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わが国では、本格的な人口減少、少子高齢化の進行、経済のグローバル化や技術革新の急速な進展に加
え、新型コロナウイルスの感染拡大による社会経済構造の変化など大きな変革期を迎えています。
本県経済も、新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受け、とりわけ中小企業・小規模事業者
はいまだに厳しい状況にあります。鹿児島県としましては、引き続き、事業継続のための下支えなどをしっ
かり行っていくとともに、ポストコロナの持続的な成長につなげるため、基幹産業である農林水産業、観光
関連産業の更なる振興を図りつつ、高い技術力を有する製造業の競争力の強化や将来を担う新たな産業の創
出に取り組み、経済を発展させることで、本県産業の「稼ぐ力」を向上させ、県民所得の向上を図る必要が
あると考えております。
本年３月には産学官の関係企業・団体等が一体となって取り組むべき本県製造業の振興に係る方向性をと
りまとめた「かごしま製造業振興方針」を改訂し、「独自の技術・ノウハウを生かした新製品・技術の研究・
開発」や「地域資源等を活用した新産業分野への参入や起業」など、五つの方向性を掲げ、産学官の企業・
団体等が一体となって、本県製造業の振興に取り組むこととしております。
また、製造業の新分野進出やデジタル化の推進、起業等の新たな産業による「稼ぐ力」の創出に向けた取
り組みを支援するため、今年度「新産業創出室」を新設し、体制を強化したところであります。
新分野への進出などに取り組む中小企業等に対し、事業ニーズの掘り起こしから事業化、販路拡大までの
各段階に応じた研究開発支援や伴走支援などを行うほか、生産性向上を図るためのＩｏＴ・ＡＩ等の導入支
援やデジタル人材の育成支援などを通じて、中小企業等のＤＸの推進を支援しております。
また、今年度、鹿児島のシンボルである桜島と風光明媚な錦江湾を一望できる県庁最上階にコワーキング
スペースを整備することとしており、テレワーク等の新しい働き方による事業活動の支援や、異業種や海外
との交流を通じたイノベーションの創出・起業支援に向けた取り組みを開始したところです。
本県においても社会課題解決に向けたイノベーションが生まれつつあり、新型コロナウイルスとインフル
エンザを一度に診断できる世界初のＰＣＲ検査装置を開発した大学発イノベーションが進んでおります。ま
た、産学官連携につきましても、新製品・新技術の開発や新分野への進出に取り組む県内企業と県公設試験
研究機関である県工業技術センターや県農業開発総合センターが連携し、鍛造加工を用いた防水型ＵＳＢ接
続端子の製造技術の開発による共同特許取得や、自動走行制御システムを搭載した茶園管理機械の開発と
いった事例につながり、着実に成果をあげています。
さらに地域経済を牽引する中核企業等が取り組む、生産性向上や研究開発に向けた設備導入などに対する
支援や、国・県の研究機関、大学、支援機関等との連携をより一層強化してまいりたいと考えております。
これらの施策を総合的かつ戦略的に推進していくことにより、本県産業の「稼ぐ力」を向上させてまいり
ます。

新産業創出による「稼ぐ力」の向上

鹿児島県知事

塩田　康一
しおた　こういち
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特 集
Feature 知財戦略最前線

■ IPAS（知財アクセラレーションプログラム）とは
IPAS は、特許庁が実施している、スタートアップの知財戦略構築を支援するプログラムである。IPAS

では、支援先企業の技術・アイデアと事業計画から、企業の課題や支援ニーズを抽出し、それに対応した知
識、スキルを持つビジネス専門家と知財専門家からなる「知財メンタリングチーム」を組織する。知財メン
タリングチームは、支援先企業との数カ月間のメンタリング（2018 ～ 2019 年度は 3 カ月間、2020 年度
は 5 カ月間）を通じて事業戦略の診断と、事業戦略に連動した知財戦略の構築を行う。

IPASは2018年から始まり、2018～2020年の3年間で、合計40社のスタートアップに支援を行ってきた。
IPAS 事例集「知財戦略支援から見えた スタートアップがつまずく 14 の課題とその対応策」は、この

2018 ～ 2019 年の IPAS での支援事例を元に、スタートアップがつまずきやすい 14 の課題を、「ビジネス
モデル・シーズ戦略」、「知財戦略」、「出願戦略」に分けて整理し、それぞれの対応方法について紹介してい
る。例えば、「ビジネスモデル・シーズ戦略」の課題として、「AI 知財を使ったライセンス事業を始めたいが、
有効なライセンススキームを描けない」という事例や、「知財戦略」の課題として、「他企業と共同研究開発
を開始したが、自社の知財が相手のものになるリスクを抱えている」といった事例が、それぞれの対応策と
ともに掲載されている。

■プログラムを通じて明らかになったスタートアップの課題
プログラムを通じて明らかになったスタートアップの課題は、次の 14 である。このうち、四つ（課題 1、

課題 3、課題 6、課題 9）をピックアップして紹介する。

課題 1：事業の絞り込み・優先順位付けが難しい
課題 2：自社の製品 / サービスの顧客への提供価値が不明瞭
課題 3：有効なライセンスビジネスを描けない
課題 4：資金調達に有効な知財の活用法が分からない
課題 5：秘匿または権利化の見極めがうまくできない
課題 6：大学や共同研究の成果に関する権利の帰属が問題になる
課題 7：アルゴリズムなどのソフト面での知財活用が難しい
課題 8：特許権による独占期間を長期化する戦略が不十分
課題 9：既存の特許では自社のコア技術を十分に守り切れていない

知財戦略支援から見えたスタートアップが
つまずく 14の課題とその対応策

特許庁 総務部 
企画調査課 
法務調査員

比留川　浩介
ひるかわ　こうすけ

特許庁 総務部
企画調査課
ベンチャー支援班 
係長

今井　悠太
いまい　ゆうた

特許庁 総務部 
企画調査課 
工業所有権調査員

櫻井　昭喜
さくらい　あきよし
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課題 10：自社技術に関連する特許調査の検討と対応方法
課題 11：契約や利用規約の文言の検討が不十分
課題 12：専門官に何を相談してよいのか分からない
課題 13：社内で知財の情報が共有できていない
課題 14：社内において、知財戦略の必要性を理解してもらえない

課題１　事業の絞り込み・優先順位付けが難しい
事例１　優先的に進出する分野を、自社技術の強みと想定顧客の悩み事を起点に絞り込む

（１）スタートアップの課題
スタートアップは、さらなる成長を目指し、受託開発事業のみに頼らない事業形態を目指すことにした。

そこで着目したのが自社技術を生かしたライセンス事業であった。しかし、ライセンス事業を確立しように
も、今後進出する分野が絞れていないため、想定顧客やバリューチェーンなどが具体化できず、ライセンス
事業を具体化できずにいた。

（２）IPAS での対応
上記の課題に対し、メンタリングチームは、ブレイン・ストーミングにより、事業のアイデアを、スター

トアップと一緒に出し合うことにした。次に、出てきたアイデアを一定の視点から絞り込むことにした。
今回は、当該スタートアップの技術の強みと想定顧客の悩み事の「マッチング」を起点にし、その後、市

場性や事業の熟度の視点で絞っていった（図１）。
（３）本事例の Key Factor
●顧客にとっての価値を起点としよう

自社に適した事業を絞り込むためには、自社技術の強みだけではなく、その強みにより、見込み顧客の悩
みを解消できるかどうかを考えることが重要である。

●他の視点も加えて事業を絞り込もう
自社技術の強みと想定顧客の悩みがマッチする事業が複数具体化できたら、市場性や自社技術の開発段階

等の視点も加えて、最適な事業を絞り込むことが重要である。

課題３　有効なライセンスビジネスを描けない
事例６　他社と協業したライセンスビジネスなど複数のスキームを描く

（１）スタートアップの課題
スタートアップは、その技術を使ってライセンス事業に踏み出すことを模索していた。

自社技術の強み 自社技術が効く場面 想定される業界

耐久性がある

価格が安い

使用環境が劣悪

価格競争が激しい

重機業界

白物家電業界

 図１ 　自社技術の強みとこれが効く場面から、技術の強みと想定顧客の悩みをマッチングさせる
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しかし、これまでは受託開発を中心としていたため、ライセンス事業のスキームを明確に描けていなかっ
た。そのため、ライセンス事業の実現に向けた取り組みが進んでいなかった。

（２）IPAS での対応
メンタリングチームは、スタートアップに対し、ライセンス事業のスキームは複数考えられることを助言

した（図２）。
具体的には、自社の技術が組み込まれる部品の製造会社に対してライセンスするスキームと、自社の技術

を組み込んだ部品を使用する完成品メーカーに対してライセンスするスキームがあり、それぞれの特徴を示
した。

後者の場合、前者に比べて製品の売上が大きいためライセンスフィーが高くなる反面、自社の技術を組み
込んだ部品が完成品メーカーにとって価値のあるものになるよう、部品製造会社とともにブラッシュアップ
していく必要があるため、より戦略的な取り組みが求められることになる。

（３）本事例の Key Factor
●複数のスキームを描こう

一口に「ライセンスビジネス」と言っても、多様なスキームを描くことができる。自社の技術優位性や想
定顧客（ライセンシー）の売上、そのビジネスを行うために自社が割けるリソースなどを勘案し、最適なス
キームを選ぶことが重要である。
●他社との協業によるライセンスも考慮しよう

実現のためのハードルは存在するが、より大きな売り上げを見込むためには、他社の製品と組み合わせた
製品を完成品メーカーなどにライセンスすることが有効な場合もある。

課題６　大学や共同研究の成果に関する権利の帰属が問題になる
事例 11　前所属先で取得した権利に関しては、独占的に実施できるような策を取る

（１）スタートアップの課題
スタートアップの社長は、起業前に大学で発明した技術を大学の名義で特許化していた。現在、この技術

を活用した事業を行うため起業をしており、大学と交渉し特許の譲受（購入）又は実施権許諾（ライセンス）
を受ける必要があったが、どのように交渉すればいいのかが分からなかった。

（２）IPAS での対応
選択肢として権利の譲受と実施権許諾を挙げ、長所・短所を整理した（図３）。次に、理想のゴールと、

最低限堅守すべき条件を設定した。理想は権利の譲受だったが、最低限大学から実施権を受ける形でもよい

方法 メリット デメリット

ｽｷｰﾑA

ｽｷｰﾑB

ライセンス

ライセンス

ライセンスのスキーム抽出 スキームごとの特徴を整理 ライセンス先決定

自社の技術

自社の技術
内包の製品

…

 図２ 　ライセンスのスキームの特許を理解し戦略を検討
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との方針とした。
（３）本事例の Key Factor
●投資家を意識した交渉のゴール設定をしよう

大学から通常実施権しか得られていない場合には、投資家からの評価が低くなる場合がある。可能であれ
ば、権利の譲受か専用実施権、サブライセンス付独占的通常実施権を得るようにし、少なくとも独占的通常
実施権を得ることが望ましい。

●可能な限り独占権を得よう
通常実施権のみを得てビジネス展開すると、大学は他社へもライセンスすることができるため、自社独占

ができなくなる。
一方、特許権を譲受したり、専用実施権や独占的通常実施権を得ておくと、技術を独占できないという不

安がなくなる。

事例 12　共同研究の際、自社が持つ知的財産権を明確化して契約する
（１）スタートアップの課題

スタートアップは、社内に技術者が多く、契約で互いの権利・義務を明確化することの重要性までを十分
認識している人材が不足しており、共同研究先との間で、権利のすみ分けを明確化しないまま共同研究を開
始した。そのため、権利化できそうな開発があった場合、当該スタートアップの知財となるか否かが分から
ない状況となっていた。

（２）IPAS での対応
次の四つの助言をした。
ⅰ 共同研究前に自社のみで発明した内容については出願しておくこと。
ⅱ  共同研究前に自社のノウハウの確認を行い、共同研究で使用するノウハウと使用しないノウハウとに

分け、使用するノウハウのみ自社ノウハウとして開示し、かつ自社の知的財産である旨を契約上で担
保しておくこと。

譲受／実施権を得た
スタートアップが
できること

権利全て譲受 権利一部
譲受 専用実施権 サブライセンス付

独占的通常実施権
独占的

通常実施権 通常実施権

技術の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○

技術の独占 ○
△＊

他の権利者も
実施可能

○
○＊

原則権利者も
実施可能

○＊

原則権利者も
実施可能

×

他者への
ライセンス ○

△＊

他の権利者の
同意が必要

○ ○ × ×

他者への差止請求 ○ ○ ○ △＊

原則不可
△＊

原則不可 ×

備考
他より費用が
多くかかる

権利を他者と
共有するため
制約が生じる

特許庁原簿へ
の登録が必要
権利者も実施
不可

製品の生産委託や
特許を利用したラ
イセンス事業が可

製品の生産委託や
特許を利用したラ
イセンス事業が不
可

他より費用が
少なく済む

（注）一般的なケースとして示しており状況に応じて専門家への相談が必要

 図３ 　他者の特許技術を実施する際の選択肢とそれぞれの特徴
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ⅲ  共同研究で出た成果については、自社に不利益な事態とならないような契約とすること（不利益な契
約の例：権利を全て相手方が取得し、将来自社の実施ができなくなるなど）。

ⅳ  共同研究で自社のみで開発した範囲については、少なくとも自社単独で出願できるような契約にする
こと。

（３）本事例の Key Factor
●共同研究開発の際は他社との契約を前提としよう

共同研究では、研究成果の知的財産権の帰属について共同研究者ともめる場合がある。そのため、研究開
始前に、共同研究開発契約などでルールを作成し合意しておくことが重要である。
●自社に有益な成果を自社の権利としよう

共同研究開発において押さえるべき権利範囲は非常に重要である。専門家などの力を借りて、自社に有益
な研究成果を自社の権利として確保できるように留意されたい。

課題９　既存の特許では自社コア技術を十分に守り切れていない
事例 15　周辺技術の特許出願により自社のコア技術の保護を強化する

（１）スタートアップの課題
スタートアップは、現在の自社のコア技術はすでに出願した特許などで守られていると考えていた。しか

し、特許の出願時に想定していた事業と現在の事業が少しずれてきたことから、現在の事業は今持っている
特許では完全には保護されていないことが分かった。スタートアップは大手企業と共同研究開発の契約交渉
を実施している段階だったため、このコア技術が守られていないと、大手企業に対する交渉力が落ち、自社
に有利な契約を結べない状況に陥ることが懸念されていた。

（２）IPAS での対応
既存の特許の周辺技術について新たに特許出願し、周辺特許を押さえることを提案した。周辺特許の出願

に当たっては、事業の５Ｗ１Ｈの検討と事業計画との擦り合わせを行った上で、コア技術のどの部分が既存
の特許権では保護されていないかを明らかにした（図４）。

（３）本事例の Key Factor
●出願時に、事業を具体的に想定しよう

特許は、取得することに意味があるのではなく、事業に活用して初めて意味があると考え、出願時に具体
的な事業を想定して権利化するように留意されたい。
●守られていない部分は追加出願しよう

既に取得した特許で現在の自社の技術、事業が守られていないと認識した場合は、可能な限り追加出願を
行って、事業範囲をカバーされたい。

コア技術

When：いつ What：何を
Where：どこで Why：なぜ
Who：誰が How:どうやって

コア技術

現在の特許の範囲

周辺特許で
抑える範囲

 図４ 　周辺特許の取得による自社のコア技術の保護
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事例 16　 現時点での MVP（Minimum Viable Product：必要最小限の機能のみを持つ最もシンプルな製品）
を守るため、分割出願を行い自社技術の保護を強化する

（１）スタートアップの課題
スタートアップは、社長が大学時代に取得した特許をコア技術として事業を展開することを考えていた。

しかし、MVP を明確化したところ、既存の特許では、MVP を守り切れていないことが分かり、他社が同
様の製品を出してきても対抗できないことが懸念された。これは、特許出願段階では、まだ開発段階で具体
的な事業が見えておらず、MVP がはっきりしていなかったためと考えられる。

（２）IPAS での対応
自社技術の顧客への価値から MVP を特定し、そのうち既存の特許でどの部分が守られていないのかを特

定した。そして、既存の特許の分割出願を行うことで、MVP を守ることを提案した。
なお、既存の特許は社長が大学時代に取得したものであり、大学名義の特許となっていた。そのため、ス

タートアップに対し大学とライセンス契約を締結すること、そして、契約の中では、分割出願などの際にス
タートアップが独自に弁理士を選べる権利を持つ条項を入れることを提案した。これにより、分割出願の方
針策定や特許審査への対応を円滑に行えるようになる。

（３）本事例の Key Factor
●既存特許の権利範囲は常に意識しよう

特許出願時と現時点では、事業に求められる技術のコア部分が異なる場合がある。そのため、定期的に既
存特許の権利範囲を確認し、必要な措置を取ることが重要である。
●特許を補強しやすい環境を整えておこう

特許のライセンスを受けている場合は、特許の補強にライセンス元との交渉や調整が必要になる。このた
め、特許を円滑に補強できるよう、ライセンス契約の条項を工夫するなどの措置が有効である。

■おわりに
今回、IPAS 事例集の 14 の課題の一部について紹介を行った。皆さまの知財戦略構築の一助となれば幸

いである。
紹介しきれなかった課題については、IPAS 事例集の紹介ページ（ページタイトル：IPAS 成果事例集 ｜ 

IP BASE）よりご覧いただきたい。
また、上記の紹介ページでは、2020 年度に作成した IPAS 事例集「IPAS を通して見えた知財メンタリン

グの基礎」も公開している。こちらの事例集では、実際の IPAS のメンタリングを基に、メンタリングチーム
がどのようにスタートアップの知財戦略構築を支援していくのかを、登場人物を交えてストーリー風に紹介
している。スタートアップを支援する専門家向けの事例集だが、IPAS によるメンタリングのイメージをつか
む上で参考になるので、IPAS に関心のあるスタートアップの皆さまにも、ぜひご覧いただきたい。
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■医工連携の実際
近年、大学病院などの医療ニーズを企業の技術力で解決することで医療機器開発につなげていく、いわゆ

る「医工連携」が数多く実施されている。一般に製品開発にはシーズ・プッシュ型とニーズ・プル型があるが、
医療機器開発は後者（市場ニーズに合わせて技術を探索して開発）が多い。これは、医療機器は医療現場で
用いられるものであるので、開発にあたっては医療現場のニーズが不可欠であり、また医療機関でないと医
療機器の開発品を試すことができないからである。2016 年に「国民が受ける医療の質の向上のための医療
機器の研究開発および普及の促進に関する基本計画」が閣議決定され、この中で「医療機器については『現
場ニーズにあった研究開発、現場での改良と修正・最適化』が極めて重要である」と記載されていることも
あり、医療ニーズを起点にした医療機器開発が国、大学、自治体などで積極的に推進されている。
では、実際に医工連携はどのような形で進められるのだろうか。図 1に医工連携における開発グループ
の典型例を示す。前述のように医療機関が有する医療ニーズが起点になることが多い。医療ニーズは、例え
ば、「しゃべり始める前の乳幼児の自閉症を診断したい」、「子宮内の胎児頭部の酸素濃度を測定したい」な
どである。実際の医療ニーズは「〜したい」程度の情報にとどまらず、医療従事者の診療経験に基づくノウ
ハウやエビデンスなどを多く含んでいる。例えば、前者の例であれば「自閉症を早期診断することで、より
早く特別な教育カリキュラムを施すことができ、社会で能力を発揮しやすくなる」という診療ノウハウやエ
ビデンスに基づく情報（どのように診断すれば良いか、何歳くらいに診断できると効果的かなど）を含んで
いる。自閉症者の中には特定の環境では極めて高い集中力を発揮する人々がおり、それらの能力を生かすに
は早期に特別な教育を受けることが望ましいが、現状では通常の教育の中で埋没してしまうことが多い。こ
のように、医療ニーズは単なる情報にとどまらず、医療機関にとっては知的財産的価値を有する情報である
と考えられる。
医療ニーズとものづくり企業とを結びつける方法については、様々な方法が試みられている。例えば、医
療従事者が企業向けに医療ニーズを発表するニーズ発表会、企業人材が医療現場を見学する医療現場見学
会、ホームページに医療ニーズを公開して企業とマッチングするなどがある。医療機関の医療ニーズともの

医工連携における知財戦略　
知財トラブルとその予防法

「知財トラブル」というと何を思い浮かべるだろうか。多くの人が「他社に特許権を侵害された」
などの特許権侵害に関するトラブルを思い浮かべるだろう。しかしながら、医工連携における知
財トラブルは、権利侵害に関するものよりも、むしろ開発グループ内での知財の取り扱いに関す
る「内輪もめ」が多い。本稿では、医工連携における知財トラブル例とその予防法について解説
する。

株式会社 IP-Business.pro 代表取締役
浜松医科大学 産学連携・知財活用推進センター 顧問
静岡大学イノベーション社会連携推進機構 客員教授

神谷　直慈
かみや　ただし
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づくり企業の技術シーズとがマッチングすると医療機器開発がスタートする。前述の医療ニーズの例では、
視線検知技術（どこを見ているかを目の動きで検知）の技術シーズとマッチングすることにより、しゃべり
始める前の乳幼児の診断が可能になり、医療機器開発がスタートした。
医療機関と企業とで開発が進められるが、医療機器を上市するには医薬品、医療機器等の品質、有効性お
よび安全性の確保等に関する法律（通称「薬機法」）の所定の承認・認証を得る必要がある。また、医療機
器を製造・販売するには、品質保証や安全確保のための責任体制を構築して薬機法上の「製造販売業」の許
可を得る必要がある。開発を担当した企業が許可申請して「製造販売業」になることもあるが、このハード
ルは高く、既に「製造販売業」の許可を得ている企業と組むことが多い。
このように、医療機器開発は立場の異なる複数の機関が関わることが多い。開発に必要な情報（ニーズ、
ノウハウ、エビデンスなど）を提供する医療機関、開発主体であるものづくり企業、製造販売に責任を持ち
薬事申請を行う製造販売業などである。また、ものづくり企業が複数になることも多い。このように立場が
異なる機関が共同開発を行うと、知財意識の違いから知財トラブルが生じやすい。

■知財トラブル例と類型
医工連携で生じる知財トラブルは、大きく分けて 2種類に分類される。
（1）医工連携に限らず一般のコンソーシアム型研究開発でも発生し得る知財トラブル
（2）医工連携特有の知財トラブル
上記（1）は、知財権の帰属、出願費用負担、共有特許の不実施補償、グループ内の実施権などの問題で、

医工連携に限らず一般の産学連携やコンソーシアム型研究開発でも発生し得るものである。ただ、医療機器
開発では参加機関が多くなる傾向があり、立場が異なる機関（医療機関、薬機法の製造販売業など）が混在
しているため、この問題が顕在化しやすい。一般的なコンソーシアム型研究開発での知財問題（帰属、費用
負担、不実施補償など）については既に多くの報告書などがあるので本稿では詳細には説明しない。参考に
なるものとして経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」が
ある。経済産業省系の委託研究開発では、このガイドラインに基づいて研究開発の早期にグループ内で知財
合意を締結することが求められており、グループ内の知財トラブル低減に貢献している。

医療機器

開発

大学病院

医療機関

ものづくり
企業1

ものづくり
企業2

医療機器
製造販売
企業

薬事申請 販売

医療ニーズ提供
診療ノウハウ

臨床テスト・改良
学会等での紹介

薬機法の
製造販売業
上市製品に
対する責任

薬事申請を行う

医療機器開発主体
医療ニーズに基づく製品開発

 図１ 　医療機器開発グループの例
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一方、上記（2）は医工連携特有の知財トラブルであり、例えば以下のような事例がある。

①医療ニーズ提供に関するトラブル
大学が主催する医療ニーズ発表会や医療現場見学会などで医療ニーズを聞いた企業が、医療機器を独自開発
し、企業単独で特許出願した。もしくは、他の医療機関と連携してしまった。医療ニーズを提供した大学側は
「医療ニーズは自分たちの知的財産である」ので勝手に流用してもらっては困ると主張し、企業側は「医療ニー
ズそのものは発明のきっかけにすぎず特許の対象ではない」ので問題ないと主張してトラブルに発展した。

②診療ノウハウや臨床データの取り扱いに関するトラブル
医工連携において、大学が診療ノウハウや臨床データを企業に提供することで医療機器開発に成功した。
ノウハウやデータが開発に大きく貢献したがこれらは特許出願の対象になるものではなかった。大学側はこ
れらが重要な知的財産であることを理由に対価を要求したが、企業側は特許出願されていないのを理由に対
価に支払いを渋り、トラブルに発展した。

医療ニーズ提供者は共同発明者か
医療ニーズ、診療ノウハウ、臨床データなど、直接的には特許化が難しい情報の取り扱いに関する問題が

多い。これらの情報は医療機関にとっては重要な知的財産であるが、企業側からすると直接的には特許の対
象ではないので軽んじる傾向がある。図 2にこれらの問題点をまとめた。どちらが正しいというわけでな
く、意識の相違の問題であるので、意識合わせが重要である。
なお、「医療ニーズ」に関しては、ニーズ提供者が発明者になり得るか、という問題も存在する。医療従
事者から医療ニーズを聞いた企業担当者がそのニーズを具体的に解決する手段を発明した場合、原則として
具体的解決手段を発明した企業担当者は発明者になるが、医療ニーズを提供した医療従事者が共同発明者に
なり得るか、という問題である。学説や裁判例によるとニーズ提供者が「新しい着想の提供（課題の提供ま
たは課題解決の方向づけ）」を行った場合に共同発明者になり得るとしているが、グレーゾーンが広く、ま
た当事者の意識のズレも大きいため、トラブルに発展しやすい。これも事前に当事者同士で意識合わせをし
ておくことが重要である。なお、この詳細に関しては、筆者がAMED在籍時に関わった「医工連携におけ
る知財権の活用に関する調査研究」報告書（日本医療研究開発機構 (AMED)、2017 年 6月）に記載され
ているので参照されたい。

医療機関（大学）の主張
(開発に必須な情報を提供している)
• 医療ニーズ提供者も発明者であり、
特許は医療機関に帰属すべき

• 次の研究につなげるため、できるだ
け対価（ライセンス料）がほしい

• 提供した医療ニーズ、診療ノウハウ、
臨床データなどは重要な知的財産で
あり、それに対する対価は支払われ
るべき

ものづくり企業の主張
(事業化に伴うリスクを負っている)
• 医療ニーズはきっかけに過ぎず、
特許は実際に開発した自社に帰属

• 事業化を推進するため、特許を単独
で持ちたい。また、他者に払う対価
（ライセンス料）は少なくしたい

• 特許の対象でない情報（医療ニーズ、
ノウハウ、データ）には対価は支払
いたくない

利害対立

意識のズレ

 図２ 　「医」と「工」の知財意識の相違



特 集

132021.8　

■「医」と「工」のスマートな知財連携に向けて
トラブルは知財意識の相違、初期の段階で意識合わせを

近年、「モノ（製造）」→「コト（サービス）」の産業構造の変化の中で、知財戦略が大きく変わりつつある。
もともと特許制度は製造業に適した制度であり、従来の知財戦略は特許が中心であったが、最近のAI・
IoTの進展に伴い、データやノウハウなど、特許の保護対象になりにくい知的財産の重要度が増している。
知的財産とは「財産的価値を有する情報」であるとして、特許の保護対象になるものは特許法で排他的独占
権として保護されるが、それ以外の、特許の保護対象になりにくい知的財産（データやノウハウなど）は情
報コントロールと契約により保護・活用していくことになる。もちろん、不正競争防止法でも保護されるが、
これは漏洩や盗用などへの非常手段であり、保護・活用の基本は契約である。
これを医工連携で考えると、医療機関側は、特許化しにくい医療ニーズ、診療ノウハウ、臨床データなど
の知的財産について、情報コントロールと契約により保護・活用を模索していくことになる。具体的には、
開示にあたっては企業側に秘密保持義務を課すなどが考えられる。一方、医療機器開発においてこれらの知
的財産は新たな価値創造にとって極めて重要であり、企業側も特許のみならず、これらの知的財産について
も財産的価値を認めていくべきであると考える。いずれにしても、これらは特許権のような法的な権利では
なく、契約マターであるので当事者の話し合いや意識合わせが重要である。
前述のように、医工連携における知財トラブルは知財意識の相違に起因するものが多い。この相違を残し
たまま開発を進めてしまうと、後になるほど調整が難しくなる。特に、公的資金が入り開発が佳境に入って
くると引くに引けなくなってしまい、トラブルに発展しやすい。逆に、開発前や初期の段階で意識合わせを
すれば、相違が埋められなければ開発を取りやめる選択肢も残り、交渉もしやすい上にトラブルにも発展し
にくい。理想的には早期の契約が望ましいが、契約ではハードルが高い場合は、タームシートや議事録など
書面で残しておくことでもかなりのトラブルが予防できる。
医療機器開発においてグループ内の知財トラブルは大きな支障になることが多く、またトラブルが原因で
参加者の情熱が削がれてしまって医療機器開発自体が頓挫してしまうこともある。医療機関側は特許に関係
なく何らかの知的貢献をしており、一方で企業側は事業化のリスクを負っている点を双方がよく理解した上
で、できるだけ早いタイミングで意識合わせをしておくことが肝要である。知的財産はブレーキにせず、む
しろアクセルにすべきであり、開発当事者全員が気持ち良く開発に参加して医療機器開発の究極の目的であ
る「より多くの患者を救う」に共通して向かえることを期待したい。
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大学が自学のブランド力を高めることは、社会からの信頼度向上や優秀な学生獲得などに向けた重要な取り
組みとなっている。大学のブランド力は、建学の理念、長い歴史、研究者と研究成果、在校生や卒業生、キャ
ンパスの魅力など、多くの要素から生じるものであると言えるが、大学ブランドは、大学名称、大学略称、シ
ンボルマーク、ロゴマーク、スクールカラー、コミュニケーションマーク、キャラクターなどが象徴的な役割
を果たしている。従来、大学は名称やマークなどの一部を防衛的に商標出願する程度であったが、現在は、大
学の知名度向上、積極的な広報、研究成果の製品化、大学発ベンチャー支援などを目的とした戦略的なブラン
ド活用が重要となっている。今回、商標法改正により、大学が第三者に対して著名な大学商標をライセンスす
ることもできるようになり、大学のブランド活用はより活発化していくことが予想される。

■商標法改正の意義
商標法では、大学が有する著名な名称やマークなどの標章については商標登録を受けることができないと

規定されており（第４条第１項６号）、例外として、大学自らが出願する場合にのみ商標登録（これを公益著
名商標という）を受けることができるとされている（第４条２項）。これは、大学と無関係な第三者が大学の
著名な標章を独占することは、権威の尊重などの公益保護の観点から認められないという趣旨である。この
趣旨に基づきさらに、商標法第30条第１項および第31条第１項ただし書においては、第４条２項の適用を
受けた大学自身が取得した公益著名商標権であっても、出所の混同防止などの観点から、大学は専用使用権
の設定および通常使用権の許諾（以下、ライセンス）ができないこととされていた。
上記の商標法の規定は、制度趣旨は明確であり問題となることもなかったため、長年にわたり改正の必要
性の議論がされることはなかった。現実的にも、大学の著名な標章を、大学以外の第三者が取得する必要性
はなく、また大学が取得した公益著名商標を第三者に利用させる明確な理由もほとんどなかったと言える。
一方、実務上は、大学が有する著名な標章（著名な大学の正式名称や略称など）は公益著名商標として商標
権のライセンスができない制約を受けるが、公益著名商標でも商標の仕様態様ではなく説明文中などでは使
用を認めてよいとする大学の独自運用や、著名とまで言えないようなシンボルマークやキャラクターなど
は、第４条１項６号や第４条２項の制約を受けることなく、大学が商標権を取得することができライセンス
を行っているという実情もあった。このように商標法の規定は、著名の程度などが問題になるため制度自体
が分かりにくく、大学のブランド活用において商標法を認識している大学とまったく認識していない大学が
あるという興味深い調査結果が 2013（平成 25）年に出されている＊＊１。
しかしながら、少子化やグローバル競争など大学を取り巻く状況は大きく変わり、大学が取得した公益
著名商標であっても、大学知名度の向上、自治体や企業との連携促進、産学連携成果の活用、大学発ベン
チャー支援などのため第三者へのライセンスなど幅広く活用することがブランド力向上に非常に重要になっ

商標法改正後の大学ブランド活用

北海道大学 産学・地域協働推進機構

寺内　伊久郎
てらうち　いくお
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てきた。また、大学以外の多くの公益団体でも知名度やブランド力の向上は、組織の存在意義を示すために
も重要となり、商標法の規定が時代に合わないという議論がされるようになった＊＊２。
その結果、令和元年法律改正により、商標法第 31条第１項ただし書が削除され、大学が保有する公益著
名商標は自身で使うだけでなく通常使用権の許諾を第三者に対して正式に行えるようになったものである。

■大学における商標活用の広がり
長年にわたり大学は教育と研究を主に行う場所であり、大学名称、大学略称、シンボルマーク、ロゴタ

イプなどの商標や標章は大学や教職員自らが、論文、発表資料、ホームページ、名刺、レターヘッドなど、
日々の活動において使うことがほとんどであった。学内の大学売店で販売する文房具、被服などでも使われ
ることはあったが、ほぼ教職員や学生向けに限られたものであった。
しかし、現在、大学商標の対外的な戦略的活用は、大学のブランド力向上に対する重要な取り組みとなっ
ている。優秀な学生や研究者を集めるためには、学外の組織と連携しながら大学の知名度を上げ自らのブラ
ンド価値を高めることは重要であり、また、産学連携が強化される中、市場価値の向上のため共同研究成果
としての製品に大学商標の付与を希望する企業も増えている。さらに、近年は、大学発ベンチャー創出も再
び活発化しており、大学発ベンチャー企業に大学商標をライセンスすることで、ベンチャー企業の信用度が
増し資金調達を容易にするという支援的な役割にも一役買っている。
上記のように、大学が学外組織に大学商標をライセンスする機会は増加しており、商標法改正によって、
大学が自ら取得した著名な商標権を正式に第三者にライセンスすることができるようになったのは、大学の
ブランド活用戦略にとって大きな変化点であると言える。

■北海道大学ブランドの活用
北海道大学においても、ブランド力の強化は重要な課題であり、さまざまな観点からの取り組みを行って

いる。ＨＰ（ホームページ）を活用した大学情報の発信、研究成果の発信などのためのプレスリリース、オー
プンキャンパスなどは、多くの大学でも行っていることであるが、商標法改正により大学が商標を第三者に
ライセンスできるようになったことで、北海道大学でも、企業との共同研究成果である製品などに対して大
学名称などのライセンスを開始している。
さらに、北海道大学では、大学として資産を生かしながら大学独自のブランド力向上にもつながる幾つか
の特徴的な取り組みを企業と組んでチャレンジしている。以下に幾つかを紹介する。
①北大牛乳
札幌キャンパス内の農場で育てられた乳牛から絞った牛乳のブランド化を目指したものである。札幌駅

のすぐそばにある学内農場の乳牛は、夏は放牧で自由
に牧草を食べ、冬はトウモロコシサイレージや乾草を
食べることで、季節ごとに風味が変わる他にはない牛
乳である（写真１）。生乳そのものとしての提供のほ
か、ソフトクリーム、アイスクリーム、モッツァレラ
チーズ、クッキー、バームクーヘン、マドレーヌ、カ
ヌレ、ロールケーキなどに加工され、北大牛乳のブラ
ンド名を冠して、学内のレストランや近隣のショップ
やホテルの朝食などで提供している。バームクーヘン
やクッキーは札幌市のふるさと納税の返礼品としても
選定されている。 写真１ 　北大札幌キャンパス内農場



16 2021.8　

②北大ガゴメ
ガゴメは函館を中心とした道南の海岸のみで採れる貴重な昆
布であるが、函館キャンパスにある水産学研究院での長年にわた
る研究が実を結び、ガゴメ昆布の特徴である豊富なネバネバ成分
などから近年注目されてきた（写真２）。水産学研究院が独自の
海洋栽培技術を開発し、養殖期間を３分の１にしながらもフコイ
ダン含有量が天然の２倍以上となるガゴメ昆布の養殖に成功して
おり、この栽培技術で栽培したガゴメ昆布を北大ガゴメⓇと名付
けてブランド化を進めている。すでに多くの企業とコラボし、石
鹸、化粧品、飴、パン、細切りガゴメなどを販売している。

③その他
上記以外にも、本学余市果樹園で栽培したリンゴを使った「シードル」、水産学部付属練習船おしょろ丸が遠
洋で採水した深層水を使用し、老舗洋食店の株式会社五島軒（函
館市）とコラボした「おしょろ丸カレー」、北海道大学病院栄養
管理部とセイコーマートを運営する株式会社セコマ（札幌市）が
コラボした高タンパクアイスである「うしからもらったアイス」
など、多くの製品に北大ブランドを付して発売している＊１。
これらの製品に共通することは、製品に単に大学の商標を付せ
ばよいということではなく、製品が生まれるまでのストーリー性
やその裏にある研究の苦労などをきっちり訴えていくことが、大
学のブランド活用の本筋だと考えていることである（写真３）。

■将来の展望
大学が企業などに公益著名商標に係る商標権、他の商標権、標章などをライセンスする場合に注意しなけ

ればならないことは、許諾先による大学ブランドの毀損（きそん）リスクである。大学自らがライセンスし
ているからには、その責任は大学も負わなければならないが、「なぜこの製品に大学の商標を付す必要があ
るのか」「この許諾が大学のブランド力向上にどう貢献するのか」を常に意識しつつ、消費者の誤認混同に
も必要以上に気を付ける必要がある。そのため、実際の製品における最終パッケージまで確認を行い、公益
著名商標（あるいは他の商標や標章）の使用態様のチェックなど適切な管理を継続的に行っている。また、
製品自体を大学は製造しないため、企業における品質保証責任や製造物責任には契約等において十分に配慮
しておくことも必要となる。
北海道大学のブランドは、1876年の札幌農学校を起源とする145年にもわたる先人の歴史により蓄積さ
れた無形資産であり、教職員・学生・卒業生の誇りの源泉である。企業ブランドも同じだと思うが、ブラン
ドを築くことは長い期間が必要であるが失うのは一瞬である。そのことを肝に銘じ、北海道大学ブランドは
先人からの預かり物であるという意識をしっかり持ちながら、大学はブランドの活用を行うべきであると考
えている。

＊ 1　国立大学法人北海道大学 産学・地域協働推進機構 商標・ブランド　ＨＰ
＊＊ 1　平成 24 年度　特許庁大学知財研究推進事業「大学ブランドを活用した産学連携成果の普及に関する研究報告書」
＊＊ 2　 平成 28 年度　特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「大学をはじめとする公益に関する団体等を表示する商標のライセンスに関する

調査研究報告書」

 写真２ 　北大ガゴメⓇ

 写真３ 　北大ブランドの商品群
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最先端の研究開発を行う国の研究機関（国研）は、地域の中堅企業などへの技術支援も行う。特に産業寄
りの研究開発や産学連携を推進する産業技術総合研究所（産総研）、農業・食品産業技術総合研究機構（農
研機構）、科学技術振興機構（ＪＳＴ）では、企業などの課題やニーズの内容、事業化に向けたフェーズに
応じ、技術相談、共同・受託研究、試料・データなどの提供、人材育成といった幅広い支援を行っている。

また、主に国や地方公共団体が行う土木事業に関する調査や研究、支援などを行う土木研究所（土木研）
も、企業に対し公募による共同研究や施設貸し出し、革新的社会資本整備研究開発推進事業などで技術開発
を支援している。
国研の支援を受けることで、自社だけでは困難な新製品開発や技術課題を解決できるのがメリットだ。

上記 4国研とこれら国研を所管する経済産業省、農林水産省、文部科学省、国土交通省の 4省からなる
「中堅企業等の研究開発支援に関する関係研究開発法人・所管省連絡会議」は、国研による中堅企業等の研
究開発支援に関し、企業からの相談の裾野を広げ、支援を必要としている企業に適切な支援が提供できるよ
う、各国研が行う支援業務に係る情報交換・共有を図るとともに、関係国研が連携して行う情報発信・相談
受付等の具体的取り組みについて検討・実施することを目的に、2020 年 9月からスタート。これまでに連
絡会議を3回開催し、そこでの議論を踏まえ、2020年12月に4国研の研究開発支援について紹介するポー
タルページ「国立の研究機関による技術支援 」を経済産業省のウェブサイトに開設するとともに 4国研共
通 PRチラシを作成・配布。さらに SNSやメルマガ配信、展示会への共同出展など 4国研連携による中堅
企業等向け情報発信を実施。全体調整窓口を経済産業省が行う。
本誌では、４国研のそれぞれの取り組みを随時紹介していく。

国立の研究機関による技術支援国立の研究機関による技術支援
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国立の研究機関による技術支援

■産総研の役割
産総研は、鉱工業の科学技術に関する研究および開発などの業務を総合的に行うことにより、産業技術の

向上およびその成果の普及を図り、もって経済および産業の発展並びに鉱物資源およびエネルギーの安定的
かつ効率的な供給の確保に資することを目的として、2001 年に創立された国内最大級の公的研究機関であ
る。日本の産業や社会に役立つ技術の創出とその実用化や、革新的な技術シーズを事業化につなげるための
「橋渡し」機能に注力しており、体制として産総研のコア技術を束ねその総合力を発揮する「５領域２総合
センター」があり、全国 11カ所の研究拠点で約 2,300 人の研究者が、イノベーションを巡る環境の変化や
それらを踏まえて策定された国家戦略などに基づき、ナショナルイノベーションシステムの中核的、先駆的
な立場で研究開発を行っている。また、世界各国の主要研究機関と包括研究協力覚書（MOU）を締結する
など、積極的にグローバルネットワークも構築している。
わが国は現在、エネルギー・環境制約、少子高齢化、災害、パンデミックなどの様々な社会課題に直面し
ていることから、その解決が強く求められている。その解決のために研究成果の社会実装を拡充することが
産総研の重要な役割であり、経済活動の活発化にもつながるものと考えている。さらに、持続可能な社会の
構築への取り組みとして、各研究領域からなる多様性を総合的に生かし、世界に先駆けた社会課題の解決に
向けて、産業界や社会、国との連携を深め、社会的・経済的価値につながるイノベーションの創出を目指し
ている。多数の研究ユニットが集まっているつくばセンターを中心として、全国に８カ所の地域研究拠点
（地域センター）があり、地域の中小・中堅企業のニーズを積極的に把握し、経済産業局や公設試験研究機
関（公設試）＊1、および大学との密な連携を行うことにより、地域における経済活動の活発化に向けたイノ
ベーションの推進に取り組んでいる。
また、地域センターにおいては、地域イノベーションの核としての役割を持つ研究所として「世界最高水
準の研究成果の創出」の役割と、地域のニーズをオール産総研につなぐ連携拠点の役割とのバランスを保ちな
がら、各地域が持つ「看板研究テーマ」の地域ニーズに応じて、地域の企業・大学・公設試などの技術人材や
設備などのリソースを活用したプロジェクトの拡大により、地域イノベーションへの貢献を図っている。

国の研究機関としては最大の規模を有する国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）は、鉱
工業の科学技術に関する研究開発にとどまらず、研究成果の普及と様々な社会課題の解決を図るため
に、技術の社会実装を目指した企業連携を積極的に推進している。ここでは産総研が行っている企業
への技術支援内容と、近年広がってきた機関をまたがる横連携の関係の構築状況について紹介する。

連携と技術支援による社会課題解決を目指して
国立研究開発法人産業技術総合研究所

国立研究開発法人産業技術総合研究所 
イノベーション推進本部
地域連携部　地域・中小企業室

乾　直樹
いぬい　なおき
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■支援内容の紹介
産総研は多大な研究人材のリソースを最大限に活用し、産業界からの技術相談に応える窓口をウェブサイ

ト上に設けている。これは無償で研究者から高度な技術アドバイスをもらえるサービスで、日々、何らかの
相談が寄せられている。また、産総研の技術相談はウェブ経由以外の方法でも寄せられており、合わせると
総数で年間 2,000 件を超えている。技術相談は無償で受けられ、公知の情報に基づく簡単な情報提供であ
ることから、提供できる情報の範囲は限定的であるが、さらに詳しく高度な内容の相談が必要になれば、技
術コンサルティングを 50万円からの有償で受けることもできる。こちらは秘密保持契約も締結して内容の
秘匿性を担保することから、より具体的に踏み込んだ企業の課題解決に寄与する礎となっている。近年、こ
の技術コンサルティングは増加傾向にあり、年間約 700 件に及んでいる。また、技術コンサルティングを
受けた企業の９割以上は、その結果に満足されていることが満足度調査からうかがえており、さらに、その
企業の半数以上が産総研との共同研究など、さらなる連携と技術開発のステップに発展している。
また、産総研には連携をサポートする専門スタッフとして、技術シーズと企業ニーズを把握しマーケティ
ング、マッチング活動を行うイノベーションコーディネータ（IC）、科学、技術、知的財産（知財）に関す
る法務や契約に精通した技術移転マネージャー、中小・中堅企業に対して外部研究資金の獲得提案支援など
を行っている中小企業連携コーディネータ（SCET）、成果の知財化、知財調査、戦略策定などを行う知財オ
フィサー（IPO）、成果の標準化とその戦略の策定などを行う標準化オフィサー（SO）など、様々な「コンシェ
ルジュ」が産業界からの要望に応えている。さらには、公設試や産業支援機関などの職員を中心に「産総研
イノベーションコーディネータ（産総研 IC）」という肩書を委嘱しており、彼らには地元の企業支援にあたり、
必要に応じて産総研の技術紹介などのつなぎ役を担ってもらっている。これらの連携担当者を合わせると総
数は200人に及んでおり、企業連携を推進するにあたって欠かせないキーパーソンとなっている。
技術的課題を抱える企業の皆さまには是非とも、研究リソースはもとより連携実績も豊富な産総研の技術
相談窓口までご連絡をいただきたい。
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■機関連携の新たな協力関係構築と今後の展望
昨年（2020 年）は、７月にスタートアップ支援機関の協定（Plus）に加わり＊2、また同年９月からは４
省４国研＊3 による連絡会議にも参加している。それぞれ、スタートアップ企業や、中堅・中小企業に対す
る情報提供や支援について、機関相互の情報共有や意見交換を行いながら、各機関のホームページでの案内
や企業向けメールマガジンでの周知、企業向けイベント開催時のチラシ配布を行い、支援内容の紹介に取り
組んでいるところで、技術相談を始めとする産総研の企業支援についても PRを行っている。また、これら
の協定や連絡会議による協力関係を通じて、関係機関を経由して企業の技術的課題が寄せられることもあ
り、機関の横連携による企業支援の体制が一層に強化されてきた。
特にこれからは、中小・中堅企業が持つ技術ポテンシャルについて、産総研が持つ研究リソースを活用し
てもらうことでその企業が社会実装し、地域の課題解決により経済の活性化となるよう、技術開発のための
公的資金獲得支援や、公設試や他機関を交えた技術支援・連携支援、さらには標準化支援、伴走型の企業支
援を行うことも重要と考えている。新たな協力関係の構築により、これまで一層の伴走型支援が実現できる
プラットフォームとして機能させ、企業に頼ってもらうために、産総研の価値の向上・魅力の向上に励んで
いきたい。

＊ 1
地方自治体、地方公共団体が設置した試験所、研究所、指導所その他の機関。主に鉱工業振興、農林水産業振興等の向上などといった、地方の行
政目的に沿う試験・研究・高度な機器の供用・指導・教育・相談等の業務を行っている。

＊ 2
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 機関で、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。Plus での活動を通じ、技術シーズ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。

＊ 3
産業に近い研究開発や産学連携の推進を行っている国の研究機関（国研）および各国研の所轄省からなる連絡会議。参加機関は、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）、国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）、国
立研究開発法人土木研究所（土木研）の４国研、および、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の４省。研究開発法人による中堅企
業等の研究開発支援に関し、企業からの相談の裾野を広げて適切な支援が提供できるよう、国研が行う支援業務に係る情報交換・共有を図り、情
報発信・相談受付等の具体的取り組みについて検討することを目的とする。
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■本学の医工連携事業について
新潟大学は、燕三条地域の企業と同地域の業界団体と連携し、医工連携に関する事業を推進することとな

り、協同組合三条工業会、燕商工会議所、三条商工会議所と本学の間で、本事業に関する共同研究開発契約
を締結（2019 年 2月 1日付）した。
本事業は、本学医学部や附属病院などの医療現場のニーズを基にした、検体回収用の簡易トイレなど医療
関連製品をはじめ、医療器具の開発も視野に入れた製品開発を行うもので、同地域の金属加工技術に、本学
の工学部や経済科学部などの関連分野の知見も加え、新たな視点で世界へ訴求できる製品づくりを目指す。
この取り組みには、三条市、燕市の自治体、三条信用金庫などの金融機関などからも参画した。
活動の経緯は、地域の企業との産学連携を活性化したい本学の意図と、従来の金属加工技術による製造で
は今後の企業の将来に不安を感じていた燕三条地域の企業の意図が合致したものである。例えば、三条地域
の企業は自動車エンジンの部品を製造する企業が多く、電気自動車などへの転換で他の分野への進出を検討
していた。また、燕地域の企業は、洋食器を中心に製造しているが、コスト面から他の分野への進出を検
討していた。そのため、医療分野の活動を経験している企業がほとんどなく、図１に示すように、医療分

野、特に PMDA（独立行政法人医薬品医療機器
総合機構）の審査を受けた経験がないことから、
審査対象とならない、言い換えれば PMDAの
クラス外に分類される製品開発から、ステップ
アップする事業計画案を策定し、関係者の合意
を得た。
なお、2021 年 3 月 9 日に、この取り組みの

第 1号製品である、新型簡易トイレの完成と販
売開始に関する記者会見を実施した。さらに、
11 件の開発が進行している。併せて、2019 年

燕三条医工連携コンソーシアムによる
デザインコンペティション

新潟大学 地域創生推進機構 特任教授／
ビジネスプロデュース室　統括ビジネスプロデューサー

深谷　清之
ふかや　きよゆき

新潟大学は、燕三条地域の企業などとの連携を強化するため、2019 年 5 月 1 日に、同地域の 7 団体
との協働による「燕三条医工連携コンソーシアム」を設立した。同コンソーシアムの事業として、県
内大学学生らを対象にした「燕三条デザインコンペティション（審査委員長：新潟大学医学部 寺井 
崇二教授）」を開催し、8 月 23 日、燕三条地場産業振興センターを会場に最終選考会を行った。昨
年と今年は、新型コロナウイルス感染症の対応もあり、デザインコンペティションの実施を繰り延べ
ているが、地域の企業を学生に知ってもらう機会も兼ね、今後もこの活動を継続する予定である。

医療製品（医療用具）：金属からの加工製品をベースとする新しい製品の開発

事業推進の基本的な考え方

金属加工業の強み・
知名度・ブランド力

新分野への挑戦：

医療産業への参入

発展には？

フェーズⅠ
医療産業への挑戦①：
既存の技術力での挑戦
例：新型簡易トイレ 等

フェーズⅡ
医療産業への挑戦②：

既存の技術力＋
医療現場での活用

例：検査用器具の開発 等

フェーズⅢ
医療産業への挑戦③：

新しい技術開発＋
医療現場での活用

例：治療用器具の開発 等

技術力・ブランド力
・売上高・知名度等

の向上

医療と隣接する新産業への発展：
既存の技術力＋医療現場・社会での利用
例：車いす（電動を含め）、杖、福祉機器 等

図１　本医工連携事業の概要
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度末で 42社の企業などが参加していたが、2021 年 4月末で参加企業は 71社となった。
先述のとおり、この医工連携事業は、商工会議所などと本学の契約をベースにしており、個別企業と大学
との共同研究契約の形態を採用していない。個別企業との契約は、両者の目的意識を明確にし、取り組みも
進めやすいが、企業側の負担が重くなる傾向があり、企業の参加意欲を削ぐ可能性が高いと考え、現在の形
式とした。企業は開発した製品を販売した際、その売価の一定割合を大学へ支払うこととしている。

■燕三条医工連携事業コンソーシアムについて
この医工連携事業が開始される際、燕三条地

域の自治体（市役所）、金融機関も参加を申し
出てくれた。そこで、これらの機関・団体を医
工連携事業の応援団と考え、関係者で事業を盛
り上げるための集まりとして「燕三条医工連携
事業コンソーシアム」を八つの機関・団体で組
織した。それらの関係を図 2に示す。
コンソーシアムは、地域支援と産学連携、ま
ちづくりの支援を目的に活動を行うこととし、
一つの活動として主に県内の大学生向けの「デ
ザインコンペティション」を開催することとし
た。その理由は、主に自治体からの意見に、新潟県の大学には隣接する県を中心に他県から若者が進学し、
住んでくれるのに、新潟の企業をあまり知らないまま、地元に戻ったり、首都圏の企業へ就職したりという
ことが多いので、県としては、新潟の企業、世界トップレベルの技術とブランドを誇る燕三条地域の企業を
知る機会を作りたいためである。
2019 年の時点では、長岡造形大学、長岡技術科学大学、本学を主な対象として、デザインコンペティ
ションをコンソーシアムの活動として開催することを決めた。
他の活動では、第１号製品の新型簡易トイレを例にとると、その製品の販売先の市場を検討し、医工連携
事業をさらに推進するための施策の提案を考え、市役所との意見交換や要望をまとめたりしている。

■デザインコンペティションについて
燕三条医工連携事業コンソーシアムの最初の事業が、デザインコンペティションである。このデザインコ

ンペティションの最終選考は、2019 年 8月 23 日に行われた。このデザインコンペティションの課題は、
医療現場のニーズに基づいた「①内視鏡を固定できる器具」、「②立っているのに座っているかのような楽な
姿勢がとれる器具」の 2課題とした。また、コンソーシアムの機関・団体の方に審査委員をお願いしたが、

実際のニーズを提案された
医学部寺井崇二教授に審査
委員長をお願いした。図 3
にその内容を示す。
本学では、ビジネスデザ

インのコンペティションは
実施経験があったが、デザ
インをテーマとするコンペ
ティションの経験がないた

①燕三条の3団体と新潟大学の連携、地域の関係機関の協力による地域支援
②医工連携事業の“中心”を地域企業とする新たな産学連携とまちづくり

医学部

工学部

経済科学部

その他の学部

研究機関等

地域創生推進機構

製品企画
マーケッティング
評価、改善提案等

燕三条医工連携
コンソーシアム

・三条工業会
・三条商工会議所
・燕商工会議所
（燕市医療機器研究会）

・三条市、燕市他自治体
・三条信用金庫
・協栄信用組合
・新潟大学
・医療機器等の販社
・システム開発等の企業

企業グループ群
（開発製品毎、重複加入可）

病院等の医療機関

特養等の介護施設

その他の販売先
例：新型簡易トイレ
・アウトドア用品関係
・防災用品関係
・住宅関係

例
:
新
型
簡
易
ト
イ
レ

医歯学総合病院

歯学部

図２　燕三条医工連携コンソーシアム

図３　デザインコンペティションの実施

工場見学 コンペ表彰終了後の記念写真
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め、特に長岡造形大学には説明の内容や進め方について役立つ示唆をいただいた。ただ、その中でデザイン
するものが使われる現場を、デザイナーである学生が知る必要がある、との意見をいただいた。しかし、感
染症予防の観点から実際の医療現場等に不特定多数の学生を入れることはできないため、医学部・病院の協
力の下、医療現場などで実際にその器具を使う様子や、必要とする現場の様子を理解できる形のデモとして
撮影した。この時に対象とした大学のうち、提供を要望した大学へ管理に注意することを伝えた上で提供し
た。そのような対応を実施したが、疑問点が全て解消されたわけではなかったので、個別の質問に回答する
べく筆者が訪問し、あるいはメールでの対応も実施した。
書類審査への申請は三つの大学より 11件提出され、審査の結果、６件を最終選考へ進めることとした。
そして、8月 23日の最終選考では、あらかじめ燕三条地域の企業の活動を理解してもらうため、工場見学
を実施することを告知し、学生も最終プレゼンテーションの参考になる情報を得るため、会場近くの企業を
訪問した。実際に製造する現場を初めて見る学生が多く、自分たちが考えている器具がどのような工程で製
造されるのか、どのような点を考慮してモノづくりしているのか、などについて刺激を受け、関心を持った
様子がうかがえた。
最終のプレゼンテーションでは、図面だけでなく、可能な限り見本になるようなモノを提示することを依
頼し、６グループ全てが見本を示した。審査の結果、グランプリ１件、準グランプリ１件、佳作２件となっ
た。現在、これらのアイデアのうちから一つのアイデアをベースに実際に製品開発が進んでおり、評価の段
階に入っている。
学生のアイデアが製品化に直結するものではないが、製品化の端緒となり得ることを証明した。
そして、2020 年春に、第 2回目のデザインコンペティションを募集したが、新型コロナウイルス感染症
対応のため結果的に延期し、2021 年も年度初めは実施の方向で検討したが、図面だけの審査では学生のア
イデアが十分に伝わりにくい。見本を見ながら質問するオンライン形式も検討したが、審査側が複数個所の
場所から参加するため、複数の見本を作成する手間を学生へ求めることも考慮し、2022 年へ繰り延べるこ
ととした。
一方で、学生の参加をお願いする大学を３大学から 5大学に増やすことが決まったので、今後、現地に
集合する形式での開催が実現できれば、さらに活発な活動となり、地域を盛り上げる目的達成にも寄与する
ことが期待できる。

■医工連携事業の今後について
前述のように本事業へ参加する企業は、2021 年 4月末で 71社と増えており、また新潟市にある新潟商

工会議所とも同じ内容の契約を締結し、同商工会議所加入企業も製品開発に参加している。また、数は少な
いが、新潟県外の企業・自治体・商工会議所などから参加の打診を得ている。ただ、対象を広げ過ぎると、
本学の対応が間に合わなくなるため、遠方からの参加は現時点では未対応の状況である。
次に現在製品開発を進めている企業は、その製品の試作品製造は自社でほとんどの部分が賄える会社であ
るため、製造の一部に参加を希望する会社との連携は実現できていない。一部の製造を担うことを希望する
企業にも製品開発の状況等の事業の推進状況について情報を提供しており、第１号製品の機能・要件が確定
した段階で一部の製造を希望する企業向けの説明会を開催することができた。今後も、第２号製品の場合も
同様の対応を予定している。
また、燕三条を中心とする新潟県の企業は、全般に金属加工の分野で名を知られている企業が多いが、電
子回路や電気系統などが必要となる分野で活躍する企業が少ない。そこで、信州大学が進める医工連携事業
との協働も視野に入れて検討している。工業分野だけでなく、新潟県が誇る農業分野との医農連携事業も本
医工連携事業とは別の関係者との連携を検討しながら、企画を進めている。
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■糖尿病（とうにょうびょう）足（あし）病変（びょうへん）とフットケアシューズの重要性
筆者は、佐賀大学医学部附属病院において形成外科医・診療教授として勤務している。この中では、形成

外科、循環器内科、心臓血管外科などの複数の診療科の医師たちと連携し、末梢動脈疾患や糖尿病を原因と
する足病変（足壊疽や皮膚潰瘍）を対象に、下肢救済カン
ファレンスを定期的に実施し、病院内外の患者さんへの対
応を行ってきた。足病変については糖尿病を原因とするも
のが近年増加しており、非常に重要である。そこで最初に、
「糖尿病足病変」について基本的な解説をしたい。
糖尿病患者の約 50％は神経障害を併発する。これは、足

部の感覚障害から始まり、進行すると痛みや熱さなどを全
く感じなくなる無知覚状態になり、さらには運動神経障害
による足の変形も発症する。無知覚状態となり、自分の足
の異常を感知できなくなると、足に潰瘍が形成されていて
も気付かず、傷口が悪化してしまう危険がある（写真 1）。
さらに、潰瘍部の傷口が原因となって感染症を発症してし
まうと、足の壊疽、最悪の場合は足の切断に至る場合があ
る。このような足のトラブルを総称して糖尿病足病変と呼
んでいる。
現在、日本においては、糖尿病が強く疑われる患者数は

推計で 1,000 万人、さらに、糖尿病予備軍も 1,000 万人と
言われており＊＊1、その対策が重要となっているが、糖尿病

糖尿病に起因して足に潰瘍（かいよう）や壊疽（えそ）が生じる糖尿病足病変の予防には、糖尿病
の初期から、足底圧の軽減や靴擦れ防止などへの配慮が施されたフットウェア（医療用のシューズ
などの通称）を履くことが重要である。患者さんが普通の靴と同様に気軽に履けて、かつその予防
効果について十分な医学的根拠を備えたフットウェアの実現に医療関係者からの強い要望があった。
それを受け、佐賀大学医学部形成外科とアサヒシューズ株式会社（福岡県久留米市）との約 8 年間
の産学医共同開発＊ 1 により、患者さんの足に優しいフットケアシューズがついに実現した。

糖尿病足病変で苦しむ日本人を減らしたい！
－産学医連携によるフットケアシューズ開発－

佐賀大学 医学部附属病院形成外科
診療教授

上村　哲司
うえむら　てつじ

写真 1　糖尿病足病変で生じた左足底の皮膚潰瘍例
胼胝（たこ）の中央に皮膚潰瘍が生じている
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患者数の増加に従い、糖尿病足病変予防の重要性も高まっている。
ここで、糖尿病の初期段階では運動療法が重要とされ、日常生活の中でウォーキングを実践する患者さん
も多い。しかし、患者さんの履くシューズの構造や形状が適切でなく足底の特定の部分にのみ過剰な圧力が
かかり、胼胝（たこ）ができたり、靴擦れが起こりやすかったりすると、前述の糖尿病足病変の発症が懸念
される。そのような事態は避けなければならず、本開発の動機として、糖尿病患者さんの足の健康をシュー
ズの面から護（まも）り、重視する理由はこの点にある。

■糖尿病足病変を予防するための靴の現状および開発ニーズ
さて、糖尿病患者さんの足のケアには、靴型装具も用いられている。これは、医師の処方によって義肢装

具士が作製する。この靴型装具には、一般的には、足の底面に加わる圧力を適正化し、また、感染症の原因
となる軽微な外傷を防ぐ効果が認められている。しかし、患者さん個人の足の形状を綿密に測定してオー
ダーメイドでの製作となるため、通常は 8～ 10万円の費用がかかり、患者さんの経済的負担は大きい。ま
た、この装具は重たく、着用しての歩行に慣れるまでに時間がかかるという問題や、デザイン性の問題（外
観で普通の靴と明らかに異なる）もあり、患者さんからの声として、日常的な使用に難があるとの意見もあ
る。そのため、糖尿病足病変の予防効果はあっても患者さんの生活に受け入れていただけず、使用される頻
度が少ない傾向がある。
一方、通常の靴と区別がつかない外観で、足の負担軽減や糖尿病患者さんのフットケアを謳（うた）った靴
の販売も散見されるが、その効果について必ずしも明確な医学的根拠が示されているものばかりではない。
これらの現状から、糖尿病患者さんと日々向き合う医師やフットケアの専門家からも、患者さんが日常生
活で気軽に履くことができ、そして、安心して使用を推奨できるような糖尿病足病変の予防効果が医学的に
も確認された靴の実現について強い要請があった。

■アサヒシューズ社との産学医連携による共同開発の実施
アサヒシューズ社は創業 1892 年の靴専門メーカーである。本社を福岡県久留米市に置き、佐賀市内にあ

る本学とは比較的距離が近い。従来から「健康」「快適」「信頼」をキーワードにした、健康志向型の靴づく
りを掲げており、産学連携開発にオープンマインドな企業である。筆者は本フットケアシューズの理念に早
くから共感し、2011 年 11 月より共同研究を開始した。当初は大学の支援も得た学内研究所としての立ち
上げを行った。
まず、2014 年には、佐賀大学医学部形成外科「糖尿病足病変予防戦略研究所」＊＊2 が設立された。この
研究所の目的としては「糖尿病足病変の発生を予防する治療方法の確立」や「足の切断に至る原因となる急
性感染を簡便かつ早期に診断する方式の確立」に加え、「糖尿病足病変の発生を有効に予防する靴の開発」
も掲げていて、医学系研究者を中心として複数の研究者の連携の下、開発を実施した。この中では、足部
CTモデルと足底圧データを用いた三次元的足圧分布の予測、および様々な靴の形状や素材に対する足圧分
散のシミュレーションを本学理工学部（萩原世也研究室）との共同で実施した。
また、2019年からは、それまでの研究成果を活用し、シューズ開発に特化するため、筆者をプロジェクト
長とする佐賀大学「メディカルシューズプロジェクト研究所」＊＊3 を設立した。この中では、足圧分布測定シ
ステムで測定した糖尿病性神経障害患者の歩行時足底圧（裸足時および靴装着時）のデータから、足の荷重圧
分散を行うための靴モデルを作成した。また、協力をいただいた被験者に、試作した靴モデルを装着しても
らい、再度、歩行時足底圧を検証した。また、装着による有害事象（足の傷の発生など）の有無も調査した。
さらにその後、シューズの試作品を用いた本格的な臨床試験を実施するため、2019 年 6月からは同社と
の共同研究契約を締結し、共同開発を推進、ついに、市販化可能な水準にまで到達することができた。
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開発には合計で約 8年を要し、主として
「患者さんの足に優しい靴」を実現するため
の歩行解析試験の実施と、データの検証結果
による靴の改善が繰り返された。硬さと反発
性などの相反する要素の両立も考慮しなが
ら、最適な靴形状のバランスをひたすらに追
求していった。その結果、歩行時の足底圧
は、本シューズを装着すると、裸足や一般
靴と比較した場合において有意に減少する
一方で、有害事象は認められないことを最終
的に確認し、得られた研究成果をまとめて、
2020 年 12 月に学会発表（第１回日本フットケア・足病医学会学術集会）を行った＊＊4。
また、シューズの造りについても様々な配慮を行った。まず、シューズの縫い目が靴擦れの原因とならな
いように、可能な限り縫い目を少なくし、さらに、感染症予防のため抗菌性素材を採用した。シューズの外
観は颯爽（さっそう）としていて、いかにも病気予防用という雰囲気はない（写真 2）。これらの付加価値
を備えながら、販売価格は普通のウォーキングシューズと同等に設定することができ、「患者さんが気軽に
履ける靴」という目標も合わせて達成できた。この成果達成には同社で約 130 年にわたって培われてきた
靴づくりに関する技術・ノウハウが不可欠であり、産学医共同開発において「産」が保有する「ものづくり」
力が発揮された模範的事例となるのではないか。
なお、本フットケアシューズについては「アサヒフットケア（商標第 6208329 号）」と命名され、2021
年 9月からはいよいよ一般への販売が開始される予定である。

■おわりに
本稿では、患者さんの足に優しいフットケアシューズの産学医共同開発について報告した。このシューズ

が患者さんの日常生活での歩行を快適なものにすること、そして、足の傷が原因となる感染症が悪化し、足
の切断を余儀なくされるという最悪の事態が少しでも減ることを願う。
ますます進む日本の高齢化社会において、100 歳まで健康に生きることを進める日本の国家戦略の中、
足の健康は糖尿病を罹患（りかん）されていなくても重要であると筆者は考えている。日本では家の中で靴
を脱ぐ習慣があり、靴と足の健康との関係に無関心な人が多いように思われる。足を大切にするために自分
に合った靴を選択するということについて、本稿がその啓発となれば幸いである。

＊ 1
利益相反　本共同研究において、アサヒシューズ株式会社から年間 200 万円の研究費を 2019 年から受けている。

＊＊ 1　
厚生労働省、“平成 28 年（2016 年）国民健康・栄養調査報告”

＊＊ 2　
佐賀大学医学部形成外科・糖尿病足病変予防戦略研究所ホームページ

＊＊ 3　
佐賀大学プロジェクト研究所（SUPLA）ホームページ

＊＊ 4　
上村哲司、“産学連携から生まれた次世代のフットケアシューズの開発　メディカルシューズプロジェクト　－佐賀大学プロジェクト研究－”、
第 1 回日本フットケア・足病医学会年次学術集会、2020 年 12 月

写真 2　開発したフットケアシューズ「アサヒフットケア」
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リポート　Report

1972 年の「成長の限界」＊＊ 1 が、資源と地球の有限性を指摘したことを引くまでもなく、今日、気候変動、
生物多様性の損失など、地球規模の課題が指摘され、感染症、饑餓（きが）、水問題など、先進国、途上国
を問わず、弱い立場の人たちに深刻な影響が及んでいる。

1980 年代、開発と環境を共存し得るものとして捉え、節度ある開発を目指す文脈から生まれた「持続可
能性」の概念＊＊ 2 は、環境と開発との関係を超え、人間社会およびその場としての地球に関係するすべての
問題に妥当する概念として発展、2015 年、国連の持続可能な開発目標 (SDGs) ＊＊ 3 として現在につながっ
ている。

SDGs は先進国を含めすべての国が追求すべき「普遍性」を有し、社会的に弱い立場にある人々を含め、
すべての人々の福利に配慮を払うとの「包摂性」に貫かれた目標群であり、すべてのステークホルダーの参
画を得て、統合的に取り組むために、定期的なフォローアップを含む透明性の高いプロセスにより、2030
年までにその実現を図ろうとするものである。

SDGs は 17 の個別目標と 162 のターゲットから構成されているが、子細に見ると、それらは相互に、時
にシナジー、時にトレードオフの関係にあるものが多い。

例えば、持続可能な食糧生産システム（ターゲット 2.4）は水質の向上（6.3）、飢餓の削減（2.1）につ
ながるが、逆に、食糧生産性の向上（2.3）は水不足や衛生環境の悪化（6.3/6.6）を招く。こうした輻輳（ふ
くそう）した問題を超克するためには、データ、エビデンスに基づく、合理的な分析と包括的な判断が不可
欠で、近時人口に膾炙（かいしゃ）されてきたデータサイエンティストには、SDGs 目標達成をけん引する
ことが期待される。

筆者が所属する横浜市立大学は、2018 年度にデータサイエンス学部を、また 2020 年度には大学院同研
究科を設置するとともに、社会連携活動の一環として、本稿で取り上げる米国スタンフォード大学が世界展
開する Women in Data Science（WiDS）プロジェクトを国内でいち早く開始、SDGs とデータサイエ
ンスが出会う場を形成し、そこに多くのフレッシュな人材をいざなおうとする活動を進めている。

■WiDSとは
スタンフォード大学の WiDS プロジェクトは、データサイエンスの意義、おもしろさなどを広く伝え、

この分野に、男女を問わず多くの人材をいざない（inspire）、学びの機会を提供し (educate)、また支援す
る (support) ことを目的としている。2015 年に開始した WiDS は、今日、世界 60 カ国以上で年間 200
以上の地域イベントが開催され、10 万人が参加する活動に成長している。その活動としては、世界大会、
ワークショップのみならず、社会課題を題材にデータサイエンスのスキルを磨くことを目指すデータソン、
データサイエンスの知見を用いて幅広い分野で活躍している人材が、インターネット上で音声や動画を公開
し、その仕事の内容や教訓などを広く共有するポッドキャストなど、多岐にわたる＊＊ 4。

WiDS
～データサイエンスと SDGs との邂逅の場～

横浜市立大学 特別契約教授

村田　貴司
むらた　たかし

横浜市立大学 データサイエンス学部 
データサイエンス学科 准教授

小野　陽子
おの　ようこ
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■日本におけるWiDS
日 本 で は、2018 年 度 以

降、横浜市立大学ほか表 1
に示す大学・企業などがこ
の活動を推進している。

ここでは、横浜市立大学の
活動であるWiDS TOKYO @ 
Yokohama City University

（以下「WiDS @ YCU」）の活動を中心に解説する。
WiDS @ YCU の活動は大きく次の三つの大きな柱がある。

（1） シンポジウム：この分野で先駆的、斬新な活動を行っている者による基調講演のほか、（2）のアイ
デア・チャレンジの成果発表、ライトニングトークなど、多様なプログラムが展開される。

（2） アイデア・チャレンジ：スタンフォード大学の WiDS では、いわゆるデータソンが行われているが、
わが国では、利用可能なデータの制約などもあり、データからアイデアを紡ぎ、語るという、専ら
啓発的な視点からアイデア・コンペティションを実施している。

（3） ワークショップ：WiDS @ YCU では、数十人規模のワークショップを開催し、多様な意見交換、
情報交換を行っている。

① WiDS @ YCU の視点
WiDS ＠ YCU では、当初より、SDGs を意識したプログラム設定を行ってきた。
上述の通り、SDGs の達成には多様な方法が取られる必要があるが、いずれの場合にも、データをベー

スにした検討がなければ、効果的なアプローチはおぼつかない。WiDS @ YCU では、この観点を踏まえ、
また、わが国では、女性の社会進出の在り方を含め、働き方改革が大きな社会課題になっていることから、
第１回、第２回のアイデア・チャレンジのテーマに新しい働き方に関するテーマを選定、学生のみならず広
く社会人から、データをベースとした検討による新たなアイデアの創出をいざなった。これは SDGs 目標
の「5．ジェンダーの平等を実現しよう」、「8．働きがいも経済成長も」などに関係する。

また、第３回シンポジウムでは、新たに「データサイエンス× SDGs17 目標中の１目標×任意のキーワー
ド」をテーマとするライトニン
グトーク（LT）セッションを実
施した。LT とは、特定のテーマ
について限られた時間の中で自ら
のアイデアを発表し共感を求め
るものであり、表２に示すよう
な SDGs と関連付けられた意見
表明などが行われた。発表の内容
は、WiDS @ YCU のホームペー 
ジ＊＊ 5 で確認できる。

②新しい展開
WiDS @ YCU では、データサイエンス分野で先駆的な活動をしている女性が、その特徴的な経験、気

づきなどに関する講演を行う。ここでは、データサイエンスの知見を新たな領域に広げる活動の例として、

表 1　日本における WiDS の活動

名　称 主催者 初　回

1 WiDS TOKYO @ Yokohama City University 横浜市立大学 2018 年度

2 WiDS TOKYO ＠ WASEDA 早稲田大学 2018 年度

3 WiDS HIROSHIMA 広島県、広島大学等 2020 年度

4 WiDS TOKYO @ IBM 日本アイ・ビー・エム㈱ 2020 年度

表 2　ライトニングトーク発表者のテーマ

SDGs 目標 LT 発表者が選択したキーワード

（目標 3）全ての人に健康と福祉を 子供の心、意識に上がっていないストレス

（目標 4）質の高い教育をみんなに あなたの質問にデータが答える

（目標 5）ジェンダーの平等を実現しよう 女性企業の経済効果

（目標 8）働きがいも　経済成長も 人材戦略

（目標 10）人や国の不平等をなくそう 音楽

（目標 12）作る責任　使う責任 imagine



292021.8　

以下の 2 例を紹介する。
（1）ファッション・デザイン×データサイエンス

ファッションデザイナーのエマ理永氏によれば、データサイエンスの力は、芸術文化の領域でも新たな価
値を創出する原動力になりつつある。

第２回 WiDS @ YCU シンポジウム（2020 年 3 月）における講演で、氏はサイエンスとファッション
の融合、「思考」と「感性」の融合をテーマに、データサイエンスの可能性、広がりについて語り掛けた。
人間知能と人工知能が共同で生み出すドレス、対数螺旋（らせん）のフラクタルパターンによるドレスのデ
ザインなどが紹介された。

氏は、データサイエンスが、「美しさ」といった感性の世界にも関係が深いという明確なメッセージを提
示した。「自然界を抽象化する考え方、つまり数学の視点からの発想が、美しく革新的なデザイン・スタイ
リングを生む」。氏は、「より身体にフィットする服をデザインするためには、複雑な曲面からなる人体や生
地の特性を、人体や身体の個体差を考慮しながら制御する必要」があり、そのためには「感性と科学・数学
の融合が重要で、データサイエンスはその中心的な役割を果たす」とした。「科学や数学は人間が捉えた自
然界の抽象であるから、美しくないはずがない」。

ドレスという実体で、人間の感性に切り込む。その有力な手段としてデータサイエンスがあることを示
した氏のプレゼンテーションは、スタンフォード大学側も注目し、2021 年３月に開催された第３回 WiDS
世界大会において、世界のベスト・プレゼンテーションの一つに選出された。

私たちは、WiDS ＠ YCU 活動が、多様な人材をデータサイエンスの領域に呼び込み、この場に集まる
多彩な人々のプラットフォームになることを目指しているが、工学系、理学系の世界が、芸術・文化の世界
とデータサイエンスを通じて融合することができるなら、世界に対して日本のしなやかな価値を発信するこ
とができると考えている。
（2）日本酒×データサイエンス

第３回 WiDS ＠ YCU シンポジウム（2021 年 3 月）で、三浦亜美氏（株式会社 ima 代表取締役 CEO）は、
日本酒の醸造プロセスとデータサイエンスの知見との組み合わせについて講演した。

氏によれば、日本酒は「糖化」と「アルコール発酵」が同時に進むため、でんぷんの吸水が日本酒の味に
大きな影響を与える要因となる。ところがこの吸水、原料の米の状態が、品種のみならず、産地、年度、精
米割合、水温、含水量など様々な要因で変化しているにもかかわらず、一定の品質を発酵の時間だけで制御
しなければならない。従来は、これを杜氏が発酵の状況を目で見ながら確認してきたが、再現性、データの
質、精米歩合がもともとの米の粒径を考慮していないといった課題など、品質管理上多くの困難を抱えてい
た。それを氏の「AI-Sake プロジェクト」では、画像データ、気象データ、粒径分布、膨張率などのデー
タによる客観化を実現、システムの実用化を図っている。

氏は、どのようなお酒を造りたいかは人間の意志であり、データサイエンスはそのサポートで、世代を超え
た人と人とのつながりを可能とするとの考えを示した。データサイエンスは、酒造りという伝統的、文化的な
プロセスに科学の目を組み込むことで、新たな価値を引き出しながら、それを持続可能なものとしていく。

■考察
わが国における WiDS の活動を以下の二つの視点から考察する。

①ジェンダー平等の視点
内閣府男女共同参画局のホームページによれば、男女共同参画に関連する国際的な指標としては、人間開

発指数（HDI：「長寿で健康な生活」「知識」及び「人間らしい生活水準」との人間開発＊＊ 6 の三つの側面を
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測定）、ジェンダー開発指数（GDI：男女別の HDI の比率。人間開発における男女格差を表す）、ジェンダー・
不平等指数（GGI：経済、教育、保健、政治の分野ごとに各使用データをウェイト付けして総合値を算出。
その分野ごとの総合値を単純平均してジェンダー・ギャップ指数を算出）などがある。前 2 者は国連開発
計画 (UNDP)、GGI は世界経済フォーラムが公表している。

このうちジェンダー・ギャップを直接観察できる指標として、GDI と GGI を見ると、わが国は、それぞ
れ 166 カ国中 51 位（2019 年）＊＊ 7、156 カ国中 120 位（2020 年）＊＊ 8 となっている。

GGI は、経済、教育、保健、政治の 4 分野、14 項目をそれぞれ指数化し算出しているが、日本は教育、
保健分野は世界でもトップクラスの項目もあるものの、経済分野、政治分野といった活動に関する項目にお
いて劣後状態にあり、全体順位を押し下げている。

このように、「ジェンダー平等」の実現は、わが国における社会的、経済的活動において、さらに意識的
な努力が必要な課題であるが、ICT と AI 技術の進展と社会実装を背景に持つデータサイエンスの知見を有
する女性人材には、大きな期待が寄せられる。データサイエンス人材の活動の基盤を成す ICT の利用は、
通信環境が許す限り、時間的、場所的制約を解消するとともに、医療や教育といった基本的なニーズへのア
クセスを容易にするなど、従来、女性の社会進出の制約要因とされてきた要素を克服することが期待される
からである。

データサイエンス分野に男女を問わず、特に女性をいざなうことを目指す WiDS ＠ YCU の活動は、
SDGs 目標のジェンダーの平等に好影響を与える可能性があるものとして意義が大きい。

②イノベーション促進の視点
データサイエンスのベースとなるデータは過去のものであるが、その中から「未来の芽」を紡ぎ出すため

には、様々なアイデア、価値の邂逅（かいこう）による新たな価値創出との態度が重要である。WiDS @ 
YCU は、データサイエンス分野に関心を有し、男女を問わず、多様な価値を持つ者に、経験談や意見を交
わしあう場を提供することで、新たな価値創造のプラットフォームを提供する。私たちは、こうした場に新
しい人材が引き寄せられ、データサイエンス分野の知恵、実践に触れ inspire されるという循環が生まれる
ことを期待している。WiDS @ YCU の活動に代表される国内の WiDS 関連活動はまだ緒に就いたばかり
であるが、人口の半分ずつを占める男女の枠を超え、また、SDGs の実現という商業的活動の枠を超えたビ
ジョンを得たこのデータサイエンス分野のプラットフォームが、わが国において定着し、様々な態様で面的
な広がりを持つことを期待している。

それは、特定の組織が国内の WiDS 活動すべてを統括するというようなものではなく、「みんな違って、み
んないい」多様で、柔軟な、多くの人材がそれぞれの観点から集い、何かを得て帰って行く、邂逅の場である。

私たちは、SDGs を縦糸に、データサイエンスを横糸として、WiDS @ YCU の活動を様々な形で展開して
いくので、引き続きご注目、ご支援をお願いする次第である。

＊＊ 1　ローマクラブ、成長の限界 (1972)
＊＊ 2　 United Nations, World Commission on Environment and Developmen（WCED）, Our Common Future（邦題『地球の未来を

守るために』、通称「ブルントラント報告」）(1987)
＊＊ 3　ウエブサイトページタイトル：SDGs とは？ ｜ JAPAN SDGs Action Platform ｜ 外務省
＊＊ 4　ウエブサイトページタイトル：Women in Data Science (WiDS) Conference - Women in Data Science (WiDS) 2021
＊＊ 5　ウエブサイトページタイトル： WiDS TOKYO @ Yokohama City University
＊＊ 6　 人間開発：人々が各自の可能性を十全に開花させ、それぞれの必要と関心に応じて生産的かつ創造的な人生を開拓できるような環境を創出す

ること
＊＊ 7　United Nations Development Programme, Human Development Reports
＊＊ 8　World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2021 INSIGHT REPORT (2021)
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リポート　Report

■医局の壁をなくして一丸に
ORIGAMI は、昨年４月に新型コロナウイルスの感染

拡大によって、医療資材の不足解消を目的に、鳥取大学医
学部附属病院の新規医療研究推進センターの藤井政至助教
が東京の医療機関の物資不足の現状を聞き、１週間で考
案。使い捨て可能な ORIGAMI を鳥取大学発ベンチャー
株式会社メディビートと地元企業の有限会社サンパック、
ヤママスデザインと共同開発を行い製品化したもの。

その特徴は、ボール紙にポリプロピレンのフィルムを
貼り付けた組み立て式で、紙部分を折って使用する。顔
面を覆うと上下左右から飛沫（ひまつ）を防ぐ構造だ。
見た目は大きく感じるが、およそ 30 グラムで軽い。ま
た、ゴムを使っていないので強い締め付けはさほどなく、長時間装着しても痛みがないと言う。さらに、顔
面とフィルムの間に隙間を設けることでマスクの使用時も曇りにくい。

鳥取大学は、鳥取大学医学部附属病院を中心にかねてから医工連携に積極的で、医局の壁をなくして一丸
となる姿勢に定評がある。そんな土壌がベースにあるから、学内はもちろん関係機関や地域企業とのものづ
くりでスピーディーに製品化できたと言えそうだ。

初回生産時には、メディビートを通じ 3 万枚を鳥取県に寄付し、そのうち 1 万枚は鳥取県を介して東京
都へも寄付を行った。小池百合子都知事も「医療現場で感謝されると思う。受付や理美容などにも広く使え
る」と感謝を込めて評価したという。

メディビートは、そんな土壌の中から生まれたニュータイプのベンチャーと言える。

新型コロナウイルス感染症対策用品の紙製フェイスシールド ORIGAMI（オリガミ）が、2020 年
４月の発売開始から１年足らずで、40 万枚以上売れている。背景にはコロナ下による特需もある
が、その成果の蓋然性（がいぜんせい）を高めたのは、医工連携でありがちなズレを解消するこ
とだった。

医工連携でありがちなズレを調整する
鳥取大ベンチャー メディビート

鳥取県内の小学校の協力で医療用を改良した ORIGAMI Jr.

ORIGAMI ORIGAMI を平面にするとかさばらない
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■ニュータイプのベンチャー
ORIGAMI の快進撃に重要な役割を果たしているのが、医療機器の研究開発と製造販売を手掛けるメ

ディビートだ。
一般的でシンプルな医工連携では、製造会社が医師や看護師のニーズを拾い製品化するのだが、コミュニ

ケーションの食い違いや医療機器に課せられる規制、製造コストなどの要因が絡み合い、ズレが生じること
がある。そうなれば完成品の需要度は低下する。また、メーカーは流通販売が不得手なため製品の周知と営
業力が伴わず売れにくいのが実態だ。

このほか、医療機器業界は、法規制によって法令に準じる申請書類作成が素人には重石となるうえ、独自
の商習慣が色濃く、一般的な商品とは違った流通形態が追い打ちをかける。そんな理由から、製品開発をし
ても商品として流通しにくくなる。また意外だがインターネット販売ではほとんど売れないこともあり、求
めているユーザーへ届けるには、まずは独自の商習慣に習うことが重要で、販路拡大をするなら既存の販売
チャンネルとの連携が欠かせない。

企業側は在庫を抱えたくないし利益を追求することになるが、買う側にとっては希望価格に合わないこと
もしばしばで、頼んでも１カ月以上かかるなどといった齟齬（そご）はよくある話だが、医工連携でもそん
な意見はときどき聞かれる。

カメラ撮影を例にすると、主役にしたかった手前の被写体に焦点が合わずボケて背景にピントが合ってし
まう。これがピンボケだ。シャッターを押したときにカメラが動いたことで手ブレが起きたことが原因で起
こってしまう。オートフォーカスは、カメラが自動でピントを合わせてくれる便利な機能で、被写体にカメ
ラを向けてシャッターボタンを半押しにすれば、誰でも簡単にピント合わせができる。今ではスマホにも手
ブレ防止機能が付いているので、ひと昔まえほどピンボケ写真は多くないが、テクノロジーを過信しても、
そもそもしっかりと構えカメラが動かないよう撮影しないとピンボケは起こってしまう。校正や調整作業や
動作のキャリブレーション機能といってもいい。

メディビートは、病院と医師や看護師などと、試作・製造・販売会社との間をつなぎ販促活動に力を入れて
おり、大学の技術移転機関（TLO）が担う役割に加え、製品企画・販促・販売業務を総合的に担うことで、ズ
レを軽減するニュータイプの医工連携型大学発ベンチャーで、キャリブレーションカンパニーのようだ。

■作り続ける
助成金もなくなればその事業も終わってしまう単品単発の製品化で終わりがちな医工連携においてメディ

ビートは、ORIGAMI のヒットから矢継ぎ早にコロナ関連製品を市
場に投入。柔軟でスピーディー、さらに小回りの利く動きも奏功す
る。2019 年 4 月 1 日に会社を立ち上げわずか１年足らずで数々の製
品をラインアップに加えてきた。作り続ける必要があるからだ。

例えば、業務用として１ケース 300 枚入りのセット販売（販売取
扱店では 100 枚単位も用意）をしていたが、「単品でも欲しい」の要
望に応え、20 枚入りパッケージと 1 枚パッケージにも対応。「子供
用に欲しい」の要望に応え 5 ～ 12 歳の子供用紙製フェイスシールド

（小児用）ORIGAMI Jr. を製品化した。
筆者が個人的に興味を引いたのは、インナーアーチ +（インナー

アーチプラス）だ。会議進行や取材活動ではマスクをしたまま話さ
なくてはならないことが多く、話しにくいし声がこもり不便この上
ない。インナーアーチ + は、コロナ関連向けというよりは、マスク

マスクと口の間にすき間をつくり蒸れを防ぐ
「インナーアーチ +」
真ん中の丸い部分でマスクをキャッチしずれ
にくく会話もしやすい
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を日常的に使用する看
護師が会話しやすいよ
うに生み出された製品
で、マスクと口の間に
すき間ができ通気性を
確保したことで蒸れを
軽減、会話をしやすく
した。マスクが長時間
肌と密着しないので、
炎症による肌トラブル
も起こしにくい。

■産学連携のエキスパート、医工連携の弱点を知り尽くした社長
会社を立ち上げたのは代表取締役の山岸大輔氏だ。
山岸社長は、近畿大学から鳥取大学大学院連合農学研究科博士課程（農

学）経て、遺伝子組み換えなどを研究してきた。研究の幅も広がるだろ
うと知的財産（知財）に関心を持ち、やり出すと奥が深くて、そのまま
知財にのめり込んだ。大学院終了後は、鳥取大学で知財を担当しながら
NEDO フェローに参加。NEDO フェローは、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) が、産学連携人材の養成を目的に
2000 年度～ 2010 年度まで実施した産業技術フェローシップ事業で、巣
立った多くの人材が大学や研究機関などで活躍していることで知られる。
そして、鳥取大学の産学・地域連携推進機構（現：研究推進機構）の任期
を２回更新した後、退職し 2019 年 4 月にメディビートの代表取締役に就
任。長く産学連携に関わってきたうえでの 44 歳の起業である。

大学周辺の産学連携業務はいま、大きな変革期を迎えつつある。背景には、文部科学省が進めるリサー
チ・アドミニストレーター（URA）の標準化がある。その目的は、URA を育成し確保するシステムを整備
し、大学などでの研究支援体制の充実と強化を図るため、URA の業務の能力を明確にして体系化する指標
作りがある。そのため国立大学の産学連携人材は、徐々に教員職としての URA へ置き換わる過渡期とも言
える。大規模大学は、URAと産学連携が並走して役割分担していることが多いが、中規模以下の大学では、
全ての業務を総合的にこなさなくてはならないことから担当者の負担は大きい。

そんな背景が後押ししたかどうかは分からないが、山岸社長は、経営者は責任を取ることができ、自分の
生き方に合っているようだと笑って応じる。

医工連携の弱点を知り尽くした山岸社長だが、コロナ関連製品は、収束すればその特需は終焉（しゅうえ
ん）を迎え追い風が止まると予想される。単価が安い製品を入荷して出荷する卸売り販売の事業形態では、
マージンも小さく利幅に限界がある。余力のあるうちに次の一手を打つ必要に迫られそうだ。

だが先にも述べたが、シーズとニーズの要望のズレを、医工連携の弱点を知り尽くした企業の立場で、一
つ一つ潰していけるメディビートの存在価値は際立つことになる。同社が成長すれば、医工連携の発展にも
つながり、歩みが止まれば従来のつながらない医工連携に戻ってしまう。医工連携で唯一無二の会社として
手振れを軽減した製品なら需要の掘り起こしができそうだ。

 （山口 泰博）

アイデアを具現化した製品ラインナップ

コロナ対策用品 紙製フェイスシールド（小児用）ORIGAMI Jr.

飛沫防止ボックス“トラキアボックス

アイ・ビー・メディカルシールド

紙製フェイスシールド ORIGAMI

インターホン内蔵検温システム PEGASAS（ペガサス）

医療用品 曇り防止レンズ用フィルム Medi More for Loupe( メディモアフォールーペ )

適温配膳車対応 紙製トレー ぼんだがぁ

看護用品 スーパーまもるんジャー‼（新生児・小児両手可動制限サポーター）

褥瘡（じょくそう、床ずれのこと）シミュレータ“アルサーノン”

マスク生活に程よい快適空間インナーアーチ +（インナーアーチプラス）

山岸大輔社長
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Series

本シリーズの第 7 回は第 6 回に引き続
き、研修科目の概要について紹介する。

今回は、10 科目群 15 科目のうち、
科目群 C「研究開発評価」の「C5：研
究開発評価」、科目群 D「外部資金」の

「D6：外部資金概論」と「D7：申請書・
報告書作成支援」、そして科目群 E「研究プロジェクト」の「E8：研究プロジェクトのマネジメント手法」
の 4 科目について紹介する。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。

■C5：研究開発評価（担当：天野絵里子）
■当該科目の考え方

本科目では、「研究開発評価」を「研究開発に関連する営みに対する体系的な調査や価値判断」と緩やか
に定義する。その上で、評価を受ける側である研究機関や教員を支援したり、研究機関内で自ら行う事業を
設計・運営したりといった役割を果たす URA のために、研究開発評価の理論と実践の糸口を提供している。

研究開発評価の枠組みは、URA や研究推進を担う職員の業務に密接に関係しているにもかかわらず、必
要性が十分に理解されておらず、その考え方があまり浸透していないようである。研究開発評価を体系的に
学ぶ機会として文部科学省が「研究開発評価人材育成研修」を提供しているが、毎年の受講人数は限られて
いる。この URA 質保証事業の科目構成の検討の中でも、「研究開発評価」を科目として設置することに消
極的な意見さえあった。そのような中でこの科目が設置されたのは非常に意義深い。

研究開発評価について短期間に深い知識を身につけて実践できるところまで到達するのはなかなか難しい
が、この質保証事業における本科目の教材作成と講師には、前述の文科省研修の講師も務める林隆之教授

（政策研究大学院大学）を迎え、Fundamental、Core レベルの各 60 分の講義で、コンパクトに最低限の
基礎知識やツールに触れられる構成を実現した。また、最後に自ら学ぶために参考文献も示した。講義で得
た視点をもとに日頃の業務を振り返り、実践の中でさらに学びを深めていただければと考える。

■当該科目の概要
Fundamental レベルではまず基礎知識として、研究開発評価が必要とされる政策的な背景と、「評価」

の概念整理を行っている。政策的背景としては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を参照しながら、
研究開発評価の概要および、わが国の研究開発評価の仕組みを解説している。「評価」という概念は、非常
に誤解されやすい概念である。例えば、点数を付けて優劣を付けるのが目的であるといった、評価される側

シリーズ URAの質保証制度

研修科目の概要

京都大学 学術研究支援室
天野　絵里子
あまの　えりこ

RA 協議会／
金沢大学 先端科学・社会共創推進機構

稲垣　美幸
いながき　みゆき

東京都立大学 総合研究推進機構
柴田　徹
しばた　とおる

第7回
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からすればネガティブなイメージが想起されやすい。しかしながらここでは「評価」の目的として、資源配
分の意思決定、評価対象の改善に向けた支援材料、資金提供者への説明責任であることを述べ、それらの目
的を果たすことが評価の意義であると整理する。研究開発評価における「評価」が決して優劣を付けること
ではなく、より良い研究開発を創出するために行われる価値判断であるということがまず理解できる。

Fundamental レベルの後半から Core レベルにかけては、理論だけでなく事例を通じて実践を学んでい
く。事例は、URA や研究推進を担当する職員が研究開発評価に接する代表的なパターンごとに紹介した。

1. 研究開発プログラムのもとで研究者が実施する研究開発課題（研究プロジェクト）の評価への支援
2. 研究機関の評価（国立大学法人評価等）への対応
3. 研究機関内の研究開発プログラムの設計・運営
4. 研究機関内の自己点検・評価への対応

例えば、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の社会技術研究開発センター（RISTEX）を事例に、
RISTEX 全体の目的やアウトカム、インパクトがプロジェクトの評価基準に反映されることが述べられる。
そのような評価基準を意識することによって、研究者が RISTEX に申請する場合、あるいは中間評価や事
後評価を受ける際に研究プロジェクトが高評価を得られるポイントを捉えることができる（パターン 1）。

Core レベルでは、研究機関内の研究開発プログラムを自ら設計して評価するために必要なプログラムマ
ネジメントの考え方や、評価ツールとしてのロジックモデルも解説される（パターン 3）。研究機関内の研
究開発プログラムとは、近年 URA が取り組むことが多くなっている「学内ファンド」や、PDCA サイク
ルを経ながら改善していく一連の事業・プログラムとして考えられるものはどれも当てはまる。

最後に、研究機関としての組織評価、自己点検について、様々な大学・研究機関における取り組み例を
見ながら、それらの課題について検討していく（パターン 4）。各研究機関が、意思決定や外部評価への対
応のために、KPI (Key Performance Indicator) といった指標の設定による評価や、ポートフォリオ分析、
学内組織やセンターごとの評価などさまざまな取り組みを試行錯誤している。研究機関の研究戦略へ創造的
な提案が期待されている URA や職員にとっては、学ぶところが大きいだろう。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
研究開発評価の考え方を生かせば、日頃の業務が俯瞰的に、中長期的観点で見られるようになり、業務

の質向上が期待できる。研究推進・研究支援業務は、研究開発評価と無縁ではあり得ないが、日頃の業務に
追われているとその視点が抜けがちで、また、学ぶ機会も少ない。この科目を受講することによって、例
えばプレアワードにおける研究者による研究プロジェクトの申請支援のように単発では短期の業務であっ
ても、研究開発評価の考え方を身につけることによって業務により深く取り組むことができる。まず、一
つの研究開発プログラムとしてそのファンドが何を目指すのか分析し、研究者に有益な情報を提供するこ
とができる。そして、そのファンド事業で期待されるアウトカムを踏まえて高評価の得られるプロジェク
トを研究者とともにまとめ上げることができる。こうした一連の申請支援業務も自ら実施する研究開発プ
ログラムとみなすこともできるが、研究開発評価の考え方やツールを使って、それらの業務を改善してい
くことができる。
「研究開発評価」の受講をきっかけに、URA や研究推進に関わる職員が目の前の自らの業務の質を高め

ていただきたい。さらに言えば、研究開発に関係する国の政策や研究機関レベルの評価の取り組みに対し、
創造的な姿勢で関われるようになることを期待したい。
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■D6：外部資金概論（担当：稲垣美幸）
■当該科目の考え方

本科目では、外部資金に関わる基本的な知識の習得を目的に、外部資金とは何か、ということから様々な
外部資金に対して URA としてどのように関わることができるのか、ということまでを体系的に学べるよう
な内容とした。

外部資金に関する業務は URA の主要な業務と認識されていることも多いことから、具体的な内容をどう
するかは悩ましい問題であった。具体的なノウハウを求められることが多いと想定しながらも、結果として
Fundamental レベルでは外部資金に関する最低限の知識を、Core レベルでは URA として外部資金の獲
得に貢献できる知識と能力を習得するために有益な情報を提供するという考え方で設計されている。Core
レベルでは、この科目の受講で終わりではなく、この科目の受講をきっかけに、自らが主に従事する業務と
関連づけながら新たな知識の獲得や能力の向上を期待している。

■当該科目の概要
上記の考え方を踏まえ、Fundamental レベルでは外部資金とは一体何か、ということを大学の財務状況

の視点から捉えるとともに、外部資金の種類と外部資金として括られつつも性質の異なる経費、さらには研
究者に配分されるレベルでの直接経費と間接経費を項目立てて説明している。

Core レベルでは、Fundamental レベルの知識があることを前提に、実際に研究者に対してどのような
情報を提供するか、そして研究者個人を対象とした外部資金だけではなく、研究機関を対象とした資金につ
いても言及し、その過程で把握すべき学内ルールや研究費固有のルールについても解説している。そして、
研究費の適正使用、不正使用防止についても URA の立場としてどういう認識でいるべきか、外部資金に関
する業務に携わる立場としてどのような点に注意すべきかということについて概説している。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
外部資金の獲得は、大学を中心に重要な URA のミッションとして位置付けられていることが多い。ま

た、外部資金の獲得から新たな研究サイクルが始まり、様々な URA 関連業務が派生する。このような状況
から、外部資金に関する知識はすべての URA が学ぶべきものであると同時に、そこから各人の業務に紐づ
けた形で知識や能力を高めていくことが望まれる。新たな研究活動のはじまりになくてはならない外部資金
に関わることができる URA には、ある意味、研究の方向性や着地点を見据えた助言やフォローが期待され
る。そのための基本的な知識と能力を習得し、さらに自身で高めていくことを期待する。

■D7：申請書・報告書作成支援（担当：稲垣美幸）
■当該科目の考え方

この科目は、URA の主たる業務として広く認知されている申請書・報告書の作成支援について扱ってい
る。この科目の内容については、具体的な申請書・報告書の作成ノウハウではなく、競争的資金に付随する
審査・評価プロセスを効率的に進めるために URA としてどのようなことをするべきか、という考え方に基
づき設定されている。つまり、事業の趣旨を踏まえた多くの提案の中から、より優れた提案による競争のた
めに、また得られた成果を適切に報告書にまとめ、次の資金の設計や研究活動の展開に結び付けるために
URA としてどう研究者の支援をするか、ということに主眼が置かれている。Fundamental レベルと Core
レベルはそれぞれ予算規模で区分しており、大型資金についてはチームビルディングに関することも触れて
いる。
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■当該科目の概要
このような考え方に基づき、Fundamental レベルでは、競争的資金における申請書・報告書の役割を

理解し、FA（Funding Agency）と研究者のマッチングツールとしての申請書・報告書の作成について
URA としてどのように支援するべきかを学ぶ。Core レベルでは趣旨に合致した申請の中から最適な提案
を選考する効率的な審査を行うための申請書、また得られた成果を、研究者自身のみならず FA 機関も次に
つなげられる報告書とするため、URA として研究者等に事業の背景や狙いを適切に伝えるとともに、申請
書・報告書作成おいて適切な助言ができるスキルを学ぶ。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
この科目の設定については、議論の過程で不要という意見があったものの、URA として主たる業務と位

置付けられていることも多いことから科目として組み込まれた。このような背景を踏まえ、この科目では、
個別具体の申請書・報告書作成ノウハウの講義ではなく、科学技術予算で比率が高まっている競争的資金の
審査とその研究成果の展開を、より高いレベルで行い、我が国の研究レベルの底上げを支えるために申請書
や報告書がどうあるべきか、そのために URA がどう支援・関与するべきか、ということを踏まえた内容と
している。この科目の受講を契機に、申請書・報告書作成支援の技術的な向上のみならず、我が国全体の研
究力強化のための申請書・報告書を意識した支援につながることを期待する。

■ E8：研究プロジェクトのマネジメント手法（担当：柴田徹）
■当該科目の考え方

当該科目は、大学や公的研究機関における「研究プロジェクト」を対象として、「研究」と「プロジェク
トのマネジメント」の組み合わせという考え方で教材を設計した。「研究」とは、真理を明らかにするこ
と、新たな知見を得ることであり、必ずしもプロダクトやサービスに結び付かない、すなわち研究成果＝
商品ではないことを当該科目の冒頭で説明している。「プロジェクトのマネジメント」では、1969 年米国
で設立された Project Management Institute（PMI）＊＊ 1 が体系化した Project Management Body of 
Knowledge（PMBOK）第 6 版の日本語版＊＊ 2 をベースに設計した。また、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）がこれまでの研究開発で得られたマネジメント上の知見をまとめている「研
究開発マネジメントガイドライン」＊＊ 3 も参考にしている。

Fundamental レベルでは、上記「研究」や「プロジェクトのマネジメント」で用いる用語の解説や、時
間軸にそったスケジュール管理の方法など研究プロジェクトのマネジメントに必要な基礎知識の教授を第一
の目的としている。加えて、具体的な研究プロジェクトの事例を挙げ、個々の場面におけるマネジメント手
法を身近に感じられる工夫を取り入れている。Core レベルでは、受講者の研究プロジェクトをマネジメン
トした経験をベースに、特にマネジメント上で発生したトラブルや課題を持ち寄り、その時に実際に行った
対策を共有した上で他の受講者が自らの立場に置き換えどのようなプロジェクトのマネジメントを行うのか
をディスカッションするなど、新たな実践知が修得できるような構成とした。

■当該科目の概要
当該科目の要旨は「研究プロジェクトの基礎的な概念と、研究プロジェクトをマネジメントするために必

要な工程と方法を学ぶ。具体的には、大学などアカデミアを拠点とする研究プロジェクトの構想、立案、研
究資源の確保、研究組織案の策定、研究プロジェクトの起動・運営・マネジメント、研究リーダー（PI ＝
Principal Investigator）との連携と役割分担など、研究プロジェクトの創出から経常的な運営までの一連
の作業工程とその方法について理解する」である。
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Fundamental レベルでは、1. 研究プロジェクトとは何か、2. 研究プロジェクトマネジメントの要素、3. 
研究プロジェクトマネジメントの作業工程、4. 研究プロジェクトのマネジメント手法、5. まとめ、研究プ
ロジェクトのゴールとアウトカム評価、のような構成とし、広く、浅く、研究プロジェクトのマネジメント
手法を解説している。Core レベルでは、1. 研究プロジェクトマネジメントとは何か（Fundamental レベ
ルの振り返り）、2. 研究プロジェクトの様々なトラブル事例、3. 研究プロジェクトの紹介とトラブル事例分
析（グループワーク）、4. トラブル事例から学ぶ研究プロジェクトマネジメントのポイント（グループワー
ク）、5. まとめ、研究プロジェクトを成功に導くマネジメント、のような構成とし、研究プロジェクトの事
例をグループワークを通して相互に学べる内容としている。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
当該科目の達成目標は「個々の研究プロジェクトの背景や目的を理解し、対処すべき課題と時期、優先順

位を理解し、PI や研究企画リーダーとともに研究プロジェクトの成立・成功に向け行動できること。研究
プロジェクトに関係する学内外の組織・機関の目的・論理と、PI、研究者の目的・期待を調整することの重
要性、ステークホルダーのインセンティブの重要性を理解できること」である。

研究プロジェクトは多種多様であり、マネジメントしにくい人的・定性的なファクターも多い。しかし、当
該科目で教授したようなプロジェクトのマネジメント手法を正しく理解し愚直に業務に取り入れていくこと
がプロジェクトを成功に導く秘訣であり、不確定要素をいかに見える化し、早い段階で問題の芽を見つけ適
切な対処をすることが、その先の大きなトラブルを防ぐことにつながる。トラブルが起こった後のマネジメ
ントも重要であるが、トラブルを起こさないための日々のマネジメントもまた重要である。当該科目で説明
しているマネジメントすべき項目（タイム、コスト、品質、コミュニケーションなど）とマネジメントすべき
工程（立ち上げ、計画、実行など）の交点に位置するマネジメントプロセス（定義、計画、コントロールなど）
は、研究プロジェクトを見える化する手法となるので、ぜひ日々のマネジメントに活用していただきたい。

＊＊ 1　Project Management Institute, Inc. ウエブサイト： Project Management Institute ｜ PMI 
＊＊ 2　一般社団法人 PMI 日本支部 ウエブサイト
＊＊ 3　研究開発マネジメントガイドライン ウエブサイト：研究開発マネジメントガイドライン｜ NEDO
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アフターコロナの時代へ

筆者が執筆しているのは梅雨真っ只中の 6 月。現在、

日本全国で聖火ランナーが走行中である。筆者が住む静

岡県もランナーの方々が聖火をつなぎ駆け巡った。本誌

が発行される頃には、ワクチン接種が進み、東京オリン

ピック（五輪）、パラリンピックが開催されているだろ

うか。

ワクチンの職域接種の話もよく聞かれるようになっ

た。感染者が増加せず、東京オリンピック（五輪）・パ

ラリンピックが無事に開催されて、世の中に勇気と感動

をもたらし、希望の光となることを願いたい。

コロナ禍により、当たり前だった日常がそうではな

くなり、当たり前だった日常が懐かしく、どんなにあり

がたいことだったかと感じた。そして、基礎疾患を作ら

ないよう、健康にはより一層気を付けなければならない

ことを再認識した。

アフターコロナの時代はどんな時代になるだろうか。

企業活動も、教員の研究も、未来に向かって、コツコツ

と努力している人はきっと強いのではないかと思う。例

え困難な時代が来ようとも、変化の激しい毎日の中で、

産学連携に携わる者として、アンテナを常に高く張って

おきたい。どのような研究も尊く、その中には、様々な

課題に対し解決できる糸口はきっとあると信じている。

静岡県立大学 地域・産学連携推進室 産学官連携コーディネーター
　鈴木 美帆子

視点：Point of view

大学共同利用機関法人はいかがですか？ 

産学連携の「学」については、高等教育機関、わけ

ても大学を想起する方が多いだろう。もちろん、専修学

校専門課程（専門学校）や短期大学、高等専門学校も活

発に産学連携を行っている。「学」として登場するプレ

イヤーとしては理化学研究所や産業技術総合研究所など

の国立研究開発法人もある。「もちろん知っている」と

おっしゃる読者は多いに違いない。では大学共同利用機

関法人はどうだろうか。紙幅の制限から詳細は省くが、

大学共同利用機関法人とは単一の研究機関では保有する

ことが困難な大型・特殊な実験・観測施設や装置、資料

を整備し、共同利用に供することで、先端的な共同研究

の場を提供することを主なミッションとする組織であり

4 法人が設置されている。また近年では自ら民間企業な

どと共同研究を実施することも増えている。ぜひ一度、

大学共同利用機関法人にも目を向けていただければ幸い

である。ご存じの研究所が、もしくは研究者が、実は大

学共同利用機関法人所属だったりするかもしれない。こ

のように法人という粒度で見ても「学」は多様であり、

その多様さは研究内容だけではなく組織文化や内部規

定、種々の手続きにまで及ぶ。煩雑に見えることは否定

できないが、こうした多様性も「学」の側面の一つである。

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 研究力強化推進本部 特任准教授
　前波 晴彦
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