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新型コロナウイルス感染症により福岡県の経済は厳しい状況が続いていますが、このような時こそ、将来

の発展の種をまき、芽を育てることが大事です。

本県は、バイオ、ロボット・半導体、水素エネルギーなど新たな成長産業の育成や集積・拠点化を推進し

てきました。成長産業の育成や集積は、新たな雇用創出や中小・ベンチャー企業の大きなビジネスチャンス

につながることから、より一層の振興が必要です。中でも、バイオ・宇宙・ブロックチェーンは本県の強み

を生かし、さらに伸ばそうと力を入れている分野です。

まず、バイオ産業においては、県南部の久留米地域を中心にバイオ関連企業や研究機関の集積を目的とし

た「福岡バイオバレープロジェクト」を推進し、バイオ関連企業は現在 230 社を超えています。

こうした実績が認められ、2021 年には、福岡県と久留米市を中心とした「福岡バイオコミュニティ」が、

地域の企業や研究機関を中核とする、世界に進出する企業が発展する地域拠点「地域バイオコミュニティ」

の第１号として、国から西日本で唯一認定されました。

今後、本県の強みである「次世代創薬」「再生医療」「スマートセル」「機能性表示食品」の４分野をターゲッ

トに、リーディングプロジェクトや製品開発・ビジネス展開支援を行ってまいります。

次に、宇宙ビジネスにおいては、本県には世界トップレベルの性能を持つ小型レーダー衛星の打ち上げに

成功した宇宙ベンチャー企業や高度な技術を持つものづくり企業、ＩＴベンチャー企業、大学などが集積し

ています。こうしたことが評価され、2020 年に国から「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選定されました。

本格的な宇宙利用時代の到来に向け、国や国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と連携し、

人工衛星等宇宙関連機器開発への支援や、衛星データ利用ビジネスなどの本県発の宇宙ビジネスの創出に取

り組んでいます。

さらに、高い安全性を保ちながら、低コストでシステム運用ができると注目されているブロックチェーン

技術では、金融や物流などの分野で活用が期待されています。

本県には、研究・開発を行う企業やエンジニアが集積するとともに、九州工業大学や近畿大学といったブ

ロックチェーン技術に取り組む教育研究機関もあり、日本有数の拠点となりつつあります。こうした強みを

生かし、ブロックチェーン技術の新製品開発・ビジネス展開支援や専門講座の提供による人材育成支援に取

り組んでいます。

これらの取り組みを通じ、未来を見据えた新たな成長産業の創出・集積を強力に進めてまいります。

新たな成長産業の創出

福岡県知事

服部　誠太郎
はっとり せいたろう
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特 集
Feature この共同研究がすごい！

■開発技術の概要
カーボンニュートラルへ向けた取り組みとして電動車の普及が望まれている。高温プロセスである乾式製

錬の技術を用いることで、電動車モーターの解体や磁石の消磁をすることなく、プロセスを簡略化すること
で、作業時間を従来比 50% 削減できるレアアース回収技術を早稲田大学と日産自動車株式会社の産学連携
により確立した。

■背景と経緯
菅義偉前内閣総理大臣による所信表明演説により、2050 年までに温室効果ガス排出を全体としてゼロに

する、2050 年カーボンニュートラルと 2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度から 46% 削減する排出削
減目標が発表され、目標の達成に向けた具体的な施策の実行が求められている。2019 年のわが国の CO2

総排出量は 11 億 800 万トンであり、旅客と貨物を合わせた自動車の排出量は 1 億 7700 万トン（16%）
を占める＊＊ 1。自動車の電動化による CO2 の削減が望まれており、わが国も 2035 年までに新車販売で電
動車 100％を実現することを表明している。

2019 年の自動車の世界生産台数は 9,200 万台程度で、日系自動車メーカーの海外生産を含めた生産台数
は 2,850 万台に及ぶ。2020 年のわが国の乗用車におけるハイブリッド（HV）、プラグインハイブリッド

（PHV）、電気自動車（EV）、燃料電池車（FCV）を合わせた電動車の販売台数は 135 万台となっている＊＊ 2。
CO2 の排出削減に向けて、電動車の販売台数は増加すると予想される。

電動車では駆動用や発電用のモーターが不可欠である。磁石を使用しない自動車駆動用モーターが日産自
動車の「アリア」で採用されたが、多くの電動車のモーターにはモーターの小型高性能化の観点から、ネオ
ジム磁石が使用されている。ネオジム磁石には希少金属であるネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、
テルビウムなどのレアアース（rare-earth element：REE）が用いられている＊＊ 3。近年ではオーストラリ
アやベトナムなど中国以外の国からもレアアースが産出されるが、重希土類のジスプロシウムやテルビウム
は中国などに限定される。また、レアアース鉱床は放射性物質を含む場合もあり、レアアースの製錬や精製
においてはその処理と管理が不可欠となる。さらにカーボンニュートラルの実現に向けて、電動車用モー
ターとともに風力発電やエアコンなどの省電力家電におけるレアアースの需要は増加していくと考えられ
る。このようにレアアースの資源偏在性、環境負荷、需給バランスを考慮する上で、レアアースのリサイク
ルは急務となっている。

電動車にはネオジム磁石が 1.25kg/ 台程度使用され、磁石質量の３分の１程度がレアアース成分である。

時短でコスト削減をねらう
電動車用モーター磁石のレアアース回収技術

早稲田大学 理工学術院 教授

山口　勉功
やまぐち　かつのり
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2019 年の自動車の生産台数実績の全てが電動車になった場合、38,000 トンのレアアースが必要となる。
一方、2030 年には 102.5 万台 / 年の廃車が出ると予測され、1,280 トン / 年の廃ネオジム磁石量が発生し、
430 トン / 年のレアアースが廃棄物となる＊＊ 4。

現在の電動車用モーター磁石のリサイクルは、製造工程内で発生する不良品モーターから磁石が回収さ
れ、ほぼ 100% リサイクルされている。不良品モーターはローター（回転子）、ステーター（固定子）、ハ
ウジングに分解した後、ステーターはさらに分解され、銅線と鉄系スクラップが分別される。ローターは
ネオジム磁石から発生する強い磁力を有することから 350 ～ 500℃に加熱し、熱脱磁を行った後に分解し、
ネオジム磁石が回収される。回収された磁石は高温で真空再溶解し、磁石用の母合金となる。電動車用の磁
石原料として再使用するためには、磁石中の炭素と酸素の濃度をそれぞれ 100、300mass ppm 以下にす
る厳しい不純物目標がある＊＊ 5。真空溶解では炭素を除去することが困難であり、回収したネオジム磁石を
粉砕、酸化焙焼でレアアースと鉄を酸化した後、湿式処理することでネオジム、プラセオジム、ジスプロシ
ウム、テルビウムを含む複合レアアースが酸化物や塩化物として回収され、電動車用のモーター磁石として
再生される。一方、市中からの使用済みモーターからのレアアースのリサイクルは、回収と輸送のシステム
がない、回収と分別の経費が高いなどの理由により実現されていない。

筆者らはネオジム磁石のリサイクルの現状を踏まえ、磁石の消磁やモーターの解体の省力化が可能な高温
プロセスを用いた乾式製錬技術により、ネオジム磁石からのレアアース回収の研究を行ってきた。一方、日
産自動車は、車両の電動化推進によるカーボンニュートラル社会実現とともに新規採掘資源依存ゼロを目指
す「ニッサン・グリーンプログラム 2022」を掲げ、電動車用モーターにおけるレアアースの使用量削減と
ともに、モーターのネオジム磁石の再生利用に積極的に取り組んでいる＊＊ 6。しかしながら、現状のプロセ
スは手作業によるモーターの熱処理、解体、取り出しが必要であり、今後のリサイクル促進のために、簡便
で低コストのリサイクル技術開発が必要と考えていた。

早稲田大学の各務記念材料技術研究所には、実際の電動車用モーターで実験可能な 100kg の大型熔解炉
を現有していることもあり、2017 年から早稲田大学と日産自動車の産学連携により、簡便な電動車用モー
ター磁石からのレアアース回収技術の開発を開始した＊＊ 6。

■内容と成果
一例として電動車の駆動用モーターのローターを写真 1 に示す。ローターは電磁鋼板などの鉄系材料と

1.75kg の Nd-Fe-B 系のネオジム磁石から構成されている。磁石中のネオジム、プラセオジム、ジスプロシ
ウム、テルビウムの濃度は、それぞれ 21、5.0、2.5、0.4mass％でレアアース濃度の合計は 28.9mass％
であり、残りが鉄とボロンである＊＊ 3。ローターは強い磁力を有するため、モーターの解体やネオジム磁石
の回収には熱消磁が欠かせない。また、モーターは駆動時に発生する力や振動に耐え得るように堅牢に設計
と製造がされており、解体が非常に難しい部品となっている。

開発した電動車用モーターからのレアアースのリサイクルプ
ロセスを図 1 に示す。この方法は電動車用モーターから回収さ
れたローターを熱消磁や分解することなく、磁石中の希土類元
素を Na2B4O7 フラックスにより溶融酸化物（スラグ）として回
収する方法である。

はじめに、熱消磁を行っていないネオジム磁石を含有する
ローターを加炭材とともに 1,400℃程度で溶融する。次いで酸
化鉄を加え、磁石中のレアアースを選択的に Nd2O3 などのレ
アアース酸化物にする。Nd2O3 の融点 2,270℃に代表されるよ

 写真１ 　電動自動車駆動用モーターのローター 
（回転子）（製作：日産自動車）
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うに、レアアース酸化物の融点は
極めて高温であるため、レアアー
ス酸化物の融点を低下させる目的
で Na2B4O7 フラックスを添加し、
Na2B4O7-RExOy 系（RE : Nd，
Pr，Dy，Tb）の溶融スラグとす
る。ローターとネオジム磁石の主
成分である鉄は加炭材と反応して
溶融 Fe-C 系合金となる。スラグ
は溶融 Fe-C 系合金に比べて密度
が小さいため、密度差で Fe-C 系

合金の鉛直方向上部に分離され、溶融分離した Na2B4O7-RExOy

系スラグを炉から回収する。ローターから分離された Fe-C 合金
中のレアアースは 0.1mass％以下であり、97 ～ 98% の回収率
で磁石よりレアアースを回収することが可能である。Na2B4O7-
RExOy 系スラグは現行法の湿式処理を施すことで、高純度のレ
アアースの複合酸化物として回収される。

湿式処理により回収された複合レアアース酸化物を写真 2 に示
す。ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムなど
のレアアース酸化物の合計の濃度は 99.3mass％程度であった。ま

た、溶融処理と湿式処理を通したローターからのレアアースの理論的回収率は 97 ～ 98％程度である＊＊ 3。
乾式製錬法を用いることで熱消磁や解体を簡略化することができ、電動車モーターからレアアースを回収

する作業時間を従来比 50% 削減することが可能となった。また、本技術は、今後予測される市中から回収
される使用済みモーターを大量に処理することも容易にする。

■今後の方針と課題
大学設備の 100kg 溶解炉を用い、実際の電動車用モーターからレアアースを回収する技術を確立した。

今後は 2020 年代中ごろの実用化を目指し、学外の 1,000kg 程度を処理可能な溶解炉で実証実験を継続し
ていく予定である。また、市中の使用済み電動車に搭載されたモーターを回収、輸送するスキームの構築を
進め、電動車モーターからのレアアースリサイクルのシステムを確立していく必要がある。

＊＊ 1　 国立研究開発法人国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス：日本の温室効果ガス排出量データ（1990 ～ 2019 年度）確報値 

＊＊ 2　 一般社団法人日本自動車工業会ホームページ：日本の自動車産業

＊＊ 3　 和田浩樹，荒井誠也，小川和宏、山口勉功、日本金属学会誌，85（2021），pp.395-365

＊＊ 4　 環境省産業構造審議会産業技術分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルＷＧ中央環境審議会循環型社会部会自動車リサイク
ル専門委員会第 37 回合同会議資料 ,（2015）　

＊＊ 5　 T.Elwert, D.Goldmann, F.Roemer and S.Schwarz，J. Sustain. Metall. 3(2017), pp.108-121

＊＊ 6　 日産自動車ホームページ

 図 1 　電動車用モーター磁石からのレアアースリサイクルプロセス＊＊ 6　（製作：日産自動車）

 写真 2 　電動車用モーター磁石から回収された複合 
レアアース酸化物　（製作：日産自動車）
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特 集
Feature この共同研究がすごい！

■高速道路学共同研究講座
西日本高速道路株式会社（NEXCO 西日本）は、3,500km を超える高速道路の維持管理と約 70km の新

規高速道路の建設、約 180km の 6 車線化および 4 車線化の事業を展開している。NEXCO 西日本には、前
身の日本道路公団時代の名神高速道路の建設以降に培われた高速道路の計画、建設、管理に関する多くの技
術が蓄積されている。一方、近年、異常降雨や大規模地震が頻発しており、それらの防災対策で必要となる
新しい現場ニーズへの対応が求められている。このような状況を踏まえ、NEXCO 西日本は、図１に示す技
術開発および研究開発体制を構築している。その中で、既存の知見を独立普遍的な学問・研究の対象として
体系化して進化・発展させ、新たな現場ニーズへ対応することを目的に、2011年7月、大阪大学に「NEXCO
西日本高速道路学共同研究講座」を開設し、これまで 10 年以上にわたり様々な研究を実施してきている。

名神高速道路の建設以来、高速道路資産の建設・運用について蓄積されてきたノウハウの高度化ならびに
統合化には、その資産評価やリスク評価に基づく価値損失の最小化を実現可能とする高速道路評価学と、代
表的社会基盤である高速道路の最適な運用を行える社会基盤経営学を構築することが不可欠である。さら
に、IoT・ビックデータ・AI など、情報分野での技術革新が進行している現在、高速道路情報学の構築も
急務である。当講座では、これら三つの分野に
おいて具体的な課題を設けて研究を行うことに
より、3 分野を融合した「高速道路学」をさら
に発展させることを目的としている。

当講座で現在取り組んでいる重点テーマは
「道路整備と保全」ならびに「災害対応力の強
化」である。これらは、NEXCO 西日本グルー
プが日々取り組んでいる実務であり、実務をい
かにして効率的に、適正性をもって行うことが
できるかを探求している。その際、大学の高度
な基礎技術（AI を用いた技術支援、ビックデー
タ解析、新しい検査技術、マネジメント手法な
ど）を幅広く調査し、土木分野の技術に限らず、
他分野の技術であっても、適用可能性がわずか

高速道路の自営回線と無線センサを活用した
モニタリングシステムの開発
―NEXCO西日本と大阪大学の産学連携―

大阪大学大学院 工学研究科 
NEXCO 西日本高速道路学
共同研究講座 特任准教授

小濱　健吾
おばま　けんご

NEXCO
西日本
グループ

現場に直結した実務的課題

大 学

基礎研究成果の現場ニーズへの応用（社会活用）

NEXCO3会社
（西・中・東）
に共通する
技術的課題

他社保有
技術との
共同開発

 図１ 　NEXCO 西日本の技術開発および研究開発体制
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でもあれば実務で活用することを試みている。
本稿では、当講座の重点テーマである災害対応力の強化として開発した newron®（NEXCO West 

Real-time Observation Network) ～高速道路の自営回線と無線センサを活用した斜面などのモニタリン
グシステム～について、開発背景や技術概要などを紹介する。

■災害対応力の強化
高速道路は常時において、物流・観光をはじめとしたわが国の生活・経済活動を支える重要な社会基盤で

ある。一方、災害発生などの緊急時には、復旧作業や物資輸送のためのライフラインとして機能する必要が
ある。一例を示すと、「令和 2 年 7 月豪雨」の際、熊本県の球磨川では八代市から人吉市にかけて大氾濫に
襲われ、球磨川沿いを走る国道 219 号は至る所で寸断され、10 本の橋が流出した。このような状況の中、
並行する九州自動車道の八代 IC ～人吉 IC 間の代替路（無料）措置が実施され、災害救助やボランティア
活動が円滑に進んだ。さらに、八代市坂本町では被災地域へのアクセスが寸断されたため、坂本 PA の緊急
開口部を開放し、孤立状態となっていた集落への乗り入れや道路などの応急復旧が可能となり、地域住民の
生活が守られた。

地球温暖化に伴う豪雨災害や台風被害は、激甚化・頻発化の一途をたどっている。「平成 30 年 7 月豪雨」
では、NEXCO 西日本が管理する高速道路の 65% に相当する 2,299km が降雨により通行止めとなり、16
道路 49 カ所で復旧に時間を要する災害が発生した。このような状況において、高速道路が緊急時のライフ
ラインとして重要な役割を果たすためには、日常的に構造物の健全度を把握し、緊急時には災害を常に監視
できる体制をとり、一刻も早く通行規制を解除する必要がある。高速道路で発生する代表的な災害には、斜
面の崩壊、地すべり、土石流、地震時の盛土の崩壊などがあり、近年の異常気象を考慮すると、これらに対
する監視体制の強化がより一層重要になってきている＊＊ 1。

■ newron®とは
広範囲かつ同時多発的に発生する近年の降雨災害に対し、災害の早期予測および迅速な検知を行うために

は、高速道路のモニタリング体制を広域的に整備していくことが必要である。従来の斜面監視では、現場
に設置した伸縮計や雨量計などの計測データはデータロガー（データ格納機器）に蓄積され、送信装置か
ら現場付近に設置した受信施設のパソコンへ無線で送信される。現場計測データは、インターネットを介

して道路管理者などが確認する
ことができる。これらのシステ
ム構築には、計測機器とデータ
ロガーの配線作業、受信施設の
設置および受信施設までのイン
ターネット接続工事などが必要
となり、計測機器の設置開始か
らデータ監視を行うまでに一定
の期間を要する＊＊ 2。

上 記 課 題 を 解 決 す る た め、
NEXCO 西 日 本 は、 高 速 道 路
の維持管理の高度化に向けて
newron®（ニューロン）を開発
した＊＊ 2。図 2 は newron® によ 図 2 　newron® の概要
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る斜面監視システムの概要図である。これは、斜面の変位や土中水分量などを各種センサ機器で計測し、取
得したデータを、当講座で開発した無線センサネットワーク技術と高速道路上の自営回線（光ケーブル）を
活用して通信することにより、道路構造物の「常時状態監視（常時健全性の見える化）」を可能とするシス
テムである。無線センサネットワークにより基地局に集約したデータは、自営の無線 LAN アクセスポイン
トから道路管制センターなどを結ぶ自営回線（光ケーブル）でサーバーに送られ、各センサ機器の計測デー
タは一つの画面で一元的に管理される。このような計測システムを構築することにより、災害などの緊急時
も通信回路が封鎖されることなく継続的な通信が可能となる。本システムは設置・撤去・メンテナンスが容
易な無線センサであり、斜面の土中水分や地下水位等の常時監視が可能となる。

■ newron®の活用
管理用無線を整備した 2018 年開通の新名神高速道路（高槻 JCT・IC ～神戸 JCT・IC 間）において、切

土・盛土で 11 カ所、橋梁（きょうりょう）で 2 カ所を選定し、土工構造物では地表面変位やグラウンドア
ンカーの緊張力、地下水位など、橋梁では桁のひずみや変位、振動などを newron® で計測している。実例
として、平成 30 年 7 月の豪雨の際、茨木千堤寺 IC 付近の盛土において、RTK-GNSS 変位計で 4.5mm の
変位を観測（図 3）したため、現場での緊急点検を実施し、表層崩壊を確認できたことが報告されている＊＊ 3。
このように、newron® の「常時監視」は、災害時に被害が広範囲に及ぶ可能性が懸念される状況下において、
即時対応が必要な緊急点検箇所が抽出でき、重篤な災害発生を未然に防止し社会的影響を最小限にとどめる
ことができるシステム
であると考えている。

現在、NEXCO 西日
本 は newron® の 適 用
を管内全体へ広げてい
る。一方当講座では、
高速道路の維持管理の
高度化の実現に向け、
取得されたデータに対
する誤差処理手法の研
究＊＊ 4 や、土中水分を
用いた減災技術の研究
を引き続き進めている。

＊＊ 1　 小泉圭吾、藤田行茂、平田研二、小田和広、上出定幸：土砂災害監視のための無線センサネットワークの実用化に向けた実験的研究、土
木学会論文集 C（地圏工学）、Vol. 69、No. 1、pp. 46-57、2013

＊＊ 2　 櫻谷慶治、藤原優、竹本将、小泉圭吾、清田有二：高速道路斜面の多目的型リアルタイム遠隔監視システムの開発－安全・安心な高速道
路を目指して―、基礎工、Vol. 43、No. 11、pp. 33-36、2015

＊＊ 3　 村上豊和、前原直樹：無線センサを活用した監視システムの新名神高速道路での試行運用、第 33 回日本道路会議、2019

＊＊ 4　 堤浩志、小濱健吾、中村葵、小泉圭吾：斜面管理における RTK-GNSS データの変化点検知手法、土木学会論文集 F4（建設マネジメント）、
Vol.75、No.2、pp. Ⅰ _15- Ⅰ _26、2019
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特 集
Feature この共同研究がすごい！

■負の感情から生まれる呪いか !?
不満や文句ばかり言っている人は身近にいないだろうか。素性が知れた人から出てくる不満はまだいい。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）には、キラキラした日常や PR、不満、文句があふれ、
企業などが運営するウェブサイトのお問い合わせフォームには、ネガティブな要望や意見も多いのではない
だろうか。

ポスト「鬼滅」とも言われる芥見下々氏原作の人気漫画・アニメ『呪術廻戦』（じゅじゅつかいせん）は、
人間の負の感情から生まれる呪霊を呪術を使って祓（はら）う呪術師の闘いを描いたダークファンタジーだ。
古来漫画やアニメ、映画などでは、人間の負の感情が原因となり、様々な災いを誘発する作品が送り出され
てきた。負の感情は、怒りや恐怖に満ちあふれている。思い起こしただけでも、『どろろ』（手塚治虫原作）、

『ゲゲゲの鬼太郎』（水木しげる原作）などは妖怪が人々を陥れるし、『Y 氏の隣人』（吉田ひろゆき原作）、『笑ゥ
せぇるすまん』（藤子不二雄Ⓐ原作）などは、日常生活の不満が自身に返ってくる。特撮やハリウッド映画、
ゲームでも特に戦闘系作品には不満が渦巻く要素がふんだんに取り入れられ、「正」と「負」との闘いがドラ
マを生む。人の不満が増幅した結果、災いが起こるのは世代にかかわらずどの作品にも共通する普遍的要素
で、行き過ぎた不満は怒りとなり、犯罪さえ誘発する。これらは負の感情を描くことで戒めとなり「気付かせ
る」効果も担ってきた。そんな空想作品に親しんできたことから、「不満買取センター」という攻めたサービ
ス名を聞いたとき、一瞬だがおどろおどろしい人の負の感情を集めて買い取ってくれる奇異な会社かと想像

したが実際はそうではない。
簡単に言えば、不満といっ

ても呪いやクレームではな
く、「こうしたらいいのにな」

「こうしてほしいな」といっ
たポジティブな意見だ。その
意見に対し、企業なら製品や
サービスの改善に役立てビジ
ネスチャンスを見いだし、行
政であれば政策の立案などに
役立てられる。

■ 3,000 万件のデータから検索・抽出しAI で解析して商品化
株式会社 Insight Tech（インサイトテック）が運営する不満買取センターは、日常生活で感じた不満を

投稿することでポイントを付与。貯めたポイントはアマゾン（Amazon）ギフトに換えることで買い物がで

3,000 万件の不満ビックデータ解析
不満買取センター

「あなたの不満買い取ります !! 不満買取センター」。不満をつぶやくだけで、その不満を買い取っ
てくれるそんなサービスが人気だ。京都大学との共同研究で開発した「文章解析 AI」で、アンケー
トでは集まらないノンバイアスの不満をあぶり出す。

投稿された「不満」例

常温で保存可能なヨーグルトがあればいいのに。毎日食べるものだか
ら、冷蔵庫に出し入れするのがそもそも面倒です。 30代・女性

スーツケースのタイヤは交換できるようにすべき。本体はまだまだ使え
るのにタイヤだけのために粗大ゴミで捨てるのはもったいない。 40代・男性

冷凍庫も開けた時にライトが点灯するようにしてほしい。夜中にアイス
を食べたくなった時、わざわざ台所の電気をつけるのは面倒。 20代・女性

糖質制限をしているのですが、スナック菓子が食べたくなります。低糖
質のスナック菓子があればいいのに。 50代・男性

綿棒は使っているうちにバラバラと倒れてきてしまう。中に小さな仕切
りがあればもう少し使いやすそう。 30代・女性

パソコンのキーボードにホコリが溜まってしまうので蓋ができるキー
ボードを発売してほしい。 30代・男性
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きる。その不満を活
用することで、企業
や自治体などは、商
品開発やサービス改
善などに役立てる。

不 満 を 投 稿 す る
ユーザーは、メール
アドレスと簡単なプ
ロフィール（ニック
ネーム／性別／居住
都道府県／生まれ年
／職業／未既婚／子
供 の 人 数 ／ 世 帯 年
収）のみの登録で費
用負担はない。生活シーンで感じる不満を、１日 10 件まで１投稿 15 文字以上、256 文字までつぶやくだ
けで個人名も表示されない。

不満を買い取ってくれるニーズが受け、今ではおよそ 69 万 4000 人の登録ユーザーから、１日 3 万件以
上の不満が集まり、約 3,000 万件の前向きな「ご意見・ご要望」が蓄積されている。

2017 年に代表取締役に就任した伊藤友博社長は、「当初会社名も不満買取センターだったことを、怪し
い会社名」と笑いながら振り返る。「サービス名が社名になることでいち早く認知度が上がる利点もありま
すが、サービスの色が濃くなってしまいサービスを中心としたビジネス展開がしにくくなることもあり、現
在のインサイトテックに社名を変更しました」と明かした。現在は、社員 30 人ほどにまでになり、システ
ムエンジニアが 10 人、データサイエンティストが 10 人と開発・マーケティング、コンサル要員に重点を
置いてきた。

伊藤社長は「店員の対応やテレビ番組に対する意見、食品や日用品など生活の中で感じた不満が多いです
が、投稿されるのは必ずしも製品やサービスに対する意見だけではありません。投稿された市民の声を自治
体は、政策立案や行政サービスの参考にすることもあります。世の中の最
新の変化を捉えることができるのです。例えば、粉ミルクは外出先で溶か
さなくてはなりません。しかし町中にはお湯がありません。そんな状況に、
ホットミネラルウォーターがあったらいいとのつぶやきは、ポジティブな
意見を企業などに直接届けることができます。でもデータの品質が大事な
ので、ポイ活のためだけに利用するのは遠慮してほしいですし、そういっ
た方は長続きしない傾向がありますね」と控えめながら不満も付け加えた。

同社の収益モデルは、データ販売は少なくロジックを活用して 3,000 万
件のビッグデータを基にコンサルテーションすることでビジネスにつなが
る。膨大に蓄積されたデータを検索・抽出し、AI で解析して商品化。企業
などへのコンサルが中心で、自然言語処理・機械学習などの人工知能（AI）
を利用したデータ解析受託が中心事業だ。このほかは AI を活用したマー
ケティング、ご意見・ご要望を一手に受けるプラットフォーム、VOC

（ヴォイス・オブ・カスタマー）と言えそうだ。
直近では、味の素株式会社、フランスベッド株式会社、株式会社 J- オイ 伊藤友博社長

copyright© Insight Tech 
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ルミルズ、伊藤ハム株式会社など大手企業が同サービスに投稿された不満を事業に生かしている。

■負の感情は嫌気、怒り、諦め、失望に分類
解析には、共同研究パートナーでもある、文章単位の構文解析など自然言語処理を研究する黒橋禎夫京都

大学工学部電気電子工学科教授（大学院情報学研究科知能情報学専攻知能メディア講座言語メディア分野）
の知見が生かされ、文章解析 AI「ITAS（アイタス）」として解析エンジンの核となっている。

例えば、意見性のあるフレーズを「意見タグ」として抽出する「意見タグ AI」。意見タグの内容が類似す
るもの同士を集約・分類し可視化マップにし、分かりやすくビジュアル化する「可視化 AI」。テキストデー
タに含まれる感情を判定して分類する「感情分析 AI」。特に負の感情は嫌気、怒り、諦め、失望に分類して
くれる。そしてそれらを最適な組み合わせとして導き出すのが同社の強みだ。

新語も常に学習していく必要がある。本来「やばい」は、危険や不都合な状況が予測される場合の形容に
使われるが、近年では「最高だ」とか「すごくいい」の意にも使われるようになった。ポジティブなのかネ
ガティブなのか AI で徐々に学習していくことで精度を上げていく。

■インターン受け入れは採用目的ではない
伊藤社長は共同研究について、ビジネス資産を活用して、研究に役立つならと考えたのがきっかけと話

す。しかしキラーコンテンツの提供はリスクも伴うことから、共同研究パートナーは黒橋教授だけと言う。
このほか毎年、京都大学や長岡技術科学大学などから２～３人の学生を受け入れ、プロジェクトワーク型

のインターンシップも実施。「インターンは積極的に受け入れていますが、採用目的ではありません。NLP
（自然言語処理）は、日本は進んでいないとの課題認識の下、プロジェクトワークを前提としています。早
い段階で、日本語のビッグデータビジネスに触れて、底上げになればいいと思っていますし、NII（国立情
報学研究所）にもデータを提供し研究に役立ててもらっています」と大学や研究機関との連携に積極的だ。

一方で「企業は、収益を出すために結果を出さなくてはならず、研究に時間とお金がかかることは分かっ
てはいますが、だからこそ地道に取り組んでいく必要があると思います」と共同研究に対するポジティブな
意見も語った。さらに「意見に耳を傾けるのはめんどうだとか仕事を増やしてしまうように捉えられること
が多いです。人は聞き心地のいい意見しか聞こうとしませんが、聞かないことがリスクになります。不確実
な時代は、企業がいいと思ったものが売れるとは限りません。だから一人一人の声に耳を傾けてほしい」と
願う。

ご意見・ご要望、お問い合わせには、ポジティブな意見もあれば、ネガティブな意見もたくさんある。そ
の対応・不対応は、担当者に依存することがほとんどだ。いちいち反応していられないと思えば、スルーさ
れる。

最近、筆者は、ある金融サービスで不明なところがありサイトをくまなく読み返し、よくあるお問い合わ
せも読み込んだが、どこにも説明が載っていなかった。近ごろは AI チャットボットで対応しているサイト
も多く、このサービスでも AI チャットボットがしつこく登場し誘導してきた。しかし、何度も同じ問答が
繰り返され、１時間ほど無限ループに陥った。オペレーターは、多くの問い合わせがあるのだろうから、い
ちいち応えていられないのだろうと、「埒（らち）が明きません」と諦めようとしたところ、タイミング良
くオペレーターから返信があり解決したが、大事なことがサイトに示されていなかったことに驚いた。

不満買取センターは、対象企業に直接問い合わせはできないにしても、不満に関する会社名や団体、ブラ
ンド、商品名やサービス名も記入できるので、ターゲットに直接届く可能性もある。日常のポジティブなご
意見・ご要望が集積されれば大きな力になるにちがいない。

（山口泰博）
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■骨と炭酸アパタイトと水酸アパタイト
骨の組成は炭酸基を６〜９質量％含む炭酸アパタイトである。しかしながら人工骨としては炭酸基を含ま

ない水酸アパタイト（ハイドロキシアパタイト）が臨床応用されている。水酸アパタイト人工骨は 1970 年
代に発明され骨伝導性（材料を骨欠損部に埋植すると材料表面に骨が結合する性質）を示す画期的な材料で
あったことは間違いない。しかし、水酸アパタイト人工骨は、自家骨と比較すると骨伝導性に劣る。また、
自家骨は骨リモデリング（古い骨を吸収する破骨細胞と新しい骨を造る骨芽細胞によって古い骨が新しい骨
に置換される生体機能）によって新しい骨に置換されるが、水酸アパタイト人工骨が骨に置換されることは
ない。そのため、骨欠損再建術の第一選択は自家骨移植（健全部位から移植骨を採取し、骨欠損部に移植す
る）である。

セラミックス粉末は結晶性炎症を惹起（じゃっき）するため、人工骨として臨床応用するにはブロック化
する必要がある。炭酸基を含む炭酸アパタイトは焼成温度で熱分解を受けるため、アパタイト構造から炭酸
基を除いたところ、水酸アパタイトが焼結できることが分かった。また、水酸アパタイト焼結体が骨伝導性
を示すことが見いだされ、人工骨として臨床応用されたというのが歴史的経緯である。

しかしながら、生体は焼結ではなく、水が存在する生体内で骨を形成している。無脊椎動物が骨格組成
として選択したのは海水の成分から構築できる炭酸カルシウムである。生体は、進化の過程でエネルギー
代謝に必要なリンを体内に貯蔵する必要に直面し、炭酸カルシウムにリンを付与した炭酸アパタイトを骨
組成として選択した。筆者は進化に学び、炭酸カルシウムブロックをリン酸塩水溶液に浸漬（しんし）し
たところ、形態を保ったまま組成が炭酸アパタイトに変換されることを見いだし、溶解析出型の組成変換
と命名した＊＊ 1、2。

■骨組成（炭酸アパタイト）人工骨
炭酸アパタイトブロックの表面で破骨細胞を培養すると骨と同様に破骨細胞性吸収窩（はこつさいぼうせ

いきゅうしゅうか）が観察された。水酸アパタイト表面では吸収窩は観察されない。破骨細胞はハウシップ
窩を形成し、内部を弱酸性にして骨を吸収する。生理環境（pH7.4）では水酸アパタイトより炭酸アパタイ
トが安定相であるが、弱酸性領域では安定相が逆転し、炭酸アパタイトが水酸アパタイトより不安定であ
り、溶解されやすい。実験動物の骨欠損を人工骨で再建すると水酸アパタイトは全く置換されないのに対し
て、炭酸アパタイトは経時的に完全に新しい骨に置換される。また、炭酸アパタイト人工骨は他の人工骨に
比較して圧倒的に高い骨伝導性を示す（図１）。使用模擬試験（実験動物を用いて医療機器の性能を確認す

骨組成（炭酸アパタイト）人工骨 
第 46 回（令和 3 年度）井上春成賞表彰技術

九州大学 大学院歯学研究院 
生体材料学分野 教授

石川　邦夫
いしかわ　くにお
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る試験）を含めた非臨床試験を行った後に、歯科インプラントを前提とした上顎洞挙上術（じょうがくどう
きょじょうじゅつ）による骨欠損再建に関して炭酸アパタイト人工骨の多施設治験を行った。上顎洞挙上術
のうち二回法と区分される術式では、炭酸アパタイトによる骨造成を行った後に歯科インプラント埋植を行
うため、バイオプシ（生体組織採取検査）が可能となる。骨の造成、インプラント体の固定などの全ての評
価項目で 100％の有効性が検証されただけでなく、ヒトにおいても炭酸アパタイト人工骨が新しい骨に置
換されることが検証された＊＊ 3、4。多施設治験の結果を受けて、炭酸アパタイト人工骨は 2017 年 12 月に
世界初の骨組成（炭酸アパタイト）人工骨として薬事承認を受け、2018 年 2 月に歯科材料の国内最大メー
カーである株式会社ジーシー（東京都文京区）から「サイトランス グラニュール」として上市された。なお、
上述したようにわが国においては、歯科インプラントを前提とする骨再建術に用いる人工骨、過重負荷部に
用いる人工骨は薬事承認されていなかった。炭酸アパタイト人工骨は、わが国で初めて、歯科インプラント
を前提とする骨再建術、過重負荷部の骨再建術を含む全ての歯科領域で用いることができる人工骨として薬
事承認されている。

■自家骨を凌駕する骨組成（炭酸アパタイト）人工骨
自家骨から組成を学び、炭酸アパタイト人工骨が創製された。炭酸アパタイト人工骨は自家骨に匹敵する

骨伝導性を示すが、自家骨を凌駕（りょうが）するには至っていない。自家骨に対する人工骨の優位性は、
構造の自在制御である。そこで三次元連通孔または一次元連通孔を備える炭酸アパタイト人工骨を調製し
た。三次元連通孔構造はスプレードライで調製した酸化カルシウム球を消化して膨潤結合させ、炭酸化、リ
ン酸化によって調製する。機械的強度に改善の余地が残るが、三次元構造のため、埋植４週間で新しい骨に

炭酸アパタイト人工骨

牛焼成骨

水酸アパタイト人工骨

βTCP人工骨

図１　ビーグル犬顎骨の歯科インプラント埋植部に隣接する骨欠損を人工骨で再建した４週後の病理組織像
（埋ビラヌエバゴルドナー染色、緑が成熟骨）
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置換される人工骨である。一次元連通孔（ハニカム構造）を備える人工骨は、押出成形によって調製される。
炭酸カルシウムを含んだバインダーを、ハニカム金型を通して押し出し、脱脂、リン酸化によって調製され
る。ハニカム構造のため、毛細管現象を強く示し、骨欠損部で血液などを瞬時に吸い込む性質がある。この
炭酸アパタイトハニカム人工骨を用いると自家骨でも再建が困難な垂直的骨造成（例えば、歯が抜けると顎
骨高さが低くなる。この顎骨の高さを再建する術式などの骨がない部位に骨を垂直的に形成する術式を垂直
的骨造成という）が極めて簡単に施術できるようになる（図２）＊＊ 5。３D プリンターによる構造制御を含め、
炭酸アパタイト人工骨の構造は自在制御できる。そして人工骨の構造は組成と共に骨再生を決定付ける重要
因子である。炭酸アパタイト人工骨の構造制御を進め、自家骨を圧倒的に凌駕する炭酸アパタイト人工骨の
薬事承認取得を目指したい。

＊＊ 1　Kunio Ishikawa: Bone substitute fabrication based on dissolution-precipitation reaction. Materials, 3, 1138-1155, 2010.

＊＊ 2　Kunio Ishikawa: Carbonate apatite artificial bone. Science and Technology of Advanced Materials, 22(1), 683-694, 2021.

＊＊ 3　 Kudoh K, Fukuda N, Kasugai S, Tachikawa N, Koyano K, Matsushita Y, Ogino Y, Ishikawa K, Miyamoto Y: Maxillary sinus 
floor augmentation using low-crystalline carbonate apatite granules with simultaneous implant installation: First-in-human 
clinical trial. J Oral Maxillo Sur, 77(5):985.e1-985.e11, 2019.

＊＊ 4　 Nakagawa T, Fukuda N, Kasugai S, Tachikawa N, Koyano K, Matsushita Y, Sasaki M, Ishikawa K, Miyamoto Y: Application 
of low crystalline carbonate apatite granules in two-stage sinus floor augmentation: a prospective clinical trial and 
histomorphometric evaluation. J Periodont & Imp Sci , 49(6), 382-396, 2019.

＊＊ 5　 Ishikawa K, Munar ML, Tsuru K, Miyamoto Y: Fabrication of carbonate apatite honeycomb and its tissue response. J 
Biomed Mater Res Part A, 107A:1014–1020, 2019.

層板骨

頭蓋骨

炭酸アパタイトハニカム

血管

図２　炭酸アパタイトハニカム人工骨によるウサギ頭蓋骨への垂直的骨造成
左：炭酸アパタイトハニカム人工骨の写真と、施術４週後のマイクロCT像
右：施術４週後の病理組織像（ヘマトキシーエオジン染色、赤が成熟骨、枠内は垂直断面の貫通孔の拡大像）
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京都芸術大学は、13 学科 23 コースの通学課程と、4 学科 15 コースの通信教育課程を設置し、18 歳か
ら 96 歳まで 1 万 4000 人の学生が学ぶ日本最大級の芸術大学である。

■芸術教育の社会実装を目指した教育改革
京都芸術大学は、建学の理念に「京都文藝復興」「藝術立国」を掲げ、「社会を変革する新しい価値を発信

し続ける人材の育成」を目指して教育改革に取り組んできた。学生一人一人が身の周りの課題と向き合い、
社会のより良い変革に寄与する力を身に付ける教育を推進している。2017 年からの 5 カ年の中期計画では

「芸術教育の社会実装」を掲げ、教育プログラムに展開させている。
芸術教育の社会実装とは、「（１）本質を見抜く観察力を持って社会の抱える課題を把握する→（２）人々

の幸福な体験価値を提供するアイデアを考案する→（３）アイデアを早期に具現化する→（４）社会に公開
し評価を得る→（５）受けたフィードバックをもとに改善を繰り返しアウトプットの質を高める」ことを低
年次から高い頻度で繰り返す教育プロセスを指す。それを具体的に実現する施策として、企業や自治体との
産学公連携の受託研究・制作を年間 100 本以上実施できる体制を整え、学部・学科・学年を問わず、希望
する全ての学生が参加できる仕組みを構築してきた。

■失敗を恐れずにプロトタイプ （試作）・試行錯誤を繰り返す
「芸術教育の社会実装」は、芸術を学ぶことを通して身に付けた「観察力」（自身の先入観があることを前

提に、多角的な視点で客観的に物事を捉える力）によって、社会の課題や潜在的なニーズ、人々が気付いて
いない魅力などを捉え掘り起こすことから始まる。

観察力によるベースをしっかりと整えた上で、最も大切なことは、「失敗が受け入れられる組織風土」（＝
トライが奨励される学習環境）の形成である。学生たちがこれまで過ごしてきた教育環境においては、「間
違えること、失敗すること」は、大抵の場合は「否」とされてきた。そのため、比較的チャレンジ精神が旺
盛に見える芸術大学の学生であっても、入学当初は、多くの学生が極度に失敗を恐れている。集団の中で質
問できない、途中経過を人に見せることができない、人の批評を受け入れらない学生も多く存在する。それ
は、本学学生のみならず、企業なども含めた社会全体が抱える課題とも言える。

そのため、「Provotype」という言葉を推奨し学生のマインドセットの書き換えが重要だと考えた。
問題意識やアイデアは、自身の頭の中にある間は他者のアイデアを誘発することはない。早期に試作

（prototyping）を形にし公開することによって初めて、他者や自身を刺激し、さらなるアイデアを引き出
すという化学反応が生まれる（provocation）。ここで、評価されるべきことは、十分に時間をかけて 100
点の完成品を出すことを目指すのではなく、10 点でも 20 点でも早期に試作を他者に共有する姿勢である。

京都芸術大学の産学連携プロジェクトで
芸大生起業

京都芸術大学 クロステックデザインコース 
准教授

吉田　大作
よしだ　だいさく
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■芸術教育の社会実装の次のステージへー「産学公連携」から「起業支援」へ
産学公連携を基軸とした芸術教育の社会実装は、学生の進路実績にも一定の効果を発揮した。企業の就職

活動で問われる「学生時代に力を入れてきたこと」について、学生たちは具体的なアウトプットに基づく実
績に加え、そこでの失敗や改善、得られた気付きなどを言語化して伝えられるようになり、企業からも高い
評価を受けるようになった。いわゆる「就職希望者」を母数とした不確かな「就職内定率」ではなく、「卒業生」
を母数とした「進路決定率」（＝（大学院進学者数＋就職者数）÷卒業生数）は、90％を超え、芸術大学の
中では突出した結果となっている。

しかし、そうした「社会の役に立つ」人材育成だけが芸術大学の役割ではない。急激な産業構造の変化と
ともに成熟していく社会においては、新たな「意味を生み出す」人材が求められている。その視点から、芸
術教育の社会実装の次のステージとして、芸大生の起業支援を強化することに取り組んでいる。基盤整備と
して、内部環境の整備と外部連携という二つの点を強化した。

まず 1 点目は、内部環境の整備として、「スタートアップ支援室」を立ち上げた。学生の起業に向けたメン
タリングや各種申請手続きのサポート、法人登記の本社所在地を大学内に設置するなどの支援を行っている。

2 点目は、外部連携である。理工系学部のような起業のシーズとなる基礎研究がないことは、芸術大学の
弱点でもある。そのため、外部と有機的なネットワークを構築することによって、学生が様々なシーズに
触れられる環境整備を行った。その一環として、本学校法人を筆頭株主として、三つの外部企業の出資を
受け、学内に「株式会社クロステック・マネジメント」を設立した。この会社の目的は、学外の企業や自治
体の持つ資源と課題を受け、それらを在学生および卒業生とつなぐことにより新規事業創出を行う仕組みを
作ることである。ちなみに筆者は、上記の「スタートアップ支援室」の室長を務めると同時に、「株式会社
クロステック・マネジメント」の取締役、「クロステックデザインコース」の准教授を務めることによって、
教育×クリエイティブ×ビジネスの三つの視点で学生支援を行えるようにしている。

■金融機関と創る「場」から生まれた事業承継起業
こうした基盤整備の中で、様々な外部連携が生まれた。その一つが、地元金融機関の京都信用金庫との取

り組みである。Fin-Tech（フィンテック）時代の金融機関はどうあるべきかを問い続ける取り組みとして、
京都信用金庫の河原町支店ビルの建て替えに伴い、「QUESTION」というコワーキングスペースおよびス
チューデントラボ、チャレンジスペースなどを兼ね備えた共創空間が開設された。そのコンセプトと本学や
株式会社クロステック・マネジメン
トが掲げる理念が共通したこともあ
り、株式会社クロステック・マネジ
メントは、この QUESITON のコ
ア・パートナーとなった。

本記事で紹介する在学生の起業
チャレンジは、上記の京都信用金
庫 の QUESITON か ら 生 ま れ た。
QUESTION で は、「QUESTION 
POST」という仕組みに、メンバー
から様々な「問い」が寄せられる。
その第 1 号の「問い」が、「京都で
有名な綿菓子販売店事業を譲り受け
ることになりました。新たに事業を
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引き継ぐにあたり、「京都×学生×事業＝？？？」をコンセプトとして、起業や事業に興味のある学生と一
緒に会社を育てていきたいと思っています」というものであった。

その相談がコア・パートナーの弊社に寄せられ、早速相談者の公認会計士と京都信用金庫と筆者で打ち合
わせを行った。「会社は廃業するがなんとか事業は残したい」と京都の綿菓子店の経営者より相談を受け、
この貴重な機会を起業や経営に興味のある学生と一緒に取り組んでいきたいという内容であった。

今回事業を引き継いだ綿菓子店「JEREMY ＆ JEMIMAH（ジェレミーアンドジェマイマ）」は、これまで
メディアにも何度も取り上げられてきたショップである。しかし、コロナ禍で観光客の需要が減り、売上が
大幅に減少していた。それに伴い、店舗も一部閉店しており、事業を存続するには、新たな店舗展開を考え
たり、既存事業の承継だけでなく、様々なチャレンジを行う必要があった。そのため、先入観にとらわれず
に複層的な視点で様々なアイデアを出せる芸術大学の学生と事業（経営）を一緒に実験的にやっていきたい
という相談であった。民間企業と金融機関がつながり、学生にチャレンジする機会が開かれるモデルは非常
に可能性が大きい。参加したい学生を募った結果、1 年生 3 人、2 年生 1 人（当時）の合計 4 人の学生が
手を挙げ参加した。

■在学中の起業というトライから生まれる成果
こうして、手を挙げた学生 4 人と綿菓子事業の承継プロジェクトがスタートした。
まずは定款作成、登記、口座の開設など会社を設立するための一連の流れを学生自身が取り組むことから

始まった。法人登記後は、新商品の開発からパッケージデザイン、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）の活用、WEB サイトの商品画像の撮り直し、コラボ先の開拓など芸術大学の学生の強みを生か
した事業改善を行った。

こうした起業のステップを一から具体的に推進することで、学生たちは実践を通して多くのことを吸収し
飛躍的に成長している。立ち上げ当初は、一つ一つアドバイスを行っていたが、数カ月後には、自分たちで
仮説を立て、それを即座に実践し、数字（売り上げやアクセス数など）をもとに検証し、改善を繰り返すこ
とを全て学生だけで行うようになった。

東映太秦映画村とベネッセコーポレーションによる子どもの教育・成長支援ブランド「こどもちゃれんじ」
マスコット「しまじろう」のコラボ商品開発企画では、キャラクターのデザイン使用での制限がある中でそ
れに従うだけでなく、より良い商品を仕上げるために、その制約を超えるための改善提案交渉を何度も繰り
返し、商品化を実現している。

このように在学中に起業するトライからは、以下の三つの点で成果があると考えている。1 点目は、感
動の喜びと習熟の喜びをもとに、学生の主体性が形成されること。2 点目は、クリエイティブな視点でモ

ノを作るだけではなく、数字をもとにビジネス
としての事業継続性を考える視点を掛け合わせ
て考えるようになったこと。3 点目は、新しい
ことにトライすれば失敗は常に起こる前提に立
ち、その都度修正を繰り返せば良いというマイ
ンドセットに変わったことである。こうした
力や姿勢は、学生のみならず社会でも求めら
れている。まさに、Business × Technology
× Creative の三つの視点で物事を考えられる
BTC 人材の育成に、芸術教育が踏み出すこと
ができていると考えている。
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■技術との出会い
荒川　�今日はお忙しいところお時間割いていただきありがとうございます。どうですか、最近？　好調なよ

うですが？
岡田　�いえいえ、まだまだです（笑）。これから、走り出そうという感じ

でしょうか。
荒川　�早速ですが、データグリッドといえば、「アイドルの顔を生成する

（アイドル生成＊1）」（写真２）で、僕はそのとき初めて御社の存在
を知り、すごく、面白い会社が出てきたという第一印象を持ちまし
た。そもそも、起業の基礎になる技術との出会いはどこにあったの
ですか？

岡田　�それは、僕が大学４回生のころに研究室に配属されて、そのときに
出会った技術がGAN技術（生成AI 技術）＊2 で、これはすごい技術だと思ったところですね。

荒川　�どういったところがすごい技術だと思われたのですか？
岡田　�皆さんがよく思われているところで、PC（パソコン）は計算や最適化が得意で創造的な作業は苦手、

創造性などが必要な作業は人間がやらないといけないというのが普通の考えとしてあるじゃないです
か。僕が研究室に配属されて、そこで出会ったGAN技術は、PCがある意味での創造性を持つこと
ができるんじゃないかと思えました。そういう意味ですごい技術だと思いました。

荒川　そのすごい技術に出会って、すぐに起業になったのですか？
岡田　�いえ、それがそうではないんですよ。実は当時、僕はインターンをしていまして、すぐに起業したわ

けではないのです。
荒川　�インターンされていたというのは初めて知りました。では起業は、どんなタイミングでしょうか。

2017 年夏、京都大学の学生がスタートアップを起業した。株式会社データグリッドである。今でこそ、
華々しいデビューを飾ったと思われる学生スタートアップの草分け的存在であるが、起業に至るまで、ある
いは創業期は実際どうだったのか？　創業に至る経緯や学生スタートアップを創業するメリットやデメリッ
ト、その他の苦労話など様々な観点から、株式会社データグリッドの代表取締役CEOである岡田侑貴氏
（写真１）に話を伺った。

まるで本物　
バーチャル遺伝子から生まれる
デジタルヒューマン
京都大学学生スタートアップ　株式会社データグリッド

愛媛大学 社会連携推進機構 
産学連携推進センター 
大学発ベンチャー支援部門・特定准教授

荒川　弘
あらかわ　ひろし

写真１　岡⽥ 侑貴 氏
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１年間のインターンを経験されて、
その後すぐに起業されのですか？

岡田　�当時、GAN技術と出会って、すご
い技術だとは思っていたのですが、
正直なところ社会実装まではまだま
だだなぁ〜という印象でした。それ
が１年間のインターンから研究室に
戻ると、ものすごく技術が進歩して
いるのを感じました。それでこの領域、この技術を世の中で価値のある製品に落とし込むことができ
れば、非常に面白いことができるんじゃないかと思ったんです。

荒川　それで起業したのですね。
岡田　�いいえ、実は起業しなくても良かったんですけど、ふと周りを見渡したときに、日本国内ではこの領

域でこのGAN技術を使って起業している例が見当たらなかったのです。それに、自分たちで探し出
せる範囲で海外を見渡してもあまり実用化されている例が見当たらなくて、あるとしても研究所での
研究レベルでの紹介にとどまっていたんです。

荒川　�よく調べてみると、GAN技術を使った実用化例が日本国内でも海外でもなかったから起業に至った
のですね。

岡田　そうですね。ただ、創業当時からあまり自己分析をしていなくて…。
荒川　と言うと？
岡田　事業計画とか資本政策とか当時は全く考えてなくて、本当に好奇心ドリブンのみで起業したんです。
荒川　起業すると決められた当初、周囲の学生や親の反応や考え方の違いなどはありましたか？
岡田　�父が二代目経営者で、私の兄も起業していたので、周囲はとても前向きに応援してくれていたと思い

ます。
荒川　�起業家がすでに身近なところにいて、そもそもそういう血筋と言うか運命だったかもしれませんね。

しかし、好奇心ドリブンのみで起業したとはいえ、最初からうまく走り出していた印象です。
岡田　いえ。全く違うんです。

■最初の仕事は 500 円
荒川　創業当時はほかの大学発スタートアップと同じように、苦しい時期があったのですか？
岡田　実は、創業当時の最初の仕事は、単価 500 円でした。
荒川　最初に手掛けた仕事がアイドル生成でいきなりもうかっていた印象ですが、そうじゃないんですね？
岡田　アイドル生成はもっと後の話です。
荒川　印象と全く違います。創業当初のことから教えていただけますか？
岡田　�まずGAN技術を使って起業しようと決めたのですが、３人で起業して、皆でお金を出し合って、資

本金150万円でスタートしました。会社を設立するといろいろとお金が要るじゃないですか。すると、
お金がみるみる少なくなり、数カ月で銀行残高が40万円くらいになりました。これには焦りました。

荒川　会社を維持するだけでも何かとお金が要りますね。それにしても、結構な勢いで資金が減りましたね。
岡田　�好奇心ドリブンで起業したこともあって、やはり学生が起業しても実績は何もありませんし、学生が

作った会社に仕事を依頼してくれる企業や人もいなくて仕事がなかったのです。もちろん当時は収入
も０円でした。僕たちは、「どでかい」ことを成し遂げてやろうと思い立って３人集まって起業しま
したが、そういうことも言ってられない状況になって。そこで、皆で話し合った結果、最初は何でも

写真 2　アイドル生成により作成されたバーチャルアイドルの例
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やろうということになって、なりふり構わずといった状況でしょうか。
荒川　最初の仕事はどんな仕事だったのですか？
岡田　�クラウドソーシングです。人脈も知名度も実力もない会社なので、大金をいただくのもはばかられま

した。まずは自分たちの実績を作ろうとしました。だから最初の仕事の対価は 500 円でした。
荒川　500 円は安過ぎませんか？
岡田　いや、でも僕たち本当に人脈も知名度も実力もない学生が好奇心ドリブンだけで作った会社なので。
荒川　そこからどうやって上がっていったのでしょう。
岡田　�クラウドソーシングをやりながら、データ解析の仕事も入り出して、依頼された仕事をこなしていく

うちに、半年から１年くらい経って利益が出始めました。
荒川　利益はどのくらいでしたか？
岡田　�1,000 万円、2,000 万円と売上が立ったころ、ようやく 400 万円ほどの利益が出ました。それから

ですアイドル生成をやり出したのは。
荒川　僕が御社を知ったころは、苦しい時期を乗り越えたときだったんですね。
岡田　そうですね。
荒川　�あの時は、初年度から利益が出て黒字のすごい学生ベンチャーがあるぞ。そんな感じで噂（うわさ）

を聞いたのを覚えています。まさか、500 円で仕事していたなんて。その後は順調なのでしょうか。
岡田　�順調と言えるかどうかはまだ分かりません。僕たちが本来目指しているところはもっと高いところに

あって、そこには当然ながらたどり着けていません。まだまだがんばらないといけないという思いは
変わっていません。

荒川　アイドル生成を手掛けてからは、いろんな企業からも声が掛かるようになったのでしょうか。
岡田　�はい。アイドル生成は自分たちが思っている以上に反響を呼んで、いろんな企業からお声を掛けても

らえるようになりましたし、ちょうどこのころ、JASDAQ（ジャスダック）上場のゲーム会社から
の出資を受けることもできました。

荒川　�アイドル生成やその後、バーチャルモデル（写真 3）の生成も行っていますが、アイドルを生成する
に至ったきっかけや、狙っている効果はどうでしょうか。

岡田　�経緯は、データグリッドの技術を活用した誰にでも分かるアウトプットをまず一つ作りたかったのが
きっかけでした。その中で、どのようなデータを生み出せば分かりやすく、かつインパクトがあるか

写真 3　バーチャルモデルの例
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という観点でアイドル生成に取り組みました。効果は幾つかありますが、バーチャルのキャラクター
のようなものなので、リアルの人間より知的財産（IP）としてのマネジメントが行えることだと思い
ます。

荒川　会社としての目玉がアイドル生成やバーチャルモデルだったんですね。

■学生ベンチャーの立ち位置と創業のメリット・デメリット、資金調達
荒川　�上場企業からの出資を得て、これからというときだったと思うのですが、当時の御社の社員数は何人

だったのでしょう。
岡田　�アイドル生成をやっているころは、フルタイムの社員が３人に、そのほかはアルバイトで４〜５人

だった思います。
荒川　割と少ないイメージですね。当時は少数精鋭だったのですね。
岡田　�よく言えば少数精鋭なのかもしれませんが、利益が出たと言ってもそんなに大した額ではないので、

正社員を多く抱えるとなると、背中に乗ってくるものもそれだけ多くなりますし。
荒川　�新型コロナ感染症への対応のこともあるでしょうし、今出勤されている方はそれほど多くないかもし

れませんが、現時点で正社員はどのくらいですか？
岡田　18人です。
荒川　社長の肩に結構な大きさのものが乗っていますね。
岡田　そうですね。

◇◇　学生が BtoB ビジネスをやる利点はない　◇◇
荒川　�僕は愛媛大学で大学発ベンチャーの創業支援を主な業務としてやらせていただいていますが、その中

には、学生が起業するベンチャーも含まれています。愛媛大学からも御社のようなすばらしい学生ベ
ンチャーが育たないか期待しています。岡田社長から見て、学生がスタートアップを起業するメリッ
トやデメリットがあれば教えていただけますか？

岡田　�僕が思うに、BtoB ビジネスをやる上での利点は全くないと思っています。BtoB ビジネスをやる上
で、学生は人脈も知名度も実力もないですし、本当にメリットはなくて、デメリットしかないと思い
ます。何の信用もないですから、お金を借りることだって簡単じゃないですし。

荒川　�確かに、愛媛大学の学生のケースでも、周りの大人は「学生が起業することで地域が活性化するから、
学生ベンチャーを盛り上げていきましょう！」と平気な顔して言うんですけど、学生がいざベンチャー
を起業すると、岡田社長も言われる通りお金がないので、会社の運転資金の融資を受けようと思って
も、信用もないし担保にできるものもないし結局融資はできませんと言われることが多いですね。

岡田　�そうですよね。僕は幸い、公庫から連帯保証なしで借りることができたので何とかなりました。非常
にありがたかったですね。そう思うと、学生は何のリスクもないことが最大のメリットなのかもしれ
ません。

荒川　そうかもしれませんね。失うものは何もないってことですね。
岡田　�そうですね。逆に背負っているものがないぶん、「生み出しやすさ」という点では、学生の方がアド

バンテージがあるのかもしれません。
荒川　そういう部分で「学生の柔軟な発想」をわれわれ支援する大人側は感じているのかもしれませんね。
岡田　そうですね。
荒川　御社は当初から積極的に資金調達されていたと思い込んでいました。
岡田　�資金調達っていろいろとあると思うのですが、そもそもエクイティ調達する必要を感じていませんで
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した。
荒川　それは意外です。
岡田　�起業当初から自分たちが目指しているものがあって、最初は 500 円で仕事をしたり自分たちの理想

とはほど遠い仕事をやらざるを得なかったりもしましたが、わずかながらでも利益が出るようになっ
て、資金的に協力いただける企業とも出会え、さらに資金調達することは考えていなかったのです。

荒川　考えてなかったのは、今は考えが変わってきているのですか？
岡田　�そうですね。いろんな仕事をしながら少しずつ利益が出て、このまま会社を継続する選択肢もありま

すが仲間と話して、やっぱり最初に僕たちが目指していた「高み」や「理想」を目指すべきなんじゃ
ないかとなりまして。

荒川　それで、まとまった資金が必要になった？
岡田　�はい。今はまだ詳しいことは言えませんが、僕たちが目指す「高み」や「理想」の部分を成し遂げよ

うと思うと、やはりそれなりにまとまった資金は必要になってくるよねという話になって、今はちょ
うど、資金調達活動をしているところです。

荒川　うまくいきそうですか？
岡田　うまくいくことを願っています。
荒川　また岡田社長の背中にさらに大きな責任がのし掛かりますね。
岡田　そこはもう覚悟しています。
荒川　�会社の規模も大きくなってくると、どこかでそういうタイミングが出てきて責任が大きくなるのも仕

方ないですね。
岡田　�会社の理想は、今考えていることを実行することなのですが、究極的には、僕は今までお世話になっ

た方々に恩返しをしたいと思っています。起業することに乗ってきてくれた創業メンバーや従業員も
そうですし、共同研究や学術指導などをしていただいている京大の田中教授や産官学連携本部にも、
こうして場所を貸していただいています。資金提供いただいた企業やこれまでお世話になった皆さん
に本当に感謝していて、心の底から恩返ししたいと思っています。そのためには、自分たちが掲げた
「高み」や「理想」の実現が最高の恩返しになるんじゃないかと思っていますし、これからもがんばっ
ていこうと思っています。

荒川　�今でもすごいスタートアップですが、さらにすごいスタートアップになってください。期待しています。
岡田　はい、ありがとうございます。
荒川　今日はお忙しい中、ありがとうございました。

学生の起業と聞くと、スタートアップビジネス（ベンチャービジネス）というよりもむしろスモールビジ
ネスが多いような印象も受ける。数多くある学生スタートアップの中でも、スモールビジネスではなく、あ
くまでもスタートアップビジネスを突き進む。彼らが目指す「高み」や「理想」がどれほどのものであるか、
この目で確認したいと思わせてくれる学生スタートアップだ。僭越（せんえつ）ながら、これからも応援さ
せていただこうと思うとともに、データグリッド社の今後の活躍に期待したい。

＊ 1　アイドル生成：GAN の仕組みを応用し、実在しないバーチャルアイドルを AI が生み出すことが可能。

＊ 2　 GAN 技術（AI 技術）：生成 AI と識別 AI という二つの AI を組み合わせた競争的な学習システムで構成され、これらの AI が矛盾の関係で競
い合って学習することにより、互いの精度が向上していく仕組み。
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海外　Overseas

■はじめに
東日本大震災は研究者が一人では何もできないことを教えてくれた。人と人とのつなりを大切にしなが

ら、米国の大学教員として 10 年間で学んだことの中から大切なことだけを伝えたいと取り組んだこの連載
も今回が最後である。振り返ると、日本からの投資全米１位を記録したインディアナ州の裏側と題して、イ
ンディアナの投資環境と日本とのつながり、多様性を重視した取り組みや地方と中央の利点を理解したアプ
ローチ、コロナ禍の日本企業の海外進出などを私の体験した目線から紹介してきた。

前回の記事では米国全体の動向に加え、シカゴの起業文化を根付かせた努力や工夫についても述べた。米
国を語る上で中西部の実情を知ることが大事であることを分かっていただけたのではないだろうか。

今回は中西部から知的財産（知財）や産学官連携に関わる話題を「人」に注目して届けたい。

■専門家インタビュー
弁護士と言えば白人男性ばかりであった時代に米国中西部の大手弁護士事務

所でアジア人女性初の弁護士となり、女性が多く活躍するシカゴでもひと際輝
く日本人女性がいる。多くの日系企業の法務部門を担当し、またシカゴ日本商
工会議所専務理事として教育や文化支援にも積極的に取り組まれている山本真
理弁護士（写真１）にお話を聞いた。

――弁護士を目指したきっかけを教えてください。
意外かもしれませんが大学では英文科を専攻し、英語の先生か英語を使っ

て仕事することを考えていました。奨学金を取ったら海外に行かせてくれる
と親に言われ、ロータリー財団の奨学金を獲得してアメリカで修士号を取得
しました。その後、通訳や工場進出のリサーチコンサルティングなどの仕事
を通して、弁護士資格を取りたい思ったのがきっかけです。

――もともと弁護士になろうとは思っていなかったのですか。
全然思ってはいなかったんですよ（笑）。縁があり国際結婚をした際に、結婚相手のアメリカ人家族にと

ても大事にされました。家族に社会的に活躍する女性が多くて、何か自分も他の人ではできないスキルと強
みを持ちたいと思うようになりました。多くの日本企業がアメリカの法律サービスや専門家を必要としてい
ることを知り、当時の職場に弁護士になりたい気持ちを伝え、昼の仕事を続けながらインディアナ大学法学

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（最終回）　
国際的に活躍する人々の共通点

写 真 １　 山 本 真 理 弁 護 士（Mari 
Yamamoto Regnier, Partner, 
Barnes & Thornburg LLP）は日系
企業サービスグループ代表。自動車
などの製造業、銀行、商社、サービ
ス業など、多岐にわたる業界にクラ
イアントを持ち幅広い分野で法務
サービスを提供
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部の夜間のプログラムに通う生活が始まりました。

――色々な縁に導かれたのですね。お仕事の魅力について教えていただけますか。
一番の魅力は、法律家としての自分のアドバイスが会社の重要な判断に関わるところです。例えば特許訴

訟、権利侵害などでもどう戦うかという判断には経営陣の方針に感情が入ってしまうことがあります。どん
な時も客観的かつ冷静に広い視野での損益を見越したアドバイスを進言するのが期待されている役割です。
責任もかなり大きいのですが、やりがいを感じるところです。

――インディアナとシカゴでの業務や最近の傾向について教えてください。
インディアナ州での仕事は製造業が非常に盛んですので、弁護士の仕事もモノ作りに関わる問題や環境な

どに関わる案件が多く、シカゴでの仕事は企業買収（M ＆ A）と訴訟に関わる案件が多くなります。日本
企業が成長していくために、アメリカで企業買収を行うケースが増えていて、これは生き残り戦略としても
とても大事な傾向です。また訴訟に関しては、以前は訴えられることが多かった日本企業が、きちんと訴え
るべき時に訴えるケースが増えました。積極的に訴えましょうとは言いませんが、ディフェンスのためのオ
フェンスを行うことで、無駄な訴訟に巻き込まれるケースが減るという好ましい結果につながっています。

知財戦略でも同じで、守りの戦略だけでは乗り切っていけない時代になったと思います。戦うべき時に戦
うこと、攻めるべき時に攻めることが本当の意味で守ることになりますね。

――知財という言葉が出ました。知財戦略で大事なことを教えてください。
単に特許を取る行為は、必ずしも知財を守ることにならないということを知ってほしいです。「一定期間

まねさせない」代わりに公開されてしまいます。一方で特許を取らずに機密を守ることで特許期間よりも
もっと長い期間技術を守ることができる方法もあります。この使い分けは発明の内容にもよるのですが、
Crowded field という言葉で表現されるように、その分野の特許が混雑しているかどうかが一つの基準に
なります。混雑している場所では特許を取って権利を守り、訴訟もしていくような少し攻撃的な戦略が必要
になります。

さらに皆さんご存じのように IoT 分野などのスタートアップ事業ではかなり速いサイクルで大々的に宣伝
して Exit して売ってしまうというケースが増えていますね。Exit を意識した知財戦略というのもあります。

アメリカのすごいところは、上場のサイクルを早くする仕組みとして、事業はしていないが資本を集めて
上場している SPAC ＊ 1 という空の会社が数百社できていて、再生エネルギーや医薬品などの有望かつ最先
端の技術を持つ事業会社との吸収合併を待っています。事業の立ち上げと株式上場をスピーディーに吸収合
併でつなげてしまう独創的なこの仕組みが盛んに活用されています。

――若手研究者に期待されていること、起業を夢見る若者にメッセージがあればお願いします。
ぜひ自分を強く売り込んでください。皆さんキラリと光る素晴らしい技術を開発されたり、研究をされて

いますので、あとは様々な分野で仲間となるべき人々に届く発信力を持ってほしいです。技術力が世界に
勝っていても、発信力で負けると届かないですよね。場合によっては発信や売り込みが得意な協力者とつな
がって自分の成果や技術を発信することで社会に届くようになると思います。

――自分の強みを持つこと、チームとしての発信力、ご縁を大切に
話の中で印象的だったメッセージが三つあった。①自分の強みを持つこと、②強い発信力を持つこと、

③弁護士になったきっかけがそうであったように、縁が大切であるということ。
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私は 2014 年にインディアナで日本人研究者組織の活動をスタートさせたのだが、インディアナ州の日系
企業が集まるインディアナ日本人会には、発足当初よりスポンサー支援を続けていただいている。最初に声
を上げてくださったのが顧問を務めている山本弁護士である。スポンサー支援も心から感謝しているのだ
が、日系企業の役員の方々との交流は私にとって経営哲学や海外での企業努力を知る大変貴重な機会であ
り、大切な縁であった。

また知財戦略では分野を知ること、攻撃的な戦略もしっかりと学んでおくことが重要であるようだ＊ 2。

■積極的な若手研究者支援
シカゴ総領事館では若手研究者の会などが開催されるのだが、イ

ンディアナの活動にも総領事や領事の皆さまから温かな支援や激励
をいつもいただいている。イベントの成功のたびに伊藤直樹総領事

（当時）から背中を叩いて激励されるのは本当にうれしいものであっ
た。バーチャルリアリティ学会（VR 学会）の世界初の開催の試み
では、岡田健一総領事（当時）に VR ヘッドセットを使って挨拶し
ていただき、論文賞の活動でも受賞者へのお祝いのメッセージを何
度もいただいている。若手研究者の取り組みに目を向けてくださり、
シカゴの研究者組織の代表であるノースウェスタン大学の高田望氏
の表彰（2021 Consul-General’s Commendation）を含めて本当
に素晴らしい支援をいただいている（写真２）。

また、最初の記事で紹介したように研究者と企業の海外での連携
には独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の曽根一朗氏から貴
重なサポートがあった。現在も JETRO シカゴの職員である西澤氏、
橋本氏が海外でスタートアップを含めた日系企業を支える活動をさ
れており、海外進出に関わる情報、シカゴを含む中西部 12 州の現
状についての問い合わせなどはぜひ JETRO シカゴへのご連絡をと
のことであった。

■惜しみない経験の共有　海外でつながる理由
中西部では日本人研究者をつなぐ素晴らしい活動が他にもある。インディアナの隣のオハイオ州シンシナ

ティ大学准教授、慶應義塾大学特任教授で一般社団法人海外日本人研究者ネットワーク（UJA）を創設した佐々
木敦朗氏（ここではいつも通り敦朗さんと呼ばせていただく）は、米国で研究者が成功するためのノウハウを公

開し、「研究留学のすすめ」という著書など様々な形で海
外に挑戦する若手研究者や学生を支援してきた（写真３）。
敦朗さんの手法では「どう失敗したか」「どう乗り越えたか」
を共有する。上下関係を無くし、非常に明るい雰囲気の中
で体験をシェアするところが大変魅力的な活動である＊３。

また昨年からスタートした UJA の企画では、イリノ
イ大学シカゴ校で活躍されている山田かおり氏（同じく
かおりさんと呼ばせていただく）が中心となり、研究者
の多様なキャリアパスを透明化するために Note という
ウェブサイトを活用してアカデミアだけではない世界

写真２　2021 年 8 月 16 日「在外公館長表彰」
生命科学研究者としてシカゴ日本人研究コミュ
ニティの発展と日米関係の進展に貢献したノース
ウェスタン大学の高田望氏（左）と岡田健一総領
事（当時）（写真提供：在シカゴ日本国総領事館）

写真３　海外で活躍するための情報を公開する活動を牽引する
リーダー 　イリノイ大学シカゴ校助教授の山田かおり氏（左）
とシンシナティ大学准教授／慶應大学特任教授　佐々木敦朗氏
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中の研究者の多様な生き方を公開している＊４。日本や海外で大学教授になるためのキャリアパスの歩き方、
企業での研究者や医師のキャリアパス、行政で活躍する道や起業家としての道など、あらゆる分野で国際的
に活躍する研究者を紹介することで進路に悩む学生やポスドクを支援している。

敦朗さん、かおりさんの活動を通して研究者として独立など成功につながったケースも増えていて、様々
な分野の研究者や産業界も含めた多様なネットワークが拡大している。日本から飛び出した研究者が多忙な
本業の合間に集まって活動する理由を聞いてみると、その原動力の一つは科学で日本の未来を明るくしたい
まっすぐな気持ちであるという声が聞こえてくる。

■国際的に活躍する人材の共通点
5 回の連載の機会をいただき、様々な方を紹介させていただいた。いずれも国際的に活躍し、異分野を融

合させている人物であり、産学官連携にも重要な役割を担っていた。
共通していたことは、自分の慣れ親しんだコンフォートゾーンから一歩出て、相手の懐に飛び込みネット

ワークを構築されていた点である。
私はこの 10 年間、本業では細胞のシグナルを追いかけてきた。細胞同士は想像していたよりもずっと多

くの情報を共有していて、情報が集まる Hub 細胞とその周辺の細胞がオーケストラのような複雑なコミュ
ニケーションをしながら体を調節している世界が少しずつ見えてきた。周囲に気を遣って協調しながら活動
する細胞のシグナルはとても美しいのだが、一つ一つの細胞は正常であっても、そのコミュニケーションに
問題があると大きな病気につながってしまうことも学んだ。シグナルは細胞の声であり、私はドリトル先生
のようにその声に耳を傾けて対話しているわけである。産学官連携においても細胞の中と似たような世界が
広がっているように感じる。

■慣れ親しんだコンフォートゾーンからちょっと出てみる
一歩踏み出し、話を聞ける人材こそ情報が集まる大事なつなぎ役のようである。やはり大事なのは人と人

とのつながりであり、国際的な連携や産学官連携でもコミュニケーションの重要性は変わらない。日本の官
庁の方や政治家の皆さんにも大学や企業の集まりに顔を出し、口も出して若手研究者や起業家とともに新し
いイノベーションの波を現場で感じてほしいと思う。大学の方々にも新しい場所に飛び込んで自分を PR し
て連携を生むことを楽しんでほしい。

海外に出て挑戦したい研究者や学生の方にはぜひ私たちの組織である UJA に参加してみてほしい。UJA
の新事業は研究成果の社会実装に力を入れている。世界各地で活躍している研究者、ビジネスリーダーなど
多様性に富むメンバーとのつながりにより、科学で世界を変えていく大きなうねりに加わることができるは
ずである。皆さまにとって飛躍の新年になることを心から願う。

＊ 1
「Special Purpose Acquisition Company」の略語で、「特別買収目的会社」のこと。SPAC は新規上場の際に用いられる手法の一つで、SPAC
会社は上場後に投資家から資金調達を行い、未公開のスタートアップを買収することで上場させる。新技術を早く上場することで新しい分野での
国際競争力を高めるなどの利点がある。

＊ 2
ウェブサイト：バーンズ＆ソーンバーグ社　バーンズ＆ソーンバーグ社が開催する催しのご案内　日本語のリーガルアップデートの購読申込　

＊ 3
著書：研究留学のすゝめ !　（羊土社）、動画：海外 PI のすすめ（Youtube や Twitter、また UJA 公式 Note アカウントで公開）

＊ 4
キャリア情報：日本人研究者のためのグローバルプラットフォーム United Japanese researchers Around the world (UJA) の公式 Note ア
カウントにて公開
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埴生の宿

いよいよ定年退職のその日が近づいてきた。
能登半島にいながら、小学４年生の親子バス旅行で

初めて海の広さを見た。根っからの山ザル育ちだったが
縁があり海を越え遙か大地に立った。

東アフリカ 15 カ国でのミッション、トルコの大地震
復興支援活動と言葉、文化、習慣、宗教などの違いに困
惑しながらも異国の人々と汗を流し語り合った日々が懐
かしい。皆が同じ明るい未来を目指していた。

文部科学省産学官連携コーディネーターを経験した。
地区会議や全国会議では必ず夜遅くまで、議論の杯を交
わした。産学官はもとより、天下国家、歴史、哲学、科
学など様々な知識と経験に裏付けされた言霊に心揺さぶ
られた。知識や経験より行動に駆り立てる熱意の大切さ
を教わった。

好奇心が未踏の世界へ誘い続けた。共に語り、共に
汗を流し、共に杯を交わした仲間の存在はかけがえのな
い人生の宝であり、心の宿である。

取るに足らない小さな変化しか起こせなかったもし
れないが、次の仲間がつないでいってくれれば、いつか
大きな変革が達成されると信じている。

11軒の茅葺き屋根が並ぶ山里に、今も埴生の宿が残っ
ている。そして、記憶に深く刻まれた心の宿をこれか
ら何度も訪ね続けるだろう。全ての出会いに感謝しか
ない。

北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 副本部長／
産学官連携推進センター長　山本 外茂男

視点：Point of view

イノベーションは起きるのか、起こすのか

この文を書いている現在、こと国内においては、猛
威を振るったコロナ禍も少し落ち着きを見せ始めたよう
に思われる。まだまだ油断は禁物とはいえ、このまま何
事もなく治まってくれればと願う。それでも、この災禍
がもたらした影響は様々あり、世の中の仕組みが変わっ
た面も多々あろう。特に大きく変わったと感じるのは、
人とのコミュニケーション手段ではないだろうか。今や、
ちょっとした打ち合わせや会議のみならず、講演会のよ
うなイベントも、まずはオンラインでできないか、と考
えるようになった。考え方の優先順位、意識が変わった
のだ。やってみれば便利な面もあり、これは、今後も元
に戻ることは無さそうである。

人の意識が変われば、必要とされる技術やサービス
も大きく変わる。となれば、これもイノベーションの一

つと言えなくもない。あらがい難い外的要因により、意
識も技術も急激に、無理やりに変革を促され、広まって
いった感がある。

イノベーションは起きるのか、起こすのか。理想を
言えば、準備万端整えて、自らの意志でイノベーション
を起こしたいものだが、理想とは異なったものの、結果
的にはコロナ禍によってイノベーションが起き、技術や
サービスに「進化」がもたらされたのだ、と信じたい。

コロナ禍が完全に終息し、人類がウイルスに勝利し
た暁には、「大変な災禍だったが、世の中が進化した点
も無いではないな」、と振り返りたいものである。

三重県工業研究所 エネルギー技術研究課 主査研究員　山本 佳嗣
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