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巻頭言

Foreword

「産学官連携の進化」に期待する

広島県公立大学法人理事長

土屋
つちや

定之

さだゆき

「産学官連携」に、およそ四半世紀、行政面から関わってきた経験から、経緯を振り返りつつ、今後を展
望させていただきます。
「産学官連携」は、古典的には、新技術を用いて革新的な製品を開発しビジネスを行っていた時代におい
て、大学で生まれたアイデアや研究の成果をベースに企業と大学が研究開発協力する形態を指していたと認
識しています。そうした取り組みを拡大・加速するため、1990 年代後半、科学技術基本法、TLO 法、日
本版バイ・ドール法等が次々に制定されました。こうした制度整備により、産学官連携の本格的な段階に移
行するための体制が整ったと関係者間で喜んだことを懐かしく思い出します。勿論（もちろん）
、それ以前
も、産業界と大学との間での協力は行われていましたが、一定の取り扱いであったことを考えれば、比較に
ならないほどの重要な役割を期待されることになり、正に世の中が変わったとの思いでした。その後、大学
構内に企業との一体的かつ組織的な協力を行う場として専用施設を建設の上、合同チームを結成し協力を進
めるアンダーワンルーフ型、さらには組織対組織の産学融合の形態等に進化し、大きく発展しました。
そして、今、新技術を活用した新製品があればビジネスで成功を収めることができるとは言えない時代に
なりました。技術的な先進性よりも、事業モデルの先進性が圧倒的に重要な時代になった中で、わが国は、
科学技術・イノベーション活動の目標として、社会課題の解決および経済的豊かさの拡大さらに一人ひと
りの多様な幸せ（well-being）の実現の同時達成を設定しています。非連続に変化する状況において、産
学官連携は、技術開発における協力体制としての有効性は引き続きあるものの、これに加えて知識・知恵や
データから生み出す新たな価値によりイノベーション創出を目指す中で、大学が従来にない新たな役割を果
たすことが求められています。
すなわち、AI やデータサイエンスを駆使して、社会経済に係る多種多様な大量のデータから新たな価値
を創造するプロセスの要諦である、解析結果の解釈や問題解決方策策定のためのデザイン力などの基になる
のは、自然科学、社会科学、人文科学の全ての分野にわたる総合的な知識・情報であり、構想を練るための
多様な人材の参加です。これが現在のイノベーション創出の有力な鍵と考えられています。既存のモノを超
える画期的な考え方やコンセプトの策定に対して、リベラルアーツをはじめ総合的な力を有している大学の
活躍に大きな期待が寄せられています。産学官連携の当初段階では、ほぼ理工系分野にて行われていた産学
官連携は、医工連携が話題になった等の時期を経て、大学への期待対象がリベラルアーツを含む構えに進化
してきました。新たな役割を発揮する新たな産学官連携が協創のフレームとして実現されることを期待して
います。また、こうした活動にリベラルアーツ関係の研究者が参加することが、翻ってこれらの分野の新た
な発展にもつながることもあり得ると考えています。
皆様のご尽力により、産学官連携が一層進化し、輝く未来を実現する原動力となることを祈念申し上げます。
2021.12
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ジェンダーとダイバーシティを考える

AI と人種・ジェンダー問題について
アメリカから学べること
玉川大学 学術研究所 特別研究員

横山

よこやま

美和
みわ

■「私は女じゃないの？」

近年、米国において AI は雇用、医療、ローン、司法システムなど多種多様な決定プロセスに関与しつつ

ある。人間ではなく機械が決定を行うのだから、人間がするよりも公平だと考えている人もいるかもしれな
い。しかし、もし AI が人種差別主義者だったり、性差別主義者だったり、危険思想に親和的だったりした
ら、どうなるだろうか。
例えばこんな事例がある。2015 年、グーグル（Google）の画像認識システムが黒人の写真に「ゴリラ」
というタグを付けたことが物議を醸したことをご存じの方も多いのではないだろうか。同年、Google は画
像認識ソフトウェアによる自動タグ付け機能を公表し、Google フォトでの写真の分類に利用できるように
したばかりであった。「ゴリラ」は黒人を侮辱する言葉としての歴史を持っている。ツイッター（Twitter）
で告発を受け、Google は即座に「ゴリラ」をタグの語彙（ごい）から外し、謝罪をすることとなった＊＊ 1。
ほかの巨大テックカンパニーでも同様のことは続いている。つい先日も、フェイスブック（Facebook）
が黒人の映る動画を
「霊長類の動画」
と表示したことが判明し、AI がまたもや人種差別で評判を落とした＊＊ 2。
ほかにも、顔認識ソフトウェアが持つ人種とジェンダーの問題が報告されている。顔認識ソフトウェアを
使った研究をしていたマサチューセッツ工科大学の大学院生の黒人女性ジョイ・ブォラムウィニは、ソフト
ウェアが自分の顔を認識しないことに戸惑いを抱かざるを得なかった（白いお面をつけると認識された！）。
画像認識ソフトウェアは白人に最適化されており、黒人の顔をしばしば認識できないといわれている。彼
女と共同研究者のティムニット・ゲブルは顔認識ソフトウェアには問題があるのではないかと考え、明る
い肌と濃い肌の色の男女の政治家の顔写真のデータセットを用意し、マイクロソフト（Microsoft）
、IBM、
FACE++ の三つの顔認識ソフトウェアでジェンダーを判定する検証を行ってみた。すると、三つとも白人
より黒人、男性より女性のジェンダーの分類を誤りやすいことが判明した＊＊ 3。
ブォラムウィニらは、人種によって顔認識の判定の精度が異なること、さらに女性である場合にはより精
度が落ちるインターセクショナルな問題を示し、顔認識ソフトウェアのはらむ白人男性中心性を明らかにし
高い注目を集めることとなった。顔認識の判定精度の問題は、例えば警察による黒人の誤認逮捕につながり
かねないなど、人権を脅かすものとなり得る＊＊ 4。
黒人女性のジェンダーの誤認はまた、特に侮辱的な意味を持つ。幾人もの有名な黒人女性が画像認識ソフ
トウェアにより「男性」と判定され、ブォラムウィニは、
「AI よ、私は女じゃないの？」と問い掛けた。「私
は女じゃないの？（Ain’
t I A Woman?）
」とは、19 世紀の元奴隷ソジャーナ・トゥルースの有名な言葉
である。トゥルースは女性の権利大会で演説を他の参加者に阻止された際、黒人女性も女性であると訴えた
人物である（トゥルースの画像もまた、男性と判定された）
。黒人女性が女性として認められないというこ
とは歴史的に根深い問題であり、最新技術が差別を繰り返したことになった＊＊ 5。
AI とジェンダー・バイアスについても盛んに研究が行われている。ドイツの研究者シュヴェンマーらが
行った米国の下院議員の写真を用いた、Google やアマゾン（Amazon）、Microsoft の画像認識ソフトウェ
アの調査では、男性議員に比べ女性議員には髪などの外見に関わるタグが表示される傾向があった。さら
4
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に、女性議員にはしばしば「少女（girl）」「十代（teen）
」というタグが付けられた。男性議員には「紳士
（gentleman）」というタグが付けられることと対照的であり、女性を子供扱いすることは古くからある女
性差別である＊＊ 6。
ほかにも、Microsoft が提供する画像データセットを利用した画像認識ソフトでは、台所用品はより女性
に関連付けられやすく、アウトドアスポーツは男性に関連付けられやすい。読み込んだデータと比較して
も、ソフトウェアは画像をより強く一方の性別に関連付けた結果を出すため、ステレオタイプを増幅しさえ
する。つまり、画像認識ソフトは古くからあるジェンダー・ステレオタイプを学習し、再生産していく＊＊ 7。
もしこういった問題をはらんだまま、AI ロボットが生活の身近な存在となったら、どうなるだろう。

■データセットに潜む問題

画像認識技術の開発に使われるデータセットの持つバイアス問題についても、急速に研究が進んでいる。

機械学習に用いられるデータセットには、多くの場合、画像にそれが何であるかを示すタグが人力で付け
られている。画像認識モデルは、それを学習することによって自動で画像認識ができるように訓練されて
いく。
AI の社会的影響の研究者のケイト・クロフォードらは、スタンフォード大学やプリンストン大学の研究
者たちが提供する著名なデータセットである ImageNet が、画像にどのようなタグを付けているのかを調
べたところ、驚くべき事実を発見した。「人物」のカテゴリーにおいて、大量の女性嫌悪的、人種差別的、
障がい者差別的で、口に出すのもはばかられるような不適切な言葉が使用されていたのだった。
インターネット上から無断で収集された画像データから構成された ImageNet は、多くの機械学習に使
用され、AI 開発に寄与してきた。その画像データは、WordNet というプリンストン大学の研究者が提供
する語彙データベースを使った分類が行われていたが、WordNet にある不適切な語彙が、十分に検討され
ることなく、ImageNet の分類に利用された。その語彙に基づいて、Amazon Mechanical Turk という
クラウドワーカーが画像に人力でタグを付け、その結果の検証が不十分なままデータセットとして提供され
ていた＊＊ 8。以前、筆者はこのクラウドワーカーの偏見がタグに反映されたと書いたことがあるが＊＊ 9、そ
もそもタグ付けのために用意された語彙データベースが大量の差別用語を含むことが問題だった。不適切な
タグが付けられた画像データセットから、画像認識モデルは画像の「見方」を学び、そのうちタグの付いて
いない類似の画像を解釈していくようになる。そのようにして AI は偏見を学んでいってしまう。
2019 年 9 月、クロフォードらは ImageNet Roulette というアプリを公表した。スマートフォンで写し
た顔の写真をアプリにアップすると、例えばクロフォードなら「ニュースキャスター」
、共同研究者のパグ
レンなら「ミクロ経済学者」といったタグが付いてくる。そのアプリが ImageNet を使った画像認識ソフ
トウェアに画像を送ると、アップされた顔がどのように分類されるかが分かるようになっている。このアプ
リにより、黒人やアジア系に差別的用語がタグとして付くなどして大騒動になり、ImageNet を提供する
研究者らは 60 万余りもの画像の削除に追い込まれた＊＊ 10。
同様のことは続き、2020 年 6 月には研究者らの指摘を受け、マサチューセッツ工科大学の研究者らが提
供する Tiny Images というデータセットが撤回されることとなった。こちらも、WordNet を使用してい
たことに起因するものであった。研究者らは、今後 Tiny Images を使わないことや、ダウンロード済みの
データセットを削除するよう他の研究者らに呼び掛けている＊＊ 11。

■公正な AI を目指して

より公正なデータセットや AI を目指し、研究者らはデータの見直しや、バイアス検知アルゴリズムの開

発などを行っている。先の ImageNet の研究者たちは、人間のカテゴリーに付けられた 2,832 のタグを検
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証し、そのうち 1,593 が潜在的に侮辱的であると判断し削除するとした。また、画像データが肌の色やジェ
ンダー、年齢で偏りがあったため、それらを是正する取り組みを行っているという＊＊ 12。
ImageNet が立ち上がったのは 2009 年であるが、クロフォードらが声を上げるまで画像認識の研究者コ
ミュニティでは差別問題について語られることはなかったようだ。AI の研究者には女性やマイノリティが
少ないことが知られている。例えば 2019 ～ 2020 年の米国・カナダのコンピューター関連の大学教員のう
ち、女性は 23.2％、黒人・アフリカ系アメリカ人は 2.3％であった＊＊ 13。多様性の乏しいコミュニティでは、
研究者は差別に気付くことができなかったか、あるいは気付いても声を上げにくかったのだろう。
今、社会的影響が大きい AI の研究開発には多様性が求められている。画像認識ソフトウェアの人種差別
問題についても、ブォラムウィニが実際に画像認識ソフトウェアを使ってみて気付き、それを伝える手段を
持っていたからこそ世の中を動かすことができた。またさらに、多様性確保のために単に数合わせに走るこ
となく、研究者やデータに関わる人々の倫理教育が必要である。
AI の示した結果について、開発企業や大学は責任を問われるだろう。製品の撤回に追い込まれ、それま
での投資を無駄にしてしまう可能性がある。性差を開発当初から意識し対処する課題は、近年 EU や米国に
広まっている「性差研究に基づく技術革新（ジェンダード・イノベーション）
」でも重視されている。性差
研究に基づく技術革新とは、性差を考慮する研究開発を行うことによりイノベーション創出を企図するもの
であり、すでにある製品の見直しや、新たな研究開発に寄与するものと考えられている＊＊ 14。
性差や肌の色、年齢などを考慮した製品の研究開発を行うヒントとなるだろう。AI が不公正を広げない
よう、多様な立場から議論が進むことを祈る。
＊＊ 1 T
 om Simonite,「グーグルの画像認識システムは、まだ『ゴリラ問題』を解決できていない──見えてきた『機械学習の課題』
」WIRED ,

2018 年 1 月 18 日 .

＊＊ 2 AFP BB News ,「フェイスブックにエラー、黒人男性映った動画に『霊長類』
」2021 年 9 月 4 日 .
＊＊ 3 Joy Buolamwini,“Gender Shades”
.
＊＊ 4 J
 oy Buolamwini and Timnit Gebru,“Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification,”

Proceedings of Machine Learning Research 81:2, 2018.

＊＊ 5 Joy Buolamwini,“AI, Ain't I A Woman?”YouTube, June 18, 2018.
＊＊ 6 C
 arsten Schwemmer, Carly Knight, Emily D. Bello-Pardo, Stan Oklobdzija, Martijn, Schoonvelde, and Jeffrey W. Lockhart,

“Diagnosing Gender Bias in Image Recognition Systems,”Socius: Sociological Research for a Dynamic World 6(2020): 11,
https://doi.org/10.1177/2378023120967171.

＊＊ 7 J
 ieyu Zhao, Tianlu Wang, Mark Yatskar, Vicente Ordóñez, and Kai-Wei Chang,“Men Also Like Shopping: Reducing Gender

Bias Amplification using Corpus-level Constraints,”Empirical Methods in Natural Language Processing, (2017).

＊＊ 8 K
 ate Crawford, Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence , kindle ed. (New Haven and London:

Yale University Press, 2021), chap. 4; Zoë Corbyn,“Microsoft’
s Kate Crawford:‘AI is neither artificial nor intelligent,’”
Guardian . June 6, 2021.

＊＊ 9 横山美和「AI・オートメーションとジェンダー平等社会―国際的視点から―」
『国際ジェンダー学会誌』第 18 号（2020）22 頁。
＊＊ 10 H
 arry Pettit,“Viral ImageNet app that labels selfies is branded‘racist and offensive’after calling people‘negro’,‘slant-eye’and‘rape

suspect,’”Sun . Sep. 19, 2019; Gigazine,「巨大写真データセット「ImageNet」で攻撃的・差別的なカテゴリー分類タグ付けが判明
し人物写真の半数以上を削除」2019 年 9 月 24 日 .

＊＊ 11 Antonio Torralba, Rob Fergus, and Bill Freeman,“80 Million Tiny Images”
.
＊＊ 12 K
 aiyu Yang, Klint Qinami, Li Fei-Fei, Jia Deng, and Olga Russakovsky,“Towards Fairer Datasets: Filtering and Balancing

the Distribution of the People Subtree in the ImageNet Hierarchy,”arXiv:1912.07726
［cs.CV］,（2019）
.

＊＊ 13 CRA (Computing Research Association),“2020 Taulbee Survey,”(2021), 34.
＊＊ 14 Londa Schiebinger,“Women and Gender in Science and Technology,”
『GRL Studies』2
（2020）: 12-16（翻訳付）
.
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ジェンダーとダイバーシティを考える

「写真とことば」
ジェンダーデザイン・コンテストと
新たな多様性教育

九州大学大学院芸術工学研究院
准教授

中村

なかむら

美亜
みあ

履歴書の一部を切り取った写真が目に入る（写真１）
。履歴書の下書きをしているところだろうか。左側
に目を向けると、「たった一つ丸をかく。それだけ。だけど」と小さな文字。改めて写真を見ると、性別欄
を記載するところで鉛筆が置かれている。顔写真も切り取ったところで止まっているようだ。そこには性別
を記載することに躊躇（ちゅうちょ）している人がいる。言葉と写真の組み合わせから、言葉だけでも、写
真だけでも表されない意味が現れてくる。何か私たちにできることはないのだろうか。
これは、2021 年 11 月 3 日に開かれた「
“写真とことば”ジェンダーデザイン・コンテスト」審査会で最
優秀賞を受賞した野崎朱里さん（九州大学芸術工学部２年）の作品である。大学生、社会人、高校生から寄
せられた 103 点の応募作品の中から選ばれた。
「
“写真とことば”ジェンダーデザイン・コンテ
スト」は、九州大学大学院芸術工学研究院附属社
会包摂デザイン・イニシアティブと福岡市男女共
同参画センター・アミカスの共催で実施された。
従来の標語や明快な図柄を基調としたポスター
は、すぐに「分かってしまう」ため、見た人の意
識を素通りし、なかなか行動変容につながらな
い。そこで今回は、「これは何を意味するのだろ
う」と見ているうちに思考が広がり、深まってい
くような鑑賞型の「写真とことば」作品を募った。

写真１

最優秀賞に選ばれた野崎朱里さんの作品

■コンテスト実施の経緯

2020 年 12 月、福岡市男女共同参画センター・アミカスの職員の方から尾方義人（九州大学大学院芸術

工学研究院教授、社会包摂デザイン・イニシアティブ長）と筆者に連絡があった。次年度の 11 月に開かれ
る「アミカスフェスタ 2021」の準備を始めているが、学生など若い人の参加できるイベントを企画したい
ので協力してほしいとのことだった。アミカス（1988 年に開館）では、利用者の高齢化が課題となってい
た。九州大学では、尾方研究室の学生が中心になって 2020 年 9 〜 10 月に「ことばとジェンダー展」を大
学構内とウェブで開催していたこともあり、
「アミカスフェスタ 2021」でもこれに続く展示をすることに
なった。加えて、若い人たちにジェンダーへの関心を広めるために、コンテストを実施することにした。
最初はポスターを検討したが、ポスター制作は美術を専門にしていない人には少しハードルが高い。一
2021.12
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方、写真は誰でも簡単に撮れる半面、
ジェンダーの課題を浮き彫りにするよ

表１

社会包摂とデザインの授業概要

回

テーマ

1

ガイダンスと課題１「境界線を写す」

尾方義人（九州大学）

2

ジェンダーとデザイン

中村美亜（九州大学）

3

パブリックとデザイン

尾方義人

4

課題 2「境界線についての対話」

尾方義人

5

福岡市の男女共同参画

宮本芳行（福岡市市民局男女共同
参画部事業推進課）

6

ジェンダーと写真

小林美香（写真研究者）

7

課題３「コピーライティング」

北恭子（株式会社

8

課題４「仮作品の相互評価」

尾方義人

うな写真を撮るのは専門家でも難し
い。そこで、写真と言葉を組み合わせ
るのはどうかということになった。写
真を撮って言葉を考える、あるいは、
言葉を考えて写真を撮ることなら、初
心者でもとっつきやすい。
これには参考となる事例があった。

担当講師

電通）

2015 〜 17 年に開かれた「
“好き”に
変はない展」である。写真家の青山裕企氏と一般社団法人日本セクシュアルマイノリティ協会が実施した展
示だ。2017 年のものはウェブ上でも閲覧可能である。この展示では、写真家とセクシュアルマイノリティ
の人たちがコラボレーションする形態をとっていたが、私たちのコンテストでは、ジェンダーについての知
見を深める機会を設けることで、応募者に「写真とことば」の両方を作ってもらうことにした。
そこで、尾方教授が担当する九州大学の高年次基幹教育科目（２年生以上を対象にした全学共通科目）の「社
会包摂とデザインＢ」
（全８回）と連携し、ジェンダーや写真、ことばの表現を深める授業を開講した（表１）
。
一部の授業は、一般応募の方にも視聴できるよう録画し、ウェブ上で公開した。授業では「境界線」の写真を
撮るワークから始め、ジェンダー、パブリックデザインの基礎を講義形式で学んだ。また、福岡市の男女共同
参画担当の職員、写真とコピーライティングの専門家をお招きし、現状の理解を深め、コピーライトを実践的
に学んだ。最後に学生の仮作品を学生同士で評価し、それを修正して仕上げたものを提出してもらった。
一方、全学の 1 年生を対象にした基幹教育科目の「女性学・男性学Ｂ」
（オムニバス形式）でも、筆者が
「LGBTs と表現」をテーマにした講義を行い、
「写真とことば」作品とレポートの提出を期末の選択課題の
一つとした。コンテストへの応募は任意なため、これらの授業で課題を提出した全員が応募したわけではな
い。最終的には「社会包摂とデザイン B」から 71 作品、
「女性学・男性学 B」から 27 作品、一般応募 5 作
品（県外在住者、高校生を含む）の合計 103 作品の応募があった。この中から一次審査で 15 作品が選ばれ、
「アミカスフェスタ 2021」に出展された。

■コンテストの審査会

文化の日にアミカスで開かれた審査会では、一次審査通過者が会場またはオンラインで自身の作品を紹介し

た。一人ずつ３分のプレゼンテーションと２分の審査員とのやりとりの後、審査が行われた。審査員は、写真
研究者の小林美香、九州大学大学院芸術工学研究院教授の谷正和（文化人類学）
、知足美加子（彫刻）
、福岡市
市民局人権部長の西村孝志、福岡市市民局男女共同参
画部長（アミカス館長）の宇出研の５人が担当した。
審査の結果、最優秀作品１点、優秀作品２点が選
ばれた。最優秀賞は、冒頭で紹介した野崎朱里さん
の作品だった。優秀賞の北垣玲音さん（九州大学共
創学部２年）の作品は、波打ち際に立つ普段着の若
い女性２人の後ろ姿が印象的だ（写真２）
。雲ひと
つない空に、石ころ一つない浜辺。二人は少し距離
をとりながら、何やら楽しそうに話をしている。と
写真２
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優秀賞に選ばれた北垣玲音さんの作品

ころが、写真の両脇にある言葉は、恋心を抱いてい

特集

る同性の相手から「好きな男（ひと）いないの？」聞かれ、
答えられずにいる瞬間であることを示唆している。そう思っ
て写真を見返すと、異性愛者を好きになった同性愛者の悲哀
が感じられ、人間社会の不条理が垣間見えてくる。
もう一つの優秀賞には、福田慶一朗さん（九州大学芸術
工学部３年）の作品が選ばれた（写真３）
。
「誰かに“らしさ”
を売ってませんか？ 誰かの“理想”を買ってませんか？」
というゴシック体の文字が目に入る。その背後にあるものを
よく見ると、男もののシャツにネクタイ、汗拭きシートに制
汗スプレーらしきもの、それにダンベルが写っている。近ご

写真３

優秀賞に選ばれた福田慶一朗さんの作品

ろは女性だけでなく男性も、体形やからだの匂いに気を配ら
なくてはならない。ネクタイも女性のハイヒール同様、身体の自由な動きを拘束するものなのだろう。作品
は「いったい誰のために、気にしているのか？」と見る者に問い掛ける。年配の男性も、そして女性も、自
分はどうなのかと我に返る。
他にも、食べかけのケーキの両側に置かれたフォークの写真に「一緒にいるだけで幸せだったんだけど、
それじゃだめなのかな」という言葉を添えた宮原暖（ほのか）さん（九州大学文学部１年）の作品、片足に
スカート、片足にジーンズをあてている人を斜めに写し、
「選択肢」などの言葉を配置した龍野瑞希さん（長
野県屋代高等学校２年）の作品、「電車で化粧をするなじゃなくて、忙しいならしなくていいんだよと言っ
てほしい」という言葉と雨で濡れた地面に立つ素足を組み合わせた小川晴子さん（九州大学芸術工学部２年）
の作品など、優秀作品に選ばれなかった中にも興味深いものが数多くあった。

■新たな多様性教育に向けて

「
“写真とことば”ジェンダーデザイン・コンテスト」は、従来のジェンダー教育や行政の啓発手法へのオ

ルタナティブな在り方を提示することを意図していた。ジェンダー教育は、社会の隅々にまで張り巡らされ
た男性中心主義的な思考やシステムを批判的に暴き出すことを中心に行われてきた。近年の「Mee too」運
動にも連なる告発型のスタイルは、社会を変えることに大きく貢献した半面、ジェンダーに関心の薄い人た
ち（特に若い人たち）には反発を招きやすく、別の新たな方法が必要とされていた。一方、従来の行政の啓
発ポスターに見られる「正論の主張」というスタイルも、価値が多様化する社会にはそぐわないものになっ
ていた。今回の「写真とことば」は、これらの二つの課題に新たなアプローチを提示した。
しかしもう一つ、今回、授業での学生とのやりとりを通じて、期せずして明らかになった意義があった。
従来の多様性教育では、現状の問題点や「あるべき姿」を提示する一方で、それを実現するための道筋を考
える機会を作ることができていなかった。ところが、
「写真とことば」を制作するためには、自分の身近に
ある問題を見つけ出し、それを変えるためにどのような働き掛けが必要かを考えなければならない。また、
自分（一人称）の視点でも、社会一般（三人称）の視点でもない、いわば「私と他者の間の視点」から言葉
を見つけ、風景を捉えることも必要である。今回の授業内容の改善を重ねることで、望ましい未来に向けて
何をすべきかを時間軸で考え、私と他者の間に立って社会を変える仕掛けを考えることができる人材育成の
プログラムを開発することが可能ではないかという感触を得た。
行政と大学の連携においては、事務的な手順やできること／できないことに違いがあるため、物事が予期
した通りに進まないことも少なくない。しかし、そうした問題を一つ一つ克服していくことで、双方にメ
リットがもたらされる。引き続き福岡市との連携を深め、ジェンダーの多様性を包摂する社会の実現に尽力
していきたい。
2021.12
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ジェンダーとダイバーシティを考える

DX におけるダイバーシティの必要性

損害保険ジャパン株式会社
執行役員待遇 DX 推進部長

村上

むらかみ

明子

あきこ

■「リケジョ」とデジタルトランスフォーメーション

女性である筆者は大学・大学院と応用物理学を専攻し、金属物性の研究を行っていた。修士を取得し、企

業の研究所に入ってからは研究内容を変え自然言語処理の研究を 16 年ほど行った後、自然言語処理関係の
製品の開発現場へ移り、その後は事業会社でデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進をしている。
一貫して、「理系」と呼ばれる研究や仕事を行ってきた。常に感じてきたのは「理系の女性の少なさ」と「理
系女性は珍しい人として扱われる」ことである。
DX というと、「文系なものでデジタルは苦手で」と反応をされる事が多い。DX に必要な仕事の多くは、
大学で学ぶような高度な理系の知識を必要としておらず、必要とされる多くの知識は社会人になってからで
も十分に身に付く。しかし、
「デジタル＝理系」の仕事と見なされることも多く、さらに「女性は理系が苦
手だからデジタルも苦手であろう」という意識を持っているのか、私が DX をやっていますと言うと「女
性なのにすごいね」と言われることも多い。
現在所属している損害保険会社は、社員の割合として女性の方が多く、DX の現場も３割ほどが女性であ
る。にもかかわらず、「デジタルの仕事を女性なんて驚き」という考え方のバイアスが生まれているのか。
本来であれば積極的にダイバーシティのある職場を作って行かねばならないことを、本稿では DX と切り
離すことのできない人工知能（AI）という側面で考えてみたい。

■ DX と AI

DX とは、デジタルで仕事のやり方やビジネスモデルを変革する、という意味である。決して新しい概念

ではないのだが、ここ数年バズワードのように取り上げられることが多くなってきた。筆者は自然言語処理
の研究開発をしていたときから、コールセンターの会話ログの分析であったり、生命保険の支払いの自動化
であったり、いわゆる業務効率化的な意味での DX を 10 年近く行ってきた。近年急に DX という名前が付
いたのは、AI の進化と無縁ではないだろう。2006 年以降の AI ブームは第 3 次人工知能ブームと言われて
おり、それまでの第１、第２のブームとは異なり知識を人間が与えるタイプではない、機械学習が台頭する
ことによって生まれたブームであった。この AI ブームは終焉（しゅうえん）するどころか、もはやブーム
とは呼べないほど定着していると言っても過言ではない。
ブームの継続には大きく分けて二つの理由があると筆者は考えている。一つはディープラーニングの技術
が発達してきたこと、もう一つはインターネットの台頭により、データの生成されるスピードが加速された
ことである。大量に生成されたデータを用いて、ディープラーニングをはじめとする機械学習を行えるよう
になることで、第１、第２の AI ブームでは、人間が一生懸命書き下していた知識を機械が学習してくれる
ようになった。その恩恵がビジネスの現場まで降りてきたのが、この DX ブームであると言えよう。しか
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しこの技術は恩恵だけではなく、新たな社会問題も浮き彫りにしてきている。

■ AI はブラックボックス？

人間の判断を AI に置き換える場合、過去に人間が判断したことがデータとして蓄積されており、それを

教師あり学習の学習データとして利用できる。これは、何が正解かを人間が決めている以上、人間が恣意
（しい）的に正解を決めているのと等しい。例えば、自動車保険の支払いで事故にあった車の画像データか
ら損害額を自動で決めるような AI があった場合、過去の事例の画像と支払いデータが教師データとして与
えられ、それに基づいたモデルが生成される。直接的に人間が指示をしていなくとも、人間の判断の積み重
ねが膨大な過去の結果として結果を指示しているのと等しい。
さらに機械学習はルールベースとは異なり、判断に対しての透明性がない場合が多くブラックボックスで
あると言われることも多い。これは、なぜその金額を判定したのか、人間であれば「バンパーの損傷はこの
位置だと交換せざるを得ないのでこの金額である」という説明ができるのに対し、機械学習のモデルではこ
の説明ができないものも多く存在するからである（注：説明を加えた機械学習の判定結果を出す手法も多く
提案されてきてはいる）
。

■ AI で顕在化する過去の差別とアンコンシャスバイアス

このような過去の人間の積み重ねが教師データとして与えられている場合、実は過去の人間の失敗を再生

産してしまう罠に陥ることがある。近年 AI のジェンダー差別再生産の例で思い出すのは、Amazon の採用
システムであろう＊＊ 1。これは、エンジニア採用の効率化のために 10 年にわたる履歴書のパターンを学習
させたのだが、応募者のほとんどが「男性」であったためにシステムは「女性チェス部の部長」であるといっ
た女性と思われる特徴の見られる応募書類に低い点数を付つけたというものである。これは応募者が男性ば
かりであった過去（そもそも技術者となる教育を受ける女性が少ないことに起因する）から、機械が誤った
素性（機械学習で学習するべき特徴量）に重きを置いてしまったためである。この例はジェンダーの例であ
るが、安易に過去のデータを教師データとして使ってしまうと人種差別といった過去の人間の犯してきた負
の遺産を再生産してしまう。
またこれは、教師あり学習だけの話ではない。差別などの過去の失敗は、外見などの「分かりやすい」特
徴を基に行われてきたこともまた事実である。この分かりやすい特徴で分類してしまい、意識していないよ
うな差別につながる可能性はとても高いと言える。このような分かりやすい特徴での差別や区別を行わない
コンプライアンスのガイドラインは、人間が恣意的に与えなければ実施されることはない。
さらに、DX の現場ではジェンダーロールのアンコンシャスバイアスも顕在化する。スマートスピーカー
で利用できる AI アシスタントに女性の声しか用意されていなかったり、駅などで案内をする AI のアバター
に女性（しかも若くて可愛い容姿の女性）が用いられてしまったりする問題である。前者は「サポート的な
仕事は女性が多い」という過去の行為や思い込みから設定されていたり、後者では作成者や利用者の多く
が男性であった場合に起こってしまう。Apple や Google といった米国の会社はすぐにこの問題に対応し、
男性の声も選択できるようにしたり、「あなたは女性ですか」という質問に対し「私に性別はありません」
と答えるようにしている。2019 年には、AI スピーカーで女性の声を採用することに疑問を呈した団体が、
男性でも女性でもない中性的な音声を開発するなどした＊＊ 2。
しかし、日本ではまだまだこの分野は遅れている。2020 年に開業した某駅の AI アシスタントでは男女
の駅員のアバターが用意されたが、男性は実際の人間に近い容姿であるのに対し、女性は若い容姿のアニメ
のキャラクターを採用、髪を触るなど案内以外の仕草などが導入され、SNS などで男女の容姿の違いに多
くの非難が相次いだ。そのような非難が起きることを予測できなかったのは、開発の現場にダイバーシティ
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がなかったからではないかと邪推してしまう。

■ AI を使う DX の現場でやらなければいけないこと

AI 利用の倫理的問題は、このような差別の再生産だけの問題だけではなく、プライバシーやセキュリ

ティ、AI 弱者を取りこぼさないための教育や人間中心といった倫理的観点からも多く議論されている＊＊ 3。
その中でも差別の再生産を防ぐために関連が深いのは「公平性、説明責任、および透明性（FAT）の原則」
である。この FAT の三つの要素は次の通りである。
①公平性 (Fairness)
AI が不当なバイアスを社会に反映させることがないように配慮するもの
②説明責任 (Accountability)」
AI を導入するうえで、AI を用いた業務の内容や目的、不祥事が生じた場合に誰がその AI の責任を取る
のか、といったことを開示するもの
③透明性 (Transparency)
AI の仕組みやプロセスが明瞭に理解できるようになっていること
この３原則はまさに、AI による差別やアンコンシャスバイアスの再生産を防ぐものであり、この実施の
ためには AI 導入の現場にダイバーシティが必要である理由であると言えるだろう。

■ DX の現場におけるダイバーシティの必要性

このように、DX の導入において AI 開発や導入する際には、気を付けなくてはいけない多くのポイント

がある。似たような考えや過去の経験を持つ人だけで構成されるチームでは、こういったポイントを見つけ
ることが難しいと言える。2019 年の世界女性デーに Pivigo という AI のデータサイエンスハブの CEO で
ある Kim Nilsson が Forbs に寄稿した
「Why AI needs more women ＊＊ 4」
という記事では、AI は
“White
men of a certain age”
、つまり「ある年齢層の白人男性」によって作られているため、いろいろな問題が
起きていると指摘している。人種や性別、年齢などで偏った人たちが AI をデザインしたり、学習モデルを
作成したりすることで、偏見やアンコンシャスバイアスを助長してしまう危険性を指摘しているのである。
その危険性の排除のために必要なのは、開発現場の「多様性 - ダイバーシティ」であることは明確であ
ろう。研究の舞台である学会では、女性のメンタリングセッションや女性活躍を考えるセッションなどが国
内海外を通して多く開かれている（写真 1、2）
。ま
た、イギリスのオックスフォード大学とケンブリッ
ジ大学ではコンピューター関係全般に関わる女性向
けの会議が毎年開催されている。情報の分野での女
性の育成と活躍をまずは推進しなくては、開発の現
場になかなか女性が増えず、男性の仕事という認識
を変化させることはできない。
しかし、実は大事なことはもっとその先にある。
多様性の確保というと、
「女性を意思決定に入れる」
ことで済ませてしまいがちであるが、これではまだ
解決には至らない。例えば、学会であれば理事に 2
写真１
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2016 年人工知能学会（JSAI）女性セッションの様子

人女性を採用しました、というようなものだが、大

特集

事なのはこの女性理事が、なんの忖度（そんたく）
もなく、発言をして周りにインフルエンスすること
のできる環境を担保することだ。近年言われている
ダイバーシティ＆インクルージョンの、インクルー
ジョンが一番大事であるといって過言ではないだろ
う。また、日本では多様性というと性別だけが取り
沙汰されがちであるが、多様性にはもっと様々なも
のがある。例えば、色々な部署や会社の経験といっ
たものも多様性の一部である。流動性のない日本の
会社では、中途採用の人が職場にいることが珍しい
こともあり、なかなかその会社で常識と思われてい
る非常識を指摘できない場合がある。DX のような
技術に関することだけではなく、組織の成功として

写真２ 2016 年アメリカ人工知能学会（AAAI）
女性メンタリングセッションの様子

はそのような多様性をいかにインクルージョンしていくかが鍵となっていくだろう。
＊＊ 1

Dastin, Jeffrey、焦点：アマゾンがＡＩ採用打ち切り 「女性差別」の欠陥露呈で、REUTERS（2018 年 10 月 11 日配信）
＊＊ 2

Simo, Matt、ジェンダーレスなデジタル音声「Q」は、社会を変える可能性を秘めている、Wired（2019 年 5 月 28 日配信）
＊＊ 3

総務省、国内外の議論及び国際的な議論の動向（2019）
＊＊ 4

Nilsson, Kim、Why AI needs more women、Forbs（2019 年 3 月 8 日配信）
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新素材！チャーガエキス配合の薬用育毛剤の開発

岡山大学 研究推進機構
企画戦略室（兼）知的財産本部
准教授

嵯峨山

さがやま

和美

かずみ

■民間薬としてのチャーガ

チャーガ（Inonotus obliquus 、和名：カバノアナタケ）は、シ

ラカバなどのカバノキ類の幹に寄生する耐寒性のキノコで、樹皮を
破って黒い固い菌核を形成する（写真１）。北半球の温帯から亜寒帯
地域に広く分布し、日本では北海道、東北地方、長野県などで見ら
れる。1970 年にノーベル文学賞を受賞した当時ソビエト連邦の作家
アレクサンドル・イサーエヴィチ・ソルジェニーツィンが、著書『ガ
ン病棟』の「白樺の癌」という章で、「モスクワ郊外の医者が何十年
も勤めている病院にくる農民の患者には癌がめったに見られない。
調査したところ、そのあたりの百姓たちは、お茶代を節約するため
に、チャーガを煎じて飲んでいることを発見した」と、チャーガの
薬効について触れている＊ 1。事実チャーガは、ロシアや西シベリア
では、4 世紀以上にわたり癌に対する民間薬として使用されている。
このためチャーガの抗腫瘍（しゅよう）作用に焦点が当てられた研
究が世界中で進められてきた。またチャーガは、抗酸化作用、抗炎
症作用、糖尿病や動脈硬化などの予防効果を示すことも報告されて
いる。このことから日本では、機能性食品としての活用も検討され、
チャーガの粉砕物や粉末あるいは液体培養液が、健康茶として販売

写真１

チャーガ（カバノアナタケ）

されている。

■即実行！トントン拍子にご縁に恵まれる

徳島大学は、モンゴル健康科学大学（現モンゴル国立医科大学）との学術交流に関する協定書（2007 年

10 月 5 日締結）に基づき、「生薬学・天然物化学分野での指導・教育を行うとともに、薬用植物を含む天
然薬用資源に関する共同研究の推進」を行っていた。2012 年、大学院医歯薬学研究科（歯学域）山下菊治
准教授（当時、現新潟薬科大学教授）が、モンゴルの留学生から、
「モンゴルでは、伝統的にチャーガやプ
ランタゴマヨル（Plantago major 、セイヨウオオバコ）などの煮汁を洗髪剤などとして用い、洗い流す前
に髪に染み込ませておく地方がある」との情報を得た。これは黒い髪を維持するためと考えられる。山下准
教授は、これら材料の抽出物の各種代謝酵素活性に与える影響を調べ、育毛活性に関する研究へと発展さ
せていた。当時、徳島大学産学官連携推進部知的財産本部に所属していた筆者は、この研究成果の特許出
願（PCT/JP2013/082322）を担当した。そして、本件の技術移転活動の一環として、2013 年 5 月 8 日
14

2021.12

〜 10 日に東京ビッグサイトで開催された「BIO tech 2013」で、本研究成果を紹介するためにブース出展
し、山下准教授にアカデミックフォーラムで
「チャーガの発毛・育毛効果」
の口頭発表をお願いした。この時、
偶然、徳島大学のブース前に足を止めてくださった某監査法人の T 氏から「知り合いが本件に関心を持つ
だろう」という情報を得て、筆者はその知人を紹介いただいた。筆者からこの知人である株式会社スヴェン
ソンの I 氏宛てにダイレクトメールを送信したのが 2013 年 5 月 27 日だ。初めての挨拶メールで、厚かま
しくも面談を依頼し、再度、山下准教授とともに 6 月 20 日に上京、株式会社スヴェンソンの本社（港区）
を訪問した。紹介者の言葉通り、本件に興味を持っていただき、検討くださることとなった。早速、山下准
教授保有のチャーガ乾燥エキス粉末 17g を提供した（7 月 11 日、研究成果有体物売買契約書締結）。
スヴェンソン社では、サンプルの溶解性やその単体と配合成分との相性の確認、また髪への染色性の試験
や育毛について検討する予定で、山下准教授との質疑応答が続いた。11 月 14 日には I 氏とともに本件の
開発責任者である同社のヘアケアマーケティング事業部長の福元隆俊氏が徳島大学へ来学くださり、チャー
ガ原料に関するこれまでの実験結果から詳細な意見交換を行った。共同研究開発を目指して、競争的資金獲
得のための相談も行った。
2014 年 1 月 28 日には、福元部長と筆者は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）を訪問し、担
当者から適した事業を紹介いただいた。そこで、A-STEP 産学共同促進ステージ（ハイリスク挑戦タイプ）
に「チャーガの発毛効果の実証およびヘアケア製品応用のための基礎評価」として共同申請したが、残念な
がら不採択であった。しかしながら、スヴェンソン社から「中期計画で、育毛効果について科学的なエビデ
ンスのある医薬部外品の新規原料として、チャーガ抽出物原料の実用化研究を共同で行いたい」とのあり
がたいご要望を受け、2014 年 5 月 8 日に共同研究契約書の締結に至った。チャーガをヘアケア製品 ( 医薬
部外品および化粧品 ) に使用するための基礎評価について研究（医薬部外品：発毛効果、化粧品 保湿効果）
を行うことが目的である。
実験が進むにつれ、育毛効果は、チャーガ熱水抽出物のどの成分が主体なのかという疑問が生じた。そこ
で、筆者はこの課題を解決すべく、学内で有効成分の探索研究を進めるために、学内の他の研究者を紹介さ
せていただいた。
一方、前述の協定書に基づく一環として、大学院医歯薬学研究科（薬学域）柏田良樹教授の生薬学研究室
では、モンゴル民族が伝承する貴重な薬物の情報と新規医薬品創薬を目指した薬用植物の含有成分に関する
研究を行っていた（2010 － 2012 年基盤研究 B 採択「モンゴル民族の伝統薬物調査とその有効利用に関す
る研究」）。モンゴル産植物から新規化合物を単離し、化学構造を明らかにする研究である。加えて、柏田教
授は、シラカバ樹皮に多量に含有されるトリテルペンの化学修飾とその抗 HIV 活性に関する検討によりベ
ツリン酸誘導体 (bevirimat) に極めて強い抗 HIV 活性を見いだし、米国で臨床応用試験まで展開した経験
を有していた。柏田教授はチャーガ研究に興味を持ってくださり、2015 年 5 月 14 日に新たな共同研究契
約が締結された。幸運にも学内で研究者間の橋渡しをすることができたのである。

■ JST A-STEP マッチングプランナープログラム採択のおかげで研究の土台を築く

チャーガに含まれる発毛・育毛効果を有する化合物の同定を行うに当たり、活性評価系の確立が必須で

あった。当初、発毛・育毛に関与する代謝酵素を用いた評価系を検討したが、これまでの実験結果と対応し
ていなかったため、この評価系を指標とした探索は困難と判断した。研究開始早々、大きな問題に直面し
た。そこで福元部長と相談し、スヴェンソン社にて毛乳頭細胞増殖促進作用、テストステロン５αリダク
ターゼ阻害活性、アンドロゲンレセプター拮抗作用、ヘアサイクルに関与する遺伝子の発現調節作用を評価
していただくこととなった。この活性評価の結果、チャーガ 80％エタノール抽出物が陽性対照のミノキシ
ジルよりも低濃度で毛乳頭細胞の増殖を促進することが明らかになった。医療用医薬品ミノキシジルを上回
2021.12
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るチャーガエキスの毛乳頭細胞増殖促進活性がここに見いだされたのである。
この結果を受け、ヒト毛乳頭細胞増殖促進活性を指標としたチャーガの発毛・育毛活性成分の探索研究を
本格的に始めることとなった。本研究計画を JST 平成 27（2015）年度第 1 回マッチングプランナープロ
グラム「探索試験」に応募し、「モンゴル天然薬物チャーガを素材とする新規ヘアケア製品の開発」として
採択された。本プログラムに採択されたことにより、研究の土台となる評価系を当研究室に確立することが
できた。この評価系を用いて探索研究を進めた結果、毛乳頭細胞促進活性成分としてラノスタン型トリテル
ペンのラノステロールを中心とした複数の化合物が同定された。これら結果をスヴェンソン社と徳島大学と
で特許共同出願（PCT/JP2018/024979 ＊＊ 1）するとともに、国際学術誌に論文発表した（J. Nat. Med .
2019, 73 , 597-601 ＊＊ 2）。

■企業と大学とのキャッチボールは続く

スヴェンソン社と徳島大学の出会いから、2021 年 6 月 1 日にザ・

チャーガ薬用スカルプシャンプーが、6 月 17 日にザ・チャーガ薬用
育毛剤がそれぞれプレスリリース（写真２）されるまで、丸 8 年を
要した。この間の双方のやり取りは、終始、福元部長と筆者とであっ
た。
「新有効成分含有医薬部外品」の承認申請はハードルが非常に高い
ため、スヴェンソン社は、チャーガ 80 % エタノール抽出物を「新規
添加剤を配合した医薬部外品」として、非臨床安全性試験（急性毒性
「経口」
）
、皮膚一次刺激性、連続皮膚刺激性、眼刺激性試験などを実
施し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（Pharmaceutical and
Medical Device Agency；PMDA) の審査を経て、厚生労働省の承
認を得た。ついにチャーガを新たな素材とした育毛剤の商品化に成功
したのである。
また、PCT 出願に対する国際調査機関からの見解書に対しては、

写真 2

チャーガの開発商品

2019 年 1 月 22 日に企業とともに筆者も特許庁審査官と面談を行い、
無事に７月 30 日に日本国の特許査定を受けることができた。研究成果の公表では、2018 年日本薬学会第
138 年会でのポスター発表や 2021 年第 46 回日本香粧品学会での口頭発表とスヴェンソン社と徳島大学と
の連携は続いた。現在も大学院医歯薬学研究科（薬学域）田中直伸准教授により成分の探索研究が続いてい
る（2020 － 2022 年基盤研究 C 採択「カバノアナタケを素材とした新しい発毛・育毛剤の開発研究」）。
今後は、活性化合物を最適化し、医薬部外品から医薬品（発毛・育毛剤）への開発を目指して、スヴェン
ソン社と一緒にさらなる企業へと働き掛けたい。
最後に、産学連携はネットワークを活用し、即実行！に移すことが重要である。全ての案件で同じ過程は
ない。とにかく、OJT で自己の経験を重ねながらも、他者の実証研究・事例報告などを謙虚な気持ちで学
び、よく考えて応用しながら動くことが大切だと思う。
＊1

新潮文庫、ガン病棟（上）11 白樺の癌
＊＊ 1

特許第 6582322 号、CN110891577、TW201904582
＊＊ 2

DOI: 10.1007/s11418-019-01280-0
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函館発
産学連携による植物工場先進 ICT 研究事例

公立はこだて未来大学
情報アーキテクチャ学科 教授

大場

みち子

おおば

みちこ

株式会社アプレ

高森

たかもり

満

みつる

公立はこだて未来大学（未来大）の学生には、実験・研究フィールドに農業を希望する学生が毎年
数人いる。北海道では農業と ICT を組み合わせてテーマにしたいと考えるのは自然なことで、これ
は東京などの大都市と異なり興味深い。未来大では創立以来、その時々の最新 ICT 技術を農業フィー
ルドで活用するための研究を行ってきた。今回は、最新 ICT 技術を農業フィールドに適用した一事
例を紹介する。

■植物工場と ICT 研究は相性がいい

学生の研究テーマとして農業を採用するには、幾つか条件を満さなければいけない。例えば、研究・実験

できるフィールドがありそこで学生が活動できること、パートナーとなる農家（企業）の協力が得られる
こと、研究用データが取得できることなどが挙げられるだろう。植物工場は、これらの観点で最適の研究
フィールドである。学生が一年間という短期間で研究成果を上げなければいけない状況下では、Wi-Fi（ワ
イファイ）環境や電源などを整備しやすくデータの取得が容易で、農業分野の研究で苦労することが多い天
候問題（寒暖差、風雨など）や土、泥との闘いを回避できる植物工場は多くの条件を満たしており、とても
ありがたい研究フィールドである。今回は、学部生、院生の卒業研究の場として野菜を生産する株式会社ア
プレ（北海道亀田郡）＊＊１の植物工場の生産現場を利用させていただいた。
学生にとっては研究成果が得られるばかりか実際の企業の方との接触で多くの経験や知見が得られ、様々
な人と仕事をしていく上で必要な社会人基礎力も養える。対するアプレは、業務改善や効率化のヒントが得
られ、最新 ICT の動向を体験できる Win-Win（ウィン ウィン）の関係を構築することができる。それが
このプロジェクトの狙いの一つである。

■様々な研究分野をカバーする研究プロジェクト

研究プロジェクトのテーマ選定は、その時点でホットな

ICT 技術の習得と活用だったり、学生の進路や希望だった
りを考慮して大学とアプレ側で協議して決めている。その
結果、表 1 に示すように、音声応答、機械学習などの最新
ICT 技術を利用したツールや手法の開発、スマートフォン
やタブレットのユーザーインターフェース（UI）設計など
様々な研究テーマが選ばれている。研究プロジェクトの進

写真 1

植物工場と打ち合わせの様子
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め方としては、例年４月にテーマ選定とキックオフを行い、中間成果発表が 10 月、論文完成が翌年の１月、
学会発表が３月というのが通常のスケジュールとなっている。キックオフ時には、アプレの生産現場を実際
に見て野菜を生産する環境や作業工程をまず学生に理解してもらう。同時に一年間どのようにプロジェクト
を進めるか、学生も指導する大学、アプレ側も研究テーマに即した活動がイメージできるようにブレインス
トーミングなどを行う。学生はその後、研究で使用するプログラミング言語やツール、UI 設計に必要な知
識などを並行して学習し研究を進めていく。写真 1 は植物工場と打ち合わせの様子である。
表１

研究テーマと研究分野

研究テーマ

研究分野

ナスの収穫タイミングを学習するツール

現場向け CAE ツールの設計と実装

ミニトマトの糖度予測

画像分析と機械学習による糖度予測の設計と実装

手が空いてない状況での情報入手と活用

音声応答アプリの設計と実装

環境データからの収穫量の予測

統計予測モデルの設計と実装

パート社員も使いやすいアプリ画面設計

タブレット UI 設計と実装

■音声応答アプリの設計と実装

これまでの研究プロジェクト成果を解説するだけの紙面がないので代表的なプロジェクトについて説明し

たい。植物工場の生産現場や加工場などでは、両手が塞がっている、手が汚れている、もしくは軍手をして
いるなどの状況にありキーボードはもとより、タブレットでさえ使いづらい。そこで当時、流行し始めたス
マート・スピーカーを利用することで、音声で質問したら答えてくれる、もしくはメモを取る代わりに音声
で記録できないか、ということを研究テーマとした。例えば日々発生する現場の事象は日報の形でレポート
されているが、詳細に書くのは大変で、細かな課題や不満は結局報告されず、突如顕在化しトラブルとなる
ことがある。その解消を目指すべく音声を利用したら、タイムリーかつ簡便に必要情報を入手して関係者に
報告してくれるのではないかと考え、音声応答アプリの設計と実装を目指した＊＊ 2。
音声応答アプリの構成は図 1 のようになる。システム本体は、Amazon Web Services（AWS）上に構
築される。開発者は、スキルと呼ばれるコンテンツを作成するためのソフトウェア開発フレームワークの
Alexa Skill Kit 上に発話する単語の候補とそれらの取り扱いの定義、AWS のサーバレスコンピューティン
グサービス、Lambda で音声を認識したときの振る舞いをコード化する（この場合は Python 言語を使う）、
そこで DynamoDB（マネージド NoSQL データベース）に文字化した音声データを記録したり、業務シ
ステムのデータを引用するために外部シス
発話内容の記録

との API 連携を記述したりする。利用者

音声認識，発話内容を元に
処理リクエスト送信

へ音声で回答するとともに、テキストを
Amazon
DynamoDB

JSON

（データベース）

利用者

スマート Alexa skills Kit AWS Lambda
スピーカー
（バックエンド）
（フロントエンド）

植物工場のデータ参照

結果の確認

図1
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音声応答アプリの構成

記録するためにビジネスチャットツール
の Slack や LINE への通知を行う。と言っ
た具合に、それほど複雑でないにせよクラ
ウド内部での振る舞いや外部連携に関する

API

発話の感知

テム（ここではサイボウズ社の Kintone）

様々なやりとりを定義、実行する必要があ
Kintone

（業務システム）

る。開発を担当した学生はこれらの一連の
動作を実装し、検証することで、多くのス
キルを身に付けることができた。

■音声応答アプリプロジェクトの評価と課題

音声応答アプリを設計・実装した結果、音声入力をテキストに変換して記録することはできたが課題も

残った。現在のスマート・スピーカーの機能レベルでは、記録のための発声は、それを一気に一息でよどみ
なく言い切らないと、きちんとしたセンテンスとして記録されない。そのためには利用者が事前に頭の中で
文章を整理して発声し、ある程度の訓練をあらかじめ行い、その結果を通じて慣れておくことが必要だ。そ
れを可能にするためには事前の練習プログラムを準備しないと実用化が難しいと感じた。
さらに興味深かったのは、スマート・スピーカーは方言に対して音声認識の精度が落ちるという結果が得
られたことである。植物工場がある土地柄、年配の方が地方固有の表現をされると、それを認識してくれな
い。スマート・スピーカーの音声認識機能の改善項目には、このようなことが入っているのだろうか。一方、
音声で回答しても手元に記録が残らないので、LINE/Slack のようなツールに記録を残す工夫が必要であろ
うとの意見が出た。そうしないと何度も同じことを聞き直すか、自分でメモを書いておかないといけないこ
とになる。それであれば、そもそもスマホに話し掛ければ済むのでは？

という議論にも発展した。

音声応答システムにはいまだ開発方法論が確定していない。これに関しても多くの知見を得ることができ
た。スマート・スピーカーのビジネスへの利用では様々な課題が残っている。今後のスマート・スピーカー
の性能向上に期待したい。

■研究プロジェクト全体の評価

研究プロジェクトでは学生の積極性、探究心、執着心といったモチベーションを一年間保ち続けることが

大事である。学生が企業の方々と直接、議論をして自らアプリを考え、開発し、それをプレゼンする機会が
与えられる。開発したアプリを実際に企業の方が使っている様子を見て改善するなどの体験は学生のモチ
ベーション維持に大きく貢献していると思う。
プロジェクトには、スキルのあるメンバー（先輩の学生、場合によっては外部のエンジニアなど）をサ
ポートとして必ず参加させている。学生が技術的に困っているときに先輩やエンジニアからアドバイスをも
らい、また道筋を示してくれるのが彼らにとってとても心強い。これらのプロジェクト体験は「前に踏み出
す力」「考え抜く力」
「チームで働く力」からなる社会人基礎力も鍛えてくれている。一方、企業サイドの協
力は極めて重要だ。日々作業時間が決まっている中で時間を作って学生に付き合ってくれ、学生のつたない
説明にも辛抱強く対応してくれたり、素直な意見を言ってくれたりと学生のモチベーション維持に欠かせな
い貢献をしてくれている。

■今後の展開、研究の継続と実用化推進

一年間の研究プロジェクトでは実用レベルまで研究を昇華させるのは難しい。毎年、学生は入れ替わって

しまうのでプロジェクトを継続することができない。研究テーマには新しいテクノロジーを活用したいという
学生や大学側の意図も働く。そのような環境下で２～３年一つのテーマを追いかけて発展させることができる
と、有意義な実績も作れるようになると思う。研究プロジェクトの成果を発表する機会を設け、ベンチャービ
ジネスや企業が興味を持ってそこに投資できるような仕組みも構築できたら素晴らしいと考えている。
＊＊ 1

<title>Apure( アプレ ) ｜きれい・おいしい・栄養豊富・鮮度が長持ちの野菜 </title>
＊＊ 2

外舘有希 , 大場みち子 , 高森満 , 企業向け音声対話システムを対象とした要求獲得支援システムの構築 , 第 81 回全国大会講演論文集 , 2019(1),
673-674, 2019
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食品大手各社と連携
食品微生物制御センターの目指すもの

九州産業大学 生命 科 学部
食品科学コース 教授

中山

なかやま

素一

もとかず

■まえがき

食品産業では、持続的社会実現のための食品ロスの削減、食品事業者に食品衛生管理の手法「HACCP（ハ

サップ）
」の制度化が注目される昨今、消費・賞味期限の延長や顧客クレームの迅速な対応が喫緊の課題となっ
ている。消費者の食の安全・安心への関心も高い現代社会では、微生物が原因で食品事故が発生した場合、そ
の原因微生物を迅速に同定して情報提供し、食の安全確保のため対策を講じなければならない。しかし、従
来の微生物同定法や菌株識別法では、分析に長時間を要す上、最終判定に高い専門知識が求められる。
われわれの活動では、その課題を克服すべく、臨床分野で菌種同定技術として活用が始まっている
Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry（MALDI-TOF
MS）を分析に用いることを軸に、食品産業で問題となる微生物の同定に特化した、迅速・簡便かつ低コス
トな識別手法として食品業界に普及させることを目的として、将来的には食品関連微生物の研究および情報
発信の拠点となることを目指す。

■食品業界の背景

微生物による食品汚染事故を低減するためには、原料や環境から混入してくる微生物を量的にも質的にも

評価することが重要となってくる。量的な評価の菌数測定に関しては、菌が産生する ATP（アデノシン三
リン酸）を検出する迅速法などが開発されている。一方で、質的評価である菌種同定に関しては、伝統的な
コロニーの形態観察などの性状試験、または細菌では 16SrRNA 遺伝子、真菌では 26SrRNA 遺伝子の解
析といった手法が主流であるが、いずれも同定に要す
る時間が長く、作業には高い専門性が求められ、かつ
コスト高となるため、例えば時系列での菌叢（きんそ
う）解析など多検体の試料を迅速に菌種同定すること
は全く叶わなかった。このことが、製造現場などでの
菌叢解析の敷居を高くし、制御すべき微生物の正体を
明らかにすることを困難なものとしていた。

■同定技術の背景

近年、微生物同定において質量分析技術の一つであ

る MALDI-TOF-MS（マトリックス支援レーザー脱離
20
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食品微生物制御センター内 MALDI-TOF-MS

イオン化飛行時間型質量分析法）が注目され、既に臨床分野では広く活用されるようになってきている＊＊ 1。
これまでの質量分析の技術では、タンパク質などの生体高分子をイオン化することは困難であり、生体高
分子の質量分析は難しいとされてきたが、近年ではレーザー光を吸収する有機低分子（マトリックス分子）
と試料とを混ぜて結晶化させることで生体高分子でも分解が起こらずに質量分析が可能となった。微生物識
別の場合、菌種保存性の高いリボーソムタンパク質をメインターゲットとして分子量 2,000 ～ 20,000Da
（ダルトン）の範囲のマススペクトルデータで識別する。識別においてはスペクトルデータのピーク一つ一
つを特定のタンパク質に帰属させずにスペクトルパターンの類似性で菌種同定を行う方法、いわゆるフィン
ガープリント（指紋鑑定）法が主流である＊＊２。犯罪捜査の指紋鑑定では、遺留された指紋や被疑者から採
取した指紋を、データベースの指紋と照合し被疑者の割り出しを行っているが＊＊３、それと同様にわれわれ
は食品関連微生物の指紋（マススペクトル）から菌の割り出し（同定）を行っている。

■課題と活動への着想

既に機器メーカーからは、臨床用途向けにデータベースと微生物同定ソフトを提供しているが、データ

ベースに格納されているスペクトルデータ中に同定を実施したい食品関連微生物のデータが登録されていな
ければ、同定ができないという基本的な問題がある＊＊ 4、＊＊ 5。実際、食品原料や製造環境からの分離菌は、
データベースに未登録な菌種が多く、同定ヒット率は非常に低いものとなった。食品産業界の事業形態を考
えると、一つの会社でも原料として魚介類、肉類、乳製品、野菜・果実類と多種多様の原料を使用し、製品
においても種々の食品カテゴリーの製品を製造している状況で、自社で網羅的にデータベースを作成するこ
とは限界がある。このような現状から、食品関連微生物専用のデータベースを拡充することが本手法を食品
産業へ展開する上で不可欠だと考え、食品会社とともにコンソーシアムを組織し、おのおのが原料や環境か
ら分離したデータベースに登録されていない菌について、遺伝子解析で得られた菌種名を紐（ひも）付けし、
そのマススペクトルデータを集積・共有することを着想した。

■コンソーシアムの結成

そこで、MALDI-TOF MS を所有している食品関連会社にデータベースの共有を提案したところ、多くの

会社に賛同を得て、九州産業大学を含む 13 団体でコンソーシアムを結成しデータベースの共有を 2020 年に
スタートさせ、2021 年に九州産業大学において「食品微生物制御センター」を開設した（図１）
。データ共
有は現在のところ電子メール
で行っているが、2023 年度
各社へデータ共有
事務局

データベース化

九産大

日本食品分析センター
既存データ・菌株
送付

九州大学

データベースの構築のための
コンソーシアム活動
図1

参画機関
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
日本コカ・コーラ㈱
マルハニチロ㈱
㈱明治
やまやコミュニケーションズ
日本生活協同組合連合
㈱日清製粉グループ本社
カゴメ㈱
日本ハム
ニチレイ
キューピー㈱
東京都健康安全研究C

コンソーシアムの活動モデル

には九州産業大学内に専用
サーバーを設置し、コンソー
シアムメンバーが自由にデー
タにアクセスできる会員制サ
イトを稼働させる予定であ
る。これまでに 150 株程度
の共有にとどまっているが、
今後は菌株の取得とデータ共
有をさらに加速していく。ま
た、データベースに格納する
マススペクトルについては、
コンソーシアムメンバーが
2021.12
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同定に使用することから、その取得方法や品質などの精度管理も重要
となってくる。このため、食品産業における MALDI-TOF-MS の微
生物同定手法の標準化や精度管理についても策定していく。さらには、
食中毒菌も含めた食品汚染菌のリスクプロファイルを作成し、例えば
原料や製造環境レベルでどのような所から混入してくるリスクが高い
などの原因究明につながる情報や増殖特性などの予測微生物学への応
用も可能な情報をリスクデータベースとしてメンバーで共有していく
予定である。食品汚染菌のリスクプロファイル化は、商品化のスピー

食品微生物制御センター内
MALDI-TOF-MS 分析風景

ドアップを図る上でも食品産業に大きく貢献できると考えている。

■期待される成果・今後の展望

当センターの役割は、コンソーシアム活動の推進だけでなく、地場食品産業へ裾野を広げた支援に関しても

重要な柱としていく。その一環として福岡県工業技術センター生物食品研究所と協同で地場企業への技術支援
を行っており、これまでの支援では、製品の菌叢状態を詳細に明らかにして賞味期限の延長などにつながる成
果を挙げている。今後は会社の規模にかかわらず地場の食品会社へ支援を拡大していきたいと考えている。
今後の展望としては、さらに活動範囲を拡大させ、将来的に「食品微生物制御センター」を日本の食品汚
染微生物に関するデータを集結した一
大支援拠点として、役割を担えるよう
にしていきたい（図２）。

技術革新と作る責任で
食品ロスを削減！
業界標準・国際標準

重要性が高い食品関連微生物の情報

標準化

をデータベースに追加していくこと

センター運営
自立化

で、食品企業全体として食の安全に対
する技術力のボトムアップにつなげて
いき、さらには新しい食品リスク評価

研究支援機関
大学・技術支援機関

の仕組みとして食品業界での標準化を
目指していく。
是非、コンソーシアム活動および賞
味期限延長などによる食品ロス削減に
興味のある食品会社の方はご連絡いた

分析手法の共同開発

食品関連微生物の
コンソーシアムの形成

企 業
食品産業・機器メーカー
データベースの公開
技術支援

研究開発助成金
共同研究費

だければと考えている。

資金

図2

資金

データベース使用料
共同研究費
特許実施料

食品微生物制御センターの活動モデル

＊＊ 1

東山智宣，中西豊文，田窪孝行，Mycotoxins，63，209-216（2013）
＊＊ 2

関口幸恵，腸内細菌学雑誌，29，169-176（2015）
＊＊ 3

警察庁 Web サイト，平成 20 年警察白書
＊＊ 4

青山冬樹，電気泳動，61，145-148（2017）
＊＊ 5

上原さとみ，高橋由美，吉原祥子，阿久澤圭子，並木輝美，千葉隆司，鈴木淳，貞升 健志，日本食品微生物学会雑誌，37，14‒19（2020）
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社会の知を取り込む実務家教員
実務家教員の展望と課題

社会情報大学院大学
実務教育研究科長

川山

かわやま

竜二

りゅうじ

■実務家教員の変遷

実務家教員の話をするときは、いつも実務家教員が求められる社会的な背景から説明することにしてい

る。実務家教員の根本的な発想は、
「社会の知を取り込む」ということにあると筆者は考えている。実務家
教員の社会的・歴史的な背景としては、１＋３段階ある。１は明治初期のお雇い外国人を指しているが、現
代の実務家教員とはつながっていない。３は、１法令上の整備（可能段階）
、２専門職大学院（制度化の段
階）、３政策的段階（普及の段階）である。

■実務家教員の可能性を開く

いわゆるアカデミックキャリアをたどらない者が大学教員になる道を開いたのは、昭和 60（1985）年の

大学設置基準改正であると筆者は考えている。大学設置基準において、教授の資格を定める第十四条に第 6
号として「専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者」が加えられた。
当時の施行通知には、
「大学における教育研究の一層の発展を図るためには、大学や研究所のみならず広
く社会に人材を求め、その優れた知識及び経験を大学において活用することが必要であることにかんがみ、
各界にあって、優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者について、大学の教授
等の資格を認めることとしたものである」と記載されていた。ところが、実際に実務家教員の任用が取り沙
汰されることはなかった。
他方で、1990 年代初頭にかけて「社会人教授」という別の文脈で書籍が刊行された。筆者は「社会人教
授」と今般の「実務家教員」は明確に区別しておくべきであると考えている。本来であれば社会人教授は、
広い概念であり実務家教員も社会人教授の一つに位置付けられるような言葉である。しかし、社会で一時期
ブームになった（？）社会人教授は、
「社会人経験を経て」アカデミックキャリアに転向した人をおおむね
指しているように思われる。例えば、ある人が長年企業に勤めていたが、
「物理学」についての関心が学生
時代より再燃し、大学院理学研究科に進学し学位を取得して大学教員に転身するというようなストーリーで
ある。今の社会人教授と実務家教員との違いは、自身の実務経験との断絶である。今、挙げた事例は、自身
の実務経験と関係なく知的関心にも基づいて大学教員になっている。もちろんそういった社会人教員が必要
ない、と言っているわけではないが今般求められている実務家教員は、実務経験を踏まえた上で教育研究指
導ができる大学教員を指している。
①専門職大学院と実務家教員
2003 年に大学院の機能の中でも、理論と実践を架橋する教育を理念として掲げ、高度の職業上の専門性
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を有する高度専門職業人の養成に特化した専門職大学院制度がスタートした。理論と実践を架橋する教育を
実現させるため、この専門職大学院制度の中で実務家教員が定義されることになった。
専門職大学院においては、専攻分野において、おおむね 5 年以上の実務の経験と実務の能力を有する者
を実務家教員と定めている。そして、専任教員のおおむね３割以上（法科大学院においては２割以上、教職
大学院においては４割以上）を実務家教員にすることが定められている。
専門職大学院制度が成立し、研究者教員と実務家教員の区別が実質上制度化されることになった。このこ
とは、高度専門職業人の育成が社会からの要請であることはもちろんのこと、その養成にあたっては「社会
の知を取り込む」必要があったということであろう。
②高等教育改革と実務家教員
2018 年に公開された「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」では、社会のニーズを踏まえた
教育を幅広く展開させることを目的として、実務家教員の登用がうたわれている。また、高等教育の無償化
の機関要件としても「実務経験のある教員等の配置」を課している。これまで実務家教員は高度専門職業人
の養成という文脈に限って述べられていたことが、大学にまで波及してきたといえる。これもまた実践的教
育を高等教育で実現するために「社会の知を取り込む」作用が働いていたといえる。
他方で、社会・経済構造の変化に対応するため、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的
能力を培うことを主眼におかれた専門職大学・専門職短期大学制度がスタートした。この専門職大学・専門
職短期大学では、専任教員のおおむね 4 割以上が実務家教員であり、そのうちの半数は「研究能力を併せ
有する実務家教員」である必要がある。新たな知が必要となるたびに「社会の知を取り込む」ために、実務
家教員にもある程度の役割を課すようになってきた。

■実務家教員の課題

このように実務家教員は、可能性の段階、制度化の段階、普及の段階とたどってきた。しかし、実務家教

員の要請が社会から大きくなると課題も生じる。それは、量と質の問題である。量は簡単にいえば、足りて
いない。足りていないからといって、誰でも彼でも実務家教員として登用するわけにはいかない。高等教育
機関が「社会の知を取り込む」ために実務家教員を採用しているとしたら、どんな人でも構わず実務家教員
を登用していたら高等教育機関の劣化に直結してしまうだろう。
①実務家教員の質
実務家教員の質とは何だろうか。
実務家教員は、自身の実務経験・

実務経験・実務能力

実務能力の延長線上から教育研究
に結び付けられる必要がある。筆
者は実務家教員に必要な能力を三
能力で定義している（図１）。詳し
くは拙著を参照願いたい。
第一に、実務経験・実務能力を
有していること。

新たな実務・実践の
形成に寄与

教育指導力

実務経験を言語化し、
体系化する
実践知・実践の理論の
社会的布置を見定める
実務の体系に即し、
シラバスを作成する

第二に、教育指導能力があるこ
と。この能力は厳密にいえば二つ
の要素から構成されている。一つ
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図１

実務家教員の三能力

研究能力

は、授業をすることができる能力である。もう一つは、授業を設計することができる能力である。授業を設
計するためには、シラバス（授業計画）を作成することができるだけでは不十分である。自らが携わる教育
の仕組みや制度を知らなければ、適切に自分の教育研究をピースに当てはめることはできない。
第三に、研究能力である。学会発表や論文を執筆し学会誌に掲載される学術業績を研究と考えているので
はないだろうか。もちろんそれは、研究能力を示す分かりやすい形ではあるし、学術業績を有することに越
したことはない。だが、学術業績のみを研究能力の証左と見なすのは有益なことではない。研究とは何か。
一つの答えは、
「新しい知の発見／創造」である。いわゆる暗黙知は、表出していない知である。それらを
言葉にし形式知にすることは「新しい知の発見／創造」に他ならない。研究能力を「新たな知見」を生み出
すことであると考えれば、より多義的で重層的な見方をすることができるのではないだろうか。しかし実務
家教員が唱える持論が、全て実践知になるわけでもない。実務家教員の研究能力は、実務経験を持論として
言語化しさらに、誰もが納得でき実際の現場で活用できるような実践知にする能力ということになる。

■実務家教員 COE（Centre of Excellence）プロジェクト

筆者が責任者を務めている「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」に採択をされている「実務家

教員 COE プロジェクト」について説明したい（同事業には、東北大学、名古屋市立大学、舞鶴高専が採択
されている）。本プロジェクトの中核は、実務家教員養成課程である。文部科学省の履修証明プログラムと
して、2018 年に開講した。期間は６カ月間ほどで、シラバスの作成や論文執筆の方法といった教員に必要
な能力の育成を目的としている。受講生は、実際に自身の実務経験を教示可能なカリキュラムとして体系化
させ、作成したシラバスに基づいて模擬授業を行う。教員はその模擬授業の評価を行い、修了の是非を判断
する。一定の条件を満たした受講生は、連携している日本女子大学を中心に学生を相手に模擬授業を行うこ
とも可能となっている。本学が展開している実務家教員養成課程には、受講生の実務経験の領域に制限を有
していないという特徴がある。過去の受講生を見ても、一人一人が所属する組織、職業分野、これまでに築
いてきた経験は多種多様だ。実務の領域を問わない理由は、教員になるための「実務能力」
「研究能力」「教
育指導力」といった三つの能力をバランス良く養うカリキュラム構造にある。
実務家教員として自身の実務領域について発表し、研鑽（けんさん）する場が必要となる。そのためには
広く「実務研究」や「実務教育」とは何かを討論する場が必要である。そこで本プロジェクトが主導して、
「日本実務教育学会」を設立した。ここでは、実務家教員のみならず「実践の理論とは」
、あるいは「実践と
理論の融合」などを研究している研究者教員も参画している。実務教育研究のプラットフォームとしての機
能を日本実務教育学は持っている。
そして研究者教員も含めて、なかなか教育研究そのものについて学び直す機会を持っていない。実務家教
員は自身の実務経験をアップデートさせながら教育研究にあたることになる。それらをサポートするために
実務家教員に向けた FD（Faculty Development）プログラムも本プロジェクトでは行っている。加えて、
実務家教員の質を第三者が認定をする「認定実務家教員制度」も来春から実施をする予定である。このよう
に実務家教員の課題に対して、トータルにサポートしていくことを本プロジェクトでは担っている。
しかし、課題も多い。実務家教員の認知や制度についての理解促進を促していく必要がある。加えて、現
在実務家教員の養成は、先に挙げた採択校でしか行われておらず、様々な大学や研究機関で養成課程の実施
を広げていきたいと考えている。
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URA の質保証制度

第 10 回

URA 質保証制度
今後の検討課題と本格実施に向けて

RA 協議会／金沢大学 先端科学・社会共創推進機構

稲垣

いながき

美幸

みゆき

これまで 9 回にわたり、URA 質保証制度の概要と研修・審査方法の内容について紹介してきた。最終回
は、今後の検討課題と本格実施の見通しについて、現段階で分かっていることを紹介する。
URA 質保証制度は、文部科学省令和元年度科学技術人材養成等委託事業「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＊＊ 1」
、文部科学省令和２年度科学技術人材養成等委託事業
「リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けた調査・検証＊＊ 2」で検討され、大枠が定まっ
ている（図 1）
。令和 3 年度からは、科学技術人材育成費補助金「リサーチ・アドミニストレーター等のマ
ネジメント人材に係る質保証制度の実施」として支援を受けながら、引き続き具体的な検討を進めると同時
に、一部について本格実施を開始する予定となっている。
質保証の取り組み実施団体について
これまで上記の委託事業において検討されてきた結果を基に、令和 3 年度中に、新たに質保証機関「URA
スキル認定機構（仮称）
（以下「機構」という）
」
（図 2）を設置し、機構が研修および審査の実施、さらに
は認定証を発行する予定である。機構の構成および活動内容等については、現在の日本の URA に関係する
７団体（研究大学コンソーシアム、学術研究懇談会、大学技術移転協議会、多能工型研究支援人材育成コン
ソーシアム、医療系産学連携ネットワーク協議会、科学技術振興機構、リサーチ・アドミニストレーション
協議会）の全てが参画する場で議論が進められている。

図1
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質保証制度の概要

研修について
昨年度の試行では、Fundamental レベルおよび Core レベルの研修はオンラインのオンデマンド型とリ
アルタイム型の二種類で実施されたが、今後想定される受講者の規模や運営面の実現可能性を考慮し、本格
実施では、Fundamental レベル、Core レベルともにオンデマンド型で実施される。また、確認テストに
ついても両レベルについては選択式で実施することとし、受講者数や受講者の状況に左右されない環境で運
営される予定である。
Advanced レベルの研修については、本年度から具体的な研修内容、実施方法について検討される。
Advanced レベルの研修プログラムの構成は、Fundamental レベル、Core レベルとは別の形態とし、既
に設定済みの五つの専門業務区分（大学戦略の企画立案、プロジェクト企画・運営、セクター間連携、知的
財産管理と活用、医療系）について検討が進められる。
審査について
昨年度実施した試行結果を踏まえ、認定 URA の審査に用いる書類としては、上司の評価書と関係者から
の推薦書を不要とし、申請者自身が作成する書類のみに限定されることとなった。なお、認定専門 URA に

図2

質保証機関の概要
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ついては令和 2 年度事業における試行から大きな変更はなされていない。
検討課題
昨年度までの事業では研修、審査両方で試行が行われ、その結果を踏まえて、修正案が提案された部分も
あれば、これから本格的に検討される部分もある。修正案については、本年度の事業での検討を経て、詳細
が確定されることになる。引き続きの検討事項については、特に Advanced レベルの研修の具体化が最大
のミッションとなる。また、認定専門 URA の審査について、審査レベルの明確化が昨年度の試行で指摘さ
れており、この点についても十分な検討の後、審査の試行と検証が進められる予定である。
なお、審査においては、審査員の確保・育成も重要な観点であるため、審査員研修や審査員候補者の選定
など、本格実施に向けた課題の解決への取り組みも進められる。
本格実施のスケジュール
URA 質保証制度の一部は、令和 3 年度中に本格実施が予定されている。今年度中の開始を予定している
ものは、Fundamental レベル、Core レベルの研修と認定 URA の審査である。ただし、Core レベルの
受講には Fundamental レベルの修了が、認定 URA の受審には Core レベルの研修修了が要件として求め
られることから（図 1）、令和 3 年度に Fundamental レベルの研修から開始する人が認定 URA の認定を
受けることは困難である。このため、令和 3 年度については過渡的な運用とし、令和 4 年度から年間スケ
ジュールを含め連続的に運用できるよう準備が進められる。定常時では Fundamental レベル、Core レベ
ルの研修および認定 URA の審査が年 2 回ずつ実施される予定である。
Advanced レベルの研修については令和 4 年度の開始を予定し、そのスケジュールに応じて認定専門
URA の審査が開始されることとなる。
最後に
URA の質保証に向けた取り組みは平成 30 年度に公表された文部科学省
「リサーチ・アドミニストレーター
の質保証に資する認定制度の導入に向けた論点整理」を原点とする。そこから 3 年、事業実施期間として
は実質 2 年弱で制度の大枠を検討し、本格実施を見通す段階まで進んできた。このような短期間での検討
は、関係団体のみならず多くの方々のご協力があって成し得たものであり、この場を借りて改めて関係各位
にお礼申し上げたい。
本制度が、わが国の URA や類似の業務に携わる人材のスキル向上や認知度向上に貢献し、その結果日本
の研究力の向上、さらには新たな知の創造やイノベーション創出につながることを期待して、本連載を終了
する。
注記：ここに記載した事項は、最終的には新たに設置する質保証機関の会議を経て決定することであるため、
今後変更になる可能性があることをあらかじめご了承願いたい。
＊＊ 1

文部科学省「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」報告書等
「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」

令和元年度科学技術人材養成等委託事業

＊＊ 2

文部科学省「リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けた調査・検証」
報告書等 令和２年度科学技術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けた調査・検証」
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偉才は海外に出る
東工大の偉才イノベーターが、コーネル大学の博士課程に進学するため、米国へ旅立った。頭脳の
流出と捉えるか、情より理を優先させると捉えるか。

■若きイノベーター

2021 年 2 月、第 3 回オープンイノベーション大賞内閣総理大臣賞を受賞したのは、イェール大学助教授

の成田悠輔氏とともに東京工業大学（東工大）４年生の齋藤優太氏だった。受賞プロジェクトは「社会的意
思決定アルゴリズムのオープンソース開発＆実装基盤」だ。2020 年にイェール大学の成田悠輔助教授が起
業した半熟仮想株式会社と株式会社 ZOZO との産学連携プロジェクトも行う齋藤氏は、若きイノベーター
の様相を呈している。
齋藤氏によれば、様々な業種で AI が導入されているいま、AI アルゴリズムを適切に評価することが求
められていると言う。従来の技術による評価は、ある程度の規模でアルゴリズムを実際に運用する必要が
あったが、機械学習や因果推論などの技術を組み合わせることで、実地検証に頼らず自然に生成されたデー
タだけで意思決定アルゴリズムを評価できる技術を開発した。その仕組みを、株式会社 ZOZO（ゾゾ）が
運営するファッション通販サイト「ZOZOTOWN」
（ゾゾタウン）でその有効性を検証。この技術により、
ファッション推薦アルゴリズムの性能（クリック率）を、従来のアルゴリズムより 40％以上改善し、アル
ゴリズムの継続改善を進めるための工数もおよそ 30％削減した。本来なら、大事な技術は、抱え込みたい
ところだが、これに用いられているデータとソフトウェア開発基盤は公開し、世界中の実務家や研究者が利
用できるようにした。
同賞の受賞理由にもあるように、若手によるグローバルな産学連携活動の成果で、卓越した技術の社会実
装事例は、今後も様々な産業で活用が期待できるだろう。さ
らにソフトウェア基盤やデータを公開し、オープンイノベー
ションの推進に貢献しているなど、23 歳の若さでその功績
には舌を巻くほどだ。
そんなタイミングで、東工大のある方から逸材を紹介した
いと連絡があった。「彼は、この９月に米国の大学院に進学
します。東工大のフィールドが狭いのでしょう」その言葉が
印象的で興味をそそられた。
半熟仮想株式会社（東京都杉並区）は、成田悠輔氏が立ち
上げたスタートアップだ。齋藤氏は、同社の科学統括を兼
ね、因果推論と機械学習の融合技術を用いたバンディットア
ルゴリズムのオンライン評価や推薦システムのバイアス除去
を研究している。さらに、株式会社サイバーエージェント、
ソニー株式会社、株式会社 ZOZO テクノロジーズ、SMN
株式会社（ソニーグループのインターネット広告会社）など
と、因果推論×機械学習の社会実装や理論と実践の溝を埋め
る研究をしており、研究者として、そして企業との共同研究
を幾つもこなしてきた。

第 3 回オープンイノベーション大賞
内閣総理大臣賞受賞式会場で 2021 年 2 月
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齋藤優太氏は、2016 年 3 月に北海道立根
室高等学校を卒業後、東工大第 4 類に入学。
2021 年 3 月に東工大工学院経営工学系学士
課程修了。同年 9 月には、コーネル大学コン
ピューターサイエンス専攻（博士課程）に入
学した。
20 歳前後のころは何をしていただろう。
凡人の自分と重ね合わせると齋藤氏の生い立
ちにがぜん興味が湧く。

アムステルダムでの国際学会発表 2021 年 9 月

■進学校でなかったので１人で勉強

筆者もそうだったが地方では、交通の便が悪く高校進学の選択肢も狭くなりがちだ。行きたい高校や行け

る高校より通学の利便性を優先させ自宅から近くて通学しやすい高校を選ぶことは普通にある。齋藤氏もそ
んな一人のようだが、周囲に妥協し漫然と高校時代を過ごした筆者とは違い、周囲を気にすることなく自分
を貫けたことだろう。
「地元に高校は 2 校しかなく、そのうちの根室高校に行きました。６～７割ほどが就職したり専門学校へ
進学していた感覚です。大学進学は少数派で、ざっくりですが１学年 200 人ほどの中で 10 人くらいが国
立の理系に進学し、さらにその中の１人くらいが旧帝大へ進む程度の高校でした。１年に１人北大に進学す
る人が出ればいいほうでした。進学校でなかったので１人で勉強していました」と振り返る。さらに「普通
なら高校の雰囲気に流されやすいのでしょうが、めずらしいパターンですね」と自嘲気味に話してくれた。
周囲に流されることなく、自分のペースを維持しながら学ぶことのできるところは感嘆しかない。難易度
や偏差値だけで進学先を選び判断する人たちに、その評価方法に対しノーを突き付けた格好だ。

■反実仮想機械学習で数少ない研究者に

大学進学時は主に機械工学を扱う学類を選択したが、あまり興味が湧かずぼんやりしていた。そこで実務

に使えそうと２年生から機械学習や統計学など今につながる研究に興味を示した。特に反実仮想機械学習
は、社会に必要な割には誰も研究している人がいなかったことから、この分野で数少ない研究者になろうと
考えたからだ。
３年生を終えた後は大学を１年休学し、大学の授業や研究に気を取られることなく外の人と学び始めた。
特にサイバーエージェント AI Lab 内での研究が、自分のやりたい研究に近かったことから、同社の人たち
との研究に没頭した。休学し専攻とは違う自主研究ができたのも、個人事業主としてソニーなど外部と研究
し稼いでいたからでもある。普通のアルバイトをするよりは収入はあった。
そういえば、研究と起業マインドの双方を兼ね備える研究者に共通するのは、学生時代から起業したり個
人事業主として、自らの技術を糧に稼いでいた人が多いように思える。
研究が好きで論文を書くのも好きだが、研究費を含め稼ぐこともできるのも偉才イノベーターたるゆえん
だろう。
8 月には、『施策デザインのための機械学習入門（技術評論社、齋藤優太，安井翔太著）
』を発売。23 歳
で機械学習の指南書まで刊行する力量も特筆すべき点だが、研究とビジネスの両輪志向は、米国でさらに磨
きがかかることだろう。
（山口泰博）
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第４７回（令和４年度）
い の う えは る し げ

井上春成賞 候補技術募集
～ 独創的シーズからイノベーションを創造 ～

研究者と開発企業

の功績を表彰します

いのうえ はる しげ

「井上春成賞」は、国立研究開発法人科学技術振興機構の前身の一つである新技術開発事業団の初代理事長
であり、工業技術庁初代長官でもありました故井上春成氏がわが国科学技術の発展に貢献された業績に鑑み、
昭和51年に創設された賞であります。
本賞は、大学等や研究機関などの独創的な研究成果をもとにして企業が開発し企業化した、わが国の優れた
技術について研究者及び企業を表彰することを目的としており、皆さまのご協力により創設以来これまでに100
件、200名の方々に同賞を贈呈してまいりました。
今般、井上春成賞委員会は、第47回（令和4年度）井上春成賞表彰のための候補技術を下記により募集いた
します。

第47回（令和4年度）井上春成賞 候補技術募集について
1. 募集期間

令和3年12月17日（金）～令和4年2月28日（月）※締切当日消印有効

2. 表彰件数

原則として2件

3. 授賞者

原則として、表彰対象技術ごとの研究者1名および企業代表者1名

4. 表彰式

令和4年7月21日（木） 於 日本工業倶楽部会館

5. 賞の内容

表彰状・賞牌 研究者に研究奨励金 100万円

応募要項等詳細は井上春成賞ホームページ（https://inouesho.jp/)にて令和3年12月17日以降公開

井上春成賞は
皆様の寄付金及び協賛金により運営されています

寄付金及び協賛金
１口 5万円（1口以上）
積極的なご支援をお願い致します
寄付金及び協賛金は随時受け付けております
※寄付金・協賛金はメールでもお申込み頂けるようになりました。

【井上春成賞についてのお問い合わせ先】
国立研究開発法人科学技術振興機構
総務部 総務課内
井上春成賞委員会事務局
担当：矢口、上野

電 話 048-226-5618
ＦＡＸ 048-226-5651
E-mail inouesho@jst.go.jp

視点：Point of view
１年を振り返って「中庸」の大切さを思う
「中庸」とは、偏らず常に変わらないこと。「中庸（作

には、忠恕が不可欠である。忠恕とは誠意を持って思い

品名）
」とは、四書の一つ。天人合一を説き、中庸の徳

やりを尽くすことであり、これはあるものごとを自分の

と誠の道とを強調した儒教の総合的解説書。心のありよ

身に経験してみて願わしくなかったら、他人に対しても

う、儒学、特に陽明学が説く心とは何かが書かれてい

その物事を仕向けるな、ということである。ここでは、

る。コロナ禍で迎える 2 度目の 12 月、1 年を振り返っ

人間関係を良好に保つ秘訣は忠（誠意）と恕（思いや

て何が思い浮かびますか？

り）である、誠意とは人に尽くすことであり人間の心が

様々な規制の中で思った

ことは、
「何をするか DO」ではなく「どうあるか BE」

正常に働くことである、思いやりとは人の心の根底にあ

ということ。心とは、何か物事が動いているとき（関係

る共同性である、ということを伝えている。この機会に

性を持っているとき）に心が表れやすく、心を育てるこ

1 年を振り返り、心を観察してみませんか？

とができる。コロナ禍でどのような心が表れたでしょう
か？

心とは、人間関係を通じて知り、生活を通して分

かるものである。自分は何者か？

を知る機会はあった

福岡大学 産学官連携センター 産学官連携コーディネーター 客員教授
中川 普巳重

でしょうか？ 「中庸」第三段・第三節より：道をなす

中小企業支援の総合格闘技
先日、堀江貴文氏が登壇するイベントに参加し、氏

カリキュラムの立案と実行など、とにかく様々な対戦相

の宇宙事業にかける想いを聞くことができた。その中で、

手が手を替え、品を替えやってくるのだ。公設試の職員

「ロケット開発は、ものづくりの総合格闘技だ」との発

は、時には難敵？と戦い、格闘家として成長する。

言があった。面白い表現だと感心すると同時に、かなり

大学の産学連携関係者には、地域の中小企業を対象

無理なこじつけかもしれないが、筆者が在籍している公

とした PBL（Problem-based Learning）を延々とこ

設試験研究機関（公設試）は、まさにタイトルにあると

なしているというと分かりやすいだろうか。PBL にや

おりなのだろうと思った。

りがいを強く感じる学生がいたら、ぜひ公設試を進路と

先月号、久々に公設試の取り組みについて、取り上
げていただいた。大学と同じような最先端研究を行って

して考えるよう伝えていただきたい。ちなみに私の格闘
家としての得意技は「寝技」です。

いる公設試がある一方で、大部分の公設試が、中小企業
の悩みを解決するため泥臭いテストを繰り返すような地

福岡県工業技術センター インテリア研究所 技術開発課長

小野 昌志

道な研究を行っていると思う。また、研究だけではなく、
日々寄せられる技術相談や依頼試験への対応、人材育成
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