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コロナウイルスがもたらした状況と
地方創生への取り組み

北陸先端科学技術大学院大学 学長

寺野
てらの

稔

みのる

北陸先端科学技術大学院大学は、独立したキャンパスと教育研究組織を持つ日本で最初の国立大学院大学
として１９９０年に開学され、本年（２０２０年）創設３０周年の節目を迎える。
本学では、開学以来、企業との共同研究をはじめとする産学連携に力を注いできた。近年では、地方自治
体や中央官庁、公的研究機関までを含めた産学官連携を大学改革の中心に位置付ける方針の下、間接経費の
増加による大学の経営環境の改善や研究成果の社会実装はもちろん、学生の教育や就職支援などにも産学官
連携を活用し効果を上げている。
世界は今、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな危機に見舞われている。この状況は東京や大
阪、名古屋などの大都市に、人口や産業が集中することの危うさと地方にいることのメリットを明らかにし
たと言える。
日本においては、企業全体の９９％以上が中小企業に分類され、その多くが地方に存在するという産業構
造上の特色がある。新型コロナウイルスがもたらした現在の状況は、真の地方創生の達成に取り組むための
チャンスであるとも考えられる。
本学の位置する北陸地域には、製造業を中心とした先進的かつユニークな技術を持つ中小企業が数多く存
在している。この地域に限ることではないが、イノベーションの創出には異なる組織や技術分野のマッチン
グが有効であると考えられる。しかし、地方中小企業が独自に大学や他社の有するシーズやニーズを知るこ
とは難しく、企業間の連携や産学連携によるイノベーションの創出を困難にしている。
本学では、ＵＲＡや教員が北陸地域を中心として毎年３００社以上もの企業を訪問し、ニーズやシーズを
収集している。この活動を「御用聞き活動」と称し、毎年精力的に推進している。さらにこの活動を集約し、
地域活性化や地方創生につなげるための総合的な取り組みとして、新製品・新事業の「種」を多数同時に形
成し、イノベーション創出につなげるシステムである「マッチング・ハブ（Matching HUB）
」というイベ
ントをＵＲＡが中心となって企画・開催している。Matching HUB は、北陸地域のみのイベントではなく、
震災からの復興支援を目的に熊本で開催し、さらに小樽、札幌や徳島など日本各地に展開することで、各地
域の活性化に貢献してきた。また、本学では自らの産学官連携活動を対象とした研究にも取り組んでいる。
新型コロナウイルスがもたらした状況を前向きに捉え、Matching HUB をはじめとして地域の活性化や地
方創生につながる取り組みを進めていく方針である。
来年 4 月に施行予定の「科学技術・イノベーション基本法」では、
「人文科学のみに係る科学技術」も対
象とされている。経済学、社会科学、データサイエンスなども含めた科学技術の拡がりにより、産学官連携
がさらなるイノベーションに貢献することを期待している。
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アイデアから実装まで
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中島

なかじま

清一

きよかず

新型コロナウイルス感染が拡大するなか、医療現場で深刻化していた防護具不足解消の一助とすべく、
クリアファイルのように身近な材料で顔全体をおおうことができるフルフェイスシールドを緊急開発した。
３Ｄプリンティングによる「草の根運動」と、クラウドファンディングによる「大量生産」という、二つの
形で社会実装を果たした。デジタルとアナログ、相対する二つの概念をうまく共存させることで、従来の産
学連携活動、大学のアウトリーチ活動の域を超える、大きな成果につながったと考えられた。

開発の背景

２０２０年初頭より世界中で猛威を振るい、こんにちもいまだ勢いの衰えない新型コロナウイルス感染

症。急速かつグローバルな規模で拡大するパンデミックとなったことから、マスク、ガウンやフェイスシー
ルドといった感染対策上必須の「個人防護具」
（Personal Protective Equipment：ＰＰＥ）が各国で軒並
み欠乏状態に陥った。特に、これらの多くを輸入に頼るわが国では、２月頃より各地の医療現場でＰＰＥ不
足が深刻化し、これに院内感染への漠然たる不安も相まって、
「医療崩壊」への懸念が喧伝（けんでん）さ
れるような事態に至っていた。われわれ医療従事者の間でも強い不安が広がりつつあった。
この時期、感染拡大が先行していた米国やイタリアでは、
「欠乏する医療物資を３Ｄプリンターで印刷し
て現場へ届けよう」という活動が広がりを見せていた。著者の所属する外科系の学会でも、人工呼吸器のア
ダプターやマスク、フェイスシールドのフレームなどを３Ｄプリンティングする動きが活発化。不足・欠品
情報を発信する医療従事者と、それらニーズを受け止める設計者やエンジニアとの産学連携、医工連携プロ
ジェクトが進んでいたのである。
著者は、外科医として臨床現場に従事する傍ら、長年にわたって企業との医療機器開発を主導。大学で
は、ものづくりプロジェクトを緊急始動できる共同研究講座「プロジェクト ENGINE」も主宰してきた。
ENGINE では、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の支援により整備された「ものづく
り工房」が稼働している。これらのリソースを生かして、当時市場からすっかり姿を消しつつあったフェイ
スシールドを緊急で開発できないかと考えた。

製品の概要

フェイスシールドは、飛沫・接触感染から身を守るＰＰＥの一種であり、基本的にはフレームとシールド

材からなる。両者を一体とした単回使用のものが多いが、シールド材がフレームから分離・交換できるセミ
ディスポーザブルのタイプも存在する。現場での品不足が深刻であったため、開発にあたっては、１）フ
レームは再利用可（分離型）とする、２）シールド材には手に入りやすい身近なものを使えるようにする、
の二点を優先させた。時間的な余裕が全くないため、手づくりの試作は一切行わず、
「ものづくり工房」に
4
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備わる３Ｄ造形システムを用いた「ラピッド・プロトタイピング」の手法で開発することとした。
フレームの基本デザインは、ENGINE 参画企業であるメガネフレームメーカーの株式会社シャルマン（福
井県鯖江市）の協力を得て、ワンサイズ（男女兼用）、エルゴノミックで装用感の良いものとした。また、
シールド材を組み付ける
「ウイング」
部は、組み付けが確実になされるよう、また様々な種類、サイズのシー
ルド材に柔軟に対応できるよう、形状を工夫した。工房では、３Ｄプリンターでこれら造形データの出力を
繰り返し、プロトタイピングを進めていった。
シールド材は、「透明度の高いシート状のものであればどんなものでも組み付け可」としたが、われわれ
は、身近な文具である書類入れ「クリアファイル」に注目した。クリアファイルは、顔面を「お面」のよう
に包み込んでシールドするので、飛沫に対する防御性が高いだけでなく、手指で目、鼻、口を触ることが
なくなるので接触感染の予防
にもなる。不織布製マスクと
の併用が原則であるが、最悪
のシナリオとして現場でマス
クが払底してしまった場合で
も、この「フルフェイス」シー
ルドを装着すれば、最低限の
personal protection（ パ ー
ソナル・プロテクション：個
人保護）となると考えた。ク
リアファイルは、必要に応じ
て折ったり、切ったりするこ
とで通常の開放型のシールド
材として使用することも可能
である。

社会実装「二つのかたち」

社会実装の第一のかたちは、開発段階と同様、３Ｄプリンティング技術を通してであった。われわれが着

想からわずか３日でフレームの３Ｄデータを完成させ、４月初頭にプレスリリースするとともにネット上で
無料公開したところ、初日から教室のサーバーがダウンするほどのアクセスが集中した。公開から１０日あ
まりでＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）上にユーザーグループが自然発生的に形成され、
これに１, ０００人を超える３Ｄプリンター愛好家、デザイナー、エンジニアたちが参加。このオン・ライ
ン・コミュニティーのメンバーたちが、自らが所有する３Ｄプリンターでフレームを作製し、シールド材と
ともに近隣の医療現場へ無償で提供するという「草の根活動」を展開したのである。
コロナの時代における日本式「メイカーズムーブメント」とも言えるこの活動は、しばしば新聞、ニュー
スで取り上げられたこともあって、急速に全国各地へ拡大し、最盛期は１日に数百のフレームが製作され
た。メンバー間では、３Ｄプリンターに使用する材料（フィラメント）の種類や、印刷の条件について、あ
るいは、フレームデザインの改良や、より効率の良い印刷方法について、日々熱心に意見が交わされた。こ
のような過程でグループ内に形成された一種の「集合知」が、次の社会実装の第二のかたちの基礎となった
ものと考えている。
社会実装の第二のかたちは、当然ながら工場における大量生産であった。このレガシーな（従来型の）手
法は、金型製作などに時間とコストがかかり、中途でデザインの変更が効かない、といった問題がある一
2020.8
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方、３Ｄプリンティングとは
比較にならないくらいのス
ケールで生産が可能となる。
われわれは、今般の全国的な
ＰＰＥ不足の状況をかんが
み、３Ｄプリンティングによ
る「草の根運動」と並行して、
ぜひとも金型による大量生産
に着手すべきと判断した。
量産プロジェクトの最大
の壁となる「資金」（金型製
作、 材 料 費、 工 場 の 生 産 ラ
イン使用費など）は、「クラ
ウドファンディング」によっ
て民間からの支援を募るこ
と と し た。 ４ 月 か ら の 一 連
の活動を通して、われわれは、一般の人々の間に「社会の大切なシステムである医療を守ることは、自身
を守ることでもある」という意識がしっかり芽生えつつあることを実感していたからである。このクラウ
ドファンディングは当初目標額の７００％を超える支援金を得て成就し、同支援金を資金として、５〜６
月に４工場で計２０万個のフレームを生産。同じく支援金で購入した６０万枚のシールド材とともに、全
国３００超の医療機関へ無償で配送された。産学連携、あるいは大学のアウトリーチ活動として、類のな
い成功事例となった。

課題と対策

今回のプロジェクトは、クラウドファンディングで得た民間資金による「レガシーな大量生産」で無事達

成されたが、その基礎には３Ｄプリンティングによる「草の根運動」があった。この「草の根運動」はまさ
にオープン・イノベーションそのものであり、メリットも多かった一方で、オープンにすることのデメリッ
トも見受けられた。詳細は他稿に譲るが、
「商用を禁ずる」として無料公開した３Ｄデータを用いて堂々とビ
ジネスを行う者、改変したデータをコミュニティで共有せず製品化する者、などが少なからず認められたの
は残念なことであった。
われわれは、今回のように急を要する開発の初期段階には、メイカーズによるオープン・イノベーション
で機動力と集合知を最大活用するのがやはり良かったと考えている。しかしながら、開発を主導する者は、
オンライン・コミュニティ上で何をオープンにして、何をクローズにすべきかをあらかじめ良く検討したう
えで、プロジェクトを始動すべきと思われた。
この分野はまだまだ発展途上であり、関連技術の革新も目ざましい。プロジェクトのリーダーには、専門
家や経験者のアドバイスに耳を傾けることのできる柔軟性と、確固たる開発メッセージを発信してグループ
を力強く導いていく牽引（けんいん）力が求められている。

今後の展望

新型コロナによるＰＰＥ不足解消の一助とすべくわれわれが提唱したフェイスシールドは、３Ｄプリン

ティングによる「草の根運動」と、クラウドファンディングによる「レガシーな大量生産」という、二つの
6
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図１

３Ｄプリンティングによる「草の根運動」とクラウドファンディングによる「レガシーな大量生産」の共存

かたちで社会実装された。これらは、デジタルとアナログ、オープンとクローズ、ファブレスとマニュファ
クチャリングという、相対する概念と捉えられがちかもしれない。しかしながら、われわれのプロジェクト
では、両者は相反することなく、むしろ完全に共存した（図１）
。
３Ｄプリンティングは、近隣の医療施設にオン・デマンドで少数ロットを届けるのに最も適した技術で
あって、物流の力で大量に物資を投下する方式には全く干渉しないのである。これからは、
「デジタル・ファ
ブリケーション」と「リアルのものづくり」をうまく融合させ、双方から相乗効果が得られるような仕組み
を考えていくべきだろう。
＊＊ 1

クリス・ アンダーソン ( 著 )，関 美和 ( 翻訳 )．MAKERS ― 21 世紀の産業革命が始まる．NHK 出版．2012 年
＊＊ 2

森兼啓太（監修）
．個人防護具をかしこく選びたいときにすぐに読む本：探せる・学べる PPE のすべて ( インフェクションコントロール 2016 年別冊 ) ．
メディカ出版．2016 年
＊＊ 3

星野達也（著）．オープン・イノベーションの教科書 ― 社外の技術でビジネスをつくる実践ステップ．ダイヤモンド社．2015 年
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Report

環境清拭材「Hydro Ag+」の
インフルエンザ集団感染抑制効果
東海大学医学部外科学系
救命救急医学 准教授

梅澤

うめざわ

和夫

かずお

はじめに

インフルエンザウイルスの環境残留について複数の報告がある。紙面、布、手指表面のインフルエンザウ

イルス残留は数時間との報告が多い＊＊ 1，2。一方、ステンレス表面には数時間〜数日の間、感染性を有した
まま残留するとの報告が複数ある＊＊ 3，4。環境に残留したインフルエンザウイルスを消毒することによりイ
ンフルエンザの抑制効果が期待できる。
様々な消毒剤が存在するが、病棟環境は繰り返し汚染されるため、環境清潔度を保つためには、複数回の
環境消毒が必要になる。しかしながら、１日複数回の環境消毒の実施は困難である。よって、拭き上げ後も
抗菌活性が持続する消毒薬は有用性が高いと考えられる。そこで、神奈川県西部地区中学校において、富士
フイルム株式会社が開発した徐放性銀粒子を含む持続性消毒効果を有する消毒薬（Hydro Ag ＋、富士フイ
ルム）を用い、高度接触面消毒によるインフルエンザ抑制効果を検討した。

持続性抗菌活性を有する消毒薬の検討

まず、持続性抗菌活性を有する徐放性銀粒子を含む消毒薬（Hydro Ag ＋、富士フイルム）の消毒効果

について検討した。Hydro Ag+ は、シート製剤（Hydro Ag+/sheet）
、液体製剤（80% エタノール含有、
Hydro Ag+/Et-OH）
、ワイプ製剤（液体消毒薬の含有ワイプ、Hydro Ag+/wipe）の３種類を検討した。
1）Hydro Ag+/Et-OH の最小発育阻止濃度の検討＊＊ 5
Hydro Ag+/Et-OH とエタノール（Et-OH）の抗菌活性を検討した。Et-OH と Hydro Ag+/Et-OH の
１０倍段階希釈系列を作成、黄色ブドウ球菌（S.aureus ）に対する抗菌活性を検討したところ、終濃度
30% まで両者ともに抗菌活性を示した。Hydro Ag+/Et-OH は 80%Et-OH 含有である。Ag と Et-OH の
相乗作用が認められた。また、ウシ胎仔（たいじ）血清（FBS）懸濁菌液、実験汗（10% グリセリン・生
理的食塩水）懸濁菌液に対しても抗菌活性の減弱は見られなかった。Hydro Ag+/Et-OH は、体液による
消毒効果減弱に対し耐性があることが示唆された。
2）Hydro Ag+/Et-OH 塗布後の消毒効果の検討＊＊ 5
Hydro Ag+/Et-OH 塗 布 後 の 消 毒 効 果 を 検 討 し た。 直 径 90mm の 滅 菌 プ ラ ス チ ッ ク シ ャ ー レ に
Hydro Ag+/Et-OH を 500 μ L、 １ 回、200 μ L、 ５ 回、10,000 μ L、 １ 回、2,000 μ L、 １ 回 と
Hydro Ag+/sheet を比較した。S.aureus ATCC25923 株を生理的食塩水（NS）
、FBS、実験汗に懸濁、
Hydro Ag+ 塗布乾燥後の滅菌シャーレ、または、滅菌シャーレと同サイズの Hydro Ag+/sheet に接種、
１時間後、ブレインハートインフュージョン（ＢＨＩ）寒天培地を 20mL 注入し、37℃、24hr 培養、コロ
ニー数を測定した。
8
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NS 懸濁菌液、実験汗懸濁菌液共に Hydro Ag+/Et-OH、200 μ L、５回塗布では抗菌活性が認められ
たが、他の塗布方法では抗菌活性が認められなかった。また、FBS 懸濁菌液では全ての塗布方法で抗菌化
性が認められなかった。一方、Hydro Ag ＋ /sheet では NS、FBS、実験汗懸濁菌液に抗菌活性が認めら
れた。
Hydro Ag ＋のコーティング膜を形成するためには、大量を１回に塗布するよりも、少量ずつ塗布するほ
うが、効率的に有効なコーティングが可能であることが示唆された。５回以上、拭き上げ消毒を行うことに
より、十分な抗菌活性を有するコーティング膜が形成されることは期待される。
一方、Hydro Ag ＋ /sheet は安定的コーティング膜が製品として形成されているが、シートが厚く、硬い
素材のため、モニター画面のような平滑面への貼り付け使用が可能であるが、高度接触面である。ドアノ
ブ、キーボード、手すりのような複雑な表面形状、急峻な曲面構造に貼り付けすることができない。複雑な
表面形状の物には、Hydro Ag+/wipe の拭き上げによるコーティングを行うことにより、持続抗菌活性を
付与することが可能になる。

環境消毒によるインフルエンザ抑制＊＊ 5

2018/2019 年シーズンにおいて神奈川県西部地区（松田町、中井町、山北町、南足柄市、開成町、小田

原市、真鶴町、湯河原町）の中学校で、高度接触面を Hydro Ag+/wipe を用い環境消毒を行い、インフル
エンザの抑制効果を検討した。
対象
対象校数／地域全中学校数（小田原保健福祉事務所 3/14 校、同足柄上センター 8/9 校）
対象学級数／地域全学級数 115/288、対象生徒数／地域全生徒数 3,375/8,080 人
期間
2018 年 11 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日のうち、各校 3 ～ 5 か月間

実施

方法
Hydro Ag+ ／ wipe による拭き消毒
高度接触面の拭き消毒（生徒の机回り、教卓、電灯のスイッチ、ドアの取っ手部、階段の手すり、イス・
トイレの座面）
生徒の机回り；1 回 / 日、共有場所；1 回 / 日～週（登校日のみ実施）

結果

神奈川県全中学校のインフルエンザ罹患数（対象地域を除く）は 5,494 人で罹患率 25.3％であった（表 1）
。

環境消毒参加校は 4.3％～ 16.2％であった。
学級閉鎖は神奈川県全中学校 335 クラス、5.3％で、環境消毒参加校では学級閉鎖はなかった。
基本再生産数（R 0 ）は神奈川県全体（全年齢）では 1.43 であったが、中学校（対象地域除く）では 4.69
と約 3 倍になっていた（表 2）。一方、参加校の地域での R 0 は 1.61 と 1.85 で地域社会と参加校の差は無
かった。
環境消毒によるインフルエンザ抑制効果が期待できるため、2019/2020 年シーズンにおいては参加校、
参加地域を増やすべく検討中である。
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表１

インフルエンザ患者数と学級閉鎖数＊＊５

小田原

足柄上

神奈川県

患者 / 対象者

学級閉鎖数／
学級数

患者 / 対象者

学級閉鎖数／
学級数

1年

49/302
（16.2％）

0/9

81/744
（10.1％）

0/22

2年

44/367
（12.0％）

0/11

93/772
（12.0％）

0/24

3年

16/370
（4.3％）

0/11

30/761
（3.9％）

0/24

特別

2/22
（9.1％）

0/4

4/37
（10.8％）

0/10

全中学

患者 / 在籍者

学級閉鎖数／
学級数

5,494/21,676
（25.3％）

335/6343
（5.3％）

インフルエンザ警報発令期間（2018/12/3-2019/2/24）
全中学；インフルエンザ様疾患施設別発生状況（神奈川県、除：小田原、足柄上）
表２

中学校と地域の基本再生産数（R 0 ）＊＊５

小田原

足柄上

神奈川県

定点

1.85

1.61

1.43

1年

1.72 ± 0.23

1.48 ± 0.35

2年

2.50 ± 1.23

2.15 ± 1.32

3年

1.61 ± 1.21

1.43 ± 0.43

特別

1（1 校）

1.33 ± 0.57

全中学

4.69

インフルエンザ警報発令期間（2018/12/3-2019/2/24） mean（平均値）± SD（標準偏差）
全中学；インフルエンザ様疾患施設別発生状況（神奈川県、除：小田原、足柄上）

まとめ

教育環境（学校）は、インフルエンザ拡大のリスクであり、標準予防策に加え、環境消毒を追加すること

は、インフルエンザの感染対策に有用である。
＊＊ 1
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＊＊ 2
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Thomas Y. et al. Clin Microbiol Infect 2014: 20; O58-O64.
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Biz & Company

写植機メーカーだったモリサワが
破壊的イノベーションの犠牲者に
ならなかった理由
１９２４年に世界に先駆け「邦文写真植字機」を発明した森澤信夫。株式会社モリサワの先々代の社長
だ。以来９６年、ものづくり企業で機械メーカーだった同社が、今なお国内フォントの７０～８０％を占め
るトップ・シェア・メーカーでいられるのはなぜなのか。


（本誌編集長

山口泰博）

普段パソコンのキ－ボードで文字を打つとき、どんなフォントを使っているだろうか。代表的なオフィ
ス・ソフトでは、文書作成ソフトの Microsoft Word（マイクロソフト・ワード）や、表計算ソフトの
Microsoft Excel（マイクロソフト・エクセル）は今では、使えることが当たり前のスキルだが、デザイン
性を重視しないこれらのソフトでは、意識しないかもしれない。Microsoft PowerPoint（マイクロソフト
パワーポイント）でプレゼンテーションをするときは、多少なりともデザイン性が求められることから、ど
のフォントを使用するか意識しているかもしれない。しかし、一般的には、２～３種類のフォントだけを使
う程度の認識だろう。
このように、フォントを自分の意思で活用
するまで身近になったのは、近年のことだ。
本来フォントは、同じサイズで統一し
たデザインが施された文字のセットを指
す言葉だ。パソコンなどで使用し、印刷
物に利用できるようにした文字デザイン
データのことを指すようになり、さらに
文字セットそのものを指して解される言
葉になりつつある。
国内フォントメーカー最大手の株式会
社モリサワは、知る人ぞ知るフォント業
界を牽引（けんいん）する老舗企業だ。
Microsoft の OS、Windows10 に バ ン
ドルされている、
「UD デジタル教科書
体」は同社の代表的フォントの一つだ。
だがそのほとんどが、デザイン系のク
リエイターが同社のフォントを利用し、
印刷物などで目にしている B to B 形態の
ビジネスのため、一般にはなじみが薄い
かもしれない。

パソコンソフトにバンドルされている「UD デジタル教科書体」© Microsoft Word
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活版印刷から写真植字機へ

人類は言葉を話し、そして文字を発明したことで、様々な記録を残しコミュニケーション手法を発達させ

てきた。近代では活版印刷（活版）から写真植字機（写植）
、電算写植・ＤＴＰへの文字はコンピューター
化され、フォントはここ２～３０年ほどで加速的にデジタル化が進んだ。
活版印刷は、一つ一つの鉛版、線画凸版、樹脂版などの活字を並べて組版（レイアウト）を作り、インク
を塗って印刷する方法で、現在主流の平版（オフセット）印刷が台頭する１９６０年代まで新聞などで使わ
れていた。
今ではキーボードをたたき一瞬で一文字を表示できるが、活版は数千～数万字ある文字の型となる活字を
一文字一文字探し出し、版型に並べていく気の遠くなる作業だ。
当時製薬会社の印刷部門で活字を組む仕事をしていた
森澤信夫は、イギリスで「写真で文字を並べる機械」を
開発中だが、実用化はできていないと知り、自身で開発
すべく研究に取りつかれていったという。
１９２４年７月、ついに「写真の原理で文字を現して
組む方法」を世界に先駆けて考案した発明模型を「邦文
写真植字機」と名付けて特許を申請。写植の登場だ。
活版印刷の活字を使わず、文字板からレンズを使って
一字ずつ印画紙に印字して版を作るこの機械は、膨大な
活字を探し出し手で組む工程を大幅に軽減した。この発
明が写植機メーカー・モリサワの出発点だ。

邦文写真植字機

デジタル化が遅れた企業の末路

新たなイノベーションに乗り遅れるイノベーションのジレンマ。新しい技術が、古い優れた技術を破壊的

に駆逐する、破壊的イノベーションの犠牲者として知られる事例の一つとしてイーストマン・コダックが挙
げられる。デジタル化の波に乗り遅れ、２０１２年に倒産した世界的企業だ。デジタル化への対応を怠れば
１３０年以上のグローバル企業であっても一瞬で倒産するそんな驚きをもって捉えられた。２０１３年には
再上場を果たし、デジタル化と印刷、ライセンス契約などで復調を果たしている。
一方、デジタル化に舵を切り成長を続ける企業として、他社に先駆けて地図のデータベース化に着手
してきた株式会社ゼンリンが挙げられるが、モリサワもそのような会社の一つと言えるのではないだろ
うか。
自社の技術を応用し横展開するかまたはデジタル化するなど、社会環境の激変を予測し縮小する市場にど
う対応するかは企業の存続を大きく左右する。
モリサワは、デジタル化とオープン化に即応し市場で利用されるフォントをおよそ１, ５００書体まで拡
大してきた。また利用者のニーズを汲み取ることでサブスクリプション（年間契約）にも早期に取り組み、
デザインや印刷などに関わるプロが使うようになった。最近では、大手ゲーム機メーカーのゲーム端末や、
番組表などの表示のためテレビ本体にも組み込まれており、知らず知らずのうちに同社のフォントを使用
している。
同社の代表的なフォントとしてＵＤフォントが挙げられる。ＵＤとは、
「ユニバーサルデザイン」のこと
で、「年齢や能力、状況などにかかわらず、できるだけ多くの人が利用可能になるデザインのこと」を言う。
モリサワでは「文字のかたちが分かりやすいこと」
「文章が読みやすいこと」
「読み間違えにくいこと」をコ
ンセプトに開発された、誰にでも読みやすいデザインのフォントをユニバーサルデザインフォント（ＵＤ
12
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フォント）と呼んでいる。
例えば数字の「６」
、
「９」や「８」
、
「３」はフォントによっては非常に判別しづらいが、このような読み
づらい文字を判別しやすいようにしたのがＵＤフォントである。近年、教育機関や自治体などでも採用が広
がっていて、小学校の教科書をはじめ、配布資料、市の広報誌などでも使われている。

揺れても読めるフォントで大学と連携

モ リ サ ワ は、 神 戸 大 学 大 学 院（ 工 学 研 究

科 電 気 電 子 工 学 専 攻・ 寺 田 努 教 授 ら ） の、
「Readability and Legibility of Fonts
Considering Shakiness of Head Mounted
Displays（頭部装着ディスプレイでの画⾯揺
れを考慮したフォントの可読性・可視性）
」を
テーマとした研究に参画する。伝えるための
フォント機能を環境変化に合わせるためとい
える。
近年は、スマートフォンやタブレット端末
が普及し、さらには服や腕など身につける

「中明朝体 AB1」の文字盤

ウェアラブル端末も増えてきた。便利になる
一方で、歩行時の揺れの影響によって画面に表示される文字情報が読みづらくなると懸念する声は多い。寺
田教授らの研究では、動きながら読むにはどんなフォントが適しているのか調査するもので、同社は比較対
象となるフォントの選定や提供で協力する。
フォントの開発にも従来の印刷やサイン⽤途と異なる視点が求められ、ＡＲ（拡張現実）やＶＲ（仮想現
実）などフォントの可能性と発展が期待される分野で新技術に対応したいという。

デザイン系教育機関や自治体との連携でフォントの可能性を広げる

また、モリサワと学校法人日本教育財団・モード学園は、リモート環境でオンラインによる産学連携プロ

ジェクトを展開中だ。同社と日本教育財団は、これまでも「フォントの擬人化キャラクターの制作」や「フォ
ントの漢字をイメージしたグラフィック作品の制作」などに取り組んできた。
モード学園は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、ビデオ会議アプリ「ＺＯＯＭ（ズーム）
」を
活用したオンライン授業を実施しているが、同社とモード学園グラフィック学科の学生との連携で、
「コロ
ナ収束後の明るい未来を創造した UD フォントのノベルティ」の企画・提案をしていく。
これらは、同社が進める FONT SWITCH PROJECT（フォント・スイッチ・プロジェクト）という全
国の学生やクリエイティブ思考の全ての人に向けた「フォントの感性を“ON”にする」プロジェクトの一
貫だ。「学生が町の課題を解決する !!『産官学連携プロジェクト』〜自治体の課題解決プロジェクト in 長野
県小谷村〜」では、自治体（長野県小谷村）の課題を解決する手立てとしてプロジェクトを企画し、武蔵大
学の学生のプレゼン資料のフォローを行うなど、産学官連携にも積極的だ。
同社が産学官連携に取り組む理由は、
「文字を通じて社会に貢献する」という社是の下、国のインフラと
もいえる文字やフォントが、新しいメディアや環境でどのように利用されるのか、幅広い年齢層での利用に
はどのような課題があるのかなど、社会への貢献や発展を常に考慮して取り組んでいるからだ。
新たな市場顧客に対する啓蒙（けいもう）活動や、フォントによるコミュニケーションの可能性を探求す
ることは、将来的なビジネスのヒントを得ることにもつながると言えそうだ。
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第１回 産学連携支援セミナー
「ＳＤＧｓと地方創生」
新型コロナウイルスの感染拡大が収束を見ないなか、第１回産学連携支援セミナーがオンラインで
開催された。会場を設定せず参加者はパソコンやスマートフォンなどのデバイスで気軽に参加でき
るこのスタイルはこれからの主流になりそうだ。
（本誌編集長 山口泰博）
国立研究開発法人科学技術振興
機構（ＪＳＴ）は２０２０年７月
２１日、ビデオ会議アプリのＺＯ
ＯＭ（ズーム）ウェビナーを活用し、
産学連携支援セミナーを開催した。
第１回となる今回は、第９代金
沢 大 学 学 長、 第 ３ 代 国 立 高 等 専
門学校機構理事長などを歴任し、
２０１７（平成２９）年には秋の
叙勲で瑞宝重光章を受賞するなど
した林勇二郎氏。林氏は、ＪＳＴ
のＡ－ＳＴＥＰトライアウトＰＯ
（プログラムオフィサー）で持続可
能な開発目標（ＳＤＧｓ）にも造
詣が深く地方創生のヒントをＳＤ
Ｇｓに絡め講演した。
講演の中で林ＰＯは、社会の発
展―近代から現代にかけて―、地
球環境問題と持続、国家間の格差
―貧困と持続―、地方創生と持続
と４章に分類し、前半では歴史的
背景を説明しＳＤＧｓへ言及。地
方 創 生 ( 社 会 の 構 造 的 持 続 性 )、

北陸先端科学技術大学院大学から講演する林勇二郎プログラムオフィサー

まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と総合戦略（２０１５年 - １９年の５カ年計画）に触れ、人口
減少問題の克服や「総合戦略」での基本目標における「しごと」と「ひと」の好循環づくりとして、「地方
にしごとをつくり」、「安心して働けるようにする」、「地方への新しいひとの流れをつくる」、「若い世代の
結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「時代に合った地域をつくり」、「安心なくらしを守り、地域と地
域を連携」などについて述べた。
移動や人との接触機会の制約上、社会ではテレワークや在宅勤務、会議、日常生活でも同様だ。パソコン
やスマートフォンでも利用可能でその気軽さもビデオ通信アプリを用いるコミュニケーション手法の加速を
後押しする。
14
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パソコンのモニターから見るセミナー（ZOOM ウェビナー）

これまでのセミナーと異なるのは、オンラインという仮想空間に向かい、セミナーに関わる人々がそれ
ぞれ別の場所に点在していることだ。スピーカーの林ＰＯは、石川県金沢市の北陸先端科学技術大学院大学
（ＪＡＩＳＴ）イノベーションプラザから、運営は東京都千代田区のＪＳＴから行い、ＺＯＯＭで視聴でき
るライブ配信型セミナーのＺＯＯＭウェビナーで配信。参加者は、事前登録を済ませ、パソコンやスマート
フォンなどのデバイスから視聴した。ＪＡＩＳＴの会場では、コロナ対策を施し少人数だがリアル参加者も。
研究成果最適展開支援プログラム（Ａ－ＳＴＥＰ）は、大学や公的研究機関などの「大学等」で生まれた
科学技術に関する研究成果を国民経済上重要な技術として実用化することで、研究成果の社会還元を目指す
技術移転支援プログラム。
大学などが創出する社会実装志向の多様な技術シーズの掘り起こしや、先端的基礎研究成果を持つ研究者
の企業探索段階からの支援を適切なハンズオン支援の下で研究開発を推進することで、中核技術の構築や実
用化開発などの推進を通じた企業への技術移転を行っている。ハンズオン支援を通じて産学連携活動のノウ
ハウを提供し取り組む研究者のすそ野拡大を図るものだ。産学連携による研究開発の拡大と活性化のために
は、大学などの研究成果に基づくシーズと企業ニーズの適切なマッチングを実現させ、全国での橋渡し活動
の拡大と適切な産学共同相手の探索が重要だという。
またマッチングによる産学共同研究では、高い社会的インパクトが見込まれる研究開発を適切なマネジメ
ントの下で実施することが求められており、研究開発の推進中にはより効率的な推進のため、ＰＯが研究開
発課題全体のマネジメントを実行し適宜アドバイスをする。さらに個々の課題の推進状況に応じて、適切な
専門家（アドバイザー）を配置して課題推進の強化を図っている。林ＰＯは、多彩な経験や知見からこのプ
ログラムに欠かせない存在だ。
今後は産学連携のマッチング現場の意見も聞きながら、有益なセミナーを実施していくことで活性化を
図っていく。
2020.8
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連載

Serialization

＃１

起源
（本誌編集長

山口泰博）

産学連携――このことを世間の人は果たしてどこまで理解しているのだろうか。
この分野のコアに立ち会うようになり常に抱いてきた疑問だ。この連載では、産学連携ってなに？

社会

連携や地域連携と何が違うのか。活動を推進するには政府（政策）に基づき、都道府県市区町村などの自治
体、大学や研究機関と研究者、産業界（企業）
、地域社会、さらには金融機関が加わる産学官金連携など多
くの人が関わる。そのため、それぞれの立場の違いから見えてくる指向の隔たりもありそう。
近年、少子化や高齢化による国の医療費や各種社会保険料の増大などが顕在化し、さらには自然災害や新
型コロナウイルスといった想定外の試練も社会に打撃を与えている。
国や地方自治体の税収が落ち込めば、大学に配分される国立大学への運営費交付金や私立大学への助成金
などが減ることになる。さらに少子化は、大学の根幹収入源である入学者数を減らしかねない。そのような
社会を取り巻く環境とともに大学に求められる機能は大きく変貌し、産学連携の下、企業や地域社会と深く
関わる産業を支援し自ら収入源の獲得に乗り出す地方創生に力を入れている。大学が民間資金の活用に積極
的にならざるを得ない状況も存在する。

ヤクルトや味の素、東芝も

青色発光ダイオード ( 青色ＬＥＤ）やｉＰＳ細胞は、ノーベル賞受賞の後押しもあり、産学連携による事

業創出のインパクトは大きかった。
テレビジョン技術の祖、高柳健次郎博士
の浜松ホトニクス株式会社や装着型ロボッ
ト開発を手掛けるサイバーダイン株式会社
などは大学発ベンチャーでもある。元をた
どれば、ヤクルトや味の素、東芝なども産
学連携からグローバル企業と成長した。
産学連携はこのようなインパクト事業ば
かりではない。地域の中小企業や自治体な
どの課題解決のため、地方大学では様々な
取り組みを実施する。
都道府県、地域の産業振興団体、商工会
議所、銀行などが産学連携の各パートを担
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い、大学と連携する。例えば、地元のものづくり企業と共同で新製品を生み出す。公園の空間デザインで市
民の憩いの場所を再生する。食の研究から地域の新ブランド食品を生み出すなどその種類は膨大だ。近畿大
学の養殖マグロ（近大マグロ）やウナギの代替食とした「養殖ナマズ」
（近大ナマズ）が話題になったがそ
れらも同様である。
文部科学省が２０１３年に立ち上げた「大学ＣＯＣ事業」
。ＣＯＣとはセンターオブコミュニティーの略で、
大学が地域のコミュニティーの中心になり課題を解決しようという取り組みで、正式には「地（知）の拠点
事業」という。さらに強化されたものが２０１５年にスタートした「ＣＯＣ＋」
。
「地（知）の拠点大学によ
る地方創生事業」だ。これは、大学が自治体と企業などとともに地方創生となる人を育てる活動で、その
ために必要な教育カリキュラムを国が支援するものだ。ＣＯＣが教育と研究を対象にしていることに対し、
ＣＯＣ＋の目的は、学生が地元に定着することである。いずれにせよ、地域を志向した教育・研究・地域貢
献を進める大学を国が支援することで地域創成の期待が大きい。

教育と研究と社会貢献

大学の役割を三つ答えなさい。こんな街頭インタビューをした場合、三つ答えられる人はどのくらいいる

だろうか。
専門分野を学ぶところといった認識は誰にもあるだろうから「教育」なら正答率は高いかもしれない。さ
らに「研究」と答えられる人はおそらくぐっと下がるのではないか。答えられずにインタビューアーが、研
究と教えることで合点がいく姿が想像できよう。しかし、もう一つを答えられる人はほとんどいないのでは
ないだろうか。
それは第三の機能として、２００６年の教育基本法の改正によって「社会貢献」が追加され、大学の機能
の三本柱と呼ばれるこの言葉の中に内包されているからだ。

ここでやっかいなのは、教育と研究はこの言葉だけですぐに連想できて分かりやすいが、社会貢献はあま
りにも範囲が広く具体性に欠ける。さらにその社会貢献の中の一項目に産学連携が組み込まれていること、
さらに産学連携からイメージできる人が一般にはほとんどいないことから、ごく限られた関係者にしか理解
できず、教育や研究ほど浸透しにくい。知人に「
（仕事は）何やっているの？」と聞かれ説明するとき、そ
の仕事内容を話しても、理解されないのはこのような理由からだろう。
社会貢献について大学に限って言えば、学生による地域でのボランティア、キリスト教系大学が行う奉仕
活動などはごく当たり前に行われてきた。近年では持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の傘が社会全体を覆い
その高まりがさらに広がり深まる。いったいどこからどこまでが従来の社会貢献で、産学連携や社会連携、
地域連携による社会貢献の枠組みはどこまでなのか、ＳＤＧｓの範囲はどこまでなのか。さっぱり分からな
2020.8
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い、そんな声が聞こえてくるほど複雑化している。
産学連携でいうところの社会貢献とは、地域社会、経済社会、国際社会など社会全体の発展への寄与とい
う意味が込められていて、研究成果などを社会に還元し貢献しようというものだ。国際協力や公開講座、産
学連携や社会連携などを通じた直接的な貢献が含まれ、近年では関係者の範囲のみで、産学連携や地域連
携、社会連携、イノベーションと言った言葉で浸透しつつある。
大学が地域の企業や自治体、地域住民などと連携し、何のために、またどのようにして第三の機能である
社会貢献を実践しているのか。一般的に大学は高等教育機関である「大学等」を指し、通常の４年生大学、
大学院専門の大学、短期大学、高等専門学校（高専）
、各種専修専門学校を意味するが、特にここでは、大
学、大学院、高専に加え研究の専門機関としたい。

産学連携の実施状況

産学連携の肝はビジネス

文部科学省は２０２０年１月に、「平成３０年度大学等における産学連携等実施状況について」を発表し

た。全国の大学などを対象に産学連携などの実施状況を２００３（平成１５）年度より毎年度調査している
もので、２０１８（平成３０）年度は、全国の大学や高専、大学共同利用機関などの１，０６９機関を対象
に調査を行った。
発表によれば２０１８年度の民間企業からの研究資金等受入額は約１，０７５億円だ。調査を開始した
２００３年度以降初めて１，
０００億円を超えた。
共同研究・受託研究・治験・知的財産などの研究資金の受入額はおよそ３，４３２億円と、前年度と比べ
約１４３億円増加し、およそ４．３％増となった。このうち民間企業からの研究資金等受入額はおよそ１，
０７５億円。前年度に比べ１２．０％ほど増え１１５億円の増加だ。全体の伸びを牽引（けんいん）するの
は６８３億円と全体の約６３．
５％を占める共同研究に対する受入額だ。
民間企業と実施する共同研究によって研究費を受け入れた額は、前年度と比較するとおよそ７４億円増
で１２．２％も増加した。研究実施件数は２万７，３８９件で前年度よりも１，９３８件（７．６％）増加し
２０１８年度 研究実施件数の個別実績
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（合計）件数

ていることから、受入額・実施件数ともに増加傾向に
ある。
研究実施件数の個別実績を見ると、ベスト３は東京

順位

回答機関名

１

東京大学

1,797

２

大阪大学

1,243

東京工業大学６７９、名古屋大学６６６、慶應義塾大

３

東北大学

1,201

学６５２と続く。

４

京都大学

1,098

か っ た の は 大 阪 大 学 で ７ ４ 億 ７，６ ５ ６ 万 円 だ。 次

５

九州大学

739

い で 東 京 大 学（ ７ ２ 億 １，８ ７ ４ 万 円 ）
、京都大学

６

東京工業大学

679

７

名古屋大学

666

８

慶應義塾大学

652

９

北海道大学

644

１０

神戸大学

518

大学が１，７９７件、大阪大学１，２４３件、東北大学
１，２０１件。京都大学１，０９８、九州大学７３９、

民間企業との共同研究費受入額がもっとも多

（４７億８，
４２３万円）
。
民間企業との共同研究に伴う１件あたりの研究費受
入額は聖マリアンナ医科大学の１，０５２万円が最高額
となったことは注目される。
日本での産学連携が活発化してきたのはここ１６、
７年だが、一般にはまだまだ浸透しているとは言い難
い。しかし一歩一歩、確実に進展し深化してきた。


（次号へ続く）

視点：Point of view
未来に立ち向かうために
新型コロナウイルスの感染脅威が続く中、
豪雨による大災害が追い打ちをかけた。
医療従事者をはじめ様々

な職種の方々のご尽力に心から感謝するとともに、現在の医療や科学の限界も感じた。

産学連携という側面からは、この課題を乗り越えるために、知識や技術を結集させ、全国で迅速で様々な

取り組みや新たな開発の声も聞かれた。社会貢献のため、大学特許を一定期間、無償開放することを決めた
大学もある。前向きで熱意ある姿勢は、周りに活力と乗り越えていく勇気を与える。

本学においても、企業や行政から新型コロナウイルスに関連した技術相談や新しい生活様式に沿った商品

開発に関する相談を多く受けている。また、国や自治体では緊急の課題募集も多く行われている。重症化し
た方の中には、基礎疾患を有する人も多くいたことから、常日ごろからの健康的な体づくりの重要性も改め
て言われている。健康維持という面でも、さらなるアプローチができそうだ。

今は、企業や行政との産学連携の打ち合わせも９割はウェブを活用している。ウェブでの面談は、表情が

分かりづらく、意思疎通を図りにくいなど不便を感じるときもあるが、その部分をメールや電話でのコミュ
ニケーションにより補完し、信頼関係や誠実さを大事にしていきたいと感じた。産学連携も今まで通りとは
いかず、新しい工夫が必要だ。人類は何度も様々な危機を乗り越えてきた。今回も、きっと乗り越えられる
と思う。

静岡県立大学 地域・産学連携推進室 産学官連携コーディネーター

鈴木 美帆子

編 集後記：Editor's note
キャラクターが死んでしまうリモート取材
ビデオ通話アプリによるリモートで取材した原稿を８月号で初めて出稿しました。メリット、デメリット

はあるものの、当面はこのスタイルで取材しコロナが収束したとしても選択肢として定着しそう。

リモート取材をして感じたメリットは、移動時間がないことから、大阪と東京の取材先関係者が、気軽に

会することができたこと。

一方、取材する側は、撮影できない。取材先やその場の空気を感じることができないので感覚を表現でき

ません。接続の不安定さや会話のキャッチボールが滞るのもストレスです。

双方でのメリットは時間と交通費節約で、デメリットは、同じ空間で顔を突き合わせないことから、目を

見て会話できないので、「人コミュニケーション」の希薄さによってそれぞれの印象に残りにくいのではな

いでしょうか。人間関係の構築が難しいことは、取材する側の性格や性質、その特徴を通じた取材にならな
いのでキャラクターを発揮できません。その結果、文章表現も画一的になってしまいがち。回数を重ねて試
行錯誤し、突破口を探し出すしかなさそうです。
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