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[1]細 分化 す る工 学研 究 の 中 で の 共 同研 究 の 必 要性

多 くの基礎研究又 は応用研究 の 中で ,我 々が 関与す る最近数十年間 に限れば,工 学研 究 の進歩 とそ
の影響 は,恐 ら く他分野 に比べ てはるか に大 きい と言 えるであろ う。その中にあって,大 学や公的研
究機関 の工 学研究 の役割 は益 々重要度 を増 してい るものの,現 実 としては巨大化 した企業での研究や
技術 開発 に比べ て,工 業技術 のか な りの分野 で相対的に地盤沈下が続 いてい る ことは否定 し難 い事実
であ る.
現在 の我が国の大学や公的研究機 関 は,そ れぞれの研究分野 が細 分化 されてお り,一 単位 としてみ
ると小規模化が進行 してい る。高度化 と同時 に複雑化す る工学研 究 にお いて,研 究課題数 は増 え続け
るばか りであるが ,研 究者 の増員 が十分行 われなかった我が国の状況 では,こ れ も仕方 の なか ったこ
とで あ ろ う。その中で も理学分野 の研究 にお い ては実験検証 の重要度が増 し,研 究機器や設備 の大型
化 が進 んでい る。工学研究 にお いて も,大 型設備 を必要 とす る研 究分野 は多 かった筈 で あるが,現 実
には工 学 の基盤研究でそ の ような例 は少 ない。た とえ必要性が存在 して も,細 分化 された研究室では
単独 に扱 える課題は限 られて しま う。 また個 々のの研究者 の知識や能力 だけでは解決 で きない課題 が
多 くな ってい る。従来 の研究分野 では扱 うことがで きない境界領域 の重 要性 は増 えつつ あ るが ,境 界
領域 こそ これ までの単一分野 の研究者が独力 では解決で きないことが多 い。
大学 や研究機関で行 われてい る研究 の多 くは実質的 には個人 で行 われることが多 い 。机上での研 究
によ り論文 を書 くだ けなら個人 で も可能か も知 れないが ,実 験が伴 えば多 くの人達 の助力 が必要 とな
る。例 えば基礎研究 におい て も実験装置や解析 プ ログラム を準備す る場合 ,最 近の ように高度技術が
多 く使 われるようになると,個 人や研 究室単位 では解決出来ないこ ととなる.さ らに大型 の設備や実
験装置 を使 う研 究 となると,関 与す る人員 が増 えるばか りでな く,設 備計画か ら運転や結果の解析 に
至るまでそれぞれの専門家 は必要 となる。
多様 で異分野 の知識 を集約 しなければならない研究課題 に対 し,多 くの研究者が組織的 に互 い に知
恵 を出 し合 って取 り組 むのが共同研 究 で あ る。以上の ような状況 を考慮す る と,共 同研究 こそが行 き
づ まっている研究課題 を効率的 に的確 に解決す る有力 な手段 と考えられ るの も十分納得で きる ことで
あ る。
[2]研 究資金バ ラマキによる共同研究 は疑間
現在 の工学研究 にお い て共同研究 の必要性 はます ます増 えるばか りで あ る.事 実 ,個 別的研究 よ り
も共同研究 の方 に大 きな研究予算 が振 り向け られる傾 向があ る。 しか し,実 際 の我 が国の学術 にお け
る共同研究が,本 当の意味での共同が行 われてい るのであろ うか と時 々疑間に思 うことも多 い。
共同研究 には多 くの形態が存在す るが ,そ の 中に大 きなテ ーマ をかか げて,多 数 の研究者がブ レイ
クダウ ン した各 テ ーマ をそれぞれがイ
固別 に研 究 を進めてい る例が 目立 ってい る。 この よ うな例 では,
ベ
レ
ルの
の
底上 げ には貢献す る ものの,共 同研 究 に名 を借 りたバ ラマ キ研究費 と
確 かにその分野 研究
も言 えな くもない。そんな形でない と大型 の研究費がつ かない との言 い訳 も出そ うだが ,単 に個 々の
研究成果 を合冊 した厚 い報告書 をみるとき,何 か虚 しい気 がす るのは筆者 だけであ ろ うか。
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も っ と明確 な 目標 を た て , た とえ 別 々 な ア プ ロ ー チ をた ど る と して も, 協 力 して 積 極 呆 敢 に攻 め て

い くといった共同研 究が盛 んになって も良 さそ うな ものだ.こ んな弛 んだ傾向 も,研 究費獲得 ばか り
熱心 で,成 果 に関 しては厳 しさの ない研 究行政が もた らした弊害 の一 つ と言 えるのか も知れない。 ま
た研究室 の独立性 ,研 究 の 自治 といった我 が 国研究 の風 土が もた らした とも言えるが,共 同研究 とし
て研究費 を受け取 る以上 ,研 究 の共同作業 によってのみ成 し得 る明確 な研究成 果 といった ものを提示
す る義務があ るよ うに思 う。 どうや ら総合研究費や振興調整費 とい った研究者集団へ の研究費が ,こ
んな風潮 の原因の一 つ なのか も知れない。諸外国で こんな形態 の共同研究 は存在す るのか どうかは定
かではないが,少 な くとも産業界 ではバ ラマキ的に行 う筈 はない。
産学共同研究で民 間側 が研究資金 を負担す る場合 など,余 程 の ことがない とバ ラマ キ的な研究資金
の使 われ方 は しない。公的資金 になるとバ ラマ キ的になる理 由 は,要 す るに安易 に流れてい るだけで
あ り,こ れが研究成果が効率的 に生 まれない原因 になってい るとした ら大変残念な ことであ る。
[3]戦 略性 を持 った産学共同研究で成果 を
最近大学や公的研究機 関 と民 間企業 との共同研究 を公的資金 によ り応援 しょうとい う動 きが活発で
あ る。ベ ンチ ャー企 業や新産業 を創 出 して,真 に科学技術 立国を打 ち立て よう とい うものであ る。工
学研究 の産業や社会貢献 のチ ャ ンスが与 えられる こ とで,工 学研究者 にとってはまさに喜 ば しい時代
が到来 してい るのであ る。
筆者 はたまたまその ような研究費 の 申請書 を拝見す る機会 があ ったが ,い ささか驚 きを禁 じ得 なか
った。大学や公的機 関研究者 によって作成 された と思われる申請書 は,企 業人 か らと思われる申請書
と余 りにも大 きな差が存在 していたのである。大学人などによる申請書 には,ま さにバ ラマ キ的な資
金の使 い方 をす る計画や,は っ きりしたターゲ ッ トの欠ける申請書が実 に多 いのであ る。 これは,前
述 の ように これまでの研究費 に慣 れて きた弊害 なのか も知れない。研 究組織が しっか りしてない と共
同研 究 の実が上が らない のは当然 であ るが ,印 象 を良 くしよう とす るためか,や たらと研究者 を並べ
たててい るプ ロジ ェ ク トが多 い。船頭 多 くして舟進 まず とい う悪 い例 の典型 であ るが ,研 究者 の 中に
レベルが低 い人まで も参加 していた りす るとまさに逆効果である。
共同研 究 で成果 をあげ よう とす れば,強 力 なリー ダが存在す る ことが前提 で あ るが ,研 究費が関係
者 にバ ラマカれてい たのでは, リー ダはや りに くくなるばか りである。実際 に共同研究 を行 ってみる
と, リー ダの役割 は実 に重 要 で,研 究 の成否 はリー ダの采配 に依 るところが大 きい。本来な らば,共
同研究 はその研究開発 を行 な う上で どう して も必要 とす る相手 と組 んで行 う真剣勝負 の筈 であ る。 国
家資金 を使 うか らといったのんび りした気分 でやっていたのでは成果 はあが らない し,結 果的には税
金の無駄使 いだ と批判 を受けるもととなる。
今 の時代 ,幸 い にも共同研究や産学共同研究 に大 きな研 究費 が準備 されてい る。 しか しこれで 目立
った共同成果が続 々 と現 れて こなければ,い ず れ先細 りになることになる。是非 と も我 々研究者 は共
同研究 をもっと厳 しく受け とめ,共 同研究 のノウハ ウを握 んで成果 をあげてい くべ きであろ う。

