
10
2017

Vol.13 No.10 2017

Journal of Industry-Academia-Government Collaboration

https://sangakukan.jst.go.jp/journal/

特集

■ PKSHA Technology：アルゴリズムの先端技術で「未来のソフトウエア」を形にする

■ ティエムファクトリ：世界初の汎用透明断熱材実用化に向けて

■ サイフューズ：バイオ 3Dプリンタを用いて細胞のみで臓器をつくる！

■ FLOSFIA：最先端パワーデバイスで社会を創る

■ ORTHOREBIRTH：独自技術の整形外科用人工骨で米国進出

■ Lily MedTech：「乳がんと闘う」この言葉のない世界を目指して

大学発ベンチャー表彰
2017

オープン・クローズ戦略時代の知財マネジメント
第2回　何をオープンにして、何をクローズにするか

　連　載　

https://sangakukan.jst.go.jp/journal/


2

CONTENTS

Vol.13  No.10  2017

　巻　頭　言

大学発ベンチャーが挑む
－イノベーション推進による社会変革・産業変革への挑戦－	 山海嘉之	……… 3

　特　集

大学発ベンチャー表彰2017
	 日本の大学発ベンチャーの現状と課題	 松田修一	 ……… 4

	 大学発ベンチャー調査　調査結果サマリー	 	 ……… 7

	 大学発ベンチャー表彰2017
	 文部科学大臣賞にPKSHA	Technology、
	 経済産業大臣賞にティエムファクトリ	 朝賀克栄	 …… 10

	 株式会社PKSHA	Technology
	 アルゴリズムの先端技術で「未来のソフトウエア」を形にする	 上野山勝也	 …… 12

	 ティエムファクトリ株式会社
	 世界初の汎用透明断熱材実用化に向けて	 山地正洋	 …… 14

	 株式会社サイフューズ
	 バイオ3Dプリンタを用いて細胞のみで臓器をつくる！	 秋枝静香	 …… 16

	 株式会社FLOSFIA
	 最先端パワーデバイスで社会を創る	 人羅俊実	 …… 18

	 ORTHOREBIRTH 株式会社
	 独自技術の整形外科用人工骨で米国進出	 西川靖俊	 …… 20

	 株式会社 Lily	MedTech
	 「乳がんと闘う」この言葉のない世界を目指して	 東　志保	 …… 22

「ボールSAW」が好き過ぎて起業
東北大学発ベンチャー	ボールウェーブ株式会社	 	 …… 24

オープン・クローズ戦略時代の知財マネジメント
第2回　何をオープンにして、何をクローズにするか	 久慈直登	 …… 27

研究者リレーエッセイ
7年間の研究生活で得た楽しみと学び	 石原島由依	 …… 30

ロボカップ 2017名古屋大会
20 年目のロボカップ（RoboCup）	 野田五十樹	 …… 32

イノベーション・ジャパン2017～大学見本市＆ビジネスマッチング～
JSTフェア2017－科学技術による未来の産業創造展－
多彩な展示でJSTとその成果を伝える場	 川上　靖、遠藤麻里	 …… 35

第15回	産学官連携功労者表彰～つなげるイノベーション大賞～
内閣総理大臣賞は「単結晶ダイヤモンドの工業製品化」	 	 …… 37

視点　／　編集後記	 	 …… 39

連　載

　イベントレポート



Vol.13  No.10  2017 3

巻 頭 言

2006 年の世界の時価総額ランキングのトップ 5は、1位：エクソン・モービル 、2位：ゼネラ
ル・エレクトリック 、3位：マイクロソフト、4位：シティグループ、5位：BPであり、従来型
の巨大企業の中に既にベンチャー企業が登場している。そして17年8月、トップ5は、1位：アッ
プル、2位：アルファベット、3位：マイクロソフト、4位：フェイスブック、5位：アマゾンドッ
トコムというように、シリコンバレーの企業を中心に「ベンチャー企業」が上位を占めるに至って
いる。この 20年の間に、米国を中心に産業変革・社会変革が実現した事実は驚異的ともいえる。
このような産業変革・社会変革の立役者は「ベンチャー企業」。ベンチャー企業がイノベーショ
ンを推進して新市場・新産業の創出をけん引し、未来社会を築く主役としてやり抜いた。イノベー
ションとは、「新結合」「新しい切り口」「革新技術」などによって「社会的に意義のある新たな価値」
を創造し、新しい製品やサービスを生み出すことで産業変革・社会変革をもたらすことであり、革
新の担い手として「成し遂げる決意」を持った企業家（起業家）がリスクを乗り越えて新しい技術
や取り組みなどを経済サイクルに組み込む行為と密接に関わっている。
わが国においても、「イノベーション推進」を最重要課題として位置付け、日本を「世界で最も
イノベーションに適した国」とすべく、産官学が一体となって加速的に力を注いできた。その結
果、「大学発ベンチャー」創出への取り組みは着実に成果を出し始めている。人・ロボット・情報
系の融合複合新領域「サイバニクス」の創生に挑戦してきた筆者は、「科学技術は人や社会に役
立ってこそ意義がある」との思いで、04年、サイバニクス技術の社会実装を実現するために筑波
大学発ベンチャー「CYBERDYNE（サイバーダイン）株式会社」を設立した。社会課題解決のた
めの革新技術開発、新産業創出、手探りで未来開拓に挑む人材育成を同時展開し、14年 3月に東
証マザーズへの上場を達成した。現在、時価総額は 3,100 億円。世界初のサイボーグ型ロボット
「HAL®」は欧州全域で医療機器の認証を取得し、日本では治験を終え、進行性神経筋難病への治
療効果が認められ医療保険の適用も始まった。2年連続でトムソン・ロイター社から表彰、14年
度に日本ベンチャー大賞（経済産業大臣賞）、16年度には日本ベンチャー大賞（内閣総理大臣賞）
という栄誉を頂いた。
今、世界は「イノベーション・エコシステム」の競争モードに入ろうとしている。産官学での取
り組みは極めて重要で、社会的に失速させてはならないものも多い。社会変革をもたらすイノベー
ション推進のために、真に何が重要かを見据え、「産」は挑戦者としても協業者としても理念を持っ
て強いマインドで、「官」は大胆に、「学」は社会と一体的に、挑戦し続けてほしいと願う。
ここに、あるべき姿の未来を創る挑戦者たちにエールを送る。

■大学発ベンチャーが挑む　 　　　　
－イノベーション推進による社会変革・

産業変革への挑戦－

山海　嘉之
さんかい　よしゆき
CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長／CEO、筑波大学大学院 システム情報工学研究科 教授、
内閣府 ImPACTプログラム プログラムマネージャー
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特 集 大学発ベンチャー表彰 2017

1980 年代後半の平成のバブル景気に酔っていた夢が 1990 年に一瞬ではじけ、
バブルの整理による経済低迷に加えて、少子高齢化による「ハイコスト国家」が
明確化した。「課題先進国」である日本が、ハイコスト国家を乗り越え、経済的
活力と若者の挑戦する意欲を引き出す「てこ」として、研究・教育の中核を担う
大学に研究と教育の成果の社会実装まで関与し大学の自律を求めた流れの中に、
大学発ベンチャー企業の輩出があると考えられる。

ここでは、「科学技術立国日本」を確立するための、日本の技術ベンチャー企
業振興の流れを俯瞰的に把握し、「大学発ベンチャー企業 1000 社計画」の背景
と現状、大学発ベンチャー輩出のエコシステムの確立、大学発ベンチャー簇業

（そうぎょう）への課題について検討する。

 ■日本の技術ベンチャー企業振興の流れ 

1995 年、わが国の科学技術政策の基本的な枠組みを与える科学技術基本法が
施行されて以降、技術ベンチャー支援の動きが活発になった。

ベンチャーを含む中小企業行政は、常に全体の底上げを念頭に置いていた。出る
杭をもっと伸ばすための時限立法が、96 年の「中小企業の創造的事業活動の促進に
関する臨時措置法」である。「死の谷」が深く、長期赤字を余儀なくされる技術ベ
ンチャー企業の赤字繰り越しが 5 年から 10 年に延長され、技術ベンチャーへの証
券市場からの資金調達を可能にするマザーズなどの開設の先駆け的な動きだった。

また、大学機能は研究と教育が本務だが、教員の研究成果を権利化し外部との
共同研究を加速するため、98 年に承認 TLO 制度、99 年には日本版バイ・ドー
ル制度が相次いで制度化された。

 ■「大学発ベンチャー企業 1000 社計画」の背景と現状 

科学技術振興政策の延長線上には、大学の研究成果を自ら事業化し、大学財政
の自律化を促したのが 2001 年時点の閣議決定で打ち出された「大学
発ベンチャー 1000 社計画」である。この時点で日米の比較をすると、
表 1 の通りである。

インターネットが普及し始めたことも相まって、大学発ベンチャー
は毎年 150 ～ 250 社ペースで増加し、3 年後には目標の 1,000 社を
超えたが、08 年のリーマンショック後の株式市場低迷もあり、増加数
は 50 社前後と低迷した。IPO（新規上場）をした大学発ベンチャーは
20 社を超えたが、日本経済のイノベーションをけん引するような大学

日本の大学発ベンチャーの現状と課題

松田　修一
まつだ　 しゅういち

早稲田大学 名誉教授／
日本ベンチャー学会 理事

　 日本 米国

大学発ベンチャー
企業数 128 2,256

技術移転機関
（TLO） 22 130

技術移転件数 69 15,480

 表 1 　 日米の大学発ベンチャー、TLO、 
技術移転件数の比較
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発ベンチャーを輩出することはできなかった。
15 年の経済産業省の調査において存在が確認された大学発ベンチャーは

1,773 社で、設立年月日別推移は図 1 の通りである。清算や閉鎖した企業もあ
るので、設立総数は 2,000 社を超えているものの、存続累計数は 08 年の 1,807
社をピークに減少傾向だったが、15 年はやや持ち直している。

大学発ベンチャーの収益改善調査で注目すべきは、単年黒字（累積赤字と
累積赤字解消含む）が、
55.6％に増加していると
いうことだ。有効回答数
が 33.9％なので、66.1％
の無回答が気になるが、
単年度黒字の損益分岐点
を超えている会社数の割
合が高くなっているのは
確かである（表 2）。

大学発ベンチャーは研究成果の事業化がほとんどのため、「B to B」ビジネスが
通常である。00 年初頭の大学発ベンチャーの設立件数を競った当初から、大学の
産学連携組織が整備され、ベンチャーキャピタルをはじめ民間の大学向け橋渡し
支援が徐々に充実し、官民のギャップファンドを活用し企業との資本や技術連携
が可能となった時点で設立するなど、「死の谷」を乗り越えるすべをベンチャー企
業とその支援関係者が学んできたことが、収益改善要因に影響している。

なお、帝国データバンクは 17 年 4 月、大学発ベンチャーの 858 社の調査の
結果を次のように要約している。業種別に見ると、最多が「サービス業」（411
社）で、IT・バイオ関連業種が多く目立ち、社長年齢別では「60 歳代」が、従
業員数別では「5 人以下」が最多で、都道府県別では「東京都」（236 社）が最多、
大学別では約 1 割が東京大学である。

 ■大学発ベンチャー輩出のエコシステムに向けて 

2001 年以降、日本経済のイノベーションをけん引するような大学発ベンチャー
が輩出しておらず、大学研究者が事業経営者に適していないことが明確になった。
最近の大きな変化は、大学研究室のシーズを市場・顧客視点で事業化したいとい

 図 1 　出典：経済産業省「平成 27 年度大学発ベンチャー調査」（2016）

調査対象
年度

事業開始前
（PoC* 前）

事業開始前
（PoC 後）

事業開始後
単年赤字

単年黒字
累積赤字

単年黒字
累積解消

2004 23.20% 28.60% 21.60% 11.10% 15.50%

2008 20.50% 22.70% 26.00% 10.60% 20.20%

2014 9.80% 18.50% 28.60% 26.10% 17.00%

2015 3.90% 7.10% 33.40% 24.10% 31.50%

*PoC：概念実証（proof of concept）

 表 2 　大学発ベンチャーの収益改善状況の推移
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う修士や博士課程の学生が増え、国内外でビジネス感覚を磨いたプロ経営者が研
究成果を社会実装したいという研究者との出会いの場も提供されるようになった。

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）や国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）などの公的機関が、投下した研究成果の事業
化を促進するエコシステムの後押しを始めた。研究のための研究者への支援か
ら、研究成果を社会実装するための専門家（プロモーターやカタライザー）の支
援を受けて、研究成果の社会実装と設立間もないベンチャー企業の成長支援を加
速するために、公的資金を有効活用し、大学発ベンチャーの成功確率を高めるこ
とを指向している。

また 13 年には、研究成果の事業化により設立された大学発ベンチャーへ投資
するため、東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学に対して 1,000 億円の傾
斜配分予算措置が取られた。14 年には、設立したベンチャー経営者不足を解消
するため、グローバルアントレプレナー育成促進事業（EDGE）が 13 大学で運
営され、挑戦しようとする方々のロールモデルになるよう、大学等の研究成果を
基盤にした大学等ベンチャー企業の顕彰制度も始まった。

 ■大学発ベンチャー企業簇業（そうぎょう）への課題 

技術・人材・市場・資金をシームレスに統合したエコシステムは、研究成果の
社会実装というベンチャー企業の輩出を起点に充実しつつあるが、財政豊かな世
界のトップ大学と肩を並べ、世界経済のダイナミズムに追い付くためには、大学
およびその周辺から草木が生い茂るような大学発ベンチャー企業の簇業が不可欠
である。そのためには、次のような五つの課題を解決する必要がある。

１．大学研究室の人材ポートフォリオを
研究室の学生は、論文作成や研究補助の修士・博士課程の学生が多く、アカデミック指向に偏重してい

た。研究成果を社会実装したいという技術を活用し、高収益モデルを構想する技術経営（MOT）指向の学
生を研究室から輩出する発想が不可欠である。
２．大学知財取得の戦略性

大学は研究成果のシーズ集を発行したが、ほとんど効果がなかった。大学取得知財の活用自由度、周辺
特許も含めた集積、特許協力条約（PCT）出願、非特許ノウハウなど活用視点に立った知財戦略が必要で
ある。
３．大学の自主運営可能な自主財源を

リサーチ大学から研究成果を生かす「アントレプレナー大学」に脱皮し、財政基盤を確立するには、「産
連本部」に事業企画のプロが必要で、事業支援能力と技術ベンチャーへの出資力が不可欠である。ことし
3 月に総理大臣官邸で行われた「第 6 回未来投資会議」で、大学発ベンチャーの株式を一定期間保有する
制度改革方針を決め、大学財政の自主運営を正面から認め始めた。
４．大学アルムナイの充実

大学発展のエコシステムの中核は、出身関係アルムナイ（OB ＆ OG）組織である。ベンチャー簇業の
支援最適ネットワーク組織を組成し、基礎研究への先行投資資金の基金づくりのインフラを充実する必要
がある。
５．地域と連携した大学運営

地域に生かされてこそ、若者集団大学の地域における存在価値がある。卒業後は地域から出ていくこと
を嘆く声が多いが、未来志向で活動を始めた首長を擁する地域企業と大学の実践的活動の場づくりの組織
と最適な人材の配置が、大学発ベンチャーの第一歩であり、大学と地域の眠れる経営資源を動かすことが
地方創生につながる。

「少子超高齢実験国」である日本を活力ある国に再興するには、大学の研究成
果を社会実装した大学発ベンチャーを簇業させ、財政の自律化を確立した大学が
日本のイノベーションエンジンになる。
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特 集 大学発ベンチャー表彰 2017

 ■経済産業省調査　大学発ベンチャー 1,851 社、 
　 黒字企業 55.6％、閉鎖 169 社 

2017 年 4 月経済産業省発表の「平成 28 年度大学発ベン
チャー調査　調査結果概要」によると、存在が確認された
大学発ベンチャーは 1,851 社。前年の 15（平成 27）年度
の 1,773 社から 78 社増加した。また 15 年度調査以後に
閉鎖した会社は 169 社。大学発ベンチャーの事業ステージ
は、15 年度調査時は⿊字化した大学発ベンチャーの割合は
55.6％だったが、16 年度では 55.7％とほぼ同様だった。

大学発ベンチャー創出数では、1 位の東京大学が突出し
216 社、以下そのほとんどを国立大学が占める中、私立大
学では早稲田大学が 62 社で 1 位、慶應義塾大学が 42 社で
2 位と続く。またデジタルハリウッド大学が 10 位と健闘。
日本初の株式会社立の大学としてビジネスマインドの高さ
がうかがえる（表 1）。

また、同調査における大学発ベンチャーの定義は表 2 を
参照されたい。

 ■回答率 16.9％　際立つ低さ 

経済産業省の「大学発ベンチャー設立状況等調査」は、
全国の大学、高専、TLO、インキュベーション施設、都道
府県（計 1,275 機関）を実施対象とし、各機関が把握して
いる大学発ベンチャーにアンケート調査を実施。そのうち、
現存する大学発ベンチャーのみを抽出。1,275 発送のうち
597 回収した。

ここでは触れていないが、その後「大学発ベンチャーに

大学発ベンチャー調査　調査結果サマリー

イノベーションを通じた成長力強化が求められる状況下で、最先端の「知」が集
積する大学の研究成果を事業化する大学発ベンチャーへの期待は依然として高
い。ことし 4 月に経済産業省（平成 28 年度大学発ベンチャー調査）や民間調査
会社の株式会社帝国データバンク（大学発ベンチャー企業の実態調査）から、大
学発ベンチャーに関する調査結果が相次いで公表された。それぞれの調査方法が
異なるなど、各大学が関係する大学発ベンチャー企業数には大きく乖離（かいり）
が見られるが、公表データに基づいて概略をまとめた。

順位 分類 ⼤学名 社数
1 国 東京⼤学 216
2 国 京都⼤学 97
3 国 筑波⼤学 76
3 国 ⼤阪⼤学 76
5 国 九州⼤学 70
6 私 早稲⽥⼤学 62
7 国 東北⼤学 53
8 国 東京⼯業⼤学 50
9 国 北海道⼤学 48
10 ※ デジタルハリウッド⼤学 43
11 私 慶應義塾⼤学 42
12 国 九州⼯業⼤学 38
12 国 名古屋⼤学 38
12 国 広島⼤学 38
15 私 ⿓⾕⼤学 36
16 私 ⽴命館⼤学 33
17 公 会津⼤学 29
18 国 岡⼭⼤学 28
19 国 神⼾⼤学 26
20 私 光産業創成⼤学院⼤学 25
21 私 グロービス経営⼤学院⼤学 23
22 国 名古屋⼯業⼤学 21
23 国 静岡⼤学 20
23 国 ⿅児島⼤学 20
23 国 三重⼤学 20
26 国 東京農⼯⼤学 19
26 公 ⼤阪府⽴⼤学 19
28 国 電気通信⼤学 18
29 国 ⿃取⼤学 17
29 国 ⼭⼝⼤学 17
29 国 岩⼿⼤学 17
29 国 横浜国⽴⼤学 17

※は株式会社⽴

 表 1 　2016 年度 大学別大学発ベンチャー創出数
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関する基礎調査」も実施し、先の「大学発ベンチャー設立状況等調査」によって
設立が把握された大学発ベンチャーを対象に、各大学発ベンチャーの起業した年
度や 2015 年度の従業員数・売上高など具体的な項目で調査を行ったようだが、
調査票の発送数 1,959 のうち回収できたのは 332、回答率 16.9％とその低さが
際立つものとなった。

 ■帝国データバンク　大学発ベンチャー企業の実態調査 858 社を集計 

一方、株式会社帝国データバンクが発表した「大学発ベンチャー企業の実態調
査」は、企業概要データベース「COSMOS2」のほか、信用調査報告書ファイル、
その他外部情報などを基に、大学発ベンチャー 858 社を集計・分析したもの。

従業員数は「5人以下」の少人数経営が最多
従業員数別に見ると（表 3）、「5 人以下」（代表のみで経営

を行っている企業を含む）が 510 社（同 59.4％）となり、全
体の約 6 割を占めた。「6 ～ 20 人以下」（231 社、同 26.9％）
と合わせると、従業員数 20 人以下の企業が全体の約 86.3％を
占め、大学発ベンチャーの多くが少人数で構成された企業と
いえる。

大学別　上位 11校中 10校が国立大学
大学別に見ると（表 4）、トップは東京大学の 93 社。以下

東北大学の 43 社、大阪大学の 42 社。9 位の慶應義塾大学（26 社）を除き、11
校中 10 校が国立大学となったほか、全体の約 1 割を東京大学発ベンチャーが占
めた。また、公立・私立大学だけで見ると、慶應義塾大学（26 社）と早稲田大
学（18 社）が上位を占めるほか、会津大学、近畿大学、東海大学（13 社）など
が上位となった。前出の経済産業省の調査結果と大きく違いが見られる。

⼤学発ベンチャーの定義 企業数 構成比
1．研究成果ベンチャー
  　 ⼤学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス⼿

法を事業化する⽬的で新規に設⽴されたベンチャー
1,114 60.2%

2．協同研究ベンチャー
  　 創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設⽴ 5 年以内に

⼤学と協同研究等を⾏ったベンチャー
165 8.9%

3．技術移転ベンチャー
  　 既存事業を維持・発展させるため、設⽴ 5 年以内に⼤学から技術移

転等を受けたベンチャー
73 3.9%

4．学⽣ベンチャー
  　 ⼤学と深い関連のある学⽣ベンチャー 387 20.9%

5．関連ベンチャー
  　 ⼤学からの出資がある等その他、⼤学と深い関連のあるベンチャー 112 6.1%

合計 1,851 100.0%

 表 2 　大学発ベンチャー　分類別企業数と比率（2016 年度）

従業員数別 社数 構成比
5 人以下 510 59.4%
6 人～ 20 人以下 231 26.9%
21 人～ 50 人以下 82 9.6%
51 人～ 100 人以下 24 2.8%
101 人以上 11 1.3%

合計 858 100.0%

 表 3 　大学発ベンチャー　従業員数別の会社数と比率
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業績動向　売上高 1億円未満が 9割以上
2015 年の業績が判明した大学発ベンチャー 817 社を

売上高別に見ると（表 5）、最も多かったのは「5,000
万 ～1 億円未満」の 377 社（構成比 46.1％）。以下、「1
億 ～10 億円未満」（260 社、同 31.8％）、「5,000 万円
未満」（145 社、同 17.8％）と続き、売上高 10 億円未
満の企業が全体の 9 割以上を占めるなど、経営規模が小
規模にとどまる企業が多い。 また、大学発ベンチャー
の過去 10 年間の売上高合計推移を見ると、08 年のリー
マン・ショック以降売上高は伸び悩んでいたが、11 年
以降は増加。15 年では 07 年以降で最高となる約 1847
億 9300 万円を記録した。1 社当たり売上高平均につい
ても、07 年（約 2.53 億円）以降減少傾向にあったが、
15 年には約 2 億 2600 万円まで回復した。 

業歴別損益動向　設立「5年未満」約 6割が赤字
大学発ベンチャー 858 社のうち、15 年の収益が判明

した 510 社の損益動向を見ると、全体の 58.4％（298
社）が⿊字だった。しかし、業歴別にみると設立から

「5 年未満」（47 社）の企業は 61.7％が赤字計上となり、
全体の赤字（構成比 41.6％）より 20.1 ポイントも高く
なった。多くの企業で研究・開発費などの投資が先行す
るため、特に設立直後の企業において事業が安定化する
までは収益性が低調になりやすく、設立「5 年未満」において赤字経営の割合が
多くなる要因の一つに考えられる。

 （構成：本誌編集長　山口泰博）

順位 分類 ⼤学 社数
1 国 東京⼤学 93
2 国 東北⼤学 43
3 国 ⼤阪⼤学 42
4 国 京都⼤学 38
5 国 九州⼤学 35
6 国 筑波⼤学 30
6 国 東京⼯業⼤学 30
7 国 北海道⼤学 28
8 私 慶應義塾⼤学 26
9 国 九州⼯業⼤学 19
9 国 広島⼤学 19
10 私 早稲⽥⼤学 18
11 公 会津⼤学 13
11 私 近畿⼤学 13
11 私 東海⼤学 13

売り上げ構成 社数 比率
5,000 万円未満 145 17.8%
5,000 万円 ～1 億円未満 377 46.1%
1 億円 ～10 億円未満 260 31.8%
10 億円 ～50 億円未満 32 3.9%
50 億円以上 3 0.4%

合計 817 100.0%

 表 4 　大学発ベンチャー　大学別会社数

 表 5 　売上高別の社数と比率　※ 2015 年の業績が判明した企業のみ
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特 集 大学発ベンチャー表彰 2017

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）と国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）は「大学発ベンチャー表彰 2017」の受賞者を
決定し、8 月 31 日に東京ビッグサイトにおいて、林芳正文部科学大臣、および
大串正樹経済産業大臣政務官ご臨席の下、表彰式を行った。受賞者は会場に入り
きらないほどの多数の参加者より熱い祝福を受けた。

大学発ベンチャー表彰制度は平成 26（2014）年度に創設され、今回は第 4 回
目となる。大学等＊ 1 の成果を活用して起業したベンチャーのうち、今後の活躍
が期待される優れた大学発ベンチャーと、特にその成長に寄与した大学や企業な
どを併せて表彰することで、大学等における研究開発成果を用いた起業および起
業後の挑戦的な取り組みや、大学や企業などから大学発ベンチャーへの支援や協
力がより一層促進されることを目指している。また今年度より、創業間もない若
手起業家のエンカレッジを目的に、「アーリーエッジ賞」を新設した。

今年度の応募総数は 53 社（前年度比＋ 9 社）。外部専門家で構成された選考
委員会による書面選考、面接選考を経て六つのベンチャーが受賞となった。

文部科学大臣賞は PKSHA Technology。さまざまな大学の研究室の知恵を結
集し、人工知能領域のアルゴリズムサプライヤーとして各領域のトップ企業へア
ルゴリズムを提供して急速に成長しており、今後グローバルな活躍が大いに期待

大学発ベンチャー表彰 2017
文部科学大臣賞に PKSHA Technology、
経済産業大臣賞にティエムファクトリ

朝賀　克栄
あさか　 かつえい

国立研究開発法人科学技
術振興機構 産学共同開発
部 起業支援室 調査役

【文部科学大臣賞】
　ベンチャー：株式会社 PKSHA Technology 代表取締役　上野山勝也
　支援大学等：東京大学 工学系研究科 技術経営戦略学専攻 特任准教授　松尾 豊

【経済産業大臣賞】
　ベンチャー：ティエムファクトリ株式会社 代表取締役　山地正洋
　支援大学等：京都大学 大学院理学研究科化学専攻 准教授　中西和樹
　支 援 企 業：YKK AP 株式会社 経営企画室 事業開発部長　東 克紀

【科学技術振興機構理事長賞】
　ベンチャー：株式会社サイフューズ 代表取締役社長　川野隆清
　支援大学等：佐賀大学 医学部臓器再生医工学講座 教授　中山功一

【新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞】
　ベンチャー：株式会社 FLOSFIA 代表取締役社長　人羅俊実
　支援大学等： 京都大学 工学研究科 附属光・電子理工学教育研究センター 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　藤田静雄
　支 援 企 業 ：株式会社東京大学エッジキャピタル（UTEC） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　郷治友孝

【日本ベンチャー学会会長賞】
　ベンチャー：ORTHOREBIRTH 株式会社 代表取締役社長　西川靖俊
　支援大学等：名古屋工業大学 大学院工学研究科 生命・応用化学専攻 教授　春日敏宏

【アーリーエッジ賞】
　ベンチャー：株式会社 Lily MedTech 代表取締役　東 志保
　支援大学等：東京大学 大学院医学系研究科 教授　東 隆

大学発ベンチャー表彰 2017　受賞者（敬称略）

＊ 1 
国公私立大学、高等専門学
校、国公立試験研究機関、
国立研究開発法人、公益法
人などの非営利法人を指す。
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できる点が評価された。
経済産業大臣賞はティエムファクトリ。同社の透明断熱材エアロゲルは、応用

範囲が広く、素材ベンチャーとしてのポテンシャルは非常に高い。今後支援企業
との協業により社会に実装されればそのインパクトは大きく、世界的な活躍が期
待できる点が評価された。

JST 理事長賞はサイフューズ。独自の細胞積層技術を有し、さまざまな大学と
協力して複数の再生医療製品の導出に向けて研究開発を進捗させている。今後再
生医療市場における広く基盤的な技術として普及し、大きなインパクトの創出が
期待される。

NEDO 理事長賞は FLOSFIA。独自技術により世界で初めて酸化ガリウムの単
結晶を実現し、超低損失、低コストなパワーデバイスの実用化を目指している。電
化製品から車載機器までその応用可能性は非常に広く、今後の成長が期待される。

日本ベンチャー学会会長賞は ORTHOREBIRTH。独自技術を用いた綿形状
人工骨を米国で先行して実用化を行うなど思い切った戦略を着実に実現してお
り、今後、世界市場への展開により大きな成長が期待される。

アーリーエッジ賞は Lily MedTech。既存の乳がん検査の課題を克服しうる社会
的意義の高い製品の実用化を目指して、スピード感のある事業展開を行っている。

選考委員会の委員長である松田修一氏（早稲田大学名誉教授）は、今回の選考
について以下のように講評している。

　受賞した 6 社とも、日本で生まれ世界で活躍するボーン・グローバル・ベン
チャーとして、日本の産業構造変革の担い手になる可能性を持っていると確信し
ている。また、今回受賞対象にならなかったベンチャー企業であっても、ぜひ来
年も挑戦してほしい。
　「技術に勝ってビジネスに負けた」といわれて久しい日本だが、大学や研究機
関の研究成果をもとに、シードアクセラレ－ター機能を持ったベンチャーキャピ
タルや大企業との Win － Win 連携で新たな産業構造を再構築していくことを、
審査委員会一同期待している。

大学発ベンチャーが創出され、成長し、社会にイノベーションもたらすまでの
過程においては、産学官による息の長い支援が必要である。本表彰制度が、そう
した支援体制のより一層の整備のための一助になれば幸いである。
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特 集 大学発ベンチャー表彰 2017

 ■アルゴリズムの先端技術で「未来のソフトウエア」を形にする 

株式会社 PKSHA Technology（パークシャテクノロジー、以下「当社」）は
深層学習技術を用いた「各種ソフトウエア・ハードウエアを知能化する技術」の
研究開発と社会実装を行う東京大学発ベンチャー企業として、2012 年、深層学
習のブレークスルーとともに、東京大学松尾研究室の卒業生により、東京大学産
学協創推進本部内に設立された。アルゴリズム領域の最先端の技術キャッチアッ
プからその応用までをワンストップで行うべく、東京大学、東京工業大学、東北
大学、奈良先端科学技術大学院大学の情報科学分野の研究者が多く所属し、先端
情報技術の産業応用という文脈にモチベーションを持ち、製品開発とビジネス開
発を行っている。
「未来のソフトウエアを形にする」をコーポレートミッションに掲げ、主に自

然言語処理、画像認識、機械学習／深層学習技術に関わるアルゴリズムソリュー
ションを展開し、さまざまなソフトウエアおよびハードウエア上に組み込こむこ
とで、顧客企業の業務の半自動化・自動化を通じた業務効率化、サービス・製品
の付加価値の向上、サービス自体のモデル革新を支援している（図 1）。

株式会社 PKSHA Technology
アルゴリズムの先端技術で

「未来のソフトウエア」を形にする

上野山　勝也
うえのやま　 かつや

株式会社 PKSHA 
Technology 代表取締役

【大学発ベンチャー表彰 2017】文部科学大臣賞
さまざまな大学の研究室の知恵を結集し、人工知能領域のアルゴリズムサプラ
イヤーとして、大手企業のインフラを活用しながら、各領域のトップ企業へア
ルゴリズムを提供するなど大企業との連携を元にした急速な成長等が高く評価
された。今後国内のみならずグローバルな活躍を大いに期待する。

 図 1 　画像識別エンジン「PKSHA Vertical Vision」・自動応答エンジン「BEDORE」
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当社は下記の四つのステップで、知的な処理を行う未来のソフトウエアが社会
に普及していくと考えている（図 2）。12 年以降の深層学習技術の登場を機に、
インターネットに接続されたソフトウエアが帰納的推論能力を有した（ヒトでは
なくデータにより記述される）アルゴリズムに置き換わり始めており、今後も知
能化されたソフトウエアの普及は加速度的に進んでいくと思われる。

日本の労働人口の減少に伴い労働生産性の維持・向上の社会的要請が高まる中
で、当社が「未来のソフトウエア」としてのアルゴリズムを自ら形にし、近未来
のポストデジタル情報社会へ向けて価値を創造することに大きな社会的意義を感
じている。

 ■アカデミアとの連携・新たな産学連携のカタチを模索・体現 

深層学習技術の社会実装のチャレンジの一つに、「深層学習領域のソフトウエ
ア技術」「制御デバイス技術」「光学センサー技術」という三つの異なる技術分野
の技術をすり合わせ、実装していくということがある。

学問分野では縦割りの構造が一定程度存在しているが、深層学習技術を社会実
装するためには、分野をまたぎ、技術をすり合わせる技術開発が重要であり、当
社は意識的に分野横断のすり合わせ技術への取り組みを行っている。

その手段として、情報科学分野の複数の研究室と、さまざまなレベルでの技術
連携を行っている。第一に、当社に所属するエンジニア・研究者が研究室の社会
人博士として各研究室に所属するケースが増えている。

研究者が当社に入るケースと、当社の技術者がより専門性を高めるために研究
室に所属する両方のケースが存在する。これらは研究のためのデータへのアクセ
スや経済的な安定性を技術者に提供できるという面で、情報科学技術の研究者・
技術者のニーズに合ったものであると考えており、研究成果を社会実装する新し
い産学連携の仕組みとしても機能していると考える。

当社はアカデミアの知見を翻訳し社会実装する企業として、今後もアカデミア
との連携をさらに高め、ポストデジタル情報社会をけん引する存在でありたいと
考えている。

 図 2 　当社の考えるアルゴリズムの浸透プロセス
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 ■ SUFA の役割と可能性 

当社は超軽量透明断熱材 SUFA（スーファ）の事業化を進めている。この材
料は学術的にはエアロゲルと呼ばれており、地球上の固体の中で最も軽く最も断
熱性能の高い材料として知られている。

省エネによる CO2 排出量削減が喫緊の課題となってきた昨今、地球上の固体で
最も断熱性能の高いエアロゲルの重要性が再認識され、世界中で数十社のエアロ
ゲルメーカーが設立された。しかし、いずれのメーカーでも高透明度で大きなエ
アロゲルは作ることができず、エアロゲルを細かく砕いたパウダータイプ（写真
1）や、その二次加工品のみに限定されているのが現状である。しかし当社は、京
都大学との共同研究の結果、現実的なコストで板状（モノリス）エアロゲル（写
真 2）を生産する技術の発明に成功し、これを SUFA（=Super Functional Air）
と名付けた。モノリスタイプでなければ透明性を維持することは難しく、当社が
SUFA の量産化に成功すれば、世界初の透明断熱材サプライヤーになると考える。

これまで透明な断熱材は一般市場に流通していなかったため、窓などの透明部
分の断熱には真空ガラスや不活性ガス封入技術を用いるしかなかったが、SUFA
をガラスにサンドイッチのように挟むだけでトリプルガラス以上の性能が得られ
る。また、将来的には SUFA 自体が超高断熱軽量ガラスとして、世界中の窓ガ
ラスをリプレイスできる可能性を秘めている。

ティエムファクトリ株式会社
世界初の汎用透明断熱材実用化に向けて

山地　正洋
やまじ　 まさひろ

ティエムファクトリ株式
会社 代表取締役

【大学発ベンチャー表彰 2017】経済産業大臣賞
モノリス化された透明断熱材エアロゲルは、高い断熱性能と光透過性から応用
範囲が非常に広く、素材ベンチャーとしてのポテンシャルの大きさ等が高く評
価された。YKK AP との協業を通じ、建材としての活用が実装されれば社会的
なインパクトは大きく、国内のみならず、世界的な活躍が期待できる。

 写真 1 　（左）グラニュール形状、（右）パウダー形状  写真 2 　モノリス形状



15

特 集

Vol.13  No.10  2017

SUFA は、世界で最も使われている断熱材（グラスウール）の約 3 倍の断熱
性能を持っている。つまり従来の断熱性能を実現するための断熱材の 3 分の 1
の厚さで済むため、透明である特徴を抜きにしても、既存の断熱材料に比べて住
空間や輸送機などへの実装において大きなメリットとなる。

 ■ NEDO 採択が転機に 

2014年度に、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
スタートアップイノベーター（SUI）に 440 社の中から選ばれた。この制度は年
間数千万円の活動資金が助成率 100% で提供されるだけでなく、メンターとして
著名な起業家に各チームをサポートしていただけるという至れり尽くせりの制度
であった。この制度によって、SUFA の元となる知財の確立を行うことができ、
YKK AP 株式会社との共同開発体制を構築することができた。また、16 年度に
は NEDO 戦略的省エネルギー革新技術プログラムにも採択された。

当社のエアロゲルは、他社品と比べてコストが 60 分の 1 と圧倒的に安く、量
産化が可能である。これは製造方法（図 1）に大きな特徴があるためで、その製
造方法を使うためには幾つかの特許とノウハウを駆使する必要がある。しかし
14 年時点ではそれらが一つの事業体の下にまとまっておらず、誰も使えない状
況であった。それを 15 年度に NEDO SUI 制度のバックアップを受けつつ、当
社だけが使える状況に持っていくことに成功した。この知財の整備が最も注力し
たポイントであった。

 ■「量産開発向け助成金」の創設を 

ベンチャー向けの支援は多く、前述のように当社も助成金制度によって今に至
るといっても過言ではない。しかし制度の多くはシード期向けであり、金額も年
間数千万円程度のものがほとんどである。

当社のような素材系ベンチャーにとって、量産開発は高額な装置の設計・購入
や、開発人員の投入などを進めていく必要があり、この金額では到底進めるこ
とができない。かといって助成額が年間 1 億円を超えるような大型の助成金は、
実用化直前まで事業が進んでいないと採択は難しい。素材に限らず、多くのハー
ド系ベンチャーにとっては、「死の谷」となるこの量産開発フェーズでの支援が
最も必要と考えている。

 図 1 　製造工程比較図
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 ■細胞のみから成る三次元組織の構築 

株式会社サイフューズ（東京都文京区、以下「当社」）は、当時九州大学医学
部整形外科の中山功一先生（現佐賀大学医学部臓器再生医工学講座教授、当社創
業者）が発明した「細胞だけで立体的な組織・臓器を作製する基盤技術」を基に、
2010 年に設立した九州大学発の再生医療のベンチャー企業である。

当社の基盤技術は、細胞凝集現象により得られる「スフェロイド」と呼ばれる
数万個の細胞の塊を、型枠または剣山「Kenzan」と呼ばれる治具上に立体的に
積み立てることで、細胞だけで厚みのある立体的な組織・臓器を構築するもので
ある（図 1）。人工材料（スキャフォールド）を用いずに、細胞のみで移植可能
な大きな組織や臓器を作製できる点においては、世界でも他にない新規性と独創
性を持つ技術である。また当社は、この基盤技術をオートメーション化させた細
胞版の 3D プリンター「バイオ 3D プリンタ『regenova®』」（図 2）を、澁谷工
業株式会社（石川県金沢市）と共に開発し、12 年から販売を開始。現在までに
国内外の複数機関に装置を設置しており、各研究機関におけるシーズ開発が徐々
に加速してきている段階である。今後は実用化に進めるシーズの選定と、さらな
る発掘と拡大に向けて、引き
続き国やアカデミアと連携し
ながら、開発に取り組んで
いきたいと考えている。現
在開発を進めているパイプ
ラインとしては、骨軟骨再
生、血管再生、末梢（まっ
しょう）神経再生などが挙げ
られるが、いずれも再生医療 
分野での実用化へ向け、国内
外の大学や研究機関、多くの
民間企業と連携している。

株式会社サイフューズ
バイオ3Dプリンタを用いて
細胞のみで臓器をつくる！

秋枝　静香
あきえだ　 しずか

株式会社サイフューズ　
取締役

【大学発ベンチャー表彰 2017】科学技術振興機構理事長賞
独自の細胞積層技術を有し、さまざまな大学と協力し、複数の再生医療製品の
導出に向けて研究開発を進捗させている点などが高く評価された。三次元化技
術は再生医療市場の 3 割超に必要とされる技術であり、今後広く基盤的な技術
として普及し、大きなインパクトを創出することが期待できる。

 図 1 　株式会社サイフューズのプラットフォーム技術
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 ■起業から現在に至るまで 

2010 年の起業までを振り返ると、大学での基礎
研究に始まり事業化に至るまで、国の助成金と大学
の支援なしに当社の設立と発展は成し得なかった。
特に、07 年度からの国立研究開発法人科学技術振興
機構（JST）育成研究により「バイオ 3D プリンタ」
の開発が加速したことを受け、現在の装置販売およ
び新たなシーズ開発につながっていること、また 09
年度からの JST「研究成果最適展開事業（A-STEP）」
の「フィージビリティスタディ（FS）・ステージ可能性発掘タイプ（起業検証）」を
受け事業化する形で当社がスタートし現在の当社の地盤となっていることは、産学
官連携のたまものである。その後は、12 年度から国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）の支援を受け、会社としての体を整えながら、
九州大学と共に先行して開発していた骨軟骨再生の橋渡し研究を経て、現在、臨床
入りに至っている。また、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）か
らの支援により、15 年度からは佐賀大学、京都府立医科大学との共同研究におい
て「バイオ 3D プリンタで造形した小口径 Scaffold free 細胞人工血管の臨床開発」
を、17 年度からは京都大学と共に末梢神経再生を目的とする「細胞製神経導管の
臨床開発」を、それぞれ実用化を見据えて開発を進めている。このように、民間企
業からの資金調達と並行した助成金によるシーズ開発が当社の礎となっており、今
後も産学官連携の強みを生かしつつ、そこで得た経験を基に会社の体力をつけなが
ら、全力で事業に取り組んでいくことをお約束したい。

 ■日本初の技術を世界に 

起業当初「サイフーズ？」「サイヒューズ？」と呼ばれていた当社であるが、
今日になってようやく「Kenzan」をキーワードに、「サイフューズ」という名
前が少しずつ周知されてきていることをうれしく感じている。「細胞が Fusion
する」という意味で名付けた社名であるが、現在ではエンジニアとバイオロジス
トが、またさまざまな分野のパートナーが Fusion し、今日のサイフューズを支
えてくださっていることは何ものにも代え難い会社の資産である。当社の技術を
通じて、協力いただいている開発パートナーや高度な専門性を有する多くの中小
企業、試薬・資材、検査機器などを扱う関連企業、一般社団法人再生医療イノ
ベーションフォーラム（FIRM）などの業界団体の方々と共に日本初の技術を世
界へ発信し、世界中の医療の進歩に貢献しながら、日本の産業界全体を活性化さ
せていければと思う。
「細胞だけで立体的な組織・臓器をつくる！」。この世界に先行する日本初の当

社技術を用いて「細胞から希望をつくる」をモットーに、患者のみならず本開発
に携わる全ての人が幸せな道を歩むことができるよう、社員一丸となって取り組
んでいきたい。

 図 2 　細胞製人工血管の事例
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 ■新材料ベンチャー「FLOSFIA（フロスフィア）」 

イノベーションの歴史をたどると、新しい材料の登場がきっかけとなっている
ことがよくある。コンピューターではシリコン、青色発光 LEDでは窒化ガリウ
ム、超高燃費航空機ではカーボンなどだ。
京都大学の藤田静雄教授（工学部電気電子工学科先進電子材料分野）は、新し
い材料群「コランダムファミリー材料群」を見いだした。さまざまな材料が、同
一の結晶構造、近い単位サイズ（格子定数）で存在していて、それでいて多様な
機能を有している。例えば、絶縁性や導電性、半導体特性、高耐食性などである。
これらのうち、株式会社 FLOSFIA（以下「当社」）で最初に注目したのが半
導体特性である。「パワーデバイス」と呼ばれる半導体デバイスとして、電源や
インバーター、モーター駆動回路などへ搭載すれば、ACアダプター・パワーコ
ンディショナーの小型化や EV・HV車・
無線給電などのエネルギー効率・燃費の改
善などに貢献することが期待できる。半導
体材料には、コランダム構造の酸化ガリ
ウム（Ga2O3）を用いる。すでに当社で
は SBD（ショットキーバリアダイオード）
の実証試作に成功し（写真１）、世界トッ
プデータとなる特性オン抵抗値の実現、実
装デバイスでの高速動作の確認、コンバー
ターでの変換効率アップに成功してきた。
これからいよいよ量産化である。さまざ
まな年齢層の多彩なエンジニアを擁し、知
財・営業・間接部門も一丸となって製品化
に取り組んでいる。

株式会社 FLOSFIA
最先端パワーデバイスで社会を創る

＊1�
UTEC は、東京大学が承認
する「技術移転関連事業者」
として、ベンチャー企業を
通じた大学の「知」の社会
還元に向けて、優れた知的
財産・人材を活用するベン
チャー企業に対して投資を
行うベンチャーキャピタル。

人羅　俊実
ひとら　 としみ

株式会社 FLOSFIA 代表
取締役社長

【大学発ベンチャー表彰2017】新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞
酸化ガリウムの単結晶を実現し、超低損失、低コストなパワーデバイスの試作
に成功している。その独自技術とUTEC＊1 の支援、大手企業との協業等、外部
リソースを活用し、実用化を進捗させている点等が高く評価された。電化製品
から車載機器まで応用可能性は非常に広く、今後大きく成長することが期待で
きる。

�写真 1�　試作した SBD
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 ■日本で新材料ベンチャーを増やしたい 

これまで新材料開発は、ベンチャー企業には向かないと考えられてきた。開発
に時間がかかり、多額の資金を必要とするためだ。実際に、新材料開発に先駆的
に取り組んできたのは、大企業の中央研究所だった。しかしながら、投資回収の
仕組みがうまく機能しなかったことから、中央研究所は開発予算や人員を減らし
てほぼ絶滅してしまった。その結果、意外なことに欧米ではベンチャー企業がそ
の担い手を務めるようになった。金融系機関投資家であるベンチャーキャピタル
から多額の資金を集め、新材料開発に取り組む事例が多く見受けられるように
なった。ベンチャー企業の多くは道半ばで倒産してしまうが、うまく開発に成功
すると、最終的に大企業の仲間入りをするか、あるいは大企業の中にＭ＆Ａを通
じて吸収される。大企業は中央研究所を持たなくても、必要とあればベンチャー
企業を一気に吸収し、開発ステージの進んだ新材料を手にすることができる。
この動向を俯瞰すると、ベンチャー企業が大企業の中央研究所の機能を果た
す、新たなエコシステムが出来上がってきたともいえる。ベンチャー企業の周り
では、さまざまなステージのベンチャー投資を好むベンチャーキャピタルたち、
法律事務所や特許事務所などの専門家チームたち、ベンチャーキャピタルが運営
するファンドへ投資資金を提供する機関投資家たちが切磋琢磨（せっさたくま）
しており、ゼロからイチを生み出すチームとなる。
日本の大学は、新材料開発の領域で非常に強い競争力を有している。しかしな
がら、これまで大学の競争力を事業に結び付ける方法がなかった。当社で取り組
む材料開発ベンチャーとしての挑戦は、未だ確立していないエコシステムをさま
ざまな人たちと共に創る、ミッシングピースを埋める挑戦である。その成功は日
本の競争力を強め、長期成長の駆動力となると信じている。
当社では、酸化物、金属、有機材料など幅広い材料の作製が可能な独自技術

「ミストドライ TM 法」（図１）を活用して、コランダムファミリーにとどまらな
い材料を作製していき、新しい世界をつくり上げる一助になるよう、引き続き挑
戦していきたい。

�図 1�　新材料を実現するための新プロセス「ミストドライTM 法」
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 ■医療機器ベンチャーとして米国展開 

ORTHOREBIRTH( オルソリバース ) 株式会社＊１（本社：神奈川県横浜市、
以下「当社」）は名古屋工業大学の春日研究室の技術をベースとした、ベンチャー
としては珍しい医療機器の企業である。医療機器の整形外科用人工骨の事業も特
徴的だが、当初から米国市場をターゲットにした事業展開にも特徴がある。

2011 年 6 月に設立し、3 年後の 14 年 10 月に整形外科用人工骨の FDA＊ 2 

510(k)クリアランス（販売承認）を取得、15 年 2 月には米国への輸出販売を開
始している。16 年に米国販売子会社 ORTHOREBIRTH USA を設立、全米で
販売活動を行っている。

これまでの人工骨は、顆粒状やブロック状を中心に、パテ状やスポンジ状とい
う形状に進化してきたが、当社の綿形状の人工骨は日本独自の技術から誕生した
世界で初めての人工骨製品である。

 ■新たな資金調達方法を実施 

ベンチャー企業には資金が必要である。特に医薬や医療機器の分野では、高額
な研究開発費が先行して支出されることから、十分な資金調達の準備が不可欠だ。

当社は、会社設立以前から投資ファンドを訪問し資金調達や投資について相談
をしてきた。事前に詳細な事業計画を説明し必要資金額を示すことで、複数の投資
ファンドから転換社債での融資を設立前に約束いただいた。これにより、当初の投

ORTHOREBIRTH 株式会社
独自技術の整形外科用人工骨で米国進出

西川　靖俊
にしかわ　 やすとし

ORTHOREBIRTH株式会社 
代表取締役社長＆ CEO

 写真１ 　綿形状人工骨

＊ 1 
ORTHOREBIRTH 株式会社
http://orthorebirth.com

ORTHOREB IRTH USA 
Corporation
http://orthorebirthusa.
com

＊ 2 
米国食品医薬品局

（Food and Drug 
Administration）

【大学発ベンチャー表彰 2017】日本ベンチャー学会会長賞
外部機関の協力を得ながら独自技術を用いた綿状人工骨を実用化している。米
国で先行しての実用化を行うなど、思い切った戦略を確実に実現している点等
が高く評価された。今後、綿状人工骨の日本、台湾、欧州への展開の他、コア
技術の応用展開も進んでおり、大きな成長が期待できる。

http://orthorebirth.com
http://orthorebirthusa.com


21

特 集

Vol.13  No.10  2017

資者側のリスクをできるだけ回避するとともに、その後の一定の研究成果を確認し
た段階で転換社債を株式に転換し、株主として権利を行使するというスキームを構
築した。こうして当社は設立当初から３年間は資金不足の心配や資金調達活動の
必要なく、100％事業に集中できた。今後、このような資金提供スキームが広がれ
ば、よりベンチャー市場を支えることになるのではないかと考えている。

 ■積極的な産学官連携を実施 

ベンチャーの弱点を補うために積極的に産学連携を行ったことが、当社の今に
つながっている。また、以下の主な官（地方）の協力も大きな支えとなった。

１.技術の生みの親である名古屋工業大学の春日敏宏教授とは、設立当初から製
品開発においてその都度相談しながら実用化を進めてきた。いうなれば社外
CTO 的な役割である。それによって研究開発と製品実用化のバランスをう
まく保つことができている。現在も委託研究は継続中である。

２. FDA510(k)クリアランスを取得するために、人工骨開発の経験を持つ外部 
の専門家のアドバイスや米国のコンサルティング会社との契約、米国や豪州の
大学での動物実験などを行った。当社内で不足する情報や研究、実験をより効
率的に取得、実施したことで、短期間での米国販売承認取得が可能となった。

３.研究所を沖縄に設置したのは、沖縄県の誘致システムや補助金などの手厚い
支援体制があり、さらには県の担当者の適切な対応と協力を得ることができ
たためである。現在、研究所の活動拡大や効率的な運営が可能になっている
のも同様の理由による。

４.医薬品老舗のカイゲンファーマ株式会社に当社製品の製造受託を引き受けて
いただいたことで、製造設備や製造・管理スタッフなどの投資が不要となり、
追加の資金調達なく速やかな製造販売を開始できた。

５.米国市場に続き、国内市場への進出に当たり、大塚グループの KiSCO 株式
会社との資金・事業協力を実施し、効率的に国内承認作業を進めている。

６.綿形状の製造技術を応用し、人工骨の開発だけでなく、脂肪幹細胞の培養や
DDS（薬剤伝達システム）のキャリア開発など、明治大学、慶應義塾大学、
琉球大学、そして沖縄工業高等専門学校といった新たな研究機関との共同研
究により、新事業展開への加速が可能となった。

上記のような試みを行ったことが、今回の受賞につながったものと思う。もち
ろん本当の成功はこれからだが、フロンティアとして評価されるべく、今後も一
層の努力を積み重ねていきたい。
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 ■リング型超音波振動子を用いた乳がん検診 

株式会社 Lily MedTech（リリーメドテック／東京都文京区、以下「当社」）は、
リング型超音波振動子（写真１）を用いた革新的な乳がん用検診・診断機の開発を
行っている。既存の検査手段のマンモグラフィー検査は、①圧迫による痛み、②Ｘ
線被ばく、③若年女性に対して腫瘤（しゅりゅう）などの検出能力が低い＊＊１ことが
課題となっている。エコー検査は、技師がプローブ（探針）を用いて撮像するため、 
①再現性が低く、②技師のスキル依存性が高いため、ともに見落としリスクが高い。

当社の装置（写真２）は、乳房を水平に囲むリング状の超音波振動子を断層面
に垂直に動かすことで、がんの見落としリスクが極めて少ない 3 次元画像を撮
像スキルに依存することなく無侵襲で取得する。さらにアプリケーションの拡充
により感度と特異度が両立する検診・診断システムを構築する。痛みなく、被ば
くなく、取り漏らしが少なく、全年齢の方に使用できる。また自動計測・機械学
習により開発する自動診断支援機能を実現し、単に医療機器の性能向上という目
標を超え、健診率の向上にコミットできることを目指し、より多くの方の死亡率
低減に寄与する。さらに QOL（生命の質）向上により現役の母親世代だけでな
く、その家族もがんの苦しみから解放する事を目的としている。

株式会社 Lily MedTech
「乳がんと闘う」この言葉のない世界を目指して

＊＊ 1　�
“若年者に対する診療マンモ
グラフィは勧められるか（検
診 . 画像診断・画像診断―マ
ンモグラフィ・ID51700）”.
日本乳癌学会「乳癌診療ガ
イドライン」.
http://jbcs.gr.jp/guidline/�
guideline/g5/g51700/,�
(accessed2017-10-15).

東　志保
あずま　しほ

株式会社 Lily�MedTech�
代表取締役

�写真 1�　�リング型超音波振動子

【大学発ベンチャー表彰2017】アーリーエッジ賞
普及のためには今後超えるべきハードルもあるが、実現すれば既存の乳がん検
査の課題を克服しうる社会的意義の高い製品である。起業直後ながら臨床試験
を開始しているなど、スピード感のある事業展開を行っている点などが高く評
価された。早期実用化による大きな成長を期待したい。

�写真 2�　製品イメージ

http://jbcs.gr.jp/guidline/guideline/g5/g51700/
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 ■医学部発のベンチャーとして 

当社の共同研究先である東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センターの
東隆教授からは、研究面でのサポート（主に診断精度向上を図るアプリケーショ
ンの共同開発）を受けている。同じく共同研究先の東京大学医学部附属病院乳腺・
内分泌外科からは当社の臨床機を使用した、患者による臨床研究の支援と、得ら
れた臨床画像から開発へのフィードバックにつながるコメントをいただいてい
る。2016 年度の成果として、マンモグラフィーでは捉えられなかった高濃度乳
房のがんが当社の装置で捉えられ、エコー検査と同等の画質で全乳房の中にがん
が捉えられている。また、臨床研究に協力いただいた女性のうち、アンケート回
答者全員が全体的に快適な検査であったとの回答だった。

今後、自動診断支援機能の開発のため、機械学習による画像処理についても共
同開発を行う予定だ。

 ■男性目線だけでなく女性目線のレビュー 

当社は多様性を重要視しており、さまざまな働き方を望む女性社員も積極的に
雇用している。臨床現場には当社代表を含め女性社員のみが立ち合い、使用感や
印象などさまざまなフィードバックを、被験者である女性や女性技師などから広
く得ている。男性目線では気付かない、女性が気にする点や気にしない点も丁寧
にすくい上げ、社内の会議でも女性が発言しやすい環境や雰囲気づくりを心掛け
ている。

 ■診断機だけでなく検診機としても普及を目指す 

乳がんは 11 人に１人が罹患（りかん）し、罹患者数と死亡者数はいまだ増加
の一途をたどっており、女性の 30 〜 64 歳では、乳がんが死亡原因のトップと
なっている。早期に発見できれば生存率は高いが、検診受診率はＯＥＣＤ（経済
協力開発機構）加盟国 30 カ国の中で最低レベルに位置している＊＊２。このよう
な背景から、働き盛りの女性や母親現役世代を救うため、検診機の普及を目指し
ている。技師や臨床医の少ない地方や診療所、移動型バスで撮像を行い、より多
くの方に快適に受診いただき、乳がんと闘う女性やそのご家族の苦しみや悲しみ
を少しでも減らすべく、乳がんの死亡率低減を目指していく。

＊＊ 2　�
“乳がんとは”．ピンクリボン
フェスティバル．
http://www.
pinkribbonfestival.jp/
about/,
(accessed2017-10-15).

http://www.pinkribbonfestival.jp/about/
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「ボール SAW」が好き過ぎて起業
東北大学発ベンチャー ボールウェーブ株式会社

■物理学の常識を覆す大発見を事業化

圧力が加わると電圧を発生し、電圧を掛けると振動する素材を圧電体という。
その圧電体素材の板に電極を離して置き、電気信号を流すと、電圧で圧電体の板
が振動する。これを表面波という。この表面波は電気信号を発生させ、電極の周
期の工夫で特定の波だけを伝え、それ以外を伝えないフィルターを持たせるこ
とができる。このときの表面波を、Surface�Acoustic�Wave（SAW）といい、
この原理を利用した電子部品を SAWフィルターと呼ぶ。身近な製品では携帯
電話に使用され、この圧電体と表面波のおかげで通話ができているのだが、この
仕組みを利用し気体を検出するのがガスセンサーだ。
東北大学の山中一司教授らは、ボールベアリングの欠陥を超音波で検査してい
るとき、球体の表面を赤道（大円）に沿って伝わる表面波が同じ幅を保ったまま
伝搬する性質を発見、「表面波は伝わるにつれて広がりが次第に衰えていく」と
いうこれまでの物理学の常識を覆す大発見をした（図 1）。この技術を応用し事
業化したのがボールウェーブ株式会社（以下「同社」）である。

物理学の常識を覆す大発見を応用し、直径わずか 3mm の水晶球で感度 100 倍の
センサーを開発。その原理を応用した微量水分計の販売に乗り出した。大企業を辞
め、単身赴任までして奔走する赤尾社長は「ボール SAW」を愛してやまない。誰
もまねのできない技術と情熱で、海外メーカーを蹴散らせるか。

図 1　ボール SAW センサーの原理

ボールSAWセンサー

1周の伝搬時間

100周の
伝搬時間

ガス無
ガス有

差を増幅
差が小さい

ガス無
ガス有

水晶

SiOx
感応膜

すだれ状電極

水分子

周回信号⇒高感度化

高周波パルス

Z軸

1 2 3 100 周

表面波の自然なコリメートビーム
（波長と直径の幾何平均の幅⇒
新発見物理現象）

3.3 mm
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球状の圧電体の赤道上にすだれ状の電極を設置
すると、そこからの表面波は音速で繰り返し周
回する。その弾性表面波（SAW）の周回によっ
て、例えば空気中の水分であれば 0.01ppmから
数 10％まで、最も広い検出濃度の範囲を持つ。
小型、高速に加え、高感度で極微量でも測定でき
るガスセンサーが生まれた瞬間だ。このセンサー
は、形状と原理から「ボ－ル SAWセンサ」と名
付けられた。従来のセンサーより 100 倍も高感
度で、高速応答、さらに極微量から高濃度までさ
まざまな気体測定にも対応する。測定の中心部と
なる圧電体は直径わずか 3mmの単結晶水晶を使
用し、耐腐食性にも優れる（写真 1）。

■まずは感度 100 倍高感度、小型の微量水分計から販売

半導体は、その製造過程において水分を嫌うため、精度の高い水分計で、使用
される高純度ガス中の残留水分を制御しなくてはならない。たとえば窒素ガス
は、露点 -100 度以下の残留水分を制御する必要がある。窒化ガリウム系発光ダ
イオードは、材料ガスの濃度 1ppm以下の微量水分で発光効率が著しく低下す
る。微量水分はリチウム電池の寿命にも影響し、スマートフォンの使用時間や
EV車の走行距離を短くしてしまう。
液化天然ガスの製造では、水分が結露で硬い氷になり設備破損を起こし、残留
水分の影響を受けるため、正しい水分測定機が必要不可欠である。半導体製造
で使用する窒素、酸素、水素、アルゴン、ヘリウムなどの 1ppm以下の微量水
分露点 -100 度は、現在主流である米国や
英国製の鏡面露点計や静電容量方湿度計で
は測定できない。現状使用されている光学
式測定器は、高額でサイズも大きく、ライ
ン導入しにくい。このような理由から、ガ
スメーカーのボンベ充填（じゅうてん）作
業や半導体真空容器では、装置と配管と乾
燥状態の計測ができない。また、測定精度
を上げれば上げるほど大型になるのも欠点
だった。
直径 3mmの超小型センサーで微量の水
分を計測できる「ボール SAWセンサ」は、
微細加工と精度を要求される半導体製造の
現場ではもってこいといえる。まずは今秋、
微量水分計を販売開始した（写真 2）。

写真 1　ボ－ル SAW 素子　直径 1mm ( 上 ) と 3.3mm( 下 )

写真 2　「ボール SAW 微量水分計」と赤尾慎吾社長
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■携帯型ガスセンサーも

安全・安心の社内の実現のためにセンサーネットワークができることの一つに、
危険・有害ガスの検知・定量がある。例えば作業環境のトルエンの測定は働く人
の健康維持に役立つ。従来機と比べ 100 倍の感度を実現した「ボ－ル SAWセ
ンサ」と、さらに金属の微細加工と張り合せを応用したガス分離カラムを作製し、
手のひらサイズの「携帯型ガスクロマトグラフ」を 2020 年には開発したいとし
ている。このロードマップを実行し、世界のセンサー企業の足固めをしたい考�
えだ。

■ボ－ル SAW が好き過ぎる社長を後押し

同社の技術は、東北大学と凸版印刷株式会社が 1999 年から共同研究をしてき
た。当初、赤尾社長も凸版印刷の研究員として研究に関わっていた。凸版印刷で
の事業化は難しいこともあり、赤尾社長が研究を引き取り、東北大学で研究を継
続。このほど、文部科学省「大学発新産業創出拠点プログラム（START）」の
支援を受け、研究成果を基に 2015 年 11 月に同社を設立した。赤尾社長は「ボ
－ル SAW」が好き過ぎるあまり凸版印刷を退職し、単身で仙台に乗り込んだ。
同社の事業化をサポートする“仲間”も多い。中小企業基盤整備機構（以下「同
機構」）や東北大学も事業を後押しする。同機構の専門家が常駐し、経営や技術
に関する相談や企業マッチング、販路開拓などの支援も行う同機構運営の東北大
学連携ビジネスインキュベータ（T-Biz）もその一つだ。東北大学青葉山キャン
パス内にあるT-Biz に入居することで支援を受け、東北大学のインフラも活用
する。仙台市交通局の地下鉄２駅以上のエリアにまたがる広大なキャンパスの周
囲には、生活に必要な店舗は見当たらず不便にも思えるが、赤尾社長は「昼も夜
も学食があります。キャンパス内にはコンビニもありますよ」と平然と応じた。
発明者である山中教授が同社の取締役として同社に詰めていることも心強い。
米国でベンチャーを経験してきた竹田宣生氏（工学博士）も、取締役製造技術部
長としてサポートする。
「微量水分計と湿度計の世界市場はおよそ 600 億円です。われわれは、腐食性
ガスの 150 億円市場と 150 億円の装置組み込みセンサー市場を合わせて、新た
に 300 億円の市場を創出していきたい」と意気軒昂（いきけんこう）だ。ほと
んど海外メーカーが占めるこれらの市場に、純国産のセンサーメーカーが誕生す
る日も近いかもしれない。
� （取材・構成：本誌編集長　山口泰博）
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■自前主義から外部連携へ

日本企業の特徴は自前主義が非常に強いことである。戦後急成長した日本企業
の多くは自社でこつこつと作り上げた技術を誇りとし、それを手に世界で戦い成
功した創業の伝統を持つ。こうした成功体験は、同じパターンの継続の強い動機
になる。同業他社や異業種との連携はあまり念頭になく、あくまでたいまつはわ
が手で持とうとする。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）が事務局をしているオープンイノベーション・ベンチャー創造協議会
による 2016 年のオープンイノベーション白書＊＊1 によると、「日本の研究費の
総額はおよそ 18兆円であり、負担者、使用者側共に筆頭は民間企業。なお、お
よそ 12兆円の企業の研究費に対し、企業から大学への研究費はおよそ 1,000 億
円に留まる。また研究人材の流動性は低い傾向にある」とされている。また大企
業の外部連携の活発化状況のまとめの項では、「10年前と比べて、オープンイノ
ベーションの取り組みが活発化している企業の方が、外部連携割合が高いが、そ
れでも自社単独での開発は 6割弱であり、未だ自前主義の傾向が強い可能性が
うかがえる」と記載されている。
しかし今後は、そのような伝統を持つ日本企業であっても、外部連携が急速に
進むであろう。データや情報の共有化が連携による大きなスケールで進み、それ
を利用する新しいビジネスが生まれることが予想されている。そのため、国内外
の大学・公的研究機関、同業他社、異業種の企業との連携のポイントを今のうち
に整理し、理解しておく必要がある。
多数当事者との連携によるビジネスは、これまで以上にオープン・クローズ戦
略の実行がキーになるが、これは情報の共有が進めば、どこを共有にし、どこを
独自領域にするかという課題に常に直面するためである。しかしオープン・ク
ローズという言葉はもともと専門用語ではないため、語られる場面を意識せずに
使うと混乱することが多くなる。ここでは実務において通常区別可能な段階に分
けて、何をオープンにして、何をクローズにするかを説明する。

■相手の情報収集は知財情報が有効

最初は、1社または複数の相手との共同研究を行う段階である。企業間では共
同研究として対等な立場であることが多いが、企業と大学・公的研究機関では後
者が受託研究側になることが多い。
共同研究に入る前の相手の選定の段階では、相手がどのような技術を持ってい

久慈　直登
くじ　 なおと

一般社団法人日本知的
財産協会 専務理事／一
般社団法人日本知財学
会 理事（副会長）

オープン・クローズ戦略時代の知財マネジメント

第 2 回
何をオープンにして、何をクローズにするか

連 載

＊＊ 1 
オープンイノベーション協
議会（JOIC）．オープンイノ
ベーション白書．初版，国
立研究開発法人 新エネル
ギー・産業技術総合開発機構

（NEDO），2016 年，314p．



28 Vol.13  No.10  2017

るか、そしてそれを自社の技術と組み合わせることによりどのような成果を期待
できるかを想定する必要がある。相手によって相互の役割を決め、契約の対象を
確定するが、どこまで自社技術を開示し、相手の情報を受け取るか、そこで最初
のオープン・クローズ戦略が問われる。
共同研究のスタート時には双方でまだ特許出願をしていないことも多く、相手
側に情報を提供する前に自社で出願できるものはしておく方がいい。自社が仕様
を抽象的に述べて、相手側が具体的な解決をする役割分担であれば、実務的には
相手側が出願しやすくなる。ここでの注意点は、権利の帰属が開発責任や製造物
責任と微妙にリンクすることである。自社の開発成果として出願したなら、通常
その技術の開発責任を負うことになる。特に企業間取引（B2B）においては完成
品メーカーと部品メーカーの間でどちらが製造物責任を負うかという問題を解決
するときに、開発への責任区分として権利の帰属がどうなっているかが決め手に
なることもある。
相手を選ぶときの情報収集と分析についても今後一層重要になる。これまでの
いつもの相手というより、異業種企業なども連携の候補になるからである。そう
した場合、相手側のビジネスの情報把握と技術動向の情報分析を行う必要がある
が、うまく情報分析ができれば、相手の関心事項や成果として確保したいポイン
トが分かり、譲る部分と自社の取り分の区分けバランスにおいては、情報のオー
プン・クローズの判断がしやすくなる。情報分析の際に知財情報が非常に有効で
あることは論を待たないであろう。

■権利を押さえた上で無償ライセンス許諾を

次にビジネス直前の、自社の技術を他社に売り込むB2Bの段階でのオープン・
クローズ戦略である。
自社の技術はある程度確立されたものとして、製品展示会や技術見本市または
直接交渉などにより自社技術の優れた点を紹介し、他の企業に採用してもらう段
階である。
展示会などでは他の多くの企業の目に晒されるため、見える部分についての特
許出願は完了していなければいけない。部品と完成品のマッチング部分について
は、できるだけ自社でマッチング部分の特許出願も押さえておく方がいい。さら
に相手企業が使いそうな用途についても、先に出願しておくことにより、その後
の優位性が確保できる。自社の技術であってもマッチング部分や用途を他社に押
さえられるとその相手としか取引ができないことになりかねないが、ここを押さ
えておくと自社のビジネス自由度は格段に広がる。自社の権利とした上で、相手
に無償ライセンス許諾をすれば取引先を拡大できるのである。
取引先をグループ内企業優先とすることは、相手はライバルにならないという
点で長期的には望ましい。日本の系列取引はその意味では優れており、系列間で
情報を開示しても不都合はあまりない。しかし系列外の企業と取引をする場合に
は、オープン・クローズ戦略を使う。そこでオープンにするのは取引に必要な情
報のみであり、クローズにするのはノウハウと、相手には自由に使わせないとい
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う意味で知財権ということになる。
グループ企業間取引である垂直分業と系列外取引である水平分業の違いはビジ
ネスの選択肢にすぎないのだが、水平分業の場合にはクローズ部分の設定はより
慎重に行わなければいけない。水平分業の最大の欠点はライバルの芽を作ること
である。
いくつかのシリコンバレーの企業が、台湾などの新興国企業に技術を水平展開
すなわちオープンにして発注し、他方、コア技術は自社でクローズにすることで
利益を確保しグローバル競争において成功したモデルと、そこで敗れ去った日本
の電気通信企業は垂直展開だったというモデルはいい参考事例になる。実際には
シリコンバレーの企業の多くは、歴史が短すぎて自社内に工場を持っていなかっ
たため、事業を拡大する段階で水平展開せざるを得なかったことが理由のようだ
が、ビジネスは現在優位にある企業といえども、継続してそれを維持できるかど
うかは全く不明である。シリコンバレーの企業は水平展開した結果、ライバルの
芽を作ってしまったともいえ、クローズにした部分をどこまで継続できるかが彼
らの今後の課題である。
水平分業の方がビジネスとしては優っているという意見と同じようなラインで
語られる意見として、日本企業は子会社からのライセンス料収入が多く、第三者
からのライセンス収入が少ないため、もっと第三者にライセンスを行わなければ
いけない、というものがある。日本の 2015 年の技術貿易収入は 3.3 兆円なのだ
が、そのうち 74.4％は親子間取引であり、今後の日本企業の課題として、もっ
と第三者へのライセンスを増やすべきという意見である。これは数字だけを見
て、第三者へのライセンスを増やすことにより、技術貿易収入の額をもっと上乗
せが期待できるとする意見である。しかしこの意見は企業からはあまり出てこな
いもので、行政や経済アナリストからであることが多い。もし第三者へのライセ
ンスを増やすのであれば、その後自社のシェアが食われ、自社の売り上げが減る
結果になることは企業ではよく理解されている。
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研究者リレーエッセイ

■ 研究と共に過ごした高校と大学生活 ■

母校である栃木県立宇都宮女子高等学校は 2008 年にスーパーサイエンスハイ
スクール（SSH）＊ 1 の指定を受け、2 年生進学時の文理選択の際に SS クラスが
新設された。筆者は文理選択に当たり、好きな研究テーマを選んで大学に行き、
実験を進めていく様子に魅力を感じて SS クラスを選んだ。

染色と植物に興味があったため、研究テーマとして「邪魔な雑草」の代名詞で
あるクズの葉緑素を用いて布を染色する「緑染め」に宇都宮大学（以下「本学」）
教育学部で取り組んだ。

高校卒業後、本学の農学部に新設された応用生命化学科に一期生として進学
した。2 年生から始まる学生実験や研究活動に憧れを感じていた 1 年生の 7 月、
現在の所属研究室の指導教員から「研究室に来て実験してみないか」と誘いがあ
り、研究室を訪問し、「アユ」についての研究テーマを選び研究を始めた。最も
印象に残っていることは、1 年生の夏休みに、今まで解明されていなかったアユ
の遺伝子の cDNA の塩基配列を自分の手で解読したことである。さらに、高校
の頃には得られなかった新発見の喜びを初めて味わうことにより、研究をさらに
楽しいと感じるようになった。

■ 現在の研究室生活 ■

所属研究室はサイエンスコミュニケーション活動に力を入れており、学部 4
年生の夏にはアユをテーマとしたサイエンスカフェ＊ 2 に、筆者はゲストスピー
カーとして出演した。地域の方々にもアユに親しみを持ってもらうと同時に研究
内容も分かっていただけたらと考え、アユの生態に関するクイズや、後述する

「トランスポーター」という分子の機能を説明するためのレクリエーションゲー
ムを企画した。宇都宮市内の生き物調査で、環境教育活動の一環として地域の子
供たちに自分の研究を紹介したこともある。そして、新しい視点からの意見をい
ただき新鮮な気持ちになりつつも、想定外の質問に答えられない自分にがくぜん
とした。そこで科学者としての立場や責任について考えるようになり、自分の研
究を正しく発信するためには、多くの背景知識を持つことや、研究目的を十分に
理解することが重要であることを学んだ。

ここで少し自分が行っている研究について紹介したい。アユの「性格関連遺伝
子」の候補としてトランスポーター遺伝子群を選び、cDNA 塩基配列を網羅的
に同定する研究を進めている。栃木県で生まれ育った筆者は、研究を通して県に
貢献したいと考えていた。そして県の重要な観光資源という理由からアユに着目
した。県を流れる那珂川は日本一のアユ漁獲量を誇る美しい川である。アユの縄

石原島　由依
いしはらじま　 ゆい

宇都宮大学大学院 農学研
究科 修士課程 1 年

7 年間の研究生活で得た楽しみと学び

＊ 1 
文部科学省より SSH の指定
を受けた学校では、科学技
術系人材の育成のため、各
学校で作成した計画に基づ
き、独自のカリキュラムに
よる授業や、大学・研究機
関などとの連携、地域の特
色を生かした課題研究など
さまざまな取り組みを積極
的に行っている。

＊ 2 
「とちぎサイエンスらいおん」
と所属研究室の「ゆうゆうサ
イエンスカフェ」が共催
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張り行動と攻撃行動の習性を利用した友釣りが盛んで、多くの愛釣家が訪れる。
しかし近年、友釣りでアユが釣れにくくなったといわれている。そこで、攻撃性
の高い個体を選抜育種し、より「釣れやすい」アユを放流することが可能となれ
ば、友釣りを通してさらなる地域活性化が見込めると考えた。現在、アユの新規
分子育種技術を開発することを最終目標として研究を進めている（図 1）。

アユの性格関連遺伝子の候補として、ヒトでは攻撃性との関連が知られている
トランスポーターという分子群が有力であると考えた。トランスポーターは水溶
性の化学物質の細胞内への取り込みに関与している膜タンパク質であり、その
中の solute carrier family（SLC ファミリー）は全 52 ファミリーで形成され
ている。有名な SLC ファミリーのメンバーとして、抗うつ病薬のターゲットと
なっているドーパミントランスポーター（SLC6A3）やセロトニントランスポー
ター（SLC6A4）が知られている。

研究の仮説として、攻撃的なアユと穏やかなアユのトランスポーター遺伝子の
塩基配列に違い（遺伝子多型）があるのではないかと考えている。しかし、アユ
のトランスポーター遺伝子群はまだ解読されていないため、はじめに cDNA 塩
基配列の決定に着手した。卒業研究では次世代シーケンサーを活用した研究を
進め、SLC6 ファミリーの解析を終えた。修士課程の現在は、SLC1 ～ 7 ファミ
リーの解析を進めている。今後は、得られた遺伝子の cDNA 塩基配列を基に遺
伝子の多型解析を行い、攻撃性の個体差との関連を調べていきたい。

■ これからの進路ついて ■

今後の進路は、就職か博士課程への進学か悩んでいる。女性の博士号取得者の
キャリアがあまり知られていないこと、研究職の倍率が高いこと、ポスドクの就
職問題に不安を感じているためである。

現在、研究活動の傍ら栃木県の公務員試験を受験しており、農業試験場での勤
務を第一志望と考えて採用試験に取り組んでいる。その一方で、せっかく高校か
ら続けてきて、楽しみを見いだし始めた研究活動を生涯続けたいという気持ちも
心の奥底に存在しているため、葛藤の日々を送っている。

図１　アユの性格関連遺伝子に関する研究の概要



32

イベント

レポート

ロボカップ 2017 名古屋世界大会

Vol.13  No.10  2017

2017 年 7 月 27 日～ 31 日、第 21 回の RoboCup 世界大会「ロボカップ
2017 名古屋世界大会」がポートメッセなごやで開催された。日本での開催は 4
回目、名古屋開催は 1997 年の初回から数えて 20 年ぶり、2 回目である。20 年
前、チェスの世界で人工知能が人間のチャンピオンを破った、その同じ年に始
まった RoboCup だが、11 地域 40 チーム程度であった初回から、今回はその
約 10 倍、世界中の 42 の地域から 392 チーム、約 2,500 人が参加する大会と
なった＊ 1。また今年からは Asia-Pacific 大会が別に開催されるなど、ますます
の広がりを見せている。

■ RoboCup とは

RoboCup は「2050 年までに、人間のサッカーのチャンピオンチームに勝て
る自律型でヒューマノイド型のサッカーロボットチームを造る」という大目標を
掲げた、日本発のランドマーク型研究プロジェクトである。

この目標が構想された 90 年代前半は、コンピューターチェスが人間を凌駕
（りょうが）するだろうと予想されていた時期であり、第 2 次人工知能ブームの反
省から、実世界・実問題に近い環境で動作する知的システムの研究が志向された
時期でもあった。チェスに替わる人工知能の題材としてサッカーが RoboCup の
主題材に選ばれたのも、①実世界・実問題では避けることのできない不完全情報
やノイズ・誤差を多く含んでいる、②時時刻刻と変化する環境の中で、実時間で
問題を解き動作しなければならない、③複数の独立した主体（エージェント）が
協同して（チームとして）動作しなければならない、といった新たな問題要素を
含んでいるからであった。サッカーが世界的な人気スポーツであることも、問題
と研究要素の理解に役立ち、多くの人に参加してもらうには優位な点であった。

RoboCup の中心競技である「ロボカップサッカー」では、ロボットの形式や
大きさに応じて、小型機、中型機、ヒューマノイド、標準機、シミュレーション
というリーグに分かれる。小型機は直径 18cm サイズの
車輪型ロボットで 6 対 6、中型機は 52cm 四方の車輪型
ロボット 5 対 5 で戦うリーグである（写真 1）。ヒュー
マノイドは二足歩行ロボットで、背の高さでキッズ、
ティーン、アダルトに分かれ、1 チーム 1 ～ 4 台で試
合を行う。標準機リーグでは Softbank Robotics 社の
NAO ＊ 2 を使用し、ソフトウエアのみ変更して戦う。
シミュレーションリーグは人工知能で制御された仮想
的なサッカーロボットをコンピューターの中で戦わせ
る競技で、二次元平面のパス回しでの戦いを中心とす
る 2D サブリーグと、ヒューマノイド型の立体的シミュ

20年目のロボカップ（RoboCup）

野田　五十樹
のだ　 いつき

国立研究開発法人産業技
術総合研究所 人工知能研
究センター 総括研究主幹

写真 1　中型機のサッカー

＊ 1 
RoboCupで は、 複 雑 な 国 際
情勢を鑑み、「国」という単
位ではカウントせず、「地域
(region)」によって活動の世界
的広がりを捉えている。

＊ 2 
NAOはSoftBank Robotics が
開発した最初の人型ロボット
で、身長 58cm。

●概要
ロボカップ 2017 名古屋世界大会
会期： 2017 年 7 月 27 日（木）

～ 30 日（日）
会場： 名古屋市国際展示場（ポー

トメッセなごや）、武田
テバオーシャンアリーナ

主催： ロ ボ カ ッ プ 2017 名 古
屋大会開催委員会、ロボ
カップ国際委員会、特定
非営利活動法人ロボカッ
プ日本委員会、一般社団
法人ロボカップジュニア
ジャパン

共催：中日新聞社
URL： https://www.

robocup2017.org/

https://www.robocup2017.org/
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レーションモデルを制御して戦う 3D サブリーグからなる（写真 2）。
サッカー以外では、災害救助（ロボカップレスキュー）、家庭やオフィスサー

ビス（ロボカップ＠ホーム）、製造業（ロボカップインダストリアル）などを題
材とした競技も行われている。高校生を中心とした「ロボカップジュニア」も
RoboCup の大きな柱であり、近年世界中で重視されている STEM 教育＊ 3 の一
環として広がりを見せている。

■ルールと技術の動向

RoboCup が始まった当初はフィールドを壁で囲い、ボールやゴールもロボッ
トが認識しやすいように色付けするなどしていたが、今ではフィールドは単に
白線で示され、ボールやゴールも特別な色付けはない。さらに、ヒューマノイド
リーグではこれまでフェルト生地のカーペットを用いていたが、昨年からフィー
ルドに人工芝を利用するようになるなど、通常のサッカーフィールドに近づける
形でルール改正が進められている。なお、車輪型はオムニホイールによる巻き込
みがあるため芝の採用は見送っている。

チームワークや戦術レベルでは、小型機や中型機において巧みなパスワークが
見られるようになってきた。戦術レベルの駆け引きの戦いを繰り広げてきたシ
ミュレーションリーグでは、戦況や時間帯によって守備主体・攻撃主体などの戦
術を明確に変更してくるチームや、相手の戦術やポジショニングを試合中に学習
して自チームの戦術を変更するなど、動的な戦術の駆け引きを行うレベルに向上
している。ヒューマノイド型は、まだ戦術レベルの戦いにはなっておらず、歩行
速度やキックの精度といったロボットの身体能力での勝負が主体となる。

最近の動きとしては、「ドロップインチャレンジ」の導入がある。ドロップイ
ンチャレンジでは、試合が始まる直前に参加チームからランダムにロボットを選
んで新たにチームを二つ構成し、試合を行う。通常の競技では、チームを構成す
るロボットはすべて一つの研究者チームにより作られており、ロボット同士の役
割分担や試合中のコミュニケーションはそのチーム独自の方法で行われるが、こ
こでは一緒にプレーしたことのないロボットと組む必要がある。ドロップイン

写真 2　ヒューマノイド型ロボット勢ぞろい

＊ 3 
STEM 教育（Science- 科学、 
Technology- 技術、Engineering- 
工学、Mathematics- 数学）
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チャレンジを導入することで、より人間に近いサッカーへのアプローチを志して
いる。

競技の中で使われている個別の技術として、深層学習は画像認識関係で広く用
いられている。外界の認識の精度はロボットの能力を大きく左右するので、深層
学習の精度、頑健さ、応用範囲の広さは非常に強力なツールとなる。また、強化
学習や遺伝的手法などは各リーグで広く適用されており、シミュレーションリー
グなどでは戦術レベルの改善にも用いられている。

さらに研究開発的な点として、システム統合やデザインの側面も重要である。
ロボット技術は、要素技術とその組み合わせ、さらには使われる場面や使い方
まで含めた総合技術である。実世界志向が一つの動機であった RoboCup では、
サッカー以外の競技でも競技時間に準備の時間を含めており、メンテナンス性や
トラブル時のリカバーも重要な競技要素になっている。ことしのロボカップレス
キューで優勝したイランの YRA チームは、最先端のパーツではなくリサイクルさ
れた汎用（はんよう）品を多く使ったロボットで頑健な動きを実現した。要素技
術だけでなく、こういった総合力を競うことも研究推進の面では重要であろう。

■次の 20 年に向けて

20 年という歳月は、研究という視点で見た場合、長いのだろうか、短いのだ
ろうか？　RoboCup を続けてきて、「2050 年までに、本当に人間に勝てるサッ
カーロボットはできるか？」あるいは「あと 30 年もかかるのか？」とよく聞か
れる。これに対し、いつも次のように回答している。「知覚や身体能力で人間を
上回るサッカーロボットを作れというのであれば、そんなに時間はかからないだ
ろう。人より素早く知覚し、正確にボールをコントロールし、走りも速く、強力
なシュートを蹴るロボットであれば、お金さえかければ、数年でできるかもしれ
ない。しかしそんなロボットとサッカーをしようとは、誰も思わないだろう。本
当に目指すべきは、人間のサッカーチームに混じって一緒にプレーできるロボッ
トである。このためには、人と自然にコミュニケーションし、お互いの意図を読
み合うことができないといけない」。

現在、RoboCup では中型機の優勝チームと人間のチームのエキジビジョン
マッチが毎年行われているが、ロボットの意図が読めないせいで、非常にやりづ
らい。この数年、ロボットの技量は格段に上がってきてはいるものの、草サッ
カーレベルの人間チームでもまだまだ余裕で勝てている。人間同士、暗黙のうち
に互いの意図を理解し、単純なチームプレーであれば調整・練習なしにできるか
らである。

RoboCup の最終ゴールはまだまだ遠く、かつ実現すれば幅広い応用が期待で
きる研究課題を多く含んでいる。このゴールに向けて、次の 10 年、20 年にど
のような技術の発展があるか、期待していきたい。
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国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）と国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）は、8 月 31 日（木）・9 月 1 日（金）、東京都
江東区の東京ビッグサイト（東 1・東 4 ホール）で「イノベーション・ジャパン
2017 ～大学見本市＊ 1 ＆ビジネスマッチング＊ 2 ～」を開催。また「JST フェア
2017 －科学技術による未来の産業創造展－」＊ 3（JST 主催、文部科学省他後援）
も同時開催された（同東 4 ホール）。林芳正文部科学大臣はじめ、多くの国会議
員・企業による会場視察も行われ、2 日間でイノベーション・ジャパンには約 2
万 6000 人、JST フェアには約 1 万 6000 人が訪れた。

今年度は JST が「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）」＊ 4 達成に向けた取り組みとして位置付けられたこともあり、イノベー
ション・ジャパンの大学等シーズ展示（製品化の可能性のある研究成果展示）お
よび JST フェアの出展者は、17 の目標の中から出展課題・取り組みに即したも
のを一つ選択。その目標をブースに掲げ、取り組みをアピールした。

■400ものシーズ展示、46大学の組織展示が盛況

大学見本市は、157 機関から「大学等シーズ展示」と「大学
組織展示」を実施。大学等シーズ展示（写真 1）では、400 課題
の研究成果を 11 分野「装置・デバイス」「ライフサイエンス」「医
療」「情報通信」「ナノテクノロジー」「マテリアル・リサイクル」「低
炭素・エネルギー」「環境保全・浄化」「超スマート社会」「シニ
アライフ（高齢社会）」「防災」に分けて展示するとともに、246
の課題の JST ショートプレゼンテーションと超スマート社会分
野の「新技術説明会」を 12 件実施した。それぞれで延べ 5,147
人と 1,818 人の聴講があり、広く産学連携の推進・技術移転のきっかけとなる
場を提供した。

大学組織展示では、46 の大学が大型共同研究を目指した「組織」対「組織」
の展示を実施。さらに全ての大学が 20 分間のプレゼンテーションを 2 日間にわ
たって繰り広げ、延べ 2,304 人が聴講した。

東 1 ホールセミナー会場では、今年 4 年目となる「大学発ベン
チャー表彰 2017」の表彰式が行われた。文部科学大臣賞の株式会
社 PKSHA Technology をはじめ 7 組の受賞者が表彰され、満場の
参加者より拍手を受けた。

■実演・体験に人だかり 見どころ多い JST フェア

「未来の産業創造」を目指す JST 発の研究開発成果が一堂に会す

多彩な展示でJSTとその成果を伝える場

合開発機構（NEDO）
共催：文部科学省、経済産業省
入場：無料（事前登録制）

JST フェア2017－科学技術に
よる未来の産業創造展－
会期： 2017年 8月31日（木）・

9月1日（金）
会場： 東京ビッグサイト東 4 

ホール（東京都江東区）
主催：科学技術振興機構（JST）
後援：文部科学省 他
入場料：無料（事前登録制）
URL： http://www.jst.go.jp/

tt/jstfair2017/

●概要
イノベーション・ジャパン2017
～大学見本市＆ビジネスマッチン
グ～
会期：�2017年 8月31日（木）・

9月1日（金）
会場：�東京ビッグサイト東1・4�

ホール(東京都江東区 )
主催：�科学技術振興機構（JST）、

新エネルギー・産業技術総

写真 1　シーズ展示（東 1ホール）

写真 2　受付には入場待ちの列

http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/
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る JST フェアは、今回で 3 回目の開催となる（写真 2）。将来の社会・経済に貢
献する革新的基礎研究事例や産学連携成果による製品化事例などを展示、成果展
示企業関係者と支援先の大学関係者、JST 事業担当者が会場内に常駐し、研究成
果や企業向けの支援事業制度などの紹介を行った。

また、昨年の「JST フェア 2016」において、特許技術を駆使したクローン文化
財「バーミヤン東大仏天井壁画」と「法隆寺・金堂壁画」他の展示が注目を浴び
た東京藝術大学センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム拠点が、ブ
リューゲル「バベルの塔」の 3 メートル超立体版を出展。質感や色使いなどが立
体として再現されたバベルの塔の前には、多くの来場者が足を止め見入っていた。

内閣府革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）の特設ブースでは、「タフ・
ロボティクス・チャレンジ」のヘビ型ロボットの実演（写真3）や革新的材料「し
なやかなタフポリマー」に触れることができる体験デモなどが来場者の関心を集め
ていた。そのほか、戦略的創造研究推進事業（ACCEL）からは、高速画像処理を
用いた知能システムを応用展開
する基盤技術の一つである「高
速プロジェクションマッピン
グ」の実演が行われるなど、実
演や体験、実物展示など来場者
を引きつける工夫を凝らし、見
どころ満載の 2 日間となった。

■JSTの成果をPR ビジネスマッチングにも期待

東 4 ホールのセミナー会場では、2 日間にわたり事業紹介や研究成果紹介セミ
ナーを開催。公式ホームページの聴講募集開始早々、申し込みが殺到し募集を締
め切ったほどで、当日もほとんどのセミナーが終了時までほぼ満席となった。デ
ジタルセンセーション株式会社取締役 COO の石山洸氏によ
る「AI 利活用による新産業創出」と題した基調講演では、聴
講申し込みの状況を鑑み急きょ 300 席まで増席したが、それ
を超える 374 人が聴講、立ち見が出るほどの大盛況となった 

（写真 4）。
ことしもイノベーション・ジャパンが、研究者にとってシー

ズと企業ニーズとのマッチングやマーケティング活動における
貴重な場であることが感じられた。また JST フェアでは、見
る・触る・体験する「展示物」へのこだわりや「JST が支援す
る研究成果をしっかり見てもらいたい、伝えたい」という出展
者の意志を感じる盛り上がりがみられ、成果の訴求のみならず
今後のビジネスマッチングのチャンスにも期待できる展示会となった。

（川上　靖：国立研究開発法人科学技術振興機構 産学連携展開部 主任調査員、
遠藤麻里：国立研究開発法人科学技術振興機構 産学連携展開部 調査員）

写真 4　石山洸氏による基調講演

＊1�
大学見本市：全国の大学等の技
術シーズを一堂に集めて企業へ
紹介し、産学連携の推進・技術
移転のきっかけとなる場を JST
が提供することにより、産業活
動が活性化されることを目指し
ている。新技術の展示会を柱と
しており、研究シーズと産業界
をマッチングさせるイベントと
しては国内最大規模である。

＊ 2�
ビジネスマッチング：NEDO
事業に関わる大学・公的試験研
究機関、支援先ベンチャー企業
等の研究成果の実用化・事業化
を支援するマッチングイベント
である。日本の産業競争力強化
を目的としたイベントである。

＊ 3�
JST フェア：JST は、わが国の
科学技術イノベーション政策の
中枢的な推進機関として、科学
技術イノベーションの創生やイ
ノベーション基盤の形成、科学
技術政策の提言活動などに取り
組んできた。ことしは JST 支
援の大学、企業等から「未来の
産業創造」を目指した約 260
の研究開発成果を展示し、革新
的基礎研究、製品化事例など分
かりやすく紹介した。

＊ 4�
SDGs�：2015（H27）年 9 月
に国連で採択された「2030 年
までに達成すべき持続可能な開
発目標」（SDGs）は、これか
らの社会を考える際に重要な視
点を与えるものであり、先端技
術を取り込んでいく方法を世界
に提示していく必要がある。

写真 3　ヘビ型ロボット実演（ImPACT）
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第 15 回 産学官連携功労者表彰～つなげるイノベーション大賞～
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産学官連携活動において大きな成果を収めた企業や大学、公的研究機関などに
贈られる「第 15回産学官連携功労者表彰」の表彰式が 9月 1日、東京都江東区
の東京ビッグサイトで行われ、受賞者に賞状と盾が贈られた（受賞者一覧参照）。
2017 年 2月 1日から公募を開始し、3月 1日までに応募のあった中から、企
業と大学などとの共同研究・受託研究等が、ベンチャー創出に優れた成果かどう
かを審査。その結果、株式会社イーディーピー、国立研究開発法人産業技術総合
研究所（産総研）のチームの「単結晶ダイヤモンドの工業製品化」が内閣総理大
臣賞を受賞した（写真 1）。
電気自動車などは大電力が必要
で、その電力を制御するには電子素
子と呼ばれるパワーデバイスが欠か
せない。これまではシリコンや省エ
ネと機器の小型化のため、炭化ケイ
素（SiC）基板や窒化ガリウム（GaN）
から作るパワー半導体デバイスが開
発されてきた。ダイヤモンドは、そ
れらを越える物性値を備え次々世代
材料として有望だった。しかし、そ
のウェハ（半導体素子製造の材料）
製造が極めて難しく、今回の技術はダイヤモンドウェハの製造技術に適し、実用
化が大いに期待されている。また産総研は、民間企業での開発や経営などの経験
者をユニット長として招き、共同研究や資金調達など、ベンチャー創出支援を積
極的に進め、短期間で事業を軌道に乗せた。その結果、世界初の 1インチウェ
ハをはじめ、これまでにない形状のダイヤモンドウェハを製品化し、起業 6年
で 3億円を上回る売り上げを達成していた。
受賞者の一人、株式会社イーディーピー代表取締役社長の藤森直治氏は「私は
民間企業から産総研に移籍しました。そこでの担当ユニットは実用的な製品や技
術を生み出すことを方針とし、着任後 3年で大型単結晶製造の基本技術ができ
ました。市場規模が小さいダイヤモンド単結晶製品は、既存企業への技術移転だ
けでは発展は難しいと考え、産総研の支援制度も受けて、自らベンチャーを創業
しました。その後も、産総研からはさまざまな形で支援を受け、多くの新しい応
用製品を生み出してきました。世界に冠たる大型単結晶で、この分野をリードす
る企業への発展を期待しています」とコメントを寄せてくれた。
同社は、前年の大学発ベンチャー表彰で国立研究開発法人科学技術振興機構理
事長賞を受賞しており、1年でさらに事業を成長させたといえる。
� （構成：本誌編集長　山口泰博）

内閣総理大臣賞は
「単結晶ダイヤモンドの工業製品化」

●概要
第 15 回 産学官連携功労者表彰
～つなげるイノベーション大賞
～表彰式
会期： 2017 年 9 月 1 日（金）
会場： 東京ビッグサイト レセプ

ションホール A（東京都
江東区有明）

主催： 内閣府、総務省、文部科
学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国
土交通省、環境省、一般
社団法人日本経済団体連
合会、日本学術会議

写真 1　ダイヤモンド単結晶
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賞名 事例名 受賞者名

内閣総理大臣賞 単結晶ダイヤモンドの工業製品化

藤森直治　　株式会社イーディーピー　代表取締役社長　
茶谷原昭義　産業技術総合研究所　上級主任研究員　
山田英明　　産業技術総合研究所　主任研究員　
杢野由明　　産業技術総合研究所　研究チーム長　

科学技術政策
担当大臣賞

「フレキシブル有機エレクトロニクス�
実用化基盤技術」の開発に係る産学官
連携

仲田　仁　　�山形大学　有機エレクトロニクスイノベーションセンター　�
センター長代理　産学連携教授　

向殿充浩　　�山形大学　有機エレクトロニクスイノベーションセンター　産学連携教授�

科学技術政策
担当大臣賞
（地方創生賞）

開発提案から知財創出・販路開拓まで包
括支援型御用聞き企業訪問により次々と
新製品を生み出す新しい地域産学官連携
モデル「ふくいろキラリプロジェクト」

堀切川一男　東北大学　大学院工学研究科　教授　
立花志明　　株式会社山川印刷所　代表取締役社長　
内堀雅雄　　福島県　知事　

総務大臣賞 聴覚障害者等支援アプリ「こえとら」の
開発と展開に係る産学官連携

葦苅　豊　　�情報通信研究機構　先進的音声翻訳研究開発推進センター�
統合システム開発室　室長　

小林照二　　株式会社フィート　代表取締役　
有木節二　　電気通信事業者協会　専務理事　

文部科学大臣賞
省エネルームエアコンのグローバル普
及を実現する電源高調波規制適合ロー
コストインバータの開発

大石　潔　　長岡技術科学大学　大学院工学研究科　教授　
芳賀　仁　　長岡技術科学大学　大学院工学研究科　准教授　
関本守満　　ダイキン工業株式会社　テクノロジー・イノベーションセンター　主任技師

厚生労働大臣賞 乳房専用PET装置「Elmammo」の開発
に係る産学官連携

山谷泰賀　　�量子科学技術研究開発機構　放射線医学総合研究所　計測・線量評価部　�
チームリーダー　

中本裕士　　京都大学　医学部附属病院　放射線部　准教授　
北村圭司　　株式会社島津製作所　基盤技術研究所　放射線技術ユニット　ユニット長　

農林水産大臣賞
超強力小麦「ゆめちから」とそれを利
用した国内産小麦によるパンの開発に
かかる産学官連携

盛田淳夫　　敷島製パン株式会社　代表取締役社長　
山内宏昭　　帯広畜産大学　生命・食料科学研究部門　教授　
�農業・食品産業技術総合研究機構　北海道農業研究センター　ゆめちから育成グループ

経済産業大臣賞 国際標準化による樹脂 /金属異種材料
接合体の海外事業展開

堀内　伸　　産業技術総合研究所　ナノ材料研究部門　上級主任研究員
成富正徳　　大成プラス株式会社　会長　

経済産業大臣賞 ロボットOS「RT ミドルウェア」の研
究開発と標準化

安藤慶昭　　�産業技術総合研究所　ロボットイノベーション研究センター�研究チーム長
日本ロボット工業会　ロボットビジネス推進協議会
計測自動制御学会　SI 部門　RTシステムインテグレーション部会

国土交通大臣賞
「ECM（エネルギー・CO2 ミニマム）
セメント・コンクリートシステム」の
開発に係る産学官連携

青木雅路　　�ECM共同研究開発チーム　株式会社竹中工務店　技術研究所�地盤基礎部門�専門役
坂田　昇　　ECM共同研究開発チーム　鹿島建設株式会社　土木管理本部　土木技術部長
坂井悦郎　　東京工業大学　物質理工学院　材料系　特任教授　

環境大臣賞 「アスベスト迅速検出装置」の開発に係
る産学官連携

黒田章夫　　広島大学　大学院先端物質科学研究科　教授　
関口　潔　　有限会社シリコンバイオ　開発部　部長　取締役　
高橋達也　　株式会社オプトサイエンス　営業部　

日本経済団体連合会
会長賞

蓄電池産業の競争力強化に資する世界
最先端の電池研究開発 小久見善八　京都大学　名誉教授　

日本学術会議
会長賞

「細胞製人工血管の臨床開発」に係る産
学官連携

秋枝静香　　株式会社サイフューズ　取締役　
中山功一　　佐賀大学　医学部　臓器再生医工学講座　教授　
伊藤　学　　佐賀大学　医学部　胸部心臓血管外科　助教　

産学官連携功労者
選考委員会特別賞

産学官連携による革新的な自動車用熱可
塑性炭素繊維強化プラスチック（CFRTP）
部材の研究開発と製品化準備

佐宗章弘　　名古屋大学　大学院工学研究科　航空宇宙工学専攻　教授　
石川隆司　　名古屋大学　ナショナルコンポジットセンター　特任教授　

第 15 回 産学官連携功労者表彰～つなげるイノベーション大賞～ 受賞者一覧 （敬称略）
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新しい技術の導入〜教育現場から考える〜

今年度からインターネット配信型の講義を 1科目
担当している。eラーニングのための映像コンテンツ
づくりは初めての経験である。通常の講義の準備も大
変だが、映像コンテンツづくりは、実はさらに骨が折
れる。当たり前だが、受講者の顔が見えない。通常の
講義であれば、受講者の反応を見ながら、時には問い
を投げ掛けながら授業を進めることができるが、配信
型の講義ではこれができない。しかしながら、eラー
ニングでは、時間や場所を選ばずに受講できるという、
受講者側に大きなメリットがある。
産学官連携においても、シーズ発表会や展示会など、

リアルなイベントが全国各地で行われている。一部
ネット配信等も行われていると思うが、「その場に行く
こと」が暗に求められている。おそらく、研究者や企
業の方々に直接会ってお話をすることの重要性は今後
も失われることはないだろう。だが、情報収集の段階
では、研究者によるシーズ紹介の視聴など、映像コン
テンツが中心になる日が来るかもしれない。PCに向
かって延々と授業を行いながら、そんなことを考えた。
大げさかもしれないが、新しい技術や方法を導入

することには時に苦痛を伴う。今までの方法の良さを
考えながらも、新しい方法をどう取り入れて補完する
のかを考えていきたい。

丹生 晃隆　宮崎大学 地域資源創成学部 准教授

水産業は衰退産業か？

日本は漁業途上国であるという。水産業は世界的
には成長産業だが、世界有数の水産物消費国のわが国
では衰退産業となってしまったとの指摘もある。何よ
り、日本では魚が取れなくなった。その要因は諸説あ
るようだが、ある識者によれば最大の要因は「乱獲」
であるという。持続的な産業として安定させるため、
資源を適正な規模で市場に流通させる仕組み作りが求
められている。
さて高知県では、産学官民の有志による組織「高

知カツオ県民会議」が 2017 年 4 月に発足した。日
本周辺でのカツオの水揚げ量回復のため、カツオ資源
が減っている現状を共有し、国際的な資源保護につな
げる狙いもある。日本周辺のカツオ漁低迷の原因の一
つに「熱帯海域での乱獲」が考えられているが、持続
的資源管理や国際的交渉を推し進めるためには、カツ
オの生態を科学的に解明する必要があるという。
問題解決は単純ではないし、カツオに限らず日本

の水産業は衰退産業ではなく「業界再編は進んでいる」
との声もある。いずれにせよ、いま必要なのは関係者
間の対立ではなく、対話と交流から生まれる連携と協
働であろう。官民を挙げた粘り強い取り組みが肝要で
はないだろうか。

佐藤　暢　高知工科大学 研究連携部 研究連携専門監

ベンチャーと大学発ベンチャーの違いは何なのか。元職の会社のサーバー周辺業務は堀江貴文氏（当時オン・ザ・
エッヂ社長）に委託していた。数年後、会社のある部門を買いに、さらに数年後には中核グループ企業の株の買占
め全社乗っ取りを仕掛けてきた。当時連日報じられその渦中にいた。サイバーエージェントの藤田晋社長もしかり。
さらに数年後、会社の IT部門の分社でチームラボ設立間もないころの猪子寿之社長に社外取締役を依頼した。いず
れも富と名声を得た企業家であり実業家だ。彼らは経営者として認められたからこそVCなどからの支援を得たが、
大学発ベンチャーほどの四方八方からのお膳立てはなかった。

 本誌編集長　山口 泰博
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