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■地域で進んだオープンイノベーションの
取り組み

西本

清一

にしもと せいいち
地方独立行政法人京都市産業技術研究所 理事長、公益財団法人京都高度技術研究所 理事長

「イノベーション」という術語が人口に膾炙（かいしゃ）して久しい。1780 年から 1920 年ま
での 140 年間に見られた長い（ほぼ 56 年）周期で変動する景気の循環ないしは波において、景
気の回復要因が新しい科学技術や社会価値の生起発展と同期している事実を発見し、20 世紀が産
出した社会変化を正しく預言したシュンペーターにとって、資本主義とは何よりも「創造的破壊が
放つ不断の強風」であった＊＊ 1。
「歴史家は過去に学んで未来を予測する」という。シュンペーター
の慧眼（けいがん）は、経済学を基盤としつつ、歴史学の視点を持ち合わせたところにあった。
わが国では、長期的視野に立って体系的かつ一貫した科学技術政策を実行するための基本計画
（科学技術基本計画）が 1996 年度から 5 年ごとに策定されている。初めて「イノベーション」に
言及されたのは第 3 期基本計画（2006 ～ 2010 年度）においてであった。その直近（2004 年 12
月）に米国競争力評議会が「米国を丸ごと変革せよ」をスローガンとするパルミサーノ・レポート
を公表し、科学技術イノベーション戦略を掲げたことと無関係ではないだろう。地域科学技術振興
とその環境整備に向けた政策は第 1 期基本計画（1996 ～ 2000 年度）から打ち出され、第 3 期に
至って「地域イノベーションシステム」構築の必要性が明示された。
現在進行中の第 5 期基本計画
（2016 ～ 2020 年）
には、地方創生に寄与する科学技術イノベーショ
ンを推進するために検討すべき課題として、
「技術開発力のある地域の中小企業、大学、国立研究
開発法人、自治体等が集まり、地域内だけでなく、国内外のリソースも活用したオープンイノベー
ションを推進する“場”の構築」が指摘されている。この視点を先取りした取り組みが国立研究開
発法人の JST によって展開された。2013 年度に始まり今年度末で終了する JST 研究成果展開事業
「スーパークラスタープログラム」がそれである。これまで地域ごとに取り組まれてきた地域科学
技術振興施策の研究成果を生かしつつ、国主導で選択と集中、ベストマッチを図り、次世代パワー
半導体（SiC および GaN）にフォーカスした国際競争力の高い広域連携スーパークラスターの形成
が目的に掲げられた。従来の運営方式とは大きく異なり、明確な運営方針と市場獲得構想に基づい
て、JST も積極的に広域クラスターの運営と調整に当たり、それが奏功して大きな成果に導いた。
スーパークラスタープログラムの取り組みを通じて、オープンイノベーションの“場”が自律的
に形成され、地域内の産学連携による「学から産への基礎研究成果の橋渡し」機能が高効率化し
た。この結果、漸進的改良型のイノベーション（Incremental Innovation）が加速し、次世代パ
ワー半導体は短いサイクルで漸次性能アップした。他方で、技術吸収力の高い域内外の中小企業を
巻き込んだ産産学連携の新しい取り組みが効果的に進捗（しんちょく）し、次世代パワー半導体を
搭載した多様な製品が相次いで開発された。そのような製品の中には、ベンチャー企業が製作に
成功した超小型の粒子加速器も含まれ、シュンペーターの創造的破壊型イノベーション（Radical
Innovation）の事例も認められた。
以上のように、今後の産学官連携オープンイノベーションシステムの構築に資する、実りある実
践事例をもたらした JST 広域連携スーパークラスタープログラムの運営方式は注目に値する。
＊＊ 1 Wooldridge, A. Shumpeter Inc. The Economist Megachange : The world in 2050. 2012, p. 193-202.
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ダイキン工業

空調機器世界 No.1 企業が推し進める
イノベーションとは
空調機器の世界ナンバーワン企業でありながら、ダイキン工業はオープンイノ
ベーションへの飽くなき探求心と追及の手を緩めることがない。外部との連携を
積極的に推進するのは、さまざまなモノ（物）がインターネットに接続される
IoT と AI を自社の製品やサービスに取り込むためだ。国内の複数の大学と組みつ
つ、不足する情報科学をわが手にするために破格の連携をする。視線の先は、さ
らに海外へと向いていた。

■研究開発とイノベーションの中枢 テクノロジー・イノベーションセンター
事業のグローバル展開を進めているダイキン工業株式会社（以下「同社」
）は、
国際競争に勝ち残っていくために、自前主義にとらわれることなく、大学や他社
などが持つ技術やアイデアを組み合わせ、革新的な製品やサービスに結び付ける
オープンイノベーションが重要だと考えている。その中核拠点として、2015 年
にテクノロジー・イノベーションセンター（TIC）をオープンさせた。それまで、
滋賀県草津市、大阪府堺市、同摂津市の各事業所に機械系、電気系、化学材料系
と分散していた研究開発部門を 1 カ所に集約した。約 610 人の技術者と、約 90
人の戦略立案や産学連携推進を担う人材も含めた企画・管理系の人材あわせてお
よそ 700 人の従業員から構成され、技術開発のコア拠点としてだけでなく、海
外の R&D センター 8 カ所の商品・技術開発のコントロールタワーとしての役割
も備えた。
TIC 開設からおよそ 2 年で、延べ 5 万 3000 人の外部からの研究者や見学者
が訪れ、講演会や技術交流会なども頻繁に開催している。著名な研究者が同社
フェローとして執務・滞在するためのフェロー室、社外技術者との共同研究のた
めの実験室なども完備したほか、自社開発した潜熱顕熱分離空調、水熱源 VRV、
太陽光発電追尾架台やフリークーリング、熱幹線、太陽光集熱・採光、自然換気、
クールピットなど熱や自然エネルギーを有効活用する最新技術を集めて通常のオ
フィスと比較して消費エネルギーを 70％削減する注目のオープンイノベーショ
ン拠点だ。

■近隣の大学や研究機関との連携
これまでも、大学などと個別の共同研究は実施してきた。例えば長岡技術科
学大学とは PFC 回路と電解コンデンサーを不要にできる「電源高調波規制適合
ローコストインバータ」の共同研究を行い、その成果を活用して、新興国向け
ルームエアコンのコア技術として世界で初めて実用化した。全世界への省エネイ
ンバータエアコンの普及拡大に大きく貢献する技術として第 15 回産学官連携功
労者表彰（経済産業省）で文部科学大臣賞を受賞した。
4
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従来の個別研究者との共同研究に加え、この 6 年ほど前からは、近隣の大学
を中心に組織対組織での包括連携や、課題解決型ではない課題設定型の連携を積
極的に進めてきた。
奈良先端科学技術大学院大学との課題設定型包括提携では、2012 年から「未
来共同研究室」を学内に設置。五つの未来社会課題（健康維持、生活環境、エネ
ルギー、高齢化、デジタル化）について議論しながら、研究テーマの設定を進め
てきた。生活環境分野においては、例えばフジツボが全く付かない船底塗料、と
いったような全く新しいフッ素機能材料の開発を目指
したクリーンイノベーションに取り組んでいる。
京都大学とは、13 年に組織対応型包括連携協定
を締結。文理融合による新しい価値創造をテーマに、
10 ～ 20 年先を見据えた骨太の価値の創出を目指し
ている。心理学・社会学・哲学などの先生・学生とダ
イキン社員とで自由に発想を膨らませる「100 人ワー
ルドカフェ」
（写真 1）などの取り組みを行い、そこ
から抽出したキーワードをもとに空気空間に関する新
たな価値コンセプトを創出する活動を進めている。

写真 1

京都大学「100 人ワールドカフェ」の様子

■大阪大学には 56 億円拠出
大阪大学とは、共同研究・委受託研究、先導研究プログラム、学生研究員プロ
グラム、AI 人材養成プログラムの四つのプログラムからなる情報科学分野にお
ける包括提携活動をスタートさせた。空調、フッ素化学メーカーの同社が抱えて
いる従業員の大半は機械、電気、化学系の技術者だ。情報科学技術の発展・普及
で産業構造が転換していくといわれる中で、AI や IoT 技術の獲得は急務だった。
通常の包括提携の場合はテーマ数に応じて一つの大学で年間 2,000 万～ 5,000
万円ほどの規模となるが、同大学との連携では、10 年間で 56 億円規模の投資
を計画。教員の労務費も一部を負担する。突出する投資額から、その並々ならぬ
危機感と期待のほどが伺える（写真 2）。
共同研究に加え、AI 人材養成プログラムでは AI
活用を推進する中核的な人材を育成する社内講座「ダ
イキン情報技術大学」を開講し、大阪大学の教員が社
内の幅広い部門から選抜された受講者を対象に、AI
を用いた技術開発や事業開発を担える人材の育成を図
る。学生研究プログラムではインターンシップも予定
しており、優秀な学生獲得にも余念がない。
「先導研究プログラムは、われわれが発想できない
ユニークな成果を期待する長期基礎研究です。研究成
果の優先開示を受けるファーストルックはしますが、
研究内容には口出ししません。一方、共同・委受託研
究では、産学一体となった成果創出を目指します」と

写真 2 （左から）ダイキン工業

十河政則代表取締役社長兼 CEO、
大阪大学 西尾章治郎総長
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同社 TIC 副センター長の河原克己氏はきっぱり。
そのほか、同志社大学とはパワーエレクトロニクス分野で同社の研究員が教員
として学生の研究を指導することを通じて、研究開発の推進と人材育成を推進し
ている。国立研究開発法人理化学研究所には、世界トップレベルのライフサイエ
ンス分野の基礎研究力を期待する。
「単に暖める・冷やす機械ではなく、空調の
新たな姿としてもっと人を健康にする機械を目指すとき、人体生理の研究が必要
となります」と河原氏。疲労の低減や回復ができるような温度・湿度管理がエア
コンの付加価値となる日も近いようだ。研究開発での課題意識は、空調事業で世
界 1 位、フッ素化学事業で 2 位のポジションにつけ絶好調にもかかわらず、ど
ちらもコモディティー化が進展しており、次の新しいイノベーションの種が必
要、ということだ。イノベーションを加速し、事業領域を拡大していくために
は、自前主義を前提とした社内リソースの活用では不十分であり、大学など外
部・異分野・異業種の力を借りた今までにない新たな取り組みに迫られている。

■積極的なトップ会談
一連の連携の影には、同社取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員の井
上礼之氏と相手先トップとの会談が大きく影響している。例えば、大阪大学総長
の西尾章治郎氏とのトップ会談では、西尾総長が情報系専門ということで話が弾
んだようだ。京都大学の場合も、当時総長だった松本紘氏（現理研理事長）との
会談からだ。しかし単に会談だけで連携が始まるわけではない。根底には産学連
携に対する井上会長の深い理解と、相手先トップとの信頼関係があってこそとい
える。
「かつては要素技術の獲得に終始していました。単なる委託研究で欲しい
技術をどこかに作ってもらうだけでは、大きな期待はできません。一緒に取り組
むからこそ大きなイノベーションテーマ設定ができ、自社だけでは思い付かない
ことを成功させてこそオープンイノベーションなのです」と河原氏は話す。
産学がグローバル化する中、世界中から技術者とアイデアが集まる拠点とする
ため、中国の清華大学とも研究を進めつつ、米国では 50 ～ 100 人規模のイノ
ベーションセンターを構築中だ。
河原氏は「過去、空調技術は国内で一番を取っておけば世界でも通用しました。
日本の省エネ技術はトップクラスで、必要な電気や機械などの技術は国内にあり
ました。小型化し壊れにくく省エネといった従来の延長でなく、今は新たなサー
ビスや付加価値が求められています。そこに必要なのは AI などの情報科学、ナ
ノテク、ライフサイエンスであって、それらの技術は必ずしも日本だけがリード
しているわけではありません。エアコンは、温度設定だけは自動運転で、28 度
に設定すればひたすら 28 度になるよう調整しながら運転しています。そうでは
なく、これからは、10 人がその部屋にいたら 10 人ばらばらの体温や健康状態
をセンシングし、個々人の好きな温度や健康状態に対応した空調環境を作り出し
たいのです」。さらに続けて、
「会議室なら脳の覚醒度を上げてアイデアが出やす
くするとか、働きやすい職場環境を作るとか、寝室だったらもっと深く眠れるよ
うに、ダイニングならおいしく食事ができるようになど、そんな付加価値はこれ
6
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からまだまだ追及していけるということです」と説明する。
温度、湿度、照明、空気成分（酸素や CO2 濃度）など、TPO に応じ一人一
人に対応し最適化するエアコン…「エアコン」を超えて空間全体をコントロール
するのが未来像のようだ。

■課題は何か
最後に、産学連携を組織的に実施していくための課題とその方策をお聞きした。
― 大学組織と組織的に組むときの課題はありますか。

河原 大規模な総合大学では「横串」とか異分野の先生と
の共同活動は難しいこともあります。大学の方針はあるも
のの、基本的に産学連携において、研究者は自身の研究に
求められているものがどれだけ重なっているかが重要です
ので、一個人、一研究者にとっては自身の領域でインパク
トある論文が書けるかどうかが大事なのでしょう。ある目
的に向かって皆で意見交換し活動するのは、総論賛成各論
反対になりがちです。率直で柔軟な先生なら大型連携もう

ダイキン TIC 副センター長
河原克己氏

まくいくでしょう。そうでないと頓挫することもあります。
― どう対処するのでしょうか。

河原

つまりは信頼関係。自分たちの言い分だけを伝えるのではなく、先生のや

りたいこと・求めていること、大学が求めていることなどをしっかり聞き取って、
両者のやりたいことを一致させる必要があり、私たちはそう努力しています。
― 企業側からの希望などはありますか。

河原 （大学の）産学連携本部が学内でどの程度の権限やリーダーシップを持て
るのかによりますし、大学からすれば必ずしも必要ではないかもしれませんが、
企業の目的志向でいえば異分野融合は必要です。例えば健康目的の空調を実現し
ようと考えたとき、大阪大学は AI、理研はライフサイエンス、京都大学は建築
などといったように、それぞれの枠を超えた連携ができればものすごく良いもの
ができると思いますが、実際は、企業と大学 1 対 1 の、個別の共同研究になら
ざるを得えません。しかし研究テーマだけで切り分けていては、シナジーは起こ
りにくいと思うのです。学内の異分野だけでも難しいのに、さらに学外の別組織
までとなると、なお一層交わりにくい。アカデミアは研究志向なのでそこは仕方
ないとは思いますが、分野や組織を超えたコラボレーションができればもっと良
いと感じます。
― ありがとうございました。



（取材・構成：本誌編集長

山口泰博）
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伝統と革新

東京藝大 クローン文化財技術と伝統技術の
融合で国宝を再現
描かれたものが分かりくいほど劣化した絵画、痕跡しか残っていない文化財…
それらが制作された当時のままによみがえるとしたら。タイムトラベラーのよう
に、時空を超え過去から文化財を持ち帰るようなことができるのか。そんな夢の
ような技術で文化財や芸術作品を再現したクローン文化財は、地域の伝統工芸も
活性化しそうだ。

■劣化し、失われる文化財
今、シルクロードの文化財はさまざまな危機に直面している。アフガニスタン
中部のバーミヤンは、かつてシルクロードの要衝として栄えていた。ギリシャ文
明とゾロアスター教や仏教が融合した東西文明の交流の象徴でもあるバーミヤン
には東西 2 体の大仏があったが、2001 年に旧タリバン政権によって爆破され、
東大仏の天井壁画も粉々になった。日本でも、模写作業中に焼損した法隆寺金堂
壁画など、惜しくも失われ、実物の鑑賞がかなわない作品が多くある。
東京藝術大学「以下（東京藝大）
」は高精度な三次元計測機やデジタル画像処理、
デジタル印刷技術といった最先端の文化財復元技術を活用し、
「クローン文化財」
として復元する特許技術を持つ。その技術を用い、劣化が進行し消失した文化財
を本来の姿によみがえらせ、未来に継承するための試みの一つが、法隆寺の金堂
外陣（げじん）壁画 12 面、釈迦三尊像と天
蓋の復元だ（写真 1）。
法隆寺には、現存する世界最古の木造建造
群である西院伽藍、その中心付近に建つ金堂
には飛鳥時代に制作された釈迦三尊像をはじ
めとする諸像が配されていた。天井には鳳凰
が飛び交う豪華な天蓋が吊るされ、堂内には
仏教絵画の至宝というべき壁画が描かれてい
た。しかし、1949（昭和 24）年に金堂外陣
壁画 12 面が焼損し、現在の金堂には昭和 40
年代に描かれた再現模写が設置されている。
写真 1

展示会場写真「photo:KIOKU Keizo」
（提供：東京藝術大学 COI 拠点）

■保存と公開の矛盾を乗り越える
研究開始当初は、高句麗古墳群（世界遺産）の江西大墓の壁画を実物大で複製
していた。故平山郁夫元学長が入手していた写真のフィルムを、デジタル技術で
8
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画像を鮮明にし、原寸大で制作。仕上げは人の手で細部を手描きで彩色した。そ
こから進化し、クローン文化財の技術にたどり着いた。
東京藝大大学院美術研究科文化財保存学専攻教授・社会連携センター長（学長
特命・社会連携担当）宮廻（みやさこ）正明氏（写真 2）は「文化財は保存と公
開の両立が求められますが、これは矛盾しています。劣化する文化財は非公開が
最良の選択ですが、公開されないと価値が共有されず本来の存在意義が失われま
す。この問題の解決がクローン文化財の技術です」と説明する。法隆寺の釈迦三
尊像は国宝であるため、現地へ行くしか見るすべがない。
「門外不出」は広く共
有できないことを意味する。そこで、法隆寺管長の大野玄妙氏に、クローン文化

写真 2

 京藝大
東
宮廻正明教授

財でよみがえらせることはできないか打診したところ、承諾を得ることができた。
当時の文化庁長官にも許可を取り、国宝のクローン制作がスタートした。

■空間、形状、素材、質感、色を科学分析で忠実に再現
デジタル技術は、伝統的模写や模造の弱点となる「形状の正確さ」や「時間の
短縮」においてメリットがある。反面、制作技法が継承されない懸念が残る。し
かし画像や造形データの編集と印刷だけをデジタル技術に頼り、それ以外の質感
再現や彩色、造形の仕上げに従来の伝統的な手法を用いることで制作技法が継承
され、短時間で正確な再現が可能となった。
原本の詳細な調査と、最先端のデジタル技術と伝統的なアナログ技術を駆使
し、絵の具や基底材などの成分や表面の凹凸、筆のタッチまで忠実に再現。人の
手技や感性を取り入れて原本と同じ素材、同じ質感だけでなく、技法、文化的背
景、精神性など芸術の DNA に至るまでを再現する。また失われた文化財も再現
可能で、本来 5 年 10 年とかかる制作時間を数カ月に、またコストもデジタル技
術の併用で大幅にカットできる。そして移動美術館や代替展示公開を可能にした
だけでなく、写真撮影はもちろん直接手で触れ、五感で感じることができる。ク
ローン文化財は、保存と公開を両立させる手段として国際社会からも大きな期待
が寄せられている。

■釈迦三尊像の制作工程
再現工程
①計測・解析原型作成（東京藝術大学 COI 拠点）
工程
3D 計測（写真 3）
データ解析・造形
3D 造形出力（写真 4）
金属分析

作業内容
プロジェクターで縞パターンを投影し、2 台の CCD デジタルカメラで
撮影し高精度 3D データを作成。
計測した 3D データを解析し、取得できなかった部分はデジタルモデリ
ングで 3D 復元を行う。
3D データを 3D プリンターで出力し、鋳型原型を造形。
蛍光 X 線分析調査で釈迦三尊像の金属分析を行い、銅、スズ、鉛のほか
微量の水銀などが検出された。
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②銅像の鋳造・彫金（高岡銅器）
3D プリントによって制作された原型を
元に鋳造用の型を作成。

鋳型作成
溶解
注湯（写真 5）

銅合金を約 1,250℃に溶かす。

溶かした銅合金を湯口から注ぎ込む。
注湯した銅合金が冷えたあと鋳型を取り
除く。
大光背から複写した銘を再現した大光背
に印刷し、彫金の技法で一文字ずつ彫り
上げる。

型ばらし
光背銘（写真 6）

高岡銅器は約 400 年前、高岡の町（現在の富山県
高岡市）を開いた加賀前田家 2 代目当主前田利長が、
7 人の鋳物師を呼び寄せたことから始まった。当時は
鉄が中心だったが、江戸中期からは銅が用いられるよ
うになり、美術品や仏具、茶釜の金属加工技術が発

写真 3

3 次元計測撮影回数は 239 回を数えた
（提供：東京藝術大学 COI 拠点）

達。真ちゅう、スズ、アルミニウムなどに応用され、スペインの世界文化遺産グ
エル邸の別邸正門「龍の門」の鐘の復元にも用いられるほど、歴史的記念碑や工
芸品修復再現に期待されている鋳造技術である。クローン文化財は、地方創生に
も寄与できればという思いから、東京藝大から打診したという。そこで互いの伝
統技術とデジタル技術を融合させた復元がスタートした。
③台座の木工・木彫（井波彫刻）
木工部分（写真 7）

提供された台座の平面図を元に、実寸大の平面図を作成。それに沿ってノ
ミやカンナなどで形を整える。

木彫り部分

下絵と画像を元に反花（かえりばな）を彫刻。

漆工部分

原本と同様に漆を塗り、経年変化による傷や摩耗、古色を施す。

古色仕上げ

四方の板に描かれた図様を描き、古色を再現。
写真 4

井波彫刻は、真宗大谷派井波別院瑞泉寺の門前町として栄えた井波（富山県南砺
市）で受け継がれる伝統的工芸品だ。大火で焼失した瑞泉寺再建のため京都から彫
刻士が招かれ、その技法を宮大工が受け継ぎ、今日の井波彫刻の礎（いしずえ）を
築いた。その技術は名古屋城本丸御殿再建時に欄間（らんま）に息づいている。
④仕上げ（東京藝術大学 COI 拠点）
3D 積層痕の除去

3D プリンターの積層痕をキサゲと特注のこてヤスリを用いて除去。

表面仕上げ

製作工程で生じた形の緩みをキサゲ、タガネ、特注のこてヤスリで修正し、
造仏当時の姿をよみがえらせる。

構造の検討

中尊、脇侍、光背をつなぐほぞを制作し、仮組しながら全体のバランスを検討。

古色仕上げ

硫化着色、緑青着色などを用いて、経年の古色を再現。

計測・解析したデータを元に 3D プリンターで原型を制作し、伝統工芸高岡銅
器振興組合と井波彫刻協同組合によって、地域に受け継がれてきた鋳物や彫刻の
伝統技法を用いて現代へと再現された。最終仕上げは東京藝大の芸術家たちが、
科学的に限りなく同質なもので複製した。日本の芸術文化、地域の伝統技術、歴
史的美術工芸品の三位一体である。
10
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写真 5

湯口より注湯＝右脇侍

写真 6

文 字の
「はらい」や「とめ」は、当時の
書体に合わせる

写真 7

荒 削りから仕上げまでには 200 本
前後のノミを使い分ける

400 年を超える高岡市の鋳物技術と 600 年を超える南砺市の彫刻技術を活用した地場産業活性化モデルの構築・展開事業推進協議会

■触れられる文化財で、芸術をより身近に
2017 年 3 月には、聖徳総本山法隆寺、東京藝大 COI 拠点、同社会連携セン
ターの特別協力の下、富山県高岡市、南砺市らの地場産業活性化モデルの構築・
展開事業の一環として、「法隆寺 再現 釈迦三尊像展－飛鳥が告げる未来－」を
開催した。会場となったウイング・ウイング高岡（富山県高岡市）には、県内外
から 18,000 人を超える多くの人が訪れた。
東京藝大の成果物はビジュアルインパクトに富む。
「JST フェア 2016」では、
バーミヤン東大仏天井壁画「天翔る太陽神」を中心に、文化共有研究グループ制
作のクローン文化財を出展。また昨年は「JST フェア 2017」で、東京藝大 COI
プログラムブースに「Study of BABEL」関連展示を出展、それぞれの展示が来
場者の視線を釘付けにし、話題を呼んだ。
「あれはできない、これはできないという既成概念が障害になります。何かや
ろうと思ったとき、例えば『絹にプリントするのは無理』だとか、
『3D スキャ
ンできない部分があるから無理』などとすぐに無理だと考えてしまうことがあり
ます。
『できない』という言葉は、最も大きな障害になります。本当に無理かど
うか、皆で意見を出し合って、できる方法を探ることから始めないと文化の再現
はできません」と宮廻氏は振り返る。
さらに、
「すべての国宝をクローン技術で再現してみたい」と宮廻氏の意欲は
衰えることがない。
「文化財は年間でわずかな期間しか公開されません。その期
間以外は見ることができないわけです。保存の最良策は見せないことです。しか
し公開は観光と共有のためには必要です。矛盾していますよね。そこでオリジナ
ルの保存期間中はクローン文化財を公開しておけばいいのです」と語る。
13 年からスタートした同 COI 拠点は 21 年までという時限付きプロジェクト
だ。折り返し地点を過ぎたところだが、ゴッホの絵画も変色してきているので、
変色前にクローンを制作する話題も絶えず、海外との連携も拡大している。
「売
買はオリジナルで、文化継承はクローン文化財で」という宮廻氏の言葉が、世界
の文化財や芸術を身近にしそうだ。


（取材・構成：本誌編集長

山口泰博）
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伝統と革新

伝統技術で投資不要のヒット商品を生み出す
慶應義塾大学伝統工芸みらいプロジェクト

慶應義塾大学が仕掛ける「URUSHI TUMBLER（漆タンブラー）」が売れている。
福井県鯖江市や越前漆器事業者を巻き込み「地域活性化には地域を知ることから」
と古民家を拠点に据え、同大学のリサーチャーが 1 人移住。本気の取り組みは、
伝統工芸や観光事業者のみならず地域住民にも恩恵をもたらそうとしている。

■福井県鯖江市、鯖江市商工会議所と地域活性化促進で合意
慶應義塾大学メディアデザイン研究科（以下「同科」
）は、イノベーションを
自ら生み出し、社会に向けて価値を創出する能力を持つ
「メディアイノベーター」
の育成をミッションとする。その実働として同科が実践する「伝統工芸みらいプ
ロジェクト」は、越前漆器など地方の“ものづくり”を生かした地域活性化だ。
地方創生を机上の提言だけにすることなく、そのノウハウを地域に定着させたい
と考え、
「伝統産業」と「地方創生」をテーマに 2015 年にスタートさせた。17
年には正式に福井県鯖江市、鯖江市商工会議所と 3 者で地域活性化の促進に向
けた協定を締結した。
きっかけとなったのは、同科教授の岸博幸氏が講演で鯖江市を訪れたときだ。漆
塗りが好きで自身のパソコンの背面に漆の蒔絵（まきえ）をあしらっていたことか
ら、地元の漆工芸品の先細りを危惧していた地域住民から越前漆器の将来の相談を
受けた。鯖江市長の牧野百男氏との懇談の席でも、地域の主力産業である眼鏡＊ 1
だけでなく伝統工芸を活性化しましょうと盛り上がったという。

■地元へ移住し、当事者目線で課題を洗い出す
その拠点は、活動内容とコンタクト先に応じて、同科がある神奈川県横浜市の
日吉キャンパス、東京都千代田区の SENQ（センク）霞が関、東京都港区の東
京プロジェクトルーム、そして福井県鯖江市にある「COTOBA（コトバ）
」の
4 カ所である。
「プロジェクトメンバーとして居住しているわれわれは、お客さんになっては
いけないと思っています。都会では自治会は少なくなりましたが、地方では地域
の自治会がサービスの一端を担っています。その自治会活動にも参加して地元の
当事者になり、そのリアリティーを共有しながら地域にお金が落ちる方法を考え
ることが大切です」と同学研究員でプロジェクトリーダーの大江貴志氏は話す。
その言葉どおり、地元の古民家を改装した「COTOBA」を拠点とし、同学のリ
サーチャー 1 人が都内から移住している。
12
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国内産眼鏡枠のシェアが約
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産業省の工業統計調査より）
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写真 1

古民家を改修した地域情報発信拠点「COTOBA」

プロジェクトを進める当事者となり、都市と地方住民レベルで課題を洗い出す
ことで、自治体や団体の関係者や事業者へのフィードバックも可能となる。そし
て鯖江市と越前漆器協同組合との連携から食べ物や文化をつなぎ、ストーリー展
開によって福井県全体へと拡大させる。

■ URUSHI TUMBLER（漆タンブラー）の成功で活気づく
本来、漆器の多くは日用品として使われており、高額な芸術品や鑑賞用として
の漆器はその一部にすぎない。
「伝統産業の新事業は、その技術ありきで新しい物を作ってしまいがちです。
工芸品の技術からスタートすると“技術マッチョ”な商品になってしまい、その
ための新しい機械などの投資も必要になってきます。われわれは、一から新しい
商品を作らず、産業としての技術を生かしながら消費者が望むものを作ろうと考
えました。今のニーズと彼らの技術、今売れているものを検討しながら作る。工
芸品の技術で日用品の価値を上げることに主眼を置いたのです」と大江氏。
「今売れる食器とは何か」という疑問の答えは、大手通販サイトの売れ筋ランキ
ングからヒントを得た。売れている食器ランキングでは、常にタンブラーが上位に
食い込んでいる。そこで、カメイ・プロアクト株式会社のブランド「thermo mug
（サーモマグ）
」から既存のタンブラー製品を卸してもらい、株式会社土直漆器の地
元漆職人が加工を担当した。
キャッチコピーは「コーヒー
ブレイクに日本の粋を」。製品
名は「URUSHI TUMBLER（漆
タンブラー）」である。天然の
漆を使用した商品は、漆器の
文化をもっと日常生活にも広
げていきたいという思いから
作られた。今回は職人がタン
ブラーに一つ一つ手塗りで漆
を施して大切に作っている。

写真 2

URUSHI TUMBLER（漆タンブラー）

Vol.14 No.1 2018

13

だが当初は興味を示す企業や職人は少なかったようだ。大江氏は「実際、若手
職人でも半信半疑で、当時の組合青年部長が責任感から商品開発に参加してくれ
ました」と当時を振り返る。クラウドファンディングの「MAKUAKE（マクア
ケ）
」で受注型の量産に向けた市場調査を実施し、正式販売後には定価 5,000 ～
1 万 5000 円の URUSHI TUMBLER がシリーズ累計で数千個売れた。これには、
町中にコーヒーチェーン店があふれ、安くておいしいコーヒーが気軽に飲める文
化が根付いたという背景がある。購入者の多くは男性が 30 代、女性が 40 代で、
タンブラーとしては高額ということもあり「見た目ウケ」する明るい色や柄が好
まれている。この取り組みにより、敷居の高いイメージの伝統工芸に雑貨や日用
品というカテゴリーが一つ増え、販路がさらに広がった。評判を聞き付けた旅館
や企業から、ロゴ入りの記念品や贈答品を作ってほしいなどの引き合いもあるよ
うだ。さらに「URUSHI UMBRELLA BOTTLE（アンブレラボトル）
」
（携帯
型水筒）へと商品が広がり、漆を塗ることで既存商品に付加価値を付け、単価を
上げることにも成功したといえよう。

■ものづくり観光で稼げる地方創生
福井県丹南地区の半径 10 キロ以内には、越前漆器、越前和紙、越前打刃物、
越前焼、越前箪笥（たんす）と五つの伝統工芸産地が近接している。その地理
的特性を生かし、日本の「モノ」
「コト」
「場所」
「人」の魅力を再発見する雑誌
「Discover Japan」
（エイ出版社）とタイアップして、
「越前クラフツーリズム」
を軸とした産業観光やインバウンドを推進させた。取材を通して、第三者目線で
福井県の観光スポットと工芸産地や食文化を結び、消費者目線で地域全体の魅力
をストーリー化した。
また 5 産地連携で、越前ものづくりの里・福井物産展「美食＆伝統工芸めぐり」
（JP タワー KITTE 内・東京シティアイ）や浅草の「まるごとにっぽん＊ 2」
（東

写真 3
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浅草の商業施設。全国各地の
地産セレクトグルメを扱う食
物販店舗、地方に伝わる伝統
を生かした新しいモノづくり
に取り組む物販店舗、全国
の市町村が集まるサービス店
舗、浅草の景色を楽しみなが
ら旬の味覚が楽しめる飲食店
舗などが出店。

特集

京都台東区）に出展するなど、工芸品の売り上げが集中する年末年始に販売動向
を調査した。
そのほか、最近では料理動画などで、素材を切る瞬間から演出可能な平皿とし
ても機能する、越前漆職人による手仕上げの総漆まな板「KABUKI（カブキ）
」
も仕掛けた。漆を染み込ませることで抗菌・防腐が期待でき、経年劣化しても
「お
直し」として再度漆を施すことで費用を抑えながら長く使い続けることができる。
さらに、環境に優しい新素材「LIMEX（ライメックス）
」を素地に使用した漆
塗りの iPhone ケースは鯖江のデザイン事務所 TSUGI と吉田屋漆器が協力して
商品化、これまでなじみの薄かった若年層や雑貨愛好者への PR を狙った。
「人を呼ぶだけでは、物が売れるわけではありません。例えば人が来たら来た
で、職人の街なので、直接消費者とどう接したら良いか分からないと言われま
す。思わず買いたくなる物やサービスを作る、持続可能な受け入れ体制を作る、
そのためにはどうすればいいのかを産地としても考えなくてはなりません。鯖江
市は幸いにも多くの視察者が来ますが、工房に来られると職人の手が止まってし
まうため、売り物を作る時間が減ってしまいます。いわゆる『視察貧乏』になっ
てしまう恐れがあるのです。また、観光業に従事している人だけ恩恵を受ける仕
組みのままでは、いわゆる『観光公害』に見舞われるだけで、地域住民にお金は
落ちません。そこで地域全体が潤うような対策を考える必要があるのです」と大
江氏。

■プロジェクトの先に広がるシェアリングエコノミー
伝統工芸による地域活性化の成功の要因は、デザインシンキングなどを導入
し、既存の製造技術を生かした売れる商品開発をすることで、生産現場で新しい
機材などの導入を不要としたことのようだ。ほかの「活性化グループ」と重複し
ないことも重要だという。そして「一番困っていることは何か」の問いかけに対
し提示された課題に取り組み、マーケティングから販売・販路作りまでやっての
けた。伝統工芸からスタートさせた取り組みは、今や地元産業の眼鏡や繊維にま
で広がろうとしている。
さらに新規購入・設置でなく、既存の資源や時間を活用して地域にお金を落と
す「シェアリングエコノミー」での地域活性化も見据えている。
「ハコモノから
アリモノへ」という考えの下、空間やモノ、移動、スキルなどをシェアした住民
参画型の観光で、一部の事業者だけでなく地域住民にもお金を落とす仕組みを作
ることが、プロジェクトの次のマイルストーンだ。


（取材・構成：本誌編集長

山口泰博）
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中京大学×愛知製鋼

製造現場での目視検査を自動化する
中京大学工学部・人工知能高等研究所長の輿水大和教授と同工学部機械システム
工学科の青木公也教授らの研究グループは、トヨタ自動車や愛知製鋼と、製造工
程でさまざまな部品の欠陥を見つけ出す外観検査法「傷の気付きアルゴリズム」
を開発、実際の製造業で稼働しており、作業工程の効率化に一役買っている。

■「傷の気付きアルゴリズム」概要
も の づ く り の 製 造 現 場 で は、
全ての工程で傷や不良品などを
見つけ出す検査が必要だ。特に
外観検査は、画像処理技術の向
上から、そのニーズが高まって
いる。
検査対象となるのは、テクス
チャーや布・網目、金属部品、鋳

輿水大和教授

青木公也教授

造品、錠剤、機械部品、締結部品、回路基板、組み付け、透過検査、塗装、バー
コードなどのラベルや食品に至るまで、材質や形状なども多岐にわたり、傷や欠
陥像の多様性は枚挙にいとまがない。さらに検査対象ごとに次から次へと発生す
る個別事例に対応しなくてはならない。
通常、外観検査を行う場合、人の目に依存するか市販の検査装置を購入し検査
対象ごとにカスタマイズしたり、独自のシステムを自前で開発することが多い。
そして各部品の外観検査や画像検査を機械的に構築するなど、個々の案件に対し
個別に対応する場合がほとんどだった。しかしそれでは手間暇を要し費用効率も
悪い。そのような事情から、画像処理技術の進歩に伴い、複数の検査対象で使え
る汎用（はんよう）的で自動化された外観検査を望む声は高まるばかりだった。
トヨタ自動車や愛知製鋼株式会社＊ 1 をはじめとする自動車製造現場で必要な
外観検査の効率化を目指し、中京大学は個別事例に通底した検査原理の解明を研
究目標に掲げてきた。形状や濃淡、位置などの多様な性状の欠陥検査など幅広く
使用可能で、さまざまなものへの融通性の高いシステム開発だ。
この万能性を持つ検査システム開発の最初のきっかけは、共同開発先のトヨタ
自動車から、テクスチャーにカーボンを含侵（がんしん）させ、均一化を図りた
いとの開発課題を受けたことだった。自動車製造現場では、均一性検査のほか、
エンジン燃焼部、エンジンブロック、燃料電池車（FCV）用電極などの検査が
必要で、
「一つ一つの検査を異なる機械で検査すると非効率なので、いろいろな
ものに使えるといいのでは」という現場の強い要望が寄せられたのだ。処理の実
運用を目指すためのエンジン部品、電子部品、ボデー、フィルターなどの多様な
欠陥に対処できる「傷の気付き」である。
16
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トヨタグループの鋼材や鋳
造 品 の 製 造 販 売 大 手 企 業。
愛知県東海市。

■人の検査に注目
輿水教授によれば、
「人の目視では微小欠陥や不定形状、コントラストなどの
多様な性状の違いに容易に気付く」という。人は事前知識がなくても「間違い探
し」では相対的に異なる部分を発見できる。これはサリエンシーとか顕著性と呼
ばれ、人の視知覚の特性でもある。この特性に注目し、人の視覚生理機構の周辺
視と固視微動に着目した研究が続けられた。
周辺視とは領域全体を見る機能で、網膜像の非均質性、中心に対して相対視力
が 0.1 程度、低解像度は俯瞰的
な観察、ダウンサンプリングに
よる超階調などを網膜の周辺部
で見る。一方、固視微動は、よ

【傷の気付き】による実験結果の例

図中で「ちょっと違う箇所」はどこでしょうか?

く動く目の機能であり、注視中
も眼球は絶えず微細な運動をす
る。運動中に得られるシーンは
巧みに統合するとされ、これら
「人の検査メカニズムのモデル化
と機械化」を個別事例に通貫し
た検査原理の解明が模索されて
きた。
そこに画像処理の専門家であ
る青木教授も加わり、画像処理
アルゴリズムを具体的に発想し

必ずしも顕著ではない，
ちょっと異なる領域（異常）を発見する

て実装した。この周辺視から学

図1

んだ処理と、眼球の微振動から
学んだ処理を連合させた「傷の
気付き」による実験結果を図 1、
2 に示す。それぞれの図で異なる
箇所はどの部分か分かるだろう

異なる部分が 3 カ所ある

【傷の気付き】による実験結果の例

図中で「ちょっと違う箇所」はどこでしょうか?

か（回答は本稿の最後を参照）
。
人の目で全てを見つけ出すこ
とはなかなか困難であるにもか
かわらず、この「傷の気付き」処
理では容易に発見できることが
分かる。これらはあくまでサン
プルだが、実際には、カメラで
撮影した画像をディスプレーに
映し出し、人が発見できる傷や
欠陥をアルゴリズムと AI で解析
しようというものだ。現在、自
動車生産ラインの部品検査で実

必ずしも顕著ではない，
ちょっと異なる領域（異常）を発見する
図2

ランダムな配置でも図柄や配置の異常を検出、異なる部分は 5 カ所ある
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【傷の気付き】処理が対処できる検査画像例

ボア部
（円筒面内側）

エンジン部品

図3

部品の「傷の気付き」

用化されている。この「傷の気付き」システムで、実際の部品で検知したエンジ
ン部品と円筒内面のボア部、梨地状の背景にある微小欠陥や不定形状、低コント
ラストの欠陥を探し出す（図 3）官能検査など、目視検査の自動化にも対応する。
この「傷の気付きアルゴリズム」をベースとして、自動車産業以外の産業界の
製造現場で開発技術の実装が期待されている。


（取材・構成：本誌編集長

【傷の気付き】による実験結果の例

図中で「ちょっと違う箇所」はどこでしょうか?

必ずしも顕著ではない，
ちょっと異なる領域（異常）を発見する
図 1 の回答
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山口泰博）

【傷の気付き】による実験結果の例

図中で「ちょっと違う箇所」はどこでしょうか?

必ずしも顕著ではない，
ちょっと異なる領域（異常）を発見する
図 2 の回答

福岡大学×イオン九州

イオン健康ポイント in 香椎浜
■イオン九州の概要
イオン九州株式会社はイオングループの一員として 1972 年に設立し、九州と
山口県で 134 店舗を展開する総合小売業である。食料品、衣料品、住居余暇商
品を扱う GMS（総合スーパー）事業を中心に、ホームセンター事業などを運営
しており、常に地域に根差し信頼される企業を目指している。

■歩きながら、ポイント貯めて健康に！
「イオン健康ポイント in 香椎浜」は、福岡市民の健康増進 ･ 維持に対するきっ

倉富

くらとみ

尚也

なおや

イオン九州株式会社 九州
エリア政策推進 部長

かけづくりを目指し、継続的実施の動機付けと、その効果を参加者と相互に確認
するため、イオン九州と福岡大学との共同事業として開催した。この事業は福岡
市が「健寿社会」の実現を目指す「福岡 100」プロジェクト＊ 1 の一環として進
＊2
める「福岡ヘルス・ラボ」
で選定された事業である。

福岡市とイオン株式会社は 2011 年 12 月に地域共働事業に関する包括協定を
締結し、双方の魅力を生かして事業に共働して取り組み、福岡市の一層の活性化
および市民サービスの向上に取り組むことを目的としている。これまでにイオン
モール香椎浜において、福岡市保健福祉局と連携し特定健診（よかドック）や乳
がん健診などを実施している。
今回の「イオン健康ポイント in 香椎浜」は、イオングループが地域のお客さ
まの日々の暮らしに寄り添い、店舗を通じて
「ヘルス＆ウェルネス」
に関わるニー
ズに対応し、一人一人の幸福感（ハピネス）を実現し、地域の健康拠点を目指し
た取り組みの一環である。

■きっかけは青森県、弘前大学との「産学官による健康寿命延伸」
青森県と弘前大学の協力の下、2014 年 10 月にイオンモールつがる柏で「つ
がる健康ポイント」がスタートした。平均寿命が最下位といわれる青森県が「短
命県返上」を目標に 3 者が協力した取り組みで、その後は 15 年に計 2 店舗、
16 年には計 10 店舗、イオン九州では 16 年 7 月に宮崎大学の協力で､ 県の目標
である「目指せ！健康長寿日本一」をテーマにイオンモール宮崎でスタートした。
ことしは 2 回目の宮崎、そしてイオンモール香椎浜で 11 月からスタートした。
実施にあたり、17 年 1 月から福岡大学医学部看護学科・スポーツ科学部と取
り組みの目的、実施内容､ 取り組み事項､ 健康度測定項目などの協議を重ねた。

＊1

「福岡 100」プロジェクト
福岡市が人生 100 年時代の
到来を見据えて、一人ひと
りが心身ともに健康で“自
分らしく”生きていける接
続可能な社会システム、す
なわち、「個人」と「社会」
双方が幸せになれる健寿社
会モデルづくりのコンセプ
トとそれを具現化するため
の 100 のアクションを総称
したもの。これは福岡市の
保健医療分野における新戦
略で 2017 年 7 月に開始し、
25 年までに 100 のアクショ
ン を 実 施 す る。2017 年 7
月時点で６つのアクション
が公開されている。
（福岡市ホームページより）
＊2

「福岡ヘルス・ラボ」
「福岡 100」プロジェクトの
目的である、市民の健康寿
命延伸を市民や企業､ 大学､
行政が共働・共創しながら､
健康づくりや介護予防など
における市民ニーズや社会
課題の解決に役立つサービ
スモデルの創出を促進する
仕 組 み。2017 年 度 は、 参
加した市民の健康の維持・
増進や介護予防等との相関
関係の程度を確認して、健
康寄与度を評価する、市民
参加型実証実験として５事
業を選定。

その後、17 年 9 月中旬に同大学との共同事業として「福岡ヘルス・ラボ」事業
へ応募。結果、10 月末に福岡市・福岡地域戦略推進協議会（FDC) から「平成
29 年度の市民参加型実証実験事業」に選定され、11 月 4 日から「福岡ヘルス・
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ラボ」選定事業第一弾としてスタートした。

■イオン健康ポイント in 香椎浜
「イオン健康ポイント in 香椎浜」は、2017 年 11 月 4 日から 18
年 3 月 3 日まで実施する。安心､ 安全、そして天候に左右されにく
いモールを活用し､ 市民の「お買い物の場」としてではなく「コミュ
ニティーの場」として位置付け､ 健康増進に役立てる目的で気軽に
ウオーキングを楽しみ､ 店内 4 カ所のタッチスタンドでイオンの電
子マネー「WAON カード」をタッチして健康ポイントをためるゲー
ム感覚のウオーキングラリーである。初日と最終日には産学官で協
働した「健康度測定会」を実施､ 参加者へ 200 健康ポイントが付与
される。また、測定会で参加者の健康度のビフォー・アフターを検
証することで、市民の健康と意識向上に取り組んでいる。
当 日 は、 産 学 官 民 参 加 に よ る 健 康 促 進 セ レ モ ニ ー を 開 催 し
（写真 1）、福岡市の荒瀬泰子副市長による開催挨拶、福岡大学基盤

写真 1

健康促進セレモニー・パートナーシップ握手

左からイオン九州（株）中福岡事業部 事業部長 田口喜和
子氏、福岡市副市長 荒瀬泰子氏、福岡大学基盤研究機関
身体活動研究所所長 田中宏暁氏

研究機関身体活動研究所田中宏暁所長の「スロージョギング健康法」
の基調講演、さらにセレモニー参加者と福岡安全センター株式会社
健康運動指導士の佐藤紀子氏の指導でスロージョギングを体験し
た（写真 2）。セレモニー終了後の「健康度測定会」では、福岡大学
医学部看護学科、九州大学病院の皆さまの協力の下、6 分類、21 項
目を測定した。120 人が参加・登録し、
「健康度」を確認した。女
性 88 人、 男 性 32 人、 年 齢 別 で は 60 代 39 人、50 代 19 人、40
代 22 人、70 代 14 人と、健康への意識が高い人が多く参加した。

写真 2 福
 岡安全センターの佐藤指導士による
ウオーキングレッスン

スタートして 1 カ月後の 12 月 3 日現在、511 人が新規登録し、累
計会員 631 人となった。
女性 74％､ 男性 26％､ 年齢別では 80 代 2％､ 70 代 14％､ 60
代 29％､ 50 代 15％､ 40 代 20％、30 代 15％、その他 5％の構成
で、日々平均 240 人が 4 カ所のタッチスタンドにタッチし健康ポイ
ントをためながら、店舗内コース約 1,645 歩、約 1.2Km をウオー
キングしている。現在は 1 日平均 10 人が新規登録し、店内ウオー
キングを楽しんでいる。また毎月 15 日、30 日は福岡大学大学院 ス

写真 3

釘本指導士による店内ウオーキングレッスン

ポーツ健康科学研究科 健康運動指導士（公益財団法人健康・体力づくり事業財団
認定）の釘本郁美氏のスロージョギングの講義を開催し、その後、店内ウオーキ
ングレッスンによる指導を実施している（写真 3）
。レッスン中は、参加者が歩
き方などについて熱心に質問する姿も見られ、開催ごとに参加者が増えている。
今回の取り組みは、イオン九州としてイオンモール宮崎に続いて 2 店舗目と
なる。今後も両モールでは活動を継続し、健康寿命延伸に向け、行政や大学と手
を取り、さらに多くの人の健康維持・増進の一環として取り組んでいきたい。
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東北大学における利益相反マネジメント
川嶋

■東北大学における対応

かわしま

東北大学（以下「本学」
）では、産学官連携ポリシーにおいて産学官連携活
動を教育・研究に次ぐ「第三の使命」と位置付け、大学が組織としてこれを行
うことを表明している。産学官連携活動推進にあたり利益相反（Conﬂict of

史絵

ふみえ

東 北 大 学 総 務 企 画 部
コンプライアンス推進課
利益相反マネジメント事
務室長

Interest：COI）は必然的に生じてくるものであり、その存在を認識した上で、
大学の教育・研究に弊害をもたらしたり、大学の公正性（Integrity）を損ねた
りしないようマネジメントすることが重要であるといった一貫した考えの下、利
益相反マネジメントを実施してきた。また、制度導入に際しては、学内の理解を
得ることを第一義とし、2005 年度の制度導入から 09 年に利益相反マネジメン
ト規程を施行するまで、啓発による制度の浸透を優先した。その結果として、学
内教職員による理解度は高く、定期自己申告は例年ほぼ 100％に近い提出率と
なっている。

■マネジメント体制について
本学では、大学本部にて一元管理型の利益相反マネジメントを実施している
（図 1）。利益相反マネジメント委員会では、担当理事を委員長とし、全学教職員
からの利益相反自己申告を対象に審査し、特に、人を対象とする医学系研究につ
いては、専門の委員会である「人を対象とする医学系研究部会」を経て、利益相
反マネジメント委員会にて審査を行う。利益相反マネジメントでは、学外有識者
の意見を委員会に適切に反映させる仕組みを設けることが重要であり＊＊１、本学

図1

＊＊ 1



科学技術・学術審議会，技術・
研究基盤部会，産学官連携
推進委員会，利益相反ワー
キンググループ．（2）学内
の体制整備．利益相反ワー
キ ン グ グ ル ー プ 報 告 書．
2002 年，p．18．

東北大学利益相反マネジメント体制
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では、利益相反マネジメント委員会に学外委員を含む構成としている。さらに、
利益相反マネジメント全般に対して、学外有識者からの評価、アドバイスを受け
る利益相反アドバイザリーボードを設置し、利益相反マネジメントを進めてい
る。教職員からの相談やヒアリングなどについては利益相反カウンセラーである
外部専門家が対応している。
また、教職員が利益相反マネジメント委員会の審査結果に不服がある場合は、
不服審査委員会に申し立てを行う再審査制度がある。
利益相反マネジメント全体の支援業務は、専任組織として設置された利益相反
マネジメント事務室において実施しており、その内容は、教職員からの申告受
付、申告情報の一元管理、調査、委員会資料の取りまとめ、審査案の作成、教職
員の相談窓口、利益相反マネジメントに関する国内外の情報収集などである。
以上のように、本学では、制度導入以来、一元管理を行うことで、申告から審
査における対応の一貫性、利益相反マネジメントに関するノウハウや事例の蓄積
を行ってきた。また、担当部署を明確に示すことで、学内の教職員に対し、相談
しやすい環境を提供してきた。

■マネジメントについて
利益相反マネジメントにおいては、一定基準以上の金銭的基準（Significant
Financial Interest：SFI）を設け、それを超える外部収入を持つ教員や研究者
を潜在的利益相反の状態にあるとして、マネジメントとするといった手法が取
られている。SFI の把握は、利益相反自己申告書により行う。潜在的利益相反
（Potential COI）が、推定的利益相反（Appearance COI）や顕在的利益相反
（Actual COI）にならないよう、また、Potential COI が Appearance COI
となった際に適切な方法で対応したことを社会に対し説明できるよう実施するの
が利益相反マネジメントの目的である＊＊ 2。本学では、研究課題に係る利益相反
自己申告だけでなく、出資をしてベンチャー企業の取締役に就く等の産学官連携
を行う際には、事前申告を得て、利益相反マネジメントを行っている。なお、利
益相反マネジメントは、研究環境の変化や社会情勢などに適合させるため、適
宜、制度や手法の改訂や見直しを行っていく必要がある。
１．個人としての利益相反マネジメント
本学では、定期自己申告をはじめとした利益相反自己申告により教職員と法人
等との経済的利害関係および産学官連携活動等の利益相反情報を把握、管理し、
申告内容に基づく利益相反マネジメントを実施している（図 2）
。
２．組織としての利益相反マネジメント
「組織としての利益相反マネジメント」への対応については、大学等研究機関
における課題となっていた。本学においても、産学官連携の深化、成果の創出に
向け、学内体制を充実させるための次の目標として位置付けていたが、2013 年
に官民イノベーションプログラム実施機関として採択され、出資事業を開始し、
22
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国立大学法人東北大学．3．
「第二次大学革命」と COI
マネジメント．東北大学
利益相反マネジメント
平 成 24 年 度 活 動 報 告．
2013 年，p．24-25．

組織としての利益相反のあらゆる事象に対応できる利益相反マネジメントの体制
構築が急務となっていた。
このような状況の中、本学では、文部科学省産学官連携リスクマネジメントモ
デル事業（利益相反マネジメント）（2015、16 年度実施）において、組織とし
ての利益相反マネジメントモデルの構築を事業の一環として進め、学内における
検討および外部専門家による助言を受け、組織としての利益相反マネジメント制
度の実施要領を立案した。
その後、利益相反マネジメントポリシーおよび規程の改正
（17 年 6 月）
を経て、
同年 10 月より「組織としての利益相反マネジメント」の運用を開始している。
組織としての利益相反マネジメントと個人としての利益相反マネジメントは内
容を分けることが難しい場合が多く、情報の共有が必要になること、また、本学
では既存の利益相反マネジメント委員会に外部委員を含んでいることから、利益
相反マネジメント委員会を「組織」や「個人」で分けない体制とした。
対象は、①大学組織と企業等との経済的利益に関する情報、②大学組織の意思
決定を行う役職員（特定役職員）と企業等との経済的利益に関する情報、および
③大学組織として実施する産学官連携活動等に関する情報、であり、大学組織ま
たは大学組織の意思決定を行う役職員と経済的利益関係にある企業等との組織的
な産学官連携活動等の実施を機関決定する前に実施部局等から申告を得る。事務
所管部署、特定役職員および組織の長からの①～③の情報および申告は、利益相
反マネジメント事務室へ提出を受け、データの管理を行っている（図 3）
。

■課題
上述のように本学では、制度導入以来、実務に基づくマネジメント手法を確立
してきたところであるが＊＊ 3、今後は、以下に示す対応が課題である。
‐ 組織としての利益相反マネジメント
施行を開始したばかりであり、個人としての利益相反マネジメントの実施同様、
事象の把握と対応、事例の蓄積をしながらマネジメント手法の構築を進める。
‐ 臨床研究法に基づく利益相反マネジメント
臨床研究法が規定する特定臨床研究に対しては、臨床研究実施基準に従い利益
相反管理を行うことになる。同法施行に向け、速やかに対応できるよう準備を
進めている。

＊＊ 3



国立大学法人東北大学．平
成 27 年 度・ 平 成 28 年 度
文部科学省産学官連携支援
事業委託事業「産学官連携
リスクマネジメントモデル
事業（利益相反マネジメン
ト）」事例集（利益相反マネ
ジメント東北大学モデル）．
2017 年．
http://www.bureau.tohoku.
ac.jp/coi/model/，
（accessed2018-01-15）．

‐ web 申請の導入
申告書用紙による対応を行ってきたが、組織としての利益相反マネジメントや
臨床研究法への対応も加わったこともあり、web 申請への検討を進めたいと
考えている。

■今後の展望
産学官連携により不可避的に発生する利益相反をはじめとしたリスクをマネジ
メントすることにより、大学自体のインテグリティーを維持・確立し、研究者の
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名誉・信頼を組織的に守ることは、産学官連携活動を加速するために不可欠であ
るとされている＊＊ 4。

＊＊ 4

利益相反マネジメントは、研究費獲得のための重要な要素としても位置付けら
れてきており＊＊ 5、また、
「臨床研究法」や「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」において規定されているように、研究活動を行うために研究者の所
属機関における組織的な対応が求められている。産学官連携活動の推進におい
て、利益相反マネジメントは、研究者個人だけでなく、大学としても非常に有益
であり、その必要性はますます求められるものである。

人を対象とする
医学系研究（治験を含む）を
実施する場合



イノベーション促進産学官
対話会議事務局（文部科学
省高等教育局，文部科学省
科学技術・学術政策局，経
済産業省産業技術環境局）．
（3）知の好循環．産学官連
携による共同研究強化のた
めのガイドライン．2016 年．
p．23-31．
＊＊ 5



国立研究開発法人日本医療
研究開発機構．研究活動に
おける利益相反の管理に関
する規則．2016 年．

定期自己申告（年一回）
役職員と法人等との利益相反情報を
把握・管理するための基本データ

人を対象とする
医学系研究に係る自己申告書
＜概略＞

教

該当の有の場合

職

潜在的利益相反（※）の発生が
見込まれた場合
（※）兼業の実施・知的財産権による
一定額以上のロイヤリティ収入・
一定額以上の共同研究の実施等

員

事象発生前自己申告書

人を対象とする
医学系研究に係る自己申告書
＜詳細＞
米国公衆衛生局（PHS）資金提供組織
（NIH等）のグラントによる研究を
実施する場合

AMEDが配分する研究資金等を使用した
研究開発を実施する場合

厚生労働科学研究費補助金を用いた
研究を実施する（予定）場合

自己申告書
（NIH等グラント研究分担者用）

自己申告書
（日本医療研究開発機構研究費用）

自己申告書
（厚生労働科学研究費補助金用）

図2

定期自己申告とその他申告との関係

総 長
回避判断（38条④）

⑤

⑥

監事

報告＜要回避の通

回避指示＜要回避の通知先が

⑤

知先が部局長等の
場合＞

部局長等の場合＞

通知書回付
＜要回避の通知先
が総長の場合＞

産学官連携活動*
事前申告

❸

諮問

❹

組織としての利益相反の状況把握・適正管理（36条②）
審査（38条①） 調査（38条②）

審査結果通知
＜承認or要回避＞

（学外有識者）

❷

マネジメント
アドバイザー
（学外専門家）

❶

＊産学官連携活動

組織の利益相反情報提供

利益相反自己申告

＜一定額以上の研究費を受入れる共
同研究・受託研究等の契約、一定額以
上の物品購入等、共同研究講座・研究
部門の設置、寄附講座・研究部門の設
置、出資事業、その他＞

・経済的利害関係（定期報告）

・経済的利害関係（定期申告・就任時申告）

＜一定額以上の金銭受入れ（ロイヤリティ収入）、
株式等の取得、一定額以上の寄附金の受入れ、
便宜供与、その他＞

＜家族を含む＞

・産学官連携活動*（事前報告）

事務所管部署

特定役職員

（本部・部局等）

（役員・副学長・部局長等）
＜組織の意思決定を行う役職員＞

図3

24

アドバイザリー
ボード

利益相反マネジメント委員会（既存）

組織の長
（総長・部局長等）

活動内容への
助言・検証・
評価
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東北大学

組織としての利益相反マネジメント実施体制

シリーズ
連載

人（ひと）

“男女の仲以外はつなぎます”
から始まった…

■はじめに
2015 年、3 件目の職場である一般財団法人日本立地センターに入職し、3 回
目の冬を迎えた。現在は、経済産業省および自治体の産業振興に関わる委託業務
などを行なっている。ここに至るまでは、広島県北部のまちで産学連携のコー
ディネーター、続いて多摩地域にある大学で地域連携のコーディネーターを経験
してきた。これまでの産と学でのコーディネーター経験＊ 1 を振り返って、自分

有田

なりにコーディネーターの役割とは何かを考えたい。

ありた

■中山間地域での挑戦
産学連携のコーディネーターという仕事は知らなかった。2008 年に偶然、県
立広島大学、庄原市、庄原商工会議所などが協議し設立した「しょうばら産学官
連携推進機構」でコーディネーターの職に就いたことが、コーディネーター業の

洋人

ひろと

一般財団法人日本立地
センター 地域イノベー
ション部 課長（全国イ
ノベーション推進機関
ネットワーク コーディ
ネーター／グローバル・
ネットワーク協議会 事
務局コーディネーター）

スタートであった。庄原市は広島県の北東部に位置し、大半は山林に囲まれた農
業や土木建設業中心の、人口が約 3.6 万人のまちである。県立広島大学庄原キャ
ンパスが立地していることを活用し、地域経済の振興などに役立つことを使命と

＊ 1
「特許ニュース」No.14106（平
成 27 年 12 月 16 日）

していたが、零細企業が多く、産学官連携のものづくりを行うには非常に厳しい
地域であった。そのため、産学官連携に固執せずに事業者の商品開発
および事業改善などの相談に乗り、また庄原市の発展にとって必要と
考えられるテーマでセミナーや研究会を開催することで事業者の支援
を行っていった。その結果、産学官連携による特産品開発や庄原市の
地域資源を活用した製品開発につながっていった（写真 1、2）
。
もとより初心者マー
クのコーディネーター
1人では力不足であ
る。 し か し、 全 国 各 地
にネットワークを広げ、
アドバイスや事業者の
紹介などでは先輩コー
ディネーターに助けて
い た だ い た。 当 時 は、
とにかく庄原市の地域
経済に変化を与えるこ

写真 1

 原を盛り上げるために地元有志と大学生で
庄
創り出した「庄原焼き」

写真 2

 立広島大学と地元企業との連携によって
県
開発された特産品
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とが必要と考えていたので、“男女の仲以外はつなぎます”と PR して活動して
いた。

■大学での地域連携
庄原市での活動が約 5 年たち、隣の芝生が青く見えて、大学のコー
ディネーターという立場の方が特定の地域に縛られず地域経済の発展
に大いに寄与できるのではないかと思っていたところ、恩師からの誘
いもあり、2013 年に開設したばかりの法政大学多摩地域交流センター
に移った。恩師はいつまでたっても恩師である。大学では、多摩キャ
ンパス周辺地域の自治会および住民団体と学生の交流、イベントへの
学生派遣、中小企業とゼミとのマーケティングに関する連携（写真 3）
、
ビジネスコンペの実施、学生の課外での活動に関する相談などの業務
を行った。
大学では、産業界にいた時にはあまり深く考えなかった学生の教育
的効果について考えることになった。従来の学生の派遣では単なる人
足となってしまうことも多かったので、企画もしくは運営面でも関与
できるように交渉するようにした。また、学生が自らの課外活動を行
うときに必要な提案力を高めるために、企画書の作成およびプレゼン

写真 3

テーションの指導も行った。

 ミと多摩地域の中小企業とのマーケ
ゼ
ティングに関する連携によって開発さ
れた化粧品

■コーディネーターの役割とは
現在、経済産業省の委託事業で、地域経済をけん引する企業を創出・支援する
ために活動している全国のプロジェクト・マネジャーおよびコーディネーターを、
コーディネーターとして支援している。これまでの自らのコーディネーター経験
と、所属機関やバックグラウンドが異なる全国のプロジェクト・マネジャーおよ
びコーディネーターの活動を見てきた経験に基づき、私が考えるコーディネー
ターの役割とは何かを挙げてみる。
コーディネーターは、シーズおよびニーズの目利きをしてマッチングを行い、
プロジェクトを推進する際にはその調整役となることが多い。しかし、単にマッ
チングと調整だけの役割で良いのだろうか。時には、企業と研究者にとっての情
報屋、アドバイザー的な存在、サポーター、広報担当であり、必要に応じて冷静
な状況判断の下でプロジェクトの軌道修正や、場合によっては中断あるいは断念
させる役割を担うことも必要なのではないか。そのためには、幅広い領域へ広
がったネットワークの構築が不可欠となる。また、コーディネーターの役割はプ
ロジェクトの推進だけではない。立場にもよるが、プロジェクトを生み出すきっ
かけを創り出すこと、また自らがプロジェクトを創り出し提案することも必要で
はないかと考えている。
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ことしのサッカー J1 リーグは劇的な結末であった。

先日、熊本を訪問する機会を得た。多くの被害が

川崎フロンターレが最終節に勝ち点で並び、実に得失

発生した約 1 年半前の熊本地震による製造現場の被

点差で初優勝を勝ち取った。今回のフロンターレ優勝

災と復興の取り組みを視察して、企業 BCP（事業継

は J リーグで特別な意味があるという。それは、鹿島

続計画）に役立てるためである。

や浦和などの J リーグスタート時点のいわゆるビッグ

熊本地震では前震と本震という 2 度にわたる強い

10 のチームではなく、J2 から昇格し、観客も増え、

揺れにより、加工機は土台から落ち、収納された部品

サポーターと共に成長してきたフロンターレがタイト

や工具類はぶちまけられ、建屋のクレーンが落ちて大

ルを取ったことだ。

型プレス機が破壊された。ここから生産現場では早急

フロンターレのクラブ哲学は「3 － 1 で勝つ」こ

な復旧と改善による災害に強い現場づくりが進められ

とだ。
「ロースコアで確実に勝ち切るのではなく、よ

た。関係各位には敬服するばかりである。一方、近い

り多くのゴールを奪って勝ちにいく」志である。元日

将来の大地震が心配される当地域では「その時」への

本代表監督岡田武史氏は「右肩上がりでは強くならな

備えが産学官の連携によって進められている。

い。れんがを高く積み上げれば必ずどこかで崩れる。

名古屋大学の「減災館」は研究拠点であると同時に、

れんがは、どこかで横に積まなければいけない時があ

展示や映像・模型、ハザードマップなどさまざまな手

る」と言う。
「攻撃的なサッカー」を旗印にれんがを

法で減災を学べる。2014 年の開館から入館者は 5 万

積み続けたからこそ、これだけの大きな家が建ったの

人を超えている。愛知工業大学には地域の企業や団体

だろう。

が防災を学ぶ「あいぼう会」がある。セミナーやワー

「イノベーションは、長期的に持続する人間関係や
共同体的な組織から生まれる」という。イノベーショ

クショップ、見学会などの活動が東日本大震災以前の
06 年から、10 年以上も続けられている。

ンを起こすには、そのために必要な投入資源を正当化

熊本地震で瓦や石垣が崩れた熊本城を見ると、自

する目的意識、価値意識が必要になるが、そうした理

然のパワーと人間の無力さを感じるが、それでも備え

由を共有できるのは、やはり長期的に持続する人間関

るしかない。「その時」に備えた取り組みに終わりは

係と信頼で成り立つ強力な組織ではないだろうか。

ないと感じた熊本訪問だった。
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