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巻頭言

Foreword

産学官連携が生む老舗企業の社会貢献

浅香工業株式会社

岡田
おかだ

代表取締役社長

実

みのる

浅香工業株式会社は、１６６１年（寛文元年）に創業し、代々堺名産打刃物（うちはもの）問屋として営
んできた。そして６代目浅香久平氏が土木・鉱山事業興隆の兆しをつかみ、１８９３年に日本で初めてショ
ベル・スコップの国産化に成功、昭和初期には「KS 磁石鋼」の発明などで世界に知られる存在であった当
時の東北帝国大教授・本多光太郎博士に指導を受け、独特の熱処理に研究を重ね、
「折れず、曲がらず」の
強弾性を保有する最高製品を完成させた。ショベル・スコップの国産化に成功してから今年で１２７年を迎
えるが、
「良品声なくして人を呼ぶ」という品質第一主義の経営理念とともに、国産にこだわり、常に業界
のトップを今日まで歩んでいる。
ショベル・スコップの開発から４年後には、浅香工業のブランドとして「象印」を商標登録、なぜ象であっ
たのかというと、象は忠義で、優しくて強く、遅いように思われているが足も速い。国内外に親しまれ、業
界を制覇する象徴ということで選ばれている。そして、品質第一主義の下、鍛えられた金属加工技術（焼き
入れ、焼き戻し）は、改良を重ね、受け継がれながら、他の分野の製品開発にも取り入れられ、
「象印」ブ
ランドを守り成長させている。
海外からの安価な製品の流入による価格競争の波は、決して安易なものではないが、われわれが追及すべ
き製品は、品質重視に加え、より使いやすく、より耐久性のある製品であり、価格競争を繰り広げる海外製
商品とは、当然価格も違えば、お客様のニーズや期待にも大きな違いがある。また近年、プロ職人だけでな
く一般のお客様についても使う道具は、価格だけではないことも認知されつつある。
昨今、頻発する災害、その復興道具としていち早く被災現場へ持ち込まれる数多くのショベル・スコップ
であるが、作業内容は過酷で、足腰への負担は相当なものである。偶然、降雪地域で活躍する当社の除雪用
軽労化ショベルが国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の目に留まり、その製品の開発元である室蘭
工業大学の協力もあって、災害復旧ツールとして開発された Z 型復興ショベルは、作業負担軽減を第一の
目的として進化し、その完成も近い。
産学官が連携し、共同開発されたものであり、この成果は当社にとって大きな財産である。今後もさら
に「軽労化」を追求し、災害復興だけでなく社会の役に立てるツールとして開発に取り組んでいきたいと考
える。そして攻勢を強める海外からの参入に打ち勝つための企業経営とは一線を画した、社会貢献理念の具
現化こそが国産ツールメーカーの存在意義であると同時に、より使いやすいツールの開発とより早い供給は
産学官の連携によってのみ、その真価を発揮できると確信する。
2020.12
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クローズアップ

もうウジ虫野郎と言ってはいけない
ハエとウジの親子が報われる 嫌われ者活用術

｜ Close up

ハエとその幼虫のウジ虫。生ごみや動物の糞、死体などにたかりそれをエサに成長する。ただ不潔
で不快になるだけで、ときにハエは感染症やウイルスを運んでくる害虫かもしれない。この嫌われ
者のハエとウジ虫は、活用の仕方しだいで人の生活に役に立つ。もうウジ虫野郎と言ってはいけ
ない。

（本誌編集長

山口泰博）

ミツバチの代わりにハエを使っ
た受粉をビジネスにする会社があ
る、岡山県岡山市に本社を置く、
株式会社ジャパンマゴットカンパ
ニーだ。近年のミツバチ不足から、
受粉を補う使い方で右肩上がりに
売り上げを伸ばしている。起業か
ら１５年、信念の経営で並々なら
ぬ苦労をうかがわせる。
同社の事業は、イチゴなどの作
物から果実を収穫するには、ハチ
や鳥などが花から花へ飛び回り受
粉を助けることで実がなる。受粉
は欠かせない営みだ。この受粉に
ハエを用いる。

ヒロズキンバエ

特にハウス栽培農家は、主に巣箱を置いてミツバチを飼い受粉を促す。しかし 2009 年ごろから
世界的にミツバチの数が減少し、値段も高騰した。原因はいまだ特定されていないようだが、農
薬や病原体、害虫、ストレスではないかとも言われており、ミツバチ以外の受粉が模索されてきた。
そこで同社の佐藤卓也社長がミツバチの減少のニュースを知り、元々はヒロズキンバエの幼虫であ
るウジを医療で活用するビジネスだったことから、ハエを農業に利用できないかと思い立った。

■ウジ虫が組織の腐った部分を食べてくれる
それを説明する前に同社の起業
のルーツを知る必要がある。そも
そも同社の始まりは、糖尿病によ
る足の壊疽（えそ）
・壊死（えし）
の治療や、床ずれなどによる重度
の褥瘡性潰瘍（じょくそうせいか
いよう）の治療、やけどなどによ
る重度の炎症治療に使われる治
療法のマゴットセラピーというヒ
ロズキンバエの幼虫のウジ虫治療
からスタートした岡山大学発ベン
チャーだ。マゴットとはウジのこ
4

2020.12

マゴットの洗浄

クローズアップ

｜ Close up

とだから会社名を直訳すれば「日本ウジ虫会社」で攻めた会社名が興味をそそる。その事業を分かりや
すく言えば、ウジ虫は組織の腐った部分をエサに成長するので、ハエの幼虫であるウジの食性を利用し
て壊死組織を除去する治療なのだ。
ザ・フライ（1986 年の米国映画）では、遺伝子組み換えを研究している主人公の科学者が実験ミスによっ
て遺伝子レベルでハエと融合しハエ男になり、異常な身体能力を得て肉体が変貌していくホラー映画で
あり、スポーン（
「Spawn」1997 年の米国映画）は、人気コミックを原作としたホラーアクション映画で、
優秀な破壊工作員だった主人公が友人の裏切りにより焼き殺され、悪魔との取引によって生きた寄生コ
スチューム「ネクロプラズミック・アーマー」に身を包んだ地獄の尖兵スポーンとして現世に帰還する
ことから始まる。その死体にはウジ虫がたかりリアルにおぞましさが演出され、ハエやウジを見るたび
に思い出されハエとウジは好印象からはほど遠い。

■始まりはウジ虫
同社は、2004 年にオーストラリアから空輸したマゴットを使用して岡山大学医学部（心臓血管外科三
井秀也医師ら）で、国内初のマゴット治療を実施し成功したことに始まる。当時、早期退職制度を利用
し松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）を退職していた佐藤社長が、血管が詰まる病気で
潰瘍を無菌化したハエの幼虫（ウジ）に食べさせ壊死した部分のみ食べるため健康な組織には影響がな
い痛みもなく麻酔も不要というこの技術を応用し 2005 年に起業した。日本初、医療用無菌マゴットの製
造、多くの下肢切断の危機に瀕（ひん）した糖尿病性壊疽患者の足を切断から救う事業の展開だ。きっ
かけは三井医師と佐藤社長の奥さんが知り合いだったことで、40 才になったら会社を辞めて起業するそ
んな目標を掲げていたときだ。
そして幸いにも、岡山県産業振興財団が主催した「ベンチャー・ビジネスプランコンテスト」で最優
秀賞を受賞し、獲得した賞金 500 万円を創業資金として利用できた。大学の技術と資金にも恵まれた事
業開始は幸運だった。
しかし、日本発の治療法であることから、世間の認知不足が原因で販売には相当苦労したという。だ
が珍しさが後押しし多くのメディアに取り上げられ、徐々に浸透して治療の一つとして採用する病院も
増えていった。
だがさらに追い打ちをかけたのが一般的に受けるウジ虫のイメージだった。糞や死体にたかるウジ
虫 を 想 像 し、 患 者 は 治 療 を 受 け
入れにくくそれが大きな弊害と
なった。
実際の治療は、創（きず）の周
りを傷から出てくる過剰な液を吸
収するデュオアクティブという素
材でカバーするし、マゴットが成
長しても動けるようにすき間をも
たせて、専用ドレッシングを接着
する。脱走を防ぐために、ドレッ
シングの周りをテープでふさぎ、
浸出液を吸収するために紙おむつ
でカバーする。従ってウジが見え
ることはないし、麻酔も不要で、

マゴット治療
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痛みも出血もなく、生きたウジ虫が患部を這う感触もないという。ただ壊死した患部を食べてくれるの
を待つだけで普通の生活が送れる。治療期間は、潰瘍の状況によって異なるが、標準的には 1 週間に 2
回ウジを取り替え、約 2 ～ 4 週間だ。
ただデメリットもある。感染症には効果を発揮するが、血流が悪いと潰瘍部分の壊疽を食べるのだが、
患部が盛り上がってこないから失った組織は再生しないという。

■日本は健康保険が利かない
糖尿病性潰瘍（下肢閉塞性動脈硬
化症）などでウジ虫を使わなくては
ならない状態は、足を切断する一歩
手前となっていることが多く、症状
は重症で入院加療が必要だ。しかし
普及への足掛かりを阻んだ最大の要
因は、混合診療だ。
「ウジ虫は薬でも
デバイスでもなく医師主導で治療を
行うのはいいが自費診療となり保険
が利かない」佐藤社長が厚生労働省
に問い合わせるとそんな答えが返っ
てきたという。
入院期間中に保険診療だったのに、
ウジ虫治療を試そうとするとその疾
病に関する一連の診療の費用が、初

サナギ

診にさかのぼって「自由診療」として全額患者負担となるのだ。そうなればマゴット治療に二の足を踏
まざるを得ない。せめて、ウジ虫治療だけが自由診療になればいいのだが、法律や制度の壁が立ちはだ
かり思うようにマゴットを利用する患者が増えなかった。佐藤社長は「海外では保険診療が進んでいる
のに弱小ベンチャーでは力がなく、日本では普及しにくい」と悔しさをにじませる。

■起死回生 ハエをミツバチの代わりに
大手飼料会社から、ウジの成虫であるヒロズキンバエを卸してくれないか、そんな相談が寄せられた
のはミツバチ不足が社会問題としてクローズアップされていたころだ。そこで受粉用ヒロズキンバエの
開発を成功させ、ミツバチの代替として全国の農家、農業試験場などに販売したのが 2012 年。ミツバチ
の代替という意味からビー・フライと名付けた。
無菌マゴットの培養技術がその成虫のヒロズキンバエの増殖技術も確立させ、マゴットセラピ－による
壊疽の治療とハエによる受粉という農業分野への足掛かりを付けられたのは佐藤社長の執念と言えよう。
ハエを活用するメリットは、ミツバチの活動温度帯がおよそ 15 ～ 25℃に比べ、ハエは 10 ～ 35℃と広
い。さらミツバチは紫外線を感知して活動するため、雨天や曇天時に活動しないが、ハエは紫外線がな
くても活動する。従って、
受粉期間が短くミツバチの活動が鈍くなる厳冬期に受粉が必要な作物に適する。
そういう意味ではマンゴーのハウス栽培には最適だ。マンゴーは 1,000㎡あたり５,000 匹のハエが必要で
受粉期間も短く、腐敗臭がするマンゴーの花にはハエがよく集まる。
イチゴは、受粉期間が 10 ～ 4 月と長いため、ミツバチは巣箱で世代交代を重ねていけるが、ハエの寿
命は１～２週間でハウスの中では世代交代しない。そのためハエがいなくなれば新たに投入しなくては
6
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｜ Close up

ならない。イチゴハウスの場合、1,000㎡
あたり 3,000 匹のハエが必要というから、
１パック 1,000 匹のサナギが 2,000 円なの
で、ハエだけではミツバチより経費負担
が増えてしまう。だからミツバチをベー
スに、紫外線が少ない厳冬期に代替とし
てハエを投入すると収穫効率が上がると
いう。そのほか、さくらんぼ、桃、ワサビ、
ソバにも利用可能だというし、植物工場
ではハチが使えないためハエが好まれる。
しかしハエも万能ではなく、今のところ
トマトの花にハエは寄り付かず、ナスや
メロンやスイカにも適さない。
佐藤社長は「作物によってミツバチと
ハエをうまく利用することで、収穫量を
増やせば売り上げも増えます」とあくま
でミツバチの代替だと謙虚だ。

受粉するヒロズキンバエ

ハチは人を刺すが、ハエはサナギの状態で出荷されハウスで成虫になり受粉して１～２週間で一生を
終える。その後処理も不要だ。そんな気軽さから需要が伸び、
事業開始から 170% ほど売り上げが伸びた。
マゴットセラピーは保険診療とならない限り、今後の伸びは期待できないが、必要とされている以上や
り続けなくてはならない。
ウジ虫という子の事業の赤字を、親のハエが肩代わりする皮肉な構造だが、佐藤社長の奮闘は続く。
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リポート

Report

消えた酒蔵がキャンパスに復活
今年 5 月、帯広畜産大学のキャンパス内に、上川大雪酒造株式会社が運営する日本酒の酒蔵が建設
され話題になった。歴史ある帯広畜産大学の学生寮（碧雲寮）から命名された、「碧雲蔵（へきうん
ぐら）」だ。
（本誌編集長 山口泰博）

北海道中東部、十勝
平野の中心部に位置す
る帯広畜産大学は、学
生 数 1,300 人 ほ ど の
小規模な単科国立大
学 だ。 総 面 積 は お よ
そ 1,894,550㎡、東京
ドーム 41 個分ほどの
広大なキャンパスは緑
に包まれ、馬や牛、羊
などの動物も飼育され
ている。そんな恵まれ
たキャンパスには、生
命、食料、環境をテー
マに「農学」
「畜産科学」
「獣医学」に関する教
育研究を推進する日本

キャンパス内の酒蔵

唯一の国立農学系単科大学とあって、全国 47 都道府県から学生が集まる。女子学生比率は約 65% という
のも見逃せない特徴だ。また 2022 年に予定されている、小樽商科大学・北見工業大学との 3 大学経営統
合でも注目が集まる。
そんな中、帯広畜産大学と上川大雪酒造株式会社、十勝緑丘株式会社が 2019 年 7 月に締結した協定に
基づき、同大学が貸与した土地に上川大雪酒造が北海道では 12 番目の日本酒蔵を建設した。上川大雪酒造
は、2017 年に三重県の休眠となっていた酒類製造免許を北海道上川町に移転して創設。発祥のルーツもユ
ニークだ。
帯広畜産大学は構内に酒蔵があることにより、食の重要な要素の一つでもある発酵や醸造に関わる実践教
育や、酵母や発酵に関する共同研究など教育研究の活性化を見込み、十勝地域の産業振興の発展にも寄与す
るという。また上川大雪酒造は酒蔵の見学やインターンシップの受け入れを行う他、併設したセミナー棟で
は帯広畜産大学の客員教授に就任した川端慎治杜氏が、講義、酒蔵内での実践的な実習、共同研究、共著論
文執筆など教育研究の活性化などを行う。
最盛期には、15 の蔵があった十勝地方では、米の作付面積が落ち込むと同時に日本酒文化は衰退の一途
を辿り、酒蔵は全て廃業を余儀なくされたという。そこで 2010 年から十勝の日本酒復活を目指し、地元信
用金庫の主導で「とかち酒文化再現プロジェクト」が産学官、農商工、地域金融機関の連携でスタート。翌
8
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年には、十勝管内音更（おとふけ）町の農場で栽培された酒造好適米「彗星」を用い、小樽市の田中酒造が、
2012 年にプロジェクトブランド酒「十勝晴れ」を誕生させた。

クラウドファンディングの応援購入では 3,000 万近く
2020 年 5 月には、「日本初！

大学構内の日本酒蔵。上川大雪

酒造が北海道十勝の国立帯広畜産大学に創設」を旗印に、クラウド
ファンディングの Makuake（マクアケ）を通じて支援を訴え、目
標金額 1,000,000 円に対し、サポーター 2,810 人、応援購入総額
29,667,400 円を集めた。そして、2020 年 4 月には建設が終了し、
5 月には醸造設備の搬入、6 月から酒造りに取り掛かった。7 月に
は、試験醸造された純米酒「十勝初仕込み」が完成し、十勝管内の
酒店などで販売を開始。10 月には酒蔵開設後、本格的な日本酒の
仕込み作業が行われてきた。
プロジェクトのきっかけ作りを推進してきた帯広畜産大学の奥
田潔学長は、「塚原敏夫社長をはじめ、上川大雪酒造には小樽商科
大学 OB が数多く在籍しています。このプロジェクトが 3 大学経
営統合の象徴的な取り組みになればという思いが、大学側とも一
致したのです。学生は実地研修という形で酒造りを経験し、酒蔵

奥田潔学長

を研究や学習の場として活用することにより、いつか卒業生が北海道の酒造りを担う人材になってくれれば
と願っています」と期待を寄せる。
キャンパス内に日本酒蔵を設置するメリットについて尋ねると、
「食の重要な要素の一つである発酵や醸
造に関わる現場レベルの実践的な教育研究が可能になります。他の大学では、大学で育てた米や独自の酵母
を酒蔵に渡し、醸造してもらうことで大学ブランドの日本酒を造るという例はありますが、大学内に蔵を設
置して日本酒を造ることは初めての試みです」と強調。
教育と研究、そして実学をキャンパス内で実践し、地域創成にも一役買うなど、いいことづくめの頭脳プ
レーといえそうだ。
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リポート

Report

民間認証制度「四国健康支援食品制度」
（ヘルシー・フォーⓇ）
で四国の食品企業の
機能性食品分野への参入をサポート
一般財団法人四国産業・
技術振興センター
産業振興部 担当部長

森

もり

久世司
ひさよし

■はじめに

一般財団法人四国産業・技術振興センター（以下、
「ＳＴＥＰ」
）は、四国の食産業の振興に向け、四国独

自の食品表示制度「四国健康支援食品制度」
（以下、「ヘルシー・フォーⓇ」
）を新製品開発の有力なツール
の一つとして様々な取り組みを展開している。
ヘルシー・フォーⓇは、消費者庁が所管する保健機能食品とは別に、食品の安全性・機能性に関する「科
学的根拠の存在」を表示しようというもので、以下では、同制度の創設に向けたＳＴＥＰのこれまでの取り
組みならびに今後の展開方向などについて述べることとする。

■ヘルシー・フォーⓇの意義・理念

消費者庁は、健康食品の表示規制緩和の一環として、2015 年 4 月、企業の自己責任により具体的な機能性

を表示できる「機能性表示食品制度」をスター
トさせたものの、この制度は、
「関与成分の明確
化」
、
「科学的根拠の確保」などでトクホ並みの
レベルが求められており、
「中小食品企業にとっ
てはハードルの高い制度ではないか」といった
見方が少なくない。
こうした中、ＳＴＥＰが産学の有識者と連携
して 2017 年 6 月に創設した
「ヘルシー・フォーⓇ」
については、その活用により、健康食品の「科
学的根拠」に関して、消費者に対して正しい情
報の提供が図られるとともに、企業は低コスト
での自社製品の高付加価値化が可能になること
などから、四国の食産業振興ならびに「食によ
る健康長寿社会の実現」に向けて、その普及拡
大に大きな期待が寄せられている。

食品の機能性表示に関する現状と将来イメージ

■ヘルシー・フォーⓇの概要

ヘルシー・フォーⓇは「四国内で製造された食品、あるいは四国内で製造された機能性素材を配合した食

品」を対象とし、食品に含まれる素材に関する科学的根拠を定められた手続きにより評価・認証しようとい
10
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四国健康支援食品制度の概要
項

目

内

容

評 価 機 関

四国健康支援食品評価会議

審 査 機 関

四国健康支援食品審査委員会

対 象 食 品

四国内で製造された食品、あるいは四国内で製造された機能性素材等を配合した食品。
（四国内製造には､四国内に本店を置く企業が 四国外で委託製造させた場合を含む）

対 象 素 材

単一成分、組成物
（単一の化学物質及び動植物由来の抽出物など複数の化学物質から組成される複合体）

科学的根拠

ヒト介入試験の結果に基づいて作成された査読を受けた論文

表 示 文 言

この食品に含まれる〈素材名〉については、『健康でいられる体づくりに関する科学的な研究』（注１）
が行われたことを四国健康支援食品評価会議が認めたものです｡
（素材名・・・・科学的研究が行われた素材の具体的な名称を記載）

安

ヒト介入試験（注２）に先立って実施される倫理委員会で審査され、査読付き 論文になっていること。

全

性

申 請 期 間
評価の有効期間

申 請 要 件

年２回（５月、１０月）
評価の日から起算して３年を経過した日の属する月の末日まで（延長更新可能）
◇ 評価を受けようとする食品が上記「対象食品」であること。
◇ 評価を受けようとする食品が、安全性ならびに法律的に問題のないことが事業者自らの責任において
確認できていること。これには、必要に応じて行う食品表示等に関する行政の所掌部局への事前照会
を含む。
◇ 四国健康支援食品普及促進協議会の正会員（年会費３万円）であること。

（注１：食品等に含まれる素材について、健康の維持、増進効果の検証のため行ったヒト介入試験の結果に基づき論文が作成された研究をいう。）
（注２：健康食品やサプリメントについて、その有効性や安全性を客観的に示すためのエビデンスを取得するために、ヒトを対象として行う試験をいう。）

うものである。
ヘルシー・フォーⓇは、具体的な機能性は表示できないといった制約はあ
るものの、実際の運用面では、
「成分の作用メカニズムの解明」を必須とせず、
また、低コスト・短期間での「科学的根拠」の表示が可能であることから、
コストなどの面で“いわゆる健康食品”から消費者庁所管の「保健機能食品」
へ発展的に移行することが困難な中小企業にとっては、それらへの“入り口”

認証番号
第××－△△△△号
Ⓡ

この食品に含まれる〈素材名〉に
ついては、『健康でいられる体づく
りに関する科学的な研究』が行わ
れたことを四国健康支援食品評価
会議が認めたものです｡

におけるツールとして活用することが期待されている。

■ヘルシー・フォーⓇの着想から創設・運用開始までの道のり

Ⓡ

認証食品のイメージ（ビンの場合）

ヘルシー・フォーⓇは、2007 年の「産学官の研究会における議論」からスタートし、2011 年度からは

産学の有識者によって具体的に制度検討が行われ、2013 年 2 月、その骨子案が取りまとめられた。
その後、ＳＴＥＰでは、この骨子案に基づいて、四国 4 県に対しヘルシー・フォーⓇの説明を行うとと
もに、制度創設に向け、四国の健康食品企業などのプレーヤーを結集するため、2013 年 11 月、
「四国健康
支援食品普及促進協議会」
（以下、
「協議会」
）を設立した。
こうした取り組みを進めていく中、「四国 4 県が認定する方式を目指すべき」といった意見が出され、2
年間にわたり、四国 4 県に対してヘルシー・フォーⓇへの参画に向けた働きかけを行った。
その結果、食品の機能性に関して県によって“温度差”のあることが分かり、
「四国一体となって取り組
んでいくことについて早期の合意形成を図ることは相当困難である」との結論に至り、民間認証方式で制度
創設を進めていくこととなった。
これを受け、ＳＴＥＰでは、2015 年 10 月、食品の安全性・機能性に関する「科学的根拠の存在」を認
証する第三者機関としての「四国健康支援食品評価会議」
（以下、
「評価会議」
）とヘルシー・フォーⓇの普
及拡大を推進する協議会の二つを中核的組織として位置づけたうえで、①評価会議に「科学的根拠の存在」
2020.12

11

行政機関

公的組織

他

四国健康支援
食品制度の認識

第三者機関

評価業務等付託
制度運用資金付与

四国健康支援食品評価会議
機能性（科学的根拠
の存在）に関する評価

四国健康支援食品
普及促進協議会

事務局
運営

審査委員会
①申請

（事務局：ＳＴＥＰ）

②受理・評価通知
会費納入

四国健康支援食品制度

論文ライブラリー
支援

企業・団体等

④照会

食品表示の確認
安全性の確認
臨床試験の実施
科学的根拠のとりまとめ

⑤情報提供

③宣伝・ＰＲ

消 費 者

⑥購入・摂取・
問い合わせ等

｢四国健康支援食品制度｣ を活用した食産業振興スキーム（枠組み）

を認証していただくととも

ヘルシー・フォーⓇ認証食品一覧

に、②協議会は普及広報など

認証番号

の役目を担うことなどを基本
とする枠組み（スキーム）の
案を策定・発表した。
こ れ 以 降、 Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ で

2017
年度

は、 本 ス キ ー ム 案 に つ い て
具体的な体制などを検討し、
2017 年 6 月、 本 制 度 運 用 に
必要な要綱などのルールな
ら び に ヘ ル シ ー・ フ ォ ー Ⓡ

2019
年度

を活用した食産業振興スキー
ムを整え、それらに基づきヘ
ルシー・フォーⓇの運用をス
タートさせた。

ヘルシー・フォーⓇ認証食品数（累計）の推移

2020
年度

認証事業者

所在地

商品の名称（形態）

対象素材（※１）

第01
-0001号

㈱レアスウィート

香川県

レアシュガースウィート
（甘味料） （※２）

第01
-0002号

自然免疫応用技研㈱

香川県

健康茶さらそま
（お茶）

ﾊﾟﾝﾄｴｱ･ｱｸﾞﾛ
ﾒﾗﾝｽ由来ＬＰＳ

第01
-0003号

酔鯨酒造㈱

高知県

ＫＥＮＮＯＵ けんのう
（清涼飲料水） （※３）

葉酸、ﾋﾞﾀﾐﾝB6、
ﾋﾞﾀﾐﾝB12

第01
-0004号

バイオアイ㈱

大阪府

美ッ栗ポリフェノール
（サプリメント）

(愛媛県の企業が製造)

第05
-0005号

メディカルネットサーバー㈱

東京都

サンケイパワー
（サプリメント）

（香川県の企業が製造）

第05
-0006号

メディカルネットサーバー㈱

東京都

第05
-0007号

㈱ベストフード

血圧ゼリー
愛媛県
（サプリメント）

第06
-0008号

㈱アデランス

東京都

スーパーサンケイエース
（サプリメント）

ＬＰＳ免気エスコート
（サプリメント）

希少糖
(ﾌﾟｼｺｰｽ､ｿﾙﾎﾞｰｽ､
ﾀｶﾞﾄｰｽ､ｱﾛｰｽ)

栗渋皮抽出物
ﾊﾟﾝﾄｴｱ･ｱｸﾞﾛ
ﾒﾗﾝｽ由来ＬＰＳ
ﾊﾟﾝﾄｴｱ･ｱｸﾞﾛ
ﾒﾗﾝｽ由来ＬＰＳ
（香川県の企業が製造）

バリルチロシン
（イワシ由来）

ﾊﾟﾝﾄｴｱ･ｱｸﾞﾛ
ﾒﾗﾝｽ由来ＬＰＳ
（香川県の企業が製造）

（※１）食品あるいは食品の原材料となる素材のうち、健康でいられる体づくりに関する科学的な研究が行われたものを言います。
（※2）2019年11月機能性表示食品として一新され、2020年3月31日を以って認証取下げとなりました。
（※3）2020年10月31日を以って認証失効となりました。

■認証状況

ヘルシー・フォーⓇは、制度創設の 2017 年度に４品の申請があり、その後、2019 年度には 3 品の申請

があり、認証実績は現時点で累計 7 品となっている。
本年度においては、上期において 1 品の認証があり、続く下期においても既に 2 品の申請がなされたこ
とから、認証食品数は累計で 10 品に到達することが見込まれている。

■ヘルシー・フォーⓇの普及拡大に向けた取り組み

（１）四国アライアンスとの連携

第 1 回認証食品のフォーラムでの発表に続き、2018 年 1 月～ 3 月において、四国の第一地銀 4 行（阿
波銀行、百十四銀行、伊予銀行、四国銀行）で構成される「四国アライアンス」と共催で主に本制度に関心
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のある事業者を対象とした「産業振興セミナー」を高松市・高知市・松山市・徳島市で順次開催した。
（２）ヘルシー・フォーⓇビジネスマッチングの開催
付加価値の高い機能性食品の開発ならびにヘルシー・フォーⓇの普及拡大・認知度向上に向け、2018 年
から年１回、食品メーカーと素材メーカーに「商談の場」を提供するビジネスマッチングを開催している。
・2018 年 10 月 19 日

愛媛県松山市

・2019 年 10 月 15 日

香川県高松市

・2020 年 12 月 １日

香川県高松市

（３）応援メッセージの発出
ヘルシー・フォーⓇの認知度をより一層高めていくことを目指し、2019 年 6 月から、公的な機関・団体
に対し、ヘルシー・フォーⓇへの応援メッセージの発出を働き掛け、これまでに以下の 5 機関・団体から
応援メッセージ「私達はヘルシー・フォーⓇを応援しています」を頂いている。
・一般社団法人希少糖普及協会
・一般社団法人健康食品産業協議会
・一般社団法人高知海洋深層水企業クラブ
・食品機能性地方連絡会
・一般社団法人日本ＬＰＳ免疫協会

（50 音順／ 2020 年 2 月 27 日現在）

（４）展示会・行事・講演会などにおけるＰＲ
ヘルシー・フォーⓇについて、幅広くＰＲすることを目指し、東京の業界新聞、四国内の関係機関などが
主催する展示会・行事・講演会などにヘルシー・フォーⓇのパネルなどを展示するとともに、先方からの依
頼に応じてプレゼンを行った。
（以下はそれらのうち主なもの）
・食品開発展（東京／パネル・認証食品展示、プレゼン）
・アンチエイジングジャパン（東京／パネル・認証食品展示、プレゼン）
・希少糖関係行事（東京・香川／パネル展示）
・特別講義（香川）
・沖縄大交易会（沖縄／パネル・認証食品展示）
・ものづくり総合技術展（高知／パネル展示）

など

■おわりに～四国健康支援食品制度の今後について～

ヘルシー・フォーⓇは、提唱者である杣（そま）源一郎氏（自然免疫制御技術研究組合代表理事）の「食

品に相応しい表示制度を確立したい」との考えに基づき、13 年前から議論が行われ、2017 年 6 月、四国
独自の民間認証制度としてスタートし、今年で 4 年目を迎えている。
この制度は、具体的な機能性は表示できないといった制約はあるものの、国の保健機能食品のハードル
が中小企業にとって依然として高い中では、科学的根拠が存在する食品については、そのことを明確にし
たうえで、企業責任で色々な形で事業展開できるといったことなどが、ようやくメリットとして認知され
つつある。
こうしたことを踏まえ、協議会事務局であるＳＴＥＰでは、四国の食産業の振興・発展に向けて、ヘル
シー・フォーⓇに対して必要な改良を施し、「事業者にとって使いやすく、また、消費者にとっては分かり
やすい制度」として、より一層発展させていきたい。
2020.12
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アフター＆アンダーコロナ時代における地方創生
コロナ対策して開催
マッチングハブ金沢 2020

寺野稔氏

藻谷浩介氏

宮原吏英子氏

蚊谷要平氏

山岸晋作氏

松島大輔氏

北陸地域の活性化を目指した新産業創出と人材育成をテーマにした北陸最大規模の産学マッチングイベン
ト「Matching HUB Kanazawa 2020（マッチングハブ金沢 2020）
」
（北陸先端科学技術大学院大学産学
官連携本部主催）が 2020 年 11 月 5 日〜 6 日、ANA クラウンプラザホテル金沢で行われた。
７回目となる今年は、新型コロナウイルス感染症予防対策チームを設置し、感染防止対策マニュアルを基
にしたコロナ対策が厳格に行われた。
例えば、一度退場しても再入場の際は、再び手のアルコール消毒をし、会場入口ではサーモカメラによる
発熱チェックに加え、非接触型体温計による体温計測も繰り返し実施する念の入れようだ。コロナ時代にお
いて集客前提のイベントはここまで来ている。さらに入場者は、事前登録で来場者管理を徹底し、入場制限
を設けて来場者も抑え、2 日間でのべ 1,153
人（来場者 838 人、オンライン参加 315 人）
となった。
入場制限で来場できなかった人への配慮も
怠らない。各プログラムでは、オンライン聴
講ができるようリアルと併用し、メイン会場
では大型ディスプレイを設置し、メイン会場
以外で開催された講演も、客を絞りパブリッ
クビューイングで視聴可能とした。
このほか、マスクとフェイスシールドの装
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着を義務付けられたが、フェイスシールドは、福井県鯖江市の総合眼鏡フレームメーカーの株式会社シャル
マン製の「シャルマン シールド（CHARMANT SHIELD）
」を無償配布するなど至るところでコロナ対策
の苦労がうかがわれる。
そのため、2014 年から毎年開催されてきた今年は、前回の出展者は 235 ブースから三密を避けるためあ
えて出展者数を減らし、102（内訳、産：54、学：23、官：24、金：1）ブースで企業や大学のシーズやニー
ズが紹介された。

■コロナ時代の地方創生

初日の 5 日に行われたのは、
「アフター＆アンダーコロナ時代における地方創生 〜大都市集中の危機と地

方創生：北陸地域の可能性と期待〜 」をテーマに、特別講演とパネルディスカッションを実施。
特別講演には、株式会社日本総合研究所主席研究員の藻谷（もたに）浩介氏と株式会社日本政策投資銀行
北陸支店副調査役の宮原吏英子氏が登壇。その後のパネルディスカッションでは、先の両氏に加え、カタニ
産業株式会社代表取締役社長の蚊谷（かたに）要平氏、株式会社山岸製作所代表取締役社長の山岸晋作氏、
金沢大学融合研究域融合科学系教授の松島大輔氏が参加、モデレーター役の北陸先端科学技術大学院大学学
長の寺野稔氏のリードのもと、
「働き方」
、
「継承」
、
「起業」
、
「地域定着」
などの視点からアフター＆アンダー
コロナ時代に向けて議論した。

■学生ビジネスアイデアコンテスト
パネルディスカッションの後、学生の

最優秀賞は崇城大学の中畑敏哉氏

アイデアや研究成果をビジネスに生かす
ため、学生によるビジネスアイデアコン
テストの「学生ビジネスアイデアコンテ
スト M-BIP」も実施。
２次審査を通過した 12 提案が公開プ
レゼンテーションされ最終審査が行われ
たが、ここでも一部のプレゼンはリモー
トだ。
全てのプレゼンが終わると審査に入り、
その結果、崇城大学の中畑敏哉氏が、「光
合成細菌由来の藻類活力剤の製造・販売」で、最優秀賞と JBMC（ジャパン・ビジネスモデル・コンペティ
ション）賞、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）賞の３賞を受賞（表１）
。
このほか、最終審査の 12 提案含む 1 次審査を通過した 21 提案が、会場内でポスターセッションを実施
し、来場者の投票制によってオーディエンス賞の５提案も選出された。
受賞は次の通り。
安田智美・金沢星稜大学＝アプリケーション開発による更なる観光誘致と持続可能な地域経営～消滅可能
性都市から持続可能な地域へ～ ▷津波宇琉・第一工業大学＝空き家を活用した、学内建築ビジネスによる地
域活性化 ▷高橋快成・立命館大学＝ Borderless な社会に、Borderless な医療を～見知らぬ土地で不安を抱
える外国人への医療サービスプロジェクト～ ▷前原日和・第一工業大学＝安心の蛍の道プロジェクト ▷藤
原昌敬・石川県立大学＝世にも奇妙な保冷剤⁉︎ 〜学習意欲を沸き上がらせる魔法の冷却グッズ〜。
以前海外からの観光客を含め、新幹線を降りると多くの人で賑わっていた金沢駅は、外国人こそ少ないが
多くの人が行き交い活気があった。新幹線開通の利便性を享受し金沢ブランドは増すばかりのようだ。パネ
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表１

提案代表者

大学名

田中敦綺

北陸先端科学技術
大学院大学

小蕎一沙

国際高等専門学校

中畑敏哉

学生ビジネスアイデアコンテスト M-BIP

メンバー

受賞者

提案名

賞

ベランダ庭園

BCF 賞

土井康暉

白山の自然を守り、白山の魅力を世界に発
信するデジタルトランスフォーメーション

審査員会奨励賞

崇城大学

稲田慶后、岩井蘭子

光合成細菌由来の藻類活力剤の製造・販売

最優秀賞
JBMC 賞
NEDO 賞

立井裕也

徳島大学

南川幸太郎

スターインジム―超低額パーソナルオンラ
イントレーニング―

ガクトラボ賞

前原日和

第一工業大学

安心の蛍の道プロジェクト

BCF 賞

藤原昌敬

石川県立大学

世にも奇妙な保冷剤⁉︎〜学習意欲を沸き上
がらせる魔法の冷却グッズ〜

北陸銀行賞

牛島誠人

九州産業大学

飛行機による運行を活用したエネルギー

審査員会奨励賞

井上周

野村智子、仲俣創生
半澤風人

金沢大学大学院

麻生大雅

住まいるテクノロジー

システムサポート賞

安田智美

金沢星稜大学

喜多花純、大浦妃美香
松本瑠夏、土谷茉也

アプリケーション開発による更なる観光誘
致と持続可能な地域経営～消滅可能性都市
から持続可能な地域へ～

ISICO 賞
テレコムサービス
協会賞

滝澤弘康

北陸先端科学技術
大学院大学

創作キット・コンペ・サービス

PFU Rising-V 活動賞
三谷産業賞

高橋快成

立命館大学

出雲かなる、児玉紘果
中井一希、福成実祐

Borderless な社会に、Borderless な医
療を～見知らぬ土地で不安を抱える外国人
への医療サービスプロジェクト～

優秀賞

鋤田瑞生

金沢学院大学

向渚紗、管野千彩美
篠田香織、高橋真友紀
中野七星、橋場友美
中出胡桃、西崎桜花

１＋１＝２の発想ではなく、２. １の発想
で幼児を学び育てるためのアートビジネス

優秀賞

津波宇琉

第一工業大学

麻生大雅、石原健太郎

空き家を活用した、学内建築ビジネスによ
る地域活性化

オーディエンス賞

ルディスカッションや講演でもそのような発言が聞かれたが、金沢はもともとものづくり系の中小企業が多
く、そこに従事する人口が多かったという。しかし今は、観光客が増えた結果、サービス業に従事する人が
圧倒的に増える傾向だという。若い人が残り魅力ある働く場所をたくさん作っていかなくてはならない、そ
のためには中小企業が頑張らなくてはならない。そんな言葉が強く印象に残る。
個人的なことで恐縮だが、筆者の同級生も何人か金沢で働いている。それは、日本郵便だったりＮＴＴド
コモだったり大手企業ばかりだが、業種業態は別にしても、働く場所がさらに増えることで、金沢発の地方
創生が現実的のように思える。そのポテンシャルは、百聞は一見に如かず。
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Biz & Company

暴走車を止めるバリケード

暴走車両による事故や事件が後を絶たない。紛争が絶えない地域では、車でターゲットに突っ込み、積み
込まれていた爆弾を爆発させるテロも多発している。世界から見れば、日本は比較的安全と言われているよ
うだが、そんな神話が崩れそうな事件も散見される。テロ対策用にバリケード用の寒冷地型簡易車両侵入阻
止柵「HERCULES（ヘラクレス）
」が、昨年５月から販売されている。驚くことにテロ対策を目的とした
このような警備用品は、国産品がなかったという。


（本誌編集長

山口泰博）

ヘラクレスは衝突エネルギーを吸収し、車を阻止柵装置の上に載せ上げ、車重と路面の摩擦力で車の減速
を促し停止させる、暴走車両の進入阻止を目的としたバリケードだ。
数トンの鉄の塊を制止させようとするバリケードなら重機がいるのではと思いきや、キャスター付きで、
人力でも簡単に移動や設置が可能だ。さらに折り畳み式のため工事不要でコンパクトに収納できる。
一般的な舗装道路や雪上と両路面での利用も可能で、屋外イベントやテロ、事故対策用の使用を想定している。
開発したのは、トライ・ユー株式会社、株式会社白石ゴム製作所、株式会社オーエヌ興商、特定非営利活
動法人北海道産業技術支援協会といった北海道の
地元企業やＮＰＯと山梨大学、北海道科学大学だ。
その中心で開発に関わり販売も手掛けるのが、警
備用品メーカーに勤めていた上杉章社長が、38 歳
のときに起業した創業２年の中小企業警備用品開
発・販売会社のトライ・ユー（北海道札幌市）だ。
開発のきっかけは上杉社長が、警察と取引のある
警備会社から強固なバリケードが作れないかと相談
されたことからプロジェクトが始まった。

■繰り返される暴走事故

2008 年（平成 20 年）
、東京都千代田区の秋葉原で発生した通り魔殺傷事件を覚えているだろうか。神田

明神通りと中央通りが交わる交差点で、当時２５才の元自動車工場派遣社員が運転する２トントラックが、
交差点に設置されていた赤信号を無視して突入、青信号を横断中の歩行者 5 人をはね飛ばし、7 人が死亡
し、10 人が重軽傷を負った秋葉原通り魔事件だ。また高齢者によるアクセルとブレーキの踏み間違いによ
る事故も後を絶たず社会問題にもなっている。
上杉社長がヘラクレスを開発しようと考えたのは、このような事件が日本でも起こる現実を目の当たりに
したからでもある。そこで、取引のあった白石ゴム製作所（札幌市）の千葉武雄社長に相談したのが始まりだ。
警備用バリケードは通常、単管バリケードや伸縮式車両侵入柵などが一般的だが、より阻止力の高い機材
が求められる。上杉社長によれば、既成のバリケードに時速６０キロ以上で衝突させると、制止できる製品
がほとんどなかったという。このような長期間の研究開発費は、従業員５人の小さな会社に重くのしかか
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17

る。そこで札幌市やノーステック財団などの補助金制度を活用した。

■大学の研究成果が関わることの意義

衝突実験は当初、繰り返し行っていたが、山梨大学が協力に入ることで、事故現場の解析が進み衝突結果

などがシミュレーションできるようになった。実験の効率化と製品の有効性を証明するため科学的データの
計測が蓄積された。
また、北海道科学大学の協力は、ロボットや自動車に関わる教員が参画し、車両を用いた阻止柵の実証実
験を行う際の無人試験車両の遠隔操作の仕組みを構築し、無人車両による衝突実験もできるようになった。
構造設計、乾燥路面衝突試験（静止力）などの衝突試験・評価（衝突シミュレーション）
、移動（雪氷上
移動含む）・組立性試験・評価は自力では不可能な検査である。
上杉社長によれば、実際に車を衝突させるのは初めての体験だったことから、関係者の気持ちが躍ったと
いう。しかし衝突後の車の威力を見せつけられ、開発できるのか不安がよぎり、心が折れたとも。
2018 年には、阻止効果の確認ができたことを受け、道内中小企業が開発した優れた新技術や新製品を表
彰する北海道新技術・新製品開発賞「ものづくり部門」
の優秀賞受賞も存在を後押ししてくれた。その結果、札
幌市で開催された「YOSAKOI ソーラン祭り」に採用さ
れ、これがお披露目となった。その後、千歳市花火大会、
恵庭市花火大会、札幌新道一般道の夜間工事などでも使
用され実績を積み重ねていった。その実績を引っ提げ東
京は六本木ヒルズの盆祭りなどでも使用され、その名が
徐々に知られることになる。

■コロナで軒並み自粛

さあこれからというときに、新型コロナウイルス感染症の拡大が影響し、全国でイベントが軒並み自粛と

なり出鼻をくじかれた格好だ。
警察など公共機関に納入する場合、実績が必要だが、その警察からは、一般への販売はしないでほしいと
か、阻止効果を公開することで、対策を講じられればバリケード自体の効果を棄損する可能性もあることか
ら、製品の効果性を示す測定データの公開は控えなくてはならない。自社商品のＰＲができず、一般販売不
可とは何とも悲しい制約としか言いようがない。正確なデータを公開できないのならば、視覚的なその威力
を知ってもらおうと、YouTube で、衝突実験の動画を公開する。迫力ある実験は視覚的にもテレビＣＭの
ような効果を生み出した。
イ ベ ン ト は 常 時 使 用 す る わ け で は な い こ と か ら、
１台 80 万円のヘラクレスをリースでも貸し出す。地元
北海道だけではビジネス展開が広がらないのだが、小さ
な会社が全国に営業拠点を置くのは困難である。
そこで本州の企業と代理店契約を結ぶことで、課題
だった全国展開の可能性を広げることもできた。
全国のイベントや祭りなどの会場はリースにし、高速道
路、外国の要人らが訪れる国際会議などでの使用も想定さ
れる。デザイン性を加味すれば、コンビニやショッピング
モールなどの駐車場での利用も増えるかもしれない。
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Series
シリーズ

URA の質保証制度

第1回

リサーチ・アドミニストレーター
（URA）
2020 の現状〜シリーズ開始にあたって〜
金沢大学 学長
リサーチ・アドミニストレーター協議会 会長

山崎

光悦

高橋

真木子

やまざき

こうえつ

リサーチ・アドミニストレーター (URA)
という職名をご存じだろうか？

試みに、本

誌内で検索すると、URA で 170 件、リサー
チ・アドミニストレーターで 241 件が挙が
る。全 10 回からなる「シリーズ：URA の
質保証制度」を始めるにあたり、初回の今回
は、そもそも URA とはどんな役割を期待さ
れ、どのような人たちが、大学等の研究機関

金沢工業大学 大学院 教授
リサーチ・アドミニストレーター協議会 副会長

たかはし

まきこ

の中で実際にどんな業務を担い、研究力強化
に貢献しているのか、2020 年現在の日本の URA の概況をご紹介することにする。

■日本の URA にとって 2021 年はどんな年になるか

2011 年開始の「リサーチ・アドミニストレーター（URA）を育成・確保するシステムの整備」、2013

年開始の「研究大学強化促進事業」という二つの文部科学省事業の開始に続き、2021 年は URA の質保証
制度が開始される三つ目の大きな区切りの年となる。URA に限らず一般に専門職の確立には、専門化さ
れたスキル（知識、問題解決能力などの業務遂行能力と業績）
、ある程度の規模の集団の存在、相互に認め
合う職能団体に加え、能力の評価指標が必要とされる。後述するように 1,400 人余の実務者が活動し、世
界の URA 団体の国際連携組織である INORMS（International Network of Research Management
Societies）が、アジアで初めて、2021 年 5 月に広島で開催される、というこのタイミングで開始される
質保証制度は、まさに日本の URA の定着に向け、時宜（じぎ）を得たものといえるだろう。

■そもそも、URA とは

URA を一言でいうと、研究推進支援のプロフェッショナル、すなわち大学等（大学および研究機関など

広くアカデミアを意味する。本文では以下、「大学等」と略す）の研究力強化に関わる業務に携わる専門人
材である。現在の大学は、教育、研究、社会貢献を通じて社会に貢献することを強く期待されている。この
期待に応えるため、例えば、研究費の獲得、研究環境の整備、利益相反マネジメント、知的財産の管理活
用、契約、広報などの多様な研究推進支援が不可欠となる。想像するだけで、いかに優れた研究者でも全て
に対応することは不可能であることがわかるだろう。大学等が自らの強みを最大化するためにこれらの機能
を充実させ、研究力の向上を目指す時、研究者、事務系職員と連携し、これら研究推進支援業務を担うプロ
フェッショナルが URA である。このような役割は、大学等のみならず、産業界でも研究企画や新規事業開
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発など類似職が存在している。まさに、日本における大学のニーズを反映し、チームサイエンスの時代の要
請によって生まれた職種であるといえるだろう。
国際的には、70 年以上の歴史を持ち研究費の適正管理の背景から展開してきた米国、研究評価への対応
で役割を確立した英国に加え、昨今の DX、コロナ禍の大学等をとりまく環境が激変する中で、オーストラ
リア、北欧諸国、さらにアフリカ諸国、ブラジル、インドなどでも URA ＊１の必要性が高まっており、各国
のニーズに沿う形で、発展してきている。

■日本における URA の現状

現在国内の大学等で活動する者は、169 機関の 1,459 人に達している＊２。その中心的な属性は、30 ～ 40

代が最も多く、約半数が PhD（博士号）を保持している。URA の業務は上述したように多岐にわたる上、数
十人規模の URA が活動している大学がある一方、自大学では URA はまだ自分一人、という組織も多く存在
する。組織に所属する URA 人数と URA の中核業務の関係を分析した結果、組織規模により URA が担う中
心的業務が異なることが改めて明らかになった（伊藤・渡部 2020）
。図 1 に示すように、一人 URA の組織
の過半数では、URA が中心的に担う業務の筆頭に産学連携があり、大きなニーズがあることが推測される。
組織あたりの人数が増
えるにつれ、プレ・ア
ワード

、ポスト・ア

＊３

ワード

、研究戦略

＊４

などの URA が中核と
なって担う業務の種類
が増え、分業が進んで

URA数
カッコ内は機関数
1人(39)

2～3人(50)

0%

20%

12.0

3.0

16.5

4～10人(41)

21.6

11人以上(38)

22.7

全体(168)

21.7

13.2

8.9

40%

60%

0.0

80%

100%

56.4

13.7

2.4

14.8

12.8

44.0

16.8

1.4

9.6

28.9

8.2

2.6

3.2 1.6

4.6

3.6

いくと想像される。こ
れ が、 日 本 の URA の
担当業務のリアルであ
り、ある種の分かり難
さの原因でもあり、今
後の可能性とも言える。

プレ

17.0

15.5

ポスト

図1

研究戦略

14.2

14.6

国際連携
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2.7

22.6

26.5

産学連携

知財

12.4

11.4

研究広報

3.2 4.7

3.4 4.2

その他

URA 人数規模別の担当業務構成

■研究活動サイクルにおける研究推進支援専門職の役割

実際に、URA の業務は、研究力の強化にどのように貢献するのだろうか。大学組織レベルでモデル化す

ると、資源獲得から研究の実施、成果創出、その波及効果が次の資源獲得につながる、というサイクルが描
ける。これに、URA とコーディネータ＊５の役割を追加したものを示す（図 2）
。まずわかるのは、研究の
サイクルのほぼ全てのステップに URA やコーディネータが関与していること、URA とコーディネータの
業務が重複している部分があることである。この図は、一般的な大学の活動を前提にモデル化したものだ
が、現実はより一層複雑である。実際には、それぞれの大学等の執行部の方針、研究推進支援として重視す
る活動、またキャンパスが地理的にまとまっているか、分散型か、TLO（技術移転機関）が学内・学外に
どのような形態で存在し連携しているか、医学部・病院の有無、などの多様な要因により、個別最適な役割
があるだろう。しかしいずれにしても、大学の教育・研究・社会貢献の役割の実装には不可欠な業務である
ことがわかる。
以上概観したように、URA とは日本においては約 10 年前に新しく定義された大学等の研究推進支援業
務を担う専門職であり、その仕事は、およそ大学等の研究にまつわる全領域に広がる。多岐にわたる業務範
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URAの業務
行政活動時間
(-)

研究人材の活動時間
(トレード・オフ関係)

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀの業務

教育活動時間

(+)

(-)

(-)

研究活動時間

※

(+)
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研究人材
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〔教育活動〕
※

ポスト

研究補助人材
研究施設・機器
研究資金

アワード

(+)
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(+)

コンプライアンス/
研究倫理対応業務

(+)

(+)

※
技

報

学術的名声
(+)

研究成果

〔研究関連
業務〕

(+)

広

(+)

社会的名声
成果社会還元

術移転

※
プレ

アワード

競争的資金/
民間研究資金
(+)

(+)

〔研究提案〕
(+)

研究戦略
策定

一般大学資金

授業料収入

〔公的評価〕

〔学生募集〕

(+)

IR業務/
大学評価

〔戦略的テー
マ設定〕

知的財産収入/
寄附

(+)

(+)

高橋・吉岡（小林）(2016)のモデルにコーディネータ業務を追記

図2

大学等における研究資源獲得・活用モデル

※印：プレ・アワードは、URA とコーディネータの両方がプレアワード業務を担っている、ということを意味する。ポストアワード、技術移転、広報も同様である。

囲においては、博士号取得者の研究経験だけでなく、大学事務職員の実務経験、企業における研究企画や新
事業開発の経験、研究開発マネジメントの経験などが発揮される可能性を持つ。このような多様性を生かす
ため、共通の言葉で自身の専門性や経験・業績を示すことを可能にするのが、2021 年度に始まる質保証制
度である。次回から 9 回にわたり、質保証制度の導入の背景、制度の概要、認定する人材像、認定のスキー
ム、認定のための研修カリキュラム制度、また研修科目を具体的に紹介する予定である。大学等を舞台にし
たこの仕事に関心を持つ多くの方に、興味を持っていただければ幸いである。
参考文献

伊藤伸・渡部俊也、日本知財学会第 18 回年次学術研究発表会予稿集（2020）2A15
髙橋真木子・吉岡 ( 小林 ) 徹、研究技術計画、第 31 巻第 2 号（2016）, pp.223-235.
＊1

アメリカでは University Research Administrator(URA)、イギリス等欧州諸国では Research Manager が一般的な名称である。日本において
は、設計当時の参考をアメリカに求めたことから URA とされているが、欧州の視点も踏まえ、団体名は、リサーチ・アドミニストレーター協議会、
Research Manager and Administrator Network Japan（英名）となっている。
＊2

2018 年度大学等における産学連携等実施状況調査（文部科学省）における、全業務時間の半分以上を URA として従事している者。
＊3

競争的資金の申請に関わる業務で、例えば、研究プロジェクトの企画立案，大学内外への調整業務，競争的資金の申請書作成支援等が含まれる。
＊4

競争的資金の採択後の運営に関わる業務で、例えば、研究プロジェクトの管理運営等のマネジメント，その他大学内外に対する調整業務，リスク
対応等が含まれる。
＊5

産学連携コーディネータも、知財コーディネータ、地域連携コーディネータなどの総称として用いる。
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■ IoT の進展によって拡大するエコシステム型の産業構造

IoT の進展により、ビジネス環境は大きな変革期を迎えており、第四次産業革命とも呼ばれている。モノ

とモノとがインターネットで繋がることにより、これまでは単独の産業として成り立っていた多くの分野が、
次第に新たに生み出されるソリューションビジネスの一つの部品のように扱われるようになってきた。旧来
の産業分野の枠は、エコシステム型の産業構造を構成する一つのレイヤーのような位置付けになりつつあり、
各レイヤーを繋ぐインタフェースを有効に機能させるための、標準戦略と知財戦略とが重要視されている。

■ IoT におけるデータの流れとソリューションビジネス

IoT の下でのソリューションビジネスは、多くのレイヤーが交錯する、複雑なエコシステムで構成される

ことになるのだが、主要なレイヤーを抽出すると次の図のようになる。
IoT によって、身の回りにある多くのデータが活用されるようになるが、そのデータの動きに注目する
と、下部のレイヤーから順次上部のレイヤーに向かう流れが形成されることになる。最下層のデータ取得の
レイヤーにおいてセンサ技術で捉えたデータが、データ転送レイヤーの通信技術で集められて、データ蓄積
レイヤーでビッグデータを形成する。そして、ビッグデータは、データ分析レイヤーの AI 技術で学習・解
析されて、新たなソリューションビジネスに役立てられる、というのが大きな流れだ。
こ こ で、 デ ー タ 取 得 と

IoT の主要レイヤー

データ蓄積のレイヤー間を
繋ぐデータ転送レイヤーに
は、国際標準化された 5G

分析データの利用・活用
ソリューションビジネス

の よ う な 規 格 の、 オ ー プ

車のビジネス

ドローンのビジネス

ンなインタフェースが存在
するのであるが、他のレイ
ヤーやレイヤー間を繋ぐイ
ンタフェースには、明確に
標準化された規格が存在し
ない状況にある。ソリュー
ションビジネスを実現する
に は、 複 数 の レ イ ヤ ー の
技術を用いることになるの
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データ分析のレイヤー
ＡＩ技術

IBM, Google

データ蓄積(ビッグデータ)のレイヤー
クラウド技術
データ転送のレイヤー
５Ｇ技術
データ取得のレイヤー
センサ技術

HUAWEI, ERICSSON, QUALCOMM
オープンなインタフェース

国際特許出願の多い企業

Applicant's Name

Origin

2018 年

2019 年

1

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

China

5,405

4,411

2

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Japan

2,812

2,661

3

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

Republic of Korea

1,997

2,334

4

QUALCOMM INCORPORATED

U.S.

2,404

2,127

5

GUANG DONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD

China

1,042

1,927

6

BOE TECHNOLOGY GROUP CO. LTD

China

1,813

1,864

7

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

Sweden

1,645

1,698

8

PING AN TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO. LTD.

China

336

1,691

9

ROBERT BOSCH CORPORATION

Germany

1,525

1,687

LG ELECTRONICS INC.

Republic of Korea

1,697

1,646

10

で、それぞれを繋ぐインタフェースが必要となり、既にあるインタフェースから適切なものを用いるのか、
自ら新規に開発するのかの選択となる。
既に国際標準されているオープンなインタフェースが存在する場合には、ユーザーの利便性やビジネスの
拡張性を考慮すると、国際標準を使う選択肢しかなくなる。そうすると、転送レイヤーの技術としては 5G
を採用することになるが、その中核技術は、中国のファーウェイやスウェーデンのエリクソン、米国のクア
ルコム等の限られた会社で占められているので、これらの会社との特許権ライセンスをはじめとした、知財
関連の調整が必要となる。
５G より古い通信規格においては、その中核技術において、中国企業はさほど大きな比重を占めてはい
なかったが、IoT 時代を牽引する５G 以降の通信規格においては、大きな影響を及ぼすようになっている。
国際的な規格策定のコンソーシアムへの参加状況や論文数、国際特許出願件数等における中国企業の貢献の
多さからすると、今後も中国企業の影響力は増し続けるであろう。

■エコシステムの拡大とオープン化を模索する IoT のインタフェース

IoT 以前のエコシステム型の産業は、限られた分野に閉じたもので、幾つかのハードウェアやソフトウェ

アを接続するといった小範囲のものだった。特定の機能を有するハードウェアやソフトウェアで構築された
レイヤー間は、標準化されたオープンなインタフェースによって繋がれており、そして、このインタフェー
スがライセンス許諾することを前提とした特許で保護されることにより、ライセンス料さえ払えば誰でも参
加できたので、エコシステムが良好に機能していた。
IoT の発展によってこの状況は一変する。これまで独立に存在していた産業分野の、製品であるモノが、
インターネット環境を介して、他の多くの産業分野の、製品であるモノと繋がることによって、産業の垣根
を越えた、広大なエコシステムへと変貌を遂げたのだ。しかしながら、エコシステムの急激な拡大によって
もたらされた、多種多様なレイヤーは、規格で繋ぐことはできておらず、その結果、多くのインタフェース
が混在する状況となる。そして、インタフェースをどのようにオープンな規格にするのか、また、エコシス
テム全体を網羅した、利用しやすいプラットフォームをどのように提供するのかで、激しい競争が行われる
ようになった。
その中でオープンな規格化が先行しているのが、データ転送に関する通信のインタフェースである。過去
よりインターネットや電話、テレビ用として、高速・大容量や低遅延の通信に関するオープンな規格が求め
られていたことから、整備が進んできた分野であり、現在は各種の通信技術が５G として纏められて、リ
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リースされつつある。ただし、通信のインタフェースでも、IoT の中核となる多数端末との接続や、小規模
データの間隔を空けての通信といったような、新たなニーズに関する規格の部分は、これから詳細が纏めら
れる段階であり、未だ調整途上である。

■ IoT のソリューションビジネスと知財

このように、各レイヤー間のインタフェースの整備が調整途上にあり、多くの新たなインタフェースが、

参入してくるため、エコシステムはさらに複雑さを増している。複雑なエコシステムであっても、活動しや
すいプラットフォームを利用できれば、新規ビジネスを展開することはできるのだが、自らプラットフォー
ムを形成することは困難なため、欧州先行で、すでに提供されているプラットフォームから、使いやすいも
のを選択することになる。
プラットフォーム上でビジネスを行う場合、橋渡しをしているレイヤーに存在している知財権との調整
は、プラットフォーム提供者によりある程度なされている。しかしながら、プラットフォームを利用する場
合であっても、それぞれの知財権と個別調整を行う必要が生じる場合もあるため、ソリューションビジネス
の実施には、多くの関係者との調整を行うための、広範な知財の知識が要求されるのである。

■知財のプールから個別ライセンスへ変わりつつある標準化されたインタフェース

レイヤー間を繋ぐデータ転送のインタフェースは、技術の変遷とともに変化してきており、最新の標準

技術は 5G に纏められている。過去を振り返ると、データ転送を行う通信のオープンなインタフェースは、
プール化されることが多かった。標準に必要となる技術の特許権は、各権利者が FRAND（公正、合理的
かつ非差別的な）条件で特許の利用を許諾することを表明したのち、特許プールに必須特許として登録され
ていた。これにより、必要な権利の全ての契約関係が整理され、特許プールの運用組織との契約のみで利用
することが出来るので、参入の容易性を維持していた。しかしながら、特許権のプール化は古い枠組みとな
りつつある。
標準規格に必要となる技術が、多くの企業の特許権によって構成されている場合には、特許権のプール化
が、利便性を上げる唯一の枠組みであった。そして、この枠組みには多くの日本企業が参加していた。しか
しながら、５G のように、標準化に成功した勝者が少数の企業で形成されるようになると、FRAND 宣言
はされるものの、必ずしもプール化とはならない。それは、勝者の企業にとっては、プール化によってライ
センス料を低く抑えられるよりも、有利な立場を利用して、個別で必須特許の交渉を行ったほうが、標準を
利用したい会社に対して、高いライセンス料を課すことができるからであり、勝者企業からすると、プール
化は弱者の集まりとしか見えないのだ。したがって、新規参入する場合、知財ライセンスに関しての知識が
ないと、不利な状況を強いられてしまうことになる。

■グローバル展開に必要となる各国標準策定と知財取得

IoT を用いたソリューションビジネスを、グローバル展開する場合には、標準化が未整備なインタフェー

ス部分を、どのような仕様にして、他国に進出するのかを考慮する必要がある。国際標準に至っていなくと
も、進出する各国には国内標準の枠組みがあり、その枠組みに適合していなければビジネスは難しい。逆
に、進出国において、自社のビジネスを知財と標準で守ることが出来れば、安定的に大きな利益を得ること
が可能になるので、進出前の日本国内および進出先国の双方において、自社ビジネスに適合する標準の選定
もしくは標準策定をすることが重要となる。
近年、日本では JIS 法が改正され、新たにサービス規格が取得できるようになるなど、IoT を用いたソ
リューションビジネスを、国内標準で保護する枠組みは充実してきている。また、日本の特許法では、ソ
24
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リューションビジネスを、ビジネス方法特許として取得することができる。そして、認められる特許権は諸
外国と比較して、かなり広範囲で強いものにできるような審査基準となっている。したがって、日本国内に
おいては、ソリューションビジネスを標準と特許によって、強力にサポートすることができる。一方、グ
ローバル展開時には、日本での特許及び国内標準は進出国では使えないために、進出国の特許権や国内標準
を新たに取得しなければ、ビジネス上支障が生じる可能性がある。
中国においては、ビジネス方法に関する特許権付与の審査基準は日本と類似するので、適切な出願さえし
ておけば、同等の権利取得が可能となる。国内標準については日本と異なる面が多いので、団体標準策定に
関わるなどにより標準取得をして、日本で行うのと同様の安定性をもって、ビジネスが実施できるようにす
ることが必要となる。

■中国における標準取得の可能性

拡大するエコシステム型産業における覇権争いは、レイヤーを繋ぐ新たなインタフェース争奪戦を活発化

させていて、各企業にとっては、自社技術が国際標準や各国の国内標準として採用されるのかが、ビジネス
を成功に導くための肝となるから、中国進出に際しても現地での標準化を志向しなくてはならない。
中国の情況であるが、近年中国政府は、標準関連の法改正を頻繁に行っており、これらの改正の方向性
は、IoT 等の第四次産業革命が進展する中で、国内企業を支援するのに適した内容となっている。2017 年
には標準化法が改正され、最新の技術を標準に書き込むことを推奨するようになった。これにより、中国企
業や産業界の成長につなげ、ひいては中国人民の安全や健康を守ることになることを歓迎しているのであ
る。また、2018 年には新投資法が施行され、外国企業も中国において標準の策定に参加することができる
ようになるなど、日本企業にとっても、中国国内の、特に団体標準へ関与できる環境が育ってきている。
しかしながら、実際に中国において国内標準を取得しようとすると、中国事情に詳しい者がいない限り困
難な状況にある。例えば、中国の国家標準を策定する際には、担当する産業界が技術委員会を設けるととも
に、委員を選定して合意形成をしていくことになるのだが、IoT をはじめとする先端分野での標準策定は
非常に活発で、中国の地場企業にとっても関心が極めて高いことから、既に委員枠は埋まっており、外国企
業は委員としての合意形成プロセスに参加できない状況にある。また、新たな委員会を立ち上げようとして
も、委員会数は数千に及んでいて、既にある委員会と重複した場合には排除されることから、枠組みとし
て許されているサブ委員会を作ることでの実施に頼ることになるが、現地化されていない日本企業にとって
は、困難を伴うのが現実である。

■ IoT のエコシステムに向けて支援先を変えつつある中国政府

各国政府にとって、第四次産業革命の下での産業育成を見据えた制度設計が急務となっているが、中国政

府も多くの分野で制度設計の変更を急いている。例えば、車の分野においては、既に中国政府はエンジンで
の争いは諦めていて、EV や IoT 化を中心とした次世代車の開発競争で勝てる枠組みにしようとしている。
車におけるユーザーにとっての、ニーズを具体化するソリューションビジネスを考えたときに、例えば乗り
心地の向上を上げるとすると、既にエンジン技術の改善のみでは大きな効果は望めない。一方、電気化と、
IoT 技術を駆使した技術は、新たな効果を生み出すポテンシャルが大きいことからしても、この枠組みが時
代に即したものであることが理解できる。

■ソリューションビジネスによる利益構造の変化の先取りを求められる知財戦略

IoT の進展で、ソリューションビジネスの幅が広がりつつある。これまで単独のビジネスとして利益を産ん

でいた装置が、ソリューションビジネスの一部に取り込まれることによって、単体としては利益を産み出し
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づらくなるが、一方、ユーザーと直結したソリューションビジネスは、多くの利益を産み出すようになって
きた。このようなビジネス環境と利益を得る枠組みの変化に対して、従来のような各装置の単独利用を想定
した知財の取得戦略では、ソリューションビジネスの下で利益を産み出す部分を、十分に保護できなくなっ
ている。
ソリューションビジネスを考える場合、例えば、ユーザーが車に求めるニーズが、乗り心地の向上であっ
たとしよう。それを実現するために IoT の進展がもたらすのは、エンジンやサスペンションを研究開発し
て、より良い乗り心地をもたらす技術を追求するといったような、旧来型の研究モデルからの思考の転換で
ある。車の走行中に、路面状況や天候の状況を、タイヤや車体に組み込まれたセンサーが捉え、その情報が
クラウドの AI によって判断されて、その都度乗り心地を良くするように、車のセッティングが変更される
といったような、IoT を利用した技術が台頭してくるのである。乗り心地というユーザーの求めているニー
ズに対応するための、最も重要な技術は、旧来の機械的な技術ではなくて、センサーや AI 技術といった異
なる分野の技術へと変化している。この時、車は箱になり、過去の自動車産業界の主たるレイヤーで得られ
ていた利益は減少して、センサーや AI といった異なるレイヤーの技術が、多くの利益を産むことになる。
したがって、ソリューションビジネスの方法そのものを保護できるような、利益を産み出す部分を保護する
知財権の取得を模索しなければならないのである。

■最新の技術開発とノウハウを担う研究者

日本人シニアから中国人回帰の時代へ

中国においては、IoT をはじめ、最新の技術を取り扱う企業の成長が著しい。10 年ほど前までは、中国

の新興企業の開発力は発展途上にあり、日本人のシニア層を雇用するなどして、最新の情報を積極的に吸収
しようとしていたのだが、近年状況は急激に変化している。
中国の新興企業で目に付くのは、若手の中国人研究者であって、その多くは欧米や日本への留学組であ
り、さらには、欧米や日本の企業で研究を経験した者でもある。すなわち、ここ 10 年の間に、世界中で
IoT など先端技術を学んだ中国人研究者たちが再び中国に集結して、新たな技術を産み出すような環境が
育ってきたということであり、その結果、今や世界で注目される論文や特許情報の多くが、中国から発信さ
れるようになっている。
米国で中国人学生が創設したベンチャー企業であっても、本社を中国に移転するなどの事例が増えてきて
いることからも明らかであるが、今や日本人シニア層から技術やノウハウを学ぶ時代は終焉を迎えていて、
世界中から優秀な中国人研究者が中国に回帰して、新たな技術やビジネスを産み出す時代へと変貌を遂げた
のである。

■研究者に選ばれる日本の大学へ

研究者は、より良い研究環境を求めて、グローバルに動き始めている。研究内容についての制約が少ない

中国の研究環境を求めて、中国に移る日本人の研究者も少しずつ増えてきている。一方、生活する環境とし
て少し窮屈になった中国は、中国回帰した中国人研究者を、再び他の先進国へと向かわせる動きにもつなが
るだろう。
IoT がもたらしているエコシステムの拡大は、今後ますます複雑化するとともに、より多くの産業界が取り
込まれていく。研究内容も複雑化するため、エコシステムを意識して、何と結びつくことが可能なのかを想定し
た、研究と権利化が必要となる。そして、エコシステムの中での研究内容が生かせる、新たな分野の優秀な研究
者を如何にして集約していくのかが、競争に勝ち抜く上で重要となり、研究者の流動性はますます激しくなるだ
ろう。日本の大学には、エコシステムを意識した研究テーマの柔軟な変更とともに、活躍の場を求めている世界
中の優秀な研究者に対して、いかに魅力ある機会や、評価と対価の仕組みを提供できるのかが求められている。
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視点：Point of view
価値創造につながる活動を考える
最近、気になった単語に「知的資産経営」がある。これは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、
ブランドなどの目に見えない企業の強みとなる資産を有効に組み合わせて活用し、収益につなげる経営手法
である。この単語が気になった理由は、収益につなげる活動のキーワードとして、昨今「デザイン思考＊ 1」
、

「コトづくり＊ 2」、「ナレッジ＊ 3」などを製造業に関する講話でよく耳にしていたが、これらの言葉の位置関
係（体系）を確認せずにモヤモヤと感じていた時に、「知的資産経営」という単語を聞いて、モヤモヤして
いた単語の関係性を説明できるように感じたからだ。
アイデア創出のワークショップやアイデアソンでは、他者の意見を聞くことにより、かなりの気付きがあ
ると思っている。しかし、偏見なのかもしれないが、工業製品などの現物を扱う技術者や自然法則から論理
を展開する分野の研究者の中には、これらの活動から結論的なものを感じられない場合や収束させることに
注力してしまった場合には、フラストレーションを感じる人も少なくないように思う。そのようなことを感
じていた時に、経営支援に携わる人との雑談で「現物にテンションがあがる技術者集団には、ユーザーニー
ズを最初、自ら妄想し（仮説）
、自らの基盤技術で凝らないでカタチにし（実施）
、実際のユーザーの意見を
聞き（検証）、それを反映し修正する。このサイクルを早く繰り返すアジャイル的な手法で進める方が価値
あるものが多い」との考えを持っていた。
新たな価値創出をするのに、どのアプローチが適切かは、組織の知的資源により決まると思う。このこと
を踏まえて、産・学・官の知的資産を現場で見出し、新しい価値の創出につなげたい。


（新潟工科大学

地域産学交流センター

リサーチ・アドミニストレーター

高橋 正子）

＊1
デザイン制作における思考方法を用い、それをビジネスや経営に活かしていくアプローチ
＊2
最近は当初の意味が敷衍されてユーザーが意義・意味や価値を投影できる製品を作ること
＊3
営業や経営活動に有益な情報を知識として新たに活用する考え方
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