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第１章 COI プログラム全体評価の概要 

第１節 COI プログラムについて 
センター・オブ・イノベーション（COI）プログラムは、10 年後に目指すべき社会像を見据えたビジ

ョン主導のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を支援するプログラムとして、2013 年に開始した。 
本プログラムのコンセプトは「今の夢 10 年後の常識 新しい未来を作りたい」、「人が変わる、大学

が変わる、社会が変わる」であり、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（社会実装）すること及び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
ームを我が国に整備することを目的に進めている。 

その目的達成に向けた主なプログラム運営方針は、次の２つである。１つ目は、10 年後の社会のある
べき姿（図 3 つのビジョン）から、現在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
研究開発の支援である。もう１つの方針は、大学や企業等の関係者が一つ屋根の下で議論し、一体（ア
ンダーワンルーフ）となって取り組むことである。なお、本プログラムでは「アンダーワンルーフ」を、
拠点に参画する研究者らが物理的に集まって研究活動を行うことではなく、関係者が常時議論し一体と
なって研究開発に取り組む環境として捉えている。 

 

図 3 つのビジョン 
 

本プログラムの公募への応募は 190 件あり、各ビジョナリーチームによる選考審査を経て、12 拠点の
採択及び 14 拠点のトライアル拠点としての採択が決定された（図 採択拠点の推移）。トライアル 14
拠点については、昇格評価（一部のトライアル拠点の融合を含む）により 6 拠点に絞りこみ、2015 年
から大学等を中心に 18 拠点が活動している（図 COI プログラムの 18 拠点）。その支援規模は、１拠
点あたり 1 億円から 10 億円/年間であり、支援期間は原則９年間（2013 年～2021 年）である。 

 

 
図 採択拠点の推移 
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図 COI プログラムの 18 拠点（2021 年 12 月時点） 
 

採択された COI 拠点では、各拠点のマネジメント組織として「研究推進機構」を拠点の中核機関で
ある大学等に設置し、この機構が拠点の司令塔の役割を担うこととされている（図 COI 拠点）。本機構
の活動は、拠点の研究開発活動の基本的な研究戦略・企画等を総合的にマネジメントするとともに運営
管理等を行い、拠点運営を統括することである。こうした活動全体を統括する機構長として、企業所属・
出身のプロジェクトリーダー（PL）を置き、PL を補佐し研究開発を統括する副機構長として、大学等
の研究者である研究リーダー（RL）が設置されている（表 プロジェクトリーダーと研究リーダーの一
覧）。 

 

 

図 COI 拠点 
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表 プロジェクトリーダーと研究リーダーの一覧 

 
 
 

名前 所属等 名前 所属等
『食と健康の達人』拠点
（北海道大学）

吉野 正則
㈱日立製作所 シニアプロ
ジェクトマネージャ

玉腰 暁子 国立大学法人北海道大学

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）

工藤 寿彦
マルマンコンピュータサー
ビス株式会社

中路 重之 国立大学法人弘前大学

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（東北
大学）

和賀 巌
NECソリューションイノ
ベータ株式会社

末永 智一 国立大学法人東北大学

自分で守る健康社会拠点（東京大学） 池浦 富久 東京大学 鄭 雄一 国立大学法人東京大学
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
（川崎市産業振興財団）

木村 廣道
公益財団法人川崎市産業振
興財団

片岡 一則
公益財団法人川崎市産業振興
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（立命館大学）

田中 孝英 オムロンヘルスケア(株） 伊坂 忠夫 学校法人立命館 立命館大学

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）

野村 剛 パナソニック株式会社 小寺 秀俊 国立大学法人京都大学

「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（東京藝術大

 学）
山本 耕志 株式会社JVCケンウッド 桐山 孝司 国立大学法人東京藝術大学

『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ボイス（東京
工業大学）

廣井 聡幸 ソニー株式会社 若林 整 国立大学法人東京工業大学

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（大阪大学）

上野山 雄 パナソニック株式会社 金田 安史 国立大学法人大阪大学

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）

吉田 秀俊 広島大学 笹岡 貴史 国立大学法人広島大学

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）

三宅 徹 大日本印刷株式会社 大場 好弘 国立大学法人山形大学

コヒーレントフォトン技術によるイノベー
ション拠点（東京大学）

湯本 潤司 東京大学 常行 真司 国立大学法人東京大学

感性とデジタル製造を直結し、生活者の創
造性を拡張するファブ地球社会創造拠点
(慶應義塾大学）

松原 健二 株式会社ロングフェロー 村井 純 学校法人慶應義塾

革新材料による次世代インフラシステムの
構築（金沢工業大学）

池端 正一 大和ハウス工業株式会社 鵜澤 潔 学校法人金沢工業大学

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（信州大学）

大西 真人 株式会社日立製作所 遠藤 守信 国立大学法人信州大学

人がつながる “移動”イノベーション拠点
（名古屋大学）

畔柳 滋 トヨタ自動車株式会社 森川 高行 国立大学法人名古屋大学

持続的共進化社会システム創成拠点（九州
大学）

中村 祐一 NEC 福本 康秀 国立大学法人九州大学

PL RL
拠点名
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なお、本プログラムでは、プログラム支援期間を３つのフェーズに分け、プログラムの進捗を管理し
ている。フェーズ１（プログラム開始～2015 年）は、拠点ビジョンの作り込みの時期と位置づけ、多様
なシーズの発掘や展開を中心に進めるフェーズとした。次のフェーズ２（2016 年～2018 年）は、それ
までに取り組んできた研究開発テーマの社会実装の可能性を見極め、テーマの選択と集中等を実施する
フェーズとし、フェーズ３（2019 年～2021 年）は、プログラムの目的である「社会実装」と「プラッ
トフォーム構築」に向けた取組を集中的に行う最終フェーズとしている。 

 

 
図 COI プログラムの進捗管理 

 
第２節 全体評価の目的 

第 1 節で述べたように、COI プログラムは 2013 年に開始し、現在 18 拠点が活動しており、これまで
の活動によりプログラムの目的である社会実装やイノベーション・プラットフォームの構築が進展して
きている。 

今回、これまでの COI プログラムの運営体制や手法及びプログラム全体の成果について評価を行うた
めに「COI プログラム全体評価」を実施する。本評価で得られた評価結果は、COI 各拠点の今後の発展
及び「共創の場形成支援」をはじめとする JST・文部科学省の産学連携プログラム等の運用改善などに
活用する。 

 
第３節 全体評価の進め方 

評価委員は JST が選任する有識者で構成され、COI プログラムを総合的に評価する。評価結果は理事
長へ報告され、文部科学省に共有するとともに、全体評価報告書を公開する予定。 

 
第４節 全体評価の観点と評価項目 

COI プログラム全体評価は、COI プログラムの特徴であるアンダーワンルーフ、バックキャスト型の
研究開発を踏まえつつ「(1)プログラムの目標達成に向けて、適切な仕組み・方法で運営されてきたか、
(2)プログラム全体の成果は、プログラムの当初の目標に適しているか」の２つの観点から、以下の 7 つ
の評価項目に関して評価する。 
１）COI プログラムの仕組み・運営方法 

評価項目 1：プログラムの推進体制 



6 
 

 ビジョナリーリーダー(VL）を中心とするビジョナリーチームが適切な役割を果たしたか。 
 構造化チームは、横断的な課題解決に貢献したか。 

  
評価項目 2：拠点のマネジメント体制 

 企業からのプロジェクトリーダー（PL）、アカデミアからの研究リーダー（RL）による体
制が有効に機能したか。 

 PL が COI 拠点全体の運営と研究開発活動を統括し、大学等側の責任者である RL と連携
して取り組めたか。 

 大学の拠点マネジメントに企業視点を持ち込む等により、マネジメント強化され有効に機
能したか。 

 産学で拠点ビジョンを共有し、一体的にプロジェクト運営ができたか。 
  

評価項目 3：拠点構想に向けた計画 
 バックキャスト型の研究開発が行われたか。 
 社会情勢や競合相手等の動向を踏まえた実施計画やビジョンの柔軟な見直しができたか。 
 進捗に応じて、最適なプロジェクト体制の構築が行われたか。 

 
評価項目 4：企業等との連携 

 企業等によるリソースの持ち寄り方式は適切に働いたか。 
 （社会実装を本気で考える企業の参加を促すことができたか。） 
 

評価項目 5：所属機関との連携 
 大学の執行部と連携して研究推進機構の設置や運営に取り組めたか。 

 
２）プログラム全体の成果 

評価項目 6：社会実装の成果 
 実用、事業に繋がったか。 
 事業を通じた産学連携の好循環（事業の収益の一部が産から学に回り、研究・開発の好循

環ができたことを指す）に取り組んだか。 
 事業の国際展開ができたか。 
 事業を通じて人や社会のマインドを変えることができたか。 

 
評価項目 7：プラットフォーム構築の成果 

 体制が整備されているか。 
：産学連携の基盤（アンダーワンルーフ）の組織、マネジメント体制（大学のガバナン

ス、人材マネジメント、契約・知財マネジメントなど）、資金循環 
 機能が整備されたか。 

：サイエンス/インキュベーション(シーズの育成)/ビジネスの基盤、社会ニーズや課題
の把握とバックキャスト、人材育成 
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第５節 全体評価委員 
評価委員は、以下に記載する有識者で構成する。 

 
   （委員長 ） 

岸 輝雄  新構造材料技術研究組合理事長 
 

  （委員） 
榎 学      東京大学大学院 工学系研究科 教授 
 
大滝 義博 （株）バイオフロンティアパートナーズ 取締役社長 
 
加藤 宣明 元 デンソー代表取締役社長 愛知県経営者協会会長 
 
加藤 信子 元 株式会社ブリヂストン 中央研究所 首席フェロー 
 
金倉 譲  一般財団法人住友病院 院長 
 
岸本 喜久雄   東京工業大学名誉教授 
 
前田 章        元 株式会社日立製作所 ＩＣＴ事業統括本部 技師長 
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第２章 COI プログラムの仕組みや運営方法の状況 

 本章では「第１章 第４節 全体評価の観点と評価項目」で記載した評価項目の観点の１つである「プロ
グラムの仕組みや運営方針」における「評価項目１～５」に関する事例を以下に記載する。 

第１節 COI プログラムの推進体制 

COI プログラムでは、プログラム開始当初からビジョナリーチームが中心となって拠点の進捗管理・
把握、評価を行い、総括ビジョナリーリーダー、総括ビジョナリーリーダ代理、総括ビジョナリーリー
ダーアドバイザーが、ビジョン間の調整及び相互連携等のプログラムの円滑かつ効率的な実施に向けた
取組を担っている。それらに加えて、横断的課題の抽出と推進方法の検討を行う構造化チームが総括ビ
ジョナリーリーダーの下に置かれている。また、COI STREAM ガバニング委員会が文部科学省に設置
されており、ビジョンの設定と全体方針等について検討することとなっているが、本報告書では、総括
ビジョナリーリーダー以下の「ビジョナリーチーム」及び「構造化チーム」の活動状況について取り上
げることとする。 

 
図 COI プログラムの推進体制 

 
１）ビジョナリーチーム 

（１）ビジョナリーチームの体制 
COI プログラムでは、企業のマネジメント経験者を中心としたビジョナリーリーダー（VL）とビジ

ョナリーメンバー（VM、２～３名）から構成されるビジョナリーチームを設置している。プログラム
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開始時からメンバー交代を経て、現在、各ビジョンには、松田譲 VL、小池聡 VL、水野正明 VL が就
き、VL を含む上記の図で示した体制で活動している。 

 なお、これまでの VL と VM の一覧は以下の通りである。 

 
（２）ビジョナリーチームの活動状況 

ビジョナリーチーム（VT）の主な活動は、各ビジョンの全拠点に対して、サイトビジット（1 回/年）、
拠点面談（1 回/年）、中間評価（1 回/3 年）を通じて、拠点の進捗状況や成果を把握し評価・支援する
ことである。 

サイトビジットは、VT が拠点に赴き、主たる参画企業の担当者や研究者を含めた関係者により実施
される。そこでは、拠点活動の把握の一環として、進捗のあった研究開発や成果物のデモ、研究機器・
設備・施設の整備状況等の視察も実施し、今後の活動に向けた助言を行っている。一方で、拠点面談で
は、VT と拠点の主なメンバーとで、次年度の活動計画に関する議論が行われる。それぞれの会合後に、
拠点内テーマの再編・変更、体制の大胆な見直し等の計画の見直しといった指摘事項を含んだ「ビジョ
ナリーリーダーからの意見」を書面の形で拠点に伝え、今後の拠点の活動方針に反映することとしてい
る。 

中間評価は、サイトビジットや拠点面談と同様に計画の見直し等に加えて、評価結果に基づいた適切
な予算配分等に資することをも目的として 2015 年度、2018 年度に実施した。その結果は VL からの意
見書として拠点に伝えられるともに、報告書として公表されている。 

上述したようなプログラムとして決められた形の拠点との会合に加えて、拠点からの希望などに応じ
て拠点の主要メンバーと VL（VM を含む場合もある）との意見交換の場を全拠点通して 50 回/年以上
設けている。こうした企業の経営経験者等の産業界で実績のある VL が、少人数の場において大学等の
研究機関である拠点のメンバーと忌憚ない意見交換を行う等の精力的な活動を行ったことが、プログラ

＜これまでの VL と VM の一覧（肩書きは当時）＞ 
ビジョン１：森雅彦    ＤＭＧ森精機（株）代表取締役社長（ビジョナリーチームメンバー、2013

年～2016 年） 

ビジョン２：横田昭     元伊藤忠商事（株）副社長（ビジョナリーリーダー、2013 年～2016 年） 

阿部晃一   東レ（株）代表取締役副社長（ビジョナリーチームメンバー、2013 年

～2016 年） 

大垣眞一郎 （公財）水道技術研究センター理事長（ビジョナリーチームメンバー、

2013 年～2016 年） 

ビジョン３：住川雅晴  （株）日立製作所顧問（ビジョナリーリーダー、2013 年～2016 年） 

      佐藤順一  前日本工学会会長（ビジョナリーリーダー、2017 年～2019 年） 

浅倉眞司  テスラ エナジープロダクツカントリーマネジャー（ビジョナリーチー

ムメンバー、2013 年～2019 年） 

小豆畑茂  元日立製作所（株）副社長（ビジョナリーチームメンバー、2019 年） 

池上徹彦  元会津大学学長（ビジョナリーチームメンバー、2013 年～2018 年） 

江村克己  NEC(株）NEC フェロー（ビジョナリーチームメンバー、2019 年） 
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ムの推進側であるＶＬと拠点メンバーとの意思疎通や信頼関係の醸成に大きく貢献し、各拠点を活性化
することに有効に働いたとの声もＶＬや拠点関係者から聞いている。 

 
表 拠点との会合等※の回数 

年度 2013※※ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
回数 56 121 84 86 100 92 87 

※サイトビジット、拠点面談、中間評価面談、少人数での会合。※※2013 年 10 月-2014 年 3 月。 
 

 こうした一連の VT と拠点との会合等を受けて、各拠点では、拠点活動のさらなる推進に向けた取
組を行っている。そうした取組のうち「拠点ビジョンやテーマの取捨選択を含む計画の見直し」及び「社
会実装に向けた取組」に関する主な事例を以下に記載する。なお、拠点ビジョンの見直しついては、後
節の「第２章 第３節 拠点構想に向けた計画について」に記載する。 

 
＜拠点ビジョンやテーマの取捨選択を含む計画の見直し＞ 
【事例１：母子健康のテーマへの集中とその効果（北海道大学拠点）】 
(ア) テーマ見直しの背景 

拠点発足時から北海道大学拠点では『食と健康の達人』拠点として、一人ひとりの健康状態にあわせた
最適な「食と運動」により「女性、子供と高齢者にやさしい社会」の実現を目指して取り組んできている。
2015 年度には、セルフヘルスケアプラットフォームの開発や健康ものさしの構築などの７つのテーマで
51 研究課題を、2016 年度には、テーマと課題を絞り 5 つのテーマで 35 の研究開発課題の推進に取り組
んでいた。 

こうした状況について、2016 年度の拠点面談後『個々の研究開発課題については、COI でやるべきハ
イリスクでチャレンジングな取り組みとなっているか、バックキャストにより、再度確認し、既存の技術
の延長として取り組んでいると思われる課題は、あるべき社会から見て、他の方法との比較優位性を含
めて見直してください。第２フェーズで取り組む課題は、社会インパクトの高い成果につなげることを
意識してください』との拠点の活動方針に関する VL の意見を書面にて拠点に伝えた。また、2017 年度
のサイトビジット後にも『各々のテーマ内における研究開発課題は、必ずしもそのテーマに紐付いてい
るとは限りません。テーマや課題の見直しは柔軟に行い、バックキャストを継続してください』と指摘を
している。このように、あるべき姿から見て、高い社会的インパクトが見込まれるテーマや課題へと柔軟
に見直することを文書で示してきた。それに加えて、PL を含む拠点の主要メンバーとＶＬとの会合を複
数回もち、より丁寧に指摘事項を説明する場を設けている。 
 
(イ) テーマの見直し状況 

上記に示したような VL からの指摘事項や会合を踏まえ、改めてバックキャストを実施し、①母子の健
康、②行動が変わる、③げんきなまち、④事業戦略企画のテーマに絞った活動を現在進めることとした（4
テーマ、９研究開発課題（2020 年度計画書））。これまでは、食や運動なども広く手がけていたが、現在、
上述の①～③の「母子」関連のテーマにフォーカスして取り組むことにより「母子を中心に、家族が健康
で安心して暮らせる社会」の早期実現を目指している。 
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図 母子関連の 3 テーマ（母子の健康、げんきなまち、行動が変わる） 

 
絞ったテーマのうち、母子健康調査については、北海道岩見沢市と緊密な連携で進めており、岩見沢

市が目指す“母子健康を基盤とした健康経営都市”構築にも寄与するものであり、妊婦を含めた関係者の
行動変容にもつながることが期待される。 

一方で、あるべき社会像に紐付かないテーマ、既に社会実装に至ったテーマや企業主体で進めるテー
マについては、COI 拠点外で活動を続けることとしている（図 企業主体で進めるテーマの一覧）。その
中には、アプリ「MeDaCa」のように本拠点で推進し、全国的な展開が今後期待されるテーマや、プラ
チナ触媒のように、日立の大容量冷蔵庫「真空チルド」XG シリーズに既に実装されたものもある。 

 

 

図 企業主体で進めるテーマの一覧 
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(ウ) 波及効果～サイエンス基盤の構築へ～ 
上述したような選択と集中により、現在、4 テーマ、９研究開発課題を推進しているが、これらのう

ち、母子関連の研究は、ポスト COI において取り組むべき中心的なテーマとして考えられ、COI 拠点
が構想する社会貢献型研究開発拠点と岩見沢市の iFMI (iwamizawa Food & Medical Innovation 拠点)
（仮称）が中心となって発展させることとなっている。 

このように、当初設定したテーマを見直し「母子健康」に集中して取り組むことで、本拠点の「サイ
エンス基盤」として発展しつつあり、この基盤を本拠点の強みとしてイノベーション・プラットフォー
ムの構築を進めている。 

 
【事例 2：尿中の新規バイオマーカー及びゲノム解析ツール（ジャポニカアレイ）（東北大学拠点）】 

東北大学拠点では「さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチ
ベーション向上社会創生」を目指して 4 テーマ、11 課題（2016 年度時点）に取り組んでいたが、その中
の「尿中の新規バイオマーカー」及び「ゲノム解析ツール（ジャポニカアレイ）」については、それぞれ
の研究開発の状況を踏まえた VL からの指摘を受けて、社会実装に向けた対応を図っており、その後の展
開も含めて以下に紹介する。 

 
①尿中の新規バイオマーカー 
（ア）経緯/背景及び対応状況 

拠点の発足時、参画大学の一つである新潟大学では、健康状態を客観的に判断する尿中のバイオマー
カーを測定するセンサーの開発を進めていた。具体的には尿プロテオーム解析により、慢性腎臓病など
の腎疾患以外に、認知症、がんなどの生活習慣病を含めた疾患のバイオマーカー候補を見い出し、尿検
査による疾患の早期発見を目指していた。 

 

 
図 「尿中の新規バイオマーカー」のテーマにおけるロードマップ 

 
本テーマは、尿中の新規バイオマーカーの発見に繋がる画期的なものであるが、バイオマーカーの発

見からそれを活用した事業化までは、長期間を有し、COI プログラム支援期間内での達成は困難な事
が予想された。そうした状況から、2016 年度に実施された中間評価後のビジョナリーリーダーの意見
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では、バイオマーカーの取り組みについて、『進捗速度をあげるためには対象疾患の絞込みが必須であ
る』と指摘している。しかし、プログラム終了までに社会実装の目処をつけることが難しい状況であ
ったため、尿中バイオマーカーの探索に関するテーマについては、2017 年度にこれまでの成果を取り
まとめ、2018 年度から COI 拠点の活動から離れて取り組むこととなった。 

 
（イ）新たな連携の創出 

本テーマが拠点活動外で進められることとなった時期、尿中バイオマーカーの担当者の１人である
本拠点の井上久美先生（現、山梨大学 大学院総合研究部工学域基礎教育センター 准教授）は「トイ
レの溜まり水測定を目指したセンサーの開発及び水中に溶け出す糞便成分と健康状態との関係｣という
新たな課題について検討し、2017 年度 COI 若手連携研究ファンドに採択された。このように、拠点の
テーマからは離れることとなったが、新たな若手のテーマへと繋がった。また、バイオマーカーの探索
という点では、そのノウハウが拠点内で引き継がれている。 
 

②ゲノム解析ツール（ジャポニカアレイ） 
（ア）経緯/背景及び対応状況 

「ジャポニカアレイ」は、多様な疾患を持つ日本人の検体でゲノム解析結果の分析・検証を行い、さ
らに Genome-wide association study（GWAS：関連解析）により生物学的意義を持ちうる特徴的な SNP
（single nucleotide polymorphism：一塩基多型）の探索を実施するものであり、拠点発足当時から拠点
初の社会実装として取り組んできたテーマである。2014 年に東北大学 東北メディカル・メガバンク機
構（ToMMo）が構築した全ゲノムリファレンスパネルを基に、COI 東北拠点と東芝により「ジャポニ
カアレイⓇ」※として社会実装され、現在に至るまで多くの研究機関で利用され、多くの学術論文が生
まれた。 
拠点で改良版の開発に着手していたことから、2018 年度のサイトビジットの意見書では『ジャポニカ

アレイは、バージョン 2、3 へと発展させており、企業主体で今後進めてください』との意見を示すとと
もに、東北大とＶＬとが会合（2018.12）をもち、社会実装として軌道に乗ったこと、及び VL からの『企
業主体で進めるフェーズに入った』との指摘を双方で確認した。 

※ジャポニカアレイⓇは東北大学の登録商標 
 

（イ）企業により新製品を販売 
上記を受けて、2019 年度以降ジャポニカアレイの研究課題は拠点か

ら離れ、企業主体で進めることとなった。東芝によってジャポニカア
レイ®v2 が販売、サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパン
グループによりジャポニカアレイ®NEO が販売、東芝等により解析サ
ービスが提供されており、現在、上記 3 種類が各社より販売されてい
る。また、拠点内では眼と健康 BUB 等でのジャポニカアレイ活用に
よるデータ蓄積が進み、イノベーション・プラットフォーム構
築へと繋がった。 
 

図 ジャポニカアレイ®NEO 
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【事例 3：拠点ビジョンやテーマの取捨選択を含む計画の見直し（大阪大学拠点）】 
（ア） 計画見直しの経緯 

拠点発足時において、子供から老齢者に至るまで個々人が人間力を飛躍的に活性化させ、いつでも意
欲的に潜在力（個人が持つ最大の能力）を発揮できる“スーパー日本人”を育成することで『セルフエン
パワーメント社会』の実現を目指してきた。しかしながら、当初から“スーパー日本人”の定義が明確で
なく「全世代を対象」として研究開発に取り組んできたことで、多様な研究テーマが林立していた。 

こうした状況に対して、フェーズ 3 が開始した 2019 年のサイトビジットと拠点面談における意見書
で『「スーパー日本人」がどのようなものか、明確に提示できていません』、『本拠点で取組む対象範囲
を設定し、拠点ビジョンと研究テーマとを繋げる、誰もが納得できるストーリーを再検討してください』
といった指摘を拠点に示した。それに加えて、拠点側と VL との個別会合を 2019 年 5 月から 12 月頃ま
でに 5 回実施し、VL からのストーリーの作り方に関する議論も含めて、拠点ビジョンやそれと研究テ
ーマをつなぐストーリーに関して議論を進めた。 

 
（イ）新たな拠点ビジョンの設定 

上述したような議論を積み重ねて、新たなビジョンの設定やテーマの絞り込みが行われた。拠点が取
り組む対象を、全世代から心身の成長に最も重要な幼年期とし、拠点名を「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」へと改めた。 

この新ビジョンに基づき、ユースケースの数をこれまでの７つから 3 つに再設定した。この 3 つのユ
ースケースは、脳の発達に重要な乳幼児期の睡眠の改善、自閉症児の自立・社会性の向上、子どもの教
育環境の改善・コミュニケーション・学力の向上である（図 新たなビジョンの設定とテーマの絞り込
み）。 

 

 
 
（ウ）ポスト COI に向けて 

図 新たなビジョンの設定とテーマの絞り込み 
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上記 3 つのユースケースについては、サテライトである金沢大学も COI でのイノベーション・プラ
ットフォームを構築し、上記のユースケースについては大阪大学との連携プラットフォームで研究を継
続する方向である。これに加えて、社会寿命延伸を促す、シリコン製剤を用いた酸化ストレス性疾患の
予防・治療については、持続的イノベーション・プラットフォームにつながるポスト COI テーマとし
て位置づけ、その作用機序解明と医薬としての社会実装のため、大阪大学共創機構において全学的な活
動として行われている。 

一方で、他の研究テーマについては、COI 期間内に企業への移管、ベンチャーによる事業化、論文
化等が進められている。具体的には、パナソニックにより事業化を検討している「呼気皮膚ガスによる
ストレス検知」、大阪大学発ベンチャーであるアイポア（株）が製品化を目指している「ナノポアデバ
イスによるヘルペスウィルス検知」などである。 

 
【事例 4：FRP 補強筋への集中（金沢工業大学拠点）】 

(ア） テーマ見直しの背景 
 金沢工業大学拠点は、従来の鉄と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
し易い大量生産可能な「革新構造材」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ている。具体的には炭素繊維等と熱可塑性樹脂を用
いた複合材料を建築、土木分野に適用する研究開発を進めている。 
 拠点発足時であるフェーズ１（2013 年－2015 年）と次のフェーズ２（2016 年－2018 年）では、主
に建築・土木分野に使用できる長大な板材/ロッド材の製造プロセスやその成形・加工技術等の基盤技
術及び具体的な用途であるアプリケーションの検討・試作に取り組んできた（図 研究開発テーマの変
遷）。 
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図 研究開発テーマの変遷 

COI プログラム期間も折り返し点に差し掛かった 2017 年、ビジョン３全拠点に対して社会実装への
取り組みの強化が行われた。具体的には『製品として求められるコストを含めた要求仕様の明確化、売
上げ規模の想定、林立する研究開発テーマに対する集中のための選択』を進めることを、VL が拠点に
求めた。 

 
（イ）テーマの集中と選択 

 上記を受け、フェーズ３の 2019 年に、金沢工業大学拠点では研究開発テーマの集中と選択を進め、
社会実装ターゲットを明確にしたテーマ構成へと計画を見直した（図 研究開発テーマの変遷）。具体的
には「建築分野」と「土木分野」の 2 分野に集中し、それぞれ建築向けのパネルやテンションロッド（耐
震補強）グラウンドアンカーなどに取り組んだ。これらに含まれない従来のテーマのうち、特にアプリ
ケーション検討関連は、拠点の活動から離れた「連携プロジェクト」として、企業主体の取組、外部資
金による取組又は中断へと移行した。 

さらに、2020 年度からは、社会実装ターゲットとして「FRP(Fiber Reinforced Plastics)補強筋の開発」
のテーマに注力することとしている。本テーマは、本拠点の活動の中心である革新複合材料研究開発セ
ンター（ICC）で開催される「土木分野への革新材料実装研究会」において鉄筋コンクリート構造物で
課題となる鉄筋腐食の対策として、腐食せず、軽量で現場作業も軽減できる安価な FRP 筋を代替する
ことが注目され、また建設が進むリニア新幹線では通常の鉄筋のような磁性を帯びる材料は使用できな
い部材が多くあり、安価に製造が可能な FRP 補強筋が候補となり、ユーザー企業と連携して開発を進
めている。 
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図 塩害等による鉄筋腐食と鉄筋代替となる FRP 筋 

 
（ウ）「連携プロジェクト」の状況 

 選択と集中により拠点外で進められることとなった「連携プロジェクト」の中には、社会実装に向け
て①参画企業で事業化され、用途拡大を目指すテーマ、②試作品による実証試験に臨むテーマ、③生産
技術の確立を終え、用途展開への共同研究に進んだテーマがある。 

① の用途拡大を目指すテーマとしては、CFRP ストランドロッドを耐震補強材として事業化した商
品「カボコーマ」（「第３章 第１節 社会実装の成果」に記載）及び短冊状の CFRP 小片を二次元にラン
ダムに積層させた成形性の非常に高い商品「フレックスカーボン」が挙げられる。②の試作品による実
証試験に臨むテーマとしては、船舶を風力で推進する硬翼帆（ウインドチャレンジャー）や洋上風力発
電のブレード開発がある（ウィンドチャレンジャー：国土交通省による「次世代海洋関連技術研究開発
費補助金」の交付対象事業）。③としては、長尺幅広の CFRP 板材を成形する技術や長尺のチャンネル
形状への成形技術を使った部材を航空機等に使用するため、欧州クラスターCFK Valley（現 Composittes 
United）のメンバーとの共同研究が進められている。 

   
図 「フレックスカーボン」の原板（左）、成形例（中）、 

短距離用シューズ (ASICS から販売) のソールに活用（右） 
 
 
＜社会実装に向けた取組＞ 
【事例 5：タンザニアにおける社会実装に向けた取り組み（信州大学拠点）】 
（ア）取組の背景 

 信州大学拠点は「アクア・イノベーション拠点」として「きれいで安全な水が世界中の人々の生活を
支える未来へ」を目指して、ナノカーボン材料等を用いた新たな RO 膜による造水システムや無機結晶
合成技術等を用いた新規吸着材による独自浄水デバイスの開発を進めている。また、陸地、海洋、大気
の間で起こるマクロな水の大循環をシミュレーションする技術や河川、地下水脈など具体的な水利用の
管理などマネジメントなど幅広い取組を行っている。こうした本拠点が取り組む人々の生活を支える水
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の問題は日本では広域の社会課題に至っていないが、世界では 40％の人々がこの問題にさらされてお
り、SDGs のゴールの一つとしても挙げられている。 

   一方で、COI プログラム期間も折り返し点に差し掛かった 2017 年度拠点面談で、ビジョナリーリー
ダーから『海外での SDGs 貢献への期待』が述べられるとともに『地下水のフッ素汚染に苦しむタンザ
ニアにおける社会実装の可能性』について拠点に助言した。  

 
図 地下水におけるフッ素濃度の状況 

（イ）信州大学拠点における取組状況 
  VL からの助言を受けて、信州大学拠点では、若手の先生方が中心となって集まり、タンザニア ア

ルーシャ地域を対象に生活水のフッ素汚染対策について検討を開始した。水環境・土木工学科の教授が
現地調査を行い、生活水として使用される地下水（井戸）、河川の汚染状態や地下水系の調査、それに
よるフッ素汚染の原因、汚染影響地域やその地域に必要な水資源の調査等を行った。そうした調査と平
行して、先鋭材料研究所の教授らが、無機結晶による生活水中のフッ素除去方法を開発し、簡易浄水器
を試作した。さらに、現地での材料生産、使用済み吸着材のリサイクル方法の開発、生活水中のフッ素
濃度を簡便かつ安価に検出可能な検査方法の開発といった取組を進めた。その際、タンザニアにおける
電気供給網の貧弱さといった農村部での社会インフラの状況を踏まえつつ、取り組んできた。 

    

 
図 タンザニアでの実証試験(左)、層状複水酸化物結晶(右) 
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一方で、タンザニアで社会実装を進めるにあたり、現地の方々との認識共有や信頼関係の醸成も重
要であり、ビジョナリーリーダーも含めた関係者間で会合が持たれた。例えば、2019 年８月に、ア
ルーシャ市行政長官、ダルエスサラーム大学教授（共同研究の代表）、水省フッ素除去研究所元所長
が来日し、VL や信州大学との会合を持った。現在、現地でリモート小規模実証試験を開始するとと
もに、本格的な実証試験や吸着材の生産・リサイクルに向けて、引き続き検討を進めている。 

 

 （ウ）今後の展開 
 こうした信州大学拠点のタンザニアにおける取組は、2019 年 5 月に開催された GSS(Global 
Solutions Summit)にて JST 中村顧問が紹介し国際的に発信するとともに、今後は、タンザニアと同
様に水の汚染が社会課題の 1 つとなっているケニアやエピオピアへの展開を検討している。 

 

図 GSS(Global Solutions Summit)における様子 
 

【事例 6：要求仕様の明確化～「仕様概要書」作成～（名古屋大学拠点）】 
（ア） 取組の背景 

参考：2019 年 8 月 JST で行われた会議の出席者（肩書きは当時） 
Dr. Wilson Mahera Charles アルーシャ市 行政長官 
（District Executive Director, Arusha District Council）（元 UDSM 教授） 
Dr. Felix Wenceslaus Mtalo  ダルエスサラーム大学（UDSM） 教授 
（水浄化等の専門家、タンザニアー日本 共同研究の全体とりまとめ） 
Dr. Godfrey Barnaba Mkongo タンザニア水省フッ素除去研究所元所長 
 
佐藤 順一 ビジョナリーリーダー 
都築 浩一 信州大学拠点 プロジェクトリーダー 
（（株）日立製作所 水・環境ビジネスユニット 技術アドバイザー） 
木村 睦 サブ研究リーダー／信州大学 教授 
手嶋 勝弥 サブ研究リーダー／信州大学 教授/所長 
吉谷 純一 信州大学 教授 
 
鷹野 晃司 (株)Space 代表取締役 信州大学アクア・イノベーション拠点(COI)/ 
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 名古屋大学拠点は「人がつながる “移動”イノベーション拠点」として「高齢者が元気になるモビリテ
ィ社会」を目指して、中山間地域、ニュータウンなどその地域に最適化した高齢者の移動を支援するモ
ビリティサービス、地域高齢者の健康増進/お出かけ促進、高齢者の自動車運転を支援する技術や自動
運転技術などに取り組んでいる。 

COI プログラム期間も折り返し点に差し掛かった 2017 年に VL より『社会実装への取り組みの強
化』が示され、その一環として『製品として求められるコストを含めた要求仕様の明確化、売上げ規模
の想定、乱立する研究開発テーマに対する集中のための選択』を拠点に求めた。 

 
（イ）仕様概要書の作成 

 VL からの指摘を受けて、企業出身の「産学連携リーダー」が中心となり、社会実装するアプリケー
ション（製品や社会システム）の具体的な姿を大学教員、企業研究者、自治体関係者等で議論するため
のツールとして「仕様概要書」の作成に向けた検討が行われた。 

その記載内容や運用について検討を積み重ね、2017 年からアプリケーション毎の仕様概要書を取り
まとめている。その中では、ユースケース（利用者を想定した具体的な利用シーン）を想定することで
社会ニーズを明確にし、それに対して目標とする機能/仕様をより具体的に設定することで、取り組む
べき研究開発課題を明確にしている（表 仕様概要書の項目）。この仕様概要書は、アプリケーション毎
に作成されていて約 20 通あり、開発状況によるが２～４回/年の頻度で記載内容を修正している。さら
に、この仕様概要書の記載項目の項目自体も定期的に見直されている（表 仕様概要書自体の改定）。 

 

    
 

表 仕様概要書の項目 
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    表 仕様概要書自体の改定 

 
一方で、本拠点では、仕様概要書を活用し社会実装を進める「社会実装リーダー」を設けている。こ

のリーダーは、企業側又は自治体側の者が就き、大学-企業や大学-自治体が目指す社会実装における関
係者間の共通認識を深める役割を担っている。具体的には、企業側又は自治体側の社会実装リーダーは、
研究現場の状況を理解し社会実装へ導くことや、地域や役所内の関連部署とを繋いでいる。このように、
社会実装に焦点を合わせた体制を取るとことで、実用に沿った仕様概要書の作成と運用が実現している。 

 
（ウ）仕様概要書の作成による効果 

 仕様概要書の作成と運用により、社会実装の加速や関係者間とのコミュニケーションツールに留ま
らず、大学研究者の社会実装に関する意識醸成に有効に働いたとの意見も聞かれ、そうした状況も含め
て仕様概要書の作成による効果について、以下に記載する。   

① 研究開発の加速 
 重要課題の早期抽出と対策を実現 
「社会実装に向けての最大課題（ボトルネック課題）」では、技術課題のみならす周辺技術の進捗
や、サービス・法制度等の社会的受容性など、社会実装までの全体像を俯瞰した上での最大課題の
記載が必要であり、結果として重要課題の早期抽出と対策を実現している。 
 研究支援の実施 
仕様概要書に基づいて技術熟度レベル（TRL）を関係者で議論することで、研究テーマの進捗度
と、次のレベルに進むために何をすべきかを共有することができる。さらに、TRL に基づく URA
等による支援も行っており、外部資金獲得やベンチャー／社団法人の設立を実現している。 

②意識共有のツール 
 研究チームとしての一体感の醸成 
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仕様概要書の活用は、共同研究に参画している産・官・学の関係者が目指すアプリケーション像
（製品やサービス）を共有し、その実現に向けて基礎研究から社会実装までを一連の流れとして議
論することになり、結果として研究チームとしての一体感が生まれている。 
 研究現場から執行部までが同じ目線で議論 

研究現場における議論も、執行部による研究テーマの進捗マネジメントも、共に仕様概要書に基づ
いて行い、計画や取組等に変更があれば仕様概要書を更新して PDCA を回している。共通ツール
の提供によって研究現場から執行部までが同じ目線で議論できている。 

③社会実装に向けたマインドセット 
仕様概要書は「社会実装の姿」と共に「社会実装の主体者と時期」の明確化を求めている。大学研
究者は、自らの研究成果がどのようなプロセスを経て、いつ社会実装されるのかを具体的に認識す
ることができ、これまで希薄だった社会実装に対するマインドが醸成されている。 
 

【事例 7：新たな展開に向けた、拠点間の連携（名古屋大学拠点、九州大学拠点】 
（ア） 取組の背景 

 名古屋大学拠点は「人がつながる “移動”イノベーション拠点」として「高齢者が元気になるモビリテ
ィ社会」を目指して、高齢者の自動車運転を支援する技術や自動運転技術の開発等に取り組んでいる。
そうした自動運転のテーマでは、車に付けられたライダーやその他センサーにより周辺状況を三次元の
点の集合としてリアルタイムに演算処理を行い、車を制御している。こうした現在のシステムは、その
制御精度を上げるほどに膨大な演算処理（＝膨大なエネルギー）を必要とすることが課題となりつつあ
った。これに関して、2019 年 VL は『新たな考え方が早晩必要になるのではないか』と意見を述べられ
ると共に『九州大学拠点の産業数学に相談すること』を提案した。 

九州大学拠点は「持続的共進化地域創成拠点」として、クリーンエネルギーを最大限に活かしながら、
あんしん・あんぜんで活力ある持続的地域創成を目指し、エネルギー、モビリティ、情報科学、産業数
学の４つのグループで取り組んでいる。このうち、産業数学は数学の知見を用いて、エネルギー/モビ
リティ/情報科学の研究開発・社会実装を支えており、多様な分野との連携を進めてきていた。 

 
（イ）名古屋大学拠点と九州大学拠点との連携 

 VL からの提案を受け、2019 年度に、名古屋大学自動運転技術の開発者らと九州大学 産業数学グル
ープとの意見交換を数回実施した。意見交換会には、トヨタ自動車の技術者も参加し、九州大学 産業
数学グループから、技術シーズの紹介等が行われた。連携は緒に就いたところであるが、産業数学を活
用した新たな手法の開発に向けて、両大学とも引き続き議論を進めている。 

 
図 打合せの様子 
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２）構造化チームの活動状況 
（１）構造化チームの体制 

 構造化チームは、プログラムの公募開始前に開かれた第１回ガバニング委員会（2013 年 2 月 26 日開
催）及び第 2 回ガバニング委員会（2013 年 3 月 6 日開催）において、総括ビジョナリーリーダーの役
割が議論されたことを契機に発足した。 

これらの会合では、総括ビジョナリーリーダーを各ビジョナリーチームの横に位置付け、そのミッシ
ョンを実効性のあるものにするための実働部隊として「構造化チーム」が提案された。そして、構造化
チームが行う具体的な取り組みとして、ビジョン間連携や拠点間連携の可能性の検討等が盛り込まれた。 
 下表は公募開始時（2013 年 6 月 11 日時点）の構造化チームのメンバー一覧で、その人選に際して
は、実働を期待して准教授クラスの比較的若い有識者（梶川准教授、角南准教授、松尾准教授）も含ま
れていた。 

 
表 構造化チームメンバー（公募開始時） 

氏名 所属 
植田 和弘 京都大学 経済学研究科長・経済学部長 
梶川 裕矢 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科 准教授 
小池 聡 ベジタリア(株) 代表取締役社長 
角南 篤 政策研究大学院大学 准教授 
武内 和彦 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構長・教授 
土井 美和子 (株)東芝 研究開発センター 首席技監 
松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科 総合研究機構 准教授 
水野 正明 名古屋大学 医学部附属病院教授 
吉川 左紀子 京都大学 こころの未来研究センター長 
吉川 正人 東レ(株) 研究・開発企画部 ＣＲ企画室長 

 
現在、構造化チームは、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活動を支援しており、8 名の有識者メンバ
ーで構成されている（2020 年 12 月 1 日）（図 構造化チームの位置付けとメンバー）。 
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図 構造化チームの位置付けとメンバー 

 
（２）構造化チームの活動テーマ 

構造化チームの活動テーマは、公募開始時（プログラム開始当初）には以下の 5 つの活動テーマが挙
げられていた（図 構造化チームの活動テーマ（公募開始時））。プロジェクトの進行に伴い、現在 3 つ
のテーマ（健康・医療データの連携、若手人材の活躍促進、研究開発・社会実装に向けて障害となる可
能性のある規制への対応）に注力して活動しており、次項以降で紹介する。 

 
活動テーマ名 
・新たな将来ビジョン・革新的課題候補の抽出 
・各拠点の活動状況（FS を含む）の集約・分析、活動の見える化（ウェブベースでの

データベース構築） 
・拠点のパフォーマンス評価のための指標抽出 
・各ビジョン、拠点間の連携の可能性抽出 
・COI を通じたイノベーションモデル（エコシステム）のあり方についての調査研究 

図 構造化チームの活動テーマ（公募開始時） 
（３）「健康・医療データ連携」について 

①「健康・医療データ連携」の始動に向けた準備 
本テーマは、プログラム開始時において、トライアルを含む 26 の採択拠点のうち、10 拠点（サテラ

イトを含めると 11 機関）でコホートや健康・医療情報を取り扱う研究が実施又は計画されていた。そ
のため、コホート等のデータの収集・管理・利用の方法について、各拠点が独自に取り組むだけではな
く、拠点間の連携や協働によって、より効率的・効果的な取組ができる可能性の観点から、構造化チー
ムの水野正明教授の先導により支援が開始された。 

具体的には、まずプロジェクトの提案時からコホートや健康・医療情報を取り扱うことが明らかであ
った 7 拠点に対して、拠点採択に関する通知の中で「ビッグデータ、コホートの取扱いについては、情
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報の取扱い等の観点から拠点間等で連携して進めること等が必要」であり「今後、構造化チームでも整
理検討を予定しているところ、この検討に協力すること」との通知を行った。さらに、コホート研究を
計画していた 3 拠点を加えた合計 10 拠点（図 機関一覧）に対して、各拠点の活動状況の共有と将来の
情報の相互活用等を目的に「COI プログラムにおけるコホートに関する情報交換会」（2014.4.4）を開
催した。この会合の中で、構造化チームから「インフォームド・コンセントに係る倫理指針」と「医療
情報・健康情報のデータベース管理」について具体的な検討を行う 2 つのワーキンググループの設置が
提案され、了承された。さらに「健康・医療情報サミット」（2014.5.27）を日本科学未来館で開催し、
各拠点の活動状況とワーキンググループでの活動内容について対外的に周知した。 
 

採択時通知あり 採択時通知なし 
新潟大学(東北大学のサテライト) 北海道大学(T) 東京大学 
京都大学 慶應義塾大学(T) 京都府立医科大学(T) 
川崎市産業振興財団 先端医療振興財団(T) 北里大学(T) 
弘前大学   

T：トライアル 
図 機関一覧 

 
② COI 健康・医療データ連携推進機構について 

上述のように構造化チームの活動の一環として始まった、健康・医療データに関する拠点間の連携や
協働であるが、プログラムが進展する中でプレゼンスを高めていったのが、弘前大学拠点であった。2015
年の「COI 健康・医療データ連携推進機構」（設置当初の名称は「COI コホート連携運営機構」）の新設
に際し、その事務局を弘前大学拠点が担い、新体制での活動へと移行した。 

本推進機構は、各 COI 拠点が実施している研究開発等における健康・医療データの共有化を図り、研
究の相互利用検証・比較解析を可能とする為の仕組みを整え、各 COI 拠点の研究成果の信頼性を高め、
効率的な社会実装を促進することを目的としている。弘前大学拠点の中路重之 RL を委員長とする運営
委員会はこれまでに 9 回開催されている。 

 
図 COI 健康・医療データ連携推進機構 運営委員会 

データ連携体制の整備、解析の推進、運用ルールの検討
データ連携によるデータ解析成果等に関する知財の取扱の整理
研究成果のパブリケーションポリシーの策定
倫理上の問題への対応（中央倫理委員会等マネジメント体制の検討）
インフォームド・コンセント（標準IC様式）の作成 など

COI健康・医療データ連携推進機構 運営委員会 開催実績：9回（2015年度～2019年度）

委員長 ：中路 重之（弘前大学COI拠点長(RL)/医科学研究科特任教授）
副委員長：清原 裕 （九州大学名誉教授/久山生活習慣病研究所代表理事）
顧問 ：大江 和彦（東京大学大学院医学研究科教授）
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③ 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での議論を通じて、弘前大学は既に連携していた九州大学（久山
町研究）に加え、京都府立医科大学（京丹後長寿コホート）、名桜大学（やんばる版プロジェクト健診）、
和歌山県立医科大学（わかやまヘルスプロモーションスタディ(WHPS)）を加えた 5 大学による全国縦
断的なデータ連携基盤を整えつつある。現在、5 大学の間で相互補完的な連携解析、比較分析等を進め
ている。 

そうしたデータ連携に加えて、東北大学拠点（日常生活時の血圧変動と健康・疾患との関係の解析）、
名古屋大学拠点（車の運転時の行動と身体活動との関係の解析）、広島大学拠点（車の運転時の感性と
健康との関係の解析）との拠点間連携も始まっている（図 弘前大学拠点における健康・医療情報の活
用に関する拠点間連携）。 

 

 

図 弘前大学拠点における健康・医療情報の活用に関する拠点間連携 
（４）「若手人材の活躍促進」について 

構造化チーム発足時から、COI プログラムに参画する若手研究者が中心となって若手人材の活躍促進
に向けた取組について議論を積み重ね、現在「若手連携研究ファンド」や「COI20.0」、「COI 学術交流
会」といった COI ならではの制度やイベントが生み出されており、以下で紹介する。 

 
① COI2021 会議 
 COI2021 会議は未来を切り拓く若手人材による共創の場として企画され、2020 年 12 月までに 4 回
開催されている。本会議は、COI プログラムの継続的発展に向けて、今後を担う若手の育成と拠点を越
えた連携が必要との関係者の意識を踏まえて開始し、COI プログラム終了後の拠点の核となりうる人
材の育成、新たな研究テーマの発掘及び事業化アイデアの創出を目指している。 
 第 1 回の COI2021 会議は、文部科学省が主催し、慶應義塾大学拠点の江渡浩一郎氏（後に構造化チ
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ームメンバーに就任）の協力を得つつ行われ、2 日間のイベントの初日は全 18 拠点から若手研究者が
1 名ずつ登壇し、所属する拠点の概要と自身が取り組む研究内容について発表した。2 日目は、拠点運
営にかかわる現状の課題に関してアンカンファレンス形式（参加者からの提案に基づいてその場で議題
を決めて議論する方法）で議論を行い、本イベントを通じて COI プログラムに参画する若手同士がお
互いを知る機会となった。 
 第２回以降は北海道大学拠点が企画・運営を担い、ワールド・カフェ方式（カフェにいるようなリラ
ックスした雰囲気で、少人数でのグループでの議論を、メンバーを入れ替えて複数回繰り返す会議手法）
のグループワークやピッチコンテストなど、若手同士による共創を生むために工夫を凝らしたイベント
が行われている。 

 

 

図 COI2021 会議開催実績 
 

② 若手連携研究ファンド 
上述した第 1 回 COI2021 会議の議論を受けて、JST 内で制度設計を検討し「若手連携研究ファンド」

（以下「若手ファンド」）を 2016 年度から開始した。本ファンドは、若手育成と拠点を越えた連携の両
方を実現する方策を、若手からの意見・要望も踏まえながら具体的な制度として落とし込んだものであ
る。 
 若手ファンドは、2016 年度以来、毎年度 1 回の公募を行っており、その制度概要は下図のとおりで
ある。各拠点が目指す将来ビジョンの実現に資する研究内容で、拠点単独では実現困難な連携研究テー
マを若手研究者が研究企画の段階から主体となって取り組むことが鍵となっている。各拠点が既に取り
組んでいる研究開発課題の一部を切り出したものではなく、若手ならではの斬新かつ柔軟な発想力と異
分野・異業種・他機関との連携を実行する行動力に期待し、挑戦的な提案を受け付けている。 

さらに、2018 年度からは、政府が掲げる「Society5.0」を背景に、AI や IoT といったデジタル分野に
おいて海外機関（大学・企業等）との連携研究を支援する「若手連携研究ファンド デジタル分野連携
研究」（以下「若手デジタル」）を新設した。 
 

COI2021会議 ～未来を切り拓く若手人材による共創の場～

2018年12月19日
＠日本科学未来館
主催：北海道大学、北海道大学COI拠点、JST 共催：文部科学省

2017年11月22日
＠日本科学未来館
主催：北海道大学、北海道大学COI拠点、JST 共催：文部科学省

2017年3月18日-20日
＠北海道大学フード＆メディカルイノベーション国際拠点
主催：北海道大学 共催：JST 後援：文部科学省

2016年1月29日-30日
＠国立オリンピック記念青少年総合センター
主催：COI2021会議実行委員会（文部科学省委託事業） 後援：JST

第4回

第3回

第2回

第1回
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図 若手連携研究ファンドの制度概要 
 

 
図 若手連携研究ファンド実施実績 

 
これまでの採択状況と連携実績は、以下の通りである。若手連携研究（通常型）では 4 回の公募で 72

件を採択している。連携先に目を向けると、採択拠点同士の連携（拠点間連携）が大半を占めるものの、
拠点外の機関との連携が 23 件あり、これまで COI プログラムに参画していなかった機関との連携が若
手ファンドを通して進んでいる。一方で、若手デジタルでは 3 回の公募で 83 件採択し、海外機関との
連携先は、延べ 14 カ国 46 機関に及んでいる。 

一方で、こうした若手連携ファンドでの実績を踏まえ、若手が実施した研究テーマが、拠点として取
り組む研究開発課題へと昇格しているケースもある。また、若手ファンドからの直接的な影響は薄いが、
若手研究者等※のうち 66 名が他機関に新たなポストを得ており、そのうち 38 名は定年制のポジション
を得ている。 

※任期の無い准教授相当職で原則 39 歳以下及び准教授相当職より下位の職に相当する者。 

◆採択実績（通常型）

◆国内機関との連携実績（通常型） ◆海外機関との連携実績（デジタル型）

72 件
若手ファンドから生まれた
新たな連携（=採択数）

51 件

上記のうち、

拠点間連携
（同一ビジョン内）

29 件
拠点間連携
（ビジョン間）

23 件
拠点外機関
との連携

14 ヵ国 のべ46 機関

◆北アメリカ（3カ国のべ24機関）
アメリカ(20)、カナダ(3)
メキシコ(1)

◆ヨーロッパ（7カ国のべ15機関）
イギリス(7)、フランス(2)、ドイツ
(1)、スイス(1) 、スペイン(1) 、
スウェーデン(1) 、チェコ(1)

◆アジア・オセアニア（4カ国のべ7機関）
中国(2)、タイ(2)、韓国(2)、
オーストラリア(1)

◆採択実績（デジタル型）
・採択数
（公募回数：4回）

・研究費
（間接経費込）

H29：12件 H30：21件
H31：23件 R02：16件

72 件

615 百万円

・採択数
（公募回数：3回）

・研究費
（間接経費込）

H30FS：57件
H31：19件 R02：7件

83 件

347 百万円
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④ COI20.0 

「COI20.0」は、COI プログラムの委託研究開発費で雇用される若手研究者らのエフォートのうち 20%
について、若手研究者ら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行う制度であ
る。 

本制度の導入の主なきっかけは、第 2 回 COI2021 会議（2017 年 3 月 18 日～20 日）において、ガバ
ニング委員会の小宮山宏委員長も含めた参加者の間で、拠点間連携や若手ファンドを行う自由な時間が
必要という問題意識が議論されたことである。ここでの議論を踏まえ、Gmail、Google マップといった
サービスが生まれた Google の「20%ルール」なども参考にしつつ、制度の運用ルールを速やかに検討
した。2017 年 4 月 1 日から運用を開始し、本制度を利用した若手研究者は、これまでに 71 名である。 

一方で、国の競争的研究費の制度改善における議論の中で本制度が紹介され、その後、プロジェクト
雇用における若手研究者の専従義務の緩和が 2020 年度から適用されている。（「競争的研究費において
プロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」（2020 年
2 月 12 日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）） 

 
図 COI20.0 の提案（第 2 回 COI2021 会議にて） 

参考：若手連携研究ファンドで支援した研究開発テーマの状況等 
東北大学大学院工学研究科の吉田慎哉特任准教授は、東北大学拠点で開発しているヘルスケア

用の飲み込み型深部体温計と慶應義塾大学拠点で開発しているアスリート用のウェアラブル生
体計測システムを組み合わせ、アスリートの深部体温を手軽に継続的に測定できる無線給電式
の飲み込み型センサーを開発した。さらに、若手デジタルの枠組みを利用し、スタンフォード大
学（米国）との滞在型の連携研究により、ベンチャー設立や事業化に向けた検討を行った。 

大阪大学産業科学研究所の山崎聖司准教授は、大阪大学拠点で開発している便臭気センサーと
東北大学拠点で開発している尿センサーを組み合わせ、トイレで取得した腸内のデータから健
康状態を測定するシステムの開発を行った。さらに、若手デジタルの枠組みを利用し、これまで
別々に発展してきた薬剤耐性菌（悪い菌）と腸内フローラ（良い菌）に関する国内外のデータを
収集し、データ解析による新たな知見の創出と統合データベースの構築を進めている。 
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⑤ COI 学術交流会 

2017 年度までに COI2021 会議や若手ファンドは始まっていたものの、COI プログラムに参加してい
る研究者がどのような専門分野を有し、どのような研究を行っているかを研究者同士でわかり合える場
がなかった。また、研究分野ごとの学会が存在する一方で、異分野の研究者と交流・議論できる場は少
なく、自身の研究に対する新たな気づきや共同研究の着想へと繋がる場が必要であるという声が若手有
志から挙がっていた。そうした状況から、COI プログラムに参画する若手研究者やリサーチ・アドミニ
ストレーター（URA）らの異分野融合と人材交流の場として「COI 学術交流会」が企画され、2018 年
度に第１回が開催されて以来、これまでに 3 回開催されている。こうした異分野の研究者と交流・議論
の場を持つことができたのは、様々な分野の研究者が集まる COI プログラムによるものといえる。 

 

 

図 COI 学術交流会開催実績（第 2 回までの名称は「COI 学会」） 
 

 なお、新型コロナ感染症の拡大/長期化の影響のためオンラインで開催した第 3 回 COI 学術交流会に
際しては、実行委員長を務めた若手研究者（東北大学拠点・甲斐洋行助教）が「バーチャルポスターセ
ッションアプリ」を開発し、ウェブ上で参加者同士が意見交換を行う場を提供した。会場内を歩き回っ
て立ち話をしたり、議論を交わしたりといった学会の醍醐味が再現されており、新しい学会の形として
反響を呼んだ。 

COI学術交流会
～若手研究者やURA同士による異分野融合と人材交流の場～

2020年7月2日-3日
＠オンライン開催
主催：東北大学COI拠点 共催：JST

2019年9月19日-20日
＠日本科学未来館
主催：弘前大学COI拠点、東北大学COI拠点、JST

2018年10月25日-26日
＠大阪大学 中之島センター
主催：大阪大学COI拠点 共催：JST

第3回

第2回

第1回

プレゼン：62件、基調講演：7件

プレゼン：71件、基調講演：3件

プレゼン：56件、基調講演：2件

大阪大学COI拠点：山崎聖司、林重徳
東北大学COI拠点：吉田慎哉、甲斐洋行
山形大学COI拠点：干場隆志
弘前大学COI拠点：川谷健一

第1回COI学会
若手発起人
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図 バーチャルポスターセッションアプリのイメージ図 
 

（５）「規制への対応」について 
本テーマは、2014 年度（プログラム 3 年度目）から構造化チームの角南篤准教授（当時）が先導し

進めてきている。COI プログラムで創出された成果を社会実装する際に障壁となる規制・制度について
収集・分析し、課題解決のための調査や政府の規制改革に関わる窓口とのチャンネル構築など、拠点の
活動を後方支援する取り組みを行ってきた。 

以下では、各拠点のサイトビジット等からの情報収集や拠点との議論の過程で顕在化してきた規制に
関わる課題について、構造化チームの取組状況を紹介する。 
 

①個別案件の取組状況：自動運転技術の導入における規制課題への支援（名古屋大学拠点） 
名古屋大学拠点では「高齢者が元気になるモビリティ社会」の実現を目指して自動運転技術等の研究

開発・社会実装に取り組んでおり、道路交通法や道路運送法といった法規制への対応も検討すべき課題
であった。そうした状況を踏まえ、構造化チームは自動運転実証実験に関する海外動向とそれに関わる
法規制状況を調査したほか、2019 年 3 月 14 日には名古屋大学拠点の成果報告シンポジウムを共催し
た。 
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図 名古屋大学拠点との共催シンポジウム（2019 年 3 月 14 日開催） 

 
②個別案件の取組状況：デジタルファブリケーション技術の導入における規制課題への支援（慶應義塾

大学拠点） 
 慶應義塾大学拠点では「一人ひとりのデザインを推進する社会」の実現を目指して 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たものづくりの研究開発・社会実装に取り組んでおり、製造物責
任法（PL 法）などの法規制に関する調査等を進めていた。一方で、JST の社会技術研究開発センター
（RISTEX）では、デジタルファブリケーション技術に関する「倫理的・法的・社会的課題（ELSI）」へ
の取り組みを検討し、2019 年に PL 法等に関する国内外の現状に関する委託調査を実施した。この
RISTEX の委託調査に、慶應義塾大学拠点と構造化チームが協力し、連携して取り組んだ。 
 

第２節 拠点のマネジメント体制 

本プログラムでは、拠点のマネジメント組織として「研究推進機構」を各拠点の中核機関である大学等
に設置することとしており、本機構が、拠点の研究開発活動の基本的な研究戦略・企画等を総合的にマネ
ジメントするとともに拠点の運営管理等を行っている（図 COI 拠点（再掲））。 

この機構長に、拠点運営を統括し拠点の責任者である PL を置くこととしている。PL は、企業所属な
いしは出身者が就いており、所属企業の籍を持ちつつ拠点運営に関わる場合が多いものの、企業に所属
することなく出身企業から離れた形でこれまでの企業経験を活かす場合もある。こうした PL を補佐し研
究開発を統括するのが、研究リーダー（RL）である。RL は、大学等の研究者が担い、推進機構の副機構
長に就き、拠点における研究開発活動を中心に拠点運営に携わっている。  

PL と RL を中心としたマネジメント体制による拠点運営について、その活動状況等の事例を以下で紹
介する。 

 
図 COI 拠点（再掲） 
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【事例 8：PL と RL の役割分担と連携によるマネジメント（東京大学拠点（ビジョン１））】 
（ア）プロジェクトリーダーと研究リーダーについて 

東京大学拠点（ビジョン１）では、1 人 1 人が健康を「自分ごと」に人生の階段を元気に上る社会を
目指して活動を進めているが、企業出身の池浦 PL とアカデミア側からの鄭 RL が中心となって拠点運
営が進められている。 

池浦 PL は、元三菱化学（現・三菱ケミカル）の CTO を務めていたが、鄭教授（当時）を含む東京大
学の関係者と面会し、彼らの想いや拠点ビジョン/方針に触れたことから、顧問を退き COI の PL を引
き受けた。企業に籍を置かずに、拠点発足時から本拠点の PL を担い、拠点の研究推進機構が置かれて
いる「東京大学分子ライフイノベーション棟」に常駐している。 

一方で、鄭 RL は、東京大学大学院工学系/医学系研究科教授であり、内科医出身で、医・工・薬・理
連携に関わる研究教育プロジェクトを指導的立場で推進するなど、学内の多部局に通じている。 

 
（イ）マネジメントの特徴 

現在、上述したような PL と RL が連携して拠点運営を進めているが、そのマネジメントに関する主
な特徴は以下の４点である。 

１つ目の特徴は、大企業の CTO を経験した技術の解る方を PL として直接雇用する形で大学に招
き、拠点全体を統括していることである。企業に籍をもたないことで、全ての企業に対して、中立的な
立場から参画を促す交渉などを円滑に進めることが可能となっている。なお、拠点のトップである PL
が企業に所属したままの場合、PL の所属する企業と拠点との密接な関係が期待できる一方、それ以外
の企業との交渉の際などにおいて、情報漏洩の懸念等から、交渉先の企業の経営層の理解を得ることが
難しい可能性がある。 

２つ目の特徴は、鄭 RL が、医・工・薬・理連携のプロジェクト経験から学内の多部局に通じており、
自身の所属部局にとらわれず、大学全体の多様な研究を俯瞰し、大学の仕組みにも比較的精通していた
ことである。こうした RL の見識と学内調整力が、様々な部署からの研究者が参画する本プロジェクト
の推進力の１つとして働いたといえる。 

３つ目の特徴は、上述した PL と RL が機能的に連携してマネジメントに取り組んでいることである。
拠点発足時から確固たる連携方針が存在したわけではないが、企業での経験や交渉術が必要な対外的な
事案は PL、大学回りの事案は RL といったように、役割の棲み分けが自然と行われてきた。このよう
にお互いの得意とするところを担いつつ進めた結果、適切な連携関係が構築されている。 

なお、PL と RL がそれぞれ機構長と副機構長に就くことがプログラム上に設定されており、主従関
係、指揮命令系統が明確であったことも PL と RL の関係構築や拠点活動において有効に働いたとの意
見も聞かれた。 

４つめの特徴は、本拠点が総長直轄組織として置かれたことである。拠点発足時は、東京大学工学部
に属していたが、2017 年に総長直轄組織である東京大学未来社会協創推進本部（FSI）が設立されたの
を契機に、この FSI の下に拠点が位置づけられ、現在に至っている。総長直轄の組織となることにより、
部局の方針等に縛られることなく、PL と RL により自律的な拠点活動を進めることが可能となった。 
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図 大学内における COI 拠点の位置づけ 

 
（ウ）マネジメントにおける効果と課題 

上述したようなマネジメントの特徴を有し、本拠点では PL と RL が多様な取組みを牽引してきてい
るが、そうした中から大学全体に波及した取組みも見受けられる。具体的には、COI 拠点が J&J と包括
的連携を締結し、J&J と大学との窓口的な役割やネットワーキングを進めて、今後、全学的な取組へと
発展させることとなっている。こうした COI で試行的に開始した取組が、グッドプラクティスとして
全学的な取組みへと昇華している。 

さらに、企業に属さない PL が中立的な立場から参画企業等との交渉を進めたことで、参画企業から
の信頼を得て、産学連携のオープンイノベーションの場の構築にも発展してきている。例えば、ヘルシ
ー・エイジングに関する研究では、ソフトバンク(株)や三菱 UFJ 信託銀行(株)と本拠点が連携して研究
活動を実施している。こうした企業出身の PL が拠点全体を統括したことによるメリットはあるものの、
大学内における PL の位置づけが必ずしも明確ではなく、企業での実績を踏まえた人材登用に関する体
制整備の重要性に関する声も聞かれた。 

 
【事例 9：重層的な会議体によるマネジメント（名古屋大学拠点）】 
（ア）プロジェクトリーダーと研究リーダーについて 

名古屋大学拠点では、PL にトヨタ自動車(株)未来創生センター産学連携戦略室畔柳滋担当部長、RL
に名古屋大学森川高行教授が就いている。畔柳 PL は、制御システム基盤の開発といったバックグラウ
ンドを有し、2016 年から名古屋大学拠点の PL として、名古屋大学 COI 拠点の本部が置かれている名
古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）に常駐し、全体統括を担っている。一方で、
森川教授は、交通計画を専門として拠点発足時から拠点に参加していたが、2015 年より RL として拠
点運営に携わっている。現在、両者が協力しながら拠点運営を進めているが、以下では PL のマネジメ
ントに焦点を当てて、記載する。 

 
（イ）重層的な会議の設定 

名古屋大学拠点は、畔柳 PL のもと参画機関が一体となった拠点運営・研究開発を進める体制を整備
してきているが、その際に利点となったのは、拠点の推進機構が置かれている NIC に PL が常駐し、拠
点運営に相当なエフォートを割くことができる環境を整えていたことである。 

そうした環境により、名古屋大学拠点で設定されている複数の会議体（参考：名古屋大学拠点の会議
体）のほぼ全てに PL が参加し、関係者との意思疎通を図ることができた。会議が多いことは、必ずし
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も良いことではないが、産学官からの多様な機関が参画する拠点の運営において、実務レベルから経営
レベルまでの各層での意思疎通が求められるため、こうした重層的なコミュニケーションの場が重要で
あった。こうした場を通じて、PL は拠点全体の活動を把握しつつ、特に企業の役員や部長クラスと大
学とを繋ぐ役割を果たしている。 

このように、PL が相当な時間を割き会議へ参加し、円滑なコミュニケーションを推進したことだけで
なく、PL が常駐することにより、COI 拠点内部の判断や要望事項に対する相談、決断を迅速に進める
ことが可能であった。それに加えて、PL と拠点参画者との距離を縮め拠点に一体感をもたらすことで、
拠点参加者のモチベーション向上にも繋がったと言える。 

 
（ウ）波及効果 

上述したように、PL は会議への参加や日常のきめ細やかな対応を通じて、関係者間の円滑な情報共
有や拠点メンバーのモチベーションにも寄与してきたが、それらに加えて、PL の所属する企業への影
響も見受けられた。トヨタ自動車(株)は、大学との共同研究マネジメントにおいて企業側のゲートキー
パーの役割の重要性を理解できた。 

参考：名古屋大学拠点の会議体 
名古屋大学拠点では、拠点運営を協議する複数の会議を設定しており、それらの会議を通じて産

学の各層とコミュニケーションを持ち、意思疎通を図っている（図 名古屋大学 COI 拠点の主要な
会議体）。 

総長・機構長・COI 執行部定例報告会は、6 回/年開催され、大学との情報共有が定期的に行われ
ている。一方で、拠点内の定例会議としては、プロジェクト統括室会議（２～４回/月）、グループ
リーダー会議（１回/月）、タクティクスコミッティ（若手研究者、URA 等が拠点運営について議論
し提案する。必要に応じて開催）が置かれている。さらに、拠点運営に関する会議としては、COI
拠点協議会（参画機関役員クラス）1 回/年、拠点総会・実務責任者会議（参画機関部長クラス）2
回/年、個別協議（執行部と各研究グループの主な研究者、参画機関の関係者）２～３回/年も行わ
れている。PL は、タクティクスコミッティ以外の全ての会議に参加し、全体を統括している。 

 

図 名古屋大学 COI 拠点の主要な会議体 
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第３節 拠点構想に向けた計画 

「第 2 章 第１節プログラムの推進体制」では、VL からの指摘を踏まえつつ、研究開発の進展等にと
もない実施計画や活動方針の見直しを図ってきていることを記載したところである。そうした取組みと
一部重なるが、拠点発足時に掲げた「拠点ビジョン」についても、社会情勢等を踏まえて柔軟に見直し、
新たな拠点ビジョンからのバックキャストを実施している。本節では、拠点構想の柔軟な見直しに関す
る取組事例を以下に示す。 
 
【事例 10：バックキャストの実施（東北大学拠点）】 
（ア） ビジョン見直しの経緯 

東北大学拠点の発足時、現状分析に基づいて「家族が互いに見守り支援しあう「強い絆」を社会とし
て結集し、誰もが幸せに生きられるモチベーション向上社会の創生」を目指す社会像として、活動を進
めていたが、ビジョナリーチームとの議論において、拠点の目指す社会像が現実から乖離しているとい
った問題点が指摘された。そうした中で、2017 年に、企業都合により PL であった東芝の高山氏が辞任
し、新 PL として NEC ソリューションイノベーター（株）の和賀氏が就任したが、これを機会に、和
賀 PL の新体制下で改めて目指すべき社会像の構築やバックキャストを進めることとした。 

まず、PL を中心とした拠点メンバーと VL との間で、今後の活動方針に関する議論が複数回に渡って
行われた。その中では、VL から『早急にビジョンの見直し等を進めるより、時間をかけてじっくり議
論し、拠点の将来の姿を検討すること』との指摘が示された。それを受けて、東北大学拠点では、2017
年にバックキャストを徹底的に進める目的で参画企業やサテライト機関、さらには外部有識者も加えた
形でフューチャーセッションを実施し、ビジョン実現について議論した。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
図 フューチャーセッションの様子 

 
 
 

若手・女性研究員を中心に、大学研究者と参画企業が一堂に会して、未来ビジョン
実現に向けたバックキャストを実施(2017 年 11 月 28 日、2017 年 12 月 7 日）  
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（イ） 新ビジョンについて 
これまでは、202Ｘ年のある仮想の家族の

日常風景を目指すべき社会像としてきたが、
上記の拠点関係者等による議論を経て、本拠
点が目指すべき将来像を「公的な助けに頼ら
ず、自分の生活や健康状態の知見を、自分（自
助）と大切な家族や知人（共助）への思いやり
として使うような社会」とした（図 未来の健
康を担う、自助と共助（目指すべき将来像））。 

そして、この将来の姿に加えて、ユーザー
満足、事業性の観点からバックキャストを行
った。研究開発テーマとの関係性の明確化、
企業の存在感の設計や、シーズ主導を避けた
社会実装をポイントに議論を進めた結果、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、家族を越えた多世代間で対応支援が
得られるさりげないセンシングによる「日常人間ドック」の開発を行うこととなった。 

「日常人間ドック」は「はかる」、「わかる」、「おくる」という 3 つの要素からなる（図 日常人間ド
ックの 3 要素）。各種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）の情報をデ
ータ収集する（はかる）。そして、体質の情報（遺伝的因子）とともにクラウド上のビックデータ PHR
（パーソナルヘルスレコード）として一元管理し、解析（わかる）する。その後、ユーザーに返し行動
変容に繋げて普及させ、自助・共助の観点から様々に活用すること（おくる）を狙いとしている。 

 

 
図 日常人間ドックの３要素 

 
（ウ） 新型コロナウィルス感染症を受けた取組 

上述したような新ビジョンのもとで、拠点活動を進めていたが、新型コロナウィルス感染症の拡大/長
期化による社会情勢等の変化を受けて、2020 年春から、拠点で募集したアイデアの公開（2020.4）や、
バックキャストワークショップ（6/19、8/7）の開催を実施した。これらの中では、センサーIoT（はか
る-わかる-おくる）を活用し、生活を見つめなおし基礎疾患を減らす（かわる）重要性に関する発言が
多く聞かれた。これを踏まえて、本拠点では、センサデータで人が“かわる”ことができる事も重要視し、
これまでの拠点ビジョンにおける「はかる、わかる、おくる」に「かわる」を追加している。 

図 未来の健康を担う、自助と共助 
（目指すべき将来像） 
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本拠点では、これまでに和賀 PL を中心にワークショップの開催などを通じて拠点ビジョンの再設定
を進めた経験を踏まえ、今般の新型コロナウィルス感染症による社会情勢の急速な変化に対して、速や
かに対応してきた。こうした、ビジョンの見直しの議論を進める環境や知見の蓄積が、これまで拠点が
活動してきた成果の一つであるといえる。 

図 新型ウィルスコロナを受けた新ビジョン 

 

【事例 11：新ビジョンの設定に向けた取組（東京工業大学拠点）】 
（ア）計画見直しの背景 

東京工業大学拠点は、KDDI 研究所の秋葉重幸 PL、東京工業大学教授の小田俊理 RL の下、トライ
アル拠点として「オンデマンド・ライフ&ワークを全世代が享受できる Smart 社会を支える世界最先端
ICT 創出 COI 拠点」を開始した。本拠点は、多くの高度な要素技術を有するがゆえに、技術主導で進
める傾向が見受けられ、VL から『再度バックキャストし、企業主導の世界最先端の ICT 技術を活用し
たサービスの実現を目指した計画の作成』が指摘された。こうした指摘や 2015 年に実施された COI 拠
点の昇格評価も踏まえて、拠点名を「『以心電心』ハピネス共創社会構築拠点」に変更して活動を進め
ることとなった。 

その後、更に、サービスの社会実装を目指した研究開発へと見直しが図られたが、要素技術研究の延
長に留まっていた。第 1 回中間評価（2016 年）において、VL から『大学・研究室での研究成果から企
業が実用化を目指す発想ではなく、拠点として目指すべき将来の姿からバックキャストを繰り返し、イ
ノベーションにつながるインパクトのある製品・サービスの創出を目指してください』と指摘されてい
る。さらに、2017 年に VL と東京工業大学との面談等において『目指すべき将来の姿の設定、拠点の推
進体制を含めた、拠点全体の抜本的な改革を早急にすすめること』が VL から示され、大学執行部を含
めた拠点関係者間で共有された。 
 

（イ） 新たな拠点ビジョンに向けた議論と拠点ビジョンの共有 
上記 VL からの指摘等を受けて、拠点ビジョンの変更、PL と RL の交代、研究テーマの見直しが進め

られた。本拠点の副 RL であった若林教授が RL に就任し新 PL 候補の検討を進め、IoT 技術を用いた
地球センシングの社会実装を熱望するソニーの廣井 R&D センターVice President（当時）が、PL に就
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任することとなった。 
その後、新 PL と新 RL とを中心とした新たな体制のもと、拠点ビジョンに関する議論を開始した。

2017 年 9 月に、PL、RL を含む拠点の主要メンバーと VL とが初めて顔を合わせ、その後も拠点メンバ
ーと VL との間で 10 回程度の面談をもち、拠点ビジョンの深掘り、拠点ビジョンと研究テーマを繋ぐ
ストーリーについて議論した。こうした面談と並行して、拠点内でも参画メンバーの間で「拠点ビジョ
ン」に関する議論やそこからのバックキャストが繰り返し行われた。参画メンバーからは、こうした議
論の積み重ねが、参画メンバー間で拠点ビジョンの共有を促し、拠点としての一体感の醸成に繋がった
との声も聞かれた。 

一連の議論を経て、2018 年に拠点名を「『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」へと変更した。そして、拠点ビジョンを革新的な IoT/AI センシング技術を創出し「人々
が、今まで気づいてこなかった地球社会の声に共感して持続的な地球との共生のために行動し貢献でき
る社会」を目指すとした（図 目指すべき将来の姿）。 

また、研究テーマに関しては、社会実装に近い「社会実装グループ」に加えて、最先端技術を有する本
拠点の特性を活かした、基盤（プラットフォーム）技術の社会実装を目指す「基盤実装グループ」を設
定し、新たな拠点活動がスタートした。 

 

 
図 目指すべき将来の姿 

 
（ウ） 大学への波及効果 

上述したように、拠点ビジョンの見直しや、そこからのバックキャストが行われ、その過程を通じて
参画メンバーの意識共有や一体感の醸成が進んだが、それにとどまらず大学への効果も見受けられた。 

東京工業大学では、2018 年に「未来社会 DESIGN 機構」が発足したが、この機構では「人々が望む
未来社会とは何か」を社会と一緒になって考えデザインし、導き出された未来社会像の実現のために必
要な要素（技術、政策など）の具現化に向けた活動を行っている。こうした活動に、COI 拠点の新田
URA が参加し、バックキャストの考え方を助言している。実際、新たな研究創出のためのスキームを
設計する上で、COI 拠点におけるビジョン主導の進め方などを参考にしている。 
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【事例 12：新テーマ設定に向けた取組（慶應義塾大学拠点）】 
（ア）拠点発足時の状況 

 本拠点では「デジタルものづくり技術が持つポテンシャルを、人間一人一人がもっている個性・感性・
創造性と強く連携させ、社会のさまざまな課題を解決する、ファブ地球社会」を拠点ビジョンとして掲
げている。拠点発足時から、こうした拠点ビジョンの実現に向けて、中核機関である慶応義塾大学とサ
テライトの関西学院大学とが、大学固有の強みを活かして、それぞれ「拡張ファブリケーション技術の
パッケージ化」と「感性価値指標化技術のサービス化」を中心に取り組んでいた。しかしながら「デジ
タルものづくり」と「感性」とを繋げる仕組やそれらの関係については、曖昧であり言及されていなか
った。 
 一方で、拠点活動を進める中で、2018 年度の拠点面談や 2019 年度サイビジットにおいて『「デジタ
ルものづくり」と「感性」とを結びつけた新たな社会実装に取り組み。お互いが持たない機能・専門性
の相互補完関係、人員の相互交流を行うなどの連携を進める体制づくりも検討してください』といった
VL からの指摘があった。 

  
 
（イ）新たなテーマ「中間表現」の設定 

そうした指摘を受けて、デジタル製造と感性価値指標化技術の二つの研究開発テーマに加えて、これ
まで必ずしも注力していなかった「これら二つを連結する仕組み」について、拠点内で改めて議論を行
うこととなった。 

まずは、お互いの研究を理解し、連携した取組について検討するにあたり、両大学の中核メンバーが
集まり、複数回の合宿形式での討議を重ね、次に述べる「中間表現」としてとりまとめた。 
 

 

 
この「中間表現」の取組では、感性と３D デジタル製造技術を繋ぐ仕組みという新たな概念を打ち立

てて進め、モノづくりのプロセスを 4 つの表現（感性表現、物性表現、設計表現、生産表現）とその変
換プロセスをまとめて「感性と物性をつなぐ中間表現」と呼んでいる。具体的には、同一材料で構成さ
れる単位体積内の構造を変えることで触感（硬さ、柔らかさ等）や通気性を自在に変えられるメタマテ
リアル素材を活用し、利用者の触感、快適さを製造物に表現したインソールなどのクッション部材の開
発を進めている（図 メタマテリアル素材を用いた医療用インソール）。 

図 感性と物性をつなぐ中間表現 



41 
 

 
 

（ウ）大学間の連携へ  
上述したように、両大学の研究者らによる複数回の合宿形式での討議が行われたが、その過程で COI

プログラム終了後のプラットフォームの具体的な連携構想も進んだ。具体的には、感性研究に取り組む
「関西学院大学」と３D デジタル製造技術に取り組む「慶應義塾大学」との強い連携が生まれた。そう
した取り組みの背景もあり 2018 年に両大学間の連携協定（MOU）を締結している。 

この MOU を活用して、環デザイン＆デジタル・マニュファクチャリング創造センター（慶應義塾大
学）と感性価値創造インスティテュート（関西学院大学）に所属する研究者が相互に籍をおいて活動す
る仕組みを整備している。なお、COI プログラム終了後は、これらの機関が拠点の中核的なイノベーシ
ョン・プラットフォームとして位置づけられ、引き続き活動を実施する予定である(図 ファブ地球社会
創造拠点)。 

 
 

 

図 ファブ地球社会創造拠点 
 
 
 

図 メタマテリアル素材を用いた 
医療用インソール 
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第 4 節 企業等との連携 

COI プログラムでは、革新的なイノベーションの実現（社会実装）を目標の一つとして掲げて取り組
んでおり、その達成において、社会実装の担い手である企業や自治体等が担う役割は大きく、これらと拠
点との連携は必要不可欠である。 

企業と拠点との資金的な面における関係では、本プログラムでは、企業へ国費（JST 委託費）は支出
されず、企業からのリソース提供を受ける「持ち寄り（ポットラック）方式」で進めている。そのため、
各企業は、資金的なインセンティブから参加するというよりは、大学などが有するシーズ等への魅力か
ら拠点に参画し、大学等と連携して社会実装を目指している。なお、全 18 拠点に参画している大学、企
業、自治体等の合計数は、それぞれ 122、333、24 であり（2019.4 時点）、拠点により状況は異なるが、
１拠点あたりに参画する企業は十数社である。また、弘前大学拠点のように、同業他社（例 ライオン（株）、
花王（株））が参画しているケース（「第３章第２節 事例 11」を参照）や東北大学拠点のように異業種企
業の参画を積極的に進めているケースもある。 

一方で、自治体等と拠点との関係では、拠点の中核機関が位置する地域と拠点とが緊密な関係を構築
し、社会実装を目指すケースが見受けられる。いくつかの拠点では、自治体の抱える地域課題等への貢献
から、自治体を巻き込んだ取り組みへと発展させている。 

こうした社会実装の中心的な担い手である企業や自治体等と拠点との連携に向けた取組について、以
下に紹介する。 

 
【事例 13：ICC メンバーシッププログラム制度～異業種、異分野の交流の場を通じた連携（金沢工業大
学拠点）】 
（ア） オープンイノベーションの場として革新複合材料研究開発センターを設立 

金沢工業大学拠点では、社会コストの低減と新たな価値の創造が可能な次世代インフラシステム等に、
革新材料を社会実装することを目指し、複数の大学や企業等により取り組んでおり、その中心的な実施
場所として「革新複合材料研究開発センター（ICC：Innovative Composite materials research & 
development Center）」が 2014 年 6 月に設立された。このセンターでは「複合材料を今よりもっと幅広
く、多くの分野で利用するために、企業と連携して適用技術の研究や製品開発を支援する」ことを理念
に掲げられており、オープンラボ・イージーアクセスの産学官連携プラットフォームを構築すべく、ア
ンダーワンルーフでの研究開発に取り組んでいる。 

図 革新複合材料研究開発センター 

文部科学省「地域資源等を活用した産学連携による
国際科学イノベーション拠点整備事業」及び「地域
科学技術実証拠点」の支援を受けて、2014 年に開所
し以下の設備を整備（延床面積：5,763 ㎡）。 
・大空間実験場、分析室、ラボエリア、会議室他。
導入設備：ダブルベルトプレス、300 トンプレス、
X 線 CT、NMR、FE-SEM、XPS、自動積層機、引
抜成形機、試験片加工機、含浸測定器、万能試験
機、耐久試験機 他 
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（イ） ICC メンバーシッププログラム制度について 
上述した ICC では、アンダーワンルーフでの研究開発に向けた取組の一環として、企業や研究機関

からの技術者・研究員を積極的に受け入れる仕組みである「ICC メンバーシッププログラム制度」を
2014 年に設立した。 

本拠点の参画企業や機関を含む企業/研究機関の技術者・研究員がこの制度を利用しており、その最
大の特徴は、人事手続を経て金沢工業大学研究員の身分を持つ点である。この研究員の身分により、ICC
の施設利用や技術相談、研究開発サポートだけでなく、学内の様々なサービスの利用が可能である。 

図 ICC メンバーシップ 
 

また、ICC の施設は、オートクレーブをはじめ、大型のプレス機、各種検査装置、化学実験設備、会
合スペースに加えて、大型設備を持ち込み、実験や設備開発、製品試作を行うスペースが設けられてい
る。企業は、こうしたスペースに企業のテスト機を持ち込み、設備開発や生産技術開発も実施できる。 

一方で、ICC では企業と共同研究契約を結び、年間 20~30 件の共同研究に取り組んでいる。こうし
た企業が、本制度を利用することで、ICC 内の設備等を使用して研究開発活動を行うことも可能であり、
あたかも自社の出先機関のように ICC を利用することができる。 

この制度を利用している研究者は、51 の企業等に所属する 69 名（2019 年度末）である。企業等の目
的は様々だが、約半分の企業は、複合材料に関する勉強や、様々な技術テーマで開かれる発表会等（1
回/月）による情報収集を意図して参加している。その他の企業は、ICC が保有する設備使用又は ICC
との正式な共同研究の前の試行的な研究の実施などを目的として、本メンバーシップを活用している。 

 
（ウ）制度による効果 

 上述したように、ICC はアンダーワンルーフでの研究開発をめざし「ICC メンバーシッププログラム
制度」により企業の研究者を ICC の研究員として受け入れ、ICC 内研究者との技術相談の場、研究開
発のサポートする環境を整備しつつある。こうした環境は、異業種や異分野の交流の場となっており、
産学連携のみならず、産産連携又は産産学連携の取組が創出している。具体的な事例・成果としては、
吸水劣化に強い耐熱材料を求める(株)エイチワンと耐熱性ポリアミドを持つ(株)クラレとの産産連携、
サンコロナ小田(株)の Flexcarbon（ランダムシート材）と大和ハウス工業(株)の連携による作業補助具
の開発、異業種連携として(株)島津製作所による X 線位相イメージングによる繊維配向解析技術の開発
などがある。 
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【事例 14：岩見沢市との強固な連携（北海道大学拠点）】 
（ア）拠点発足時の状況 

北海道大学拠点では、『食と健康の達人』拠点として、母子を中心に家族が健康で安心して暮らせる
社会を目指して取り組んでおり、2015 年度から北海道岩見沢市が参画し、岩見沢市と連携した取組が
進められている。 

 
（イ）岩見沢市との連携状況 

拠点発足時から、岩見沢市には、 “健康経営”をベースに“自立型地域包括ケア”を推進させる組織とし
て「健康コミュニティ推進連絡会議」が設置されていた。この組織と、COI 拠点の研究開発課題である
「事業戦略企画」や「健康コミュニティ」のメンバーが中心となって、岩見沢市と COI 拠点との連携
のあり方について検討が行われ、現在、研究開発面での連携や人材交流などの多様な取組が進められて
おり（図 岩見沢市の取組状況）、そのうちの主な取組を以下に記載する。 

 

 

図 岩見沢市の取組状況 
 
① 岩見沢市の施策への反映 

岩見沢市が進める「岩見沢市総合戦略」（2015～2019）の施策（特にヘルスケアと新産業創出）には
COI 拠点との取り組みが盛り込まれている。具体的には「健康コミュニティの推進にあたっては、北海
道大学や関連企業等で構成される北海道大学 COI『食と健康の達人』拠点との協調のもと、プレママ、
乳幼児からお年寄りまで、全ての世代が健康で豊かな生活を送ることができる新たな地域づくりに取組
む』と COI 拠点との連携が明記されている。 

こうした岩見沢市と COI 拠点との連携が明文化され、活動の幅をより一層拡げつつある。例えば、
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ネット、TV、紙（フリーペーパー）などのメディアを通じて COI 拠点の活動の紹介や健康情報の発信
と同時に、市内のツルハドラッグ店舗内では、健康チェックや健康に関するアドバイスの実施などを進
めている。さらに、岩見沢市の高校生をも巻き込んで、COI 拠点と共に少子化や減塩などのテーマの冊
子作成やシンポジウムでの発表なども行っている。 

② 研究開発面での連携 
＜アプリの提供＞ 

COI 拠点では、地域で家族単位の健康とコミュニケーションをサポートするアプリ「家族健康手帳」
を開発している（図 アプリ「家族健康手帳」）。このアプリを、2016 年 5 月 27 日から岩見沢市にて配
布を開始し、2018 年 3 月までの 22 ヶ月間で約 370 件（年間の出生数は約 500 人）ダウンロードされ
ている。 

 

   

図 アプリ「家族健康手帳」 
 

＜母子健康調査＞ 
世界でも類を見ない「母子健康調査」（2017 年から開始）の定着を北海道大学 COI 拠点と岩見沢市で

推進している。この調査は、岩見沢市の全病院（2 病院）が参加し、岩見沢市で暮らす妊婦とその子ど
もを対象に、妊娠中の環境及び出産/乳児期から幼児期/学童期までの子供の生活習慣や健康状態を調査
するものである。そうした調査結果等を母子の健康と成長に役立てていただけるようアドバイスととも
に参加者にフィードバックしており、こうした取組等から、岩見沢市の低出生体重児比率を約 11%
（2014 年）から 2019 年度に 7％以下を達成している。 

また、2020 年 9 月には、岩見沢市で実施した母子健康調査の知的財産を自治体などに開放すると発表
している。2017 年からの岩見沢市の 200 人を対象とする母子健康調査で得たデータを活用し、母子へ
のサービスを提供する自治体や団体には無償で提供する。 

③ 人材交流 
北海道大学 COI 研究推進機構では、企業や自治体から派遣された人材を受け入れ、そうした人材が

拠点運営、事業戦略企画及び研究プロジェクトの推進に携わっている。2019 年度からは岩見沢市の若
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手人材を北海道大学で受け入れ、今後の成長につなげるため、産学地域連携、社会実装等を実体験とし
て学んでいる。 

④ エミプラスラボ合同会社の設立 
北海道大学 COI 拠点と岩見沢市とが連携し、エミプラスラボ合同会社（代表社員は北大 COI 拠点 

吉野 PL）を 2018 年に設立した（図 エミプラスラボ合同会社）。研究成果の事業化と SDGs に貢献す
る持続的な地域づくり（農・食のプラットフォーム構築）とを行うことを目的として、事業部を中心と
した参画・協力企業の増加を推進し、研究成果を大学に還元する仕組みを構築した。具体的な取組の 1
つとしては、COI 拠点と岩見沢市で協働して進める各種の事業に『食と健康の達人』の商標の使用を許
諾し、ロイヤリティとして資金を大学に還元している。 

 

 

図 エミプラスラボ合同会社 
  

（ウ）継続的な連携に向けて 
こうして培ってきた強固な連携は、今後、北海道大学と岩見沢市のそれぞれで拠点を構築して進める構

想である（図 拠点間の連携）。 
FMI を中心とした北海道大学拠点（社会実装型研究開発）は、北海道大学の産学・地域協働推進機構

と連携し、玉腰 RL を中心として“COI の研究開発”を継続、発展させていくことを目指している。一方
で、岩見沢市に置かれる地域拠点は、新しい公共の実現に向けて、北海道大学拠点と密接に連携すること
で社会実装と地方創生を目指しており、母子健康調査を継続し、発展させるフィールドとしての仕組み
も引き継いでいくこととしている。 

 

 

図 拠点間の連携 
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第５節 所属機関との連携 

本プログラムでは、拠点のマネジメント組織として「研究推進機構」を拠点の中核機関である大学等に
設置し、この機関が拠点の司令塔の役割を担うこととしているが、本機構の運営においては、拠点の推進
機構が置かれている大学等の執行部との連携や協力が必要不可欠である。こうした大学等との連携や協
力関係構築に向けて、大学等における拠点の位置づけや役割を明確にするとともに、大学等の教育研究
や固有の強みの発展への寄与などにより拠点の認知度や存在価値を高める取組が進められている。本節
では、そうした活動状況の事例について以下に記載する。 
 
 
【事例 15：拠点における試行的な取組を通じた連携（東京大学拠点（ビジョン１））】 
（ア）総長直轄組織の下で始動 

拠点発足時、東京大学 COI 拠点（ビジョン１）は東京大学工学部の下に設置され、“自分で守る健康
社会”という拠点ビジョンを掲げ、医療やライフサイエンスを軸とした医・工・薬・理という異なる研究
科や分野を超えた連携により拠点活動を進めてきていた。 

一方で、東京大学では、分野横断的・機動的に産学連携・地域連携・社会貢献活動をより一層推進す
るため、総長を本部長とした「未来社会協創推進本部（FSI）」（2017 年）が新設された。この組織は、
総長直轄の下、部局縦割りを排し、横断的・柔軟・機動的にプロジェクトをマネジメントし、組織対組
織の本格的な産学協創を推進するものである。こうした FSI の方針は、研究科や分野を越えた連携を進
める拠点の方向性にも沿っており、本拠点は FSI の下に位置づけられた。 
 

 

図 未来社会協創推進本部（FSI）の大学での位置づけ（再掲） 
 
（イ）試行的な取組を実施 

上述したように東京大学工学部から総長直轄組織の下に拠点が位置づけられ、医工連携に留まらず、
より自由な活動を進めることが可能となり、COI 拠点の池浦 PL や鄭 RL、産学協創推進本部の担当者
が連携して試行的な取組を実施してきている。その中には、東京大学全体に影響を及ぼす取組も見受け
られ、以下ではそうした状況を記載する。 
① ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）との包括連携 

COI 拠点が、J&J と包括的な産学協創連携の覚書を結び（2018 年 2 月）、J&J との窓口になって大学
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との連携強化に尽力した。具体的には、シーズニーズマッチングやジョイントシンポジウム、若手ピッ
チコンテストなどを試行的に実施してきた。これらは COI 拠点が試行的に取り組んだものであったが、
組織的な連携の有用性が大学内で認識され、大学本部の活動へと昇華することとなっている。現在、J&J
がベンチャー起業、社会実装支援などのサービスを無償で提供し、若手研究者育成のプログラムの１つ
となっている。 
② Beyond AI 研究推進機構の設立 

2018 年、池浦 PL と鄭 RL はソフトバンク（株）と連携し、COI の成果を集約させて社会実装を行い、
そこからの利益を新たな研究開発に回すことを実施する新事業会社の設立を目指したが、ソフトバンク
（株）とのヘルスケアに関する理念の乖離を埋められず、合意に達することが難しかった。 

しかしながら、この検討過程の中で、ソフトバンク（株）から AI 研究に特化した Beyond AI 研究所
の構想が提案され、大学を巻き込んだ取組へと急速に発展し、具体化した。大学の産学連携本部が中心
となり、2019 年 12 月に東京大学とソフトバンク（株）は、世界最高レベルの人と知が集まる研究所
Beyond AI 研究推進機構を開設し、その研究成果の事業化に向け取組に関する協定を締結した。 

この協定は、20 億円/年、10 年間の大規模協定（2020. 8、プレスリリース）であり、Beyond AI 研究
推進機構で取り組む、最先端 AI を追究する中長期の基礎研究テーマ 10 件を決定している。現在、COI
拠点の研究開発課題を含めて、Beyond AI 研究推進機構が取り上げる社会課題のテーマについて検討さ
れている（図 Beyond AI 研究推進機構）。 

 
図 Beyond AI 研究推進機構 

※CIP（技術研究組合）は、複数の企業、大学、独法等が協同して試験研究を行うことにより、単独では解決

出来ない課題を克服し、技術の実用化を図るために、主務大臣の認可により設立される法人 

https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/kenkyuu/kenkyuuindex.html 

 
 （ウ）継続的な連携 

上述したように、COI 拠点における試行的な取組をきっかけに、大学を巻き込み全学的な取組へと
昇華させてきた場合が見受けられ、こうした取組を通じて、COI 拠点と大学との良好な協力関係が構築
されつつある。最近では、東京大学の産学協創推進本部の強力な支援によって、アステラス製薬株式会
社が、革新的な新薬や医療ソリューションの創出を目指し東京大学 COI 拠点と包括協定（Astellas 
Alliance Acceleration Program; AAAP）を締結しており（2020. 9）、大学との連携協力の好事例の１つ
となっている。 
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【事例 16：拠点の強みを活かした大学との連携（東京藝術大学拠点）】 
（ア） 大学との連携を模索 

東京藝術大学 COI 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主軸として、
拠点発足時から、高精細複製文化財の活用、障害者の社会包摂、映像技術などの多様な分野で社会実装
に取り組んでいる。さらに、デジタル技術を活用して芸術の流通におけるデジタルトランスフォーメー
ション化（DX 化）に向けた取組も進め、その活動の幅を拡げつつある。 

一方で、東京藝術大学は、伝統を重んじ個々の研究者（芸術家）が社会実装に向けた活動を行ってい
るが、そうした東京藝術大学が有する伝統に引き続き重きをおきつつも 2019 年に「New 東京藝術大学」
というコンセプトを打ち出し、新たな東京藝術大学を目指している（図 NEW 東京藝術大学）。このコ
ンセプトの下、イノベーションの追求や組織単位の社会実装を目指しており、大学や COI 拠点関係者
の間で、COI 拠点からの成果の提供などを通じた連携について模索していた。 

 

 
図 New 東京藝術大学 

 
（イ）拠点の強み（デジタルトランスフォーメーション）を活かした大学との連携 

上述したように大学と拠点との連携を模索していた折、新型コロナウィルス感染症の拡大/長期化の影
響により演奏会、展覧会、イベント等が相次いで中止、延期され、さらには、作品の制作や対面による
個人指導を中心としてきた音楽のレッスン等の実施も難しい状態が続いた。 

そこで、このような困難状況に対して、COI 拠点で進めてきた DX を含めた ICT 技術を活用し、大学
と連携して対応を図ってきており、以下に具体的な取組例を記載する。 
＜大学の授業への協力＞ 

本 COI 拠点は、これまで培ってきた DX 化に向けた技術に音の遅延を最小限に抑える技術を追加する
ことで、遠隔での音楽アンサンブルレッスンに応用した。また、広角の VR ヘッドマウントディスプレ
イを美術や建築の授業に適用することも現在検討中である。 

 
 
 

 
 
 図 遠隔授業の様子 
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＜バーチャル藝祭への協力＞ 
毎年、東京藝術大学内で行われている「藝祭」の開催が、新型

コロナウィルスの影響で難しくなり、主催者である学生により構
成された実行委員会はバーチャルな形での開催を検討していた。 

実行委員会から学生課や大学事務局を通じて山本 PL に COI 拠
点の持つ技術で実現できるのではないかとの相談が持ち込まれ
た。これをきっかけに、COI 拠点がプラットフォームの提供、制
作技術の協力などを行い、COI 拠点は協賛という形で参画し、著
作権関係の処理など拠点の持つノウハウを活かして協力し、2020
年 9 月 4～6 日に「バーチャル藝祭」がオンラインで開催された。 

    
（ウ）大学内での認知度の高まり 

 2019 年から澤学長は毎月開催される拠点運営会議に出席しており、これまで COI 拠点に対する学長
レベルでの関与はあったものの、上述した「大学の授業」や「バーチャル藝祭」での取組によって、大
学本体との具体的な連携が推進されることとなった。大学における COI 拠点の認知度はより一層高ま
り、各学部、大学美術館、演奏芸術センター（奏楽堂を含む）、芸術情報センターなど、藝大の各部局と
の連携も強まりつつある。 

今後、これらの各部局との連携を深め、DX 化に向けた ICT 技術を活用した新たな芸術表現を追求し
ていく予定である。例えば、東京芸藝術大学が有する奏楽堂や美術館のデジタルツインを構築し、バー
チャル奏楽堂、バーチャル美術館といった空間をつくり、それらを演奏会や展覧会を開催の新たな芸術
表現空間としていくこと等が企画されている。 

  

図 バーチャル藝祭 
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第３章 プログラム全体の成果 

本章では「第１章 第４節 全体評価の観点と評価項目」で記載した評価項目の観点の１つである「プ
ログラム全体の成果」における「評価項目６と評価項目７」に関する事例を以下に記載する。 

第１節 社会実装の成果 

COI プログラムでは、革新的なイノベーションを産学連携で実現(社会実装)することを目的の 1 つとし
て掲げ、活動を進めてきている。ここでは、社会実装を「製品やサービス等を社会や市場に投入し、その
結果収益を生み出す（実用・事業化）」だけでなく「産学連携の好循環」や「国際展開」、さらには「人や
社会を変える」に至ることを含めて捉えている。 
 本節では、これまでの各拠点で進めてきた取組のうち、こうした社会実装に達した又はその見通しの
ある事例について紹介する。 
 
＜産学連携による実用・事業に向けた取組の事例＞ 

【事例 1：オルソボット (Orhobot)の開発に向けた取組（京都大学拠点）】 
（ア） 取組概要 

オルソボット (Orhobot)の開発は、拠点発足時より、京都大学大学院医学研究科 大畑講師、佛教大
学保険医療技術学部 坪山教授、京都工芸繊維大学機械工学系 澤田教授らの研究グループと、サンコー
ル株式会社、大日本印刷株式会社との産学連携により進められた。その結果、2020 年 3 月 31 日に介護
モデルがフィンガルリンク株式会社から販売されている。この介護モデルは、装着者の歩行における膝
関節運動に介入するものであり、片麻痺等による後遺症や、高齢による筋力の衰えなどに起因する不適
切な歩行を適切な歩行運動に誘導し、装着者に正しい歩行を体験させることで、効果的な歩行訓練を行
う製品である。 

 
（イ） 製品概要と特徴 

＜製品概要＞ 
オルソボット（Orthobot）は、駆動用モーターが内蔵された本体ユニットと、充電池と操作パネル

が搭載された腰ベルトユニットで構成されている（図 
オルソボット介護機器モデル製品版）。脳卒中後の歩
行リハビリにおいて一般的に使用される KAFO
（Knee ankle foot orthosis：長下肢装具）に本製品を
搭載することで、KAFO が最新のリハビリ用ロボッ
トに変化する。 

この製品の特徴は下記の通りである。 
１．装着者の歩行を本来あるべき歩行運動に誘導す

ることができる 
２．補助者 1 名で 3 分以内に装着が可能 

図 オルソボット介護機器モデル製品版 
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３．左右どちらの足にも装着可能 
４．プリセットモードにより、煩わしい調整なく装着後すぐに訓練を開始できる 
５．3.0kg と小型で軽量 

 
＜実証試験の結果：3 分間の着用により、歩容変化を観察＞ 

京都府精華町の神の園（高齢者総合福祉施設）にて観察研究を実施した。高齢者（男性 4 名、女性 6
名、平均年齢 84.6±7.1 歳）で筋力の弱い方を対象に本製品を装着し、3 分間使用した前後の歩行速度、
ストライド及び足圧軌跡の変化を測定した。その結果、特に高齢者の歩行速度低下の原因である両脚立
脚期の延長に対して、歩行周期に占める両脚立脚期割合を 40.2％から 33.4％に短縮し、効率的な歩行
変化を促すことが確認された（図 使用前後の足圧中心軌跡）。 

 

 

図 使用前後の足圧中心軌跡 
 
（ウ）今後の展開及び波及効果 

上述した介護機器モデルについては、年間販売台数を 50 台と予定している。シンプルな操作性によ
り、介護老人保健施設やデイケアサービスなどの歩行指導専門家がいない場所をターゲットとしている。 

今後は、より高度な医療行為に適応可能な「医療機器モデル」の社会実装に取り組み、京都大学医
学部付属病院で特定臨床研究（jRCTs052200011）を 2020 年度に実施予定である。 

また、より手軽に利用できる「キャパシタ内蔵の介護機器モデル」のプロトタイプ開発も進めてお
り、COI 拠点の「蓄電デバイスチーム」と共同で進め、拠点内連携の取組へと発展している。 

 
【事例 2：IoT 技術を活用した畜産の飼育の革新に向けて（東京工業大学拠点）】 
（ア）取組の背景 

「第 2 章 第 3 節 事例 11」で記載したように、東京工業大学拠点では、2018 年度に拠点ビジョンを
見直し、研究開発テーマも刷新された。そうした新たなテーマの１つが「動物のサイレントボイスとの
共感（牛群の管理）」である。本テーマは、東京工業大学の伊藤准教授が前テーマの参画機関であった
長野県諏訪産業集積センターを訪問した際に、動物の生態を研究している信州大学農学部の竹田准教授



53 
 

と知り合い、畜産の飼育の分野において IoT 技術を活用した革新が必要との認識から始まった。 
 

（イ） 多様なステークホルダーの連携による取組 
本テーマでは「牛群管理システム」を柱とした「資源循環型かつ倫理性・経済性に優れた畜産」とし

ての「超精密放牧」を目指し、要素技術を有する東京工業大学を中心として信州大学や参画企業と連携
して取り組んでいる。 

参画企業としては、小型低消費電力エッジコンピューティングと低電力通信システムを提供するソニ
ー（株）及びクラウド技術を有する（株）電通国際情報サービス（iSiD）に加えて、牛群管理システム
で牛の利用頭数では国内シェアの約 10%超(2020 年 8 月末現在)を持つ（株）ファームノートが参加し
ている。さらに、信州大学農学部実験農場をはじめ、長野県内の酪農家が実証実験の場を提供する協力
体制を整えている。このように、研究開発から実証に至るまでの一連のプレーヤーが揃っており、現在、
信州大学農学部での実証試験を行いながら、アニマルウェルフェアの推進を視野に事業化に向けた取組
を進めている。 

                                 (注)ELTRES™と SPRESENSE™はソニー株式会社の商標     
                                            FACERE®は、株式会社電通国際情報サービスの商標     

 
図 牛群管理システムにおける関係機関 

 
本システムによる売り上げ見込みは、国内の乳用牛 134.5 万頭、肉用牛 247.9 万頭のうち、10%のシ

ェアを獲得し、月額 500 円/頭のサービス利用料とした場合、売上高として約 23 億円/年(乳牛 8 億円、
肉牛 15 億円)と想定される。一方で、放牧地における牛の監視に多くの労力を費やし、かつ監視人の高
齢化が問題になっている牛の畜産農家に対して、COI 拠点で開発している本システムは、牛の位置情報
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と牛の状況をリアルタイムにモニタリングすることができるため、監視における効率化・省力化に大き
く貢献することが想定される。 

 
（ウ）社会実装により顕在化した課題 

上記テーマにおける社会実装を進める中で、放牧に対応できる牛モニタリングには、低消費電力の
センサ、AI 処理、遠距離通信機能を持つエッジデバイスが求められていることが明確となった。東工大
の低消費電力エッジ AI デバイス技術と認識アルゴリズムの改良を進め、本拠点に参加しているソニー
の低消費電力遠距離通信 ELTRES とエッジコンピューティング SPRESENSE などに実装し、より長時
間動作可能な首輪型デバイス「感じで考える首輪」のプロトタイプを作製し、複数の農場にて実証実験
を行う。 

今後、こうした実証実験を積み重ねエッジデバイスの改良を行うとともに、アニマルウェルフェア
の自動評価法も構築し、社会実装を目指していく予定である。 

 
【事例 3：シリコン製剤の開発（大阪大学拠点）】 
（ア）取組の背景：シリコン微粒子の研究に着手 

本拠点の大阪大学産業科学研究所の小林光教授は、シリコンデバイスの研究を進めていたが、研究
開発の過程で、シリコンインゴットを切断してシリコンウェーハを製造する際に多量に生成する切り屑
（切粉）の有効利用に取り組んでいた。特に、切粉からシリコンナノ粒子を作製しそれを強アルカリ性
水溶液と反応させ発生する水素を燃料電池等に利用する研究を行った。しかし、このような産業廃棄物
を原料としても、この方法ではガソリンの 2～3 倍のコストがかかることがわかり、この研究は中止し
た。一方、さらに付加価値の高い用途として、シリコンナノ粒子から発生する水素を医薬用途に用いる
ことを発想した。 
 当初、シリコンナノ粒子を用いる水素水の製造技術として開発が進められたが、ほとんどメリットが
ないとの多くの批判があった。そこで、ヒトの体内（腸内）で水素を発生させる体内水素発生という方
法を発案した。しかし、シリコンナノ粒子は中性領域の水とほとんど反応せず水素はほとんど発生しな
かった。そこで、シリコンナノ粒子の表面状態を制御することによって水との反応性を向上させ、腸内
に分泌される腸液や膵液と同等の pH である pH8.3～8.5 で、長時間にわたり多量の水素を発生するシ
リコン製剤の開発に成功した。このシリコン製剤により、多くの酸化ストレス性の疾患の予防・治療効
果が期待されたことから、大阪大学医学研究科島田教授らと連携して、製剤としてのシリコン開発に向
けた検討が始まった。 

 
（イ）動物で効果確認 

このシリコン微粒子は、ヒトや動物の腸内環境（弱アルカリ性）内において、高効率で長時間水素を
発生する。この発生した水素が腸で吸収され、ヒドロキシルラジカルによる酸化ストレス性疾患に対す
る予防や治療への効果があることを明らかにするとともに、図に示すように犬や猫の疾患に対するシリ
コン製剤の投与効果と、安全性試験（91 日間反復経口投与毒性試験や遺伝毒性試験）を行い、安全性も
確認している。 
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現在、ペット（犬、猫）用の栄養補助食品としてレナトスジャパン（ペット用品のマルカンの子会社）

から「レナトスⓇ」が 2019 年 10 月に発売され、皮膚炎などによる脱毛症状が緩和されるといった効果
がある。さらに、同社から、2020 年 7 月にヒト用サプリメント「HH LABO」が発売された。また、2020
年 11 月から野田製薬からもシリコン製剤の人用サプリメントの発売が開始された。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（ウ）今後の展開 
上述したように、シリコン製剤については、ペットや人におけるサプリメントとして販売されている

が、その次なる展開として、ヒトへの疾患予防や治療に向けた社会実装を検討している。医学研究科の
島田教授や野々村教授らが中心となって、慢性腎不全のみならず、脳疾患及び酸化ストレスが原因や増
悪因子となる自閉スペクトラム症、関節炎、糖尿病等の疾患に対して、モデルマウスを用いてシリコン
ナノ粒子の投与による効果を検証するとともに、その作用機序の解明にも取り組んでいる。 

さらに、本テーマは、COI プログラム終了後のポスト COI のテーマとして、総長を機構長とする大
阪大学共創機構の中で創薬企業との共同研究を進めていくこととなっている。 
 

【事例 4： マットレスの下に敷くだけで心拍数、呼吸数、睡眠深度が計れるベットセンサー（Vital Beats)

の開発（山形大学拠点）】 
（ア）取組の背景 

山形大学拠点は「地域に魅力ある産業・暮らしの創出、高齢者や地域でも快適・健康で安全な暮らし」

図 ペット（犬、猫）用の栄養補助食品（左）、ヒト用サプリメント（右） 

図 犬や猫の疾患に対するシリコン製剤の投与効果 

アレルギー性皮膚炎のため 10 年間投
与していたステロイドをやめた。45 日
間の投与によってかゆみはなくなり、
脱毛していた背中部が増毛 

投与前：糖尿病のため、食欲なく元気のない表情。
投与後：19 日の投与で血糖値 235mg/dL から
110mg/dL（正常）、食欲が出て、体全体が増毛。 



56 
 

を実現した「高齢者と若者の共存発展社会」を目指している。そうした社会実装に向けて、高齢者の介
護サービスや快適睡眠による健康を目的として、高齢者の健康管理や快眠に寄与するベッドセンサーの
開発を 2017 年から進めている。  

本ベッドセンサーのコア技術は、山形大学 熊木准教授を中心に開発されたデバイスである。デバイ
スの構成としては、ポリフッ化ビニリデン誘導体の圧電性を利用し、銀インクを電極材料としてフレキ
シブル基板上に、山形大学が開発した印刷技術で特殊なセンサデバイス構造を作成した。 

 
（イ）製品・サービス 

＜商品概要＞ 
2019 年 10 月、山形大学発ベンチャーの株式会社フューチャーインクで製造され、地元山形の企業で

介護分野のソフトウェアでトップシェアを占めるエヌ・デーソフトウェア株式会社から販売が開始され
た 。2020 年度上期の販売実績としては、西日本を中心に 11 の介護施設で導入された。 

本商品は、従来品に比べ、薄くて軽くしなやかなフィルム状（厚さ 0.5mm）かつ高感度である。その
ため、マットレスや布団の下に敷くだけで、寝ている方に違和感なく、心拍と呼吸の測定ができるだけ
でなく、心拍と呼吸の情報から眠りの深さをも評価する機能を備えている。なお、従来のベットセンサ
ーは、離床の検知を目的とするものが多く、より詳細な見守りや健康管理に関わる機能は十分ではない。 

 

 
図 ベッドセンサー 

 
介護現場で本ベットセンサーを利用することにより、次の①~③のような現場からの意見を得ている。 
 ＜介護現場からの意見＞ 

①確かな心拍、呼吸、睡眠の記録を得ることで要介護者の QOL 向上に向けた眠剤の処方など医
師との相談が可能。 

②看取りにおける親族への根拠ある説明が可能 
③夜間介護における訪室回数の削減及びおむつ交換や体位変換のタイミング把握が容易 

 
また、市場規模/売り上げについてみれば、日本の介護施設の総ベッド数は、約 180 万床あり、潜在的

な市場規模は大きく、シートセンサーの国内市場規模は、2022 年で約 50 億円と推定されている。 
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（ウ）今後の展開及び波及効果 
上述した介護施設における社会実装を踏まえて、現在、山形大学有機エレクトロニクス研究センター

では、介護施設や医療機関と連携して、製品化されたベッドセンサーを使った高齢者の睡眠データ解析
や医療応用に向けた研究開発へと展開している。2020 年度から睡眠総合ケアクリニック代々木が参画
し、睡眠障害（不眠症、無呼吸症候群、いびき）への適用について検討を進めており、将来的には、疾
患や体調不良などの予兆を検出する新しい機能を有する製品・サービスの社会実装を構想している。 

一方で、こうしたベッドセンサーの開発等に向けた山形大学拠点の取組が評価され、JFlex2020 展に
て、JFlex アワードグランプリを受賞している。その受賞理由は「印刷型有機トランジスタによる新型
センサ、FHE 型集積デバイスなど、多彩なプリンテッドエレクトロニクスの開発成果を発表、人と情報
をさりげなくつなぐソフトインターフェースの実現に大きく前進している点を賞す」とされている。 

 

【事例 5：軽くて、強く、腐食しない CFRTP 耐震補強材（カボコーマ・ストランドロッド)の開発に向

けた取組（金沢工業大学拠点）】 
（ア）取組の背景 

金沢工業大学拠点は、安全、安心で、長期間に亘ってその価値を失わない数世紀社会の実現のために
炭素繊維複合材料等の革新材料とその革新製造プロセスの研究開発に取り組んでいる。従来の鉄とコン
クリートで作られた建造物は、長年の風雨又は沿岸地域では塩害によって、金属部分の腐食、鉄筋の腐
食によるコンクリートの乖離等が進む。高度成長期に集中的に整備された日本の社会インフラでは、そ
の対応が社会課題であり、本拠点では参画企業と、軽くて、引っ張り強度が高く、錆びない「炭素繊維
強化熱可塑性樹脂（CFRTP）の耐震補強材の開発」に取り組んでいる。 

 
（イ） カボコーマ・ストランドロッドについて 

本拠点は、石川県の繊維企業である小松精練（2018 年より小松マテーレへと改称）との共同研究開
発により、炭素繊維を束ねたワイヤ状の複合材料である「カボコーマ・ストランドロッド」の事業化に
取り組んだ。この研究開発において特に苦心したのは「熱可塑性樹脂」を炭素繊維の束に浸み込ませる
際に、成形プロセスに合うように樹脂及び各工程を改良した点であった。樹脂改良に向けて、樹脂企業
出身の技術者の協力を得て取組み、単に浸み込み易くするだけでなく、従来よりも数倍速く製造する技
術の開発に成功している。 

 
＜商品概要＞ 

この「カボコーマ・ストランドロッド」は、外層を合成繊維や無機繊維でカバーリングし、熱可塑性
樹脂を含浸（がんしん）させた熱可塑性炭素繊維複合材であり、日本の伝統産業である組紐の技術と現
代の炭素繊維の技術を融合させた構造により、強さとしなやかさを有している。 

その特徴は、軽量（炭素繊維の比重は鉄の 1/4）、引張に強い（鉄の約 10 倍）、錆びない、耐久性に優
れ、結露しない、たわみが少ないことである。特に、軽量であることから、作業現場への運搬が容易で
あることが利点である。 
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こうした特徴を有するカボコーマ・ストランドロッドは、国の重要文化財である善光寺経蔵や富岡製
糸場等の耐震補強及び鉄道ホームの安全柵に採用されている。製造販売元の小松マテーレ（株）は、2025 
年度までにカボコーマ・ストランドロッドで 15 億円の売上げを目指している。 

また耐震補強材として日本初の炭素繊維複合材料が「耐震補強用引張材-炭素繊維複合材料より線」 
として 2019 年 11 月 20 日に JIS（日本産業規格）に制定された（JIS 番号：A5571）。この JIS 化は、金
沢工業大学拠点と連携し、経済産業省の「新市場創造型標準化制度」を活用して原案作成から 2 年間で
行われた。 
   
 
 
 
 
 

 
（ウ）今後の展開及び波及効果 

カボコーマ・ストランドロッドは、JIS が制定されたことで、重要文化財の建造物だけではなく、一
般住宅等への耐震補強材としての急速な利用が期待される。また、現在、橋桁等のプレストレストコン
クリート用の緊張材への応用や山間地域にある構想道路沿いの斜面に敷設するグラウンドアンカーへ
の応用に向けた開発が進められている。 

 
＜国際展開に向けた取組の事例＞ 

【事例 6：ミモシスの開発に向けた取組（東京大学拠点）】  
（ア）取組の背景：偶然の出会いから共同研究をスタート 

ミモシス（MIMOSYS®(Mind Monitoring System)）は、東京大学徳野教授と光吉教授の連携から生
まれたアプリである。当時、防衛医科大学に所属していた徳野教授はストレスや抑うつ状態を計測する
ための客観的な指標を探していた。一方で、光吉教授は、ストレスが蓄積して抑うつ状態になると感情
表現が少なくなり、声でストレス状態やうつ病も判別できないかと考えており、両者が懇親会で偶然隣
り合わせたことから連携が開始し、アプリ開発に至った。 

図 カボコーマ・ストランドロッド 

図 JR 西日本大阪駅 昇降式ホーム柵 
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このアプリは、声帯の不随意反応※に着目し、声の周波数の変動パターン等から心の状態を分析する
ものである（図 音声と随意、不随意反応）。不随意反応を見ているため、自記式でのレポーティングバ
イアス（被検者の意識・無意識による過小評価）がなく、嘘もつくことができず、本人でもなかなか分
かり難い、常に変化している心の状態を声から知ることができる。さらに、検証中ではあるが、言語を
問うことがなく多言語で計測可能と考えられる。 

※人前での発表で緊張し、声が上ずった経験があるように、声帯の緊張は自分では操作することはで
きないといったことを指す。 

 

 
図 音声と随意、不随意反応 

 
（イ）製品・商品 
＜商品概要＞ 

MIMOSYS®は「声」のみの測定で、心の状態を「元気圧」と「活量値」で表すアプリである。｢元気
圧｣とは、計測時の短期的な心の状態を表してお
り、健常者の場合、話す相手や内容によって上下
し、友人との楽しい会話であれば高く、上司に怒ら
れれば低くなる傾向がある。しかしながら、うつ病
などの精神疾患患者の場合、話す相手や内容によ
って｢元気圧｣が上下することが少なくなる。 

一方で｢活量値｣は、過去 2 週間の長期的な心の
状態を表しており、上述した「元気圧」の２週間の
平均とばらつきから計算される。 

 
＜活用状況＞ 

MIMOSYS®は医療機器ではないが、その人の気分の高揚や落ち込みを可視化することができる。産業
医による、従業員の日々の心の状態の把握や精神疾患による休職から復職までをサポートするためのツ
ールとして活用されることを想定している。 

2017 年に PST 社を通じてアプリとして販売され、複数の企業において採用されている（参考：主な
アプリ採用先一覧）。その中には、富士通社製のスマートフォンへの採用により 100 万ライセンスの出

図 アプリのインターフェース 
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荷実績も有している。また、WHO の ICOPE（Integrated Care for Older People）アプリと連携してお
り、国際的にも展開している。 

 
（ウ）今後の展開及び波及効果 

現在、MIMOSYS®のアルゴリズムとは別に、病態鑑別診断への応用を検討している。東京大学病院
等が収集しているデータを用いて、健常群とうつ病患者群、脳神経系疾病患者群、認知症患者群との音
声の違いを抽出し、疾患ごと（うつ病・パーキンソン病・認知症）の個別のパラメータの開発を進めて
いる。 

 
＜国際展開に向けた取組の事例＞ 

【事例 7：株式会社ブレイゾン・セラピューティクスの設立（川崎市産業振興財団拠点）】 
（ア）ベンチャー企業の設立 

川崎市産業振興財団拠点では、拠点ビジョンの実現を目指し、論文化や知財化を確実に進めるととも
に、社会実装に向けて技術移転や知財のライセンスアウト、さらに拠点成果の受け皿として拠点発ベン
チャーの創設に取り組んでいる。これまでに創設したベンチャー企業は、株式会社ブレイゾン・セラピ
ューティクス（2015. 10）、アキュルナ株式会社（2015.12）、株式会社イクストリーム（2018.11）、ソニ
ア・セラピューティクス株式会社（2020.2）、株式会社イクスフロー（2020.8）の 5 社である。今回、株
式会社ブレイゾン・セラピューティクス（以下、ブレイゾン）を事例として取り上げる。 

 
（イ）株式会社ブレイゾン・セラピューティクスについて 

ブレイゾン（2015.10）は、東京医科歯科大学 脳神経病態学分野教授 横田隆徳先生と東京大学大学
院工学系/医学系研究科教授（当時） 片岡一則先生との医工連携の研究成果の社会実装化を目指して設
立され、両先生が技術アドバイザーとして就任している。なお、設立当初は、本拠点の木村 PL が CEO
として、安西智宏統括補佐（iCONM 主幹研究員）が役員として就任し、ライフサイエンス・ヘルスケ
ア分野のベンチャーキャピタルである株式会社ファストトラックイニシアティブから 1 億 600 万円の
ファイナンスを受けている。 

事業内容は、主に中枢神経領域を対象とした医薬品、診断薬、研究用試薬などの研究開発及びライセ

参考：主なアプリ採用先一覧 
・富士通コネクテッドテクノロジーズ：健康管理アプリ「ララしあコネクト」（富士通

のスマートフォンアプリ） 
・日立システムズ：「音声こころ分析サービス」 
・株式会社ブルックスホールディングス：未病バレー「BIOTOPIA」内の「心の鏡」に

MIMOSYS®採用 
・リスク計測テクノロジーズ株式会社：「マインドヘルス計測システム」に採用 
・インド遠隔診断企業コラボ： MIMOSYS®を遠隔医療に採用 
・WHO： ICOPE アプリ連携 
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ンス等であり、脳内への薬物送達に関するプラットフォームを構築している。なお、脳への薬剤送達市
場の例として、アルツハイマー病治療薬の国内市場規模は、約 1,090 億円（2010 年）、約 2,900 億円
（2020 年）と想定されており、今後もさらに拡大が見込まれる分野である。 

 
（ウ）設立後の展開 

現在、ブレイゾンは、ナノ医療イノベーションセンター内に置かれたラボ以外に、バイオベンチャー
の潮流である米国ボストンのラボセントラルにラボスペースを構えるとともに、マサチューセッツ州ボ
ストンに子会社を設立（Braizon Therapeutics US, Inc.）（2019 年 4 月）して海外展開を進めている。 

なお、2018 年度の資金調達は 6.4 億円であり、2019 年には、海外大手バイオ製薬企業と共同研究契
約を締結するなど、事業化に向けた取組を着実に進めている（図 社会実装内容と時期）。 

また、ブレイゾンは、ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット 2019 ベンチャーアワード受賞
（2019.10）、日経 NEXT ユニコーン（2019 年 11 月 3 日付）に選定されるなど、注目を集めている。 

 

 
図 社会実装内容と時期 

 
【事例 8：スーパークローン文化財を通じた文化外交（東京藝術大学）】 
（ア）取組の背景 

本拠点では、東京藝術大学が中心となり、美術、音楽、映像、身体表現などの芸術表現を活用して様々
な分野における社会実装の可能性を模索してきており、そうした社会実装のテーマの１つが「スーパー
クローン文化財」である。本テーマでは、宮廻特任教授を中心に、高度な複製技術を活用して貴重な文
化財の「保存」と「公開」の両立を進めている。自然環境による風化や、自然災害、紛争により毀損、
破壊されてしまった絵画、壁画、彫刻などの文化財等の復元に取り組み、展覧会などの場で公開し、そ
の芸術的価値を一般に広めることを目指している。 

 
（イ）スーパークローン文化財 
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上述したように「スーパークローン文化財」は、文化財の「保存」と「公開」の両立という課題を解
決に向けて、最先端のデジタル技術と卓越した感性・手技により開発が進められた。これまでに、国内
外の多種多様な文化財の詳細な調査、計測、分析を行い、劣化したオリジナル文化財を過去のデータや
情報を元に、劣化前の状態に復元するなど、オリジナルの模倣を超越した高精細な複製文化財として「ス
ーパークローン文化財」を制作している。 
 こうして制作された文化財は、様々な場面で公開されており、その代表的なものが、伊勢志摩サミッ
トでの展示である（2016.5.26）（図 伊勢志摩サミットの様子）。G7 伊勢志摩サミットのサイドイベン
ト「テロと文化財―テロリストによる文化財破壊・不正取引へのカウンターメッセージ」にて、本拠点
制作の高精細複製壁画「クローン文化財」（破壊されたバーミヤン東大仏天井壁画・焼損した法隆寺金
堂壁画第 6 号壁）が展示され、宮廻 RL(当時)が G7 首脳にスーパークローン文化財の解説を行った。 
 

 
一方で、大学発ベンチャーである IKI を中心に有料展示の全国巡回も実施しており、大きな経済効果

を創出している（参考：クローン文化財展の全国巡回）。こうした取組を通じて、美術館ビジネスにお
いて、スーパークローン文化財の地位の確立を目指し、新たな芸術分野を構築しつつある。 

 

図 伊勢志摩サミットの様子 
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（ウ）海外展開に向けた取組 

スーパークローン文化財は、日本国内だけでなく、オランダのボイマンス美術館や国立古代博物館な
どにおいて展示されるなど、海外展開も積極的に実施している。こうした取組を通じて、国際社会にお
ける文化継承や文化外交にも貢献している。 

＜海外における主な公開展示＞ 
・オランダ ボイマンス美術館：東京都美術館と大阪・国立国際美術館で開催した「バベルの塔」

展（2017.4～10）と連動した日本での取り組みがオランダの関係者から高い評価を得て、オ
ランダのロッテルダム ボイマンス美術館において「BABEL-Oude meesters terug uit Japan」
（2018. 2.3～2018.5.21）が開催。 

・オランダ 国立古代博物館（ライデン）：オランダの研究機関 NICAS と連携し、アッシリアの
都市ニネヴェの遺跡のレリーフを再現し、オランダ国立古代博物館（ライデン）の創立 200 
周年記念展覧会（2017.11～）にて成果発表。 

・ミャンマー国立博物館：バガン遺跡の壁画を複製したクローン文化財が、ミャンマー国立博物
館（2015 年建設）のパブリックコレクションとして公開展示（図バガン遺跡跡のクローン文
化財の贈呈(宮廻 RL(当時)と Kyao Oo Lwin(ミャンマー文化相(当時）) 

 
 
 
 
 
 
 

参考：クローン文化財展の全国巡回 
2017 年 10 月 シルクロード特別企画展「素心伝心－クローン文化財 失われた刻の

再生」、東京藝大美術館（有料 1000 円×37,393 人） 
2018 年 7 月 東京藝術大学クローン文化財展～甦る世界の文化財、島根県立美術館

ギャラリー（有料 1000 円×30,656 人） 
2019 年 4 月 東京藝術大学スーパークローン文化財展「最先端技術でよみがえるシ

ルクロード－法隆寺・敦煌莫高窟・バーミヤン－」、東北歴史博物館 
（有料 1200 円×23,909 人） 

2019 年 7 月   東京藝術大学 スーパークローン文化財展「バーミヤン、敦煌、法隆
寺からゴッホまで」福井県立美術館 （有料 1400 円×31,782 人） 

2020 年 8 月  東京藝術大学 スーパークローン文化財展「法隆寺からシルクロードの
文化財まで」、横浜そごう美術館（有料 500 円） 

2020 年 10 月 東京藝術大学スーパークローン文化財展、九州市旧大連航路上家（無
料） 

図 バガン遺跡跡のクローン文化財の贈呈(宮廻 RL(当時)
と Kyao Oo Lwin(ミャンマー文化相(当時）) 
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＜人や社会を変える取組の事例＞ 
【事例９：尿ナトカリ計による行動変容プログラムの取組（東北大学拠点）】 
（ア） 取組の背景 

東北大学拠点では、東北メディカル・メガバンク機構とオムロンヘルスケア（株）が連携して、2015
年度から行動変容を促して健康指標の改善を実現させる「食事指導モデル」の社会実装を目指してきた。
具体的には、塩分と野菜のバランスを示す尿中のナトリウム/カリウム比を簡便に測定することができ
る尿ナトカリ計（尿 Na/K 計）を用いて、地域・職域の保健事業に活用する方策について検討している。 

 

 
（イ）宮城県登米市での実証試験 

まず、宮城県宮城郡七ヶ浜町の 2016 年度特定保健指導において、対象者に尿 Na/K 計を貸与して、
尿中 Na/K 比測定を実施した。その結果、測定機器の使いやすさや測定による効果を確認した。さらに、
2017 年度と 2018 年度に登米市における特定健康診査で尿 Na/K 計を用いた実証試験を実施した。その
結果、登米市におけるほぼ全域において、性年齢調整後の血圧・尿ナトリウム/カリウム比（ナトカリ
比）値が低下していることが認められ、尿 Na/K 計を用いた住民啓発運動による結果が示された（図 
尿ナトカリ比値と収縮期血圧との相関（地区単位））。 

 

 
 
 

＜尿ナトカリ比測定に使用する尿ナトカリ計＞ 
尿ナトカリ計は、オムロンヘルスケア（株）から 2014

年に発売された、わずか 17cm、50g の小さなデバイス
（右図）である。少量（5mL 以下）の小水（尿）で Na/K
比が簡単に測定（1 分以内）でき、ナトリウム/カリウム比
を把握することが可能である。 
 

図 尿ナトカリ比値と収縮期血圧との相関（地区単位） 
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こうした登米市の特定健診での尿ナトカリ比の測定の中で、ナトカリ比への意識付けが進み、ナトカ
リ比を意識した減塩食生活へと変わり、高血圧が改善される効果が見受けられた。そこで、尿 Na/K 計
による行動変容を一層促す目的で、ナトカリ比の概念や指標を人々の日常生活へ浸透・普及させるため
東北大学とカゴメが共同して啓発ツール（ナトカリマップ（特許出願済））を作成した（2019 年）。これ
は、ナトカリ比の高い食事・低い食事が一目でわかるようにまとめ、各健診エリアやセミナー等で配布
しており、2020 年にバージョンアップを行った。 

 

 
 
（ウ）行動変容に向けた更なる取組 

上述したように、企業と大学とが連
携して社会実装に取り組み、人や社会
が変わる兆しが現れつつある。今後は、
ナトカリ比の概念が普及し、低ナトリ
ウム・高カリウムの食品により、社会全
体で高血圧の予防が図られることを目
指し、地場スーパーでの“ナトカリ販促”
の効果検証（減塩効果商品、野菜などの
売上げの検証）などを行う予定である。 

また、2020 年度は登米村田製作所、
日東電工による健診時の尿ナトカリ比測
定が実施された、この尿ナトカリ比測定
については厚労省大規模実証事業「食行動の変容に向けた尿検査及び食環境整備に係る実証事業」にも
採択されており、ノウハウ提供に貢献している。 

さらに、ナトカリ比をより身近にものにするため、食事指導におけるナトカリ比の具体的な目標値を『日
本高血圧学会 ガイドライン 2024』へ掲載することを目指している。 
 

図 ナトカリマップ® 

図 大学と企業との連携 
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【事例 10：地域の移動可能性を高めるモビリティ・ブレンドの開発に向けた取組（名古屋大学拠点）】 
（ア）取組の背景 

名古屋大学拠点は、高齢者が自らの意思でいつでもどこでも移動でき、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」の実現を目指して取り組ん
でいる。日本の面積の約 7 割を占める中山間地域では、交通手段は自家用車に大きく依存し、公共交通
の発達した都市部との格差が大きくなりつつある。本拠点では、名古屋大学森川教授らが中心となって、
中山間地域を対象に「高齢者が元気になるモビリティ社会」の実現に取り組んだ。具体的には、愛知県
豊田市足助地区と旭地区において豊田市や地域コミュニティに取り組む足助病院の協力を得ながら、既
存交通機関に新たな交通手段を組み合わせたサービス「モビリティブレンド」の開発に取り組んできて
いる。 

 
（イ）「モビリティブレンド」の概要 

豊田市の足助地区と旭地区は中山間地域に位置し、公共交通が縮小しつつあり移動手段が限られた地
区である。一方で、これらの地区の特徴は、地域住民間の繋がりが強く、共助が得られ易い地域性を有
していることである。そこで、既存の公共交通であるバスに加え、ボランティアドライバーによるマイ
カー相乗り（たすけあいカー）、タクシー相乗り（タクシム）を組み合わせた「移動の仕組み」を構築し
た。さらに、専用タブレットを住民に配布し、これを通じて、移動手段の選択/予約を行うとともに、お
出かけ促進情報、健康情報の配信等を行っている。こうした移動に関わる一連のサービス全体が、本拠
点で開発を進めている「モビリティブレンド」である。 
 

 

 
図 モビリティブレンドの概要 
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こうした取組を進める中で、豊田市と摺り合わせを行い、豊田市公共交通基本計画の見直しにおいて
「タクシーの活用や住民共助のたすけあいカー、高齢者でも安全に使える自動車など、多様な移動手段
が利用できる持続可能な交通体系の確立を目指していく」といった方針を掲げる予定である。また、住
民参加の取組を進め、ボランティアドライバーにおけるボランティア精神の醸成、住民主体の検討会や
住民のオーナーシップ醸成に取り組み、地域のモビリティ問題に自分事として関わることを推進してき
ている。こうした「モビリティブレンド」は、名古屋大学と自治体とが試行的に始めた取組であるが、
現在、株式会社 三河の山里コミュニティパワー、一般社団法人三河の山里課題解決ファームによって
運営され、自立的で持続可能な社会システムへと発展させている。 

   
（ウ）今後の展開及び波及効果 

利用地区の拡大に向けて、豊田市街から離れた稲武地区においても活動を進めている※。また、高齢化
が進むニュータウン地域である愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンでも実施している。さらに、地方
都市の事例として愛知県額田郡幸田町においても取組が計画されている。地域の状況に応じたモビリテ
ィサービスの構築・検証を実施し、そこから得られたノウハウを蓄積させることにより、全国で活用可
能なサービスへと昇華させる構想である（図 社会実証フィールド）。 

※中山間地域（愛知県豊田市足助地区、旭地区）における利用者：102 名 

 
図 社会実証フィールド 

 
一方で、旭地区・足助地区での実証試験を通じて、技術が高齢者の元気に貢献しうるのか、そもそも

高齢者の元気とはどういった状況を指すのか、という疑義が生じ「高齢者の well-being に与える影響や
技術の受容プロセスに関する研究テーマ」を新たに立ち上げた。2018 年から心理学を専門とする上出特
任准教授が名古屋大学拠点に参画し、旭地区・足助地区の高齢者へのアンケート調査や利用時のフィー
ルド調査を進めている。さらに、こうした活動を踏まえて、学術的な基盤として「イノベーション受容学」
の構築を目指した検討を開始している。 
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第２節 プラットフォーム構築の成果 

 COI プログラムでは、持続的・自立的なイノベーション・プラットフォーム（PF）を整備することを
目的の一つとして掲げ、その達成に向けて取り組んできている。PF の捉え方は多様であるが、本プログ
ラムでは、その基本的な考え方として、アンダーワンルーフで組織された産学協働の基盤やマネジメン
ト体制、持続性の担保（資金の循環等）といった「体制」及びサイエンス、知的財産、テストベッド、ネ
ットワークなどの「機能」を整備している組織を PF として捉えている。本節では、上記で示した体制、
機能を中心に拠点の PF の構築状況に関する事例を紹介する。 

 
【事例 11：弘前大学拠点】 
１）弘前大学拠点の概要 

弘前大学拠点は、短命県返上を目標に掲げ、拠点の中核機関である弘前大学に設置された「健康未来
イノベーションセンター」（図 健康未来イノベーションセンター）を中心にイノベーション・プラッ
トフォームの構築を進めている。（「参考：拠点形成の背景・経緯」を参照）。 

 

参考：拠点形成の背景・経緯 

青森県では、男性と女性の平均寿命の全国最下位が、それぞれ 1985 年、2000 年から続いてお

り、高齢者の寿命が短いだけではなく、40 代や 50 代の死亡率も高い状況であった。そうした状

況を鑑み、青森県及び弘前大学医学研究科社会医学講座中路教授が中心となり、青森の短命県返

上を目指した取組に関する検討が進められた。 

短命県返上に向けた取組の一環として、2005 年より弘前大学と地理的に近く、青森県の中でも

短命の岩木町で、住民の健康診断を行う「岩木健康増進プロジェクト」が中路教授らにより開始

された。当初、本健康増進プロジェクトは中路教授が所属する社会医学講座を中心に、講座に所

属する大学院生の協力を得ながら進められた。しかしながら、生活習慣病については全ての研究

科に関係しており、部局全体の取り組みへと進めるべく、中路教授が各学科に本健康増進プロジ

ェクトの重要性を説明し、研究科をまたいだプロジェクトへと発展させた。資金面では、各科か

らの拠出により実施する中で、科学研究費助成金や質の高い大学教育推進プログラム（教育 GP）

等の公的な研究資金を獲得し、それらも活用しつつ行われることとなった。 

一方で、青森県は 2011 年に「青森ライフイノベーション戦略」を策定しており、その戦略の

中で、弘前大学が取り組んでいるコホート研究成果の活用が明記され、青森県と弘前大学との協

力関係の基盤ができつつあった。 

上述したように、拠点発足前から、弘前大学の複数の研究科を巻き込んだ大規模健診に基づく

研究といったサイエンス基盤及び青森県や岩木町といった自治体との協力関係を整えていた。し

かしながら、それらだけでなく、明確なビジョン（短命県返上）及びその実現に向けた強い想い

を有する中路教授や自治体の存在があったことが、弘前大学拠点におけるイノベーション・プラ

ットフォーム形成における鍵の 1 つであると考えられる。 
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２）プラットフォームの体制 
＜産学協働の基盤及びマネジメント体制＞ 

「健康未来イノベーションセンター」は、文部科学省「地域科学技術実証拠点整備事業」の支援を受
けて、2017 年に弘前大学の全学組織として医学部キャンパス内に新設され、センター長には、副学長
（弘前大学大学院医学研究科長・医学部長 若林孝一教授）が就任した。その後、2019 年に弘前大学大
学院医学研究科の恒久的な組織に位置づけられ、５名の専任教員が在席している（2020.11）（図 健康
未来イノベーションセンター）。 

本センターのマネジメントは、センター長の中路重之先生、副センター長の村下公一教授、伊東健教
授により進められている。なお、副センター長の村下公一教授は、拠点創設時から COI 研究推進機構
の戦略統括に就いており、拠点のプロジェクト戦略を練るマネジメント人材として、本センターを含む
拠点全体の運営を強力に推し進めている。 

 

 
図 健康未来イノベーションセンター 

 
本拠点が進める健診と啓発を即日で行う「QOL 健診」の開発・実証や、住民参加型の健康づくり施

設として、本センターは活用され、県や市、企業など COI 参画機関が一堂に会して新ビジネス創出を
目指す「オープンイノベーション創造の場」として機能している。 

具体的には、こうしたオープンイノベーション創造に向けて、施設内には参画企業がアンダーワンル
ーフのもとに研究開発を実施するためのオープンラボや、本拠点で取り組んでいる「QOL 健診」を開
発するためのスペース（新型健診プログラム開発室）等を設けている。2020 年 4 月時点で 14 の共同研
究講座が本センターに開設され、企業からの研究員が常駐・滞在し、大学の研究者と日常的に議論を交
わしつつ研究開発に取り組んでいる（図 共同研究講座 開設企業（2020 年 4 月：14 講座）。 

 
＜資金循環等＞ 

 自立化に向けた資金調達については、主には共同研究による民間企業からの資金を中心に構想中であ
る。上述したように、健康未来イノベーションセンターには 14 の共同研究講座が開設され、2020 年 4
月には味の素が 5 年間、大正製薬が 4 年間（開設準備期間を含む）、それぞれ数千万円/年の契約で共
同研究講座を開設し、現在、民間からの合計投資額は数億円/年に及んでいる。 
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図 共同研究講座 開設企業（2020 年 4 月：14 講座） 
 
３）プラットフォームのアセット 

上述したような体制面の整備とともに、本センターはイノベーション・プラットフォームとして主に
以下の機能を有している。 

＜サイエンス＞ 
弘前大学拠点では、2005 年度から開始した弘前市岩木地区での健康診断プロジェクト（岩木健康増

進プロジェクト）と全弘前市民（65-80 歳）を対象とした“いきいき健診（大規模認知症コホート）”に
より、膨大な経時的健康情報データを蓄積している。現在、検査項目は 2,000 項目に及び、多因子的解
析を可能とする網羅的なデータとして、参画機関である京都大学や東京大学医科学研究所らと連携して
16 年分 2,000 項目の「健康ビッグデータ・データベース（BD）」を構築している（図 健康ビッグデ
ータ）。 

 
図 健康ビッグデータ 
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こうした「健康ビッグデータ・データベース」の構築とともに「健康ビッグデータ解析」にも取り組
んでいる。この健康ビッグデータ・データベースにおける健常人の全身の健康情報の AI 解析により、
約 20 疾患について、3 年後の発症予測が可能な疾患予測モデルを構築しつつある。 

 
＜知的財産＞ 

知的財産に関しては、特許の他に、著作物やブランド化（商標、場合によっても意匠も含む）を含め
た知財ミックス戦略を基本的な戦略としており、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）の
知的財産プロデューサー派遣事業を活用し、INPIT から派遣されている知財プロデューサーのサポー
トを適宜受けながら進める体制を整えている。 

例えば「QOL 健診」の知財化では、商標の他、健診の種類と健診項目の組み合わせ、ビッグデータ
から生み出される新たな健診指標や健康食品、健康グッズ及び啓発教育方法/啓発教育ツールなどをも
考慮している。 

 
＜製造・分析機器＞ 

医学部の共通機器として、次世代シーケンサやスーパーコンピュータ、質量分析システムといった最
先端機器を「健康未来イノベーションセンター」に整備し、使用料金（研究室単位で数万円/年）を設
定して学内外の研究者が活用可能な環境を整えている。 

 
＜ネットワーク及びテストベッド＞ 

自治体等の組織とのネットワークに関していえば、青森県や各市町村等の地方公共団体、四師会（青
森県医師会、青森県歯科医師会、青森県薬剤師会、青森県看護協会）、栄養士会、作業療法・理学療法
士会、健康運動指導士の会等と緊密な連携を取っている。また、青森県は 2011 年に「青森ライフイノ
ベーション戦略」を策定しており、その戦略の中で、弘前大学が進める研究成果の活用が明記され、弘
前大学が進める大規模健診に関して、青森県との強力な協力関係が構築されてきている。 

 

 
 

図 地域・学域・職域での取組み 
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さらに、青森県医師会附属組織内に、中路 RL をセンター長とする「健やか力推進センター」（2015 年）
を新設し、青森県医師会とも連携関係を構築している。本センターでは、地域・学域・職域で健康教育
を担う「健康リーダー育成」に継続的に取り組んでおり、弘前拠点とも連携しながら進めている（図 地
域・学域・職域での取組）。 

上述したような地域の関係機関との連携を構築する一方で、他大学ともデータ連携を通じて協力関係
を構築している。具体的には、九州大学の「久山町研究」や京都府立医科大学とのデータ連携を進めて
いる。さらに、2018 年には沖縄県の名桜大学と和歌山県立医科大学が加わり、連携体制が整備されつ
つある。また、健康ビッグデータ解析による科学的エビデンスの構築に関して、京都大学奥野教授の研
究チームと東京大学井元教授の研究チームとの協力により進める体制を整備した（図 多大学連携によ
るデータ連携及びビッグデータ解析）。 

 

 
図 多大学連携によるデータ連携及びビッグデータ解析 

 
【事例 1２：川崎市産業振興財団拠点】 
１） 川崎市産業振興財団拠点の概要 

本拠点では「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」
を目指して、木村 PL（東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授）と片岡 RL（（公財）川崎市
産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター センター長／東京大学 名誉教授）が中心とな
って活動を進めている。イノベーション・プラットフォームの構築においては、本拠点 COINS 
(Center of Open Innovation Network for Smart Health)の中核機関であるナノ医療イノベーションセ
ンター（iCONM: Innovation Center of NanoMedicine）を中心に、その体制と機能を整備してきて
いる。 
 
２）プラットフォームの体制 
＜産学協働の基盤及びマネジメント体制＞ 
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川崎市産業振興財団拠点の実質的な活動拠点である iCONM は、文部科学省「地域資源等を活用した
産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」の支援により整備された研究施設（2015 年 4 月））
であり、（公財）川崎市産業振興財団の内部組織の 1 つとして位置づけられている。 

iCONM のオフィススペースは間仕切りが無く、入居者間の所属や専門性に関係なく、すべての人々が
互いに交流できる環境を整えている。さらに、各階にマグネットエリアと呼ばれる、人々のコミュニケー
ションと連携を促進する共有スペースが存在していることも特徴的である。こうした iCONM のオフィ
スには、拠点のビジョンを共有するアカデミアやベンチャー企業、大企業が混在する形で入居しており、
この建物自体が産学連携・産産連携を促進するシステムの役割を担っている。 

 

 
マネジメントに関しては、木村 PL が、これまでのベンチャーキャピタリストとしての経験による経営

的な視点及び医療産業やイノベーション・エコシステムに関する豊富な知識に基づいて、拠点全体を俯
瞰し、統括している。さらに、アステラス製薬株式会社などの企業出身者を雇用し、マネジメント体制を
整えている。 

 
＜資金循環等（持続性の担保）＞  
 本拠点では、iCONM の自立化に向けて、①インキュベート事業（施設利用料、キャピタルゲインな
ど）、②体内病院事業（知財収入、ライセンス収入、共同研究収入など）、③ラボ事業（施設利用料など）
に取り組んでいる。これらから得られる資金を主な収入源とした運営を構想している。 

① のインキュベーション事業については、グローバルトップインキュベーターとの連携協定を締結予
定であり、インキュベーションプラットフォームの共創が進められており、今後、ベンチャー企業を
iCONM に誘致して行く予定である。 

② の体内病院事業については、ナノメディシンに関連する外部からの委託研究やアカデミアとの共同
研究及び拠点発ベンチャー企業へ知財提供を行い、これら知財の独占的ライセンスによりライセンス料
が拠点に入っている。 

iCONM では既に特許を 36 件出願し、これらの特許のうち 10 件は企業にライセンスしており、実用
化に向けた技術移転が進行中である。具体的には、本プロジェクト発のベンチャー企業である株式会社
ブレイゾン・セラピューティクス（以下、ブレイゾン）、アキュルナ株式会社（以下、アキュルナ）に、
それぞれ 5 件、4 件のライセンスを実施している。これらのベンチャーは、2015 年に設立し 2017 年よ
り COINS に参画している。 

図 ナノ医療イノベーションセンター 
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アキュルナは、コア技術（核酸医薬搭載ナノマシン）を確立し、9.3 億円の資金調達を完了して本格的
研究開発体制を整備しているが、2020 年 9 月 1 日にナノキャリアに吸収合併され、アキュルナの研究
開発事業や知的財産権は、ナノキャリアに継承された。 

一方で、核酸医薬や抗体医薬を脳内に送達するナノマシンに関する知財や、ナノマシン表層の構造制
御に関する知財をブレイゾンに集約させており、ここからのライセンス料を得ている。なお、ブレイゾ
ンは、総額約 7.5 億円の資金調達を実施し、既に国内外の製薬会社とフィジビリティ研究や共同研究を
開始している（「第 3 章 第 2 節 事例 7」を参照）。 

③ ラボ事業からの収入は、iCONM に入居するベンチャー企業や大企業からの入居における負担金で
ある。入居率は年々増加傾向にあり、現在 9 割近くに達し（インキュベーション事業用の実験室を含め
ると 100%）、それに伴い共同研究費の負担も増加している（図 iCONM の共同研究費負担金と入居
率）。 

 

 
上述したような①～③の事業による資金調達に加えて、川崎市産業振興財団と川崎市が連携し、2019 年

度より iCONM で展開される研究全般を支援している。具体的には、資金調達やイノベーション創出の
更なる促進に向け、必要な研究資源の獲得や研究成果の製品化等を戦略的に支援する「研究支援事業
（iCONM 研究促進事業）」が、川崎市と産業振興財団との協業により 2019 年度から行われている。こ
れは、財団側が調達した研究間接費を対象に、川崎市が１億１千万円を上限に資金を支援するマッチン
グファンドである。 

 
３）プラットフォームのアセット  

上述したようなプラットフォームの体制を整えるとともに、iCONM はイノベーション・プラットフ
ォームとして以下の機能を構築してきている。  
＜サイエンス＞ 

本拠点の有するサイエンス基盤は、片岡 RL の研究シーズである薬剤等を内包する高分子ナノミセル
の創製である。このコア技術を用いて高度な医療機能を超密微細集積したウイルスサイズ（～50nm）

図 iCONM の共同研究費負担金と入居率 
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のスマートナノマシンの開発に取り組んでいる。こうした技術は、従来型のドラッグデリバリー研究
とは異なり、化学・薬学・マテリアル工学・機械工学・電気工学・医学などの異分野の英知を結集さ
せ、疾患の早期発見・治療を目指すものである。 

既に、いくつかのナノマシンを開発しているが、そのうちの 1 つは、血液-脳関門を越えて脳の疾患
部位へ薬物を 100 倍以上入れることが可能なナノマシンである（図 ナノマシンの開発）。今後、これ
を用いた、脳疾患の新薬開発へと進めている。 

 

 
図 ナノマシンの開発 

 
＜特許・データ等知財プール＞ 

本拠点では、プロジェクト企画、契約・知財、実験室管理等を行う「イノベーション支援グループ」
を設置し、大企業での知財経験者や製薬企業の知財に卓越した人材を雇用し、知財創出支援における強
固な体制を整えている。さらに、企業側からみた交渉の煩雑さを回避し、企業のスムーズな参加を促す
ため、知財に関する企業との窓口を本拠点の研究推進機構に集約している。 

なお、iCONM が申請する新規特許出願件数は、増加傾向にあり、これまでに 82 件、ライセンス件数
10 件、知財収入 744 万円である（2020 年 9 月時点）（図 新規特許出願件数）。また、iCONM が申請
する特許件数は、COINS 参画機関全体に対して比較的高い割合を占めている。 

 

図 新規特許出願件数 
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＜製造・分析機器＞  
 iCONM では、共焦点レーザースキャン顕微鏡、超精密ナノ加工機、分子間相互作用解析装置など
の先端共通機器や共通機器利用システムが整備されており、基礎研究から細胞・動物実験までをワン
ストップで実施可能である。さらに、統一された実験規制、安全規制や信頼性保証システムを整備し
ており、誘致されたベンチャー企業は、iCONM に身一つで入居して実験を直ちに始められ、産学イ
ンキュベーションシステム機能の 1 つを担っている。 

 
＜人材・ネットワーク＞  

iCONM には COINS 参画機関を含めた多くの企業がラボを構えており、iCONM が立地する「殿町
国際戦略拠点キングスカイフロント（川崎市）」には、国立医薬品食品衛生研究所、ペプチドリーム、
富士フイルム富山化学、ジョンソン・エンド・ジョンソン、日本メドトロニック、慶應義塾大学、東京
工業大学等の多様な産官学連携ネットワークが存在し、異分野融合による最先端の研究開発や複合型の
イノベーションを推進する地域となりつつある。こうした地理的条件も自立化に向けた優位な環境であ
るといえる（図 キングスカイフロント）。 

特に、レギュラトリーサイエンスの規制機関である国立医薬品食品衛生研究所が位置することは、
社会実装を進める上での利点となりえる。 

 
図 キングスカイフロント 

(https://www.king-skyfront.jp/wp/wp-
content/uploads/2019/04/5be190434154e4bd65d796c94eb7667a.pdf) 

一方で、人材育成も積極的に進め、具体的には、サブ
テーマリーダーへの若手研究者の登用、海外からの若
手研究人材や海外からサマースクール人材の受け入れ
などである（図 iCONM のグローバル若手研究者）。 

研究員の国際化、ダイバーシティも進展させ、2021
年度は英語を拠点の公用語にする計画も進行中であ
る。 

 
 

図 iCONM のグローバル若手研究者 
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【事例 13：信州大学拠点】 
１） 信州大学拠点の概要 

信州大学拠点は、世界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の実現を目指し、
活動を進めてきている。本拠点では、産学官コンソーシアムである「アクア・ネクサスカーボン-プ
ラットフォーム（AxC-PF）」及び本拠点の推進機構が置かれ実際の活動の中心的な場である「国際
科学イノベーションセンター（AICS）」をイノベーション・プラットフォームの中核として整備を
進めている。 

 
２） プラットフォーム体制 

国際科学イノベーションセンター（AICS）は、文部科学省「地域資源等を活用した産学連携によ
る国際科学イノベーション拠点整備事業」（2012 年）の支援を受けて 2017 年に創設され、学長直
轄組織として位置づけられている。本センターには、信州大学拠点の研究推進機構が置かれるとと
もに、様々な施設・装置が整えられ研究活動の中心的な場となっている。 

一方で「アクア・ネクサスカーボン-プラットフォーム（AxC-PF）」は、産学官連携プラットフォーム
として 2019 年に設立された。この AxC-PF は、造水・水循環関連の産業分野やカーボン関連の産業分
野に関心を持ち、信州大学等の技術シーズやプラットフォーム環境を利活用したい企業、大学及び行政
で構成されている。現在、日立や東レなどの拠点の参画企業を中心とした長野県内外の企業及び自
治体や大学等の 46 機関（2020 年 12 月）が参加している（正会員、一口 10 万円）。 

この AxC-PF は、シンポジウム、ワークショップ、シーズとニーズのマッチング会や、市場や法
規制等の勉強会等を企画し「知識の交換」を行うなどを実施している。こうした活動を通じて、共
同研究・協働による研究活動を進める構想であり、既に「家庭用新規水処理膜の研究開発」に関する企
業と信州大学拠点との共同研究がスタートしている。 
 また、上述した国際科学イノベーションセンター（AICS）と AxC-PF では、AICS の施設や設備使用
料、AxC-PF からの会費（正会員一口 10 万円）及び共同研究費等により、自立的なプラットフォーム
を目指している。 

 
３）プラットフォームの機能 

＜サイエンス＞ 
本拠点の中核機関である信州大学では、ほぼ半世紀にわたりカーボンに関する研究を継続してお

り、カーボンナノチューブ（CNT）の製法である触媒気相成長（CCVD）プロセスを世界に先駆け
て開発し、ナノカーボンに関するコアコンピタンスを有している。 

また、CNT の分散技術を樹脂などに適用した複合材料（CNT/PA 複合膜）に関する知見を有し、
CNＴを始めとしてカーボン系材料に関するサイエンス基盤を有している。 

さらに、本拠点に参画する高度情報科学技術研究機構（RIST）では、CNT/PA 複合膜における
水分子が膜を透過する挙動又はファウラント※のタンパク質分子との相互作用などのシミュレーシ
ョンに関する知見も備えている。 

※水に含まれる有機物やバクテリア等の汚れ成分 
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＜特許・データ等知財プール＞ 
拠点発足時より知的財産権を取扱う「知的財産権取扱い規則書」及び参画企業との共同研究開

発契約に基づいた知財管理を進め、開発した技術の出願・権利化を図り、研究推進機構が、知的財
産権の一元的管理を行っている。 

研究開発活動から生じた発明は、先行技術調査、発明審査会を経て、種々の手続きを実施してい
る。発明審査会では、先行技術調査結果に基づいて、発明の特許性、戦略的なクレーム、出願可否、
出願審査請求及び国内移行（PCT 出願における外国出願）の移行国を検討している。これらも含
めて、知財の棚卸しを行いながら戦略的に特許権を取得する体制を整えている（図 発明審査会と
出願から登録までの流れ）。 

なお、プロジェクトのコア技術である CNT/PA 逆浸透複合膜及びパリレン透水膜に関して
は、既に特許（登録）が成立している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜製造・分析機器＞ 

上述した国際科学イノベーションセンター（AICS）には、水処理研究の小型/大型の成膜装置やモ
ジュール作製装置などを整備しており、小スケールから市販サイズと同等サイズの試作品を作製
することができる。さらに、試作モジュールを実環境に近い条件で評価することができる膜モジ
ュール評価装置を整えており、模擬海水を用い、ファウラント、各種薬剤などが投入可能で、
70℃程度までの高温加速条件での連続評価試験を実施することができる。 

 
 
 

図 小型機械製膜装置（成膜サイズ：0.2m×1.2m）（左）、大型機械製膜装置(成膜サイズ：0.5m×
70m）（中央）、モジュール評価装置(4 インチモジュール 2 本収納) （右） 

図 発明審査会と出願から登録までの流れ 
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＜テストベッド（フィールド、実証基盤）＞ 
本拠点では「ウォータープラザ北九州」に 40ft コンテナにパイロット試験設備を設置した実証

フィールドを整備している（2019 年）。この試験設備では、実海水に加えて下水処理水等の供給
が可能で、循環型の下水の再利用等も視野に入れた多様な水質の浄化プロセスの試験を実施でき
る。さらに、この試験設備は可搬型であるため、海外などの実証サイトに設備を移動して実証試験
をすることも可能である（図 ウォータープラザ北九州（実証試験地））。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜人材（参画者）/ネットワーク＞ 

信州大学拠点では、2016 年 4 月に本拠点の発足を契機として、工学部を改組し「水環境・土木
工学科」を設置している。2019 年から本研究科に所属する学部生が拠点の研究開発に関連するテ
ーマで卒業研究を実施しており、COI 拠点とも連携した活動が進められている（図 タンザニア水
環境改善プロジェクトへ参加（中屋研究室））。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

図 ウォータープラザ北九州（実証試験地） 

図 タンザニア水環境改善プロジェクトへ参加（中屋研究室） 



80 
 

【事例 14：名古屋大学拠点】 
１） 名古屋大学拠点の概要 

名古屋大学拠点は、人がつながる “移動”イノベーション拠点として「高齢者が元気になるモビリテ
ィ社会」目指して、畔柳滋 PL（トヨタ自動車株式会社 未来創生センター産学連携戦略室 担当部長）、
森川高行 RL（名古屋大学 教授）が中心となって活動を進めている。 

 
２）プラットフォームの体制 

本拠点では、名古屋大学内に置かれている未来社会創造機構の「モビリティ社会研究所」におい
て本拠点の掲げる主要な研究テーマが進められており、本研究所を中心としたイノベーション・プ
ラットフォームを整備している。 

モビリティ社会研究所は、未来社会創造機構内の部局横断プロジェクトとして推進してきた研究
開発領域が 2019 年 4 月に改組、設立され「人間中心の視点から未来のモビリティ社会を拓く」研
究・実証を推進している。 

本研究所は、産業界から外部ディレクターを招へいするとともに、外部有識者群と学内研究リー
ダー群によるボード組織を設置し、3 つの研究部門から構成されている。これら３部門には、既存
部局から専任教員が転籍、兼務、外部資金雇用の特任研究者等 100 名以上を配し、予算規模は 3.5
億点/年を想定している。なお、COI の成果を踏まえ「認知科学と制御工学の融合による知能化機
械と人間の共生(代表:鈴木教授(副 RL))」として JST 未来社会創造事業に採択(2017 年）されてい
る。 

 
図 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 
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３）プラットフォームのアセット  
上述したような体制を整えるとともに、本センターはイノベーション・プラットフォームとして以下

の機能を有している。 
＜サイエンス＞ 

モビリティ社会研究所では、学術（自動車工学と交通工学、人間工学、
情報工学、社会科学など）の異分野融合・連携によるモビリティシステム
/サービスをデザインする “移動イノベーション”の研究を進めており、そ
れに関する知見を蓄積している。こうしたこれまでに培ってきた知見をと
りまとめ、CASE 時代を切り開くテキスト「モビリティイノベーションシ
リーズ」を発刊した（全 5 巻を 2020 年 12 月までに発行完了）。 

さらに、自動運転など「革新的な技術が社会的に受容されるかどうか
に関する科学的分析」に関する体系化（「イノベーション受容学」の創出）
についても検討を積み重ねており、得られた知見を整理統合して 2022
年度中にテキストとして発刊予定である。 

 
＜特許・データ等知財プール＞ 
（知的財産の取り扱い） 

名古屋大学 COI 拠点専任の知財担当 URA を配置し、研究者や参画機関知財部門と密に連携しな
がら、知的財産に関するマネジメントを進めている。具体的には、技術のオープン・クローズの
選択や権利化時期、外国での権利化、ノウハウとしての秘匿などの拠点内の全知的財産権に係る
手続き、権利化方針及び実施許諾などを集約して管理している。 

さらに、名古屋大学 COI 拠点の全参画機関で合意された知財の取扱いや秘密保持の考え方を規
定した「COI 覚書」の考え方の遵守を前提とし、COI 拠点における研究の実施に対する実施料の
支払いを不要とし、共有知財ついては、非独占であれば大学への実施料の支払いを不要とする等
を進めている（表 契約面からの知財マネジメント）。 
 

表 契約面からの知財マネジメント 
 

ＣＯＩ覚書
の規定 個別共同研究契約の規定 

権利の帰属・ 
持分 

■発明者所属機関に帰属 
■共同発明の持分は、発明者等の貢献度を踏まえて決定 

バイドール バイドール
適用を前提 

国費を使用せず、参画機関の資金のみで創製された成果へ
のバイドール適用なし 

出願・維持費用
負担 規定なし 

非営利機関と営利機関との共同発明は、営利機関が全額負
担 
非営利機関間の共同発明は、原則持分負担 

権利者の実施  非独占：実施料支払い無しに実施可能(不実施補償無し） 
独 占：実施料等の協議の上、当事者間で協議 

図 モビリティイノベー
ションシリーズ第１巻 
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実
施
許
諾 

フォアグ
ラウンド 
知財 

■COI 研究の試験又は研究のために実施する場合は、実施料の支払い不要 
■当事者間で協議にもとづき、必要に応じ実施許諾に努め、事業形態、社
会インパクト等に  応じて個別に当事者が判断する 

バックグ
ラウンド 
知財 

■契約上の制約なし 
 計画書において、個別研究における成果の取扱いと同様の考え方とし、
研究用とへの実施許諾に対しては柔軟な対応を期待 

 
（データの整備について） 

本 COI 拠点では、約 400 名の同一の高齢ドライバーの心身機能及び運転行動の経年変化を捉え
たデータベース「Dahlia（DAta repository for Human LIfe-driving Anatomy）」を 2014 年から整備
している。 

この Dahlia は、5 年間で 20 以上の計測機器・アンケートを用いた 500 項目のデータ及び 150 万
キロ以上の日常運転におけるヒヤリハットデータ 1000 件を収集し、解析から得られた基礎知見を
データベース化したものである。 

こうしたデータを管理・拡充するとともに、有効活用するためのサービスを実施するため、2019
年 12 月に「一般社団法人モビリティと人のデータラボ」を設立している。この一般社団法人は、
Dahlia データの様々な変数のクロス分析や経年変化の分析が可能なデータセットの使用料金を設
定し、既に数社に対してサービスを提供している。また、企業秘密となる製品開発に関わる詳細な
分析や仕様策定は、個別の共同研究として進めることにより対応している。 

 
＜製造・分析機器＞ 

産学官連携によるモビリティ研究を推進するための実験装置・機器及びサポート体制を整備し、
企業など学外者の利用を促進している。具体的には、超小型 EV（コムス）、カート、乗用車、ミニ
バンといった多様な自動運転実験車や車両実証室に整備された高精度ドライビングシミュレータ
などを活用した実験ノウハウである。さらに、車両実証室にある車両及び実験装置の管理・運営や
実験サポートできる熟練技術者で構成されるテクニカルサポート室や NIC 共用設備連絡会、安全
教育などの体制も整備している。また、これらの設備や機器の貸し出し、サポートの利用料は、未
来社会創造機構の収入となっている。 

 
＜テストベッド（フィールド、実証基盤）＞ 

プログラム開始当初から愛知県と豊田市が参画し、特に豊田市とは実証実験フィールドとして
連携してきた。2017 年度から豊田市長と名古屋大学 COI 拠点の PL を中心とした「豊田市・名古
屋大学 COI 連携会議」を設けている。 

さらに、名古屋市と春日井市、幸田町が、それぞれ 2017 年度、2018 年度、2019 年度から拠点
に参画した。これらの自治体の参画により、豊田市の中山間地（足助地区）、春日井市のオールド
ニュータウン（高蔵寺）、名古屋市の都市部、幸田町の地方都市部といった地域特性に対応可能な
社会実証フィールドを愛知県内中心に整えた。 
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＜人材（参画者）/ネットワーク：共同研究活動＞ 
本拠点では、名古屋大学の産学官連携の中核施設である「ナショナル・イノベーション・コンプ

レックス（NIC）」内に参画機関が産学共同研究部門を設けて特任教員を常駐させて、アンダーワ
ンルーフでの産学官連携による研究開発推進体制を構築している。 

具体的には、トヨタ自動車とは、産学協同研究部門をフェーズ 2 当初 3 部門から研究開発強化の
ため 2017 年度に 3 部門新設して 6 部門体制になり、トヨタ自動車との幅広い連携を構築した。フ
ェーズ３に入り、COI プログラム期間内の社会実装の完遂のため、２部門に集約するとともに COI
での成果を踏まえた次期研究課題を名古屋大学の連携講座・部門制度を離れ、組織対組織の大型の
連携体制を進めている。また、こうした共同研究活動を通じてトヨタ自動車の技術者との交流機会
が増加し、技術者と研究者との間で化学反応が生まれ、社会実装に向けた研究開発が推進している。 

一方で、AGC 株式会社とは、これまでのライフサイエンス領域に加え、名古屋大学の強みである
モビリティ領域における応用研究や評価技術を活用した新商品開発及びプラズマ科学や材料研究
等の革新的基盤技術領域にまで拡大し、中長期的な連携を強化するため、包括連携協定を締結した
（2020.9）。 

上述したような共同研究開発だけでなく、移動イノベーションに関して、自動車・情報・交通・まち
づくりなどに関わる大学院生・研究者・企画部門ビジネスパーソンを対象に大学院・社会人リカレント
教育などの人材育成に向けて検討を進めている。 

 

 

参考：拠点形成の背景・経緯 
 名古屋大学内では、モビリティに関する研究を実施する教員が複数存在しており、教

員と企業が１対１の共同研究を中心にこれまで実施してきたが、企業からはワンストッ
プサービスが未達であるといった意見もあり、そうした意見を踏まえつつ、2011 年、名
古屋大学内に共同教育研究施設「名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター」が
創設された。 

本センターの創設により、コンタクト先が明確になっただけなく、他学部の実施して
いる研究内容を互いに知る機会となった。しかしながら、当初、専任の教員は数名であ
り、その他のセンター関係者は皆兼任であるなど、必ずしも盤石な体制とはいえなかっ
た。さらに、センターで顔を合わせる多様な分野の研究者らが本格的に連携し研究開発
を進めるには、シナジーを促す何らかの工夫が必要であった。そうした状況を踏まえ、
当センターの研究者らが中心となって COI プログラムに申請し、2013 年に採択された。 

採択後は、グリーンモビリティ連携研究センターが中心となって、横串的なプロジェ
クトとして、連携研究を推進してきた。2016 年 4 月に未来社会創造機構が創設された
ことに伴い、この機構の１領域としてグリーンモビリティ連携研究センターが位置付
けられ、2019 年に本機構の部局改組に伴い 2019 年 4 月に「モビリティ社会研究所」
が設立し、現在に至っている。 


