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当社が所在する岩手県は、「少子高齢化、過疎化、人口減少、人口流出」など、日本の各地方が直面する
重要課題の最たる地域であり、若者たちを定着させるための「働きがいと経済成長（SDGs8）」が必須で 
ある。そのため、私は、当社を含む地域中小企業群が魅力ある企業に成長し、地域課題の解決のために貢献
していくことを目標に活動している。

当社は、2002 年大手電機会社の盛岡工場閉鎖に伴い退職した 3 人で 2003 年に設立した岩手大学発
ベンチャー企業であるが、その当時はまさに、製造工場の海外移転による地方の空洞化が始まった時代
であり、会社理念として地域で研究開発から量産まで行う開発型ものづくり企業を目指した。

経済産業省の支援を受けて、コア製品である超小型プラスチック歯車（一つの歯の大きさが約 0.1mm）
による不思議歯車減速機を開発し、「光学機器・産業機械分野」を中心に各種製品に搭載されてきたが、
さらなる高付加価値を目指して「ライフサイエンス分野」に事業を展開している。

2011 年の東日本大震災を機に、当時岩手県災害対策本部で医療班長として指揮した岩手医科大学の秋冨
慎司先生と共同で、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の復興促進プログラムにより「救命救急用
スタンドレス輸液装置」の研究開発に着手した。本開発は、災害現場だけでなく一般病棟や在宅での使用も
可能とするため、新たなポンプの技術開発は難易度が高く、10 年ほどの時間を要したが、2022 年には製
品を上市する予定である。自然災害が多発する中、災害現場はもちろん、高齢化社会における在宅医療にも
有用な製品である。

2013 年には、小型電動ピペット「pipetty」を自社開発した。昨今の COVID-19 の問題から PCR 検査
の効率化として期待されている。さらに再生医療の分野では、高品質な細胞を培養する細胞培養の自動化に
も注力しており、2016 年に採択された研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）で
は「かけ流し式細胞培養」の技術開発に成功し、現在は A-STEP 企業主導フェーズの NexTEP-B でこの
技術をマルチウエル化することで市場拡大の研究開発を行っている。

盛岡市を中心にライフサイエンスの産業集積拠点を目指して、2014 年には、東北の産学官金連携体であ
る「TOLIC（Tohoku Life-science Instruments Cluster）」を設立した。TOLIC は、地域のベンチャー
企業が中心となり、企業が目指す事業を学官金で応援する「民間主導」の取り組みを特徴としており、現在
25 社 46 機関に発展している。また若者に刺激を与え将来の人材確保を目指し、地元高校生のスーパー
サイエンスハイスクール（SSH）、スーパーグローバルハイスクール（SGH）の活動支援や海外見本市派
遣などの取り組みを共同で行っている。また岩手県は医療機器産業拠点形成のため 2020 年 4 月「ヘルス
テック・イノベーション・ハブ（HIH）」を設立し、現在当社を含む TOLIC 企業 10 社が入居して連携し
て事業拡大を行っている。

地域創生が叫ばれる中、TOLIC は、世界の「ヘルステック・デバイスのものづくり拠点」となることを
目指して、科学技術・産業・人材育成の「共創の場」を作ることで、ベンチャービジネスや海外ビジネスで
賑わう「働きがいと経済成長」の街づくりを目指している。

ヘルステック・デバイスのものづくり拠点への挑戦

株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役

片野　圭二
かたの　けいじ
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　グローバル化する今日、国境を越えて国々や地域が相互に影響を及ぼしあうなど、かつてないほ
ど世界は近づいており、感染症や環境問題など、国際社会全体で対処しなければならない地球規模
の課題が少なくない。一方、知的財産制度は、これまで人類の発展に必要なイノベーションや創造
性を奨励してきた。制度が定着した 18 世紀後半の英国での産業革命を境に、世界人口は急激に増
加し、人の寿命や健康は増進し、労働環境が日々改善されてきたことは、その証左であろう。
　本稿では、知的財産制度を所管する国連の専門機関である世界知的所有権機関（WIPO）の地球
規模課題、とりわけ環境問題に向けた施策である WIPO GREEN について説明する。現下の WIPO
の主要施策である同施策への日本の貢献が顕著であることにも触れたい。

■ SDGs と知的財産制度
地球規模の課題が、経済や社会、自然環境の多くに広がる中、国連は 2015 年に「持続可能な開

発目標（Sustainable Development Goals）」、通称 SDGs を定めた。その前文には、「我々は、世界
を持続的かつ強靱（レジリエント）な道筋に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的な手
段をとることに決意している。我々はこの共同の旅路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないこ
とを誓う」と記されている。

この誓いは、先進国や途上国の別なく、等しく人類が目指すべきものであり、それゆえに、その
実現に強く期待が持てる。そして、「誰一人取り残さない」との言葉から、この地球で暮らす 78 億

人（2020 年）の一人
一人を思うとき、産
業革命以来、ほんの
250 年の間に 10 倍以
上も世界人口を増や
し、私たちの生活を
安全で豊かなものと
してきた数々の発明
や創造、技術進歩を
忘れることはできな
い。この多くの発明
や創造を促した知的
財産制度は、これか
らも必ずや多くの地
球規模の課題に貢献

世界知的所有権機関（WIPO）
日本事務所 所長

澤井　智毅
さわい　ともき

過去 200 年の世界のイノベーションの年表と、主要な世界の特許公報、意匠広報を飾る WIPO
日本事務所の小さなギャラリーにて（三菱電機株式会社 柵山正樹取締役会長（手前）、筆者（奥））
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できるものと確信する。
SDGs に記される 17 の目標には、経済成長やインフラ、イノベーションという知的財産制度に直接関係

する目標だけではなく、貧困や飢餓、健康、水問題やエネルギー、街づくり、気候変動、海や陸の豊かさな
ど、環境問題に直結する目標が過半を占めている。国連の専門機関である世界知的所有権機関（WIPO）が、
環境保全の一助となるべく、WIPO GREEN 施策を SDGs に先立つ 2013 年から運営したことは、画期的な
ことであり、知的財産制度を扱う国際機関らしい先進性を感じる。まして、WIPO の主要施策の一つに数え
られる同施策の発案が、日本知的財産協会（JIPA）をはじめとした日本の産業界からなされたことは特筆
すべきことである。

■オープン・イノベーションにも資する WIPO GREEN
WIPO GREEN 施策は、環境保全技術の普及に加え、「持続可能技術の市場」と自称するなど、オープン・

イノベーションを促すプラットフォームであり、これを公益たる国際機関が運営していることに意義がある。
とりわけ、次に示す三つのデータベースを通じ、有機的にオープン・イノベーションを促す点が特徴である。

①テクノロジー・データベース
WIPO GREEN 施策は、「今日まで、環境保全技術の普及という明確な旗を掲げたイニシアティブが一つ

もなかった」との認識のもと、その第一に、環境技術のデータベースの構築に力を入れている。そこには世
界中から 3,400 以上の環境技術が既に登録されるとともに、WIPO の特許文献グローバルデータベースでも
ある PATENTSCOPE に収録される一部の環境技術も加え、計 6,600 件ほど（2021 年 5 月現在）の技術が登
録されている。環境技術が真に広く社会に受け入れられるよう、データベースには、技術の概要とともに、
その技術のメリット、発展段階、利用条件、関連知的財産情報が登録されている。登録情報に興味を持った
者が容易に連絡をとれるように、電子メールアドレスなどのコンタクト先も記されている。米国、日本、イ
スラエル、中国、ドイツ発の技術が特に多く登録されている。

②ニーズ・データベース
第二に、このデータベースの価値は、提供側の技術や発明だけではなく、環境技術を必要とするニーズ情

報も登録可能という点にある。このニーズを見るだけでも、諸外国の機関や企業が真に欲する技術を知るこ
とができる。オープン・イノベーションに資するデータベースは広く世界にあるが、ニーズ情報の収集にま
で手を広げるものは少なく、この施策の特徴ともいえる。ただし、企業や国・地域のニーズは、経営上の機
密にもなり得ることから、その登録件数はいまだ 260 件程度（2021 年 5 月現在）と少なく、一層の技術連
携を促すためにも、各国政府や WIPO および在外事務所を通じ、世界のニーズの収集に努める必要があろう。

例えば、WIPO は、昨年、南米において、気候変動に適応したスマート農業（CSA）技術を中心に、現地
のニーズの把握に努めた。何れのニーズも興味深く、例えばワインの日本の輸入量第一位のチリワインにつ
いて、その産地として古くから知られるイタタ・ヴァレーのワイン産業からは、昨今の気候変動に伴い、「新
しい灌漑システムおよび、それを実装するための持続可能で経済的なエネルギー源を探している」との要望
が寄せられている 。知的財産部門に限らず、同地域に進出を考える海外営業部門や、新しい灌漑システム
技術や再生可能エネルギー技術を有している企業にとっては、チリワインへの日本の需要の高さから見ても
貴重な情報となろう。

③エキスパート・データベース
WIPO GREEN 施策は、上記のテクノロジー・データベースおよびニーズ・データベースとも相まって、オー
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プン・イノベーションを促すプラットフォームとしても期待できることは既に述べた。その触媒として、第
三のデータベースともいえるエキスパート・データベースが用意されていることはユニークだ。これは、環
境技術のマッチングを担う専門家のデータベースであり、自薦により、現在約 400 名の専門家が登録されて
いる（2021 年 5 月現在）。本データベースでは、技術分野や専門分野、使用言語や場所、有償無償の観点から、
登録された専門家を検索することができる。サービスの視点からオープン・イノベーションを見る、オープ
ン“サービス”イノベーションが注目される今日、このエキスパート・データベースにおいても、登録され
ている専門家は、法律や知的財産、技術分野だけではなく、ビジネスサービスやファイナンス分野にまで広
がっている。

■権利者、当事者の自主性を尊重
知的財産制度の重要な点は、権利の取引や行使を、権利者や実施権者である企業や個人・団体などの当事

者の自主性に委ねている点にある。当事者の自主性を尊重し、当事者が求める適切な対価を補償することに
より、創造活動を遺憾なく発揮いただけると考えるからである。

WIPO GREEN 施策は、その公益的な観点から、権利の無償提供や低廉な金額での開放を求めているの
ではないか、あるいは WIPO や加盟各国が、個別の取引に積極的に関与するのではないかとの誤解を招き
やすい。しかし、そうした国際機関や加盟国としての干渉はない。WIPO GREEN 憲章の中でも、「技術の
持続可能な展開と採用は、相互に合意された条件に基づいて当事者が自由に契約を結ぶときに可能となる。
WIPO GREEN を利用して結ばれる協定は、契約の両当事者の責任において行われる」と、この点を明確に
している。

本施策を通じて行う技術連携等においても、他の協業と同様に、権利者自らがその研究開発投資や額に汗
した努力に照らし、適切な対価を相手に求めることができる。

■グリーン・パートナー、貢献する日本企業・団体
本施策をけん引する上で、WIPO GREEN パートナーという資格を述べなければならない。パートナーは、

公共または民間の組織で、本施策を支援し、必要な助言を与え、直接的または間接的に取引を促進し、かつ、
その専門性を活用し、特定の活動に本施策を組み込み、または地域内もしくは国内のフォーカルポイントと
して行動すると定められている。世界全体で 126 の機関がパートナー企業・団体として名乗りを上げている

（2021 年 5 月 11 日現在）。

政府機関 特許庁

企業
貝印、グローバルモビリティサービス、キヤノン、コニカミノルタ、GSア
ライアンス、資生堂、住友大阪セメント、住友電気工業、ダイキン、ダイ
セル、帝人、東洋アルミエコープロダクツ、トヨタ自動車、豊田自動織機、
パナソニック、日立製作所、富士通、本田技研工業、三菱電機、リコー

団体 Team E-Kansai、日本知的財産協会、日本弁理士会

大学・研究所 東海国立大学機構（名古屋大学・岐阜大学）、明治大学高分子科学研究所、
山形大学、早稲田大学環境総合研究センター

その他 正林国際特許商標事務所、発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター

日本のWIPO GREENパートナー（30機関。五十音順）（2021年5月現在）日本の WIPO GREEN パートナー（30 機関。五⼗⾳順）（2021 年 5 ⽉現在）
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冒頭でも触れたが、WIPO GREEN 施策の基本的な構想は日本の産業界からなされ、日本のプレゼンスを
大いに高めた。世界に広がるパートナー企業・団体は、日本発の同施策に世界が共感している証ともいえる。
一方、当の日本からのパートナー団体・企業数は長く一桁と低調であったが、この一年強の間に日本国特許
庁や東海国立大学機構（名古屋大学、岐阜大学）等の公共機関も含め多くの企業・団体が相次いで参加を表
明し、現在 30 の企業・団体が参加し、世界で最も多くのパートナー数を誇るなど、日本のプレゼンスを大
いに高めている。

■綺麗ごとで終わらせない、ＣＳＲと事業との両立
多くの企業や団体が、WIPO GREEN 施策に関心を持ち、日本のパートナー数が急増した。この間、参

加の企業や団体の方々とお話をさせていただくと、SDGs や本施策に対し、企業の社会的責任（CSR）の視
点から重視していることが分かる。社会への貢献や公益につながる大変重要な視点である。一方、これを
綺麗ごとで終わらせるとすれば、持続可能な発展にはつながらない。WIPO GREEN 施策を通じた具体的事
例が少ないことは、本施策の課題と言える。参加企業や団体、そしてご関心のある皆様には、是非、WIPO 
GREEN 施策を事業の中心に置いていただき、持たれる技術や必要とする技術を、どのように利用し、利用
させるか洞察（インサイト）を重ねつつ、技術を活用し、社会実装いただければありがたい。同施策を通じ、
CSR と事業との両立を図り、企業や団体としての持続可能性を真に追及していただくことが、結果として
地球規模課題の解決につながると考える。その意味からも、本施策が、上述の通り、三つのデータベースに
より、オープン・イノベーションのプラットフォームとして有効であることを強調したい。

この 3 月に、WIPO GREEN パートナーに新たに参画された三菱電機株式会社の衛星観測技術が上記テク
ノロジー・データベースに加わった。この技術は、地表や海洋を定期的に観測している観測衛星から光学画
像とレーダー画像の両方を収集し、高度な情報抽出を行うことで、災害軽減、農業、森林管理・開発、海洋
モニタリング、都市・インフラ開発など、様々な分野の関連情報を得ることができるものである。三菱電機
グループが進める「環境ビジョン 2050」のスローガン「大気、大地、水を守り、心と技術で未来へつなぐ」を、
まさに実業として体現しようとする技術であることは想像に難くない。

また、この 4 月に、同パートナーに参加された日本の Global Mobility Service（GMS）社のテクノロジー・デー
タベースへの登録技術が、ベンチャー企業でもある同社の基幹技術であることから、CSR と事業の両立を
図るものともいえる。同技術は、従来のローンやリースの与信審査を通過できなかった者でも、自動⾞を購
入し、利用できるようする、いわば FinTech サービスの一つともいえる。特に、フィリピン、カンボジア、
インドネシア等の新興国における所得向上・雇用創出等を通じた貧困問題の解決を図るとともに、古い⾞
両から新型の低公害型⾞両への代替を促進し、大気環境の改善にも貢献しているという。FinTech と Green
がつながることも興味深い。本施策を通じ、国内外でのオープン・イノベーションを促し、結果として環境
対策が進むことを期待したい。

以上のように、WIPO GREEN 施策は、SDGs のみならず、イノベーションの促進や技術移転にも資する
政策である。一方で、その柱となるデータベースへの登録件数やニーズ件数、さらにはパートナー企業・団
体の数は、環境技術やその要請から見れば、まだまだ少ない数である。本施策への関心と、より多くの参加
を得るためにも、今後は、技術やニーズの登録に加え、具体的な技術連携の成功事例をより明らかにし、地
球規模課題に知的財産制度が貢献できることを内外に示したいものだ。本稿がその一助となれば幸いである。
（注：本稿の内容や意見は、筆者個人に属するものであり、WIPO の公式見解を示すものではない）
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■新型コロナ感染防止製品を求める声の拡大
2020 年 2 月以降、日本でも新型コロナウイルスによる感染が拡大し、同年 4月には緊急事態宣言が発

出された。当時は、新型コロナウイルスに関して得られる情報が限られており、国民の多くが不安な状況
に置かれた。こうした事態を打開するため、ものづくり企業を中心にマスク・手洗い用品や消毒薬をはじ
め、数多くの感染防止製品の開発が行われた。今回、学生とともに新製品の開発を行ったマツダ紙工業株

近畿大学とマツダ紙工業株式会社は、大学生とのコラボで、飛沫防止と集中力向上に有益な段ボー
ル製ファイル型製品「ファイルDEガード」を開発した。

Series
シリーズ コロナの善後策

学生発アイデアによる感染対策
ファイル型飛沫防止製品の開発と課題

近畿大学経営学部教授／
経営イノベーション研究所長

文能　照之
ぶんのう　てるゆき

図書館で使用されている飛沫防止製品
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式会社（東大阪市）もそのうちの 1社である。同社は、
これまでも東日本大震災により被災者となった方を支
援するため、商材の原料である段ボールを使用した簡
易ベッドを開発し届けるなど、困っている方に率先し
て支援の手を差し伸べる活動を行ってきた。新型コロ
ナ禍にあっては、企業や学校関係の職場などからウイ
ルスの飛沫が拡散することを防ぐ製品が求められ、段
ボールを活用した各種の飛沫防止製品を開発し市場投
入を行っていた。
こうした同社の取り組みを地域住民も熟知しており、
新型コロナ禍にあって、学校に子供を通わせる保護者か
ら、食事時の感染防止になる製品を開発してほしいとの
要望が寄せられた。同社は業務用の製品開発に強みを有
するが、個人向けにも段ボール材を使用した、衣装用
タンス、机、組み立てベッドなどの開発実績を有してい
る。感染拡大を食い止めるには、携帯できる飛沫防止製
品が必要と判断し、試作品の開発が始まった。
初期のものは、通常の梱包に使用される段ボール材料
で試作された。縦 60㎝、横 45㎝、厚み 0.5㎝の大きさ
のものが、折り曲げとアタッチメントを駆使することで縦 21㎝、横 30㎝と携帯できるサイズに収まった
が、重量は 450g で厚みは 6㎝にもなり、改善すべき課題が山積していた。

■みせるばやお会員企業と大学生による産学連携活動
マツダ紙工業と弊ゼミが共同で製品開発に取り組むことになった経緯は、同社が「みせるばやお×近大

プロジェクト」に参画したことによる。「みせるばやお」とは、大阪府八尾市にある地域の産業支援拠点と
して位置付けられている施設や、その活動を行う組織を意味する。八尾市産業政策課が地域のものづくり
企業などに働き掛けを行い、2018 年 8 月に設立された。2021 年 3 月現在、129 社が加入し、地域産業
の発展に向けた活動や会員相互の情報交流など様々な活動が行われている。みせるばやおと弊ゼミとは、
4年前から学生目線での企業の魅力発信や、製品開発に向けたアイデア提案などのプロジェクトを実施し
ている。
これまでの主な成果としては、会員企業の魅力を捉えた映像制作の他、鉄製フライパンのギフト販売の提
案や、指輪などアクセサリーを洗浄する専用クリーナーの開発が挙げられる。このプロジェクトを開始した
ことで、学生は中小企業の実態について多くを学ぶことができ、その魅力や仕事に興味を持ち就職先とし
て、みせるばやお会員企業を選択する者も見られるようになった。

■飛沫防止にプラスαの付加価値を提案
「若い人が鞄（かばん）に入れて携帯し使用してくれる製品を開発したい」とマツダ紙工業は具体的な意
向を有していたことから、これをテーマに学生との共同開発がスタートした。担当した学生は 3人で、ま
ず上記の試作品をお預かりして、学生目線から評価を行った。その結果、①通学用の鞄に入らない、②デザ
イン性に欠ける、③重い、といった否定的な意見が数多く出され、初期の試作品についての改善点が明らか
になった。

携帯用飛沫を防止する当初の試作品
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そこで、上記の課題を解決するため使用する段ボールの厚みを小さくするため、G段と呼ばれるものに
変更することが決定された。ところが、1枚の段ボールシートを折り曲げただけでは極めて単純な製品とな
り、付加価値や競争優位性が見られず、消費者への訴求力も乏しいものになることが危惧された。そこで、
製品の外面と内面を同一色としないことや、飛沫防止以外の付加価値を付けることなどが検討された。
この付加価値の付け方が、本プロジェクトで最も苦労をした点である。学生が携帯し学校で使用しようと
思うには何が求められるのか、時間をかけて検討が行われた。普段の授業を受けているときや、勉強してい
るときの様子を思い出し、必要な機能についてアイデアを出し合った。そして、寄せられたアイデアについ
て、メンバー以外の学生にもその有用性について意見を求め、上位となったものを企業に提案した。
具体的に提案し採択されたものは、次の３点である。
まずは、授業では多くの資料が配布されることから、それらを保管できるスペースを設けること。鞄に直
接入れると、他のものと混ざり資料の存在が確認しづらくなることや、資料の破損や汚れによる劣化を防ぐ
ためである。
第 2は、学習時に重要と判断されたポイントなどに、すぐに目印を付けられるよう付箋（ふせん）が貼
れるようにすることである。
第 3は、製品内面の色の提案である。当初は、若い人が持ち運びしやすいように外面は黒、内面は緑で
考えられたが、実際に使用してみると間近では視覚に強過ぎて落ち着かないことから、淡い色に変更するこ
とにした。具体的な色の提案は、学生に対して実施したアンケートの結果から希望が多かった、ベージュと
グレーの 2色展開することになった。
完成した製品は、一片が 24㎝× 42㎝で、厚さ 0.7㎜のシンプルな形状。展開すると幅 48.7㎝、高さ 42

開発した「ファイルDEガード」とその使用場面
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㎝、奥行き 24㎝、重量は 175g となった。これにより鞄に入れても嵩（かさ）張らず、いつでもどこでも
パーソナルスペースを確保することが容易になった。また飛沫防止のみならず、リビング学習時などにおい
ても集中力向上に貢献できるものに仕上がった。

■企業と学生との関係性の構築および大学としての産学連携ノウハウの蓄積が課題
製品の販売から数カ月後の 2021 年 3月下旬に、同社の松田和人社長と今回のプロジェクトについて振

り返りを行った。社長からは「良い製品の開発ができ満足している」との言葉をいただいた。実際に、プロ
ジェクト全体を通して、企業側、大学側ともに、大きな問題を抱えることなく、概ね順調に進めることがで
きた。それは、開発しようとするものが明確で、学生がイメージしやすかったことや、企業が学生の意見を
取り入れて開発を進めることに徹してくださったことが大きな要因であると考えられる。学生が考える意
見を積極的に取り上げてくださる環境が学生のモチベーション高め、3人のメンバーが役割を持って活動し
チームとして機能したことが成果につながったのである。
企業との産学連携プロジェクトに初めて取り組んだ学生に聞いてみると、自らの意見を理解いただくこと
に苦心したようである。企業との意識の違いは当然のこととして、企業担当者との年齢差が小さくなかった
からである。しかし、それを乗り越え企業に理解いただけるよう工夫し、コミュニケーションを円滑に行う
ことで意思疎通が図られるようになったという。
産学連携活動は、学生にとって新製品開発の現場（楽しさ、難しさ、厳しさなど）を知る以外に、企業で
の仕事の進め方やコミュニケーションの重要性を体験する良き機会にもなっている。
ここまで産学連携によるプロジェクトの良いことばかり述べてきたが、当然課題も存在する。毎年、複数
の企業との産学連携プロジェクトを実施しているが、その全てが今回と同様の成果を上げている訳ではない
からである。そこで、今後の発展に向けた課題として大きく次の２点を挙げておきたい。
まずは、プロジェクトで取り組む課題の設定である。BtoCの事業を営む企業の場合であれば、事業内容
や製品が身近なものであることが多く学生の理解が進むものの、BtoB の事業では、学生が最終的なアウト
プットをイメージできず、業界知識を深めているうちに、プロジェクトの終了期間が迫ってきてしまう。こ
のことから、学生の理解が得られるようなテーマを設定し、それに関する情報を分かりやすいものにして提
示することが重要と考えられる。
今一つは、プロジェクト参画による経験やノウハウを蓄積し、共有することである。ゼミ学生がプロジェ
クトに携わる期間は、概ね 3年次の 1年間となっている。4年次には、就職活動が始まることや、卒業論
文の執筆を行う必要から、3年次で経験したことやノウハウを 1年下の後輩に上手く伝えられているとは言
えない。3年次にプロジェクトに参加する学生には、先輩がどのような取り組みを行ってきたのか、映像や
書面にて情報を共有できるようにしているが、まだその活用は限定的である。プロジェクトに従事した学生
の取り組みを属人的なものとして放置するのではなく、それをシステム化することができれば産学連携によ
る成果をより高めることができるであろう。今後、そのシステム化を課題とし、プロジェクトへの取り組み
が成果として結実するよう努めていきたい。
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リポート　Report

■プロジェクトの概要
本プロジェクトは標高約 1,450mに位置する水ヶ塚公園という準高地でのトレーニング（以下、準高地

トレーニング）の効果について、トレーニングを実施したアスリートにおける身体への影響を、血液検査等
の方法により医・科学的見地から検証することである。水ヶ塚公園は、静岡県裾野市の富士山山麓にあり、
富士登山の拠点として五合目行きシャトルバスの乗り場にもなる公園である。
主な検証内容としては準高地における一過性高強度トレーニング（短時間で高い負荷がかかる運動）が翌
日および 3日後の平地での運動パフォーマンスに及ぼす効果について検証する「統制実験」と、宿泊を伴
うトレーニングを準高地環境下において実施することによる効果を検証する「実証実験」の二種類からなる。
「統制実験」は強度や休息時間を規定する方法で行い、「実証実験」は富士山麓の準高地を実践的に活用
するスポーツ合宿を想定した幾つかのパターンでその効果を検証する、図１に１泊２日で行う「実証実験」
のプロトコル例を示した。平地および水ヶ塚公園を中心とした準高地トレーニングの両条件下においてほぼ
同一のトレーニングを行い、そのトレーニング前後のパフォーマンス変化などをみるものである。

準高地トレーニングの効果を検証し合宿誘致へ

裾野市スポーツツーリズム推進協議会アドバイザー
静岡大学 教育学部 保健体育講座 地域創造学環 
スポーツプロモーション 教授

杉山　康司
すぎやま　こうじ

・最大運動テスト

・20mシャトルラン

・ウィンゲートテスト

・無酸素パワーテスト

pre パフォーマンステスト

（静岡大学）

1泊2日

・ランニング
・ダッシュ

・サーキットトレーニング

準高地トレーニング

など

(2019.11.9～11.24)

（水ヶ塚公園）

1泊2日

準高地トレーニングと
同様のメニュー

平地トレーニング

(2020.1.10～1.11)

（裾野市運動公園 ほか）

・最大運動テスト

・20mシャトルラン
・ウィンゲートテスト
・無酸素パワーテスト

post パフォーマンステスト

（静岡大学）1週間後

標高1450m

標高350m

標高45m

図１　実証実験に用いたプロトコルの一例＊＊ 1
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■プロジェクトの背景
これまで高地でのトレーニングが平地でのパフォーマンスにおいて良い効果を及ぼすのではないかとい

う視点から、標高 2,000m以上の高地トレーニングについて多くの研究が行われてきた。しかし、標高約
1,500mという準高地でのトレーニングによって得られる効果については、ほとんど行われてきていないの
が現状であり、水ヶ塚公園周辺を利用する合宿誘致においては地域の特徴を生かした十分な検証が求められ
ている。

■プロジェクトの経緯（きっかけ）
静岡県は、「静岡県スポーツ推進計画」に基づき、その基本理念として「スポーツの聖地づくり」を目指

している。その課題の一つとして「競技力の向上」が掲げられており、そのためには本県関係のアスリート
が国内外の主要な大会で活躍できるよう、選手の育成や強化を支援することが必要である。このことについ
て、これまでは指導者の経験や熱意によって支えられてきた面が大きい。そこで県では、科学的根拠に基づ
く指導の活用により、選手の育成・強化活動をブラッシュアップするべく、大学をはじめとする研究機関な
どと協働し競技力の向上策などを推進する「スポーツイノベーション推進事業」を令和元年度より開始した。
本事業のうち、スポーツ医・科学の活用の分野において、本県の富士山麓地域の準高地環境に着目し、当
該地域でのトレーニング効果について科学的に検証することとした。実施箇所の選定にあたっては、適正な
トレーニング環境に加え、研究機関や実験中滞在する宿泊施設との協働体制を構築できることを条件とし
た。そこで標高約 1,450mの環境下にクロスカントリーコースが整備されている水ヶ塚公園を市内に有す
るなど、実験実施に十分なトレーニング環境を備え、学識経験者や宿泊事業者、旅客運送業者が加入し協働
体制が、すでに構築されている裾野市スポーツツーリズム推進協議会（以下、S-SPO）に委託しプロジェ
クトを実施することとなった。

■プロジェクトの内容・課題、成果
これまで、高地トレーニングは造血反応など酸素運搬能力を向上させることを期待して行われてきてお

り、その効果は高地でパフォーマンスを低下させない目的以外に平地での競技を有利に行うことができるか
どうかの点にあった。しかし、こうした従来型のトレーニングは物理的強度の低下が問題視されており、高
強度のトレーニングを維持するための方法として低酸素室を利用した様々な高地トレーニング（低酸素ト
レーニング）が工夫されてきた＊＊2、3、4。生理学的には 1990 年代に造血ホルモンで知られるエリスロポエ
チンの遺伝子を活性化するタンパク質、低酸素誘導因子（HIF）が発見され、HIF が単に造血に関わるだけ
でなく、血管内皮細胞増殖因子や一時的にグルコースの取り込みを上昇させながら乳酸系エネルギー生産の
向上をもたらすことも分かってきており、トレーニングの方法を間違えなければ競技者のパフォーマンス向
上や健康増進に役立てられる可能性が示されている＊＊5。また、これらの細胞レベルでの研究成果から、近
年の高地トレーニングはこれまでの造血を求めるための長期滞在型高地トレーニングとは異なり、低酸素室
や高地での短時間滞在トレーニングが多く行われてきている。しかし、効果については標高が高過ぎるなど
のデメリットも存在し、多くの不透明な課題を残している。
一方、プロジェクトの背景でも触れたが、上記で示したトレーニングに関する研究はほとんど 2,000m
以上の高地で行われており、1,500mでの実践者においては従来型の高地トレーニングのノウハウを持って
トレーニング計画が立案されているのが現状のようである。1,500mは確かに準高地という位置付けがされ
ており、われわれの研究でも平地よりも数％の持久性のパフォーマンス低下が認められているレベルにあ
ることから、準高地ならではのトレーニングメソッドの提案ができることは極めて有益な情報となり得る。
よって、プロジェクトでは裾野市の約 1,000 ｍ付近にある宿泊施設を利用しながら、1,500m程度の高地
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においてトレーニングを実施する際に造血作用を生み出すような新しいトレーニング形態を提案できるかど
うかを検討することであった。
プロジェクトは大きく二つの実験テーマにより準高地トレーニング効果を検証してきている。一つ目は
1日の滞在でもHIF の発現を促す滞在ができるかどうか。そしてそれが平地に戻ったのちに何日ほど持続
されるものなのかどうか。二つ目は週末をトレーニング滞在期間とした非連続的間欠的準高地トレーニング
となる約 30時間程度の 1,000m滞在と 1,500m相当のトレーニングを組み合わせた結果の体力レベルと赤
血球などの変化についての検討である。本プロジェクトは高地でも平地同様のトレーニング強度を確実に維
持することのできるレベルでトレーニングを課すことを基本スタンスとする点に加え、運動と高地の組み
合わせが生体には相対的により高い高地滞在の刺激を受ける可能性を考慮して実験に臨んでいる。３年の
プロジェクトのうち２年を終え、これら二つの研究において次のような大きな手応えを得ることができた。
①１日のトレーニング滞在においてもHIF を増加させることは可能であり、平地に戻ってもしばらく持続
する (図２) ＊＊１。②週末の間欠的な暴露を継続することで造血反応を刺激する。また、これらの結果に付
随し、体力レベルの向上とパフォーマンスの向上が期待される。
最終年の課題として、合宿滞在を３泊～５泊程度の強化合宿型滞在に向けた実践的アプローチを行い、非
連続の間欠的準高地トレーニングの効果についてさらなる検証を行うとともに、レース前１週間以内での準
高地活用に関する提言ができるように取り組む予定である。

■今後の展望
今後の展望として、以下のことを検証したい。

①�準高地において一過性高強度間欠的トレーニングを実施することにより、3日後の無酸素性能力が向上す
ることが示唆された。今後、なぜ無酸素性能力が向上したのか、特に乳酸系エネルギー供給が亢進した機
序の解明、誰もが安全に準高地トレーニングの効果を受けられるトレーニングメソッドの確立を図る。
② �1 泊 2日の滞在（1,450mトレーニング、1,000m宿泊）においては高地滞在 30時間以上、うち 5時間
以上の練習で、メニューとして高強度トレーニングメニューを取り入れることでエリスロポエチン（造
血ホルモン）の分泌を促す可能性が示唆された。今後、準高地での１回の合宿における滞在時間を増や
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すことで得られる酸素運搬能力向上の可能性を検証していく。
③�高強度の負荷は一般のジョガーやウォーカーには必ずしも有益とは言えない。そこで、準高地における代
謝的メリットについて低強度レベルの運動を行う場合の平地との比較を行うことで、準高地でのスポーツ
の安全性について検証する。

＊＊ 1　
杉山康司、他（2020）：準高所トレーニングに関する基礎研究～水ヶ塚公園周辺のトレーニングと標高 1000 ｍ滞在による効果～、裾野市スポー
ツツーリズム推進協議会、令和元年度報告書

＊＊ 2　
Viscor G, et al (2018)Physiological and Biological Responses to Short-Term Intermittent Hypobaric Hypoxia Exposure: From Sports 
and Mountain Medicine to New Biomedical Applications. Front Physiol 9:814

＊＊ 3　
Scott, B. R., et al (2016). High-intensity exercise in hypoxia: Is increased reliance on anaerobic metabolism important? Front in 
Physiol, 7, 637

＊＊ 4　
Żebrowska A, et al (2019) Comparison of the effectiveness of high-intensity interval training in hypoxia and normoxia in healthy 
male volunteers: a pilot study. Biomed Res Int.

＊＊ 5　
Vogt, M et al（2001） Molecular adaptations in human skeletal muscle to endurance training under simulated hypoxic conditions. 
J Appl Physiol, 91:173-182
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■スイゼンジノリとサクランの背景と概要
2007 年に筆者らの発見した新規硫酸化多糖類「サクラン」は、現在保湿剤として多くの製品に使用され

一定の商品価値を生み出す特徴ある物質として位置付けられている。その原料は、スイゼンジノリ（学名：
Aphanothece sacrum）であり、日本固有種のラン藻（図１左）が生産するものである＊＊ 1。

スイゼンジノリは、九州北部で食用として地下水・湧水で養殖されているラン藻であり、世界で 2,000
種以上同定されているラン藻の中でも、可食、培養可能、多糖大量生産されるラン藻はこのスイゼンジノリ
のみである。もともと筆者らのグループは、バイオマス原料からプラスチックを開発する研究を進めてお
り、微生物の一種であるラン藻は持続可能社会で必須となるバイオマスプラスチック＊＊ 2 の原料として利用
できると考えた。

数々のラン藻から様々な有用物質を探索する中で、液 - 液抽出の過程で洗浄水層に大量に「ゲル状物質」
が含まれることに気付いた。そこで、これらをアルコール沈殿したところ、セルロースのように硬い繊維質
として回収できた（図１右）ことから、多糖であろうと推測し構造解析した。その結果、硫酸化ムラミン酸

14 年前に大学にてスイゼンジノリから発見された硫酸化多糖サクランは、分子量１千万以上もの 
超巨大分子である。その後、様々な困難を乗り越え、サク・レ TM をはじめ保湿剤や皮膜形成剤とし
て国内外の数多くの製品に用いられている。

スイゼンジノリ由来超高分子サクランの実用化

グリーンサイエンス・マテリアル株式会社

岡島　麻衣子
おかじま　まいこ

北陸先端科学技術大学院大学 
先端科学技術研究科 
環境・エネルギー領域 教授

金子　達雄
かねこ　たつお

図１　スイゼンジノリの外観（左）と抽出したサクラン（右）（スケールバー：1cm）
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という新規構成糖が含まれる物質であることが分かり「サクラン」と名付けた。サクランはスイゼンジノリ
乾燥重量当たり 50 ～ 70% もの高収率で抽出可能であるため、サクランが日本固有のバイオマスとして有
用であると考えた。一方、新規物質としてのリスクもあり、一般企業が製品として利用するのは難しかっ
た。そこで、ベンチャー企業を立ち上げ、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）より、2008（平成
20）年度産学共同シーズイノベーション化事業顕在化ステージおよび 2018（平成 30）年度 A-STEP（研
究成果最適展開支援プログラム）機能検証フェーズの二度にわたり支援を受け、10 年以上かけて構造解析、
機能化、実用化を進めた。現在保湿剤などとして、中・南米、欧州、アジアの各国で利用されるに至った。
以下にその詳細を述べる。

■サクランの構造と機能
種々の元素分析法、分光学的手法およびクロマトグラフィーを用いてサクランの構造解析を行い、以下の

ことが判明した。

①各糖残基当たり 12mol% 程度の硫酸基含有率
②糖残基当たり 27mol% 程度のカルボン酸含有率
③中性糖、アミノ糖、ウロン酸を含む 8 種類以上の構成糖
④重量平均分子量が 107g/mol 以上（多角度静的光散乱法：絶対法）

つまり、サクランは 10 万個もの糖が連結した超巨大分子であり＊＊ 3、かつ分子鎖中の負電荷含率は
39mol%、つまり、3 万個程度もの負電荷が密集したポリアニオンとも言える。サクランの最も特徴的な機
能として高保水能力が挙げられる。この保水性の評価方法としてキッチンペーパーなどの目の粗い素材を用
いるのが一般であるが、われわれは化学架橋前の試料の保水力を定量するために、8µm の細かい目のろ紙
の上にサクラン水溶液を乗せ、ろ紙を通り抜けて落ちる非束縛水の量を測る改良型ティーパック法を確立
した。この方法により、ヒアルロン酸は純水に対し自重の 1,200 倍という保水力を示したが、サクランは
6,100 倍という 5 倍程度も高い値となった＊＊ 3。また生理食塩水を用いたときには 2,400 倍に低下したが、
ヒアルロン酸に対する比は 10 倍もあった。

また、サクランの人工尿の保持量は 2,600 倍であり、おしめなどに使用されている高分子吸収体が示す
人工尿の保持量が 50 倍程度であることから、サクランはこれよりも遥かに高かった。サクランが引き付け
るのは水だけではなく、ポリアニオンであることからコラーゲンなどのカチオン性高分子および金属イオン
などとの強い相互作用によりゲル形成がなされる。

さらに、らせん構造を形成し＊＊ 4 多層カーボンナノチューブを水分散化させる機能も持つ＊＊ 5。分子量が
高いとその溶液粘性も極めて高くなり、同時にせん断力を与えるとサラサラとなり、静置すると粘性のある
状態に戻る可逆なシュードプラスチック性があることも分かった。またサクランのこの高粘性から狭い空間
で乾燥させると、空間を隔てる壁の間をブリッジしながら配向膜を形成するユニークな組織化能を有するこ
とが判明した。その他サクランの機能として抗炎症効果も確認されている。

われわれとガッツ・ロジャー（Ngatu Roger）准教授（当時、高知県立大学看護学部、現在、香川大学
医学部）の医療研究チームは、サクランの優れた保水力・皮膜効果をヒトで試験した結果、顕著な経表皮
水分蒸散量（TEWL）の改善効果を認め、優れた保湿作用と抗掻痒（そうよう）作用を有するサクランの
塗布により、皮膚表面の角質層を保護し、アトピー性皮膚炎を悪化させる肌の乾燥とかゆみを抑えること
ができると考えた＊＊ 6,7,8,9。
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■新素材としてのサクラン
もともとサクランはスイゼンジノリの細胞体を保護す

る細胞外マトリックスとして分泌された物質である。つ
まりサクランはスイゼンジノリの中でゲルとして存在し、
細胞分裂の足場となっている。この性質がサクランの役
割の本質と発想すればサクランの物性を最大限に生かせ
るアプリケーションは、細胞培養足場や創傷被覆用のゲ
ル素材と考えられる。サクランに化学架橋を導入すれば
ハイドロゲルは形成できる一方、刺激の強い架橋剤を用
いることは生体材料としては望ましくない。

そこで考えた手法が、サクランをキャストフィルムに
し、加熱処理を加えることでサクラン分子鎖間に化学的／物理的な架橋構造を作り、ゲル化させる方法で
あった＊＊ 10。フィルム状になったサクランに 70 ～ 140℃の範囲で加熱処理を行うと処理温度に依存して膨潤

（ぼうじゅん）度が異なるゲルシートを作製できた（図２）。しかもこのゲルシートは横方向にはほとんど膨
潤せず、縦方向にのみ膨潤する異方性を持ったゲルシートであった。このゲルシートは創傷部位の保護剤や 
美容パックシート剤として活用できる可能性がある。また、モデル細胞である L929 マウス線維芽細胞を用い
て細胞培養足場としての機能を評価した結果、サクランの液晶配向に沿って細胞が伸展する現象を見いだし
た＊＊ 11。現在われわれの研究室ではサクランと他の多糖類を混合し、透明かつしなやかで強い複合体フィル
ムの開発も行っている。今後このフィルムを高分子吸収体や創傷被覆材として応用展開を図る予定である。

■サクランとレーヨンの混紡繊維の開発
われわれは企業とともにレーヨン繊維にサクランを練り込んだ新素材サク・レ TM の開発も行った。 

そして、サクランが以下に挙げる特徴を持つことからレーヨン中に混紡できると考えた。

①グルカンとしての主構造（セルロースに近い）
② pH 14 のアルカリ耐性
③ 110℃程度の耐熱性
④短時間であれば酸分解しにくい

サク・レ TM は以下の方法で製造した。セルロースを水酸化ナトリウム処理後、二硫化炭素と混合して放
置すると、セルロースキサントゲン酸ナトリウムとなって分子間の水素結合を失い、溶解してコロイド溶液
となる。このコロイド溶液とサクランのアルカリ水溶液を混ぜ、セルロース・サクラン溶液を細い穴から希
硫酸中に噴出させ湿式紡糸する。するとセルロースキサントゲン酸ナトリウムはセルロースに戻り分子間の
水素結合により繊維として再生する。この工程の中でサクランがレーヨン中に混紡されたと考えている。そ
の結果レーヨン繊維の表面構造がサクランの導入により変化し、ナノスケールの凹凸が発生していることが
走査型電子顕微鏡により明らかとなった（図３左）。これから、もともとスムーズであったレーヨンの表面
にサクランが存在することが確認できる。さらに、このサク・レ TM に水を接触させ吸水量を測定したとこ
ろサクラン添加により 28% 程度吸水量が向上した（図３右）。実際に、従来のレーヨン繊維の抱水率をは
るかに上回る抱水性・保湿性を持つことが分かった。またサクランはレーヨン繊維中に練り込まれているた
めレーヨン繊維の持つ独特でソフトな風合いは損なわれず、かつサクランの超保水機能によって、従来品よ
りはるかにしっとりとした感触が付与され、洗濯耐久性も維持されることも分かった。そこで、衣料品製造

図２　サクランのゲルシートの写真（スケールバー：1cm）
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販売会社の株式会社ロイネ（東京都品川区）が、このサク・レ TM30％と綿混紡ベア天竺（てんじく）を混
編したところ、その吸放湿性はベア天竺よりも 20％高まることを明らかにした。以上の結果を基に肌着を
サク・レ TM から生産し刺激性を感じやすい高齢者、肌の弱い方、乳幼児をターゲットに製品化したところ、
2 年以上にわたり継続販売するに至っている。

■まとめと展望
サクランは様々な特徴的な構造と機能を持つユニークな物質であり、高付加価値材料を開発できる新規多

糖であることが分かった。かつ日本固有種生物由来であることから、日本オリジナルのバイオマスとも言え
る。すでにサクランは保湿剤や皮膜形成剤として多くの化粧品の原料として用いられており、国内外の多く
の製品で使用されるなど実用化の幅が年々広がっている。

サク・レ TM などのポリマーコンポジットとしても将来が楽しみである。またさらなる材料形態としてフィ
ルム、ゲルなどを想定しており、特に医療材料分野への展開を図っていきたい。そのためには、原料となる
スイゼンジノリのコスト減が必須であるが、その植物工場としての実用化に注力した結果、目途が立ってき
ており、近い将来目標達成できると考えている。これにより絶滅危惧種であるスイゼンジノリの種の保存が
可能になると期待している。

＊＊ 1　Okajima M. K., Ono M., Kabata K., Kaneko T., Pure Appl. Chem., 79, 2039-2346 (2007). 

＊＊ 2　Kaneko T, Tran H. T., Shi D. J., Akashi M., Nature Mater. 5, 966-970 (2006) .

＊＊ 3　Okajima M., Kaneko T., et al. Biomacromolecules, 13, 4158-4163 (2012).

＊＊ 4　Budpud K., Okeyoshi K., Okajima M., Kaneko T., Small, 16(29), 2001993 (2020).

＊＊ 5　Okajima M., Kaneko T., et al. Biopolymers, 99(1), 1-9 (2013). 

＊＊ 6　Ngatu N. R., Okajima M., et al., Evidence-based Med. Public Health, 2, e1438, 2016

＊＊ 7　Ngatu N., Okajima M., et al., Ann. Phytomed. 4, 49-51 (2015).

＊＊ 8　Ngatu N. R., Okajima M., et al., Ann. Phytomed. 4, 111-113 (2015).

＊＊ 9　Ngatu N. R., Okajima M. et al., Ann. Aller. Asthma. Immunol. 108, 117-122 (2012).

＊＊ 10　M. Okajima, R. Mishima, K. Amornwachirabodee, K. Okeyoshi, T. Kaneko, RSC Adv. 5, 86723-86729 (2015). 

＊＊ 11　Sornkamnerd S., Okajima M., Matsumura K., Kaneko T., ACS Omega, 3(6), 6554?6559 (2018).

図３　サク・レ TM の SEM 写真（左）と水に膨潤した状態の偏光顕微鏡写真（右）
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■背景〜南九州・南西諸島域における鹿児島大学の産学・地域共創事業
鹿児島大学は、温帯・亜熱帯の島嶼（とうしょ）を有する地域特性と農・水産・獣医学部を持つ総合大学

の強み・特色を生かし、南九州および南西諸島域の「地域活性化の中核的拠点」として 2018 年 4月、「産
学・地域共創センター」を創設した。ここでは地域課題や企業ニーズを一元的に収集し、産学連携研究へと
結び付けてその解決に当たる一方で、大学研究成果を可視化し、地域社会への実装を試みる場として「実証
フィールド」を南九州・南西諸島域に整備してきた。

■サトウキビ農業を例とした地域課題の収集
徳之島は、奄美群島中最大の耕地面積（6,890ha）を有する島で、一戸当たりの耕地面積も 2.5ha と全

国平均値（1.8ha）と比べ大きく、農業従事者が人口の約 26％を占め、温暖な気候にも恵まれて、サトウ
キビ、肉用牛、バレイショ、花き、果樹などを組み合わせた農業が盛んに行われている。
その中でもサトウキビは、栽培面積約 3,500ha、生産量約 19万トン／年で島の基幹作物となっており、
島内の製糖工場で集荷・製糖・島外出荷までされることから島の基幹産業となっている。またサトウキビの
刈取作業は機械化が進み、ハーベスタ（収穫機）による収穫率が 97％を超えて効率的に行われるようになっ
てきた。しかし農業就業人口に占める 65歳以上の比率は約 60％と高く、若年層の島外流出と合わせて農
家戸数は年々減少傾向にある。また多くの営農団体など（ハーベスタ所有者）は、高齢で離農した農家や島
外へ転出した不在地主、兼業農家から管理・収穫作業を委託されるため、自作地の管理作業（新植、株出、
中耕など）が遅れ、単収の低下といった問題を引き起こしている。さらに製糖工場では、人手不足などによ
り全島的な作付面積や作付状況の調査ができないため、当期全収量の予測や日々の収穫状況を把握すること
ができず、工場の生産管理に支障が生じているという課題があった。
そこで本センターではこれら課題の解決に向け、2018 年 7 月より徳之島を実証フィールドと設定し、
フィールドサーバーによるリアルタイム気象・圃場（ほじょう）画像データの収集、リモートセンシング技
術を用いた全島的なサトウキビ作付面積の把握および生育状況・糖度分布把握による刈取適地の判別等の技

地域に眠る潜在的課題「マイクロニーズ」を
起点とした地域イノベーション

鹿児島大学 産学・地域共創センター

藤枝　繁
ふじえだ　しげる

鹿児島大学産学・地域共創センターでは、2018 年より南九州および南西諸島域での産学連携研究成
果の可視化のため、徳之島を実証フィールドと設定し、「サトウキビ農業 IoT 化実証プロジェクト」
を実施してきた。ここでは大学研究シーズによる従来型の地域課題解決と合わせてその過程で得られ
た地域に眠る潜在的課題「マイクロニーズ」を起点としたイノベーションの創出について紹介する。
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術開発を目指し、実証プロジェクトとして「サトウキビ農業 IoT化プロジェクト」を開始した。

■地域課題解決に向けた「サトウキビ農業 IoT 化プロジェクト」
このプロジェクトでは、2019 年 2月、徳之島 3町役場の協力を得て、各町内のサトウキビ圃場に各１台

のフィールドサーバー（図１左）を設置し、微気象観測と共に定点カメラによるサトウキビの生育状況のリ
アルタイム把握を開始した。また 2018 年 4月より、地上分解能 3mの高時間・高空間分解能を持つDove
衛星画像データを用いて全島的なサトウキビ作付面積、生育状況の把握を開始した（図１右）。その結果、
衛星データから得られる植物の活性度の指標NDVI はサトウキビの生育と共に増加し、収穫開始前の 11
月末にピークとなることが分かった。現在、継続的なモニタリングを通じて刈取適地や作付品目の判別技術
の開発を行っている（図１下）。
さらに 2019 年３月には、各役場内に IoT クラウドモニタを設置し、町民や役場職員、生産関係者が
フィールドサーバーによるリアルタイム気象・圃場画像データおよび衛星データを自由に閲覧できる環境を
整備した。また徳之島以外の南西諸島域の行政、JA、製糖工場などにも同データを提供すると共に、2020
年度は喜界島、徳之島、奄美大島、沖永良部島、与論島、種子島の 13市町村でサトウキビ生産関係者や役
場職員などを対象とした出前講座を開催し、衛星データ等の利活用の促進を図った。
一方で島嶼域では、本土と比べ快晴率が低いため、可視光・近赤外線衛星データの入手頻度が月に１～２
日程度と極端に少なく、そのため高時間分解能の人工衛星を利用しなければならないこと、また高時間・高
分解能衛星データは高額であり、大容量データサーバーが必要なこと、さらにその利用にはデータ解析者が
必要なことなどの技術課題も明らかになった。

図 1　徳之島のサトウキビ圃場に設置されたフィールドサーバー（左）、NDVI 画像（右）、NDVI の推移（下）

フィールドサーバー
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さとうきび生育に伴う NDVI の推移 

N
D

V
I

天城

徳之島

伊仙



22 2021.6　

■潜在的地域課題（マイクロニーズ）の発掘・収集
当初実証プロジェクトでは、資料や当事者からの聞き取り調査から集約された顕在的な地域課題の解決お

よびその成果の地域社会実装を目指してきた。しかしその過程で「これまで地域の人々にとって自然・当然
な事象であり、課題として認識されていなかったが、地域外の観察者により明確に課題として認識され、か
つその解決過程においてイノベーションが期待される潜在的課題」が存在することが分かった。われわれは
これをマイクロニーズと定義した。
例えば、徳之島でのプロジェクトを進める中、隣の沖永良部島から「製糖工場の生産管理の効率化を図る
ためのハーベスタ（図２左）の位置・稼働情報の収集」というマイクロニーズを得た＊1。これは前述のプ
ロジェクトと同じ分野の課題であるが、それが同プロジェクトのネットワークを通じて他地域で生まれたこ
とが興味深い。
このマイクロニーズに対して沖永良部島では、2019 年、島内全ハーベスタの 5分の 1にあたる 12台に
位置・稼働情報収集モジュールを装着し、朝の早い段階で島内に分布する全ハーベスタの稼働状態を予測す
る新たなプロジェクトを開始した（図２右）。
その結果、製糖工場では当日の原料受入量の概算ができるようになり、工場の生産管理が効率化されただ

図 2　ハーベスタ（左）とハーベスタ位置情報画面（右）

図 3　未利用肉の利用プロジェクト　闘牛肉（左）、リュウキュウイノシシ肉（右）
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けではなく、圃場を巡回する営農指導員にとってもハーベスタの位置が容易に分かることから、オペレータ
とのコミュニケーションが大きく改善され、さらにハーベスタの運搬車および給油車も目的とするハーベ
スタへの到着が容易になり、関連産業でのコスト削減にも貢献できることが分かった。2021 年より本プロ
ジェクトは喜界島にフィールドを移し、また徳之島ではハーベスタに高精度位置情報モジュールを搭載し、
圃場地形情報を収集する新たなプロジェクトが開始された。このようにマイクロニーズには広域的な地域課
題を秘めている場合もある。
また実証プロジェクトで形成されたネットワークは、他分野のマイクロニーズの発掘・収集にも貢献して
いる。例えば徳之島では、かつてサトウキビ農業の貴重な動力であった牛を戦わせることで発展した「闘牛」
や農作物に被害を与える「リュウキュウイノシシ」の肉が未利用であるというマイクロニーズを発掘した。
これらは「未利用肉の高付加価値実証プロジェクト（図３）」として始動した。特に闘牛は無去勢であるこ
とから、従来肉（去勢牛）に比べ筋肉量が多いため、脂肪が少なく赤身が多い特徴を有し、さらには戦歴と
いうストーリーを持つことから、稀少肉としての高いポテンシャルを秘めている。
このようにマイクロニーズには大学研究によるイノベーションの種が眠っている。しかし課題そのものが
地域や当事者に認識されていないため、その発掘・収集はコーディネーターの情報収集ネットワークと問題
発見能力に大きく依存するとも言える。さらに言えば、コーディネーターの意欲とインセンティブを喚起す
る背景（本事例で言えば、大学全体の方向性とその一致による経営資源の投入）があったことが重要であり、
個人やチームの活動では、マイクロニーズの発掘・収集は困難と言えよう。

■今後の展望
これまでの徳之島フィールドでの取り組みから、圃場に各種センサを取り付け、農産物の生産と並行して

その場、その時でしか得られないデータを並行生産することで、生産規模を変えずに生産品をリアルとデジ
タルに倍化できるマイクロニーズも得た。これが実現できれば、デジタル産物も農産物と同じく加工して価
値化することで単独での販売や農産品の高付加価値化、生産管理にも利用することもできる。
さらに生産現場でのデータ収集（生産）・解析（加工）・蓄積（保存）・利用を促す「データの地産地消」とデー
タ解析や生産物とデータの関連性を明らかにする人材「島のデータアナリスト」の育成を通じて、地域に新
たな雇用や産業を創出する未来像も見えてきた。引き続き本センターでは、南九州・南西諸島域をフィール
ドに持つ本学の特徴を生かして地域に眠るイノベーションの種であるマイクロニーズの発掘・収集を進め、
その花を咲かせていきたいと考えている。

＊ 1
地域にとってサトウキビ収穫機（ハーベスタ）の運転は「自然なこと」であり、圃場のサトウキビの中にいるハーベスタの位置が不明なことは「当
然なこと」であるが、コーディネーターは地域行政や事業者との対話の中で「ハーベスタの運転時に位置が分からないことは「課題」である」と
認識した。
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リポート　Report

■エレクトロポレーター（電気穿孔器）の試作と商品化
山口ＴＬＯは、山口大学知的財産センターと強い連携関係を保ち、大学の研究成果の知的財産権化からそ

の活用までを連携して取り組んでいる。山口大学知的財産センターの特長としては、権利化部門とは別に知
的財産教育部門を保有することであり、文部科学省からの認定を受けて知的財産教育の拠点事業を推進して
おり、全国の大学の知財リテラシー向上に貢献している。
さらに高校における創造性教育の支援にも活動を広げているが、工業高校などで生まれた発明について山
口ＴＬＯは、その試作機製作の支援および企業への商品化提案支援を担ってきた。このような活動の中で、
発明など概念を形にして企業などに紹介する方法が徐々に定着してきたため、その延長として今回、山口大
学理学部の岩楯准教授が発明したエレクトロポレーター（電気穿孔器）の本格的な試作機製作およびその商
品化に取り組んだ。

■概念の見える化（POC）
エレクトロポレーターは、細胞への物質導入（遺伝子や色素などの導入）に用いる装置であり、導入物

質を含む試薬の中に標的細胞群を置き、正負の電極で挟み込んで瞬時電流を流して細胞に電気的ショック
を与え、短時間だけ細胞膜に隙間が開くことで物質導入がなされるものであるが、通常市販されているエ
レクトロポレーターは、比較的大量の細胞をキュベットと呼ばれる四角柱状のケースに試薬と共に入れて
通電する。そのためには、培養容器から細胞をキュベットに移動し、エレクトロポレーション実施後に再
度細胞を培養容器に戻すため、少なくとも 2度細胞の移動を行う必要があり、細胞に多大なダメージを与
えてしまう。特に細胞が接着性の場合には、細胞の剥離（はくり）も伴うため、これら細胞の移動作業に
よるダメージの影響は、エレクトロポレーションの成否、およびその後の研究観察に大きな影響を与える
ことになる。

試作機製作から販路開拓、小規模販売を経て
技術移転まで

有限会社山口ティー・エル・オー （山口ＴＬＯ）
技術移転部 チーフコーディネーター

二階堂　正隆
にかいどう　まさたか

山口大学理学部の岩楯好昭准教授が発明した新型エレクトロポレーターの技術移転に際し、特許の
紹介だけではなかなか移転先が見つからなかった。そのため、試作機を作成し、その試用を希望す
るユーザーに試作機を貸し出して、その効果・有用性を確認した。さらに研究成果有体物として提
供を行いつつ、専門メーカーに試作機の機能や試用した研究者の反応などを紹介したことで、最終
的に特許技術を独占実施許諾した。
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山口大学で開発されたエレクトロポレーター（愛称はエレポマシン雷神）は、細胞移動を極力無くすため、
培養容器（ディッシュあるいはチャンバー容器）の細胞に直接電極を組み込んだオープン型キュベットを被
せ、電気穿孔を実施する。さらにキュベットにピペット（スポイトのようなもの）を装着可能とすることで、
キュベット内での細胞への試薬滴下を可能とした。このことにより、
（１）細胞ダメージが少ない
（２）�通電エリア容積が小さいので、高価な試薬を

節約できる
（３）流す電流も少ない（装置の小型化）

などの特徴を備えている。このオープン型キュベット
のコンセプトが本発明（図 1）のコアの部分であり、
知的財産権としての保護は、特許第５８９６３７６
号、発明の名称「マイクロポレーション装置」が山口
大学から出願登録されている。

■プロトモデルから商品の形に近づける
発明者の岩楯准教授自身が製作したプロトタイプ装置を図 2に、試作機を図 3に示す。

試作機の開発に当たり、試作機ではあるが展示会でのデモや
試用のための貸与、および小規模販売に耐えるものとするため、
使いやすさや組み立ての簡単さを意識して設計した。そのた
め、プロトタイプでは、装置とは別に安定化電源装置やオシロ
スコープが必要であったが、試作機では電源回路を内蔵し、電
気パルスもプロトタイプでは単一パルスであったものを六つの
パルス（それぞれ電圧、パルス幅およびパルス間隔が可変）を
連続して出力可能とし、電気パルスのパラメーター設定も液晶
タッチパネル画面で行え、設定結果を棒グラフ表示で確認する
ことができるようにした。試用の際に貸与先の研究者が準備操
作や使い方で困らないように考えて設計した。また、試作機の
使用方法などを解説したマニュアルも同時に準備した。

試薬

細胞

電極
通電エリア

図 1　本発明の概念図

（a）正面
図 2　プロトタイプ装置

（b）内部回路 （c）キュベット部

図 3　雷神試作 1 号機
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■開発資金の調達
実際の試作に当たり試作資金が必要だが、山口ＴＬＯには試作費を賄うための十分な事業予算が無いた

め、山口県の「やまぐち中小企業活力アップ補助金」に応募して 100 万円の資金を得た。これを活用して
試作機製作費から販路開拓のための出張費用などに充当した。

■開発体制
試作機の製作に当たっては、装置全体の開発要素を電気回路部分とアクリル製のキュベット本体と金属電

極に分けて、山口県内の中小企業の中で各開発要素を得意とする企業を公益財団法人やまぐち産業振興財団
に紹介していただいた。ただし電極はその形状の最適化が重要であったため、山口大学の「ものづくり創成
センター」に製作依頼した。山口ＴＬＯのように自らの試作部門を持たない組織においては、このような支
援が得られることは大変重要である（図 4）。

■販路開拓
完成したエレポマシン雷神を潜在ユーザーに認知しても

らうために、試作機をイノベーションジャパン 2019 およ
び、バイオジャパン 2020 に出展した。また、エレクトロ
ポレーターの利用者が多く集まると思われる生物物理学会
2019（宮崎市シーガイアで開催）を訪れ、雷神のパンフレッ
トを配布しながら細胞研究者と意見交換した。
これらの展示会および学会において、試作機の試用を打
診し、使ってみたいと要望される研究者の情報を集めた。

■試作機の試用貸与
展示会および学会などで、エレポマシン雷神に興味を持たれて、使ってみたいとの希望のあった研究者の

方々に雷神の試作機を貸与して、使い勝手や改良点などについてコメントを頂いた。ただ残念なことに新型
コロナの感染蔓延の影響で、大学キャンパスへの入場制限があり、思ったように試行ができなかったとのコ
メントを多く伺った。図 5に、雷神を貸与した機関を紹介する。
試用の結果、購入を希望された研究者の方々には、MTA（研究成果有体物の提供）の形で、有償で装置
を提供した。元々この装置を発明された岩楯准教授の意向に従い、低価格での提供を前提としていたので利
益はほとんど見込んでいない。

山口ＴＬＯ

ものづくり
創成センター

山口大学

発明者発明者

やまぐち
産業振興財団

樹脂加工業者 電子機器
製造業者

アドバイスアドバイスアドバイス

キュベット 路回気電極電

支援

図 4　試作機開発の体制

イノベーションジャパンにて
産業振興財団の清木氏（左）と岩楯准教授（右）
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■専門企業への紹介と技術移転
今回作成した試作機の資料と、その取扱い説明書および試用してくださった各大学からのコメントを携え

て、エレクトロポレーターの専門メーカーであるネッパジーン株式会社（千葉県市川市）を訪れた。ネッパ
ジーン社はエレクトロポレーターのパイオニアであり、国内トップメーカーである。ネッパジーン社に本装
置の有用性、可能性を認めていただくことができ、技術移転が決まった。同社は雷神のコンセプトにわれわ
れが気付かなかった新たな可能性を見いだされたようである。契約としては特許の独占実施許諾となる。
ネッパジーン社からの商品化に当たって、実際のパーツ製造は、今までの設計資産なども生かせることか
ら、われわれの試作機作成をお願いした山口県内企業が継続して引き受けることになっている。

■今後の展望
特に大学発の研究成果とその商品化との間には、多くの場合下記のような課題が残存している。
（１）その価値の市場性を見極めること
（２）材料・原料あるいは部品を製造する企業を見つけること
（３）それらを商品に仕上げる企業を見つけること
（４）商品を販売する企業を見つけること
これらの多くのステークホルダーが参加できる条件を作り上げることこそが技術移転で最も難しい。
試作機を作成しての POC（概念実証）実践は、かなりの労力と時間および資金を必要とするがその訴求

力は大きく、この困難な取りまとめにおいて非常に有効と考えている。
試作機を作成する上では、大学の工房（ものづくり創成センター）その他の部署から多大な協力をいただ
き、またやまぐち産業振興財団からも試作に必要なパーツ製作を依頼する県内の企業の紹介や仲介、場合に
よっては交渉までご支援いただいた。これらの総合的な支援が無ければとても試作機作成はできるものでは
なく、大学に付属する山口ＴＬＯの立場のお蔭と思っている。
今後も、試作を通した POC実践を実施していくが、場合によっては実機製作ではない別のやり方の方が
効果的な場合があるかと思うので、試作機実機の製作にこだわるつもりはない。要するにいかにしてステー
クホルダーに「この指に停まって」いただくか、そのストーリー作りのツールと考えている。

図 5　試作機の貸与先
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リポート　Report

■カーボン・ニュートラルに向かう世界
地球温暖化対策に関する新たな国際的枠組みである「パリ協定」が国連気候変動枠組条約第 21 回締約国

会議（COP21）において 2015 年に採択されてから、すでに５年以上が経過している。このパリ協定は、
世界共通の長期目標として、平均気温の上昇を 2℃より低く抑え、可能ならば 1.5℃に抑える努力を追求す
ることを目的としている。また、すべての加盟国は 5 年ごとに温室効果ガス排出量の削減目標を更新、削
減の取り組みを国連に報告し、検証を受けることとなっている。この間、2050 年までに温室効果ガス排出
実質ゼロを長期目標に掲げる国が相次いでいる。CO2 排出量が世界最大となる中国は 2060 年実質ゼロの
目標を表明し、米国バイデン大統領は就任後直ちにトランプ前大統領が離脱した協定に復帰して環境への政
策転換を鮮明にした。日本では、菅義偉首相が就任後初の所信表明演説で「2050 年までに脱炭素（カーボ
ン・ニュートラル）社会の実現を目指す」と表明したことが記憶に新しい。

大学等教育研究機関はこの脱炭素の目標に向けて、新たな知の創出や地域との連携による実現に向けた取
り組みの中心的役割を担うことが求められる。2021 年 3 月末に実施されたカーボン・ニュートラル達成に
向けた大学等の貢献に係る学長等サミットでは全国 120 の大学長らが参加し、「カーボン・ニュートラル達
成に貢献する大学等コアリション」立ち上げを表明するステートメントが採択された。東北大学の Green 
Technology、東京工業大学のゼロカーボンエネルギー社会構築などをはじめとし、多くの大学が独自の特
色ある取り組みを推し進めている。

また、国連が提唱する SDGs（持続可能な開発目標）においても「気候変動及びその影響を軽減するため
の緊急対策を講じる」ことが目標の一つとなっており、政府、産業界、アカデミア等によるさまざまな取り
組みが始まっている。

■ 10年間で 11億円の組織的連携
この全世界共通の環境課題に挑み、画期的な研究成果を社会に還元することを目的に、同志社大学は

2020 年 4 月に“同志社―ダイキン「次の環境」研究センター”を京都府京田辺キャンパス内に立ち上げた。
これは「同志社のカーボン・リサイクル」に取り組む研究拠点であり、2018 年に事業活動および製品・サー
ビスに起因する温室効果ガス排出の実質ゼロを目指すことを宣言した空調大手メーカーであるダイキン工業
株式会社との連携事業である。

本研究センターを率いるのは理工学部環境システム学科　後藤琢也教授である。
二酸化炭素回収・利用・貯蔵（CCUS:　Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）技術に

よる取り組みは大気中への CO2 の排出量を減らすものであるが、正味の CO2 ゼロエミッションを目指す
ならば、CO2 を回収し利用するだけでなく、CO2 そのものを分解し、それを資源化することにより、カー

脱炭素社会実現にむけた同志社大学の取り組み
同志社−ダイキン「次の環境」研究センター

同志社大学　研究開発推進機構 
リサーチ・アドミニストレーター

石田　貴美子
いしだ　きみこ
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ボン・リサイクルを実現させる取り組みが必要である。同志社―ダイキン「次の環境」研究センターでは、
CO2 を資源として再利用し、その徹底的な削減を目指す「CO2 回収・分解・再利用技術の開発」と、空調
機の各要素技術の最適設計による最大限の効率化を試みる「エネルギー効率改善の極限を追求する環境技術
の開発」の二つのテーマを中心に共同研究を進めている。

後藤教授のグループは CO2 から化学的な操作により酸素と炭素を取り出す独自の技術を持つ。一方、 
ダイキン工業はフッ素化学について優れた技術を有する。「CO2 回収・分解・再利用技術の開発」ではこれ
らの技術を組み合わせ、CO2 の削減に貢献すると共に、CO2 を資源として利用することを目指している。 

「エネルギー効率改善の極限を追求する環境技術の開発」では、空調主要部品であるインバータ、圧縮機、
熱交換器の 3 分野において、エネルギー損失を最小化し、さらなる省エネや材料の強度・耐食性の向上を
追求する。これら二つの共同研究を柱として、今後も新たな研究テーマの拡充を予定している。

同志社大学は、2016 年より戦略的産学連携に関する中期行動指針として、「我が国の科学振興施策に基づ
く外部資金を活用した組織的な産学連携事業」に取り組んできた。同志社―ダイキン「次の環境」研究センター
の設置に先立って実現したのが、ダイキン工業株式会社との包括的連携協力に関する協定の締結である。

協定の実施にあたってはこれまで行われてきた大学の研究者個人単位の研究による企業との共同研究から
脱却して、環境課題をテーマにした実践的研究開発を目指す「組織」対「組織」の連携を模索した。具体的
な連携のための運営体制、研究環境、実質的な共同研究に加え、共同で人材育成を行うスキームを構築する
ものである。

協定の期間は 10 年間で、ダイキン工業が拠出する資金は総額で 11 億円規模となる。同志社大学にとっ
てはこれまでにない大規模な産学連携のスキームである。研究者個人の研究支援を中心とする従来の産学連
携体制だけでは効果的な運営は難しい。機関をまたぐ大規模なプロジェクトの成功には、その実施体制と運
営力が重要となる。

ダイキン工業の社員と同志社大学の研究者からなる実質的な運営組織を構築し、研究の計画、進捗管理や
開発、人材育成について定例の運営会議での議論を通して検討するほか、新たな研究テーマや予算計画につ
いても検討する。

一方、個別の共同研究に関する契約、予算の執行、知財の取り扱い、研究環境整備、会議の運営等を担当
するのが研究開発推進機構に所属する大学職員の精鋭であり、研究に参画する研究者と企業の担当者間の調
整を綿密に行っている。産業界とアカデミアの会計処理や契約に関する方針の違いなど、交渉に時間を要す
る内容や衝突も存在することから、良好な関係構築とコミュニケーションが成功への鍵となる。研究企画、
リエゾンオフィス、知財センターのそれぞれの立場から、学内の関連部門と連携し、URA やコーディネー
ターの機能も活用しながら研究環境を支えている。

活動拠点となるラボスペースの確保や研究開始スケジュールに合わせた機器の搬入や工事の調整も重要で
ある。研究センターはキャンパス内の研究棟である訪知館内に合計 200 平米の研究室と専属の事務室、セ
ミナー室を整備している。研究室には CO2 分解のための実験機器が配備され、プロジェクト開発室長、プ
ログラムオフィサー（准教授）1 名、特定任用研究員２名が所属している。

■協創イノベーション人材を育成する
同志社―ダイキンの産学連携の特徴的な取り組みは人材育成のプログラムでもある。本協定では、共同研

究の実施と並行して、次代の環境と世界の在り方を統合的な観点からデザインして国際社会に提案し、実現
できる人材の育成を目指している。産業界と大学が一体となった教育を目指す高等研究教育院・アドバンス
ド・リベラルアーツ科目群「次の環境」協創コースを 2021 年春に開設した。

環境問題を解決するのに必要な科学技術は未来社会において存在していくであろう。しかしながら、それ
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を正しく利用、普及し、また新たなイノベーションを創
出するために必要な学問領域や研究領域は、多岐にわた
る。「次の環境」協創コースでは、同志社大学の教育が
得意とする文理の力である、14 学部 16 研究科の多様な
学問領域を融合したカリキュラムを構成している。

中でも特徴的なのは学生と社会人が共修する点であ
る。自身を未来の自分に置き換えて、「将来世代」から
求める新技術やアイデアを協創する「フューチャー・デ
ザイン演習」、新技術アイデアの実現に向けた構想を具
現化して共同研究を提案する「ミッション研究」がカリ
キュラムに組み込まれている。大学院生と社会人が共に
参加する演習からこそ生み出される新たな可能性が期待
される。

同志社大学とダイキン工業株式会社は 2017 年に連携大
学院協定を締結し、研究を通して大学院生の教育に共に取
り組んできた実績がある。次世代の協創イノベーション人
材を育成することもまた、両者の共通の目的である。

産学連携とは、企業が目指す技術課題と大学の基礎
研究の連携による成果創出のみにとどまるものではない。共同研究を通じ、優れた人材を育成することは
大学の大きな使命である。世界中が直面する複雑で困難な環境課題に取り組みながら、「協創イノベーショ
ン人材」を育成することもまた産学連携の成果と考えている。教育カリキュラムを担当する高等教育組織
と研究支援組織が協力し、大学全体の連携内容を構築できていることも同志社の産学連携の強みといえる。

■さらなる発展への体制構築を目指す
上述の取り組みに加え、センター長の後藤教授は、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）「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発 / 次世代火力発電技術推進事業 / カーボン
リサイクル技術の共通基盤技術開発」事業においても、国立研究開発法人産業技術総合研究所と共に「高温
溶融塩電解を利用した CO2 還元技術の研究開発」に取り組んでいる。本事業では、石炭火力発電や製鉄所
などの大規模な CO2 排出量削減に向けたキーテクノロジーとして、高温溶融塩電解を利用して CO2 を固
体カーボンと酸素ガスに分離する技術の開発を行っている。

これらの公的研究費によるプロジェクトや連携機関の拡大によるカーボン・ニュートラルを目指す研究を
推進させるためのさらなる体制構築を計画中である。産学連携の拡大に加えて、大型公的資金獲得による研
究環境や、自治体等、他のセクターとの連携や事業化、社会実装、研究者の育成、環境科学教育等の事業の
総括的な実施と運営を可能とするプラットフォームの構築である。

実際の研究を担う研究者や博士課程学生の確保、研究の動向調査、支援人材の育成、世界への発信力など
課題が多くあることも認識している。国立大学にくらべて研究者一人当たりの学生数や担当する授業時間数
が圧倒的に多い私立大学に特有の、研究者の研究時間確保についても課題が大きい。

2021 年、多くの国公私立の大学がカーボン・ニュートラルの取り組みに名乗りを上げている。
同志社―ダイキン「次の環境」研究センターが目指す脱炭素社会の実現に向けた研究がこれらを先導する

存在になることが目標である。先進的な取り組みを行う他大学の事例とも共有しながら発展していきたいと
考えている。

同志社―ダイキン「次の環境」研究センター　センター長
理工学部 環境システム学科 教授　後藤琢也
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産学官連携活動と幸福度

筆者が所属する学部では、１年次から地域をフィー
ルドとした実習を行っている。学生は、地域の実情に触
れるとともに、様々な課題に向き合い、自分たちに何が
できるのか、課題解決に向けた方策を考えることとなる。
授業としての実習に加えて、お祭りなどのボランティア、
地域の企業や団体でのインターンシップに参加する学生
も多い。これらの地域での活動に関わっている学生は幸
福度が高いのではないかという問題意識の下、地域活動
と幸福度の関連性について卒業研究に取り組んだ学生が
いる。昨今注目されている概念とはいえ、幸福度は極め
て捉えづらい。この学生も試行錯誤をしながら質問項目
を作成し、学部学生 380 人に対してアンケート調査を

行った。限られたデータからは言い切ることはできない
が、分析結果から、地域活動に関わることによって、学
生の幸福度が増す可能性が示された。
その学生は今年 4月から社会人になり、「地域のため

に」は「大切な誰かのために」に重なること、大切な誰
かが幸福になることで自分も幸福になることに気づい
たという。産学官連携活動も様々な人が関わる。活動度
が増すほど幸福度が増すかどうかは分からないが、連携
活動の先にはきっと「大切な誰か」がいる。これを少し
でも意識することでわれわれの幸福度も増すのかもし
れない。

宮崎大学 地域資源創成学部 教授　丹生 晃隆

視点：Point of view

異世代交流のススメ

新しい生活様式が定着しつつあり、会議や打ち合わ
せはオンライン開催が当たり前となった感がある。先日
参加した、とある学会の学術講演会においても、発表は
全てオンライン。淡々と発表が進み、滞りなく会は終了
したが、何か物足りない。従前であれば、「もう少し掘
り下げた話を聞きたい」、「連携ができないか話し合いた
い」などといった際には、休憩時間にでも当人のもとに
歩み寄り、交流を深めたものである。無論、発表者の連
絡先は公開されており、後日連絡を取り合うことは可能
だが、できればやはり、その場で直接会うことでつなが
りを得たい。
そうした中、ふと思ったのだが、生まれた時からイ

ンターネット環境に囲まれ、スマートフォンを使いこな
して育った、いわゆる「デジタルネイティブ世代」には、
この状況がどんな風に映っているのだろうか。むしろ、

面倒な前段階を踏まず必要最小限のやりとりで事が済む
ため、好意的に捉えている節もあるのではないかと推察
する。この世代にとっては、こういったつながり方こそ
がスタンダードであり、従前のような交流の仕方は無駄
が多いと映るかもしれない。
そう考えると、どちらのつながり方がよいか、ではな

く、オンラインであっても従前と同じく、直接会ったと
きと同じように振舞い、つながれるよう、自身の意識や
行動を変えていくことが肝要なのだろう。その意味では、
デジタルネイティブ世代とも交流の機会を得、異世代交
流を通して自身の意識改革を図るのも一手かもしれない。
イノベーションの創出には、異なるものとの交流が

不可欠。異分野、異業種、異文化等に加え、異世代交流
も重視すべきではないか、と思い至った昨今である。

三重県工業研究所 エネルギー技術研究課 主査研究員　山本 佳嗣
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