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第 16回生研学術講演会

ナノテクノロジーの進展 とエレクトロニクスヘの展開」
「
開会 の挨拶

西尾 茂 文 (東京大学生産技術研究所 所 長)

ご紹介 い ただ きま した生産技術研 究所 の所長 の西尾 で ご
ざい ます 。 開会 にあ た りま して 10分 ほ ど時 間 をい ただ い
て い ます ので ,か いつ まんでパ ワー ポイ ン トを使 って簡単
に ご挨拶 をさせ て い ただ きた い と思 い ます 。

昔 は,フ ロー とい う意味では,知 の体系,あ るい は普遍
化 された知 とい う ものを教育 にフロー してい く,あ るいは
ー
書物 にフロー してい くとい うことが ス トック&フ ロ の基
本的 な構図ではなか ったか と思 い ます。

本 日は,学 術講演会 にお こ しください まして,大 変あ り
が とうござい ます。椅子が足 りないのではないか と思 って
心配 をしてお りますが,ぜ ひこの機会 を有効 に活用 してい
ただきたい と思 い ます。

(スライ ド)
これは先ほど申 し上げた二足歩行 のイメージ図で ござい

(スライ ド)
私 ,所 長 になってか らこうい う機会 でお話 し申 し上げる
二足歩行 の大学論」 と
機会が多 いのですが,そ の なかで 「
い うのを言 ってまい りま した。つ まり片足 は,大 学 ですか
ら,好 奇心あ るい は興味 に基づ く研究,こ れは先導的な研
一
究 につ ながると思 い ますけれ ども,も う 方 の足 は社会課
題,あ るいは社会 における価値創生につ ながるような研究,
この二つ を2本 の足 として大学が歩 む ことによつて社会 と
ともに歩 んでい けるのではないか とい うお話 をさせていた
だいてお ります。 きょうは,少 し違 う観点か ら 「
知 のス ト
ー
ー
ー
ロ
い
こと
をキ ワ ドとして簡単 にご紹
ック&フ
」と う
介 を して開会 のお話 にか えさせて い ただ きたい と思 い ま
す。
ここに示 しましたのは,大 学 で行 う研究活動あ るい は教
育 も含 めてですけれ ども,そ れの古典的なス タイル を書 い
たつ もりで ござい ます。下のほ うに,一 番 もとになる動機
みたい なものを書 いて ござい ます。大学 の研究 を一般的 に
い えば普遍性 の追求か とい うふ うに思 い ます.下 のほ うに
普
動機 が書 いて ござい まして,ち ょうど真 ん中 ぐらい に 「
遍的な知」 について,そ れがかな り進展 してい きます と,
それが 「
体系」 とい う形 になると思 い ます.そ の辺 までが
「
知 のス トック」,い わゆる創生 ・蓄積 ,そ れが知 のス トッ
クと呼ばれるものだ と思 い ます。

ます。
(スライ ド)
先 ほど申 しましたように,大 学 の研究 とい うのは個別的
な現象 とか事象 から,普 遍性あ るい は新規性 を伴 う普遍化
とい うものを追求す る,こ うい うス トックの流れが基本 に
ある と思 い ます。産業界 のほ うは,ど ちらか とい うと普遍
的な ものから具体的 なものへ と,い わゆる個別化 ・差別化
とい うようなものに向か う方向であ ろ うか と思 い ます。 も
ちろん企業 の研究所 で もこの流れ (普遍化へ の流れ)は あ
ることは承知 してい ますが,誤 解 をおそれずにい えば,こ
うい うふ うにい えるのではないか と思 い ます。
こうい う流 れが,あ る意味の逆方向に向かってい る二つ
のセクター とい うかグループが一緒 にやってい く,あ る程
回別化 に向かって くるとい
度普遍化 された ところでそれがイ
うサ イクルが ,お そ らく20世 紀後半 の産学連携 あるい は
社会連携 の基 本的な姿 ではなかったか と思 い ます。
しか しなが らご承知 のように,先 端科学技術 と呼 ばれる
ものは進展速度が非常 に速 く,き ょうの話題 でみ りますナ
ノテクノロジー もその代表的 な例だ と思 い ますが,非 常 に
進展速度が速 いことが一つの特徴 と思 い ます。

2 0 世紀後半の社会との連携あるいは産業界 との導携と
いうのは, ニ ーズにプッシユされたテクノロジーという意

/味

で連携活動 が行われて きた。 しか しなが ら,い ま先端科
学技術 と呼 ばれるものは,申 し上 げ ました ように進行速度
が非常 に早 い とい うことで,シ ーズがむ しろニーズ をプル
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してい くという形のテクノロジーにおそらく変わ りつつあ
ると思ってお ります。
そうい う時代 になってきます と,普 遍化の頂点 まで向か
う時間以前 に,あ る程度普遍化されたもの, もちろん新規
性 を伴 うような普遍化ですが,そ れを最終的なゴールに行
く前 に,す でに社会にフロー してい くということが不可欠
な構造になってきているとい うふ うに私は思っています.
したがって,こ ういうサイクルであった ものがここまで
い く前 に, とにかく産業界 との間で,あ るいは社会 との間
でス トックとフローの小さな輪をつ くってい く。それが次
第 にステップアップしてい くとい うことが大学の研究ある
いは社会の進展,双 方の意味から非常 に必要 になってきて
いると思います。
ですから20世紀後半の社会連携 とい うのは,あ る意味
で,ち ょっと言い過ぎかもしれませんが,付 随的なもので
あっただろうと思いますけれども,い ま始まりつつ産学連
携あるいは社会連携 とい うのは,学 術が進展 してい く上で
不可欠な要素になってきているとい うふ うに認識をしてお
ります。
(スライ ド)
いまのお話 を一番最初の図に書 き換えてみます と,基 本
的に知の体系 をつ くるというス トックの構造は,普 遍的な
構造 としてあると思います。しかしながらフローという意
味では,書 物にフローする,あ るいは教育にフローすると
いうだけではな く,先 ほど申し上げま したような成果の展
開 。還元 という意味でフロー とい うものが質的に変化をし
始めている,あ るいは学術の進展にとって不可欠な要素 に
なってきているというのが私の認識でございます。
もう一つ言えば,先 ほど申し上げましたように先端科学
技術 とい うのは,進 展速度は非常 に速いですから,あ る程
度体系化されたものが,陳 腐 とい う言葉はよくない と思い
ますが,あ る程度完成されたものになるタイムスケールが
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非常 に短 い とい うことで,常 に新 たな知 の創生 に向か って
いかなければい けない。そ うす ると,例 えば大学で ドクタ
ーの学生 さんが入学 してか ら学位 を取 るまで 5年 間かかる
とします と,そ こで もちろん一種 の新 しい知 の体系化 とい
うのを学 んでいただ く,あ るいはつ くっていただ くわけで
すけれ ども,そ れよ りももっと重要な ことは,ス トックの
構造 とい うことを体験 し学ぶ とい うことが一番重要 なこと
だろ う と思 い ます。そうい う知 のス トックが生 まれるまで
の構造 を教 育 の中で知 っていただ くこと,こ れがおそらく
一番社会 にとって役 立つ,あ るい は次 の課題 に向かったと
きも,こ のス トックの構造 を実体験 として学ぶ とい うこと
は非常 に重要 だ とい う意味で,ス トックのプロセス 自身が
最近 の大学院教育 では重要な教育課題 になってい ると思 い
ます。
したが って,産 学連携 とい うのは,21世 紀 の学術 にと
つて不可欠 な要素 であ ると同時に,そ の中で実際 にス トッ
クの構造 自身を教育 をしてい く。つ まり産学連携 とい うの
は,あ るい は社会連携 とい うのは,実 際 に研究成果 を世の
中に展開す るとい う意味で重要です し,そ の中で教育をし
てい く。つ まり若 い学生 さんをその中で教育 し,優 秀 な人
材 ,あ るいはこのス トックの構造 を理解 した,実 体験 を持
った学生 さんを輩出 してい くとい うことが非常 に重要 にな
ってい くとい うふ うに思 い ます。その典型 として きょう,
次 に荒川 先 生がお話 になるナノテクノ ロジー とい うもの
は,い ま申 しあげた構造 をまった く具現 してい る典型的な
ものではなかろうか とい うふ うに私は思 ってお ります。
そ うい うことで,具 体的 にナ ノテクノロジー につい て,
い ろい ろデイスカッシヨン していただ くと同時に,新 しい
社会 との連携 のあ り方をこの中でいろいろ議論 していただ
ければ大変あ りがたい と思 い ます。
簡単 ですが,以 上で開会 のご挨拶 といた します.ど うも
あ りが とうござい ました。

