2021年は今、つくられる。
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センター・オブ・イノベーションプログラム

The Center of Innovation Program

人が変わる。社会が変わる。新しい未来を作りたい。
１０年後、どのように社会が変わるべきか、人が変わるべきか、その目指すべき社会像を
見据えたビジョン主導型のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を支援します。

プログラムの推進体制
COI STREAMガバニング委員会
委員長

構造化チーム

【ビジョンの設定と全体方針の決定】

総括ビジョナリーリーダーの指揮のもと、COI拠点に関わる横断
的課題への対応と推進方策を検討し、ビジョナリーチームととも
に拠点の活動を支援します。
■ 主な活動テーマ
●健康・医療情報の活用に関する拠点間連携の促進
【COI健康・医療データ連携推進機構】
●若手人材の活躍促進
●研究開発、社会実装に向け障害となる可能性のある規制への対応
●拠点間連携・社会課題の構造化検討

プログラムの 概 要
COIプログラムは、企業や大学だけでは実現できない革新的なイノベーションを産学連携で実現するとともに、
革新的なイノベーションを創出するイノベーションプラットフォームを整備することを目的としています。

バックキャスト型
研究開発

一つ屋根の下、大学や企業の関係者が議論し、一体となって研究開発に取り
組むイノベーション拠点を構築します。

支援規模

革新的でチャレンジング・ハイリスクな研究開発に対し、最長９年度、拠点
あたり年間１～１０億円程度（間接経費含む）の支援を実施します。

渡辺 捷昭

理化学研究所
理事長

トヨタ自動車（株）
前社長

3つのビジョン（10年後の日本が目指すべき姿）

ビジョン
ビジョン

少子高齢化先進国としての持続性確保：Smart Life Care, Ageless Society

キーコンセプト
（function） Medical health, Mental health, Motivation, Sports, Food, Ties

→ Happinessの実現

豊かな生活環境の構築
（繁栄し、
尊敬される国へ）
：Smart Japan

2

キーコンセプト
（function） 勘 ing thinking, Active thinking, Serendipity, Six senses

3

キーコンセプト
（function） (Personalization, Resilience, Sustainability, Functionalization, Flexibility)

●センシング技術の共有・連携の促進

→ 革新的思考方法

活気ある持続可能な社会の構築：Active Sustainability
-

Waste

→ 数世紀まちづくり

COI STREAM
構造化チーム

総括ビジョナリー
リーダー代理

松本 洋一郎

水野 正明

総括ビジョナリー
リーダーアドバイザー

東京理科大学
学長

名古屋大学
病院教授

自治医科大学 学長

ビジョナリーチーム

10年後の将来社会に潜在する課題から
現在取り組むべき異分野融合・連携型の研究開発テーマを設定
ビジョナリーリーダー（VL） 拠点の進捗管理・把握、
評価等
ビジョナリーリーダー補佐

少子高齢化先進国
としての持続性確保

● ビジョナリーチームを中心に各拠点の進捗状況を管理・把握
● 各拠点はビジョナリーチームの提言等を踏まえ事業を実施

ビジョン 2

ビジョナリーリーダー

小池 聡

水野 正明

元 協和発酵キリン(株)
社長

ベジタリア(株)
代表取締役社長

名古屋大学
病院教授

ビジョナリーチーム
メンバー

ビジョナリーチーム
メンバー

ビジョナリーチーム
メンバー

東京大学公共政策大学院
客員教授

順天堂大学大学院
医学研究科 主任教授

ビジョナリーチーム
メンバー

ビジョナリーチーム
メンバー

特定非営利活動法人
中部先端医療開発円環コンソーシアム
医療機器テクニカルアドバイザー

加藤 忠史

前 アステラス製薬(株)
会長

ビジョナリーチーム
メンバー

梶川 裕矢

(株)日立製作所 名誉フェロー／
日本工学アカデミー 上級副会長

東京工業大学
環境・社会理工学院 教授

ビジョナリーチーム
メンバー

長谷川 敦士

(株)コンセント 代表取締役社長／
武蔵野美術大学大学院 教授

研究アドバイザー

大学・
研究機関

事業部門
開発部門

石川 廣

小泉 英明

RL：研究リーダー（大学等研究機関所属）
・研究開発を統括

企業・自治体

活気 ある持続可能な
社会の構築

ビジョナリーリーダー

PL：プロジェクトリーダー（企業所属・出身）
・拠点の運営を統括
・社会実装に向けて研究開発を牽引

COI 拠点

ビジョン 3

松田 譲

野木森 雅郁

研究推進機構

豊かな生活環境の構築
（繁栄し、尊敬される国へ）

ビジョナリーリーダー

大西 昭郎

［拠点の戦略立案、運営面のヘッドクオータ］

規制など
制度的課題や
コスト評価など
横断的課題の
解決に対応

永井 良三

【産業界のリーダーを中心とした強力なマネジメント】

ビジョン 1

等

■ 構造化チームメンバー
江渡 浩一郎（国立研究開発法人産業技術総合研究所 主任研究員）
梶川 裕矢 （東京工業大学環境・社会理工学院 教授）
角南 篤
（政策研究大学院大学 客員教授）
武内 和彦 （東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授）
土井 美和子（国立研究開発法人情報通信研究機構 監事（非常勤））
真壁 芳樹 （東レ
（株） 理事・先端材料研究所長）
松尾 豊
（東京大学大学院工学系研究科 教授）
吉川 左紀子（京都芸術大学 副学長・教授）

総括ビジョナリー
リーダー

バックキャスト

オープン
イノベーション
プラットフォーム

（株）堀場製作所
代表取締役会長兼
グループCEO

松本 紘

拠点の推進イメージ

1

堀場 厚

KDDI（株）
相談役

研究から生まれるシーズから実用化を発想する「フロントキャスト」型ではな
く、社会のあるべき姿を出発点として取り組むべき研究開発課題を設定する
「バックキャスト」型の研究開発を推進します。

アンダー
ワンルーフ

ビジョン

小野寺 正

小宮山 宏
（株）三菱総合研究所
理事長

研究分野・技術分野の専門家として
ビジョナリーリーダーをサポート

研究者

土井 美和子

古井 祐司

情報通信研究機構
監事（非常勤）

東京大学
特任教授

アンダーワンルーフ
サテライト
1

JST・文部科学省からの支援と企業からのリソース提供により運営

サテライト

拠点

拠点
拠点

拠点
拠点

拠点
拠点

拠点

拠点

拠点

拠点

拠点

拠点
拠点

拠点
拠点

拠点
拠点
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1

ビジョン

ビジョン

真の社会イノベーションを実現する
革新的「健やか力」創造拠点
弘前大学
PL：工藤 寿彦（マルマンコンピュータサービス
（株））
RL：中路 重之（弘前大学）
参画機関→ p.9 参照

ビジョン

3

フロンティア有機システムイノベーション拠点
山形大学
PL：三宅 徹（大日本印刷（株））
RL：大場 好弘（山形大学）
参画機関→ p.29 参照

ビジョン

ビジョン

1

3
さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する
自助と共助の社会創生拠点

1

活力ある生涯のための Last 5X イノベーション拠点
京都大学
PL：野村 剛（パナソニック
（株））
RL：小寺 秀俊（京都大学）
参画機関→ p.19 参照

東北大学
PL：和賀 巌（NEC ソリューションイノベータ
（株））
RL：末永 智一（東北大学）
参画機関→ p.11 参照

信州大学
PL：大西 真人（（株）
日立製作所）
RL：遠藤 守信（信州大学）
参画機関→ p.37 参照

ビジョン

ビジョン

1

東京大学
PL：池浦 富久（東京大学）
RL：鄭 雄一（東京大学）
参画機関→ p.13 参照

1

運動の生活カルチャー化により活力ある未来を
つくるアクティブ・フォー・オール拠点
立命館大学
PL：田中 孝英（オムロンヘルスケア
（株））
RL：伊坂 忠夫（立命館大学）
参画機関→ p.17 参照

革新材料による次世代
インフラシステムの構築拠点
金沢工業大学
PL：池端 正一（大和ハウス工業（株））
RL：鵜澤 潔（金沢工業大学）
参画機関→ p.35 参照

東京大学
PL：湯本 潤司（東京大学）
RL：常行 真司（東京大学）
参画機関→ p.31 参照

2

ビジョン

ビジョン

3

3

持続的共進化地域創成拠点
九州大学
PL：中村 祐一（NEC）
RL：福本 康秀（九州大学）
参画機関→ p.41 参照

3

人がつながる
“移動”
イノベーション拠点
名古屋大学
PL：畔柳 滋（トヨタ自動車（株））
RL：森川 高行（名古屋大学）
参画機関→ p.39 参照

2

『サイレントボイスとの共感』
地球インクルーシブセンシング研究拠点

ビジョン
ビジョン

『感動』
を創造する芸術と
科学技術による共感覚イノベーション拠点

ビジョン

精神的価値が成長する
感性イノベーション拠点
広島大学
PL：吉田 秀俊（広島大学）
RL：笹岡 貴史（広島大学）
参画機関→ p.27 参照

2

東京藝術大学
PL：山本 耕志（（株）JVC ケンウッド）
RL：桐山 孝司（東京藝術大学）
参画機関→ p.21 参照

大阪大学
PL：上野山 雄（パナソニック
（株））
RL：金田 安史（大阪大学）
参画機関→ p.25 参照

2

3

コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点

乳幼児からの健やかな脳の育成による
積極的自立社会創成拠点

ビジョン

自分で守る健康社会拠点

3
ビジョン

ビジョン

『食と健康の達人』拠点
北海道大学
PL：吉野 正則（（株）
日立製作所）
RL：玉腰 暁子（北海道大学）
参画機関→ p.7 参照

世界の豊かな生活環境と地球規模の
持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点

ビジョン

1

3

東京工業大学
PL：廣井 聡幸（ソニー（株））
RL：若林 整（東京工業大学）
参画機関→ p.23 参照

感性とデジタル製造を直結し、
生活者の創造性を拡張する
ファブ地球社会創造拠点
慶應義塾大学
PL：松原 健二（（株）
ロングフェロー）
RL：村井 純（慶應義塾大学）
参画機関→p.33参照

ビジョン

1

スマートライフケア社会への変革を先導する
ものづくりオープンイノベーション拠点
川崎市産業振興財団
PL：木村 廣道（川崎市産業振興財団）
RL：片岡 一則（川崎市産業振興財団）
参画機関→ p.15 参照
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少子高齢化先進国としての持続性確保：Smart Life Care, Ageless Society
少子高齢化の課題先進国である我が国において、高齢でも
健康を保持し、一人一人が人とのつながりの中で豊かな生
活を送ることができる、持続性を確保した社会を構築する。
ビジョナリーリーダー

松田

譲

［略歴］
1977 年
2003 年
2012 年
2019 年

東京大学大学院博士課程修了、
協和発酵工業（株）
（現 協和発酵キリン（株）） 入社
同 代表取締役社長
協和発酵キリン（株） 相談役
公益財団法人加藤記念バイオサイエンス振興財団 理事長
公益財団法人加藤記念バイオサイエンス振興財団 名誉理事（現職）

豊かな生活環境の構築（繁栄し､尊敬される国へ）： Smart Japan
ICT を活用し、個人の生存を脅かす諸要因を取り除きながら、
高効率で活気があり QOL の高い安全・安心な社会、個人が
感性や創造力を発揮して社会に貢献するとともに、精神的
充足を得て幸せを実感出来る社会を構築する。
ビジョナリーリーダー

小池

聡

［略歴］
1983 年
1996 年
1999 年
2004 年
2010 年

中央大学商学部卒業、
（株）電通国際情報サービス 入社
スタンフォード大学 SEP 修了、iSi 電通アメリカ副社長
ネットイヤーグループ（株）代表取締役（2008 年東証上場）
（株）ネットエイジグループ 代表取締役（2006 年東証上場）
東京大学 EMP 修了、ベジタリア株式会社 代表取締役（現職）

活気ある持続可能な社会の構築：Active Sustainability
四季それぞれの美しく価値ある自然を大切に、幅広く深い潜
在力を体系化することによって、個人の多様性を大切にした
活力ある生活空間を実現させる革新的で輝き続ける新社会シ
ステムを構築する。
ビジョナリーリーダー
［略歴］
1992 年
1996
1999
2010
2012
2018
5

年
年
年
年
年

水野

正明

名古屋大学大学院医学研究科 脳神経外科 博士課程修了
社会保険中京病院、国立長寿医療研究センターを経る
名古屋大学医学部 脳神経外科 助手
同 大学院医学系研究科 遺伝子治療学 助教授
名古屋大学医学部附属病院 脳卒中医療管理センター長、名古屋大学 総長補佐
同院 先端医療・臨床研究支援センター 教授
同院 先端医療開発部 先端医療・臨床研究支援センター センター長 / 病院教授
( 現職 )

ビジョン

1

『食と健康の達人』拠点
中核機関：北海道大学

PL：吉野 正則（（株）日立製作所）

RL：玉腰 暁子（北海道大学）

7

真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点
中核機関：弘前大学
PL：工藤 寿彦（マルマンコンピュータサービス（株）） RL：中路 重之（弘前大学）

9

さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する自助と共助の社会創生拠点
中核機関：東北大学
PL：和賀 巌（NEC ソリューションイノベータ（株）） RL：末永 智一（東北大学）

11

自分で守る健康社会拠点
中核機関：東京大学

13

PL：池浦 富久（東京大学）

RL：鄭 雄一（東京大学）

スマートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベーション拠点
15
中核機関：川崎市産業振興財団 PL：木村 廣道（川崎市産業振興財団）
RL：片岡 一則（川崎市産業振興財団）
運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点
中核機関：立命館大学
PL：田中 孝英（オムロンヘルスケア
（株）） RL：伊坂 忠夫（立命館大学）

17

活力ある生涯のための Last 5X イノベーション拠点
中核機関：京都大学
PL：野村 剛（パナソニック（株））

19

ビジョン

2

「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション拠点
中核機関：東京藝術大学
PL：山本 耕志（（株）JVC ケンウッド）
『サイレントボイスとの共感』地球インクルーシブセンシング研究拠点
中核機関：東京工業大学
PL：廣井 聡幸（ソニー（株））
乳幼児からの健やかな脳の育成による積極的自立社会創成拠点
中核機関：大阪大学
PL：上野山 雄（パナソニック（株））
精神的価値が成長する感性イノベーション拠点
中核機関：広島大学
PL：吉田 秀俊（広島大学）

ビジョン

RL：小寺 秀俊（京都大学）

RL：桐山 孝司（東京藝術大学）

RL：若林 整（東京工業大学）

RL：金田 安史（大阪大学）

RL：笹岡 貴史（広島大学）

21

23

25

27

3

フロンティア有機システムイノベーション拠点
中核機関：山形大学
PL：三宅 徹（大日本印刷（株））

RL：大場 好弘（山形大学）

コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点
中核機関：東京大学
PL：湯本 潤司（東京大学）

RL：常行 真司（東京大学）

29
31

感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点
中核機関：慶應義塾大学
PL：松原 健二（（株）ロングフェロー）
RL：村井 純（慶應義塾大学）

33

革新材料による次世代インフラシステムの構築拠点
中核機関：金沢工業大学
PL：池端 正一（大和ハウス工業（株））

35

RL：鵜澤 潔（金沢工業大学）

世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点
中核機関：信州大学
PL：大西 真人
（
（株）
日立製作所）
RL：遠藤 守信
（信州大学）

37

人がつながる “移動”イノベーション拠点
中核機関：名古屋大学
PL：畔柳 滋（トヨタ自動車（株））

RL：森川 高行（名古屋大学）

39

持続的共進化地域創成拠点
中核機関：九州大学

RL：福本 康秀（九州大学）

PL：中村 祐一（NEC）

41
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実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

『食と健康の達人』拠点
Innovative Food & Healthcare MASTER

プロジェクトリーダー

研究リーダー

㈱日立製作所 研究開発グループ
基礎研究センタ シニアプロジェクト
マネージャ

北海道大学大学院
医学研究院 教授

吉野 正則

母子を中心に、家族が健康で安心して暮らせる社会
～母子健康を基盤とした健康経営都市・低出生体重児ゼロを目指して～

1980年 ㈱日立製作所 入社
事業戦略・商品企画などを担当

玉腰 暁子
名古屋大学医学部卒、
名古屋大学大学院
医学研究科満了
名古屋大学大学院、
国立長寿医療センター、
愛知医科大学を経て、
2012年より現職
主な研究領域：疫学、
公衆衛生学

目指すべき将来の姿

概

トピック

要

低出生体重児ゼロを目指し、母子を中心に、家族が安心して暮らせる社会に向けて、子どもとともに、みんなが、健康で元気に成
長できる地域モデルを構築し、
「“ひと”
と
“まち”が『食と健康の達人』
として育つ社会」
を実現します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
母子の健康

母子に最適ケアプラットフォーム

・子育てに寄り添い、食の重要性、健康の大切さを学ぶことができ、子ども達の多様性が守られ、女性が働きやすいまち。
・母子健康調査を健康経営都市の基本健診として定着。母子の健康を知り
（腸内、母乳ほか）、
ひとりひとりにアドバイスを行うことで、健康な子どもの成長をみまもります。

行動が変わる

データ・ヘルスケアプラットフォーム

・人とまちの健康情報を網羅し、解析・予報が個人とまちに返ることで、
個人の健康行動促進、
まちの健康促進、企業の新事業につなげます。

げんきなまち

健康経営都市プラットフォーム

・外出が難しい産後ママや家族にケア、サービス、食が届きます。
・ICTを活用した、母子健康支援、日常健康みまもりサービスを提供します。
・自分のげんきを楽しみながら増進する
“げんき発見”のプログラムを提供します。

健康経営都市プラットフォーム

・買い物支援
・訪問、お迎え支援
・母子ケアセンター
・健康ひろば

生活環境

健康環境
・母子相談
・健康みまもり
・げんき発見（健診）
・健康な食・運動

実施体制
プロジェクトリーダー（拠点長）
：吉野 正則（（株）日立製作所） 研究リーダー：玉腰 暁子（北海道大学）
副拠点長：武田 安弘（森永乳業(株)） RLアドバイザー：筒井 裕之（九州大学／北海道大学 客員教授）
【中核機関】 北海道大学
日立製作所
【中心企業】（株）
【参画機関】 岩手アカモク生産協同組合、(株)エイチ・ツー・オー綜合研究所、王子ネピア(株)、(株)コスモ、(株)ジェイマック
システム、(株)セコマ、損害保険ジャパン(株)、(株)第一岸本臨床検査センター、(株)ツルハホールディングス、 フード＆メディカルイノベーション国際拠点
(株)テクノスルガ・ラボ、(株)データホライゾン、東洋ライス(株)、
日東電工(株)、(株)はまなすインフォメーショ
ン、(株)ファーストスクリーニング、(株)フィリップス・ジャパン、北海道マリンイノベーション(株)、
マクセル(株)、
森永乳業(株)、(株)ライフ・サイエ
ンス研究所、
ロート製薬(株)、北海道、岩見沢市、旭川医科大学、九州大学、慶應義塾大学、札幌医科大学、徳島大学、中村学園大学、奈良先端科
学技術大学院大学、北翔大学、宮城大学、
がん研究会、北海道教育大学岩見沢校、医薬基盤・健康・栄養研究所、北海道立総合研究機構、北海道
科学技術総合振興センター、北海道食産業総合振興機構、(一社)ALFAE

■ 筑波大学サテライト
サテライトリーダー：礒田 博子（筑波大学）
【参画機関】 茨城県厚生農業協同組合連合会、協和発酵バイオ(株)、
(株)シロク、(株)タニタ、
日本製粉(株)、(株)ルネサンス
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①「母子健康調査」から行動変容を起こす
世界に類をみない研究開発「岩見沢市における母子健康調査」
において、食、腸内環境、母乳から
「母の健康」
と
「子どもの成長」
に影
響する新たな知見を得ました。さらに、低出生体重児減（2015年：10.4％→2017年：7.8％）
を実現しています。今後も市と連
携し、母子との情報や課題の共有を通して行動変容を起こしていきます。
②遠隔妊婦健診・診療を北海道から全国へ
北海道のように自宅と病院が遠距離にある地域では、第2子以降の妊婦健診・診療時の受診の負担が大きく、出生率低下の一因と考えられ
ています。永続可能な遠隔妊婦健診・診療システムの開発・導入により、妊婦とその家族の負担を軽減し、出生率の増加を目指します。

■ 北里大学サテライト
サテライトリーダー：小田口 浩（北里大学）
【参画機関】 大峰堂薬品工業
（株）
（
、株）
ウチダ和漢薬、
医薬基盤・健康・栄養研
究所、
国立医薬品食品衛生研究所、
東京生薬協会、
東京理科大学

③持続のために、合同会社を設立。リカーリングサービスを開始
COIの取り組みを事業化し、次の研究開発につなげて地域で持続し
ていくために、岩見沢市にエミプラスラボ合同会社を設立しました。
COIから生まれた成果、商品、サービスを母子や家族に届けるリカー
リングサービスを2020年から開始します。

④行動変容を促すビッグデータ解析基盤構築
岩見沢市の健診結果やレセプトデータから健康状態を分析する健康予報
システムを構築し、将来の健康状態を予測できる仕組みへと発展させま
す。更に北大COIの各プロジェクト
（母子健康調査、高血圧サポートアプリ）
などのデータ連携で地域包括ケアシステムの構築を行っていきます。

持続のために、合同会社を設立

行動変容を促すビッグデータ解析基盤構築

民間と自治体の融合、新しい公共サービスを創造
新公共

食・運動・サービス

お問合せ

合同
会社
出資

母子・家族

健康データを統合、見える化を実現（自治体初）
BigData

市民の74%
健康予報システムの稼働

北海道大学 フード&メディカルイノベーション (FMI) 推進本部
Tel: 011-706-9602 Fax: 011-706-9607
E-mail：coi-oﬃce@fmi.hokudai.ac.jp

〒001-0021 北海道札幌市北区北21条西11丁目
［アクセス］札幌駅 タクシー 約10分
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真の社会イノベーションを実現する
革新的「健やか力」創造拠点
Center of Healthy Aging Innovation (CHAIN)
「寿命革命」 × 「認知症の人と創る未来社会システム」

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ
１．ビッグデータを用いた疾患予兆法の開発

〔マルマンコンピュータサービス(株)、東北化学薬品(株)、(株)テクノスルガ・ラボ、エーザイ(株)、花王(株)、ライオン(株)、オムロンヘルスケア(株)、
シスメックス(株)、北海道システム・サイエンス(株)、(株)生命科学インスティテュート、
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)、
クラシエホールディングス(株)、サントリー食品インターナショナル(株)、ハウス食品グループ本社(株)、大塚製薬(株)、
（株）
ミルテル、
（株）
ファンケル、他〕

プロジェクトリーダー

研究リーダー

マルマンコンピュータサービス㈱
常務取締役

弘前大学大学院医学研究科社会
医学講座特任教授

工藤 寿彦

1979年 沖電気工業 入社
1982年 日本システム株式会社
設立 役員
1991年 マルマンコンピュータサービス㈱
入社

中路 重之
2004年9月～2017年3月弘前大学
大学院医学研究科社会医学講座教授
2012年2月～2016年1月弘前大学大学
院医学研究科長
（兼医学部長）
2017年4月より現職

目指すべき将来の姿

弘前市岩木地区での過去10数年間にわたる岩木健康増進プロジェクトから得た膨大な経時的健康情報（延べ20,000名以上、健康情報
2,000項目）
と福岡県久山町（人口約8,400人）の地域住民を対象に50年間以上にわたって蓄積した精度の高い生活習慣病（脳卒中・悪性腫
瘍・認知症・高血圧症・糖尿病など）の疫学調査（久山町研究）
における、健康情報、生活習慣情報、遺伝情報をもとに未病の段階で軽度認知障害
（MCI）
や生活習慣病を予測するアルゴリズムを開発します。

2．予兆因子に基づいた予防法の開発

〔マルマンコンピュータサービス
（株）
、
（株）
栄研、イオンリテール
（株）
、
カゴメ
（株）
、花王
（株）
、協和発酵バイオ
（株）
、(株)ベネッセコーポレーション、
日本コープ共済生活協同組合連合会、クラシエホールディングス(株)、
(株)ローソン、アツギ(株)、(株)ファミリークッキングスクール、
明治安田生命保険
（相）
、
（株）
青森銀行、
（株）
みちのく銀行、他〕
疾患危険因子を有する人を対象に、個人レベルでのアラート法を構築し、
生活習慣改善などによる予防法を実践的に開発します。
また、MCIや生活
習慣病と判明した方への運動療法、口腔ケア等による予防介入研究に加
え、革新的アンチエイジング法の分子基盤を確立します。

3．認知症サポートシステムの開発

〔的場 聖明（京都府立医科大学）、ベネッセスタイルケア
（株）他〕
高齢者が使いやすい銀行を目指して、
行員教育方法の開発、
店舗システムの開
発、
高齢者との金融商品契約に関するガイドラインの作成、
新しい福祉型信託な
どの高齢者の財産管理や経済活動支援のための金融商品の開発、
及び認知症
初期支援に有用なシニアライフプランニング法の開発、
意思決定支援のための
アプリケーション及び機器を開発します。
京丹後で実証を行います。

トピック

概

要

日本は、超高齢化社会を迎え、
「医療費の削減」、
「高齢者の健康増進」、
「QOLの向上」、
「高齢者の社会寿命延伸」が社会的課題で
す。本拠点では、青森県住民のコホート研究による膨大な健康情報を解析し、
「 疾患予兆発見の仕組みの構築」
と
「予兆に基づい
た予防法の開発」等により、
リスクコンサーン型の予防医療（従来の医療は、疾患に罹患してから治療することであったが、罹患を
予防することに焦点を絞った医療サービス）
を、医療関係者を含む産学官金が一体となって目指します。加えて、
「認知症サポート
システムの開発」
により、高齢者が安心して経済活動を行いながら生活を楽しむことができる社会システムの実現を目指します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
●予兆発見アルゴリズム
個人の健康情報、診療情報からの予兆因子により、個人のリスクレベルを解析するシステムを開発します。
●予兆発見アプリケーション
予兆結果の通知および対策・指導などの健康増進ソリューション
「健康物語」
を開発し、予防医療に貢献します。
●認知症サポートシステム
高齢者が安心して経済活動を行いながら生活を楽しむことができる社会システムを実現します。

実施体制
プロジェクトリーダー:工藤 寿彦（マルマンコンピュータサービス
（株）） 研究リーダー:中路 重之（弘前大学）
戦略統括:村下 公一（弘前大学） 社会実装統括:安川 拓次（花王（株）） 健康未来イノベーションセンター長:若林 孝一（弘前大学）
【中核機関】 弘前大学
【中心企業】 マルマンコンピュータサービス㈱
【参画機関】 弘前大学、九州大学、京都大学、東京大学大学院医学系研究科、東京大学医科学研究所、名古屋大学、名桜大学、和歌山県立医科大学、
マルマンコンピュータサービス
（株）
、東北化学薬品
（株）
、㈱テクノスルガ・ラボ、
（株）
栄研、イオンリテール㈱、カゴメ㈱、エーザイ
（株）
、
花王
（株）
、協和発酵バイオ
（株）
、ライオン
（株）
、オムロンヘルスケア
（株）
（
、株）
ベネッセコーポレーション、シスメックス
（株）
、
北海道システム・サイエンス
（株）
（
、株）
生命科学インスティテュート、
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
（株）
、
日本コープ共済生活共同組合連合会、
クラシエホールディングス
（株）
、
ローソン
（株）
、楽天
（株）
、サントリー食品インターナショナル
（株）
、
大塚製薬
（株）
、
産業技術総合研究所、
アツギ(株)、
ハウス食品グループ本社(株)、
(株)ファミリークッキングスクール、
明治安田生命保険
（相）
、
（株）
ミルテル、
（株）
ファンケル、
（株）
青森銀行、
（株）
みちのく銀行、味の素
（株）
、大正製薬
（株）
、青森県、弘前市、青森県産業技術センター

■ 京都府立医科大学サテライト
サテライトリーダー:奥村 太作 （㈱ベネッセスタイルケア）
中央大学、慶應義塾大学理工学部、慶應義塾大学医学部、志學館学園、京都府立大学、公立はこだて未来大学、徳島大学、
同志社女子大学、
【参画機関】 京都府立医科大学、
（株）京都銀行、
（株）ベネッセスタイルケア、
（株）
IIJグローバルソリューションズ、三井住友信託銀行（株）、大日本印刷（株）、住友電気工業（株）、住友林業（株）、
みずほ情報総研（株）
（
、株）
エルブズ、
（株）
マネーフォワード
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◆青森県医師会附属
「健やか力推進センター」
の設立
平成27年4月1日に
「健やか力推進センター」
を設立しました。当センターは青
森県内における健康増進の中核的組織として、積極的な健康増進介入活動を展
開するとともに、
この活動を担う
「健やか隊員」
の育成を行います。
「健やか隊員」
を中心とし、健康寿命増進に向け県民への支援活動を行うことにより、社会変容
及び行動変容の促進を図り、新しい社会基盤を創造します。この新しい社会基盤
を青森県モデルとして他地域への拡大を目指しています。
◆九州大学
（医）
、京都府立医科大学、名桜大学、和歌山県立医科大学との連携
弘前大学、京都府立医科大学との連携により、認知症発症後の支援システムの
実現を目指しています。また、九州大学
（医）
の久山町研究、京都府立医科大学の
京丹後スタディ弘前大学の岩木健康増進プロジェクト及び名桜大学，
和歌山県
立医科大学との連携で、実証フィールドが拡張したことにより、予兆アルゴリズ
ムの検証が加速し、
さらに精度の高い予兆法・予防法の開発が可能になります。
◆ビッグデータ解析チーム
バイオインフォマティクス・生物統計・臨床統計分野の第一級の専門家が本拠点
に加わりました。弘前大学が中心となって、京都大学
（医）
・東京大学医科学研究
所・東京大学
（医）
・名古屋大学
（医）
と連携することで体制を強化。それぞれの強
みをいかして疾患予兆予測法の開発を目指します。
◆啓発型新型健診の開発・実証
弘前大学と参画機関が連携して、
即日で健診、
判定、
啓発を行う
「啓発型健診」
トライア
ル版を実施しました。今後、
国内外に波及する普及版モデルの開発・実証を目指します。
◆健康未来イノベーションセンター
平成28年12月、
弘前大学は文科省の地域科学実証拠点開発事業に採択され、
平
成29年、
健康増進機能を集約した全学組織
「健康未来イノベーションセンター」
を
創設。平成30年4月には同センター名を冠にした拠点施設を新設し、
COI参画機関
が一堂に会し、
地方創生に向けた雇用・新産業を創出する場が完成しました。
◆第１回日本オープンイノベーション大賞
「内閣総理大臣賞」
・第７回プラチナ大
賞
「大賞・総務大臣賞」
受賞
平成３１年３月に内閣府主催の日本オープンイノベーション大賞の最高賞であ
る
「内閣総理大臣賞」
を、令和元年11月にはプラチナ大賞
「大賞・総務大臣賞」
を
受賞しました。それぞれオープンイノベーションの観点から、
また社会課題の解
決に向けて、優れた取組であるとして高く評価されました。

お問合せ

弘前大学 COI研究推進機構
Tel: 0172-39-5538 Fax: 0172-39-5205
E-mail：coi_info@hirosaki-u.ac.jp

〒036-8562 青森県弘前市在府町５
［アクセス］JR弘前駅 徒歩約35分 タクシー約10分
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少子高齢化先進国としての 持 続 性 確 保

研究開発期間：平成25年度～令和3年度

http://www.coi.tohoku.ac.jp

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ
１．
日常人間ドックシステムのプラットフォーム開発

中尾 光之（東北大学）、
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社、ほか

さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する
自助と共助の社会創生拠点
Center of Innovation for creation of a society with self-help and mutual-assistance
through daily unobtrusive sensing and health monitoring
自分や大切な人の健康を守り支えあう自助と共助の社会の構築

目指すべき将来の姿

「思いやりAI®」を軸としたPDSのビジネスモデル開発・社会実装検討を
行う
（思いやりAI関連開発、PDSビジネスモデル開発・社会実装検討）

２．暮らしBUBを目指す日常人間ドックシステムの実用化
プロジェクトリーダー

研究リーダー

NECソリューションイノベータ（株）
プロフェッショナルフェロー

東北大学産学連携機構イノベーション
戦略推進センター 特任教授

和賀 巌

小嶋 秀樹（東北大学）、株式会社穴吹ハウジングサービ
ス、早稲田大学、東北学院大学、ほか

「さりげないセンシング」と「日常人間ドックシステム」を導入・活用した新たな
住宅を企画・検証する（コミュニケーションロボットの開発、健康指標開発、眼
の健康センサの開発、生体バランスセンサの開発、細菌センサの開発）

末永 智一

2004年よりＮＥＣソフト（株）および日本電気（株）の研究開発、事業
開発部長を歴任、VALWAYテクノロジーセンター長を経て2014年
NECソリューションイノベータ（株）イノベーションラボラトリ所長、
2017年東北大学客員教授（兼COI東北拠点プロジェクトリーダー）

３．旅行BUBを目指す日常人間ドックシステムの実用化

1981年東北大学大学院薬学研究科博士課程修了
1999年より同大学院工学研究科、環境科学研究
科等教授を経て2014年東北大学革新的イノベー
ション研究機構副機構長 （兼 COI東北拠点 研究
リーダー）

永富 良一（東北大学）、株式会社ＪＴＢ、ほか

「さりげないセンシング」
と
「日常人間ドックシステム」
を導入・活用し
た新たなヘルスツーリズムを企画・検証する
（日常人間ドック検証）

４．食事BUBを目指す日常人間ドックシステムの実用化

寳澤 篤（東北大学）、カゴメ株式会社、オムロンヘルスケア株式会社、ほか

2030 年暮らしのビジョン

血圧と塩分摂取に関する研究開発、及び血流状態改善にかかるサプ
リメント開発等を進め、食と健康のビジネス構築を行う
（食と健康を
結ぶセンシング、センシング・ゲノム連携研究）

５．運動BUBを目指す日常人間ドックシステムの実用化

自助と共助の社会を目指して
個々人は自立しつつも、他者との絆を感じ、
100歳まで楽しく元気に、社会と関わり続けられる未来

社会実装を加速するため、異業種の多数の企業を迎え
入れたことで、各社間の連携が進んでいます。大きな
事業・産業のストラクチャーの構築を、複数の大学・企
業で連携する基盤
（B-U-Bプラットフォーム）
に基づい
て形成・遂行することで、住宅、旅行、運動、食事等で日
常人間ドックを身近なものとするセンサ・シェアリン
グ事業を推進しながら、人と社会が変わる未来の創造
を目指します。

・自分で健康状態を予測・管理でき
将来の不安を感じることなく暮らせる
・頭・心・体の能力が低下しても
社会に参画でき、生涯現役で暮らせる
・家族を超えて、多世代が「つながり」
「交流し」
「支援し合って」暮らせる

※B-U-B
（Business-University-Business）
： 大学をプラッ
トフォームとした複数企業エコシステム型連携モデル

トピック
概

早瀬 敏幸（東北大学）、エレコム株式会社、株式会社東急
スポーツオアシス、株式会社電通、ほか

参画企業間の連携(B-U-B)

健康課題解決にむけて運動を中心とした日常人間ドックシステムを
活用したサービスセットを構築する
（接触型センサの開発、飲込みセ
ンサの開発、スマート家具の開発）

６．鏡時間BUBを目指す日常人間ドックシステムの実用化
吉澤 誠（東北大学）、株式会社シーエーシー、ほか

「魔法の鏡」
の社会実装を進め、
「鏡を見る」
という人間の何気ない行動
に基づいたビジネス構築を行う
（魔法の鏡の開発）

7．
眼と健康BUBを目指す日常人間ドックシステムの実用化

中澤 徹（東北大学）、あっと株式会社、株式会社クリュー
トメディカルシステムズ、ほか

各センシングデバイスによって得られた情報とゲノム情報を統合し
たデータベースを作成。眼疾患にとどまらず、全身疾患の新たな診断
や予後予測システム構築を目指す

■ 日常のセンシング技術群の社会実装

要

生きがいを持って毎日を健康快活に過ごしたいということは、
誰もが願うことでしょう。しかし、
病気への不安、
孤独感、
離れた家族の
心配などがあり、
現実は必ずしも理想通りとは限りません。いつでも、
どこにいても、
自分や家族の生活や健康の状態がわかり、
家族を
超えて多世代間で応援支援が得られるさりげないセンシングによる
「日常人間ドック」
の開発を行います
「。日常人間ドック」
は
「、
はか
る」
（測る、
計る、
量る）
「、
わかる
（」
解る、
分かる、
判る）
「、
おくる
（」
送る
（自助）
、
贈る
（共助）
）
という３つの要素からなり、
各種のセンシング
技術でさりげなく健康とその要因
（生活因子、
環境因子）
の情報を収集し、
体質の情報
（遺伝的因子）
とともにクラウド上にビッグPDS
（パーソナルデータサービス/ストア）
として一元管理し、
その理解・共有を図ることで、
自助・共助の観点から様々に活用するものです。

■ 視力対策から始める健寿命社会のQOL向上

・非接触で血流、脈波、自律神経の状態が把握
できる「魔法の鏡」について参画企業が事業
化を開始しました。車載領域への展開も図
り、運転手の状態見守りシステムの事業化が
近づきました。
・飲込み型センサの小型実装モデルの動物適
用実験 が成功し、人への応用が近づきまし
た。

緑内障等の眼科疾患の予防・進行抑
制を手始めに、QOL向上を目的と
した、センサ・ゲノム等のデータ活
用による個別化医療の基盤整備を
進めています。東北メディカル・メ
ガバンク機構が設計した日本人ゲ
ノム解析基盤「ジャポニカアレイ」
も積極的に活用しています。
製薬企業や検査機器企業も加わり、
新たなBUBが形成されました。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
•魔法の鏡センサ、飲込みセンサ、眼の健康センサ、細菌センサ、生体バランスセンサ

宮城県登米市で、尿Na/K比実証研究に成功しま
した。車社会で塩分摂取の多い町が、たった 一つ
のセンサ計測を2年行うことで住民の血圧レベル
が低下し、集団への介入が有効である可能性を示
しました。ナトカリMAPの配布などによる啓発活
動のほか、職域への展開も図っています。

●遺伝的要因による体質、疾患リスク、薬剤応答性を迅速かつ安価に評価できるゲノムアレイ
●生活要因、環境要因、遺伝的要因の情報が一元管理される革新的PDSプラットフォーム
●ヘルスケアビッグデータ解析に基づく将来の健康情報の提供サービス

•医師や健康コンシェルジュからの生活アドバイス、予防支援サービス

●各種センサデータを統合し、AI解析とオープンAPIによるサービス連携で多種多様なビジネスを創出

© オムロンヘルスケア

■ COI東北拠点発のスタートアップ設立

実施体制

2019年2月 設 立 のEC SENSING、
2019年7月設立のAzulEnergyに続い
て、2020年2月にはSensChipが設立
されました。今後も社会実装を担うCOI
東北拠点発のスタートアップが立ち上
がっていくことが期待されています。

プロジェクトリーダー：和賀 巌（NECソリューションイノベータ（株）） 研究リーダー : 末永 智一 (東北大学)
副研究統括：永富 良一（東北大学医工学研究科） 中澤 徹(東北大学医学系研究科・東北大学病院)
【中核機関】東北大学
【中心企業】NECソリューションイノベータ（株）、
（株）東芝、日本光電工業（株）、オムロンヘルスケア（株）、カゴメ（株）、
（株）シー
エーシー、
（株）東急スポーツオアシス、三井物産（株）、コープ東北、カシオ計算機（株）、アルプスアルパイン（株）、エレ
コム（株）、東京海上日動火災保険（株）、
（株）電通、菱電商事（株）、
（株）ＪＴＢ、
（株）穴吹ハウジングサービス、
（株）フュー
チャーセッションズ、あっと（株）、
（株）asken、
（株）クリュートメディカルシステムズ
【参画機関】東北学院大学、早稲田大学、(株)理研ジェネシス、凸版印刷(株) 、(株)アドバンテスト、ジーエヌエス(有)、ドリーム・トラスト（株）

11

サテライトリーダー ： 岩谷 幸雄 (東北学院大学）工学部長
内海 和明 (早稲田大学）ナノ・ライフ創新研究機構招聘研究員

■ センサを中心とした
エコシステムの海外展開

■ 食事バランス・血圧の指標確立

●環境要因、生活因子のさりげないセンシングを実現する革新的なセンシングデバイス群

お問合せ
東北大学レジリエント社会構築
イノベーションセンター

東北大学 産学連携機構 イノベーション戦略推進センター
革新的イノベーション研究プロジェクト
Tel: 022-752-2186 Fax: 022-752-2189
E-mail：promo-innov@grp.tohoku.ac.jp

座禅から着想したセンサ付き座布
団の北米展開や、欧州・アジアでの
提携活動など、海外事業連携を推
進し、共通課題の解決を目指して
います。

©電通

■ イノベーション基盤「思いやりAI®」
参画企業が事業化したネットワークシステムを
手始めに、東北大学がオープンソース基盤を活用して、
秘匿化やセキュリ ティ対策のもとで管理する仕組みを構築
し、ライフスタイルサー ビス企業への提供を進めています。

〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1
［アクセス］地下鉄東西線青葉山駅より徒歩1分
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実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ
1. 健康医療 ICT 標準化グループ（基盤）

【大江 和彦（医学系研究科）/富士通、日本総合システム、
タニタヘル
スリンク】

自分で守る健康社会拠点
Self-Managing Healthy Society
プロジェクトリーダー 研究リーダー
/ 機構長
/ 副機構長

“入院を外来に”
“外来を家庭に”
“家庭で健康に”
生涯ウェルビーイング

池浦 富久

鄭 雄一

元（株）三菱ケミカルホールディングス顧問
1976年 三菱化成工業（株）
（当時）入社
経営戦略部門・常務執行役員等を歴任し、
2012年 顧問就任
2013年より現職

東京大学大学院工学系・医学系 研究科教授
1989年 東京大学医学部医学科卒業
1997年 医学博士号取得
米国マサチューセッツ総合病院、ハーバード大学医
学部等を経て、2017年より現職

目指すべき将来の姿

将来の自分で守る健康社会へのアプローチ
ುਡ崻崠嵏嵛岣ঽী峑ஹ峵೨ভ岤

ফ峕峙ਐযਰ

■データ改革
医療圏データと生活圏データを統合するデータ・プラットフォーム
を創り、ビッグデータ解析から新価値創造
■社会システム改革
働き方：元気な人はずっと働ける社会環境を整え、若者と高齢者の
関係を二元論的対立ではなく、連続した状態と捉え直す
保険制度：お金の流れを見直して、
「健康を失った時のため」
ではな
く、
「健康でいるため」の制度に

【岸 暁子（工学系研究科）、吉村 典子（医学系研究科）、徳野 慎一（工
学系研究科）
/PST 】
①健康診断データとウエアラブル機器から得られるデータを用いた
個人の健康維持・向上のための行動変容プログラム、②音声により認
知症や各種疾患の予測が可能になるプログラム、③これまで蓄積した
高齢者コホートデータの解析に基づく介護リスク予測プログラム、
を
開発し、若年層から高齢者までを網羅する
「健康の自分ごと化」のシス
テムを開発します。
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少子高齢化が世界に先駆けて急速に進む日本では、
「自分の健康は自分で守る、高齢者も社会を支える、新健康医療産業創出により国
民総所得を増大する」
という
「自分で守る健康社会」への構造転換が急務であり、入・通院を劇的に削減する革新的予防・診断・治療シス
テムや、家庭での健康増進のための科学的エビデンスに基づいた新たな健康・医療指導サービスが必須です。本COIでは、
１）最先端科
学技術シーズを保有する医工薬理の各研究科と臨床ニーズを提供する附属病院が同じキャンパス内に存在、
２）規制・規格機関との密
接なネットワークが確立、
３）企業の開発リスクを低減できる出資資金を豊富に保有、などの特長を活かし、
アンダーワンルーフで産官学
民全てのステークホルダーが研究開発初期から対等に参加するオープンイノベーションプラットフォームの形成を促進することで、研究
開発から社会実装までの時間・コストの大幅な削減を目指します。
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■三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社との連携

行動変容促進アプリ「MIRAMED」の機能が、MS＆ADの法人向け保険
商品
（
「健康経営支援保険」
）
に採用された。健康リスクを予測し、行動変
容を促進する機能が従業員向けの健康増進サービスとして実装され、
「休
業による所得の減少を補償する保険」と組み合わせて提供される予定。
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■腸内細菌を標的とした肥満ワクチン、糖尿病ワクチンの開発

腸内細菌叢の解析から、肥満ワクチンの開発が進み、マウスでの効
果が確認された。
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高脂肪食

粘膜ワクチン

腸内細菌特異的
,J$の誘導

肥満
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糖尿病

腸内細菌の関連する病気の新しい治療法へ！

■MIMOSYSが神奈川県の
「未病指標」に採用
■Lily MedTech社がJVA2020
中小企業庁長官賞を受賞

本拠点の成果のスタートアップ、
（株）
LilyMedTechがJAPAN VENTURE
AWARDS 2020の中小企業庁長官
賞を受賞した。

お問合せ
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【中核機関】 東京大学
（株）
、キヤノンメディカルシステムズ
（株）
、富士通
（株）
、日本アイ・ビー・エム
（株）
、PST
（株）
、
【参画機関】 協和キリン
日本総合システム
（株）
、
（株）
タニタヘルスリンク、中外製薬
（株）
、オリンパス
（株）
（拠点から生まれたベンチャー：
（株）
Lily MedTech ）

ரر峘
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୰
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●健康医療ICTネットワーク構築と、生活・健康・医療データの統合：電子カルテの統合を実現し、ヘルス・ライフデータとつなぐことで次
世代健康医療産業の基盤整備に貢献。
●家庭で健康増進・予防・超早期診断、予後管理：在宅で健康・未病マーカーを検査できる在宅健康未病状態計測パーソナルシステムや、
専門医によるリモートフォローと処置を可能にする診断治療一体型小型デバイス＋パーソナルモニターの実現により、科学的エビデン
スに基づく健康指導革新に貢献。
●日帰り治療・外来即時診断：負担が少なく社会復帰が早い診断・治療一体化低侵襲治療システムと、体と心の異常を精密高速測定する
卓上型精密診断デバイスの実現で、
入通院の半減に貢献。

プロジェクトリーダー/機構長：池浦富久（元（株）三菱ケミカルホールディングス顧問）
研究リーダー/副機構長：鄭雄一（東京大学大学院工学系・医学系研究科教授）
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社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス

実施体制
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要

医療技術評価実験室を活用して、①放射線被曝のない超音波技術に
よる在宅診断装置 ②血管内で使うことのできる内視鏡 ③画像誘導
技術による新規手術システム を開発します。
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【佐久間 一郎（工学系研究科）/ キヤノンメディカルシステムズ、オリ
ンパス】
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糖尿病の重症化による腎症発症を防ぐため、急激な腎機能の低下を
示す患者のバイオマーカーなどの同定による重症度進行の予測法
や、治療法の開発を行います。
また、全ゲノム解析・腸内細菌叢全メタ
ゲノム解析・eQTL解析を用いて、免疫疾患の予防法や大腸がんなど
の疾患の診断技術を開発します。
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【南学 正臣、藤尾 圭志（医学系研究科）、井元 清哉（医科学研究所）/
協和キリン、
中外製薬、
日本アイ・ビー・エム】

4. 医療技術革新グループ

2. 健康リスク可視化グループ（神奈川県の未病ＰＪと連携）

「人生の階段を元気で登る社会（人生100年時代）」
に必要なサー
ビスからバックキャスト

これらをCOI拠点間・省庁間の壁を超えて進める

概

SS-MIX2標準ストレージを用いて確立した、特定のデータベースシ
ステムに依存しないプラットフォームを、診療データから健康診断・在
宅での測定データ・生活情報、さらにはパーソナルゲノムデータにま
で拡張し、健康医療データから個人の健康・病状変化の予測ができる
プラットフォームを構築します。

3. 疾患予防対策グループ

東京大学COI 自分で守る健康社会拠点
Tel: 03-5841-0892,0889 Fax: 03-5841-7798
E-mail：coi-jimu@bioeng.t.u-tokyo.ac.jp

県民が自由にメンタルヘル
ス・ストレスを測定すること
が 可 能 と な っ た。
（「未 病 指
標」の測定項目として採用）

※生活習慣、メンタルヘルス・ストレス、
認知機能、生活機能の４領域から、個人の
未病の状態を数値で見える化するもので
あり、神奈川県が無償で提供するスマー
トフォン用アプリ「マイME-BYOカルテ」
に実装されている。

〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学 工学部2号館209号 COI事務局
［アクセス］地下鉄丸ノ内線本郷三丁目 徒歩10分
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研究開発期間：平成25年度～令和3年度

https://coins.kawasaki-net.ne.jp/

スマートライフケア社会への変革を先導する
ものづくりオープンイノベーション拠点
Center of Open Innovation Network for Smart Health（COINS）
「体内病院」を実現するスマートナノマシンが社会を変える

プロジェクトリーダー

研究リーダー

川崎市産業振興財団
プロジェクト統括

川崎市産業振興財団
研究統括

木村 廣道

1979年 協和発酵工業 医薬研究開発に従事
1986年 モルガン銀行 バイスプレジデント
1989年 ファルマシア・バイオテク 代表取締役社長
1998年 日本モンサント 代表取締役社長
2018年 東京大学特任教授 等歴任

片岡 一則
1998年 東京大学大学院工学系研究科・
医学系研究科 教授
2015年 iCONMセンター長
2016年 東京大学名誉教授
東京大学特任教授 等歴任

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

研究開発課題

機能

サブテーマ

撃つ

1. 難治がんを標的化し駆逐できるナノマシン
リーダー：宮田 完二郎（東大）
iCONM、がんセンター、JSR、ナノキャリア、
日東紡績、日本化薬、アイソトープ、興和

◆ 治療抵抗性がんおよび転移がんを標的化するリガンド搭載
ナノマシン
◆ 新規候補薬剤を内包したナノマシン

2. 脳神経系疾患の革新的治療技術
リーダー：安楽 泰孝（東大）
iCONM、東京医科歯科大、
ブレイゾン・セラピューティクス

◆ 血液脳関門（BBB）を突破するナノマシン

越える

◆ モデルマウスの作成および行動試験評価
◆ 細胞の分化・増殖を制御するための生理活性物質をコント
ロールドリリースするナノマシン
◆ ワクチンへの応用を目指して、ウイルス抗原やがん抗原タン
パク質を効率的に作用させることができるナノマシン

防ぐ

3. 運動感覚器機能を維持・再生するナノ再建術
リーダー：位髙 啓史（東京医科歯科大）
iCONM、東大、日油、実中研、ナノキャリア

◆ 血中マイクロRNA をマーカーとする迅速がん診断デバイス

診る

4. 採血不要の在宅がん診断システム
リーダー：一木 隆範（東大）
iCONM、東京医科歯科大、東京医科大
5. 超低侵襲治療を実現する医薬–機器融合デバイス
リーダー：西山 伸宏（東工大）
iCONM、東大、東京女子医科大、東京理科大、
量研機構・放医研、SBIファーマ、東レ

◆ 造影剤および増感剤を送達するナノマシン

目指すべき将来の姿

治す

◆ 尿・唾液中マイクロRNA をマーカーとする迅速がん診断
デバイス

◆ ナノマシンとアレイトランスデューサーによる固形がんのSDT
システム

◆ 拠点マネジメントを活用した計測された成果指標
◆ ナノ医療のレギュラトリーサイエンス研究
◆ 新たな予防ビジネスモデル検討

6. 社会実装に向けた社会システム構築
リーダー：安西 智宏(iCONM) 東大、東工大、
富士フイルム、医療イノベ、
島津、日東電工

国際学術誌のNature Nanotechnologyで「In-Body Hospitals（体内病院）」が今後のNanotechnologyを牽引するコ
ンセプトの一つとして紹介されました。 Nat. Nanotech. 11,828-834（2016）Published online 05 October 2016
※
「スマートナノマシン」
「
、健康コンビナート」
「
、体内病院」
および
「in-body hospitals」
は公益財団法人 川崎市産業振興財団の登録商標です。
なお、
本文および図表中では、
「®」
は明
記しておりません。

概
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社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス

■ がんや脳疾患の治療を目指すナノマシン

◇運営開始済み◇
•ナノ医療イノベーションセンター
プロジェクトリーダー：木村 廣道（川崎市産業振興財団）
（iCONM)
研究リーダー：片岡 一則（川崎市産業振興財団）
•川崎生命科学・環境研究センター
•実験動物中央研究所
【中核機関】 川崎市産業振興財団
•国立医薬品食品衛生研究所
ナノ医療イノベーションセンター（iCONM）
•富士フイルム富山化学(株)
東京工業大学、
東京女子医科大学、
東京医科歯科 •クリエートメディック(株)
【参画機関】 東京大学、
•ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)
大学、
東京理科大学、
東京医科大学、
国立がん研究センター、 •日本アイソトープ協会
•ペプチドリーム(株)
量子科学技術研究開発機構・放射線医学総合研究所、
•ライフイノベーションセンター
医療産業イノベーション機構、
実験動物中央研究所、
•日本メドトロニック(株)
日本アイソトープ協会、
SBIファーマ
（株）
、
など
◇進出決定◇
•JSR (株)
•川澄化学工業(株)
•ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(株)
•(株)島津製作所

薬剤を標的の
場所で放出
生体の異物認
識を免れる殻

ナノマシン

■ 拠点技術発start-upsの設立
① アキュルナ（株）
：RNA等の核酸医薬搭載ナノマシンの実用化
を目指す
（2020年9月ナノキャリアに吸収合併）
②（株）
ブレイゾン・セラピューティクス：血液脳関門通過型ナノマ
シンの実用化を目指す
③
（株）
イクストリーム：新しいエクソソーム解析/マイクロRNA測
定システムの開発を目指す
④ソ ニ ア・セ ラ ピ ュ ー テ ィ ク ス(株): SDT(Sono-dynamic
Therapy)の実用化を目指す(2020年2月設立)

■ 本拠点の構想である”
体内病院”
が
Nature誌に掲載（15 Nov. 2018）

・体液中のマイクロRNAから迅速にがんを診断できる装
置の試作品開発で、
卓上型だった装置から可搬型装置へ
改良
・検出・診断・治療が一体化した
「貼るだけ人工膵臓」
の開発
カード型診断デバイス

実施体制

し、がんの根治・転移がんの治療・副作用を抑えた治療
を目指して治験を実施中
・標的化ナノマシンの開発を進め、他機関と共同で実施
中の臨床試験で有用性が示された
・従来非常に困難とされてきた血液脳関門を通過でき
るナノマシンの開発に成功

標的細胞を認識

■ 疾病の診断や予防等を視野に入れた
新しい医療デバイスの開発

●難治がんを標的化し駆逐できるナノマシン
•正常細胞を傷つけることなく直接薬剤をがんに運ぶ→副作用がない
●採血不要の在宅がん診断システム
•カード型診断デバイスにより在宅にて健康診断が可能に
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・腫瘍細胞を標的としたナノマシンに抗がん剤を内包

医療にかかる手間やコスト、距離を意識することなく、病気や治療から解放され、日常生活の中で自律的に健康を手にすることが
できる
「スマートライフケア社会」の実現を目指します。それを実現するのは、体内で24時間巡回し、病気の予兆を見つけ、治療
を行い、体外に情報を直ちに知らせる、夢のスマートナノマシンです。2015年4月より本格稼働したナノ医療イノベーションセン
ター（iCONM）は日本や世界のものづくりの叡智を結集させる研究施設です。COINSはiCONMを中核拠点としてナノ医療を中
心とした最先端医療を社会実装するため、産学官の力を結集した融合研究を強力に推し進めます。

興和
（株）
（
、株）
島津製作所、
JSR
（株）
、
東レ
（株）
、
ナノキャリア
（株）
、
日油
（株）
、
日東電工(株)、
日東紡績
（株）
、
日本化薬
（株）
、
富士フイルム
（株）
、
（株）
ブレイゾン・セラピューティクス、
神奈川県、
川崎市

スマートライフケア社会

体内病院

“A nano-hospital in every body”
Nanoscale doctors curing the body from within sounds
like science ﬁction, but for Japanese research centre
COINS, it’s a serious goal.

＜夢を叶える医療技術を次々と発信する世界で最もイノベーティブな拠点＞
iCONM は
京浜健康コンビナートの中核として、
市民の誇りとなり、
夢を叶える医療技術を次々と発信する
世界で最もイノベーティブな拠点
を目指します。

お問合せ

●iCONMは羽田空港に隣接する優れた立地性を有することから、国内
だけでなく国際的な研究交流のハブ機能を果たすオープンイノベー
ション拠点として期待されています。
●COINSの活動を発表する場として海外研究拠点を交えた国際シンポ
ジウムを開催、国際研究交流として海外使節団の視察を歓迎してい
ます。
●有望な若手研究者を積極的にサブテーマリーダーへ起用しています。

公益財団法人 川崎市産業振興財団 COINS研究推進機構
Tel: 044-589-5785 Fax: 044-589-5789
E-mail： jimukyoku-coins@kawasaki-net.ne.jp

〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25-14
ナノ医療イノベーションセンター（iCONM）2104
［アクセス］京急小島新田駅 徒歩15分
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http://www.activeforall.jp

運動の生活カルチャー化により活力ある
未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点
Bright Future for All Ages with Health Innovation by Daily Exercise
アクティブ・フォー・オール

プロジェクトリーダー

研究リーダー

オムロン ヘルスケア株式会社
開発統轄本部 本部長 執行役員専務

立命館大学 副学長
スポーツ健康科学部 教授

田中 孝英

1985年、
（株）
オムロンライフサイエンス
研究所
（現オムロン ヘルスケア
（株）
）
入社。
血圧計等の商品開発に従事。2010年執
行役員、2016年執行役員常務。2020年
執行役員専務。

伊坂 忠夫

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ
当拠点では、以下の研究開発テーマを中心に、事業化必達課題を４つに集約し、住民サービスや医学的な実装を行います。

１．スマート ウェアの実用化

２．空間シェアリング技術の実用化

塩澤成弘（立命館大学スポーツ健康科学部）
オムロン ヘルスケア（株）、 東洋紡（株）、
HOS（株）

西浦敬信（立命館大学情報理工学部）
パナソニック（株）、 大和ハウス工業（株）

フレキシブル生体センサを応用し、“着るだ
け”で各種生体信号が計測できるスマート
ウェアの開発を行います。ユーザーへの計
測結果のフィードバックや運動を誘発する
ためのアプリケーションの開発も行います。

指向性および直進性の強い超音波スピー
カーを用いて、同一空間を音による区分け
を行う技術です。空間一点で受聴可能な
極小領域オーディオスポットの構築に成功
し、音像ホログラムへの可能性を示しました。

3 ．ロコモ予防
（COI拠点外・順天堂拠点事業）
（株）ニッピ、東急不動産（株）、
東郷町施設サービス（株）
運動の生活カルチャー化を図るために開発
した運動プログラムを産官へ展開し、 筋力
を維持・向上することで健康寿命の延伸に
貢献しています。

博士（工学 立命館大学）。立命館大学
理工学部教授、テキサス大学客員研究
員などを経て、2016年から現職。

目指すべき将来の姿
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トピック
１ 着用するだけで生体データを計測できるスマ
ートウェアについて、学校教育教材・フィット
ネスジムでの事業化を進めています。
写真は、小学校での実証試験の様子です。この
ような試験を継続的に行うことで、製品仕様
に向けた精緻化を行います。

概

２ 指向性スピーカーを用いたビジネスモデ
ルが、競争的資金
「社会還元加速プロ
グラム
（SCORE）
」
に採択されました。
現在、具体的な製品開発に向けて定
量・定性調査を実施しています。

３ 若手連携ファンドで開発したバイタ
ルデータの可視聴化により、健康医療
分野をはじめ多様な運動コンテンツ
への事業化を進めています。

要

空間価値を変える新しいスポーツ健康技術（スマートウェア技術、空間シェアリング技術、運動誘導／継続技術）
と、寝たきりゼロ
を目指す「ロコモの見える化と予防法の開発」を行います。
「運動」を媒介に
「スポーツ・運動」
と
「医療」の両側面から健康を維持・
増進し、全ての人々をアクティブな状態へ誘導する。人々の時間と空間を共有し、
「日本の誇るべき絆社会」
を実現します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
・身体情報を学び、楽しみながら運動を可能とするスマート教育教材
・運動の誘導/継続を促すスマートフィットネス
・ピンスポットオーディオ技術を活用した製品、空間の提供
・バイタルデータの可視聴化による運動への誘導/継続

実施体制
プロジェクトリーダー：田中 孝英（オムロン ヘルスケア㈱） 研究リーダー：伊坂 忠夫（立命館大学） サテライトリーダー：内藤 久士（順天堂大学）
立命館大学
【中核機関】
【サテライト機関】 順天堂大学
滋賀医科大学、
オムロンヘルスケア
（株）、東洋紡㈱、
パナソニック
（株）、大和ハウス工業（株）、HOS（株）、
（株）
ニッピ、
【参画機関】
東急不動産（株）、東郷町施設サービス
（株）、
（株）
ウェルネスメディカル研究所
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拠点の特徴
当拠点では、持続的なプラットフォームを実現するために
「スマートアール推進協議会」
を設立致しました。同会では、パートナー企業
のコーディネートをはじめ、
イノベーション人材の育成・開発、財政的な循環システムの構築を行います。
立命館大学は、独自のファンドで運用している立命館グローバル・イノベーション研究機構の基で、若手研究者を雇用、育成
するなど活発な人材育成を行っています。本拠点は、機構の組織下に位置づけられており、機構内で育成された研究者の活躍
の場となります。

お問合せ

立命館大学 研究部BKCリサーチオフィス
Tel: 077-561-2802 Fax: 077-561-2811
E-mail：smart-r＠activeforall.jp

〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1
［アクセス］JR東海道線 南草津駅 バス15分
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ビジョン

1

少子高齢化先進国としての 持 続 性 確 保

研究開発期間：平成25年度～令和3年度

http://www.coi.kyoto-u.ac.jp/

1．女性・子育て支援
ユニ・チャーム(株)、
コニカミノルタ(株)
(株)ほっこり～のプラス、
ダイセル(株)
(株)マリ
明和政子、
小山田耕二、
中山健夫、
中部主敬、
鈴木基史、
阪本卓也(京都大学)

活力ある生涯のための
L a s t 5 X イノベーション拠点
The Last 5X innovation R＆D Center for a Smart, Happy, and Resilient Society
「しなやかほっこり社会」を実現します

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

プロジェクトリーダー

研究リーダー

パナソニック株式会社
客員

京都大学特定教授（名誉教授）

野村 剛

1990年 松下電器産業入社
2004年 実装コア技術研究所 所長
2009年 生産革新本部 本部長・役員
2013年 常務取締役・ものづくり本部長

小寺 秀俊
1982年 松下電器産業入社
2000年 京都大学大学院工学研究科教授
2012年 京都大学理事・副学長
2018年 理化学研究所・理事

妊婦向けの子育て教習所、子育ての悩みを
解決する子育てAI、子どもの発育支援を開
発し、女性が安心して子供を育てられる社会
を実現します。

2. ヘルスケア
大塚食品(株)、(株)神明ホールディングス
サンコール(株)
中川究也、吉川貴徳、大畑光司(京都大学)
大豆由来のおいしい肉、高たんぱく米で健
康をサポートするスマート栄養食や装着簡
便な歩行学習支援ロボットを開発し、こども
から女性・高齢者まで健康安心社会を実現
します。

3. 災害インフラ
パナソニック
（株）
、
プラスコート
（株）
（株）堀場製作所
篠原真毅、
若宮淳志、
安部武志
（京都大学）
さまざまな無線電力伝送機器、フィルム型
太陽電池・蓄電デバイスを開発し、他分野
と連携して、いつでもどこでも災害でも電
力使用で安心社会を実現します。

目指すべき将来の姿

トピック
「フィルム型太陽電池」を記者発表しました。高性能ペロ
1．

ブスカイト太陽電池において、大面積塗工に汎用性の高い
手法の開発に成功しました。

概

「歩行学習支援ロボット」
を記者発表しました。介護機器
2．

モデル
「Orthobot®」
をサンコール㈱より発売しました。

要

人が生涯にわたって尊厳を持ち、社会の一員として充実感を得ながら挑戦できる
「しなやかほっこり社会」
を実現するため、
コード
レスな電力伝送と高度ICT技術をキーテクノロジーに、女性・子育ての支援、ヘルスケア、災害への安心の確保、エネルギーの不
安解消に向けて、大学と企業が専門分野と業種を超えて垂直・水平連携した研究開発を行い、社会実装を目指します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
●女性向け、妊産婦向けの「こころとからだの健康サポートシステム」
女性、妊産婦の不安を解消するため、
センサーによる定量指標とAIで、医者、助産師とつなぐ
「健康サポートシステム」
●女性・高齢者の栄養不足を解消する
「スマート栄養食」
植物由来で高たんぱく、
さまざまな栄養素も付加できる
「スマート栄養食」
●脳梗塞での障害患者のリハビリテーションを行う
「歩行学習支援ロボット」
センサー内蔵で装着が簡単（1分程度）で、学習効果により歩容改善効果が続く
「歩行学習支援ロボット」
●無線で電力を送る/太陽光発電・蓄電デバイスで「コードレスインフラシステム」
電動モビリティへの充電、バイタル・火山観測・災害救助・災害予防保全のセンサーへの給電をマイクロ波で行い、
フィルム型
太陽電池と蓄電デバイスによる
「コードレスインフラシステム」

「無線電力伝送システム」
「センサ給電」 4．
「無線電力伝送システム」
「災害予防保
3．
について、京都府精華町の介護施設「神
の園」で実証実験を開始しました。
電池レスセンサにより、入居高齢者の
ベッドでの位置をセンシングし、落下
の予兆を検知します。

全」に つ い て、国 家 戦 略 特 区 と し て、
2020年実施の京都府宮津市の地蔵ト
ンネルでの実証実験が認定されまし
た。

５.「女性・子育て支援」
「非接触見守りセン
サ」について、兵庫県加古川市の保育園
で実証実験を行いました。園児の昼寝
時の見守りを実施しました。

実施体制
プロジェクトリーダー：野村 剛（パナソニック
（株）） 研究リーダー：小寺 秀俊（京都大学）
【中核機関】 京都大学
【中心企業】 パナソニック㈱、大塚食品㈱、コニカミノルタ㈱、サンコール㈱、㈱神明ホールディングス、
㈱ダイセル、プラスコート㈱、㈱堀場製作所、㈱ほっこり～のプラス、㈱マリ、ユニ・チャーム㈱
【参画機関】 京都工芸繊維大学、佛教大学、関西医科大学、日本大学、青山学院大学、理化学研究所、
同志社大学、奈良女子大学、大阪大学、京都府、京都市、精華町
AGC㈱、尾池工業㈱、キューピー㈱、㈱サイキンソー、サカタインクス㈱、JSR㈱、セルスペクト㈱、
大日本印刷㈱、太陽工業㈱、㈱テクノスマート、日本IBM㈱、フィンガルリンク㈱、フジプレアム㈱、
丸文㈱、ミネベアミツミ㈱

お問合せ
京都大学 国際科学イノベーション棟
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京都大学 COI拠点研究推進機構
Tel: 075-753-5641/5642 Fax: 075-753-5643
E-mail：info＠coi.kyoto-u.ac.jp

〒606-8501

京都市左京区吉田本町36－1
国際科学イノベーション棟3階
［アクセス］京阪電車「出町柳駅」 徒歩15分
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ビジョン

2

豊かな生活環境の構築（繁栄し、尊 敬される国 へ ）

研究開発期間：平成25年度～令和3年度

http://innovation.geidai.ac.jp

「感動」を創造する芸術と科学技術による
共感覚イノベーション拠点
Creating Innovation for “Synesensory” through Inspirational Arts and Science & Technology

プロジェクトリーダー 研究リーダー

日本の文化立国と国際的な共生社会の実現

山本 耕志

桐山 孝司

㈱JVCケンウッド
ブランド戦略部モーター
スポーツ統括

東京藝術大学 大学院映像研究科教授
映像研究科長、
工学博士

東 京 大 学 人 工 物 工 学 研 究センター 、スタン
KENWOODホームオーディオ設計、 フォード大学設計研究センター、東京大学大学院
商品企画の後、同社の経営企画にて 情報学環等を経て現職。映像メディア学、インタ
M&A、経営統合など成長戦略を経 ラクティブメディアの研究活動を行っている。
て、現在はブランド戦略に取り組む。

目指すべき将来の姿

「研究開発プラットフォーム」構築
「社会実装支援プラットフォーム」
構築

２．共感覚メディア研究
桐山 孝司（東京藝術大学 大学院映像研究科 教授）
クローン文化財制作
桒原 寿行（東京藝術大学 特任講師）
情報通信研究機構、ヤマハ
AIを応用したライブアニメーションコンサートやARを用いた共感覚アプリなど、先端技術を駆使して視覚、聴覚、触覚などを刺激
するメディアの構築を目指します。

4．ロボット・パフォーミングアーツ研究
平田 オリザ（東京藝術大学 特任教授）
力石 武信（東京藝術大学 特任講師）
ベネッセホールディングス
最先端の「ロボット・パフォーミングアーツ」作品の制作と上演を行い、教育的コ
ンテンツを開発するとともに、演劇的手法によって町全体を演出する新たなロ
ボット観光拠点の開発を目指します。

Ph3 の取り組み
・ウイズコロナ、アフターコロナ
時代の芸術業界課題対応
ম峘ધ৲য়ব峒
ব峔
・芸術教育のDX
化
ુেভ峘
・２つのプラットフォームの大学
ৰਠ
内外への承継

5．インクルーシブアーツ研究
新井 鷗子（東京藝術大学 特任教授）
杉下 明隆（名古屋大学医学部附属病院 助教）
ベネッセホールディングス、ヤマハ、JVCケンウッド、小川香料
感動と脳機能の関連性を探索しながら、芸術に触れる感動を障がい者や人間の多様
性から学ぶことにより、すべての人達に夢をもたらす共生社会の実現を目指します。

「日本の文化立国と
国際的な共生社会の実現」

ଢ଼৫崿嵑崫崰崽崑嵤嵈

要

１．文化共有研究
宮廻 正明（東京藝術大学 名誉教授・特任教授）
深井 隆（東京藝術大学 名誉教授・特任教授）
三橋 一弘（東京藝術大学 特任教授）
平 諭一郎（東京藝術大学 特任准教授）
NHKプロモーション、竹尾、朝日新聞社、小川香料、日本経済新聞社
芸術、歴史、科学分野の成果を統合した文化のDNAまで再現するクローン文化財
や移動型美術館等の共感覚コンテンツを創造し、文化を唯一無二の資源として活
用した文化外交・文化共有推進による尊敬される国づくり、観光産業発展による持
続的な成長、感性教育振興によるAI時代に向けた人材育成に取り組んでいきます。

3．文化外交／アートビジネス
伊東 順二（東京藝術大学 特任教授）
千住 明（東京藝術大学 特任教授）
JVCケンウッド
国際的に協調して研究開発を実践する体制づくりと、
国際関係の構築および地方創生に資する文化外交アイテムの社会実装を行います。

Ph2までの活動成果

概

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

ভৰಎ੍ର崿嵑崫崰崽崑嵤嵈

1

本拠点では、美術、音楽、映像、身体表現という五感を有する芸術表現を培ってきた東京藝術大学を中核機関とし、ここから生
み出されるユニークな発想を基に、芸術と科学技術を融合させ、多様なイノベーション創出活動を行うことにより、様々な分
野で芸術の社会実装の可能性を実施しています。第3フェーズでは、活動を通して生み出された社会実装可能なプラットフォー
ムの大学への承継を行うとともに、イノベーションを生み出し、社会実装を具体化するノウハウをプラットフォームとして大
学に承継することを目指し、ポストCOIの対応を行います。また、昨今の新型コロナウイルスに伴う社会課題に対して、芸術と
科学の力によるDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組み、withコロナ、afterコロナに向けた環境変化も視野に入
れた「日本の文化立国と国際的な共生社会の実現」を目指します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス

「だれでもピアノ」ワークショップ

6.デザイニング・ミュージック＆サイエンス
小川 類（東京藝術大学 特任准教授）
立命館大学、順天堂大学、
ティーエスアイ、JVCケンウッド、JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント、
NHKエンジニアリングシステム
アートとサイエンス、スポーツの統合を目指し、バイタルデータ・アート化システムの取り組みと「サーカス・オペラ」を文化プログ
ラムとして展開させます。

トピック
①破壊されたアフガニスタン・バーミヤン東大仏天井壁画「天翔
る太陽神」
をクローン文化財として復元し、東京藝術大学 大学
美術館陳列館にて公開しました。
またG7伊勢志摩サミットにお
いてもクローン文化財を展示し、失われた文化財でも文化の共
有が可能なことを世界に向けて発信する意義深い機会となり
ました。

②AIと人間が共存する社会を見据えた芸術の在り方を探求、
研究開
発を行っています。
生演奏の速度の変化に映像を同期させる
「AI
映像同期上映システム」
を世界で初めて実用化しました。
国内をは
じめ、
ロサンゼルス、
リスボン、
アヌシーなど海外各地で、
AI技術に
よって演奏と映像が完全に同期するライブアニメーションコン
サートを行い、
成果発信を重ねています。

●社会実装に向けた各種機能の大学内外への承継
●社会課題に向けたDX対応
●街づくり、
人材育成、
STEAM教育、
感性教育、
新世代文化産業形成による新世代社会の基盤作りと概念創造
●文化外交、
文化共有の推進、
観光産業の発展支援、
感性教育の振興に寄与する高精度な文化財複製等の共感覚コンテンツ
●障がい者に学び、
感動・感性を育む教育の研究開発、
および芸術表現の新たな可能性の追求
●東京2020オリンピック・パラリンピック、
2025年大阪万博の文化プログラムへの貢献

実施体制
プロジェクトリーダー：山本 耕志（（株）JVCケンウッド） 研究リーダー：桐山 孝司（東京藝術大学）
【中核機関】 東京藝術大学
【中心企業】（株）JVCケンウッド
（株）ベネッセホールディングス、小川香料（株）、
【参画機関】 名古屋大学、情報通信研究機構（NICT）、ヤマハ（株）、
（株）竹尾、ティーエスアイ（株）、
（一財）NHKエンジニアリングシステム、
（株）朝日新聞社、
（株）Makers’、

お問合せ

（株）日本経済新聞社、
（株）NHKプロモーション
Arts & Science LAB.
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東京藝術大学 COI研究推進機構
Tel: 050-5525-2032 Fax: 03-5685-7761
E-mail：kenkyo＠ml.geidai.ac.jp, coi-mng＠ml.geidai.ac.jp

〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8
［アクセス］上野駅 徒歩10分
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ビジョン

2

豊かな生活環境の構築（繁栄し、尊 敬される国 へ ）

研究開発期間：平成25年度～令和3年度
（予定）

https://www.coi.titech.ac.jp/

『サイレントボイスとの共感』
地球インクルーシブセンシング研究拠点
Research Center for the Earth Inclusive Sensing Empathizing with Silent Voices

プロジェクトリーダー

廣
井 聡幸
廣井 聡幸
プロジェクトリーダー

IoT/AIセンシングにより「人・社会・自然のつながり」を健全化し、
千年続く豊かで寛容な共存社会を目指す

ソニー株式会社
ソニー株式会社
5 'センター
R&Dセンター
93
VP

研究リーダー

若林 整

研究リーダー

若林 整

東京工業大学
東京工業大学
工学院 教授
地球インクルーシブセンシング研究機構
工学院 教授
機構長

地球インクルーシブ
センシング研究機構
機構長

１．地球インクルーシブセンシングのアプリケーション・サービス
東工大（三宅美博、野澤孝之、伊藤浩之）、信州大（竹田謙一）、北陸先端科学技術大学院大（水田博）
参加企業：ソニー、ラピスセミコンダクタ、電通国際情報サービス、村田製作所、音羽電機工業、NITTOKU、CMエンジニアリング、
テクノプロ、ファームノート、(株)イー・ビー・アイ・マーケティング
■動物のサイレントボイスとの共感
首輪型のデバイスで家畜のサイレントボイス(状態や気持ちなど)を検知し、人が理解しやすい形でフィードバックすることを
目標とします。畜産業におけるAIスマート畜産技術として、アニマルウェルフェア・放牧対応リアルタイム飼育管理システムを
生産現場に導入します。
■「場」のサイレントボイスとの共感
コミュニケーション場をリアルタイムに可視化して分析・活性化するIoT/AIセンシングシステムを世界で初めて開発し、科学的
なイノベーション人材育成支援ツールとして大学等に実装します。また企業等の組織内コミュニケーション改善ツールとして
展開します。
■大気のサイレントボイスとの共感
炭素原子一層でできた2次元新材料グラフェンを用いて従来より大幅に小型・低コストの電界センサを開発します。多地点の電
界センサから得られる大気電界データをAI解析し、落雷予測システムを構築します。
２．地球インクルーシブセンシングの基盤技術
東工大（舟窪浩、大見俊一郎、角嶋邦之、中原啓貴、河野行雄、波多野睦子、西條美紀）、北陸先端科学技術大学院大（水田博）
参加企業：ソニー、太陽誘電、ハタプロ、ルネサスエレクトロニクス
■超高感度センサ
次世代エッジ用マイコン
人、社会、自然の各領域を対象とし、様々な自然現象を超高感度で検知するセンサを開
の超低消費電力
発します。
・超低コストカーボンナノチューブテラヘルツセンサ
現行マイコン
・超高感度ダイヤモンド量子センサ
・新構造高感度グラフェンセンサ
次世代エッジ
マイコン
1/10
■ゼロパワー IoT/AIプラットフォーム
・超低消費電力不揮発性メモリ・ロジック
1/10
IoTエッジデバイスには、待機時と動作時電力の削減が必要です。待機時電力削減に
MRAM
ゼロ
エッジマイコン
は不揮発性メモリ・ロジック技術で、また動作時電力削減には低電圧化技術により実
現します。東工大独自のHfO2強誘電体膜による低電圧動作強誘電体不揮発性メモリ
動作電力
の実用化を目指します。
・IoTエッジAIスマートセンシングプロセッサ
エッジ型デバイスに特化した超低消費電力高速処理を行うため、計算量を大幅に削減
する機械学習アルゴリズムを開発します。このアルゴリズムをIoTエッジデバイスに搭
載可能な低消費電力プロセッサ上にて動作させ、センサデータのAI処理を実証します。
■人の行動を喚起するフィードバック方法探索グループ
AIを組み入れたロボットを用いて、高齢者の心身の不調、事故に結び付く姿勢の異常等
を本人とその環境に知らせて本人の気づきや家族・ケア専門職の適切な行動につなげ
るフィードバックの方法を開発します。
待機電力

目指すべき将来の姿

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ
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社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
■動物のサイレントボイスとの共感
｢社会と自然の間」では豊かな共存社会実現のために、自然からの恵みである食の倫理的生産・消費が必須であり、たんぱく質の
供給源として重要な畜産においてはアニマルウェルフェアの推進が急務です。経済面や資源循環面で大きなインパクトを有す
る牛と生産者・消費者・里山との「つながり」を深め、倫理的生産・消費を推進する仕組みを構築します。
■「場」のサイレントボイスとの共感
｢人と社会の間」ではICT技術の急拡大とグローバル化の一方、コミュニケーションの脆弱化が問題となっており、寛容な共存
社会実現のために、多様な人々の共感・共創を醸成することが重要な課題です。集団におけるコミュニケーションの特徴を可
視化することで、｢つながり」への気づきと学びを促し、多様な人々の相互理解を支援する仕組みを構築します。
■大気のサイレントボイスとの共感
｢人と自然の間｣では、落雷による多くの人命の喪失、機器やインフラの損傷という問題があります。雷という自然との「つなが
り」に気づき、落雷の発生を事前に予測し、人の避難や機器の保護等の行動に繋げます。落雷の被害を最小限に抑えるため落雷
予測システムを構築し、安心安全な共存社会の実現を目指します。
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トピック
■ 最先端IoTエッジAI技術を活用した牛の行動観察システムの実証実験が進行中
・IoTエッジデバイスを牛の首に装着し、AI処理により牛の動き
(移動、飲水・摂食、伏臥位、立位)の状態を98%以上の精度で分類に成功。
⇒「感じて考える首輪」デバイス(ローパワー /LPWA対応)
・「感じて考える首輪」を用いて、牛の行動を把握することで、アニマルウェル
フェアに配慮しつつ低コストで飼育管理を実現する仕組みの構築に向けた実
証実験を開始

（信州大学農学部付属$)&農場にて）
実験風景の様子
（信州大学農学部付属AFC農場にて）
実験風景の様子

■ コミュニケーションの質を可視化する”SyncViewer”の展開
・世界で初めてコミュニケーション場(複数話者間の関係性)をリアルタイムに
可視化するシステム”SyncViewer”を開発
生のポジティブ感情や状況対処能力の向上を予測

プロジェクトリーダー：廣井 聡幸（ソニー株式会社）
研究リーダー：若林 整（東京工業大学）

・"SyncViewer"のセンシング機能を身体動作のみならず画像や音声も含めて
マルチモーダル化し、一般的な職場での会議や面接等の人間関係(HRTech)に

【中核機関】 東京工業大学
【中心企業】 ソニー株式会社
（株）
、
（株）
電通国際情報サービス、
（株）
村田製作所、音羽電機工業
（株）
、NITTOKU（株）、
【参画機関】 ラピスセミコンダクタ
CMエンジニアリング
（株）
（
、株）
テクノプロ、
（株）
ファームノート、太陽誘電
（株）（
、株）
ハタプロ、ルネサスエレクトロ
ニクス
（株）
、(株)イー・ビー・アイ・マーケティング、
日産厚生会玉川病院、関東中央病院、大田区、大田区産業振興協会
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・教育現場での応用(EdTech)として参加型授業に“SyncViewer”を活用し、学

実施体制

サテライト：北陸先端科学技術大学院大学
信州大学

ਗ਼ణ

6HQVRUV

地球を取り巻く限られた環境の中で永続的な繁栄を目指す人類にとって、これからは人類が地球とともに豊かになっていく共
存社会が必要となります。
人･社会･自然の間にあるつながりに気づきを与える最先端のIoT/AIセンシング技術を創出し、人の行動の変容を促して新たな
つながりと循環を創ることにより、人も地球も豊かで寛容な共存社会の実現を目指します。

ਭਦৢ؞ਦ

サテライトリーダー：水田 博
サテライトリーダー：竹田 謙一

とっても有意義なコミュニケーション・ツールを開発
6\QF9LHZHUの検証実験の様子
SyncViewerの検証実験の様子
（東工大の参加型授業にて）
（東工大の参加型授業にて）

お問合せ
大岡山キャンパス石川台1号館

大岡山キャンパス石川台１号館

東京工業大学 地球インクルーシブセンシング研究機構
Tel: 03-5734-3562 Fax: 03-5734-3153
E-mail：coi.info@coi.titech.ac.jp URL: www.coi.titech.ac.jp



〒152-8552 東京都目黒区大岡山2-12-1
［アクセス］東急目黒線 大井町線
大岡山駅 徒歩10分
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豊かな生活環境の構築（繁栄し、尊 敬される国 へ ）

研究開発期間：平成25年度～令和3年度
（予定）

https://www.coistream.osaka-u.ac.jp/

乳幼児からの健やかな脳の育成
による積極的自立社会創成拠点
Center for Active and Self-Reliant Society by Child Brain Development

プロジェクトリーダー

研究リーダー

パナソニック㈱ 客員
1981年 松下電器産業㈱入社
2008年 パナソニック㈱ 役員
デバイス技術担当
2013年 フェロ―
2017年 顧問
2018年 より現職

大阪大学 理事・副学長
1984年 大阪大学細胞工学センター助手
1992年 細胞生体工学センター助教授
1998年 医学部教授
2013-2014, 2017-2018年
大学院医学系研究科長・医学部長
2019年 より現職

上野山 雄

金田 安史

目指すべき将来の姿

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ
1. ストレスバイオマーカーの探索と新しい検出方法
リーダー：西田 幸二（大阪大学医学系研究科）
（パナソニック㈱）
活性化を阻害する大きな要因はストレスです。その定量的評価のため、様々
なストレス物質のうち、微量の涙液や血液からでも検出可能なバイオマー
カーを探しています。さらに、これらストレス物質量を迅速に把握するため、
より簡便な新しい検出方法の開発にも取り組んでいます。
2. 腸内フローラ改善と体内水素発生による免疫力強化
リーダー：西野 邦彦、小林 光（大阪大学産業科学研究所）、
（㈱ファイン、㈱リコー、日本シーエイチシー㈱ほか）
腸は第二の脳と言われるように、免疫力を高め、活性化する上で重要です。
腸内フローラ改善のための医薬品・サプリの開発や腸内環境モニタリングセ
ンサの開発を行っています。また、シリコンナノ粒子による体内水素発生を
用いた酸化性ストレス物質の排除による免疫力強化にも取り組んでいます。
3. 脳機能イメージング技術の開発とコミュニケーションの質の可視化
リーダー：田口 隆久（脳情報通信融合研究センター）、
八木 健（大阪大学生命機能研究科）
（パナソニック㈱、㈱日立製作所ほか）
７テスラｆＭＲＩなどの脳機能計測装置を導入し、脳機能の解明、他のセン
シング技術との紐づけを試みています。また、脳神経ネットワーク理論とし
て新たな基本原理を提唱、これを用いたコミュニティのモデル化にも取り組
んでいます。学校、ビジネス、地域社会などのコミュニティにおけるコミュ
ニケーションの質を可視化、介入・最適化することで、コミュニティ全体の活
性化を目指します。
ੲ
4. 装着感のないウエアラブルセンサと活性化デバイスの開発
リーダー： 関谷 毅、小倉 基次（大阪大学産業科学研究所）
（imec international、日本メクトロン㈱、㈱進鳳堂ほか）
ストレスを把握し、適切な治療・介入を施すには、脳波等のモニタリングが必
要です。最新鋭ウエアラブルセンサの医学的検証を行うとともに、より装着
感のないデバイス開発を行っています。さらに、モニタリングと同時に、音
楽や経頭蓋直流刺激による活性化が可能な一体化デバイスの開発も行って
います。
5. 深睡眠と音楽による活性化
リーダー： 谷池 雅子（大阪大学連合小児発達学研究科）、
沼尾 正行（大阪大学産業科学研究所）
（ダイキン工業㈱、㈱竹中工務店 、クリムゾンテクノロジー㈱ほか）
睡眠が人の活性化に与える影響は大きいと考えられることから、睡眠教育ア
プリの開発、睡眠診断と環境温度等の最適化による快眠の提供を試みていま
す。また、音楽=聴覚からの刺激による感情抽出・活性化についても検討、脳
状態に応じた最適なコンテンツの自動作曲を試みています。
6. 脳の個性を活かした子どもの健やかな心の育成
リーダー： 菊知 充（金沢大学子どものこころの発達研究センター）
（㈱PFU 、㈱リコー ）
世界に３台しかない幼児用MEGを用いて様々な幼児の脳機能を測定、子ど
もの個性、多様な将来性を踏まえた脳機能の評価を行っています。高齢者の
脳機能評価、MEG高性能化のための超伝導センサ開発、ロボットによるイン
タラクション促進の取り組みも行っています。

H
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1

本拠点は、
１０年後のビジョンとして、子どもから高齢者に至るまで、本来持っている素晴らしい潜在力を発揮することで、一人ひと
りが自立し、
自ら課題に立ち向かう
“積極的自立社会”
の実現を目指しています。心身の成長に最も重要な幼少期の脳の発達研究に重
点を置き、医脳理工の緊密な連携の下、脳機能に関わる人間力決定因子を究明し、
「ストレスフリー・快適生活を実現
（過剰なストレス
を排除し、脳が活性化する快適空間を提供）
」
、更にはコミュニティにおけるネットワークの役割を解明し、
「コミュニケーションの質
を高め、生き生きした教育環境を提供」
することで、
「健康」
「教育」
に焦点をあてた豊かな生活環境の構築を図っていきます。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
■ 生体センサ・活性化デバイス提供
簡易・モバイルデバイスを実現し、健康
医療分野に貢献。
パッチ式ウエアラブル
センサ、体動睡眠計測システムなど。

■ 活性化コンサルティングサービス提供
コミュニケーションの質の定量化手法を
実現し、
教育・スポーツ分野に貢献。
授業活性化、
団体スポーツ戦略強化など。

実施体制
プロジェクトリーダー：上野山 雄（パナソニック
（株）） 研究リーダー：金田 安史（大阪大学）
【中核機関】 大阪大学
【中心企業】 パナソニック㈱
【参画機関】 情報通信研究機構・脳情報通信融合研究センター、国立循環器病研究センター、東京都市大学、電気通信大学、浜松医科大学、中部大学、
東北大学、関西医科大学、北海道大学、北海道教育大学、立命館大学、同志社大学、追手門学院大学、imec international、㈱日立製作所、
昭和電工㈱、㈱カネカ、日本メクトロン㈱、ダイキン工業㈱、㈱竹中工務店、㈱ファイン、日本シーエイチシー㈱、
クリムゾンテクノロジー㈱、日新化成㈱、㈱新興製作所、㈱NTTデータ経営研究所、
㈱リコー、㈱進鳳堂

■ 金沢サテライト
サテライトリーダー：菊知 充（金沢大学）

2

①健康トイレ用ガスセンサ
腸内フローラ・体調管理を目的に便臭計測技術を開発中。トイ
レ実空間での計測を想定、環境補正機能を搭載した新規ガスセ
ンサを試作。便臭気主要成分単体の固有プロファイル測定に
成功。疑似環
境下にて検
証中。

本拠点の特徴

お問合せ
大阪大学

産業科学研究所 インキュベーション棟

H

Si+２H20 2
→SiO2+2H2↑

AI

Emotion
extraction

ঽශ

Automat
composit

AI
ੲ

ঽශ

トピック

【参画機関】 金沢大学、大阪大学、金沢工業大学、㈱PFU、㈱リコー
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②幼児用MEGを用いた運動課題による自閉症の診断
MEG測定中のボタン押し課題を開発、自閉症児の運動の特徴と
関連した脳活動の可視化に成功。自閉症児では反応時間が遅く、
脳活動を示す運動野のガンマ波の大きさとの相関がみられ、その
診断精度は8割
を超えることが
判った。

総合大学の強みを生かし、医・脳・理・工・企業連携（アンダーワンルーフ）の下、基礎研究から社会実装に取り組んでいます。

大阪大学共創推進部 共創事業課 事業係
Tel/Fax: 06-6879-4986/4204
E-mail：coi-info＠coistream.osaka-u.ac.jp

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-8
［アクセス］北千里駅 徒歩25分、阪大病院前駅 徒歩15分
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ホールディングス株式会社
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活気ある持続可能な社会の 構 築

研究開発期間：平成25年度～令和3年度

https://yucoi.yz.yamagata-u.ac.jp/

フロンティア有機システム
イノベーション拠点
Frontier Center for Organic System Innovations
高齢者・地域の生活イノベーション
有機テクノロジーで快適・健康な生活、日本型スマート社会を実現！

プロジェクトリーダー

研究リーダー

大日本印刷（株）
常務執行役員 購買本部長

山形大学

三宅 徹

1982年 中央研究所 入社
2012年 研究センター長
兼研究開発・事業化推進本部長
2017年 執行役員 購買本部長
2020年 6月より現職

大場 好弘
特任教授

2007年 山形大学工学部長
2011年 有機エレクトロニクス
研究センター長
2014年 理事・副学長
2020年 4月より現職

Project Video

要

人口減少や少子高齢化、
産業活力の低下など、
日本における社会課題の多くは、
地域において早期に顕在化しつつあります。その解決の
ためには、
地域に魅力ある産業や新たな生活スタイルを興し、
地域でも都市部以上に快適・健康で安全な暮らしを実現する必要がありま
す。本拠点では、
新たな産業の種となる有機材料・デバイス技術及びそのシステム化技術をベースに、
近い未来社会で求められる、
快適・
安心・繋がり・健康長寿などに貢献する技術を開発し、
企業との連携による革新的な製品やサービスの創出、
ベンチャー創出を行い、
地域
を核とした成功モデルを作ります。また、
高齢者でも離れていても快適、
健康、
安全で心豊かに住まうことができる、
暮らしたい／暮らせ
る生活を提供し、
若者と高齢者が共存発展し、
企業が再び元気になり人が活気あふれて生活できる、
日本型スマート社会を実現します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
●コミュニケーションウォール、超薄型有機ＥＬ照明：器具の厚みを感じさせないディスプレイや照明システムを開発、快適空間を提供
●快眠システム、サーカディアンリズム照明：光による健康な生体の概日リズムの誘導や睡眠解析により、心地よい睡眠や活力を提供
●スマート有機システムチップ、
センサシート：高感度で簡易計測できるフレキシブル生体センサを開発、介護事業やヘルスケアに貢献
●食への展開：常温除湿乾燥技術や有機ＥＬ植物栽培など、地域や食に貢献する技術へ展開、機能性食品を製品化
●機能性有機材料：印刷エレクトロニクス、有機ＥＬ、有機太陽電池などの発展に寄与する最新材料を製品化

実施体制

■ 産業技術総合研究所サテライト サテライトリーダー：脇田 慎一
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2. 健康長寿自立ヘルスケア

時任静士（山形大学）､東レエンジニアリング
（株）
､JSR
（株）
､富士紡ホールディングス
（株）
、
エヌ・デーソフトウェア
（株）、睡眠総合ケアクリニック代々木、産業技術総合研究所

1-1. 快適空間
高 性 能 有 機EL材 料、フレキシブル有 機
ELパネル等の革新技術および快適な生
活を実現する光源や照明システムなどの
開発・実証を進めています。

2-1. 有機生体センサ
熱中症や過剰な運動の指標となる汗中
の塩分濃度などの生理活性物質を高感
度で検出できるセンサを開発します。

1-2. 壁紙ディスプレイ
壁に貼れる超薄型・軽量のフレキシブル
ディスプレイを実現するための印刷型デ
バイス形成技術を開発します。

2-2. 有機センシングシステム
有機ＦＥＴ型センサと無線通信回路を極
薄フィルム上に印刷プロセスを使って一
体形成することで、体に貼って使える新し
い生体センサの実現を目指します。

1-3. 快眠ICT
快眠に関する環境計測データと個人ビッ
クデータの複合解析から快眠を支援する
システムの実現を目指します。

2-3. スマートデバイスプリンタ
自己組織的にインクを微細な配線に形成
する技術や大面積・高精度インクジェット
技術を開発し、
ロールtoロール印刷の電
子デバイス製造技術を構築します。

1-4. 快適創エネ
採光性のある透明な有機太陽電池や、
超軽量フレキシブル太陽電池を開発し
新たな応用を開拓します。

2-4. マイクロ・ナノ加工
ナノインプリント等のマイクロ・ナノ成形
加工技術を用いて、微細配線などのデバ
イス製造技術を開発します。

1-5. 快食健康
有機EL植物栽培、
及び食材の色・香り・栄
養成分を保持したまま乾燥できる常温除湿
乾燥技術を構築し、
「食」
に貢献します。

〔産総研サテライト〕
ストレスセンサ
運動や緊張によるストレスに応じて変化
する唾液中の硝酸イオンを日常的に計
測できるセンサを開発します。

トピック
■ スマート未来ハウスで将来の快適空間を実証実験
・有機EL及び有機生体センサなど、先進有機デバイスの実用化を検証するための実験住宅を建設しました。
・サーカディアンリズムの制御を目指し、
自然光に近い有機EL照明を用いて快適な睡眠環境を提供する寝室を設計しました。
・多雪地に対応し屋根上ではなく窓面に半透過型の有機太陽電池を設け発電を実証しました。
■ 地域創生～どこでもつながる・冬でも農業～
・離れて暮らす家族と有機ELコミュニケーションウォールを介して繋がることができます。
・有機ELメディカライトの開発により訪問診療環境に依存せず肌色や血管が見易く診断・
処置の精度を上げることを可能にしました。
・雪深い冬期の農業効率改善を目指し、有機EL照明で植物の生育促進を検証しました。

メディカライト

有機ELコミュニケーション
ウォール

バイタルセンサシート

バイタル情報解析

■ 印刷型バイタルセンサシート製品化、介護現場で実証
・就寝中のバイタル情報（脈拍・呼吸・体動等）
を非接触、非拘束でセンシングできる有機バ
イタルセンサシートを開発し介護現場で実証試験を開始しました。将来的には在宅介護
の際に、就寝中の健康、安心安全確保に役立てることができます。
■ COI発ベンチャー3社設立
(株)フューチャーインク
印刷型バイタルセンサ、銀ナノインク
の製造販売

プロジェクトリーダー：三宅 徹（大日本印刷（株）） 研究リーダー：大場 好弘（山形大学）
【中核機関】 山形大学
【中心企業】 大日本印刷（株）
（株）、日本ゼオン
（株）、
（株）
カネカ、三菱重工業（株）、Lumiotec（株）、
【参画機関】 コニカミノルタ
（株）KEN OKUYAMA DESIGN、伊藤電子工業（株）、東レエンジニアリング
（株）、
ＪＳＲ
（株）、富士紡ホールディングス
（株）、エヌ・デーソフトウェア
（株）、
NECネッツエスアイ
（株）、パラマウントベッド
（株）
、
（株）
チカク、
（株）保志、
（有）木村屋、
三起商行（株）、オーガニックライティング
（株）、睡眠総合ケアクリニック代々木、
東北芸術工科大学、仙台高等専門学校、産業技術総合研究所

１．快適生活創造

城戸淳二
（山形大学）、大日本印刷（株）
、コニカミノルタ
（株）、日本ゼオン
（株）
、
（株）
カネカ、
三菱重工業
（株）、Lumiotec
（株）、
（株）KEN OKUYAMA DESIGN、伊藤電子工業（株）
、
パラマウントベッド
（株）、NECネッツエスアイ
（株）、
（株）
チカク、オーガニックライティング
（株）
、
（株）
保志、三起商行
（株）、
（有）木村屋、東北芸術工科大学、仙台高等専門学校

目指すべき将来の姿

概

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

(株)フラスク
有機発光材料の開発及び製造販売

(株)ベジア
常温乾燥技術による機能性食材を
製造販売

有機材料システムフロンティアセンター

お問合せ
スマート未来ハウス

山形大学 COI研究推進機構
Tel: 0238-26-3585 Fax: 0238-26-3240
E-mail：coi＠jm.kj.yamagata-u.ac.jp

〒992-8510 山形県米沢市城南4-3-16
［アクセス］米沢駅 タクシー10分
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研究開発期間：平成25年度～令和3年度

http://www.ipst.s.u-tokyo.ac.jp/iccpt/

コヒーレントフォトン技術による
イノベーション拠点
Innovative Center for Coherent Photon Technology（ICCPT）

1.難加工性材料の光加工技術開拓

〔湯本 潤司（東京大学）、理化学研究所、三菱電機（株）、東レ
（株）〕

“非熱的”
レーザー加工法を開発して、
これまで光加工が困難だった炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）や強化ガラス材料に適用し、
個のニーズを支える個別生産自由加工技術として確立します。

2.高度光造形・光改質
プロジェクトリーダー

湯本 潤司

リサーチリーダー

常行 真司

東京大学 大学院理学系研究科・教授 東京大学 大学院理学系研究科・教授

コヒーレントフォトン技術が拓く、個を生かす快適な暮らし

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

2004年 NTT物性研所長、
2009年 NTTエレクトロニクス・フォトニクス
事業部技術開発センタ所長

1992年 東京大学物性研究所・助教授
2002年 同 理学系研究科・助教授
2007年 現職
2011年 物性研究所・計算物質科学
研究センター長を兼務

目指すべき将来の姿

〔三尾 典克（東京大学）、東レ
（株）〕
新規３次元高速高解像度造形法の装置化や、高付加価値アプリケーション
（造形物）の開発・事業化を目指します。

3.短波長光源・利用技術

〔緑川 克美（理化学研究所）、東京大学、ギガフォトン
（株）〕
UV, THz領域での短パルスレーザーの開発やEUV用光学素子
評価用コヒーレント光源等、コヒーレントフォトン技術の中核とな
る高出力レーザー光源を開発します。

新しい光を創る研究基盤の立ち上げ

4.個のニーズ探索

〔小野寺 宏（東京大学）〕

航空機

CFRPレーザー加工と３次元造形を生かした超軽量タイプで無動
力のウェアラブルシステム（運動支援装具）
と、病変を見落とさな
い臓器透明化液と観察システムを開発して事業化します。

レーザー加工

5.非平衡新規光プロセス開拓

医療

自動車
福祉・運動支援

光造形

情報機器

家電

〔常行 真司（東京大学）〕
CPS基盤構築のため、第一原理に基づく精緻な計算機シミュレーションやマルチスケールの数理モデリング、光電子分光実験等の手
法を整備し、それを基に光の伝播、電子励起、
さらにはそれがもたらす物質の構造変化の解析を行うことにより非平衡光プロセスの学
理を解明します。

トピック
●マルチポートでの長時間安定動作を達成したフォトンリング

概

要

個を活かし、
資源を効率活用する、
人にやさしいサステナブル社会を目指します。
光を連携の要として、
技術の信頼を支えるための学理を構築し、
コヒーレントフォトン技術により
“生産”
をパラダイムシフトさせます。
また、
産業と社会の未来ビジョンから新しい科学を創成し、
個人のアイディアや技術を産・学・官と生活者の間で循環させる世界を創
ります。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
●高精度レーザー加工技術
短波長・短パルス・高強度の“非熱的”
レーザー加工を実現して、次世代材料とされる炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）の高精度自由
加工に適用。航空機、自動車分野において、高強度・軽量化且つ高信頼性の部品の提供に貢献します。併せて、IoTに不可欠なレーザー
加工CPS（サイバーフィジカルシステム）の基盤構築を目指します。
● 3次元高速高解像度造形装置
これまで困難であった機能性構造体を実現して、少量だが複雑性を要求する高付加価値製品の産業分野（宇宙産業や医療産業等）
に貢
献します。
●臓器観察システム
臓器透明化技術（右図）
を実現し、臓器内部の腫瘍等を容易に観察できるシステムを構築すること
で癌の病理診断を大幅に時間短縮するとともに、その低コスト化に貢献します。
このシステムに
よって、新薬開発や病気のメカニズム解明への貢献も目指します。

実施体制
プロジェクトリーダー：湯本 潤司（東京大学） リサーチリーダー：常行 真司（東京大学）
【中核機関】 東京大学
（株）、
ギガフォトン
（株）、
フォトンテックイノベーションズ
（株）
【参画機関】 理化学研究所、三菱電機（株）、東レ
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本拠点では、次世代の小型コヒーレント短波長光源としてMHz級の繰り返し
を有するフォトンリングを開発してきました。これまでに共振器内に蓄積した
高強度のフェムト秒レーザー光を利用して3MHz級の高繰り返しで複数の発
生ポートでの高次高調波発生に成功しています。今回は、様々なガスを用い
て複数ポートにおいて2時間以上にわたって安定な動作を達成しました。図
1aは高調波発生ポート１にNeガス、ポート２にArガスを導入した際の高調波
スペクトルです。Neガスでは45次(波長23 nm)、Arガスでは21次(波長
49nm)までの高調波が観測されています。また図1bはポート１にArガス、
ポート２にXeガスを導入した場合です。これによって、真空紫外域の異なる
波長でのポンプープローブ計測が可能になりました。

図１ フォトンリングにおける 2 ポート同時運転時の高調波スペクトル

●透明化試薬 LUCID の性能向上

我々が開発したLUCID（JST国際特許）は現行の臓器透明化試薬の中で
最も透明化能力が高く、癌研究や創薬の現場で活用されています。この度、
LUCIDの透明化能力と透明化速度を大幅に向上させた新たな透明化試薬
LUCID-DXの開発に成功しました。LUCID-DXでは、透明化と同時に標本
染色も可能になり，内視鏡検査でのバイオプシー検体であれば染色と透明
化をわずか12時間で完了できます。他の臓器透明化技術の場合，透明化
処理に10日以上を要し，しかも透明化標本が短時間で崩壊するという欠点
のため臨床病理検体の処理に用いることができませんでした。これらの問
題を解決するLUCID-DXは、病理標本処理におけるマンパワー削減，廃液
量の削減，検体取り違え防止に貢献します。

LUCID: ilLUmination of Cleared organs to IDentify target molecules

透明化により得られたラットの小腸断層写真

お問合せ

東京大学 大学院理学系研究科附属フォトンサイエンス研究機構
Tel/Fax：03-5841-4292
E-mail：iccpt-oﬃce＠ipst.s.u-tokyo.ac.jp

観察深さ(μｍ）

200

400

600

800

従来の LUCID

LUCID-DX

図 2. 透明化大腸の深部観察性能比較（励起光とセンサ感度は同一）
LUCID-DX では励起光強度を上げずに深部観察が可能。尚、従来型
LUCIDも励起光強度アップで深部観察は可能。

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
［アクセス］地下鉄丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩8分
地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分
地下鉄千代田線 根津又は湯島駅 徒歩8分
地下鉄南北線 東大前駅 徒歩1分
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活気ある持続可能な社会の構 築

研究開発期間：平成25年度～令和3年度

https://coi.sfc.keio.ac.jp

参画機関：関西学院大学、金沢美術工芸大学、中京大学、鳥取大学、

ファブ地球社会創造拠点

プロジェクトリーダー

松原 健二

（株）
ロングフェロー
代表取締役社長

一人ひとりのデザインを推進する社会の実現

1. 感性価値指標化技術のサービス化
リーダー：長田 典子（関西学院大学）

感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張する
Center of Kansei‐oriented Digital Fabrication

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

研究リーダー

村井 純

慶應義塾大学教授

内閣IT総合戦略本部員
内閣サイバーセキュリティ戦略本
部員

（株）
アイケアラボ、アポロ技研
（株）
（
、株）
島精機製作所、
（株）
住化分析センター、住友化学
（株）
（
、株）
センチュリーエール、ダイハツ工業
（株）
、
デジタルファッション
（株）
（
、株）
ナリス化粧品、
（株）
ニコン、日本製鉄
（株）
、日本ペイントホールディングス
（株）
、パナソニック
（株）
、
兵庫県立工業技術センター、フジプリグループ
（株）
（
、株）
本田技術研究所、三菱電機
（株）
（
、株）
LIXIL、
（株）
リコー
個人に根差した価値を具現化するデザイン支援の枠組み「感性デジタルビスポーク」、および個人の感性と、それを喚起する物理
特性の関係を効率的に学習し、一人ひとりに適したデザインを検索・推薦する「感性 AI エンジン」を開発します。一部の研究成
果を、スーツをオーダーする際に、求めるイメージや気になるワードを画面上で指定すると最適な生地を提案するシステム
「感性 AI パターンソムリエ」としてサービス化しました。
また、感性メトリック構築技術をコアとした感性価値創造活動の支援と事業環境の整備を国内外で推進します。

目指すべき将来の姿

個人の好みを反映するファッションデザインアプリ

感性AIエンジン
（評価表現辞書と機械学習を組み合わせたビッグデータによる
感性価値メトリックの自動更新・個人化技術・多言語化）

触感計測装置
(相互作用力からヒトが
感じる材質感指標を算出)

2. デジタルファブリケーション技術とプロセスの標準化、パッケージ化
リーダー：田中 浩也（慶應義塾大学）

概

要

本拠点は、個人のニーズや課題に対応したモノづくりがあらゆるところで当たり前になった「一人ひとりのデザインが普及した社会」
の実現を目指しています。そのためには、個人の感性によって定義されたモノが、デジタル製造技術で個別に製造されユーザーに提
供されるマス・カスタマイゼーションの仕組みが必要です。そこで、本拠点では、感性価値指標化技術とデジタル製造の二つの研究開
発テーマとこの二つを連結する仕組みの研究開発を推進します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
１）感性評価サービス
2020年4月、株式会社住化分析センターが
「感性評価サービス」
を開始しました。感性評価技術は、感性工学・心理学・統計学などの
「科
学」に基づき、製品やサービスに対する漠然とした人の気持ちや感じ方（感性）について、客観的な尺度（ものさし）を作成すること、そ
れを用いて感性を数値化・可視化すること、さらには、製品やサービスに感性的な付加価値を与えることを可能にします。社会に潜在
する感性価値創造ニーズに対応し、
「一人ひとりのデザイン」に貢献します。
２）デジタル装具製造支援サービス
3Dプリンティングをはじめとしたデジタル技術を活用し、義肢装具の設計・製造を支援します。この新たな設計・製造の支援 サービ
スで、義肢装具士はこれまで手作業で行ってきた装具の設計・製造を一貫したデジタルワークフロー上で実行できるようになります。
その結果、義肢装具の生産性と利用者の満足度が同時に向上すると期待されます。

実施体制
機構長（全体統括プロジェクトリーダー）

副機構長（研究統括研究リーダー） 副機構長（連携共創統括）

副機構長補佐

株式会社ロングフェロー代表取締役社長

慶應義塾大学教授

明治大学総合数理学部教授

松原 健二

村井 純

機構長補佐 岸野 文郎
関西学院大学感性価値創造インスティテュート客員教授

【中核機関】 慶應義塾大学

荒川 薫

明治大学総合数理学部学部長

宮下 芳明

副機構長補佐

副機構長補佐

慶應義塾大学環境情報学部教授

関西学院大学理工学部教授

田中 浩也

参画機関：慶應義塾大学、山形大学、産業技術総合研究所、情報科学
芸術大学院大学
Amoeba Energy（株）、
（株）オカムラ、神奈川県、サンアロー（株）、
JSR
（株）
（
、株）
スタジオミダス、
凸版印刷
（株）
、
富士ゼロックス
（株）、
三菱ケミカル（株）、ラピセラ（株）
慶應義塾大学 SFC 研究所ソーシャルファブリケーション・ラボ竹
田和平センター内に設置した Super Fit Lab を実験フィールド
として、個人の要求を深いレベルで引き出した個別一品かつ高付
加価値なモノを効率的に制作、提供するための新たな設計システ
ムの構築を進めます。
また、作られるモノの製造過程から使用過程までのモニタリング・
センシングするシステムの構築、3D プリントで作る対象品をよ
り幅広く展開していくため、複数素材を織り込んだ構造体の出力
にも取り組んでいます。

ものづくりプロジェクト支援サービス「Fabble.cc」

複雑な内部構造を設計する技術

FabNurse育成ワークショップ

Super Fit Lab Studio

3. トピック
「ぴったりファクトリ」
「義肢装具士向けデジタル製造サービス」 「タカシマヤ スタイルオーダー サロン
感性AIソムリエ」
日本科学未来館メディアラボにおいて、
JSR 株式会社と東名ブレース株式会社の合
デジタルファブリケーションと感性定
2019年9月、髙 島 屋5店 舗 の 紳 士 服
弁で、
ラピセラ株式会社が設立されました。
量化技術の研究成果を展示しました。
オーダーサロンに接客ツールとして導
ラピセラ社では、慶應義塾大学 SFC 研
2019年5月16日(木) ～ 9月1日(日)
入されました。デジタルファッション
究所と共に最新鋭の３ D プリンティン
グ技術を用いて、義肢装具利用者一人ひ 社、センチュリーエール社との3者の共
同開発です。同ツールは、イオンモール、
とりに合わせた革新的なデジタルサービ
トキハ百貨店でも展開されています。
スを展開していきます。

長田 典子

サテライト：関西学院大学、明治大学、山形大学

【参画機関】 金沢美術工芸大学、情報科学芸術大学院大学、中京大学、鳥取大学、産業技術総合研究所、
（株）
アイケアラボ、Amoeba Energy
（株）
、アポロ技研
（株）
、
（株）
オカムラ、神奈川県、サンアロー
（株）
、JSR
（株）
（
、株）
島精機製作所、
（株）
スタジオミダス、
（株）
住化分析センター、住友化学
（株）
（
、株）
センチュリーエール、
ダイハツ工業
（株）、デジタルファッション
（株）、凸版印刷
（株）、
（株）
ナリス化粧品、
（株）
ニコン、日本製鉄
（株）
、

お問合せ

日本ペイントホールディングス（株）、パナソニック（株）、兵庫県立工業技術センター、富士ゼロックス（株）、
フジプリグループ（株）、
（株）本田技術研究所、三菱ケミカル（株）、三菱電機（株）、ラピセラ（株）、
（株）LIXIL、
33

（株）リコー

ソーシャルファブリケーション・ラボ
竹田和平センター（NU関内ビル2F）

慶應義塾大学湘南藤沢事務室学術研究支援担当
〒252‐0882 神奈川県藤沢市遠藤5322
アクセス：
「湘南台駅」より
「慶應大学行」バスで約15分
Tel：0466‐49‐3436 Fax：0466‐49‐3594
E‐mail: coi@sfc.keio.ac.jp

慶應義塾大学革新的イノベーション創出プログラム研究拠点
〒231‐0023 神奈川県横浜市中区山下町223‐1 NU関内ビル2F
アクセス：
「関内駅」より徒歩５分
Tel: 045‐319‐4763 Fax: 045‐319‐4764
E‐mail: coi@sfc.keio.ac.jp
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活気ある持続可能な社会の構 築

研究開発期間：平成25年度～令和3年度

https://www.icc-kit.jp/coi/

革新材料による
次世代インフラシステムの構築拠点

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ
◆共通部材成形技術（大型平板、長尺構造材）

「含浸成形技術」、
「プレス成形技術」、
「二次加工技術」の３つのテーマによりインフラ構造物の共通部材となる大型平板や長尺構造材
の革新的な超高速・大型・連続成形技術を研究開発し、高生産性と低コスト製造の両立を実現します。
逐次プレス成形

～安全・安心で地球と共存できる数世紀社会の実現～
Construction of next-generation infrastructure using innovative materials
～Realization of a safe and secure society that can coexist with the Earth for centuries～

プロジェクトリーダー

研究リーダー

大和ハウス工業㈱
副理事

金沢工業大学
革新複合材料研究開発センター所長、教授

池端 正一

「革新材料」、
「革新製造プロセス・製造装置」の開発及びその社会実装

1976年
2003年
2012年
2015年
2018年

入社 工場勤務
生産部品設計グループ長
総合技術研究所副所長
同 フロンティア技術研究室長
副理事（現職）

鵜澤 潔

1985年 本田技術研究所入社
1990年 ジーエイチクラフト入社
2003年 東京大学工学系研究科 助手
2009年 同 特任准教授
2012年 金沢工大工学研究科 教授

ロールフォーミング成形

レーザ溶着

超音波連続溶着

内部高速加熱方法
による加熱試験

ダブルベルトプレス機の高速昇温
プロセスの開発

ランダム材の世界初
連続成形に成功

逐次プロセス、ロールフォーミング
技術による長尺構造材料の開発

レーザ、超音波、電磁誘導、
プラズマによる連続溶着技術の開発

目指すべき将来の姿
「革新材料」
とは

バイオマス
の活用

「革新製造プロセス」
とは

熱可塑性樹脂を活用した複合材料の量産製造プロセスと
製造装置・加工装置の開発
◎連続成形による大型、長尺構造材の開発
⇒ 長尺・大型部材の連続成形
⇒ 生産性１００倍、
コスト１/１０の実現
◎熱可塑性樹脂をマトリックスとした加工技術の開発
⇒ 曲げ加工、接合等の容易な2次加工
⇒ 新たな現場施工技術への展開

軽量、省施工、
移設が可能な
建築物

軽量、長寿命、
メンテナンス
フリーの橋梁

革新材料が
可能にする
超長大構造

熱可塑樹脂による超高速引抜成形技術の開発

GF/PP ストランドロッド

BF/PP ストランドロッド

◆基盤技術（材料開発、評価技術）

高い機能性と環境性能を有する素材の開発と、社会実装のための評価技術に取組みます。

＜材料開発＞

＜評価技術＞

二軸混錬機による
セルロースの誘導体化

信頼性の保証、規格化／標準化に向けた各種試験データ取得
新たな材料の評価方法、寿命予測技術の確立
10000

Applied maximum stress
max(MPa)

バイオ技術、ナノ技術を活用
◎高機能材料 ⇒ 耐熱性、不燃性、耐火性、軽量繊維等
◎バイオマス由来材料 ⇒ 環境負荷の低減、低コスト

セルロース樹脂・
CFRP ペレット

7R Rope static

7R=0.1

7R=0.5

7R=0.7

7R=0.9

7R=0.1

7R=0.5

7R=0.7

7R=0.9

1000

100
1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

1.E+06

1.E+07

1.E+08

Number of cycles to failure, Nf (cycles)

バイオマス由来熱可塑性樹脂の連続生産技術の開発

テンションロッドの疲労試験

テンションロッドのクリープ試験と
引張クリープ寿命の予測

社会実装の取組
◆アプリケーションタスクチームによる土木・建築分野への社会実装

概

要

本拠点では、安全・安心で、長期間に亘って価値を失わない数世紀社会の具現化を図るため、
「革新素材」
と
「革新製造プロセス」
の融合により、従来の鉄やコンクリートに代わる、軽量・高強度で長寿命、低コストかつ加工し易く大量生産可能な「革新構造材
料」を開発し、次世代インフラシステムとして社会実装することにより、社会コストの低減と新たな価値の創造を目指します。さら
にバイオマスの利用技術により環境負荷の低減や原料コストの低減も実現していきます。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
●社会インフラ
長寿命、軽量・高強度構造、新たな施工方法や維持管理技術により社会コストを大幅に低減します。
●都市・住宅インフラ
環境性能に優れた素材、高機能材料により、新たな住宅環境をつくり、都市の再生・構築をします。
●海洋インフラ
鉄などの従来材料では不可能な超長大連続耐塩害仕様構造物を実現します
（新たな価値の創造）。

＜テンションロッド材の耐震補強等への適用＞
炭素繊維／熱可塑エポキシによるストランドロッド材を開発し、耐震補強、
その他分野へ用途展開

＜グランドアンカー支圧板への適用＞
炭素繊維／熱可塑エポキシによる厚板プレートと光ファイバセンサによる軸
力モニタリングを組合せたCFRP支圧板を開発
ロードセル

光ファイバセンサ＋CFRTP支圧板

カボコーマストランド
ロッドとして商品化
(小松マテーレ ㈱ )

炭素繊維に熱可塑エポキシ
を含浸したトウチップから
成形した厚板プレート

「株式会社川澄・小林研二写真事務所」

富岡3号倉庫に採用
（新規
“あやとり型耐震補強”
）

倉庫建物の耐震補強

（隈研吾建築都市設計事務所、
江尻建築構造設計事務所）

＜FRPパネルの建築分野への適用＞
建築構造にFRPを適用するために必要となる、
耐火基準をクリアしたFRP
部材を開発するため、
耐火被覆、
高耐熱樹脂の開発および耐火性能の評価・
試験手法、
試験環境の整備を行う。

CFRP支圧板を適用した
グランドアンカー

＜コンクリート構造へのFRP筋の適用＞
塩害等によるコンクリートの劣化対策として、
熱可塑性樹脂を使ったFRP筋の
超高速引抜成形技術を開発し、
橋梁等のコンクリート構造の長寿命化、
施工の
省力化を図る。

実施体制
プロジェクトリーダー：池端 正一（大和ハウス工業（株））

写真提供：JR東海

研究リーダー：鵜澤 潔（金沢工業大学）

【中核機関】 金沢工業大学
北陸先端科学技術大学院大学、
岐阜大学、
【参画機関】 金沢大学、

炭化発泡層による耐火被覆

耐火試験炉

高層建築の床スラブ等へ適用

石川県工業試験場、
岐阜県産業技術総合センター、
大和ハウス工業
（株）
、
東レ
（株）
、
サンコロナ小田
（株）
、
津田駒工業
（株）
、
澁谷工業
（株）
、
小松マテーレ
（株）
、
大同工業
（株）
、
モーリン化学工業
（株）
、
日本製紙
（株）
、
Ｉ
ＰＣＯ
（株）
金沢工業大学

革新複合材料研究開発センター（ICC）

鉄筋腐食によるコンクリートの劣化

FRP筋を用いたRCの載荷試験を実施

トピック
本拠点事業の中心的な実施場所で
ある革新複合材料研究開発セン
ター（ICC）が経済産業省「地域オー
プンイノベーション拠点選抜制度」
初回採択9拠点の一つに選抜

物質・材料研究機構、
京都大学、
土木研究所、
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H30年度より現場実証
を開始
（高槻市）

お問合せ

金沢工業大学 COI研究推進機構
Tel: 076-276-3175 Fax: 076-276-3101
E-mail：icc-info@mlist.kanazawa-it.ac.jp

本制度は
「大学等を中心とした地域オープンイノベーション拠点の中で、企業
ネットワークのハブとして活躍しているものを評価・選抜することにより、信用力
を高めるとともに支援を集中させ、
トップ層の引き上げや拠点間の協力と競争を
促す制度」
として、経済産業省により新設された制度です。
今後は、革新材料によるイノベーションのプラットフォームとして、国内・海外の
産学連携のさらなる推進を目指します。
〒924-0838 石川県白山市八束穂２－２
［アクセス］松任駅 タクシー15～20分
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研究開発期間：平成25年度～令和3年度

https://www.shinshu-u.ac.jp/coi/

アクア・イノベーション拠点

従来の脱塩用高分子膜は、
高圧ポンプのエネルギー消費や耐薬品性に課題があり
ました。そこでナノカーボン材料を使用することにより、
脱塩・透水性に加えて耐
ファウリング(汚濁)性や耐塩素性等のロバスト
（頑強）
性に優れた膜を開発します。
プロジェクトリーダー

大西 真人

(株)日立製作所
水・環境ビジネスユニット CTO

水循環社会の実現により、世界中の人々の生活の質
（QOL, Quality of Life）向上に貢献

1.ナノカーボン分離膜による脱塩技術の開発

〔遠藤守信、竹内健司
（信州大学）
：東レ
（株）、昭和電工
（株）、北川工業
（株）、
（株）
LIXIL〕

世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献する
Global Aqua Innovation Center for Improving Living Standards and Water-sustainability

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

2018年 (株)日立製作所 水ビジネス
ユニット 水事業部 ＣＴＯ
2019年より現職

研究リーダー

遠藤 守信
信州大学
特別栄誉教授

1990年 信州大工学部教授
2005年 カーボン科学研究所所長
2012年 信州大特別特任教授
2020年より現職

2.ナノカーボンRO(逆浸透）膜のモジュール化

基礎研究

テーマ 1
ナノカーボン分離膜に
よる脱塩技術の開発

テーマ 4
膜・モジュールの
設計高度化

〔東レ（株）〕

海水淡水化から排水再利用まで幅広く適用することを目的に、開発したナノ
カーボン膜に適した基材やスペーサ等の検討を行い、モジュール化技術を確
立します。

テーマ 2
ナノカーボン
逆浸透 膜
のモジュール化

応用研究

3.ナノカーボンRO膜のシステム化
〔（株）日立製作所、栗田工業（株）〕

目指すべき将来の姿

膜開発やモジュール化のチームと連携しつつ、開発した膜のロバスト性を生
かした実装方法を検討し、海水淡水化・下排水の再生・超純水製造を対象とし
た実証試験を行って、社会実装できるシステムに仕上げます。

開発研究
逆浸透(RO)膜モジュール

テーマ 3 ナノカーボンRO膜の
システム化

4.膜・モジュールの設計高度化

〔林卓哉（信州大学）：RIKEN、RIST〕
計算科学や構造解析・細孔分析等の側面からカーボン膜の開発を支援します。
また、流体シミュレーション等により、モジュール設計を高度化します。

5.ナノ材料科学を用いた新材料・新プロセスの開発
〔手嶋勝弥、木村睦（信州大学）：トクラス（株）〕
重金属、アニオンなどの有害イオンを除去する無機結晶材、特定物質を選択的に透過させるパリレン表面重合膜を開発し、シス
テム化を行います。また、ナノ材料とゴムや樹脂との複合化により、耐久性や耐熱性を飛躍的に高めた新材料を開発します。

䛝䜜䛔䛷Ᏻ䛺Ỉ䛜
ୡ⏺୰䛾ே䚻䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䜛ᮍ᮶䜈

6.水環境エンジニアリング

〔COI-S 高橋桂子（JAMSTEC）：中央大学〕
〔信州大学〕
大気 - 海洋 - 陸域を連成した世界初の水大循環モデルを完成し、対象地域の水環境予測を行います。また、タンザニアのフッ素
汚染状況を基に、フッ素の移動のダイナミック解析を行い、フッ素を含む水資源管理システムを構築します。

ᑗ᮶䝡䝆䝵䞁䛜ᐇ⌧䛥䜜䛯♫ᐇ䜲䝯䞊䝆ᅗ

概

要

地球規模でみると使える水は少なく、
このまま人口増加が続けば、安全・安心な水の確保はますます難しくなります。そんな状況
のなか、信州大学のアクア・イノベーション拠点は、得意とするナノカーボン材料の技術と、オールジャパン体制の強固な産学官
連携を擁し、脱塩性、透水性、ロバスト
（頑強）性を飛躍的に向上させた物質分離材料の開発とモジュール・システム化を目指しま
す。
これにより、地球上の多様な水源から使える水を造り、飲料水だけでなく、農業・工業用水、さらには生活環境を衛生的に保つ
ように循環させます。
これが革新的な「造水・水循環システム」の姿であり、世界中の人々がいつでも安全な水を必要なだけ消費
できる社会が実現します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
●海水淡水化プラントが世界中で運用可能となり、飲料水、農業用水が不足する地域をなくすことに貢献できます。
●超純水製造や、下排水の再生処理システムを高度化し、工業用水確保や水循環に貢献できます。
●海水淡水化プラントの普及や、汚染水から重金属等の有害物質を除去する吸着剤や分離膜を社会実装することにより、
持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）の「安全な水」の供給に貢献します。

実施体制

トピック
◆カーボンナノチューブ(CNT)とポリアミド(PA)との複合膜開発とモジュール化

CNT・PA複合膜の大型製膜装置を大学内に完成。50cm幅の連続機械製膜を行
い、製造した膜で直径4インチ(10cm)のモジュールを試作して海水淡水化の実
証を行っています。また、学内の小型モジュール作製装置で2インチモジュール
を製作し、モジュールの性能向上に資するとともに、各種産業応用のための評価
試験にも供します。

◆4インチモジュールを用いた海水淡水化実証試験

小型モジュール作製装置

ウォータープラザ北九州の試験サイトにコンテナ搭載型の実証試験装置を設置
しました。実海水を用いて、市販膜モジュールと試作した4インチモジュールの
比較試験を行い、耐ファウリング性などの開発膜の優位性、造水コストの低減効
果を評価しています。今後は同装置での下水処理水再生実証試験を開始する計
画です。

◆タンザニアの大学との水の安全共同プロジェクト

タンザニアの幾つかの地域では、飲料水用の地下水が地層的な原因でフッ素を
高濃度に含有していて健康障害を引き起こしています。
重金属除去用吸着剤などのCOI技術の応用でこの問題を効果的に解決すべく、
タンザニアの複数の大学と共同プロジェクトを開始しました。
調査・解析を継続し、フッ素除去を含む水供給システムの検討・提案を行います。

プロジェクトリーダー：大西 真人・CTO（(株)日立製作所 水・環境ビジネスユニット）
研究リーダー：遠藤 守信・特別栄誉教授（信州大学）

4 インチモジュール

井戸水の水質調査

実証試験装置

フッ素除去用無機結晶材

アクア・ネクサスカーボン - プラットフォーム

【中核機関】 信州大学
日立製作所、東レ
（株）、昭和電工（株）
【中心企業】（株）
トクラス
（株）、
【参画機関】 理化学研究所（RIKEN）、高度情報科学技術研究機構（RIST）、北川工業（株）、
栗田工業（株）、
（株）LIXIL、長野県

当拠点を中心に蓄積した知識・成果を応用展開する会員制の基盤組織。情報交換・交流により、新
事業に向けた新しい価値と新たなイノベーションを創出します。潜在的なシーズ・ニーズ探索を通し
て次の研究活動ステージにビルドアップすることも目的の 1 つとしています。
参加企業募集中。
http://www.shinshu-u.ac.jp/coi/AxC-pf/

■ COI-S サテライト
プロジェクトリーダー：所 眞理雄・代表取締役社長（(株)オープンシステム サイエンス研究所）
【参画機関】 海洋研究開発機構（JAMSTEC）、中央大学

お問合せ
信州大学 国際科学イノベーションセンター
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大型製膜装置

アクア・イノベーション拠点
Tel: 026-269-5773 Fax: 026-269-5710
E-mail：coi_info＠shinshu-u.ac.jp

〒380-8553 長野県長野市若里4-17-1
信州大学国際科学イノベーションセンター(AICS)3階
［アクセス］JR長野駅 徒歩20分（バス5分、徒歩2分）
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研究開発期間：平成25年度～令和3年度

http://www.coi.nagoya-u.ac.jp/

人がつながる
“移動”イノベーション拠点
Mobility Innovation Center
－Empowering an aging society through advanced mobility－

高齢者が元気になるモビリティ社会

プロジェクトリーダー

研究リーダー

トヨタ自動車（株）
未来創生センター
産学連携戦略室 担当部長

名古屋大学
未来社会創造機構 教授

畔柳 滋

略歴 制御ソフトウェア開発部長
制御システム基盤開発部長

森川 高行
略歴 京都大学工学学士・修士
MIT修士・博士、客員准教授
名古屋大学グリーンモビリティ
連携研究センター長

目指すべき将来の姿

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ
1．モビリティ研究

〔佐藤 浩司（トヨタ自動車（株））;名古屋大学､トヨタ自動車（株）､（株）豊田中央研究所〕
「ヒトを中心とした」先端技術と社会受容性について ①環境認識
②指導員型協調制御（自車位置推定、指導員型モデル、エージェント
システム）③高齢者データベースに基づく人間特性の研究及び公道
走行による検証を行っています。またこれらを活かした ④次世代交
通システムの提案･社会実験（ゆっくり自動運転 ®など）を行い、高齢
者のための安心･安全･快適なモビリティ社会の実現を目指します。

2．
くらし・健康基盤研究

〔馬場 嘉信（名古屋大学）;AGC(株)〕
飛沫唾液等の生体成分を高速・高精度でフィルタリングするイン
テレクチャルガラスを創出し、病院の外でもがん、ストレス、疲労など
を検査可能とするデバイス開発により、モビリティや各種医療サービ
ス産業の拡張を目指します。

環境認識
歩行者意図推定、悪環境下対応等

先読み運転を可能にする

次世代交通システム

高齢者運転特性
データ収集

3．サステナブル基盤研究

〔間瀬 健二（名古屋大学）; パナソニック
（株）〕
高齢者をさりげなくセンシング（カジュアルセンシング）
し、生活情
報などに関するデータベースを構築し、さらに、システムと人を結ぶ
知能エージェント
（歩行支援ロボットなど）を開発します。
これらを統
合し、気配り支援システムによりその日の健康状態などを個々人に
提示することを実現します。

4.情報通信基盤研究

〔森川 高行（名古屋大学）; (株) KDDI総合研究所〕
自動運転の社会実装に関わる情報通信基盤のあり方やモバイルデータ活用方法などについて提案します。

5.協調領域研究、7.イノベーション受容研究

〔森川 高行（名古屋大学）、高田 広章（名古屋大学）、中川 由賀（名古屋大学）、上出 寛子（名古屋大学）;豊田市、春日井市、幸田町〕
①ダイナミックマップ
（交通社会情報データベース構築）、②COI技術の社会的受容性に関する社会心理学的及び法学的分析、③中
山間地域、
ニュータウン、地方都市でのモデルコミュニティ形成実証の研究を通じて、高齢者のQOLの改善を図ります。

トピック

概

要

超高齢社会の中で、全ての人が地域差･個人差なくいつまでも社会の現役として活躍できる社会を実現するために、高齢者が
自らの意思でいつでもどこへでも移動でき、高齢者の外出頻度と社会参加率が増加し主観的幸福感が向上する
「高齢者が元気
になるモビリティ社会」
を実現します。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
●運転が苦手な人も運転できない人も楽しく移動できるモビリティ
自動運転知能､指導員型運転支援､ゆっくり自動運転 Ⓡ､ドライバエージェント､
ダイナミックマップ､ストレスフリー交通マネジメント
●カジュアルセンシングで得た自分情報を活用した健康維持と外出誘導
行動リコメンド､歩行支援ロボット､カジュアルセンシング・デバイス
●社会参加によって高齢者の自己効力感が増すしくみ
Mobility Blend Ⓡ（モビリティブレンド）､健康長寿複合プログラム､モデルコミュニティ形成､社会科学的評価

実施体制
プロジェクトリーダー：畔柳 滋（トヨタ自動車（株）） 研究リーダー：森川 高行（名古屋大学）
【中核機関】 名古屋大学
【中心企業】 トヨタ自動車（株）
【参画機関】 東京農工大学､愛知県立大学､政策研究大学院大学､東京工業大学､
愛知県､豊田市､名古屋市､春日井市､幸田町、産業技術総合研究所､AGC(株)､
(株)KDDI総合研究所､(株)豊田中央研究所､パナソニック(株)
【サテライト】 東京農工大学サテライト、名古屋市立大学サテライト
名古屋大学ナショナルイノベーション
コンプレックス
（NIC）
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▶ゆっくり自動運転 Ⓡ

▶ドライバエージェント

時速20km以下の低速度・地域限定のドライバーレスな移動
サービス。超小型車からバスなどの大型
車まで様々な車両に適用でき、ラストマ
イル交通や地域内巡回交通などへの応
用が考えられます。
自治体の協力を得て、公道での実証実
験を行うことで、技術面だけでなく、自動
運転の社会受容性検証、
ビジネスモデル
構築、法制度整備にも取り組んでいます。

小型のコミュニケーションロボットを介し、
ドライバへの運転支
援と振り返り支援を通して、
より安全な運転行動への変容を促しま
す。
ロボットによる支援は受容性が高く運転阻害になりにくいこと、
2つの支援の併用により運
転行動改善効果が最も高く
なることが分かっています。
さらなる実用性の検証の
ために、実車両による公道で
の実証実験を進めています。

▶バイオエアロゾル計測デバイス

▶歩行支援ロボット

細胞やエクソソームなどのバイオエアロゾル成分を捕捉分離す
るガラスフィルターの開発を進め、
より迅速で高精度ながん検査
に向けたデバイスのプロトタイピングを進めた結果、抗がん剤の
投薬効果を検証する臨床試験に
成功しました。
また、
衛生検査に向けた微生物
の高感度計測を進めた結果、
常在
細菌の検出・同定に成功しました。

高齢者に安全で楽しい歩行訓練を提供する歩行支援ロボットを開
発しています。利用者の歩行状態・能力を認識して可視化すること
で、
個人に最適化した歩行運動を実現しまし
た。
歩行による身体機能の維持・向上により、
外出する力を支え、日常生活を活発化しま
す。
実サービス運用
（施設への貸出し）
を想定
し、
複数の病院、
介護施設で実証実験を推進
しています。

お問合せ

名古屋大学 未来社会創造機構
TEL：052-747-6390 FAX：052-788-6004 Email：info@coi.nagoya-u.ac.jp
〒464-8601 名古屋市千種区不老町［アクセス］地下鉄名城線名古屋大学駅すぐ
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活気ある持続可能な社会の構 築

実 現 の 鍵となる研 究 開 発テー マ

研究開発期間：平成25年度～令和3年度

http://coi.kyushu-u.ac.jp/

持続的共進化地域創成拠点
Center of Coevolutionary Research for Sustainable Communities

プロジェクトリーダー

研究リーダー

NEC 主席技術主幹

九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 教授

中村 祐一

異分野技術の共進化を推進する共進化委員会による
地域社会課題の解決

福本 康秀

1988年 NEC入社
2013年 NEC グリーンプラットフォーム所長
2018年 NEC中央研究所理事
2020年 現職

1987年 理学博士号取得（東京大学）
1987年 東京大学大学院理学研究科
日本学術振興会特別研究員 (PD)
2002年 九州大学大学院数理学研究院 教授
2011年 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授
2014年 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 所長
2018年 現職

１．エネルギー

リーダー：佐々木 一成（九州大学）
サブリーダー：松橋 隆治 ( 東京大学 )

持続的共進化地域の概念に基づき、
「真のエネルギー地産地消」
を
実現します。
すなわち、
地域の再生可能エネルギー導入に伴う周波
数変動やインバランス発生を、
水素エネルギー技術をはじめとする
革新技術によって補償することにより系統安定化に貢献します。
そ
して、
エネルギーの脱炭素化と地域経済の活性化を両立する未来
社会のシステムを構想し、
技術・産業・社会のパラダイムシフトを先
導します。
具体的には、
九州大学において水素インフラ、
高効率発電システム、
ゼロエミッションモビリティの革新技
術創出と社会実装を、
また、
東大サテ
ライトにおいては、
エネルギー・ICT
関連技術革新と社会経済制度の革
新の統合により、
民生部門の省エネ、
低炭素化を抜本的に進めます。

目指すべき将来の姿

概

要

「持続的共進化地域創成拠点」
は、
クリーンエネルギーを最大限に活用することで地球環境への負荷を極限まで低減(SDGs7&13)しながら、
同時に地域(都市と都市を取り巻く郊外)経済活性化と雇用創出、
移動制約者への移動手段の提供により、
あんしん・あんぜんで活力ある持続
的地域創成(SDG11)を行うことを目指しています。
また、
それらを通して、
地域住民の健康面への配慮(SDG3)や社会的弱者に対する安価で
アクセスしやすい地域サービスの提供(SDG10)も可能になると考えています。
このような地域創成を実現するために、
当拠点では地域と技術
/制度の共進化という考え方を最大限に活用します。
地域課題が技術/制度の進化を促し、
進化した技術/制度により地域課題が解決されること
で地域が進化する、
また、
ある技術/制度の進化により他技術/制度の進化が後押しされ、
それらによりさらに地域課題の解決が進む、
そのよう
な考え方です。
当拠点では、
九州大学/東京大学/横浜国立大学を中心に、
参画企業/地方自治体を含めた形で共進化委員会を形成し、
PL/RL
のマネジメントの下でエネルギー/モビリティ/情報科学/産業数学といった異分野技術の共進化を積極的に仕掛けていくことで、
地域課題を
解決する社会実装を次々に生み出し続けるイノベーションプラットフォームを構築します(SDG9)。

社会実装を想定する主なアプリケーション・サービス
●新しいエネルギーサービスの普及、再生可能エネルギーの大幅な拡大（SDG7、SDG13）
系統安定性と経済性・環境性を考慮したエネルギー施策確立と社会実装、再生可能エネルギーを活用した水素システム、革新的高効率
燃料電池システム、移動体用燃料電池の高耐久高出力化・実装
●安全かつ安価で容易に利用できる持続可能な輸送システムへのアクセス提供（SDG11.2）
マルチモーダル情報提供システムによる人と車の誘導、車両のリデザインによる多機能な地域拠点の形成、自家用車への過度な依存
から脱却するための協働・共有型モビリティシステム、安全な道路インフラ保持のための道路維持管理システム
●あんしん・あんぜんで持続可能な社会（SDG11.7）
都市空間における見守りサービス、生活センシングに基づく情報発信による生活快適化

実施体制
プロジェクトリーダー：中村 祐一（NEC）

研究リーダー：福本 康秀（九州大学）
研究副リーダー：谷口 倫一郎(九州大学)

【中核機関】 九州大学
(公財) 九州大学学術研究都市推進機構、
経済産業省九州経済産業局、
(株)YEAAH、
(株)日立製作所、
【参画機関】 福岡市、
日本電気(株)、
JXTGエネルギー(株)、
(公財) 九州先端科学技術研究所(ISIT)、
東京ガス(株)、
日産自動車(株)総合研究所
（アライアンス第二部門）
ＥＶシステム研究所、
(株)チームAIBOD、
昭和自動車(株)、
(株) Kyulux、
日本電信電話(株)、
(株) オー・エル・エム・デジタル、
みやまスマートエネルギー(株)

■ 横浜国立大学サテライト
（TMS）
サテライトリーダー：中村 文彦(横浜国立大学)

【参画機関】日野自動車(株)､(一財)計量計画研究所､西日本鉄道(株)､(株)富士通交通・道路データサービス､
ESRI ジャパン(株)、
リレーションズ(株)､日本マイクロソフト(株)､(株)日立製作所､
日産自動車(株)モビリティ・サービス研究所､(株)ナビタイムジャパン､日本電気(株)､パーク24(株) ､
(株)デンソー､(株)ゼンリンデータコム、
トヨタ自動車(株)、
横浜市、
箱根町、
宮川興業(株)、
京浜急行電鉄(株)、(株)日本能率協会総合研究所、(株)IHI、LocaliST(株)
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■ 東京大学サテライト
（EMS）
サテライトリーダー：松橋 隆治（東京大学）

【参画機関】 静岡ガス
（株）
（
、株）
チームAIBOD、
みやまスマートエネルギー (株)、
（株）
イー・コンザル、
（株）
IHI

３．情報科学

リーダー：荒川

豊（九州大学）

高齢者や移動制約者など多様な人々が楽しく安心して暮らせる
社会環境の実現を目指し、バス停や駅といった交通結節点にお
いて安心・安全を提供するとともに、外出を促し街の賑わいを創
出する情報システムの研究開発を行っています。
この研究開発では、自治体や交通
事 業 者と連 携した 公 共 空 間 で の
センシングを軸としながら、モビリ
ティ、エネルギー、産業数学との共
進化も促進し、機械学習を利用し
た異常検知、深層学習による画像
データの解析などの研究を推進し
ます。

２．モビリティ

リーダー：中村 文彦（横浜国立大学）

SDGsの観点で「自家用車に頼らずとも、誰もが無理なく移動
し続けられる都市の実現」
を目指します。人口減少、高齢化かつ
環境重視の社会を活き活きと持続させることを目的に、費用効
果的で環境負荷が小さく、すべて
の人々が無理なく利用できるモビ
リティシステムの研究開発を行っ
ています。自家用車に代わり得る
移動手段の選択肢を提供する
「協
働・共有型モビリティ」、情報提供
による人々のかしこい移動手段の
選択を支援する
「MaaS対応型マ
ルチモーダル情報提供」、移動の
基盤となる道路インフラの機能保
持に資する
「道路維持管理支援シ
ステム」からなる包括的な取り組
みが特徴です。

４．産業数学

リーダー：福本 康秀（九州大学）

計測や通信技術の進歩によって日々収集される多様かつ大量のデー
タを高速に解析し高精度な予測を行うことは、
持続的で活力ある地域
社会を実現するために極めて重要です。
産業数学では、
現代数学のノ
ウハウを取り入れたデータの利活用技術を開発して、
エネルギー／モ
ビリティ／情報科学の研究開発・社会
実装を支えます。
ビッグデータを扱う統
計学と機械学習の組み合わせによる電
力需要量・発電量予測や大規模アン
ケート調査解析に基づく暮らしやすい
まちづくり支援、
また、住民に適切な行
動変容を起こさせるため、
トポロジーを
応用した人流モデリングによるまちの
賑わい創出支援等を行っています。

トピック
持続可能な地域創成
電力の高精度な需給予測、電気代そのまま払いなど多様なクリーン
エネルギー活用技術や制度、
電気自動車
（EV）
や水素によるインバラ
ンス補償などによって系統の安定化にも貢献する真のエネルギー地
産地消を実現し、地域で生み出したクリーンエネルギーによるキャッ
シュを地域において循環させることによる地域経済の活性化を目指
しています。
このような原資を活用することにより、
移動制約者への移
動手段の提供やICT見守り等による社会的弱者への
「あんしん・あん
ぜん」
の提供を可能とし、
閉じこもりがちな地域住民の活動の活性化
を図ります。
これらによってまちの賑わいを創出し、
更なる地域経済活
性化につなげることを目指しています。
クリーンエネルギーと地域経
済活性化によって自立した持続的地域創成を日本中に広めていくこ
とで、過疎化や高齢化などで活力を失う地域の再生と脱炭素社会の
実現に向けた地域からの貢献を加速していきたいと考えています。

お問合せ

九州大学持続的共進化地域創成拠点
Tel: 092-802-6677 Fax: 092-802-6646
E-mail：oﬃce＠coi.kyushu-u.ac.jp

自立的イノベーションプラットフォームの構築
エネルギー、モビリティ、情報科学、産業数学など異なる領域の研究
者が交わることで
“共進化”
が継続的に生まれる共進化委員会をベー
スに下記の特徴を持たせることにより、イノベーションが連続して創
出される、自立的なプラットフォームの設立準備を進めています。
・社会実装のため産業界からの共進化委員会への参画
・学内の先端的研究組織との連携、特に、若手研究者間連携を積極
的に支援
・未来型インフラを常に整備したキャンパスを実験場として産業界
に開放
・プロジェクトの展開に対応して産業界からプロジェクトリーダーを招致
・学内よりプロジェクトを支える学理の展開に最適任の者をリサー
チリーダーに選任
・プロジェクトマネジメント、知財戦略・管理、企業との契約等、組織
対組織型の研究開発のためのマネジメント体制整備
〒819-0395 福岡市西区元岡744
［アクセス］昭和バス「九大伊都キャンパス行(九大東ゲート方面)」
≪乗車≫九大学研都市駅 → ≪降車≫中央図書館
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若手人材の活躍促進

健康・医療データ連携の推進

イノベーションプラットフォームの持続的な発展のためには、COIプログラムによる支援終了後も引き続き活動
を担う人 材 の 育 成 が 欠 か せませ ん 。C O Iプログラムでは、構 造 化チーム「 若 手 部 会 」の 活 動を中 心に、
COI2021会議、COI若手連携研究ファンドなどの取り組みを行い、若手人材の活躍促進に取り組んでいます。
COI2021会議

構造化チームが取り組む横断的な活動テーマである「健康・医療情報の活用に関する拠点間連携の促進」に
おける活動主体として、弘前大学を事務局とする「COI健康・医療データ連携推進機構」
（以下、
「COIデー
タ連携機構」という。）を設置し、平成27年度より活動しています。
CO I 健 康・医 療データ連 携 推 進 機 構 の 概 要

●COI2021会議は、未来を切り拓く若手人材による共創の場です。プログラム終了後の核と
なりうる人材の育成、研究テーマの発掘、事業化アイデアの創出を目指します。
（主な目的）
① 未来社会の創造を目指し、社会インパクトのある事業・研究提案の発掘
② 人材育成、
プロデューサーの発掘・育成
③ ハイリスク・ハイインパクトのテーマ創造
［第2回COI2021会議（平成29年3月18日～
20日於：北海道大学FMI国際拠点）
より）

COI20.0
●第2回COI2021会議による若手チームの提案から生まれた制度です。
●COI20.0は、COIプログラム委託研究開発費雇用の若手人材（ポスドク等の研究者やリサーチ・アドミニストレーター等の研
究開発マネジメントを担う人材等）が、人件費の対象となっているエフォート
（従事率）のうち20%について、若手人材自身の
発意に基づき、将来のイノベーション創出に資する活動を自由に行うことを可能とする制度です。
●若手人材の自由な研究及びキャリア形成に資する活動を推進し、イノベーション・プラットフォームの活動を担う人材の育成を
促進します。

●COIデータ連携機構は、各COI拠点が実施しているコホート研究等における
健康・医療データの共有化を図り、研究の検定力や検証力を高めることで各
COI拠点の研究成果の信頼性を高め、効率的な社会実装につなげることを
目的に設立されました。
●現在、日本では多くのコホート研究が実施されています。
しかし、そのデータ
はそれぞれの大学や研究機関で独自に研究と保管がなされ、研究機関の枠
を超えた十分な相互活用がなされていない状況にあります。コホート研究
等のデータ収集には多大な時間と労力を要します。このような貴重なデータ
が「埋蔵」された状態にあることは、日本の研究力向上の観点からは大きな
損失です。
●COIデータ連携機構では、各拠点で実施しているコホート研究等やウェアラ
ブルデバイス等から収集される健康・医療データの相互利用検証・比較解析
を可能にするためのオープンプラットフォームの仕組みを整え、データの共
有化とその相互活用を図ります。

CO I 健 康・医 療データ連 携 推 進 機 構 の 体 制
COI学術交流会（ 旧称：C O I 学会）
●異分野の研究者同士が自身の研究内容を紹介し、
互いに交流・議論する場として、
各拠点の若手研究者の有志により本学会は企画
されています。
（発表種別）
①特別講演：著名研究者による講演
②オーラルセッション：自身の研究内容について発表。COI拠点の研究者による一般講演およびCOI拠点外の研究者による招待講演
③ポスターセッション：研究者の研究内容等に関するポスター掲示

●COIデータ連携機構の業務に係る企画立案及び総合調整に関する事項を
審議する運営委員会と各種業務を担うグループを組織しています。
●運営委員会を構成する運営委員は、COIデータ連携機構の活動に参画する
COI拠点による推薦にて選出しています。

運営委員会
•プロトコール企画調整グループ
•データ品質管理グループ
•データ品質保証グループ
•データ解析グループ
•データ活用推進グループ

運営委員長：
『真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点』
研究リーダー 中路重之［弘前大学大学院医学研究科（社会医学講座）特任教授］

C O I 健康・医療データ連携推進機構の活動

COI若手連携研究ファンド
●社会実装に向けた研究開発を加速するため、
ビジョン横断的又は拠点横断的な研究開発連携（連携研究）の活性化を図ります。
●従来の枠に納まらない斬新で柔軟な発想やこれまでの常識を越える発想、異分野・異業種・他機関との対話等を実行する行動力を
有する若手研究者が、研究企画から主体となって連携研究を行う支援制度として「COI若手連携研究ファンド」をCOIプログラム
内にて実施しています。
●平成30年度から新たに、AI/IoT等Society5.0関連分野（デジタル分野）
との連携・活用に特化した新たな支援メニュー「COI若
手連携研究ファンド デジタル分野・連携研究」を開始しました。
支援内容

1．主な連携活動

各COI拠点のデータを集約・活用する
「データ連携」
と、有志拠点を募り個別の
テーマで拠点間連携を行う
「テーマ連携」
（「運動（体力）」、
「 栄養（食事）」、
「 休養
（睡眠）」、
「 腸内細菌」）を活動の二本柱として取り組みます。

パンフレット
「いつまでも健康に過ごせるための研究。」

2．他のコホート研究の健康・医療データとの連携

「データ解析グループ」では、福岡県糟屋郡久山町の住民を対象とした「久山町研究」や京都府京丹後市の住民を対象とした
「京丹後長寿コホート研究」など、様々な地域で行われているコホート研究で得られた健康・医療データの連携を始めてい
ます。

3．COIプロジェクトデータ・プラットフォームの整備

2拠点以上又は拠点外研究機関の連携研究テーマ※であり、
連携研究テーマを構成する研究課題を担当する若手研究者による研
究チームからの提案を募集・選定し、
若手研究チームによる連携研究を推進します。
※「COI若手連携研究ファンド デジタル分野・連携研究」
は若手研究者単独でも提案可。
また海外機関
（大学・企業等）
との連携を実施。

COI若手連携ファンド

COI若手連携ファンド
デジタル分野・連携研究

平成29年度採択

12件（連携研究課題 7件、FS 5件）

-

平成30年度採択

21件（連携研究課題 15件、FS 6件）

FS 57件

令和元年度採択

23件（連携研究課題 18件、FS 5件）

連携研究課題 19件

令和2年度採択

16件（連携研究課題 14件、FS 2件）

7件（連携研究課題 6件、FS 1件）

「データ品質管理グループ」では、幅広い（特に産業活性化に向けた）研究充実を図る目的で、データを共用するための環境整
備を進めています。厚生労働省における保健医療情報分野の標準規格として認められた（平成28年3月28日医政発0328
第6号）SS-MIX2標準ストレージとリンクしたパーソナルゲノム情報・臨床情報データベースシステムを基本システムとして、
将来的にはCDISC対応を目指していきます。

4．連携研究推進・研究倫理支援

「プロトコール企画調整グループ」
では、COIデータ連携機構の活動に参加する各大学・研究機関・研究者が、関係する政府倫理指針
およびヘルシンキ宣言を遵守し、適正、迅速かつ円滑に研究を実施できるように支援します。

①インフォームド・コンセント（標準様式）の作成

国が定める法律やガイドラインを遵守しつつも研究者の自由な発想に基づく研究と試料や情報の柔軟な活用を保障すると
ともに、研究対象者が研究目的や方法等を容易かつ十分に理解できることを念頭に置いた「標準様式」を作成しました。
※各COI拠点より提供された研究計画書（同意説明文書、同意書を含む）
から
「共通項の洗い出し」
を行い、運営委員会での審議を経て、平成28年3月に
「コホート研究における
共通IC（インフォームドコンセント）」(ゲノム対応版、
ゲノム非対応版)をCOIコホート連携における連携研究の共通インフォームドコンセント
（初版）
として作成。

②COIデータ連携機構の活動紹介

大学・研究機関の倫理審査委員会で適正・円滑な審査が行われるための支援ツールとして、COIデータ連携機構の活動概要、
データ連携の目的・意義について説明するパンフレットを作成し、平成29年3月より配布を開始しました。

お問合せ
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COI健康・医 療データ連 携 推 進 機 構

COI 健康・医療データ連携推進機構事務局（弘前大学COI 研究推進機構）
Tel：0172-39-5537 E-mail：coi@hirosaki-u.ac.jp
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機関索引
あ

（株）IIJ グローバルソリューションズ 

41

愛知県 

39
39

愛知県立大学 
imec international 

（株）青森銀行 
青森県 

青森県産業技術センター 
青山学院大学 

旭川医科大学 

Amoeba Energy（株）
( 一社 )ALFAE 

アルプスアルパイン（株）

アンデルセングループ 

（株）イー・コンザル 

（株）イー・ビー・アイ・マーケティング 
イオンリテール ( 株 ) 

（株）ウェルネスメディカル研究所 

（株）ウチダ和漢薬 
( 株 ) 栄研 

( 株 ) エイチ・ツー・オー綜合研究所 
エーザイ ( 株 ) 
AGC（株）
SBI ファーマ（株）
ESRI ジャパン（株）

NEC ソリューションイノベータ（株）
NEC ネッツエスアイ（株）

（一財）ＮＨＫエンジニアリングシステム 
（株）ＮＨＫプロモーション 
（株）NTT データ 
（株）NTT データ経営研究所 

エヌ・デーソフトウェア（株）

ＭＣＣコンポジットプロダクツ（株）
( 株 ) エルブズ 
エレコム（株）

尾池工業（株）
王子ネピア ( 株 ) 
追手門学院大学 

（株）オー・エル・エム・デジタル 
オーガニックライティング（株）
大阪大学 
大田区 
公益財団法人 大田区産業振興協会 
大塚食品（株）
大塚製薬（株）

（株）オープンシステムサイエンス研究所 
大峰堂薬品工業（株）
（株）オカムラ 
小川香料（株）

沖電気工業（株）
音羽電機工業（株）
オムロンヘルスケア（株）
オリンパス（株）

海洋研究開発機構（JAMSTEC）
花王（株）
カゴメ（株）
カシオ計算機（株）
春日井市 
神奈川県 
金沢工業大学 
金沢大学 

金沢美術工芸大学 
（株）カネカ 

川崎市 
（公財）川崎市産業振興財団 
がん研究会 
関西医科大学 

き

関西学院大学 
公立学校共済組合 関東中央病院 
ギガフォトン（株）
北川工業（株）
北里大学 

岐阜県産業技術総合センター 
岐阜大学 

（有）木村屋 
キヤノンメディカルシステムズ（株）

（公財）九州先端科学技術研究所（ISIT）
九州大学 
（公財）九州大学学術研究都市推進機構 
キューピー（株）
（株）Kyulux 

（株）京都銀行 
京都工芸繊維大学 
京都市 
京都大学 
京都府 

45

京都府立医科大学 
協和キリン（株）

慶應義塾大学 

経済産業省九州経済産業局 

（株）KEN OKUYAMA DESIGN 

9

京浜急行電鉄（株）
（一財）計量計画研究所 

こ

国立医薬品食品衛生研究所 
国立がん研究センター 
国立循環器病研究センター 

33
33

( 株 ) コスモ 
コニカミノルタ（株）

7

11
41
23

高度情報科学技術研究機構（RIST）
興和（株）
（生協）コープ東北サンネット事業連合 

11
11

27

幸田町 

公立はこだて未来大学 

11

コベルコ建機（株）

さ

9

7
35
7

岩見沢市 

け

（株）クリュートメディカルシステムズ 

7

茨城県厚生農業協同組合連合会 

岩手アカモク生産協同組合 

栗田工業（株）

クリムゾンテクノロジー（株）

19

35

IPCO（株）
医薬基盤・健康・栄養研究所 
医療産業イノベーション機構 

協和発酵バイオ（株）
クラシエホールディングス（株）

（株）KDDI 総合研究所 

石川県工業試験場 

伊藤電子工業（株）

く

9
9

11
9

（株）穴吹ハウジングサービス 
アポロ技研（株）

か

9

（株）ａｓｋｅｎ 

（株）アドバンテスト 

お

25

21

アツギ（株）
あっと（株）

え

33

（株）朝日新聞社 
味の素（株）

う

9

（株）IHI 

（株）アイケアラボ

い

The Center of Innovation Program

小松マテーレ（株）

（株）サイキンソー 

サカタインクス（株）
札幌医科大学 

サッポロホールディングス（株）

29

サンアロー（株）

15

サンコール（株）
サンコロナ小田（株）
サントリー食品インターナショナル（株）

7
7

産業技術総合研究所 

し

17

JXTG エネルギー（株）
（株）ＪＴＢ 

9
7
9

（株）JVC ケンウッド 
( 株 ) ジェイマックシステム 

19, 39
15

滋賀医科大学 
志學館学園 

41

静岡ガス（株）

11

静岡大学 

29
21

シスメックス（株）
自然科学研究機構生理学研究所 

21
27

（公財）実験動物中央研究所 
澁谷工業（株）

25, 27

（株）島精機製作所 

29
27

（株）島津製作所 
清水建設（株）

9
11

順天堂大学 
情報科学芸術大学院大学 

19
7

情報通信研究機構（NICT）
情報通信研究機構・脳情報通信融合研究センター 

25, 27
41
29

昭和自動車（株）
昭和電工（株）
（株）シロク 

25
23

（株）新興製作所 
信州大学 

23
19

9

7
33
21
27
23

9, 11, 17
13

す

せ

37
9

25, 35
33
25, 29
15

住友電気工業（株）
住友林業（株）

精華町 
政策研究大学院大学 
（株）生命科学インスティテュート 

（株）ゼンショーホールディングス 
仙台高等専門学校 

そ
た

（株）センチュリーエール 
（株）ゼンリンデータコム 
ソニー（株）
損害保険ジャパン ( 株 ) 

( 株 ) 第一岸本臨床検査センター 
ダイキン工業（株）
大正製薬（株）

（株）ダイセル 
大同工業（株）

19, 25
33
23

大日本印刷（株）
ダイハツ工業（株）
太陽工業（株）

31
37

太陽誘電（株）
大和ハウス工業（株）

7
35

（株）竹尾 
（株）竹中工務店 

35
29

ち

41
19

（株）タニタ 
（株）タニタヘルスリンク 
（株）チーム AIBOD 
（株）チカク 
千葉大学 
中央大学 
中外製薬（株）

41
9

19
19
9, 19, 27, 35

つ

13

て

19
9

医療法人社団絹和会 睡眠総合ケアクリニック代々木 
（株）スタジオミダス 

( 株 ) セコマ 
セルスペクト（株）

15
7

13
41
7, 9, 41

（株）進鳳堂 
（株）神明ホールディングス 

（株）住化分析センター 
住友化学（株）

9, 11
11

39
15, 33
25, 35

ジーエヌエス（有）
CM エンジニアリング（株）
JSR（株）

7

37

（株）シーエーシー 

中京大学 
中部大学 

筑波大学 
津田駒工業（株）
( 株 ) ツルハホールディングス 
ティーエスアイ（株）
( 株 ) データホライゾン 

7, 9

（株）テクノスマート 
（株）テクノスルガ・ラボ 

9

（株）テクノプロ 

37
25
11

デジタルファッション（株）

電気通信大学 
（株）デンソー 

7, 9, 33
41
39
41
41

（株）電通 

と

29

（株）電通国際情報サービス 

37

東京ガス（株）
東京藝術大学 

7
15

東京工業大学 

公益社団法人東京生薬協会 
東京女子医科大学 

25
7

東京大学 
東京大学医科学研究所 

19, 27, 29
27

東京都市大学 

19
19

東京理科大学 
東郷町施設サービス（株）

東京農工大学 

35

7

同志社大学 

同志社女子大学 

27

（株）東芝 

33

東北化学薬品（株）

9, 27, 33, 39, 29
19
35

東北学院大学 
東北芸術工科大学 
東北大学 

9

東洋紡（株）

11
11

東洋ライス ( 株 ) 

23

東レ（株）

東レエンジニアリング（株）

15, 19, 29, 33
41

ＴＯＴＯ（株）
徳島大学 

11
21

トクラス（株）
鳥取大学 

7
17

凸版印刷（株）
土木研究所 

9

豊田市 

41

トヨタ自動車（株）

27
9

27
15
35
33
15

（株）豊田中央研究所 
トヨタ紡織（株）

な

27
17

25
41
25, 37
7
25

に

日東電工 ( 株 ) 
日東紡績（株）

33
9
9

NITTOKU（株）
（株）ニッピ 
日本化薬（株）

19
39

日本シーエイチシー（株）
日本製紙（株）

9
7

日本製鉄（株）
日本製粉（株）

19
27

日本ゼオン（株）
日本総合システム（株）

29
33
41

日本電気（株）
日本ペイントホールディングス（株）
日本マイクロソフト（株）

23
7

日本メクトロン（株）
日本アイ・ビー・エム（株）

7
25

（株）日本経済新聞社 
日本光電工業（株）

9
19

日本コープ共済生活協同組合連合会 
日本大学 

は

17, 35
21

7

21
7

パーク２４（株）
ハウス食品グループ本社（株）
箱根町 

パナソニック（株）
( 株 ) はまなすインフォメーション 

13
41
29

25
7
35

日本電信電話（株）
（株）日本能率協会総合研究所 

橋本螺子（株）
（株）ハタプロ 

25
7

13
33

（株）ニコン 
西日本鉄道（株）
西日本電信電話（株）

日産自動車（株）
日新化成（株）

33
33

27
9, 37

（株）ナリス化粧品 
（公財）日本アイソトープ協会 

日油（株）
公益財団法人 日産厚生会玉川病院 

19
29

19
23

長野県 
中村学園大学 
名古屋市 
名古屋市立大学 

（株）ナビタイムジャパン 
奈良先端科学技術大学院大学 

37
25

35
9, 19, 29
33

ドリーム・トラスト（株）

名古屋大学 
ナノキャリア（株）

33
21

浜松医科大学 
浜松ホトニクス（株）
パラマウントベッド（株）

ひ

11

17

東京海上日動火災保険（株）

11

41

東急不動産（株）

東京医科歯科大学 

9
15

33
25

東海光学（株）

（株）東急スポーツオアシス 

パルステック工業（株）

ＰＳＴ（株）
（株）PFU 
（株）東大阪スタジアム 
光産業創成大学院大学 
（株）日立製作所 
日野自動車（株）

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（株）
兵庫県立工業技術センター 

弘前市 
弘前大学 

広島ガス（株）

23

23
27

東京医科大学 

39

19

7, 9

広島市立大学 

ふ

（株）ファミリークッキングスクール 
（株）ファンケル 
( 株 ) フィリップス・ジャパン 

15
15

21

フジプレアム（株）
富士紡ホールディングス（株）

25

佛教大学 

物質・材料研究機構 

39
7, 15

（株）フューチャーセッションズ 
プラスコート（株）

17

19, 25

9
11
29

11, 25

（株）ブルックマンテクノロジ 

へ
ほ

17

15, 31, 35, 37

北海道教育大学岩見沢校 
北海道システム・サイエンス（株）
北海道食産業総合振興機構 
北海道大学 

33
11, 27, 33

北海道マリンイノベーション ( 株 ) 
北海道立総合研究機構 

35

（株）ほっこりーのプラス 

39

（株）堀場製作所 

39, 41
39

39
9, 21, 39
15
41

ま

み

三菱電機（株）
ミネベアミツミ（株）
宮川興業（株）
宮城大学 

25
7, 15

13
41
33
41
25

13, 19
21
11
9
19
41
41
41
9

む
め
も
や
ゆ
よ
ら

13
25

17
27
7, 25, 37, 41
41
9
33

（株）村田製作所 
名桜大学 
（株）Makers’ 

明治安田生命保険相互会社 
モーリン化学工業（株）
森永乳業 ( 株 ) 

（株）YEAAH 
山形大学 
ヤマハ（株）

ユニ ･ チャーム（株）
横浜国立大学 
横浜市 

ライオン（株）
( 株 ) ライフ・サイエンス研究所 
楽天（株）
ラピスセミコンダクタ（株）

り

ラピセラ（株）
理化学研究所（RIKEN）
（株）LIXIL 

（株）理研ジェネシス 
（株）リコー 

立命館大学 
量子科学技術研究開発機構 

23
17, 19, 25, 33, 39

29
27

みやまスマートエネルギー（株）
（株）ミルテル 

（株）明治 
明治大学 

41
27

7
25, 27
27

三起商行（株）
みずほ情報総研（株）
（株）みちのく銀行 

三菱ケミカル（株）
三菱重工業（株）

23
41

7
29

マルマンコンピュータサービス（株）

三井化学（株）
三井住友信託銀行（株）
三井物産（株）

41
15

35
33

マクセル ( 株 ) 
マツダ（株）

（株）マネーフォワード 

33
41

15
25

（株）本田技術研究所 
本多電子（株）

（株）マリ 
丸文（株）

7
33
15

15
23
17

北翔大学 

北陸先端科学技術大学院大学 
（株）保志 

北海道教育大学 

7, 9
37

37
7
39

（株）ベネッセコーポレーション 

（株）ベネッセスタイルケア 
（株）ベネッセホールディングス 

北海道科学技術総合振興センター 

29
27

27
11

（株）ブレイゾン・セラピューティクス 

北海道 

7

菱電商事（株）
（株）Lily MedTech  

る
ろ
わ

25
9
9
7

31
41

富士フイルム（株）
フジプリグループ（株）

9

7

23

フォトンテックイノベーション（株）

（株）富士通交通・道路データサービス 

15
9, 13, 15, 31, 41

27
27

19

福岡市 
富士ゼロックス（株）

15, 23, 39
7

9

27

フィンガルリンク（株）

（株）フォトロン 

11
41

11

( 株 ) ファーストスクリーニング 

（株）ファームノート 
（株）ファイン 

11

9

広島大学 

9

リレーションズ（株）

ルネサスエレクトロニクス（株）
（株）ルネサンス 
Lumiotec（株）
LocaliST（株）
ローソン（株）
ロート製薬 ( 株 ) 

和歌山県立医科大学 
早稲田大学 

27

33

13, 41
15
33
19
29
19
35
11
19
27
15

9
9
21

7
35
29

7
7

25
7
9
7

7, 25, 27
7
7

19
19
33

27
7

27

9
19
19
9
29
9
9
27
9

11
27, 33
29
31, 33
19
41

7
41

9
23
9
21
27
33
9
35
7
41

29, 33
21

19
27, 41
41
9
7
9

23
33
19, 31, 37
33, 37
11
25, 33
17, 25
15
11

13
41

23
7
29
41
9
7
9
11
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ムラグロプンョシーベノイ・ブオ・ータンセ

国立研究開発法人科学技術振興機構
イノベーション拠点推進部

COI グループ

JST東京本部別館
〒102-0076
東京都千代田区五番町7 Ｋ’
ｓ五番町
［アクセス］
JR「市ヶ谷駅」
より 徒歩3分
都営新宿線、東京メ
トロ南北線・有楽町線「市ヶ谷駅」
（2番口）
より 徒歩3分
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2020.10

