低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方
人と人との交流が先端シーズを生み出し，研究者を育てる
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低炭素社会の実現に向けた取組みが地球規模で広がっている。この大きなうねりの中で，富士電機グ
ループは，クリーンエネルギー創出と省エネルギー化技術に事業を集中。電機メーカーとして果たすべ
き役割を見据えている。一方，同じく「エネルギー・環境」をテーマに研究を推進する国立機関に東京
大学先端科学技術研究センターがある。今回は，所長の宮野健次郎氏を迎え，今後の研究開発のあり方
や若手研究者の育成などについて，当グループのシニアエグゼクティブオフィサー重兼壽夫と意見を交
換した。

その時々の社会問題が研究テーマ
独自性を発揮する東大先端研
重兼

宮野先生が所長を務めていらっしゃる東京大学

先端科学技術研究センター（以下，東大先端研）と
富士電機とは，2006 年 6 月に組織連携契約を締結し，

の研究をするための研究所」という「何々」がついて
いますが，東大先端研は，その「何々」が付いていな
い，唯一の附置研究所なのです。ですから，
「われわ
れは一体何をしたらいいのだろう」ということは，い
つも検討課題になっています。
2004 年，東大先端研が全学センターから附置研究

同年 7 月には東大 FES ラボ（現在は東大 富士電機ラ

所に格上げされたとき，私は設立趣旨に「世の中に役

ボ）を開設。以来，研究員を派遣してきています。私

立つことを研究します」と書きました。何をやっても

をはじめ社員は，東大先端研に大いに関心を持ってい

いい。ただ，その時々の社会が要求している問題を解

ます。本日は宮野先生から貴重なお話が伺えると，楽

決するための研究をするというのが，東大先端研の位

しみにして参りました。

置付けです。

まず，東大先端研の位置付けと独自性についてお聞
かせください。

10 年くらいのスパンで，次に何をやるかというこ
とを考えています。今から 5 年ほど前に，
「次は環境・
エネルギーだね」ということが決まりました。

独自性は，東大先端研にとって実は大きな問題

東大先端研では，研究の分野分けをまったくしてい

でして，先端研は過去に何度もアイデンティティ・ク

ません。ですから，例えば，エネルギーの研究を新た

ライシスを経験しています。

に始めようと思ったら，まず，エネルギー研究の分野

宮野

東大先端研は，文部科学省が全国の国立大学に設置

で最もよさそうな人をどこかから採用します。その後

している附置研究所の一つです。附置研究所は，通常，

の研究はその人を中心に進め，うまくいけば大きな集

「地震研究所」
や
「ウイルス研究所」
というように，
「何々
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団になるだろうし，だめだったらそこでおしまい。こ

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

のようにして進めています。こういう運営の仕方は，

いうことになりました。

多分，日本の附置研究所の中で東大先端研が唯一だと

太陽電池ではキーになる人が二人います。一人は瀬

思いますね。最近は，このほうが研究所として活躍で

川浩司教授で，有機太陽電池をずっと研究しています。

きると認識されています。

もう一人は岡田至崇准教授で，半導体の量子ドットを
研究しています。どちらも，これまでの太陽電池研究

重兼

東大先端研は，エネルギー・環境のほかにバリ

の主流であるシリコンや化合物半導体とは異なります。

アフリーやバイオテクノロジーの研究にも取り組んで

主流とは違う人たちを迎えて，新しい切り口で何十年

いますね。

か先を見据えた研究を進めています。
まず瀬川教授と岡田准教授を迎え入れ，その二人の

宮野

バリアフリー研究は，今から 15 年ほど前に，

周りにグループを作っていくという形で，ほかの人た

次に何をやるべきかという議論から生まれました。ま

ちが参加していきました。現在，太陽電池関係のプロ

ずキーになる人物として福島 智教授を迎えました。

ジェクトのリーダーは，もともと東大先端研でレーザ

福島教授は全盲全聾の方です。現在は教授が三人，准

の研究をしていた中野義昭教授が務めています。太陽

教授が一人というかなり大きな所帯になっています。

電池はレーザと逆の関係にありますからね。今では，

バリアフリーで重要なことは，ある機能を失った人
がどうやって世界を見ているかということです。どう
も健常者とは別の認識回路が働くらしいのですね。そ

中野教授のもとにいろいろな研究テーマが広がってい
ます。実は私も少しだけ参加しています。
こうしたサイエンス，テクノロジーとは別に，社会

うすると，心理学や脳科学といった知識が必要になる。

の問題に対応するという意味では，例えば経済的にど

こういった分野の研究者たちも，バリアフリーを意識

うかということを言わなければいけません。そこで山

して研究しているわけではないのですが，外側でかか

口光恒教授をはじめ，文系の人もプロジェクトに迎え

わっています。

入れました。山口教授は IPCC（気候変動に関する政
府間パネル）のレポートも書いている方です。

重兼

長いスパンでテーマを設定しているわけですね。

東大先端研の特徴として，理系だけではなく，文系
の先生もかなり多いという点が挙げられると思います。

このような陣容で，
「電気を作る」という側面から
エネルギー研究に取り組んでいます。
さらに個人的には，エネルギー関係の違う側面，例
えばスマートグリッドであるとか，二次電池であると

宮野

サイエンスの問題はサイエンスで閉じています

か，そういう分野の研究者を加えたいと思っています。

が，社会の問題は違います。例えば経済を例にとると，
富士電機の目指す方向と近いですね。同じ夢を

何かをして価値があるかないかという問題には，単純

重兼

な技術の優劣比較とは違うファクターがあるわけです

抱きながら進んでいけるのではないでしょうか。

ね。そういうことは技術を研究している人間にはわか
りません。ですから，社会の問題を研究するには，サ

宮野

本当にそう思います。

イエンス以外の視点をもった人が是非，必要なのです。

東大先端研が進める太陽電池研究
斬新な切り口で文・理両面からアプローチ
重兼

なるほど，そうですね。先ほどお話のあった東

富士電機の誇る創エネ・省エネ技術
エネルギー問題はまさに追い風
宮野

私の理解している富士電機は，例えば発電機で

あったりモータであったり，いわゆる重電を得意とす

大先端研のエネルギー・環境分野への取組みについて，

る会社です。そういう意味では，昨今のエネルギー問

もう少し詳しくお聞かせいただけますか。

題は，富士電機にとって追い風と思いますが，いかが
ですか。

宮野

大学として一番取り組みやすいものは，やはり
富士電機は 86 年前の創業のときから，電気エ

サイエンスとテクノロジーの分野です。ですから，エ

重兼

ネルギーを次のテーマに掲げたとき，
「やはり太陽エ

ネルギーを作るという仕事に一貫して携わってきまし

ネルギーでしょう。まず太陽電池をやりましょう」と

た。今は再生可能エネルギーへの変革の動きに対応し
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徴あるパワーエレクトロニクスとを組み合わせて，世
の中にない非常に高性能な省エネルギー技術を作って
いこうという発想です。
パワー半導体の身近な例としては，IGBT というデ
バイスがハイブリッドカーに搭載されています。エン
ジンにとって代わる走行用モータに，なくてはならな
い存在です。
一方，
エネルギーと対をなす環境の分野では，
グルー
プ内に水処理を担う会社があり，そこをコアに環境事
業に取り組むことを考えています。

他社にはない富士電機の継承技能
宮野 健次郎

優位性を生かした事業特化を
みやの けんじろう

1947（昭和 22）年生まれ。1974（昭和 49）年，カリフォル
ニア大学バークレー校物理学科，IBM ポストドクトラルフェ
ロー。1976（昭和 51）年，シカゴ大学付属アルゴンヌ国立研

宮野

以前，富士電機の発電機を作っている工場を見

学させていただいたことがありました。あのような発
電機は，言ってみれば手作りですよね。半導体の微細

究所所員。1983（昭和 58）年，東北大学電気通信研究所助教授。

加工のように，機械を買ってくればすぐにできてしま

1988（昭和 63）年，東京大学工学部助教授。1991（平成 3）年，

うというものとは違う。技術が海外に流出してしまう

東京大学工学部教授。2001（平成 13）年，東京大学先端科学

といった分野とは，少し違う優位性があるのではない

技術研究センター教授。2007（平成 19）年 4 月から同センター
の所長を務める。

かなと，工場を拝見しながら思ったものです。
重兼

どうもありがとうございます。川崎工場では火

て「エネルギー・環境」を研究開発のキーワードに，

力や地熱発電のタービンを作っていますが，ブレード

創エネルギーと省エネルギーの両輪でエネルギー問題

（羽根）の 1 枚 1 枚を技能者がハンマーでロータ軸に

に取り組んでいます。

「植え込んで」
いきます。少しでも角度が狂っていると，

まず創エネルギーでは，再生可能なエネルギーとし
て太陽光発電と地熱発電に注力しています。地熱発

回転させたときに壊れてしまう。非常に高度な技能で
す。ですから，その継承には非常に力を注いでいます。

〈注〉

電は世界でも高いシェアを誇り，フラッシュ方式 で
37 % 近いシェアを持っています。

また，半導体に関しても，富士電機の作るパワー半
導体は，設備を買ってくればできるという品物ではあ

この地熱発電に加えて，今，研究を進めようと考え

りません。例えば，厚みを 100 ミクロン前後に薄く

ているものに風力発電があります。このような自然エ

削った状態で，デバイスを作っていくいわば技能に近

ネルギーを使った創エネルギーに，企業として軸足い

い技術が要求されます。そういう特徴のあるところに

を移していこうとしています。

今，富士電機は事業を集中特化しています。一方でコ

一方で，こうした再生可能なエネルギーは，非常に
不安定ですから，電力系統にうまくつなぐための系統

モディティ化したものは海外で作るというように，今，
棲み分けをしているところです。

連系の技術が重要になってきます。富士電機は，秋田
県の西目風力発電所で電力安定化システムの実証実験
に着手しています。
宮野

そうですか。

組織外にモチベーションを
学会での切磋琢磨が研究者を高める
重兼

先端的シーズを生み出し，それを研究開発する

システムについて，先生にお伺いしたいと思います。
重兼

省エネルギーという点では，富士電機の背骨の

技術であるパワーエレクトロニクスで特徴を出そうと
しています。グループ内の特徴あるパワー半導体と特

〈注〉フラッシュ方式：地熱蒸気を直接タービンへ導入して発電する方式
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東大先端研の中で，目標設定や研究成果の評価はどの
ようにされるのでしょうか。

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

宮野

東大先端研は，その目指す方向の研究を行って

いる人を採用するので，後から「この研究をやってく
ださい」と言うことはまずありません。
もう一方の研究成果の評価ですが，評価というもの
は非常に難しいです。第一に，分野がさまざまなので，
統一的に評価できないという問題があります。第二に，
これは私の勝手な持論ですが，執筆した論文の本数な
ど数値を基準にするのもいいとは思いますが，ある人
が組織に対して役に立っているか，いないかというこ
とは，見ればわかると思っています。
こうしたやり方が可能なのは，組織が小さいからで
す。私は東大先端研の全員が何をしているか，大体は
知っています。その研究が世の中のどれくらいの位置
付けなのかも，一応知っているつもりです。
大学も実は評価をされています。評価項目があり，
それをどれくらい達成したかとか，論文の本数，特許
の申請数などを記入して提出しなければなりません。

重兼 壽夫

しげかね ひさお

1951（ 昭 和 26） 年 生 ま れ。1974（ 昭 和 49） 年， 富 士 電 機
製造株式会社（現富士電機ホールディングス株式会社）入社。
2004（平成 16）年，富士電機デバイステクノロジー株式会

ただ，それを取りまとめる労力を思うと，その時間と

社取締役に就任。同社常務取締役，同社取締役副社長を経て，

エネルギーを研究に使ったほうが，最終的にはアウト

2008（平成 20）年，同社代表取締役社長に就任。2009（平成

プットが大きいような気がします。

21）年 6 月から富士電機ホールディングス株式会社取締役，シ

宮野

逆に，企業では評価をどういうふうにしている

ニアエグゼクティブオフィサー，CTO，技術開発本部長を兼務
している。

のでしょうか。私としては非常に興味があるところです。
重兼

富士電機では，分析やはんだ付け，樹脂材料と

評価は非常に難しいですね。特に研究者の評価

いった基礎的な技術研究が必要不可欠ですが，時間が

ほど難しいものはありません。その年にやった研究の

かかります。大学で行っている基礎研究は，どのよう

成果は，何年かたたないと出てこない。言ってみれば

に研究者のモチベーションを維持しているのでしょう

未来に対する期待値で評価しなければなりません。

か。

重兼

評価システムとしては，大きく 2 本の軸について一
研究者はそれぞれ学会などの研究者コミュニ

定の基準を設けています。一つは技術評価。技術の完

宮野

成度や独創性，特許申請の数などを総合的に評価しま

ティ，狭く言えば学会に属していますから，その中で

す。もう一つは，事業化されてどれだけ売上げや利益

どのように評価されているかで，研究者の評価はほと

に貢献したかという評価です。

んど決まってきます。同業者の集まりの中では，非常

研究開発の出口をどういうふうに設定していくのか

に有能な人が全然評価されないということはあまりあ

ということが盛んに言われるようになってきています。

りません。われわれが評価する以前に，彼らは大方，

出口を意識した研究を進めるために，われわれが取り

正当に評価されている。モチベーションは，
「よい評

組んだのは R & D の「見える化」です。数字で表す

価をされたい」という願望があって維持されますから，

「見える化」ではなく，
報告を密にするという意味です。
今は重要な研究開発プロジェクトは四半期ごとに経営

研究者コミュニティの中で切磋琢磨している状況がい
いのだと思います。

幹部を集めて報告会を開催し，会社としての事業戦略
と実際の技術開発とが乖離しないように，常に擦り合

重兼

わせを行いながら進めています。

研究の部分で学会活動をもっと活発に行わなければい

なるほど，そういう意味では富士電機は，基礎

けませんね。応用技術のほうは学会で積極的に発表し
宮野

企業の場合は，事業と研究開発をマッチさせな

ていますが，基礎研究のほうはまだまだと言えます。

ければなりませんね。
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工場の開発，営業のどの部門ならばその
人の才能を開花させられるかをイメージ
して採用します。
宮野

昔と比べて，最近の学生はここが

困るということはありますか。
重兼

開発部長を長く務めていた立場か

ら言いますと，数学が極めて弱くなって
きています。今はシミュレータで簡単に
解けてしまうものですから線形偏微分方
程式も解けない人や，電気系の出身であ
るのにラプラス変換を知らない人が時々
見受けられます。彼らは，解くことにつ
いてはコンピュータを使えばいいのです
が，反対に自分がやった実験結果を数式
にすることはできません。こういうこと
で本当にいいのだろうかというのが，私

最近の大学生は数学と議論が不得手
問題には必ず解があると思っている
宮野

どもの悩みです。研究を深く進めていくためには，ま
ず数学をもう少し鍛えるべきではないかと思っていま
す。

ところで，企業は人を採用するとき，どういう
大変参考になります。数学以外に，カラーとい

ところを見て採っていらっしゃるのか，今日は伺いた

宮野

いと思って来ました。大学でどのような人材を育成す

うか性向というか，そうした点でお感じのことはあり

ることを企業が希望しているのか，という話にもつな

ませんか。

がります。
重兼
重兼

企業が採用する，採用しないは，相性の問題だ

開発で最も重要なことは，困難から逃げない，

困難であればあるほどぶつかっていく，という精神力

ととらえています。企業文化ですとか，企業の目指す

です。困難に向かっていけば自分自身も勉強しますし，

方向にその人材が合っているかどうかということが，

人も付いてくる。そういった逆境における打たれ強さ

一番ポイントになります。ですから，採用面接に落ち

というものが，昔のほうが多かったような気がします。

たから優秀でないということには決してならない。お
見合いを断るときと同じですね。

宮野

それは，大学の入学試験が弊害を及ぼしている

と，私は個人的には思っています。入試問題の解き方
宮野

企業にとって，合う合わないは確かにあるで

しょうね。

を勉強してきた学生は，どんな問題にも解き方の正解
があるのだと思って入学してきます。
彼らがまったくわからない問題に初めて直面するの

会社生活は，20 歳前後でスタートし 60 歳まで

は卒業研究です。いろいろなことを試してみても，す

続きます。何十年もの間，長距離ランナーとして戦っ

ぐにはわからない。ある時，一人の学生が「先生，こ

ていかなければいけません。また，人と付き合う規模

れ，本当はどうなればいいのですか」という質問をし

が大学よりはるかに大きい。例えば，自分が設計した

てきました。これにはショックを受けましたね。その

ものを生産現場に伝えようとすると，何百人という人

答えがわかっていたら研究などしませんよ。

重兼
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間に自分の意思を伝えなければいけません。コミュニ

このまま社会に出て行くと，世の中には必ず解があ

ケーション能力，意志の強さ，持続力などが非常に重

ると思ってしまうのではないか。これは非常に危惧さ

要になってきます。そのような資質と併せて，研究職，

れるところです。

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

ですから重兼さんが先ほどおっしゃったような，困

もどうしても解けないとき，お客さまのところで議論

難に立ち向かうとか，立ち向かわないという以前の問

したり，質疑応答したりしているうちに，意外とアイ

題として，その困難な問題が自分の問題だと思えない

デアが浮かぶということです。
これは，
先生がおっしゃ

という状況が出現する可能性があります。非常に深刻

る「質問しなさい」ということと同じではないでしょ

な問題ですから，私も日ごろ，かなり口を酸っぱくし

うか。

て学生に言ってはいますが，なかなか実感としてわか
らない学生はいます。

研究の人間であれば，次工程である開発の人間と議
論する。開発の人間であれば，次工程である設計の人
間と議論する。設計の人間はお客さまや工場の現場と

重兼

そのとおりです。実際の世の中は答えのないこ

とのほうが圧倒的に多いです。また答えがあったとし

議論する。先生のお話を伺い，こうした議論がいかに
重要か，
あらためて思いました。ありがとうございます。

ても，それを実行するには資源が足りないとか，次善
の策を取らざるを得ないとか，いろいろな変化技が要
求されます。
確かに，問題を解く能力はそれなりに重要だと思い

次なる環境問題は生物多様性の維持
複雑な系の「見える化」は難しい

今後重要になってくる問題として生物多様性の

ます。しかし，それ以上に重要なことは課題を設定す

重兼

る能力ではないでしょうか。
「これが問題だ」という

維持があると思います。2010 年は，
「生物多様性条約

ところから，
「この課題を解けばいいのだ」というと

第 10 回締約国会議（COP10）
」の議長国を日本が務

ころにまでもってくるには，実は非常に長い道のりが

めます。そういう意味でも日本全体で早急に取り組

必要です。課題が設定できるところまでくれば，問題

むべき問題ではないでしょうか。富士電機では，CSR

は解けたも同然です。

活動の一環として里山の再生に取り組むなど，生物多
様性の維持のために積極的に活動を展開しています。

宮野

そうですね，そのとおりだと思います。

これをさらに進めて，生物多様性を取り入れて何か事
業を展開できないかと考えています。

重兼

問題から課題に行くまでの道のりにこそ，その

東大先端研には生物関係の研究者も在籍されており，

人の個性や流儀といったものが最も表れる部分ではな

生物多様性といった複雑な系を「見える化」すること

いかと思いますね。

について，いろいろなことができるのではないでしょ
うか。

宮野

私は学生に「質問しなさい」とい

つも言います。かなりいろいろなことが
わかっていないと相手に伝わるような形
の質問はできませんから。その過程で自
分で答えがわかってしまうことは多々あ
ります。そういう経験をしていないとい
うことは，とても大事なものが欠落して
いるということだと思います。
重兼

私は開発部長のとき，
「開発とい

うものは研究室でやるものではない。お
客さまの机の上でやれ」と若い人たちに
よく言っていました。どういう意味かと
いいますと，一つは開発テーマを設定す
るときに，そのテーマが後工程，すなわ
ちお客さまに喜んでいただけるかどうか
が重要であるということ。もう一つは，
ある技術で行き詰まって，必死に考えて
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宮野

生物多様性からわれわれが何か学ぶことがある

のかどうか，正直なところ私にはわからないのです。

礎研究は別にして，3 年以内に実用化できるものに
絞っています。4 年以上かかる研究についてはさまざ
まなところと手を取り合いながら，可能性を一緒に追

例えばスマートグリッドの研究は，地球環境を

求していく。この形をオープンイノベーションと呼ん

守っていくという意味では，生物多様性につながるの

でいます。場合によっては，他社との共同研究もあり

ではないでしょうか。

ます。お互いのシーズを出し合って進めたほうが早い

重兼

場合もありますからね。ぶらぶら歩いていて種が見
宮野

それは，そのとおりだと思います。ただし，わ

つかるということではありません。ある研究開発をす

れわれがサイエンスとテクノロジーの範囲で扱うこと

るために必要な種が他社の中にある場合もありますし，

ができる多様性とは，数式に書ける多様性です。先ほ

大学の中にある場合もありますし，研究機関にある場

ど重兼さんがおっしゃったように数学は非常に重要で

合もあります。そういうシーズ探しの間口を広げたい

す。ジョージ・ガモフに『１，
２，
３…無限大』という

というのが，私どもで言うところのオープンイノベー

著書があります。つまり１，
２，
３を議論して無限大ま

ションです。

でわかるということは，数学がないと不可能です。一

特に入り口のリサーチの部分は，将来を決める非常

般論を語ることができるというのは数学の本当の強み

に重要な種になりますから，徹底的に行います。富士

です。そういう意味では，そこに載るものは技術にな

電機の中でなぜ開発しなければいけないのか。どうし

りますが，逆に生物の種の多様性のように数式で表し

ても特許をとらなくてはいけない研究なのか。そうで

にくい問題の解決は，かなり先になるのではないで

なければ富士電機の中でやらなくてもいいではないか

しょうか。

と。その結果，実用化に 4 年以上かかる研究，すなわ
ちオープンイノベーションで進める研究のほうが多く

オープンイノベーションで研究開発
シーズ探しの間口を広げる
宮野

ところで最近，
「オープンイノベーション」と

いうことが盛んに言われていますね。富士電機ではど
ういうふうにお考えなのでしょうか。

なっています。

異分子とのぶつかり合い
東大先端研との組織連携で成果を実感
宮野

トライアル連携という形で，2006 年から今日

までご一緒してきて，われわれにとっては学ぶところ
重兼

私どものオープンイノベーションに対する考え

ははっきりしています。グループ内で行う研究は，基
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が非常に多くありました。富士電機の側からすると，
どれくらい役に立っているのでしょうか。

低炭素社会の実現に向けた研究開発のあり方

重兼

従来の産学連携は，共同研究を「やるのですか，

重兼

そうですね。私どもですと，一番伸びるのは実

やらないのですか」ということから出発しましたが，

は開発を失敗してしまったときです。例えば，お客さ

今回はフィージビリティスタディから一緒に行い，可

まに納品した製品が壊れてしまい，お客さまから説明

能性を議論しながら共同研究に持ち込んでいます。こ

に来るように求められたとき。こういうときは必死に

のスキームは非常にいいと思いますね。本格的な研究

なるようですね。いいときよりも悪いときのほうが，

に進む前に，どのように取り組むことがベストなのか

皆がファーストプライオリティで結束して集まり，ア

を研究者が考えること自体が，非常にいい教育になる

イデアをどんどん出すようです。しかも明朝，お客さ

のではないかと思います。

まのもとに説明に行くから，今日中に答えを出さなく

富士電機は電機会社ですから，ほとんどが電気，電

てはいけないという時限付きですから，まさしく「火

子，機械関係の研究者です。クリエイティブなイノ

事場のばか力」が出ます。こういう失敗はかなり皆を

ベーションを推し進めるためには，もっと異質なもの

鍛える感じがしますね。学会でのオーラルプレゼン

がぶつかり合わないといけないのではないかと日ごろ

テーションも結構「火事場のばか力」に近いところが

から考えていました。東大先端研とのトライアル連携

あります。

では，20 名の先生方に東京工場で出張講義をしてい
議論は持てる以上の力を引き出します。東大先

ただく機会にも恵まれ，若い研究者たちの育成に大い

宮野

に役立っています。専門分野ではないからこそ聴講し

端研でも先日，炭酸ガス排出をテーマに技術，経済，

てよかったという声が上がっています。

外交などの研究者が議論を交わしました。多角的視野
からの議論には新たな気付きも多く，時に目からうろ

宮野

そういうふうに言っていただけると，とてもう

こが落ちることもあります。

れしいですね。
重兼
重兼

イノベーションにつながるリサーチに関しては，

東大先端研とのトライアル連携により，われわ

れは異分子とのぶつかり合いによる成果を実感してい

大学への期待は非常に大きいです。異質の分野の人た

ます。これからも大いに議論して，研究を発展させた

ちが異質の文化や技術をぶつけ合うことで新しいもの

いですね。

ができないか。これが富士電機の考え方です。特に東

本日はどうもありがとうございました。

大先端研は基礎から応用まで間口が広い。どこでもぶ
つかっていけるという感じがします。
宮野

先ほども話題になりましたが，研究開発の現場

でディスカッションは非常に大事なことです。相手に
質問するのは大変ですが，実はされるほうも大変で
す。私は学生に「こういうデータが出たのですが」と
質問されると，さすがにすぐに知らないとは言えませ
んから，ウーンと考えるわけですね。そうやって考え
ていると意外とわかってしまったりするのですよ。
「火
事場のばか力」ではありませんが，普段だと思いもつ
かないようなことを結構，思いついたりするものです。
本を読みながら頭で考えるのと，質問する人が目の前
にいて答えなくてはいけないという状況では，全然切
迫感が違います。こうしたやり取りがないと新しいも
のは出てこないということが，学生はわかっていませ
ん。もちろんそういう経験をして卒業していく学生も，
少数ですがいます。彼らはやはり後で非常に伸びます
ね。
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