��

スライド ��
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　金融危機のなかでもエクセレンスを達成することが

できます。期待と大きな夢を持って生きれば、大きな

業績をあげることができるということでございます。

ご清聴、ありがとうございました。（拍手）

田路　ありがとうございました。素晴らしいプレゼンテーションでした。

　続きましてスイスのご講演ということになります。Denis Maillat 先生にご登場いただきます。先生の経歴を簡

単に紹介させていただきます。

　Maillat 先生はスイスのヌーシャテル大学法経済学部で教鞭をとっておられます。ヌーシャテル大学で学ばれ、

1963 年に経済学博士を取得されておられます。その後、アシスタント・プロフェッサーからプロフェッサーに

なられ、以来ずっとそちらで教えていらっしゃるということです。多くの国際機関のプロジェクトにかかわって

おられ、OECD（経済協力開発機構）やインターナショナル・レイバー・オーガニゼーション（国際労働機関）、ヨー

ロッパ・カウンシル（欧州評議会）、こういうところで研究員を長らくしておられます。専門は地域経済とイノベー

ションということになります。非常に多くの著書がありますが、スイスの時計産業に関する研究がたぶんいちば

ん有名だと思います。また、イノベーティブ・ミリュー（Innovative Milieu）という概念があり、本日の講演の

なかでもご紹介いただけるかと思います。

　実は日本には 15 年ぶりにいらっしゃったということで、昨日、品川にありますソニーのパビリオンにご一緒

したのですが、東京の街並みはすっかり変わった、高い建物が増えたねとおっしゃっていました。非常に喜んで

おられます。

　では、Maillat 先生にご講演、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。

スライド �0



2�2�スイスに関する報告

スイスに関する報告
スイス・ヌーシャテル大学名誉教授　Prof. Denis Maillat

Maillat　ありがとうございます。この素晴らしいシンポジウムでレクチャーさせていただくことを本当に嬉し

く思っております。ご招待、ありがとうございました。

　ここで私が話をさせていただくのは、ヨーロッパの視点から見た地域の進化と政策についてです。日本のこと

はそれほど存じていませんので、ヨーロッパの目でお話をさせていただきます。

N 競争的成長と生成的成長

　地域政策の定義ですが、地域の格差を是正し、人口や経済活動などをよりよく再配分しようとすることです。

目標は、地域の格差を少なくすることにより、進んでいないところにチャンスを与える。今日ですと、地域の潜

在的な力やリソースをさらに奨励していこうということです。

　目標を達成していくためには、二つの政策があります。一つは、再配分あるいは再割り当てです。資源の再配

分を地域間でやっていく。もう一つは、地域の潜在力の活性化、あるいは特定の資源を生かしてく。たとえばノ

ウハウやイノベーションの能力など。それから起業家精神をさらに進める。そこに伝来する、あるいは歴史的資

源をさらに生かしていこうということです。

　リチャードソンによると、二つの成長と言うことができるでしょう。競争的な成長が一つ、もう一つは生成的な、

つまり中から成長していくような成長ということです。

　競争的成長は国の成長率は当然あるものと仮定し、その成長の増大分を地域間で配分するということです。そ

ういうモデルで行くと、一つの地域の成長は他の地域の成長が犠牲になるということになります。

　生成的な成長のモデルは全く異なったアプローチです。その地域の局面にもっと重要性を置き、個々の地域を

重要視していきます。このモデルで行くと、テリトリーと言ってもいいかもしれませんが、その場、その地域を

中心に考えます。ですから、すべての成長が特定の地域に基をなすものです。そして、この成長のパフォーマン

スは個々の地域でさらに上げていくことができ、国家としての成長率に影響を及ぼすけれども、他の地域の成長

率がマイナスになるということではないわけです。

　最初のモデルは、活動のリソースを成長のあまり進んでいないところにシフトする、そして成長を促すという

ことで、これは外生的な政策と言えるでしょう。二つ目のモデルは、効率をよくするということですが、その地

域での生産システムの効率を良くしていく。つまり、労働者をトレーニングしたり、その地域のノウハウをさら

に高めたり、革新的ポリシーをその地域で出したりして、その地域のダイナミックな動きを高めていく。それに

よって良くしていくということは、内生的な開発政策ということになります。内生的な開発政策は、自律性が必

要です。地域の当局、地域の機関に、ある程度自律性が与えられていないといけないということになります。

　この二つのタイプの地域政策の違いを明確にしていきましょう。

　まず第1世代の政策を考えてみましょう。この政策は60年代に練られてきました。地域政策は新古典的アプロー
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チに根ざしており、労働力と資本が低いところから高いところに流れ、資本も逆の方向に行く。最適な資源の配

分を目指すという、いわゆる新古典的なモデルです。このアプローチによる処方箋は、立地によってコストに差

が出てくる。たとえば周辺に立地すると、コストが出てきます。開発が進んでいないようなところでは差が出て

きます。

　これらの政策は、とても重要なのですが、1950 年代～ 80 年代を意味して「栄光の 30 年間（Glorious 

Thirties）」と言っています。経済成長の成果をよりよく再配分するということで、皆が参画していけるというこ

とです。大きな企業の支社を地域的に配分することにより、経済成長の成果を皆が享受できるようにするという

ことになります。ですから、開発が最も遅れているようなところが外生的な開発を求めて、大会社の支社を誘致

しようというような活動をすることになります。

　70 年代半ばから、特に工業・産業地域では、景気後退の影響が特にあり、企業誘致という政策が最も完成さ

れたかたちになりました。最も早いかたちで雇用が創出されたところは、外から企業の支社を誘致するという活

動で埋め合わせをしたわけです。先進国の多くの地域がそのために適切な調査をやるということで、そのための

機関ができました。

　今日では、子会社や支社を招致するやり方ではいろいろなリスクがあることが分かりました。たとえば子会社

症候群というようなことになってしまう。何かというと、大きな企業はそこの立地が魅力的でなくなったら子会

社等を閉鎖してしまうことだってあります。たとえば補助金や優遇税制がなくなったら、そこでの操業をやめて

しまうというようなこともあるわけです。そのような子会社症候群が起きてしまいます。そうなると、その地域

はひどい状況になってしまい、大問題になります。

　われわれに言えるのは、外生的な開発は必ずしも良いことばかりではないということです。つまり、その地域

のシステムが依存する文化になってしまう。そして、本当に力のあったところであっても、通常の子会社的なも

のになってしまいます。地場産業が下請け企業に変わってしまい、究極的には、受動的な生産システムになって

しまう。地域の能動的な力を発揮するためには一貫性のある地域生産システムが必要ですが、それが失われてし

まうわけです。その地域の中での能動的な活動がなくなってしまうわけです。

N 内生的な開発を分析する二つのコンセプト

　そこで、新しいタイプの地域政策が必要になってきました。それが第 2 世代の政策です。1980 年代に向かっ

て出てきたのですが、全体的な状況が変わりました。つまり、経済成長が所与のものという時代ではなくなった

のです。よく知られているのは、大企業がもう大きな雇用主ではなくなってきて、もっとダイナミックな中小企

業が出てきました。経済の国際化の進展がさらにスピードを増し、新しい技術が出てきて、経済的な構造を常に

更新していかなければいけないという状況になりました。

　工業経済や科学に常に構造変化があり、その変化が失業と生産構造の不安定さを生み出しました。このような

構造変化から、多くの国々で古い工業地域が衰退し、新たに繁栄する地域が同じ国でも別のところでできるよう

になってきました。ということで、地域による空間的なヒエラルキーが変化してきました。なぜ地域間のヒエラ

ルキーが変わったのか。地域間のヒエラルキーの中で地位が向上していった地域は、内生的な開発の力を持って

いたところです。再配分ではないわけで、中から出てきた力ということです。

　内生的な開発が重要なのですが、こういうときに見られたものを分析し、理解していくために、二つのコンセ
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プトを使います。まず「地域生産システム」という考え方です。もう一つ、イノベーティブ・ミリューというコ

ンセプトの本を書いたものの一人なので、私にはよく分かっているのですが、イノベーションの環境ということ

です。

　「地域生産システム」とは、生産単位の近接性を特徴とする総体です。製造業、サービス企業、研究・訓練セ

ンター、インターフェイスをする機関等々が一つとなって、お互いの関係を維持しながら多様な緊密度があるの

ですが、そこから集団として生産的な活力を生み出すということで、協力が重要です。この異なった単位の関係は、

従来型の下請け関係で限定されているものではありません。お互いに取引をしない関係も重要な位置を占めてい

ます。関係の緊密度は、組織の構成や機能によって異なります。この協力は内生的な力に基づくのですが、これ

は地域への密着度を決定づけます。そして、この地域が能動的な地域になるわけです。大きな企業として外から

来て、中央から周辺に広がるという外部からもたらされるモデルに代わり、新しいモデルは能動的な組織となり、

特定の具体的なものをつくり出し、リソースとして差別化された資源を生み出すことができるということです。

　この新しいモデルは、地域の環境、能力に基づいて、他の地域で起きている変化に気づいて自分たちに合わせ

て改変し、計画を立てて、自分たちのプロセスを通じて地域生産システムを活性化していく。それは集団として

のプロセスであります。まさに地域という概念が、受動的な、動かない場所を提供するという地域ではなく、戦

略的で、固有の資源を生み出す地域という概念へと変わっていくわけです。このアクティブな地域をイノベーティ

ブ・ミリュー、イノベーションを生む環境と私が呼んでいるわけです。

　これは地域として外に向いて開かれています。技術的にも市場としても開かれていて、ノウハウやそれにかか

わるものたちの行動のルール、関係の資本というものを習得する複合体なわけです。組織化された人的、物質的

な資源に結びついていて、地域の秩序だったシステムであり、行動であり、自律性があって表現されるわけです。

　この環境の存在はとても重要です。というのも、これが内生的な地域開発の基盤であるからです。環境は二つ

の役割を担っています。まず一つ目は、このシステムを動かすのに必要な具体的な資源を開発する、特に自律的

な方法で開発するということです。二つ目は、プロジェクトを見て、洗い出しをして、それをつくっていくとい

うことです。そうしたプロジェクトにより、その地域の生産システムを採択し、新しいものに変えていくことが

できるわけです。

　二つの論理体系がこの環境を動かしています。まず、組織としての論理です。これは、できるだけ優れたかた

ちで共通の資源を活用していこうということ。それから学習の論理を使うことにより、ニーズが出てきたときに

それに対応し、どういった変化があるかを予測します。技術的あるいは組織的な形態を使って、そうした予測等

をやっていくということです。

N 革新を生み出す環境の重要性

　例を申し上げたいと思います。イタリアの例ですが、イノベーティブ・ミリューの中で動いてきた地域システ

ムです。工業的なダイナミズムと地域のダイナミズムとの間の相互関係の中で生まれてきました。工業地区です

けれども、その特徴は何か。組織し、開発をするわけですが、その地域の論理に基づいて発展を遂げていくわけ

です。その場合には地域のプレイヤー間の関係を大事にし、コンセンサスを大事にするかたちで進んでいきます。

　こうした現象は現在ではかなり広まっています。文書化もされています。一般化されており、もはやイタリア

独特の現象ではなくなっています。こうした種類のシステムはイタリア以外のところにも出てきています。
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　この地域生産システムは建設プロセスの結果ということで、プレイヤーがどういう戦略を持っているのか、全

体として何を学習しているのかということの結果です。所与のことではなくなってきています。その地域の運命

は、必ずしも企業が支店を設けたり子会社をつくったりするのにどれだけ優れた立地であるかということではあ

りません。むしろ、その地域のプレイヤーたちの行動がどこまで革新を生み出していくのか、そういった環境が

あるかどうか、地域の発展を促すような環境があるかどうかということです。

　環境が重要です。さまざまな協力関係がつくられていきます。企業間の協力、それから顧客、サプライヤー、研究、

トレーニング機関、こういったものが協力することにより、支援をする地域ではなく、むしろこういった経済関

係のプレイヤーを一つにまとめる。あるいは物質以外の資源を使って、具体的な技能、ノウハウ、ルールをその

地域に発展させていくことです。そうすることによって新しい地域政策が生まれてきます。

　第 2 世代政策の目的は、その地域の革新プロセスを生き生きさせることです。その手法としては、地域共同体

の力を全部動員しなければいけません。

　地域の革新プロセスを実施するうえで大きな問題ですけれども、革新というのはなかなか簡単にはいきません。

複雑です。実際に革新を実施するには 3 種類の装置が必要です。まず地域の起業家精神を養うこと、ネットワー

ク効果を引き出していくこと、それから、その地域における科学技術政策がなければいけません。ということで、

3 種類の地域の政策が必要になってきます。それが第 2 世代の政策システムと結びついています。

　最初のほうから見ていきましょう。地域の企業活動の促進というところです。地域の生産システムをきちんと

やっていくためには、アントレプレナーを養わなければならない、起業家を生み出していかなければいけません。

なぜそんなことをするかというと、地域の起業家精神を養い、それによってインキュベーションを促進する。そ

して、地域の企業を生み出していかなければいけません。既存の企業も新しい状況に対応できるようにしなけれ

ばいけません。なにせ、外からいろいろな需要が出てきたり、新しい技術が出てきたりしますから。

　それをやるための方法ですが、まずスピンオフを促進する。コースをつくって、ビジネスをつくる人たちを養っ

ていく。それから、融資の方法についても、たとえば地域の資本をうまく活用することをやっていかなければい

けません。

　次にネットワーク効果の活性化ということです。いろいろな活動の間には相互関係があります。特に工業活動、

サービス活動の間に関係があります。そうした相互依存の関係があることによって、その地域の革新プロセスが

進むわけです。すなわち、産業、サービス活動、この間のつながりが非常に重要です。

　それから、環境がどれだけ力を持つかということですが、これは人間関係によって違ってきます。すなわち、

その地域のプレイヤー、ネットワークの関係

です。ネットワークの中にはいろいろな技能

が入ってきます。技術、訓練、経営、マーケ

ティング、ファイナンス、こういったものも

すべてネットワークの中に入ってきますし、

生産システムの持つバイタリティを決定する

のは、こうしたネットワークがどこまで緊密

にできているかということです。というのは、

こうしたネットワークを通じてはじめて、ノ

ウハウが伝わるからです。
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　こうしたネットワークを発展させるためには専門家の組織が必要になってきます。ビジネス・クリエーター、

輸出業者、こういった人たちの組織が必要になってきます。単に討論の場、意見交換の場、交流の場を設けるだ

けでは不十分です。そうではなくて、共同作業をやっていかなければいけません。パートナーがそれぞれの技術、

技能を持ち寄って、お互いに連絡をすることにより、目の前にあるチャンスをうまく生かしていかなければいけ

ません。そして、環境の持つ創造力、クリエイティビティを伸ばしていかなければいけません。

　難しいのは、新しい地域の連帯を生み出していくことです。そのためには窓口になる機関をつくって、お互い

に話のできる場を設けなければいけません。たとえば展示会であったり、工業フェアであったり、あるいは文化

的イベントをやらなくてはいけないということです。

　3 番目は第 2 世代の政策ということですが、「地域科学技術政策」とタイトルをつけています。新技術が登場

してくるということは、すべての地域に影響を及ぼします。こうした技術は既存の地域の生産システムに対して

かなり揺さぶりをかけます。同時に、既存の生産システムを変えていくための力にもなります。だからこそ、多

くの地域が今日、科学技術政策を策定しています。その中身を見てみると、そこにある技能やノウハウに合わせ

たものになっているということです。

　私の地域で見てみますと、スイスの時計をつくっている地域ですけれども、マイクロテクニック、マイクロエ

レクトロニクスということであり、生物学ではありません。これこそがこの地域の生産システムを支える環境に

なっているわけです。

　革新といったとき、やはり新しい科学的な知識がなければいけません。ただ、それはもう企業の特権ではなく

なっています。地域の科学システムによって知識を得ることができるわけです。研究機関、教育・訓練システム、

あるいは生産システムとの間の相互のつながりが重要になってきます。いろいろなところが相互に話し合いをす

ることにより、さまざまな協力関係が生まれ、また、そのことが環境をより優れたものに変えていきます。

　この点で特に強調しておきたいこととして、研究機関と産業界のリンクは、単にその地域に研究機関がありさ

えすればいいというものではないということです。やはり企業と研究機関との協力があってはじめて生まれてき

ます。こうした協力があって、外から科学的、技術的な知識を持ってきて、それをさらに発展させて、その環境

に合わせていくことができるわけです。

　ということで、地域レベルでの革新を促進するためには、環境にそういった力があるかどうか。すなわち、環

境の中に共同作業をする能力があるかどうか。共同作業といった場合には、科学システム、生産システム、金融

界等が協力できるかどうかということです。この協力ができれば、新しい形態の生産、ビジネスの振興が出てき

ます。

　第 2 世代の地域政策の狙いは、それぞれの地域の内生的な発展能力を高めていくことです。それを具体的な資

源との関係でとらえていくということで、その地域のプレイヤーに極めて重要な決定の役割を与えています。

N 第 3 世代の政策に対するチャレンジ

　1980 年代末以降、構造的な変化ということで世界経済についてグローバル化が起きてきました。実際に世界

の生産システムはますますモザイクの様相を呈しています。そして、それぞれにフレキシブルな、特定化された

地域の生産システムが生まれてきて、それがお互いに競争し、競合優位をつくろうとしています。そうすること

によって差別化を図っているのが現状です。
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　グローバル化の中で、地域的な原則が出てきました。というのは、いろいろな力がそこに働いていることが分

かりました。そして、地域の生産システムが競合優位を保っていける、そういった原則が出てきました。国際化

とは違い、グローバル化というのは単に機能的、空間的な企業の分布にはとどまりません。グローバル化によっ

て地域の生産システムが相互に競争することになり、その結果、やはり革新をしなければいけない、競合優位を

獲得しなければいけないという状態に立ち至ったわけです。

　グローバル化が進むことにより、地域生産システムのダイナミズムが、ローカルレベル、グローバルレベル、

また、内生的要因と外生的要因のつながりから生まれることになります。そして、機能の論理と地域の論理が結

合することになります。これを数字を出して説明したいと思います。

　覚えておいていただきたいのですが、第 2 世代の政策の場合、中心は地域の論理、そして内生的な開発能力に

重点が置かれていました。特に地域のイノベーション・プロセスを活性化しようという観点からでした。そして

地域ということを考えたとき、機能の論理から脱して外生的な開発に対する解決策を見つけることを目指してい

ました。

　これを例として見るのですが、これは典型的なイノベーションを生む環境です（スライド 1）。この地域のアプ

ローチとして、ローカルな学習が熱心に行われ、遠隔学習もある。その中に知識があり、競争するモザイクのよ

うなシステムが競合し、差異化を図っている。この外生的な開発と内生的な開発戦略との対立は、グローバル化

とか第 3 世代が出てきて、重要性が少なくなってきました。これは外生的なものだけでも内生的なものだけでも

いけない。それだけでは良い解決策にはならないわけです。

　第 3 世代の政策としては、単に生産システムのモザイクを見るだけではなくて、システム間で競争があったと

しても、複数の地域での協力になるわけです。すべてのことを一つのところではできませんから、ほかのシステ

ムと協力しなければいけない。つまり、マルチローカル生産システムです。単に情報の交換だけではなく、ノウ

ハウを交換し、生産システムを統合し、さらに深くしていく。知識をさらに蓄積し、この図で示されているよう

にやっていくわけです（スライド 2）。

　これが私どもの国ではどういうふうになっているかということです。今日、時計を生産する地域は一つだけで

はだめです。すべてを同じところでつくるわけにはいかない。協力しなければいけないわけです。時計を開発す

るためには、たとえば豊かなところに対して情報を出しているような人たち、イベントをやっている人たち、フェ

アをやっている人たちとともにやらなければいけないし、観光産業とも、テレビや映画産業とも協力しなければ

スライド 1 スライド 2
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いけない。ですから、一つのシステムだけではだめなわけです。これはチャレンジです。第 3 世代の政策に対し

てのチャレンジというか、やっていかなければいけない事柄になっていくわけです。

　以上で私のレクチャーを終わります。皆様方、ありがとうございました。（拍手）

田路　ありがとうございました。

　ここで少しブレークといたしましょう。プログラムにはないのですが、40 分に再開するということでレスト

タイムにしたいと思います。

〔休憩〕

田路　では、3 人目の Phil Kemp さんのご紹介をさせていただきます。

　現在、オーストラリアの、これはプライベートですけれども、コースタル・ビジネスセンターの代表をしてい

らっしゃいます。そして、カーティン工科大学でスモール・ビジネスとアントレプレナーシップの非常勤講師を

しておられます。本の執筆もされていまして、世界から非常に熱心にデータを集められ、中小企業を国際的な視

点から分析しておられます。中にはビジネス・インキュベーションのベストプラクティスの調査も含まれていま

す。ほかに公の要職として、オーストラリアのビジネスイノベーション＆インキュベーション協会の会長も務め

ておられます。

　実は、今回が初めての来日ということです。非常に楽しみにしていただいていたようで、ご自身で東京の街を

歩かれていました。ソニーの大ファンということで、私もびっくりしたのですが、昨日、ソニーのパビリオンに

ご一緒したときカメラを出されて、「ぼくはソニーのカメラが大好きなんだよ。すごくいいデザインで、使いや

すくてね。」と褒めていただき、ソニーの社員が恐縮しておられました。

　もう一つ申し上げると、日本が世界に誇れるものの一つにアニメ産業があります。これが輸出されているので

すが、Kemp さんは日本のアニメーションについても非常にお詳しい。秋葉原ではアニメショップの視察をご希

望され、私は後ろからついていったんですね。皆さんご存じですか。ラジオ会館といってフィギュアなどを売っ

ているところがあるのですが、そこに行きましたら本当に喜んでいただきました。私には初めての経験だったの

ですが、日本はハードだけではなくてコンテンツ、ソフトも、世界に発信しているのだなと、非常に誇りに思い

ました。こういう産業をもっと増やしていって世界に向けて発信していけたらいいなと思いました。

　では、Phil Kemp さんにご講演をお願いしたいと思います。
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オーストラリアに関する報告
オーストラリア・ビジネスイノベーション＆インキュベーション協会会長　Mr. Phil Kemp

Kemp　きょうは少し具体的に、ビジネス・インキュ

ベーションの話をさせていただきます。それからオー

ストラリアのビジネス・インキュベーションについて

も若干触れ、オーストラリア政府がどんなことをやっ

て世界金融危機を回避しようとしているかというお話

を申し上げたいと思います。ですから、Barrell 先生や

Maillat 先生がお話しした内容を、少しずつ混ぜ合わせ

てお話しすることになるかと思います。

　このコンピュータがうまく作動するか、見ていきた

いと思います。ラップトップは残念ながらソニーブラ

ンドではなさそうですね。

　こちらに私が話す内容がざっと出ています（スライ

ド 1）。

　これは私自身の自己紹介です（スライド 2）。お読み

いただきたいと思います。田路先生の紹介とちょっと

違っていまして、現在、ナショナル・ビジネス・インキュ

ベーター・アソシエーションのチェアパーソンをやっ

ています。最近、選挙で選ばれました。私は実務家で

ございまして、フリーマントルのほうで仕事をしてい

ます。10 年ぐらい前に企業を立ち上げました。私自身

も二つの企業を立ち上げています。ということで実務

畑の人間です。カーティン工科大学で学部の学生に教

えていますが、実務家の人間だからその話をしてくれということで大学に赴いています。

N インキュベーションが雇用を創出する

　こちらにビジネス・インキュベーションに関するコメントが出ています（スライド 3）。日本の例がないか、イ

ンターネットで探しましたが、残念ながら見つかりませんでした。最初に中国の江沢民主席の言葉ですが、「イ

ンキュベーションは 21 世紀における最も重要なグローバルイノベーションのひとつである」ということです。

中国でも、経済にとってのインキュベーションを極めて重要視しています。

　それからアメリカのオバマ大統領の言葉です。オバマ政権は 2 億 5,000 万ドルをビジネス・インキュベーショ

スライド 1

スライド 2
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ンに投資すると言っています。

　イギリスからの例も出ましてたいへんうれしく思い

ました。ウェールズの議会政府は 3 億ドルをビジネス・

インキュベーションに投入するということです。わず

か人口 290 万の小さなところですけれども、これだけ

の投資をするということです。

　多くの国が、インキュベーションは事業を伸ばして

いく、そしてアントレプレナーを支援して経済を発展

させていくための手法であると見ているということで

す。

　これが日本に関係があるかどうかよく分かりません

けれども、インキュベーションを理解していただくために、この内容について少し説明しておきたいと思います。

　アメリカ人たちは、インキュベーションは自分たちが始めたと言っていますが、本当でしょうか。1959 年、

アメリカで始まったといわれています。その後、1980 年の時点では 12 しかビジネス・インキュベーターは誕生

していませんでした。20 年近くかかってアメリカがやっていることを他の国が見て、他の国も注目するように

なりました。

　いろいろな国あるいは政府が掲げているインキュベーションの目的を書いています（スライド 4）。範囲として

は、企業のスタートアップ（企業の設立）、商業ベースにのせる（IPO）、あるいは社会的に恵まれない人たちを

支援する。オーストラリアにおいてはアボリジニと呼ばれる人たちがいます。インキュベーションを活用するこ

とによってアボリジニの人たちが小企業を立ち上げるお手伝いをしようというようなことを言っています。それ

から「雇用創出」と書かれています。これが圧倒的に重要な目的です。ほとんどの国の場合、インキュベーショ

ンが雇用を創出するということはなかなかうまく行っていませんが、それをやろうとしているわけです。

　こちらは UKBI のピーターさんのものを借りてきました（スライド 5, 6）。ビジネス・インキュベーターが 100

万人当たりどのくらいあるかということです。数年前の統計ですが、今日も当てはまると思います。単位人口当

たりのインキュベーターの数ですけれども、こちらに日本が出ています。実はニュージーランドのほうが日本よ

りも上です。オーストラリア人はすぐにニュージーランドを低くみるのですが。このグラフにはオーストラリア

スライド �
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は出ていませんが、日本とカナダの間ぐらいだと思います。

　全世界に 7,000 のインキュベーターがあります。何か活動が行われているわけです。世界はやはりインキュベー

ションに着目し、雇用創出や、ビジネスが生まれ、新興企業が生まれるということを期待しています。そして、人々

にとって富が発生することを期待しているわけです。

　全世界で合意したビジネス・インキュベーションの定義が出ています（スライド 7）。私ども、現場の人間はこ

の定義を使ってビジネス・インキュベーションを説明しています。2004 年に行われたデリーの会議で決まった

定義の内容です。Barrell 先生が言ったとおりですが、インキュベーションあるいは起業家精神というのは、ビジ

ネスよりも広い概念です。中身としては、地域社会あるいは社会、あるいは人を含んでいますので、企業だけが

対象ではありません。

　また、ビジネス・インキュベーションとビジネス・インキュベーターの間には違いがあります。インキュベーショ

ンのほうは過程です。起業家と協力してビジネスのアイデアを膨らませていくというプロセスです。それに対し

てインキュベーターは物理的な場所、建物を指します。時としてこの両者を混同することがあるので申し上げま

した。

　こちらのスライドは、ビジネス・インキュベーションは簡単かどうかということを検証していますが、答えは「難

しい」ということです（スライド 8）。やはり建物、資源をつくることは難しい。知財をつくって起業家を助けよ

うということも容易なことではありません。運営も難

しいです。いったん施設をつくっても、施設の運営等

をやっていくことは容易ではありません。全世界にイ

ンキュベーターが 7,000 あると申し上げましたが、そ

のすべてがうまく行っているインキュベーターという

わけではありません。

　インキュベーターの設立目的は何なのかということ

ですが、雇用の創出、知的財産の商業化、技術移転。

Maillat 先生から技術移転の話はありました。それから

対内投資。外部から国の中に資金が入ってくるわけで、

これを対内投資と呼んでいます。言い換えると、イン

スライド � スライド �
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キュベーターの力を借りて民間部門の活動を育んでいくということです。政府ではありません、民間部門の活動

を育んでいく、ここが非常に重要です。インキュベーターが大学など公的な施設の中にあったとしても、政府で

はなく、民間部門を育てていくというところが重要なところです。

　どういったサービスがインキュベーションから出てくるかということです。インキュベーターの中に入ってい

るテナントを指してインキュベーティーと言っています。最初に、入るのも出るのも簡単と書かれています。リー

ス期間が決まっていないということです。ということで、起業家にとってもインキュベーターに入っていくこと

に伴うリスクは低くなっています。

　それ以外のサービスも書かれています（スライド 9, 10）。運営に関して 1 対 1 の助言が得られるということ、

専門家のネットワークがあるということ、コーチング、メンタリングが行われていること、すなわちガイダンス

が受けられるということです。重要なのは建物ではありません。やはりその建物の中にいる人が重要です。人へ

のサポート、支援、これがインキュベーションの最も重要な側面だということです。

　このスライドは前のページの繰り返しになります（スライド 11）。

　ここが最も重要です。インキュベーターは単なるサービスオフィスではないということです。やはり支援を与

えることだということです。私は専門家ではありませんが、私のビジネス・インキュベーションに対する考え方

です。世界を旅した経験から見ると、インキュベーティーは、技術は分かっています。IP も分かっています。でも、

ビジネスをどう運営していったらいいのかということ

を知りたいと思っているわけです。ビジネスを運営す

ることは教科書どおりには行きません。ということで、

インキュベーティーの人たちに対してビジネスの運営

の仕方を教えなければいけないわけです。

　ビジネス・インキュベーターあるいはインキュベー

ションは、学習環境としては大学とはずいぶん違いま

す。もし同じだったら、インキュベーションは必要あ

りません。大学では、どうやってビジネスを立ち上げ

るかということを教えますが、大学で学んだことだけ

ではうまくいきません。やはりインキュベーションと

スライド � スライド 10
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いう独特の学習環境の中で、どうやったら事業を膨ら

ませていくことができるのかを教える。ここが大学と

インキュベーションとの違いです。

　これは UKBI のピーターさんの、ビジネス・インキュ

ベーションの資料から取ってきたものです（スライド

12）。人と利益が大事であって、建物は大事ではないと

いうことです。人と資金、これが大事です。建物の写

真に関しては、そのように申し上げておけば、きちん

とした要約になるかと思います。今、簡単にビジネス・

インキュベーションについて要約しました。

N インキュベーションに関するオーストラリアの取り組み

　オーストラリアがどういう経験をしているかを申し上げると、オーストラリアでインキュベーションが始まっ

たのは 1980 年代でした。最初は小さなコミュニティ、地域社会のグループがあって、この人たちが新興企業にサー

ビスを提供していました。オーストラリアの場合は大学で始まったのではなく、大学の外でインキュベーション

というものが始まりました。

　やはり失業を減らすということが大きな問題でした。オーストラリアでは 1988 年、89 年、失業率は 10％を

超えていました。政府は失業率を下げるために苦慮していました。アメリカがインキュベーションに関してやっ

ていることを見て、オーストラリア政府は、自分たちもインキュベーションをやろうと決めたわけです。

　これはオーストラリアで出されたインキュベーションの報告ですが、今までに 1 回しか行われていません（ス

ライド 13）。これが 1999 年のことです。インキュベーションがオーストラリアで産声を上げて 10 年ぐらいたっ

てからということですが、99 年段階では、72 のインキュベーターがありました。現在は 80 ぐらいになっています。

半分ぐらいが都市部にあり、あとの半分が地方にあるという地理的な分布になっています。

　皆様の中でオーストラリアに旅されたことのある方なら、オーストラリアにおいては距離というものが大きな

課題になることがお分かりいただけるかと思います。

人口はわずか 2,200 万人、しかし国土の広さとしては

世界第 6 位です。人口は世界で百四十何位というラン

キングの低さですが、それだけの広さですから、距離

をいかに乗り越えるかが非常に大きな課題になってき

ます。インキュベーションは、この距離を乗り越える

一つの方法として考えられたわけです。

　イノベーションのプログラムの主な目的は、新規に

立ち上げた企業などが失敗したり、操業停止になった

りすることを防ぐのが一つ（スライド 14）。それから、

雇用の創出、中小企業の成長、アントレプレナーの成

スライド 12
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長ということです。インキュベーターは、広さとしては 65％が 1,000 平米以下、17％が 1,500 平米以上という

規模です。

　インキュベーションの結果、1999 年時点には 2,750 の新規雇用が創出されました。この最後のところは 1 雇

用当たりの平均コストということですが、これをほかのスタートアップのプログラムと比べると、4 分の 1 で済

むということです（スライド 15）。つまり、一つの雇用創出当たりの平均コストを考えると、インキュベーショ

ンというやり方は非常にコストパフォーマンスが高いということです。新規創業あるいは雇用創出という点でコ

ストが低くて済むということで、これはもしかしたら現在の金融危機における教訓になるのかもしれません。

　しかし、1999 年以来今まで、それ以外の報告はされていません。私は今、修士論文を書いている最中で、一

つつくろうかと思っているところですが、オーストラリアにおいてはインキュベーションは 12 年にわたって失

業対策でした。2000 年初頭に、政府は失業対策からより産業重視ということで方針転換をしたのですが、あま

りうまく行きませんでした。つまり、ほとんどのインキュベーションがインダストリー・フォーカスに転じるこ

とができなかったという失敗があり、現在、オーストラリアでは具体的なインキュベーションの政策プログラム

はありません。もう終了したというのが現在の状況です。

N 情報通信技術のインキュベーションについて

　一般的なインキュベーションの目的は今までお話し

してきたのですが、その中でハイテク、いわゆる情報

通信技術のインキュベーションに特化してお話しして

いきたいと思います。

　こちらのプログラムは BITS と呼ばれています（スラ

イド 16）。Building IT Strength Program、IT の強みを

育てるというプログラムですが、オーストラリアの通

信・情報技術・芸術省によって行われています。各州

に一つずつ、ただし、メルボルンとシドニーだけは二

つずつあるのですが、トータルで 10 の情報通信技術の

スライド 1� スライド 1�
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インキュベーターがつくられました。ほとんどがプライベート・セクターです。つまり、入札をかけて民間の企

業が入ったのですが、その中でも非営利で入っているのは二つしかありません。

　考え方としては、インキュベーションのテナントが入ってきてベンチャーキャピタルのファンドを受け、スピ

ンアウトして、ロイヤリティのようなかたちでインキュベーターに対して支払いをするといったモデルになって

います。それはいったん財務的な体力がついてからの話ですが。

　こちらがその結果です（スライド 17, 18）。最初の段階ではほどほどの成功を上げていたと言うことができま

した。インキュベーターのテナントたちが、ベンチャーキャピタルによる投資、知的財産の実用化、雇用創出等

を当初は達成していました。こちらのスライドでも書かれていますが、たとえば輸出が何百万ドルという単位で

上がった、売上高も上がった、技術や輸出という側面において、こういった新興企業が表彰を受けたというよう

なこともありました。

　しかし、これは政府のプログラムに共通して言えることですが、政府からのお金の流れが止まってしまうと、

問題が起きます。オーストラリアについても同様でした。BITS プログラムでは 10 のうち 6 が閉鎖され、あとの

4 つは残りましたけれども、その運営の方法は変わっています。ですから、BITS のインキュベーションは現在で

は当初の目的にそったかたちでは運営・管理されていません。このインキュベーションのモデルは、オーストラ

リアにおいてはうまく行かなかったと言うしかありません。

　これ以外にも 10 ～ 20 のハイテク・インキュベーターがオーストラリアには存在しますが、定義上の問題が

あり、つまり、テクノロジーパーク、インダストリアルパーク、それに対するインキュベーターというのが定義

的にはっきりしていません。テクノロジーパークにおいて、うちはインキュベーターだと掲げているところもあ

りますが、インキュベーターであるわれわれからしてみると、その名前に値しない。ですから、定義上の難しさ

ということです。今のところ、そういったいろいろな呼称が存在するということです。

　現在の状況ですが、この BITS のインキュベーターはうまく行きませんでした。ですから、インキュベーショ

ンに関する国営のプログラムはもはや存在しません。ビジネス・インキュベーターとして存在するものはまだ

80 ぐらいありますが、政府の支援は全く入っていません。これらの多くはサービスが充実しているとは言いが

たく、その多くは単なるテナントに対する施設リースにとどまっています。

　大きな問題は、政府の支援が欠如しているということです。これは単に資金の問題ではなく、方針、それから

政府のほうで、インキュベーションはいったい何が達成できるかということの理解不足が大きな問題です。

スライド 1�スライド 1�
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N オーストラリアのイノベーションシステムの仕組み

　いくつかのスライドを皆さんの資料にも加えましたが、こちらはオーストラリアのイノベーションシステムに

ついての参考資料です（スライド 19, 20）。今、始まっている活動の中で良いものもありますし、世界同時不況

を乗り越えていくためのヒントになるものも入っていると考えたからです。

　オーストラリアにおいては、ほとんどの研究所は国営で、政府の助成を受けています。たとえば CSIRO（豪州

連邦科学産業研究機構）ですが、名前をお聞きになったことがあるかもしれません。大学もしかり、それ以外に

も Co-operative Research Centres（CRCs）と呼ばれるものがあります。大学と業界とのいわゆる産学共同研究機

関ということで、産業界から資金を拠出して CRCs をつくっています。もちろん、民間セクターでの R ＆ D も存

在します。

　しかし、ここにコメントとして書きましたが、その多くは非常に受動的である。ちょっと説明がしにくいので

すが、ただ受身になっているだけ、積極性はないというところが問題です。

　オーストラリアは保守党から労働党に政権が代わり、世界の他の国々とは逆方向を走っているような気もしま

すが、新政権が Enterprise Connect というものを立ち上げました。このプログラムはその名前のとおり、企業を

リサーチとつなげようという試みです。受動的な関与ではなく、積極的な関与を狙ったものです。

　各州に一つずつ、計 6 カ所のマニュファクチャリングセンターというものがあり、それとは別に 6 つのイノベー

ションセンターがあって、それぞれの個別重視領域があります。イノベーションセンターが6つ、マニュファクチャ

リングセンターが 6 つということですが、オーストラリアでも、先ほど Barrell 先生が製造業とサービス業の傾

向について話しておられたのと全く状況が同じです。1960 年代には製造業が 40％あったのが、2000 年代になっ

てこれが 12％まで下がっているという意味では、全く同じ状況です。新政権でも、何もつくらない国の首相で

はありたくない、ものづくりの精神を続けていくということで、6 つのマニュファクチャリングセンターがあり、

それにプラスして 6 つのイノベーションセンターが存在するという仕組みになっています。

　もしかしたら日本にとっては学ぶところがあるのかもしれません（スライド 21）。90 人のビジネスアドバイザー

が、6 つのマニュファクチャリングセンター、6 つのイノベーションセンターに配置されています。このビジネ

スアドバイザーたちは、企業と話をしてイノベーションシステムにそれをつなげていく役割を持っています。で

すから、ビジネスアドバイザーと相談する相手の企業、両方が積極的に関与していく。ビジネスアドバイザーは

スライド 20スライド 1�
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ビジネスレビューなどもしますし、企業はマーケティ

ング、財務、オペレーション、ヒューマンリソース、

戦略などをビジネスアドバイザーとともに検討してい

きます。

　これはまだ始まって 12 ヵ月にしかなりません。コー

スタル・ビジネスセンターという私の組織にも、この

エンタープライズコネクトプログラムのビジネスアド

バイザーが 2 人います。この 1 年間で 52 のビジネス

レビューを行いました。ですから、ほとんど 1 週間に

1 回ということです。さまざまな会社と話をして、シ

ステムであるとか、生産性のアップなどについて相談

をする。そして、イノベーションシステムにそういった企業をつなげていきます。

N インキュベーションの未来と役割

　リサーチャー・イン・ビジネスというのは類似ですが、別個のプログラムです。企業が費用を負担して大学か

らリサーチャーを派遣してもらい、企業内でリサーチをしてもらうというプログラムで、政府がその分の費用負

担をします。これは先週発表されたばかりの、新しいプログラムですが、先ほどのエンタープライズコネクトの

ウェブサイトをご覧いただくと、こちらについてももう少しお分かりいただけると思います。こちらも、大学の

研究者とビジネスをより積極的に相互関与させていくことにより、リンクをつくっていくという試みです。

　先ほど Maillat 先生がイノベーティブ・ミリューの話をしておられました。われわれもオーストラリアで、た

とえばネットワーキングであるとかクラウド・ビジネス、あるいは 1 対 1 のアドバイザーサービス、さまざまな

方法を試みましたけれども、結果は芳しくありませんでした。今回はこの新しいプログラムがわれわれの望んで

いるような結果をもたらしてくれればと思っています。まだ結果が見えないという意味では、私たちもコロンブ

スに似ているのかもしれません。

　最後に少し、インキュベーションの未来ということでお話しします。私はインキュベーションという業界で主

唱者の一人として、雇用創出におけるインキュベーションの役割ということで政府と連携していく。特に、金融

危機で何千というレイオフが起きています。オーストラリアでも大手企業でパシフィックブランドという衣料、

靴のメーカーが 1,800 人のレイオフをつい昨日発表しました。車のメーカーでトヨタ、GM、三菱などもオース

トラリアの生産拠点で工場閉鎖などに踏み切っています。そして、何千という職が失われています。また、西の

ほうに大きなニッケル鉱山があるのですが、わずか 1 ヵ月前に BHP が閉山し、4,000 の職が失われました。オー

ストラリアは、2,200 万人の人口のうち働いているのは 1,000 万人しかいません。12 月から 5 万人もの職が失

われており、就業人口が 1,000 万人ということで数字的にはまだ少ないかもしれませんが、かなりの経済的打撃

を被っています。

　したがって、政府としても国民に対してこういった危機をいかに乗り越えていくかという対策を打ち出す必要

があります。インキュベーションは実績を今までに出しています。小さな変革ではありますが、きちんとした結

果が出せるということで、こういった状況に変化を起こしていければと思っています。

スライド 21
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　これはフリーマントルにおける私のインキュベー

ター、コースタル・ビジネスセンターですが、ちょっ

と不思議な感じがするかもしれません（スライド 22）。

実は以前、この建物は刑務所でした。こちらが独房です。

3 階建てなのですが、100 年ぐらい前に建てられた刑

務所です。ただ、イギリスから連れてこられた前科の

ある移民たちによってではありません。いずれにして

も、これが私のオフィスのある建物です。

　これをお見せした理由ですけれども、たとえばこの

建物一つ見てもパーフェクトではありません。箱では

ないのです。人間なのです。人間がアントレプレナー

あるいはコミュニティと仕事をし、いかに知的財産を実用化するか、そして、ベンチャーキャピタルのファイナ

ンシングをするかというところが重要です。そこがうまく行けば、刑務所でやったとしてもうまく行くものはう

まく行くのです。実は母に、いつか刑務所送りになるよといわれたのですが、ある意味でその言葉は当たったの

かもしれません。

　今回、ご招待いただき、ありがとうございました。私はソニーのファンということもあり、田路先生がおっしゃっ

たように、いつも東京に来たいと思っていました。そして今回は、ほかの国々から来た方ともお会いすることが

できました。これからもぜひ話をしたいと思います。（拍手）

田路　とても参考になるご講演でした。今、インキュベーターというのは施設だけではない。インキュベーター

は場所、インキュベーションといった場合には、サービスとか人的支援も含まれるということですね。もともと

は刑務所でやっていらっしゃる。しかし、すべてのことに対して支援を与えていらっしゃるということですね。

　ありがとうございました。

〔昼食休憩〕

田路　続きましては、法政大学大学院政策創造研究科の岡本教授に講演していただきます。県庁であるとか市役

所であるとか、そういったところの公務員の方にたくさん来ていただいている研究科でございます。

　岡本先生のご専門は、地域とイノベーションということなのですが、特に外国の研究に関して言いますと、イ

タリアの研究を長くされていて、著書もございます。九州でお育ちになり、学部が横浜国大、大学院がなぜか京

都大学、その後、本学に就任されて以来法政大学に勤務されているということです。

　それでは、岡本先生、よろしくお願いいたします。

スライド 22



�2�2 日本に関する報告

日本に関する報告
法政大学大学院教授　岡本 義行

岡本　本日 2 度目の登場になりますが、よろしくお願いいたします。

　今回は、すでにご講演された 3 名の先生方と比較的共通する話題でお話ができそうです。きょうは、「地域イ

ノベーションと大学の役割」というテーマを付け報告させていただきます。外国からおいでくださった方のため

に英語版の資料をつくろうと思ったのですが、ゆうべ時間がなく挫折してしまいました。申し訳ありません。で

きるだけ丁寧にお話しいたします。

N 産業集積の変化

　最初に、全体の構成をお話しいたします。「はじめに」から始まり、地域イノベーションとは何か、日本で地

域イノベーションといっているものに足りないものは何だろうかという話を少しいたします。そして、いくつか

代表的な、日本の地域イノベーションと思われるようなところを選び、それが本当に地域イノベーションかどう

かという議論を少ししたいと思っています。その地域イノベーションに大学は貢献したのだろうかという話が次

にまいります。地域イノベーションに大学はどのようにかかわることができるのだろうかということがあって、

最後に、簡単な結論に行きたいと思っております。

　私は地域経済のようなことを今やっていますが、日本の地域がかなり疲弊してしまったということがあります。

先ほどちょっと申し上げましたが、日本の地域経済は産地と呼ばれる産業集積が伝統的に担ってきました。500

カ所と数えられていますが、そういう産業集積、たとえば繊維製品をつくっていたり、家具をつくっていたり、

金属機械をつくっていたりするところが、中国からの輸入品や東南アジアの競合製品と競合し、どんどん衰退し

ていく。あるいは、そういう企業が中国へ行って産業集積が衰退してしまった。ただ、産業集積が全部衰退する

わけではなくて、ここに「進化」と書いてありますけれども、中には、変化していって適応しているところもあ

ります。

　世界中どこでもそういう現象があります。

産業集積というのは、生き残るためには環境

適応していかないといけないということがあ

ります。ただ、その進化するプロセスは、先

ほど Maillat 先生がお話しになったようなプ

ロセスを経て変化していくことができるかど

うかが大きな課題になります。そのときに大

学が貢献できるかどうかということです。

　従来、日本の産業集積は、大学や研究所と

いうものと無関係に事業の展開や投資を行う
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という経済活動をしてきました。私が見るところ、現在の地方の衰退は、これまで考えられてきたような、たと

えばさっき Maillat 先生がおっしゃった第 1 の段階のタイプというか、企業誘致のようなものでは救済できない

だろう。あるいは、企業誘致をしたところで、企業がそこに定着する保証がない。いま現在、そのようなことが

起こっていますけれども、第 2 タイプ、第 3 タイプというようなところに転換していかなければいけないのでは

ないだろうか、という話をしたいと思います。

N 地域が抱える諸問題

　では、どういう方法が考えられるのだろうかということで、地域イノベーションの中身を少し考えていきたい

と思います。世界中がシリコンバレーやケンブリッジ周辺ということはないわけで、それ以外のところはさまざ

まな問題を抱えながらやっています。その地域イノベーションのための条件のようなものをまず考えていきたい

と思います。

　その前に、日本が抱える課題として、少子高齢化。地球温暖化などの環境問題。知識社会への移行あるいは知

識創造体制への移行というのも、一つの課題だろうと思っています。それからグローバル化。これに関連して中

国や東南アジアなどとの経済的な競争。また、日本独自の問題ですが、財政赤字の累積という問題があります。

日本の戦後の経済成長の延長上では考えられないような生産性という問題にぶち当たっているといいますか、生

産性の上昇という一般的な問題。競争力の回復ということと密接に関係がありますが、深刻な問題であろうと思っ

ています。

　特に地域の抱える問題として、雇用機会の減少というか、働く場所がないということが一つありますが、同時

に、一人当たり所得が東京や大阪、名古屋などと大きな格差ができつつある。名古屋はいま低下しつつあります

が、相対的に地方の地域が抱える一人当たり所得あるいは GDP の生産といってもいいでしょうが、これが低下し

つつある。また、これまでずっと可能であった中央政府からの財政的支援について、これはいろいろなかたちで

行われており、代表的なものは、ほとんどの日本人が知っている公共投資ですけれども、そういうものも減少し

つつある。同時に、人口の減少がある。企業はそういうところから撤退するといいますか、一部は中国に行ったり、

事業所を閉鎖したりすることで、企業が減少する。こういった一連の動きの悪循環が起こっているということで

す。

　そういうなかで、地域振興や地域活性化というのがお題目のように言われていますが、これはいったい何を意

味するのだろうか。どうすればいいのだろうか。そこに、地域イノベーションという非常に魅力的な言葉が政策

などでは語られます。その地域イノベーションとはいったい何だろうかということを見極めるというか考えてみ

ようということです。

　従来、政策的には、地方の産業政策であるとか地域政策というのはお定まりの手法があったわけで、地方の産

業活動の基盤をつくる、あるいは企業間の連携をつくるということであったのですが、基本的には大企業を中心

にした、自動車であるとか電機であるとか、そういう産業の効率性を高める、競争力をより強めるという方向で

描かれてきました。ただ、今回の世界同時不況のなかで、そういう処方箋が役に立つのかどうかという疑問は当

然出てきます。

　一つは、従来の産業、先ほど言いました、たとえば繊維や家具という産業、ここには企業があって企業家（起業家）

がいて、多少は起業家精神が残っています。もちろん、資金もありますが、そういう人たちが新しい展開をする。



���� 日本に関する報告

環境に適応して市場を変えたり、場合によっては生産する商品を変えたりするということが、起こる可能性があ

る。実際、起こっているところもあります。

　それから、企業の経営の改善を行うことが可能であろう。一般に地方の零細企業の経営者の経営能力は非常に

惨めなものがあります。そういうところで経営改善をしていけば、生産性が上がったり競争力がついたりする可

能性がある。そういうことも考えられるのではないだろうか。地域の革新というか地域の連携を良くするという

お話がこれまでありましたけれども、そういうことも可能かどうか。

　ここでも地域イノベーションという言葉が出てきましたけれども、地域イノベーションのメカニズムはどう

なっているのか。「地域イノベーションの定義」と書いてありますけれども、これは文部科学省の科学技術政策

研究所のレポートの中にある一部を取ってきました。

　「…イノベーションを誘発・促進しうる有機的な結合状態を保ち、その活性を持続させる集積として注目した

のが、多様性と自立性に富んだ地域に根ざす地域イノベーションであり、その体系をなすのは地域クラスターで

ある」ということです。

　先ほど打ち合わせで通訳の方が、これは日本語ではないのではないかという話をされていましたが、たしかに、

よく分からない。たぶん、これを書かれた方が地域イノベーションの具体的なイメージを持っていないことが理

由だろうと思います。地域にあるさまざまな資源やプレイヤー、すなわち起業家、自治体、NPO、銀行なども

含めて連携することが必要だという認識があることは確かです。しかし、「自立性のある」といいますけれども、

本当に日本の地域で自立性があるのだろうか、多様性があるのだろうかということを考えると、これがいかに絵

空事に近いものであるかが分かります。

　地域が活性化するということは、地域のプレイヤーが強くなるということが一つあります。プレイヤーが強く

なるというのは、個人の能力が高まる、経営者の能力が高まるということが、たぶんあるのでしょう。そういう

個人のレベル。それから、その個人がより密接につながっていくことが必要だろう。ネットワークということで

表現できるのかどうか分かりませんけれども、コミュニケーションをしてより協力できるような仕組みにしてい

く、これはもう一つの条件ではないかと思います。

　このようなコミュニティのレベルといいますか、人間の社会的な関係の上にのっかって経済活動が行われるの

だろう。その経済活動は、実際に取引であったり、あるいは企業活動ということになるのでしょうが、そのとき

に地域としての優位性というのは、個人の能力と個人間の情報のやり取りのなかで、その地域が他の地域に比べ

てより多くの資源を生み出す、情報を生み出す、あるいは新しい知識を生み出すということが必要になってくる

わけです。そこで実際には地域が優位性を持つわけですが、経済的にみると、もうちょっと違った側面があります。

　産業集積が形成されるプロセスでは、たとえばこれをこちらからこちらへ運ぶというのが一つの仕事になって

いくと、アダム・スミスがいっているように全体が効率化していく、収益逓増のような状況が生まれてくるとい

うことが当然あります。それと同時に、技術の情報が流れてくる。外部経済と書いたものですが、エクスターナ

ルエコノミーは、情報のスピルオーバーや専門の人間が出てくる。地域によっては、その地域特有の職種である

とか研究機関であるとか、そういうものを生み出している。これがおそらく地域の優位性の原点だろうと思いま

す。
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N 地域イノベーションの方法と政策

　こういうある種の具体的なイメージのなかで地域イノベーションを考えたら、いったいそういうイメージに合

うようなところが日本のなかでどこかあるのだろうかという議論を、これから少し進めたいと思います。

　地域イノベーションというのは、個々のプレイヤーの能力を高めると同時に、プレイヤー間の関係を強化し、

地域の優位性を確保することです。そのなかで、経済的には収益逓増のような、1 ＋ 1 が 2 でなくて 3 になるよ

うな分業が生まれたりスキルが生まれたりすることは、あり得るのではないか。同時に、人間と人間とのコミュ

ニケーションがよくなれば、そのこと自体が優位性をもたらすのではないだろうか。このようなイメージで地域

イノベーションを考えてみたいと思います。

　そのような地域イノベーションの方法としては、具体的には新しい技術の開発、その移転（トランスファー）、

それからそれを普及させるということがあります。この役割は、大学や高専、研究所、公設施設（試験場等）が

担うのではないかと思います。

　実際に技術が普及していくプロセスでは、インキュベーションというものがあります。その担い手はサイエン

スパークであったり、イノベーターであったりするということです。日本では都道府県あるいは大学がインキュ

ベーターを持っているケースが多いのですが、地域イノベーションの一つの方法といいますか経路といいますか、

それはインキュベーションを通じて行われるだろうと考えられます。

　それからもう一つは、プレイヤーとしての人材育成です。これは大学や専門学校、ビジネススクールが担い手

になります。

　地域イノベーションの一つの方法としてこの地域研究センターが手がけている試みを一つだけ紹介します。大

学や研究機関のない地方は、日本全国にたくさんあります。そういうところに対して法政大学地域研究センター

が遠隔装置、つまりテレビを通じて、地域活性化に関する人材教育を試みています。実は技術的な問題があって

流せませんでしたが、今日もこの放送を流そうかという考えもありました。外国の方のお話などを聞く機会がな

かなかないので、そういうものを直接聞ける仕組みは非常に重要になってきます。そこで、法政大学地域研究セ

ンターが地域活性化の方法の一つとしてそのようなことをやっております。

　次に、地域イノベーションの政策として、たとえばどんなものがあるだろうか。もちろん、政府の政策はいく

つかあるのですが、クラスター計画というものを進めています。文部科学省はこれを知的クラスターと呼んでい

ますが、経済産業省は産業クラスターと呼んでいます。どちらもほとんど同じようなものですが、このクラスター

の試み、ちょっと見ていただきましょう。

　一つは、シーズのようなものを事業化する

ということでありましょうし、もう一つは、

連携をさせる。先ほどお話ししましたよう

に、地域イノベーションの一つは連携するこ

と、協力することであるのですが、連携のコー

ディネーターで連携していく。そういう人た

ちを活用するということです。

　海外の人は日本の仕組みをあまりご存じな

いと思いますが、日本は大企業があって、そ
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の下に下請けの企業がある。そして、雇用制度もこれまで基本的に終身雇用が機能してきたために、組織と組織

との間を結ぶことが容易ではないということがあります。これは民間も公的な部門もそうですが、ある組織に帰

属すると長期間いるために、組織間を調整したり関係をつくったりすることがあまり得意ではない。その関係を

つくることによって事業化を促進しようというのが、この政策の趣旨だと思います。これはたしかに、クラスター

の機能を高めるという意味合いがあるのだろうと思います。ネットワークの形成です。このような政策がありま

す。

　このような政策がうまくいっているとかいっていないとか私の口から言うより、あとのパネルで、いろいろな

事例で議論したいと思います。ですからちょっとおいておきましょう。

N 日本の地域イノベーション

　ともかくネットワーク化、関係をつくるということが、政策の一つの目標ですが、実際にはどうであるかとい

うお話を少ししたいと思います。日本に地域イノベーションがあったのか、あるのか、ということです。

　私が見るところ、地域イノベーションというか、先ほど Maillat 先生がおっしゃった言い方ですと内発的にい

ちばん変化したというのは浜松です。もともと浜松は綿織物がありましたし、木工もありました。そういう関係

で豊田佐吉が自動織機を発明し、豊田の息子が自動車をつくり始めて浜松から離れますけれども、いま豊田市と

呼ばれているところで自動車産業を成功させることになります。ただ、自動車産業はそのほかにスズキなどもこ

こにありますし、本田をはじめとするバイク産業は浜松で育っていきます。同時に、木工というところからピア

ノなどの楽器が出てきます。

　しかし、日本国内、少子化で子どもの数も減っていき、楽器産業も頭打ちになる。自動車やバイクも日本から

輸出するのはなかなか難しくなる。今回の不況のこともあり、浜松ホトニクスという会社に代表されるように、

光をコントロールしながら新しい産業をつくっていく、そういうところに内発的に転換していった。これは明ら

かに成功事例の一つだろうと思います。

　なぜこういうことが起こったか。その理由として代表的に挙げられるものがこのようなものです。

　起業家精神がある。「やらまいか」といわれていますが、起業家精神の風土がある。それから、物的、精神的

な相互支援。これは先ほどの協力ということになるでしょうか。同時に、内部だけではなく外に開かれた風土が

ある。

　前回のシンポジウムで、あそこにいちばん詳しい坂本光司先生が、浜松で新規創業される方のほとんどは浜松

以外の人である、つまり、浜松以外の人が浜松で浜松の風土を利用して、あるいはインフラを利用して会社を設

立しているとおっしゃっていました。これが浜松の一つの特徴かと思います。

　そのほかにも、行政や商工会議所のリーダーシップがあるということがあります。それから、静岡大学工学部

の OB 会のネットワーク。これは技術者集団でもあるし、起業家の集団でもあります。その人たちのネットワー

クが非常に機能していたのではないかといわれています。これが浜松の地域イノベーションを支えた要因である

と考えられます。

　ただ、これはみんな製造業に近い。光技術のところまで来ると、ちょっと違いますが、基本的に浜松の問題は、

ものづくりであって付加価値が低いということがあります。ですから、地域イノベーションという観点からすれ

ば、新しい知識をどうやってつくっていくかが大きな課題になっています。
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　日本の代表的な産業集積で面白いというか、時代とともに変化してきたところに新潟県の燕という地域があり

ます。江戸時代から和釘、ヤスリ、煙管などをつくっていました。それが明治維新とともに和釘は洋釘に駆逐さ

れていき、たまたま手に入れたスプーンやフォークを生産していました。いまでもノーベル賞晩餐会のときのス

プーンやフォークはここの地域にある会社がつくっていまして、アメリカなどではブランドとして評価されてい

ます。しかし、ブランド故に高くて売れないということはあります。一般的なスプーン、フォークも、価格競争

で中国や東南アジアの国々に早々に負けてしまいます。そして、1970 年代、80 年代になると、金属製品でさま

ざまなものを手がけてきます。たとえばゴルフのヘッドであるとか、そういうものをつくってきました。

　ただ金属加工というだけでは、ここの特徴はつかめません。概要はここに書いてありますように、事業所数が

818、出荷額が約 4,000 億円、主要な業種は金属製品製造業です。ここの特徴は、多品種、少量、短納期で、品

質管理ができているということでありまして、「これは」という商品というより、マーケットに合わせて変化し

ていくという、柔軟な変化を受け入れることのできる産業集積であります。

　それで、外から見ると変化しているように見えて、実は技術はある程度継承されている。しかし、ここでも製

品の主要なものは製造業であり、集積全体が新しくイノベーションしているかというと、なかなかそうは言いに

くい状況があります。

　続いて東京の一部ですけれども、日本を代表する大田区、それから埼玉県から神奈川県の多摩川下流までを含

むような多摩地域、この地域はどうか。機械金属の製造機器みたいなところで、金型に代表される機械部品、自

動車産業や電気機械産業のいわば部品加工を得意とするところです。ここは今、一生懸命ブランド化しようとし

ています。

　部品生産ですので衰退しています。地域イノベーションがいちばん必要とされている地域です。おそらくここ

でいちばん必要なのは、外部からの資源あるいは企業の流入といいますか、外部から新しい資源を導入すること

だと思いますが、そういうこともなかなか難しいように思われます。

　東京の西のほう、多摩地域も、この間に事業所は 7 万 8,000 から 4 万 9,000 に、出荷額も 20 兆円から 11 兆

円に減少しています。産業全体の開業率は 4.2％、廃業率 4.3％。製造業については、開業率は 1.7％なのですが、

廃業率 4.1％。2 倍以上の廃業率になっています。東京の近郊で製造業を中心にした地域です。ここで地域イノベー

ションが、やはりものづくりということでやっていられるのか、と。

　製造業というのは、世界的に先進国ではなかなか難しくなってきています。2 次産業から第 3 次産業へ、ある

いはわれわれはしばしば 2.5 次産業と呼んでいますが、第 2 次産業と第 3 次産業の中間のようなところを目指さ

ざるを得ないといいますか、そういう構成に GDP もなっています。そういうニーズに社会がなっています。これ

が一つです。

　それから、多摩地域の大学の技術移転について統計を取ってみました。残念ながらここに法政大学の名前は入っ

ていませんが、いちばん右が技術移転をした数です。旧都立大学（首都大学東京）が 31、創価大学が 10、工学

院が 16、大学を全部足しても 100 ぐらいのものです。これは累計です。

　たまたま一昨年だったか、スウェーデンのヨンショーピン・サイエンスパークの社長に来てもらいました。8

万人ぐらいの市の大学のサイエンスパークですけれども、スタートアップした企業はこのような数にある、と。

これはその数字をそのまま移したものですが、年間 50 近くのスタートアップがあり、ビジネスアイデアとして

は 100 を超えるようなものがあるということです。いったい何がこんなに違うのだろうと考えざるを得ません。

　どういう分野でというデータもいただいたのですが、それは別の機会にお話しするとして、1 年後に 70％を超
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える企業が生きているということです。そして、この地域の新規企業の 7％が、学生が設立したベンチャービジ

ネスである。ベンチャービジネスといってもハイテクばかりではありませんが。

　経済産業省がまとめたものでは、日本全体で大学発ベンチャーはやっと 1,000 社を超えました。この内実につ

いては後ほど議論したいと思いますが、ともかく 1,000 社生み出したということです。

N 地域イノベーションに対する大学の役割

　では、地域イノベーションに大学はどれだけかかわってきたのか。スタンフォード大学とシリコンバレーの関

係、先ほどの Cambridge Phenomenon のお話などを考え、それと比較してどうなのだろうかということです。

　スタンフォード大学とシリコンバレー、ご存じだと思いますけれども、改めて復習させていただきます。ヒュー

レットとパッカードがオシロスコープのようなものを開発し、電子産業が生まれる。これが第 1 段階です。その

後、半導体産業が出てくるのですが、これも日本との競争で 1980 年代に撤退せざるを得なくなる。その後、アッ

プルなどのパソコン関連産業が生まれてくる。そして、第 4 段階ではグーグルやヤフーなど IT 産業と呼ばれる

ものが主流になっている。今、第 5 段階に入って、バイオなどもあるといわれています。これは明らかにリージョ

ナル・イノベーションなのでしょうが、こういうものを支えてきたのは何だったのか。だれかが演出したわけで

はないということなのですが、地域コミュニティとして、スマートバレーだとかああいう非営利の団体などを中

心として、こういう産業の転換を演出してきたと、多くの人に言われています。

　それに対して京都などをとると、京都大学は日本でも指折りの大学ですけれども、京都大学というよりも京都

の風土のなかで面白い企業が生まれてきました。京セラ、立石電気（オムロン）、島津製作所など。ただ、昨年、

京都の商工会議所から、京都の産業政策として何かないかというお話をいただいたことがありますが、特に大学

が地域と密接に関係して何かをやっていることは見当たりませんでした。先生方は部分的にはかかわっています。

しかし、京都にはほかにもいい大学がありますが、地域とそういう大学が一体化して何かを進める、地域のイノ

ベーションを進めるということは特にありません。

　面白い例は仙台と東北大学です。東北大学は理系の分野では世界でも有数な大学の一つに評価される科学と技

術を持っていますが、仙台にはほとんど企業はありません。昔、ここの産業政策にもかかわったことがあるので

すが、東北大学のお得意は金属など製造業にかかわる部分なのですけれども、そういうところがうまく基盤とし

て存在しないということがありまして、結局、企業を生み出せなかった。では、ほかに仙台あるいは東北に大学

としてかかわる方法はなかったのかと考えて

みると面白いかなと思います。

　ある意味では地域と大学との利害の共有と

いうか、京都大学にしても東北大学にしても

地元としての運命共同体という意識はほとん

どありません。人材についてもほとんどあり

ません。大学の格としてこれを比較するのが

適当かどうか分かりませんが、ドイツのルー

ルにあるブッパタール大学を訪問したとき

に、そこの学長さんが面白いことを言ってい
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ました。

　当時は何を言っているのかよく分からなかったのですが、ブッパタール大学は、ゾーリンゲンとレムシャイト

という小さい都市と連携しているルール地方にある大学なんですが、そこの学長さんが、ここの教員は自分の勤

めている大学がある市に 60％ぐらいしか住んでいないと言うのです。60％もの教員が自分の勤めている大学が

ある市に住んでいるなどということは日本では考えられません。たとえば京都大学にしても東北大学にしても、

東京から通っている人がたくさんいるような大学です。ブッパタール大学では 60％。どういうことかというと、

大学に対するアイデンティティとか、大学が存在する地域に対する思い入れが全く違うということを言っていた

ように思えます。ほかの地域に住んでいる人たちは、大学の地域のことをあまり一生懸命考えないということを

力説し、それは困る、大きな問題なのだと言っていたように思います。

　続いてトヨタ自動車や日立製作所の事例を挙げさせていただきました。これはだれもが知っていることですが、

個々の技術についてはいろいろな大学と連携していますし、ケンブリッジ大学にもお金を出して連携していると

思います。トヨタ自動車にしてみれば、たしかに名古屋大学が地元といえば地元ですが、豊田市に有名な大学が

あるわけではない。日立製作所に至っては、ちょっと離れれば筑波大学とか茨城大学とかありますけれども、日

立市には名前の知れている大学はありません。結局、地元に大学がある必要はなかったのではないか。研究は、

どこの大学とも連携できるから、そういうコストのかかることはやらない。人材も、東京大学からも京都大学か

らも採れるから関係ない。つまり、地元のプレイヤーとしての自覚がほとんどなかったということではなかった

のか。

　ここでのまとめとしては、大学が地域イノベーションを引き起こすための条件は、大学が地域のメンバーとな

ることである。いま考えられているクラスター政策なども、技術の移転だけでいいものだろうか。そういうコミッ

トの仕方では、実は地域イノベーションは起こらないのではないだろうかということです。

　地域イノベーションに大学がどのようにかかわったらいいのだろうか。大学の役割は基本的に研究、教育であ

ります。プラスアルファでインキュベーションなどというものがありますけれども、そういう観点からすると、

日本でインキュベーションであるとか技術の移転であるとか、なかなかできにくい理由の一つは、大学の研究開

発能力が低いのではないだろうか。これを高めなくてはいけないだろうということが、一つ論理的に出てきます。

現実にどこの大学が低いとか高いとか言うと、いろいろ問題が出てきますので言いませんけれども、高めること

が必要なのだろうということです。

　それから先ほどの関係で言えば、大学と地域というものはある種の連携というよりも、もう少し強い関係が必

要ではないだろうか。単にコーディネーターが結びつけるというようなものではなくて、地域の主要なプレイヤー

として大学が位置づくというか、そういう自覚を持つことが必要ではないだろうか。

　また、地元にうまく溶け込まなければ、地元のネットワークの中に入らなければ、なかなか難しいだろうと思

いますが、サイエンスパークやイノベーターの機能を強化するようなことが必要だろうと思います。もう一つ、

人材育成がいまはローカルに考えられているわけではなくて、地方の大学だとしても東京に行って上場企業のサ

ラリーマンになるような教育をしています。こういう目的だとか方法だとかいうことも、地域イノベーションに

は欠かせない条件ではないだろうか。

　再度言いますが、地域と単に連携するというだけではなく、地域のメンバーとなることが大学にとって地域イ

ノベーションを進める一つの条件ではないだろうか。それをどう自覚するか。メンバーになるということをどう

保証するかということがあります。
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　これはまた私の別の体験ですが、ミラノの南側にパビアという大学町があります。パビア大学は古い大学です

が、その大学町の自治体と関係が必要で行ったことがあります。そうしたら、日本から人が来たというので向こ

うはずらっと並んで出迎えてくれたのですが、市長さんを中心にほとんど大学の関係者なのです。市長さんは大

学のお医者さんですし、大学人として出てきているのか自治体として出てきているのかよく分からない。そのぐ

らい一体化しているということを体験しました。

　こういう議論から、地域イノベーションというのは、一つは地域と一体化することが必要です。さらに、

Maillat 先生のお話にも出てきましたけれども、第 3 段階というか、こういう時代になってきていますから、内

部で内発的にいろいろな情報や知識を創発することはなかなか難しいわけで、外部との関係が当然必要になって

きます。先ほど浜松の事例で、起業家が外部から来て浜松で立ち上げたと言いましたが、浜松だけではなくて他

の地域でも結構そういう事例があります。つまり、地元出身の人というよりも外部から入ってきて事業を始める。

それも違う業種の体験をしていて、新しいアイデアをそこに持ち込むというようなことがあります。

　私は地域活性化の仕事の一つとして話をすることがあるのですが、海外から人を連れてきてネットワークの中

に入りなさい、そして、新しい経営資源を持ち込むことをしないと、地域というのは日本国内で生きているわけ

ではなくて、世界の中でも生きているんですよ、という話をしています。

　地域イノベーションというのは地域として一体化すると同時に、外部との関係をどうつくるかということが必

要です。そして、外部とのつながりをつくる窓口は大学が持ち得るわけですから、地域イノベーションのプレイ

ヤーとして大学をうまく引き入れる。あるいは大学はそういう自覚を持つ。自覚を持てというのは意味のない言

葉かもしれませんが、地域イノベーションのプレイヤーとして大学が機能するためには、大学を使うスキルや技

術といったものが必要でしょうし、大学にとっては、そういう自覚が必要だろうということがあります。

　そのためには、協力できるコミュニティ形成というようなものが必要になってくるのではないだろうか。日本

の大学はローカルではないと、地方の旧国立大学もみんなおっしゃいます。われわれはサイエンスをやっており

ますと言いますけれども、ローカルに生きなければいけなくなってしまった時代です。余談ですけれども、大学も、

国から税金がやってくるというようなことであると、なかなか自立できないのではないかと思います。

　ともかく大学はプレイヤーとして地域コミュニティを形成することが重要です。そういうことで、あとはパネ

ルのほうにつなぎたいと思います。

　どうもありがとうございました。（拍手）

田路　岡本先生ありがとうございました。

　続きまして、コメントをいただく露木先生をご紹介させていただきます。露木先生は非常に面白いキャリアで、

中央大学社会学部とマスターを出られて、なぜかその後、前川製作所に 7 年ほど勤められました。その後、北陸

先端科学技術大学院大学に当時いらした、知識創造で有名な野中郁次郎先生の下で博士号をお取りになり、知識

創造を研究していたはずなのですが、当時、産業技術総合研究所にベンチャー開発戦略研究センターというもの

があって、本当にナショナル・インスティテュートの技術を使って起業するというプロジェクトがあり、今でも

それは続いていまして 20 ～ 30 社、本当にベンチャーができているのですが、そこの担当者、応援をする人ですね。

彼女は起業そのもののマネジメントは手伝わなかったのですが、その横にもう一つプロジェクトがあり、社会科

学的にリサーチをする。それも世界のクラスターとかインキュベーターとかを調べるということで、その担当で

そこに 4 年勤められました。あとでご登壇いただく渡辺孝先生はそのときのセンター長でいらっしゃったという
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関係です。

　露木先生はこの 6 年ぐらいヨーロッパを中心に調べておられます。そのときに私は出会いました。ちなみに、

私はきょうは発表しませんが、アメリカのシリコンバレーをずっと調べてきたという感じになっています。

　では、露木先生、コメントをお願いします。
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コメント
明星大学経済学部准教授　露木 恵美子

露木　田路先生、どうもありがとうございました。ご紹介にあずかりました露木恵美子と申します。お話にあり

ましたように、いまの大学に行く前に産業技術総合研究所ベンチャー開発戦略研究センターにおりました。科学

技術振興調整費というお金がありまして、日本の国研の技術を使っていかにハイテクベンチャーを生み出せるか

という命題の下にスーパー COE という 5 年間のプロジェクトがあり、そこに足掛け 5 年ほど研究者としていま

して研究に携わってきました。

　私の上司でいらした渡辺先生の話がありましたが、実はセンター長は産総研の所長である吉川先生でした。実

質的なプロジェクトのマネジメントは渡辺先生がなさっていまして、プロジェクト自体は、起業するためにビジ

ネスマンも産総研の職員として一時雇って、アントレプレナー・イン・レジデンスというケンブリッジのお話が

先ほどありましたけれども、国研の中につくってやってみる。そこで技術のマッチングをして、世界に通用する

ハイテクベンチャーをつくっていくというプロジェクトでありました。

　同時にリサーチサイトでもあったので、非常に恵まれた研究環境の中で研究をすることができました。実際に

企業をつくっていくプロセスを見ながら、自分自身も学んでいくという機会を与えていただきました。きょうは、

ハイテクベンチャーをつくるときにいろいろなことがいかに大変だったのかという前提で先生方のお話を聞かせ

ていただき、コメントを少しだけさせていただきます。パネルの先生方のお話のほうが大事ですので、いちおう

30 分という時間をちょうだいしているのですが、なるべく短くいたします。私から問題提起というか、パネリ

ストの皆様方にこういったことについてもう少しお話しいただきたいということを最後に投げて、コメントのま

とめとさせていただきます。

　まず、皆様方共通のテーマとして、地域イノベーション、地域活性化に対する大学の役割というのがありまし

たけれども、Barrell 先生の場合、非常に有名なケンブリッジ現象というお話がありました。私もケンブリッジに

は何度か行き、ケンブリッジのジャッジ・マネジメントスクールの先生と一緒にケンブリッジの研究をしていま

した。先ほどもケンブリッジ大学が中心として描かれていましたけれども、大学がネットワークの中心にあるか

といったら、そういうわけではありません。

　ケンブリッジのさまざまな、インキュベー

ション施設であったり、セント・ジョーンズ・

カレッジの、たとえばサイエンスパークで

あったり、ケンブリッジから出てきたスピン

アウトのコンサルティングファーム―コンサ

ルティングというと、アドバイスだけしてい

るように見えますが、インキュベーターの役

割もしているようなコンサルティングファー

ムがあったり、あるいは研究所があって、ど
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こが中心というよりもネットワークをつくって、自立的にそれぞれが活動する。それによってケンブリッジの企

業の風土が生まれてくる。私たちは、インキュベーションインフラと呼んでいますが、そういったものが形成さ

れてきた。それは一朝一夕にできたものではなく、60 年代、70 年代にかなり時間をかけて少しずつできてきた。

2000 年前後でバブルが弾けたりして、上場できないといったこともありましたが、トレンドとしては新しく会

社が生まれてくるというような風土ができてきたというのが、ケンブリッジの一つの大きな特徴であったと思い

ます。

　次にスイスの Maillat 先生のお話です。具体的な時計産業のお話があまり聞けなかったので、これはあとでパ

ネルのときにお聞きしたいと思いますが、イノベーティブ・ミリューというキーワードが出てきました。皆様の

お手元の資料では「環境」と訳されていますが、これは日本語の「場」に近い概念だと聞いております。つまり、

外にあるものではなく、人間のネットワークも含めて、時空間と人との関係性みたいなものを含めての環境とい

うことです。Milieu にはそういう意味が入っていると私は聞いております。その Milieu の中から固有の資源を開

発していったり、システムがダイナミックに変わっていく内発的な創造性のある地域の事例として、時計産業の

生まれてきたヌーシャテル地域の話をされたと考えています。

　Kemp さんのオーストラリアのお話ですけれども、実は私はオーストラリアのことはほとんど知りませんで、

今回、聞くのを非常に楽しみにしていました。やはりどこの国も起業に対しては苦戦しているなというところで、

日本だけが苦戦しているわけではないことが分かり、安心するやら、でも、なかなか環境は厳しいなと思うやら。

いろいろな取り組みがあるけれども、政府が鳴り物入りでやったプロジェクトは意外にうまく行っていない。箱

のある支援、箱だけの支援、制度としての支援というよりは、人あるいは人のネットワークというところの支援

として、起業コネクトという概念が出てきたと思います。これは箱ではなくて支援の仕組み、あるいはプロセス

のほうが大事なのだとコメントされていましたが、実際にその中でビジネスアドバイザーが中小企業とイノベー

ションのシステムを結びつける、そこが本当はすごく大事なのだということで、リサーチャーがビジネスの現場

に出て行ったり、あるいは逆にビジネスアドバイザーが起業のプロセスを支援したりというようなことがなされ

ているというお話でありました。

　それぞれの話の中で、地域とイノベーションとインキュベーションと大学という四つのワードが出てきて、そ

れぞれのつながりについてお話があったと思います。それで、人、モノ、カネ、ネットワークといったものがあ

りますけれども、箱としてのインキュベーション、あるいは制度として地域とつなげていくという試みは、うま

く行かない面がかなり見えてきている。それよりは、内発的な成長を支援するようなネットワークであったり、

人材の育成であったり、研究者による技術移転であったり、そういう地域イノベーションのシステムの中に大学

をどう位置づけて行くのかということが問題になってきているということです。

　岡本先生が最後におっしゃったように、地域イノベーションはどういうふうにしたら可能になるか、そのとき

の条件は何だろうという話がありましたけれども、大学も外から見ているのではなくて、地域のネットワークの

中に入ってアクターとして協働していくメンバーとなる。そこから発想して一緒に内発的な環境をつくっていく。

Milieu、場という話ですけれども、文化、風土を含めたものとしてどうつくっていくのかという話で結ばれてい

たと思います。

　特に私が皆様方にお聞きしたいと思っているところですが、ケンブリッジの場合は成功事例がたくさんあると

思いますけれども、複数の異なるアクターが一つの目標に向かって成功事例を出していくときに、どういった成

功事例があるのか。もし、具体的にご存じであれば教えていただきたいと思います。
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　先ほど出てきたプラスティック・ロジックでしたか、その前にケンブリッジ・ディスプレイ・テクノロジーと

いう会社があったと思います。どちらもキャベンディッシュ研究所の先生がかかわっていらして、新しい技術を

生み出していくということに関与されていたと思います。そういったことがなぜ可能になっているのか。日本で

も非常に高名で優秀な研究者はたくさんいらっしゃると思うのですが、直接的ではなく、間接的でもいいけれど

も、企業に有効なかたちでかかわっていくということがあまりできていないところがあります。もし、具体的な

事例をご存じでしたら教えていただきたいと思います。

　Maillat 先生のところも、時計産業というところでいろいろなプレイヤーがいますということでした。実際にも

のづくりをしているところもあるし、サプライヤーもいるし、地域の政府の人もいる。あるいはもう少し広域的

なイベント、展示会といったネットワークであったり、プレスであったり、広域的なネットワークと地域のネッ

トワークと両方必要だという話がありました。その辺をもう少し詳しくお聞きしたいと思いました。

　Kemp さんは practitioner でいらっしゃるので、実際にご自身のインキュベーターのところでこういういい事

例がありますよというようなことがあれば、ぜひ教えていただきたい。また、もっとこういうプログラムがあれ

ばうまく行くのではないかといった、実務家の観点からのお話もちょうだいしたいと思います。

　各先生方にもう少し大きなテーマとしてお聞きしたいのは、地域イノベーションあるいはインキュベーション

のシステムに欠けているところ、これから強化していかなくてはいけないところ、ソフトの上の支援があると思

いますけれども、具体的にどういうものがもっと整備されていけば、そういった試みがより効果的に成功してい

くのか。そういったところに関してそれぞれの先生方のご意見を拝聴できるとありがたいと感じました。

　私からのコメントは以上です。どうもありがとうございました。（拍手）



����パネルディスカッション

パネルディスカッション

田路　パネルの皆さんにご登壇いただきたいと思います。その間に渡辺孝先生をご紹介させていただきます。

　渡辺孝先生は、芝浦工業大学にあります社会人大学院、いわゆる MOT（Management of Technology）の研究

科長をしておられます。露木先生のお話にありましたけれども、産業技術総合研究所のベンチャー開発戦略研究

センターでディレクターをされる前は、現在の日本政策投資銀行、昔の日本開発銀行に長く勤めておられ、その

とき、スタートアップに投資をするマッチング・ファンドの企画と運営に携わられたということです。おそらく

その経歴から産業技術総合研究所のベンチャー開発戦略研究センターのお仕事を受けられたのではないかと思い

ます。その後、東京工業大学に 2 年ぐらいお勤めになられ、それから芝浦工業大学に移られたということになり

ます。

　では、岡本先生にチェアをお渡しし、パネルを始めさせていただきたいと思います。

岡本　それでは、パネルを始めたいと思います。

　露木先生のコメントに対してパネリストの方々、何かお答えになる部分がありましたらお願いします。

N ケンブリッジの成功例とオーストラリアの失敗例

Barrell　では、始めましょうか。重要な質問が出ておりました。まず第 1 に、露木先生はプラスティック・ロジッ

ク、それからケンブリッジ・ディスプレイ・テクノロジーの話をしてくださいました。そのような素晴らしい企

業がいかに存在するようになったかということを聞いていらっしゃいました。いろいろな疑問が出てくるわけで、

答えられるものはたくさんあります。特別なケースがあるのですが、それはあとで話します。

　20 年ほど前、ケンブリッジでわれわれのうちの一部はビジネスと大学との関係に満足していませんでした。

たとえば日本のことは、ロンドンまで行かないと分からなかった。オリエンタル研究では有名なケンブリッジ大

学のあるところなのに。

　そこで有名な Segal Quince Wicksteed の社長で、最初にレポートでケンブリッジ現象といった友人が、何らか

の方法でより良いコミュニケーションができないかと言ったのです。そのとき私はドミノという会社の CEO だっ

たので、25 年ほど前ですけれども、セミナーをやりました。そこに学者とビジネスマン、専門家を集めて、こ

の問題についてディスカッションしました。細かく話しました。いいディスカッションでした。

　そこで私は会社のオルタナティブな歴史ということを話しました。技術関連の会社の場合、まずお金があり、

技術があるのだけれども、それだけでは足りない。会社が進化していくなかで、新しい技術や新しい才能、情報、

教育、訓練が必要。ということは、アカデミアとの関わりが必要。オルタナティブ・ヒストリーというのは、企

業は新たな教育訓練が必要になっていくと言ったのです。

　そこから始まり、ワーキング・グループをつくろうということになり、実際にワーキング・パーティというも
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のをつくりました。そこで月次でディナー・ディスカッションをやろうと、ケンブリッジユニバーシティ・ロー

カルインダストリー・リンクというものをつくりました。知財の話かもしれないし、何らかの研究かもしれない

けれども、毎月、具体的に議題を決めて話をする。毎回 100 名ほど、大学の人やビジネスをする人、専門家など

をお招きし、あくまでもプライベートなディスカッションをしました。つまり、マスコミは入らず、何を言って

も外に出ないから大丈夫、いくら批判しても構わない、オープンにディスカッションしようというルールでやり

ました。

　実は今もそれはやっているのですが、1 年ほどやったころ、これはいいではないか、でも、これだけでは足り

ないということになり、先ほどは細かく言いませんでしたけれども、ケンブリッジ・ネットワーク・リミテッド

というものを始めました。ケンブリッジ・ネットワーク・リミテッドはいまや世界中の2,000～3,000の会社が入っ

ているネットワークです。教育機関も入っていますし、いろいろな人たちが参画しています。大学間のネットワー

クなのですが、一緒にやりたいという人たちがかかわってずっと続いてきて、興味を持っているところにかかわ

る。ネットワークとして非常に興味深いかたちを取っています。おっしゃったように、時間もエネルギーも使っ

てやってきました。ケンブリッジでもう 40 年もやっています。今まで来るのにそれだけかかったのです。

　もう一つ、プラスティック・ロジックのことを聞かれました。とても興味深い二つの例があります。アカデミッ

クの人たちの異なった方向というのがあり、一つが物理学のキャベンディッシュ・ラボラトリーです。

　それから、オーストリアからいらしたドクター・ハーマン・ハウザー、ソリッドステート物理で Ph.D. を取っ

た方ですが、ヨーロッパで最初のコンピュータ会社、エイコーン・コンピュータをつくられます。ですから大学

を離れられたのですが、そこからいろいろな会社が出てきました。彼はまた、ヨーロッパで最大のベンチャーキャ

ピタルの一つであるアマデウス・キャピタルをつくられ、今もその会社をやっておられます。ケンブリッジ・エ

ンジェルであるわけです。

　プラスティック・ロジックは素晴らしいポリマー科学なのですが、フェローでいらっしゃるリチャード・フレ

ンドという先生が始められました。2 億 5,000 万ドルのお金を集めてビジネスをつくったのですが、大学にとど

まりました。つまり、素晴らしい研究者であって、ハーマン・ハウザーと同じルーツだけれども、やり方は二つ

あるということです。

　ネットワークは非常に重要です。オープンなイノベーション・ネットワークでアイデアを共有する。意見が違っ

ても構わない。そして、いわゆる様々な学習方法で習っていったということです。大学の人もビジネスの人も、

異なった方向を目指す人たちが出てきます。私はビジネスから始めて、今は大学に入っているわけです。

　いい質問をしていただいたので二つ答え

させていただきました。ほかに質問があれ

ば、どんどんなさってくださって結構です。

Kemp　Barrell 先生のお話は成功例なの

で、私は失敗例をお話ししたいと思います。

　私はオーストラリア西部のカーティン大

学で非常勤で教えています。その大学のす

ぐそばにウエスタン・オーストラリア州が

つくったテクノロジーパークがあります。

地理的に大学に近いテクノロジーパークが
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あれば価値が出てくるだろうし、スピンオフもどんどん出てくるだろう、大学ともっと提携し、テクノロジーパー

クはさらによくなって、大学の研究者をテクノロジーパークで使っていけるのではないかという考え方でした。

しかし、それは起きませんでした。地理的に近いことは何の意味もなかったのです。テクノロジーパークは 100

キロ離れたところでもよかったわけです。結果も同じだったでしょう。

　大学の向かい側に道路を挟んでテクノロジーパークがつくられたのですが、お互いにコミュニケーションはな

いのです。テクノロジーパークを大学の隣につくれば、そこからメリットが出てくるだろうと思いましたが、そ

うはなりませんでした。ケンブリッジ・ネットワークのようなものはウエスタン・オーストラリアにはありません。

大学のキャンパスとテクノロジーパークとの知的なつながりがないのです。

　ビジネスというのは、人と人の間で出来てくるものですから、場というものがあってコラボレーションをする

ということがないと、出来ません。それがテクノロジーパークをつくるときに計画されていなかったのです。場所、

土地だけで、人のことを考えていなかったということです。

Barrell　もう一言コメントさせてください。

　言われていることを聞いておりますと非常に興味深い。Kemp さんがおっ

しゃったように、サイエンスパークというのは、私どものほうでは大学のそ

ばではないんですね。でも、非常にインタラクションがあります。いつも人

が行ったり来たりしています。ケンブリッジ・ネットワークは非常に重要な

のですが、これをつくって以来、それプラス何が起きたかというと、露木先

生はジャッジ・ビジネススクールに行っていらしたので分かっていらっしゃ

いますけれども、起業家学習センターというものがつくられました。それで、

学期中にはいつも火曜日に、エンタープライズ・チューズデイというものが

あります。毎週火曜日に 6 時から 7 時まで、実務家が 1 時間話をします。起

業家精神について自分の経験を話すのです。300 ～ 400 人が毎週来て聞いています。学生も多いし、若い起業家

たちも来る。それが大きなことです。

　それからもう一つ、非常に興味深いのは、地域イノベーションで何が抜けているか、足りないかというご質問

がありました。まず、大学自体の協力がないということです。でも、今は間の障壁は低くなってきています。ケ

ンブリッジ周辺の大学が競争するのではなく、同じようにやっていこうという、そういう違いをつくり出そうと

しています。

Maillat　ケンブリッジの成功とオーストラリアの失敗例を聞きましたが、企業と大学、リサーチセンターとの

つながりをつくるのには時間がかかります。そして、時間というのは意味を持っています。いきなり、これでや

るよと宣言しても、できるものではありません。時間が必要です。ですから、忍耐が必要です。それは問題ですが、

大学があり、リサーチセンターがあり、企業があって、では、いつその環境が出来た、場が出来たと言えるかと

いうと、そうではありません。

　政府の成長政策というか、これはイタリア南部の問題ですが、中央政府がイタリア南部に投資するといっても、

中央政府が決定してやったのではだめなのです。ほかの局面、内生的な現象を見ますと、それはつながり、関係

です。企業とリサーチセンターとの関係はつくり上げていけると思います。でも、時間がかかります。

岡本　日本の場合、企業に属している人間がネットワークをつくらざるを得ないことになります。ネットワーク

とは、文字通りいえば人間と人間との関係になりますが、日本では企業の中の一員と企業の中の一員のような関
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係でしか関係は結べない。この辺はどのようにお考えですか。つまり、ケンブリッジ・ネットワークにしても、

個人としてネットワークに入っている。組織の一員として入っているのではない。日本の企業のことはご存知で

しょうから、Barrell 先生、その辺はどうでしょう。

Barrell　ケンブリッジ・ネットワークは、個々のメンバー、誰でも入ることができます。法人メンバーもあります。

全世界、どこの企業でも参加することができます。ということで、いろいろあります。最初から大学が関与した

ことが大きな強みだと思います。ネットワークの理事会の中に大学は常に入っています。最初、マイクロエレク

トロニクスの教授でしたが、大学の副学長が会長になっていました。誰でも参加することができますし、いつで

も出ることができます。ネットワークのミーティングは会員でなくても参加することができます。オープンです。

ということで、環境としては基本的にものすごくオープンなかたちになっています。

岡本　では、渡辺先生から、全体の議論に対するコメントを含めて、これを議論したいというようなことがあっ

たらお願いいたします。

N 「現状に対する不満」がスタートライン

渡辺　私がトライしてなかなか満足できなかった原因が、お話を聞きながら分かったということが一つあります。

ケンブリッジのスタートラインは、ある意味で苛立ちを持っていたということだと思います。現状に満足してい

ないところで皆さんが議論し、どうしようかという議論の輪が広がる。大学の人、企業の人、そういう人たちが

集まって議論できたという原点がスタートラインになっていたということに、すごく興味がありました。それが

なければ、何も動かないだろうと思いました。

　産業技術総合研究所の一つのチャレンジとして産総研の技術でベンチャーをつくろうと、先ほど紹介があった

ように露木さんと一緒になってマネジメントをしたのですが、実はその原点はなかった。そういうテーマで予算

を取ってきたからやろうということなのです。それは何も産総研だけではなくて、先ほどスライドの中にも出て

きましたけれども、知的クラスターも 20 億～ 30 億円のお金が出る制度で、やりましょうという制度が出来、そ

れで人が集まってやったということです。その前に、現状に満足しないというネットワークというか人のつなが

りがあれば、違っていたのだろうと強く感じました。

　では、なぜそうなってしまうのか。もし、そういう場が与えられてお金も与えられたならば、そこで何かすれ

ばいいではないかということなのですが、日本の場合、実は価値観の共有ができない仕組みになっているという

ところに大きな問題があると思います。日本の場合、たとえば研究所の人が困っていない。困っていない人がな

ぜあえて会社をつくって、事業を起こさなければならないのか、というふうなところも一部ではあります。そう

いうところが、大きな流れが出来ていかない原因の一つにもなるのかと思います。

　ですから、大学の方針あるいは研究所の方針が変わらなくても、中にいる人間が外の人間と違う価値観で結び

合うことができれば、オリジナルなスタートラインは取れるのかと、いろいろ話を聞いて感じています。オース

トラリアでも、現状に不満だ、あるいはフラストレーションがたまっているというふうなことがあると思うので

すが、それが大きな流れになって行くのか行かないのか。その辺は分からないのですが、現状の日本では、価値

観の共有の場がまだ開けていないと私は認識しているところです。

Barrell　ちょっとコメントさせてください。非常に重要なところが出ていたと思います。

　ケンブリッジ・ネットワークは不満から出てきたと言いましたが、これは前向きの不満だったのですね。後ろ
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向きの不満ではなくて、何かやらなくてはいけないのではないか、何かやろうではないか、これは前向きの考え

方です。予算はありませんでした。最初、数人が会ってケンブリッジ・ネットワークの話をしました。そこでお

金を出そうではないか、会社からお金を出そうではないか、大学からお金を出そうではないか、そしてここに予

算を生み出そうと決定しました。よそから来るお金を待っていたのではだめだ、政府からお金をもらったら、政

府からあれこれ言われてしまうではないか。そういったことはいやだったのです。自分たちのネットワークをつ

くりたかったわけです。ということで、やはり起業家的な取り組みだったわけです。

　付け加えると、大学と実業界との距離はますます近くなってきます。ということで、カリキュラムの開発にも

非常に大きな影響がありました。ケンブリッジでは MIT とジョイントベンチャーをやっています。MBA だけで

はなく、MBE のほうもやっています。バイオサイエンスの修士号のコースです。特にバイオサイエンスで働くた

めのいろいろな資格が取れるところです。

　イーラインのプログラムに日本の人がお見えになり、アントレプレナーシップに関する非常に高い学位を取ら

れました。遠隔教育というかたちでお取りになったのですが、やはりいろいろな力が一つにまとまることによっ

て学習のかたちも変わっていきました。教師と学生という二つの要素があるだけではありません。発展をしなが

ら学習していくということです。

　私は学生に話をするとき、仲間に話すような話し方をします。なかなか大変なことです。学者の中にはそういっ

たことを受け入れない人もいます。新しい環境が出てきて、そこで協力しあう、そしてお互いに学びあうことが

できるようになりました。ジャッジ・ビジネススクールに行かれた女性はご覧になったと思いますが、私はそれ

が良いやり方だと言っているわけではありません。でも、従来とは違うのだということは申し上げておきたいと

思います。

岡本　おそらく、渡辺先生がおっしゃった危機感みたいなものを共有しながら、自分のお金を出してでもやりた

い、やらなければいけないという、そこが一つの大きなポイントなのでしょうね。

N ウォッチバレーの成功例と失敗例

Maillat　危機の時代は革新が進む時代でもあります。私の地域でも同じこと

が言えます。時計業界は 25 年前、大きな危機がありました。ケンブリッジ

と似たようなかたちだと思います。そこで意思決定し、大学にお願いしてマ

イクロエレクトロニクスのリサーチセンターをつくろうということになりま

した。それに対して地方自治体が資金を出してくれました。マイクロテクニッ

クに関して国立センターも出来ていました。これは公的資金を使ってやった

わけですが、第一歩としては、やはりボトムアップで出てくるわけです。

　国が資金を出すから何々をやれというわけではありません。この環境のな

かで、現場にいる人たちの声があがってきた。大学の人、企業の人、周りの研究センターの人たちから声が出て

きて、プロジェクトを立ち上げた。ある種の革新ネットワークというようなものが生まれ、こういったプロジェ

クトがそこから生まれてきたわけです。

岡本　Maillat 先生、その続きで、この危機に対してフレンチジュラとスイスジュラと、対応が違ったというお

話が先生の論文の一部に出てきますね。その話を少ししていただけますか。つまり、フランスのジュラではそう
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いうことができなかった。スイスは危機感でうまくまとまることができた。そういう先生のペーパーを読んだこ

とがあります。

Maillat　大きな危機があり、変身を遂げました。技術的な問題があり、機械のテクノロジーから、マイクロテ

クノロジーへと変わりました。これが最初の段階です。しかし、新しい技術を人々はなかなか受け入れませんで

した。古い考え方の人たちは「先生、30 年間、時計の 80％はメカニカルな時計だ」と言いました。ところが、

実際には逆になり、その逆のものが成功したわけです。

　最初は不承不承でした。新しい環境、新しい起業家精神が出てきて、新しい技術の可能性に気づいたわけです。

そして、新しい起業家たちがその作業を続けていったということです、やはり、状況に対する反応です。

　地方自治体も非常にいい対応をしてくれました。先ほど言ったリサーチセンターをつくってくれたわけです。

私どもは、カリフォルニアのシリコンバレーの人間にも来てもらいたいということで、オープンなかたちで招待

しました。そして、新しい技術を開発していきたいというふうに進みました。これで質問に対する答えになりま

したでしょうか。

岡本　もう一つ、フランス側にもウォッチバレーがありますね。そこはそういうふうには行かなかった。

Maillat　おっしゃったとおりです。スイスでは、輸出の必要性がありました。私ども、時計をスイス国内だけ

で売るわけにはいきません。フランスとの違いは、私どもは時計をつくって、国外の市場に出さなくてはいけな

いということです。フランスの場合は違いました。フランスのほうは国際的競争にも慣れていなかったこともあ

ります。また、大きな電機関係の会社がフランスの時計業界を助けるために手を出しました。非常に大きな企業

がこの地域の救済に乗り出し、こういうふうにやれと言ったわけで、これはうまく行きませんでした。内発的な

ものではなく、外から押し付けられたものでありました。外から来た人は時計産業も何も知らない人たちだった

わけです。だから失敗したのです。スイス側ではこういった危機を乗り越えたのですが。

岡本　イギリスのケンブリッジ以外でこのようなネットワークはあるんでしょうか。

N 地域ネットワークの重要性

Barrell　たくさんあります。うまく行かなかったものは、もちろんあります。オックスフォード・ケンブリッジ

のコンビネーションということで、オックスフォードとケンブリッジ・アーク（弧）というものがありました。

それは今のところうまく行っていません。なぜかというと、官僚的なプロセスにしてしまったからだと私は思っ

ています。

　先ほど Maillat 先生がおっしゃったように、人々の中から、内発的に始まってくることが重要です。たとえば

組織で上の人たちが、こういうふうにやりなさいというのはうまく行きません。オックスフォード・ケンブリッジ・

アークは取り組んでいる最中ですが、オックスフォード、ケンブリッジ、ロンドンというゴールデントライアン

グルでやって行こうではないかという声も上がっています。もう少し効率的、効果的に出来れば、シリコンバレー

に匹敵するものができるのではないかと期待しています。

　イギリス以外にも国境を越えたネットワークがあります。私もかかわっているのですが、ベルギーのルーベン

（Leuven）、オランダのアインホーベン（Eindhoven）、ドイツのアーケン（Aachen）、この三つの都市は 1 時間ぐ

らいの距離しかないのですが、それぞれ違う国にあります。ヨーロッパ域内の競争力を上げていこうといったと

き、この三つの都市がもう少し協力し、科学技術の産業クラスターを生かすことができれば、1 ＋ 1 ＋ 1 が 5 に



�1�1パネルディスカッション

も 6 にもなるのではないかと考えついたわけです。そして、この 3 都市の頭文字をとって、ELAT（イーラット）

というトライアングル　をつくりました。それは、やはりそこに人々の意志と熱意があったからです。

　そのとき、このネットワークの組織化ということで、オランダ人、ドイツ人、ベルギー人ではなく中立国家か

らファシリテータがあったほうがいいということで、イギリス人の私が呼ばれ、レフェリー役を務めました。で

すから、やることはできるのです。ただ、それだけの意志と熱意が必要だと思います。

　ロンドン大学もインペリアルカレッジですとか、そういうものがあります。ロンドンはロンドンで良いところ

があるのですが、ケンブリッジは小さいだけに、長いこといると、いろいろな人たちと知り合いになれるという

メリットがあると思います。ですから、いろいろな例があると思いますが、意志と熱意が必要です。

　今、地域イノベーションに何が欠けているかというご質問がありましたが、私は二つのことが考えられると思

います。一つ目はコミュニケーションの不足ということです。ある域内においてもそうだと思います。たとえば

私の地域には 10 の大学があります。そこで、何とかしてお互いの障壁を取ろうとしてもなかなかうまく行きま

せん。もう一つは Kemp さんが言ったことですが、ホリスティック・インキュベーション、すなわち、包括的、

全体的インキュベーションです。本当に新しい企業のインキュベーションをするために何が必要かを全体的に理

解する。これは別に物理的なものではなくてバーチャルなものでもいいのですが、何が必要かを全体的に理解す

るというその理解力が不足していると思います。

Kemp　地域イノベーションに何が欠けているかという先ほどの露木先生のお話ですが、オーストラリアでも地

域政策が非常に重要です。人口が少なくて国土が広いとなると、地域政策は重要です。オーストラリア西部の人

口は 200 万人ですが、国土の 3 分の 1 がウエストオーストラリアです。そのうちの 150 万人は都市部、あとの

50 万人は都市部以外に住んでいます。1 平方キロメートル当たりの人口密度はたぶん 1 人に達しないと思います。

ですから、数が足りないというのもあると思います。そうなってくると、リージョナルポリシーがとても重要に

なってきます。

　ここは皆さん基本的に同じ意見だと思うのですが、外から来た人に「こうしなさい」と上から言われる。たと

えばここだったらこのバイオテクノロジー、ここだったらこの産業、あるいは時計があるのだから時計をやりな

さいと上から押し付けられるのは、違うと思うんです。人々をいかにエンパワーするか、つまり、人々が何を望

んでいるのか、Maillat 先生の例であれば、時計のマイクロテクニックという話がありましたけれども、それはそ

の地域の人々が選んだものなわけです。

　エスペランスはウエストオーストラリアの、パースから東に 800 キロぐらい離れたところにある小さな町です。

人口は 8,000 人を超えていないと思います。うまく行けばの話です。南岸部にあり、ですからエスペランスと南

極との間をさえぎるものは何もない、海しかないという状況で、マグロを日本にも輸出していますが、15 年前、

彼らはマグロ漁を今後拡大していきたいと考えました。それはそこにいる人たちが選んだものなわけです。それ

で 15 年たっても非常に成功を収めています。

　どうしてそうなったかというと、政府がマグロ漁を拡大しなさいと言ってきたわけではなく、地元の人たちが

地方自治体に呼びかけたのです。もっと交通をよくしてほしい、港湾設備を改良してほしい、あるいは空港設備

をよくしてほしいということで、インフラ整備のためのロビー活動を展開し、こういうものにお金を振り向けて

ほしいと働きかけたわけです。

　ですから、地域社会に対してどういうソリューションがあるのかをわれわれとして支援していくことが大事だ

と思います。うまく訳されるかどうか分からないのですが、たとえば首都から 800 キロも離れていて 8,000 人
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しかいないという場合、自分たちでやっていく、他者依存ではなくて自立していくことが非常に重要だと思いま

す。

渡辺　いまのいろいろな話の中で一つ、日本のインキュベーションのあり方の問題点というか、たとえばハイテ

クスタートアップを立てるときに、地域のコミュニティとの連携がどうしてできないのかということを少し説明

したいと思います。

　東京工業大学のシーズでハイテクスタートアップになりそうなフォーメーションができるものについては、今

でもサポートしているのですが、一昨年につくって非常勤取締役もやっているものがあります。省エネルギーを

達成するためのパワースイッチなのですが、素晴らしい発明だし、プルーフコンセプトも終わって企業での実験

も始まっています。これを世界に広めていこうという熱意の発明者とビジネスマンと一緒につくったわけですが、

それと大学のコミュニティとは全く関係ありません。というのは、発明した先生とビジネスマンと私、3 人が同

級生であり、そのネットワークのなかでファンドレイズし、いろいろな企業との交渉もし、10 人ぐらいの人を

集めるのもそれぞれのネットワークでやる。要するに地域のコミュニティあるいは大学コミュニティとは全く関

係がありません。

　日本でやろうとすると、そのようなやり方をせざるを得ない部分があります。その原因をたずねていくと、日

本には地域がほとんどないということです。ですから、九州でやろうとしても東京のキャピタルが行ったり、一

つの地域の中で一つの産業を興していくというネットワーク化されたものが実は存在していない。一時、札幌の

ほうでソフトウェアのグループが生まれて、やっと日本でもハイテククラスター的なネットワークが出来るかと

思ったのですが、そこで成長したのは全部東京に来てしまうのです。

　すべてが東京に吸い寄せられてしまう。何かしようとして少し芽が出ると、東京に吸い寄せられてしまう。そ

の構造が今の閉塞感を生んでいる部分もあるのですが、東京にすべてが集まってしまう仕組みをなんとかしてい

かない限り、新しい産業起こしも実はうまく行かない。危機意識を共有するグループ形成が点でしか起こらない

というところを、いろいろ考えていかなければいけないのか。日本に果たして地域があるのかということに関し

て大きな疑問があります。

岡本　「それを言ってはおしまいよ」というようなお話が出てまいりました

が、私も先ほどのプレゼンテーションでお話ししたかったのはそういうこと

です。ただ、全くないわけではない。伝統的にローカルな社会が成立してい

るわけですが、それが機能しない。なぜ機能しないのか。

　この会場にも同じ研究をしている方がいらっしゃるかもしれませんが、私

の教え子でお祭りの研究をしている学生がいます。東京に出てきた人たちも

仕事を休んで地元に帰って参加するという伝統的なお祭りは日本各地にある

のですが、そのネットワークがなぜ機能しないのか。つまり、近代的なビジ

ネスや情報の共有などに機能しないのかというのは、私はずっと疑問に思っ

ていました。それで、お祭りネットワークをインキュベーションのネットワー

クに変えられないのかという無理なテーマを議論したことがありますが、ないわけではない。

　先ほどの 3 カ国の例で Barrell 先生がレフェリーに入ったというお話ですが、そこにはどういう人が出てくる

のですか。3 カ国のそれぞれのネットワークを形成したいと思う人は具体的にはどういう人なのでしょう。

Barrell　ELAT は主に、いま言った三つの都市にある大学とハイテクビジネスの企業が参加者になります。一つ
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お話ししなかったのですが、このネットワークの大きな推進者はフィリップスです。フィリップスはこの 3 都市

すべてに拠点を持っていましたので、大きな推進力になりました。私はフィリップスと仕事もしたのですが、こ

の三つのクラスターについて細かい調査をし、それぞれのクラスターについて叙述するための定義というのか、

きちんとした言葉をつくりました。というのは、いろいろなクラスターがあるとき、それぞれがどういうものか、

説明を求めたときにクラスターによってずいぶん違う説明が出てくると思うのです。ですから、どのクラスター

とどのクラスターがお互いに協力できるだろうと考えた場合、まずその一つひとつのクラスターをきちんと説明

できなくてはいけないと思います。

　さて、こういったネットワークがどうやったら効果的にできるのかというご指摘がありましたので、ケンブリッ

ジの話に戻したいと思います。

　これはケンブリッジ・テクノポリス・リポートのコピーですが、ここにはいろいろな情報が入っています。シ

リコンバレーと比べてどれだけハイテクの仕事があるかといっているのですが、これを見てみると、この 45 年

間、ケンブリッジでは共通の目的が出来てきました。いろいろな要素があり得ますが、ボトムアップになってきた。

ボトムアップ戦略にいろいろな要素があるので、みんながそれにかかわるわけです。

　私どもは毎年、サイエンスフェスティバルをケンブリッジでやります。今、そのリストを見ているのですが、

ケンブリッジ・エンタープライズ、ケンブリッジ・インターナショナル・マニュファクチャリング、ケンブリッジ・

サマーフォーラム、ケンブリッジ・テクノロジー・マネジメント、イースタンリージョン・バイオテクノロジー、

ハイバリー・マニュファクチャリング・ケンブリッジ・トムソンズ、シリコンバレー・ケミストリー・ケンブリッ

ジ等々、ずっと読み続けられるぐらいです。ケンブリッジ・ハイテック・アソシエーションズ・エンタープライ

ズリンクとかいろいろあります。

　ですから、これだけの時間のあいだに大きな一つの共通目標があって、エンタープライズとかイノベーション

でケンブリッジがリードしていく。以前はそれに反対していた人たち、ハイテクでない人たちで、なんでわれわ

れがそれに参加しなければいけないのかと言った人たちもいました。でも、ハイテクが進んでいくと一般的な発

展につながり、いろいろなセクターで雇用が増えてくることを納得してもらいました。そうすると、共通の目的

意識が出てきます。

　われわれはここにいられてうれしいから、もっと何かできないかというのです。この成功の話は、皆が共有し、

自分たちがその一部であるということで、賢い人たちが勝手にやっているというような感じではない。自分たち

がやるものという感じなのです。

　私の人生にとってとても重要なことは、経験を共有するということです。世代と世代が時間を費やし、経験を

共有する。この 50 年で学んだことは、5 年間では学べない。そういうことをオープンな、革新的な精神をもっ

て共有する。だから秘密はないのです。自分だけしか知らないことなどはなしにして、共有するのです。でも、

時間がかかります。私は何年もフラストレーションを感じていました。45 年かけてここまで来たのです。まだ

終わりではありません。

N 大学がどのように場を提供するかが課題

Maillat　非常にいい例をお出しになったと思います。革新的な環境の概念、場の概念と言っていただきました。

重要なのは、いわゆる雰囲気です。この地域での雰囲気です。テクノロジーはもちろん重要です。でも、おっしゃっ
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たように文化的なイベント、ある種の、その場の同胞意識ですね。そこに参画することによって、アイデアとか

非常に重要です。

　私の考え方では、関係資本をどのようにつくり上げるか。人と人との関係が資本ですから。人が来る。そして、

人を知る。協力をつくりあげていく。革新的なネットワークをつくるためにやっていく。

　もう一つ技術はとても重要なのですが、今日ではサービスも同じように重要です。革新というのは単に技術だ

けの話ではありません。これはサービスにもかかわる事柄です。今は時計を売るにも、デザインなしでは、マー

ケティング活動なしでは、文化的なイベントなしでは売れません。ですから、場というものがそういう活動をつ

くり上げなければいけません。

Barrell　先週、医師のイベントでブリュッセルに行っていました。医師が言うには、Maillat 先生が言っていま

すように、革新的なサービスをつくり上げることが重要だ、単にサービスというのではなく、革新的なサービス

が必要です。

　そこで新しい活動のために資金を出して始めました。KIS パートナーシップというものをつくったのです。こ

れは、ナレッジ・インテンシブ・サービスということです。われわれは何年も技術的なビジネスをサポートして

きましたが、ヨーロッパの GDP の 70％はサービス産業から出てきているのです。ですから、ローカルベースで

考えても同じことなのです。先ほどプレゼンテーションのときにお見せしましたが、人々をテクノロジーとつな

ぐものでもあります。

岡本　ありがとうございました。

　渡辺先生、いまの点で何かありますか。

渡辺　先ほどの日本の地域の話みたいなところもあるのですが、個別の事例を挙げると、成功しつつあるプロジェ

クトもある。でも、まとまりというのでしょうか、たとえばサービスの新しいイノベーションを起こしていこう

というそれを議論する場が、あるようでない。そういうものを大学なりが提供できるのかどうかというところが

大きな問題です。

　実は私の出身大学の東京工業大学の OB 会でも一つのグループをつくって、そういうことをやり始めたのです

が、だんだん人が集まらなくなってしまうというところがどうしても出てきてしまう。ですから、人が集まって、

さらにそれが拡大していくというような方法論を、これから皆が考えていかなければいけないのか。先ほどから

出てきているお話の中で、場をどうやってつくるかというところに焦点を当てた議論が必要かと思います。

Barrell　では、もう一言申し上げたいと思います。いままさにおっしゃったことに関してですが、ケンブリッ

ジで最も期待できる事柄の一つに、この 5 年ぐらいの間に出てきた学生たちの活動があります。いまや CUE

（Cambridge University Entrepreneurship）という組織が出来、ビジネスプランのコンペティションをやったり、

スポンサーからのお金を集めたりしています。われわれも助けてくれと言われて支援しています。ビジネスプラ

ン・コンペティションの審査をしたり、メンターもしています。サポートするのですが、学生たちがこの 5 ～ 6

年の間につくったのです。

　多くの企業をつくり上げてきました。実際に上場され、成功しているところもあります。過去 30 年間の活動

の成果が、ついに次の世代の木に実を結びつつある。素晴らしいことです。新しい世代がわれわれのアイデアに

チャレンジしている。見ているとなかなかつらいものもあるのですが、それは必要なことだと思います。

岡本　場の理論というか、秘密がないと言えるほどいろいろな情報を共有することができるか、これはわれわれ

の課題だと思います。これからそういう議論をしていきたいと思います。非常に面白い議論でした。
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　ここでもう一点議論したいと思っている

のは、起業家精神といいますかアントレプ

レナーシップといわれるものの中身といい

ますか、先ほどもスライドの中に出てきま

したが、開業率が非常に低い、廃業率のほ

うが高いという状況が日本では続いていま

す。つまり、スタートアップが非常に少な

い。それは今までの議論と非常に密接につ

ながっていますが、先ほど Barrell 先生が

教育というお話をプレゼンテーションのと

きにされたと思いますけれども、アントレ

プレナーシップの教育というのはできるのでしょうか。

N アントレプレナーシップの教育はできるのか

Barrell　起業家精神は教えられるかという質問はよくされます。私は同じような質問で答えます。芸術は教えら

れるか。アートを教えられるか。しかし、アートスクールというのはあります。

　私の経験から言いますと、クリエイティビティ（創造性）というのは個人個人のものです。大きなクリエイティ

ブな考え方は、一人ひとりのクリエイティブな頭から出てくる。それを役に立つものに実務的に変えられるか。

アイデアがあっても、実際にどれだけの素晴らしい絵画が出来ているか。クリエイターが描こうと思っても、絵

筆の使い方や彫刻するのならノミの使い方、それができなければいけないわけです。

　ですから、ツールを与える。そうしてサポートメカニズムをつくって、起業家が実際にクリエイティブにでき

るようにする。CEO やマネージャーでなくても、新しいビジネスのアイデアがあり、それをビジネスにできるよ

うにというツールです。そういう意味での教育は役に立つ。起業家がアイデアを現実化できるように支援ができ

ます。

　起業家的な考え方というのは、単にビジネスを始めるというのではなく、社会の変化などもあります。たとえ

ばマハトマ・ガンジーは素晴らしい起業家ではないでしょうか。新しいアイデアで世界に大きな変化をもたらし

たかったら、みずからが変化となりましょうと言いました。起業家精神や創造力は教えられないけれども、アイ

デアを現実のものに変える支援はできると思います。

Maillat　大学で私どもはマネジメントを教えます。大きな企業に雇われるマネージャー、管理者を教えます。

そういうものだという考え方を変えなければいけませんね。どういうふうに変えたらいいのか分かりませんけれ

ども。

　私はビジネスを教えているわけではなくて経済を教えているので、これはちょっと違うのですが、考え方を変

えなければいけません。われわれが若い起業家たちに教えなければいけないのは、失敗は恥ずかしいことではな

いということです。失敗は経験です。

岡本　専門家の Kemp さん、いかがですか。

Kemp　日本の文化に対する限定的な知識に基づいて言いますと、日本では起業家精神というのはそんなに難し
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いことではないと思うんです。というのも、これは学んで行動する。ツールによってさらによくなっていく。ア

ントレプレナーシップというのは、ビジネス・インキュベーターの視点からいくと、いわゆるマスターとプリン

ター、日本の技術、工芸ですよね。つまり、何を教えるかというのは、上の人がいて、印刷工に教える。伝統的

な方法は親方が教えますよね。同じことだと思うんです。親方は企業家です。それが印刷工に対して教えるのです。

ですから、伝統的なかたちでやってきたことと同じです。Barrell 先生の言い方をすれば、今の起業家たちは、ま

ず師匠よりも上に行かなければいけない。師匠の考え方を学んで、また次に進んでいかなければいけない。

Barrell　私も新しい企業にかかわってきました。イーゴージノミクスという会社があるのですが、バイオインフォ

マティックということで 3 人の Ph.D. がいます。素晴らしいバイオインフォマティックス・ソフトウェアをいか

にビジネスにするか。ビジネスにするためには、いろいろな経験があって、というわけではありません。どのよ

うに会社をつくったらいいかということも知らない、お金の集め方も知らない人たちです。でも、彼らの頭脳は、

バイオインフォマティックスの知識でいっぱいなのです。そういう人たちを助ける。その人たちがそれをビジネ

スにする支援をするのです。

　Maillat 先生が言っていらっしゃることにかかわるマネジメントですが、アメリカのカウフマンイスティテュー

ト、これは教育をするところですが、ここのリーダーがドクター・カール・シュランプという人です。彼はアメ

リカのビジネススクールのシステムに対して非常に批判的です。というのも、マネジメント・エデュケーション、

経営教育など、すべて大企業のケーススタディばかりしている。そうではなく、明日の世界のためにもっといろ

いろな人たちが企業をつくっていくわけです。仕事が必要なのですから、そういうことをもっとやらなければい

けないのではないかと言っています。

　これは非常に重要な点ですが、早く始めないといけないと思います。教育プロセスをヨーロッパでも早く始め

なくてはいけないと思います。大学前のところ、大学に至るまでのところは非常に厳格です。起業家精神を養う

ような教育体制になっていません。21 歳では起業家精神はなかなか養えません。カリキュラム、教育制度全体

を変えていかなければいけないと思います。日本もその点を考えなくてはいけないのではないでしょうか。

Kemp　毎回こうなるのですが、オーストラリアでは幼稚園から起業教育をやっています。ケイ・トゥ・トゥエ

ルブといっており、起業家精神を養う教育をやっています。私には 3 人の子どもがおりますが、いちばん上の子

どもが 10 歳です。この子はすでにベビ―シッターのビジネスを考えていて、14 歳になったら企業を立ち上げよ

うと考えています。友人を従業員にして、マージンを一部取ろうと考えています。

　私に、これをやりたいともう話しています。10 歳ですよ。私がいるからではありません。幼稚園のときから

子どもたちに教室の中で活動させています。先生は何をやれとは命令しません。Barrell 先生が言っているように、

教師はあくまでも手引きです。教師は専門家ではありません。ということで、ものすごくゆっくりなのですが、

また、オーストラリアがすべてうまく行っているということではありませんが、教師はあくまでも手引きをする

人であって、学生はそれに基づいて勉強する。これを幼稚園からやっています。

　私の娘は 5 歳から 6 年間学校に行ったわけですが、すでに起業家ということを考えています。本能的にそうい

うことをやっています。下の子どももこういうことを習っています。先生が手引きをして、自分たちの学習プロ

グラムを勉強します。何をやれとは言いません。日本の学校がどうなっているか、よく分かりませんけれども、オー

ストラリアではそういう立場、考え方をとっています。

岡本　渡辺先生、どうでしょう。

渡辺　日本の現状とあまりにもかけ離れていると思います。
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　アントレプレナーシップというのは、必ずしも会社をつくって儲けるということではなくて、自分の考えで自

分のフィロソフィーを実現していくという、セルフディペンデンスな気持ちを小さいときから植えつけていく、

そこに原点があると思います。そういった教育が日本でなされているかというと、それは学校では無理です。そ

このシステムをどうにかしていかない限り、大学生が皆、自分から進んで何かをやるというよりも受身の姿勢で、

その後、ともかく安定した生活をするために大きな組織に勤めたいというようになっていってしまう。ほとんど

がそうなってしまう。そういう今の教育のひずみが日本の場合はあると思います。

　では、日本人はアントレプレナーシップがもともと無いのかとなると、それは違っていると思います。以前に

も調べたことがあるのですが、1970 年以降の産業構造の変化のなかで、新規企業がどのくらい活躍しているか、

1970 年以降に設立された企業がどのくらい活躍しているか、上場企業をトレースして調べたことがあります。

そのときの結果は、製造業ではほとんどないというものでした。最近、人材派遣は評判が良くないのですが、そ

のころ始まった人材派遣業や医療系の検査会社、セキュリティの会社、ゲームの会社など、サービス業に近い分野、

新しいマーケットをつくっていったパイオニアたちは、全部新しい企業群です。非常に起業家精神にあふれた人

たちがいるわけです。

　ですから、日本人に起業家精神がないというのではなくて、「いい子、いい子」で良い大学に行って良い企業

に勤めるというレールに乗ったところに、起業家精神がない。私が日ごろ感じていますのは、そのレールの延長

線上にサイエンティストがいるということです。独立精神も、自分の技術を世に広めようというアントレプレナー

シップもなかなか持ちにくい人が、高学歴の研究者になっている場合が多いということです。

　日本のサービス業はアントレプレナーシップのウェートが高いと感じたことがありまして、だから、そこにそ

ういう格好で日本の教育の問題が表れていると理解しています。

Kemp　任天堂の Wii は国際的なゲーム市場を席巻しました。オーストラリアで Wii を買おうと思うと、何カ月

も待たなくてはいけません。あんなものを生み出せるのは日本だけです。技術、創造性、そういったものがすで

に組み込まれていて、これがゲーム業界を圧倒的に変えてしまいました。

　米国では任天堂の Wii は生まれなかったと思います。日本にはいっぱいアントレプレナーシップがあると思い

ます。日本人でなければ、ああいうものは生み出せなかったわけです。それによってゲーム業界は完全に変わっ

てしまいました。世界中、どこへ行ってもこういったことをやっていますから。今から皆がやることになると思

いますが、次は 3D の製品になると思います。これも日本から出てくるのではないでしょうか。日本人だけしか、

あんなことはできなかったと思います。ということで、日本には起業家精神はいっぱいあると思います。

Barrell　私が見たアントレプレナーシップのある人は日本人でした。最近会いました。橋元さんという方で、

NIF ベンチャーのパートナーでいらっしゃいます。初期のベンチャーファンドの一つですが、世界中を回って革

新的な会社を見つけ、どこに投資しようかといろいろ探していらっしゃいます。日本にはそういう企業がなかな

かないのだと言っておられ、ヨーロッパに行ったりイスラエルに行かれたりしています。この橋元さんは、どこ

に行っても必ず起業家精神のあるところを見つけられると思います。

岡本　Kemp さんはお仕事でハイテクのフィールドでないようなところにもインキュベーションをされていると

思います。そういう事例で面白いものを何かご紹介いただけますか。
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N インキュベーション事例紹介

Kemp　オーストラリアではイノベーションの 80％はハイテクではないとこ

ろです。われわれはジェネラル・パーパス（汎用目的）のインキュベーショ

ンと言っていますが、アメリカではママ＆パパス・スタートアップという言

い方をします。普通の人が普通の企業を立ち上げるというような言い方です。

その場合は IP、知財、発明とは関係なくて、とにかく企業を立ち上げるわけ

ですが、オーストラリアの場合、ほとんど企業へのサービス提供です。フリー

マントルにある私のインキュベーターでは、オイルマイルツリーを植えてい

る会社があります。砂漠に木を植えるというものですが、それによって炭素

を抑えようということで、炭素取引をやっています。グラフィックデザインもやっています。名刺ももらってい

ますが、企業のイメージに関することをやっています。

　女性では縫製をやっているところがあります。極めてありきたりの、ベーシックなものをやっているところが

多いわけです。それから、航空宇宙のエンジニアもいます。彼は発明をグーグルに売っていますから、これはハ

イテクかもしれません。グーグルマップにも使われると思います。非常に頭のいい人です。グーグルのほうでは、

フリーマントルとグーグルの話はあまりしたくないと思っているかもしれませんが。

　ほかの会社に勤務したことがある人で、ボスにうんざりし、会社にうんざりして、では、自分で会社を始めよ

うではないかと思った人たちです。この人たちにインキュベーターを提供します。潜在顧客のネットワークも提

供します。この施設があることによって、場という言葉がありましたけれども、そういった環境をつくります。

　場という考え方は私も少し分かっています。インキュベーターの場というのは、共有の場ですね。私の写真を

ご覧いただいたと思いますが、こういったセルの中にいて、隣の人がすぐそばにいるというようなかたちでやり

ます。お互いに話をすることもできます。この場ですけれども、同じ船に乗っているということを言いますが、

初期のスタートアップで同じような問題に直面しているわけです。Barrell 先生の場合にはグラフィックデザイ

ナー、私の場合、縫製にかかわっているとします。それであったとしても、新興企業として同じような課題に直

面しているわけです。

　オーストラリアのインキュベーションは、やはり失業を抑えるということで始まりましたから、どの業界であっ

ても構わないわけです。ハイテクであろうと何であろうと、いいわけです。ともかく失業を減らしたい。失業率

が 10％に行った 80 年代後半にインキュベーションが始まりました。この状況下では失業率がまた 10％に行く

かもしれません。

　ということで、スペースをつくる。どんな意味でもいいからそれを膨らませていくことができるという場です。

配達、電気関係の人、電話関係、ウェブデザイナー、船の建築家もいます。私どもの地域は、アメリカカップも

含めて帆船に関して有名ですから。いろいろな種類のアントレプレナーがいます。

Barrell　私も一般的な例を申し上げたいと思います。英国でどういうことが起きているかということですが、ハ

イテクではないほうのインキュベーションあるいは革新センター、コミュニティ・イノベーション・センターと

いうものもあります。これはいろいろな地域社会にあります。これは都市部にありますが、困難にも直面してい

ます。失業問題があるところですね。

　それから、より優れた社会の一貫性、つながりをつけていくということです。やはりコミュニティ・インキュベー



����パネルディスカッション

ター・センターというものができています。マーケティング、サービス、プロバイダー、オフィスサービスの会

社、コンピュータのサービス会社、1 人か 2 人の、マイクロビジネスと呼ばれるものです。これは地域社会にとっ

て極めて重要です。あくまでも例ですが。

　別の例です。イングランドの北のほう、ヨークシャーに行きますと、大きな問題があります。農民のほうが都

市にいます。すなわち、大きな圧力があって失業者が出ています。牧畜関係あるいは酪農関係で、農場が儲から

ないということで、地方当局が特別なインキュベーターをつくりました。これは農民のためのものです。こういっ

た人たちをトレーニングコースにいれて、製造関係のユニット、あるいは経営の可能性。農民が食品ビジネスを

始める、ソーセージをつくる、あるいは加工食肉をつくるというようなことも考えるわけです。

　ということで 20 ぐらいの小さな会社をまとめて社内にトレーニングコースをつくり、製造に関しては機械な

ども用意する。これは地方自治体からお金が出ているのですが、それによって農村部にある大きな問題を解決し

ようということです。これはハイテクではありません。

Kemp　それに関連して、アメリカではキッチン・インキュベーターというものがあります。オーストラリアで

もパースに 5 つぐらいそういうユニットがあるのですが、こういったフード産業を始めるときには先行投資が必

要です。厨房設備など、日本でもそうでしょうが、安全衛生基準が高いですから、それに合致させるための先行

投資が費用として非常に大きくかかります。ですから、厨房のインキュベーターがたとえば厨房設備の貸し出し

を数時間、数週間、数カ月という単位で行います。また、マネジメントチーム、マーケティングチーム、あるい

はフードコンサルタントといったいろいろなアドバイスが受けられますので、従業員が 1 ～ 2 人の、ごく小規模

のフードサービスを始めたところで、うまく行っているところはたくさんあると思います。日本にもレストラン

はたくさんありますから、きっとあるのではないでしょうか。

岡本　Maillat 先生、スイスで企業向けのサービスを含めて、ハイテクでないインキュベーションというか、そ

ういう事例が何かありますか、

Maillat　重要な質問だと思います。というのは、現在、GDP の 70％はサービス業が占めていますから、非常に

重要な点です。サービスというのは、特に都市部で展開していますが、都市部以外でも、たとえば文化、自然資源、

人的資源、もしかしたら第 4 世代の地域政策になるのかもしれませんけれども、そういうところでいかに新しい

リソースを見いだしていくのかが今後の課題になってくると思います。

　一つスイスの例をご紹介します。今、スイスで試みとして行われているのは、時計産業の地域ですが、観光業

を振興させようとしています。もちろん、山などはありますが、たとえばアルプスとは対抗できません。そこで、

時計というコンセプトを生かしていく、時計の雰囲気を出していく、活用するということをやっています。時計

の谷ということで、ここに来てくだされば、たとえば時計の工場、博物館、いろいろな時計に関連するものが見

られますよ、と。そのように、時計の評判を活用して観光業を振興させようとしています。なかなか難しいので

すが、今、頑張ってやっています。

　もう一つはフランスの例です。歴史的資源を生かすというものです。たとえばフランス革命であるとか、そう

いった歴史的遺産を生かすというものです。ブルターニュなのですが、地元の人たちを使ってパフォーマンスを

します。ブルターニュ地方で 10 年か 15 年ぐらい前に始まったと思いますが、夏になると、いまやこの公演が

毎晩行われます。歴史的なエピソードを生かした公演ですが、たくさんの観光客がそれを見に来ます。これも技

術とは関係ないリソースです。

　何をリソースとして持っているのか。付加価値をつけて生かせるようなリソースとして、いったい何がうちの
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地域にはあるのかを考えていくことがすごく大事だと思います。

Barrell　クリエイティブ・アーツの分野においては、多くの人たちは自分でやっています。宝石にしてもガラス

にしても、自分でビジネスをやっていくという人たちがたくさんいると思います。多くの会社があって、大手の

企業に就職するというわけにいきませんから。ですから、テクノロジーのビジネスと同じように、そういった人

たちに対するインキュベーターがあってもいいと思います。

　クリエイティブ・アーツの人たちは、経済に大きな価値を与える可能性を持っています。もしかしたら大きな

ビジネスにはならないかもしれませんが、それなりの収益をきちんと出せる可能性を持っていると思いますから。

渡辺　日本の場合、都市部のビルの一室を SOHO という一人のオフィスとし

て提供するというのが、具体的なインキュベーション施設になっています。

これは今、いろいろなところで始まっていて、それなりに機能しています。

最初は民間の方からのスタートであったので、大学のインキュベーション施

設とは違い、いろいろな支援をいろいろな人から受けて始まっています。行

政がこうしなさいとか、このビルは行政の持ち物ですとか、そういうところ

からスタートしていない部分も SOHO の場合はあったと理解しています。

　そういう意味で、サービス業に関しては、結構活発な動きが日本でもある

ので、それをどううまく、先ほどのコミュニケーションのできるネットワー

クにしていくか。もう少し歴史をつくれば、それが出てくると思います。

　地域におけるいろいろな事業を起こしていくことに関しても、地域の特産物を事業化しようといった動きが

あります。10 年前に比べれば、地域の資源を利用してビジネス化していこうという動きは活発になっています。

たとえば私の公開講座で人を呼んで話を聞いたりしているなかで、小布施の桝一市村酒造の社長さんは、町の歴

史資産をどう利用して観光的なまちにしていくか、それによって後背地にある栗の林も保全できる、そういう総

合的なまちづくりでいろいろな人に来てもらおう、と。そういう中でめぐり合ったのがセーラ・カミングスさん

という特色のあるキャラクターの方ですが、それに近い話は最近かなり生まれてきていると思います。

　先ほどの暗い、ハイテクインキュベーションの話とは違って、そちらにはかなり未来があるのかと思います。

そういった事例が出れば出るほど、いろいろな地域の人も刺激を受けるという方向に動いているのかと思います。

　先だってめぐり合ったのは、新しく出来た会社で、熊本でインキュベーション施設に入っていますし工場も持っ

ていますが、電動バイクをつくる会社です。1 台 20 万円ぐらいするのですが、月産 100 台ぐらいのペースで成

長しています。これもいろいろな経験をして、地域だけで内発ではなく、他地域との連携の中で一つのビジネス

を行っていこうとしています。創業した人はもともとオートバイのエンジニアで、中国に 10 年間通いつめて中

国の部品を輸出したり取引していたのですが、結局、すべての部品は中国でつくったものを日本に持ってきて、

低コストで品質のよい電動バイクをつくっています。グローバルにネットワークしながら、かつ、地域で産業起

こしをするという例も出始めているのですが、大学が結構無頓着で、そういうことにあまり関与していないなと

感じているところです。

岡本　一つだけお聞きして、あと会場からご意見をいただきたいと思っているのですが、Barrell 先生、ソーシャ

ル・ディベロップメントというのはどのように理解したらよろしいのでしょうか。

Barrell　今朝、ソーシャル・ネットワークのディベロップメントという話をしましたが、ソーシャル・ネットワー

クというのは、共通の利益あるいは目的を持つ人たちとのつながりということです。今朝、お見せしたのはかな
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り複雑な図でしたが、もし、コピーが必要でしたらまたお渡ししますけれども、クラスターの発展によって社会

自体がより広範な、そしてより緊密なかたちに発展してきています。たとえば物理学者、弁護士、先生、会計士、

芸術家、学術研究者といういろいろな人たちが、共通の気持ちあるいは目的を持って、社会的なネットワークに

入ってきているという事実があると思います。

　ケンブリッジで成功しているホテル・ショコラ、これも非常にうまく行っている会社があるのですが、こちら

はチョコレートの会社です。最初は、失職して仕事がない2人の男性がある家を借りて、ペパーミントを製品で買っ

てきて、たとえば法政大学のミントでもいいと思うのですが、それをつくって生計を立てていたのですが、経済

的にかなり苦しい暮らしをしていました。そうしたところ、お客さんの一人に「チョコレートも詰めてくれない？」

と言われ、オンラインでチョコレートを売り始めました。何百万というアクセスがあり、今ではショップまであ

りますが、これが 30 店舗まで広がっています。

　先ほどプラスティック・ロジックの話をしましたが、これの出資者の一人は固形物理学の先生です。ですから

いろいろな人たちが参加しています。その人たちがお互いに学びあっている。だから、地域的に限定されている

のは事実だと思うのですが、アントレプレナーが同じような感情を抱いているいろいろな分野の人たちと出会い、

そこでパソコンであれ、チョコレートであれ、新しいものをつくり上げていく。そのなかで共生（symbiosis）と

いうものが実現されていく。ソーシャル・ネットワークというものが確立されていく。お互いに対する好ましい

感情、ただ単に物理学、あるいはチョコレートのためにやるのではなくて、一緒にやっていくのが楽しいからつ

くっていく、そして社会が発展していくという話だと思います。

岡本　そこまで行くと、もう一つお聞きしたくなるのですが、そういうソーシャル・ネットワークは、先ほど私

は祭りのネットワークと言いましたけれども、伝統的なネットワークと時にはコンフリクトを起こすということ

はないのでしょうか。つまり、伝統的なネットワークがそういうものを抑えたり何かすることはないのでしょう

か。

Barrell　そういう対立をすることもあり得ると思います。ケンブリッジでのいちばん大きな対立は、同じ日に三

つの素晴らしい行事が行われると、その一つにしか参加できないということなのですが、まあ、それは措いてお

いて、そうしたソーシャル・ネットワークが始まると、反対ではないものの、若干の抵抗はあると思います。ただ、

それほど大きなものではありません。

　実は今年、ダーウィン生誕 200 周年でダーウィン・フェスティバルがありますが、基本的に一緒にやっていき

ましょうというのが強いと思います。ですから、対立を回避する。もちろん、合意しないということはあります。

でも、合意はしなくても対立はしないようにしようという空気はあると思います。

岡本　ありがとうございました。

　それでは、フロアからご質問、ご意見をいただければと思います。

N 質疑応答

質問者　Kemp さんにお尋ねしたいと思います。プレゼンテーション、どうもありがとうございました。たいへ

ん勉強になりました。

　質問は三つあります。Kemp さんのオフィスは刑務所だったということですが、なぜこのオフィスが刑務所な

のかということが一つ。二つ目は、この元刑務所から新しいアイデアなりニュービジネスなり、当然生まれたと
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思いますが、その成果の度合いがどうだったかということ。三つ目は、その成果の原因は何なのか。これをお尋

ねしたいと思います。

　なぜこれをお尋ねするかというと、たとえば Kemp さんが私に秋葉原のソニーのショップに行きましょうといっ

たら、私は喜んでまいります。今度、刑務所に行きましょうといった場合には、おそらく私は行かないと思います。

これは半分は冗談ですが。

　とにかく今、日本では京都、横浜、千葉県にインキュベーションたるリサーチパークがあります。ほかにもあ

りますが、いずれもきれいなビルディングで、環境が整っていまして、およそ刑務所というのはどこにも出てこ

ない。私たちが何か忘れているもの、見つからないものがあったら、これはたいへん参考になるお話ではないか

と思い、お聞きするわけです。

Kemp　質問、ありがとうございます。

　なぜ、元刑務所なのか、いい質問です。ちょっと歴史がかかわっています。オーストラリア西部は、スワンリバー

コロニーといって 1829 年にできました。もちろん、イギリス人が来て、フランス人を寄せ付けないように頑張っ

ていました。そのとき、ロンドンのベンチャーキャピタルが、ベンチャーキャピタルとしての起業家精神をもっ

てキャプテン・ジェイムス・スターリングに引き渡した。スワンリバーコロニーというのは実はベンチャーキャ

ピタルが始めたベンチャービジネスだったのです。

　土地も環境もイギリスから非常に遠く、ベンチャーキャピタリストたちに投資の見返りはなかったのですが、

20 年後の 1850 年代、そのコロニーでイギリスから流されてきた受刑者たちが社会基盤をつくり始めました。道

路をつくり、港湾をつくり、5 年後の 1855 年にはフリーマントルに自分たちの刑務所もつくりました。私の建

物は 1907 年に契約したところがつくったのですが、1855 年から 1897 年まで、ビクトリア時代からいちばん

長く使われている現役の刑務所だったのです。それで、どうしようかということで話をして、建物の一つをビジ

ネス・インキュベーターにしようということになりました。

　コミュニティの目的として、この施設を民間に渡したくはない。コミュニティのものだからコミュニティの組

織として、NGO ですからわれわれがこの建物をビジネス・インキュベーターに替えられるといって、そうしたわ

けです。ほかに理由はありません。建物が必要で、そこに建物があったわけです。

　それから四つ目の質問になるでしょうか、先に答えます。おっしゃるとおり、ビジネスをスタートするのに刑

務所がいちばんいいところとはだれも思いません。やってきて、「いや、やめておこう、ここでは」という人た

ちもいますが、「うん、これはちょっと違うね」という人もいます。この違いから、人の考え方を考える。より

よい起業家をつくるために考え方を変え

る。それにこの違いを使うのです。つまり、

この建物のマイナス面の特徴をプラス面に

変え、居心地の悪い思いをすることによっ

て考え方を変えられる。居心地が悪いと、

より革新的なことになり得るのです。教授

も言っておられました。アンカンファタブ

ルであること、つまり、マイナスをプラス

に変えるのに使ったのです。

　成功率は 80％。言い直します。すべて
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のビジネスとして入ってくるもののなかで 80％が卒業し、少なくとも 1 年間は存続しています。そういうこと

であまり悪くないと思います。そして、成功の原因として私どものチームのアドバイザーたちが言うには、私も

もちろん雇われているわけで、すべてビジネスを実際にやってきた人たちが雇われていますが、その評議会が私

どもを雇ってくれています。われわれは自分たちのビジネスを持っているということで、コントラクトベースで

働いています。参画する人たちにビジネスの支援をする私たちもビジネスマンであるわけです。ですから、ビジ

ネスという考え方があります。われわれはよく言うのですが、あれもやったよ、こういうことも経験したよ、と。

ちゃんとこういう経験がある、こういうこともしたことがある、と思える人たちが集まって支援をする。スター

トアップの人たちは、経験のある人で理解してくれるという人たちから支援してもらうほうが、いい結果が出る

という経験があります。

岡本　よろしいでしょうか。どなたかほかにいらっしゃいますか。

質問者　早稲田大学で勉強している者です。

　既存のネットワークの重要性、それによって有効的なネットワークが出来ると思います。英国でもそうだと思

いますし、ケンブリッジのネットワークがうまく行っているのも、従来型のケンブリッジの卒業生のネットワー

クがあったからではないか。これが英国では非常に大きな影響力を持っていたからだと思います。シリコンバレー

の状況も聞きました。シリコンバレーが成功したのは、ヒューレット・パッカードの OB のネットワーク、それ

からベルラボのネットワークがあったからだと思います。

　渡辺先生は、インキュベーション・フレンドリー・ネットワークをつくろうとし、そこで東京工業大学のネッ

トワークを使おうとしたけれども、あまりうまく行かなかった、期待どおりには行かなかったとおっしゃいまし

た。その理由として、緊急度が違う。人によって、どこまで問題が深刻かという考え方が違ったということでした。

　ここで質問です。英国あるいはそのほかの外国でのクラスター、あるいはネットワークにおいて、緊急度の波

長を合わせるということ、そして、使命感、前向きのやる気、行動のためのモチベーション、これをどのように

して皆さんで共有していらっしゃるのでしょうか。

Barrell　2 週間前にヘルシンキにいました。フィンランドに行っていました。過去 2 年間ほど、25 人の学生が

2 週間、ヘルシンキからケンブリッジにやってきて、先生も連れてきてわれわれと協力授業をやっています。特

別なプログラムで、エンタープライズというものに対して目が開かれるという感じのプログラムになっています。

　これは質問に対する直接的な答えにはなりませんが、状況をどうやって変えていったらいいか、心構えをどう

変えていったらいいのかということが、分かると思います。フィンランドの人たち、最初はものすごく控えめで、

無口な人たちでした。ということで、フィンランドの学生に自分たちの考え方を出させるのはなかなか難しい。

たとえばインベスターの前でプレゼンをやることは非常に難しい。フィンランドの学生は非常に控えめだったわ

けです。これは 2 年前の状況です。

　われわれが行きますと、300 人、400 人と来ていて非常に興奮していました。驚いたのは、300 人の学生を講

義室に連れて行って、ヘルシンキでエンタープライズ・チューズデイをやることにし、学生のアントレプレナー

協会をつくりました。

　これは質問に対する完璧な答えにはなりません。日本のことが十分に分かっているわけでもありませんし、文

化を変えることは大変なことだと思います。Maillat 先生も文化という言葉を使っていました。これは文化にかか

わることだと思いますが、先ほども言いましたように、次世代に働きかけることが必要だと思います。

　学校時代をうまく使い、心構えを変える。日本人であろうとスロベニア人であろうと、心構えを変えることを
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やっていかなくてはいけない。45 歳になると、メンタリティを変えるのはなかなか難しいわけです。ですから、

若い世代に働きかけ、若い人たちの関心を高めていく。そうしたら状況は変わるのではないでしょうか。私の頭

に浮かんだ考えではそうであります。

　日本で面白いのは、ロールモデル、お手本があるということです。指導者、その活動分野で頑張っている人たち、

その言葉が非常に重要だと思ってもらえるような人たち、このような人たちにお手本になってもらえば、ほかの

人たちがそれに従うだろうと思います。

渡辺　一つの経験のなかで申し上げることですが、コミュニティをつくるのに、先ほどのケンブリッジは比較的

小さい地域である、これはキーポイントだと思います。東京でこういうことは無理なのかもしれない。要するに、

地域であれば、夕飯を食べてから集められます。

　私が若いころ、2 年半ほど広島にいたとき、県の人と大学の人、マツダ自動車などの人とで、あるサークルを

つくっていました。そのサークルで県にいろいろな提案をしたりしていました。そのとき、夕飯後、8 時に集ま

ろうというと、すぐに集まれるのです。みんな車で 15 分ぐらいのところに住んでいるので、あるホテルに集ま

ろうということになれば、すぐ集まれる。東京でこれをやろうとすると、ものすごいエネルギーが必要です。だ

いたい東京のサラリーマンは 9 時まで仕事をしています。ですから、夕飯後に集まろうなどというのはありよう

がない。2 カ月先の夜の約束をするといったことでは、臨機応変なコミュニティは生まれてこないと思います。

　東京工業大学の卒業生と現役の学生を集めていろいろなイベントをやろうとしても、いつも集まれないという

ような問題があります。今までのわれわれのワークスタイル、働く時間のあり方を変えることも必要ですが、そ

れは特に東京の人なので、むしろ地方でコミュニティ形成が行われてきつつあるし、行われていくのではないか。

東京だけ見ていたらだめなのだと思います。

　地方における大学がコアになり、そこに一つのコミュニティが出来てくるという事例もありますし、そうなっ

てくれば、ひとつの次の世代が生まれてくるのかと、いま感じているところです。

Barrell　ちょっと申し上げてよろしいですか。

　このシンポジウム自体、大学の役割が大なり小なり重要です。地域のエコシステムのなかでということです。

大学が焦点となって、小さな地域であろうとも大学の周りの地域で、若い人たちのネットワークが大きくなって

いく。それは大学とかかわって伸びていく。大学の中というのではなく、大学の周りの人たちがネットワークを

つくっていく。

　私は日本でかなりの時間を過ごしましたので、日本の方々の働き方が分かっています。10 時ころまでオフィ

スで働いていらっしゃるのも知っておりますので、朝食ネットワークなんていうのはいかがですか。

質問者　今、渡辺先生から非常に分かりやすいご説明がありました。活動するには、コミュニティとして形成で

きるぐらい近くないと、うまく動けないというのは、まったくそのとおりだと思います。ただ、地域で形成され

たネットワークが必ず地域で活動しなくてはいけない、あるいはそのようなかたちでサクセスしなくてはいけな

いということでは必ずしもないのかという事例があります。

　先ほどお酒の話が出ましたが、東京農業大学の、たしか中田久保先生とおっしゃったと思うのですが、お酒を

造る酵母を花に住んでいるイーストから育種するというプロジェクトをやっており、大学に集まって勉強した先

生のお弟子さんが全国各地の酒蔵に技術者なりオーナーなりとして散っています。それで、その先生が設定した

ようなアジェンダを、それぞれが自分の地域のビジネスコミュニティなり会社のなかで展開するというかたちで、

花酵母プロジェクトというものを何年もやり、実際に製品化された例が出てきています。
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　ですから、地域で活躍するネットワーク、コアとなるネットワークは、地域で組成したものでなければならな

いということではないのだと思いますし、東京で出来たネットワークの萌芽が、そのネットワークが目指してい

るビジネスコンセプトを実現するのに最適な地域を見つけてそこに移転する、あるいはコンセプトそのものを移

植するというようなアプローチが、メタネットワークとしてあっていいのか、このように感じました。

岡本　ありがとうございました。ほかに質問のほうはありますでしょうか。

質問者　最近、日本の小学校でも職業教育をやりだしているところがあります。たとえば商店街で売り子をやる

とか、そのようなことも日本で始まっています。Kemp さんはもっとアグレッシブな教育をされているようですが、

小学校で職業教育をやりますと、お母さんやお父さんは心配します。このような教育を何のためにやるか。その

ために学校にやっているのではない。受験勉強も厳しい。最終的には安定した職業選択を狙っているのだ、と。

岡本先生は、セルフディペンデンスだと言われました。まさにそのとおりだと思います。こういう認識がまだ理

解されていない。

　もう一つは、小学校のレベルまたは大学もそういうカリキュラムを持っていると思いますけれども、起業教育

といいますかアントレプレナーの教育が実践できる場がない。起業というと、非常にリスキーで、場合によった

ら裸になってしまいます。しかし、それだけのことではなくて、会社に入ってもアントレプレナーの精神が生か

せるような会社のシステムがあるのか。日本でもそういう会社がぼちぼち報告されていますが、ジェネラルな職

業選択といいますか、そういうことが確立されていないと、幼児教育、大学教育における起業教育が半端になっ

てしまいます。

　ですから、そういう教育と実践の場が二つある。一つは、リスクを背負っても会社を起こす。もう一つは、会

社の中でも企業内アントレプレナーができる。そういうシステムがあれば、会社の中ですから裸になることはな

い。いちおう給料をもらい、そのなかでもっとチャレンジングな仕事ができ、新しい製品開発ができ、会社に対

するコントリビューションが出てくる。この辺の、教育と実業とのサーキュレーション、いい循環がないと、日

本ではこれは成立しないのではないか。

　海外からご参加の先生方に、いまの私の提案に対して何か事例があれば教えていただきたい。もちろん、渡辺

先生の日本における事例があれば、また岡本先生の日本における事例があれば、あわせてお話しいただければと

思います。

Kemp　では、私から始めましょう。

　まず最初の部分ですね。多くの方がお聞きになっていると思いますが、スコットランドの出生率を上げる戦略

です。スコットランドに行ったときの話ですが、この研究結果は明確です。Barrell 先生がおっしゃったことで明

らかなのですが、ロールモデルの重要性です。スコットランドでは、スコットランドのロールモデルをマスコミ

で知らせる。ですから、一般の人たちがそういうことをやりたい、起業家になりたいと思うようにするのです。

　日本では、大企業に勤めようと若い人たちは思っているのではないでしょうか。学生たちは、大会社でビジネ

スをしたいのであって、起業したいとは思っていないのではないか。スコットランドも同じだったのです。でも、

系統立てて少しずつ起業家精神をつくろうということで、それを変化させようとしたのです。一度には変えられ

ませんが、少しずつ変えていった。コーディネーションをとってやっていった。世界のなかには例がありますから、

日本もそれを取り入れることはできます。

　私も実務家なので、より実務的な話をしますが、大学の責任として、同窓生で小さなビジネスを始めた人たち

を見つけて、その人を大学に連れてきて学生に話をしてもらうのです。会社を自らやっていることの素晴らし
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さを話してもらう。そういうことは来週に

だってできるわけですよね。

Barrell　いまおっしゃったポイントは重要

なことだと思います。今朝も言いましたが、

起業家精神というのは単に誰かが会社を始

めるということ以上のことです。私が非常

に関心を持っているのは、個人個人が最大

の可能性を具現することです。自らの人生

の中で可能なことを全部やる。4 万人の人

たちが働いている会社で 17 年間やってき

ているわけですが、その人たちに勇気づけ

がないと、会社は競争力を失います。でも、だれもがビジネスを始めるというわけにいきません。大きな会社の

中でも、社内の起業家精神というものを出していく。つまり、新しいアイデアを出して、その会社がより強くな

るのに役立つという考え方、これは一つの要素です。

　学校のレベルでは、最も広い、最も質の高い教育を忘れてはいけないと思います。われわれも最善の教育をし

ようとするのですが、スキームとして、ユース・エンタープライズ・スキームというものがあります。学生たち

に、実際に手を染めてビジネスということを考えてほしい、経験をしてほしい。つまり、単に学ぶだけではなく、

試験を通るだけではない、ほかの人生も少し味わってみる。そうでないと、生気を失ってしまいます。勉強だけ

をしても、明日の世界でよりよい市民となるためのバランスのとれた人になっているとは限りません。

　ですから、だれもがビジネスを始められるわけではないけれども、世代としてもっとクリエイティブに考えら

れる人たち、バランスのとれた生活に価値を与えられるような人をつくり出せるかどうかにかかっていると思い

ます。

田路　司会がこういうことを言うべきではないと思ったのですが、ちょっとお話しさせてください。

　法政大学の教科教育の事例です。私は、ビジネスプラン・コンテストに出ようということで、学部生にビジネ

スプランを書かせて東京都の大会などに出てきました。優勝はしていないのですが、1 次審査を通った学生があ

きらめきれなくて起業しました。4 年生になって、今、休学中ですが、ビジネスは 1 年目で売上 3,000 万に行き

ました。ほとんど一人でオーガナイズしているのですが、ルーズリーフの上に広告を入れて手配りするというも

ので、新聞にも載りました。

　でも、私が彼を育てたというのはすごくおかしくて、中学や高校のときから起業しようと思っていたらしいん

ですね。そして、どのゼミナールに入ろうかというとき、たまたま私のゼミが起業をテーマにしていたので入っ

てきた。起業がテーマなので、起業家やベンチャーキャピタルが来て話を聞くことができますから、勉強には

なったかと思います。それと、ビジネスプラン・コンテストに出るときに仲間をつくり、男子学生 2 人で出まし

た。コンペティションに出るまではという約束で、その後、1 人が起業した。もう 1 人は何をしているかという

と、公認会計士になるということでマインドを変え、これがまた現役で会計士試験に受かったのです。私としては、

会計士試験に受かったあと、できたらベンチャーをサポートしてくれるような会計士になってほしいと期待して

います。

　ここからが大事なのですが、彼ら 2 人を見て、後輩はかなり刺激されています。場の話が出ていますが、そう
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いう場づくりが重要で、大学の教員はたぶん場しか提供できない。私はいつも学生に「先生は教えてくれるけど、

先生は起業したの？」「いつ大学をやめて起業するのか」といわれます。アメリカにはアントレプレナリアル・リー

ブ（起業休暇）がありますが、私もこういうものを取って見せないと、実践したことにはならない、許してはも

らえないのかと思う日々です。

　そういう小さい積み重ね、場ですね。でも、それも 30 人、40 人いるなかでやっと 1 人出てきた。前の大学

から数えると、たぶん 100 人ぐらいやって 1 人なのかと思います。でも、これはやはり必要だと思っています。

そういうことを試していると、数撃てば当たる。スタートアップが公開するのと同じだと思います。起業そのも

のも、考える学生はたくさんの中から出てくるのかと思ってやっています。

　学生の多い法政大学ですから、ほかにも事例があります。経営学部だけではありません。キャリアデザイン学

部で、東京のビジネスプランのコンペティションに出て優勝し、マンションの部屋を借りて若い人 2 ～ 3 人でシェ

アするシェアハウスのビジネスで起業した学生がいます。もう卒業しましたが、仲間と3人ぐらいでやっています。

今度 2 期目を迎えるということです。

　ハイテクではないですが、たしかにこういう事例はあって、ほかの学生に影響を与えているというのは言える

と思います。

質問者　法政大学の起業カリキュラムで立派にやっていらっしゃる。それから、渡辺先生の芝浦工業大学の

MOT も、おそらくそういうコンセプトでおやりになっていると思いますが、やはり企業自身がそのような勉強

をしてきた人を優先して採用してみる。企業内で企業を起こすという考え方が、会社にとってプラスになる。こ

のようなことを私は期待しております。

岡本　ありがとうございました。

　時間も少々過ぎましたが、私は二つほど議論したかったことがございます。一つは、協力だとかネットワーク

だとかいうことの内実を議論したいと思っていました。もう一点は、起業家精神というものがどういうものかと

いうことで、だいたい今回の目的は達したと思います。また別の機会をつくってこのような話をしたいと思いま

す。

　長時間、本当にありがとうございました。（拍手）



��

◆・◆・　閉会挨拶　◆・◆・

徳安　私、本学の常務理事を務めております徳安と申します。閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。

　本日シンポジウムを開催しました法政大学地域研究センターは、その名のとおり地域の諸問題を研究し、さま

ざまな政策提言を行うことを目的としてつくられた研究所ですが、一つ重要なポイントとして、グローバルな視

点をもって地域の問題を研究するということを基軸にしております。その一環として、毎年、国際シンポジウム

を開催してきたわけでございます。

　今年は第 6 回目となりました。今回もイギリス、スイス、オーストラリア、そして日本から、地域イノベーショ

ンということをテーマにして優れた実績を上げた方々をお招きして報告をいただいたわけでございます。私は残

念ながら校務でお話を聞くことはできませんでしたけれども、海外からいらした 3 人の先生方の資料を先日いた

だき、読ませていただきました。時間があればお聞きして一緒に議論をしたかったところでございますが、それ

を見るにつけても、たいへん有意義なシンポジウムになったことと確信しております。

　あらためて Alan Barrell 先生、Phil Kemp 先生、Denis Maillat 先生、渡辺孝先生、そして露木恵美子先生、た

いへん貴重なご意見を賜ることができました。ありがとうございます。お礼を申し上げます。

　それから、コーディネーターの労をとられた本学の岡本教授、そして田路教授、お疲れさまでございました。

　ご来場の皆様は、きょう一日の議論、いかがだったでしょうか。昨年来続きます出口の見えない世界大不況と

いうような状況がございます。国がいろいろな政策を立ててこれに対応していくことも重要ですが、地域のレベ

ルで新しい活性化の芽をつくっていくことが同じぐらい、あるいはそれ以上に重要になっているというのが、現

在の状況ではないかと思います。その意味で本日のシンポジウムのなかで出たさまざまな論点あるいは意見が、

皆様方にヒントを与えるようなものであったとすれば、主催者としてこれに勝る幸せはございません。

　法政大学地域研究センター、来年度以降もまたさまざまなテーマで国際シンポジウムを行っていく予定にして

おります。機会がありましたらまたご参加いただき、さまざまなかたちで問題について考察していくことができ

たらと考えております。

　本日は朝から長時間でございましたけれども、ご清聴、ありがとうございました。これをもちまして閉会の挨

拶とさせていただきます。（拍手）
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