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巻頭言

Foreword

アフターコロナにおけるイノベーション

株式会社 Lily MedTech

東

あずま

代表取締役

志保
しほ

株式会社 Lily MedTech は東京大学の技術シーズを実用化するべく 2016 年に創業された大学発ベン
チャーだ。女性特有の疾患である乳がん専用の検査装置の開発・販売を行う。創業から 5 年経った現在まで、
東京大学のキャンパス内にあるインキュベーション施設内にオフィスを構え、東大病院と臨床研究を実施す
るために医学部の敷地内に臨床研究や試作機開発のためのラボを抱えており、まさに東京大学が育てたベン
チャー企業である。
2020 年初頭からの COVID-19 蔓延も、徐々に国内のワクチン接種が進み、いずれは国民の半数以上が
ワクチンの 2 回接種を終え、日本人にとって COVID-19 がこれまで程の脅威ではなくなる日も近い。し
かし 1 年以上も不要不急の外出の禁止、在宅ワークが進むと、アフターコロナでの働き方や生活スタイル
はビフォアコロナの状態に戻らないだろう。
まず大都市への人口集中は自然に緩和され、出産を望む若い世代の家族の地方移住は今後も増加してい
く。オフィスへの通勤頻度が下がり、より個人の裁量に委ねた柔軟な勤務が許され、また生活と就労の心理
的距離が狭まることで勤務先でのコミュニティーが希薄化する代わりに、以前よりも残業時間が大幅に減少
し家族と過ごす時間が増える。
これまで、新卒で企業に入社すると、家族と過ごすよりも多くの時間を同僚や上司、部下と過ごしてきた
日本人にとって、これほどの大きな生活の変化はなかったが、アフターコロナではビフォアコロナで当然の
ように得ていた恩恵をどう転換していくかがイノベーションの鍵になると感じている。例えば、組織だから
こそ得られる一体感、仲間意識、会社の飲み会を通じて偶然親交が深まる趣味仲間との時間、家族にはでき
ない悩み相談、新鮮な出会い、など。
今は「パンデミック」を理由に全員が強制的に行動を制限されているため、全員で我慢することで大きな
ストレスを受けていなかった人も、ビフォアコロナで長年求めてきた「自由」を、アフターコロナで個人の
裁量で選択できるようになると、人は人生を通じて何を成し遂げたいのか、何を人生に求めるのかを真剣
に考えてこなかったことに気付き、時間の使い方の方針が見つからず不安になり、ストレスをため込んで
いく。
第２次世界大戦後の高度経済成長の過程で、大都市への人口集中などにより、３世代家族などの大家族が
減少し、核家族化が進展してきた流れがある中で、今度は就労先のコミュニティーからも切り離されると、
社会における家族の役割が非常に重くなり、家族内でトラブルがあっても長期的に周囲が気付かない可能性
が高い。
これをどう解決していくかが、イノベーションの役割と考える。
個人に過剰な順応性を求めずに、人が無理なく、便利に健康に自分らしく過ごせる社会の実現のために、
イノベーションを起こす土壌を作り、社会全体に恩恵を与えていくのがイノベーションの目的で、社会構造
と技術の両面から「あるべき社会」の実現のためにアプローチしてくことを望む。
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国立研究開発法人科学技術振興機構
起業支援室

原口

はらぐち

■大学発ベンチャー表彰 2021
リージョナルフィッシュ

智全

ともまさ

文部科学大臣賞にハートシード、経済産業大臣賞に

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）と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）は「大学発ベンチャー表彰 2021」の受賞者を決定した。昨年度の開催から引き続き本年度もコロ
ナ禍での受賞決定となったため表彰式は開催せず、賞状・賞牌（しょうはい）の授与を受賞企業各社に対して
行った。
大学発ベンチャー表彰制度は 2014（平成 26）年度に創設され、今回は第８回となる。大学等＊１の成果
を活用して起業した大学発ベンチャーのうち、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーと、特にそ
の成長に寄与した大学や企業などを合わせて表彰することで、大学等における研究開発成果を用いた起業お
よび起業後の挑戦的な取り組みや、大学や企業などから大学発ベンチャーへの支援や協力がより一層促進さ
れることを目指している。今年度の応募総数は 38 社。外部専門家で構成された選考委員会によるウェブ面
大学発ベンチャー表彰 2021

受賞名
文部科学大臣賞

経済産業大臣賞

科学技術振興機構理事長賞

新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞

日本ベンチャー学会会長賞

大学発ベンチャー表彰特別賞
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受賞者

対象分類

受賞者

ベンチャー

Heartseed（ハートシード）株式会社

支援大学など

慶應義塾大学 医学部 循環器内科

支援企業

味の素株式会社

ベンチャー

リージョナルフィッシュ株式会社

支援大学など

京都大学 農学研究科

支援企業

株式会社荏原製作所

ベンチャー

オリシロジェノミクス株式会社

支援大学など

立教大学 理学部

ベンチャー

Rapyuta Robotics（ラピュタロボティクス）株式会社

支援大学など

チューリッヒ工科大学 工学科

支援企業

株式会社モノフル

ベンチャー

株式会社マトリクソーム

支援大学など

大阪大学 蛋白質研究所

支援企業

株式会社ニッピ

ベンチャー

株式会社 RTi-cast（アールティーアイキャスト）

支援大学など

東北大学

支援企業

国際航業株式会社

特集

接選考などを経て６社のベンチャー企業が受賞した。
文部科学大臣賞の Heartseed（ハートシード）は心臓移植しか抜本的な治療法がない重症心不全に対して、
心筋再生医療を実用化すべく研究開発を行っている。iPS 細胞を用いた心筋再生医療で心臓病治療に対して
新たな扉を開こうとしている企業であり、実用化されれば心不全患者の心機能の長期的な改善に寄与するこ
とが期待されている。高い技術力と海外大手企業との積極的な連携関係構築などのグローバル展開を含めた
戦略的取り組みは、日本の再生医療ベンチャーにおけるロールモデルとなり得ると考えられ、今後大きく成
長することが期待される。
経済産業大臣賞のリージョナルフィッシュは水産物の品種改良×スマート養殖を組み合わせた次世代養殖
システムを構築し、日本の水産業の変革を目指している。この分野はこれまで大手企業が参入してこなかっ
た領域でもあるが、多くの大学および事業会社を巻き込んだオープンイノベーション型大学発ベンチャーと
して市場を果敢に開拓している。今後新たな市場創造を起こし、大きく成長することが期待される。
JST 理事長賞のオリシロジェノミクスは無細胞系による長鎖環状 DNA の連結・増幅技術を用いた各種製
品・サービスの提供を行っている。細胞を使わずに長鎖 DNA を増幅するという革新的な技術に基づいた製
品・サービスを提供しており今後の成長が期待される。また、日本だけではなく海外での事業展開を目指し
グローバルでの企業体制を構築している点も高く評価された。
NEDO 理事長賞の Rapyuta Robotics（ラピュタロボティクス）はクラウドロボティクスプラットフォー
ムの開発およびロボティクスソリューションの提供を行っている。クラウドロボティクスプラットフォーム
を活用し、物流現場におけるロボティクスの普及を加速させるベンチャー企業である。物流市場における顧
客ニーズを的確に把握し最適なソリューション提供をハードおよびソフトの両面から確実に行えている点が
評価された。
日本ベンチャー学会会長賞のマトリクソームは細胞外マトリックスタンパク質を用いた細胞培養用基質
の研究開発と販売を行っている。大阪大学の寄付研究部門で得られた研究成果を元にマトリクソームで応
用開発研究を行い実用化、その後製品開発と実製造を支援企業であるニッピが行い、完成した商品をマト
リクソームに販売委託する、というアカデミアと企業の研究ネットワークを活用する特色ある経営が評価
された。
大学発ベンチャー表彰特別賞の RTi-cast（アールティーアイキャスト）は地震時に即時的に津波浸水被
害予測を行う世界初のシステムによる津波災害情報配信およびシステムの構築・運用を行っている。津波災
害の減災に貢献することをミッションとしており、その社会性・公共性の高さ、産学連携・オープンイノベー
ション型の事業として評価された。社会性・公共性の高いテーマに挑戦する大学発ベンチャーのロールモデ
ルとなることが期待される。
なお、本年度は経営者が 40 歳未満かつ設立後３年以内のベンチャー企業を表彰するアーリーエッジ賞の
該当者は無しであった。
大学発ベンチャーが創出され、成長し、社会にイノベーションもたらすまでの過程においては、産学官に
よる息の長い支援が必要である。本表彰制度が、そうした支援体制のより一層の整備のための一助になれば
幸いである。
＊1

国公私立大学、高等専門学校、国公立試験研究機関、国立研究開発法人、公益法人などの非営利法人
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文部科学大臣賞
iPS 細胞を用いて重症心不全に対する
次世代治療法を開発する

Heartseed 株式会社
代表取締役社長

福田

ふくだ

恵一

けいいち

iPS 細胞を用いた心筋再生医療で心臓病治療に対して新たな扉を開こうとしている企業であり、実
用化されれば心不全患者の心機能の長期的な改善に寄与することが期待されている。高い技術力
と海外大手企業との積極的な連携関係構築などのグローバル展開を含めた戦略的取り組みは、日
本の再生医療ベンチャーにおけるロールモデルとなり得ると考えられ、今後大きく成長すること
が期待される。

■ iPS 細胞から心筋細胞を作製し、重症心不全患者の心臓に移植する治療法を開発

Heartseed 株式会社は iPS 細胞を用いた心筋再生医療の実用化を目指して研究開発を行っている企業で

す。心筋梗塞、心筋炎、抗癌剤の副作用などにより心筋細胞は失われますが、心筋は再生しないため心筋不
足による心不全となります。当社は、iPS 細胞から製造した再生心室筋細胞を高純度に精製し、心筋球とい
う微小組織を作製し、特殊な移植針を用いて左心室の収縮が低下した部分に移植する治療法を開発しまし
た。移植した心筋は患者さんの心臓に生着するとともに同期して収縮します。また、移植した細胞は時間経
過とともに徐々に成長（肥大）することで、不足していた心筋を補充することができるので、心不全を根本
から治療することができます。当社の強みは、慶應義塾大学循環器内科と連携し、高品質の iPS 細胞を作
出する技術、iPS 細胞から心室筋だけを
作製する技術、残存 iPS 細胞などの細
胞を除去し高純度心筋を作出する技術、
再生心筋を心筋微小組織に凝集させ効
率的に移植する技術など、移植部位の
損傷を最小限にした特殊移植針の開発
など、次々と新規技術の開発に成功し
たことです。
心 不 全 は 本 邦 で 120 万 人、 米 国 で
600 万人、世界では 2,600 万人といわ
れております。心臓移植は効果的です
が、ドナー不足から普及した医療には
Cardiac spheroids（心筋細胞）
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なりません。今後国内外で臨床治験を

特集

実施する予定です。国内は自社で開発を行いますが、世界に向けては世界第 7 位の製薬会社であるノボ・
ノルディスク社と提携して開発を進め、世界を視野に入れた事業展開を行ってゆく予定です。

■ iPS 細胞医療の成否の鍵を握る腫瘍形成抑制技術の開発

山中伸弥教授が開発した iPS 細胞は、試験管の中でさまざまな細胞を分化させることができることから次

世代の再生医療の切り札とされています。しかし、実際には分化させた細胞の中に iPS 細胞が残っている
ことが多く、そのまま移植すると奇形腫という腫瘍（しゅよう）を形成してしまいます。眼科領域のように
移植する細胞数が少ない場合には問題となることはありませんが、心不全に対して心筋細胞を移植する場合
には大量（数億個レベル）の細胞を移植する必要があるため、iPS 細胞の残存は大きな問題になってきます。
また、心臓の場合には心筋以外の細胞を心臓の壁の中に移植すると壁の脆弱性や線維化を生じてしまう危険
性があるため、心筋以外の細胞を完全に取り除く必要があります。心不全治療には大きなアンメットニーズ
があるにもかかわらず、iPS 細胞が臨床応用されてこなかったのは、こうした技術的問題が解決されなかっ
たことが原因です。
当社が成功した鍵となる技術は、iPS 細胞から心筋細胞を分化誘導させたのちに、残存している iPS 細胞
や心筋以外の細胞を完全に除去することができる技術を開発したことです。そしてこの技術の開発が可能と
なった背景には、慶應義塾大学医化学教室の末松誠教授のご指導と味の素株式会社の甚大なご協力をいただ
いたことが大きかったと思っております。われわれは心筋細胞と iPS 細胞の性質が大きく異なることから、
この両者で細胞エネルギー代謝も異なるであろうと推測し、末松教授にこの両者の差をメタボローム解析し
ていただきました。そして、iPS 細胞は代謝基質としてブドウ糖とグルタミンに大きく依存する一方でクエ
ン酸回路や酸化的リン酸化には依存していないことを見いだしました。その一方で、心筋細胞は逆にクエン
酸回路や酸化的リン酸化が発達し、ブドウ糖とグルタミンがなくても乳酸が存在すれば乳酸→クエン酸→ク
エン酸回路→酸化的リン酸化へと進むことを見いだしました。そして、味の素株式会社にはブドウ糖とグル
タミンを含まず乳酸を過剰に入れた培養液の作製（心筋純化精製培地）をはじめとして、再生医療に必要な
ベストの培養液の作製に試行錯誤していただきました。このようなアカデミアのサイエンスと企業が有機的
な協力をすることが大学発ベンチャーの成功の秘訣だと思っております。
日本は再生医療研究が非常に盛んで、シーズも数多く育っております。しかし、再生医療ベンチャーを
成功させるにはアカデミアだけの力では不十分であり、研究開発、細胞製造、臨床開発、品質管理、当局
対 応、 資 本 政 策、IR、 特 許 政 策、
財務、人事、経理、総務などの領
域に明るいそれぞれの領域の専門
家が必須となります。Heartseed
社は幸運にもこれらの全ての領域
の専門家を集めることができ、海

先端を盲端加工
心筋傷害を最小限に

6か所の側孔

実際の移植針

外への出口戦略も明確にすること
ができました。今後新たに生まれ
てくる日本のアカデミア発ベン
チャー企業を成功させるには、こ
れらのベンチャーに優れた人材を
提供できる仕組み作りと支援体制
の確立が重要であると思っており
ます。

斜めに心筋に刺すことで、針の過剰な進入を防ぎつつ、長い距離にわたって多くの細胞を移植可能
安全かつ高密度・均一に細胞を移植するデバイスの開発
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経済産業大臣賞
水産物の品種改良×スマート養殖を組み合わせる
ことにより、日本の水産業の変革を目指す

リージョナルフィッシュ株式会社
代表取締役社長

梅川

うめかわ

忠典

ただのり

水産物の品種改良×スマート養殖の組み合わせにより、日本の水産業の変革を目指す企業である。
これまで大手企業が参入してこなかった領域でもあるが、多くの大学および事業会社を巻き込ん
だオープンイノベーション型大学発ベンチャーとして市場を果敢に開拓している。今後新たな市
場創造を起こし、大きく成長することが期待される。

■品種改良によりリージョナルフィッシュ（＝地魚）を作る

日本において、水産物は「天然ものがおいしい」と言われるが、農産物と畜産物は「天然ものがおいしい」

と言われることはほとんどない。水産物は品種改良されてこなかったからである。従来手法では一つの品種
改良に数十年の時間がかかる。農耕・畜産の歴史は１万年以上、水産養殖の歴史は 50 ～ 100 年と大きな
違いがあり、水産物は品種改良をするだけの十分な時間がなかった。そのため、日本で品種として確立して
いるのは「近大マダイ」にとどまる。農産物や畜産物同様に水産物も品種改良により「天然ものよりも養殖
もののほうがおいしい」と言われる可能性がある。しかし、課題として、従来手法の品種改良では 30 年程
度の長い時間がかかってしまう。
弊社では、ゲノム編集技術を用いることにより、水産物（海洋生物全般）の品種改良を 2 ～ 3 年で行う
ことに成功している。地域の特色を生かした水産品種、すなわち「地魚」を作出して、地域を盛り上げたい
という想いを込め、社名を「リージョナ
ルフィッシュ」と命名した。弊社は京都
大学と近畿大学の共同研究から生まれた
ベンチャー企業であり、京都大学の有す
るゲノム編集技術をはじめとした品種改
良技術と、近畿大学の有する完全養殖技
術を導入している。現在、多数の水産物
の開発パイプラインを持ち、次々と新品
種の作出に成功している。まずは、量産
化済みのマダイの販売を開始していく。
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■オープンイノベーションによる成長を志向

日本の水産市場は縮小傾向にあることから、国内の水産分野は競争領域ではなく、協調領域であり、国内

のプレーヤーが一丸となって海外勢に対抗していくべきとの認識を持っていた。そこで、創業当初より、技
術を持つ企業、アカデミアなど研究機関、自治体との連携、すなわちオープンイノベーションにより研究開
発および事業開発を推進した。
大学や研究機関といったアカデミアとともに、ゲノム編集領域での共同研究を進めている。ゲノム編集は
海外発の技術であることから、国内のアカデミアで水産物に対して当該技術を適用している例は少なく、ま
た個々の研究機関でベンチャー企業を立ち上げるよりも、共同で開発および事業化を進めた方が効率的であ
ると判断し、同志を募った。現時点において、10 以上の研究機関との連携が進んでいる。
技術を持つ企業とともに、スマート養殖領域での連携を進める。新品種の作出そのものにより、効率化
による原価低減または高付加価値化による売価増加が実現し、養殖事業者の利益改善が見込まれる。ただ
し、実際に新品種を養殖する際には、水産事業者が 30 年間で約 3 分の 1 にまで減少していることを考え
ると、省力生産することが必要となる。また、最適な養殖環境で飼養することで新品種のパフォーマンス
を最大化することが可能である。このため、弊社では、技術を持つ企業と養殖事業者、計 20 社以上と提携
し、AI /IoT による省力生産、循環式陸上養殖による生産効率向上を企図した開発を進めている。特に株
式会社荏原製作所とは、循環式陸上養殖システムの開発で提携しているが、社内公募で弊社との協業メン
バーを募り、45 人を超える応募者の中から陸上養殖専門のチームを作っていただいた。意欲あるチームが
取り組むため、対応がスピーディーでかつアイデアや技術を積極的に提供し、協業や共同研究を力強く推
進いただいている。
上記のような共同研究や業務提携から、さらなる連携強化を進めるため、2019 年 4 月創業後、同年 12
月がシードファイナンスとして、株式会社 NTT ドコモ・ベンチャーズ（NTT グループとの連携）
、株式会
社荏原製作所などからの総額 2 億円出資、2020 年 8 月にシリーズ A ファイナンスとして宇部興産株式会
社などからの総額４億円出資を受けており、順次、資本業務提携へと移行している。これにより中長期的な
協業が可能となっている。

■大学発の研究開発型ベンチャー企業はどうあるべきか

大学発のベンチャー企業の場合、大学の研究者が兼務して、ベンチャーでの経営や研究開発を担うことが

多い。また、研究開発に取り組む場合、上市までに時間がかかって当然という雰囲気がある。その構造か
ら、研究開発が予定通りに進まない、またはそもそも上市まで先の長い開発計画を設定してしまうことが多
いと推察する。弊社は Beyond Next Ventures 株式会社を中心にベンチャーキャピタルからの出資を受け
て、創業 5 年という短期での上場を目指していること、また、ほとんどの経営メンバーや研究メンバーが
専業であることから、当初計画通り、急ピッチで開発しなければならない内圧と外圧が生まれ、良い意味で
の「危機感」を持って研究開発に取り組んでいる。その結果、早期に研究で成果を上げることができている。
大学発の研究開発型ベンチャー企業が競争力を持つためには、この「危機感」を醸成させる仕組みが必要で
あると考える。
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科学技術振興機構理事長賞
セルフリー DNA 技術で
新たなバイオエコノミーの実現を目指す

オリシロジェノミクス株式会社
代表取締役

平崎

ひらさき

誠司

せいじ

DNA 合成・増幅技術を基盤とした企業で、細胞を使わずに長鎖 DNA を増幅する革新的な技術に
基づいた製品・サービスを提供しており今後の成長が期待される。また、日本だけではなく海外
での事業展開を目指しグローバルでの企業体制を構築している点も高く評価された。

■無細胞の長鎖 DNA 合成でライフサイエンス研究やバイオ技術開発に破壊的変化

オリシロジェノミクス（OriCiro Genomics）株式会社は 2018 年末に設立されたバイオベンチャー企業

です。立教大学理学部生命理学科の末次正幸教授が発明した、細胞を使わずに長い DNA を効率的に合成す
る技術（セルフリー長鎖 DNA 合成技術）を実用化する目的で発足しました。短い DNA 断片は、広く知
られている PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）法により増やすことができますが、長さ約 1 万塩基以上の長い
DNA を連結したり増幅したりするためには、これまで大腸菌など生きた細胞を使うことが必須でした。セ
ルフリーの当社技術は、細胞を使うことに起因するさまざまな問題や制約を一気に取り払うことで、ライフ
サイエンス研究やバイオテクノロジー関連の開発・製造、中でもバイオ医薬の分野に破壊的変化をもたらす
ことができると考えます。
最初の製品として 2020 年に、長鎖 DNA をセルフリーで連結・
増幅できる研究試薬キットを国内外で発売しました。これをベー
スに今後、医薬向けの DNA 製造や創薬基盤など新たな事業に取
り組んでいきます。当社のコア技術は基礎的な基盤技術であるた
め、ヘルスケアにとどまらず、物質生産、食料、環境など幅広い
産業分野で利用できる可能性を秘めています。この強みを生かし、
「革新的な DNA 技術の提供を通しより良いバイオエコノミーを実
現する」という使命の達成に向け事業を展開しています。

■大学の研究成果を迅速に技術移転し製品化

当社は大学の研究成果を基に発足した典型的な大学発ベンチャーです。通常、バイオ分野の大学発ベン

チャーでは、技術開発に時間を要するため設立から実用化まで数年以上かかるケースがほとんどですが、当
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社は事業開始から 1 年半足らずで最初の製品を発売することができました。
この背景には、大学での研究で、既に技術開発の段階まで進んでいたという
幸運な状況がありました。
元々、当社技術の発明者である末次教授は生命の最も根源的な働きである
ゲノム（遺伝情報の総体）の複製機能に注目し、大腸菌ゲノムの複製メカニズ
ムを解明する基礎的な研究に取り組んでいました。その過程で、大腸菌ゲノ
ムの複製に必要な 20 種類以上の酵素を混ぜ合わせた反応液を用意すれば、大
腸菌のゲノム（環状 DNA の構造を持つ）が複製される反応を試験管内で再構
築できるのではないかというアイデアを実行に移しました。その結果、一つ
の環状 DNA 分子がコピーされて二つになるだけでなく、それらが鋳型となって 4 個、8 個、16 個と倍々
で増えていく現象を発見し、産業応用の可能性を見いだしました。その段階で研究試薬という当社製品のプ
ロトタイプができ上がっていた状況です。基礎研究の過程で技術が発明され産業応用に派生するプロセスは
過去に数多くの例がありますが、当社技術もそうしたケースの一つと言えます。
事業開始にあたって最も重要だったのが知財の確保です。当社のような技術開発型ベンチャーにとって、
自社技術を特許で保護することは事業を進める上で必須の要件です。末次教授の研究はハイリスク・ハイイ
ンパクトの研究開発を対象とする国の助成プログラムである ImPACT（革新的研究開発推進プログラム）
の一環として実施され、研究成果に基づいた特許は国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）から出願さ
れていました。当社は ImPACT の終了に伴い JST から特許権の有償譲渡を受け、早期に知財環境を整える
ことができました。その後も、新たな事業展開を見据えて積極的な特許出願を行っています。
もう一つの重要な展開は製造体制の構築です。当社のコア技術は上述の通り 20 種類以上の酵素の混合体
です。それぞれの酵素がきちんと働く必要があるのはもちろん、全てを混ぜ合わせたものが DNA を複製す
る、目的の機能を発揮しなければなりません。いわば、さまざまな楽器で構成されるオーケストラが調和の
取れた美しい音楽を生み出すのに似ています。個別の酵素の製造以上に、それらをどのような配合で混ぜ合
わせるかといった部分には高度な知識と経験、ノウハウが求められます。この製造プロセスを立教大学から
当社に速やかに技術移転し内製体制を整えることができたことが、早期の製品発売につながりました。ノウ
ハウを含む技術移転は文書情報の受け渡しだけでは難しく人の存在が不可欠ですが、当社の場合も酵素製造
の深い知識と経験を持った人材が加わったことで可能になりました。
これまでさまざまな外部組織の支援を受けて事業を展開してきましたが、主要な投資家である UTEC（東
京大学エッジキャピタルパートナーズ）からは、設立前のコンセプト固めの段階から、これまで資金、人材
を含めた幅広い経営支援を受けています。

■グローバル市場を見据えて積極的に海外展開

設立から 3 年近くが経ち、2 回目の資金調達も完了した現在、当社は次の段階への移行期にあります。具

体的には製造能力の拡大、新規事業を見据えた研究開発の推進、および海外展開の 3 点です。これまでは
小規模な製造にとどまってきましたが、今後の事業展開のためには酵素の製造能力を大幅に高めることが必
須です。そのため年内に、より広いスペースの製造拠点に移転します。さらに、創薬基盤を中心とした新規
事業を立ち上げるため、研究者の採用を進めて研究開発を加速させます。
また当社は、設立当初からグローバル市場を念頭に事業を進めてきました。当社のような技術に、国境は
ないからです。米国での子会社設立を軸に、海外での販売拡大、海外企業との取引を積極的に進めていきま
す。ベンチャーの成長期にはさまざまな落とし穴もありますが、この段階を乗り越えて、さらにその先にあ
る「DNA 技術に関するグローバルリーダー企業」になるという目標に向かって事業を展開していきます。
2021.10
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新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞
クラウドロボティクス・プラットフォームの
開発・提供

ラピュタロボティクス
株式会社 代表取締役 CEO

モーハナラージャー・
ガジャン

ラピュタロボティクス
株式会社 代表取締役 CFO

クリシナムルティ・
アルル

ラピュタロボティクス
株式会社
コーポレート部門

鈴木 美咲

すずき みさき

クラウドロボティクスプラットフォームを活用し、物流現場におけるロボティクスの普及を加速
させるベンチャー企業である。物流市場における顧客ニーズを的確に把握し最適なソリューショ
ン提供をハードおよびソフトの両面から確実に行えている点が評価された。

■ロボット制御の共通基盤「クラウドロボティクス・プラットフォーム 」

ラピュタロボティクス株式会社は、スイスチューリッヒ工科大学からスピンオフした、大学発のベン

チャー企業です。2014 年に設立以降、
「Empowering lives with connected machines」というコア・パー
パスのもと、世の中へロボットの導入を促進しています。共同創業者のガジャンとアルルは、
「3K（きつい・
汚い・危険）
」の仕事は人間が着手するのではなく、ロボットによって業務を自動化させ、人間はより知的で
高度な課題を解決すべきだと強く信じています。しかし、自動化への動きは半世紀前から始まっていたにも
かかわらず、なかなか普及しませんでした。その主な要因として、従来の自動化は、大型マテハン機器をは
じめ、ハードウェア主体となっており、初期投資が大きく、投資回収を考えると、実行が難しいからでした。
そこで当社は、誰もが簡単にロボットを利用できる社会を創りたいと考え、ソフトウェアの力で、柔軟性
を持って複数種類・複数台のロボットを群制御できる共通基盤「クラウドロボティクス・プラットフォーム」
を開発しました。また、当該プラットフォームを活用した、物流倉庫向けのピッキングアシストソリュー
ション（ラピュタ AMR）も併せて開発し、既に大手物流企業の倉庫内へ導入・実稼働させている実績があ
ります。このラピュタ AMR は、倉庫作業員のピッキング作業をサポートするヒト協働型ロボットで、倉
庫管理システムと連携し、作業の生産性を 2 倍に向上させることに成功しています。また、ラピュタ AMR
の強みは、顧客の倉庫内にある既存資産を活用しながら、ロボットが導入でき、初期費用の抑制と短期間で
の導入を可能としている点にあります。

■オープンイノベーションとパートナーシップ戦略

クラウドロボティクス・プラットフォームの開発では、アンドロイド OS が携帯電話にもたらしたイノ

ベーションと同様の「オープンイノベーション戦略」を採用しています。スマートフォンが流行する前、日
本の携帯電話には共通基盤がなかったため、ハードウェアとソフトウェア、両方を全て自社で開発する必
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ラピュタ

プラットフォーム

提携スキーム
#4

AMR

pa-amr

提携スキーム
#2

提携スキーム
#1

プロセス
ロボット導入・
導入後の運用サポート
システム統合（SIer）

＋オンサイトテスティング

Rapyutaプラットフォーム
(コアソフトウェア)

Rapyutaプラットフォーム

コアロボティクスソフト
ウェア
＋クライアントの要望に
沿ったカスタマイズ

パートナースキルセット
6. ロボットの導入、 遠隔サポートサービス、
フィールドサービス
5. システムエンジニアリング、オンサイトテスト
4. 管理・運用のためのビジネスソフトウェア開発
3. 高度なロボティクスソフトウェアの開発

ロボティクスソフトウェ
ア開発のための土台とな
るインフラ＆ツーリング

(ソフトウェアインフラ)

ハードウェアの製造
＋クライアントの要望に
沿ったカスタマイズ

提携スキーム
#3

図1

2. ハードウェアカスタマイズ、周辺機器、
組み込みシステムの製造
1. ハードウェアパートナー

パートナーシップ構築のための条件・スキルセット概要

要があり、技術の発展には限界がありました。そのような状況下、Google が「アンドロイド」を開発した
ことで、共通基盤が生まれ、各社は自社の得意とする分野の開発に集中できるようになりました。当社のプ
ラットフォームは、ロボット制御の共通基盤であり、ハードウェア・ソフトウェア開発者がそれぞれソフト
ウェア、ハードウェアをプラットフォーム上のカタログとして追加できる、オープンなプラットフォームに
することで、プラットフォーム自体が時間の経過とともに高機能化していくことを目指します。
顧客ごとの多様なニーズに合わせたロボティクスソリューションをパッケージ化して提供することは、
様々な要素が複雑に絡み合い、想像よりも難しい状況にあります。ロボットが実稼働するまでの過程を整理
してみると、大きく五つのプロセスに分けることができます。①ハードウェアの製造、②ロボティクスソフ
トウェアの開発を促す土台となるソフトウェアインフラの構築、③ナビゲーション機能をはじめとするコア
ソフトウェアの開発、④顧客の既存システムと当社のプラットフォームをつなぐシステムインテグレーショ
ン、⑤顧客倉庫へのロボット導入、導入後のオペレーションサポートです。
当社ではプラットフォームの価値をいち早く実証するため、まず前述の 5 過程すべてを自社で担当し、
物流倉庫でピッキング活動を行うソリューション「ラピュタ AMR」を開発しました。現在、「ラピュタ
AMR」の成功を踏まえ、あらゆるロボティクス製品の開発に当社のプラットフォームを活用し始めていま
す。しかし、自社のみで、ハードおよびソフトウェア開発・システム統合・ロボット導入・運用サポートを
一貫して実施する場合、社内リソースの限界により短期間で飛躍的にスケールすることは困難という問題を
抱えています。そこで、図 1 の 4 パターンで、パートナーシップによる共同事業を推進して参ります。例
えば、ハードウェアにおいては、ロボットやマシンを開発するメーカー、ソフトウェアにおいては、顧客ご
とのニーズに沿って個別化されたソフトウェアデベロッパー、また、複数のシステムを統合する際はシステ
ムインテグレーター（SIer）など、プロジェクトごとに必要なスキルセットを持つ最適なパートナーと共に、
事業展開のスピードを加速させていきます。
当社のプラットフォーム事業は、ハードウェア、ソフトウェア、SIer など、それぞれの市場を活性化さ
せ、新たな雇用と革新性のある技術を創造することに貢献します。今後は、日本だけでなく、海外展開も視
野に入れつつ、5 年以内に世界中のロボットの 10％を当社のプラットフォームに接続させ、ロボットの普
及と自動化をさらに促進して参ります。
2021.10
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日本ベンチャー学会会長賞
細胞外マトリックスに関する研究成果を活用して
ライフサイエンスと再生医療の発展に貢献する

株式会社マトリクソーム
代表取締役社長

山本

やまもと

卓司

たくじ

大学の寄付研究部門で得られた研究成果を元に応用開発研究を行い実用化、その後製品開発と実
製造を支援企業である株式会社ニッピが行い、完成した商品をマトリクソーム社に販売委託する、
アカデミアと企業の研究ネットワークを活用する特色ある経営が評価された。

■細胞外環境を科学するマトリクソーム

株式会社マトリクソームは、
「細胞に最適な細胞外環境を提供すること」を目指して設立されました。社

名のマトリクソーム（MATRIXOME）は、細胞外マトリックス（ECM）を表す「MATRIX」と、全体を
意味する接尾語の「OME」を組み合わせた、関口教授ら（大阪大学）が提唱する新しい言葉です。このマ
トリクソームは、全ての ECM タンパク質の総称であると同時に、それらのタンパク質同士が作用する相互
関係も含めた意味を表しています。
従来、生化学分野においては、これらの ECM タンパク質は、生物の構造を支える構造物であると考えら
れてきました。しかしながら、近年の細胞生物学の研究から、細胞と ECM タンパク質は、相互に協調しな
がら、細胞の生存や分化の方向を決定付けているこ
とが明らかになってきています。このような ECM
タンパク質の働きを解明するためには、どの種類
の ECM タンパク質が、発生のどの時期に、生体内
のどの場所で発現しているかを詳細に調べる必要が
あります。関口教授らは、国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）の支援を得て、これらの情報を
詳細に検討する「MATRIXOME PROJECT（マト
リクソームプロジェクト）
」を実施し、その結果を
「Mouse Basement Membrane Bodymap」 と し
て公開しました。
当社は、この研究成果を元に、細胞培養を行う際
マトリクソーム社のコア技術である
「ラミニン E8 断片タンパク質」の模式図

14
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に、目的の細胞に最適な細胞外環境を提供することを
目的として、研究開発と製品の販売を行っています。
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■ライフサイエンスと再生医療の発展に貢献するために

マトリクソームプロジェクトの大きな成果の一つは、マウス胚性幹細胞（ES 細胞）の元となる細胞が、

生体内で足場として接着しているタンパク質が、ラミニン 511 タンパク質であることを見いだしたことで
す。関口教授らは、この知見をもとに、従来はフィーダー細胞と呼ばれるマウス線維芽細胞を基質として培
養されてきた ES 細胞を、人工的に作製したラミニン 511 上で培養することに、世界で初めて成功しまし
た。さらに、全長のラミニン 511 タンパク質の中の、細胞培養に必要な部位だけを見つけ出し、断片化す
ることで、細胞接着活性を高めるとともに、産業化に向けた製造の高効率化と低コスト化を実現しました。
このラミニン 511-E8 タンパク質は、大阪大学蛋白質研究所とニッピの共同研究によって「iMatrix-511」
として製品化され、ES/ iPS 細胞の培養用基質として多くの研究者に使用していただける製品となりま
した。
マトリクソーム社を設立するにあたり、製品開発の目標にしたのは、臨床用に使用できるグレードの
iMatrix-511 を開発することでした。従来の ES/ iPS 細胞は、フィーダー細胞が培養基質として使用され
ていましたが、医療応用を行う際には、フィーダー細胞由来成分やフィーダー細胞そのものの混入リスクを
検証する必要がありました。そこで、このようなリスクを考慮する必要がない培養用基質として、臨床用グ
レードの「iMatrix-511MG」の開発を進め、製造原料や製造工程をバイオ医薬品製造のグレードに準じて
選定することで、臨床用に使用できる製品グレードを実現しました。現在、
「iMatrix-511MG」は、京都大
学ウイルス・再生医科学研究所で樹立され配布されている「臨床用 ES 細胞株」と、京都大学 iPS 細胞研究
所で樹立され配布されている「再生医療用 iPS 細胞ストックプロジェクト」の再生医療用 iPS 細胞の培養
用基質として使用されています。
マトリクソームプロ
ジェクトの研究成果は、
ES 細胞と iPS 細胞以外
の様々な種類の細胞に
対しても、最適な培養
用基質が何であるかと
いう情報を提供します。
これまでに、ラミニン
111-E8 が 肝 細 胞 の 培
養用基質として、ラミ
ニ ン 221-E8 が 骨 格 筋
細胞や心筋細胞の培養

マトリクソーム社が販売する iMatrix シリーズ（開発中の製品を含む）

用基質として、ラミニン 411-E8 が血管内皮細胞の培養用基質として、高い細胞接着活性と特異性を示すこ
とが確認されています。ライフサイエンス研究における細胞培養実験では、培養する細胞が、実験室の培養
環境下で、生体内と同じ生理活性を持つことが重要です。また、再生医療の実現においては、治療のために
必要な機能を持つ細胞を、必要な量だけ製造する必要があります。当社は、細胞種ごとに最適な基質の情報
と製品を提供することで、このような要求に応え、ライフサイエンス研究や再生医療の研究に貢献したいと
考えています。
今後は、さらなるマトリクソームの解析を進めることによって、複数の ECM タンパク質の機能を組み合
わせた高機能 ECM タンパク質の製品開発や、生体内での使用が可能な医療機器としての ECM タンパク質
の開発を進め、再生医療の発展に貢献し、SDGs の目標の一つである「すべての人に健康と福祉を」という
目標達成に向けて貢献したいと考えています。
2021.10

15

特集
Feature

大学発ベンチャー表彰 2021

大学発ベンチャー表彰特別賞
レジリエントな社会に貢献する
リアルタイム災害予測情報

株式会社 RTi-cast 最高技術責任者

越村

こしむら

俊一

しゅんいち

津波災害の減災に貢献することをミッションとしており、その社会性・公共性の高さ、産学連携・
オープンイノベーション型の事業として評価された。社会性・公共性の高いテーマに挑戦する大
学発ベンチャーのロールモデルとなることが期待される。

■ RTi-cast のリアルタイム津波浸水被害予測技術

RTi-cast は、東北大学などのスーパーコンピューターなどを利用して津波浸水被害予測を実現する「リ

アルタイム津波浸水予測技術」をコア技術として、2018 年 3 月に東北大学発ベンチャーとして設立、独自
の津波浸水被害予測サービス事業を展開しています。コア技術を共同開発した国際航業株式会社、株式会社
エイツー、日本電気株式会社（NEC）と、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社が出資し、共同運営
をしています。
RTi-cast のミッションは、東日本大震災の教訓と減災への強い思いから、世界初の民間事業者によるリ
アルタイム津波浸水予測サービスの提供を通じて、将来の災害を「生き延びる、素早く立ち直る」社会（レ
ジリエントな社会）の実現に貢献することです。
RTi-cast の「リアルタイム津波浸水予測技術」は、東北大学・国際航業株式会社・NEC・株式会社エイ
ツーの４者連携により、スーパーコンピューターの災害時運用によるリアルタイムかつ高精度な自動予測
を可能にしていることが特色です。2018 年に内閣府の総合防災情報システムの一機能として初めて導入さ
れ、2021 年には太平洋岸全域を予測領域とする Nation-wide のシステムにまで成長しました。レジリエ
ントな社会を支える技術として発展させていきます。

■ RTi-cast の原点と存在意義

RTi-cast の原点は、2011 年の東日本大震災でわたしたちが経験した極めて大きな問題にあります。多

くの人の命が失われ、甚大な被害が発生しましたが、津波の浸水状況や被害状況の把握に困難を極めたとい
うこと、被害状況の分からない中で対応を迫られたことです。この問題を解決することが私たちの活動の原
点にあります。災害情報というと、国や自治体が広く提供するものが一般的ですが、国が広く提供する防災
気象情報とは異なる、
「高度化・多様化する市場のニーズに対応する付加価値の高い情報」
「きめ細かい予測
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やオーダーメイドな対応情報」を提供できることが RTi-cast の存在意義です。防災技術はいつ起きるか分
からない災害に備えるものであり、持続可能性が最も問われます。そのためにも、優れた技術を社会に普及
させて、正当な対価を得ながら持続していくことが、社会的価値の創出につながると考えています。

■将来構想

将来は、Society5.0 が実現し、つながる社会の中で国民は豊かな生活を享受します。津波の情報は、究

極的には「命を守る」情報として活用されなければなりません。津波の到達前に安全な避難場所を提示して
誘導すること、そして津波浸水域の救援・救助を迅速に行うことで「津波による人的被害ゼロ」を目指して
いきます。新しい防災情報の価値を創出する挑戦です。
RTi-cast の将来の発展を見据えた構想としては、①世界の津波防災への貢献、②津波浸水予測サービス
の高度化・拡充による新たな価値創造の 2 点を考えています。
リアルタイム津波浸水被害予測システムは、津波のリスクがある他国への展開が可能であり、現在複数の
国に対して提案中です。特に国際協力機構（JICA）事業を中心に技術協力に持っていきたいと思っています。
時間はかかりますが、国際協力活動を通じて活路を見いだしていきたいと考えています。
また、RTi-cast のリアルタイム津波浸水被害予測技術は、高度な津波浸水被害予測解析を短時間で行う
点に最大の利点があります。すなわち、事前対策としての津波リスク評価についてもニーズがあります。例
えば、損害保険の料率算定に利用できるリスク評価モデルとして、予測データ販売も展開しています。
最大の夢は、一般ユーザに向けた津波浸水予報としての予報情報の提供です。人の生命を救うための事業
として極めて責任が重く、さらなる技術の向上が不可欠ですが、これにチャレンジします。また、実用準天
頂衛星システムのサービスも開始され、高精度測位情報、津波浸水予測技術、量子コンピューティングなど
の最適化技術を連携させることで、将来の避難方法を抜本的に変えるイノベーション創出を狙います。浸水
範囲が即座に予測できれば、迅速・確実な歩行者への避難情報（安全な場所）の提供や、運転者（カーナビ
ゲーションシステム）への情報提供、さらに、自動運転技術による渋滞回避した避難誘導などへの展開が可
能となり、将来の災害情報のあり方を刷新する挑戦を継続していきます。
2021.10
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高齢ドライバーの交通事故削減を目指す
バーチャル研究所「交通安全未来創造ラボ」

新潟大学 工学部工学科
人間支援感性科学プログラム

村山

むらやま

敏夫

としお

世界各国の共通目標である SDGs は、持続可能な社会を築くために 17 の目標と 169 のターゲット、
232 の指標によって構成されている。そのうちの目標 3 のターゲット 6 では「2020 年までに世界
の道路交通事故による死傷者を半減させる」として、わが国においても交通死亡事故ゼロを目指した
取り組みが広く展開されている。本稿では、交通社会における課題の解決を目指して、産学連携によ
る交通安全未来創造ラボの設立経緯と取り組みの内容を紹介する。

■ SDGs の視点から交通安全を考える

国際的には、国連において 2011 年から 2020 年の 10 年間を「Decade of Action for Road Safety（道

路交通安全のための行動の 10 年）」と定め、世界保健機構（WHO）では世界の道路交通事故死者数を予
測される水準で抑えることとし、さらに 2020 年までに削減することを目標とした行動計画が策定されて
いる。同機構からは 2016 年に交通事故による死亡者数は世界で 135 万人に達したことが報告され、交通
事故による経済損失規模は世界 GDP の 3％を占めるとされる。そのため、各国においても交通事故を削
減する取り組みが進められている。もっとも進んでいるとされるのが北欧であり、特にスウェーデンでは、
2020 年までに交通事故による死亡をゼロにすることを目標にした「Vision Zero（ビジョン・ゼロ）」が国
の政策として導入されている。ビジョン・ゼロでは安全性を重視すべき優先目標として掲げて取り組み、実
際に交通死亡事故削減の成果を上げている。

■ラボ設立の社会的背景となる全国の交通事故状況

わが国における全国の交通事故状況は、交通事故総合分析センター (ITARDA) による交通事故統計に基

づき把握ができるが、高齢者の交通事故と未就学児を巻き込む交通事故は依然として高く、特に高齢者の死
亡事故割合は高く、また、子供の命を巻き込む交通事故がわが国の社会問題になっている。
・交通事故死亡死者数に占める高齢運転者（65 歳以上）の割合
・交通事故重傷者数に占める高齢運転者（65 歳以上）の割合

2010 年：50.3％ → 2020 年：56.2％
2010 年：31.6％ → 2020 年：38.2％

これらの現状から、世代を超えて地域社会全体で“交通事故に対する意識”を高めるための教育とムーブ
メントが必要であると考える。また一方で、高齢化と過疎化による交通弱者と生活弱者の増加も社会課題と
なっている。免許返納後の高齢者や移動手段のない地域住民が暮らしやすい移動環境の整備と、健康で住み
よい地域づくり、さらには日本の交通環境に慣れない外国人へ配慮した社会基盤の整備は交通事故抑止の取
り組みと同時進行でなくてはならない。これらの課題を解決するために、研究・教育機関、企業、行政機関、
18
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地方自治体が連携した、交通社会環境整備への
着手が重要であり、具体的な方策とモデル地域
での展開としてラボが位置づけられる。

■交通安全未来創造ラボ

交通安全未来創造ラボでは、幼児・児童、訪

日外国人、さらに過疎化による公共交通機関の
縮小などで移動に不安や不自由を抱えている一
人ひとりに寄り添いながら、誰一人取り残すこ
とのない交通社会におけるダイバーシティ（多
様性）の実現に向けた研究に着手する。本ラボ
新潟大学と日産自動車の共同研究による自動車運転実験の様子
( 新潟県自動車免許センター )

では、社会問題となっている高齢ドライバーの
交通事故削減を優先課題として取り組む。これ
までの先行研究により、高齢ドライバーの運転

操作の誤りは、認知力や、筋力・視覚などの身体機能の低下が関連し合っていることが判明している。この
関連を正確に解明し、さらに、それらの低下を引き起こす背景要因として、生活習慣や文化、地域社会との
つながりまでさかのぼって研究を進める。そして、その研究成果を生かして、高齢ドライバーが健康で長
く、安全に運転できるような交通安全ソリューションの創出に向けてチャレンジすることが本ラボの目標と
なる。よって、ラボに参加する研究者は、生体医工学、医療衛生、生活・衣装デザイン、ソーシャルデザイ
ンなど多岐にわたる。さらに、自治体、研究教育機関、医療機関、まちおこし団体などの幅広い連携先から
パートナーを発掘していく。このように、多様な専門分野、地域、世代やジェンダーを融合することによ
り、イノベーションを産み出す手法「Diversified innovational method」も本ラボの特徴である。
各大学からの特別研究員は以下で構成され、それぞれの研究者が、分野を跨いだ横断チームを組みながら
活動を展開する。
村山 敏夫（新潟大学 工学部人間支援感性科学プログラム 准教授）
川守田 拓志（北里大学 医療衛生学部リハビリテーション学科視覚機能療法学 准教授）
角田 千枝（相模女子大学 学芸学部生活デザイン学科 准教授）

■事例①交通事故抑止を目的とした体操の開発

これまでの研究から、日常生活における運動習慣が筋力や認知機能の維持向上につながることが分かって

いる。ラボでは、筋力や認知機能の低下が運転動作にも影響を与えるものと考えている。まず高齢者の運転
動作で課題となるのが、下半身の筋力低下によって楽な姿勢へとポジショニングするために運転姿勢が前か
がみになる。この前かがみ姿勢によって、メーターパネル確認時での首の余分な上下運動や、ドアミラー確
認時の体の左右運動が増えるなど、運転動作に余計な動きや場面が増えてくる。これが安全走行を阻害する
原因の一つになる。また、ブレーキやアクセルを操作する際の脚の屈曲伸展動作にも影響を及ぼす。次に、
高齢者は肩から腕の筋力が低下することで、手を伸ばした姿勢でのハンドル操作維持が困難となる。特に長
距離運転では背部の筋を中心に負担が掛かり、疲労が増すと考える。最後に、運動機能の低下は認知力低下
を招き、前方車両の急ブレーキなどとっさの場面で、適切な運転行動ができなくなると推測される。また、
スピード感覚や視野機能が劣ってくると考えられる。このようなことから、高齢者は運動機能の衰えととも
に、車を安全に運転することが徐々に難しくなる。そこで、高齢ドライバーの安全走行を支援するための第
2021.10
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一弾として「ハンドルぐるぐる体操」を開発した。同体操は、血流を促すリフレッシュ、少しハードな筋力
アップ、脳を刺激する認知力アップの 3 パターンで構成され、高齢者が覚えやすいように、3 秒間 4 カウ
ントで完結するリズミカルな動きの繰り返し運動が特徴である。また、重要となるのが体操啓発の手法にあ
るが、具体的には新潟大学が連携している地域にて、高齢者や子供たちと一緒に体操を実践することから始
めている。この体操を活用した世代循環型交流が広がりの要素となっている。

■事例②ラボ活動のステークホルダーとなる地域との関係

ここでは、ラボの取り組み事例の一つを紹介する。新潟県の日本海沿岸中央に位置する出雲崎町。ここは

江戸時代に幕府直轄の天領地となり、北前船の寄港地である佐渡島からの金銀荷揚げの地として栄えてき
た。その出雲崎町は交通死亡事故ゼロが 4,000 日を超えており、今もなお記録は更新されている (2021 年
8 月現在 )。また、第 10 次新潟県交通安全計画の期間中（2017 ～ 2020 年「平成 29 年～令和 2 年」
）に
出雲崎町で交通死亡事故が発生しなかったことに対して、2021 年 2 月 4 日に新潟県警交通部長から感謝状
を贈呈されている。３本の国道が交差し、夏には多くの海水浴客が市外から訪れる環境にもかかわらず交
通死亡事故ゼロが続く出雲崎町との連携はラボ活動には重要な関係となる。そこで、ラボと地域が連携し
て「トリトン・セーフティ・イニシアティブ」と冠した地域デザインの取り組みを進めている。
「トリトン
（ToLiTon）
（
」Town, Life and Transportation）
とは、従来の交通安全啓発の枠組みにとどまらない
「まち・
生活・交通」を結ぶ提案を目指していくプロジェ
クトのコンセプトを表現したものであり、交通
安全未来創造ラボの前身の取り組みとして位置
付けられた新潟大学と日産自動車によるプロ
ジェクトが土台となって今に至る。具体的な取
り組みには、出雲崎町民や出雲崎高校の生徒た
ちとの交通安全啓発活動 ( おもいやりライト―
はやめのヘッドライトオン―) や、わが国では
横断歩道での事故が多いことを受けて、高齢者
の筋力や運動機能の計測と健康教室と交通安全
教室の融合開催などを進めている。

新潟大学生、出雲崎高校生、新潟県警察による交通事故防止活動
( 新潟県出雲崎町 )

■今後の具体的な取り組みについて

①身体機能測定、ドライビングシミュレーター、実車走行試験を組み合わせた、高齢ドライバーの運動・運
転機能データの収集とその同期解析。2021 年は、高齢ドライバーの運転時の視線解析、色彩反応解析を
中心に取り組む。
②コンピューターグラフィックスを用いて、高齢ドライバーの視認性研究と、その自覚ツールおよび交通安
全ソリューションの開発。視認性については、最先端の有効視野研究に取り組む。
③生活・服飾文化研究、および上記①、②の研究成果を使った、高齢ドライバーにも目につきやすい歩行者
側での交通安全ソリューションの開発に取り組む。
④新潟大学と日産自動車が共同創案した『ハンドルぐるぐる体操』の効果検証に取り組む。
⑤研究で開発した自覚ツール、交通安全ソリューションが社会に広まり定着していくためのソーシャルデザ
イン研究に取り組む。
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「京都大学の知」の社会還元を加速するための
京大オリジナルの取り組み
京大オリジナル株式会社
代表取締役社長

山田

やまだ

幸男

ゆきお

京大オリジナル株式会社は京都大学の 100％出資で 2018 年 6 月に新たに設立された会社であり、
京都大学の研究成果を活用したコンサルティング事業と研修・講習事業を主たる柱として事業を展開
している。産官学連携の促進には、大学の論理と企業の価値観を理解できる人材の育成、大学の「知」
を社会に還元できるシステムの構築が課題であるが、その解決に向けて、弊社では、大学の知を社会
還元するためのインターフェースとして機能することを目標に活動を行っている。

■京大オリジナル株式会社の設立の背景・経緯

京大オリジナル株式会社は、国立大学法人京都大学が 2017 年 6 月に文部科学省より指定国立大学法人

に指定され、京都大学の研究成果を活用する事業（特定研究成果活用事業）を実施する株式会社への出資が
可能となったことを受け、新たに設立された京都大学の完全子会社である。
京都大学は 1897 年の創設以来、
「自重自敬の精神」に基づいた自由の学風のもと、創造的な学問の世界を切
り開いてきた長い歴史を持つ。京都大学の意義は独創的な研究と多種多彩な学問によって社会、ひいては人に
貢献していくことにあり、ユニークな人材や将来のリーダーを養成し、広く社会へ輩出していこうとしている。
指定国立大学法人として京都大学が取り組む社会連携は、新しい国際的産学連携の仕組みの構築、アジア・
アフリカ地域での包括的な国際連携、そして京都学派として世界に大きな影響力を与えてきた人文・社会科学
の未来世界への発信に重点を置いてきた。これらの取り組みをさらに進め、京都大学がＷＩＮＤＯＷ構想に
掲げる「世界や社会に開く窓」として、京大オリジナル株式会社は貢献していく。

■京大オリジナル株式会社の事業概要

弊社は、大学において創出された「知」を社会につなげることにより、大学の知の「価値の最大化」と「収

益の還元」を行い、教育研究活動を活性化させることを目的としたコンサルティング事業と研修・講習事業
を主たる柱として事業を展開する。
これらの事業活動を通じて、社会とのインターフェース機能の拡充を図るため、専門的スキルを持つス
タッフの確保による高い専門性と機動性、柔軟性を最大限に生かす。また、これら事業の源泉となる大学
の「知」を発掘・活用するため、京都大学との緊密な連携を図り、京都大学産官学連携本部やオープンイノ
ベーション機構、弊社と同じく京都大学の関連会社である株式会社 TLO 京都および京都大学イノベーショ
ンキャピタル株式会社などとの有機的な連携体制を構築しており、そのことが弊社の総合的な産学連携コン
サルテーションを可能にしている。
関連会社の活動をもっと外部に発信していくために、関連会社で連携して、京都大学産学連携情報発信プ
ラットフォーム Philo を新たに開始、様々な情報を発信している。
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企画・戦略立案
マネジメント機能

京都大学 産官学連携本部
実務・実行機能

京大グループ会社

▶ 知的財産の戦略的管理
▶ 特許等ライセンシング
▶ 知財ポートフォリオ化

▶ シード・アーリーステージVB投資
▶ EXITを見据えたハンズオン

▶ コンサルティング事業（企業等）
▶ 研修・講習事業（企業、一般等）

2016年1月子会社化・68％出資

2018年6月設立・100％出資

2014年12月設立・100％出資

ステークホルダー

政府機関等

企業

経済団体

ベンチャー企業

京都大学における関係会社、連携体制

■京大オリジナル株式会社の具体的な活動内容・成果等

コンサルティングサービスは、京大の教員との連携を希望される方々の意図を汲み取り、企画立案、実行

支援を行う。加えて、必要に応じ、教員との連携の前工程・後工程に対するコンサルティング（新規事業戦
略構築支援や組織改革支援等）も実施している。研究者と企業の間の One-Stop Shop として効果的な連
携構築を目指す。2020 年度はテックフォーラムと呼ぶマッチングイベントや会員制研究会サービスのオン
ライン化を遂行し、59 件のコンサルティングおよび関連サービスを実施した。
お客様のニーズと京大オリジナル株式会社のソリューション

• セミナーやシンポジウム等
情報発信のサポート

• 研究会やコンソ、
各種プロジェクトの
企画～運営実行サポート

研究を広く
発信したい

研究を持続的に
発展させたい

社会還元に
貢献したい

対話

交流

協力

発想を飛ばしたい
構想を固めたい
知らないことを知り、
方向性を思索したい

• 見積りや契約手続きなど
実行サポート

構想を
実現したい

• ディスカッションツアー
• フィージビリティスタディ

• 共同研究伴走支援
• 情報発信サポート
効果的・効率的に進めたい
社内外に広く発信したい

• マッチング
コーディネート

• 共同研究伴走支援
• プロモーション＆
ブランディング支援

• 人文科学コンサルティング
• アカデミアリサーチ
• セミナーコーディネート

京大オリジナル株式会社

コンサルティング事業部サービスの全体像

一方、研修・講習サービスは、研究成果を活用した研修・講習、教員を講師とした社会への研修・講習を
プロデュースする。カリキュラムは多岐にわたり、企業経営者や管理職向けリーダー研修や専門講座、一般
向け教養講座、京大らしさが伝わる変人講座など多彩であり、それらを網羅的に実施するために京都大学
OPEN ACADEMY というスクール事業を展開している。具体的には、京都大学エグゼクティブ・リーダー
シップ・プログラム (ELP)、
「人を知る」人工知能講座、京大 MBA 短期集中講座など従来の特定層向け専
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門講座についてもオンラインを組み合わ
せながら実施した。また、当期より ELP
に続くエグゼクティブ向けプログラムと
して「京都大学エグゼクティブ・ビジネス・
プログラム（EBP）」を開講した。一般向
け講座では、「生物学教室オンライン」
「経
済学教室オンライン」「人文学教室オンラ
イン」など教室シリーズの充実を図った。
2020 年度はコロナ禍で苦戦したものの、
対面実施からオンラインも組み合わせた
実施に切り替えたことにより、約 40 種類
の講座を実施した。

「人を知る」人工知能講座 2020 のオンライン実施の様子

■産学連携における課題とは？

大学と企業の連携は簡単ではない。共同研究構築のディスカッションでも考え方や目的、手法のズレに

直面する。まず、大学にとって有望な研究成果は企業の目には製品化や実効性の観点が足りないように映
る。一因として大学と企業をつなぐ人材不足にある。大学と企業では価値観や論理が異なっており、双方
の立場を経験しないと本当の意味での橋渡しは難しい。私自身も日々勉強の毎日である。今日でも新卒入
社した会社から転職しない人材は一定数いて転職しても会社間を変わる場合が多く、大学－企業の移動は
非常に少ない。
産学連携は日本より米国で先行して活発化し、その理論が日本に導入された。ただ、米国では大学－企業
の関係性はフラットで行き来する研究者・職員は多い。ラボごと、部門ごと移動する場合もある。当然なが
ら彼らは大学の事も企業の事もよく理解している。こうした中で生まれた産学連携のプロセスは、そのまま
日本にはフィットしない。大学の論理と企業の価値観を理解できる人材が産官学連携に飛び込める環境を作
らねばならない。
もう一つ重要なのは大学の「知」を社会に還元できるシステムの構築にある。国立大学法人の枠組みでは
実施が困難な活動が、会社であれば可能になる場合がある。例えば研究者が講義する研修・講習においても、
会社で企画すれば学際的、多角的なテーマでの立案が可能になり、研究者へも新しい研究の場を提供できる
ことになる。また、研究会などにおいても専門スタッフが運営することでスムーズな実施が可能になり、一
方教員へ研究や教育に専念しやすい環境を提供できる。こうした観点から弊社では様々なフォーラム、ユ
ニットの運営を通じて社会への貢献と大学の研究推進を図っている。

■今後の展望について

企業との接点を強化しさらなる産官学連携活動を促進するために、首都圏、特に東京での活動強化が必要

であることから、2017 年 7 月に京都地域の大学と連携し、新丸の内ビルティング内の京都大学東京オフィ
スの隣地に、京都アカデミアフォーラム in 丸の内を開設し、京都大学を含めて京都域内の 9 大学と連携し
て京都の文化・芸術・科学について「学術面から情報発信をする場」としての活用を目指している。
京大オリジナルは京大構内にありながら独立した企業である。社員は様々な場で様々なキャリアを積んで
きている。この特色を生かし大学の知を社会還元するためのインターフェースとして、大学と企業の間に立
ち道筋を作れれば大きな喜びである。

2021.10
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地域で活躍する滝沢市 IPU
イノベーションパークの歩み

岩手県立大学 研究・地域
連携本部 特命教授

柴田

しばた

義孝

よしたか

本稿では、岩手県立大学を中心とした門前町構想とその実現のために開学以前より大学、岩手県、滝
沢市が取り組んだ 26 年間にわたる産学官連携の活動と滝沢市 IPU（Iwate Prefectural University：
岩手県立大学）イノベーションパークの歩みについて述べる。

■岩手県立大学と門前町構想

岩手県の雄大な秀峰・岩手山を望む滝沢市（当時は人口 53,000 人の滝沢村）の地に、アーチ状の玄関を

構える岩手県立大学が存在している。日本のミスター半導体と言われた初代学長の西澤潤一先生を中心に岩
手県立大学は 135 万県民の期待を背負い、4 学部（看護、社会福祉、ソフトウェア情報、総合政策）と 2
短期大学部を擁する総合大学として 1998 年に開学した。
また 1995 年からの開学準備期間においては、西澤学長提唱の「門前町構想」も推進され、大学を創設す
るだけではなく、大学を中心とした町づくりを推進して産業集積を目指す熱い議論も同時に行われた。当時
はようやく日本でもインターネットが普及し始めた時期であり、ソフトウェア情報学部を中心とした産学官
連携のリサーチパークの立地を目指すものであった。加えて大学周辺には、学生や企業人のみならず一般県
民も集えるようにレストランや各種ショッピングセンターなどの商業施設、宿泊施設の誘致や、国際交流セ
ンター、レジデンスゾーンも構想に入っていた。それはまさに米国ですでに展開していたリサーチパークを
目指すものであった。
岩手県は 2000 年に、こ
のゾーンを学研都市圏とし
て 位 置 付 け、20 年 後 の リ
サーチパーク実現に向けた
構想を策定した。このため
に岩手県立大学とともに、
開学後に複数回にわたり、
米国のリサーチパークを訪
問した。とりわけ、ノース
カロライナ州の学術都市で
あるリサーチトライアング
ル・パークは大学に囲まれ
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岩手県立大学

た地形や産学官の取り組みが岩手県立大学の門前町構想と一致しており、岩手県の IT 産業集積の参考にな
ることを確信した。
ノースカロライナ州の産業は、リサーチトライアングル・パークができる前は、たばこ、綿花、家具製
造などの農林業が主分野であり、全米でも州民 1 人当たりの所得は下から 6 番目と低賃金の状況であった。
これに対して、1980 年代初めに時のジェームズハント州知事は産業政策として半導体・エレクトロニクス
とバイオ・医薬品の振興を打ち出し、これを実現するため、産学官の共同体制のもと、ノースカロライナ大
学、ノースカロライナ州立大学、デューク大学の三つの大学に囲まれた地にリサーチトライアングル・パー
クが設立された。生活空間の充実と交通網の利便性向上を掲げ、全米よりハイテクの IBM 社や医薬品のグ
ラスゴー社など多くの企業や研究機関の誘致に成功した。これにより 1990 年にはトライアングルリサー
チパークは 157 組織体で 39,000 人の従業員に達し、全米でも有数のリサーチパークとなった。その結果、
ノースカロライナ州の一人当たりの所得は米国全体のほぼ平均まで上昇した。この要因はまさにこれまでの
農林産業からハイテク産業への転換であり、岩手県が目指す指針となった。

■岩手 IT 研究開発支援センター

この指針をもとに岩手県立大学は、リサーチパーク構想の第一歩として 2002 年に国立研究開発法人情報

通信研究機構（当時、TAO：通信・放送機構）のサテライト研究施設として「岩手 IT 研究開発支援セン
ター」を開所するとともに、同センター内に「産学官連携研究所」も同時開所し、県内外の企業との地域看
護、保健、福祉関連の連携活動を開始させた。岩手 IT 研究開発支援センターには、超高速ギガビットネッ
トワーク設備が国内外の主たる研究機関と相互接続され、4 年間の時限ではあったが最先端のネットワーク
研究やその応用研究が実施され多くの研究成果が生み出され、研究開発された成果は国内外の学会やシンポ
ジウムやワークショップを通じて大学や企業に技術移転された。この間、当時の天皇皇后両陛下の遠隔看護
実習へのご臨席や総務大臣の災害
情報ネットワークの視察訪問は特
筆すべき出来事である。
2005 年より同研究開発支援セ
ンターは「岩手県立大学地域連携
研究センター」として名称と組織
体制を変え、学内の研究者による
八つの学内研究所および四つの企
業が入居し産学官体制を引き継
ぎ、テラヘルツ応用、組み込み技
術や地域防災情報システム技術な
どの産学連携研究を継続した。こ
れは滝沢市との産学官連携への発
岩手 IT 研究開発支援センター

展につながるものであった。

■滝沢市 IPU イノベーションセンターの開所

2007 年に滝沢市は、国の企業立地促進法に基づき大学周辺に新たに滝沢市 IPU イノベーションセンター

を創設し、IT 産業を集積するため、岩手県立大学との包括協定を締結し、
「岩手県立大学周辺組込みソフ
ト・IT システム関連産業集積計画」を策定した。これは大学と自動車・携帯電話・デジタル家電のための
組込みソフトウェア技術や IT・ソフトウェア技術の開発拠点を立地し、IT 企業の産業振興により、ものづ
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くり産業の高付加価値化と、
優秀な人材の雇用と地元定着
を図るものであった。岩手県
立大学のソフトウェア情報学
部からは、学部および大学院
を含めて毎年約 130 人 の 卒
業生を輩出しているが、これ
らの雇用先の一部として滝沢
市 IPU イノベーションセン
ターへとの考え方であった。
このため、滝沢市と岩手県立
大学は連携しながら首都圏を
中心に入居企業の誘致に尽力
した。特に猛暑の中、滝沢市

滝沢市 IPU イノベーションセンター

職員と岩手県立大学教員は、イノベーションセンターに関わる重い配布資料を抱え、首都圏の岩手県立大
学の学生の就職先企業を 1 社ずつ訪問し、イノベーションセンターへの入居を繰り返し説いて回った。し
かしながらこの活動はすぐに成果に現れることはなかったが、その後も粘り強く地道な誘致活動が継続さ
れた。
その結果、2 年後の 2009 年のセンター開所時には 5 社が入居した。まさにスモールスタートであったが、
その後も少しずつであるが入居企業は増加した。入居企業の業種はものづくり、IT、制御設計、CG、携帯
電話検査、システムインテグレーションなど様々であった。
2011 年 3 月に発生した「東日本大震災」では大きなダメージはなかったものの、余震が長きに継続した
ことから撤退する企業もあり一時入居企業が減少したが、その後も首都圏でワークショップ開催や在京岩手
県産業人会などを通じて懸命に入居のメリットや岩手や滝沢の特徴などを説得した。その成果もあってその
後は入居増に転じた。その結果イノベーションセンターは手狭になり、2014 年にパーク敷地内に「滝沢市
IPU 第 2 イノベーションセンター」が開所され、さらに入居企業の増加を見るに至った。
2014 年より、岩手県立大学ソフトウェア情報学部は、実学実践の理念のもと、入居企業との連携による
PBL（Project Based Learning）を実施し、そのアドバイザーを入居企業に依頼する制度を実施した。こ
の制度により学生はより実践力や応用力を醸成すると同時に、在学中に入居企業で就労や起業する学生も現
れるようになった。さらに多くの学生が情報処理学会全国大会で卒業研究テーマを発表し、学生奨励賞を受
賞するまでになり、その受賞総数において、毎年全国 1 ～ 3 位となり、実践力の高さを示すことができた。
2018 年には、滝沢市 IPU イノベーションパーク内に立地する企業第 1 号が自社ビルを構えるに至った
が、さらに 2020 年には 2 号、3 号と増加するとともに、待望のレストランもオープンし、入居企業人や学
生のみならず近隣の市民もレストランを利用する光景が見られるようになった。
2021 年 4 月現在、滝沢市 IPU イノベーションパークは、企業数 30 社、従業員数 186 人、立地企業数
3 社の規模になっている。うち岩手県立大学卒業の就労者は 45 人となっており、全体の約 25％を占めてい
る。また共同研究数も年々増加し、明らかに滝沢市と岩手県立大学との連携はより緊密になっていることが
うかがえる。門前町構想が提唱されてから 26 年が経過したが、当初の構想からは規模的にもまだまだ道半
ばである。しかしながら、昨今のコロナ禍において地方へ企業や人口が分散する時代へと向いつつある中、
今後地域で活躍する滝沢市 IPU イノベーションパークが果たす役割は益々大きくなると思われる。
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国立の研究機関による技術支援

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。
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国立の研究機関による技術支援

全国各地の多様なニーズから
豊かな新技術をつくる
国立研究開発法人科学技術振興機構

国立研究開発法人科学技術振興機構
産学連携展開部 地域イノベーショングループ

丸本

まるもと

萌

もえぎ

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）は、競争的研究費の配分機関として、産学連携・技術
移転の支援を行っている。本記事では、中小企業にも多く活用されている技術移転支援プログラム
「研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）トライアウト」
、および全国各地に駐在し、支援制度
の活用についての相談対応や、研究開発課題の掘り起こしを行う JST の専門人材「マッチングプラ
ンナー」について紹介する。

■ JST の技術移転支援プログラム「A-STEP」

JST は、科学技術・イノベーション基本計画に基づき、国の目標に基づく戦略的な基礎研究、および全国
各地の大学等研究機関の研究成果の社会還元に向けた技術開発について、主に研究開発テーマを公募し研究
費等を支援することにより推進している。
研究成果の社会還元を目的とする事業の一つが、産学が連携した研究開発による「技術移転」を促進す
るプログラム「A-STEP」である。A-STEP は、産業界が目を付けた「新技術の基となる可能性を秘めた研
究成果」について、その新技術の実現可能性検証や事業化に向けた研究開発を産学連携で実施することを、
JST が支援し、社会還元に結び付けていくプログラムである。
研究機関から企業への技術移転においては、①企業がその可能性に目を付け、実現可能性を確認できれ
ば、②本格的に共同研究開発に乗り出し、③企業が主体となって製品化に向けて技術を整えていくというプ
ロセスが一般的である。A-STEP は、表 1 の通り、研究開発の段階や主体となるプレーヤーに合わせた複
数の形式があり、技術の特性や開発の状況に合わせて適するものを選んで研究開発をステップアップできる
よう設計されている。また、多種多様なニーズに対応するため、
「世の中で必要とされる、新しい技術」で
あれば技術分野は問わない＊ 1。
表1

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）支援メニュー

支援
メニュー

トライアウト

産学共同（育成型）

産学共同（本格型）

企業主体

目的・狙い

大学等のシーズが企業
ニーズの達成に資する
か、可能性を検証する。

大学等の基礎研究成果を企
業との共同研究につなげる
まで磨き上げ、共同研究体
制の構築を目指す。

大学等の技術シーズの可能性
検証、実用性検証を産学共同
で行い、実用化に向けて中核
技術の構築を目指す。

大学等の研究成果・技術
シーズに基づく企業主体に
よる実用化開発を行う。

大学等の研究者

大学等の研究者

企業と
大学等の研究者

企業

グラント

グラント

マッチングファンド

返済型

主な
プレーヤー

資金の種類
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■はじめの第一歩「トライアウト」

技術移転に向けて、まずは、
「企業がその技術に注目していながらも、実用化に向けてはエビデンスが不

足している状態」を打開することが必要である。そこで、すでに共同研究開発を行っているプロジェクトの
支援にとどまらず、その前段階として、「技術の実現可能性を検証する」ためのリスクの大きい試験研究に
ついて支援を行うためのメニューが「トライアウト」である。
トライアウトは、
「技術の実現可能性の検証」段階を対象として、研究者が中心となって行う試験研究を
支援する。この成果を元に企業が技術の実現可能性を判断することで、技術開発のステージが本格的な産学
共同研究開発へとステップアップすることを期待している。リスクの大きい研究開発を JST が支援するこ
とで、企業の規模にかかわらず、全国各地の多様なニーズに対応する技術の社会実装を目指すことが可能と
なる。
トライアウトが対象とする技術は、必ずしも大企業が経済的に大きなインパクトを与えるようなものだけ
ではない。地域の特色や状況によって様々な課題があり、解決が望まれている。これに対応する新技術は
ユーザーから直接
的 に 求 め ら れ、 社

北海道
6%

会的な意義を持つ。
一 方、 異 な る 地 域
で類似のニーズに

四国
4%

九州・沖縄
14%

直面していること
も 多 い。 地 域 特 有
のニーズを解決す
る技術が、日本中、
世界中で同様の

中国
9%
関東
24%

近畿
13%

ニーズを抱える地

東海
8%

域に展開できる可
能 性 も あ る。 多 様
なニーズに対する

東北
14%

図1

甲信越
・北陸
8%

A-STEP トライアウト

北海道
東北

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・
山形県・福島県

関東

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・
千葉県・東京都・神奈川県

甲信越・
北陸

新潟県・富山県・石川県・福井県・
山梨県・長野県

東海

岐阜県・静岡県・愛知県・三重県

近畿

滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・
奈良県・和歌山県

中国

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・
山口県

四国

徳島県・香川県・愛媛県・高知県

九州・
沖縄

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・
大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

令和 2 年度公募採択課題

研究機関の所在地域別割合

有用な技術を広く
社会実装につなげることがトライアウトの狙いであり、全国各
地の中小企業から、イノベーションにつながる様々な研究開発
課題が提案されている。
図 1 および図 2 は令和 2 年度公募で採択した課題のデータで
ある。
図 1 の通り、採択課題の研究機関の所在地は各地域でシェア
を分け合っており、全国各地で実施されている。また、図 2 の
通り、ニーズ元企業は中小企業＊ 2 の割合が高く、企業規模を問

中小企業
61%

大企業
39%

わず利用されていることが分かる。
具体的な技術についての説明はここでは割愛するが、前身と
なるプログラムを含め、これまでに多くの「地域特有のニーズ」
由来の技術を支援している。具体的な例については、ホーム
ページ＊＊ 1 にある成果事例をご覧いただきたい。

図 2 A-STEP トライアウト
令和 2 年度公募採択課題 ニーズ元企業の規模別割合
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■ JST 地域の顔「マッチングプランナー」

「JST マッチングプランナー」は、ニーズや研究成果（シーズ）から研究開発課題を掘り起こす、JST の

専門人材である。日本全国を、北海道・東北、関東甲信越・北陸・静岡県、中部・近畿、中国・四国、九州・
沖縄の五つのブロックに分け、各地に計 22 人＊ 3 が駐在し、企業や大学等の研究機関、自治体、金融機関
など、様々な機関と直接コンタクトを取り、地域のネットワークの中に入って活動している。
マッチングプランナーは主に、A-STEP トライアウトをはじめ、JST の支援制度の活用についての相談
に対応している。他機関の公的支援制度についても情報収集などを図っているため、技術開発の状況に合わ
せて様々な支援制度を紹介することが可能である。さらに、全国に点在するマッチングプランナーのネット
ワークを活用して、広域での産学連携などについてもサポートすることができる。
前項で、A-STEP トライアウトの狙いは「多様なニーズに対する有用な技術を広く社会実装につなげる
こと」と述べた。マッチングプランナーは、地域のニーズを敏感に察知できる。多様なニーズとその重要性
に着目し、研究開発課題の「掘り起こし」ができることで、A-STEP トライアウトの研究開発課題の多様
性が生まれているのである。
地域のニーズを解決したい、研究成果（シーズ）を活用したい、新技術を開発したい、
「でも…」とお悩
みであれば、ぜひ JST マッチングプランナーにお声掛けいただきたい。ホームページ＊＊ 2 にて、マッチン
グプランナーを紹介している。代表窓口から各地域の担当マッチングプランナーにつなぐことが可能なの
で、お問い合わせいただければ幸いである。
支援制度探索についてマッチングプランナーへ相談する、技術移転のリスクヘッジに A-STEP トライア
ウトを利用する、状況に合わせて A-STEP や他の事業を利用するなど、企業や研究機関の皆さまに JST の
制度をフル活用していただき、新技術の社会実装が加速されることを期待している。
＊1

医療に特化した研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が扱っているため、本事業では対象外
＊2

資本金 3 億円以下の企業、または、従業員数が 300 人以下の企業として集計
＊3

2021 年 8 月現在。最新のマッチングプランナー一覧はホームページ＊＊ 2 に掲載
＊＊ 1

（ホームページ 研究開発成果事例の紹介）
・研究成果最適展開支援プログラム A-STEP： 研究開発成果 （A-STEP から生まれた研究開発成果）
・研究開発成果｜ A-STEP 機能検証フェーズ（旧・地域産学バリュープログラム）
＊＊ 2

（ホームページ マッチングプランナーの紹介）
研究成果最適展開支援プログラム A-STEP： トライアウト：マッチングプランナー
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産学官連携、地域連携、知的財産

RA 協議会／電気通信大学 研究戦略推進室

本シリーズの第 8 回目は、第 7 回に
引き続き、研修科目の概要について紹介

群馬大学 研究産学連携推進機構

森倉

晋

もりくら

伊藤

すすむ

いとう

正実

まさみ

する。
今回は、科目群 F「セクター間連携」
の「F9：産学官連携」と「F10：セクター

株式会社東京大学 TLO

山本

やまもと

貴史

たかふみ

間連携」、そして科目群 G「知的財産」
の「G11: 知的財産」の 3 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。なお、ここで紹介する内容は令和 2 年度事業
終了時に基づくものであり、本格実施において変更になる可能性がある。

■ F9：産学官連携（担当：森倉晋）

現在、国内の大学等で URA の業務に携わっている者は、169 機関の 1,459 人であり、そのうち、産学

連携・地域連携を担当しているのは 388 人（26.5％）で、URA の担当業務区分として最も多い状況になっ
ている＊＊１。本節では、大学等の研究機関と企業間の橋渡しを行い、成果の活用と応用により、新たな産
業や価値の創造を先導する産学連携の業務で不可欠となる知識と能力に関して、URA の質保証の観点から
Fundamental レベルと Core レベルに分けて説明する。
■当該科目の考え方
Fundamental レベルでは、産学連携の意義や目的を理解し、企業との連携の手法、共同研究や技術相談
における外部資金の受け入れ、論文発表や知的財産などの研究成果の取り扱い、および利益相反などの企業
との連携における留意点について基本的な知識を習得する。
Core レベルでは、産学連携の最新動向や役割を深く理解し、企業をはじめとする外部機関などとの間で
Win-Win となる適切な産学連携を企画、提案、調整、推進するために必要な実務に関する知識と能力を習
得する。
■当該科目の概要
Fundamental レベルでは、まず、産学連携の世界的な潮流や各ステークホルダーの役割と相違点、技術
相談窓口の開設・運用やイベントなどへの出展による研究シーズの紹介と企業等とのマッチングの場の設定、
共同研究、受託研究、寄附金、技術指導などにおける条件整理と契約交渉、さらに包括的連携協定の締結に
よる組織対組織の活動などについて学ぶ。次に、特許を中心とする知的財産関連の契約手続やプレスリリー
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スなどによる研究成果の活用、および大学発ベンチャーなどの研究成果の社会実装の方策を理解する。
Core レベルでは、産学連携を形成する形態として、企業ニーズの受け入れ、大学等の研究シーズの提
案、複数機関が参画する連携プロジェクト、コンソーシアムの形成などを理解し、それぞれの形態における
大学等と企業間のマッチング方法や契約交渉および知財活用などを学ぶとともに、交渉や契約締結の過程に
おける注意すべき事項などを習得する。最後に、グループワークとして、企業との共同研究等を題材とする
ケーススタディに取り組む。
■当該科目で身につけてほしい知識や能力
新たな事業の創出や雇用拡大等を担う企業と、先端的な学術研究、学生の教育および社会貢献を担当する
大学等の立場の違いを理解し、継続的な討議のプロセスを経て、双方が納得する産学連携の方向性と着地点
を見いだす知識と交渉能力などを身につけていただきたい。

■ F10：地域連携（担当：伊藤正実）
■当該科目の考え方

地域連携と産学連携は概念的には密接不可分であり、双方を切り分けて論じることはできない。しかしな
がら、以下に述べる二点において、産学連携に対比する概念として、地域連携を捉えられる。
① 産学連携は、経済活動を目的とする産のセクターと新たな知識の創出とその成果の公開を目的とする
学のセクターの相互作用であるが、地域連携の場合は、関与するセクターは多岐にわたる。過去の大
学が関与した地域連携事例を見ると、産学以外には、地方自治体、金融機関、商工会議所などの経済
団体、中学校や高校等の各種教育機関、あるいは市民団体等、そのバリエーションは多様である。
② 地域連携ではその字義のとおり、ある特定地域における近接性から期待されるシナジー効果が意識さ
れる。ただし、その地域の広さについては明確な定義は存在しない。
一方、地域連携は、大学のリソースを地域に提供する社会貢献活動と誤解される場合があるが、大学にも
何かしらのインセンティブが発生しないと継続性は担保されない。必然として、大学外セクターの目的や行
動原理を理解して、これと大学側にインセンティブが得られる条件と折り合いをつけることが求められる。
Fundamental レベルでは、地域連携における目的や、地域連携に関連ある大学の制度などについて主眼を
置き、Core レベルでは、先に述べたインセンティブ構造の相違を理解するとともに、URA としてのこれ
に対する対処の在り方を学ぶ。
■当該科目の概要
Fundamental レベルでは、最初に地域連携に関連した各省庁の法令や施策について示し、さらに地域連
携に関わる様々なセクターの性格や行動原理について解説している。また、地域連携における大学の制度や
枠組みについて、網羅的に紹介している。Core レベルでは、地域連携の仕組みやプロジェクトにおいて、
イニシヤチブを取るセクターによって、どのように地域連携の性格が変わるか述べ、その際に大学特有の行
動原理に起因するインセンティブ条件から由来する、地域連携における制約条件について学ぶとともに、実
際に URA が地域連携のシステムやプロジェクトに関わる上で、何を留意すべきか解説している。
最後に、大都市圏と地方都市における地域連携事例を紹介し、それまでの講座の内容を踏まえて地域特性
に起因する相違点について理解を深めることを目的としたグループ討議を行う。
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■当該科目で身につけてほしい知識や能力
セクター間連携において成果を得るには、セクター間のインセンティブ条件の相違を認識して、これに基
づいて、セクター間の関係調整をする必要がある。そのためにはそれぞれのセクターの行動様式の理解をす
る日常的な努力が必要である。こうした研鑽（けんさん）を積むことにより、自らがプロジェクトやシステ
ムを企画して様々なセクターを巻き込んで能動的に活動を行うことができるようになる。

■ G11：知的財産（担当：山本貴史）

大学によって知的財産権は産学連携本部や技術移転機関（TLO）が扱うため、URA は深く関与しないと

思われていることも多い。しかしながら、研究成果の一つである知的財産権について URA が深く理解して
いることは、国プロの獲得や、大型共同研究の獲得といったことにつながることであり、また、研究者との
コミュニケーションでは必要不可欠なことである。この科目では、URA 業務遂行に必要最低限の知的財産
権に関する知識の習得とそれを見いだせるスキル・ノウハウの獲得を目指している。
■当該科目の考え方
Fundamental レベルでは、知的財産権の種類といった必要最低限の基礎知識の習得を目指す。主に、特
許権の要件とライセンスを想定した判断基準を学ぶ場となる。
Core レベルでは、実践の場において、URA が発明者とコミュニケーションを行う中で、どのように知
的財産権を発掘し、研究の方向性や共同研究獲得に向けた戦略立案が策定できるかについて学ぶ場となる。
■当該科目の概要
Fundamental レベルでは、知的財産権の中で、主に特許権を中心に商標権・意匠権・著作権などについ
て基礎的な解説を行う。具体的な事例からどのような発明の成果が特許権になるかといった要件などを学
び、ライセンスを意識した知的財産の取り扱いの判断基準も学ぶ。また、昨今注目されているデータの取り
扱いについても解説し、知的財産権の基礎知識の習得を目指す。
Core レベルでは、ケースメソッド方式で、仮想ケースを設定し、ロールプレイ形式とグループディス
カッションで疑似体験型学習を行う。URA が実際に発明者との会話の中で、いかに知的財産権を見つけ出
し、その取り扱いについてどのように考え、競合研究との比較から方向性を見いだし、発明者や知的財産部
門に対していかに説明を行えるかを考えるケースである。
■当該科目で身につけてほしい知識や能力
大学によっても個々の URA によっても異なるが、URA 業務において、知的財産権は必要不可欠な知識
である。技術を文章で記述し権利を与えたものが知的財産権であり、これを理解することは、研究・技術戦
略を研究者のパートナーとして考える第一歩となる。知的財産そのものの専門的な理解よりも、技術戦略を
考えるツールとしての知的財産の理解と活用を考えてほしいと願っている。また、国プロや大型共同研究な
どの獲得においても、研究の成果としてどのような知的財産が生まれるかが重要視される傾向が強くなって
いる。そのためにも、知的財産に関する知識の習得は、より深い研究戦略立案の一助になると考える。
＊＊ 1

令和元年度科学技術人材育成等委託事業 「リサーチ・アドミニストレーターに係る質保証制度の構築に向けた調査研究」成果報告書
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ヒト：Person

東工大が好き過ぎるあまり
大岡山駅エリアを日本版シリコンバレーにしたくて
自社ビルを建てた東工大発ベンチャー社長
東京工業大学（東工大）と道路をはさんだ場所にモダンな自社ビルを建てた社長がいる。
東工大 OB にして東工大発ベンチャーの 靎見（つるみ）敏行社長だ。
鉄筋５階建てのビルを新築するには数億円もかかるはずだが、そんなに儲かっているのか。大岡山
ヒルズ族なのか。明け透けな関心が頭をもたげてしまったが、その背景には壮大な構想があった。

■大企業就職は起業のための修行

東京都大田区北千束の大岡山駅は、東急目黒線と大井町線が乗り入

れる両路線の接続駅で、改札を抜けると目の前が東工大正門だ。東京
23 区にありながら、東京ドームおよそ 5.2 個分のキャンバスと駅近
（エキチカ）の恵まれた環境で、周辺は家屋が密集する閑静な住宅エ
リアだ。
そんな場所に大枚をはたいて自社ビルを建てたのは、ソフトウェア
研究開発の株式会社ネフロック代表取締役靎見（つるみ）敏行氏だ。
靎見社長は、2008 年に東工大大学院数理計算科学を修了後に日本
IBM のシステムエンジニアとして就職し、退社後の 2011 年 7 月に
同社を立ち上げ起業した。2014 年からは東工大の非常勤講師をしな
がら様々なサービスの立ち上げを行っている。
聞けば大学在学時からフリーのエンジニアとして活動を始め、主に
パソコンやウェブ上で動くアプリケーションを作っていたが、誰もが

自社ビル

使う ATM がどうやって動いているのか知らなかったという。起業に関心があった靎見社長だが、箱物のソ
フト開発への興味からいったん大企業に身を置き、個人では経験できない仕組みを学ぼうと日本 IBM へ。
そこで３年３カ月、金融機関やメディア業界などでアプリケーションリーダ、インフラリーダを務めた。就
職はその後に起業するための修行期間だったと言う。

■シリコンバレー滞在で激変

これまで米国に行ったことがなかった靎見社長は、起業前の向学心からシリコンバレーに１週間ほど滞在

した。
おさらいしておくとシリコンバレー（Silicon Valley）は、米国カリフォルニア州北部のサンフランシス
コ・ベイエリアの南部に位置するサンタクララバレーからその周辺地域の名称を指し、多くの半導体メー
カーなどが集まる。半導体の主原料は言わずと知れたケイ素（Silicon）
。そしてその地形でもある Valley
（谷）に由来する。
そして、日本でもなじみ深い Apple、インテル、Google、Facebook、Yahoo!、アドビなどソフトウェ
アやインターネット関連企業が多数生まれ IT 企業の一大拠点となっている。さらにスタンフォード大学を
34
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筆頭に、カーネギーメロン大学（西海岸キャンパス）
、サンノゼ州立大学、サ
ンタクララ大学などが研究機関として深く貢献し、先進的な産学官連携の一大
拠点となり、スタートアップが次々と産声を上げている。
「カフェに入ると、スタンフォード大の学生がパソコンを開いて議論する姿
は当たり前の光景でした。大学と街とベンチャーが、人もお金も回していて、
街ぐるみでいい環境を作り上げていると感じました」と靎見社長はシリコンバ
レーをこう評価する。続けて「日本に置き換えると、渋谷、最近では五反田に、
IT 企業が集まり会社同士で情報交換したりアライアンスを組んだりつながり
がありますが、街や大学が絡んでいるかといえばそうではなく永続性がありま
せん。そこで大岡山駅には東工大があり、街があり、企業を作ればシリコンバ
レーのようにできるのではないか」と分析する。黒船を逆さ読みしてもじって
靎見敏行社長

ネフロックにした社名も、外貨を稼げる会社にしたかったからだ。
大岡山駅周辺をシリコンバレーにしたいと、2015 年に５階建ての本社ビルを

建設。１階をオフィスにし、２階は東工大生が住むシェアルーム、３～４階は、アパートメント形式の住居で
東工大生が住む。靎見社長も５階に住み、オフィスとともにシェアルームの運営も行う。
靎見社長によれば、東工大にはベンチャーを立ち上げる人は少ないという。その理由は、ベンチャー企
業の実際の現場を見たことがないからだとの見立てだ。自身も当初、大企業に就職していたが起業やベン
チャー経営に向いている人はたくさんいるのにほとんどが大企業へ就職していく現実に憂慮しているよう
だ。ベンチャーに目が向かないのは、大企業から引く手あまたの東工大生ゆえに、苦労せず就職できるから
かもしれない。だから２階のシェアルームでは、自身の会社であるベンチャーを実際に見て知ってもらえた
ら、そんな場として作った。また東工大は、技術はあるのに日の目を見ないとも。
東工大の隣に自社ビルを建てたのは、後輩たちにベンチャーの姿を見てもらい、起業家を育成し、東工大
を中心としたシリコンバレーを作りたい、そんな思いからだ。

■メガネを掛け外ししなくても AI が似合い度を判定

2019 年 11 月、ディープラーニングを用いた人工知能を駆使し、独自の画像生成・変換・除去エン

ジンで着用中のメガネをリアルタイムで映像から消し、その上から 3D のメガネをバーチャル試着する
「MEGANE on MEGANE（メガネオンメガネ）
」をメガネの JINS（JINS 渋谷パルコ店）に提供した。
かけているメガネを映像から消し、その上から 3D のメガネをバーチャル試着することで、いちいちメ
ガネを付け外ししなくても、好きなメガネを試着できる。さらに AI が似合い度まで判定してくれる。遠
視用メガネが欠かせない筆者も、眼鏡店ではメガネを付けては
鏡を見て外す動作を何度も繰り返していたがこれは便利だと感
じた。
2020 年 7 月には、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）が公募した「AI チップ開発加速のための
イノベーション推進事業」に採択され、リアルタイムで高音質
な音声合成が実現可能な音声合成 AI チップの開発が佳境を迎え
るなど、着々と事業を展開する。
渋谷や五反田は大学が重要な役割を果たしているとは言いが
たいが、「大岡山シリコンバレー」は大学がもっと絡んでいける
可能性を秘めている。

（山口泰博）

「MEGANE on MEGANE（メガネオンメガネ）」

2021.10

35

視点：Point of view
アサーティブな産学連携の実現にむけて
先般プログラミングの学習を行っている際、アサー

連携の在り方を考えるならば、多様化された社会を構成

ションという命令文を知った。アサーションは、コミュ

する一人として、成果創出論だけでなく、若手や女性、

ニケーション論で耳にしたことがあったが、なるほどプ

産学双方の間接部門の担当に至るまで、全ての参画者が

ログラムでも同様の言語があることを学んだ。プログラ

活躍しやすくアサーティブな関係を構築できる産学連携

ムにおけるアサーションは、プログラム自体が問題無く

の在り方にも注目する必要がある。そして、この役割を

動作するかを理解するための命令文であり、コミュニ

伴走役であるところのリサーチ・アドミニストレーター

ケーションのアサーションは、チーム全体が適切な自己

（URA）やコーディネーターが意識して担当できるよう

主張を行い、他者はそれを不当に排除することなく適切

になると、大学の社会貢献活動は次のステージに到達で

に受け入れるという平等な関係性のことである。

きるのではないだろうかと想像する。私自身も今後時代

私たちが産学連携のプロジェクトを実行する際、こ
れまでは、研究者、知財スタッフ、企業側の担当者など、

に合ったアップデートをしていきながら、多様化した価
値を社会実装していきたい。

複数の立場や価値観が違うものが集まり、成果創出を遂
げる手法について検討してきた。一方、これからの産学

秋田大学 産学連携推進機構 准教授／総括ＵＲＡ

伊藤 慎一

あらためてプラットフォーム機能を考える
対面で開催されていた展示会は、昨年からの新型コ

の立場を理解しきれず、関係構築に進まないことがある。

ロナウイルス（COVID-19）感染拡大に伴い、オンラ

この状況解消の取り組み事例として、NICO（公益財団

イン開催を余儀なくされたものも多い。コロナ禍以前、

法人にいがた産業創造機構）は、企業の技術開発の相談

オンライン形式の試行的なイベントはあったが、現在で

を受けた際に、その事案について複数の研究機関が参集

は本格実施となっている。オンライン展示会のプラット

し、企業と技術的な議論をする「 技術開発 HUB」とい

フォームは、どの展示会でもおおよそ同様の機能を有し

う場を運営している。この場でのコミニュケーションが

ているが、ユーザーインターフェースの違いで機能を出

企業の挑戦意欲や技術開発課題の解決の一助になってい

展者や来訪者が使いきれない事案がある。これは、アク

る。この場の運営は、すぐに目に見える成果になりにく

セス者の IT ツールの経験値やリテラシーの違いによる

く、事前ヒアリングなど手間のかかる調整と思うが、立

もので、苦なく活用できるガイドが望まれる。これを産

場の異なる関係者が共通認識を持って集う産学官連携プ

学官連携プラットフォームに置き換えて考えると、立場

ラットフォームとして重要な機能であると感じている。

の異なる関係者が活動するプラットフォームでは、互い

新潟工科大学 地域産学交流センター URA

髙橋 正子
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