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さよなら障害…個人の価値観は、時代とともに多様化して
きました。ダイバーシティ（Diversity）は、直訳すると多
様性を意味します。集団では、年齢、性別（ジェンダー）、
人種、宗教、趣味・嗜好（しこう）などいろいろな属性の
人がいます。障害もその一つと言えます。▷障害は、身体、
知的、精神と大きく分類されますが、日常生活や社会生活
において制限は個々の状態で異なります。現状、障害とさ
よならできるまでとは言えませんが、医療や社会の仕組み
の進歩によって、近い将来「さよなら」と言えるような社
会になってほしい、そんな願いを込めて特集のタイトルを

「さよなら障害」としました。▷東京 2020オリンピックは
7月 23 日開会式～８月 8日閉会式、 東京 2020 パラリン
ピックは 8月 24 日開会式～ 9 月 5日開会式（2021 年 6
月 28日現在）。熱戦が繰り広げられることでしょう。特に
パラリンピックは、  disabled person（障害に挑戦する人）
という意味からも、様々な障害を知って理解し、person 
with disabilities（障害者）が社会で希望を見いだせる場と
なれば…。▷特集のタイトルは、先述のような背景と、今
号で紹介する事例はほんの一部ですが障害者に向けた取り
組みが数多く実践されていることからです。（山口泰博）
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株式会社丹青社は人と人、人とモノ、人と情報を結ぶことで、心を動かす「社会交流空間づくり」に取り
組んでいる。1946 年創業以来、総合ディスプレイ業を生業にそのフィールドを広げてきた。商業施設の装
飾からスタートし、博物館の展示を手掛けるようになり、1970 年大阪万博のパビリオン作りなどの機を捉
え、技術とクリエイティブに磨きを掛けてきた。社会の変化やテクノロジーの進化に対応し、空間創造プロ
フェッショナルであり続けるためには、常にイノベーションを推進することが求められ、産学連携による研
究や実験にも挑戦してきた。 

2002 年秋、当社の寄付により東京大学総合研究博物館にミュージアムテクノロジー寄付研究部門が発
足。国内初の産学連携ミュージアム・シンクタンクとして、次世代型ミュージアムを模索するにあたり、当
社エグゼクティブ クリエイティブディレクター ( 現職）の洪恒夫が特任教授を務め、実践的な研究活動に
参画してきた。 

多様な体験を展開する場である「空間」、そしてコミュニケーションメディアである「展示」について、
実験的な要素も加えながら、いくつものミュージアムの具現を試行してきた。博物館展示室における、空間
デザインへのさまざまなチャレンジはもちろんのこと、インターメディアテク西野館長が構想した「モバイ
ルミュージアム」を体現すべく、展示をコンパクトなパッケージに仕立て「どこにでも持ち出せるミュージ
アム」も具現した。これは広く国内外に文化的な資産を提供するツールにもなった。

また、展示や情報を「リアル」に持ち出すことにとどまらず、インターネットを用いて離れた場所に「バー
チャル」で展開することも試行した。「スタジオ型ミュージアム」と名付け、複数の拠点をネットでつなぎ
ミュージアムのレクチャーや質疑のコミュニケーションを行った。発想力、技術力をもってすれば、さまざ
まなスタイルで、人々とミュージアムの接点を生み出す機会創出も可能となる。

こうした産学連携による取り組みから生まれたコンセプトは、文化施設のみならず幅広い分野の空間にも
展開することができている。企業や自治体が事業展開する、商業施設やエンターテインメント施設、教育施
設などのプロジェクトでも発展的に具現化されており、今後もさらに可能性は広がると考える。

コロナ禍の今、コミュニケーションの在り方が一変した。また、テクノロジーも加速度を増して進化して
いることから、従前に捉われずに挑戦する姿勢が重要となっている。一方、人は根源的にはフィジカルな体
験を求めており、リアルの空間が持つ価値は変わらないであろう。　

今後は、これまで培ってきた「体験をデザインする力」を生かし、リアルとバーチャルの融合による空間
価値を実現し、新たな「こころを動かす社会交流空間づくり」に挑戦していく。そのためにも、産学連携に
よる異分野のプロフェッショナルとの協働で生まれる成果を、最大限に活用していきたい。

産学連携によるこころを動かす
「社会交流空間づくり」

株式会社丹青社 代表取締役社長

高橋　貴志
たかはし　たかし
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特 集
Feature さよなら障害

■リハビリや登山スポーツにも
超高齢社会に突入した日本では、高齢者の割合が増え続けることに伴う社会保障費の急増、医療や介護に

関わる人材の不足など深刻な課題を抱えている。この問題を解決するために、健康寿命を延伸するととも
に、支援技術を用いて高齢者が自立して生活できる社会を築くことが求められている。AssistMotion（ア
シストモーション株式会社）は、高齢者などの生活動作が不自由な人、またはそれを予防したい人に対し
て、ロボット技術を用いて支援することにより、一人一人が自立した、対等 (Equal) な社会を築くことを目
指している。縦軸に革新 (Innovation) と保守 (Conservative) の軸をとり、横軸に人間 (Human) と機械
(Mechanical) をとると、弊社の目指す行動指針は第２象限の「人に優しいウェアラブルロボット」(Human 
Friendly Wearable Robot) を高度に発展させ、真に人々に受け入れられるロボットを世に出すことであ
る（図１）。

超高齢社会の進行の中で、ウェアラブルロボット技術を利用して人々の動作をアシストする技術は今後よ
り一層の重要性を増すものと考えている。幅広い領域で利用されるためには、単に動作をアシストするだけ
ではなく、人との親和性を高め、人の感性に訴えることで喜んで使用したくなるようなロボットの実現が重

要である。そのために、人に優しいウェアラブル
ロボット（ロボティックウェア curara）と次世代
ソフトアクチュエータ（塩化ビニル（PVC）ゲル
人工筋肉）の研究開発を二つの柱とし、ウェアラ
ブルロボットを実用化する活動を行っている。

現状では、図 2 に示したロボティックウェア
curaraWR-P をモニター貸し出ししている。この
ロボットは歩行をアシストし、病院のリハビリ訓
練や介護施設などでの機能訓練を支援するために
用いられる。これまでに、多くの病院、介護施設、
個人の方などに試用していただいており、これら

生活動作支援ロボット curara® の開発

AssistMotion 株式会社 代表取締役

橋本　稔
はしもと　みのる

高齢化の進行の中で、高齢者、障害者の動作をアシストし、また健康寿命の延伸を図る人に優しい歩
行アシストロボット curara（クララ）の開発と事業化を進めている。これにより、高齢者や障害者で
あっても、誰もが自分の足で歩ける社会を目指している。ロボットの概要、開発の経緯、事業化の現
状や課題について解説する。

 図１ 　弊社が目指す行動指針
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のユーザからの意見をフィードバックして、製品モデルを開発している。また、歩行支援機能は、幅広い応
用が可能で、リハビリ訓練、自立支援、健康寿命延伸、ユニバーサルツーリズム、登山スポーツなど今後応
用分野を拡大することを検討している。

■信州大学発のベンチャーとして 2017 年設立
弊社は、信州大学において得られた研究成果を社会貢献につなげるために設立した信州大学発のベン

チャーである。信州大学では、2008 年から高齢者などの自立歩行が困難な方のリハビリ訓練や自立支援を
目的に、人に優しく寄り添うことができる生活動作支援ロボット「curara®」の研究開発を進めてきた。ロ
ボティックウェア curara® は、人とロボットのインタラクションを制御する技術を基礎技術として、国立
研究開発法人科学技術振興機構（JST）の A-STEP シーズ育成タイプの支援を受け 2011 年より研究を開始
した。その後、信州大学先鋭領域融合研究群の歩行アシストサイボーグプロジェクト、国立研究開発法人日
本医療研究開発機構（AMED）の医療機器開発推進研究事業、東京都立産業技術研究センターのロボット
産業活性化事業、AMED のロボット介護機器開発・標準化事業、公益財団法人市村清新技術財団の新技術
開発助成などの支援を得て開発を進めてきた。また、長野県を中心とする多くの企業や病院、介護施設の協
力を得て開発を進めてきた。curara は零号機から第 6 世代となる最新機の WR-P に至るまで開発が繰り返
されてきたが、その過程で実用化を目指して、2017 年に AssistMotion 株式会社を設立した。

■リチウムイオンバッテリーで連続動作 1 時間 
curara は股関節と膝関節に計 4 個のアクチュエータが付いており、歩行のみならず、起立着座や階段昇

降をアシストすることができる。腰部にコントローラー、バッテリーが入るボックスがあり、アクチュエー
タを含む総質量は 4.5㎏である。タブレットにより無線でロボットを操作することができる。リチウムイオ
ンバッテリーを用いて、約 1 時間連続で動作させることができる。

非外骨格構造＊＊ 1 を有するロボットであり、リンク機構を用いないために、ロボットを軽量化することが
可能で、4 関節をアシストするロボットとしては軽量であり、装着時の拘束感も少なくなっている。そのた
め、ロボットにより自然な歩行をアシストすることが特徴となる。

制御法としてはわれわれが独自に開発した同調制御法を用いている。脊髄（せきずい）にある中枢パター

タブレットで
簡単操作

起立アシスト

 図２ 　ウェアラブルロボット curara
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生成器の数学モデルである神経振動子（松岡モデル）を用いて制御することで、装着者のリズムに合わせた
ロボットの制御を行うことができる。また、動きを合わせる強さを同調性と呼び、その同調性を調整するこ
とで、アシストの強さを変えられる。そのため、関節軌道を制御して適切な歩容を装着者に提示することが
できる。

これまでに、脳卒中患者に対して curara を用いることで、制御を行わない場合に比べて歩行速度、歩
幅、ケイデンス（歩数／分）が 20 ～ 30％程度改善することが分かっている＊＊ 2。また、脊髄小脳変性症
の患者に対して上記と同様の実験を行い、歩行の安定性や滑らかさを示す指標である Harmonic Ratio が、
curara で制御することにより高くなり、安定化することが分かっている＊＊ 3。

■課題は価格 望まれる介護保険適用
これまで、ロボット技術の開発とその効果の検証を進めてきたが、こうしたロボットを事業化するために

は、今後解決しなければならない課題が存在する。curara は他の歩行アシストロボットに比べ安価である
が、それでも数百万円の価格となる。こうした高価な機器を介護施設で導入するにはハードルが高く、まし
てや高齢者個人で購入することは難しい。一定の導入補助金制度を設けている自治体もあるが、限定的であ
りなかなか介護施設では導入できない。この問題を解決するためには、国による導入補助金制度の拡充や、
こうしたロボットの介護保険適用が望まれる。

■ PVC ゲル人工筋肉で価格を抑制、さらなる軽量化へ
弊社の有する技術の第 2 の柱であ

る、PVC ゲル人工筋肉を用いて、ロボ
ティックウェアを軽量化し、安価にす
る方針である。ロボティックウェアが
各個人に使われるためには、大幅な軽
量化と、安価な製品にする必要がある。
PVC は床材や水道管に使われる材料で
安価であり、もし実現できればウェアラ
ブルロボットの核心的な技術となること
は間違いない。図３に示すような衣服感
覚で使用できるロボティックウェアの実
現と事業化を目指している。

＊＊ 1　
水上，橋本：人と統合するロボット；機械の研究 , Vol. 69, No.2, pp.93--101 (2017)

＊＊ 2　
Mizukami N, Takeuchi S, Tetsuya M, Tsukahara A, Hashimoto M, Yoshida K, Matsushima A, Maruyama Y, Tako K. Effect of the 
synchronization-based control of a wearable robot having a non-exoskeletal structure on the hemiplegic gait of stroke patients. 
IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng 26 (5): 1011-1016, 2018. (doi: 10.1109/TNSRE.2018.2817647) 

＊＊ 3　
Tsukahara A, Yoshida K, Matsushima A, Ajima K, Kuroda C, Mizukami N, Hashimoto M. Effects of gait support in patients with 
spinocerebellar degeneration by a wearable robot based on synchronization control. J NeuroEng Rehabili 15: 84, 2018. (doi: 
org/10.1186/s12984-018-0425-4)

 図３ 　人工筋肉を用いたモーションウェア



72021.7　

特 集
Feature さよなら障害

■全盲で東大受験
網膜剥離（もうまくはくり）は、眼球の内側にある網膜が剥がれ、視力が低下する病気で、加齢や糖尿病網

膜症など別の病気が原因だったり、事故などによる頭部や眼球への打撃が原因で引き起こされることもある。
静岡県立大学国際関係学部の石川准教授は、16 歳のとき網膜剥離のため失明し、それ以後は全盲だ。
もともとは理系志望で、盲学校時代に理系で大学受験を目指したが、当時は理系学部の点字受験を認める

大学はほとんどなかった。日本で初めて東大受験をと周囲から応援されていたことから、得意な理系を諦
め、文系に変えてでも周囲の期待に応えようと東京大学の文学部を受験した。全盲の学生が東京大学に入学
したのは史上初めてのことだった。

石川教授は「当時は若かったこともあり、周囲の期待に応えようと一生懸命でした」と振り返る。
そして 1981 年、卒業と同時に東京大学大学院に進学し、1987 年に博士課程を単位取得退学。1984 年

に１年ほどニューヨーク州立大学ストーニーブルッ
ク校に留学した。大学院と米国留学時代には、目が
見えないことで苦労を強いられた。研究のため読ま
なければならない論文や読みたい論文も読めない。
当然インターネットも発達していなかった時代だ。
「米国留学時代に、音声合成でしゃべっているパ

ソコンに出会って感激しました。これは目の見え
ない人に使えると思って、プログラミングを独学
で学びました。テキストはカーニハン＆リッチー
の "The C Programming Language（プログラミ
ング言語 C）" でした」と石川教授。大学院卒業後は、
静岡県立大の教員として授業や研究の傍らソフト開
発にも熱中したという。

全盲の不便さと米国留学が今の静岡県立大学発ベ
ンチャー 有限会社エクストラ（静岡県静岡市）を立
ち上げる契機となった。

■できる範囲が広がっていく
エクストラ設立は、2000 年。今年で 21 年目を迎

える。転機となったのは、海外のカンファレンスな
どで接点があった会社から、その会社の視覚障害支

全盲だから分かるシーズとニーズ
情報技術で視覚障害のできないことを
できるに変える
人はその当事者にならなければ、ほんとうにその立場を理解できないものだ。想像だけではミスマッ
チが起こる。静岡県立大学の石川准教授は、授業と研究の傍ら、デジタルで点字翻訳を手掛けるシー
ズ側でありニーズ側でもある。

静岡県立大学　石川教授
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援ソフトを日本語に移植する仕事をしないかとオファーされたからだ。
そこで、海外ソフトを日本で利用できるようローカライズし、開発から販売まで手がけたいと、ワンルー

ムのオフィスで１人で始めた。
「今では、シーズ・ニーズマッチングの考え方が定着していますが、当時は、目が見えないからできない、

そんな制約を取り払い、できることの範囲を広げていくには、自分たちで自分たちの道具を作っていくしか
ないと思っていました。デジタル文書（テキスト）を、点字プリンターで印刷し、点字にして読めるように
する自動点訳ソフトを開発したり、パソコンの画面を読み上げたりするソフト、読み書きなど、パソコンを
操作するためのソフトは一通り作りました」と石川教授。

その言葉の通り、同社ウエブサイトの製品リストには、自動点訳ソフトウェア、画面読み上げソフトウェ
ア、画面拡大ソフトウェア、携帯端末、ウエアラブル端末、マルチプレイヤー、点字プリンター、点字ディ
スプレイ、拡大読書器、ゲームソフトなど数々の製品がラインアップされている。

■プログラミングは光明を見いだしたか
コンピューターの画面上に表示されたテキストやボタンなどを、マウスを用いてクリックすることで、動

作させるグラフィカルユーザインタフェース（GUI、グーイ）を採用した、マイクロソフト ウィンドウズ
パソコンが一般にも手の届く価格で販売されるようになった。その代表が、windows95 だ。さらに 98 へ
と進化するのと並行して、2000 年にはマイクロソフトが開発・販売していた、パーソナルコンピュータ向
けのオペレーティングシステムのエムエスドス（MS-DOS）が終焉を迎えた。

世の中で、低価格の GUI パソコンが汎用化するに伴い、石川教授は挫折していった。
目の見える人にとって、パソコン画面に表示されるボタンをマウスを使って視覚的にクリックする動作は非常

に便利だが、目の見えない人にはマウスクリックはできない。MS-DOS は、キーボードだけで操作ができていた。
「私が視覚障害支援ソフトを開発できたのは、MS-DOS 時代だからでしたが、GUI は、目の見えないプ

ログラマーが一人でできるレベルを超えてしまい、歯が立たなくなってしまいました」と石川教授は明かす。
そこで、世界的に評価が高く多くの人が使用する海外のメーカーと連携し、高機能の既存のソフトを日本語
に移植するローカライズにシフトした。

■働き方を柔軟にすれば小さい会社でも、地方でも優秀な人材が集まる
既存ソフトのローカライズは、開発リス

クやコストを下げられ、早くに製品化が可
能だ。しかしローカライズはメーカーから
ディーラー価格で仕入れ、販売代理店が介
在するので、市場規模の小さい専用支援機器
は、どうしても価格が高価になる。高くても
手元に入るマージンが少ない。一方で、海外
から見ると日本語対応は難しい作業なので、
視覚障害の当事者としてフィードバックする
ことは双方にメリットがある。

今年２月にリリースした最新のウエアラブ
ル端末「エンビジョングラス」は、オラン
ダのエンビジョンテクノロジー社の製品で、
Google Glass（グーグルグラス）をデバイエンビジョングラスのカメラで見た「風景」
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スとして使用し、画像認識技術によりさまざまな情報を伝える機器だ。使用方法は、エンビジョングラスを
直接 WiFi （ワイファイ）などの無線でネットワークに接続すると、文字情報を読んだり物体を認識できた
りする。視覚障害者が眼鏡のようなそのグラスをかけると、見えたものを読み取り、読み上げてくれる支援
ツールだが 40 万円以上の価格設定にせざるを得ないという。

石川教授は、こう明かす「売れるものも売れないものもたくさん作ってきました。一番売れたのは、自分
で作った点訳ソフトです」。手間暇はかかるが、自社開発は、全て自分でハンドリングできて利益率もいい。
それが会社の支えになっている。

社員 1 人からスタートした会社は、今は 10 人を雇用している。これまでのような働き方に固執し制約が多い
と人は集まりにくい。家事や育児の負担が大きいとフルタイムでは働けない。しかし、制約を取り払い柔軟な
働き方ができるようにすれば、小さい会社でも地方でも優秀な人材が集まるのだと言う。それを裏付けるよう
に、社員 10 人のうちの半数が女性で、ほとんどは地元静岡在住だが、１人は東京在住で在宅勤務をしている。

■視覚障害者が外出するときの３択
視覚障害者が外出するときは、白杖（はくじょう）歩行、盲導犬の使用、人による同行支援、この３択

しかない。白杖歩行と盲導犬の使用には、GPS 機器も役に立つ。それぞれメリットとデメリットはあるが、
最も安心できるのは人によるサポートだ。

カーナビや Google MAP（グーグルマップ）などは、移動時に GPS を利用し地図や風景を画像で案内
してくれる。紙の地図もあるが、最近はほとんどの人が、デジタル地図を利用するようになった。

GPS が誤差を生じることは分かっているから、目が見えていれば、自分で実際の風景やランドマークを
確認し自分の位置を修正できる。GPS は、通信環境の不安定なときにもずれが生じる。現在のところ GPS
は誤差が不可避だが、視覚障害者は、その誤差があると安心して利用しにくい。景色が見えないから自分で
位置の微調整ができないからだ。

また、環境や障害物は常に変わって
いく。周辺施設道路の状態など脳内地
図ができるだけでも生活の質は向上す
るのだが、実際の環境はずっと複雑で、
怖くて普通の人のように、足取り軽く
歩くことはできない。だから、初めて
の場所へ行くのは、至難の業である。

例えば、視覚障害者でも電車の駅の
順序は分かる。しかし、二次元的な位
置関係は分からない。銀座―日比谷公
園―皇居―霞が関。この位置関係が分
かるだけでも楽しいと言う。自分がど
こにいるのかが分からないから、それ
が分かると安心できるし楽しい。それ
が視覚障害者の気持ちだ。

石川教授は「高い所からの鳥観図が
描けるのと、ストリートビューのよう
に、路上に立ったときにどんな風景が
広がっているのか描けると、生活して エンビジョングラスのカメラで見た「行政からのお知らせ」
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いる実感ができます。講演などで全国へ出
掛けますが、記憶に残るのは、人との出会
いと食べ物だけです。風景が見えないから、
確かにそこへ行ったという実感は得られな
いからつまらないですよ」と笑った。

個人的なことだが筆者は、難病のクロー
ン病で小腸機能障害の障害者だ。障害者
と一言で括りがちだが、それぞれの障害
によって、できることできないことが異な
る。筆者の場合は、食事制限から外食で食
べられるものはほとんどない。仕事で全国
へ行っても、うどんばかりすすっている。
スーパーの食品売り場のほぼ９割以上は食
べられないが、外食よりはまだ安心だから、

白米と煮魚や煮物など「低脂肪・低刺激・低残渣の３低食」を買って来てホテルで食べる。その土地の食べ
物はほとんどが食べられないからつまらない。つまらないから、滞在時間も短く行ってトンボ返りでさみし
いものだ。だから風景さえも記憶に残らないことが多い。石川教授とは真逆の「できない」がある。

■ SDGs に貢献しているとは自分から言いにくい
石川教授は、テクノロジーの活用と障害者政策への参加の両輪で、「できなくなることを、できるようにし

たい」と考えてきた。内閣府障害者政策委員会委員長、国連障害者権利委員会副委員長などを歴任してきた
が、政策によって社会環境の整備を進めていくのは大事だが、そう簡単に改革できるものではないとの見立
てだ。

社会は SDGs の取り組み強化に動き出している。エクストラは、視覚障害者の「できない」を「できる」
に変えることをゴールとして追求してきた会社だ。従って、会社の事業自体丸ごと SDGs に直結するとい
える。しかし、シーズ側の視覚障害者がニーズ側の視覚障害者のために開発する製品は、シーズ側の視覚障
害者自身のための製品でもある。「SDGs への取り組みが本格化する以前から当たり前に行ってきた活動を、
企業としての自覚的な SDGs への取り組み、と言うことには抵抗を感じる」と石川教授は自重気味だ。

大学教員の立場から、エクストラでの立ち位置は無給の開発責任者だが、まもなく定年を迎え時間に余裕
ができるので、会社の経営にも力を注ぎ、成長を促したいと石川教授。視覚障害者の目となる事業の発展を
期待して止まない。

 （山口泰博）

エンビジョングラスのカメラによる外での撮影
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■介護用繊維製品開発プロジェクト発足の経緯
介護用繊維製品の開発は、今治タオル製造の株式会社トップファクトリー今治（愛媛県今治市）の従業員が

日ごろから抱える「親の介護不安」が起点となっている。高齢社会の進展に伴い人生 90 年―100 年の時代が
到来した。介護という言葉は、今日の日本社会を象徴する一つの概念として、われわれの日々の暮らしに密
着したものとなって久しい。

人間は社会の中で周囲と
の調和を図りつつ、食べた
いものを食べ、着たいもの
を身にまとい、自分が気に
入った道具を使うなど自分
らしい生活を送っている。
介護が必要になった場合も
しかり、要介護者の思いを
尊重し自立に向けた支援が
求められる。さらに「生活
の豊かさ」という視点から

産学官連携事業による介護用繊維製品の開発

聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 
社会福祉学科 教授

恒吉　和徳
つねよし　かずのり

聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 
社会福祉学科 教授

村岡　則子
むらおか　のりこ

聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 
社会福祉学科 教授

秋山　昌江
あきやま　まさえ

聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 
社会福祉学科 講師

小木曽　真司
おぎそ　しんじ

本学は 1998 年に愛媛県内唯一の福祉系大学として開学した。目まぐるしく移り変わる現代社会の大
きな変革に柔軟に対応し、これまで多くの学生を育て、人と人、人と地域をつないできた。兼ねてよ
り本学の産学官連携事業は「骨まで食べられる干物」＊＊１や「高齢者施設向け機能性壁材」＊＊２の開発な
ど、地域貢献や地域活性化の一環として、加えて学生の教育ツールとして積極的に展開してきた。
そこで本稿では、2019 ～ 2020 年度にかけて産学官が連携し、学生参画のもと、高齢者などの
生活の質（QOL）向上を目的に、介護用繊維製品の開発に取り組んだ活動について紹介する。

 図１ 　プロジェクト体制と役割分担
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捉えた場合、一人ひとりの価値観や考え方の違いはあるが、豊かさに必要なものは安全かつ安心して暮らす
ためのサービスの整備や拡充はもちろんのこと、個々の欲求を満たす「衣・食・住」に関する事柄を適切に
整えることであるといえるだろう。今回の開発に取り組んだ背景には、そうした介護を必要とする高齢者の
個々の欲求を満たす「快適な暮らし」の継続にある。

■具体的な取り組み
このプロジェクトは、聖カタリナ大学人間健康福祉学部社会福祉学科とトップファクトリー今治、愛媛

県産業技術研究所繊維産業技術センターが連携し愛媛県内の 21 カ所の高齢者福祉施設の協力のもと開発
に取り組んだ（図１）。その特徴は、高齢者福祉施設の職員や入居者を対象にアンケート調査などで情報
収集と分析、試作品の改善と検証を繰り返し PDCA サイクル（Plan：計画、Do：実行、Check：評価、
Action：改善）に沿って展開したことにある。さらに、学生らが福祉や介護の専門的知識とスキルなどを
活用し学生参加型の連携プロジェクトとして実施したことだ。

数回に及んだモニター調査では、各専門機関の特性を生かした役割を担い製品の改良を繰り返し行った。
例えば「産」では製品の試作と改良、販路開拓など、「学」ではモニター調査の実施と分析、商品開発の提
案など、「官」では製品に関する技術面の助言や関係機関への連絡・調整などを担った。こうして約１年半
にわたる製品開発の期間では、産学官を軸に学生および高齢者福祉施設の職員らとの活発な意見を交わし使
用する素材、形状、色、パッケージデザイン、商品名を検討した（表１）。

前述の取り組みの結果、①食事用エプロン「巻いてミール」、②介護用ボディータオル「きめこまか」、
③自立支援浴用手袋「洗ってみとん」を開発するに至った（写真１）。

①食事用エプロン「巻いてミール」
本製品は、ストール型エプロンであり、食事を楽しい時間に感じ

られることを目的とした。さらに、巻き方を変えることによって、
食事以外の場面でも使用できるファッション性のあるデザインであ
る。特徴は、生地を前面で二重にクロスし、座位姿勢時に膝（ひざ）
までを覆う長さとしたことで、飲みこぼしや食べこぼしによる耐水
性を高めた。また、要介護者および介護者にとって着用しやすいよ

時　期 担　当　機　関 協　力　施　設
2019 年 10 月 コンセプト等の検討開始
2020 年  ３月 1 回目：試作品完成 モニター調査（４施設）

同　　６月 改良点ヒアリング
同　　７月 学生参画（聖カタリナ大学人間健康福祉学部社会福祉学科）
同　　８月 2 回目：試作品完成 モニター調査（21 施設）
同 　10 月 改良点ヒアリング
同 　11 月 商品名検討

同 　12 月 3 回目：試作品完成
配色の検討 モニター調査（４施設）

2021 年  １月 4 回目：試作品完成、形状検討
商品名決定、パッケージデザイン検討

同　　２月 商品完成

 表１ 　開発スケジュール
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うに、視認性が高い青色のスナップボタンを２段階で調整できるように配置したことで、体格や使用用途に
合わせることができる。綿 100％のタオル生地であるため、首回りの嫌悪感が軽減され、通気性や保温性
も高く、季節を問わず快適に着用できる。

②介護用ボディータオル「きめこまか」
本製品は、高齢者の弱い肌を優しく洗うことを目的とした。特徴

は、折り畳んだ際に握りやすく、また、水に濡らしても重くなり過
ぎないよう、一般的な浴用タオルの半分程度の大きさとした。綿
100％のガーゼ綿であり、生地の裏面に「模紗織（もしゃおり）」を
施すことで、泡立ちを向上させ、きめ細かな泡によって毛穴の汚れ
を除去しやすく、手洗いのような肌あたりで皮膚のダメージを軽減
できる。

③自立支援浴用手袋「洗ってみとん」
本製品は、入浴における自立支援を目的とした。特徴は、把持力

の低下や手指の可動制限がある場合でも、自分の手で洗えるよう、
ミトン型のデザインを採用し、左右兼用とした。また、袖口にゴム
を付け、絞りを作ることで着脱を容易にし、かつ洗身時の脱落を軽
減した。介護用ボディータオル「きめこまか」同様、綿 100％のガー
ゼ綿であり、生地の裏面に「模紗織」を施し、きめ細かな泡により清
潔を保持し、過度な摩擦による肌荒れを防止できる。

いずれの製品も人間の基本的欲求を補完する役割を担うだけでなく、日常生活上の活動範囲の拡大、活動
量の増加および生活意欲の向上などの効果が見込まれ、要介護者の「介護されている」という心理的抵抗感
の軽減や社会参加の促進が期待できる。

 写真１ 　介護用繊維製品（完成品）
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■今後の課題と展望
本学では建学の精神、教育理念、教育研究目的を踏まえ、教育研究活動の成果を広く社会に還元すること

を目的として、社会連携・社会貢献活動を推進している。産学官連携事業においてはこれまで主に「ユニバー
サルデザイン（UD）」をテーマに商品開発等に取り組んできたが、今回の介護用繊維製品の開発プロジェ
クトにおいてはコロナ禍での厳しい状況の中、介護現場の声を可能な限り反映し商品化までこぎ着けたこと
に加え、学生も積極的に参画し貴重な学習の機会になりえたことから初期の目標を達成できたといえよう。

介護の現場においては要介護者を主体としたサービスの提供が基本であり、QOL の向上を目標とした彼
らの生活環境の改善、普段使用する道具・機器の改良への取り組みは必要不可欠といえる。特に高齢者福祉
施設の入居者にとっては、施設が「生活の場」であることから「衣・食・住」における快適さ、利便性、安
全性の追及に専門的な関与が必要とされる。また一方ではケアする側にとっての使いやすさや安全性も重要
な視点である。

今回開発した製品については、継続してユーザー（要介護者、介護者）の声を収集し、必要に応じて改良
に取り組むと同時に、本連携事業を通じて構築できた施設側との関係を生かして、現場が抱える多様なニー
ズの発掘に努め、介護現場の環境改善に向けた UD 商品開発に取り組み、併せてこれらの活動を通して、
学生に対する多様な学習の機会につなげていければと考えている。

大学の知的資源の活用は、地域活性化を図る上で重要な取り組みである。また 2040 年に向けた高等教育
のグランドデザイン（答申）（中教審第 211 号）＊＊３では学修の幅を広げる教育、多様で柔軟な教育プログ
ラムの充実が求められている。産学官連携事業への学生参加は、多様な企業や地域住民との交流を通し社会
人基礎力が養われ、アクティブラーニングや問題解決型学習（Project Based Learning）を通して援助者
としての実践力向上が期待できる。「地域に愛され、地域とともに発展する大学」を目指す本学は、今後も
地域の様々な企業や団体、機関、行政等と連携し、大学を拠点とした「知」の創造と「技術」の革新に努め、
人々の暮らしの質の向上に寄与したいと考える。

＊＊ 1　
聖カタリナ大学「地域連携推進室　産学官連連携①骨まで食べられる干物（魚）」ウェブサイト

＊＊ 2　
聖カタリナ大学「地域連携推進室　産学官連連携④高齢者施設向け機能性壁材の開発」ウェブサイト

＊＊ 3　
文部科学省「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）（中教審第 211 号）」ウェブサイト
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■ Plus の背景・概要
多様で挑戦的な発想を持つスタートアップは、新たな産業の担い手として期待されているため、政府が、

スタートアップに対し、自律的・連続的に成長するための支援や環境整備を行うことが重要となっている。
特に、新型コロナウイルス感染症による経済の低迷に伴い、市場ではスタートアップへの新規のリスクマ
ネーの供給が大きく落ち込み、日本でもようやく立ち上がってきたスタートアップ・エコシステム＊ 1 が機
能不全に陥ることが懸念されている。活性化しつつあったスタートアップ創出の動きや、事業化に向けたス
タートアップの活動を維持・促進するため、政府機関によるスタートアップ支援策を切れ目なく実施する必
要がある。

他方で、これら政府機関が行うスタートアップ支援には、幾つかの課題があることが指摘されている。例
えば、各政府機関がそれぞれ独自に支援メニューを展開しており、それらの情報を一元的に得ることが難し
い。また、各政府機関同士での情報共有や政策連携が不十分であり、質の高いスタートアップに対して集中
支援が行われていない。

このような背景の下、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）、独立行政法人国際協力機構
（JICA）、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
（NARO）、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、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）、国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総
研）および独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）の 9 機関は、2020 年 7 月に、スタートアップ
支援機関連携協定（通称「Plus “Platform for unified support for startups”」）を締結した（図 1）。この
Plus での活動を通じ、技術シーズ＊ 2 を生かして事業化などに取り組むスタートアップおよび創業を目指す
研究者・アントレプレナーなどの人材を継続的に連携して支援し、新産業の創出を促進することなどにより、
日本のスタートアップ・エコシステム形成および海外を含む経済・社会課題の解決に寄与することを目指す。

新たな産業の担い手として期待されるスタートアップに対し、様々な政府機関が支援を行っている
が、それぞれ独自に支援メニューを展開しているため一元的な情報収集を行うことが難しく、政府
機関間での連携も不足していることが課題となっている。そのため、スタートアップ支援に取り組
む政府機関による連携協定を締結し、支援事業の情報共有やワンストップ相談窓口の運営などに取
り組んでいる。開始から約半年が経過したこの連携プラットフォームについて、これまでの取り組
み状況と、さらなる課題の解決に向けた展望について、本稿でご紹介したい。

スタートアップ支援に取り組む政府機関による
連携プラットフォーム“Plus”

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）

伊吹　信一郎
いぶき　しんいちろう
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■ Plus の取り組み
現在、Plus では大きく分けて二つの取り組みを行っている。
1 点目は、「スタートアップ支援情報の共有・整理・発信」である。例えば、NEDO を事務局として、

Plus 参加機関が集う定例会を開催し、それぞれが実施している支援事業の相互理解を深めているほか、各
参加機関の支援メニューをまとめた資料を NEDO のホームページ（HP）に掲載している。また、2020 年
11 月からは、NEDO の HP においてワンストップ相談窓口「Plus One」を設け、政府機関による支援に
関するスタートアップからの相談を受け付けている（図 2）。これにより、「支援を受けたいが、誰に相談し
たらいいか分からない」、「いろいろな事業があって、どれを選んだらいいか分からない」という悩みに対応
し、希望に沿う事業や Plus 参加機関をはじめとする政府機関などへの紹介を一元的に行うことで、スター
トアップが自身に適する支援を受けやすくなることを目指す。

2 点目は、「個別事業の相互連携の促進」である。例えば、JST の START 事業＊ 3 で支援した事業者が、
NEDO の STS 事業＊ 4 に応募する際に、当該事業者が希望する場合に JST から NEDO に対して紹介状を
発出し、NEDO が審査において一定の優遇措置を講じることで、切れ目ない支援を実施する。同様の取り
組みを、他機関の他の事業に拡大することを検討しており、これらによりスタートアップに切れ目ない支援
を行うことを目指す。

■これまでの成果
これまで、Plus 参加機関が一堂に会する定例会を 2 回開催した他、個別の参加機関同士での意見交換

を実施し、具体的な連携策について議論を行っている。個別事業の相互連携はまだ具体化できていない

図１　Plus の概要
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が、ある機関が支援した事業者の要望に基づき、別の機関を紹介する事例が幾つも生まれており、新たな
支援につながることが期待されている。例えば、農研機構が支援している海外展開を視野に入れた研究開
発について、JETRO が紹介を受けて、海外展開に向けた支援を継続しているケースがある。また、JST の
SUCCESS 事業＊ 5 において出資したスタートアップのうち、海外展開を計画する企業について、JETRO
に紹介し JETRO の GAH 事業＊ 6 により海外展開を支援している。

また、Plus One については、2021 年 6 月 1 日時点で 24 件の問い合わせをいただいており、事務局で
ある NEDO で応対している。まずは NEDO でヒアリングを行った上で、詳しい要望を伺い、その要望に
応じて適切な事業や機関を紹介している。これまでのところ、資金調達に関する相談が多く、主に NEDO
が実施している研究開発支援事業を紹介しているが、海外展開に関する支援ニーズなどもあり、相談内容に
応じて、Plus 参加機関のほか、Plus には参加していない他の公的機関につなぎ、事業紹介をしていただく
機会を設けたケースもある。中には、ある公的機関が行う認定制度について、当該機関と意見交換を行う機
会を設けたこともあり、直接の支援につながるものではないものの、公益に資する形でのビジネス展開を支
え得るような機会を創出できたのではないかと考える。

■取り組みの中で見えてきた課題と今後の展望
他方で、これらの活動を通して、今後取り組むべき課題も明らかになってきた。例えば、当初から課題と

して挙げていた、支援情報を一元的に得ることが難しいという点に対しては、取り組みは道半ばであり、ス
タートアップ目線でのユーザーインターフェイス・ユーザーエクスペリエンス（UI・UX）を整備すること
が必要であると考える。また、Plus 参加機関同士での情報共有や連携をより高度化させ、これまで以上に
多様なニーズに応え得るプラットフォームとすることにも取り組むべきであると考える。

図２　ワンストップ相談窓口「Plus One」の概要
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今後、Plus での活動を通じて、これらの課題の解決に中長期的に取り組むことを予定している。例えば、
スタートアップ目線での UI・UX の改善については、支援内容の一元的な発信や、スタートアップの申請
および支援機関の管理が容易となる仕組みを検討したい。また、現在の 9 機関以外にも Plus に参加してい
ただくよう呼び掛けるほか、民間のスタートアップ支援人材にも協力していただくなど、連携の幅を広げる
ことも併せて検討したい。Plus がわが国のスタートアップ・エコシステムの中で果たす役割をより拡大し、
世界で活躍するスタートアップを支える重要な基盤となることを目指して、より一層取り組みを強化してい
きたい。

＊ 1
スタートアップや大企業、投資家、研究機関など、産学官のさまざまなプレイヤーが集積または連携することで共存・共栄し、先端産業の育成や
経済成長の好循環を生み出すビジネス環境を、自然環境の生態系になぞらえたもの。

＊ 2
研究開発や新規事業創出を推進していく上で必要となる技術の種。

＊ 3
大学発新産業創出プログラム。事業化ノウハウを持った人材（事業プロモーター）ユニットを活用し、大学等発ベンチャーの起業前段階から、研
究開発・事業育成のための公的資金と民間の事業化ノウハウなどを提供する事業。

＊ 4
研究開発型スタートアップ支援事業／シード期の研究開発型スタートアップに対する事業化支援。具体的な技術シーズを活用した事業構想を持
ち、NEDO が認定したベンチャーキャピタルから一定額以上の出資を受けるスタートアップに対し、NEDO が研究開発費を助成する事業。

＊ 5
JST の研究開発成果の実用化を目指すスタートアップに対し、出資や人的・技術的援助（ハンズオン）を行う事業。

＊ 6
JETRO が世界各国のスタートアップ・エコシステム先進地域に設置する「ジェトロ・グローバル・アクセラレーション・ハブ」を通じて、現地
有力アクセラレータ等との連携により、日系スタートアップのグローバル展開を支援する事業。
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毎年発表される何十万もの科学論文の多くは科学的知見の域にとどまっている。新型コロナウイルス対策
で開発された mRNA ワクチンや、相対性理論を応用した GPS など科学技術でわれわれの生活を変える例
はごく一部だ。

では、優れた研究を一般社会に普及させるにはどうすればいいのか？
普及のためには研究の内容はもちろんだが、研究者自身がアイデアを発展させたいという情熱に加え、戦

略的な知的財産権の位置付けや、プロジェクトを市場に投入する際のリスク管理、実現可能な市場参入の時
期への見極め、事業化に適切なパートナー探し、資金調達の市場状況、プロジェクトの見込みに賭けてくれ
る投資家の存在など、様々な要因が必要とされる。

学術機関における技術移転組織は、科学的発見を製品やサービスに変換し、成功するビジネスに発展させ
る上で重要な役割を果たしている。ここでは、沖縄科学技術大学院大学（OIST）の取り組みを紹介したい。

OIST は、東シナ海を望む 85 ヘクタールの亜熱帯の森林の中に位置し、革新的な研究を行い、沖縄と日
本の技術革新を促進する知的クラスターの形成を目的として、2011 年に日本政府によって設立された、新
しい、活気のある大学院大学だ。

日本において真に国際的な大学を運営することを目指し、公用語は英語である。教員、研究者、大学院
生の半数以上が海外から来ており、出身は 60 を超える国と地域にわたっている。日本政府からの補助金を
OIST がプロジェクトでなく研究者に対して安定的・長期的な研究費として支給する「ハイトラスト・ファ
ンディング」として運営し、研究者が創造性を発揮できる自由と、未来に向けた画期的な発見をし続けるた
めに必要なリスクを取ることができる柔軟な環境が用意されている。

OIST の イ ノ ベ ー シ ョ ン 戦 略 の 起 爆 剤 と な っ て い る の が、 技 術 開 発 イ ノ ベ ー シ ョ ン セ ン タ ー
（Technology Development & Innovation Center, TDIC）である。TDIC は、知的財産管理、企業と
の共同研究やライセンス契約締結、本学の活動から輩出される新しいスタートアップ企業を通じて、人類の
ために科学の力を引き出すことを使命としている。私はイスラエルのワイツマン科学研究所の技術移転機関
である Yeda の CEO 職を経て、2021 年 2 月から約 20 人体制の TDIC の指揮を執っている。

TDIC では科学的発見が新しい製品やサービスになるまでの、研究の特許化・商業化を個別の活動ではな
く、継続的なプロセスとして捉え、ハンズオンで積極的な支援を行っている（図１）。

技術移転組織の核となる知的財産権の保護やライセンスに加えて、学内でのイノベーション育成のために
様々なプログラムを展開しているが、その核となる二つの戦略を本稿では紹介したい。

①プルーフ・オブ・コンセプト・プログラム（Proof of Concept Program, POC）
②スタートアップ・アクセラレーター・プログラム

人類のために科学の力を引き出す
産学連携のあり方

沖縄科学技術大学院大学 
技術開発イノベーションセンター 副学長

ギル・グラノットマイヤー
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■研究室と市場とのギャップを埋める
「ハイリスク・ハイリターン」の研究プロジェクトに投資してくれる企業やパートナーを探すのは年々困

難になっている。民間企業は、大学の研究室での新たな技術はあくまでも研究開発の初期段階にあり、経済
的利益を生み出す、将来性のある研究かどうかの判断をしにくいと考えることが多い。そこで OIST では、
研究者が自分たちの発明をリスクの少ない環境で商業用に設計・実証できる POC（概念実証）プログラム
を運営している。このプログラムを通して得られた研究開発の成果を示すことによって、企業からの資金調
達のハードルを下げ、技術移転が加速化するプロジェクトを多く生み出すことができる。運営側にとって
も、プログラムを通じて OIST の技術の利点と課題をより深く理解する良い機会となる。またこの活動を
通じて、学内の研究者は自分たちの技術を実用化に向けて自分で開発できる機会を得ることができる。

一例として、ヤビン・チー教授らが開発した高性能な次世代のペロブスカイト材料を製造するための新し
い化学的気相成長（CVD）技術がある。本プログラムを通じて性能面を損なうことなく大量生産工程にも
応用できることが証明され、国内大手企業との共同開発に結び付いた。

設立から 4 年という短い期間で、2 件の共同研究契約、1 件のライセンス契約、そしてスタートアップ２
社の起業へとつながった。今後、10 年間で年間研究予算の 5％を POC 研究に充てる予定である。

このような成果につながった理由の一つには、プログラムの設計上、採択されたチームに対して企業、ベ
ンチャーキャピタル、起業家など多くの専門家から積極的に助言や支援をいただいたことが挙げられる。こ
れは研究開発のリスクの軽減だけが目的ではなく、市場のニーズや製品開発は企業や専門家が最もよく知っ
ているという理解に基づいている。また企業は大学にとって学生の就職先でもあり、共同研究相手でもある

（図 2）。
例えばエイミー・シェン教授の研究室では POC プログラムを利用して、新しいマイクロ流体デバイスを

国内大手研究機器メーカーと共同開発を行った。この協業を通じて研究員が当該企業に就職したり、企業が
学内で新たな共同研究の相手を見つけたり、双方にとって契約内にとどまらない利益を享受する関係を築い
ている。

発明評価委員会

•外部の知財専門家
•知財管理ソフトウェア

• 展示会
• 新技術説明会

• スタートアップ・アクセラレーター・
プログラム

• イノベーションスクエア・
インキュベーター

• 起業家育成教育
• 投資家ネットワーク

• POCプログラム
•テクノロジー・パイオニア・
フェローシップ・プログラム

産学連携

発明

発明評価

知財保護マーケティング/
ライセンス

製品開発

商業化と
経済発展

知財教育

Technology
Transfer
Lifecycle

基礎研究

概念実証
（POC）
研究

OISTを中核とするR&Dクラスター

図１　Technology Transfer Lifecycle
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■スタートアップ企業の育成
ピーター・グルース学長は、就任当初のスピーチで 「研究から生まれたアイデアを商業化に結びつけ、将

来の雇用の基盤となるようなイノベーション・エコシステムを沖縄で実現する」という目標を掲げた。この
目標を達成するために、充実した支援・設備の提供、投資、そしてコミュニティ形成を進めている。

2019 年にメインキャンパス内にオープンした「イノベーションスクエア・インキュベーター」は、国内
外のスタートアップから大手企業までに共有ラボ・オフィススペースを提供している。これは、世界的に有
名な米国ボストンのバイオテック・ハブやイスラエルのベルシェバのサイバー・ハブなどをモデルとして創
設された。新しい企業や産業、ハイテク分野の雇用を生み出すことで、沖縄県にさらなる経済効果をもたら
すことが期待されている。

また、沖縄県の支援を受けて、2018 年にスタートアップ・アクセラレーター・プログラムを開始した。
本学は東南アジアの中心に位置する国際的な大学院大学として、同地域への最適なゲートウェイとして位置
付けられている。従って、本プログラムは海外から日本に初めて来た企業でも成長できるような、きめ細や
かなサポート体制を構築している。毎年世界中から選ばれた起業家たちが、一年間のプログラムに参加し、
沖縄で起業するために必要な資金と起業に必要な指導を受けている。

2019 年度にプログラムに参加した EF Polymer 社は、果物や野菜の有機廃棄物を利用して環境に優しい
保水性ポリマーを開発している。プログラム参加以降、沖縄の企業数社と協業し、今年 3 月には投資家か
ら 4,000 万円のシード資金の調達に成功した。今年度採択された 2 チームのうちの 1 チームは更年期を迎
えた女性に向けた製品や包括的なサービスの開発に熱心な女性研究者のチームである。リーダーは本学の元
研究者で、TDIC が毎年主催している起業家育成プログラムに参加した。本プログラム内で、多くの想定顧
客に対してヒアリングを行い、顧客が求めている商品サービスを引き出し、このプロセスによって、事業コ
ンセプトをより深く検証し、さらには新たなチームメンバーに出会うことにつながった。

イノベーションを生み出すもう一つの柱は、起業家精神の育成である。本学は、ベテランの研究者だけで
はなく、若手研究者にも支援を拡充している。若手研究者や大学院生は、研究室の変革や変化の原動力にな
ることが多い。同時に彼らにはキャリアへのアドバイス、独立した研究テーマ、そして新しいスキルを習得
する機会が必要だ。そこで基礎研究分野から商業化を見据えた応用研究開発への移行を希望する研究者を
対象に、「テクノロジー・パイオニア・フェローシップ・プログラム」を提供している。採用された若手研
究者は一年間、講義やワークショップが盛り込まれたブートキャンプ（教育プログラム）をこなしながら、
TDIC からのサポートを受けて、技術の商業化に専念することができる。一期生のデイヴィッド・シンプソ
ン博士は、沖縄の泡盛酒造企業の排水をより環境に優しく処理できる技術を開発している。もう一人のポー

学生や研究者の採用 研究へのアクセス スタートアップ起業・協業 技術開発ライセンス契約

大学：卒業後の学生の
就職先となり、企業内での
卒業生コミュニティの形成

企業：優秀な人材獲得

大学：産業界の研究
ニーズと情報・資源の共有

企業：最先端の研究
情報へのアクセス

大学：技術移転、地域経
済への貢献

企業：高成長を見込めるス
タートアップ企業へのアクセス

大学：技術移転

企業：最先端の技術への
アクセス

大学：付加価値の高い科
学技術の開発、ポートフォリ
オ管理の効率化、事業化
戦略への思考転換

企業：低リスクプロジェクト
へのアクセス、市場参入へ
のハードル低下

図２　企業・大学間の多面的に互恵的な関係性
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ル・サイ博士は機械学習と顕微技術を組み合わせ、細胞分析にかかる時間を大幅に短縮しようとしている。
本プログラムは、今年度後半に始まる学内全体での起業活動クラブの基礎となる予定だ。起業へのモチベー
ションが高い研究者グループを募り、より活発に全体でのイノベーションを盛り上げていきたい。

成長が見込まれるスタートアップ企業が資金調達できる環境を整えるため、本学では独自にベンチャー
キャピタル企業と提携している。Beyond Next Ventures 社（以下 BNV）との連携事業「OIST-BNV イ
ノベーションハブプログラム（OBI-Hub）」では、BNV 社が約 5 万ドル（約 5.5 億円）を目処に拠出し、
採択された企業は BNV 社から資金提供を受けながら、本学と BNV 社の双方からサポートを受けることが
できる。将来的には本学が独自でファンドを設立し、投資先企業を本学のリソースと結び付けることで、建
設が検討されているメインキャンパスに隣接するイノベーションパークの一つの核となっていくことを期待
している。

フランスの劇作家モリエールは、「成長の遅い木には最高の実がなる」と述べている。学際的で多国籍な
基礎研究に特化した大学院大学である OIST の特色と、TDIC が実施するオープンかつ大胆な技術移転戦
略との組み合わせが実を結び、やがて画期的な技術を生み出すことを本学は確信している。ただ、この取り
組みを支援する政府や政策立案者と、技術移転が複雑かつ長期的な事業であるという意識を共有するよう働
き掛けなければいけない。まだ明確な用途がなく、市場も存在していないアイデアを商業化することは大き
な挑戦である。このような技術に対して産業界や投資家に賛同してもらうことは困難だ。過去の技術移転の
成功例の多くは、数十年かけて成熟したものである。大学発の技術を発展させるには、長期的な時間軸を持
つことが現実的である。最先端のアカデミック・イノベーションの成果を享受できる社会は、粘り強く、忍
耐強くなければならない。
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リポート　Report

■はじめに
スイス国際経営開発研究所の「世界競争ランキング」＊＊1 によると平成時代の 30年間で日本の世界競争

力ランキングは、1位（1989 年）から 25位（2018 年）まで低下し、イノベーション不足の深刻さがうか
がえる。この間、科学技術によるイノベーションの創出が低迷する一方、日本文化を起点としたコンテンツ
産業は平成時代に大きく伸びた。日本で興行収入を更新した「劇場版鬼滅の刃」はアメリカでも興行収入 1
位となり、マンガやアニメなどのコンテンツ産業市場は 11兆 8558 億円に上り＊＊2 本数字は白物家電の国
内出荷金額実績＊＊3 2 兆 5240 億円と比しても大きな数字である。ところがこれまで産官学連携は理工・生
物系分野中心で、主に共同研究や受託研究、ライセンス、ベンチャーの枠組みで語られ、コンテンツ産業に
寄与するであろう人文・社会系分野はおろか芸術・デザイン・マンガ分野に対する関心はわずかであった。
本論では、コンテンツ産業の中でもマンガ分野における産官学連携に着目し、本分野が求められている背
景やどのような連携が可能かについて京都精華大学の事例を基に紹介する。

文化起点の産官学連携
―マンガによる産官学連携で、分かりやすく訴求する―

京都精華大学 京都国際マンガミュージアム 
事業推進室室長

黒飛　恵子
くろとび　けいこ

京都精華大学 国際文化学部 
グローバルスタディーズ学科 准教授／
共通教育機構 社会実践力育成プログラム 
部門長

南　了太
みなみ　りょうた

科学技術によるイノベーションの創出が政策的に求められているが、高度な科学技術なくともイノ
ベーションの創出は可能であり、むしろそのような思考法の方が現実にマッチしている。本稿では理
工・生物系分野に見られる科学技術を活用し機能性・精密さ・正確さ・数値化を求める普遍的な価値
を指す「文明価値」と、人文社会・芸術・デザイン系分野にみられる日本文化や伝統などのコンテン
ツを活用し独自性や感性に訴えかけ、特殊な価値を指す「文化価値」の二つの軸から産学連携を分類
し、コンテンツ産業の一事例として京都精華大学のマンガ分野による産学連携の事例を紹介する。

京都国際マンガミュージアムは、京都市と京都精華大学の共同事業で元小学校校舎を活用し 2006 年に開館。マンガ資料の 
収集・保管・公開とマンガ文化の研究、これらに基づく展示・イベントなどの事業を行う、新しいかたちの文化施設。
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■文化を軸としたイノベーション創出を
以下では、山口・水野（2020）＊＊4 や林 (2008)＊＊ 5 を参照に「文明」と「文化」という切り口から産官

学連携の整理を行う。大辞林によると「（文明）とは、人知が進んで世の中が開け、精神的、物質的に生活
が豊かになった状態。特に、宗教・道徳・学問・芸術などの精神的な（文化）に対して、技術・機械の発達
や社会制度の整備などによる経済的・物質的文化をさす」との記述がある。明治時代、日本は「文明開化」
に代表されるように西欧列強に追いつくために産業活性化を目指した。その際に重要視されたのが科学技術
であり、機能性や精密さ、正確さ、数値化可能なものであった。技術に改良を重ね、日本は世界に「文明価
値」を提供し続けることで存在感を示した。科学技術と製造業がうまく組み合わさり先進国の仲間入りをし、
科学技術が日本の経済活性化の原動力となったことは言うまでもない。この成功体験に基づき、「科学技術
創造立国」という用語にみられるように産官学連携分野においても科学技術によるイノベーション創出が望
まれ連携が急速に深まっていったのは周知の事実である。
その一方で、明治時代には既に行政機構において文官と技官の区分や大正時代には入試制度において「高
等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」＊＊6 という記述、戦時・戦後の理工拡充政策、平成時代の「この法
律は、科学技術（人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。）の振興に…」＊＊7 に見られるように理工・
生物系分野と人文社会系分野を区分する政策を行ってきた。常に理工・生物系の科学的な知見を役に立つ科
学技術に変換し「文明価値」の追求を行ってきたのがこれまでの産官学連携政策であったと言って差し支え
ないであろう。ところが新興国の追い上げもあり科学技術に裏付けられた「文明価値」は競争優位性が低く
コモディティー化されやすい。半導体も白物家電も新興国に代替された。日本社会の低迷の一因として政策
的に「文明価値」の追求に偏重してきたことが挙げられる。
他方で「文化価値」は日本食や伝統工芸、茶道、ゲーム、マンガなどその国固有の文化や風土に根差し、
独自性がある。数値で表すことが難しく、人々の感性に訴えかける特殊な価値を指す。海外の人々はそこに
日本らしさを見いだし、日本を認識する。「文化価値」の追求には、人文社会系分野や芸術・デザイン・マ
ンガの視点は欠かせず多くの蓄積がある。マンガに目を向けると、もともとマンガの起源は平安時代の絵巻
物「鳥獣戯画」までさかのぼることができ、印刷文化が発展した江戸時代には葛飾北斎や歌川国芳、歌川広
重の「浮世絵」が人々の間に普及する。さらに「浮世絵」で描かれる色彩や輪郭はクロード・モネやフィン
セント・ファン・ゴッホにも影響を与え、世界に普及することとなる。科学技術とは異なる日本の特殊性が
世界に受け入れられた一例である。また、「戦後日本のイノベーション 100 選」＊＊8 の TOP10 には「ウォー
クマン」や「新幹線」に並び「マンガ・アニメ」や「家庭用ゲーム機・同ソフト」が含まれている。このこ
とはイノベーションが精度の高い科学技術なくとも文化を起点で創出できることを教えてくれる。さらに現
代では「ポケモンGO」、「初音ミク」などに見られるバーチャルとリアルの融合は「Society5.0」の先駆
けであり、プラットフォームビジネスの中で、マンガやアニメはアプリという形態でコンテンツを提供し続
け存在感を示している。
今年度より「科学技術・イノベーション基本法」へと名称を変更し人文社会系分野も含みイノベーション
の創出を推進することとなったが、今後さらにマンガやアニメなどのコンテンツの視座も含むと科学技術に
ひもづいた文明価値とは異なる価値を発信できるものと考える。

■「実用マンガ」の現在と未来
京都精華大学は 1968 年に創設され、日本で初めてのアフリカ人学長ウスビ・サコ主導の下、「表現で世

界を変える」をキャッチコピーに、約 3,300 人の学生が芸術学部、デザイン学部、マンガ学部、メディア
表現学部、国際文化学部の五つの学部で学んでいる。全国に先駆けマンガ学部を設立するなど独自性を追求
し、本学に理系学部はなく科学技術による連携は事例が見当たらないものの、2018 年の民間企業からの受
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託研究は、京都市内で７位に位置付けられ、産官学連携を積極的に推進している。
その中でもマンガに対する産官学連携のニーズは高く、以下事例を紹介する。
マンガ学部の授業に「実用マンガ演習」科目があり、学生に実用マンガの制作・実践に取り組む機会を設
けている。実用マンガとは、クライアントの注文に応じて制作する、いわゆるＣＭマンガ、製品説明、会社
紹介など、実用的な情報をストーリーマンガに描くもので、需要は年々増加していることから、興味を持つ
学生も増えている。産学官連携事業の窓口でもある事業推進室では、このような実用マンガの制作依頼・相談
を数多く受けており（年間50～ 60件）、卒業生のマンガ家を活用した制作部門としてビジネス化している。
進め方としては、まずクライアントの要望や予算、特にマンガで何を伝えたいのかをヒヤリングし、コン
セプトに合った（難易度・画風も含め）卒業生マンガ家に作画を依頼する。当室にて制作進行のディレクショ
ン、編集作業を経て納品まで、またマンガの著作権に関わる契約関連業務も一貫して行っている。マンガは
印刷物として配布したり、ホームページに掲載したりして活用されている。

医療機関から依頼が増加　専門的な医学情報を分かりやすく伝える
近年、依頼数が増加しているのが、医療関係機関からのマンガ制作である。大学病院からは「インフォー
ムドコンセント用」や「小中学生への未病対策教育用」、医師会や公的機関からは「病気予防・検査の啓発・
広報用」、また一般病院からは「当院の特徴や治療方法、ケアサービスの紹介」、医療機器メーカーからは「患
者様への治療理解のため」「患者様との接し方マニュアル」など、いずれも病気発症の要因・経緯や治療の
方法など、専門的な医学情報をマンガで分かりやすく伝えることが重要となっている。マンガ表現の特徴で
ある「絵と読みやすさで、訴える情報量が多い」ことが役割を果たし、現場の医師からは「マンガの表現で
病気や治療方法を短時間で理解できる。写真や映像を見せるより、患者・家族の方の精神的ショックを和ら
げるメリットもある」と評価をいただき、医療の現場で一助となっている手応えを感じている。
一方、企業からは販促ツールや会社紹介、商品開発ストーリーなどのマンガ化やアニメーション制作の依
頼があり、数年前からは、日本語版で制作の後、英語・中国語版などの多国語展開を希望されるケースが

制作した医療関連の実用マンガ
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多くなった。自社ホームページへデジタルブック化して掲載されるなど、海外展開、あるいは海外の社員
へのアピールを視野にしたマンガの活用が浸透している。実際に、製品紹介のマンガをフランス語翻訳版に
して活用された企業からは、「ヨーロッパでの見本市ブースでは当社案内パンフレットよりマンガ冊子のほ
うが人気だった」、社史マンガを英語・中国語版にされた企業からは、「工場の現地社員は、わが社のことが
“MANGA”で読めるなんて！と喜んだ」など、まず目にするマンガのインパクトが奏功し反響が大きいと
聞いている。マンガ（MANGA）が日本の文化として海外で確立していることを実用マンガ制作を通じて
実感する次第である。
実用マンガ制作の受託を始めた当初は、大学としても「卒業生マンガ家を育てる絶好の機会」、「社会経験の
場になる」という捉え方だったが、現在では、「“実用マンガ家”の肩書で描いていく」、「自分の好きなことを
描くより、リクエストがあり目的のあるマンガを描くほうが得意」というようなマンガ家側の意見も聞こえて
きている。実用マンガ領域は、前述したほかにも今後様々なビジネス分野に広がると考えられる。

■分かりにくい技術を可視化し表現する
本論では、従来産官学連携で行ってきた科学技術中心の「文明価値」の追求以外に、マンガなど日本の特

殊性を前面に出した「文化価値」の重要性を紹介した。京都精華大学の事例を通じて、産官学連携において
技術開発同様コンテンツ発信も重要でありマンガは分かりにくい技術の可視化や表現することに長けてお
り、創造が技術とつながり事物そのものがコンテンツとなり様々な価値を提供することが期待される。
人文社会系分野も、マンガ、デザイン、芸術分野も産官学連携には大きく寄与する可能性が秘められてい
る。知が源泉の現代社会において「文明価値」以外に「文化価値」の追求、両価値の融合が望まれる。

＊＊ 1　
IMD (2018) 「IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE」

＊＊ 2　
総務省 (2020)「情報通信白書令和 2 年度版  9 コンテンツ市場の動向」

＊＊ 3　
一般社団法人日本電機工業会 (2021)「2021 年度 電気機器の見通し資料」

＊＊ 4　
山口周・水野学（2020）『世界観をつくる 「感性×知性」の仕事術』朝日新聞出版 .

＊＊ 5　
同志社大学リエゾンオフィス（2006）「同志社大学リエゾンオフィスニューズレター Vol 23-p7 林廣茂」

＊＊ 6　
文部科学省（1918）「高等学校令（大正七年十二月六日勅令第三百八十九号）」

＊＊ 7　
内閣府（1995）「科学技術基本法」

＊＊ 8　
公益財団法人発明協会 (2016) 「戦後日本のイノベーション 100 選」
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Series

本シリーズのこれまで 5回の連載で
は、制度の検討に至る背景と、制度の概
要、そして研修と審査の位置付けについ
て述べてきた。この 6回からは、研修
にフォーカスし、それぞれの科目の考え
方、概要、そして身につけてほしい知識
や能力について簡単に紹介する。
本シリーズで紹介するのは三つある
研修レベルのうち、Fundamental レベ
ルとCore レベルの二つである。これら
二つのレベルは、Fundamental レベルの受講後にCore レベルを受講する関係である。いずれのレベルも
10科目群 15科目で構成されている。今回は、科目群A「研究機関とURA」の「A1：大学等の研究機関」
と「A2：日本のURA」、科目群 B「研究力分析とその活用」の「B3：科学技術政策概論」と「B4：研究
力分析とその活用」の 4科目について紹介する。なお、執筆担当者は教材作成者あるいはシラバス作成者
である。

■A1：大学等の研究機関（担当：馬場忠）
■当該科目の考え方
Fundamental レベルでは、大学等の研究機関でURA業務を行うための基礎知識を説明する。次に、
Core レベルではURA業務の高度化に関連する重要な事項を選択して解説する。大学等の研究機関に勤務
するURAとして、これらの情報を深く理解し自分自身の考えを持つことによって、高いコミュニケーショ
ン能力の涵養（かんよう）につながればと考えている。また、そのことはURA業務の質向上や組織の研究
活動活性化に必ず寄与すると思われる。

■当該科目の概要
Fundamental レベルでは、わが国の大学がどのようにして⽣まれ、どのような根拠で設置されている
か、どのような役割（使命）を課せられているか等の大学の根底にある本質を述べる。また、研究とは何
か、大学の運営と財務、教職員の職務、大学以外の公的研究機関等についても紹介する。これらの解説を通
して、大学の存在意義や使命、運営形態の基本、および公的研究機関等が理解できると考えている。
Core レベルでは、URA業務の高度化のために、（1）激変する社会状況の中で構築される大学関連の政

シリーズ URAの質保証制度

研修科目の概要

筑波大学
馬場　忠
ばば　ただし

RA 協議会（金沢工業大学大学院）

京都大学 学術研究支援室

高橋　真木子
たかはし　まきこ

白井　哲哉
しらい　てつや

第6回

横浜国立大学 大学戦略情報分析室
矢吹　命大
やぶき　のぶひろ
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策や施策、（2）大学に対する評価のされ方、（3）社会に対して研究機関のあるべき姿に関連する国際的な
宣⾔と目標等に関して、特に重要でタイムリーな事項を選択して述べる。これらの解説を通して、URA業
務を行う際に、大学を取巻く諸々の政策・施策を理解し、加えて大学に対する外部の評価、大学と社会のあ
るべき関係を意識できるようになることを期待する。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
大学は未来のための社会資産であり、新しい人材やイノベーションが⽣まれる源泉である。したがって、
大学の組織構成やガバナンス等を知ることは、大学の存在意義や使命、研究の位置づけを理解するために必
須である。大学以外の研究機関に関しても同じことがいえる。例えば、外部研究資金の獲得業務に技能（ノ
ウハウ等）は大切であるが、もしそれだけに終始すると、当該業務の根底にある最も重要な目的や意義を知
らないままの近視眼的な小手先業務となり、組織の持続的な研究発展につながりにくい。外部資金獲得の重
要性が理解できれば、研究組織でのURAの必要性も認識できるはずである。

■A2：日本のURA（担当：高橋真木子）
■当該科目の考え方
本科目は、科目群A「研究機関とURA」の二つ目の科目にあたり、URAという職種の必要性、位置づけ、
職種が⽣まれた背景などを概説する。大学等の研究機関に勤務するURAとして、これらの理解を通じ自分
自身の役割を客観的に理解する基盤を作るという意図に基づくもので、Fundamental レベルとCore レベ
ルはいずれも、実践的な知識というよりも、URA業務の従事者は一度は聞いておいてほしい、そして必要
に応じ思い出してほしい事項を整理して構成したものである。

■当該科目の概要
Fundamental レベルでは、URAの業務を理解するための前提として、国の主導で進められてきたわが
国のURA整備の経過と現場の解説をする。そしてこれまでの整備によって、URAの業務とスキルがどの
ように考えられているかについて述べる。また、機関の経営者層、研究者、事務職員、URA類似職（産学
連携コーディネーターなど）との関係を示す。
Core レベルでは、個人レベルのみならずURA部署を超えた自立的な人材として発展し、研究活動の
活性化や組織の機能強化により一層貢献するために、自身の将来のキャリアを考える機会とする。そして、
キャリアアップの一助となる自身の質の向上に資するURA認定制度について概況する。また世界のURA
との交流のため、各国のURA組織と業務の概要にも触れる。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
まず Fundamental レベルの達成目標は、URAとして押さえておいていただきたい三つの事項の理解で
ある。具体的には、1）URAがわが国の科学技術政策の中でどのように期待され、どのように整備されて
きたか、2）URAの業務とスキルの全体像、3）URAとして他の職種の人たちと連携して業務に携わるため、
経営者、研究者、事務職員、URA類似職の業務との関係性の理解である。
Fundamental レベルが重要な基礎知識の理解であるのと比し、Core レベルの達成目標は、より能動的な
行動に結びつくことを目指している。すなわち、1）URAとして、将来のキャリアを自身で描き、目標とな
すべきことを把握する。2）URAの認定制度を理解するとともに、認定に向けてなすべきことを把握する。
3）海外のURAの業務を理解することで、国内外の関係者との交流を円滑にすることができる、等である。
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■ B3：科学技術政策概論（担当：白井哲哉）
■当該科目の考え方
科学技術政策は、資金や規制などで大学や研究機関における研究活動に様々な影響を与えている。URA
は大学・研究機関の機能強化という科学技術政策上重要な役割を担うとともに、研究の現場と科学技術政策
とをつなぐ役割が期待されている。本科目では、URAがそのような役割を果たす上で必要となる基本的知
識とスキルを身につける内容とした。
科目の設計においては、政策形成に関する政治学や行政学の知見を前提とはせず、かつ限られた時間内
で、基本的知識やノウハウを身につけられる内容となるよう留意した。そのうえで、Fundamental レベル
については、科学技術政策に係る組織や制度、変遷と現状についての基本的な情報や知識を身につけてもら
うことを目指した。Core レベルでは、科学技術政策に係る動向について調査分析を行い、かつ政策形成プ
ロセスに情報提供や意見表明を行う場合に必要とされるノウハウを身につけてもらうことを目指した。

■当該科目の概要
Fundamental レベルでは、まずURAが科学技術政策をなぜ学ばなければならないかという本科目の背
景となる状況について説明し、次に科学技術政策の構造・行政組織・ファンディング組織等といった科学技
術政策に係る機関とその役割を、予算・競争的資金制度といった具体的な事項を踏まえて紹介する。最後に
現在の科学技術・イノベーション政策における基本戦略である、科学技術基本計画（第 6期からは科学技術・
イノベーション基本計画）の変遷と概要についての基本情報を提供する内容とした。
Core レベルでは、URAが科学技術政策にどのように関わることを求められるか、どのようなアクショ
ンが必要となるかを説明し、それらを踏まえた上で、科学技術政策において検討・議論されている動向につ
いてURA自身が情報収集し分析するノウハウを身につけてもらう内容とした。講義の方法としては実際の
政策に関する文書を踏まえて一連のプロセスを体験する形をとり、科学技術政策の形成プロセスにURAが
情報提供や意見表明をするために必要な基本的知識を提供する。どのような方法や経路があるか、また適切
と思われるタイミングなどを学ぶ内容とした。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
政策形成のプロセスは、多くの関係者が関与するダイナミックなプロセスである。そのため、本科目で身
につけた知識やノウハウを土台に、普段から様々な関係者とネットワークを作ってもらいたい。それが科学
技術政策において⽣きた情報を獲得し、そしてURAから情報を提供する上でも役立つ。

■ B4：研究力分析とその活用（担当：矢吹命大）
■当該科目の考え方
本科目は科目群B「研究力分析とその活用」に区分され、研究力分析に関する基本的な事項の理解と基本
的な分析手法について身につけることを目的としている。Fundamental レベルにおいては、研究力分析業
務を担当しない者も含めた、すべてのURAを対象とし、基本的な用語を理解するとともに、研究力にかか
る情報源について学ぶことを通して研究力の調査分析における基本的事項を身につけることを目的とした。
Core レベルにおいては、実際に研究力分析を担当する者を念頭に、研究力分析作業に着手することができ
るレベルの知識、技法を身につけてもらうことを目的とした。

■当該科目の概要
Fundamental レベルでは、研究力分析を行う目的を確認し、研究力分析活動が単なるデータ処理ではな
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く、大学経営、研究戦略上重要な取り組みであることから説明を始める。その上で、政策上要請される研究
力関連指標、主要な大学ランキングにおける指標を概観し、分析によく用いられる各種データベースと、そ
こから得られる書誌データや代表的な定量指標を紹介するとともに、その利用上の注意点を指摘する。これ
らの説明に加えて、研究評価に関するサンフランシスコ宣⾔（DORA）やライデン声明に触れ、定量指標
の限界と利用における注意を喚起し、適切な分析活動を行う姿勢を共有するものとした。
Core レベルでは、実際の分析活動を行う基本として、分析活動の目的を共有し、目的に応じた分析手法
を選択する重要性を確認する。その上で、特に文献データベースから導かれる各種研究力関連指標の詳細を
説明した上で、実際の分析に必要なデータセットの作成方法やその際の注意点を説明する。基本的な論文関
連指標に加えて、科研費や産学連携、特許関連データの利用、インパクトデータについての論点を示すとと
もに、変わりつつある研究成果の発表のあり方についても⾔及するものとした。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
受講者には、研究力分析結果として示される各種データ、指標の意味を把握し、実際に研究力分析を担当
する場合には、基本的な作業に着手できるようになることが期待されている。本科目において説明される内
容は基本的な部分にとどまるが、分析手法は科目中で紹介されたものにとどまらない。本科目で⾔及された
ように、定量指標には限界があることを踏まえ、慎重な態度をもって各々の活動のなかで、さらなる分析手
法やその活用について学びを進めていただきたい。
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海外　Overseas

■米国中西部の起業家精神
発明王として知られる起業家のトーマス・エジソン、自動車の大量生産を可能にした起業家ヘンリー・

フォード、有人動力飛行を成功させ特許を取得したウィルバー＆オーヴィル・ライト兄弟、起業家でも発明
家でもないが月面着陸に成功したアポロ 11号の宇宙飛行士ニール・アームストロング船長。おそらく多く
の方が伝記で読んだことがあるこの４人には共通点がある。米国中西部の出身である。新しいことに挑戦す
る勇気と情熱を持ち、人類の歴史に 1ページを刻んだ成功者として讃（たた）えられている。
前回の記事に続き、歴史的に起業家・発明家精神が息づいている米国中西部の産学連携を支える特徴的な
機能を紹介したい。

■インディアナ州の重層的な起業支援システム
州規模のビジネスイベントで必ず私に声を掛けてくださる方がいる。東京にある米国インディアナ州政府

駐日代表事務所＊1 で駐日代表を務めるポール・ローランド氏である（写真１）。
「河野先生、お元気ですか！　いつも素晴らしい活躍ですね！　どうしても紹介したい方がいますのでこ

ちらまでお願いします」生体組織作成可能なバイオ 3Dプリン
ター、人工血管、医療デバイスなど、米国に進出したい日本
の企業の方をいつも丁寧（ていねい）な日本語で紹介してく
ださる。私のほうでも大学関係者やインディアナの日本人コ
ミュニティーや、米国内の研究者グループとの連携でメリッ
トのありそうな方を紹介させていただいている。
ローランド氏は弁護士資格を生かし、マイク・ペンス元副

大統領の知事時代から州政府のインディアナ経済開発公社
（IEDC）＊2 で活躍しており、人望に厚く舞台俳優のような振
る舞いで、彼の周りには自然と人の輪ができる。前任者のト
ニーさんこと、鈴木利和氏にもとてもお世話になった。二人
とも底抜けに明るく素晴らしい笑顔でビジネスを前進させて
いる。本題であるが、インディアナのスタートアップ、ベン
チャーを支える重層的な支援システムは次のように大きく分
けて三つの機能で構築されている。

インディアナ大学 医学部 リサーチアシスタントプロフェッサー
社団法人海外日本人研究者ネットワーク（UJA）理事
株式会社 Quantaglion Co. Ltd. 米国アドバイザー
Indy Tomorrow 代表幹事

河野　龍義
こうの　たつよし

日本からの投資全米 1 位を記録した
インディアナ州の裏側２  医療連携編

写真 1　米国インディアナ州政府駐日代表事務所のポー
ル・ローランド氏



32 2021.7　

①�スタートアップおよびベンチャーキャピタルファンド（エレベートベンチャーズ Elevate�Ventures、ネ
クストレベルファンドNext�Level�Fund、インディアナ大学ベンチャーズ IU�Ventures＊３、パデュー大
学ベンチャーズ Purdue�Ventures など多数）。
②�大学と企業間のパートナーシップ（各大学に企業とのパートナーシップの様々なオプションが揃えられて
いる）。
③�セクター別の産業パートナーシップ（インディアナイノベーションセンター Indiana�Innovation�
Center、バイオ・クロスロード Bio�Crossroads ＊４、バッテリーイノベーションセンター Battery�
Innovation�Center� (BIC)、インディアナ 5G ゾーン Indiana�5G�Zone、インディアナ IoT ラボ
Indiana�IoT�Lab、Agrinovus＊５など多数）。
例えば、私が専門の糖尿病研究を通して血糖値センサの改良技術を考案した場合、大学内の起業を対象
としたベンチャーキャピタルのサポートを受けて開発や特許取得、場合によっては医療デバイスに強い企
業とのパートナーシップ、さらに IoT関連企業が集積しているインディアナ IoTラボのインキュベーター
施設（次回以降で紹介したい）を安価で利用することができ、実用化に向けた開発や事業拡大ができるよ
うになるというようなシステムである。スタートアップサポートグラントも様々な種類があり、その申請
にはNIH（米国国立衛生研究所：National�Institutes�of�Health）への研究費申請とは異なるコツが必要
なようで私も勉強中である。
大学とインキュベーション施設やファンドといった三つの機能をうまく使いこなすことにより、NIHへ
の研究費申請だけでは終わらない産学連携のダイナミズムが広がっている。ローランド氏は日本の企業を米
国の研究者・ビジネスにつなぐことで両者に大きなメリットのある産業の活性化を成功させており、今後は
医療・バイオ分野のスタートアップに大きなチャンスがあると捉えている。

■ 200 周年を迎えたインディアナ大学と多様性に注目した投資
1820年に設立されたインディアナ大学は200周年を迎えた、その記念式典は2019年 10月に私が勤める

医学部のキャンパスから南に車で１時間程度のブルーミントンキャンパスで行われた。200周年記念事業に
関わった関係で式典への招待状が届き、教員の列でパレードに参加したのだが、町中の方々から拍手を浴び
た時はちょっとだけインディア
ナ大学の歴史の一部に加わるこ
とができたような誇らしい気持
ちであった（写真２）。このキャ
ンパスからは女性初のノーベル
経済学賞受賞者を輩出しており、
式典の挨拶でも活躍する女性の
多さが目立ち、多様性を重視す
る文化が見て取れた。ブルーミ
ントンの美しいキャンパスが有
名である理由は、その風景もさ
ることながら、知性によって育
まれた歴史ある信念や哲学が関
わっているように感じた。
このブルーミントンにイン
ディアナ大学からの起業を支援

写真 2　インディアナ大学 200 周年記念式典後の様子　ブルーミントンキャンパスにて
左から Gieryn 教授、Hostetter 教授、筆者
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するキャピタルファンド IU�Ventures（IUV）が存在する。今年 4月 22 日、IUVは歴史ある「Investor�
of�the�Year�Mira�Award」を受賞した。2018年以降、IUVが投資した企業の 50％以上が、女性やマイノ
リティの創業者、CEO、役員を擁していることは高く評価を受けた。またパンデミックが起きた後もイン
ディアナ州の中心の都市部だけでなく非常に広い地域に投資を行い続けたことも高い評価を受けている一
因である。「多様なリーダーシップ、多様なチーム、そして公平で包括的な文化を持つ企業は、より良い製
品を作り、最高の人材を採用し、より良い財務結果を生み出します」と IUVのCEOのトニー・アームス
トロング氏は受賞に際し強調している＊６。2020 年のベンチャーキャピタルによる資金調達は非常に好調で
あったにもかかわらず、米国全体で見ると黒人やラテン系の創業者が受けた支援はわずか 2.6％、女性が創
業した企業が調達した資金はわずか 2.3％だった (Crunchbase 社調査結果 )ことからも IUVの取り組みが
いかに革新的であるか伝わってくる。

■医療分野の連携についての直接インタビュー
IUVの役員を務めるジェイソン・ウィットニー氏が直接インタビューに応えてくれたので、その一部を

紹介したい（写真３）。もともと「Launch�Indiana」という起業プログラムを運営していたウィットニー
氏の活動に母校が注目する形で現在の IUVのポジションに就くことになり、それからは膨大な資金を得て
やりがいを感じながら教員や卒業生の起業活動の支援を行なっていると話してくれた。四つだけ、私の質問
と彼の答えをそのまま掲載させていただく。

Q1 : IUV にはどのくらいの資金が投入され、どのような支援が行われていますか？
A : �私たちのファンドは、これまでに 800 万ドル以上を 18の起業家に提供してきました。�資金に加えて、
私たちはこれらの企業に対して、経営人材の採用、他の産業別ベンチャーファンドへの紹介、顧問委員
会のメンバーになることなどの支援を行ってきましたし、場合によっては、私たちのプログラムのメン
バーを取締役として迎え入れることもあります。

Q2 : IUV にとって医学部と IBRI（医学部に隣接する産学連携のためのバイオ系研究施設）の重要性は？
A :  医学部と IBRI がサポートしている研究は、私たちの成功に欠かせない重要な要素です。多くの素晴ら
しい研究者が一つの空間に集まり強固なプラットフォームを構築することで革新的な研究を行うための
新たな研究費がもたらされます。�さらに、私たちの広範なベンチャーネットワークと組み合わせるこ
とで、新たな治療法が患者さんに届くようにするための大きな価値と勢いを生み出すことができます。

Q3 : パデュー大学のベンチャーキャピタルは
ライバルですか？

A :  （笑いながら）パデューVCは当社にとって
非常に信頼できるパートナーであり、両大
学間で研究が行われる案件には、頻繁に一
緒に投資しています。�パデュー大学は一流
のエンジニアであり、私たちは IU医学部
の力に支えられているというように、それ
ぞれの大学が得意な分野を持っていること
が、この関係の良いところです。 写真 3　インディアナ大学ベンチャーズ役員の Jason Whitney 氏 

（Vice President of Venture Development and Executive Director for 
the Indiana University Angel Network）
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Q4 : 海外との連携について教えてください。
A : �昨年は３回のグローバル・ピッチ・イベントを開催しました。このイベントでは、世界中の卒業生に向
けてスタートアップ企業を紹介する機会を提供しました。�これらのイベントの幾つかは、ASEAN地域
のオフィスと提携しており、同地域で運営されている企業に参加してもらいました。証券取引法の規制
により、外国の企業に投資したり、外国の投資家が米国の企業に投資することはできませんが、お互い
にメリットのあるパートナーシップや共同プロジェクトを一緒に行うことは可能です。

■まとめ　「You stay there, we bring you everything」
冒頭で起業家・発明家精神について述べたが、米国中西部からは大統領も８人が輩出されていて、文学と

しても冒険を主題とした著名な作品が多く描かれている。アントレプレナーシップが育まれる環境があるよ
うに思う。インディアナの投資環境については前回の記事を参照していただきたいと思う。実際に米国進出
を視野に入れている方にはローランド氏に連絡されることを強くお勧めする。アメリカに出張する際にイン
ディアナを視察したいという要望にも慣れていて、いつでも対応できるとのことである。
IUVの多様化を意識した活動には非常に感銘を受けた。特にウィットニー氏のセリフの中で一つ心に
残ったことがある。「You�stay�there,�we�bring�you�everything」地域に根差した起業家がその土地にと
どまることができるために様々なサポートを行うということだ。ベンチャーのサポートの中で、�その企業に
足りない様々な専門性のアドバイザリーボードを組織することを非常に重視していることを熱心に話してく
れた。この熱意が企業をインディアナにとどめる原動力であり、すでに成功している世代と次世代とをつな
いでいるようだ。安心して地域に根差した産業を生み出せる環境を持つことが、そこから世界に羽ばたく可
能性を高めているように感じた。
起業を視野に入れて研究を行う学生の割合も高くなってきており、起業や産学連携を学んでいない教員は
そういった学生からの信頼を得ることが難しくなっていく可能性がある。
「Research�die�on�the�bench ＝実験台の上で死ぬ研究」とならないように、実用化の動きを注意深く学
び続けたいと思う。

＊ 1
ウェブサイト：米国インディアナ州政府駐日代表事務所

＊ 2
ウェブサイト：IEDC: Indiana Economic Development Corporation

＊ 3
ウェブサイト：IU Investment Opportunities ｜ About IU Ventures

＊ 4
ウェブサイト：Biocrossroads バイオ・クロスロードは、ライフサイエンスのイニシアチブであり、企業、学会、慈善団体のパートナーたちと連
携すること、新企業の立ち上げと構築への投資を促進することでライフサイエンス部門を強化している。

＊ 5
ウェブサイト：AgriNovus Indiana アグリノバスは官民産業イニシアチブであり、食品および農業部門のイノベーションを促進する。
Agbiosciences セクターを中心として、産業界と政府間のコラボレーションとシナジーを促進する組織である。

＊ 6
インディアナ大学ニュース　IU Ventures recognized for investing in diversity with Investor of the Year Mira Award





産学官連携ジャーナル（月刊）
Vol.17 No.7 2021
2021 年 7 月号（7 月 15 日発行）

https://www.jst.go.jp/tt/journal/
PRINT　　ISSN  2186 － 2621
ONLINE　ISSN  1880 － 4128

編集・発行
国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）
産学連携展開部産学連携プロモーショングループ

〒 102-0076　東京都千代田区五番町 7 K’s 五番町
Mail  ：
phone：03-5214-7993

コロナ禍、1年

前回、「視点」を執筆したのが、緊急事態宣言が発令

された 1 年前の 4 月。コロナ禍の予想以上の長引きを

改めて実感する。感染者数は一向に収まらないが、上田

市のような地方の中小都市では、「密」の状況が少なく、

命の危機が迫る感じではない。昨年と違い、学校は休校

にならず、また、野球やサッカーなどの試合も、観客を

制限し開催できている。

産学官連携支援の現場においても、遠方の大学の先

生と、気軽にオンラインで技術相談ができるようになっ

た。これまでは、初対面の先生にオンラインでの面談を

求めることは、無礼極まりないと尻込みをしていたが、

その気持ちも和らいだ。地域を超えた連携の新芽だ。

当方の主催のセミナーの多くは、オンラインでの開

催となったが、コロナ前よりも参加者が増えている。確

かに、自身もオンラインでの参加が増え、知識を得たり、

情報と接する機会が格段に増えた。画面越しではあるが、

コロナ前では出会えなかった方々とつながることができ

た。移住や UIJ ターン就職の希望者からの相談は順調

に増え、最近は、首都圏からの企業移転の話も多い。リ

ゾートワークやテレワークについての、地方からの情報

の発信も充実してきた。アフターコロナ、ウィズコロナ、

地方の時代の幕開けだ。

一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター（AREC）
センター長・専務理事　岡田 基幸

視点：Point of view

今、対処が必要なこと

昨年から続くコロナ禍は今そこにある危機であり、

速やかな対応が必要である。そしてもう一つ、速やかな

対応が必要な問題が地球温暖化である。

コロナの被害も甚大だが、気候変動がもたらす被害

は、今後不可逆的に増えていくことが予想されている。

何しろ、2015 年のパリ協定を受けた今の各国の CO2

削減目標では、達成できてもこれまでの排出で現在の気

温は上昇し、今後の上昇幅をどれだけ抑えることができ

るのかが問題だそうだ。

もちろん何もしなければもっとひどいことになるわ

けで、世界が競うように取り組みを表明し、わが国も挑

戦的な目標を掲げている。産業界も求められる変革に苦

慮しながらも対応は避けて通れない。

実際には具体策の積み上げが必要で、水素の利活用

や CO2 の削減、回収などではブレイクスルーが待たれ

る技術も数多くある。

まさに、産学連携で取り組むべき喫緊の課題だと思う。

名古屋商工会議所では、こうした技術開発に取り組

む企業や大学を広く紹介するため、2019 年から「産学

連携クリーンテック技術展」を開催している。前回はコ

ロナ禍でオンライン開催としたが、次回はぜひともリア

ル開催し、最新技術の啓発を進めたい。できることは限

られているが、少しでも何か、と考えている。

名古屋商工会議所 産業振興部長　佐藤 航太
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