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「いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、３D プリンターで臓器がつくれるんだい！？」
2020 年 4 月、化学同人社から出版された本のタイトルである。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

本屋さんでの立ち読みもままならない時期に通りすがりでふと目に留まり、手にした１冊。「何とマニアッ
クな本！」と一瞬で惹（ひ）かれたこの１冊には、最先端テクノロジーの一つとして、3D プリンターで臓
器をつくる技術が紹介されていた。

失礼ながら通常の書籍コーナーではあまり目に留まらないかもしれないこの１冊になぜ惹かれたかという
と、当社、株式会社サイフューズはまさに本のタイトル通り「３D プリンターで臓器をつくる」会社とし
て活動している再生医療のベンチャー企業であるからだ。

当社は 2009 年に国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）からの支援を受け（A-STEP ／起業検証）、
それまで大学で行っていた再生医療の研究について事業化を検証し、その後、2010 年 8 月に九州大学発の
ベンチャーとして創業した。

創業後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）や国立研究開発法人日本医
療研究開発機構（AMED）、 JST などの公的機関並びにベンチャーキャピタル（VC）や事業会社などから
の支援をいただきながら、再生医療事業・創薬支援事業・デバイス事業の３本の柱を主軸に事業を進め、今
年８月に創業 11 周年を迎えたところである。

私自身は当社の事業の柱となる再生医療の研究を始めて早？ 17 年になる。研究開始当初は本のタイトル
同様に「いつになったら臓器がつくれるのか」いや「本当に移植できる臓器をつくることができるのか」な
ど、半信半疑なまま研究に携わっていたが、現在では開発したバイオ 3D プリンターを用いて、患者様に移
植可能な臓器を製造しており、複数のシーズにおいて臨床試験を実施している。この10年の開発の進展は、
アカデミア・医師・医療機関・企業の皆様をはじめとする多くの方々の多大なるご支援・ご尽力の賜物（た
まもの）であると感謝している。

Cyfuse（サイフューズ）は、細胞（Cyto-）をフュージョン（fusion）させて臓器をつくることを目指し
名付けた社名であるが、現在では多岐にわたる分野の様々な技術と知恵、ヒトがフュージョンすることで、
事業活動が大きく進展している。そして、皆様からのご支援のお陰で「３D プリンターで臓器をつくる」活
動を通じ、ヒトが育ち、会社が育ち・育てられ、新しい社会・産業が創られていることを日々体感している。

病気やケガで苦しむ患者様、ご家族、医療機関の皆様に新しい治療の選択肢の一つを１日でも早くご提案
できるよう、そして支えてくださっている皆様に恩返しできるよう、引き続き、想いを共にする仲間と共に
チーム一丸となって社業に邁進（まいしん）していく所存である。
「細胞から希望をつくる！」
３D プリンターで細胞から臓器をつくり、新しい医療の創出に貢献していけるよう、そして、日本初 /

発の本技術を世界に展開し、次世代の明るい未来・社会を創っていきたい。

再生医療：新しい治療法の選択肢を創る
　～細胞から希望を！～

株式会社サイフューズ 代表取締役

秋枝　静香
あきえだ　しずか
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特 集
Feature 公設試のお仕事

2020 年 10 月の国勢調査人口速報値によると、秋田県は、年間およそ 14,000 人が減少し、そのうち若
者は 3,000 人である。この流れを抑制しないと将来の社会活動に影響を与えるのではないかと考え、研究
活動が地域社会の改善に貢献すべく模索している内容について述べる。

■研究活動を支えてくれた恩師の言葉
大学入学オリエンテーションの際に恩師より「工業の工とは、天と地を結ぶ人の技なんだ」という言葉を

いただき、工業は人のために役に立つものでないといけないと心に刻み今に至る。

■人と出会いシーズ獲得
研究活動における大きな転機は 1994 年に企業から、秋田県産業技術センターに入庁したことである。県

内企業の技術相談がご縁となり、秋田大学の藤田豊久教授（現東京大学名誉教授）と出会い門を叩いた。当
時、先生の研究室では、電界に応答し増粘効果を発揮する電気粘性流体の研究やその応用化を手掛けられて
いた。私はどのようなメカニズムで増粘効果が発揮されるのか、溶媒に誘電体のシリコーンオイルと分散粒
子に半導体で高硬度な人工ダイヤモンド粒子を調整し観察実験を試みた。電気粘性流体の評価方法は、直流
電界や 50Hz 交流電界を与えて、増粘効果を評価するのが一般的である。そこで、観察実験には顕微鏡下
で平行電極を設置し、調整した液体を滴下後に極低周波数電界を印加した直後、図１に示すように液内でダ
イヤモンド粒子が活発な挙動を示す現象を見て、驚いたことは今でも鮮明に覚えている。
この挙動をシーズとするために、多くの文献や先生にお尋ねした。これが人との出会いへとつながった。

本挙動を砥粒の配置制御技術として電界砥粒制
御技術と命名、特許を申請後に県内小径ボール
エンドミルメーカーの社長にお見せすると、彼
らの未解決な課題であった小径工具の延命化技
術に活用できるのではないかと、共同研究がス
タート。初めに、工具短命化の原因を追究し、
刃先加工後に残存した凸部状のバリが原因では
と推定、その除去方法として、高硬度な cBN
製ボールエンドミルの刃先を電極として、その
下方に回転定盤をセットして他方の電極とし、

地元企業を研究開発型に変容させて
社会課題を改善に導くメカニズム

秋田県産業技術センター 
技術フェロー

赤上　陽一
あかがみ　よういち

無電界 電界 3kV
 図１ 　電界砥粒制御技術



特 集

52021.11　

パッド上にダイヤモンド分散型流体を滴下しながら低周波交流電界を与えながら接触回転させると、刃先に
砥粒が集まる現象が見られた。通常研磨は砥粒の飛散により時間を要するが、本研磨法は、電界の作用に
よって砥粒が集まり短時間に刃先凸部が仕上げられる技術として確立できた。また、工具寿命の延命化を評
価する方法として、本工法で仕上げた工具を用いて、加工生成されるカッターマークの乱れた個所を寿命到
達点とした。その結果、工具寿命はおよそ 2倍強延命化することが実験より得られた。本工具を市場に提供
することによって、これまで不可能であった高硬度な焼入れ鋼への直接加工が可能になり、長時間を要する
放電加工技術に代わる新たな省エネ加工法として提案され、顧客の生産効率を向上案とし受け入れられた。
本成果をベースに新たな工具創製を経済産業省の競争的資金に申請して獲得。社長が夢見た下請け企業か
らメーカーへの変容が実現できた。このように新たなシーズと企業課題を解決に導き企業価値の向上を成し
遂げ、ついには研究開発型企業に変容し経営も拡大できた。本成果によって 2018 年に彼らと一緒に「科学
技術分野の文部科学大臣表彰」をいただき、事業承継も成し遂げた。

■人との出会いでシーズとニーズマッチングによる医工連携
当県の若者をいかにして残せるか？　または県外に出られた方を秋田県に戻せるか？　この社会課題を研

究者の立場から考えると前述の研究成果のように下請け企業から研究開発型企業に変容させ、「憧れ企業」
を作るメカニズムが存在するのではと思考した。
このような時期に精密工学会を通して、様々な先生との出会いがあった。最新の精密加工技術の研究成果
を、この地の企業の皆様にご披露いただき、気付きを与えていただくための場として「北東北ナノ・メディ
カルクラスター研究会」（初代会長・元岩手大学学長の岩渕明先生、現会長・秋田大学医学部付属病院病理
部の南條博先生）を 2003 年に設立した。この会のキャッチフレーズとして「人と人との出会いによってイ
ノベーションは加速する」とした。会の中で「これからの精密工学は医療機器だ」というご提言もいただき、
社会課題を解決に導く研究開発型研究会として、コロナ禍以前まで、年 3回開催してきた。本研究会を拠
点として北東北の企業が連携しシーズを持ち寄り、国の競争的資金の獲得も進めてきた。
一方、砥粒の配置制御技術である電界砥粒制御技術から水ベーススラリーの配置制御技術として電界スラ
リー研磨技術を生み出し、秋田県の光学部品産業の生産性向上やスラリー省資源化技術を開発した。この研
究過程において、図 2に示すμ Lオーダーの微量液滴に非接触に電界を与えると 3次元的に活発な撹拌（か
くはん）作用が得られることが分かった。これまで、微量液滴は表面張力に支配されて撹拌が生じ難いこと
で知られていた。
一方、液滴内における分散粒子の挙動を観察するために、数μm程度の炭酸カルシウム粒子を調整させ
た 100 μ Lの液滴に 3kVの電界を外部より与えると、約 1,200 倍に粒子移動速度が得られることが判明。
生体試料においても 10 ～ 20 倍ほど移動速度が向上することを明らかにすることができた。さらに本撹
拌技術の特筆する特徴として撹拌中に液
温上昇が見られないことである。超音波
撹拌技術では、液温上昇によって、組織
の変成や液滴の蒸散によって見かけ上の
濃度が増大し、正確な情報が得らないと
いう課題が存在していた。本撹拌技術を
電界撹拌技術と命名し、初めにDNAの
検査技術に用いられるハイブリダイゼー
ションをおよそ 5倍迅速化する技術とし
て 2011 年 9 月の当研究会の基調講演で

無電界時 電界印加時
 図 2 　電界撹拌技術
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お招きした秋田大学医学部の南谷佳弘教授（現医学部附属病院長）に研究内容を紹介したところ、これが切っ
掛けとなり、南谷先生より「免疫組織染色」という有用な病理診断法であるが、診断結果に長時間を要する
という課題をいただいた。これに電界撹拌技術を適用することで手術中に診断結果が得られないか？　30
分以内？　早速、翌週より共同研究がスタートした。
免疫組織染色法は 2段の抗原抗体反応工程が存在し、従来では 120 分を要し、診断結果が出るまで計
150 分かかった。その間、手術を止めるわけにはいかない、そのため伝統的なHE染色法にて診断、手術
後に免疫組織染色法で確認するのが一般的な流れである。もし手術中に免疫組織染色法による診断結果が得
られれば、執刀医は、高精度な診断結果から最適な治療方針を選択することができる。これまで、手術中の
HE染色法の診断結果と手術後の免疫組織染色法で異なる結果が出た場合には再度手術を行い、患者への負
担が大となる。そこで手術中に免疫組織染色の診断結果が得られると患者への負担は軽減され、また医療費
削減にもつながる。共同研究の結果、20分で鮮明な結果が得られ、病理医の診断時間を含めても 30分以
内に執刀医に診断結果を知らせることが可能であることが判明した。早速、研究会ベースで県内ものづくり
企業にお声掛けして、それぞれの強みを持ち寄って試作装置開発を進めた。秋田発の医工連携オープンイノ
ベーションのスタートであった。
本技術を医学界に広めるために、7大学１病院の病理医などにも加わっていただき「迅速免疫研究会」も
立ち上げ、広域的、詳細な評価や高度な染色性に関する技術を磨き、医療機器製販業者にも加わっていた
だき医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）への対応も整えて図 3
に示す「迅速免疫診断装置」を 2014 年に上市。既に 1,000 人を超える患者の診断支援に活用されている

との報告を受けており、人のために役立つものづくりの創出に携
われた貴重な体験であった。
本装置に関わり得られた複数の特許は登録され、2019年に特許
庁長官賞、2020年には第8回ものづくり日本大賞の経済産業大臣
賞を受賞した。現在、病理部門からの要望により、手動装置から
自動装置への開発が着々と進行中で2022年には上市予定である。
このような医工連携産学官によって、まさに「利他的」な研究
開発をこの秋田県にて成し得ている。今後はデジタルトランス
フォーメーション（DX）などによって遠隔病理診断のイノベー
ションを起こし「地域における安全安心な医療体制の構築」につ
なげ、中央圏の方々が秋田県に移住される切っ掛けになるものと
期待している。

■人口減少に抗う憧れ企業の増進メカニズムについて
このような研究会活動や共同研究をベースにすることで、若者が地元にとどまれる利他的な研究開発型企

業の増進に貢献できるものと考える。私が携わってきた共同研究をベースに研究開発型に変容した企業は
10社程度とこれからであるが、中には事業承継も果たした企業も生まれている。今後も研究開発型企業に
変容するメカニズムの一つである「シーズを有し高める共同研究」の重要性を説き、大型競争的資金獲得に
挑戦し、採択されることで企業認知度や企業価値の向上につながり、若者に研究開発型企業の存在を知り得
る機会を提供できるものと考える。
まさに目指す新事業は社会課題を改善することで「利他的で憧れを抱かせる企業の顕在化」である。今後
もこのような研究活動のDNAを次世代につなげていただき、人口減少抑制に資する展開の一つの「解」と
して継続していくことで人が集まり豊かな地方の将来が描けるものと期待する。

 図３ 　迅速免疫装置
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Feature 公設試のお仕事

■プロジェクトの概要
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（KISTEC）光触媒グループは、光触媒技術の基礎およ

び応用研究を遂行してきた。その一環として、抗菌・抗ウイルス性能評価方法をはじめ、数多く光触媒に関
する性能評価方法の確立に向けて取り組み、各種 JIS/ISOの制定に尽力してきた。その後、文部科学省の
地域イノベーション戦略支援プログラムの支援を受けながら、評価技術センターの構築を行い、光触媒反応
による、抗菌・抗ウイルス性能評価を広く社会に提供してきた。その結果、プログラム終了時には評価技術
センターの構想から構築、実装へと順調にステップアップさせ、国内外の中小企業や研究機関で行われて
いる、抗菌・抗ウイルス加工製品の研究開発に寄与する体制を整えることができた。また、現在も社会ニー
ズに対応する新しい評価技術の開発と提供を行うために評価技術センターの確立を最重点課題として活動を
行っている。

■背景や経緯
KISTECは神奈川県立産業技術センターと公益財団法人神奈川科学技術アカデミーの二つの組織が 2017

年 4月に統合し設立された。この統合により、「研究開発」「技術支援」「事業化支援」「人材育成」「連携交流」
の五つの柱を注力する事業として掲げながら、他の公設試験研究機関（公設試）には見られない多岐にわた
る研究推進や技術支援が可能となった。
研究開発部に所属する光触媒グループはこれまで、光触媒に関する基礎研究から応用、実用化研究まで進
めてきており、その技術の確立と製品化に取り組んできた。特に、2007 年度より循環社会構築型光触媒産
業創生プロジェクトとして、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）事業（プ
ログラムリーダーは橋本和仁氏）がスタートし、本事業の中で、可視光応答形光触媒の開発とともに光触媒
による抗菌・抗ウイルス性能評価方法の確立に向けた多くの検討を行った＊＊1。
その結果、本事業により、光触媒加工品の性能評価方法として、ISOや JIS が制定された。これによっ
て、各企業による光触媒材料や加工品の研究開発のさらなる推進が可能となった。
一方で、抗菌・抗ウイルスに関する性能評価を行うためには、微生物を取り扱うことができる設備が必要
であるため、多くの中小企業で各種規格に基づいた抗菌・抗ウイルス性能評価を行うことは困難であった。
そのため、正確な光触媒の抗菌・抗ウイルス性能評価方法を提供することが、企業の研究開発を推進するた
めに必要とされた。そこで、2013 年度より文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラムの支援の下
で、光触媒による抗菌・抗ウイルス性能評価方法の提供体制を整え、各企業の研究開発事業の技術支援を開

社会のニーズに合わせた性能評価の開発から
応用展開

地方独立行政法人神奈川県立
産業技術総合研究所

石黒　斉
いしぐろ　ひとし
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始した。さらに、光触媒加工品以外の抗菌・抗ウイルス性能評価の提供の開始や、新たな評価方法の開発と
その提供に向けた活動を産官学連携の下で取り組んでいる。

■具体的な取り組み
地域イノベーション戦略支援プログラムの支援の下で、光触媒加工品に関する抗菌・抗ウイルス性能評価

の提供体制を整え、数多くの企業や研究機関に対して、抗菌・抗ウイルス性能評価を開始した。また、光触
媒加工品ではない抗菌・抗ウイルス加工品の評価も重要であることから、光触媒加工品以外の抗菌・抗ウイ
ルス加工品についても、その性能評価の提供を開始している。同時に新しい規格の制定に向けた研究を進
め、光触媒工業会との共同研究などを通じて、実環境を想定した光触媒による抗菌性能評価方法や ISO規
格の JIS 化を行っている。これらの具体例について、紹介したい。
先に述べたNEDO事業で制定した可視光応答形光触媒による抗菌性能評価方法で、高い抗菌・抗ウイル
ス性能が認められたサンプルを実際の生活環境下に設置し、その抗菌性能を長期にわたって評価したとこ
ろ、抗菌性能は確認できたものの抗菌性能評価方法で得られるような高い抗菌性能が確認できなかった。こ
れは、試験室内で行われる評価と比較して、環境負荷が高いことが一因と考えられた。そこで、環境負荷を
考慮した新しい抗菌性能評価方法が必要と考えられ、産官学で連携しながら新しい性能評価方法の開発を
行った。
この性能評価方法の大きな特徴は、菌液の接種方法と光照射時の環境条件である。接種方法は、従来の規
格で行われていた細菌を液体中に懸濁した試験菌液ではなく、粘性を持つ試験菌液を不織布に接種した後、

 表 1 　各種性能評価方法の一覧

JIS 試験 ISO 試験 微生物

光触媒

JIS R1702 光触媒抗菌加工製
品の抗菌性試験方法・抗菌効果

ISO 27447 Test method for antibacterial activity of 
semiconducting photocatalytic materials

大腸菌 
黄色ブドウ球菌 
肺炎桿菌

JIS R 1706 光触媒材料の抗ウ
イルス性試験方法−バクテリオ
ファージ Qβを用いる方法

ISO 18061 Determination of antiviral activity of 
semiconducting photocatalytic materials -- Test 
method using bacteriophage Q-beta

バクテリオファージ Qβ

JIS R 1752 可視光応答形光触
媒抗菌加工製品の抗菌性試験方
法・抗菌効果

ISO 17094 Test method for antibacterial activity 
of semiconducting photocatalytic materials under 
indoor lighting environment

大腸菌 
黄色ブドウ球菌 
肺炎桿菌

JIS R 1756 可視光応答形光触
媒材料の抗ウイルス性試験方法
−バクテリオファージ Qβを
用いる方法

ISO 18071 Determination of antiviral activity of 
semiconducting photocatalytic materials under 
indoor lighting environment-- Test method using 
bacteriophage Q-beta

バクテリオファージ Qβ

-

ISO 22551 Determination of bacterial reduction rate 
by semiconducting photocatalytic materials under 
indoor lighting environment — Semi-dry method 
for estimating antibacterial activity on the actual 
environmental bacteria contamination surface

大腸菌 
表皮ブドウ球菌

抗菌

JIS L1902 繊維製品の抗菌性
試験方法及び抗菌効果

ISO 20743 Textiles -- Determination of antibacterial 
activity of textile products

大腸菌 
黄色ブドウ球菌

JIS Z 2801 抗菌加工製品−抗
菌性試験方法・抗菌効果

ISO 22196 Measurement of antibacterial activity on 
plastics and other non-porous surfaces

大腸菌 
黄色ブドウ球菌

抗ウイルス 
加工品

JIS L 1922 繊維製品の抗ウイ
ルス性試験方法

ISO 18184 Textiles - Determination of antiviral 
activity of textile products

インフルエンザウイルス 
ネコカリシウイルス

- ISO 21702 Measurement of antiviral activity on 
plastics and other non-porous surfaces

インフルエンザウイルス 
ネコカリシウイルス
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試験菌液を抗菌加工品に直接塗布する方法とした。この方法により、生活環境中で人が触れ、汚れが付着し
たような状態を模擬することが可能となった。また、光照射時の状態を生活環境と同等の温湿度として、光
照射を行う方法とした。この新しい抗菌性能評価方法が 2020 年に ISOとして制定されたことにより、使
用状況を想定した抗菌評価での評価を行うことが可能となった。その他、光触媒による防藻性能評価方法の
JIS 化、光触媒の性能評価で用いる可視光および紫外光 LEDの標準化（ISO化）などについて産官学連携
の下で取り組んでいる。
新規評価方法の標準化と並び重要なことは社会への評価方法の提供である。この点について、KISTEC
では文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラムの支援の下で展開した評価技術センターによる取り
組みを継続、発展させている。

表 1は抗菌・抗ウイルスに関する JIS 規格、ISO規格と用いる微生物である。これらの規格に沿った性
能評価を提供することで技術支援を行い、企業等による抗菌・抗ウイルス加工品の研究開発に寄与している。
一方、研究開発段階ではこのような規格類に沿って評価を行うことが困難なケースが多々あり、適切な性能
評価を行わなければ、本当にその材料や製品に抗菌・抗ウイルス効果が認められるものか判断が不可能であ
る。そのような材料や加工品に関して、これまでに得られている多くの知見を活用しながら様々な工夫を行
い、加工品に合わせた性能評価の提供を進めている。具体例としては、吸水性が高い加工品、試験片面が平
面状や繊維状ではない特殊な形状、反応条件が規格と異なる性能評価や開発機器を持ち込んでの性能評価な
ど多岐にわたっている。また、光触媒加工品による抗ウイルス性能評価の規格では、バクテリオファージを
用いることになっているが、実際のウイルスを用いる評価の要望が高く寄せられていた。バクテリオファー
ジを用いる理由としては、光触媒による抗ウイルス効果は光触媒反応による分解作用によるため、ウイルス
種を選ばずに抗ウイルス効果が発揮されることに基づいており、バクテリオファージは安価で簡便なモデル
ウイルスとして利用されている。一方、光触媒加工品以外の抗ウイルス加工品の場合、使用する微生物は動
物細胞に感染するウイルスであるインフルエンザウイルスやネコカリシウイルス（ノロウイルス自身を増や
すことが困難なため、ノロウイルスの代替ウイルスとして用いられる）を対象としている。そこで、光触媒
加工品についても実際のウイルスを用いた性能評価を提供できる体制の構築を進め、その提供を開始した。

図１は文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラム開始から、性能評価試験数の年度ごとにおけ
る推移を示したグラフである。
グラフに見られるように、抗
菌・抗ウイルス性能評価の提
供件数が伸びており、当初の
評価技術センターとしての構
築を順調に進めた結果である
と考えている。さらに、2020
年の新型コロナウイルス
（Sars-CoV-2）の感染拡大に
より、診断キット、治療薬の
研究開発のみならず、様々な
抗ウイルス加工品の性能評価
ニーズが高まり、製品開発が
世界中で加速した。そのため、
抗ウイルス性能評価を提供し
ている各種機関への相談、依
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 図 1 　抗菌・抗ウイルス性能評価の提供件数
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頼が集中してしまう事態となった。これにより、KISTECを含め、国内の多くの試験機関で抗ウイルス性
能評価の受付を一時停止するなどの対応を取る必要が生じたが、現在は各試験機関それぞれの努力によっ
て、抗ウイルス性能評価の受付を再開している。

■課題・打開策
このような状況と前後して、実際の標的である Sars-CoV-2 を用いた抗ウイルス性能評価を求める声が

非常に多く寄せられていた。しかし、Sars-CoV-2 を使用した抗ウイルス性能評価を行うためには、バイ
オセーフティーレベル 3（BSL3）施設を持ち、Sars-CoV-2 を入手、使用可能な状態を維持している必要
があり、KISTECではそれらの要望に応えることができない状況であった。このため、社会的に非常に高
いニーズである Sars-CoV-2 を用いた抗ウイルス性能評価を提供するために、BSL3 施設の整備、Sars-
CoV-2 の入手と評価方法の立ち上げが大きな課題であった。その課題を解決するため、神奈川県の支援
を受けながら、KISTEC内にバイオセーフティーレベル 3に対応した施設を産官学連携の下、急ピッチで
整備し、各所の多大な協力をいただくことで、2020 年 12 月に BSL3 施設を新設し、公設試として初めて
Sars-CoV-2 を対象とした性能評価方法の提供を開始することができ、Sars-CoV-2 そのものを用いた抗ウ
イルス活性を評価した結果を基にした製品化が進められている。

■今後の方針（展望）
以上、KISTECにおける社会ニーズに合わせた性能評価方法の開発からその応用までの実績を紹介した。

このように光触媒に関する基礎および応用研究から実用化、標準化と各ステップを着実に超えていき、評価
技術センターとしての構想から実装、さらに社会ニーズに応えた性能評価方法の開発から提供へと活動を広
げてきた。また、光触媒グループではこれまでの光触媒研究の知見や技術を生かした、光触媒に関する性能
評価について総合サポート支援として、抗菌・抗ウイルスだけでなく、空気浄化をはじめとした各種性能評
価の提供など幅広く光触媒に関わる技術支援を行っている。今後は、これらの活動を通じて、引き続き各種
性能評価試験の提供により、多くの企業や研究機関を支援できるように努めていく。
例えば、Sars-CoV-2 を用いた抗ウイルス性能評価については、性能評価方法が確立している平板状また
は繊維状の抗ウイルス加工品の対応としており、標準化が進んでいないその他の抗ウイルス加工品へは対
応していないがさらに多くの形状の抗ウイルス加工品に対応した性能評価を提供するべく整備を進める予
定である。また、KISTECの評価技術センターは、抗菌・抗ウイルスに関わる性能評価だけではなく、機
能性食品の持つ生体への影響評価など最先端技術の評価の提供を行っている。今後も引き続きこれらの活
動を推進するとともに、様々な社会ニーズに対応した新しい評価方法を創出し、提供すべく活動を続けて
いく予定である。

＊＊ 1　
「循環社会構築型光触媒産業創生プロジェクト」事後評価報告書 . 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合研究開発機構　研究評価委員会 . 
平成 25 年 3 月 .
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特 集
Feature 公設試のお仕事

■地域中小企業の発展に向けたものづくり支援
静岡県は、南アルプス、富士山、箱根西麓などの「山の幸」、伊豆半島から遠州灘の500kmに及ぶ海岸線、

浜名湖、黒潮と深海を抱える駿河湾の「海の幸」、そして清冽（せいれつ）な水資源と温暖な気候といった豊
かな自然や風土に恵まれている。加えて、古くから東海道が大都市圏を結ぶ物流の好適地である。これらが
「場の力」となり、農林畜水産業、醸造・木工芸・織物・製紙などの地場産業、機械・自動車関連産業、さら
に食品産業に至っては、食品・飲料製造事業者が3,000社を超えて発展し、静岡県は差し詰め「産業のデパー
ト」のようである。そのため、県内産業支援を目的とする県の公設試験研究機関（公設試）として、農・林・
畜・水産の１次産業支援、そして筆者らの所属する工業支援の研究所が県下にくまなく配置されている。
中でも静岡県工業技術研究所（本所および３支援センター）で支援対象とする技術分野の守備範囲は、他
の都府県と比べてもとりわけ広いのではないかと思う。
まず、機械・電子部門は、各地域の機械・装置産業支援のための基盤技術として４カ所全てに配置されて
いる。その他、県東部の沼津工業技術支援センターにはバイオ科（醸造・発酵、医療系バイオテクノロジー）、
富士工業技術支援センターには製紙科とCNF＊1 科、県西部の浜松工業技術支援センターには材料科（主に
機械部品素材）、繊維高分子材料科（炭素繊維を含む繊維織布）および光科（レーザー加工）がある。
また県中部（静岡市）の本所には、金属材料科（金属・セラミック材料、複合メッキ加工）、化学材料科

（プラスチックなどの高分子材料）、照明音響科（自動車などの照明シミュレーション技術、音響評価・騒音
制御技術）、工芸科（家具・建材・天然系炭素材料）、ユニバーサルデザイン科（製品評価、UD製品・デザ
イン開発）、環境・エネルギー科（環境材料、メタン発酵などの有機性廃棄物からのエネルギー回収）、およ
び食品科（食品・化粧品素材の物性・成分・機能性評価、食品加工・化粧品調合技術）が配置され、令和元
年度には展示型の IoTラボも開設された。
近年は、ワンストップのものづくり支援や６次産業化支援が求められ、支援対象も１～３次産業と垣根が
なく、支援内容も各研究部門の持つコア技術の提供・普及にとどまらず、起業や経営革新など、新規事業開
拓の草案から関わる事例が多くなっている。そのため各研究員は、自身の専門の技術や知識の幅を広げると
ともに、広域首都圏輸出製品技術センター（MTEP）＊2 といった首都圏公設試との広域連携や、県下の産学
官金の各種支援機関との連携を、積極的に企業支援に活用している。
本稿では、こうした静岡県における「公設試のお仕事」の一例として、これまで筆者らが携わってきた製
品開発支援の中から、地域産学官連携によって育てた静岡バラプロジェクトについて紹介したい。

地域産学官連携によって育てた
静岡バラプロジェクト

静岡県工業技術研究所 食品科

石橋　佳奈
いしばし　かな

静岡県工業技術研究所 食品科

山下　里恵
やました　りえ
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■静岡バラプロジェクト
筆者らはこれまで、地域バイオマスの機能を

生かした生活製品の開発研究を、県内の中小
企業と共に取り組んできた。当初は、県産のス
ギ・ヒノキ間伐材から焼成される「分子ふるい」
炭を研究し、室内空間に樹木等の植物の芳香成
分を残したまま、悪臭やシックハウス症候群の
原因となる有害なにおい成分を除去する機能を
持った商品の開発に携わった。その後は、静岡
県の豊富な農林産物を中心に、植物の「香り」
の機能性や市場性に注目し、香りの素材化のた
めの、樹木（木材・枝葉）や柑橘（果皮や花）
からの香り抽出、成分分析、精製技術の研究を
行ってきた。

①静岡バラプロジェクトの発足
こうした中、株式会社コーヨー化成（静岡市）から、静岡の香り、中でも「バラの香り」を生かした地域
ブランドの化粧品開発について相談を受けたのが 2014（平成 26）年、今から７年前になる。これがその
後の静岡バラプロジェクト発足のきっかけとなった。
静岡県の農産物といえば、緑茶やミカン、ワサビ、温室メロンが有名だが、花卉（かき）の生産も盛んで、
静岡県は全国屈指のバラ（切り花）の産地（全国２位、シェア約 10%、出荷量 2,000 万本、2019 農業統計）
である。バラの市場性を見ると、「色や形」の美しさが求められる鑑賞用切り花の需要の他にも、「バラの香
り」を求める消費志向は、昨今のバラをイメージした芳香剤や化粧品などの多さにうかがえる。
その一方で、静岡市の「バラ」は地域産業資源に認定され、多くのバラ（切り花）が産出されているもの
の、近年は、農家数・生産量共に減少傾向が続いている。
そこで、「静岡市のバラ産業の活性化」を目標として掲げ、2014 年に静岡市の産学交流センター（B-nest）
の研究助成を受けて、①年間を通じた高品質なバラ栽培の取り組みと、②枝の曲がりなどで規格外となり
廃棄されてきた切り枝のバラ花弁を活用した香り素材抽出技術の確立と、これを活用したバラの香り化粧
品の開発に着手した。これを機にコーヨー化成が中心となって地域のバラ農家、農業関連企業、静岡大学農
学部、産業コーディネーター、工業技術研究所が連携する「静岡バラプロジェクト」がスタートした。この
時の研究では、栽培するバラの香気を高め、その花弁からティーローズエレメントと称されるバラの重要な
香り成分の一つ「DMT（3,5-Dimethoxytoluene）」を高含有するバラの天然抽出エキスの採取に成功し、
この成果がその後の活動の原動力となった。

②静岡県産のバラの香り化粧品
この成果を受けて、2015（平成 27）年度には、一般社団法人静岡バラ振興会（バラ振興会）が旗揚げさ
れた。バラ振興会では、静岡市産の良質なバラの普及、およびそのバラ花弁から採取する抽出エキスを使用
した「バラの香り商品」の開発・販売・PR事業の展開を主な活動内容とした。
良質なバラ生産の普及では、産地である JAしみず・バラ部会のバラ農家との連携を拡充した。また、バ
ラの香り商品の開発ではコーヨー化成が、バラの天然抽出エキスを用いた事業化に向けて、産地に隣接する
同社工場内に、バラ花弁から新鮮な香り成分を抽出してバラの芳香蒸留水（ローズウォーター）を製造す

最初の試験圃場（ハウス栽培）の鈴木バラ園（静岡市清水区）



特 集

132021.11　

る「減圧水蒸気蒸留装置」を導入し、
原料調達→抽出素材化→化粧品製造
の生産体制を確立した。
また同社は、およそ２割が廃棄さ

れてきた規格外のバラの花弁を化粧
品の香り素材として生かすことで、
バラ農家の収益を向上させた。さら
には生花とともにバラの香り化粧品
の域外への発信につなげることを目
的に、地域バラ産業のブランド力強
化にも貢献するため、地域資源活用
プログラム（経済産業省）の事業認
定（平成 27年度から５年）を受け、
地域連携による県産バラの香りを活
用したアロマ化粧品「barai／o（バ

ライオ）」をリリースした。
このほか販路開拓にも取り組み、ネット販売をベースに、静岡市美術館、静岡空港、百貨店での販売、国
内外の展示会出展、最近では中国 ECサイトへの展開にも挑戦している。
最初の「barai／o」シリーズでは、バラの天然抽出エキスをベースとしたボディークリーム、ミスト、
ジェルタイプ美容液の３アイテムについて、それぞれNo.3、No.7、No.76 の三つの香りをラインアッ
プした。開発のポイントは、①県産バ
ラから得られる「癒しの香り」DMT
（3,5-Dimethoxytoluen） お よ び、 ②
使用感・保湿・香り保持機能に寄与す
る CNF（バラ振興会と静岡県の共同出
願、特開 2019-11442）を積極的に活用
したことである。この時、工業技術研究
所では、バラの天然抽出エキスの開発、
DMTをはじめとする香り成分解析、お
よび化粧料へのCNF 添加による使用感
（レオロジー）、保湿（ヒト介入試験によ
る角層水分）、香り保持（バラ香気成分の
徐放性）の向上についての研究を行い、
バラの香り化粧品の開発に貢献した。

③バラの香りの機能性を追求したエビデンスの構築と事業化
最近の化粧品の市場状況を見ると、国内の化粧品市場は急成長し、国産化粧品の輸出額はアジア圏を中
心に急増している。2019 年冬に始まった世界的な新型コロナウイルス感染拡大では、メークアップを中
心とする化粧品の国内生産が低下したにもかかわらず、輸出は相変わらず堅調な伸びを見せている（2020
年、前年比 15％増、財務省貿易統計）。これは、消費者ニーズにおける美容への健康意識の高まりによっ
て、メイド・イン・ジャパンの化粧品、特にスキンケア化粧品で、安全性への信頼、品質、さらには機能

バラの香り化粧品「barai／o」

バラ花弁の香り抽出に用いる減圧水蒸気蒸留装置（左）、
蒸溜カゴに入れたバラ花弁（右上）、抽出されたローズウォーター（右下）
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性に対する国内外の市場の期待が大
きいためではないだろうか。そこ
で、「barai／o」のバラの香りの機能
性の探索の取り組みを開始した。
2017～ 2018（平成29～ 30）年

には、国立研究開発法人科学技術
振興（JST）研究助成の地域産学バ
リュープログラムにて、企業ニーズ
に応える「バイオリズムに着目した
新しい評価方法によるバラの香り成
分の機能的活用のための科学的エビ
デンスの構築」研究を、静岡県立大
学と共に実施した。その結果、バラ
の香りに、特にバイオリズムの乱れ
た女性に対するストレス緩和傾向を
見いだした。

2019 ～ 2020（令和元～２）年には、このバラの香り機能のエビデンスの実証と製品化を目指して、静
岡県の事業化推進助成（公益財団法人静岡県産業振興財団）「ナノセルロースを活用した医療福祉ニーズに
応える機能性アロマ・基礎化粧品の開発」にて、これまで素材化・商品化に成功した県産のバラの香気成分
のストレス軽減効果を実証し、医療・介護現場への事業展開のためのエビデンスの構築と製品化の研究を
行った。
その結果、香りの機能性エビデンスとして、バラの香りの鎮静効果に加え、細胞試験ににて香り成分の皮
膚への直接的な機能を新たに見いだし、この機能性の香り成分を皮膚に有効に作用させる、すなわち安定的
に化粧品に分散・保持し皮膚への浸透を制御・促進するためのCNF添加による乳化処方を開発した（特願
2021-29000）。今冬にも、新たに機能性を強化したモイストローションを商品化する予定である。

おわりに、この静岡バラプロジェクトでは、地域産学官およびバラ農家の連携によって、地域の資源であ
るバラ生産において廃棄される花弁を活用して、国産の天然バラ抽出エキスおよびバラの香り化粧品を開発
し、さらにはバラの香りの機能性エビデンスの構築においても成果が得られた。地域企業の果敢な事業化推
進、大学のシーズや機能性研究、そして工業技術研究所の香り抽出・解析技術やCNF添加による乳化処方
の開発の技術支援はもとより、静岡バラ振興会の旗振り役を務めた産業コーディネーターの長年にわたる連
携推進の貢献は大きかった。関係各位のご尽力に敬意を表したい。そして今後も、こうした産学官連携の取
り組みを企業支援や地域産業の活性化に活用していきたいと思う。

＊ 1　
CNF（Cellulose Nano Fiber）: 主に木材のパルプから機械的、もしくは酵素や化学的改質によって解繊することで製造される、幅数ナノメート
ルのセルロース繊維。ユニークな特性から、産業利用が期待されているバイオマス由来の新素材。

＊ 2　
MTEP（広域首都圏輸出製品技術センター）：１都 10 県１市（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、
長野県、静岡県、横浜市）の公設試験研究機関が連携して実施する中小企業のための海外展開支援サービス。

香り解析に用いた一次元・二次元ガスクロマトグラフ質量分析計
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■「家具のまち」大川
福岡県工業技術センターは、県内の各産業集積地に研究所を配置した４カ所体制で支援業務を行ってお

り、筆者らが所属するインテリア研究所は、国内有数の家具産地として知られる大川市に所在している。大
川市は家具・建具の製造企業をはじめとして、木材、化粧合板、家具金物、塗料などの資材関連やファブ
リック関連の企業が多数集積し、インテリア産業を基幹産業として発展してきた。
婚礼家具の生産を中心に行ってきた大川市のインテリア産業は、高度成長期から右肩上がりに成長し、バ
ブル期にはピークを迎え、年間出荷額は約 1,900 億円にまで達したが、以降は減少の一途をたどり、現在
は 3分の 1程度の出荷額にまで落ち込んでいる。この一因としてバブル期以降に、住居様式、生活スタイ
ル、購買パターンの変化からの多様なニーズが顕在化したところで、大川のインテリア産業はそれらのニー
ズに対応した製品開発に立ち遅れたことが挙げられる。その一方で国内の家具産業界において台頭してきた
のは、豊富な資金力や人材を基に開発力や提案力が高い中堅企業や大企業、外資系の企業である。大川市の
インテリア産業は約 80％の企業が小規模事業者である。
中小企業白書＊＊1 によると、多くの小規模事業者は経営課題として「新商品・新サービスの開発」を挙げ
ている。大川市のインテリア産業も同様の課題を持ち＊＊2、現状においても特に小規模事業者は多様なニー
ズに対応するための企画やデザインなどの専門的な人材が不足し、他社との差別化を図った新製品開発を行
うことが困難な状況が続いている。

■インテリア研究所の業務
インテリア研究所は、2021（令和 3）年 10月 1日現在、事務職を除き所長、課長、研究員 8人の計 10

人で構成された小規模な研究所である。それぞれ異なる専門分野を有する研究員はデザイン・システムと木
材化学・室内環境の二つのチームに分かれ、各分野の研究開発を主要業務として大川市を中心とする福岡県
内の家具メーカーの製品開発を支援している。
デザイン・システムチームは主に、安全性や快適性・使い勝手などの「ヒト」に優しい製品を開発する
ための人間工学技術と、CAD/CAMにより加工データを作成しNC工作機械を用いた木材の高度加工の設
計・生産技術に基づいた成果を利用した製品開発の支援を行っている。また木材化学・室内環境チームは木
質系材料の高機能化（寸法安定化・不燃化など）や塑性加工技術に関する研究を通して製品開発を支援して
いる。近年では、子どもの学習姿勢を良くする機能や形状を持つ椅子や机などの開発や塗装・接着方法から
材料の高機能化を図った製品を開発している（写真 1）。

「家具のまち」大川への製品開発支援
インテリア研究所の新たな取り組み

福岡県工業技術センター 
インテリア研究所 研究員

石川　弘之
いしかわ　ひろゆき

福岡県工業技術センター 
インテリア研究所 専門研究員

友延　憲幸
とものぶ　のりゆき
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研究開発以外の業務では、家具のデザインや木
材の加工技術に関する相談への対応や、家具本体
の強度試験や素材そのものの改質・分析の試験の
実施、設備機器の貸し出しなどがあり、企業から
の依頼に応じた支援である。特に家具本体の強度
試験は毎年 1,000 件を超え、研究開発に並ぶ主要
な業務となっている。
以上の業務を中心に、インテリア研究所は大川

市のインテリア産業を中心に福岡県内の家具メー
カーの技術課題に対して貢献してきたが、こうし
た支援を特定の企業に継続して行うことは、所の
体制や公平性の観点により難しく、一つ一つの対
応が単発的な支援となっている現状がある。支援
を受けた企業も小規模事業者であると、自ら開発
を発展させていくことが困難であると考える。こ
うした状況を踏まえ、支援後にも企業が自立して

製品開発を行えるような企業の育成を図る支援方法の必要性を感じていた。そこで今回、製品開発の支援を
行いながら、専門的な人材の育成も行い企業力を強化することを目的とした新たな支援事業を開始したとこ
ろで、この取り組みについて紹介する。

■インテリア研究所の新たな取り組み「製品企画力高度化支援（NIKAWA）事業」
新たな支援事業とは、2018（平成 30）年度より開始した福岡県の重点事業「家具ブランド力向上支援事

業」において実施中の製品企画力高度化支援事業（NIKAWA事業）＊1 である。本事業の主旨は、その企
業の基幹ブランドとなる新製品の開発を通して戦略的な製品開発ができる人材を育て、製品を企画する力を
強化し、活力ある企業の育成を図ることである。やる気を持った福岡県内の家具メーカー（主に小規模事業
者を選定）1社 1社に対して、製品コンセプトの構築から製品化までを一貫して支援する内容となっている。
以下、具体的な支援の流れを説明する（図 1）。まず、各年度、事業に参加する企業を公募で 3社募る（図

1―①）。参加企業は、九州産業大学芸術学部の
青木幹太教授、インテリア研究所をはじめとす
る各専門分野の有識者で構成された製品開発グ
ループの意見を取り入れ「製品コンセプトの構
築」を行う（図 1―②）。続いて、構築した製
品コンセプトを具現化するため、プロポーザル
方式の公募によって選定されたデザイン事業者
が「デザイン」作業を担う（図 1中―③、④）。
そのデザインを基に参加企業は試作品の製作を
行い、試作品の検証を重ねることによって機能
や意匠を洗練させ製品化へと導く（図 1ー⑤、
⑥）。以上の内容を当該年度で進行する。
事業開始以来、本事業に参加した企業は 12
社を数える。参加した企業の応募動機は本事

❶

❷

❸

❺

❹

❻
❶適切な筆記姿勢に導くグリップ「ぐっポス」　❷適切な姿勢に導く、持ち運べる学習台「マナベル」
❸姿勢良く座れる幼児用いす「ピットチェア」　❹胴体にらせん状の溝を加工した独楽「ラクコマⅡ」
❺マグネットが付く化粧板「ピタバン」　❻高級浴室向け木製グレーチング部材「RAFFINE」

 写真１ 　これまでの製品開発支援事例

県内家具
製造業者
（参加企業）

デザインの委託

デザイン事業者

外部
有識者

ｲﾝﾃﾘｱ
研究所

青木幹太
教授

図面・スケッチ
など提供

【製品開発グループ】

3～5月 5～8月 8～9月 3月
➀支援企業
公募～決定

②製品コンセプト
の構築

③デザイン事業者
公募～決定 ⑥製品化④デザイン

⑤試作

9～翌2月

製品開発グループが主に役割を担う期間

デザイン事業者が主に役割を担う期間

九州産業大学

参加企業を
フォロー

 図１ NIKAWA 事業における製品開発プロセス
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業で行う製品開発を通して企業力を強化することで共通し
ているが、製品開発のアプローチはこれまで培ってきた加
工技術や材料の調達能力を生かした従来の領域を利用した
開発や、全く新たな技術への挑戦をしながら新たな領域を
模索した開発など参加企業により様々な方向性を持ってい
る。その中で、本文では後者の方向性で開発を行った株式
会社志岐（福岡県柳川市）の事例を紹介する。
志岐は、主に箱物家具の製造を行う従業員 16 人（事業

参加当時）の企業である。箱物家具の中でもテレビ台や
チェストの製造を得意としていたが、それらの市場は飽和
状態、また製品のコモディティ化を感じており、近年あら
ゆる家具の中でも比較的好調なベビー・キッズ家具の市場
に参入したいと考えていた。ただし社内に専任で製品を企
画する者やデザイナーがいないこともあり、二の足を踏ん

でいたところ、本事業を知り、専任者を立てて参加することとなった。
製品開発プロセスでは志岐が中心となり、適宜、その他の製品開発グループがフォローを行った。製品コ
ンセプトの構築では、強み、弱み、機会、脅威の観点から自社の経営資源やマクロ環境を分析・整理する
SWOT分析を用い、参入するベビー・キッズ市場の分析や自社の技術的な強みや弱みの洗い出しなどを行
い、その市場の中でどの製品を開発するか検討を行った。それにより、ベビー・キッズ市場の中でもニッチ
な分野であり、また志岐にとっては新たな技術領域となるスツールやテーブルといった脚物家具を開発する
ことに決定した。
デザイン事業者に依頼する内容の仕様書の作成では、「どのような書き振りをすることによって自分たち
の意図する内容が伝わるか、理想のデザイン案が出てくるか」を踏まえながら、志岐が作成を行った。こう
して仕様書は、「木材の質感、手触りの良さを生かし、キッズ（幼児）から大人までのサイズバリエーショ
ンを備えた『スツール』、および『キッズテーブル』の開発」というテーマで完成し、公募を行ったところ、
9者から 10の提案が届いた。そのうち一つの提案に絞り、デザイン事業者と協働で試作を行った。志岐と
デザイン事業者がお互いの考えを理解し協調して試作を進めるために、製品開発グループは双方の考えの橋
渡しを行い、そのやり取りを通じて志岐は、自社の現在の自社製品を製造する内部的・外部的環境、また将
来の環境を見据えながら最終的に製品化を実現した（写真 2）。
志岐は事業終了後のアンケートにおいて、本事業の実施内容に満足していると回答している。また、事業終
了後も本事業においてパートナーを組んだデザイン事業者と製品開発を進め、本事業で取り組んだ経験を生か
して、今後も製品開発に取り組んでいきたいという感想であった。志岐を含め本事業に参加した約8割の企業
からは本事業の内容に満足をしているとの回答を得ており、現時点では、本事業の進め方は適切な支援手法で
あったと考える。今後もより多くの企業を支援していくために、参加企業の成果をより多く公表し本事業の認
知度を上げていくとともに、支援内容についても精査し、本事業をブラッシュアップさせていきたいと思う。

＊ 1
福岡県ホームページ内　家具ブランド力向上支援事業「製品企画力高度化支援事業 -NIKAWA-」

＊＊ 1　
中小企業庁、中小企業白書 2014 年度版

＊＊ 2　
一般財団法人　大川インテリア振興センター、H28 年度経営者意識調査結果報告書

 写真 2 　製品化したスツールとテーブル
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■国連の 10 人委員会、科学技術イノベーションの観点から助言
国連の「10 人委員会」は、世界各国の市民社会や民間セクター、科学界から国連事務総長により任命さ

れた 10 人の有識者により構成され、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けて、科学技術イノベーショ
ンの観点から助言などを行う。

2015 年 9 月に国連で採択された持続可能な開発のための 2030 アジェンダによって、SDGs の実現に向け
た科学技術イノベーション（STI for SDGs）の推進のために、①国連機関間タスクチーム（IATT）の設置、
②マルチステークホルダーが参加するフォーラム（STI フォーラム）の開催、③オンライン・プラットフォー
ムの構築、を三本柱とする技術促進メカニズム（Technology Facilitation Mechanism：TFM）が打ち出され、
具体的な作業項目（Workstreams）を推進する作業チームが IATT 内に立ち上げられた。

10 人委員会の重要な任務の一つは、STI フォーラムの準備や運営を支援することで、STI for SDGs に関
わる世界中の人びとの経験や課題の共有とネットワークづくりに貢献してきた。

中村顧問に 10 人委員の白羽の矢が立ったのは 2018 年 4 月のことで、IATT における優先作業項目の一つ
である「STI for SDGs ロードマップの策定」を中心に、民間セクターでの経験も生かして活発に貢献して
きたからだ。10 人委員の任期は 2021 年 5 月に終了し、次期委員として日本から分子科学研究所の川合眞紀
所長が選任された。

10 人委員の活動は、STI フォーラムとその準備のための会合への参加がミニマムだが、これに加えてロー

STI for SDGsによる社会、経済、科学の変革
前国連10人委員会　
中村道治氏の視点

「持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals：SDGs）」の
達成には、科学技術・イノベーション

（Science, Technology & Innovation 
：STI）の活用が不可欠であることが、
国際社会の共通認識となっている。日
本でも、国を挙げてプラットフォーム
の構築を推進している。そんな中、前
国連 10 人委員会のメンバーで、国立
研究開発法人科学技術振興機構（JST）
の中村道治顧問（前理事長）のリポー
トが注目を集めている。 中村顧問　国連で
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ドマップ策定の議論に関する年 2 ～ 3 回の専門家会合（Expert Group Meeting：EGM）や SDGs 関連の国際
会議への参加も含め、中村顧問自身は１年に 10 回も海外へ行く年もあったというからかなりの激務だろう。

中村顧問は任期を終えたこともあって、国連の技術促進メカニズムを支援してきた貴重な経験を聴きたい
と多方面から講演依頼が絶えない。本誌では、中村顧問の講演とレポートに加え直接取材から、SDGs の実
現に向けた STI の在り方についてまとめた。

■このペースでは目標達成は困難
世界の SDGs 活動は、児童の就学率の向上や電力へのアクセス、モバイル通信の普及など、一部で進捗が

認められるものの、このペースでは 2030 年の目標達成は極めて困難と見なされている。とりわけ、新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）によるパンデミックは、多くの犠牲者を出してきたばかりか、強者と弱
者間で格差の拡大を引き起こし、SDGs の進展が停滞するか逆方向に推移しているとの報告があるという。
国連事務総長の最新の報告によると、極貧状態の人びとの割合が 2019 年の 8.4% から 2020 年には 9.5% に増
加した。このままでは 2030 年に 6 億人が極貧状態に取り残されると予測されている。パンデミックから脱
却し、2030 年の目標をいかに達成するかが喫緊の課題だ。

最近の国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC）の報
告によると、世界の平均気温の上昇を 1.5℃以下に抑えるためには、2050 年ごろのカーボンニュートラルの
達成が必須であり、多様な新技術の開発や社会実装とともに社会の変容が急務と言わざるを得ない。地域の
活性化も世界共通の課題であり、それぞれの強みや文化、伝統に根差した地域 SDGs の加速が求められてい
る。持続可能な開発のための 2030 アジェンダと SDGs は、持続可能で誰一人取り残さない社会の実現に向
けた羅針盤の役割を果たすと中村顧問は話す。

■人びとの努力にかかる SDGs アクションプラン　
日本では、2030 アジェンダが国連で決議された後の早い時期に、2016 年 5 月に全閣僚を構成員とする「持

続可能な開発目標（SDGs）推進本部」を設置し、民間セクターなどを含む幅広いステークホルダーが集う
「SDGs 推進円卓会議」での議論を経て、2016 年 12 月に「SDGs 実施指針」を決定した。ここで国連の掲げ
る価値でもある Planet（地球環境）、People（人びとの基本的人権）、Prosperity（経済的繁栄）、Peace（平
和）、Partnership（連帯）に準拠して八つの優先課題を示し、2018 年から毎年、SDGs 達成に向けた日本の
活動を定めた「SDGs アクションプラン」を決定しフォローしてきた。

最新の SDGs アクションプラン 2021 では、重点事項として、①感染症対策と次なる危機への備え、②よ
り良い復興に向けたビジネスとイノベーションを通じた成長戦略、③ SDGs を原動力とした地方創生、経済
と環境の好循環の創出、④一人ひとりの可能性の発揮と絆の強化を通じた行動の加速を掲げる。このアクショ
ンプランを実践することは重要な課題で、人びとの努力にかかっている。

SDGs 実現にはグローバル、リージョナル（広い地域）、国、
地方、セクター、個人レベルで相互の関連性を明確にして重
層的に取り組む必要がある。この中で、地方での SDGs 活動は、
地域の文化や伝統技術を生かしつつ、地域向けにカスタマイ
ズして取り込んできたことで成果を上げており、そのことは
世界的にも注目されているという。社会への SDGs の浸透を
図った結果、国民の SDGs 認知度は、2021 年４月現在で 2020
年の調査の 29.1％から 54.2％に向上したとの電通の報告例があ
り今後が期待される。

SDGs ロードマップを議論する国連専門家会合参加者
2019 年ナイロビ国連事務所で
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日本政府は 2018 年から経済、社会、環境を統合した優れた取り組みを提案する自治体を ｢SDGs 未来都
市｣ に選定し、先導的なモデル事例を国内で普及・展開してきた。また「地方創生 SDGs 官民連携プラット
フォーム」の設立や「地方創生 SDGs 金融」の取り組みによって SDGs 推進に向けた機運を高めてきた。そ
のような努力の甲斐あって、一人ひとりが SDGs を自分事として取り組むようになり、少子高齢化や人口減
少などの地域課題解決を SDGs の理念を通じて推進する動きが浸透しており、大都市集中型社会から未来型
分散社会への転換の原動力になろうとしている。

■ STI for SDGs による社会、経済的変革を Society 5.0 で実現
科学技術イノベーションは、科学技術的な発見や発明、社会、経済的な活動の新たな結合による非連続な

経済的、社会的価値の創造だ。日本は、1995 年に科学技術基本法を制定し、1996 年から 5 年ごとに、科学
技術基本計画を策定してきた。2021 年には、前者が科学技術・イノベーション基本法と名前を変え、自然
科学と人文科学、社会科学の境界を取り外し、イノベーションを生み出すために総合的に取り組むことが強
調された。また、Society5.0 の実装と科学技術・イノベーション力の向上を柱とする第 6 期科学技術・イノベー
ション基本計画（2021−2025）が発足した。

Society5.0 はサイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムによっ
て、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会の実現を目指す。日本が掲げる未来社会に向け
たビジョンであると同時に、STI for SDGs のアクションプランであり、これまでの経済成長中心を修正して、
国民の安全と安心のための強靱（きょうじん）な社会の構築と人びとの幸せ（Well-being）に重きを置く点で、
日本が新しい社会を目指すことが宣言されている。

Society 5.0 は、第５期科学技術基本計画（2015−2020）においてコンセプトが示されたが、第 6 期科学技
術・イノベーション基本計画ではその実装に向けて、カーボンニュートラリティー、デジタル変革（DX）、
感染症対策、人材育成を中心に、具体的なロードマップの下に STI 政策を加速している。また、既存技術、
先端技術を活用した地域 SDGs の推進が強調され、地域の大学や高等専門学校（高専）が重要な役割を果た
すと期待を寄せている。

■ SDGs が STI に求めるもの
1999 年の「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言（ブダペスト宣言）」は、19 世紀初めに始まり 20 世

紀半ばに完成した近代科学の推進制度や体制、評価の方法、科学者の規範などに大きな見直しを迫ってきたと
見ることができると中村顧問。例えば、歴史的に価値中立、研究自由が原則であった科学研究活動に、社会と
の関係において、価値の判断と価値の創造という新しい視座の必要性を求めている。SDGs は、世界の科学技
術イノベーションのコミュニティに対して、この歴史的転換を実行レベルで加速することを要求している。

具体的な変革は以下①～⑥の六つとなる。

①ミッション志向型 STI 政策
その具体的な動きの一つは、ミッション志向型 STI 政策の実践だ。持続可能な社会の実現に向けて、科学技術

コミュニティの力を最大限活用することが狙いで、経済協力開発機構（OECD）、国際学術会議（ISC）、グローバ
ルリサーチカウンシル（GRC）などの国際機関や国際団体でも精力的に議論されてきた。今年から始まった欧州
連合の研究・イノベーション枠組み計画であるホライゾンヨーロッパ（Horizon Europe）でも、ミッション志向
アプローチが重要な部分を占め、五つのミッション領域で国家プロジェクト（grand challenges）が設定された。

日本では、1970s−1980s の通産省の中核プロジェクトに見られるように、ミッション志向型 STI は企業の中
央研究所と国立研究機関が主な担い手だった。企業の中央研究所が縮小された今、大学や国立研究機関が中心
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になり、産学官連携政策の下での推進が求められてきた。このため科学技術関係省庁は、それぞれにバックキャ
スト型の研究プログラムを拡大してきた。また、ミッション志向型政策では、いかにサイロ文化を脱して府省
連携を図るかが重要課題と認識され、2013 年以来、総合科学技術会議が社会課題解決のためのミッション志向
型 STI 政策として戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）を産学官の連携の下に推進してきた。既にエ
ネルギーキャリア、自動走行技術、レジリエントな防災・減災機能の強化を含む 23 のプロジェクトが実施され、
先端的な技術開発とその実証試験を行うとともに、法規制の改革や社会的な受容性の面からも検討が行われ、
一部は社会実装がなされている。また、2050 年の社会を見据え、失敗を恐れず挑戦的な課題に取り組むムーン
ショット研究開発プログラム（Moonshot Research and Development Program）も開始した。これらによって
日本は、ミッション志向型 STI 政策を積極的に推進してきたと評価されていると中村顧問は強調する。

ミッション志向型 STI 政策のテーマ設定と調整、実行のために、日本が共同議長として取りまとめた
OECD のトランスディシプリナリ研究（TDR）の方法論は、有力な手段になる。OECD の報告書には、各
国から 28 のプラクティスを紹介しているが、東日本大震災の教訓と災害や社会的レジリエンスに関連する
様々な研究分野からの知見を統合し新しい減災研究のアプローチを構築するために設立された「東北大学災
害科学国際研究所のプロジェクト」、JST が支援し、超高齢社会である日本の高齢者が活発に活動し、コミュ
ニティに参加できるようにするためのモビリティ技術の開発に向けトヨタと名古屋大学が中心に進めている

「イノベーション拠点によるモビリティ・イノベーション・プロジェクト」、同じく JST が支援し、京都大
学が中核となり進めている STI を通じた ASEAN 地域の社会的・環境的課題解決に向けた「日 ASEAN 科
学技術イノベーション共同研究拠点」など日本の 3 件の事例が含まれている。

② STI for SDGs の確実な実践のためのロードマップ
人びとはこれまで、目標設定、技術開発と市場化、投資、評価と計画の見直しなどにおける不備や環境の

変化から計画が不成功に終わる例を数多く経験してきた。STI for SDGs を確実に実践するためには、シス
テマティックな方法論を確立する必要がある。特に、COVID-19 によるパンデミックにより、SDGs に向け
た取り組みの遅れが顕在化しており、残り 10 年の間により良い形で回復し、ゴールを達成するためには、
このような方法論が不可欠だという。

STI for SDGs ロードマップ策定の取り組みは 2016 年の STI フォーラム以来、毎年開催のフォーラムや、
四回実施の専門家会合で議論を重ねてきた。その結果、国連で STI for SDGs ロードマップ作成のためのガ
イドブックを作ることになり、2020 年に最終版ガイドブックをまとめた。また 2019 年の G20 大阪サミット
で、STI for SDGs ロードマップの基本指針を付属文書としてまとめるなど日本は世界のロードマップ策定
のための活動に貢献してきた。

このロードマップは、単なる技術ロードマップではなく、国の開発プランと SDGs プランと STI プラン
の統合プランだ。具体的には、国の優先事項に基づいて目的・スコープを定義し、現状分析、ビジョン・ゴール・
ターゲットの設定、様々な道筋の評価を経て、具体的なロードマップを策定し、実施やモニター・評価を行
い、当初予定していなかった要因や技術進展などを反映して次のサイクルに入る方法論が展開された。この
ために産学官連携をはじめ、マルチステークホルダーの参画が不可欠と言えよう。

STI for SDGs ロードマップの策定は国だけでなく、グローバル、地域、セクターレベルでも取り組むべ
きである。またそれぞれのレベル間の連携は、SDGs におけるガバナンスの重要な課題でもある。

このロードマップ策定の取り組みを世界に広めるために、パイロットプログラムが国連IATTで企画され、
各国に募集をかけたところ、20 カ国余りから参加の意志が表明された。そのうち、ガーナ、ケニア、エチ
オピア、インド、セルビアの 5 カ国が 2019 年にパイロット国に選ばれ、今年ウクライナが追加され６カ国
になった。パイロット国は、饑餓（きが）、食料、教育、技術革新などの優先テーマに関してロードマップ
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を策定ないし実装中である。また、ビジョン、ゴール、ターゲットの選定において、政府や産業界のトップ
レベルが参画する点で各国共努力している。

最も重要な課題は、マルチステークホルダーの能動的な参画を実現することと国の開発計画と STI 計画
の中に、SDGs を明確に位置付けること。また、ロードマップを策定し実践する上での十分な予算の確保と、
最新の統計、データ、専門的知識の入手が開発途上国にとって大きな隘路（あいろ）になっており、それら
の解決のために国際連携が望まれているという。

各国は、STI for SDGs の主担当機関をアサインし、国連機関やパートナー国と連携して進めてきた。こ
のうち日本は、ケニアとインドのパートナー国として連携を図ってきた。各国は、まだ多くがロードマップ
の策定段階だが、ガーナとセルビアは実装段階に入っている。パイロット国はいずれも、SDG9（産業・技
術革新）、すなわち STI 能力に関する指標が、同じ国の中でも一番評価が低く、日本は産業・技術革新で貢
献できることを示している。

今後、パイロットプログラムのスケールアップを図り、STI 能力の開発、技術移転、仲介活動などを行う
上で、Partnership in Action on STI for SDGs Roadmapsと称する世界的な連携活動の展開が先のSTIフォー
ラムでも支持され、その実現に向けて国連が日本を含む主要各国と相談しているところだという。

さらに中村顧問は付け加える。2030 年は社会的、経済的変革の一里塚で、その先を見た長期的ロードマッ
プを描く中で、2030 年の STI for SDGs を位置付けることが必要であると。そして、日本工学アカデミーで
は、2050 年ごろに実現すべき社会像の観点から、スマート都市とエネルギー・食料・水のネクサスを取り
上げ、そのために取るべき道筋（Pathways）を盛り込んだロードマップやガバナンスの在り方を検討して
きた。未来社会のデザインとそれに向けた STI の役割についての議論が広がることを期待したいと。

③緊急課題に向けた国際共同研究の強化
地球規模の緊急的な課題に対して、世界の科学技術イノベーションシステムをどう設計するか、科学コミュ

ニティがどう対応するかが 21 世紀の特徴的な課題である。
COVID-19 対策では、ワクチン開発とその提供に関する国際的連携体制と、国際公共財（Global Commons）

への貢献が注目された。感染症のアウトブレイクに対する国際連携ネットワーク（GloPID-R）は、診
断、ワクチン開発、治療法を含めた感染症拡大の防止に対するファンディング機関の取り組みである。ま
た、官民連携パートナーシップである感染症流行対策イノベーション連合（CEPI）は、世界連携のもとで
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編集長インタビュー

COVID-19 ワクチンの開発を促進する活動を行ってきた。ワクチンを複数国で共同購入し、公平に分配する
ための国際的な枠組みである COVAX Facility は、開発途上国向けの早期配布に取り組んできた。

環境問題では、気候変動に関連してカーボンニュートラルを 21 世紀中ごろまでに、どう達成するかが緊
急課題として浮かび上がる。このために、CO2 を多く排出する主要国でネガティブエミッションを実現する
ことと、全ての国が必要なエネルギーへのアクセスを可能にすることの両面で検討する必要がある。これら
は、地球規模の取り組みであり、その広がりと困難さから特に国際連携が必須である。

環境問題に関する多国間の国際連携スキームとして、Belmont Forum（地球の環境変動に関する研究へ
の支援を行う世界各国のファンディングエージェンシーと国際的な科学組織のグループ）や Future Earth

（持続可能な地球社会の実現を目指す国際協働研究プラットフォーム）プログラムが運営されてきたが、感
染症の経験を生かし、ダイナミックな国際共同研究の推進や国際公共財への貢献のための仕組みを実装する
ことが望まれる。特に、デジタル技術の活用や、人文社会科学を含む異分野融合や市民社会の参加が不可欠
である。また、国境を越えたオープンサイエンスがこの分野で拡大することが必須だ。

④世界―地域（アジア、アフリカなど）―国―地方のダイナミックな関係の強化
「世界―地域―国―地方レベル」での取り組みを、相互に緊密な関係の基に行うことがガバナンスの重要

なテーマである。特に、空間の規模と地域や地方の特性を踏まえ、個々のコンテキストの下でカスタマイズ
された成果を国、世界レベルに相互に移転できるように一般化し、スケールアップすることが重要だ。

2018 年の国連ハイレベル政治フォーラム（HLPF）における Special Event「Local and Regional Government 
Forum」では、世界の地方政府の首長は、地方コミュニティが SDGs を積極的にドライブすると宣言した。
日本からは、北海道下川町、富山県富山市、福岡県北九州市が、世界で初めての「自発的自治体レビュー～
Voluntary Local Reviews（VLR）」を公表。また、2019 年には、国連本部で行われた SDGs サミットで、浜
松市が VLR レポートを公表。2020 年の HLPF でも、地方での SDGs へのコミットメントが増してきており、
SDGs のゴールを自治体の戦略、予算、調達手段、その他の主要な取り組みと統合することが有益であると中
村顧問は見る。

2011 年の東日本大震災の後、JST のマッチングプラナーが国内大学の技術ストックと被災地中小企業のニー
ズとのマッチングを図り、新しい形での復興に貢献した。世界、国レベルで行われる先端技術開発の成果や様々
な既存技術を活用して、地方にカスタマイズした STI 促進のために、仲介（Brokering）の役割が重要である。

⑤科学と政策と社会の懸け橋
科学と政治、社会のインターフェースは、特に COVID-19 の中でハイライトされてきたテーマである。

日本では、2011 年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故は、緊急時において相互信頼に裏付けされ
たインターフェースの欠如を浮き彫りにした。特に後者は、原子力コミュニティの閉鎖的体質と原子力の安
全神話の横行が背景にあった。

昨年来の COVID-19 パンデミックでは、政府や地方自治体に設置された専門家会議が、科学技術の限界
や不確実性を前提にした上で、関係者間の相互信頼とコミュニケーションに務めてきた。しかしながら、科
学コミュニティの声が、政策決定にも社会の変容においても、十分に反映されてきたとは言えず、科学と
社会と市民社会のインターフェースの在り方が問われてきた。8 月 30 日～ 9 月 2 日に開催された「政府に
対する科学的助言に関する国際ネットワーク（International Network for Government Science Advice ：
INGSA）第四回総会」でも、これらに関して幅広い議論が交わされた。

特に科学と政治のインターフェースでは、科学エビデンスの総合化（synthesizing）と仲介（Brokering）
が重要である。このために、科学コミュニティが、科学技術的な知見だけでなく、社会的、経済的な観点を
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統合化した助言のための能力を育てる必要あり、自然科学と人文・社会科学の連携（学際性）と共に、科学
コミュニティを超えて、市民、行政、民間セクターなどの多様なステークホルダーの知識の活用（共創性）
を図るトランスディシプリナリ研究（TDR）が重要になる。

今日、科学と政治、社会の間のリニアモデルから、科学、政治、社会のエコシステムへの転換、自然科学、
人文・社会科学を含む総合知の活用と観点で、「科学―政治―社会」のインターフェースは新しいフェーズ
に移行しようとしていることを認識すべきである。科学と政治だけでなく、社会も加えたエコシステムの構
築が意志決定に重要である。個人や集団としての行動が変容しないと SDGs は達成できないし、個人や集団
の声が政策決定に反映される必要がある。

⑥科学技術セクターの個人・集団レベルでの能力向上
国連 SDGs 決議は、「Transforming our world（我々の世界を変革する）」

を標榜している。これは近代が築いてきた政府、経済、産業、教育、科学技術、
生活システムなどの変革を促している。その中にあって、科学技術セクター
の多層なレイヤーにおける個人と集団の意識改革と能力の向上、そのため
の教育・訓練システムの目的と方法の変革が必須ではないだろうか。

例えば、新たな研究の方向性として議論されてきた、未来社会のデザ
インや統合型、構成論的な研究の推進、エビデンスの提供のための自然、

社会のセンシング技術の深耕、膨大な既存技術の棚卸し（stock-taking）と特に地方 STI for SDGs や開発
途上国への活用、TDR の推進や、デジタル変革を担う多様な人材の育成が必要だ｡ これらを実践する上で、
社会が求める人材を研究人材、イノベーション人材、ガバナンス人材のカテゴリーに分類し、これらの人材
群に応じ、個々人の適性などを踏まえつつ明確な目的を持って人材育成を行うよう、高等教育で教員と学生
の双方の根本的な意識改革とカリキュラム改革が必要である。このために研究大学に加えて、実務技術者を
育成するための大学、高専の充実が重要であるとの見立てだ。

また、今日のように、科学技術のフロンティアが過去にない速度で展開することから、これらを担う若い
世代の研究者が、国際的な視点で SDGs への貢献について考え、政治や市民社会との対話に参加し、さらに
将来政策立案に参画することが望まれる。また、STI に無関心な若い世代が、同世代の活動から刺激を受け
ることを期待したいと話す。

■ STI for SDGs 中村教訓例
2030 アジェンダは、社会、経済、科学が連動して変革することを求めている。中村顧問は、STI for 

SDGs を通じて、これを実践することがわれわれの責務であるとし、以下 7 項目がこれまでに得られた教訓例。
次のように締め括った。

① SDGs は全ての人びとにとって未来への羅針盤
②不確かな時代において日本の価値観とリーダーシップが重要
③ STI for SDGs を通じた社会、経済、科学の変革
④米中のイノベーション力、欧州のグリーン政策に学ぶ
⑤多様なステークホルダーとの共創、協働、共益
⑥地域、市民の活動が重要な役割を果たす
⑦国際的な活動を通じて日本を考える
 （聞き手／文も　山口泰博）

中村顧問
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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

土木研究所（土木研）は、国土交通省が所管する国立研究開発法人であり、道路・河川などの土木事業を
支える調査研究、国や地方公共団体などへの技術支援を行っている。
効率的・効果的に研究開発を推進するため、民間企業や「大学等」の研究機関と連携し、共同研究などを
行っているほか、土木研が保有する実験施設・装置については、業務に支障のない範囲での貸し出しを行っ
ている。
民間企業の技術開発を促進し、社会実装と成果普及を支援するため、無利子融資で実施する委託研究開発
の制度である革新的社会資本整備研究開発推進事業（革新事業）にも取り組んでいる。ここでは土木研が行っ
ている革新事業の概要と今後の展望について紹介する。

■土木研の役割
土木研は、土木技術に係るわが国の中核的な研究拠点として、質の高い成果を挙げ、その普及を図ること

による社会への還元を通じて、良質な社会資本の効率的な整備などに貢献することを役割としてきている。
具体的には、「第四期国土交通省技術基本計画（平成 29年 3月 29日）」、「第 5次社会資本整備重点計画（令
和 3年 5月 28 日閣議決定）」、「防災・減災、国土強靱（きょうじん）化のための 5か年加速化対策（令和
2年 12月 11 日閣議決定）」などの国の方向性を踏まえつつ、研究所の役割を果たすため、国土交通省、農
林水産省との密接な連携の下で、現場が抱える技術的課題、すなわち現場ニーズを的確に捉えて研究課題を
特定し、それらの課題解決を図るための研究・開発を企画・立案・実施し、その成果に基づき、現場への技
術的指導を行ってきた。
また公正、中立の立場で関係者の技術的な調整を図ることで、産学官などの他機関との適切な連携によ
り、新たな土木技術を全国の現場へ普及促進する役割を担ってきた。

■支援内容の紹介　革新的社会資本整備研究開発推進事業の背景・概要
国土強靭化や戦略的な維持管理、生産性向上に資するインフラに関する革新的な産・学の研究開発を支援

し、公共事業での活用を推進するための委託研究制度。土木研の研究チームから現場ニーズ指導の並走支援
を受けながら研究開発を実施でき、得られた研究開発成果（知的財産権等）は受託者に帰属する（日本版バ
イ・ドール規定に準ずる。後述）。無利子融資による研究資金の支援だけでなく、土木研の研究チームとの
連携による情報収集や現地調査、現場での試験施工への参加の機会が得られる。次のステップとして、国の
技術基準に資する土木研との共同研究への参画に展開することも考えられるため、研究開発の促進と成果の
普及の両面において受託者のメリットがある（図１）。

インフラに関する革新的な産・学の研究開発を
支援し公共事業等での活用を推進
国立研究開発法人土木研究所

国立研究開発法人土木研究所 
企画部 研究企画課長

百武　壮
ひゃくたけ　つよし
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（１）事業の趣旨・目的
「統合イノベーション戦略」（平成 30年 6月 15 日閣議決定）において、特に取り組みを強化すべき主要
分野として、「安全・安心」が取り上げられており、「今後の方向性及び具体的に講ずる主要施策」では、「先
進的な技術についての基礎研究や挑戦的・革新的な研究開発を推進する制度を充実させ、必要な科学技術を
強力に育てていく」こととされている。また、「国立研究開発法人は、その公益性に照らし、各機関の実情
に応じ、設置目的の範囲内で関係府省庁と積極的に連携し、防災・減災、宇宙、海洋といった様々な領域に
おいて安全・安心に資する科学技術を育てる」こととされている。
これを受け土木研では、土木分野の国土強靱化や戦略的な維持管理、生産性向上などに資する革新的技術
を公共事業等において活用するため、産学連携、産産連携など企業や大学等の連携による実用化に向けた研
究開発を支援することを目的として、本事業を実施することになった。

（２）事業実施の基本方針
社会インフラの整備、維持管理において、現場の業務効率を飛躍的に高める技術についてここ数年来開発

が本格化しており、効果を発揮すべき時期となっている。このような背景を受けて本事業では、主に国土強
靱化、戦略的な維持管理、生産性向上等に資する革新的な研究開発の推進に関する提案課題を土木研が公募
し、選考の上、採択する。令和元年度の第一回公募では、効果の早期発現の観点から、開発が相当程度進
み、早期の実用化と社会実装の可能性が高い研究を支援対象とした。

（３）研究開発実施期間
原則、最長 5年。

図１　革新的社会資本整備研究開発推進事業
国土強靭化や戦略的な維持管理、生産性向上などに資するインフラに関する革新的技術を公共事業などにおいて活用するため、産学連携、産産連携などによる実
用化に向けた研究開発を支援

※企業・大学
等に産学連携、
産学連携の枠
組みも期待

①研究課題（※1）設定・公募

②応募

③採択・委託契約（毎年度）

④成果報告

⑤達成状況評価

⑥委託金の返済（※2）

⑦成果利用料の納付（※2）

国研究成果
の活用 政府出資２０億円

研究課題（※1）

○テーマ
国土強靭化、生産性向上等に資する
革新的技術

○委託額
５億円以内／課題

○研究期間
５年以内（研究終了後15年以内に返済）

○その他
研究成果は、技術基準や設計仕様等へ
反映し、公共事業等での活用を図る

返済額・成果利用料（※2）

○研究が完了し成果が実用可能と評価
された場合
⇒委託額の全額を返済
＋売上に応じた成果利用料を納付

○成果が実用不可能と評価され研究を
中止した場合
⇒委託額の30%または50%を返済
3年目ステージゲート審査で中止：30%
最終年ステージゲート審査で中止：50%

制度スキーム
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（４）委託費の額
原則、総額 5億円以内（一般管理費含む）。

（５）達成目標
インフラ分野における実用化のための技術水準（実用上最低限の性能や精度などの水準）と普及のための
技術目標（効果、経済性の目標）を定量的に設定すること。
＜例＞
・実証実験やスペックを検証するための試作物の製作を完了する。
・試験施工で所要の性能と安全性が確認される。
・�既往の類似技術と比較して本事業で開発する技術がどの程度優れているかを示す成果に関する定量的な
指標

（６）返済義務
①目標達成の時：土木研支払額の全額。
　（返済方法）
　・�無利子、研究開発実施期間にかかわらず目標達成確認後 15年以内の返済（傾斜配分の設定が可能、
また、繰り上げ返済も可能）または一括返済。

②�目標未達の時：委託費の一定割合（中間審査における審査で開発を中止する場合は、30％。最終審査
で目標未達の場合は、50％）。本事業の委託費で研究開発を行った成果（特許、ノウハウ、データなど）
の以後の代表機関、分担機関による利用・実施は不可となる。※詳細は公募要領
　（返済方法）
　・無利子、一括返済。
③中止の時：土木研支払額の全額。
　（返済方法）
　・無利子、一括返済。

（７）担保・債務保証
代表機関の財務状況によっては、採択条件として、委託研究開発契約締結時に委託費総額に相当する担保
または債務保証の設定を求める場合がある。分割返済の場合、原則として委託費総額に相当する担保または
債務保証の設定が必要。

（８）研究開発成果
研究開発成果に係る特許権や著作権等の知的財産権については、産業技術力強化法（平成 12 年法律第

44号）第 17条に規定される要件を満たすことを前提に、受託者に帰属させる（日本版バイ・ドール規定）。
なお、研究開発の元となる原権利があり、原権利の所有者（代表機関を含む）から土木研に対して当該原
権利の再実施権付独占的通常実施権等を設定した場合を除いて、出願の際に土木研に再実施権付独占的仮通
常実施権を設定するものとする。

（９）成果利用料
研究開発の元となる原権利がある場合は、以下のとおりとする。
土木研は、研究開発を実施した機関へ委託契約締結時にあらかじめ設定した期間（優先実施期間）は独占
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とする原権利の通常実施権を含む研究開発成果の実施を許諾する。研究開発を実施した機関は、委託契約締
結時にあらかじめ設定した対象製品または対象サービスの売上に応じた成果利用料を土木研へ支払う。
土木研は、研究開発を実施した機関から徴収した成果利用料のうち土木研分（売上の 1％）を控除し、残
りを原権利の所有者へ実施料として配分する。支払期間は、目標達成確認後 15年、もしくは、研究開発の
元となる原権利が存続する期間のどちらか長い方とする。
なお、採択時に以下に該当している場合は、成果利用料のうち土木研分は売上の 0％（支払なし）とする。
・�自社単独技術（特許）に基づく研究開発の場合。
　※�原権利の所有者に代表機関以外の機関が一つでも存在する場合には自社単独技術（特許）に基づく研
究開発には該当しない。

■支援の成果　採択の実績
第一回公募では一件が採択され（「レーザーによる表面処理技術を活用した素地調整方法に関す

る研究開発」株式会社トヨコー）、令和 2 年 4 月から研究開発が開始された（図２）。鋼橋を維持
管理するための塗装の塗り替えにおいて重要な鋼材の素地調整への適用を目標としている。古い塗
装、錆、塩分を除去するだけではなく、塗り替え塗装を施工するための鋼材表面処理方法について研
究を進めており、土木研の材料資源研究グループが相談を受けながら、鋼橋の素地調整の基準値を�
クリアする実用レベルの達成目標としている。

今年度中に次回公募を開始する準備を進めており、民間企業の革新的な技術を土木研が把握している現場
ニーズとマッチングしていくことで、生活に必要不可欠なインフラの課題解決する「使われる技術」として
送り出していくよう励んでいきたい。

特に飛来塩分や凍結防止剤の影響を受ける構造物では、塗装前の下地処理で十分
に除去しきれなかった錆や塩分によって塗り替え後早期の鋼材腐食が生じやすい。

塗膜面を物
理的に破壊
して除去。
粉じんの飛
散や多量の
産廃が発生。

塗膜や錆、塩
分等の付着物を
瞬間的に加熱し、
溶融・蒸散、熱
破砕して除去。
吸引により回収。

lレーザー照射による塗膜除去工法と従来工法の比較

l鋼橋の典型的な腐食事例

ガセットプレート・ボルト接合部 支承部・狭あい部 部材端部

出典：第14回新機械振興賞受賞業績概要,レーザー光による塗膜除去装置, 株式会社トヨコー

図 2　鋼橋の典型的な腐食事例とレーザー照射による塗膜除去工法と従来工法の比較
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海外　Overseas

米国中西部の秋は美しくも短い。紅葉に染まった木々の向こうから長い冬の足音が聞こえてきそうだ。
この隔月連載も 4 回目を迎えた。米国中西部はエジソン、フォード、ライト兄弟など起業家を多く輩出

し、起業家精神が息づいていることを述べたが、今回はベンチャーキャピタル投資の現状と米国中西部の中
でも最も活気がある都市のスタートアップ支援システム（エコシステム）、多様性への取り組みと産学官連
携について触れたいと思う。

■ 2021年　大きく動いているベンチャーキャピタル投資を読み解く
米国での 2021 年上半期のベンチャーキャピタル（VC）投資を見ると、1 ～ 6 月までの投資額が約 17

兆円と昨年度の 1 年間での投資とほぼ一緒であり、今年の投資額が過去最高を更新することは確実である。
コロナ禍でも米国のスタートアップの分野では経済が大きく前進していることが読み取れる。その中でもや
はり東海岸に位置するマサチューセッツ州とニューヨーク州、西海岸に位置するカルフォルニア州の活動が
活発である（図１）。

中西部を見てみると、五大湖沿岸部の６州の合計額が＄6.93B（約 7,700 億円）となり、昨年 1 年間の
日本の VC 投資総額 1,512 億円の約 5 倍である＊＊１。

この内訳を見てみると、中西部ではイリノイ州が突出して
いることが分かる（図２）。またインディアナ州では 2021 年
上半期だけで＄708M（約 783 億円）を記録し 2020 年の投

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

河野　龍義
Tatsuyoshi Kono

大学教員は見た　多様性の風が吹く街 シカゴ

VC投資額 アメリカ(BILLIONS)
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図１　米国全体の VC 投資額の推移

Sources: PitchBook Data, Inc., Elevate Ventures Proprietary Data, BioCrossroads, AgriNovus, and TechPoint.

2021上半期 VC投資額　中西部各州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アメリカ全体の投資額への割合）

イリノイ州 2.6%
インディアナ州　0.4%

ミシガン州 0.3%

オハイオ州 0.8%

ウィスコンシン州　0.2%

ミネソタ州 0.3%

図２　2021 年 1 月から 6 月まで中西部、五大湖沿岸州の VC 投資額の割合＊ 1
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資額を大きく超えて、すでに 5 年前の約４倍の金額が投資されている（図３）。インディアナ州の成長の秘
密については過去の記事をぜひ参考にしていただきたい。

■全米第３の大都市シカゴ
インディアナポリスからシカゴまでは車で約３時間の距離である。その途中に広大な土地に数千の風力発

電の風車が設置されている地域があるのだが、その風景の中を車で走るとシカゴに向かう楽しさもあって心
が躍る。ミシガン湖に近い高速道路の高架橋の一番上まで来ると、湖のほとりにシカゴの街並みを見下ろ
すことができる。100m 以上の超高層ビルが 500 棟以上もそびえ立つ眺めはいつ見ても飽きることがなく、
映画のオープニングのような気分にさせてくれる（写真１）。そして私は時計の針を１時間巻き戻し、建築、
ファッション、文化、スポーツ、音楽などあらゆる面で魅力が詰め込まれた街の今日の表情を確かめるので
ある。

■シカゴの産学官連携
シカゴは世界最大の先物取引所（Chicago Mercantile Exchange Center）を持つ金融の街でもあり、

フィンテック（金融と情報を結び付けた革新的な技術を使ったサービス）、データサイエンス、ヘルスケア
分野で大きなスタートアップが誕生している。イノベーションを支える大きな原動力として、シカゴ大学や
ノースウェスタン大学、イリノイ工科大学など米国の中でも屈指の大学が起業を促進するカリキュラムなど
を通して大きく貢献している。多様な分野やテーマに特化したインキュベーター／コワーキングスペースが
集積しており、その活発な活動も一つの大きな特徴である。図２で示したイリノイ州の VC 投資額の多く
がシカゴの多様なスタートアップ支援システムによる数字となっている。

長い目で見ると NBA のスーパースターであるマイケル・ジョーダンを中心にシカゴ・ブルズが輝いた時
代もあれば「やぎの呪い」で知られるメジャーリーグのシカゴ・カブスの長い低迷があったのと同じように、
シカゴの「起業家の街」としての歴史はいつも順風満帆だったわけではなく、リーマンショックなどの経済
浮沈の影響も大きかったようである。

以前は東海岸、西海岸に流失していた人材をインキュベーターや大学、行政が協力して起業文化を作り上
げ、大企業とスタートアップをつなぐなど、優秀な人材やスタートアップを引き留める取り組みを続けてき
たことがやっと実を結んで、現在の成功に結び付いている。イノベーションの支援に積極的なラーム・エ
マニュエル前市長（2011 ～ 2018 年）を中心とした取り組みも大きな要因の一つであったようだ。最近の
ニュースとしては、バイデン大統領がエマニュエル氏を駐日大使に任命した。正式な承認はまだだが、日米
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図３　インディアナ州の投資額の推移＊ 1 写真１　シカゴの街並み（著者撮影）
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両国の発展のために活躍していただけることを心から期待したい。

■街全体が女性は優秀なリーダーであることを証明
シカゴのエコシステムにおいて、重要なポイントが二つあった。一つは女性起業家の割合の高さである。

2019 年のデータでは、女性起業家比率の高い都市、世界１位に 26％のシカゴが選ばれており、2 位ニュー
ヨーク、3 位クアラルンプール（マレーシア）と続く。Chicago Blend によるデータ＊＊ 2 を見ると 2020
年ではさらに女性役員の割合やマイノリティの割合が上昇しており、女性のリーダーシップを全面に押し出
した活動が成功していることがよく分かる。世界的に女性の起業家が少ない理由には、女性起業家への投資
が少ない（2019 年は 2.6％）ことなどが挙げられるが、シカゴではこの男女格差を埋めることを掲げて投
資を行うエンジェルや VC が存在し、女性投資家を増やす活動も積極的に進められている。女性起業家向
けコミュニティが多数存在し、「女性が活躍する街」としてのブランディングにも成功している。つまり女
性起業家の成功が次に続く人材を呼び込み、再投資を促進し評判を広げていく好循環を生んでいる。

もう一つのポイントは高い投資収益率である。シカゴでは過去 10 年間におけるスタートアップに対す
る投資の 45％が 10 倍以上の投資収益率を上げており、同じ時期のカリフォルニア州ベイエリア（25％）
やニューヨーク（22％）と比較しても高いというデータがある＊＊ 3。女性起業家に多く出資しているだけ
でなく、そこから生まれる収益も大きいということである。ファイナンシャルタイムズ紙などの報告を見
ると、ヨーロッパの企業を対象とした研究で女性役員の多い企業では業績も向上している結果が報告され
ている＊＊ 4。シカゴのスタートアップ成績を見る限り、世界一の女性起業家比率を持ち、なおかつ圧倒的
な投資収益率を上げている事実が、女性の起業家としての資質の高さを証明しているとしか思えないので
ある。

■まとめ　シカゴに学ぶ
正直に言うと「女性起業家」という言葉に違和感があった。性別や人種に線を引く時代ではなくなってき

ていると思うからだ。しかし、このようなデータを示すことでお互いを尊重できる社会になっていけば素晴
らしいと思う。多様性に注目した投資はシカゴだけでなく、世界各地で活発に行われており確実に伸びてい
る。分野を超えたチーム形成と同じようにジェンダーに関しても年齢に関しても様々なバックグランドを持
つ人材が活躍できるシステムを構築することが新たな産業を産む近道なのだろう。

＊ 1
Elevate ventures、Venture report1H 2021 より改変

＊＊ 1　
データは Elevate ventures、Venture report2021H およびベンチャーエンタープライズセンターより。ウェブサイト　Elevate ventures、
Venture report2021H

＊＊ 2　
ウェブサイト　ChigcagoBlend.org data 2020

＊＊ 3　
JETRO ニューヨークだより 2020 年 3 月　女性起業家割合世界一、投資収益率の高い スタートアップ・エコシステム　シカゴ

＊＊ 4　
フィナンシャル・タイムズ紙（2020 年 11 月 9 日）　The stock market boost from having more women in management　SHARON BELL
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Series

本シリーズの第 9 回は、第 8 回に
引き続き、研修科目の概要について紹介
する。

今回は、科目群 H「研究コンプライ
アンスとリスク管理」の「H12：研究
コンプライアンスとリスク管理①」と

「H13：研究コンプライアンスとリスク管理②」、科目群 I「研究広報」の「I14：広報」、そして科目群 J「国
際化推進」の「J15：国際化推進」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。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。

■H：研究コンプライアンスとリスク管理（担当：松山紀里子）
■当該科目の考え方

本科目では、⼤学・研究機関等（以下「⼤学等」という）における研究コンプライアンスとリスク管理に
関する知識の習得を目的に、研究者が知っておくべき基本的な知識から、研究活動を支援する URA として
持つべき視点、組織のリスクマネジメントという観点から URA が留意すべき事項について、具体的な事例
を交えながら学ぶ内容とした。

⼤学等における研究活動に関する研究コンプライアンスとリスク管理①と、⼤学等外の組織等との産学連
携活動における研究コンプライアンスとリスク管理②の 2 科目から構成している。

■当該科目の概要
上記を踏まえて、研究コンプライアンスとリスク管理①においては、Fundamental レベルでは研究コン

プライアンスや研究者に求められる社会的責任、研究者コミュニティや研究者個⼈の倫理観に委ねられてき
た研究コンプライアンスを⼤学等の組織がマネジメントするようになった経緯と、⼤学等の研究者が知って
おくべき研究不正⾏為、研究費の不正使⽤を中⼼に基本的な知識や⽤語を解説する。Core レベルでは URA
が組織のリスクマネジメントにつながる助言・支援ができるように、最新情報をアップデートするとともに、
研究不正⾏為および研究費の不正使⽤の具体的な事例を紹介し、原因や防止策を考える内容としている。

研究コンプライアンスとリスク管理②においては、Fundamental レベルでは⼤学等の産学連携活動に
おける近年の傾向を確認し、産学連携活動において⽣じるリスク項目（秘密情報管理、安全保障輸出管理、
ABS 指針への対応、契約違反防止、利益相反管理）について、管理等が必要な背景や対象となる活動につ

シリーズ URAの質保証制度

研究コンプライアンスとリスク管理、
研究広報、国際化推進

RA 協議会／信州大学 学術研究・産学官連携推進機構
松山　紀里子
まつやま　きりこ

京都大学 学術研究支援室
白井　哲哉
しらい　てつや

京都大学 学術研究支援室
園部　太郎
そのべ　たろう

第9回
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いて具体的なマネジメント方法とともに解説する。Core レベルでは最新情報をアップデートするととも
に、具体的な事象発⽣場⾯を⽰し、それに必要な対応等を考える。また、秘密情報管理や安全保障輸出管理
について最新の諸外国の規制、アカデミア特有の課題として産学連携活動への学⽣が参画や留学⽣の受⼊れ
等に伴うリスク、組織対組織の産学連携活動における組織としての利益相反管理などについて具体的な在り
方も考える内容としている。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
本科目の履修により、個々の URA が直⾯するリスクマネジメントの対象となる事案を的確に判断できる

ようになることは期待していない。逆に、個々の URA が判断することでリスクを増⼤させてしまう可能性
があると考えている。履修者には、研究活動の現場や研究者の一番近くで活動する支援⼈材として、問題
となりそうな研究活動や顕在化していないリスク等をいち早く察知して、リスクマネジメント部門や担当
者に相談し、協働して組織のリスクマネジメントや研究者への助言・支援ができるようになることを期待
している。

■ I：研究広報（担当：白井哲哉）
■当該科目の考え方
「広報」は研究を進めるための重要なツールである。研究を進めるためには、資金や資料（試料）の提供

者など研究に協力してくれる⼈々とのコミュニケーションが欠かせない。また社会への説明責任や倫理的・
法的・社会的課題（ELSI）への対応においても広報活動が必要である。一方、「広報」とは単なる情報発信
の活動ではなく、その活動には目的・対象を定めた「広報戦略」が必要である。そして、このような「広報」
にまつわる知識・技術を研究者が身につける機会は乏しい。

そこで本科目の Fundamental レベルでは、URA が担うべき広報活動を理解するため、広報・アウトリー
チ活動が研究者に求められている背景と現状を紹介する。それを理解した上で、広報活動に必要な基本的知
識を身につける内容とした。Core レベルでは、広報活動を実⾏するために必要な「広報戦略」に係る基礎
知識・スキルの修得を目指した。

■当該科目の概要
Fundamental レベルでは、まず広報活動とは何かといった基本的知識を身につける内容とした。具体的

には広報活動にまつわる言葉、特に⼤学や研究機関の研究現場で耳にする広報にまつわる言葉の意味を理解
してもらう。次に、研究者に求められている広報活動について知ってもらう。研究者が広報活動をする目的
や状況はどのようなものがあるかを知ってもらい、またそれら広報活動が求められる背景を紹介している。
続いて、URA による広報支援の方法とその在り方について知ってもらう。多くの⼤学 / 研究機関には既に

「広報」を冠した組織が存在する場合が多く、それら広報組織と URA に求められる広報の違いを、URA の
体制を踏まえて紹介する。

Core レベルでは、まず「広報戦略」について正しい知識を身につけてもらう。具体的には、広報に関す
る支援依頼事例を挙げ、それに対応するケーススタディをもとに、広報戦略の考え方、組み立て方を身につ
けてもらう。次に、広報活動を⾏う時にかかせないメディアについて学習してもらう。広報に必要なメディ
アとは何か、どのような種類と特徴があるのかを理解してもらう。そして、それらメディアを活⽤する方
法・留意点についての知識を身につけてもらう。最後に、広報活動の評価・効果測定について紹介する。プ
ロジェクト・プログラムにおける「評価」の基本的な考え方を学び、それを広報活動で⽣かす術を身につけ
てもらう。
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■当該科目で身につけてほしい知識や能力
「広報」にまつわる言葉は⼤学・研究機関でよく聞かれるものの、その言葉の意味やその活動を正しく理

解している⼈は少ない。また、⼤学や研究機関には「広報」を冠した部署はあるものの、その機能の多くは
情報発信にとどまっている。そのため、広報活動に漠然とした悩みを抱えている研究者は少なくない。そこ
で URA が研究を進めるための「広報戦略」を立て、そして実⾏するための専門知識を持つことで、研究を
⼤きく飛躍させることができる。一方、広報活動に欠かせないメディアは社会とともに日々変容している。
本科目で身につけた知識やノウハウを土台に実践経験を積んでもらい、そして「研究広報」に関する URA
間の相互研鑽が広がることを期待したい。

■ J：国際化推進（担当：園部太郎）
■当該科目の考え方

国際化推進の業務は、それを扱う URA の年齢や経歴、または所属する組織の環境や業務方針等に応じて
業務の捉え方が多様である。第一に、国際化推進は URA と他者の関わりの中で調整的に推進されることが
主となる業務であることから、単に知識を受講⽣へ提供するだけでは科目として国際化推進の業務の質を担
保することは困難である。受講⽣においても、科目履修を通じて合理的に一定の知識を修得できたか否かと
いうことだけが学習効果を測る全てではないと思われる。したがって、本科目では Fundamental レベルと
Core レベルを通じて、受講⽣の身の回りの国際化推進業務について、これまでに自分だけでは考えなかっ
た疑問点が一つでも湧く事が重要と考え設計した。

■当該科目の概要
本科目の Fundamental レベルでは、受講⽣の国際化推進業務への関与の度合いに関わらず、これまで

の経歴の中で「国際化推進とはどのようなものであったのか？」について振り返り、現時点の自分の立ち
位置について見つめ直す端緒を提供する事を試みた。そのために、あらゆる年齢層の受講⽣が自分自身で
経験した過去を振り返る事が可能となるように、⼤学の国際化に関する歴史的な背景や業務を俯瞰的に解
説した。Core レベルでは、受講⽣へより深い内省を促すと同時に、国際化推進業務において他者が置かれ
た状況を実際に想像する訓練を試⾏するため、教育 LARP(Live Action Role Play) という手法を初めて導
⼊した。

■当該科目で身につけてほしい知識や能力
本科目を担当した講師の一⼈として、本居宣長の学問論「うひ山ぶみ」にある和歌「いかならむ　うひ山

ぶみの　あさごろも　浅きすそ野の　しるべばかりも」の⼼境に僭越だが共感する。宣長が初学者のために
書いた「学びようの法」の案内書であるが、偉⼤な学者ですら「いかならむ」と何が書けたか分からない
という内情を残している。浅学の小職には到底及びもしない境地であるが、国際化推進業務に照らし合わ
せてみると、それは⼈と⼈の関わりの中で進められる業務であるから、必然と実践的な業務を経験するに
従い、URA 本⼈の志や考え方の在りようによって業務遂⾏へ個性的な特色を帯びてくることに気付く。個
性を帯びた業務遂⾏の良し悪しを他者へ伝えようとしても、汎⽤性があるかどうかは疑わしい。本科目で
受講者に気付いてほしい点は、「うひ山ぶみ」の要点にある「年月長く倦まずおこたらずして、励みつとむ
るぞ肝要にて、学びようは、いかようにてもよかるべく」ということである。受講⽣が学術分野や外国語
等の専門性という抽象的な概念にとどまらず、これまで培った個性が組織の国際化推進業務へどのように
⽣かせるのか？　⽣かすためには自分に何が足りないのか？　さらに何に励む必要があるのか？　につい
て気付いていただきたい。
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基盤技術と軍民両用

筆者は毎年多数のベンチャー企業の事業計画を拝見し
ている。近年、そうした事業計画を拝見していると、軍
民両用技術の問題を考えさせられる機会が増えている。

例えば、大学の技術を用いて素材や表面処理などの
基盤技術に関するブレークスルーがなされたとする。

基盤技術領域の事業計画の難しさは、「この分野でこ
の技術は必要とされている」と書いてあっても､ 誰が報
酬を支払ってくれるのか。その具体性に欠けていること
が多いところにある。

基盤技術系のベンチャーの場合、「性能は良いがコス
トが高い」というコストベネフィット論にしばしば行き
着き、民生品では受注に至らないことがある。

極寒・酷暑の環境、宇宙や深海で性能を発揮する製
品については、「コストは高くても良いので高性能なら
買うという顧客」が存在する。

この分野の技術は、軍民共用が視野に入ることが多
い。ところが、研究室や大学発ベンチャーのガバナンス
は、軍民共用が視野に入ってから体制整備しても遅い。

研究の構想を考えるところから、情報管理、学内産
学連携部門との連携、研究体制・研究環境の整備を考慮
すべき時代と言えるだろう。

摂南大学 経済学部 教授、首都圏産業活性化協会（TAMA 協会）会長
　野長瀬 裕二

視点：Point of view

コロナ禍での感情を感じる力

マスク着用が当たり前の生活となってから、1 年半が
過ぎた。

人は、生活の中で表情から感情や情緒を感じる力を
身に付けている。マスクで顔の大部分が隠され表情がう
かがいづらい中でも、多くの人がこれまでの経験から目
や眉毛のちょっとした動きなどを基に相手の感情を感じ
ようとしている。

コロナ禍で物心が付いていく子供たちはどうだろうか。
コロナ禍となった当初、乳幼児や子供たちの表情か

ら感情を認識する力の低下やコミュニケーションが心配
された。マスクを着けないでいるのは家の中だけ、マス
クを着けない人との関わりは家族やごく近しい人に限定
される中、表情から喜怒哀楽を感じる力を身に付けるこ

との難しさは依然あるのだと思う。
一方で、コロナ禍が収束してマスクを着けない生活

になったら、見えづらかった表情が見えるようになった
ら、マスクを当然として生活してきた子供たちには、情
報過多となることもあるのではないかと考えた。

しかし、保育や教育の現場では、声の抑揚や身振り
によって感情を表現することもなされているだろうし、
子供たち自身が目に見える範囲での些細（ささい）な動
きから、感情を読み取る力を備えているのかもしれない。

子供たち自身が、コロナ禍で、より繊細な力を身に
付けているのだろうか。

羽村市 企画総務部 企画政策課 主査　平田 歩
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