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はじめに

当機構では、平成8年度より地域における産学官連携の支援を
進めてまいりました。科学技術振興事業団（当時）は平成8年度
に「地域研究開発促進拠点支援事業（RSPネットワーク構築型）」
を開始し、翌平成9年度には選定した地域における新技術・新産
業の創出を目指して「地域結集型共同研究事業（現・地域結集型
研究開発プログラム）」を立ち上げ、地域における産学官連携支
援の取り組みを開始いたしました。さらに、大学や自治体等との
連携のもとでの新規事業創出、地域経済の活性化を目指して平成
13年度から平成18年度にかけて、JSTイノベーションプラザお
よびJSTイノベーションサテライトを16カ所に設置してコーデ
ィネート活動を開始するとともに、「育成研究」「シーズ発掘試験」
「研究開発資源活用型」「地域ニーズ即応型」「地域卓越研究者戦
略的結集プログラム」の公募事業を順次開始し、今日に至ってい
ます。
このように当機構では地域における産学官連携推進の支援を開
始し、本年で15年目を迎えさせていただくこととなり、ここに
『JST地域事業15年史』を刊行することといたしました。なお、
地域イノベーション創出総合支援事業は、先の行政刷新会議・事
業仕分けにて、地域における産学官連携の推進は国主体ではなく
地域主体に実施すべきとの評決を受け、平成25年度までに終了
することとなりました。今後は、地域が主体となって推進してい
ただくことで地域での産学連携を盛り上げていただけたらと強く
願っております。
本書では、これまでの15年にわたる当機構の地域事業の歩み
と果たしてきた役割を振り返るとともに、成果、実績や具体的な
取り組みの成功事例などを記載しております。これからの地域に
おける産学連携活動に少しでもお役立ていただけますと幸甚です。
15年にわたる関係各位のご協力に深く感謝申し上げますとと
もに、今後とも皆様方の一層のご指導、ご 撻を賜りますようお
願い申し上げます。

（平成23年3月）

独立行政法人科学技術振興機構　理事長

北澤　宏一



『JST地域事業15年史』発刊に寄せて

文部科学省　科学技術・学術政策局長

合田　隆史

この度、平成8年度より開始された独立行政法人科学技術振興
機構（JST）の地域事業が15年目を迎え、『JST地域事業15年史』
を刊行されましたことを心よりお慶び申し上げます。
世界の諸情勢が大きく変化している状況の中、資源に乏しい我
が国が国際競争力を維持し、活力ある社会、経済を実現していく
ためには、地域が持つ多様性、独自性、独創性を活かして持続的
にイノベーションを創出していくことは非常に重要です。JSTに
おいては、JSTイノベーションプラザ／JSTイノベーションサテ
ライト等を通じて、地域に根ざした産学連携の活性化、意識の向
上に多大な貢献を果たしていただいております。
一方、地域における科学技術振興の取り組みは、現在、転換期
を迎えております。文部科学省においても、第2期、第3期の科
学技術基本計画等を踏まえ、平成14年度より地域の大学等を核
としたクラスター形成事業を実施し、これまでにも大きな成果を
上げてまいりましたが、このような中で、平成22年6月に閣議
決定された「新成長戦略」や、平成23年度から新たに取組が始
まる第4期科学技術基本計画策定に向けた総合科学技術会議の答
申等においても、改めて地域イノベーション創出の重要性が指摘
され、これまでの成果や課題を踏まえた取り組みを進めていくこ
とが求められております。文部科学省においては、現在、これら
の方針を踏まえ、地域が主体的に策定する構想について、関係府
省の施策を総動員して支援するシステムの構築に向けた取り組み
を進めております。
JSTにおかれましても、このような転換期に、これまでJSTの
地域事業が果たしてきた役割を振り返り、これまでに培った知見
を活かして、新たな地域科学技術振興のあり方についてご検討い
ただき、今後ともより一層、地域の「知の拠点」である大学等を
活用したイノベーションの創出に向けた取り組みが行えるよう努
めていただきたいと考えます。
今回、本刊を作成するに当たって、ご尽力されたJSTの役職
員の皆様および関係各方面の方々に多大なる敬意を表するととも
に、JSTが引き続き、我が国の科学技術の発展に貢献することを
大いに期待しております。

（平成23年3月）
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1. 地域の科学技術振興施策の始まり

我が国では昭和50年代に入ると、高度経済成長
期の終焉を迎え、その一方で、地方の自立の機運が
高まってきた。こうした情勢の中、昭和53年12
月22日、科学技術会議より「地方における科学技
術活動の推進に関する意見」が内閣総理大臣に提出
され、科学技術が地方の産業や住民の生活向上に資
し、地方に活力を与え得るものであり、これからの
政策の柱となるべきであるとの提言がなされた。
昭和60年代に入ると、経済・政治・社会的機能
や人口の東京一極集中化が進み、東京都と地方との
格差問題が深刻化してきた。格差是正に向けて、昭
和62年からの第四次全国総合開発計画では、各地
域がそれぞれの特色を活かした多極分散型国土の形
成を目標に掲げ、地域における研究開発機能の整備
等がなされた。
平成4年4月24日には、21世紀に向けて取るべ
き科学技術政策の基本方策をまとめた「科学技術政
策大綱」が改正され、基本方針として「地域と調和
した人類の共存」「知的ストックの拡大」「安心して
暮らせる潤いのある社会の構築」の3つの目標と、
これらを実現するための7つの重点施策が示された。
重点施策の一つとして「地域における科学技術の振
興」が挙げられ、地域における科学技術活動は地域
の活性化、地域の要請への対応および地域住民の生
活の質の向上等に資することから、地域の主体的か
つ個性的な取り組みを国が積極的に支援し地域にお
ける科学技術の振興を図ることとなった。
平成6年6月20日、内閣総理大臣は地域におけ
る科学技術活動のより一層の活性化を図るため、「地
域における科学技術活動の活性化に関する基本指針
について」を科学技術会議に諮問した（諮問第22
号）。諮問を受けて科学技術会議では新たに地域科
学技術振興部会を設置し、地域における科学技術活
動のあり方や必要な環境整備等について検討を開始
した。
平成7年11月15日には「科学技術基本法」が
制定され、科学技術振興に関する国・地方公共団体
の責務が明確化された。国は総合的な施策を策定お

よび実施し、地方公共団体は国の施策に準じた施策
およびその地方公共団体の区域の特性を生かした自
主的な施策を策定する責務を担うこととなった。
同じ平成7年、11月29日に科学技術会議は諮問
第22号に対して答申し（諮問第22号答申）、同年
12月に指針が策定された。指針では地域における
科学技術活動の活性化のための基本的方向と方策に
ついて提言がなされた。本指針では、人材の育成と
確保は地域の科学技術基盤の中で最も基本的な要素
であり、「地域の限られた科学技術資源を有効に活
用して研究開発を行うためには、その触媒役という
べき優れたコーディネータの存在が不可欠である」、
「コーディネータの役割は優れた研究シーズとニー
ズの発掘・結合、優秀な人材の確保、適切な研究チ
ームの組織、資金の調達等多岐にわたり、これらの
活動を通じて、地域の科学技術資源の有効活用と研
究開発の一層の活性化が期待される」と記された。

「基本法では、国が科学技術振興のための基本的な計画
を決め、国や地方公共団体は振興に責任を持つこと。国
は必要な資金の確保を図る措置を講じることを定めてい
る。」（『日刊工業新聞』平成7年11月9日）
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科学技術基本法のもとに平成8年7月2日に閣議
決定された第1期科学技術基本計画では地域の研究
開発のための人材育成や研究施設等の基盤整備、成
果の普及や実用化のための産学官の連携・交流促進、
コーディネータの育成・活用などが講ずるべき施策
として盛り込まれた。
このようにして地域の科学技術振興に対する機運
が高まり、国および地方自治体において新たな施策
が開始された。

2. 地域の科学技術ネットワークの構築

平成8年10月、研究開発促進を主体的かつ積極
的に取り組む地域として科学技術庁から指定された
都道府県の財団等をコーディネート活動の拠点とし
て整備するために、科学技術振興事業団（現・独立
行政法人科学技術振興機構。以下、JST）は地域研
究開発促進拠点支援事業（RSP）を開始した。
本事業のネットワーク構築型では地域における産
学官の交流を活発化する目的で、7名の新技術コー
ディネータを全国で初めて「コーディネータ」の職
名で任命した。新技術コーディネータは、地域の優
れた研究開発人材の発掘、研究資源情報の蓄積、研
究情報ネットワークの構築、研究者等を対象とする
人的交流ネットワークの構築を目指して活動を行っ
た。
平成11年度には、ネットワーク構築型の次のプ
ログラムとして研究成果育成型を開始した。JSTよ
り任命されたプロジェクトコーディネータは、産学
官ネットワークを活かして地域における研究成果を
育成し実用化につなげていった。
ネットワーク構築型は合計26地域、研究成果育
成型は合計13地域を支援し、大学等における研究
成果シーズの探索および育成等で大きな成果を挙げ
たが、それぞれ平成14年度、平成17年度にその
役割を終えた。

3. 地域COEの構築

第1期科学技術基本計画における「地域のニーズ、
特性、自然条件等に立脚した基礎的・先導的研究開
発を行い、その成果の普及、実用化を促進するため、
産学官の連携・交流を促進することが重要である」
との考えのもと、平成9年11月、科学技術庁が選
定した地域において、新技術・新産業を創出するた
めの地域COEを構築するべく、JSTは地域結集型
共同研究事業（CREATE）を開始した。
地域の科学技術ビジョンを踏まえた研究分野にお
いて、研究開発型企業、公設試験研究機関（以下、

3Dデザインと積層造形技術による眼鏡フレーム設計
【福井県】

考古遺物形状のデジタル計測・図化システム
【岩手県】
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公設試）、国立試験研究機関、大学等の地域の研究
開発セクターが結集して共同研究を行い、実施地域
ごとに、事業化・産業化を目指した全体総括を担う
事業総括、研究指導者として優れた能力を有する研
究統括、市場ニーズを把握し企業に研究成果の導入
を図る新技術エージェントを配置した。
平成13年3月30日、総合科学技術会議により
第2期科学技術基本計画が策定され、地域における
科学技術振興のための環境整備として、知的クラス
ターの形成が計画され、平成14年7月、文部科学
省は地方公共団体の主体性を重視し、大学等公的研
究機関を核とした特定の技術領域の研究開発能力の
集積を目指す知的クラスター創成事業を開始した。
他方、平成13年5月25日に平沼赳夫経済産業大
臣が提案した新市場・雇用創出に向けた重点プラン
に基づき、経済産業省は産学官のネットワークを形
成し、各支援策を総合的・効果的に投入して新事業
の展開を図る産業クラスター計画を開始した。知的
クラスターと産業クラスターは互いに連携し、連鎖
的にイノベーションを創出する地域クラスターの形
成を目指している。
そうした中、地域結集型共同研究事業を平成17
年度採択分から地域結集型研究開発プログラムと改
称し、新技術・新産業の創出を事業目標の主軸とす
るよう目的を変更した。
これまでに合計38都道府県および政令指定都市
を採択し、現在7都道府県が進行中である。地域結
集型共同研究事業の終了後も各地域において取り組
みが継続され、いくつかの都道府県ではCOEが形
成されつつある。

4. 地域産学官連携拠点の設置

（1） イノベーションプラザ・
イノベーションサテライトの設置

平成10年代、JSTは技術移転制度である委託開
発（昭和36年～）や、創造科学技術推進事業（昭
和56年～）、独創的個人研究育成事業（平成3年～）、
戦略的基礎研究推進事業（平成7年～）等の基礎的
研究事業を実施していた。大学や自治体等との連携
を図りつつ、これらのJSTの諸事業を実施し、ま
た地域における研究開発により、新規事業創出や技
術独創型ベンチャーの育成につながり、地域経済が
活性化されることを目指して、研究開発ポテンシャ
ルの高い地域に研究成果活用プラザ（平成19年4
月より、JSTイノベーションプラザに改名。以下、
プラザ）を整備することとなった。平成13年度に
北海道、石川県、大阪府、広島県および福岡県、平
成14年度に宮城県と愛知県、平成16年度に京都
府と合計8カ所にプラザを設置した。
プラザでは、設置道府県の近隣府県も含めて活動
したが、設置道府県外からも設置の要望を受け、地
域のニーズに応じたきめ細やかな産学連携活動を展
開するために、平成17年度に岩手県、新潟県、高
知県、宮崎県、平成18年度に茨城県、静岡県、滋
賀県、徳島県と合計8カ所にJSTサテライト（平成
19年4月よりJSTイノベーションサテライトに改
名。以下、サテライト）を設置した。サテライトの
運営に当たっては設置県からの協力が不可欠である
ことから、各県とJSTとの間で連携協定を締結し、
緊密な連携関係を構築している。
さらに、地理的な要件や地域のニーズを踏まえて、

地域結集型総合会議Final（平成23年2月開催） JSTイノベーションプラザ石川
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平成14年度に三重県津市と岐阜県各務原市（その
後、それぞれ四日市市と岐阜市に移転）、平成15
年度に大阪府大阪市、平成20年度に千葉県千葉市、
岡山県岡山市にJSTイノベーションブランチを設
置した（ブランチ三重、ブランチ岐阜は平成22年
9月をもって終了）。
プラザ・サテライト等では「地域の産学官交流」、

「研究成果の育成」、「諸事業との連携」を推進して
いる。

（2）シームレスで多様な研究プログラム
プラザ・サテライトの役割である「研究成果の育
成」に向けて、プラザ開館に合わせて平成13年度
から、産学官共同による実用化に向けた育成研究を
開始した。
次いでJSTは平成17年度に各府省、大学、自治体、
独立行政法人等のコーディネータ等が収集した基礎
的な研究シーズについて実用化に向けた試験研究を
行うシーズ育成試験（平成18年度より、シーズ発
掘試験に改名）を開始した。平成18年度には育成
研究やその他事業による研究成果等を活用して、製
品により近いプロトタイプを開発する地域研究開発
資源活用促進プログラム（平成19年度より、研究
開発資源活用型に改名）を開始した。平成18年度
にはこれらの制度を地域イノベーション創出総合支
援事業　重点地域研究開発プログラムのもとに位置
づけ、シーズ発掘試験の成果を元に育成研究へつな
げ、さらに研究開発資源活用型につなげるといった、
基礎的研究から企業化開発までシームレスな研究支
援プログラムを確立した。
また、平成20年度には、地域の中堅・中小企業
の抱える技術的課題を大学、高等専門学校（以下、
高専）、公設試等の技術シーズを活用して早期に解
決し事業化を目指す地域ニーズ即応型をプログラム
に追加した。
これらの研究支援制度により、大学、高専、公設
試、企業間の共同での研究開発や新しい技術の創出
に大きく寄与した。

（3）コーディネート活動
プラザ・サテライトのもう一つの役割である「地

域の産学官交流」を実現するために、開館時より各
プラザ・サテライトに科学技術コーディネータを配
置している。
プラザ・サテライトでは、セミナー、フォーラム
や研究会等の開催、大学等の研究シーズや企業ニー
ズ情報の収集・マッチング等により研究者、技術者、
経営者との間のネットワーク構築を目指している。
また、他機関のコーディネータ等の活動を支援する
シーズ発掘試験をはじめ、各研究支援制度を通じて
他機関のコーディネータ等とのネットワークを深め
つつある。ネットワークをコーディネート活動に活
かし、効率的な情報収集やマッチング活動につなげ
ている。
3つ目のプラザ・サテライトの役割である「諸事
業の連携」については、育成研究をはじめとする各
研究成果をJST、府省および自治体等の諸事業に橋
渡しすることを目指し、科学技術コーディネータは
JSTだけにとらわれず広く各事業に精通するよう努
め、大学等や企業の研究者に対し積極的に働きかけ
ている。

5. コーディネータ支援、
 全国的なネットワーク形成

全国各地のコーディネータによる産学連携活動の
支援を目的として、JSTは平成17年1月に、『産学
官連携ジャーナル』の配信と、産学官連携支援に関
係する事業・制度・機関・従事者の情報を搭載した
産学官連携支援データベースを無料公開し、これら
を提供するポータルサイト「産学官の道しるべ」を
オープンした。
また、優秀なコーディネータの育成・確保と地域
を越えたネットワークの形成を目的として、平成
18年度より全国のコーディネータが一堂に会する
イノベーションコーディネータフォーラムをほぼ年
1回開催している。さらに、平成21年度より、コ
ーディネータの活動実績を客観的視点から表彰する
イノベーションコーディネータ表彰を行っている。
JSTの科学技術コーディネータ自身のスキルアッ
プを目指して、年に数回、科学技術コーディネータ

9
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研修を開催するほか、より円滑なコーディネート活
動を実現するために自治体や大学・高専等とJST
との間で連携協定を締結し、組織同士の連携も強化
している。
このように全国のコーディネータの活動およびネ
ットワーク形成について幅広く支援を行っている。

6. 地域へ卓越した研究者を結集

科学技術によるイノベーションの好循環を創出し
て地域を持続的に活性化するという、地域科学技術
施策が目指すべき政策目標（アウトカム）の達成に
向けた課題として、大学を中核とした優れた人材に
よるイノベーション創出拠点形成が不十分であるこ
と、大学の「研究」と企業の「開発」をつなぐ取り
組みが不十分であることなどが指摘されている。
そうした状況を踏まえ、JSTは平成20年11月、
全国の自治体・大学・企業等が一堂に会した「地域
大学サミット2008～地域の特色を活かした大学戦
略～」の開催を契機に、平成21年度に地域の大学
に国内外の卓越研究者を招聘し、産学官連携により
新産業の創出に向けた特定分野の研究開発を推進す
る地域卓越研究者戦略的結集プログラムを開始した。

信州大学と長野県による「エキゾチック・ナノカ
ーボンの創成と応用」、山形大学と山形県による「先
端有機エレクトロニクス国際研究拠点形成」の2プ
ロジェクトを実施している。

7. 事業仕分けにおける評価

平成21年11月13日、内閣府行政刷新会議第3
ワーキンググループによる事業仕分けにおいて地域
イノベーション創出総合支援事業は「地域科学技術
振興・産学官連携については、そのこと自体の必要
性を認めていないわけではないが、国としてはやる
必要がないということで廃止とする」という評価を
受けた。
この評決を受け、文部科学省とJSTとで協議の上、
平成22年4月に、地域イノベーション創出総合支
援事業をJSTが実施している研究成果最適展開支
援事業（A-STEP）に事業を再構築した上で、平成
25年度までに終了することを予定している。現在、
JSTではイノベーションプラザ・サテライト検討会
議において事業・組織等の終了に向けた検討を行い、
また、イノベーションプラザ施設検討委員会におい
てプラザ施設の処分方法を検討している。
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小原　JSTでは平成8年に地域研究開発促進拠点支
援事業（RSP）がスタートし、これが地域事業の
始まりとなりました。それより以前に平成4年の科
学技術政策大綱や平成8年の第1期科学技術基本計
画においては地域の科学技術振興への提言がなされ
ています。どのような背景で地域の科学技術振興の
重要性が述べられるようになっていったか、当時科
学技術庁（現・文部科学省）におられた戸谷さんに
説明をお伺いします。

「地域の均衡ある発展」を目指して

戸谷　改めて地域の科学技術振興が取り上げられた
経緯を思い起こしますと、地域振興についての国と
しての考え方の変遷は国土庁の全国総合開発計画の
変遷を見ているとよくわかると思います。昭和35

年の太平洋ベルト地帯構想の「集中的開発」に対し
て各地域が反発した結果、昭和37年に最初の全国
総合開発計画がスタートしたときには、太平洋ベル
ト地帯構想も一部取り込みながらも「地域間の均衡
ある発展」が大命題として取り上げられました。
昭和44年の第2次全国総合開発計画のインフラ
整備を経て、昭和52年の第3次全国総合開発計画
では定住圏構想や田園都市構想が盛り込まれ、各地
域の特色を生かした発展という考え方も出される中、
昭和53年には科学技術会議より「地方における科
学技術の推進に関する意見」も出されましたが、そ
の後の展開においてなかなか具体的に進んでいくと
いう状況にはならなかったと思います。その間、結
果的には三大都市圏対地方の構図が強まり、その後
急激に東京一極集中が進んでいきました。
そのような状況に対し、昭和62年の第四次全国
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総合開発計画での「多極分散国土の形成」という考
え方が打ち出され、産業の基盤技術の拠点形成の話
が出て、従来のインフラ整備を中心とした箱物だけ
でなく、人の交流や技術の集積を図り、それらを成
果に結びつけようという流れになりました。そこで
平成7年に科学技術会議より「地域における科学技
術活動の活性化に関する基本指針について」の答申
が出されたわけです。
答申の議論がなされていたのと同時期に、平成8
年度の予算概算要求を行っておりましたが、JSTか
らはRSPを、科学技術庁からは生活・地域科学技
術研究施設整備費補助金を要求し、JSTと科学技術
庁で同時並行的に地域施策を進めました。
このように、科学技術庁においても、研究交流の
一環としての地域という捉え方から発展して、RSP
のコーディネータにつながり、研究交流の成果を具
体的な産学官の共同研究の形にしていくことや、さ
らに進んで企業化まで結びつけていくための地域に
根ざした環境づくりが進んでいくことになったと思
います。
小原　RSPは、当時の新技術事業団（JRDC）（現・
JST）にとってまったく新たな事業だったと思いま
すが、JRDCではこのような新しい事業については
どのような考えでおられたのでしょうか。

研究シーズの翻訳者としての
「コーディネータ」

川崎　私は平成4年からJRDCの専務理事になりま
したが、当時はバブル崩壊直後で、デフレで経済は
停滞しており、我が国は立ち行かなくなるのではな
いかという危機感がありました。それで、地方から
新しいアイデアを拾って国を興すという考えを強く
持ちました。
RSPの前身となったのは、昭和63年から科学技
術庁で行っていた、つくば地区に集積している国立
研究所や大学、企業とその研究シーズを結びつける
「つくばネット（ハイテクネット）」です。ただ、ハ
イテクネットはアカデミック志向で市場に対する目
利きが弱く、10年経っても大きな成果が得られて
いないことが課題となっていました。ハイテクネッ
トのアカデミック志向から脱却するために研究シー
ズの翻訳者が必要であるというのがコーディネータ
の発想です。通商産業省でも全国26カ所にテクノ
ポリスを整備しましたが、このようなハードだけで
は埋めきれないところをコーディネータという
「人」に担ってもらうことにしました。
JRDCでは昭和56年にスタートしたERATOが

「人」中心の事業として成功しており、人からさま
ざまなものが生まれるという考えから、RSPでも
人をスタートにしました。RSPのコーディネータ
は仕掛け人でもあり、プロデューサーでもあるとい
うのがポイントであったと思います。
純粋科学も大事ですが、科学技術による地域振興
は企業化しかないと思っています。従来は、研究成
果が高まれば、自然の流れで企業化コンセプトがで
きて市場ができるというリニアモデルでした。しか
し、企業化コンセプトから始め、使える研究内容を
探して集めてやることがコーディネート機能におい
て最も重要と考えます。
小原　今度は藤元さんにお伺いしますが、当時、国
が行った地域科学技術振興施策に対して自治体とし
てどのように期待しておられましたか。

戸谷　一夫 氏
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財団を創設し、
研究シーズを産業界へマッチング

藤元　昭和62年の第3次全国総合開発計画の前ま
では、地域では中小企業対策や産業振興に重点が置
かれ、公設試験研究機関（公設試）がその担い手で
した。昭和62年頃から、各地域で公設試見直しの
機運が高まり、指導的な役割だけでなく、研究能力
を高めて研究成果を蓄積をし、地域に還元していく
という研究所構想が広がりました。各自治体が工業
試験所を工業技術センターに改組したのもその頃で
す。
福岡県では、財団法人福岡県産業・科学技術振興
財団を平成2年に設立しました。科学技術庁の地域
先導研究や地域流動研究、JSTのERATOを地域の
中でうまくコーディネートするために、県庁の組織
から外に切り出して財団を作ったのです。
特に福岡県には大学も数多く集積しているため、
国の制度をいかに活用して産業にマッチングしてい
くかを議論していました。ここでは大学の先生方の
シーズを産業化するまでの間をいかにして取り持つ
かが悩みでした。RSPでは、コーディネータが事
業化までの間をしっかり仲介する点が良かったので、
県でも独自にカタライザーという職を設けました。

産業人OBや大学教員OB等にカタライザーを委嘱
し、産業界を回ってニーズを拾い上げてもらい、
RSPのコーディネータが見つけた大学のシーズと
うまくマッチングさせていきました。
戸谷　RSPを立ち上げた平成8年から平成10年頃
まで私は科学技術庁の地域科学技術振興室長でした
が、コーディネータの方々がせっかくいろいろとマ
ッチングしておられるので、それらをさらに推し進
めるために、独創的研究成果共同育成事業（コンセ
プト・モデル化）では地域枠としてコーディネータ
からもこれまでRSPで練り上げてきたものをさら
に発展させる良い成果をたくさん推薦してもらいま
した。
川崎　地域からもコーディネータに「武器」ともい
うべき助成財源を与えてほしいという声が多くあり
ましたね。
藤元　新技術コンセプト・モデル化推進事業はコー
ディネータの力量を測る1つの指標ともいえました。
小原　RSPはネットワーク構築型と研究成果育成
型の2種類がありましたが、特に研究成果育成型は、
プロジェクトコーディネータに相当の自由度と研究
資金が与えられており、これがRSPの特徴でした。
小坂さんにRSPプロジェクトコーディネータとし
ての経験談をお話しいただければと思います。

中小企業を核としたネットワーク作り

小坂　平成6年に愛知県に財団法人科学技術交流財
団ができましたが、私は平成5年頃から財団設立準
備に関っておりました。平成8年度にRSPを開始
した時に新技術コーディネータの話を頂きまして、
まずは企業に行って話を聞いてみるしかないと思い
ました。当時、科学技術交流財団ではテクノサポー
ター事業という、企業の要望に応じて技術士、中小
企業診断士、税理士、地元ベンチャー企業の社長ら
が企業に赴いてお話を聞くという事業がありました
ので、その一環で、地元企業の技術者とずいぶん話
し合いました。大企業側の希望としては、この予算
規模であれば自分たちを支援するのでなく、中小企

川崎　雅弘 氏



Ⅱ．座談会

Ⅱ

業や下請企業を支援してほしいという意見が多くあ
りました。
そこで、まずは中小企業にやる気があり、彼らの
やりたいことを原点として、その次に大学の先生を
専門分野などを手がかりに探して研究チームを作っ
ていきました。
産学のチーム作りで一番困ったのは守秘義務です。
企業側にしてみると、自分たちが何をやりたいかと
いうことが秘密ですから、慎重にならざるを得ませ
んでした。大学の先生を見つけるときも、これまで
の人脈を最大限に活用して、個別にターゲットの先
生のところへ行くようにするなど苦労がありました。
小原　どのようにして企業とのネットワークを構築
されたのでしょうか。
小坂　異業種交流会など中小企業の集まりを見てい
ると、その中から自然にリーダー的な企業が現れ、
大企業から注文を取り、小企業へ仕事を振り分け、
それらを再びまとめて製品を作り大企業に納めてい
ます。その中心人物をいくつか調べてそこからアプ
ローチすると、どんどんネットワークが広がってい
きます。
小原　RSPではコーディネータの裁量で研究開発
資金を配分できましたが、どういう観点で技術を選
ばれたのでしょうか。つまり目利きの要諦とは何で
しょうか。

小坂　もちろん、事前に十分調査はしますが、私は
技術の目利きにはそれほどの自信はありません。や
はり起業はやる「人」の覚悟、つまりどれほどの血
と涙を流す気構えがあるのかが第一だと思います。
もちろんテーマの良さも必要ですが、すぐにくじけ
てしまう人はだめです。だから、目を見て私が共感
できる人かどうかだけで決めました（笑）。それでも、
あの頃スタートしたベンチャー企業の方は、厳しい
状況でも十数年以上続けておられます。ベンチャー
はそういう人でないとできません。すべて「人」の
問題です。
小原　辻さんはRSPからJSTのプレベンチャー事
業を利用して株式会社ツーセルを起業し、その後も
成長させておられますね。

JSTの支援をきっかけに
ベンチャー設立

辻　私はツーセルの前は国内の製薬会社に勤めてお
りました。製薬会社は大学で臨床と基礎の両方をや
っておられる先生方の経歴リストを持っているんで
す。今一緒にやっている広島大学の加藤幸夫先生も
リストに入っていて、若い頃から非常に良い研究を
なさっていたので、当時（15年前）からお付き合
いをしていました。
ある日、加藤先生から「JSTのプレベンチャー事
業（新規事業指向型研究成果展開事業）に採択され
たから辻さん来てくれ」と言われて、でも一度はお
断りしたんです。でも加藤先生に粘られ、広島県に
通ううちに、女房の生まれ故郷に引っ張り込まれて
しまいました（笑）。
プレベンチャー事業は、研究開発資金が3年で2
億4,000万円（年間8,000万円）の規模で大学の
先生たちから非常に人気がありましたし、RSPも
当時の研究費は700～800万円だったと思いますが、
消耗品を大量に使う加藤研究室のニーズや規模に合
っていて、喜ばれていました。
プレベンチャー事業の終了、ツーセルの誕生と年
月が流れ、コーディネータの方とも夢が語れるよう

小坂　岑雄 氏
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になってきて、あるとき、加藤先生との二人三脚が
報道され、自動培養装置や無血清培地の開発を提案
し、研究成果活用プラザ広島の育成研究でJSTか
ら2回目となる支援を5年間（平成16～18年およ
び平成19年～22年の2回）してもらいました。
ただ、JSTのどの制度も魅力的なのですが、ある
年数が経過すると変わってしまうようです。例えば
プレベンチャー事業も、大学の先生方がようやく、
企業のニーズを眺めながらシーズの開発をすること
に慣れてきたところで制度が変わりました。10～
20年くらい変わらずにやれる制度があればよいと
思います。20年くらいはないとベンチャーが安定
しないのです。
川崎　地域それぞれで進展具合が違いますから、先
行した地域からすると、年数が経つと制度はやや陳
腐化してしまいます。地域の進展の度合いの違いを
1つの制度でカバーするのは難しいのかもしれませ
ん。
小原　ありがとうございました。RSPに続いて始
まりました地域結集型共同研究事業（地域結集）は、
地方自治体が掲げる研究開発目標に向かって産学官
が集って研究開発を進め、その成果を産業界に技術
移転することを目的としておりましたが、本事業の
背景などをお聞かせください。
川崎　当時は、研究を後押しする制度はありました

が、実業界に打って出られる技術に仕上げる制度は
ありませんでした。そこで地域結集では実業家に事
業総括になっていただき、総括のもとに新技術エー
ジェントという、いわゆるコーディネータを数名配
置するという仕組みにしたのです。
戸谷　地域結集の目標は事業化ですが、その際に1
つ商品を作ったら終わるのではなく、その地域に産
学官連携のいい循環を作り、ある得意な分野で継続
的に新技術が育っていく仕組みが作られることを狙
った制度です。また、各省連携事業として、経済産
業省の事業とも連携をしていくことが期待されてい
ました。
藤元　採択に当たっては自治体の産業政策等が評価
されるため、地域としても画期的でインパクトのあ
る事業でした。きちんと評価の裏付けがなされた大
型事業は初めてだったと思います。

産学官が一体になったプロジェクト

松浦　福井県では、平成10年に繊維と眼鏡のプロ
ジェクトで地域結集に申請したところ、ものの見事
に却下されました。そこで、2年後に今度はレーザ
ーを基盤にしたナノテクノロジーのプロジェクトを
立ち上げ申請して通りました。
ただ、プロジェクトを開始してから、フェムト秒
レーザーはまだ研究室段階で商品化したものは1つ
もないとわかりました。新技術を商品化までもって
行くには、我々の経験では10年はかかるのですが、
これを5年で目処をつけようというのですから大変
です（笑）。
レーザーを理解するのに3年は要すると考え、2
年目までは研究費も研究統括の要望通りに認めて待
ちましたが、ちっともレーザーが姿を見せない。
それで2年が終わったところで、大阪大学の森勇
蔵先生に技術的アドバイザーとしてこれまでの我々
の研究成果と報告書を評価してもらい、当初の13
テーマから3つに絞り込みました。
そうしたら、研究統括に「松浦さん、研究とはや
ってみないとわからないものをやっているのに、物

辻　紘一郎 氏



Ⅱ．座談会

Ⅱ

を作れ、物を作れと言うのは筋違いだ」と叱られま
したが、私は私で「研究費は5年で完結するという
納期をつけて渡したものだ」と言い合いました。
そこで、次からは毎年、研究費の見直しをするこ
とにし、研究室のメンバー全員が揃っている中でヒ
アリングをして判定しました。今振り返ると「商品
を作り、ビジネスにする」という一つの目的に向か
って産学官が一体になった、チームワークの素晴ら
しいプロジェクトになったと思います。
また、福井県は各地から距離がありますから、IT
を使ってネットワークを組み、日本国内だけでなく、
スタンフォード大学やMITの先生方にもアドバイ
スをいただきました。なぜなら、自分たちの研究開
発が業界でどのレベルにあるのかを知るには、福井
県の中だけで評価していてはだめだからです。グロ
ーバルに見て、この研究はもう既にほかで完成して
いるとわかれば、いくら追いかけても仕方がないわ
けです。誰から見てもその評価は正しいと思える仕
組みを作ることが大事ですし、仕組みを作る上でネ
ットワーク型のCOEは非常に有効でした。
事業化する上で一番大事なことは途中でやめない
ことです。私たちが市場のニーズと対話して評価を
し、また新しい能力を製品に持たせることを続けて
きて、採択からちょうど10年が経ち、この間に5
世代目までのレーザーを用いた加工装置ができまし

た。これらの装置をもとに、新たなことを試みる水
平展開も始まっています。現在、ふくい未来技術創
造ネットワーク推進事業では原子力を活用して陽子
線がん治療装置の開発に取り組み、静岡県浜松市と
連携して稼働させる予定です。
このように産学官のビジネスモデルを作ることに
今一番燃えているときに、地域結集がなくなるのは
残念です。
小原　福岡県では、RSPから地域結集と続いて、
現在は文部科学省の知的クラスター創成事業の3期
目に入っておられます。逆に申し上げると、新しい
RF（Radio Frequency：高周波）LSIの技術を確
立して産業として地域に根付かせるには、非常に時
間を要するという1つのモデルでもあるかと思いま
す。経緯や考え方等を教えてください。

半導体を中心に次世代技術の拠点形成

藤元　福岡県は平成7年に現在の麻生渡知事になっ
たことが、大きな転換期になっています。経済産業
省（当時：通商産業省）出身の麻生知事により、科
学技術を振興し産業化するために、強力に産学連携
を進めていくことになりました。
その第一弾が地域結集で、テーマは新光・電子デ
バイスの開発でした。同時に、経済産業省の地域新
生コンソーシアム研究開発事業も進めるという、2
本立てでスタートしました。
今でこそLEDや有機ELが世の中に出てきていま
すが、当時、地域結集だけですぐに産業化に結び付
けるには大きなギャップがありました。ただ、次世
代の種を地域に植え付けることに成功し、最近では
最先端研究開発支援プログラム（トップ30）に次
世代有機ELを開発するOPERAプロジェクト
（Center for Organic Photonics and Electron-
ics Research，中心研究者：安達千波矢 九州大学
最先端有機光エレクトロニクス研究センター長）が
採択され、スタートしています。産業化についても、
高分子液晶のシャッター幕を利用した窓ガラスなど
も商品化されていますし、有機EL材料を作る中小

松浦　正則 氏
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企業も出てきています。
電子デバイスの方は、新たな牽引産業を創りだす
産業政策として平成13年に「シリコンシーベルト
福岡」というプロジェクトを立ち上げました。大学
の知的シーズ、シリコンアイランドと言われた九州
の半導体企業集積を組み合わせ、単なる半導体製造
拠点から設計開発を担うアジアの半導体の頭脳拠点
を構築していく構想で、知的クラスター創成事業に
もつながりました。中核センターとして福岡システ
ムLSI総合開発センターを作り、現在は開発企業の
集積も進んでいます。また、今JSTなどの支援を
受けて3次元半導体や社会システムの研究開発を支
援する新たな拠点施設を作っているところで、次々
と発展しています。
地域結集のプロジェクトが一つの大きなきっかけ
となって、半導体に限らず新たな産業政策プロジェ
クトが次々と生まれてくるようになりました。
小原　地域結集の次に、JSTが設置したJSTイノ
ベーションプラザ・サテライトですが、平成13年
度に研究成果活用プラザ（平成19年より、JSTイ
ノベーションプラザに改名）北海道、プラザ石川、
プラザ大阪、プラザ広島、プラザ福岡の5館が先行
してオープンし、翌平成14年度にプラザ宮城とプ
ラザ東海（岐阜県、愛知県、三重県の共同申請）、
平成16年度にはプラザ京都が開館し、プラザ8館

が揃いました。
その後も他の自治体から研究成果活用プラザにつ
いて強い要望がありましたが、自治体が場所を用意
し、JSTが建物を建てるのは容易ではありませんで
した。そこで、解決策として、自治体または大学の
施設をお借りして活動拠点とするサテライトを導入
し、平成17年度にJSTサテライト（平成19年より、
JSTイノベーションサテライトに改名）岩手、サテ
ライト新潟、サテライト高知、サテライト宮崎、平
成18年度にサテライト茨城、サテライト静岡、サ
テライト滋賀、サテライト徳島の計8館をオープン
しました。
イノベーションプラザ大阪の初代館長を務められ
て、現在は総館長の村井さんからプラザ大阪の活動
が地域活性化にどのように結び付いたかについてお
話ください。

プラザ大阪を通じて地域と
信頼関係築く

村井　プラザ大阪が発足する前にも科学技術庁が大
学内に建物を建設したいという話はありましたが、
結局実現しませんでした。プラザという形のある拠
点を持ったことで、JSTのプレゼンスは非常に高ま
ったと思います。平成13年には科学技術庁と文部
省が文部科学省として一体化し、プラザも大学に対
して飛躍的に活動しやすくなりました。
各プラザにはそれぞれに特色がありますが、実は
そのことがたいへん良かったと思います。画一的で
はなく地域とフェイス・トゥ・フェイスで物事を進
める中で信頼が生まれました。長い時間をかけて築
いた信頼が現在の大きな財産になっていると思いま
す。
プラザ大阪の活動エリアでは大手の大学や研究所
に対しては既に産学連携が進んでマッチングしてい
るという特徴があります。そこで、プラザ大阪では
そのようなものはあえて対象から外して、もう少し
平場目線で研究者本人がその市場性に気づいていな
いシーズを掘り起こすことを随分行いました。プラ

藤元　正二 氏
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ザ大阪の科学技術コーディネータには、製薬企業、
化学企業、機械企業、電子産業、さまざまな企業出
身の優秀な人物がいて、良いシーズを掘り起こして
もらいました。
プラザがスタートした頃の看板であった育成研究
は、当時で1年当たり4,000～5,000千万円で3年
間の研究でしたが、コーディネータによるシーズの
掘り起こしもあり、研究者から見て研究費と研究期
間が魅力的だったため、かなり良い応募課題が集ま
りました。
プラザ大阪のポリシーは、筋の良いテーマを選ぶ
ことと、プラザからプロジェクトにコンタクトして
企業側のやる気・本気度を常に確かめながら、緻密
なサポートするということです。そして秘密を徹底
的に守ることにこだわりました。研究中の3年間は
まったく外部発表はしなくてよいと決め、研究会で
は参加者を明確にするために参加者名簿を必ず出す
ことで、企業からの信頼が得られました。そして、
研究終了後には学術的に優れた論文を1つ書くこと
を勧めました。優れた論文を1つ書くと、企業から
の引き合いの質が俄然違ってくるからです。
選考に当たってはハイリスクのテーマ、そして研
究者の知名度がなくて情熱があるものをできるだけ
採択しました。例えば、採択課題の中にダチョウの
卵を用いた抗体マスクというものがあります。大阪

府立大学（当時。現・京都府立大学）の塚本康浩先
生で、ダチョウが好きなんです。ダチョウの飼育法
から卵の採取法まで凝りに凝って、たいへん能率の
よいシステムを作り上げました。その後、プラザ京
都に場所を移して研究開発の発展もあり、今抗体マ
スクは70億円位の売り上げを上げています。
ところが、平成14年度から育成研究の募集はプ
ラザ当たり2課題に減り、応募者にとって魅力がな
くなってしまいました。やはり採択件数は制度にと
ってクリティカルマスであるということでしょう。
また、プラザ大阪ではシーズとニーズをマッチン
グするイベントも数多く開催しました。未発表の研
究データだけを集め、企業には秘密保持契約を書い
てから参加してもらう非公開型のイベントや、大学
や経済産業省、自治体のコーディネータが持ってい
る良いシーズをコーディネータが発表するフォーラ
ムをいずみニューテクフォーラムと名付けて行いま
した。大学の先生から研究の話を聞くと何もわから
なかったけれどコーディネータから聞けばよくわか
ると好評で、多くの方が参加して、シーズとニーズ
をつなぐことができました。おそらくこうした一つ
一つの努力や工夫がプラザ活動の本質の一つだと思
います。
以前と比べて、特許出願や産学連携に対する大学
の考え方がネガティブからポジティブへと完全に変
わりましたが、この変化にはJSTのイノベーショ
ンプラザ・サテライトの活動がかなり寄与したとい
えるのではないでしょうか。平場から産学連携の新
しい価値観を広めていったことが大きな足跡だと思
います。

プラザ東海では多くの研究会を発足

小坂　私はプラザ東海で代表科学技術コーディネー
タを務めましたが、プラザ東海では研究会を非常に
多く作っています。コーディネータに自分の手持ち
のシーズを発表してもらう東海ニューテクノフォー
ラムや、企業ニーズ発表会、企業懇話会なども開催
しています。

村井　眞二 氏
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ユニークなのは、JST主催の新技術説明会を「健
康長寿」をテーマに設定して年1回名古屋で開催し、
全国の大学からシーズを紹介してもらいました。こ
れをきっかけに、筑波大学と鹿児島の企業といった
全国規模のマッチングが生まれました。1つのテー
マを決めてその地域の大学に限定せず、広く開催す
るのも一つの方法だと思います。それができるのが
JSTだと思います。
藤元　県の立場では、どうしても活動が県域だけに
とどまってしまうという制約があります。例えば、
大学のシーズ探索においても、県のコーディネータ
は県内の大学だけの活動にとどまってしまいます。
福岡県の場合も、プラザ福岡のコーディネータの
知恵を借りることもありましたし、プラザ福岡を介
して佐賀大学や長崎大学と結び付きが得られました。
地域の科学技術振興に果たした役割という観点では、
こうしたソフト面が非常にありがたかったですし、
JSTの組織がきちんと地域にあるのは非常によいこ
とだと思います。今後は、逆に何とかしてこのソフ
トウェアを残す手立てがないものかと思います。
小原　最後に、事業仕分けによって地域イノベーシ
ョン創出総合支援事業が廃止という判定になりまし
たが、さりとて地域が元気にならないと日本が元気
になりません。今後、地域の科学技術振興はどうあ
るべきなのか、一言ずつお願いします。

川崎　人口が減少している状況を鑑みて、雇用の場
を作ることに積極的にならないといけないと思いま
す。そのために、介護や健康管理の分野などでベン
チャーまたは新技術を核として、いくつかのテスト
マーケットを自治体で構想して提案し、JSTが援助
するのはどうでしょうか。JSTは、特定の産業に縛
られないところが強みなので、漁業や農業でも各省
庁にとらわれないで集め、コア技術を作る人たちの
人件費を補助する形で雇用を創出する制度がよいと
思います。

コーディネート専門のNPO組織を

小坂　今は、各大学・商工会議所・試験場等で2～
3人ずつコーディネータを抱えておられ、昔と比べ
てずいぶん増えました。ただ、大学のコーディネー
タは自分の大学の利益を守るために、他大学へ活動
の範囲を広げることができません。そのため、地域
全体の研究を構想することが難しい状況です。JST
イノベーションプラザのコーディネータはそれがで
きましたが、今後はそれが困難になる状況ですから、
狭い単位で雇用される形ではない、新たなコーディ
ネータ制が必要です。
そこで私はコーディネート専門のNPO組織が必
要になると考えています。そうすれば、大学・各省
庁・企業も必要なときにそのNPOに依頼すればよく、
いちいち雇用するよりも効率がよくなると思います。
また、有能な「人」の確保が可能になります。
辻　日本には、自分で起業しようとする人が少ない
と思います。起業家を増やすには子どものときから
育てていく必要があります。子どものときに野球に
触れ、一度野球選手になりたいと思ったら、上手・
下手に関係なくその後もずっと野球にはまるのと同
じで、小さいときから「俺は何が何でも会社を起こ
すんだ」という子どもたちを育てないと、絶対うま
くいきません。
例えば、コーディネータ会議などの場で、400
人の参加者がいたとします。そこで、「来場の皆さ
んが会社を起こせばいっぺんに400社できるんで

小原　満穂 氏
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すよ」という話をよくします。なかにはつぶれる企
業もあるでしょうが、成功するものも10分の1く
らいはあります。日本では成功する10分の1、つ
まり40社を作ることが重要で、その1社が1,000
人を雇用するほどになれば、大きな意味を持ちます。
国を興すためにも起業家を作ることが大切です。
藤元　先ほども申し上げましたが、JSTが抱えるコ
ーディネータは活動しやすいため、JSTでコーディ
ネータを雇用して、何らかの形で地域に配置するよ
うな施策がよいのではないでしょうか。もうひとつ、
研究成果最適展開支援事業（A-STEP）はありがた
い制度ですが、各地域では研究費をどんどん削られ
ている状況ですので、もう少し拡充してほしいです。
JSTから支援制度を拡充して提示してもらえれば、
あとは地域間で競争し、我々の努力でいかに活用す
るかです。
松浦　今度、福井大学の中に作る拠点（環境・エネ
ルギーマテリアル産業クラスター形成拠点）をどの
ように活かすかが重要と考えています。これまで大
学と企業の出会いの場がなかなかありませんでした
が、この拠点施設は大学内にあり、24時間稼働し
ますから、企業の人たちと意見交換するにはもって
こいの環境です。拠点を活用するためにも人件費や
運営経費を手当できると非常によいと思います。ま
た、企業から出されるテーマを産学一緒に研究する
ことが大事で、中からビジネスモデルになりうるも
のが出てくれば、それを加速する施策があるとよい
と思います。

JSTの活動は国民のために

村井　今までこれだけ多方面に活動をしてきました
から、何かの形で続けなければいけません。地域で
活動するには相手との目線や距離が近く、事情やニ
ュアンスがわかるということが非常に大事だと思い
ます。
もう一つ、JSTの活動は、自社の利益ではなく、
公平にそして国民のためのものです。こういう観点
を軸にして活動する主体が地域に必要だと思います。

全国で何カ所必要かはわかりませんが、企画力と実
行力とを兼ね備えた集団を作るわけです。地域の特
色とよく言いますが、例えば一つの地域だけが有機
ELに対して非常に強いわけではありません。そこで、
ある分野や課題についてはある地域の集団が中心と
なり、他の地域と連携して全国から強い人を集める、
別の分野や課題については別の地域の集団が中心に
なるということが必要です。その際にも目線を行き
届かせて企画運営することを何かの形で続ける必要
があります。
小原　本日は数々の貴重なお話をありがとうござい
ました。今後の事業の運営に役立てていきたいと思
います。

21



JST地域事業を振り返って
インタビュー・寄稿者（敬称略）

大石　道夫
財団法人かずさDNA研究所　理事長兼所長

喜田　　宏
北海道大学　獣医学研究科教授／人獣共通感染症リサーチセンター長

峠田　博史
株式会社エコプライズ　CTO（元・独立行政法人産業技術総合研究所）

稲垣　　博
株式会社ナノウェイヴ　取締役社長

竹中　登一
アステラス製薬株式会社　代表取締役会長

藤嶋　　昭
東京理科大学　学長／
財団法人神奈川科学技術アカデミー　最高顧問兼重点研究室長

森　紅美子
前・文部科学省　産学官連携コーディネーター

沖村　憲樹
財団法人全日本地域研究交流協会（JAREC）　理事長

寄稿・インタビュー Ⅲ



24

JST地域事業15年史

1かずさDNA研究所は平成3年10月に千葉県が設置した研究所で、一般的な地方自治体の研究所とは異なり、
非常に基礎的な研究を行ってきました。現在、年間予算
約20億円の3分の2は県が負担し、残り3分の1が企
業や国からのものです。当初は千葉県が大部分予算措置
をしてくれていたのですが、しだいに県の財政状況が厳
しくなってきました。こうした中、基礎研究を通じて地
域の活性化に貢献できるJSTの地域結集型共同研究事
業の募集があり、当時地域に根ざした活動を進めようと
していた我々の想いとぴったりであったため応募し、平
成13年に採択されました。国等からの資金受け入れ第
1号ということもあり、非常に感慨深いものがあります。
事業の実施に際しては、我々は研究者集団だったので、
最終的なプロダクトにつなげるため、ビジネスで成功し
たシースター株式会社創設者の山藤清隆さんに助けて頂
くなど、人的体制作りには苦心しました。
当研究所が持つ基礎研究の成果やノウハウを活かして、
幾つかのプロダクトが生まれています。かずさDNA研
究所では、世界のヒトDNAの10％を既に取得、解読し
ていたのですが、本事業ではそれに対応するマウスの長
鎖cDNAを2,248クローン取得・解析してデータベー
スとして公開しました。このcDNAはタンパク質を作
るところまで確認してあるので、世界的にも高く評価さ
れています。
このタンパク質を抗原として、ポリクローナル抗体な
どを2,014種作り、いくつかの会社を通じて販売した
のですが、地元のヒゲタ醤油株式会社のスピンアウトベ
ンチャーであるプロテインエクスプレス社にも手伝って
いただき、現在も販売しています。
せっかく遺伝子と対応するタンパク質の抗体を作った

ので、それをアレイ化・チップ化しようということにな
り、千葉県にある株式会社カケンジェネックスと共同で
研究開発を行いました。このときの「DNA及びタンパ
ク質マイクロアレイチップとその製造装置アレイヤー」
は、内閣総理大臣表彰第1回ものづくり日本大賞優秀賞
を受賞しました。
これらのほかにも、商品化6件、実用化4件、特許
43件（海外3件）、論文発表148件といった成果が得
られたのですが、重要なことはこれらが現在のさまざま
な取り組みにつながっていることです。
この事業が終わった後、経済産業省の地域新生コンソ
ーシアム研究開発事業を2年間受け、平成21年度から
は文部科学省の地域イノベーションクラスタープログラ
ム都市エリア型「先端ゲノム解析技術を基礎とした免
疫・アレルギー疾患克服のための産学官クラスター形
成」が始まりました。
こうした一連の取り組みの中で、千葉県と姉妹州であ
る米国ウィスコンシン州のプロメガ社と提携しました。
地域結集型で培ったさまざまな遺伝子やタンパク質関連
技術と彼らの技術とを組み合わせることで、新たな試薬
などを世界に売り出しています。地域の科学技術を進め
ることで、基礎研究の成果やノウハウが地域企業の活性
化だけでなく、世界市場へと展開していくこともある程
度時間がかかりますが可能なのだということです。
今後、日本が輝いていくためには科学技術しかないの
は歴史が証明しています。その際、特定の分野だけに特
化するのではなく、応用や基礎、地域や産学官など、多
角的に科学技術を推進し総合力を発揮していくことが、
日本の活力につながっていくのです。そうした意味で、
JSTの地域事業が廃止され、日本の科学技術へのサポー
トが減っていく傾向がみられることは非常に残念なこと
だと思っています。

財団法人かずさDNA研究所
理事長兼所長

大石　道夫
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2私は1969年に武田薬品工業株式会社に入社してすぐにインフルエンザワクチン開発に携わりました。高度に
精製した不活化ウイルスワクチンを造るのが使命で、
1971年に純度100%の全粒子ワクチンを実現しました。
しかし、当時は、ワクチンの副作用を問題にする声が強
く、副作用（今では、実は免疫応答であることが明らか
になった反応）を除くことを主眼にワクチンが改変され
ました。結局、エーテルでインフルエンザウイルスを破
壊したスプリットワクチン（HAワクチン）が1972年
から登場することになりました。HAワクチンは全粒子
ワクチンの25分の1しか免疫効果がなく、力価が十分
といえない状況が現在まで続いています。
ワクチンを開発しながら、新型インフルエンザウイル
スはどのようにして出現するのかという疑問が次第に大
きくなりました。当時は、10年ごとに、ウイルスに大
きな抗原変異が起こり、これがパンデミックインフルエ
ンザを惹き起こすと考えられていました。私はこの説明
に納得できず、動物のインフルエンザウイルス遺伝子が
関与するのではないかと考えました。会社でこのように
基礎的な研究をすることは難しかったので退職し、北海
道大学の講師に転身しました。
それからずっと世界の動物インフルエンザウイルスを
追い続けました。秋にシベリアから北海道に飛んでくる
カモからは、高率にウイルスが分離されるのに、春先に
北に帰っていくカモはウイルスに感染していないことに
気づきました。1990年代に入ってから、文部省の支援
を受けてアラスカやシベリアで10年にわたり疫学調査
研究を遂行した結果、極北のカモの営巣湖沼にインフル
エンザウイルスが存続していることがわかりました。カ
モはインフルエンザウイルスと共生関係を確立している

ので感染しても発症することはありません。秋にウイル
スに感染したカモは、南方に渡り、ウイルスは越冬地で
水を介してアヒルやガチョウに、それからウズラや七面
鳥に、さらに鶏やブタに感染することがわかったのです。
ブタに鳥とヒトのウイルスが同時感染すると、両ウイル
スの遺伝子が再集合して新型ウイルスが生まれることも
実証しました。
引き続き、文部省の科研費によって細々と研究をして
いました。JSTイノベーションプラザ北海道の大味館長
から育成研究の制度を紹介いただき、応募しました。こ
れが採択され、ずいぶん助かりました。特に2005年に
人獣共通感染症リサーチセンターが発足したときにはま
だ建物がなく、プラザの研究室を利用させていただいた
ことにとても感謝しています。その後、研究開発資源活
用型や戦略的創造研究推進事業へとつながり、研究を幅
広く展開することができました。
2008年にはインフルエンザウイルスライブラリーが
完成しました。これはHAとNA亜型の組み合わせ144
通りのウイルス1,200株以上から成る、世界唯一のも
のです。30年間の疫学調査で分離されたウイルス株で、
その多くは北海道内や北海道大学構内で採取したもので
す。
今後このウイルスライブラリーを活用して様々な展開
を図りたいと思います。例えば、将来、新型ウイルスと
して出現する可能性が考えられる、H5N1、H9N2と
H2N2ウイルスのプロトタイプワクチンを試製して、マ
ウス、ニワトリとサルに有効であるとの結果を得ていま
す。また、ヒトに流行するウイルス2,000株以上の遺
伝子解析と、ニワトリやブタなどの宿主動物の感染に対
する免疫応答と病理ならびに体内で増殖する過程で選択
されるウイルスの性状解析を進めています。将来流行す
るインフルエンザウイルスの予測を可能にするためです。
人獣共通感染症リサーチセンターでは、インフルエン
ザ研究のノウハウを他の微生物やウイルスに応用して、
医師、獣医師、計算科学者などが人獣共通感染症の克服
という共通のゴールを目指して努力しています。このよ
うな研究・活動成果が認められ、2011年秋までに世界
唯一のWHO人獣共通感染症コラボレイティングセンタ
ーとして認定される見込みです。北海道においてこそこ
のような研究ができ、イノベーションプラザ北海道の支
援を得て研究を加速することができたものと大変感謝し
ています。

北海道大学　
獣医学研究科教授／
人獣共通感染症リサーチ
センター長

喜田　宏
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3光触媒は光の照射によって有害有機化学物質を無毒な水や炭酸ガスにまで分解することが可能で、抗菌防かび、
脱臭、大気浄化、水質浄化、防汚など、さまざまな応用
が可能であることから、環境技術の切り札の一つといわ
れている。しかし、従来から使用されている酸化チタン
を主とする光触媒は紫外線の照射が必要であり、紫外線
の少ない室内では機能が十分に発揮できなかった。その
ため、室内用途への応用がなかなか進まず、1兆円と予
測されていた光触媒の市場の発展が妨げられていた。そ
こで、電灯などの可視光で働く光触媒の開発が行われ、
酸素欠陥を持つ酸化チタン光触媒や窒素を導入した酸化
チタン光触媒、酸化タングステンと貴金属などを用いた
ものが開発された。ところが、これらは空気中で長く使
用すると酸素欠陥や窒素が空気中の酸素と置き換わって
酸化チタン光触媒に戻るため、可視光活性が低下すると
いう問題があった。また、タングステンは希少金属で戦
略物資であり、超硬金属などのハイテク材料の原料とし
て使用されていて高価で、大量生産しても資源的に希少
であるため、価格の低下を見込みにくく、広く一般に普
及させることが困難であった。しかも、光触媒はほぼす
べての有機物を分解するため、プラスチックや繊維、紙
等を基材に使用した場合、基材が分解され、それらへの
適用が困難であるという大きな問題があった。さらに、
従来の可視光で働く光触媒は黄色に着色しているため、
壁紙などに使用した場合、色が黄ばんで見えるという問
題があった。
そこで、これまで困難であった光触媒の室内応用を進
めるため、岐阜県産業技術センターなどと共同でJST
イノベーションプラザ東海における実用化のための育成
研究で平成18年4月～平成21年3月の3年間かけて
「可視光応答高機能マスクメロン型光触媒とその応用住

宅部材の開発」により繊維やプラスチックに使用可能な
可視光で働く低コストの光触媒の開発を行った。これは、
これまでの可視光で働く光触媒と異なり、高価な貴金属
や希少金属などを一切使用せず、酸化チタンとアパタイ
トと鉄という安価かつ資源的に豊富で安全な物質を複合
化したもので、有機基材に使用可能で色もほぼ白色であ
る。
この新型光触媒は、可視光応答化により、アセトアル
デヒドの分解で蛍光灯の光に対して5.9倍性能が向上し、
アセトアルデヒドを無毒な炭酸ガスと水に完全分解する
ことを確認した。しかも、可視光に対する性能が向上し
ただけでなく、紫外線に対する性能も大きく向上した。
そして、新型光触媒は図1に示すように酸化チタン粒子
の表面が光触媒活性を持たないアパタイトで部分的に覆
われているため、プラスチックや繊維、紙などの有機基
材に塗布あるいは練り込んでも基材の分解が抑えられる。
実際、新型光触媒を樹脂に混ぜてカーボンアークランプ
で促進劣化試験を行った結果、80時間後の重量減少が
5%程度と、従来の酸化チタン光触媒と比べて樹脂劣化
が6分の1以下に抑えられた。また、この新型光触媒の
黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果をJIS試験法に準拠し
て調べた結果、白色蛍光灯の500ルックスの光の照射
により黄色ブドウ球菌の菌数が8時間後10万分の1近
くに減少し、2.2以上あれば抗菌性有りと認められる抗
菌活性値が4.8となり、優れた抗菌効果を示した。さら
に、NOx浄化についてアクリルバインダーに混ぜてガ
ラス板に塗布した試料を用いてJIS試験法に準拠しNO
ガス（1ppm）を常時流し、NOx浄化効果を調べた結果、
図2に示すように、光の照射によりNO濃度が急激に減
少して約90％という高い除去率が得られた。このように、
抗菌や脱臭、空気浄化、防汚、水処理などに対して優れ

株式会社エコプライズ　
CTO（元・独立行政法人
産業技術総合研究所）

垰田　博史

株式会社ナノウェイヴ　
取締役社長

稲垣　博
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た効果が得られ、新型光触媒をプラスチックや繊維、紙
等に用いることによってさまざまな室内応用製品の製造
が可能となった。また、これと酸化剤を組み合わせるこ
とにより、さらに鳥インフルエンザウイルスやノロウイ
ルス、多剤耐性菌などに対する抗菌効果に優れた光触媒
液を開発した。
（株）ナノウェイヴは平成15年5月14日に愛知県瀬
戸市で（独）産業技術総合研究所からの技術移転を受け
て立ち上げた光触媒専業メーカーであり、特許の実施に
より平成21年4月1日からこの新型光触媒の製造販売
を開始している。
酸化チタン粒子のへのアパタイトの被覆は、蒸着など
のエネルギーを大量に使用する方法ではなく、生体反応
を模倣した常温常圧に近いマイルドかつ省エネルギーで
環境にやさしい方法で製造しており、アパタイトが酸化
チタン粒子を被覆せずに別のところで生成しないよう、
またアパタイトが酸化チタン粒子の表面を全部被覆して
しまわないように製造条件を確定するのが非常に難しく、
そのために丸2年を要した。それにより現在では、アパ
タイトの被覆量をいろいろと変えた可視光で働く新型光
触媒を製造販売できるようになった。
現在、（株）ナノウェイヴから新型光触媒の供給を受
けたさまざまな企業が各種光触媒製品を続々と市販して
おり、これまで効果が得られにくかったホテルやレスト
ラン、病院などの室内やタクシーなどの車内への施工も
進んでいる。平成21年の新型インフルエンザの流行な
どもあり、これまでに抗菌抗ウィルス・消臭の機能を持
つ光触媒コーティング液や光触媒スプレー、光触媒マス
クなどの種々の光触媒製品が市販されており、光触媒マ
スクが数百万枚、光触媒スプレーも数十万本販売されて
いる。また、ホテルオークラやプリンスホテル、東急ホ

テルなどのホテル、ケンタッキーフライドチキンなどの
レストラン、病院、幼稚園、保育園、介護施設など、建
物の内外に毎月数万m2施工されており、大阪の関協グ
ループや阪急タクシーなどの数千台のタクシーの車内に
も施工されている。さらに、国内だけでなく中国、韓国、
台湾、タイ、フィリピン、トルコ、エジプトなど海外で
も既に販売や施工が行われている。ちなみに中国では平
成21年10月に山東省済南市で開催された4年に一度
の国内オリンピックの公式光触媒として採用され、会場
の貴賓室の室内など2万m2に施工され、トルコやエジ
プトでは耐性菌であるセラチア菌による院内感染が大き
な問題となり、新型光触媒の優れた効果が認められ、国
立病院などでの施工が広がっている。
このように低コストで高機能の可視光応答型光触媒の
開発により、従来実用化が遅れていた光触媒の室内・車
内への応用が進んでおり、国内だけでなく海外でも光触
媒の普及が進み、光触媒市場が大きく拡大している。
JST地域イノベーション創出総合支援事業は予算が使
いやすく、館長をはじめ科学技術コーディネータや技術
参事などの厚いご支援もあり、研究開発を非常にうまく
進めることができた。現在、さらに新型光触媒を用いて
PCB処理技術の開発を行っており、それを事業化する
ため、ベンチャー企業、（株）エコプライズを創業した。
これから一層光触媒技術の開発と光触媒製品の普及を進
めることにより世界への貢献を目指しており、必ずやそ
うできると信じている。
今の日本の現状を見ると、将来の日本を背負って立つ
ようなベンチャー企業を少しでも多く起業させ発展させ
ることが日本の将来にとって必要不可欠で、そのために
はJSTの事業が非常に重要であり、これからのJSTに
期待する。

図1　新型光触媒の模式図と表面の電子顕微鏡写真 図2　流通試験によるNOx除去効果
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4JSTイノベーションサテライト茨城（以下「サテライト茨城」）では、運営委員会やサイエンスカフェなどで
お手伝いさせて頂きました。筑波地区には、定年を迎え
たサイエンティストが数多くいるので、彼らが経験した
サイエンスの成功と失敗の話を聞く機会を作り、彼らの
力を活かせるような仕事があると良いなと思います。
またサテライト茨城は、ベンチャー企業と同じ建物に
事務所があり、日頃からお互いに行き来のできる、スー
プの冷めない距離が保たれた関係が築かれているため、
インキュベーション機能も効果的に果たしていました。
そうした機能が地域では重要であるため、サテライト茨
城が廃止を予定されていることは非常に残念です。
私は1990年位から筑波研究所（旧・山之内製薬株式
会社）の所長として、筑波大学とは共同研究などを進め
ておりました。そうした中、1992年に阿南功一学長（当
時）が産学官連携を積極的に進めようという方針を打ち
出されました。そこで私も開学記念シンポジウムで「企
業から見た産学官連携」を提案させて頂き、アメリカの
大学では、研究室毎にアニュアルレポートを提出して、各
先生が1日のうち何時間をどの企業の仕事に充てたかま
で記載してあることなどを訴えました。ただ、そうした
私の主張に対して、理学部系の先生などから反論もあり、
当時でも、産学官連携への風当たりは強かったですね。
その後、遠山敦子さんが文部科学大臣になってから遠
山改革が進められ、大学や研究機関も法人化されていき
ました。大学等技術移転促進法や知的財産推進計画がで
き、そうした中でJSTは積極的に活動を進められました。
おかげさまで、今では、産学官連携のラブコールが、各
研究機関、大学から山ほど来ています。
産学官連携においては、コーディネータの役割は非常

に重要です。いろいろな研究開発プロジェクトがありま
すが、コーディネート機能が不足しているため、うまく
いかない例は数多くあります。その点、サテライト茨城
で数名のコーディネータを置いていたのは非常に意義の
あることです。
今後ますますオープンイノベーションが重要になるこ
とは間違いありません。民間企業は、いろいろな面での
シーズが枯渇し飢えているため、産学官連携に積極的に
なることは当然です。ただ、シーズというのは出口志向
の研究ということではなく、大学の基礎研究志向で出て
きたものを企業側がシーズと認定して引っ張ってくるこ
とが必要です。このためにもコーディネータという存在
は重要です。
また、ここ10年くらい、大学の予算削減や、研究費
の大型化による一極集中により、実験も十分にできなく
なっている研究室もあると聞きます。例えば、理系の授
業でも実験せずにビデオで見せておしまいという話も伺
ったことがあります。これは、マイナーリーグでテレビ
ゲームだけやっていて、メジャーリーグに上がろうとい
うようなものです。サッカーでもワールドカップであそ
こまで行けるようになったのは、JリーグにJ1、J2な
どがあり、入れ替え戦があるからです。
層を厚くするためには、独創的な研究を地域でも行え
るように小さな金額の研究費を増やすことやコーディネ
ート機能を強化すること、さらには現在固定化している
国立大学のランキングを入れ替えられるような仕組みを
作ることが必要です。また、地域活性化のために、ベン
チャーを育成するためのインキュベーション機能を強化
することも求められています。さまざまな課題がある中、
今後ともJSTには期待をしたいと思います。

アステラス製薬株式会社
代表取締役会長

竹中　登一
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5地域事業と関わりを持ったのは、東京大学工学部で教授をしていた頃です。財団法人神奈川科学技術アカデミ
ー（KAST）には光機能材料グループがあり、私の研究
室の助教授だった橋本和仁先生（現・東京大学工学系研
究科教授）がリーダーで私は顧問をしていました。長倉
三郎先生（その当時のKAST理事長）から「今度、光
機能科学重点研究室というのを作るから室長になってほ
しい」と言われて、KASTとの関係が深まり、結集事業
の採択に向けて、県をあげて準備することになりました。
1回目はヒアリングで落ちたのですが、2回目で通り
ました。このとき、科学技術庁から出向していて神奈川
県の科学技術課の課長だった和田智明さんが県の取り組
みを説明し、KASTの専務理事だった額田健吉さんがプ
ロジェクト全体を、私が研究内容を説明しました。
地域結集型共同研究事業「独創的光材料の開発による
環境技術の創生」は非常に思い出深いものです。さまざ
まな成果が生まれ、KAST光触媒ミュージアムを作るき
っかけにもなりました。世界中からの来館者は5万人を
超え、6万人に迫ろうとしています。
現在第一線でご活躍の先生方が当時プロジェクトに参
加されていたことが懐かしく感じられます。橋本和仁先
生は、環境浄化のための光触媒材料開発に取り組まれ、
例えば、農業分野では、水耕栽培の循環液を長持ちさせ
て、しかもトマトを栽培すると、生育が良くなるという
成果が生まれました。また慶応義塾大学の鈴木孝治先生
は、シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒド
を簡単に検出する試薬や検出器を製品化されました。
内閣府の最先端研究開発支援プログラムの中心研究者
にも選ばれている慶應義塾大学の小池康博先生は、革新
的光学プラスチック材料開発に取り組み、プロジェクト

の途中で結集事業から離れた後は、高速通信をもたらす
プラスチック光ファイバー、および高精細ディスプレイ
材料に大きな変革をもたらすゼロ複屈折性ポリマー並び
に光散乱ポリマー導光体等に発展させていきました。光
相転移を用いた環境・情報材料開発のグループリーダー
としてKASTに所属していた佐藤治先生は、現在では
九州大学先導物質化学研究所の教授になっています。
5年間でさせていただいたことの一分野が光触媒応用
研究の礎となり、実際に世の中に役立つようになってい
ると思っていますし、このときに出した特許は今でも使
っていただいています。そういう点では、本当に良いプ
ロジェクトをさせていただいたと思っています。
また、新技術エージェントの手島透さん、高橋秀尚さ
ん、村山和永さんにもたいへんお世話になりました。特
許戦略については、毎月ミーティングを行い、その後、
社団法人日本知財学会を立ち上げた渡部俊也・東京大学
先端科学技術研究センター教授も毎回来てアドバイスし
てくれました。神奈川県も積極的に支援してくれました
し、多くの関係者が一つの方向に向かって自らに厳しく
取り組んだことが大きな成果につながったのだと考えて
います。
結集事業終了後は都市エリア産学官連携促進事業など
の支援を受けて、さらに研究を発展・展開させることが
できました。ただ、基礎的な研究にはある程度の期間が
必要なので、厳しい評価を前提に次の制度にスムーズに
移行できるような仕組みが必要だと思います。

東京理科大学　学長
財団法人神奈川科学技術アカデミー　
最高顧問兼重点研究室長

藤嶋　昭
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6JSTとお付き合いが始まったのは、文部科学省の産学官連携コーディネーターを務めて3年目のシーズ育成試
験（現・シーズ発掘試験）の公募（平成17年度）から
です。その後、さまざまな形でJSTおよびイノベーシ
ョンプラザ福岡と連携した取組を行っていくようになり
ました。
まず、平成18年度に東京で初開催されたJSTイノベ
ーションコーディネーターフォーラムを地方でも開催し
てほしいと要望し、平成19年に長崎市開催が実現しま
した。さらに同フォーラムの企画についても、長崎市、
甲府市、金沢市での開催で携わることとなりました。こ
のほか、産学官連携ジャーナルの編集委員をさせていた
だいて、幅広い経験ができ感謝しています。
また、シーズ発掘試験などの応募に当たって、イノベ
ーションプラザ福岡にはずいぶん助けていただきました。
コーディネーターとして経験を積み、人脈が広がってい
くことにより、よりプラザやJSTの制度を活用できる
ようになると実感しています。産学連携が浸透してきた
今こそ、その重要性が増しているのに、プラザが閉館と
なるのは非常に残念です。
シーズ発掘試験は、コーディネーターにとっては宝物
のような制度です。支援額も地域にとっては非常に適し
ていましたし、これがあるために、学内外の先生方との
コミュニケーションが容易になり、シーズを一定の段階
まで持ってくるためのプロジェクトを組むことができま
す。その中で先生方との相互理解も進みますし、そこで
ある程度の成果が出てくれば、次のステップに進んでい
きます。逆に、こうした制度がなければ、グループを組
むこと自体が不可能なこともあります。そうなると思う
ような活動ができないこともあり、やはりあの事業はあ

りがたかったと、現場で活動しているコーディネーター
が共通の意見として持っています。
地域ニーズ即応型は、大学に軸足を置くコーディネー
ターの名前は表に出ないのですが、公設試と連携するき
っかけになります。大学には各分野の専門的な知識があ
り、公設試には実践的な知識と経験があります。地元の
ニーズに応えるためには、両者の活動をうまくマッチン
グさせることが重要です。平成20年度に長崎大学も参
画して研究開発を行い、それがきっかけで長崎市水産セ
ンターとも縁ができました。平成21年度より熊本県天
草市で、長崎大学水産学部の先生方を主にした地域の水
産関連事業者のための面談・相談会を開催していますが、
これにも先のセンター前所長に参加していただいていま
す。この会の開催に当たっては地元の金融機関も全面的
にバックアップしていただいており、県境を越えて、地
域の活性化につながっていると思います。私自身は、今
もこれをコーディネートしています。この会にも、平成
21年度はイノベーションプラザ福岡より支援を受けま
した。
JSTとともにATL（成人T細胞白血病・リンパ腫）研
究の地域間連携シンポジウムを平成21年度に長崎市で
開催できたことにも感謝しています。ATLは九州・沖
縄県に感染者が多いため、長崎県では先進的に取り組ん
できましたのですが、こうしたシンポジウムを開催する
ことはJSTのような組織と連携を取らないとなかなか
難しいものです。
地域活性化のためには、従来型の企業誘致だけでは不
十分ではないかと思っています。不景気になれば撤退す
るでしょうし、海外に移転する可能性もあります。地域
のシーズなどの資源を活かし、大学などの知恵で裏付け
たり、少し導いて強化したり、あるいは新たな産業を生
み出すことが長期的な意味での地域活性化になると考え
ます。そのためにも産学官連携は重要だと思います。
地方自治体では行政区分を越えた仕事は難しいですし、
大学では組織を越えた仕事はなかなかやりにくいのが現
状であり、国の政策と齟齬がないような強力な運営を行
える組織が地域には必要です。その中でJSTには、現
場の声をもとにした国への政策提言機能と国の科学技術
政策実施を、一括して行うような組織であってほしいと
思います。

前文部科学省　産学官連携
コーディネーター

森　紅美子
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7当協会では、平成8年度に発足されましたJSTの地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）における新技術コ
ーディネータ会議（後に、科学技術コーディネータ会議
へ改名）や各地域の新技術フォーラムの開催の運営支援
を担当したことを始めに、その後に発足されました地域
結集型共同研究事業、重点地域研究開発事業、地域イノ
ベーション創出総合支援事業におきましても、数々の会
議・シンポジウムの開催支援や調査など、地域の科学技
術振興の現場に密着した各種事業活動に協力してまいり
ました。
その立場から、JSTの地域事業を「コーディネータ」
という観点から振り返りますと、やはり、RSPの新技
術コーディネータは現在のコーディネータの「さきが
け」とであったことが挙げられると思われます。
当時のRSPコーディネータの役割は、その地域の技
術シーズを見出し、事業化につなげることでしたが、コ
ーディネータという職制自体が他に類もなく、初期の
RSPコーディネータの方々はどのような活動をするか
について、一つ一つ手探りで開拓してこられ、パイオニ
アとして相当なご苦労があったことと思います。
そのような中で、新技術コーディネータ会議が、参加
者同士で情報交換をしてご自身の活動をブラッシュアッ
プしたり、コーディネータのネットワークを構築する一
助になったことは、開催支援者としてもたいへん嬉しく
思います。
当協会としても、技術や事業の優れた目利きであるコ
ーディネータの方々と会議等を通じてつながりを持てた
ことは財産になっており、JSTの地域事業を側面支援す
る機会があったからこそ得られたものであるとたいへん
感謝しております。当協会では、現在、JSTの目利き人

材研修を開催運営していますが、この研修プログラムは
RSPコーディネータ活動を基本としており、また、何
名かのRSPコーディネータ出身の方に講師になってい
ただいています。
RSPが発足した当時に比べ、コーディネータの人数
は格段に増え、コーディネータに求められる役割も多様
化してきました。コーディネータに必要な能力は、①課
題設定能力、②解決に向けた企画力、③本物のシーズ発
掘力、④プロジェクト提案力が重要と考えます。具体的
には、①その地域において必要な課題を見いだし、②解
決に向けてどの技術分野を組み合わせるかを企画し、③
地域の（必要に応じて地域外の）技術シーズ群から最適
なシーズを選別し、④地域のイノベーションに向けたプ
ロジェクトの提案や公的資金の獲得をすることです。こ
れらを総合的に行える「システム統合型コーディネー
タ」が今後ますます必要になります。
JSTではRSPに続いて、地域結集型の新技術エージ
ェント、イノベーションプラザ・サテライトの科学技術
コーディネータを生みだし、これらの方々が地域活性化
に向けて第一線で活躍してこられただけに、今後事業が
終了するのはとても残念です。
今後は、各地域がJSTや国の産学連携支援施策を活
用して、それぞれ特長あるイノベーションの創出に向け
て進化されることを期待します。当協会におきましても、
JSTの地域事業を通じて得られた地域とのネットワーク
を活かし、支援活動を継続発展させて参ります。

財団法人全日本地域研究交流協会（JAREC）
理事長

沖村　憲樹
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JST地域事業と実績 Ⅳ

制度一覧

1 ▲  地域研究開発拠点支援事業（RSP）
2 ▲  地域結集型共同研究事業・地域結集型研究開発プログラム
3 ▲  JSTイノベーションプラザ・JSTイノベーションサテライト
4 ▲  シーズ発掘試験
5 ▲  育成研究
6 ▲  研究開発資源活用型
7 ▲  地域ニーズ即応型
8 ▲  地域卓越研究者戦略的結集プログラム
9 ▲  その他の取り組み



34

JST地域事業15年史

制度名 地域研究開発促進
拠点支援事業（RSP）

地域結集型共同研究事業・
地域結集型研究開発プログラム シーズ発掘試験

事業実施期間 平成8～17年度 平成9～25年度 平成17～21年度

事業目的

都道府県が地域の科学技術活動
の活発化を図るために設立した
財団等をコーディネート活動の
拠点として整備するに当たり、
国全体の科学技術基盤形成の観
点から、JSTが科学技術コーデ
ィネータを委嘱し、かかる拠点
の活動を支援する。

地域として企業化の必要性の高
い分野の個別的研究開発課題を
集中的に取り扱う産学官の共同
研究事業であり、大学等の基礎
的研究により創出された技術シ
ーズを基にした試作品の開発等、
新技術・新産業の創出に資する
企業化に向けた研究開発を実施
する。

各府省・大学（知的財産
本部・地域共同研究セン
ター等）・地方自治体・
独立行政法人・TLO等に
配置されている各種コー
ディネータ等が発掘した
大学等の研究シーズの実
用化を促し、イノベーシ
ョンの創出に資するとと
もに、コーディネータ等
の活動を支援することを
目的とする。

募集対象

ネットワーク構築型：
　 地域における産学官の人や研
究情報の交流を活発化し、中
核機関にそのための機能を構
築する提案。
研究成果育成型：
　 地域に産学官のネットワーク
を持つ地域において、地域の
大学等の研究シーズを育成・
活用する提案。

地域として企業化の必要性の高
い分野の個別的研究開発課題

大学等に属する研究者の
成果に基づく研究シーズ
のうち、コーディネータ
等とともに実用化に向け
展開するに当たって試験
研究を必要とする研究課
題

応募資格 都道府県 都道府県
および政令指定都市

コーディネータ等
および研究者
（連名の応募）

支援規模

ネットワーク型：
　科学技術コーディネータ
　　1名配置
　可能性試験：100万円
　（1課題、1年度当たり）
研究成果育成型：
　科学技術コーディネータ
　　4名配置
　育成試験：200万円
　（1課題、1年度当たり）

2.1～2.4億円
（1課題、1年度当たり、間接経費含
む）

地域負担額：JST委託費と同等
の額を都道府県等が負担

A（発掘型）：
　上限200万円
B（発展型）：
　上限500万円
（A、Bともに1課題当たり、
間接経費を含む）

研究期間 ネットワーク構築型：4年間
研究成果育成型：5年間 原則5年間 1年度

採　択　数
（採択期間）

ネットワーク構築型：26地域
（平成8～11年度採択）
研究成果育成型：13地域
（平成11～13年度採択）

39地域
（平成9～20年度採択）

A（発掘型）：6,015課題
（平成17～21年度採択）
B（発展型）：202課題
（平成20～21年度採択）

制度一覧
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重点地域研究開発推進プログラム 地域卓越研究者
戦略的結集プログラム育成研究 研究開発資源活用型 地域ニーズ即応型

平成13～23年度 平成18～23年度 平成20～22年度 平成21～25年度

大学や国公立試験研究機
関等の独創的研究成果の
うち実用化が望まれる技
術についての研究課題を
募集し、大学等の研究者、
企業が共同で、企業化に
向けた試験研究を実施す
る。

JSTイノベーションプラ
ザ・サテライトにおける
育成研究等により地域に
蓄積された研究成果、人
材、研究設備等の研究開
発資源を有効に活用し、
実機レベルのプロトタイ
プ開発等、産学官共同に
より企業化に向けた研究
開発を行って、地域企業
への円滑かつ効果的な技
術移転を図る。

地域の中堅・中小企業の
ニーズ（技術的課題）に
対し、大学・公設試・高
専等のシーズを活用した
研究開発を推進すること
で、企業の持つ課題の解
決を目的とし、新産業の
創出と地域活性化を目指
す。

地域の大学において特定分野
に関し卓越した研究を実施し
ている研究者を中核とし、関
連分野の卓越研究者の招聘お
よび産学官連携により研究開
発チームを構築し、研究開発
を実施する。

大学等の研究成果に基づ
くものであり、数年以内
に事業化もしくは事業化
を前提とした開発に移行
することが見込まれ、実
用化に向けての試験研究
を必要とする課題

プラザ・サテライトにお
ける育成研究あるいは府
省等が実施している地域
関連事業やその他産学共
同研究で生まれた研究成
果に基づいたテーマで、
研究室レベルのプロトタ
イプ等ができており、数
年以内に企業化あるいは
企業化を前提とした開発
への移行が見込まれてい
る研究開発課題

公設試等が調整役となり、
地域の中堅・中小企業の
持つニーズ（技術的課
題）に対し、大学・公設
試・高専等のシーズをマ
ッチングさせた研究開発
課題

国内外で抜きん出た研究実績
を有する在籍卓越研究者の研
究開発成果に基づく研究開発
テーマであり、自治体におい
て当該技術分野の振興施策が
あり、プロジェクト終了後5
年以内での企業化が見込まれ
るテーマ。

大学等および企業
（連名の応募）

大学等および企業
（連名の応募）

公設試、中堅・中小企業
および

大学・公設試・高専等
（連名の応募）

大学と自治体
（連名の応募）

2,600万円程度
（1課題、1年度当たり、間接
経費含む）

3,000万～1億円
（1課題、1年度当たり、間接
経費含む）

地域負担額：JST委託費
のうち、直接経費相当額
を参画機関が負担

200万～500万円
（1課題、1年度当たり、間接
経費含む）

2.2億円程度
（1課題、1年度当たり、間接経費含
む）

地域負担額：JST委託費のうち、
直接経費の1／2相当額を参画
機関が負担

2～3年間 1～3年度 1～2年度 原則5年間

235課題
（平成13～20年度採択）

19課題
（平成18～21年度採択）

334課題
（平成20・21年度採択）

2課題
（平成21年度採択）
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1  概要

地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）は、都
道府県が地域の科学技術活動の活発化を図るために
設立した財団等を地域の科学技術振興の拠点として
整備するに当たり、国全体の科学技術基盤形成の観
点から、JSTが新技術コーディネータ（後に、科学
技術コーディネータに改名）を派遣し、かかる拠点
の活動を支援する事業である。
①ネットワーク構築型
研究開発促進を主体的かつ積極的に取り組む地域
として科学技術庁（現・文部科学省）が指定した地
域を対象に、JSTは研究開発の拠点に常駐する科学
技術コーディネータを各地域1名ずつ配置し、拠点
機関＊を中核として地域における産学官の人や研究
情報の交流を活発化するための支援を行った。
科学技術コーディネータは、地域の人脈を形成・
活用し、優れた研究シーズとニーズの発掘・結合、
適切な研究チームの組織化等により拠点機関におけ
るコーディネート機能を形成するための重要な役割
を担うこととなった。具体的には拠点機関のコーデ
ィネート機能の整備方針・整備状況に応じ、探索分
野の設定、地域ニーズ・研究シーズ調査、地域の技
術ニーズと研究シーズとの結合、研究プロジェクト
の企画、地域合意の形成、成果公開などの活動を行
い、コーディネータが発掘したシーズに関し可能性
試験（FS）（1課題当たり100万円／年度）を実施
した。
拠点の採択は都道府県を対象とした公募により決
定し、平成8～11年度の募集期間中、計26都道府県
を採択し、JSTは4年間を限度として支援を行った。
②研究成果育成型
ネットワーク構築型などの事業を通じて整備され
た拠点機関＊と産学官のネットワークを活用し、地

域の大学等の研究シーズを育成・活用するとともに、
大学等との連携拠点＊を形成することを目的とし、
平成11年度より事業を開始した。
JSTは4名程度の科学技術コーディネータを各連
携拠点機関に配置した。科学技術コーディネータは、
大学等の機関および研究者の要請を受け、大学等の
研究成果や企業ニーズの調査および情報の整理、大
学等の研究成果の実用化の可能性評価、企業ニーズ
を踏まえた研究成果育成計画の作成と育成試験（1
課題当たり200万円／年度）の実施、技術移転関
連の諸事業への橋渡し、他地域との交流、業務連携
などの活動を行った。
研究成果育成型の採択も都道府県を対象とした公
募により決定し、平成11～13年度の募集期間中計
13都道府県を採択、JSTは5年間を限度として支
援を行った。

2  果たしてきた役割

RSPを一つの端緒として各地域のコーディネー
ト活動が促進され、定着していった。実施地域にお
いてはRSP終了後もそのノウハウを生かし、コー
ディネータの配置や自治体独自の産学官連携に係る
研究費の導入等、自治体それぞれが活動を継続して
おり、制度趣旨である拠点形成の目的を果たすこと
ができた。また、研究成果育成型で実施された育成
試験では、ほとんどの課題が特許出願または他制度
での実用化に向けた研究開発に発展し、地域におけ
る科学技術振興や産学連携の基盤を形成したと言え
る。

1 ▲

 地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）
 （平成8年度開始、平成17年度終了）

＊　 財団等を、ネットワーク構築型では「拠点機関」、研究
成果育成型では「連携拠点機関」とした。また、研究成
果育成型では、大学等が持つ共同研究センターといった
連携強化のための拠点を総称して「連携拠点」とした。
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ネットワーク構築型

平成11年度発足地域

平成8年度発足地域
平成9年度発足地域
平成10年度発足地域

研究成果育成型
平成11年度発足地域
平成12年度発足地域
平成13年度発足地域

北海道

青森県

岩手県

山形県

福島県

群馬県

岐阜県

神奈川県

北海道

長野県

石川県
福井県

兵庫県
岡山県

島根県
山口県

佐賀県
福岡県

富山県

静岡県
愛知県

三重県

徳島県

京都府

広島県

熊本県
長崎県

岩手県

山形県

群馬県

神奈川県

広島県

福岡県

静岡県
愛知県

三重県
大阪府

高知県

熊本県

● 地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）
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成
果
事
例  　

地
域
研
究
開
発
促
進
拠
点
支
援
事
業（
R 

S 

P
）

馬鈴薯デンプン工場からの
新規機能性食材の開発
 北海道

研 究 者 大庭 潔（北海道立十勝圏地域食品加工技術
センター）

課 題 名 ばれいしょデンプン工場廃液からの新機
能性食材の開発

研 究 期 間 平成12年度

実 施 機 関 北海道立十勝圏食品加工研究センター、
帯広畜産大学地域共同研究センター、
コスモ食品（株）

馬鈴薯デンプン加工場からの残渣・廃液に含まれる有効成
分のペプチドを精製し、天然調味料の新しい機能性食材
を開発した。各種アミノ酸をバランスよく含み、菓子・ス
ナックや、惣菜、スープ、各種加工品等の調味に利用され
ている。

福井県眼鏡フレーム産地の競争力を支える
3Dデザインと積層造形技術
 福井県

研 究 者 後藤 基浩（福井県工業技術センター）

課 題 名 積層造形法を利用した精密部品の製造方
法

研 究 期 間 平成10年度

実 施 機 関 福井県工業技術センター、
エクセル眼鏡（株）、福井大学

福井県の眼鏡枠産地内で、積層造形技術の開発成果を眼
鏡フレーム設計製作に活用するための「3D研究会」（86企
業135名）が結成され、産地全体に成果が波及定着した。
さらに福井県工業技術センターへの「3D試作センター」整
備に発展し、産地企業の国際競争力強化に大きく貢献した。

●ネットワーク構築型

じゃがいもサラダパン
【（株）サークルKサンクス】

「わが国初の培養皮膚の産業化を目指すベンチャー」
（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングの設立
 愛知県

連携拠点機関 財団法人科学技術交流財団

コーディネータ 小坂 岑雄（財団法人科学技術交流財団）

活 動 期 間 平成8～10年度

名古屋大学上田実教授の口腔外科学分野の再生医療に係
る研究成果を基に、「臓器工学研究会」を開始し、「わが国
初の培養皮膚の産業化を目指すベンチャー」として（株）ジ
ャパン・ティッシュ・エンジニアリングが設立された。同社
は、自家培養表皮について日本における最初のヒト細胞を
用いた再生医療製品の開発に成功、製造認可、保険適用
を受けた。（株式上場）

指紋認証アルゴリズムの半導体化の開発

 愛知県

研 究 者 梅崎 太造（中部大学）

課 題 名 指紋認証アルゴリズムの半導体化の研究

研 究 期 間 平成11年度

実 施 機 関 （株）ディー・ディー・エス

パソコンのUSB端子に接続する小型軽量の指紋認証ユニ
ットの開発に成功し商品化した。画像処理技術を指紋認
証アルゴリズムヘ適用し、シミュレーションによるパラメー
タの最適化と、指紋の特徴量抽出機能、照合機能を半導
体回路としての実装および評価を行い、超小型半導体指紋
センサに適応するアルゴリズムの半導体化が可能になった。

●研究成果育成型

左：培養表皮シート、右：自家培養表皮「ジェイシス」
【（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング】

UB-safe, UBF
【（株）ディー・ディー・エス】

「3D試作センター」の活用
（3Dデザイン～試作～商品化）
【福井県の眼鏡枠産地企業多数】
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高耐震性建築鉄骨製作法の開発

 高知県

研 究 者 内田 昌克（高知大学）

課 題 名 高耐震性建築鉄骨製作法の開発

研 究 期 間 平成13年度

実 施 機 関 高知大学、（株）アークリエイト

中層建築物を対象とした高耐震性建築鉄骨製作法を開発
し、強度の向上と工数削減・コスト低減が可能となった。
RSP育成試験のあと、数々の補助事業に採択され、さら
に高耐震性能技術の向上を図っている。

コメ粉100%パン「Love Rice」の開発

 山形県

研 究 者 西岡 昭博（山形大学）ほか

課 題 名 プラスチック発泡成形技術を活用した食
品開発

研 究 期 間 平成14年度

実 施 機 関 山形大学、日本女子大学

グルテンはパンを膨らます役割があり、グルテンを含まな
い米はパンに不向きとされてきた。発泡成形技術を応用
し、グルテンなしの米パンを膨らますことに成功した。国
内特許を出願し、平成14年6月山形大学発のベンチャー
企業「パウダーテクノコーポレーション（有）」を設立した。
コメ粉100%のパンを商品化の上、販売を開始した。

考古遺物形状の
デジタル計測・図化システムの開発
 岩手県

研 究 者 横山 隆三、千葉 史（岩手大学）

課 題 名 考古遺物形状のデジタル計測・図化シス
テムの開発

研 究 期 間 平成14年度

実 施 機 関 岩手大学、（株）ラング

考古遺物（石器や土器など）の実測図作成は、手作業で行
われ、高度な技術と労力を必要とする作業であったが、地
形情報処理などの情報処理技術を応用し、実測図の作成
を自動化・省力化するシステムを開発するとともに、ベン
チャー企業（株）ラングを設立した。

植物発酵LPS（小麦発酵抽出物）素材の開発

 徳島県

研 究 者 杣 源一郎（徳島文理大学）

課 題 名 低分子量リポサッカライド（LPS）による
自然免疫賦活とこれに基づく耐病性獲得
に関する可能性試験

研 究 期 間 平成14年度

実 施 機 関 徳島文理大学、
徳島県立農林水産総合技術センター

畜水産養殖において、自然免疫を賦活し、安全かつ環境
汚染なく感染防除を達成する新しい機能性飼料原料とし
て、低分子LPSの可能性を調査した。その結果アユとブロ
イラーの耐病性獲得効果が実証された。この成果に基づ
き2006年に大学発ベンチャーの自然免疫応用技研（株）
が設立され、都市エリア産学官連携促進事業等の支援を
受け、飼料、化粧品、健康食品用素材が製品化された。

小麦発酵抽出物飼料用原料
SL-100（写真）、化粧用CL-001、
食品用FL-100・FP-100、
ほかに健康茶、
スキンケアクリームなど
【自然免疫応用技研（株）】考古遺物形状のデジタル計測・図化システム【（株）ラング】

耐震建築鉄骨
【（株）アークリエイト】 Love Rice

【パウダーテクノコーポレーション（有）】

※採択時の所属・役職
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JST地域事業15年史

1  概要

地域結集型共同研究事業（以下、旧結集）および
地域結集型研究開発プログラム（以下、新結集）は
地域として企業化の必要性の高い分野の個別的研究
開発課題を集中的に取り扱う産学官の共同研究事業
であり、大学等の基礎研究により創出された技術シ
ーズを基にした試作品の開発等、新技術・新産業の
創出に資することを目的とする。本事業は、都道府
県および政令指定都市（以下、都道府県等）が申請
する方式を採っている。
途中、事業スキームの変更があり、平成9～16
年度採択は旧結集、平成17～20年度採択は新結集
として実施している。
旧結集では、参画した研究機関と研究者がその分
野の研究を継続・発展させ、さらに成果を利活用す
るような体制（地域COE）の整備を事業目標の中
心に据えて実施したが、新結集ではこれに研究成果
の企業化を事業目標に加えている。
平成9～12年度の間は、科学技術庁（現・文部
科学省）で採択を行い、JSTはプロジェクトの管理、
支援を担当していたが、平成13年度より、JSTが
採択することとなった。旧結集では32地域、新結
集では7地域を採択し、平成20年度をもって新規
採択を終了している。

2  事業スキーム

①事業の推進、調整等のため、JST、都道府県等、
および都道府県等が指定する地域の科学技術振興を
担う財団等を中核機関として運営体制を構築する。
②事業を円滑に実施するため、中核機関に企業化
統括（旧結集：事業総括）、代表研究者（旧結集：

研究統括）、新技術エージェント（旧結集のみ）等
を配置し、企業化促進会議（旧結集：研究交流促進
会議）、共同研究推進委員会等により研究開発を推
進する。また、研究開発の実施体制として、公設試
験研究機関内やレンタルラボ等に共同研究の中核を
形成するコア研究室を設置し、雇用研究員を配置す
る。
③事業の実施期間は原則5年間とする。
④JSTが負担する資金については、1地域当たり
年間2.1～2.4億円程度とする（事業内容、運営体制、
進捗状況による）。なお、本事業の推進に必要な経
費として、JST負担分と同等の金額に相当するもの
を地域が負担することとする。
⑤事業開始から中間評価までをフェーズⅠとして
要素研究期間と位置づける。中間評価から事業終了
までをフェーズⅡとして実用化研究に取り組む。事
業終了以降をフェーズⅢとして自治体等が継続的な
研究成果の創出を目指すこととしている。
⑥新結集では、地域の研究開発支援の一貫として、
JSTイノベーションプラザ・サテライトが所管地域
における結集事業の進捗状況を把握し、研究開発、
企業化の両面から適切な助言を行うこととしている。

3  果たしてきた役割

本事業の実施を通じて、都道府県等と地域の大学
等研究機関および地域の企業が一体となって結集し、
地域の大学等の研究成果の企業化に向けた研究開発
を集中して行う仕組みを、広く地域に根付かせるこ
とができた。また、この仕組みは文部科学省が進め
ている知的クラスター創成事業や都市エリア産学官
連携促進事業の参考となった。今後、本事業の成果
を礎とした新技術・新産業の創出に向けて地域の独
自の取り組みに期待したい。

2 ▲

 地域結集型共同研究事業・
 地域結集型研究開発プログラム
 （平成9年度開始、平成25年度終了予定）
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Ⅳ．JST地域事業と実績

開始
年度 自治体 課題 中核機関 企業化統括

【事業総括】
代表研究者
【研究統括】

H9 茨城県 環境フロンティア技術開発 財団法人茨城県科学技術
振興財団

元茨城県副知事
角田　芳夫

埼玉県環境科学国際センター
　総長
須藤　隆一

H9 大阪府 テラ光情報基盤技術開発 財団法人大阪科学技術セ
ンター

元住友電気工業（株）副会長
中原　恒雄

元大阪府立産業技術総合研究所
　所長
松田　治和

H9 広島県 再生能を有する人工組織の開発 財団法人ひろしま産業振
興機構

元（株）広島テクノプラザ顧問
藤井　明

広島大学名誉教授
吉里　勝利

H9 福岡県 新光・電子デバイス技術基盤の確
立

財団法人福岡県産業・科
学技術振興財団

元（株）九電工代表取締役会長
松村　隆

九州大学名誉教授
鶴島　稔夫

H10 北海道
「食と健康」に関するバイオアッ
セイ基盤技術の確立によるプライ
マリーケア食品等の創生

財団法人北海道科学技術
総合振興センター

北海道大学名誉教授
木下　俊郎

室蘭工業大学監事、
北海道薬科大学教授、
北海道大学名誉教授
東　市郎

H10 山形県
遺伝子工学と生命活動センシング
の複合技術による食材と生物材料
の創生

財団法人山形県産業技術
振興機構

元（財）山形県企業振興公社
　理事長
原田　克弘

山形大学教授
原　慶明

H10 宮城県
生体機能再建・生活支援技術
－ 機能的電気刺激システムを中核
とする最先端リハ・福祉システ
ムの構築と新産業の創出－

財団法人みやぎ産業振興
機構

（社）みやぎ工業会顧問
松村　富廣

（財）電気磁気材料研究所
　所長
増本　健

H10 神奈川県 独創的光材料の開発による環境技
術の創生

財団法人神奈川科学技術
アカデミー

（財）神奈川科学技術アカデミー
　名誉顧問
額田　健吉

東京理科大学学長、
（財）神奈川科学技術アカデミー
最高顧問兼重点研究室長
藤嶋　昭

H11 岩手県 生活・地域への磁気活用技術の開
発－磁場産業の創生－

財団法人いわて産業振興
センター

岩手大学名誉教授
中村　儀郎

岩手大学名誉教授
能登　宏七

H11 岐阜県 知的センシング技術に基づく実環
境情報処理技術開発

財団法人ソフトピアジャ
パン

岐阜車体工業（株）
　代表取締役会長
星野　 夫

岐阜大学フェロー
山本　和彦

H11 愛知県
名古屋市

循環型環境都市構築のための基盤
技術開発

財団法人科学技術交流財
団

（株）豊田中央研究所顧問
髙橋　理一

愛知工業大学工学部教授、
名古屋大学名誉教授
架谷　昌信

H11 熊本県 超精密半導体計測技術開発 財団法人くまもとテクノ
産業財団

元（財）くまもとテクノ産業財団
　専務理事
魚住　汎輝

東北大学名誉教授
大見　忠弘

H12 秋田県 次世代磁気記録技術と脳医療応用
技術開発

財団法人あきた企業活性
化センター

元秋田県産業技術総合研究セン
ター所長
中西　大和

秋田県産業技術総合研究センター
　秋田県高度技術研究所
　名誉所長
大内　一弘

H12 福井県 光ビームによる機能性材料加工創
成技術開発

財団法人ふくい産業支援
センター

（株）松浦機械製作所
　代表取締役会長
松浦　正則

福井大学
　大学院工学研究科特命教授
小林　喬郎

H12 静岡県 超高密度フォトン産業基盤技術開
発

財団法人光科学技術研究
振興財団

（財）光科学技術研究振興財団
　理事長
薹馬　輝夫

元光産業創成大学院大学学長、
大阪大学名誉教授、
（技）次世代レーザー加工技術研
究所理事長
中井　貞雄

H12 横浜市 機能性タンパク質の解析評価シス
テムの開発

財団法人木原記念横浜生
命科学振興財団

元キリンビール（株）
　代表取締役副社長
山本　康

横浜市立大学 大学院
　生命ナノシステム科学研究科
　教授
西村　善文

H12 神戸市 再生医療にかかる総合的技術基盤
開発

財団法人先端医療振興財
団

（財）先端医療振興財団
　専務理事
村上　雅義

（独）理化学研究所
　発生・再生科学総合研究センター
　副センター長
西川　伸一

H13 青森県 大画面フラットパネルディスプレ
イの創出

財団法人21あおもり産
業総合支援センター

青森県副知事
蛯名　武

仙台高等専門学校校長
内田　龍男

H13 千葉県 ゲノム情報を基本とした次世代先
端技術開発

財団法人千葉県産業振興
センター

シースター（株）代表取締役
山藤　清隆

（財）かずさDNA研究所理事長
　兼所長
大石　道夫

● 地域結集型共同研究事業／地域結集型研究開発プログラム　実施地域一覧
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JST地域事業15年史

開始
年度 自治体 課題 中核機関 企業化統括

【事業総括】
代表研究者
【研究統括】

H13 石川県 次世代型脳機能計測・診断支援技
術の開発

財団法人石川県産業創出
支援機構

（社）石川県鉄工機電協会
　会長
澁谷　弘利

金沢工業大学
　人間情報システム研究所
教授　鈴木　良次

H13 長崎県 ミクロ海洋生物による海洋環境保
全・生物生産に関する技術開発

財団法人長崎県産業振興
財団

長崎商工会議所相談役
緒方　利隆

長崎大学名誉教授
平山　和次

H14 埼玉県 高速分子進化による高機能バイオ
分子の創出

財団法人埼玉県中小企業
振興公社

元日本薬学会常任理事
大関　正弘

埼玉大学総合研究機構特任教授
伏見　譲

H14 三重県 閉鎖性海域における環境創生プロ
ジェクト

財団法人三重県産業支援
センター

元（株）百五銀行取締役会長
飯田　俊司

（株）あの津技研代表取締役、
三重大学名誉教授
加藤　忠哉

H14 滋賀県 環境調和型産業システム構築のた
めの基盤技術の開発

財団法人滋賀県産業支援
プラザ

滋賀県立大学特任教授
井上　嘉明

京都大学名誉教授、
滋賀県立大学名誉教授
山岡　仁史

H14 高知県 次世代情報デバイス用薄膜ナノ技
術の開発

財団法人高知県産業振興
センター

元カシオ計算機（株）
　常務取締役
羽方　将之

元高知工科大学教授、
大阪大学名誉教授
平木　昭夫

H14 沖縄県 亜熱帯生物資源の高度利用技術の
開発

株式会社トロピカルテク
ノセンター

沖縄セルラー（株）
　代表取締役会長
知念　榮治

東北大学名誉教授
安元　健

H15 京都府 機能性微粒子材料創製のための基
盤技術開発 株式会社けいはんな

元（財）関西電気保安協会
　常務理事
安元　謙太郎

同志社大学理工学部教授
日高　重助

H15 兵庫県 ナノ粒子コンポジット材料の基盤
開発

財団法人ひょうご科学技
術協会

（財）新産業創造研究機構
　技術顧問、
兵庫県立工業技術センター
　特別顧問、
元川崎重工業（株）常務取締役
松井　繁朋

神戸大学名誉教授、
（財）ひょうご科学技術協会
　科学技術コーディネーター
中前　勝彦

H15 和歌山県 アグリバイオインフォマティクス
の高度活用技術の開発

財団法人わかやま産業振
興財団

元わかやま産業振興財団
　理事長、
元和歌山精化工業（株）会長
竹田　實

近畿大学評議員、
先端技術総合研究所顧問
入谷　明

H15 宮崎県 食の機能を中心としたがん予防基
盤技術創出

財団法人宮崎県産業支援
財団

元雲海酒造（株）
　代表取締役社長
中島　勝美

九州女子大学家政学部教授、
宮崎大学名誉教授
河南　洋

H16 大阪府 ナノカーボン活用技術の創成 財団法人大阪科学技術セ
ンター

（株）さかい新事業創造センター
　代表取締役
遠藤　彰三

大阪大学
　大学院工学研究科教授
中山　喜萬

H16 京都市 ナノメディシン拠点形成の基盤技
術開発

財団法人京都高度技術研
究所

（株）島津製作所顧問
川辺　泰嗣

京都医療科学大学学長、
京都大学名誉教授
髙橋　隆

H17 群馬県 環境に調和した地域産業創出プロ
ジェクト

財団法人群馬県産業支援
機構

前橋商工会議所会頭
曽我　孝之

群馬工業高等専門学校
　特命教授
小島　昭

H17 奈良県 古都奈良の新世紀植物機能活用技
術の開発

財団法人奈良県中小企業
支援センター

（社）奈良工業会会長
柴田　修

奈良先端科学技術大学院大学
　理事・副学長
新名　惇彦

H18 東京都 都市の安全・安心を支える環境浄
化技術開発

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究セ
ンター

（地独）東京都立産業技術研究セ
ンター理事長
片岡　正俊

東京大学
　大学院工学系研究科教授
堂免　一成

H18 熊本県 次世代耐熱マグネシウム合金の基
盤技術開発

財団法人くまもとテクノ
産業財団

熊本高等専門学校
産学官連携コーディネーター
瀬戸　英昭

熊本大学
　大学院自然科学研究科教授
河村　能人

H19 新潟県 食の高付加価値に資する基盤技術
の開発

財団法人にいがた産業創
造機構

長岡商工会議所会頭
丸山　智

新潟大学名誉教授
鈴木　敦士

H19 大分県 次世代電磁力応用機器開発技術の
構築

財団法人大分県産業創造
機構

大分県工業団体連合会
　副代表幹事
戸高　信義

大分大学工学部教授
榎園　正人

H20 静岡県
静岡市

静岡発　世界を結ぶ新世代茶飲料
と素材の開発

財団法人しずおか産業創
造機構

茶研究・原事務所（株）
　代表取締役社長
原　征彦

静岡県立大学
　食品栄養科学部長
中山　勉

※平成22年11月現在の所属、役職
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成
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業
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集
型
研
究
開
発
プ
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グ
ラ
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人工肝臓・キメラマウス

 広島県

課 題 名 再生能を有する人工組織の開発

研 究 期 間 平成9～14年度

発 売 元 （株）フェニックスバイオ

ラットおよびヒト肝臓に存在し活発に増殖する小型の肝前
駆細胞を発見し、マウス肝臓の約9割がヒト肝細胞で置換
されたキメラマウスの開発に成功した。マウス肝臓の中で
ヒト肝細胞を増殖させる方法として有用なだけでなく、医
薬品開発のための実験用動物として利用価値が高い。（株）
フェニックスバイオにてキメラマウスを用いた受託サービス
等を行っている。

DFAⅢ「ツイントース」

 北海道

課 題 名 「食と健康」に関するバイオアッセイ基盤
技術の確立によるプライマリーケア食品
等の創生

研 究 期 間 平成10～15年度

発 売 元 （株）ファンケル

北海道大学の長年にわたる研究で、チコリの根から抽出さ
れた多糖類を原料とし、効率よくDFAⅢを生産できる方
法を発見した。独自の製糖技術と研究実績を持つ日本甜
菜製糖（株）により大量生産を実現した。その後、（株）フ
ァンケルと北海道大学との共同研究により、DFAⅢの機能
性を明らかにするとともに、このDFAⅢを「ツイントース」
と命名し、製品化した。

光触媒ミュージアム

 神奈川県

課 題 名 独創的光材料の開発による環境技術の創
生

研 究 期 間 平成10～15年度

光触媒技術の普及を目的に、平成16年に「光触媒ミュー
ジアム」を開館した。来館者は海外からを含め6万人を超
えている。プロジェクトでは、光触媒を用いた農業廃液処
理、医療用カテーテルへの応用など、光触媒応用研究の
礎を成したほか、2次元イメージング表面プラズモン共鳴
（SPR）センサー、ホルムアルデヒドなどの高感度光化学セ
ンシング試薬と、さまざまな成果が生み出された。

ASTRO Sensor

 岐阜県

課 題 名 知的センシング技術に基づく実環境情報
処理技術開発

研 究 期 間 平成11～16年度

発 売 元 （株）ビュープラス

すべての方向のカラー画像はもちろんのこと、対象の距
離情報（3次元情報）も取得できる全方向ステレオシステム
「SOS: Stereo Omni-directional System」を開発した。
東海地方最大級の古墳内を3次元画像として再現するな
ど、データ収集を行った。その調査手法は簡便かつ有効
なデータ収集が可能という評価で、日本遺跡学会でも発
表された。

光触媒ミュージアム ASTRO Sensor

人工肝臓の開発 ツイントース
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金属光造形複合加工機

 福井県

課 題 名 光ビームによる機能性材料加工創製技術
開発

研 究 期 間 平成12～17年度

発 売 元 （株）松浦機械製作所

世界初となる金属光造形法と高速切削加工を融合させた
金属光造形複合加工機を開発した。従来の金属光造形法
では造形表面が粗く、そのままでは金型として使用できな
かったが、本装置により金属光造形法だけでは困難だった
精度の金型製作が実現した。第37回機械工業デザイン大
賞日本商工会議所会頭賞、第33回日本産業技術大賞文
部科学大臣賞受賞。

細胞培養センター（CPC）

 神戸市

課 題 名 再生医療にかかる総合的技術基盤開発

研 究 期 間 平成12～17年度

再生医療の支援基盤として先端医療センターに細胞培養セ
ンター（CPC）を稼働した。企業・大学にレンタルし、ハー
ド・ソフト両面でサポートを行うビジネスモデルの構築を
進めている。ヒト細胞に由来する医薬品・医療機器の研究
開発および製造を推進するための企業向け細胞培養セン
ターと臨床研究用細胞培養センターが整備されており、先
端医療センター内の病院等と連携した臨床試験も行われて
いる。

金属光複合加工機　LUMEX Avance 25 先端医療センター5階CPC

モノクローナル抗体迅速作製技術（ADLib®法）

 埼玉県

課 題 名 高速分子進化による高機能バイオ分子の
創出

研 究 期 間 平成14～19年度

発 売 元 （株）カイオム・バイオサイエンス

生物多様化の仕組みを応用した迅速自在な抗体作製法を
開発した。ニワトリDT40細胞の組み換え活性化により抗
体ライブラリーを作製し、特定の蛋白質抗原を固定した磁
気ビーズで単離した抗体産生細胞を培養してモノクローナ
ル抗体を作製する。癌・鳥インフルエンザなどの治療・診
断薬の迅速開発手段を提供。第6回日本バイオベンチャー
大賞文部科学大臣賞受賞。

閉鎖性海域環境研究センター

 三重県

課 題 名 閉鎖性海域における環境創生プロジェク
ト

研 究 期 間 平成14～19年度

研究の継続・発展、産学官連携活動、情報発信と成果の
一元的管理を目的に、平成20年に三重県水産研究所内に
「閉鎖性海域環境研究センター」を設置した。プロジェクト
では、凝集固化剤「アゴクリーン」、「ゾステラマット」によ
るアマモ場再生、真珠養殖の生産性を高める「スパーアコ
ヤ貝」などの成果が生まれた。地元関係者との密接な連携
により、英虞湾の再生に取り組む。

ADLib®法の概要

凝集固化剤
アゴクリーン

ゾステラマットの設置の様子
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多孔質水酸化鉄吸着材による排水中の
リン・フッ素の除去・回収
 滋賀県

課 題 名 環境調和型産業システム構築のための基
盤技術の開発

研 究 期 間 平成14～19年度

発 売 元 髙橋金属（株）

工場廃液中のリン・フッ素、硝酸性窒素など各種陰イオン
を高効率除去・回収できる多孔質水酸化鉄吸収材を開発し
た。従来の凝集沈殿法では除去困難であった低濃度のリ
ン・フッ素をpH変化により除去（吸着）、回収（脱着）でき、
リン等の再資源化が可能である。また、吸着材自体も繰り
返し使用可能であるなど、広く環境浄化・資源循環への寄
与が期待できる。

兵庫県放射光ナノテク研究所

 兵庫県

課 題 名 ナノ粒子コンポジット材料の基盤開発

研 究 期 間 平成15～20年度

産業界における新たな精密構造評価ニーズに対応するた
め、小角X線散乱をはじめとする、SPring-8兵庫県ビー
ムラインの各種構造評価技術について高機能化の研究開
発を進めている。平成20年に設立した放射光ナノテク研
究所を地域COEとするとともに、神戸大学連携創造本部
との協力により「応用構造科学産学連携推進センター」を
平成22年に神戸大学に設置し、産業界における構造科学
関連の人材育成プログラムを展開する。

クズ蔓健康食品・大和マナ青汁

 奈良県

課 題 名 古都奈良の新世紀植物機能活用技術の
開発

研 究 期 間 平成17～22年度

発 売 元 田村薬品工業（株）、ナント種苗（株）

吉野クズの機能性成分を含有した健康食品を開発した。ク
ズ蔓抽出物の骨吸収抑制メカニズムを解明し、機能性と主
成分プエラリンがエストロゲン依存性ヒト乳ガン細胞の増
殖をサポートしないことを確認した。また、日持ちが良く、
形状がそろい、夏の高温時にも品質の良い大和マナの新品
種を開発した。県内でこの品種の生産を拡大し、青汁など
の販売を開始した。

KUMADAIマグネシウム合金

 熊本県

課 題 名 次世代耐熱マグネシウム合金の基盤技術
開発

研 究 期 間 平成18～23年度

くまもとテクノ産業財団が熊本大学に建設したコア研究室
（溶解鋳造・成形加工の実験工場）において、直径177mm
の押出用高品質ビレットが作製できるようになり、直径
22・55mmの押出丸棒材・パイプ材や幅50・150mmの
板材等の製造技術開発を進めている。平成21年から押出
丸棒材のサンプル供給を開始し、さらなる大型化と高品質
化を進めるとともに、パイプ材、板材のサンプルの標準化
および安定供給を目指す。

高分解能撮像による材料内部観察用
CT・イメージングシステム

多孔質水酸化鉄吸収材 吸着・脱着ミニプラント

KUMADAIマグネシウム合金
棒・板・パイプのサンプル

クズイソフラボン入り
健康食品

大和マナ青汁
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1  趣旨

全国に展開しているJSTイノベーションプラザ
やJSTイノベーションサテライトを拠点として、
自治体、省庁、JSTの基礎研究や技術移転事業等と
の連携を図りつつ、シーズの発掘から企業化までの
研究開発を切れ目なく行うことにより、地域におけ
るイノベーションの創出を総合的に支援している。

2  歴史・経緯

①研究成果活用プラザ（ハイテク・プラザ）の設置
大学等の研究成果に基づく新技術の開発やベンチ
ャーの起業等を通じた研究成果の活用・社会還元は、
我が国の緊急の課題となっており、第2期科学技術
基本計画においてもその重要性を指摘された。
こうした情勢を受け、研究開発活動の活発な大学
等の近隣をはじめとする研究開発ポテンシャルの高
い地域において、平成13～16年度にかけて「研究
成果活用プラザ」（現・JSTイノベーションプラザ。
以下、プラザ）を設置した。
②JSTサテライトの設置
遠距離である等の理由によりプラザの利用が困難
な地域からの設置要望を受け、平成17～18年度に
かけて、プラザ空白地域にプラザとほぼ同じ機能を
有し活動を行う「JSTサテライト」（現・JSTイノ
ベーションサテライト。以下、サテライト）を設置
した。

3  活動内容

プラザ・サテライトは以下の活動を行っている。

①地域の産学官交流・コーディネート活動
科学技術コーディネータをプラザ・サテライトに
配置し、地域における大学のシーズや企業のニーズ
といった研究開発情報を収集し、シーズとニーズの
マッチングや共同研究といったコーディネート活動
を行うとともに、研究者、経営者によるフォーラム、
研究会や自治体、大学等、産業界との産学連携に関
する会議等の開催などの産学官交流活動を行ってい
る。
②研究成果の育成
有望な課題について、シームレスな3段階の支援
プログラム（シーズ発掘試験、育成研究、研究開発
資源活用型）や地域ニーズ即応型により、研究開発
のフェーズに応じたタイムリーな支援を行うことで、
企業化の加速を図っている。
③諸事業との連携
収集した研究開発情報やプラザ・サテライトにお
ける研究の成果等を、JSTの各種事業をはじめ国や
自治体の諸事業へ橋渡すサポートを行っている。ま
た、科学体験教室開催等の科学技術コミュニケーシ
ョン活動などを、JSTの各種事業と連携して行って
いる。

4  運営

地域の産学官の有識者から構成される運営委員会
をプラザ・サテライトごとに設置し、その運営を審
議している。
さらに外部有識者からなるプラザ・サテライト評
価委員会により、毎年プラザ・サテライトの活動状
況・実績を評価し、評価結果を翌年度の活動計画に
反映している。

3 ▲

 JSTイノベーションプラザ・
 JSTイノベーションサテライト
 （平成13年度開始）
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5  果たしてきた役割

これまでのプラザ・サテライトの活動により、地
域の大学や企業、自治体における産学官連携が活発

化し、シーズ発掘試験、育成研究、研究開発資源活
用型、地域ニーズ即応型等の支援プログラムを通じ
て大学と企業の共同研究を数多く実用化に導いた。
さらに産学官交流活動を通じ、地域の大学、自治
体、産業界の協力関係を強化する一助となった。

JSTイノベーションプラザ北海道（H14.01.18開館）
JSTイノベーションプラザ宮　城（H14.11.06開館）
JSTイノベーションプラザ石　川（H13.11.22開館）
JSTイノベーションプラザ東　海（H14.11.12開館）
JSTイノベーションプラザ京　都（H16.05.20開館）
JSTイノベーションプラザ大　阪（H13.12.07開館）
JSTイノベーションプラザ広　島（H13.11.28開館）
JSTイノベーションプラザ福　岡（H13.11.30開館）

1

2

3

4

5

6

7

8

JSTイノベーションサテライト岩手（H17.12.09開館）
JSTイノベーションサテライト茨城（H18.10.10開館）
JSTイノベーションサテライト新潟（H17.11.30開館）
JSTイノベーションサテライト静岡（H18.10.30開館）
JSTイノベーションサテライト滋賀（H18.11.10開館）
JSTイノベーションサテライト徳島（H18.10.26開館）
JSTイノベーションサテライト高知（H17.12.02開館）
JSTイノベーションサテライト宮崎（H17.12.05開館）

9

10

11

12

13

14

15

16

いずみニューテクフォーラム
（プラザ大阪）

研究室
（プラザ北海道）

親子科学体験教室
（プラザ京都）

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

地域の産学官交流 研究成果の育成 諸事業との連携
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JSTイノベーション
プラザ北海道
〒060-0819　北海道札幌市北区北19条西11丁目
TEL：011-708-1181　FAX：011-708-1184
開館年月日：平成14年1月18日
担当地 域：北海道

大 味 一 夫 中 山 恒 義

総館長 館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年6月現在）

職　名 氏　名
総館長 大味　一夫
館長 中山　恒義
事務局長 塩野　圭介
技術参事 湯田　邦晴
事務参事 鈴木　純一郎
科学技術コーディネータ 佐藤　完二
科学技術コーディネータ 東　　陽介
科学技術コーディネータ 土方　健二
シニア科学技術コーディネータ 　清水　條資※

コーディネートスタッフ 赤坂　　弘
シーズスタッフ 新保　光代
事務員 三國　佐知子
事務員 百瀬　雪絵

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
大味　一夫
（委員長）

JSTイノベーションプラザ北海道　
総館長 常俊　　優 北海道科学技術総合振興センター　

副理事長
岡田　尚武 北海道大学　副学長 成田　一憲 北海道　総合政策部長
島本　和明 札幌医科大学　学長 牧内　勝哉 北海道経済産業局　地域経済部長

ノベーションプラザ北海道の概要JSTイノ
JSTイノベーションプラザ北海道の担当地域である北
海道は、国土面積の約22%を占めており、豊かな農林水
産資源に恵まれている。しかし、人口は平成10年をピー
クに減少が続いており、経済動向も厳しい状況が続いてい
る。
また、北海道は昭和27年に北海道科学技術審議会を設
置、平成20年には全国に先駆けて北海道科学技術振興条
例を制定するなど、道内産業の高度化、持続的な社会発展
を目指して科学技術振興を推進してきた。
北海道においては、JSTはプラザ北海道設置に先立つ平
成8年度からRSP事業を展開して産学官連携のネットワ
ークを構築してきた。プラザ北海道も、平成14年の設立
当初より自治体、大学等と連携し、コーディネート活動や
共同研究による大学等の研究成果に根ざした技術の育成を
通じて、地域におけるイノベーション創出を強力に支援し
てきた。

【主な活動】
（1 ）地域の大学等が保有する研究シーズの掘り起こしから、
それを実用化に向けて深化・展開していくための研究
を支援。

（2 ）牛海綿状脳症（BSE）検査やインフルエンザワクチ
ン開発への対応、あるいは食品の安全・安心等、社会
情勢への対処や北海道の地域性を踏まえた研究・開発
を支援。

（3 ）大学等のシーズ・企業のニーズを発掘、マッチング
するためのコーディネート活動、およびそれを地域の
各機関・府省のコーディネータと連携して推進するた
めのネットワーク構築。

（4 ）北大リサーチ＆ビジネスパークをはじめとする道内
各圏域の大学における産学官連携の体制構築の支援。

（5 ）科学技術の理解増進活動、科学技術情報の普及活動
および文部科学省等の科学技術関連施策等の紹介と、
地域におけるJSTの諸事業への協力。
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細胞を用いた脳梗塞の神経再生医療へ骨髄幹細
研究者：札幌医科大学　本望　修　講師
課題名：骨髄幹細胞を用いた神経再生医療へ向けた実用化研究開発（平成15～18年度）

プラザ北海道の科学技術コーディネータが本望氏から幹細胞
治療に関して直接説明をヒアリングし、この知見が重要な研究
シーズであり実用化の可能性も高いと判断し、育成研究への申
請を提案した。
上記課題において、神経再生の基礎的知見の確立、骨髄幹細
胞の安定培養および臨床グレードの細胞調製技術の確立、適応
疾患の拡大等、臨床研究に向けた試験研究開発を実施した。目
標をすべて達成し、課題終了後の平成19年1月に札幌医科大
学において脳 塞治療の臨床試験を開始した。
プラザ北海道では科学技術コーディネータ等による特許網等
の構築に関する提案や、上記課題で使用するGMP準拠の細胞
培養施設を北海道大学内に設置するために機関間の調整等を実
施した。
平成22年10月現在、文部科学省の橋渡し研究支援プログ
ラムの「オール北海道先進医療・医療拠点形成」において臨床
研究を推進している。

骨髄幹細胞の脳 塞モデルラットへの治療効果
（白色の領域が脳 塞個所）

学官連携システムの構築地域産学
平成11年の北海道経済連合会の「リサーチ&ビジネスパー
ク構想」の提言を元に、連合会、北海道、札幌市、北海道大学
等が中心となり、北大リサーチ&ビジネスパーク構想を策定
した。
平成15年3月に上記機関を含む7機関で推進協議会を設置。
平成16年4月にプラザを含め4機関が構想に参加。
平成22年10月現在12機関で構成。
北大リサーチ&ビジネスパーク推進協議会では、「国内外か
ら注目される中核的研究開発拠点の形成」、「大学等と地域のコ
ラボレーション拠点の形成」および「大学等の知的財産の活用
による経済の活性化」の実現を目指し、事業化促進や研究交流
の強化を図っている。
プラザ北海道では科学技術コーディネータによる事業化に向
けた研究開発の相談や知財審査会への参加、広報活動等を実施
している。

治体等と連携した取り組み地域自治
平成17年に締結した北海道とJSTとの科学技術振興に関す
る連携協定に基づき、産学官連携や科学技術への理解増進活動
を北海道、関係機関と共同で実施している。
北海道内の産学官金のコーディネータ等の交流を通じて、コ
ーディネータのスキルアップと連携強化を図ることを目的とし
て、北海道コーディネータ・ネットワーク・フォーラムを平成
20年度より北海道、北海道経済産業局等と共同で実施してい
る。
科学技術への理解増進活動の一環として、小学生を対象に体
験実験等を通じて科学技術を身近に感じてもらうサイエンスパ
ークを平成18年度より北海道と共同で実施している。
毎年700名以上の小学生が体験実験に参加している。

サイエンスパーク2010の様子

北海道

プラザ
▼

サテライト
▼

宮城

石川

東海

京都

大阪

広島

福岡

岩手

茨城

新潟

静岡

滋賀

徳島

高知

宮崎

49



50

JST地域事業15年史

JSTイノベーション
プラザ宮城
〒989-3204　宮城県仙台市青葉区南吉成6-6-5
TEL：022-719-5755　FAX：022-719-5756
開館年月日：平成14年11月6日
担当地域：宮城県、福島県、山形県

中 塚 勝 人 伊 藤 弘 昌

総館長 館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

職　名 氏　名
総館長 中塚　勝人
館長 伊藤　弘昌
事務局長 小池　俊行
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 藤田　慶一郎
事務参事 田中　孝三
科学技術コーディネータ 木村　恒夫 戸部　昭廣
シニア科学技術コーディネータ 　上平　　暁※ 　峠　　竹彌※

シニア科学技術コーディネータ 　河合　三千夫※ 　山口　一良※

科学技術コーディネータ（福島県） 　大 越　正弘※

コーディネートスタッフ 井坂　正幸 　小池　美穂※

シーズスタッフ 磯江　準一
事務員 大久保　陽子 森　　幸代

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
中塚 勝人（委員長） JSTイノベーションプラザ宮城　総館長 寺家　克昌 東北経済産業局　地域経済部長
内山　　勝 東北大学　大学院工学研究科長 庄司　雄一 社団法人東北経済連合会　常務理事
小野　浩幸 山形大学　国際事業化研究センター　副センター長 高橋　隆行 福島大学　副学長
河端　章好 宮城県　経済商工観光部長　 渡邊　　晃 仙台市　経済局長

ノベーションプラザ宮城の概要JSTイノ
JSTイノベーションプラザ宮城は、宮城県仙台市の誘致
を受け、東北6県および新潟県を担当地域として設置され
た。その後、平成17年にはJSTイノベーションサテライ
ト岩手と同サテライト新潟の設置を受け、担当地域が南東
北3県となっている。
担当地域である宮城県、福島県、山形県は第一次産業が
盛んであり、なかでも米の生産量に関しては日本を代表す
る地域である。一方、宮城県では自動車産業、福島県では
輸送用機械関連、半導体関連および医療福祉機器関連産業、
山形県では精密機械加工、有機エレクトロニクス関連産業
の集積に力を入れている。
プラザ宮城の活動の基本理念として、大学等の独自性の
高いシーズを、事業構想を明確にした事業ニーズと融合し、
大きなインパクトを有する市場への参入を可能とする事業
の基礎固めを支援すること、シーズあるいはニーズは地域
に限定することなく、グローバルな視点で最適な選択を行
い、地域産業の活性化に貢献することを掲げて業務を遂行
し、育成研究の成果として効果が現れつつある。

【主な活動】
（1 ）育成研究における事業計画の明確化
　 事業ターゲットを明確にして課題の抽出を行い、実現
確度の高い中長期計画を策定する。

（2）ニーズ・オリエンテッドなシーズ探索
・ 顕在化または潜在的ニーズを想定したシーズの探索、
ブラッシュアップまたはモディフィケーションに努め
る。
・ ニーズに適合するためのシーズとしての技術的達成目
標を明確にする。
・ 潜在的ニーズ発掘のために必要なシーズの融合に努める。
（3）コーディネート機関との連携強化
・ 大学・産業支援機関・公設試験研究機関等のコーディ
ネータ等との連携によるシーズの発掘・育成とニーズ
とのマッチングを推進する。
・ 学のコーディネータとの連携により、学・学連携、あ
るいは複数シーズの融合を図り、新しい事業領域の創
出に努める。

（4）シーズの横展開の推進
・ 国家プロジェクトの情報を周知し、地域シーズの育成・
展開に努める。
・ プラザ宮城で発掘したシーズの他省庁プロジェクトへ
の橋渡しに努める。
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半導体フラッシュメモリの製造技術開発積層型半
な研究資源がグローバルな産の拠点を呼び込む～～ローカルな

宮城　科学技術理解増進事業プラザ宮 「サイエンス・サロン」

いコーディネーター協議会せんだい

研究者：東北大学　遠藤　哲郎　教授
課題名：縦型構造の電荷蓄積膜方式セルを積層した超高密度不揮発性半導体メモリの製造技術の開発（平成20～21年度）

遠藤氏は平成17年度シーズ育成試験、平成18年度シ
ーズ発掘試験でシリコン半導体集積回路の超高速化と低消
費電力化の研究開発を実施した。この成果を通じて、プラ
ザ宮城が遠藤氏の持つシリコンテクノロジーの優れた研究
シーズ群に着目した。
これを契機として遠藤氏の研究テーマがプラザ宮城の橋
渡しにより「育成研究」に採択され、東北大学と東京エレ
クトロン株式会社は共同で積層型構造の半導体メモリ製造
技術の開発研究を実施した。半導体メモリの大容量化にと

一般市民向けの科学講演会と音楽演奏会のジョイントイ
ベントとして平成19年度より「サイエンスサロン」を実
施し、科学に対する関心が深まったという多くの感想が寄
せられるなど、各開催地域にて好評を得た。

仙台市、仙台市産業振興事業団、プラザ宮城は、平成
15年度より地域の所属の異なるコーディネータを組織化
し、コーディネータ相互の情報共有と資質向上を図ること
を目的とした「せんだいコーディネーター協議会」立ち上
げた。
プラザ宮城は事務局を担当するとともに、分科会「吉成
カフェ Zacばらん」を設立した。ここでは、地域の内外
を問わず主に産学官連携の立役者や苦労人を“話し手”と
してプラザ宮城に招き、会員との気楽なサロン形式の座談
会を行っており、定着しつつある。

って平面での微細化は限界があった。そこで研究チームは
立体化への製造技術開発を着実に進め、世界のデファクト
スタンダードとなりうる製造技術の確立に成功した。
なお、東京エレクトロンは宮城県への研究開発拠点の移
転を決定している。
このように、遠藤氏をはじめ東北大学の持つシリコンテ
クノロジーの優れた研究シーズ群が、企業の研究開発拠点
を地域に呼び込む一因となり、地域活性化への兆しとなっ
た好例である。

不揮発性半導体メモリの市場予測とその技術課題 積層縦型構造不揮発性半導体メモリの製造技術の例
（微細シリコンピラー形成製造技術）

Initial Si Etch
100nm      CD:170nm CD:50.3nm

SiN Remain:93nm
Si Depth:220nm

「Zacばらん」で講演する岩手大学　岩渕明教授

山形市遊学館で行われた「サイエンスサロン」
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JSTイノベーション
プラザ石川
〒923-1211　石川県能美市旭台2-13
（いしかわサイエンスパーク内）
TEL：0761-52-0781　FAX：0761-52-0787
開館年月日：平成13年11月22日
担当地 域：石川県、富山県

南 日 康 夫 三 谷 忠 興

総館長 館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

職　名 氏　名
総館長 南日　康夫
館長 三谷　忠興
事務局長 坂内　千浩
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 奥野　　孝
事務参事 四十坊　作一
科学技術コーディネータ 紙本　伸明
科学技術コーディネータ 渡邉　博佐
科学技術コーディネータ 小島　敏男
コーディネートスタッフ 南戸　仁美
コーディネートスタッフ 朝本　衣香
シーズスタッフ 荒木　美幸
事務員 山本　凡予
事務員 北口　理恵

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
南日 康夫（委員長） JSTイノベーションプラザ石川　総館長 濟木　育夫 富山大学　理事・副学長
桶屋　幸蔵 石川県　商工労働部長 塩谷　敏文 社団法人北陸経済連合会　専務理事
川上　雄資 北陸先端科学技術大学院大学　理事・副学長 長野　　勇 金沢大学　理事・副学長

ノベーションプラザ石川の概要JSTイノ
JSTイノベーションプラザ石川が担当する石川、富山両
県は、産業構造に占める製造業の割合が高い。機械、繊維、
金属、化学、製薬等、素材産業とその産業素材の加工、産
業用機械の生産が地域産業の主体となっている。当該地域
の安定的発展のためには、既存産業の高度化と新産業の創
出が必要と考えられている。
プラザ石川は、その設立当初より、両県から既存産業の
高度化と新産業の創出に寄与することを期待されていた。
そして、その期待の範囲は地域自らが実施する施策や公設
試験研究機関のような関連機関に対する支援に広がってい
る。
こうした状況を踏まえ、プラザ石川では開館当初は地域
の現状を把握することから始め、地道に活動を行い、自治
体、関連機関との連携を図ることに努めてきた。そして現
在では、地域の産学官連携を推進するための基盤が構築さ
れている。

【主な活動】
（1 ）プラザ石川で形成した「北陸地域産学官連携推進プ
ラットフォーム」＊を通じ、北陸地域における産学官の
連携・交流を推進することにより、地域の活性化に資
する活動を行う。

（2 ）地域の大学等の研究シーズ発掘・育成から、地域企
業等への技術移転・企業化に向けた研究開発の支援を
行う。

（3 ）フォーラム、研究会、セミナー等を開催するほか、
研究シーズと企業ニーズの収集、マッチングを行い、
JSTの各事業や国・自治体の諸事業への橋渡しを行う
など、きめ細かなコーディネート活動を行う。

（4 ）地域市民の科学技術やプラザ石川に対する親しみを
持ってもらうため、科学技術理解増進活動を行う。

＊北陸地域産学官連携推進プラットフォーム
　北陸先端科学技術大学院大学、金沢大学、富山大学、富山県立大学
のほか、石川工業高等専門学校、富山高等専門学校等の主要研究機関
とプラザ石川の協力協定に基づいて構築されたコーディネータ活動の
場。ここでは、地域の活性化に向けた産学官連携活動が企画実行され
る。
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学発：金沢大学
ルの卵を用いた新規ヒト型トランスポーター遺伝子発現系」「カエル

ォーラム繊維フォ

研究者：金沢大学　辻　彰　教授、加藤　将夫　助教授
課題名：ヒト型トランスポーター遺伝子の新規発現系構築による薬物生体膜透過評価系の創出（平成17～19年度）

北陸地域における「繊維」産業の歴史は古く、大手合繊
産業とのつながりも強い。度重なる繊維不況を乗り越え、
今なお、重要な産業の一画を占めている。また、経済産業
省が策定した新繊維ビジョンを羅針盤に最も真剣に体質改
善を図ってきた国内産地の一つであり、富山県、石川県、
福井県の「北陸3県繊維クラスター」を形成している。
プラザ石川では、一部サテライト滋賀と連携しつつ、平
成19年度から「産業用繊維」や「ナノファイバー」とい
った時流に応じた話題の提供のほか、加賀友禅のような地
域伝統工芸と科学の融合の可能性、知識科学を視点とした
「感性と機能」といったユニークな話題を取り上げ、北陸
地域の合繊産業の活性化につながるフォーラムを開催して
きた。
このフォーラムには、中小企業の参加者が多く、繊維加
工業者へ大きなインパクトを与えることができた。

○ 北陸地域を中心としながらも、地域に限定することなく
地域内外の中小企業、関連企業、大学研究者との広いマ
ッチングを行うことができた。

○ 北陸外の招聘講師（研究機関、企業実務家）を糸口に新
たな広域ネットワークの形成につながった。
 （京都大学と北陸先端科学技術大学院大学の研究者の学
学連携、福井県の繊維加工メーカーが高知県の製紙会社
と連携して織物へのナノファイバーコーティングの試作、
他省庁プロジェクト代表者が講演者企業の開発技術の完
成度に着目し、プロジェクト参加の打診）
○ 平成22年度は、石川、富山両県整備中の「次世代産業
創造支援センター（仮称）」、「富山県ものづくり研究開
発センター（仮称）」、各々が注力の「炭素繊維」と「ナ
ノファイバー」の整備機器紹介と関連話題を提供し、さ
らに滋賀県の繊維プロジェクトを紹介するなど、広範囲
でありながら充実度が高いものとなった。

プラザ石川の科学技術コーディネータが、その日々の地
道なコーディネート活動により、本プロジェクトのもとと
なるシーズを発掘した。
当時、辻氏のもつ研究シーズと、辻氏のもとを修了した
株式会社ジェノメンブレン社長のニーズとがうまく合致し、
師弟による理想的な二人三脚の体制を組むことができた。
育成研究への大きな可能性を感じた科学技術コーディネー
タは、その目利きにより本シーズを発掘し、応募、採択へ
と至り、辻プロジェクトとして、プラザ石川の研究室を活
用の上、研究を重ねてきた。生きている細胞を用いる製品
であるだけに、トランスポーターの発現強度や活力ある細
胞の維持など品質のばらつき、管理には非常に大きな山が
あり、この研究を通じて多くの課題が見つかり、その解決
に向けて辻プロジェクトとプラザ石川による研究会を幾度
となく開催し、議論を重ね、期待を裏切らない成果を産み
出した。また、育成研究終了後、ジェノメンブレンは、さ
らに1年間プラザ石川の研究室にて試作試験を行い、育成
研究で培われた技術、設備、ノウハウを駆使し、平成20
年4月に販売を開始し、製品の生産を継続している。
また、商品化に当たっては、良い卵を産む優れたカエル
の確保と輸送時の対応、LC-MSなど最新型の分析器の導
入がタイムリーな商品開発に寄与している。

○プロジェクトの成果
製薬企業等における薬物動態解析ツールとして、アフリ
カツメガエル卵母細胞を用いた新規ヒト型トランスポータ
ー遺伝子発現系を構築した。本製品は医薬品開発において
最も重要な障壁となる薬物動態（投与された薬物の生体内
での作用）に関して、薬物のヒトにおける生体膜透過の効
率や他の動物との種差、他の薬物との相互作用等を簡便か
つ迅速にスクリーニングすることを可能とする製品である。

SLC Transporter Oocytes
　SLCトランスポーターに対する披検物質の輸送試験を簡
便に行える。
　国内大手販売代理店を通じて販売。

フォーラム会場の様子 「感性と機能」において
加賀友禅を展示

フォーラム会場に併設した「疾走する
ファイバー展」（日本科学未来館制作）
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JSTイノベーション
プラザ東海
〒457-0063　愛知県名古屋市南区阿原町23-1
TEL：052-829-3160　FAX：052-829-3161
開館年月日：平成14年11月12日
担当地 域：愛知県、岐阜県、三重県
■JSTイノベーションブランチ岐阜（H22.9.30廃止）
岐阜県岐阜市柳戸1-1（岐阜大学内）

■JSTイノベーションブランチ三重（H22.9.30廃止）
三重県四日市市塩浜町1-30（財団法人三重県産業支援センター内）

清 水 哲 太 浅 井 滋 生

総館長 館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

職　名 氏　名
総館長 清水　哲太
館長 浅井　滋生
事務局長 藤井　浩人
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 辻岡　　寛
事務参事 長崎　正和
科学技術コーディネータ 原田　省三
科学技術コーディネータ 安井　克幸
科学技術コーディネータ 菅野　幸一
科学技術コーディネータ（三重県） 　湯浅　幸久 ※

シニア科学技術コーディネータ 　瀬野　義隆 ※

シニア科学技術コーディネータ 　田中　義身※

シーズスタッフ 金子　幸子
事務員 神保　未央
事務員 榊原　　薫
事務員 新垣　由香

※非常勤

ノベーションプラザ東海の概要JSTイノ
我が国屈指の産業集積地である東海に設置されたイノベ
ーションプラザとして、この地の利を活かした活動を展開
した。特に、人の顔の見える感性豊かな技術交流の場を設
けて、企業のニーズの神髄に迫り、その発掘に努めた。

平成14年の開館以来、「科学技術交流の知の拠点」の
構築を目指して、東海3県の大学等研究機関から生まれる
独創的研究成果を網羅的に把握することに注力してきた。
また、JSTイノベーションプラザ東海は名古屋市南区と
いう小企業密集地域に位置するプラザの立地環境を踏まえ、
これまで国の科学技術支援が必ずしも十分に浸透してこな
かった小企業の支援にも取り組んだ。特に、平成20年の
リーマンショックに端を発した世界同時不況は東海3県の
産業活動に大打撃を与え、小企業への影響は深刻なものと
なった。
これを受けて、小企業に視点を合わせたプラザ東海はさ
まざまな活動による支援を実施し、その活動は多くの注目
を集めた。この科学技術支援のあり方は新たな産学連携モ
デルの提案につながり、ひいては「小企業への国の科学技
術支援」のあり方を示すモデルケースとして推進されてい
る。

【主な活動】
（1）JST、プラザ東海の認知度向上
　 産を中心として学と官が集う技術交流の場として、
「JSTサロン東海」を毎年2回開催。

（2）地元企業潜在力の引き出し
① 名古屋市南区のプラザ近郊の小企業を中心とした「JST
プラザ東海企業懇話会」を設立、開催。同様に三重県鈴
鹿市でも「JSTプラザ東海＆鈴鹿市  企業懇話会」を開催。
② 電子顕微鏡と光学顕微鏡を共用研究設備としてプラザに
導入、運用開始。本設備により小企業を中心に技術支援。
③ 中小企業がそのニーズを大学等の研究者、コーディネ
ータに開示する場として、「企業ニーズ発表会」を開催。

（3）コーディネータの潜在力の引き出し
　 コーディネータのプレゼンス向上を目的に、コーディ
ネータが自らシーズを発表する「東海ニューテクノフ
ォーラム」を開催。

（4）地元企業・住民に愛されるプラザづくり
　 プラザ近接の天白川の美化活動や、地元の画家および
星崎小学校の児童の絵画、書道、詩を展示。

（5）競争的資金獲得を通じた地域活性化
　 シーズ発掘試験をはじめとする各種競争的資金において、
さまざまな取り組みにより全国1，2の応募数、採択数
を獲得。

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
清水 哲太（委員長） JSTイノベーションプラザ東海　総館長 中川　雅弘 株式会社中川製作所　代表取締役社長
今栄　東洋子 国立台湾科技大学　講座教授 丹羽　義典 岐阜県　総合企画部　研究開発総括監
加藤　洋一 経済産業省　中部経済産業局長 濵口　道成 名古屋大学　総長
木村　　聡 愛知県　産業労働部長 林　　敏一 三重県　農水商工部　理事（商工・科学技術担当）
坂井　克彦 株式会社中日新聞社　常務取締役 松尾　　稔 財団法人科学技術交流財団　理事長
髙橋　　実 名古屋工業大学　学長 山内　拓男 社団法人中部経済連合会　専務理事



代表的・特徴的な取り組み事例

Ⅳ

Ⅳ．JST地域事業と実績

ラザ東海の認知度向上 ～「JSTサロン東海」の開催～JST、プラ

業潜在力の引き出し地元企業

業、住民に愛されるプラザ東海地元企業

産を中心として学と官が集う技術交流の場として、「JSTサロン東海」を平成19年度より毎年2回、計8回開催した。

（1 ）「JSTプラザ東海企業懇話会」「JSTプラザ東海＆鈴
鹿市  企業懇話会」を平成20、21年度から名古屋市南
区および三重県鈴鹿市の小企業を中心に計10回開催し
た。

（2 ）電子顕微鏡と光学顕微鏡をプラザ東海に平成21年度
より導入し、小企業を中心に技術支援を実施した。

（3 ）平成21年度より中小企業がそのニーズを大学等の研
究者、コーディネータに開示する場として、「企業ニー
ズ発表会」を計2回開催した。プラザ東海の科学技術
コーディネータを中心としたマッチングにより、発表
企業全8社のうち7社が共同研究等の産学・産産連携
につながり、従来型のシーズ発表会に比べて、格段の
マッチング率となった。

（1）天白川美化活動
～「いっしょに天白川をきれいにしよう！」～
 　近郊の住民および地元小企業群の従業員との友好を図
ることを目的に、プラザ東海に近接する天白川（2級河
川）の美化運動を展開した。
 　特に平成20年より毎年1回秋に、天白川堤にスイセ
ン等の花植えを行う「いっしょに天白川をきれいにしよ
う！」を開催した。その終了後には「芋煮会」もあわせ
て実施し、地域住民や従業員との交流、親睦を深めた。

（2）プラザ館内の絵画、詩、習字の展示
 　地域住民、地元小学校および周辺小企業群との連携を
図るため、平成20年よりプラザ東海の館内の壁をギャ
ラリーとして地元の画家や愛好家に無料で貸し出し、絵
画を展示している。
 　また、同じく平成20年より毎年2回、地元の星崎小
学校の協力を得て、児童の絵画、書道、詩も展示してい
る。近隣住民の来館が特に増え、夏休み、冬休み期間中
は来館者の声で館内に活気がみなぎり、プラザ施設の有
効活用にもつながった。

天白川堤の花植え状況

5年生　詩「かまきり」

「JSTサロン東海」の講師
トヨタ自動車（株）　　　豊田　章一郎　取締役名誉会長
（財）科学技術交流財団　松尾　稔　理事長
伊藤忠商事（株）　　　　丹羽　宇一郎　取締役会長
（独）科学技術振興機構　北澤　宏一　理事長

「産業ニーズの全体像の把握」「産・学・官の個人の絆の強化」に大きく貢献し、東海3県におけるJSTおよびプ
ラザ東海の認知度向上にも大きな役割を果たした。

（独）理化学研究所　　　　　　野依　良治　理事長
ユニー（株）　　　　　　　　　西川　俊男　特別顧問
（株）三菱総合研究所　　　　　小宮山　宏　理事長
（独）大学評価・学位授与機構　平野　眞一　機構長
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JSTイノベーション
プラザ京都

石 田 隆 一 松 波 弘 之

総館長 館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

職　名 氏　名
総館長 石田　隆一
館長 松波　弘之
事務局長 堀尾　拓也
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 河島　俊一郎
事務参事 林　　　敬
科学技術コーディネータ 笹田　　滋
科学技術コーディネータ 辻岡　則夫
科学技術コーディネータ（奈良県） 　池田　　孜 ※

シニア科学技術コーディネータ 　内田　逸郎※

コーディネートスタッフ 川村　里香
事務員 中井　　綾
事務員 山本　梨津子

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
石田　隆一
（委員長） JSTイノベーションプラザ京都　総館長 辻　　　理 京都商工会議所　

産学連携・新産業推進特別委員会　副委員長
天野　嘉一 社団法人京都工業会　副会長 牧野　圭祐 京都大学　副理事・産官学連携本部長
久保　浩三 奈良先端科学技術大学院大学　知的財産本部長 松岡　　敬 同志社大学　副学長
小島　義巳 奈良県　産業・雇用振興部　次長 森井　保光 京都市　産業観光局長
髙木　壽一 財団法人京都高度技術研究所　理事長 山下　晃正 京都府　商工労働観光部長
竹永　睦生 京都工芸繊維大学　理事・副学長

〒615-8245　京都府京都市西京区御陵大原1-30
TEL：075-383-1300　FAX：075-383-1301
開館年月日：平成16年5月20日
担当地 域：京都府、奈良県

ノベーションプラザ京都の概要JSTイノ
JSTイノベーションプラザ京都の対象地域である京都
府・奈良県の2府県は、多くの大学が存在し、全国的に見
てもその研究開発能力が高い地域である。一方で地理的問
題として、京都府北部地域・奈良県南部地域においては大
学との連携が困難であり、地域の公設試験研究機関（以下、
公設試）や高等専門学校（以下、高専）等との連携の活性
化が不可欠な状況である。
地元の研究ポテンシャルをより活用していくために、プ
ラザ京都では、京都産学公連携機構等に参加し、産学連携
に関する取り組みを各機関と連携の上で活発に行うととも
に、京都市・京都大学との3者協定、奈良高専・舞鶴高専
との連携協定、桂イノベーションパークにおける中核とし
ての活動など、地元の各機関とより強固な連携を確保する
ことにより地域の産学連携を推進し、また、科学技術コー
ディネータが、さまざまな研究支援事業等を活用しながら、
大学、高専、公設試等の研究活動の活性化を図ってきた。
なかでも、若手の研究者については、科学技術コーディ
ネータによるシーズの収集・公募へのつなぎ込み・企業と
のマッチング・課題終了後の橋渡しなど、課題採択期間内
外を問わず細かなフォローを行うことにより、採択課題の

多くが次フェーズへ展開するなど着実に成果が現れており、
また地元の公設試等については、「シーズ発掘試験」や「地
域ニーズ即応型」の実施に伴い、多くの採択課題から商品
化やライセンス供与、研究成果の受賞等につながるなど、
プラザ京都の活動により、公設試と地元企業との連携によ
る研究活動の活性化に大きく貢献してきた。
【主な活動】
（1 ）京都・奈良地域の研究シーズ発掘・育成から、企業
等への技術移転・企業化に向けた研究開発の支援。

（2 ）先端的な科学技術だけにとらわれず、研究者に必要
なスキル・パッション・アクションの観点からチャレ
ンジングな研究開発の育成を支援。

（3 ）応募前や研究終了後を含めた細かなコーディネート
活動支援、およびさらなる産学官連携活動を推進。

（4 ）研究成果を用いた京都・奈良地区におけるイベント
の協力や文化財のデジタルアーカイブ化の支援。

（5 ）科学技術の理解増進活動、京都を訪れる国内外のゲ
ストに対する科学技術関連施策等の紹介と、地域にお
けるJSTの諸事業への協力。
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ン定着ハイドラフト生糸 セリシン ～クリスタルシルクジャカード

研究者：京都府織物・機械金属振興センター　徳本　幸紘　技師
課題名： セリシン定着加工生糸へのハイドラフト加工の応用

（平成19年度実用化試験、平成20年度シーズ発掘試験、平成21年度シーズ発掘試験発展型）

地方の中小企業、特に織物業界を取り巻く環境は大変厳しい。
低価格競争から脱却し、高付加価値商品を開発することが強く
求められている。プラザ京都では、公設試に対して、館長同行
の出前公募説明会を行うなど、積極的に働きかけ、中小企業向
けのシーズの発掘を行ってきた。
平成19年度実用化試験により、京都府織物・機械金属振興
センターにおいてハイドラフト化生糸の開発に成功した。丹後
ちりめんは柔らかい風合いが特徴であるが、反面ハリ・コシを
必要とするスーツには不向きであったが、この開発によってハ
リ・コシのある新しい織物が可能となった。
その後フォローを行う中で、さらに広いニーズに対応するた
めのアイデアが提案され、平成20年度のシーズ発掘試験につ
なぐことができた。本技術は平成19年度に開発した「伸長形
態を保持した生糸・ハイドラフト」にセリシン定着加工を融合
させ、さらに強いハリ・コシのあるシルク織物素材を提供する
ものである。
この素材を使った織物はコンテスト等で高い評価を得ており、
ハイドラフト生糸を用いた織物で、従来の強撚糸織物にはなか
った凹凸と光沢を持つ「クリスタルシルクジャカード」（第46
回全国繊維技術交流プラザ中小企業庁長官賞）、セリシン定着
ハイドラフト生糸と片撚強撚糸を経・緯糸に用い、独特のハリ
とシャリ感のある「ペーパークレープ」（第47回全国繊維技
術交流プラザ優秀賞）、セリシン定着ハイドラフト生糸を経糸に、
絹糸を緯糸に用いて高密度に製織した「ハイデンシティシル
ク」（ジャパン・テキスタイルコンテスト2009入選）などの
実績を上げている。
その後のフォローにより、平成21年度シーズ発掘試験発展
型につなぎ、幅広いニーズに対応した製品の実用化を図った。

京都府織物・機械金属振興センター
から出展された作品

クリスタルシルクジャカード

学体験教室等による科学技術理解増進活動等の推進親子科学
・ 開館当初より近隣住民への施設開放を兼ねて、毎年2回、
科学技術週間と夏休みの時期に合わせて、親子科学体験
教室を開催しており、年々参加者は増加し、毎回約
200名の参加者が来場している。
・ その他、京都市を訪れた修学旅行生の実習や大学生の実
習、関係機関の職員研修等を積極的に受け入れ、科学技
術施策の紹介から、プラザ京都にて実施している研究の
紹介、科学技術一般に関する講義まで、幅広く対応して

いる。
・ また、京都という地理的関係から国内外からの視察者も
多く、来館者に対しては、館内視察のみならず、JSTを
含めた科学技術施策の説明、京都府・奈良県地域におけ
る産学連携の状況やその中でのプラザ京都の機能・役割、
支援を行った研究課題の解説など、滞在時間に応じてさ
まざまな対応を行っている。

親子科学体験教室 修学旅行生による研究室見学
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JST地域事業15年史

JSTイノベーション
プラザ大阪

村 井 眞 二 豊 田 政 男

総館長 館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

職　名 氏　名
総館長 村井　眞二
館長 豊田　政男
事務局長 平原　良広
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 石神　逸男
事務参事 芝本　亘司
科学技術コーディネータ（ブランチ大阪） 武井　廣見
科学技術コーディネータ（ブランチ大阪） 大野　安男
科学技術コーディネータ（ブランチ大阪） 辻　　公志
科学技術コーディネータ（ブランチ大阪） 松村　　晃
シニア科学技術コーディネータ 　鈴木　義彦※

コーディネートスタッフ 勝井　慶子
事務員 和田　万里

※非常勤

ノベーションプラザ大阪の概要JSTイノ

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
村井 眞二（委員長） JSTイノベーションプラザ大阪　総館長 中原　恒雄 有限会社中原総合研究所　代表取締役
奥野　武俊 大阪府立大学　理事長・学長 西尾　章治郎 大阪大学　理事・副学長
杉本　安史 大阪府　商工労働部長 西　　　亨 財団法人大阪科学技術センター　専務理事

JSTイノベーションプラザ大阪の担当地域においては
大学等の数も多く、「知」の生産活動が活発であるとともに、
関西にはこれら資源の受け皿となる研究開発型企業の拠点
も多く存在するため、産学連携による新産業の育成に適し
た地域であり、連携促進活動が、大学等研究機関での研究
力向上と産業界の基盤強化の両面に大きな力となることが
期待されている。
各地域においては、地域の特性を活かして各種活動がな
されているところであるが、プラザ大阪においても、これ
ら特性、ポテンシャルを最大限に活かしつつ、取り組み方
や成果においては、質を重視した事業運営を図っている。
これらを実現するため、主な活動として3つの項目を重
点的に取り組んでいるが、館長のイニシアティブのもと
PDCAサイクルに沿った効果的な事業運営を行っている。
特に研究マネジメントに当たっては、評価段階において、
実用化に対する研究者、企業の意欲を確認するため現地調
査を実施し、成果、進捗等以外の要素も加味した適切な処
遇を図っている。
その他、諸活動として教育委員会と連携し、理科実験教
室を開催するなど、地域科学技術の振興に資する取り組み
も行っている。

【主な活動】
（1）研究シーズの実用化支援
 　研究シーズの顕在化並びに社会還元を重視し、科学技
術コーディネータのつなぎ込み等支援による製品化の推
進。
→売上、公募制度つなぎ込み、ベンチャー設立等を達成。

（2）産学連携の機会提供
 　シーズ発表会を主催し、ニーズとシーズのマッチング
を先駆的かつ効果的方法により定着化させつつ、地域に
おける産学連携の活性化並びにプラザの存在感の向上。
→公募制度つなぎ込み等を着実に達成。
→大学間協働に関するイニシアチブ発揮、など。

（3）次世代技術の産業展開
 　新産業として今後成長が期待される地域の学術資源を
基盤とした次世代技術について、産学共同研究等への発
展を目的とした研究会等の運営支援。
→異分野融合および地域間交流など先駆的手法を発揮。

〒594-1144　大阪府和泉市テクノステージ3丁目1-10
TEL：0725-51-3350　FAX：0725-51-3360
開館年月日：平成13年12月7日
担当地域：大阪府、兵庫県、和歌山県
■JSTイノベーションブランチ大阪
大阪府大阪市西区江戸堀1-6-10
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Ⅳ

Ⅳ．JST地域事業と実績

ウの卵から製品化「抗体マスク」ダチョウ

長が期待できる次世代技術の支援今後成長

研究者：大阪府立大学　塚本　康浩　講師（現・京都府立大学　教授）
課題名：新しい医療用抗体の大量作製法（平成17年度採択シーズ発掘試験）

産業利用の萌芽的段階から産学連携段階までの
ステップを研究会等を通じ、発足段階からハンズ
オンで運営支援を行った。「量子ビーム産業利用
シンポジウム」については、我が国における東西
の拠点を広域的に結びつけるという、他地域でも
実施例のない先駆的な試みであり、地域の垣根を
越えた新しい形態の産業展開手法であった。「テ
ラヘルツ電磁波産業利用研究会」では、地域を越
えた広域的な企業の参加があり、産学連携による
共同研究に発展する例も見られるなど、同分野の
産業振興に大きく寄与した。

ウイルスを発見すると捕まえて、活動を止めてしまう働きを持つ「抗体」
について、抗体の大量生産技術を世界に先駆けて開発した。開発に当たっ
ては、シーズ発掘試験と育成研究（平成17～19年度・共同研究者として
塚本氏が参画）を活用し、さらに、平成18～20年度において、JST大学
発ベンチャー制度で企業化に取り組み、同氏を代表とするベンチャー企業
が設立（オーストリッチファーマ株式会社）された。新型インフルエンザ
のパンデミックに備えた医療機関用マスクなどに適応した抗体担持フィル
ターの製造販売を推進し、マスコミからの反響も高く、第7回産学官連携
功労者表彰において文部科学大臣賞も受賞した。実用化に当たっては、プ
ラザ大阪科学技術コーディネータが目利き能力を発揮し、制度の橋渡し等
を支援した。 「抗体マスク」CROSSEED（株）

究からベンチャー誕生「アパタイトで感染防止」育成研究
研究者：国立循環器病センター研究所　古薗　勉　室長（現・近畿大学　教授）
課題名：細菌感染の防止を実現する界面融和型経皮デバイスの開発（平成16年度採択育成研究）

感染防止を目的として、経皮デバイス付きカテーテルを開発した。経皮
デバイスとは、体外から体内に皮膚を貫通し、栄養補給等を担う医療用具
であるが、外界からの細菌感染が問題となり入浴などの社会生活にも支障
があった。育成研究（平成17～19年度）においては、焼成ハイドロキシ
アパタイトナノ粒子（SHAp）を経皮デバイスに固定することにより、皮
膚との密着性等を高めて細菌進入の防止を可能とした。これら基盤技術の
移転先として、ベンチャー企業の株式会社ソフセラが平成20年に設立さ
れ、カテーテルのほか、歯科用材料など広い応用が期待されている。同社
はR&Dセンターをプラザ大阪内に引き続き設置し、着実な売り上げを図
るとともに、研究員等を雇用するなど地域への貢献度が大きい。

（左）カテーテル　（右）経皮デバイス
（株）ソフセラ

ニーズに立脚した研究シーズ発表会の開催利用者ニ
プラザ大阪は、シーズ発表会として「いずみニ
ューテクフォーラム」と「非公開型科学技術情報
交換会」を主催し、目標の明確化や参加者本位で
内容の差別化を図るなど、工夫を常に意識するこ
とによりプラザ大阪の存在感を高め、企業からの
信頼を得つつ、ニーズ・シーズのマッチング面で
の成果を挙げるなど地域に貢献した。両制度につ
いては先駆した独自の取り組みであり、ベストプ
ラクティスとして他地域にも制度移転を図った。

名　　称 いずみニューテクフォーラム 非公開型科学技術情報交換会
発足年度 平成17年度 平成18年度
開 催 数

（来場者数）
年2回以上

（100名程度）
年1回

（100名程度）
顧客ターゲット 中小企業 中堅・大企業
研究シーズ要件 実用化期間が短期 実用化期間が中長期

発 表 者 主に機関コーディネータ
（平易かつ用途面重視の説明）

研究者
（企業視点を重視）

主な発表機関
工業高等専門学校・公設試・産
学連携部門の支援が比較的脆弱
もしくは不在の大学などに重点
（不在の場合、プラザが支援）

産学連携部門の支援が比較的整
備されている大学など

意見交換の場 交流会 ポスターセッション
開催形態 公開 非公開
発表分野 特定（毎回変更） 不特定

名　　称 量子ビーム産業利用
シンポジウム

テラヘルツ電磁波産業利用
研究会

開始年度 平成21年度 平成19年度
開 催 数

（来場者数）
年1回

（150名程度）
年数回

（50～100名程度）
顧客ターゲット 大学、企業など 企業
目　　的 主に産業利用ニーズの顕在化 産学連携活動の興隆

発表内容 最新の研究開発内容および技術動向、さらには今後の産業応用
展開等（テラヘルツ研究会については見学会も開催）

発 表 者 産学の研究者・技術者 大学、企業技術者

開催形態 公開 会員登録が必要
（無料）
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JST地域事業15年史

JSTイノベーション
プラザ広島

竹 林 　 守 髙 田 忠 彦

総館長 館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

職　名 氏　名
総館長 竹林　　守
館長 髙田　忠彦
事務局長 渡辺　信彦
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 梶岡　　秀
事務参事 池神　　勝
科学技術コーディネータ 山岡　秀明
科学技術コーディネータ 上村　達男
科学技術コーディネータ 宇ノ木　賢一
科学技術コーディネータ（ブランチ岡山） 沖永　康男
コーディネートスタッフ 澤山　和歌子
シーズスタッフ 金子　真澄
事務員 迫田　みゆき
事務員 古川　恵子

ノベーションプラザ広島の概要JSTイノ

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
竹林　守（委員長） JSTイノベーションプラザ広島　総館長 京極　秀樹 近畿大学　工学部長
石田　文典 広島県　産業振興部長 中野　直文 財団法人ちゅうごく産業創造センター　専務理事
岡本　哲治 広島大学　理事・副学長 光本　和臣 公益財団法人ひろしま産業振興機構　副理事長
曽良　達生 岡山大学　理事・副学長 湯浅　憲義 中国経済産業局　地域経済部長

中国地域は、化学や鉄鋼等の基礎素材型産業や自動車・
造船等の加工組立型産業の集積など、ものづくり産業に強
みを有している。また、近年、各自治体の積極的な取り組
みもあって、電気・電子産業等への進出が着実に進んでき
てはいるものの、今後飛躍的発展の期待できるバイオ、製
薬業の基盤は必ずしも強固ではないのが実状である。
一方、大学等研究機関は本地域に相当数あり、優れたシ
ーズも散見されるため、これらを新たなビジネスシーズや新
規事業の創出につなげていく取り組みが強く求められていた。
こうした背景のもと、プラザ広島では、地域の大学等の
有望なシーズを起点とした産学連携によるイノベーション
創出をシームレスに支援するコーディネート活動を展開し
てきた。
具体的には、シーズの「発掘」・「展開（マッチング、各
種実用化制度への橋渡し）」・「育成」をコーディネート活
動のメインストリームとし、これらについて、地域関係機
関との連携を年々拡充しながら、きめ細かく推進してきた。
また、一般市民向けに科学教室を開催するなどして、科
学技術の「理解増進」活動にも取り組んできた。

【主な活動】
（1）シーズの発掘
・ シーズの掘り起こしに向けた公募事業説明会、個別相談、
応募支援、研究室訪問等を中国地域各地で精力的かつき
め細かく展開。公募事業説明会では、プラザ広島オリジ
ナルツール「これはいただき！」によるガイダンスを実
施し、申請書作成能力の向上に向けた啓発活動も推進。

（2）シーズの展開
・ 地域の関係機関と次フェーズ展開を支援するためのスキ
ームを構築し、マッチングや公募事業へのつなぎ込みを
連携して支援。
・ その他、各県の関係機関との個別連携や、コンソーシア
ムへの参加による広域連携への取り組みを展開。

（3）シーズの育成
・ 育成研究等の産学官連携による研究開発プロジェクトを
きめ細かく支援。具体的には、四半期ごとの進捗管理、
知財・事業化支援、終了プロジェクトの次フェーズ展開
支援、成果発信等を積極的に実施。

（4）理解増進
・ 自治体や関係機関とも連携しつつ、科学教室（出前講座）
や知財セミナー等を中国地域各地で開催し、科学コミュ
ニケーションの推進や科学技術リテラシーの向上に資
する活動を展開。

〒739-0046　広島県東広島市鏡山三丁目10-23
TEL：082-493-8235　FAX：082-493-8236
開館年月日：平成13年11月28日
担当地 域：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
■JSTイノベーションブランチ岡山
岡山県岡山市北区津島中一丁目1-1（岡山大学内）
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Ⅳ．JST地域事業と実績

係機関と「連携スキーム」を構築地域関係

はいただき！」をリリース「これは

地域産学官連携功労者表彰」を受賞「中国地

・ 平成20年度より、シーズ発掘試験の申請書作成の参考
資料として、「これはいただき！（申請書書き方事例）」
と題したプラザ広島オリジナル小冊子（写真下）を作成
した。
・ 査読者の評価ポイントを踏まえた申請書作成のコツや注
意点（写真中央）、提出前の自己チェックシート（写真
右）を掲載した。中国地域の各研究機関における草の根
レベルでの募集説明会や個別相談の際、プラザ広島が当
該資料を活用してガイダンスを行い、制度利用者（研究
者やコーディネータ）から好評を得た。

・ 第4回「中国地域産学官連携功労者表彰」（平成22年6
月）において、島根大学の藤田恭久教授が代表を務めた
「酸化亜鉛系薄膜成長用MOCVD装置の開発」（育成研
究）のプロジェクトメンバー一同が「共同研究・技術移
転功労賞」を、プラザ広島およびブランチ岡山のスタッ
フ一同が「コーディネート功労賞」をそれぞれ受賞した。
・ 同賞は、中国地域の産学官連携を推進する75機関（大学、
自治体、産業支援機関等）による「中国地域産学官コラ
ボレーション会議」で産学官連携の推進に大きな貢献を
した活動や研究成果を表彰するものである。
・ 藤田プロジェクトは、酸化亜鉛系の単結晶薄膜の大面積
作成が可能で量産に適したMOCVD装置を世界に先駆
けて開発したことが評価された。また、プラザ広島は、

・ この取り組みの目的は、優れた採択事例の申請書を分析
し、記載すべき要件の整理を促すことで説得性の向上を
図り、あわせて、制度利用者の申請書作成能力のレベル
アップを図ることにある。
・ また、この取り組みにより、せっかくの有望課題が申請
書の書きぶりや不備によりマイナス評価となることを
未然に防止する効果も狙っている。
・ 当該啓発活動を通して、各機関のコーディネータとの連
携も図りながら、良い課題が正当に評価され、実用化ま
でシームレスに展開できるよう側面支援を実施している。

上述の取り組み等に代
表される地域密着型の
地道なコーディネート
活動により、中国地域に
おける産学官連携によ
る研究開発の裾野拡大・
成果展開に貢献したこ
とが評価された。

・ 財団法人ちゅうごく産業創造センターおよび公益財団法人ひろしま産業振興機構といった地域の産業支援機関と連携ス
キームを構築し、互いのコーディネータが協働して、シーズ発掘試験の有望課題を各機関が運営する研究会やマッチン
グ事業等へつなぎ込む取り組みを行っている。

連携機関 連携事業 取り組み内容、成果
ちゅうごく産業
創造センター 新産業創出研究会 シーズ発掘試験終了後の有望課題を協働してスクリーニングし、事業化の視

点から課題の解決を図る研究会に橋渡し
ひろしま産業
振興機構 技術シーズ発掘事業 シーズ発掘試験終了課題を中心に協働して、マッチング支援すべき課題を抽

出、企業団による研究室訪問実施

・ シーズ発掘試験には、他のプログラムと同様に外部の有識者による採択時の事前評価と終了後の事後評価があるが、本
取り組みは、それら評価に加えてプラザ広島の科学技術コーディネータと地域の関係機関のコーディネータによるスク
リーニング（目利き）を行い、合わせてこれらの「4つのフィルター」を通すことで、より効率的に有望な課題を次の
ステージに引き上げていこうとするものである。

左　： 「これはいただき！（申請書
書き方事例）」と題したプラ
ザ広島オリジナル小冊子

　　　（表紙）
中央：申請書作成のコツや注意点
右　：提出前の自己チェックシート
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JST地域事業15年史

JSTイノベーション
プラザ福岡

持 田 　 勲

館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

職　名 氏　名
館長 持田　　勲
事務局長 中田　一隆
技術参事 福本　尚德
事務参事 丸田　丈喜
科学技術コーディネータ 末松　正典
科学技術コーディネータ 堀　　伸明
科学技術コーディネータ 元村　直行
コーディネートスタッフ 遠藤　勝也
シーズスタッフ 田中　のり子
事務員 森　由貴子
事務員 西川　良子

ノベーションプラザ福岡の概要JSTイノ

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
持田　　勲
（委員長） JSTイノベーションプラザ福岡　館長 松家　　繁 財団法人福岡県産業・科学技術振興財団　

専務理事
坂梨　正雄 社団法人九州経済連合会　常務理事 松本　友行 福岡市　経済振興局長
塚元　憲郎 福岡県　商工部長 安浦　寛人 九州大学　理事・副学長

JSTイノベーションプラザ福岡の担当地域は、工業・商
業が中心の福岡県から、工業と農業・水産業のバランスが
取れた熊本県、農業・水産業が中心の長崎県・佐賀県、観
光県である沖縄県と各県ごとにバラエティに富んでいる。
そこで、担当する各地域におけるクラスター形成やイノ
ベーション創出、産業振興のための環境整備に貢献するた
め、担当地域における現状、ポテンシャル、地域特性を把
握した上で、大学等の持つ独創的な研究成果を企業や社会
ニーズに適合させて、企業化に向けて育成してきた。その
際には、課題に関係する地域の大学・高等専門学校、公設
試験研究機関（以下、公設試）、自治体等のコーディネータ、
知的財産部門職員等と連携して、JST、文部科学省、経済
産業省等の政府関係機関、自治体およびその関係機関等が
実施する公募制度の中から、各々の研究段階に適合する制
度を紹介し、応募を勧め、採択に向けて支援を行った。
以上のように、地域の要望に密着したコーディネート活
動を通じて、地域における産学官連携を積極的に推進して
いる。

【主な活動】
（1 ）大学・高等専門学校、公的研究機関の研究者の実用
化に向けた研究開発の支援
　① 研究者に実用化のマインドを持って、基礎基盤研究
に取り組むよう研究者に助言

　② 組織的連携研究の醸成
　③ JST資金による研究の支援
　　・研究進展・実用化への道筋についての支援、助言
　　・他の研究資金への橋渡し
　　・企業とのマッチング、共同研究進展への助言
（2）企業ニーズ、シーズ開発マインドの把握
　① 支援する研究機関の研究へ反映
　② 産学連携への助言・推進
（3）地域の研究開発振興
　① 地域の課題、計画の醸成、研究支援・助言
（4）産学官連携の強化による地域研究開発の振興

〒814-0001　福岡県福岡市早良区百道浜3丁目8-34
TEL：092-851-8169　FAX：092-851-8230
開館年月日：平成13年11月30日
担当地 域： 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、沖縄県



代表的・特徴的な取り組み事例

Ⅳ

Ⅳ．JST地域事業と実績

答の液晶ディスプレイと高速応答
チON-OFFで調光が可能なフィルムの開発スイッチ

連携の強化による地域研究開発の振興産学官連

協力した理解増進活動の推進地域と協

研究者：九州大学　菊池　裕嗣　教授
課題名：高速・ラビングフリー液晶表示材料の開発（平成18～20年度）

・ 九州・沖縄地域においては、九州経済産業局が主催する
九州沖縄地区国立大学地域共同研究センター長会議、各
県工業系公設試が参加する九州沖縄地域産業技術連携
推進会議が以前より設置されており、それらの会議に参
加することで、JST事業の紹介・浸透を図っている。
・ さらに、平成21年度に各地域の産学官の各機関が参加
する九州イノベーション創出促進協議会、沖縄地域イノ
ベーション創出協議会が九州経済産業局および内閣府
沖縄総合事務所により設置され、プラザ福岡はいずれに

・ 平成18年度より、福岡市教育委員会の科
学わくわくプラン事業として同委員会と
共催で、科学わくわく教室、科学わくわく
コンテスト、小学生ロボットサッカー大会
を実施した。
・ 平成21年度より、長崎大学の教員組織の
NPOとの共催で、8月末に長崎県伊王島
において「小学生のための科学実験教室　
サイエンスキャンプ」を開催した。
・ いずれも好評であり、特に科学わくわく教
室は1回約100名で当日3回開催してい
るが、毎年3倍の参加希望者がいるため、
毎年抽選での参加となっている。

も参加している。
・ また、プラザ福岡からの働きかけにより、九州経済産業
局が地域内にある政府系R&D支援機関が一堂に会する
九州地域R&D支援機関連絡協議会を定期的に開催して
おり、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）や独立行政法人中小企業基盤整備機構等
と情報交換・意見交換を実施し、共同で施策広報リーフ
レットを作成・配布するなど、横の連携を図っている。

現在の液晶ディスプレイは、低電圧駆動を特徴とするが、応答
が遅く配向処理が不可欠などの問題も抱えている。本プロジェク
トでは、光学的に等方性の液晶相を用い、従来の液晶ディスプレ
イの問題である低応答速度や煩雑な製造プロセスを革新的に改善
できる新規液晶表示材料の開発を行った。新規に開発した材料に
より、配向処理を一切行わず、従来の液晶表示材料より1桁程度
高速の表示が可能であることを実証した。また、電場OFF-ON
により光散乱－光透過の可逆的スイッチングを示す調光フィルム
の高耐久化も検討し、キセノンランプを用いた加速試験で高耐久
性・偏光板フリーの光シャッターフィルムの開発にも成功した。
（写真上、写真下）
当初からの共同研究企業であるチッソ石油化学株式会社、日油
株式会社、株式会社正興電機製作所のうち、正興電機製作所で光
散乱制御型調光フィルムの事業化を推進し、フィルムの受注生産
体制を整えるなど、本格的な製品化に向けて着実に進行している。
一方、本プロジェクトでは、テレビ等の画像表示装置への展開
を図るため、プラザ福岡のコーディネート活動により研究期間途
中で株式会社日立製作所、セイコーエプソン株式会社が参加した。
現在は、研究開発資源活用型において、引き続き株式会社チッソ、
チッソ石油化学株式会社と共同で液晶表示材料の研究開発を実施
している。

高耐久性・偏光板フリーの光シャッターフィルム
（上　OFF：白濁、下　ON：透明）

上：科学わくわく教室
右：小学生ロボットサッカー大会
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JST地域事業15年史

JSTイノベーション
サテライト岩手

平 山 健 一

館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

職　名 氏　名
館長 平山　健一
事務局長 箭野　　謙
技術参事 藤澤　久一
事務参事 久保　善嗣
科学技術コーディネータ 貫洞　義一
科学技術コーディネータ（青森県） 　木村　公美※

科学技術コーディネータ（秋田県） 　湯瀬　栄一郎※

科学技術コーディネータ（岩手県） 　佐藤　　亮※

シニア科学技術コーディネータ 　野呂　　治※

コーディネートスタッフ 富樫　昭典
シーズスタッフ 大澤　園代
シーズスタッフ 高橋　　翼
事務員 佐々木　理恵

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
平山 健一（委員長） JSTイノベーションサテライト岩手　館長 熊谷　祐三 岩手県商工会議所連合会　副会長
井上　　浩 秋田大学　理事・副学長 斎藤　淳夫 岩手県　商工労働観光部長
岩渕　　明 岩手大学　理事・副学長 猪内　正雄 岩手大学　名誉教授（元理事・副学長）
加藤　陽三 弘前大学　理事兼副学長

ノベーションサテライト岩手の概要JSTイノ
JSTイノベーションサテライト岩手の対象地域である
北東北地域3県は、経済活動の指標が低位であることに加
え、人口減少率や老齢化率等が全国でも極めて高いなど厳
しい状況にある。
これを克服すべく北東北地域を挙げて自動車産業や半導
体産業の集積を目指し活動してきたが、リーマンショック
以降、地域の自治体の財政状況は厳しさを増している。こ
うした状況のもと、サテライト岩手では、担当地域の大
学・自治体等との連携を図り、地域におけるイノベーショ
ン創出を総合的に支援してきた。
開館当初と比較すると、研究開発支援やコーディネート
活動といったサテライト岩手の地道な活動により、地域の
産学官連携を推進するための基盤が徐々に構築されつつあ
る。

【主な活動】
（1 ）地域の大学等の研究シーズの発掘・育成から、地域
企業等への技術移転・企業化に向けた研究開発の支援。

（2 ）「先端的・大企業型・グローバル的」科学技術のみな
らず、地域に根ざした「日常生活指向的・中小企業型・
ローカル的」で第一次産業の活性化、安全安心、環境
保全につながる新しい科学技術についても、研究開発
の育成を支援。

（3 ）シーズ・ニーズのマッチングのための、地域に偏り
のないきめ細かなコーディネート活動、県域内および
北東北地域全体の産学官連携を推進するための基盤作
り。

（4 ）サテライト岩手独自の活動や地域におけるJSTの諸
事業（科学技術の理解増進活動・科学技術情報の普及
活動）への協力。

（5 ）文部科学省等の科学技術関連施策等の紹介。

〒020-0852　岩手県盛岡市飯岡新田3-35-2
岩手県先端科学技術研究センター内
TEL：019-635-0727　FAX：019-635-0818
開館年月日：平成17年12月9日
担当地域：青森県、秋田県、岩手県



代表的・特徴的な取り組み事例

Ⅳ

Ⅳ．JST地域事業と実績

全型農業を救うITベンチャー企業：環境保全
理のベンチャー企業が地域ニーズに応え「製品化」画像処理
トワークシステム（INS）で培った連携力を農工で発揮～～岩手ネット

学官連携ネットワークの活性化を目指して地域産学

調整役機関：岩手県農業研究センター
実施企業：有限会社イグノス
参画機関：岩手県農業研究センター
課題名： 「デジタル土壌養分分析システムの開発」

（地域ニーズ即応型：平成20～21年度）

北東北地域イノベーションフォーラムを開催（年一回）
・ 北東北三県を年一回持ち回りで開催し、開催に当たって
は地域の産学官連携イベントと同時開催することとした。
シーズとニーズのマッチングを目的とした企画に対し、
参加機関は当初の4倍超に増え、企業も出展するように
なった。

第1回秋田県秋田市　併催行事
 「あきた産学官連携フォーラム」（発表シーズ18、参加
機関9、参加者150）　平成19年11月13、14日
第2回青森県青森市　併催行事
 「あおもり産学官金連携フォーラム」（発表シーズ30、
参加機関19、参加者数120）　平成21年1月27日
第3回岩手県盛岡市　併催行事
 「いわて産学官連携フォーラム（リエゾンI）」（発表シー
ズ50、参加機関28、参加者250）　平成21年11月
12日
第4回秋田県秋田市　併催行事
 「あきた産学官連携フォーラム」（発表シーズ・ニーズ
49、参加機関38、定員170）　平成22年11月13日
第5回青森県青森市（予定）

地域産学官連携ネットワークへの参画
・ 平成3年頃にできた「岩手ネットワークシステム
（INS）」※1や平成20年度に設立された産学官連携にか
かる円卓会議「いわて未来づくり機構」※2（代表発起人：
岩手県知事・岩手県商工会議所連合会会頭・岩手大学学
長）に参加し、総会・部会等を通じ地域における産学官
連携の推進を積極的に働きかけている。
・ 青森県の「ひろさき産学官連携フォーラム」※3や秋田県
の「産学官連携調整会議」※4等に参加しネットワークを
広げている。協力科学技術コーディネータと共に大学や
企業訪問を実施するなど、ネットワークを活用している。

安全・安心への関心が高まる中、環境に配慮した農業が
求められている。
農業生産において土壌分析は必須で、岩手県内のみで年
間1万1千件以上実施されている。だが、専門分析装置に
よる土壌診断は、費用面で一検体あたり数千円と高コスト
であり、結果がわかるまで数週間かかるなど課題を抱えて
いた。
地域の大学等と共同研究を進め、IT技術をベースに起
業した有限会社イグノスと悩みを抱える農業関係者が出会
った。科学技術コーディネータ等が実用化に向けた開発を
加速するために「地域ニーズ即応型」を紹介し申請を支援
した。採択後、岩手県農業研究センターが持つ土壌データ
ベースに基づいて土壌養分をスキャナ分析をするシステム
の構築および製品化に成功し、現在、同社より販売されて

いる。
本技術「簡易土壌分析システム」の活用により、①大型
装置や特別な施設は不要、②分析や操作の習熟は不要、③
分析時間（3時間）とコスト（10カ所・5成分を約400円）
を従来の10分の1に低減、④安価で簡易操作なため個別
農家への導入も可能といった点に期待が寄せられている。
なお、平成21年9月岩手県が策定した「岩手県農作物
施肥管理指針」において、同社製品の普及による土壌診断
体制について言及されるに至った。
今後は、農業関係団体等と連携しながら他地域も視野に
入れた展開が期待される。

デジタルスキャナ
ライザー本体

簡易土壌分析研修会
（於　岩手県農業研究センター）

第3回北東北地域
イノベーションフォーラム
（岩手県開催）

第1回北東北地域
イノベーションフォーラム
（秋田県開催）

※1　 岩手県内を中心に科学技術および研究開発に関する人および情
報の交流・活用を活発化し、共同研究を推進し、もって科学技
術および産業の振興に資することを目的とした任意団体。

※2　 岩手県における自治体、産業界・経済界、学術・教育機関など
が連携と協働を強化し、地域の自立と活性化などに向けて、智
慧と行動力を結集することを目的とした団体。

※3　 弘前地域を中心に産学官連携による共同研究を推進するための
企業・大学・公的研究機関・行政・金融機関等による連携・交
流組織。

※4　秋田県の産学官連携関係機関の定期的に開催される連絡会。
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JSTイノベーション
サテライト茨城

後 藤 勝 年

館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

ノベーションサテライト茨城の概要JSTイノ
茨城県には日本を代表する研究学園都市のつくば市があ
る。茨城県ではつくば地域を中心とした研究シーズと県内
企業の技術をマッチングし、新技術開発を促進させること
を目的として、プラザ・サテライトの誘致活動を行った。
その結果、茨城県つくば市に、関東地方としては初めての
JSTサテライトが設立された。
開館当初は、1都5県という広範囲な対象地域をもれな
く活動してきたが、「集中と選択」という言葉に象徴され
るように、活動の重点化を図ったほうが地域産業の発展に
貢献できると考えた。そこで、各県の特色に配慮したメリ
ハリのある活動に方針を転換した。その結果、着実に、各
種の研究資金助成制度への橋渡しや企業とのマッチングに
成果が上がりつつある。
また、シーズ発掘試験等の公募時には莫大な数の課題に
対応する必要があった。そこで、申請・採択業務の自動
化・半自動化を図ることを目的に課題評価システムや応募
課題振り分けシステムを構築・導入するなど、独自の工夫
を重ねてきた。その結果、効率的な作業が可能となり、研
究者への支援により重点を置くことができた。このシステ
ムは現在JSTの他の事業でも導入されている。

【主な活動】
（1 ）シーズ発掘試験等の各助成制度を利用することにより、
地域の大学等の研究シーズ発掘・育成から、企業等へ
の技術移転・企業化に向けた研究開発を支援。

（2 ）特に育成研究には多額の研究資金が提供されるため、
採択から各プロジェクトの支援に対して戦略的に取り
組んでいる。具体的には、次の3点である。
・ 代表研究者とサテライト茨城の意思統一、およびマー
ケットを意識した研究開発を進めるため、戦略会議を
創設。
・ プロジェクトごとにロードマップを作成し、研究開発
の進捗管理を実施。
・ 館長やアドバイザーを対象にした半期、年度末報告会
を開催し、各プロジェクトに対してアドバイスを実施。

（3 ）シーズ・ニーズのマッチングのため、各研究会の講
演会や研究成果発表会での各研究者からの発表、シー
ズ発掘試験の成果集作成等、工夫を凝らした活動を実施。

（4 ）理解増進活動の一環として、「わくわくサイエンスス
クール」、「つくば科学フェスティバルでの実験・工作
教室」、「サイエンスカフェ」等を実施。

〒305-0047　茨城県つくば市千現2-1-6
つくば研究支援センターA棟3F
TEL：029-898-9533　FAX：029-898-9663
開館年月日：平成18年10月10日
担当地 域： 茨城県、栃木県、千葉県、埼玉県、

神奈川県、東京都
■JSTイノベーションブランチ千葉
千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33（千葉大学内）

職　名 氏　名
館長 後藤　勝年
事務局長 山下　昌二
技術参事 神谷　靖雄
事務参事 松丸　智昭
科学技術コーディネータ 岸　　敦夫
科学技術コーディネータ（茨城県） 宮本　　宏
科学技術コーディネータ（ブランチ千葉） 小柏　　猛
コーディネートスタッフ 山本　奈美
シーズスタッフ 沼尻　可奈子
シーズスタッフ 岡田　絵美
事務員 白川　百恵

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
後藤 勝年（委員長） JSTイノベーションサテライト茨城　館長 中山　充史 財団法人千葉県産業振興センター　理事長
市原　健一 つくば市　市長 馬場　敬信 宇都宮大学　理事
小玉　喜三郎 独立行政法人産業技術総合研究所　特別顧問 福田　敬士 茨城県　商工労働部長
瀧田　宏樹 筑波大学　名誉教授 松田　智明 茨城大学　理事／副学長
竹中　登一 アステラス製薬株式会社　代表取締役会長
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工大学発：タンパク質活性フラグメントの大量合成技術東京農工

ーズのマッチング・橋渡しのモデル化研究シー

くサイエンススクール」による理解増進活動の推進「わくわ

研究者：東京農工大学　千葉　一裕　教授
課題名： 合成ワクチン・抗体医薬「 物質」合成法の開発

（平成21～23年度）

育成研究、シーズ発掘試験等の各研究成果について産業
化を推進するため、次の活動についてはモデル化を図り、
マッチング等の活動を引き継ぎやすいようにした。
・ 各研究会の定例講演会にて、研究者に成果発表の場を与
えてマッチング等を行っている。その結果、育成研究
「白井プロジェクト」の研究成果が住友精密工業株式会
社との共同研究開始につながった。
・ 研究成果発表会を実施し、マッチング等を行っている。
その結果、千葉大学　椎名准教授の「ポータブル  OCT
スキャナー」の成果が複数の企業との共同研究に発展し
た。
・ シーズ発掘試験の研究成果を、企業側にわかりやすく提
供できる内容にまとめた。それを冊子体にして案内する
だけでなく、サテライト茨城のHPでも閲覧・検索を可
能にした。

平成21年度からつくばエキスポセンターとサテライト
茨城が共同で「わくわくサイエンススクール」を開始した。
本スクールでは、小学校高学年を対象に企業等が取り組ん
でいる課題について、工作と体験を通じた学習を行ってい
る。
・ 第1回目は日産自動車株式会社から「水素自動車」につ
いて、第2回目は株式会社村田製作所から「ロボット」
について、本スクールを実施した。多くの子どもたちが
学習できたとともに、地元マスコミにも大きく取り上げ
られた。
・ 本スクールに関心を持った「つくば市」が合同して行い
たいとの強い要望があった。このため今後は、つくばエ
キスポセンター、つくば市、サテライト茨城の3機関合
同で実施することになった。

平成17年度　シーズ育成試験、平成18年度産学共同シーズイ
ノベーション化事業（顕在化ステージ）において、本課題につなが
るプロセス技術を開発した。その成果がサテライト茨城の目に止ま
り、育成研究の応募支援を行った結果、平成20年度募集の育成研
究の採択につながった。
従来技術では、タンパク質の活性フラグメント部分については、
立体構造を制御した形でつくることは極めて困難であった。本技術
の逆ミセル反応法を導入することにより、安価で迅速かつ自在に立
体構造の制御が可能なフラグメントを作成できる。現在、その合
成・製造の要素技術を確立し、検証作業を行っている。
また、JSTでは次のとおり、本技術に関する権利化支援も行って
いる。
・ JSTが所有（発明者：千葉氏）している基本特許を、共同研究企
業JITSUBO株式会社に再実施権付通常実施権を許諾した。
・ 海外出願（アメリカ、スイス、インド）についても出願支援した。
・ 現在、サテライト茨城の技術参事、科学技術コーディネータが中
心になり、知的財産の戦略を構築している。
本技術は、医薬品の開発コストを大幅に削減できる技術である。
そのため、日本の高齢化社会で問題になる医療費の削減が期待でき
る。

「わくわくサイエンススクール
～燃料電池自動車編～」の様子

平成21年度シーズ発表会 in いんざいの様子

従来技術（固相合成法）

従来技術ではでき
ない、有利な反応
環境が形成可能

逆ミセル反応法
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JSTイノベーション
サテライト新潟

西 口 郁 三

館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

ノベーションサテライト新潟の概要JSTイノ
JSTイノベーションサテライト新潟の担当地域である
新潟県、群馬県は、ともに工作機械、金属加工などを中心
とした製造業でかなりの産業規模を有している。また、新
潟県では稲作を中心とする農業および水産業、群馬県では
畜産業などの第一次産業も盛んである。しかしながら、中
国をはじめとする新興国から国際競争の圧力を受け、県外
あるいは海外への産業流出の危機感は強い。
そのような現状をふまえ、ものづくりを支える技術の高
度化、新技術の実用化による新規事業の創出、技術革新に
よる経済活性化が期待されている。サテライト新潟では、
自治体等との円滑な連携を図り、担当地域内の大学や高等
専門学校、公設試験研究機関（以下、公設試）で開発、蓄
積された独創的な優れた科学技術のシーズや成果を、地域
の特徴的次世代産業技術へ育成・発展させ、新規事業の創
出による地域経済の活性化に結び付けることを目指して活
動している。
【主な活動】
（1 ）「シーズ発掘試験」「地域ニーズ即応型」「育成研究」
における研究開発の支援およびその成果の普及。

（2 ）担当地域の大学や公設試の研究シーズ発掘・育成から、
地域企業等への技術移転・企業化に向けた研究開発の

支援のため、JSTを中心とする各種支援制度の紹介な
らびに申請支援。

（3 ）大学や公設試のシーズと企業ニーズのマッチングの
ため、1シーズ対1ニーズのコーディネート活動を実施
するとともに、「コアグループ」を中心とした組織対応
として地域産学官連携システムの構築。

（4 ）科学技術の理解増進活動、科学技術情報の普及活動
のため、担当地域内大学や県と協力して、「科学とみん
なの広場」などの小中学生向けイベント開催を実施。

〒940-2127　新潟県長岡市新産4-1-9
NICOテクノプラザ2階
TEL：0258-21-0250　FAX：0258-21-0257
開館年月日：平成17年11月30日
担当地 域：群馬県、新潟県

職　名 氏　名
館長 西口　郁三
事務局長 山田　　寛
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 山田　昭博
事務参事 山田　信夫
科学技術コーディネータ 大重　稿二
科学技術コーディネータ 米本　　正
科学技術コーディネータ（群馬県） 　藤村　　聡 ※

科学技術コーディネータ（新潟県） 　宮下　孝洋※

コーディネートスタッフ 徳長　　靖
事務員 藤田　志津代

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
西口 郁三（委員長） JSTイノベーションサテライト新潟　館長 嶽岡　悦雄 新潟県工業技術総合研究所　所長
品田　　満 長岡市　商工部長 平塚　浩士 群馬大学　理事・副学長
仙石　正和 新潟大学　理事・副学長 武藤　睦治 長岡技術科学大学　理事・副学長
高井　盛雄 新潟県　産業労働観光部長

イベント開催風景「科学とみんなの広場」
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術科学大学発：長岡技術
代電子部品用の有機物被覆ナノ粒子量産装置を開発」「次世代

応としての地域産学官連携システムの構築組織対応

研究者：長岡技術科学大学　新原　 一　特任教授、末松　久幸　教授
課題名：「有機物被覆ナノ粒子量産用パルス細線放電装置開発」（平成17～19年度）

一般的なコーディネート活動としては、1研究者のシー
ズと1企業のニーズとの1対1のマッチング活動が中心と
なるが、サテライト新潟では、それに加えて組織対応とし
ての地域産学官連携システムの構築を進めている。具体的
には、関連する複数の研究者達が企業ニーズの受け皿とな
るまとまりとしての「コアグループ」として機能するよう
に、既存の研究者グループや研究会へ働きかけるとともに、
新たな研究者グループの形成を支援してきた。その結果、
担当地域内の国立大学に右のような「コアグループ」が機
能しはじめている。この取り組みにより、1研究者だけの
場合よりも幅広く継続的な応用展開が期待される。
この「コアグループ」へ企業ニーズを引き出すことを狙
いとして、JST産学連携展開部が主催する『産から学への
プレゼンテーション』を積極的に活用して、担当地域以外
も含めた企業情報の収集に当たり、次の市場をにらんだ適
切なニーズを「コアグループ」に紹介するマッチング活動
を行ってきた。その結果、企業と「コアグループ」のフラ
ンクで横断多角的な意見交換の場が設定される事例（企業
3社と計5回実施）も出てきた。

地域主要大学における「コアグループ」
●群馬大学（既存研究会の活用）
・各研究会のメンバー
　 ファイブロバイオ、カーボン材料創成、次世代エコエネ
システム、次世代EV、ケイ素科学技術、アナログ集積
回路など

・医工連携研究会メンバー
　　［前橋工科大学システム生体研究者含む］

●新潟大学（既存グループの活用）
・地域連携フードサイエンスセンターのメンバー
・生体材料・医用デバイス研究センターのメンバー

●長岡技術科学大学（新規グループの形成）
・統合型プロジェクト研究者ネットワーク
・微生物・バイオマス・環境関連研究グループ
　　［長岡工業高等専門学校、新潟薬科大学の研究者含む］
・物質・材料系＆機械系研究者グループ

平成17年度から19年度までの3年間実施した育成研
究「有機物被覆複合ナノ粒子量産用パルス細線放電装置開
発」において、パルス細線放電法を利用して、数nm～数
十nmサイズの有機物被覆ナノ粒子を高エネルギー変換効
率にて製造する量産用装置を開発した。この装置により製
造されるナノ粒子は、有機物被覆されているため酸化され
にくく安定性が高い特徴があり、積層セラミックコンデン
サー用導電ペースト粒子やナノ加工用ウエットブラスト粒
子などの次世代電子部品の基盤材料として広く応用が期待
される。また、希少資源であるレアメタル代替材料開発の
基礎材料としても有望である。
本研究での開発技術を基にして、平成22年5月にベン
チャー企業「株式会社パルメソ」（松原亨代表取締役社長）
が設立され、主に電子部品用材料として、有料または無料
で有機物被覆PWD（Pulse Wire Discharge）ナノ粒子
のサンプルを広く提供するとともに、近日中に販売予定で
ある。
長岡技術科学大学と、サテライト新潟とは密接な連携を
取りつつ、同大学の末松氏や中山忠親准教授が中心になり、
さらなる研究を継続、発展させている。また、平成22年
2月に開催された第9回国際ナノテクノロジー総合展・技
術会議のJSTブースへの出展支援や開発中に出願された
特許の審査請求に関する協力なども実施している。

ナノ粒子製造装置

ナノ粒子SEM写真
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JST地域事業15年史

JSTイノベーション
サテライト静岡

徳 山 博 于

館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

ノベーションサテライト静岡の概要JSTイノ
◎基本活動理念
「地域にイノベーションの風土を『醸成』する。」
担当する静岡県、山梨県、長野県の3県は、産業的にも
茶産業、食品産業から精密機械、輸送機産業まで非常に多
岐にわたっており、優れた研究成果を展開できる素地を十
分に持っている。
地域産学官各組織が、特徴ある新技術を新産業へと発展
させるために必要な地域の問題意識を共有し、ある
べき姿を議論し、解決に向けた役割を認識して、「自
律的、自発的に」行動することが地域イノベーショ
ンに必須であると認識し、その「素地を形成（＝風
土を醸成）」することを第1目標に掲げた。

◎活動概況
「イノベーションがわきあがる『現場』に立脚した最
適な方法を構築」
各スタッフが、研究開発テーマの発掘、育成、支援、
展開、および事務支援の現場も含めて、担当3県の産
学官各組織の「現状」を直視して、地域の自発的な
行動に最もつながるような関与を模索した。事務担
当者も含め、各組織の実務者とともに行動し、問題
点を把握するとともに、実地でプロジェクト支援を
共同で実施していくことを信条とし、地理的ハンデ
がありながらも、担当3県をきめ細かく訪問した。

【主な活動】
（1 ）各種研究開発制度提案の支援
（2 ）有望な研究成果、および研究者に対する方向性の検討
（3）採択課題のプロジェクト運営支援
（4）地域各機関と連携したマッチング会等の企画
（5 ）産学官連携活動（拠点事業等）における調整・企画支援
（6）地域における科学技術理解増進活動

〒432-8561　静岡県浜松市中区城北3-5-1
静岡大学イノベーション共同研究センター2F
TEL：053-412-2511　FAX：053-412-2520
開館年月日：平成18年10月30日
担当地 域：静岡県、山梨県、長野県

職　名 氏　名
館長 徳山　博于
事務局長 二階堂　知己
技術参事 前川　泰昭
事務参事 木俣　義雄
科学技術コーディネータ 芹澤　　実
科学技術コーディネータ 鈴木　康之
科学技術コーディネータ（静岡県） 　前田　勝美※

コーディネートスタッフ 前波　晴彦
シーズスタッフ 櫻井　三夏
シーズスタッフ 鈴木　道子
事務員 松本　美智子

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
徳山 博于（委員長） JSTイノベーションサテライト静岡　館長 三浦　義正 信州大学　理事／副学長
田中　正男 山梨大学　理事 柳澤　　正 静岡大学　理事／副学長
津田　　紘 財団法人浜松地域テクノポリス推進機構　理事長 山本　佳英 浜松商工会議所　副会頭
堀川　知廣 静岡県　経済産業部長



代表的・特徴的な取り組み事例
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Ⅳ．JST地域事業と実績

学発：キノコから発見された植物成長調節剤「AHX」静岡大学
リーリング（妖精の輪）」の謎を解明して農作物増産に～～「フェアリ

が同じテーブルで意識共有 産学官が ～「静岡・浜松方式」による連携支援活動

研究者：静岡大学　河岸　洋和　教授
課題名： 新規食品成分を用いた高機能食品と植物成長調節

剤の開発
（育成研究：平成19～21年度）

◎問題意識
サテライト静岡では、担当3県に
おける各種の産学官連携による活動
に携わりながら、地域のイノベーシ
ョン風土醸成に最も重要なポイント
を模索した結果、「プロジェクトに
参加する異なる機関の当事者が、ひ
とつの目的に向けて同じ土俵で考え、
活動する」ことが、極めて重要であ
るという考えにたどり着いた。
これを実現するために、サテライ
ト静岡が主導して、まず当事者全員
が同じテーブルにつき、プロジェク
トの意義や目標、計画、役割分担な
ど意識をフラットな立場で共有する
場を作る「静岡・浜松方式」を創案
し、以後の各種の活動の基本とした。

◎事例
1）有望課題の発掘と育成
 　研究機関において、研究者、企業だけでなく、各機関
のコーディネータ、JSTコーディネータも同席した個別
相談により、提案を作り上げる活動を推進し、プロジェ
クト実施後もその体制を維持している。

2）地域産学官連携活動への参加
 　地域産学官連携拠点（静岡県、長野県）地域産学官共
同研究拠点（静岡県、山梨県、長野県）など、地域全体
の連携活動に参加し、当事者間の意識共有、適切な役割
分担など、一体となった産学官連携活動の維持に貢献し
た。

写真1のように、植物が円形に繁茂することを通称「フ
ェアリーリング」と呼び繁茂部分に「コムラサキシメジ」
というキノコを伴うことが知られていた。本研究によりコ
ムラサキシメジから発見された植物成長調節作用を持つ成
分「AHX（2-アザヒポキサンチン）」は特定の植物のみに
作用するものではなく、多くの植物（穀物や野菜など）に
対して幅広い効果を持ち、例えば「イネ」では約25％の
収量増加をもたらした。
この「イネ」に対するAHXの施用範囲をより詳細に分
析するために、平成21年度シーズ発掘試験（発掘型）「キ
ノコから見出された植物成長調節物質のコメ栽培への応用
展開」に応募し、採択後にAHXが効果を及ぼす施用方法
を検討し、結果としてAHX施用の濃度、時期、期間の影
響が把握できた。
今後、植物の成長調節に関する作用機序の詳しい解明と
対象植物の範囲拡大、圃場レベルでの効果の検証、さらに
企業化を促進するための新たな共同研究先の検討などを行
う。

イネ：収量＋25％

写真3　AHXで米収量増加

写真1　シバに発生した
フェアリーリング

写真2　コムラサキ
シメジ
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JST地域事業15年史

JSTイノベーション
サテライト滋賀

小 林 紘 士

館長 運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

ノベーションサテライト滋賀の概要JSTイノ
JSTイノベーションサテライト滋賀の担当地域は滋賀
県と福井県である。
滋賀県は、環境、健康福祉、観光、バイオ、ITに重点
を置いた産業政策を展開し、住民、県ともに環境意識が高
い。また、長浜地区のバイオに関する県の特別区への指定
や、都市エリア産学官連携促進事業にて医工連携を推進す
る等、新産業の育成を試みている。
福井県は産学官の連携のもと、繊維、眼鏡、機械等の伝
統的な産業の活性化や、それらの産業をベースとした次世
代産業の育成を図っている。また、福井クールアース・次
世代エネルギー産業化協議会を組織し、クリーンで安定し
たエネルギーに関する研究開発・事業化に取り組んでいる。
サテライト滋賀では開館以来、そうした各県の施策や地
域特性を念頭に置いたコーディネート活動や、産学官連携
のための仕組みの整備等により、地域におけるイノベーシ
ョン創出を推進してきた。
開館して4年が経過し、担当地域の大学等研究機関や自
治体とのリレーションも強化され、研究成果や、館独自の
研究会や交流会の場の運営等、活動の成果も具体的な形で
結実してきている。

【主な活動】
（1 ）地域の大学等の研究シーズ発掘・育成から、地域企
業等への技術移転・企業化に向けた研究開発の支援。

（2 ）「先端的・大企業型・グローバル的」科学技術のみな
らず、以下についても、研究開発の育成を支援。
　①一次産業も含めた地域に根ざした産業の活性化
　②環境保全、安全安心につながる新しい科学技術
（3 ）シーズの掘り起こし、企業化のためのシーズ・ニー
ズのマッチング、次ステップの研究支援制度へのつな
ぎ込み等、きめ細かなコーディネート活動を展開。

（4 ）各種研究会や交流会、サイエンスカフェ等、産学官
連携を推進するための地域横断的な基盤作り。

（5 ）科学技術の理解増進活動、科学技術情報の普及活動
および文部科学省等の科学技術関連施策等の紹介と、
地域におけるJSTの諸事業への協力。

〒520-0806　滋賀県大津市打出浜2-1　
コラボしが21　1F
TEL：077-511-1440　FAX：077-511-1441
開館年月日：平成18年11月10日
担当地 域：滋賀県、福井県

職　名 氏　名
館長 小林　紘士
事務局長 朝賀　克栄
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 江田　和生
事務参事 梅村　徹弥
科学技術コーディネータ 北村　佐津木
科学技術コーディネータ（滋賀県） 　倉上　　茂※

科学技術コーディネータ（福井県） 　笠嶋　文夫※

コーディネートスタッフ 青田　容明
シーズスタッフ 八田　真澄
シーズスタッフ 橋本　朋和
事務員 白瀬　愛実

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
小林 紘士（委員長） JSTイノベーションサテライト滋賀　館長 藤井　正男 社団法人滋賀経済産業協会　専務理事
飯田　健夫 立命館大学　副学長 眞弓　光文 福井大学　研究・評価担当理事／副学長
笠松　拓史 滋賀県　商工観光労働部長 村山　典久 滋賀医科大学　理事（経営・産学連携等担当）
仁連　孝昭 滋賀県立大学　理事／副学長
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Ⅳ．JST地域事業と実績

科大学発「アルツハイマー病老人斑の滋賀医科
像化の成功と体外診断薬の可能性発見」MR画像
ベーションサテライト滋賀の知財戦略・事業化支援～～JSTイノベ

フェ井野辺」による、各種データベース整備、「e-カフ
連携に関する情報等の紹介、技術・支援制度応募相談対応産学官連

研究者：滋賀医科大学　遠山　育夫　教授
課題名：アルツハイマー病の新規MR画像診断薬の開発（平成19～21年度）

平成22年9月よりWEB上に「e-カフェ井野辺」を開
設し、産学官連携のための情報広場として、企業や大学関
係者等が、相談等を気軽にできる場を提供している。あわ
せて、サテライト滋賀のシーズ発掘試験についてデータベ

学技術フォーラム、イノベーションフォーラム等の開催地域科学
地域の抱える課題や力を入れている施策と連動させたテ
ーマを設定し、①地域科学技術フォーラム（産学連携を促
進するための地域課題に基づくフォーラム）、②イノベー
ションフォーラム（シーズ発掘試験・地域ニーズ即応型の

成果を中心とした成果発表会）を、毎年滋賀県と福井県そ
れぞれで開催している。研究機関だけでなく企業等からも
多くの参加を得て、マッチング等に活かしている。

ースを利用した研究シーズの検索・閲覧もできるようにし
た。また、JST以外も含めた公募制度情報や、地域の研究
関連イベント情報の紹介等も行っている。

本研究では、MR（核磁気共鳴）画像診断装置により診断可
能なアルツハイマー病MR画像診断薬の開発を実施した。
230個以上の合成展開化合物をスクリーニングし、有望な
新規化合物34個を特許出願した。なかでも開発化合物
Shiga Y-5は老人斑に結合し、強いフッ素NMR信号を示し、
これによりアルツハイマー病モデルマウスでの老人斑の画像化
に成功した。今後臨床応用に向け、さらに研究を推進していく。
サテライト滋賀では、代表研究者に対し全体の方向性に関す
る助言を行うとともに、JST雇用研究員の指導を通じて、MR
画像化および体外診断薬としての可能性発見に大きく貢献した。
また、開発化合物の網羅的な特許出願を強力に推奨し、効果的
な外国特許出願に結びつけた。
研究期間終了後も、BioJapan2010における当館出展ブー
ス内での展示説明等、新たな事業展開の模索や、事業化に向け
た各種事業化支援事業への応募等支援を継続している。

“Shiga Y-5”試薬投与によりMRで検出された
アルツハイマー病モデルマウスのβアミロイド脳内分布
左　： 白く光っている部分が、投与した試薬により検

出された脳内βアミロイドの存在部分。
中央： 脳断面の通常のMR画像で脳の詳細な構造がわ

かる。
右　： 両者を重ね合わせて見ることにより、βアミロ

イドが脳内のどこにどのくらい蓄積している
かがわかる。

環境研究会、コーディネータ交流会等、琵琶湖環
断的な各種会議体の設置・運営地域横断

「担当エリア内の各研究機関・団体等について、横断的・一
体的なものとし、イノベーションの創出及び成果の質を高め
る」ということを目指して活動している。
【活動例】
① 滋賀県内の各研究機関・自治体・企業等の参加を得て、広い
意味での「琵琶湖環境保全」を目的に、地域内の新しい環境
関連産業の創出（グリーンイノベーション）を目指す、「琵
琶湖環境研究会」を組織した。
② 県内各機関コーディネータの、交流（学々連携）、研修、企
業との交流、外部資金獲得の支援等を目的に、「コーディネ
ータ交流会」を開催した。 第1回琵琶湖環境研究会の様子

北海道

プラザ
▼

サテライト
▼

宮城

石川

東海

京都

大阪

広島

福岡

茨城

新潟

静岡

滋賀

徳島

高知

宮崎

岩手

73



74

JST地域事業15年史

JSTイノベーション
サテライト徳島

運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

ノベーションサテライト徳島の概要JSTイノ
【地域の概要】
JSTイノベーションサテライト徳島の対象地域である
東四国地域2県は、経済指標からみて製造品出荷額や県予
算規模などが全国的に見て低い。
しかしながら同地域は、徳島健康・医療クラスターや高
松エリア糖質バイオの研究開発が行われており、産学官連
携のポテンシャルが高い。
【サテライト徳島の取り組み】
○ 東四国地域で両県の振興計画の重点推進分野（徳島県の
ヘルステクノロジー・LEDテクノロジー・フードテク
ノロジー・エネルギーテクノロジー、香川県の糖質バイ
オ・微細構造デバイス等）を踏まえ、地域大学の研究成
果の実用化に向けた研究開発を支援し、地域の新産業創
出を目指した活動を実施してきた。
○ 地域自治体の財政状況が逼迫してきた中、JST地域関連
事業の成果を活用した地域活性化に期待が高まり、担当
地域の大学・自治体等との連携を図り、地域におけるイ
ノベーション創出を総合的に支援してきた。

【取り組みの効果】
開館当初は低かったJSTの認知度が、サテライト徳島
の地道な活動により向上し、その結果、JSTの利用メリッ
トを感じる大学研究者、企業や自治体が増えて、各種技術
相談窓口として機能してきた。

【主な活動】
（1 ）地域の大学等の研究シーズ発掘・育成から、地域企
業等への技術移転・企業化に向けた研究開発の支援。

（2 ）育成研究に係る各研究担当者との頻繁な意見交換に
よる研究進捗の把握と、研究目的の早期達成を目指し
た実用化助言による支援。

（3 ）科学技術コーディネータが主なJST研究資金制度の
位置づけを独自にまとめた「JST事業への道しるべ」
を携えて、研究者や企業等へ足繁く通い、技術相談や
研究シーズ・企業ニーズの調査・収集・マッチングな
どを実施、さらに、企業ニーズ情報「企業プロファイ
ル100 in 東四国」を構築。

（4 ）サテライト高知との合同によるシーズ発表会の四国4
県への拡大や、経済産業省管轄のコーディネータと相
互補完的な連携によるマッチング活動の強化。

（5 ）科学技術の理解増進活動として地元の科学館等と連
携してイベントを行うとともに、サイエンスカフェを
一般人を含めた中高校生向けに開設。

〒770-8506　徳島市南常三島町2-1
（徳島大学　産学官連携プラザ・ベンチャービジネス
育成研究室4階）
TEL：088-611-3117　FAX：088-611-3118
開館年月日：平成18年10月26日
担当地 域：徳島県、香川県

職　名 氏　名
館長 今枝　正夫
事務局長 山岸　恒夫
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 堤　　一彦
事務参事 松原　耕平
科学技術コーディネータ 小倉　長夫
科学技術コーディネータ（香川県） 　中西　　勉 ※

科学技術コーディネータ（徳島県） 　大村　芳正※

シーズスタッフ 篠塚　康雄
シーズスタッフ 多田　陽子
事務員 山根　仁美

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
今枝 正夫（委員長） JSTイノベーションサテライト徳島　館長 田港　朝彦 香川大学　副学長（国際・連携担当）
池田　　修 財団法人四国産業・技術振興センター　理事長 福井　萬壽夫 徳島大学　理事（研究担当）　副学長
佐野　　募 徳島県立工業技術センター　所長 福田　哲也 徳島県　商工労働部長

今 枝 正 夫

館長
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究機関発：養殖用高効率生物ろ過システム地域研究
コーディネータによる密接な技術体系化サポート～～科学技術

学官連携システムの構築地域産学

ンスカフェの実施サイエン

研究者：独立行政法人水産総合研究センター　屋島栽培漁業センター　山本　義久　場長
課題名：養魚用高効率生物ろ過システムの開発（平成19年度）
　　　　廃水ゼロの完全閉鎖循環飼育のための水の再利用技術（平成20年度）
　　　　バイオ水浄化システムを組み込んだ閉鎖循環飼育の開発（平成21年度）

・ 平成20年度に四国産業・技術振興センターが中心となり、
独立行政法人産業技術総合研究所四国センター、四国5
国立大学、四国各県公設試験研究機関などで協議会設立
の構想を策定。
・ サテライト徳島・サテライト高知を含む四国4県内の産
学官25機関により、四国地域イノベーション創出協議
会を平成20年度に設置した。平成22年度現在の会員

・ 平成19年度からサテライト徳島の独自の取り組みとし
て開始したサイエンスカフェは、くつろいだ雰囲気の中
で第一線の研究者の研究に耳を傾け、お茶を飲みながら
科学に親しんでもらうことを目的として、一般市民・中
高校生・大学生を対象に、隔月に開催した。徳島県では
初めての試みでありマスコミでも毎回取り上げられ徳
島大学の名物として定着した。
・ 大学の研究者を招き、毎回違ったテーマで開催し、これ
まで13回開催し、延べ471人の受講者がいる。
・ 当初は徳島県（徳島大学）だけで行われていたが、平成
20年度からは香川県（徳島文理大学香川校）でも“さ
いえんす茶房 in 讃岐”として共催されるようになった。

数は高等専門学校を含め32機関に拡充している。
・ 同協議会では、四国内の中小企業の技術課題の解決支援
や事業化・販路開拓などの支援などの充実強化を図って
おり、サテライト徳島からは科学技術コーディネータが
当該技術課題の解決支援を行う実質組織（タスクフォー
ス）のイノベーションコーディネータとして兼職し、延
べ5課題を手がけ、一翼を担っている。

【背景】
近年の世界的な魚需要の急増する中、乱獲により水産物
資源は減少し、養殖産業の振興が急務である。山本氏は環
境負荷が著しい現状の海面養殖に限界を感じ、環境保全が
図れる陸上養殖への転換を積極的に推進してきた。
【研究の経緯】
平成19～21年度のシーズ発掘試験において実用化の検
討試験を実施し、陸上閉鎖循環飼育システムの中核となる
生物ろ過装置を、サイフォンを利用した間歇ろ過方式を用
いて、高い硝化能力を実現し、メンテナンスフリー化が可
能な技術開発に成功した。現在は6つの研究機関にて本シ
ステムの実証試験を実施している。
本技術により、さまざまな大型水槽に対応する装置の省
コスト・省スペース化が期待される。
【サテライト徳島による支援】
科学技術コーディネータが研究当初から本研究の先見性
に着目し、野菜工場に続く、さかな工場と位置づけて、共
同研究企業との意見交換を行った。シーズ発掘試験終了後

は、四国経済産業局、財団法人四国産業・技術振興センタ
ーなどに研究内容を紹介し、事業化に向けての体制づくり
や産学官による研究会の立ち上げなどを行い、陸上養殖の
普及促進を図る活動等の支援をしている。

第12回サイエンスカフェ
「香川衛星KUKAI」の様子

メンテナンスフリーな生物ろ過装置

北海道

プラザ
▼

サテライト
▼

宮城

石川

東海

京都

大阪

広島

福岡

茨城

新潟

静岡

滋賀
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JST地域事業15年史

JSTイノベーション
サテライト高知

運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

ノベーションサテライト高知の概要JSTイノ
【設立時の地域の概況】
四国4県の自主財源率（地方税／歳入）は13～24%程
度と全国平均（35%程度）を大きく下回っている（平成
18年度総務省統計（国勢調査））。総じて四国地域の県財
政状況は相対的にも良くない。
【近年の概況】
高知県：平成19年度に高知県産業振興計画を策定し、
農商工連携など地域活性化の実現に向けた取り組みを推進
中である。平成23年度改訂版の柱の一つに「産学官連携
の強化」が盛り込まれる予定であり、また、「高知県産学
官連携会議」の組織化に向け準備中である。
愛媛県：平成20年度に愛媛大学の南予水産研究センタ
ーが設立されたことなどを契機に、県と大学が一体となっ
た地域クラスター形成を推進中である。平成21年度から
は「産学官連携連絡会議」「産学官コーディネータ会議」
を組織した。
【サテライト高知の取組】
「公正無私・顧客満足度向上」「サンドイッチ・ローラー
作戦」などの精神に加えて、「県民目線で地域貢献」「キラ
リと光る研究者の発掘」を掲げ、スタッフ一同、日々の業
務に携わっている。

【主な活動】
（1 ）高知県COE本部との連携による産学マッチングの推
進（平成18年度）。

（2 ）四国経済産業局等との連携によるテクノキャラバン、
コラボキャラバンの実施（平成18年度）。

（3 ）サテライト徳島との合同による「技術シーズ発表会 
in 四国」の開催（平成19年度より年1回）。

（4 ）育成研究等、サテライト高知が支援した研究成果の
報告会を開催（平成20年度より年1回）。ノーベル化
学賞の白川英樹・筑波大学名誉教授による特別講演（平
成21年度）。

（5 ）一般市民も関心の高い「がん治療研究」について、
地元大学の取り組みを紹介するフォーラムを開催（平
成20、21年度に計2回）。

（6 ）科学技術を活用した地域活性化を目指す土佐市との
連携（平成21年度～）。

（7 ）コーディネータ間の「本音を語れる関係づくり」を
目指す「四国のコーディネート力の向上を目指す集い」
を企画・開催（平成21年度～）。

（8 ）高知県・愛媛県における産学官連携会議にコアメン
バーとして参加（平成21年度～）。

（9）育成研究終了7課題中3課題で商品化達成。
その他、シーズ発掘試験による商品化4例など。

〒782-8502　高知県香美市土佐山田町宮の口185
高知工科大学内C305号室
TEL：0887-57-4800　FAX：0887-57-4801
開館年月日：平成17年12月1日
担当地域：高知県、愛媛県

職　名 氏　名
館長 細川　隆弘
事務局長 佐藤　　暢
技術参事（科学技術コーディネータ兼務） 平瀬　潤一
事務参事 澤田　　豊
科学技術コーディネータ 秋丸　国広
シニア科学技術コーディネータ 　藤本　　茂※

科学技術コーディネータ（愛媛県） 　田中　宏佳 ※

科学技術コーディネータ（愛媛県） 　鈴木　貴明※

科学技術コーディネータ（高知県） 　浜田　和秀※

コーディネートスタッフ 吉用　武史
シーズスタッフ 末安　亜矢子
シーズスタッフ 國原　幸一朗
事務員 吉野　　幸

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
細川 隆弘（委員長） JSTイノベーションサテライト高知　館長 竹内　克之 四国経済連合会　副会長
泉　　英二 愛媛大学　理事　社会連携推進機構長 東倉　勝利 愛媛県　経済労働部長
受田　浩之 高知大学　副学長　国際・地域連携センター長 中島　和代 高知大学　地域（社会）連携担当理事
北村　精男 高知県工業会　会長 永野　正展 高知工科大学　地域連携機構　特任教授
高松　清之 高知県　商工労働部長 平田　利實 フロンティア企業クラブ　前・代表幹事

細 川 隆 弘

館長
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移動型歩行訓練機の開発およびその発展全方向移

との連携による地域密着型の産学官連携の推進土佐市と

技術シーズ：高知工科大学　王　碩玉　教授　　高知大学　石田　健司　准教授
共同研究企業：株式会社相愛　　共同研究機関：高知県工業技術センター

科学技術を活用した地域活性化を目指す高知県土佐市と、
サテライト高知との連携により、平成21年度より以下の
ような取り組みを行ってきた。この事例は、地方自治体で
ある「官」が有する地域情報を核とした地域連携、すなわ
ち“官産学”の連携がポイントである。
【土佐市とJSTイノベーションサテライト高知との連携に
よる取り組み事例】
① 科学で遊ぼう　知的財産夏休み子ども科学体験ツアー
平成21年度：7月19日～20日
・ 小学生と保護者を対象にした科学実験ショーや親子科
学工作教室。
・ 高知工科大学や理科大好きボランティアなどと協力し
て開催した。
平成22年度：8月7日
・ 「草木の実験で博士になろう！」「空から見た地球と未
来の地球」
・ 高知県立牧野植物園や日本航空高知支店などと協力し
て開催した。

② 理科大好きコミュニティ in 土佐　～化学実験カーがや
ってくる～
平成21年度：7月29日
・ 平成22年7月に東京で開催された第42回国際化学
オリンピックのプレイベントとして全国を巡回する
化学実験カーを高知県として初めて土佐市に呼ぶ。
・ 県外の大学・高校教員による中学校生徒向けの実験教
室や、小中学校教員向けの研修会を開催した。

③ ワンコインで科学を語る　
～イブニングレクチャー＆チャット in 土佐～
・ 平成21年度より開始し、平成22年11月には第4回
目を開催した。
・土佐市をコアとした地域密着型の産学官交流会。
・科学技術や教育についての自由闊達な語り合い。
・ この会をきっかけに、産業面や教育面での取り組みに

発展した。
　・ 産学のコーディネート活動（産と学との出会い、共
同研究開発）

　・ 地元の学校と企業との交流（市内中学校生徒教員の
地元企業見学）

　・ 高知大学の研究者による市内中学校への「出前授業」
（平成22年12月）

　・ 高知工科大学の研究者による市内教育関係者向けの
講演会（平成23年2月）

これらの事例をもとに、産学連携学会第8回大会（平成
22年6月24日、函館）において、「地方都市からの“官
学産”連携の湧出̶土佐市との連携取り組み」の題目で発
表した。

一般の高齢者向けの歩行訓練機から、歩行が困難な患
者・高齢者向けの訓練機、さらに自立困難な人向けの訓練
機と、多様なニーズに応えるべく、発展する産学官連携に
よる研究開発に対し、サテライト高知ではシームレスな支
援を行ってきた。
【研究の経緯と成果およびJST地域事業による支援】
平成14年度：
 地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）研究成果育成
型「転倒しない全方向移動可能な歩行訓練機」
・ 医工連携（高知大学医学部、高知工科大学工学部）に
より、前後左右に移動でき転倒防止機能も有する歩行
訓練機の試作機開発に成功した。
・ サテライト高知の技術参事がその後の研究活動をフォ
ローし、財団法人高知県産業振興センターの研究開発
コーディネータとの連携により、同研究シーズを企業
（相愛）にマッチングした。

平成19年度：
 シーズ発掘試験「全方向移動が可能な歩行訓練機の介護
予防事業への展開に関する研究」
・ 医学的見地から効果を検証し、歩行訓練機の商品開発
に成功した。

平成20年度：
相愛より、「歩行王（あるきんぐ）」として商品化した。

平成20年度：
 地域ニーズ即応型「医療・介護現場のニーズに対応した
歩行訓練機の実験機開発」
・ 自立歩行が困難な患者や高齢者が一人でも安心して訓
練が可能な歩行訓練機の開発に成功した。

平成21年度：
 相愛より、「歩助王（ほじ
ょきんぐ）」として商品化
した。
平成22年度：
 自立困難な人を対象とした
歩行訓練機の商品化に向け、
産学官連携による研究開
発を継続中である。

歩行王©相愛

「ワンコインで科学を
語る～イブニングレク
チャー＆チャット in 
土佐～」の様子

「理科大好きコミュ
ニティ in 土佐 ～化
学実験カーがやって
くる～」の様子
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JSTイノベーション
サテライト宮崎

運営体制（平成22年10月現在）

運営委員会  委員名簿（平成22年10月現在）

ノベーションサテライト宮崎の概要JSTイノ
JSTイノベーションサテライト宮崎の担当地域である
南九州（鹿児島県）・東九州（大分県、宮崎県）地域では、
農林水産資源が豊富で、古くからバイオテクノロジー技術
の活用が行われてきた。近年では、機能性食品の開発やバ
イオマスを活用した新エネルギーに関する研究も盛んに行
われている。大分県では、半導体や自動車関連産業の集積
が見られるほか、別府・湯布院に代表される観光産業も盛
んである。鹿児島県でも、温泉地や離島を中心に観光産業
が盛んである。宮崎県では、鉄道や高速道路などの社会基
盤の未整備から産業競争力は低いが1次産業が盛んであり、
特に牛・豚・鶏の畜産業が1次産業の中でも高いウェイト
を占めているという特徴を有する。またこれら3県の県内
総生産合計が全国合計に占める割合は約3%、工業出荷額
では約2%であるなど極めて財政力指数が低く、地場の中
小企業の多くは零細企業であり、商品開発に取り組む人
的・予算的余裕がない。
そこで、サテライト宮崎は、県行政を中心とした地域の
ための地域による科学技術・産業振興の社会意識醸成と、
地域における新産業創出の出口を担う地場企業の活性化を
重視し活動を行ってきた。

【主な活動】
（1 ）研究シーズ、企業ニーズの発掘・把握
●大学等の研究者訪問による研究シーズの発掘
●企業訪問による企業ニーズの発掘

（2）実用化に向けた研究開発の支援
●JST事業による研究の支援
● JSTに限らず、経済産業省、独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、農林水産省
等の制度活用

・相談者ニーズに即した適切な制度の紹介
・他機関事業担当者との連携による申請相談
・研究費申請の相談

（3）地域の科学技術・産業振興政策の支援
●県行政との意見交換、相談
●県内コーディネータの連携促進
●県行政の施策実施・立案の支援

（4）科学技術の理解増進
●サイエンスカフェの開催（毎月）
●JST宮崎ニュースの発行（年4回程度）

〒880-0036　宮崎県宮崎市橘通東1-7-4　
第一宮銀ビル6F
TEL：0985-24-0564　FAX：0985-24-0584
開館年月日：平成17年12月5日
担当地域：宮崎県、大分県、鹿児島県

職　名 氏　名
館長 黒澤　　宏
事務局長 櫻間　宣行
技術参事 西垣　好和
事務参事 工藤　正直
科学技術コーディネータ 奥本　武城
科学技術コーディネータ（大分県） 　兵頭　敬一郎※

科学技術コーディネータ（宮崎県） 　平井　澄夫※

科学技術コーディネータ（鹿児島県） 　前野　一朗※

コーディネートスタッフ 轟木　　博
コーディネートスタッフ 松波　由紀美
事務員 柳田　幸美

※非常勤

氏　名 所属・役職 氏　名 所属・役職
黒澤　宏（委員長） JSTイノベーションサテライト宮城　館長 戸髙　信義 大分県工業団体連合会　副会長
岩切　久治 社団法人鹿児島県工業倶楽部　事務局長 中山　建男 宮崎大学　理事・副学長（研究・企画担当）
川井　徳之 社団法人宮崎県工業会　専務理事 前田　　實 鹿児島大学　理事（研究・社会連携担当）
田中　　充 大分大学　理事・副学長（国際・社会連携担当） 渡邊　亮一 宮崎県　商工観光労働部長

黒 澤 　 宏

館長
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Ⅳ．JST地域事業と実績

る花色・形のトルコギキョウを作出希望する

効率的な新しい抗体精製法の確立安価で効

ンスカフェでやりたいこと発見！ 大学進学サイエン

研究者：鹿児島大学　橋本　文雄　教授
共同研究企業：株式会社サントリーフラワーズ
課題名：主要花き類の花色遺伝子型による花色育種法の開発（平成18～20年度）

開館当初から、毎月1回の頻度でサイエンスカフェを開
催してきた。担当地域（大分県、宮崎県、鹿児島県）内の
研究者と中高生や一般市民との対話の機会を提供できるよ
う運営に当たって試行錯誤を重ねた。研究者や研究職を身
近に感じてもらえるよう、少ない人数での「ワイワイがや
がや」を重視して運営した。
当初は、大学の先生に対して遠慮がちで、一方向的な講
演会になりがちであったが、継続して3年以上経過する現
在では、大学の先生との対話が自然に行え、質疑応答が弾
むようになった。
特筆すべき出来事として、サイエンスカフェに参加した
生徒が研究者の話をきっかけに、自分の希望の進路を見つ
けて、自己推薦入試という自身をPRする入試にチャレン
ジし、その熱意で見事に合格を果たした。もちろん、進路
は、そのカフェの講師をしていた先生の研究であり、大学

1年生から研究室に頻繁に訪問し、研究室の活動に参加し
ている。

● 本課題の目標「希望する花色・花型のトルコギキョウの
作出」に成功。
 　本プロジェクトは、開発に10年以上を要したと言わ
れる『青いバラ』で有名なサントリーフラワーズと共同
で研究を推進した。遺伝子とその発現形（花の色・形・
数）の遺伝の仕組みを明らかにし、一度の交配でほぼ
100％の確率で希望の花色・形のトルコギキョウを作出
する方法を確立した。
●共同研究企業にて、国外での試験栽培を実施。
 　研究終了年度には、共同研究企業が市場を確認し、海
外での試験栽培を実施した。問題点として種苗の供給の
確保がある。
● 種苗会社設立に向け、地場企業と共同でベンチャー設立
準備中。
 　科学技術コーディネータが仲介・指導して、地場企業
と研究者が連携して、ビジネスモデルの問題を克服する
ため種苗のベンチャー企業を設立準備中である。

研究者：鹿児島大学　伊東　祐二　教授
共同研究企業：大塚化学株式会社
課題名：ペプチドによる新規ヒト抗体の検出・精製法の開発（平成19～21年度）

● 医療用抗体精製においてほぼ独占状態にあるプロテイン
Aに代わる、新しい抗体精製法を確立した。
● 酸変性体フリー、バクテリア由来毒素フリー、かつ安価
な抗体精製を実現した。
● 共同研究企業にて、開発部から事業部に主体を移し、2
～3年内の事業化を計画している。

※ 研究途中で産業的価値のある派生的な成果を得たが、本
プロジェクトの当初目標を見失わないようサテライト
宮崎の科学技術コーディネータが指導し、派生的に得ら
れた成果についても別途プロジェクトを開始し、現在は
両プロジェクトが順調に進んでいる。
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1  概要

シーズ発掘試験は、各府省・大学（知的財産本
部・地域共同研究センター等）・地方自治体・独立
行政法人・TLO等に配置されている各種コーディ
ネータ等が発掘した大学等の研究シーズに対して実
用化に向けた研究の資金を支援する、JST地域事業
の中では採択課題数の最も多い制度であり、イノベ
ーションの創出に資するとともに、コーディネータ
等の活動を支援する事を目的としている。
本制度は、研究を実施する「研究者」と、実用化
を支援する「コーディネータ」とが連名で応募する
方式を採っている。研究者は、研究を推進し、コー
ディネータは、実用化の観点から助言、情報提供な
どのサポートを行い、プログラム終了後も、研究者
とコーディネータが連携して、他の実用化支援制度
への展開、展示会等への参加、共同研究の推進など、
実用化に向けた各種活動に取り組むこととしている。
課題の選考は、イノベーションプラザ・サテライト
の館長をプログラム・オフィサーに任命し、応募件
数の比率を考慮して採択課題数を定め、プラザ・サ
テライトごとに公募を行い選定した。
本制度は平成11年度に開始した地域研究開発促
進拠点支援事業（RSP）・研究成果育成型（平成11
～18年度）における、コーディネータが発掘・目
利きしたシーズに対する育成試験の考えをもとにし
ており、平成17年度に当初「シーズ育成試験」と
いう名称で創設し、平成18年度より「シーズ発掘
試験」へと改名した。さらなるコーディネータの活
動の活発化や研究シーズの増大に対応するべく採択
課題数を年々増やし、平成20年度にはそれまでの
シーズ発掘試験A（発掘型、1課題当たり200万円、
研究期間1年度）に加え、育成研究等の次のフェー
ズの研究開発へとつなげやすくするステップとして、

シーズ発掘試験B（発展型、1課題当たり500万円、
研究期間1年度）を新設し、平成21年度にはA、
B合わせて2,062課題を採択した。
本制度は発足後6,217課題を採択し、平成21年
度の採択をもって新規募集を終了している。

2  果たしてきた役割

シーズ発掘試験の効果としては、研究成果をもと
に、半数以上の課題が他の各種制度に引き続き応募
しており、そのうち約3割が競争的資金を獲得し、
共同研究等の次のフェーズへの展開を見せている
（平成20年度追跡調査結果より）。そして、産学連
携においてコーディネータの活動の推進剤となり、
応募申請、研究開発、成果のまとめという一連のプ
ロセスを通じて、国立主要大学はもちろん、地域の
大学において研究者とコーディネータの結びつきを
強め、産学連携活動を活性化した点が全国的に高く
評価されている。

4 ▲

 シーズ発掘試験
 （平成17年度開始、平成21年度終了）
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乳酸菌HOKKAIDO株の実用化

 プラザ北海道

研 究 者 中川 良二（北海道立食品加工研究センタ
ー　研究職員）

課 題 名 道産大豆と新規な植物性乳酸菌を原料と
する発酵豆乳の腸内フローラおよび免疫
機能改善効果の解析評価とその実用化

研 究 期 間 平成17年度

植物性素材に対して優れた発酵力を示すHOKKAIDO株
およびこの株で発酵させた発酵豆乳の機能性を検証し、ヒ
ト腸内フローラが影響を受け、便秘や軟便の改善などの整
腸作用、および腸管免疫を刺激し、花粉症などアレルギー
症状の改善効果等を有する可能性を見出した。

信号解析法による
革新的スピーカーシステムの実用化
 プラザ石川

研 究 者 広林 茂樹（富山大学　准教授）

課 題 名 組み込み式次世代型超臨場感音場再生シ
ステムの開発

研 究 期 間 平成19年度

大型テレビなどに組み込み可能な音響再生システムとして、
従来の周波数分析法に比べ、10万～100億倍以上の精度
向上が得られる革新的な解析法を発明した。音の伝達を
詳細に解析することで超臨場感を得る制御装置を考案し、
今まで実現できなかったクリアな音を再現する商品を開発
した。

巻き爪治療法の開発

 プラザ宮城

研 究 者 貝沼 亮介（東北大学　助教授）

課 題 名 高性能Cu-Mn-Al系超弾性材料の医療
デバイスへの応用

研 究 期 間 平成17年度

巻き爪の矯正を目的に、形状記憶合金がまっすぐに戻ろう
とする力を利用し独自に開発したCu-Mn-Al系合金材料の
大量生産に向けた特性の解明・最適化方法を検討し、評
価用サンプルを作製した。製造・加工の向上や医療デバイ
スとしての検証を重ね、巻き爪治療への応用を目指す。

IR/MAR遺伝子増幅法
（組み換え蛋白質生産技術）の開発
 プラザ広島

研 究 者 清水 典明（広島大学　助教授）

課 題 名 IR/MAR遺伝子増幅法を用いた、組み換
え蛋白質生産技術の研究開発

研 究 期 間 平成18年度

発 売 元 （株）トランスジェニック

蛋白質生産技術において、従来法と比べて十数倍発現量
をもたらす細胞内遺伝子増幅法を開発した。この方法は細
胞株を選ばす、任意の細胞株によってタンパク質高発現株
の作成が可能となった。

【（株）トランスジェニックより受託サービス】

乳酸菌HOKKAIDO株を用いた製品
左：HA-RUクッキーほか【ハマ（株）】
右：ゆきみるく【（株）雪印種苗】  　

ハーモニック・エンハンスド・スピーカー・システム
「ES701 Suono京」
【（株）村田製作所】

従来法との比較、mRNA発現量 目的の蛋白質を安定的に
高発現する細胞株

左：巻き爪治療器具【（株）古河テクノマテリアル】
右：巻き爪治療効果

before 1週間後 6週間後
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ナノ加工技術の開発

 サテライト茨城

研 究 者 栗原 一真（（独）産業技術総合研究所　
研究員）

課 題 名 可視光レーザーリソグラフィー法を用いた
超高速・大面積ナノインプリントモールド
の作製技術に関する研究

研 究 期 間 平成17年度

液晶ディスプレイの広角反射防止やLEDの高輝度化への
応用が期待されるナノインプリント技術について、リソグラ
フフィー法に基づく新規の作製法を開発した。光学的なナ
ノ構造の設定や、高精度ナノステージと装置剛性の改良を
行い、ナノ加工の安定性と精度を向上することに成功した。

宇宙ロボット衛星「KUKAI」の開発

 サテライト徳島

研 究 者 能見 公博（香川大学 准教授）

課 題 名 民生部品を用いた宇宙ロボット電子基板
技術の研究開発

研 究 期 間 平成19年度

企業と共同で民生部品を用いて宇宙環境に対応可能な電
源制御基板、電子制御基板、カメラ制御基板を開発した。
宇宙環境試験を実施後、平成20年度にH-IIAロケット相
乗り衛星に搭載して打ち上げ、動作検証を実施した。平成
22年度には、さらに打ち上げ環境が厳しいロケットでの宇
宙実験を成功させた。これらにより民生技術による宇宙ロ
ボットの実現性を示し、現在実用システムに向け開発を進
めている。

ナノ加工装置【パルステック工業（株）】 宇宙ロボット衛星「KUKAI」

植物工場用新規機能性野菜の開発

 サテライト滋賀

研 究 者 蔡 晃植（長浜バイオ大学　教授）

課 題 名 新規HEFL照明を用いた付加価値の高い
植物の作出

研 究 期 間 平成20年度

エネルギー効率の非常に高いHEFL（液晶バックライトを
改良したハイブリッド電極蛍光管）照明を用いた植物工場
の生産野菜の機能性検証等により、市場価値の高い新野
菜の作出に成功した。

濃縮アミノ酸配合！ 焼酎粕コンクリート

 サテライト宮崎

研 究 者 江幡 恵吾（鹿児島大学　助手）

課 題 名 焼酎粕を有効活用した人工魚礁の開発

研 究 期 間 平成18年度

焼酎粕から生成したアミノ酸濃縮液をコンクリートに配合
する技術を開発した。調査試験の結果、このコンクリート
は普通のコンクリートに比べ、富栄養化のような環境悪化
を引き起こさないこと、海水中でコンクリート表面に付着
する微生物の働きを活性化させ、かつ水質浄化の効果が
得られることを明らかにした。低コストで焼酎粕を利用し、
水質浄化や蝟集（いしゅう）効果が期待される環境配慮型
の新しいコンクリート製品の製造が可能になった。

アンチエージング野菜「ツブリナ」
【日本アドバンストアグリ（株）】 YHRコンクリート【鹿児島共和コンクリート（株）】

※採択時の所属・役職

※以下の成果事例は「3. イノベーションプラザ・イノベーションサテライト」に掲載。
・セリシン定着ハイドラフト生糸～クリスタルシルクジャカード プラザ京都　▲ ▲ ▲ 57ページ
・抗体マスク プラザ大阪　▲ ▲ ▲ 59ページ
・全方向移動型歩行訓練機の開発「歩行王（あるきんぐ）」 サテライト高知　▲ ▲ ▲ 77ページ
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Ⅳ．JST地域事業と実績

1  概要

育成研究は、大学や国公立研究機関等の独創的研
究成果のうち実用化が望まれる技術を対象としてい
る。大学等と企業が共同で行う企業化に向けた試験
研究を支援することにより、将来的に商品化、成果
特許等のライセンス、またはベンチャー企業の設立
等につなげ、地域におけるイノベーションの創出を
目指す制度である。
大学等と企業との共同による試験研究（2～3年
間）において、JST地域事業の中では比較的大きな
金額の研究開発資金（1課題当たり2,600万円程度
／年度）を提供している。イノベーションプラザ・
サテライトの館長をプログラム・オフィサーに任命
し、プラザ・サテライトごとに公募・選考すること
を特徴としている。採択後は館長、技術参事および
科学技術コーディネータ等が課題の進捗を管理し、
次のステップへの助言を行っている。
本制度は平成13年度に、研究成果活用プラザ

（現・JSTイノベーションプラザ）の開館とともに
発足し、プラザの役割の一つである「産学官による
研究成果の育成」を目的とした制度である。プラザ
の研究室において大学等、企業、プラザの三者共同
で試験研究を行ってきた。
平成17～18年度にか
けて開館したJSTサテ
ライト（現・JSTイノベ
ーションサテライト）は
研究室を持たない組織で
あったため、JSTが雇用
する研究員を大学等に派
遣する形で共同研究を行
った。
平成19年度新規採択
課題より、これまでの産

学官による共同研究ではなく、大学等と企業への研
究委託方式に変更した。産業技術力強化法により、
試験研究で生じた特許等の知的財産権は、受託者が
求める場合は大学等と企業に帰属させることとし、
知的財産の活用の促進を図った。
なお、平成17年度にシーズ育成試験（現・シー
ズ発掘試験）、平成18年度に地域研究開発資源活
用促進プログラム（現・研究開発資源活用型）の制
度を開始し、研究開発のフェーズに応じてアーリー
ステージからレイトステージまでシームレスに利用
できる制度となった。
本制度は発足後235課題を採択し、平成20年度
の採択をもって新規募集を終了している。

2  果たしてきた役割

平成18年度までに終了した課題（計57課題）
のうち17課題（30％）は終了後3年を経過した時
点で既に企業化を達成し、32課題（56％）は十分
に企業化が期待できるとの評価を外部の有識者から
なる評価委員会より得ている。地域におけるイノベ
ーションの創出を目指す中で、大学等の独創的研究
成果を基に育成強化し、企業化につなげるという役
割を十分に担ってきたと言える。

5 ▲

 育成研究
 （平成13年度開始、平成23年度終了予定）
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成
果
事
例  　

育
成
研
究

北方系植物からバイオメディカル技術により
生活改善食品の実用化
 プラザ北海道

研 究 者 山岸 喬（北見工業大学　教授・センター
長）

課 題 名 伝統医学とバイオメディカル技術による
生活改善食品の開発

研 究 期 間 平成17年4月～平成20年3月

共同研究企業 （株）はるにれバイオ研究所、（株）カイゲ
ン、大塚食品（株）、協和発酵工業（株）

ハマナスなどの北海道伝承の北方系植物や昆布仮根の成分
等を科学的解析手法により評価し、機能性食品や医薬品
の開発に向けた研究を実施した。消臭・整腸効果のある健
康食品、生活習慣病に有効な機能性健康食品等を開発し
た。

迅速・安価な大腸がん診断システムの開発

 プラザ石川

研 究 者 高木 昌宏（北陸先端科学技術大学院大
学　教授）

課 題 名 超高感度・超微量大腸癌診断システムの
開発

研 究 期 間 平成14年3月～平成16年9月

共同研究企業 栄研化学（株）

大腸癌の早期診断法である便潜血検査における偽陰性率
を大幅に軽減できる手法を検討し、リンゴ酸などのジカル
ボン酸が有効であることを見出した。その後の研究継続の
結果、便潜血検査の安定性を向上させる試薬の改良開発
に応用し、実用化に至った。

スイートブレア
【（株）はるにれバイオ研究所】

メタカット
【（株）カイゲン】

便潜血測定装置OCセンサー
DIANA

大腸がん診断OC-ヘモディア®
オートⅢ‘栄研’

【栄研化学（株）】

フォトニック結晶を応用した
世界最小・最高精度の偏光モニターの実用化
 プラザ宮城

研 究 者 川上 彰二郎（東北大学　客員教授）
（現・（株）フォトニックラティス）

課 題 名 フォトニック結晶によるコントローラブル
光デバイスの研究開発

研 究 期 間 平成15年3月～平成17年9月

共同研究企業 （株）フォトニックラティス、日立電線（株）

独自の自己クローニング技術で作製したマルチパターンフォ
トニック結晶偏光子を用いて世界最小・最高精度の光通信
用のモニター、小型軽量で高速・高精度な膜厚測定機エリ
プソメータを開発した。

可視光応答高機能光触媒の実用化と
その応用住宅部材の開発
 プラザ東海

研 究 者 垰田 博史（（独）産業技術総合研究所　
グループ長）
（現・（株）エコプライズ）

課 題 名 可視光応答高機能マスクメロン型光触媒
とその応用住宅部材の開発

研 究 期 間 平成18年4月～平成21年3月

共同研究企業 積水樹脂（株）、積水樹脂技術研究所（株）

光触媒粒子の表面を孔のあいたセラミック膜で被覆した新
規な光触媒（マスクメロン型光触媒）を開発し、触媒を付
着させた際の有機材料の分解を抑制することに成功した。
光触媒の繊維やプラスチックなどへの応用を可能にした。

高速マッピングエリプソメータ
【（株）フォトニックラティス】

光触媒応用製品
（カーテンコーティング剤、内装・外装用コーティング剤、クリーナー）

【（株）ナノウェイヴ】
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成
果
事
例  　

育
成
研
究

歯周病等で欠けた歯槽骨を再生する
高機能スカフォールドの開発
 プラザ京都

研 究 者 北條 正樹（京都大学　教授）

課 題 名 生分解性樹脂複合材料による骨再生用高
機能スカフォールドの開発

研 究 期 間 平成16年10月～平成19年9月

共同研究企業 アルブラスト（株）、（株）井元製作所

骨芽細胞増殖の足場となるスカフォールドの製造技術を確
立し、細胞増殖能や力学特性等の性能評価を行った。ま
た、歯科材料としての安全性試験・動物への埋植試験等
を実施した。

安全で安価な骨・軟骨組織再生幹細胞
治療システムの開発
 プラザ広島

研 究 者 加藤 幸夫（広島大学　教授）

課 題 名 歯周病と骨疾患に対する細胞治療の事業
化̶幹細胞治療法のシステム化̶

研 究 期 間 平成16年3月～平成18年3月

共同研究企業 （株）ツーセル、電気化学工業（株）、
（株）ビー・エム・エル

完全閉鎖系血清分離技術、細胞分化誘導技術、担体への
接着技術、細胞凍結保存技術を確立し、安全性検査を含
む品質管理方法を改良し、安全で安価な骨・軟骨組織再
生幹細胞治療システムを開発した。

発現特化型第2世代cDNAマイクロアレイ
作製技術の実用化
 プラザ大阪

研 究 者 野島 博（大阪大学　教授）

課 題 名 発現特化型第2世代cDNAマイクロアレ
イ作製技術の実用化

研 究 期 間 平成14年1月～平成17年9月

共同研究企業 東洋紡績（株）、タカラバイオ（株）、
（株）ジーンデザイン、三菱レイヨン（株）

特定の細胞・組織に特異的に発現する遺伝子をクローニン
グする独自の手法を用いて、発現特化型cDNA（遺伝子群）
を単離し、マイクロアレイを作成した。疾患の血液診断等
への活用が期待される。

網膜の画像処理機構をハードウェアで実現した
視覚センサ
 プラザ福岡

研 究 者 八木 哲也（大阪大学　教授）

課 題 名 並列人工視覚システムの開発と高度IT社
会への応用開発

研 究 期 間 平成14年3月～平成16年9月

共同研究企業 九州計測器（株）

生体の網膜が持つ画像処理機構の一部ハードウェアで実
現した視覚センサを開発した。“形を見る処理”と“動きを
見る処理”を同時に埋め込み、背景が存在する日常の条件
下でも動いている物体やその動く方向をリアルタイムで抽
出できる。

IntelliGene® PD Human PREB CHIP
【タカラバイオ（株）】

Intelligent Vision Sensor（IVS）
【（株）ニューラルイメージ】

研究用歯槽骨再生用スカフォールド
【（株）井元製作所】

左：間葉系幹細胞用無血清培地 STK2
　　【DSファーマバイオメディカル（株）】
右：間葉系幹細胞自動培養装置
　　【（株）ツーセル】
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成
果
事
例  　

育
成
研
究

細胞が示す立体特異的ブドウ糖取り込みの
可視化による細胞評価法の開発
 サテライト岩手

研 究 者 山田 勝也（弘前大学　准教授）

課 題 名 蛍光ブドウ糖トレーサー法の実用化技術
の開発

研 究 期 間 平成20年4月～平成23年3月

共同研究企業 （株）ペプチド研究所

あらゆる生物が基本的エネルギー源として利用するD-グ
ルコースと、利用しないL-グルコースの蛍光誘導体を合成
し、細胞に投与して比較することで、正常なグルコース取
り込みを示す生細胞を可視化する技術を実用化した。

超音波振動援用研削スピンドルの実用化

 サテライト新潟

研 究 者 田辺 郁男（長岡技術科学大学　教授）

課 題 名 金型の型彫りおよび鏡面仕上げ加工のた
めの超音波振動援用研削スピンドルの実
用化

研 究 期 間 平成18年4月～平成21年3月

共同研究企業 サンアロー（株）、ユニオンツール（株）、
（株）岳将

金型の型彫りから仕上げ加工を自動化するため、超音波
援用スピンドルおよび超音波援用加工に適した工具やその
調整手法などの加工システムを開発し、透明性の高い射出
成型品の加工が可能となった。新規スピンドルでは、高速
回転かつ振れまわり0.5μmを達成し、加工精度・能率の
向上や小径工具の適用を可能にした。

左：高純度蛍光標識D-グルコース 2-NBDG
　　【（株）ペプチド研究所】和光純薬工業（株）からも発売
右：高純度蛍光標識L-グルコース 2-NBDLG【同上】

新規超音波援用スピンドル
【（株）岳将】
スピンドル取付部外径φ125mm
最高回転速度：20,000rpm
振れまわり：0.5μm

介護予防リハビリ体操補助ロボット「たいぞう」
の開発
 サテライト茨城

研 究 者 比留川 博久（（独）産業技術総合研究所
　研究部門長）

課 題 名 介護予防リハビリ体操インストラクター補
助ロボットの開発

研 究 期 間 平成19年1月～平成21年9月

共同研究企業 ゼネラルロボティックス（株）

介護予防リハビリ体操指導士を補助する人間型ロボット「た
いぞう」を開発した。「たいぞう」は親しみやすいキャラクタ
ー性で、体操を実行できる十分な関節数と体操指導士が
簡単に指示できるユーザーインターフェースを搭載している。

絹タンパク質セリシンを用いた動物細胞培養液の
実用化
 サテライト滋賀

研 究 者 寺田 聡（福井大学　助教授）

課 題 名 セリシンを利用した新しい細胞培養のた
めの添加剤の開発

研 究 期 間 平成19年1月～平成21年12月

共同研究企業 セーレン（株）

絹タンパク質セリシンの細胞増殖作用を確認し、哺乳動物
因子を含まない新規の動物細胞培養剤の開発に成功した。
牛血清など従来の培養剤における狂牛病などの感染可能
性の問題点を解消できる。

リハビリ体操インストラクター補助ロボット「たいぞう」
【ゼネラルロボティックス（株）】

セリシンGIT
【日本製薬（株）（販売）、セーレン（株）（製造）】
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成
果
事
例  　

育
成
研
究

リアルタイム外科手術ナビゲーションシステムの
開発
 サテライト高知

研 究 者 佐藤 隆幸（高知大学　教授）

課 題 名 近赤外蛍光を捕捉する術中ナビゲーショ
ンカラーイメージングシステムの開発

研 究 期 間 平成20年4月～平成22年3月

共同研究企業 瑞穂医科工業（株）

皮下リンパ管や血液を近赤外蛍光像により捕捉し、同時に
周辺組織を可視光像として描出できる世界初のリアルタイ
ム外科手術ナビゲーションシステムを開発した。

枇杷種子と室戸海洋深層水による飲料水の
実用化
 サテライト高知

研 究 者 西岡 豊（高知大学　教授）

課 題 名 天然資源（枇杷種子由来エキス・室戸海
洋深層水）を利用した健康飲料品の開発

研 究 期 間 平成17年12月～平成20年9月

共同研究企業 小谷穀粉（株）、（株）OSK室戸マリンフ
ーズ

花粉症やアトピー性皮膚炎等のアレルギー疾患に対する枇
杷種子由来エキスの有効性を基礎研究、動物実験、モニ
ター試験により明らかにし、健康飲料水の商品化に成功し
た。

※以下の成果事例は「3. イノベーションプラザ・イノベーションサテライト」に掲載。

・カエルの卵を用いた新規ヒト型トランスポーター遺伝子発現系の構築 プラザ石川　▲ ▲ ▲ 53ページ

・ハイドロキシアパタイトを用いた経皮デバイス付きカテーテルの開発 プラザ大阪　▲ ▲ ▲ 59ページ

・高速応答の液晶ディスプレイとスイッチON-OFFで調光が可能なフィルムの開発 プラザ福岡　▲ ▲ ▲ 63ページ

・次世代電子部品用の有機物被覆ナノ粒子量産装置の開発 サテライト新潟　▲ ▲ ▲ 69ページ

HEMS（HYPER EYE MEDICAL SYSTEM）
【瑞穂医科工業（株）】

びわ種茶【小谷穀粉（株）】

※採択時の所属・役職
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1  概要

研究開発資源活用型は、イノベーションプラザ・
サテライトにおける育成研究等により地域に蓄積さ
れた研究成果、人材、研究設備等の研究開発資源を
有効に活用しつつ、実機レベルのプロトタイプ開発
等を行う産学官共同による企業化に向けた研究開発
に対し支援を行うことにより、地域企業への円滑か
つ効果的な技術移転を図り、地域におけるイノベー
ション創出を目指す制度である。
本制度では、大学等と企業との共同による試験研
究（最長3年度）に対し委託研究費（1課題当たり
3,000万円～1億円／年度）を支援する。ただし、
同等の金額を地域負担として参画研究機関も負担す
るマッチングファンド形式を採用している。
課題の選考は、プログラム・オフィサーを任命し、
JST本部にて公募により行っている。
本制度はJST地域事業におけるレイトステージ
にあたる制度として平成18年度に当初「地域研究
開発資源活用促進プログラム」という名称で創設し、
平成19年度に研究開発資源活用型に改名し
た。本制度によりシーズ発掘試験、育成研究、
研究開発資源活用型と、研究開発のフェーズ
に応じてアーリーステージからレイトステー
ジまでシームレスにつなげることが可能にな
った。
なお、本制度は発足後19課題を採択し、
平成21年度の採択をもって新規募集を終了
している。
研究開発資源活用型の実施体制には、プロ
グラム全体を統括する責任者としてプロジェ
クトリーダーを置いている。プロジェクトリ
ーダーは、参画機関・研究者等を取りまとめ、
研究開発計画の策定および進捗管理、JSTへ
の報告等を行っている。プログラム推進は、

中核となる研究開発の実施主体であり、研究開発・
検証実験を行う中核研究機関（大学等）、試作・開
発等を担当する企業、および中核研究機関や企業で
は遂行できない研究開発・検証実験等を実施する中
核研究機関以外の大学等で構成される。
イノベーションプラザ・サテライトでは、運営会
議への参加や定期的な各プログラムの進捗確認、研
究開発の推進や企業化へ向けた戦略の助言等を行っ
ている。平成22年度からは、経理関係を除く業務
の窓口を本部からイノベーションプラザ・サテライ
トに移管し、より踏み込んだ支援を行っている。

2  果たしてきた役割

平成21年度までに終了した課題（計11課題）の
うち9課題（81％）は事後評価委員会において、既
に企業化または企業化につながる十分な成果が得ら
れたとの評価を得ており、地域におけるイノベーシ
ョン創出を目指す中で、企業化開発のレイトステー
ジの制度として重要な役割を果たしてきたと言える。

6 ▲

 研究開発資源活用型
 （平成18年度開始、平成23年度終了予定）
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成
果
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例  　
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究
開
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資
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用
型

高品質の花珠真珠を効率よく生産する技術の
開発
 プラザ東海

研 究 者 古丸 明（三重大学　教授）

課 題 名 次世代真珠養殖技術とスーパーアコヤ貝
の開発・実用化

研 究 期 間 平成19年10月～平成22年3月

共同研究企業等 三重県水産研究所、伊勢志摩次世代真
珠養殖技術研究会

陸上水槽を用いた低塩分養生飼育によ
り、高級品の必要要件である真珠の無
キズ玉率が通常時の2.6倍に上昇。真
珠の高品質化と生産コスト削減に顕著
な効果をもたらした。

次世代プリント回路基板の製造技術

 サテライト岩手

研 究 者 森 邦夫（岩手大学　教授）

課 題 名 次世代プリント回路基板の製造技術確立

研 究 期 間 平成18年10月～平成21年3月

共同研究企業 アルプス電気（株）、（株）大昌電子、ワコ
ー電子（株）、（株）ケディカ、（株）カツラ
ヤマテクノロジー

分子接着剤（TES）の製造、樹脂と金属の接着力向上、
UV露光による回路形成、銅メッキ物性の向上、特殊素材
への回路形成の技術開発により、携帯電話、パソコン、デ
ジタル家電、自動車用電装品など、電子基板業界におい
て幅広い利用が見込まれるに至った。

文化財絵画の高精細・大容量デジタル画像を
高速で閲覧できるシステムの開発
 プラザ京都

研 究 者 井手 亜里（京都大学　教授）

課 題 名 超高精細大容量画像の安全・ダイナミッ
ク表示総合システムの開発

研 究 期 間 平成18年10月～平成21年3月

共同研究企業 （株）エステンナイン京都

従来の装置より遥かに高性能・高精細なスキャナを開発
し、商品化できるレベルのものを実現するとともに、3次
元（表面微細形状記録可能な）カラー撮像装置およびソフ
トウェアを開発した。また、大容量画像高速閲覧システ
ム「アマテラス」を開発し、商品化に成功した。さらには、
20GB以上の大容量画像ファイルを扱えるソフトウェアを
構築した。

内視鏡手術ナビゲーター

 サテライト静岡

研 究 者 山本 清二（浜松医科大学　准教授）

課 題 名 内視鏡で観察している患者体内の位置を
教える手術支援情報表示装置の開発

研 究 期 間 平成19年10月～平成22年3月

共同研究企業 永島医科器械（株）、パルスティック工業
（株）、（株）エヌエスティー、（株）ゾディア
ック

患者の動きに追従して内視鏡が観察している手術部の中心
位置をコンピュータ断層（CT）画像上に表示する世界初の
技術と装置を開発した。さらに、新しい双眼立体内視鏡の
研究も同時に行い、術者が眼鏡なしに立体視できるシステ
ムを開発して、より快適で安全な手術環境の実現を図った。

大容量画像高速閲覧システム「アマテラス」
（竜田風俗図（部分）：二条城所蔵）

上段は低塩分養生技術により生産された真珠。下段は、同じ数のア
コヤガイに挿核して通常の飼育法で生産された結果を示す。両者の違
いは歴然である。

ICタグ（a: 100万個生産/月）をはじめ、装飾めっき（d）、
各種回路配線（b: アンテナ配線、c: 微細回路配線、
e, f: 太回路配線）などが検討されている。

内視鏡手術ナビゲーター 立体内視鏡システム

※採択時の所属・役職
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1  概要

地域ニーズ即応型は地域の中堅・中小企業のニー
ズ（技術的課題）に対し大学・公設試験研究機関（以
下、公設試）・高等専門学校（以下、高専）等のシ
ーズを活用した研究開発を支援することにより、企
業の持つ課題に対して即効性のあるソリューション
の提供を行い、事業化を実現することで、地域の産
学の活性化を目指す制度である。
本制度は企業ニーズに対し、大学・公設試・高専
等のシーズをマッチングさせて課題を解決すること
に主眼を置いたニーズ・オリエンテッド型の研究開
発支援であり、公設試や大学・高専等のコーディネ
ート機能およびシーズを積極的に活用するものであ
る。そのため、地域の企業のニーズを把握している
公設試等の調整役機関と企業とが連名で応募するこ
ととし、JSTは研究開発を実施する機関ごとと委託
研究契約を締結する方式を採用している。
本制度では企業、公設試、大学・高専等との共同
による試験研究（1～2年度）の実施に対し、研究
開発資金（1課題当たり200万～500万円程度／
年度）を支援する。
課題の選考は、イノベーションプラザ・サテライ
トの館長をプログラ
ム・オフィサーに任
命し、プラザ・サテ
ライトごとに公募を
行い、また企業のニ
ーズが解決されるよ
う、プラザ・サテラ
イトの科学技術コー
ディネータ等が必要
に応じて助言等を行
うこととしている。
本制度は平成20

年度に新設され、第1期の公募では全国から503
課題の応募があり、109課題を採択した。応募件
数が多く、反響が大きかったことから同年度に第2
期の公募を行い、全国から375課題の応募があり、
121課題を採択した。また、平成21年度は公募を
平成20年度に比べて約3カ月早く開始し、採択決
定後の研究期間をより長くするよう改善し、466
件の応募に対し104件の採択を行った。本制度は
発足後334課題を採択し、平成21年度の採択をも
って新規募集を終了している。なお、この2年度と
も応募分野としては、ものづくり技術とライフサイ
エンスが多く、この分野における企業ニーズの高さ
が表れていると考えられる。

2  果たしてきた役割

平成20年度に終了した課題（計55課題）にお
ける、企業の技術的課題の解決度および企業化の期
待度に対する事後評価の結果、特筆すべき成果が認
められ企業の持つ課題が解決された課題は24％
（13課題）であり、技術的課題を抱える地域の中
堅・中小企業への解決策の提供、地域のニーズを把
握している公設試の活性化の点で大いに貢献した。

7 ▲

 地域ニーズ即応型
 （平成20年度開始、平成22年度終了予定）
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伝統工芸「絞り」におけるくくり作業のロボット化

 プラザ東海

調整役機関 愛知県産業技術研究所

参 画 機 関 大同大学、（有）名南機会製作所、（有）近
清商店、愛知県産業技術研究所

課 題 名 伝統工芸「絞り」における括り作業のロボ
ットによる自動化

研 究 期 間 平成21、22年度

愛知県の伝統産業であり、手作業でしかできなかった「絞
り」のくくり作業を自動化する技術を開発し、両端で異な
る内径の絞り具を考案、くくり作業のロボット化を可能と
し、装置を試作した。

高精度インプロセス計測機能付
ロボットチャックの開発
 サテライト静岡

調整役機関 長野県工業技術総合センター

参 画 機 関 長野県工業技術総合センター、（株）小林
製作所

課 題 名 高精度インプロセス計測機能付ロボット
チャックの開発

研 究 期 間 平成20年度

インプロセス計測のローコスト化を目的に計測機能付チャ
ック試作機を作成し、実際の測定精度試験、改良が進む
環境が整えられた。これにより、加工した精密部品の搬送
と寸法の計測が同時にできるようになり、また、導入コス
トが従来の数分の一になった。

パルス電界を用いたきのこの増産

 サテライト岩手

調整役機関 （財）いわて産業振興センター

参 画 機 関 （株）長根商店、岩手大学

課 題 名 パルス電界を用いたきのこの増産

研 究 期 間 平成20、21年度

企業と共同でフィールドにおいて、きのこのホダ木にパル
ス電圧を印加することで、腐生性のきのこの増産を実証し
た。また野外用高電圧パルス電源を開発し、アミタケなど
の菌根性のきのこへの応用可能性にも目処をつけた。これ
により市場価値の高いきのこの生産性向上が見込まれる。

宮崎マンゴーラガーの開発・製品化

 サテライト宮崎

調整役機関 宮崎県食品開発センター

参 画 機 関 宮崎県食品開発センター、（株）ニシダ
（現：宮崎ひでじビール（株））、宮崎大学

課 題 名 宮崎県ブランドビールの開発・製品化

研 究 期 間 平成21年度

宮崎の特産品であるマンゴー果皮から採取した酵母を独自
技術により培養し、従来のビール酵母とのダブル発酵によ
りビール業界でも極めてまれな手法でビール（酒税法上は
発泡酒）を開発し、発売した。

絞り具装着自動装置 計測機能付ロボットチャック試作機

パルス電圧印加のきのこ
上部：電圧印加なし、下部：50kV, 50回印加 宮崎マンゴーラガー【宮崎ひでじビール（株）】

※以下の成果事例は「3. イノベーションプラザ・イノベーションサテライト」に掲載。
・デジタル土壌養分分析システムの開発 サテライト岩手　▲ ▲ ▲ 65ページ

・全方向移動型歩行訓練機の開発「歩助王（ほじょきんぐ）」 サテライト高知　▲ ▲ ▲ 77ページ
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 概要

地域卓越研究者戦略的結集プログラムは、地域の
大学（以下、中核大学）において卓越した研究を実
施している研究者（以下、在籍卓越研究者）を中核
とし、企業化に向けて当該分野の研究を高度化・加
速化できる同様・関連分野の複数の卓越研究者を中
核大学に招聘・チーム化（以下、このチームを「ド
リームチーム」という）し、研究開発を加速化する
とともに、産学官連携によって企業化に導くことに
より、地域におけるイノベーションの創出、活性化
を目指すプログラムである。
本プログラムは、プロジェクト終了5年後に在籍
卓越研究者の研究開発成果の企業化が見込めるテー
マを対象とし、卓越研究者の招聘・ドリームチーム
の構築、産学官連携による企業化の推進に当たって
は中核大学、自治体が密接に連携してプロジェクト
を推進することとした。これらを踏まえ、応募テー
マの選考は、プログラム・オフィサーを任命し、
JST本部にて公募により行った。
中核大学はプロジェクト全体に関し、自治体は特
に企業化に関して、主導的に取り組むとともに大学
等と連携して、市場調査、研究
成果の企業とのマッチング、知
的財産の保護・育成・活用等を
行う企業化推進体制を整備する。
さらに中核大学は理事クラスの
者をプロジェクト責任者として
置き、卓越研究者の招聘、ドリ
ームチームに対する研究開発環
境の整備、参画機関との調整、
企業化等、プロジェクト全体を
統括している。
また、JSTはドリームチーム
が創出する技術シーズが企業化
推進体制により適切に企業化に
導かれるよう助言を実施すると
ともに、ドリームチームの研究

開発・企業化状況を定期的に確認し、プロジェクト
の推進に当たるプロジェクトマネージャーを委嘱し
ている。さらに研究開発の実施地域を所管するプラ
ザ・サテライトの館長等は、企業化推進会議等へ参
加し、企業化へ向けた戦略の助言等を行っている。
JSTが負担する経費は1プロジェクト当たり年間
最大2.2億円であり、5年間の支援を行う。経費は
卓越研究者の招聘に係る人件費を中心に、中核大学
等の計画に基づき支出しているのが特徴である。
本プログラムは、平成21年度に創設し、同年2
テーマを採択し、これをもって新規募集を終了して
いる。現在卓越研究者の招聘を行った後、研究開発
の推進を進めている。
信州大学・長野県
　「エキゾチック・ナノカーボンの創成と応用」
　 （代表研究者：信州大学　遠藤　守信　カーボン科学研
究所長・教授）

山形大学・山形県
　「先端有機エレクトロニクス国際研究拠点」
　（代表研究者：山形大学　城戸　淳二　教授）

地域イノベーションを創出するために、卓越した
研究者の集積とそこでの優れた研究開発に焦点を当
て企業化を図ることを狙ったユニークなプログラム
である。

8 ▲

 地域卓越研究者戦略的結集プログラム
 （平成21年度開始、平成25年度終了予定）
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JSTでは、地域事業を推進する中、事業参加者や
産学連携の機関や関係者における成功事例や意識の
共有、課題解決や取り組みの向上、成果の展開やマ
ッチングなどを目指し、さまざまな機会を提供して
きた。
事業が発足した平成8年度当初はRSPを中心に、
参画する新技術コーディネータの事業に対する意識
や成功事例の共有化、業務スキルの向上を目指し、
新技術コーディネータ会議を開催した。また、平成
10年度からはRSPの運営やコーディネート活動の
活性化を目指す地域フォーラムを開催した。
当初は事業参加者向けの会議を中心にイベントを
実施していたが、産学連携関係機関を対象に広げる
形でイベントを開催するようになった。RSPの研
究成果については、各地域で新技術説明会を開催し、
マッチング等を図ってきた。平成12年度から、
JST地域事業で実施中の課題について、分野別に照
会する「地域から発信する科学技術」シンポジウム
を開催し、平成16年度まで10回実施した。平成
19年度にはシーズ発掘試験の成果に関する「地域
発技術シーズ発表会」を開始し、平成21年度まで
実施した。
地域結集型共同研究事業（以下、地域結集）の開
始に伴い、平成11年度の事務担当者会議を皮切り
に、事業総括連絡会議や新技術エージェント会議等、
関係者間の会議を開催してきた。平成14年度から
は地域結集実施地域の合同報告会を開始し、平成
17年度からは合同報告会に加え、地域結集の成果
の技術移転を目指す「地域結集型発研究成果移転フ
ェア」を併せて開催した。平成20年度からはこれ
らの取り組みを「地域結集型総合会議」に統合し開
催している。
平成18年度からは全国レベルでの幅広い機関の
コーディネータ間の課題・解決策の共有と参加者の
スキルアップを目指し、「イノベーションコーディ

ネータフォーラム」を開催している。また、平成
21年度からは優れた取り組みや実績を示したコー
ディネータを表彰する「イノベーションコーディネ
ータ表彰」を開始した。
その他、地域が力を入れて取り組んでいる最先端
の科学技術および研究成果の社会還元についての状
況をわかりやすく説明する「地域イノベーションフ
ォーラム」を平成18～19年度に計4地域で開催し
た。また、地域間で共通の研究課題について討議を
行い、地域間連携による研究活動を促進する「地域
間連携シンポジウム」を平成19年度より、地域大
学の産学官連携の取り組み等について発表し議論す
る「地域大学サミット」を平成20年度より開催し
ている。
また、全国各地で活躍するコーディネータおよび
その活動を周知し、産学官連携活動のより一層の促
進を図るためのさまざまな情報提供を行っている。
その一環として、全国各地の産学官連携従事者

（平成22年12月現在、1,922名登録）、機関（平
成22年12月現在、1,619名登録）や、助成制度
等の産学官連携に関する事業・制度に関する情報を、
インターネットを通じ提供する「産学官連携データ
ベース」を平成17年1月に提供開始した。また、
産学官連携分野に携わる多くの方々の議論の「場」
を提供し、それを対外的に「発信」することにより、
産学官連携活動のさらなる促進と発展を図る『産学
官連携ジャーナル』を平成17年1月に創刊し、月
1回発行している。これらさまざまな情報をまとめ
たポータルサイト「産学官の道しるべ」を平成17
年1月にサービスを開始した。
また、地域の自治体や機関との産学官連携をより
一層推進するため、平成15年10月に愛知県との「大
学等の研究成果の活用による新規事業創出に当たる
相互協力に関する協定」締結を皮切りに、地域の自
治体、大学、高等専門学校等と協定を締結している。

9 ▲

 その他の取り組み
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年号 組織 JST事業の動き 国内施策の動き

平成7年
（1995）

新
技
術
事
業
団

科学技術基本法を制定（11月）

地域における科学技術活動の活性
化に関する基本方針を内閣総理大
臣決定（12月）

平成8年
（1996）

科

学

技

術

振

興

事

業

団

科学技術振興事業団（JST）を設立（10月）

地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）（ネットワー
ク構築型）を発足
都道府県が地域の科学技術活動の活性化を図るため
に設立した財団等をコーディネート活動の拠点とし
て整備するに当たり、国全体の科学技術基盤形成の
視点から、JSTが新技術コーディネータを委嘱し、
拠点の活動を支援する事業

新技術コーディネータ会議を初開催（10月）
後に「プロジェクトコーディネータ会議」「科学技術
コーディネータ会議」に改名

各地域において新技術フォーラムを開催（12月：平成
12年まで開催）

第1期科学技術基本計画（平成8～
12年度）閣議決定（7月）

平成9年
（1997）

地域結集型共同研究事業を発足
国が定めた重点研究領域の中から、地域が目指す特
定の研究開発目標に向け、研究ポテンシャルを有す
る地域の大学、国公立試験研究機関、研究開発型企
業等が結集して共同研究を行うことにより、新技
術・新産業の創出を目指す事業

平成10年
（1998）

各地域の地域フォーラムを初開催（6月：平成13年ま
で開催）

大学等技術移転促進法（TLO法）
制定により、国有特許の技術移転
業務が民間へ解放される（5月）

平成11年
（1999）

新規事業指向型研究成果展開事業（プレベンチャー事
業）を開始

地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）（研究成果育
成型）を新設
ネットワーク構築型などの事業を通じて整備された
連携拠点機関と産学官のネットワークを活用し、地
域の大学等の研究シーズを育成・活用するとともに、
大学等との連携拠点の形成を目指す事業

地域結集型共同研究事業中核機関事務担当者会議を初
開催（9月）

産業活力再生特別措置法（日本版
バイドール条項）制定（8月）

JST地域事業年表
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年号 組織 JST事業の動き 国内施策の動き

平成12年
（2000）

科

学

技

術

振

興

事

業

団

J-STOREサービスの提供開始（6月）

新技術エージェント会議を初開催（7月：平成17年ま
で開催）

地域から発信する科学技術シンポジウムを初開催（9
月：平成16年まで開催）

事業総括連絡会議を初開催（11月）
後に「事業総括・研究統括連絡会議」とし、平成17
年まで開催

産業技術力強化法制定（4月）

平成13年
（2001）

地域結集型共同研究事業の選考・採択について科学技
術庁からJSTに移管

重点地域研究開発促進事業として研究成果活用プラザ
（平成19年に、JSTイノベーションプラザに改名）を
全国に展開

研究成果活用プラザ石川開館（11月）

研究成果活用プラザ広島開館（11月）

研究成果活用プラザ福岡開館（11月）

研究成果活用プラザ大阪開館（12月）
大阪分室（平成20年に、JSTイノベーションブラン
チ大阪に改名）を設置

各プラザにおいて育成研究を開始
大学等の研究成果（特許）に基づく技術について、
数年以内に企業化が見込まれる課題を募集し、産学
官共同で企業化に向けた試験研究を実施する制度

中央省庁再編、文部科学省発足（1
月）

総合科学技術会議発足（1月）

第2期科学技術基本計画（平成13～
17年度）閣議決定（3月）

68の国立試験研究機関の独立行政
法人化（4月）

産業クラスター計画を開始（経済
産業省）

産学官連携支援事業を発足（文部
科学省）
産学官連携コーディネータを大学
に派遣

政府主導による「産学官連携サミ
ット」を初開催（11月）

平成14年
（2002）

研究成果活用プラザ北海道開館（1月）

研究成果最適移転事業を発足
技術移転関連事業を有機的に統合

地域結集型共同研究事業合同報告会を初開催（10月）

研究成果活用プラザ宮城開館（11月）

研究成果活用プラザ東海開館（11月）
岐阜分室・三重分室（平成20年に、JSTイノベーシ
ョンブランチ岐阜・JSTイノベーションブランチ三
重に改名）を設置

知的クラスター創成事業、都市エ
リア産学官連携促進事業の発足（文
部科学省）

政府主導による「産学官連携推進
会議」を初開催（6月）

大学発ベンチャー創出支援制度を
発足（文部科学省）

知的財産基本法を制定（11月）
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年号 組織 JST事業の動き 国内施策の動き

平成15年
（2003）

科
学
技
術
振
興
事
業
団

地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）（ネットワー
ク構築型）終了

技術移転支援センター事業を発足

科

学

技

術

振

興

機

構

特殊法人科学技術振興事業団を独立行政法人化し、独
立行政法人科学技術振興機構（JST）となる（10月）

愛知県とJSTが協定書を締結（10月）

大学知的財産本部整備事業の発足
（文部科学省）
全国43の大学に知的財産本部を
設置

内閣に地域再生本部を設置
地域再生推進のための基本指針を
決定（12月）

平成16年
（2004）

先端計測分析技術・機器開発事業を発足

研究成果活用プラザ京都開館（5月）

イノベーション・ジャパン（大学見本市）を初開催（9
月）

国立大学を法人化（4月）

内閣府主導による「地域科学技術
に係る関係府省連絡会議」の設置
ブロック地域科学技術振興協議会
の設置

平成17年
（2005）

『産学官連携ジャーナル』を創刊（1月）

産学官連携ポータルサイト「産学官の道しるべ」、産
学官連携支援データベースの提供を開始（1月）

独創的シーズ展開事業を発足
技術移転に係る研究公募事業を再編成

シーズ育成試験（平成18年に、シーズ発掘試験に改
名）を発足
各府省・大学・地方自治体・独立行政法人・TLO等
に配置されている各種コーディネータ等が発掘した
大学等の研究シーズに対して実用化に向けた研究の
資金を支援する制度

JSTサテライト（平成19年に、JSTイノベーションサ
テライトに改名）を全国に展開

地域結集型発研究成果移転フェアを初開催（11月）

JSTサテライト新潟開館（11月）

JSTサテライト高知開館（12月）

JSTサテライト宮崎開館（12月）

JSTサテライト岩手開館（12月）

地域再生法を制定（4月）



JST地域事業年表

年号 組織 JST事業の動き 国内施策の動き

平成18年
（2006）

科

学

技

術

振

興

機

構

地域研究開発促進拠点支援事業（RSP）（研究成果育
成型）終了

地域結集型共同研究事業から地域結集型研究開発プロ
グラムへ変更

地域イノベーション創出総合支援事業を発足
重点地域研究開発推進事業、地域結集型研究開発プ
ログラムを再編

産学共同シーズイノベーション化事業を発足

地域イノベーションフォーラムを初開催（7月：平成
20年まで開催）

地域研究開発資源活用促進プログラム（平成19年に、
研究開発資源活用型に改名）を発足
地域に蓄積された研究成果、人材、研究設備等の研
究開発資源を有効に活用しつつ、実機レベルのプロ
トタイプ開発等を行う産学官共同による企業化に向
けた研究開発を支援する制度

JSTサテライト茨城開館（10月）

JSTサテライト徳島開館（10月）

JSTサテライト静岡開館（10月）

JSTサテライト滋賀開館（11月）

地域再生本部が「地域の知の拠点
再生プログラム」を決定（2月）

第3期科学技術基本計画（平成18～
22年度）閣議決定（3月）

平成19年
（2007）

イノベーションコーディネータフォーラムを初開催
（3月）

地域発技術シーズ発表会を初開催（9月：平成21年ま
で開催）

良いシーズをつなぐ知の連携システム（つなぐしく
み）を発足

知的クラスター創成事業（第2期）
を開始（文部科学省）

イノベーション25を閣議決定（6
月）

平成20年
（2008）

地域間連携シンポジウムを初開催（1月）

シーズ発掘試験にB型（発展型）を新設
従来のシーズ発掘試験から次のフェーズの研究開発
へつなげやすくするステップに相当する支援タイプ
（500万円／年）

育成研究を平成20年度開始課題より共同研究から委
託研究に変更

JSTイノベーションブランチ岡山開設（6月）

JSTイノベーションブランチ千葉開設（6月）

産学官連携戦略展開事業（戦略展
開プログラム）を発足（文部科学
省）

科学技術による地域活性化戦略を
策定（総合科学技術会議）（5月）

研究開発システムの改革の推進等
による研究開発能力の強化及び研
究開発等の効率的推進等に関する
法律（研究開発力強化法）制定（6
月）
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年号 組織 JST事業の動き 国内施策の動き

平成20年
（2008）

科

学

技

術

振

興

機

構

地域ニーズ即応型を発足
地域の中堅・中小企業のニーズ（技術的課題）に対
し大学・高専・公設試等のシーズを活用した研究開
発を支援することにより、企業の持つ課題の即効性
のある解決を図り、事業化の実現を目指す制度

独立行政法人高等専門学校機構とJSTが協定書を締結
（8月）

地域大学サミットを初開催（11月）

産から学へのプレゼンテーションを初開催（11月）

地域結集型共同研究事業合同報告会を地域結集型総合
会議に統合して開催（11月）

地域結集型研究開発プログラムを平成20年度採択分
をもって公募を終了

平成21年
（2009）

若手研究者ベンチャー創出推進事業を発足

研究成果最適展開支援事業（A-STEP）を発足

戦略的イノベーション創出推進事業を発足

イノベーションコーディネータ表彰を創設
産学官連携に関わるコーディネータの活動・実績に
対して、その成果を客観的視点から表彰する制度

地域卓越研究者戦略的結集プログラムを発足
地域の大学において卓越した研究を実施している研
究者を中核とし、関連分野の卓越研究者を招聘・チ
ーム化することで、研究開発を加速化し、産学官連
携によって企業化に導く制度

地域産学官共同研究拠点整備事業（補正予算）を発足
各都道府県に地域産学官共同研究拠点を整備し、産
学官連携の総合的な取り組みを加速することにより、
地域の特性を生かした産学官共同研究を推進すると
ともに、研究成果の地域企業への展開を図る事業

行政刷新会議による事業仕分けにおいて地域イノベー
ション創出総合支援事業は廃止との評決を受ける（11
月）
シーズ発掘試験、研究開発資源活用型、地域ニーズ
即応型、地域卓越研究者戦略的結集プログラムは平
成21年度採択分をもって公募を終了。育成研究は平
成21年度採択を中止。



JST地域事業年表

年号 組織 JST事業の動き 国内施策の動き

平成22年
（2010）

科
学
技
術
振
興
機
構

地域イノベーション創出総合支援事業を研究成果最適
展開支援事業（A-STEP）に再構築し継続課題の支援
を実施

産学イノベーション加速事業を発足
プラットフォームの場を活かした産学官共同の研究
公募事業に新たに産学共創基礎基盤研究を加え、発
展的に再編成

JSTイノベーションブランチ岐阜廃止（9月）

JSTイノベーションブランチ三重廃止（9月）

科学技術コモンズを開始

知的クラスター創成事業、都市エ
リア産学官連携促進事業、産学官
連携戦略展開事業をイノベーショ
ンシステム整備事業として再編
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