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巻頭言

Foreword

福岡をエデュケーションバレーに！
九州をエデュケーションアイランドに！

一般社団法人福岡県中小企業経営者協会連合会 事務局長

古賀
こが

正博

まさひろ

福岡をエデュケーションバレーに！

九州をエデュケーションアイランドに！

福岡県中小企業経営者協会連合会が主催する「産学官ダイアログ」で小林専司会長の声が響く。「産学官
ダイアログ」とは福岡の地場中小企業の経営者と大手企業の九州トップ、地元の大学責任者、国の九州出先
機関のトップ、その他教育関連有識者で構成し「人づくり」に関して「そもそも論」を展開する場である。
さて福岡県中小企業経営者協会連合会は言うまでもなく経済団体である。しかし気が付けば年間 1,000
人ほどの大学生を地場企業や自治体で受け入れる九州インターンシップ推進協議会、世界で活躍する次世代
リーダー育成を目指した高校生の合宿型グローバルキャンプ「On Your Mark」
、既述の人づくりを根源か
ら問い直す「産学官ダイアログ」の運営など様々な産学連携による人材育成活動に注力をしている。
なぜだろう？
慈善活動をしている訳ではない。真正面から経済活動に向き合うほどに人づくりがどれほど重要であるか
にぶち当たるのだ。しかも歴史から学ぶことの重要性を実感しつつも、猛スピードで起こる技術革新を
キャッチアップし、まだ見ぬ未来を持続可能性高く創造しなければならない複雑な現在地にあって、1 人の
優秀なリーダーの下で全員右へ倣えでは立ちいかなくなったことを実感しているからなのだ。そんな中で現
在の日本の教育機関はリアルな社会から距離を置いた別次元に位置付けられていないだろうか？

やや汚れ

た社会から児童、生徒、学生を隔離して聖なる場所にて純粋培養で育てる。それも一手だが「生きる力を育
む」という教育の目的から明らかに乖離（かいり）してしまう。われわれ経済界はいわゆる学校現場に人づ
くりを任せてしまい、目線を外してきたことを猛省し、インターンシップや PBL（Project Based Learning）
などでリアルな社会と教育現場に懸命に橋を架けているのだ。全方位から危機が迫る中にあってレジリエン
ス強化が求められている。強くあるためにはしなやかさが必要だ。現場と理論の往還の中でその力は育まれる。
「リアルな社会の素材と向き合ったプロジェクトベースの相互学習」これがわれわれの目指す産学官連携
教育の基本スタイルだと考える。
エデュケーションバレー。
そこでは企業と学校の境界線がない。地場企業の課題は地元の学生が常に関わり、時にはプロジェクトリー
ダーを務めている。幼児教育の現場に小中学生がお世話役に入り、高校生のプロジェクト学習のメンターを
大学生が行っている。高校や大学には主婦やビジネスパーソン、そしてシニアが普通に混在している。空き
家はドミトリーに変身し海外からのお客様と地元の子どもたちが共に暮らしている。周辺の豊かな自然は学
びの素材でもありながら、われわれの進化、研究の方向性が間違っていないか静かに見守っている。
全ての市民が生徒であり先生。消費者であり生産者である。
これはまだ構想の手前の妄想かもしれない。しかし手応えは十分感じている。
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■脱炭素の潮流

地球温暖化の影響による気温上昇や多発する自然災害への危機感から、世界でカーボンニュートラルに向

けた機運が高まっている。IPCC
（国連の気候変動に関する政府間パネル）
が 2018 年 10 月に発表した「1.5℃
特別報告書」では、
「現在の進行速度では、早ければ 2030 年から 2052 年の間に世界の平均気温が産業革
命以前より 1.5℃上昇する可能性が高い。1.5℃に抑制するためには、世界で排出される二酸化炭素（CO2）
排出量を 2030 年までに 2010 年比で 45%、2050 年頃には森林などの吸収分や技術により回収し、実質ゼ
ロに削減する必要がある」と指摘した。
2015 年に採択された「パリ協定」は、産業革命以降の気温上昇を 2℃未満、できれば 1.5℃に抑えるこ
とを目標として掲げ、各国に削減目標の提出・更新を義務付けている。その後、2021 年 11 月英国グラス
ゴーで開催された国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26）では、
「産業革命からの気温上昇を
1.5℃目標とすると位置付け、この 10 年間で行動を加速させる必要がある」と成果文書にまとめた。1.5℃
目標を達成するためには、温室効果ガス削減の上積みが必要となる。
日本の温室効果ガスの 85% を占めるのはエネルギー起源 CO2 の排出量である。2020 年度の温室効果ガ
ス総排出量は 11 億 5000 万トン（CO2 換算）で、2013 年度比 18.4% 減。7 年連続減少傾向にあるが、
2030 年度に 46%（2013 年度比）削減を実現するためには、社会システム全体のエネルギー利用の転換を
進めなくてはならない。

（参考）新たな「エネルギーミックス」実現への

岸田文雄首相は、2021 年 12 月の所信表
明演説で、「2050 年カーボンニュートラル、
および 2030 年度の 46% 排出削減の実現に
向け、再エネ最大限導入のための規制の見直
し、および、クリーンエネルギー分野への大

＜電源構成＞
再エネ ％
再エネ ％
原子力 ％

原子力 ％
水素・アンモニア
％

胆な投資を進める」と述べた。

■太陽光発電のさらなる導入拡大へ

日本における再生可能エネルギー
（再エネ）

の導入は、2012 年 7 月に施行された固定価
格買取制度（FIT）により大幅に増加した。
特に設置しやすい太陽光発電は、2020 年度

水素・アンモニア
％

ﾊﾞｲｵﾏｽ ％
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億 kWh で、電源構成比は 2011 年度 0.4%
から 2020 年度 7.9% に増加した。
2021 年 10 月に閣議決定した「第六次エ
ネルギー基本計画」では、2030 年に向けた
政策のポイントとして、再エネの主力電源化


年度確報


年度

年度
（見通し）
発電電力量：億N:K

図１

新たなエネルギーミックス実現への道のり＊＊ 1
出典）総合エネルギー統計 年度確報値 等を基に資源エネルギー庁作成
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を徹底し、再エネに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域共生を図りながら最大限の導入を促す
とした。2030 年度の総発電量に占める再エネの比率は、
「第五次エネルギー基本計画」
（2018 年 7 月策定）
の 22 ～ 24％から 36 ～ 38% に高めた。2030 年目標では、再エネ（36 ～ 38％）と原子力（20 ～ 22％）、水素・
アンモニア（1％）の脱炭素電源約 6 割の実現を目指す。
太陽光発電は、2030 年の電源割合の 14 ～ 16％程度の目標を掲げ、設置容量 104 ～ 118GW、発電電力
量 1,290 ～ 1,460 億 kWh の導入を目指す（図 1）
。2030 年の発電コストについては、事業用太陽光発電
で 1kWh 当たり 8 円台前半～ 11 円台後半と、原子力
（11 円台後半以上）
より安くなる試算が出されている。

■太陽光発電が直面する課題への対応策

太陽光発電の 2030 年導入目標の達成には、残り約 40 ～ 54GW の導入が必要となる。しかし、再エネ

設備と地域での住民との間のトラブル増加が喫緊の課題である。経済産業省に寄せられた相談は 2016 年
10 月から 2022 年 2 月末までに 850 件に上り、主に太陽光発電に関する相談が多い。例えば、土地開発が
突然開始されたことによって事業の存在を知った、森林伐採により災害が発生する懸念などの声が寄せられ
ている。
こうした事態を受けて、地方自治体は条例などにより、再エネ設備の建設を抑制する区域を設定する動き
が広がっている。2016 年度に 26 件だったものが 2021 年度には 184 件と 6 年で約 7 倍に増加し、全国の
自治体の約 1 割が再エネ条例を制定している。
2022 年 4 月経済産業省、農林水産省、国土交通省、環境省が共同で事務局を務める
「再生可能エネルギー
発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会」
が設置され、筆者もメンバーとして関わっている。
本検討会は、再エネの主力電源化を進めていくにあたり、地域の信頼を獲得しながら、地域と共生した再エ
ネ導入拡大を進めていくため、適正な導入および管理に向けた施策の方向性を議論するとともに、関係者に
ヒアリングを行っている。
本検討会第 2 回会合（4 月 27 日開催）では、山梨県環境・エネルギー部の責任者から「山梨県太陽光発
電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」
（2021 年 10 月施行）について説明があった。山梨県は全
国有数の日射量を有する地域特性から、多くの太陽光発電事業者が参入した。森林を伐採し斜面に設置され
た事例や観光地からの景観に影響を及ぼす事例などが、同県の条例制定の背景にある。条例では、稼働中を
含む全ての太陽光発電施設を対象に、維持管理するための計画を作成・公表し、適正な点検を行うことを義
務付けるとともに、設置規制区域には、野立て太陽光発電施設の新規設置を原則禁止するとした。
第 3 回会合（5 月 12 日開催）では、太陽光パネルの廃棄やリサイクルを行う事業者や有識者からヒアリ
ングを行った。横浜国立大学の板垣勝彦教授は、今後最も留意すべきは、太陽光バブルに乗じて太陽光パネ
ル事業に参入した中小事業者が、FIT の買取期間を終えた後、適切な撤去・廃棄を行わず無責任に放置する
事態であると指摘した。太陽光パネルが発電を続け、FIT による買取が続く限りは、事業者を捕捉すること
は可能なため、自治体は今のうちに届出義務を課すなどして事業者を捕捉する必要があること。また、計画
倒産などで事業者が行方不明になった場合に備えて、略式代執行＊ 1 の仕組みを法令で設けておく必要性に
ついて言及した。
太陽光パネルのリサイクル技術を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）の
事業などで行ってきた三菱ケミカルグループの株式会社新菱（本社：福岡県北九州市）からは、太陽光パネ
ルのリサイクル技術開発の現状と課題について説明があった。現状の廃棄太陽光パネル処理は、まだ足元で
は発生量が少なく、故障パネルや災害品が主でほとんど埋め立て処理されている。しかし、NEDO の推計
によると、太陽光パネルの排出量は 2035 ～ 2037 年頃には年間約 17 ～ 28 万トン
（1,000 万 ～ 1,700 万枚）
になり、産業廃棄物の最終処分量の 1.7 ～ 2.7% に相当する量が予想される（図 2）
。同社は、環境循環型社
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推計を実施。
推計の結果、太陽光パネルの年間排出量のピークは、～年頃であり、年
間約～万トン程度、産業廃棄物の最終処分量の～に相当する量
予測されている。
会に対応できる低コストリサイクル
処理手法の構築の必要性について述
べた。
新菱は、環境省の補助金を活用
し、太陽光パネルから銀や銅、グラ
スウールをほぼ 100% の純度で取
り出し、再利用できるようにする最
先端のリサイクル工場を 2022 年秋
完成予定である。同リサイクル工場
排出見込み量(B)、(C)
2015年度の産業廃棄物の最終
処分量に占める割合

図２

2020
約0.3万トン

2025
約0.6万トン

2030
約2.2万トン

2036
約17〜28万トン

0.03％

0.06％

0.2％

1.7〜2.7％

太陽光パネルの排出量の予測＊＊ 2

の太陽光パネルの処理能力は、年間
9 万枚（1,440 トン / 年）を見込む。


新菱の独自技術を活用し、シリコン
やガラス、アルミニウムや電気配線

で構成する太陽光パネルを熱処理分解して選別する仕組みで、64 トンのパネルから 38 トンのグラスウー
ル、10 トンのアルミ、1 トンの銀・銅を回収できるという。このような循環型社会システム構築により、
太陽光発電の社会への定着を図ることが重要である。

■太陽光発電の主力電源化に向けて

野立ての太陽光発電施設は適地に限りがあることから、政府は今後の太陽光発電政策を転換させる動きを

見せている。まず住宅や工場・倉庫などの建築物の屋根への設置を進める。
「2030 年に新築住宅の 6 割に太
陽光発電」という目標を掲げ、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）や ZEB（ネット・ゼロ・エネ
ルギー・ビルディング）といった大幅な省エネルギー化を実現した上で、太陽光パネルや蓄電池などを導入
し、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロを目指す住宅や建築物について、補助金などで支援し、さら
なる普及拡大を図る。また 2030 年に向けて、政府・自治体が保有する設置可能な建築物屋根等の約 50%
に太陽光発電の設置を目指す。
5 月 25 日には東京都が、戸建住宅を含む新築建物への太陽光パネル設置の義務について、有識者検討会
の中間まとめを受け、義務化の方針を固めたことを発表した。中間まとめでは、一戸建てを含む、延床面積
2,000㎡未満の中小規模の建物を対象に、建物の購入者ではなく、大手住宅メーカーに太陽光パネルの設置
を義務付けている。大手メーカーの販売数の 85% 程度を想定しており、都内で年間に販売される新築住宅
の 5 割以上、およそ 2 万 3,000 戸が対象となる見通しである。
また 2022 年度以降、「コーポレート PPA」や「脱炭素先行地域」の推進を本格化させる方針である。
PPA とは、Power Purchase Agreement（電力販売計画）の略称で、電気を利用者に売る電力事業者（PPA
事業者）と需要家（電力の使用者）との間で結ぶ電力販売契約のことである。コーポレート PPA は、
「オ
ンサイト型 PPA」と「オフサイト型 PPA」に分けられるが、オンサイト型 PPA の「太陽光発電の無償設置」
のビジネスモデルが広がりつつある。需要家が発電事業者に建物の屋根などのスペースを提供し、発電事業
者が発電設備の設置工事と運用・保守・メンテナンスを実施し、現地で発電した電力を需要家に供給するモ
デルである。オフサイト型 PPA は、自社に発電設備を設置できる屋根やスペースがない場合の検討手段に
なる。需要場所から離れた場所に発電設備を設置し、発電した電力を需要場所に小売電気事業者を介して供
給する仕組みである。
「脱炭素先行地域」とは、2030 年度までに民生部門（家庭部門および業務その他部門）の電力消費に伴
う CO2 排出実質ゼロを実現するとともに、運輸部門や熱利用を含め、その他の温室効果ガス削減について
6
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も、2030 年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域のこと。環境省が、2025 年度までに
少なくとも 100 カ所を創出するとして、2022 年 4 月 26 日、19 道府県の計 26 件を先行地域に選定し、今
後も公募を行う。先行地域は、
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」
（2022 年度予算額 200 億円）による
支援を受けられる。地域の企業や地方自治体が中心となり、地域人材の雇用や公共施設などを活用しつつ、
地域資源である豊富な再エネポテンシャルを有効利用し、地域の産業活性化や住民の生活向上につなげてい
く構想となっている。
脱炭素先行地域に限らず、2050 年カーボンニュートラルの「ゼロカーボンシティ」を目指すと表明した
自治体は増加しており、2022 年 5 月 31 日時点で、702 自治体
（42 都道府県、415 市、20 特別区、189 町、
$FW
36 村）に上る。一方で地域での懸念の高まりや規制条例の増加という状況を踏まえ、
「地球温暖化対策の推
$FW地域資源の洗い出し

進に関する法律の一部を改正する法律案」が
2021 年 3 月閣議決定され、2022リーポス
年 4 月 1 」について
日施行した。この
参考：再生可能エネルギー情報提供システム「5(326
法律のポイントとして、「パリ協定の目標」や「カーボンニュートラル」が基本理念として法に明確に位置
 再生可能エネルギー情報提供システム（5(326：5HQHZDEOH(QHUJ\3RWHQWLDO6\VWHP））は、デジタルで誰で

付けられたことや、市町村が再エネを促進させる「促進区域」を設定し、自治体が関与する形で適地を確保
も再エネポテンシャル情報を把握・利活用できるシステムで、環境省が制作・公開しているものです。これまで報告書情報で
しかなかった再エネの導入ポテンシャル情報を、デジタルな地図データとして一元表示しつつ、地域ごとの情報が、特殊なソフ

することを促している。地域住民との合意形成を図り、事業者に対して適地への誘導を促す仕組み「ポジ
トを使わずに、誰でも、ビジュアルで閲覧可能にしています。
 対象は太陽光や風力、中小水力など６種類で、導入にあたって配慮すべき地域情報や防災関連情報などとの連携表示
ティブゾーニング」の考え方を採用したのが特徴である。
も可能としており、地方自治体別に再エネポテンシャル情報や実績を表示することできます。

環境省は、再エネを経済的に開
【掲載情報】

発・導入できるポテンシャルデー
・全国・地域別の再エネ導入ポテンシャ

【つの主な特徴】

ル情報を掲載
タ「再生可能エネルギー情報提供

・導入に当たって配慮すべき地域情

報・環境情報も整備・可視化（景観、
システム＝ REPOS（リーポス）
」
文化財、鳥獣保護区域、国立公園

等）
を制作し、デジタルで誰でも地域

・「気候変動×防災」の観点から、ハ

資源である再エネのポテンシャル
ザードマップとも連携表示 国交省等
が整備する防災関連情報を反映）

情報を把握・利活用できるシステ
ムを公開し、これを参考に目標設
【対象とする再エネ】

定することを勧めている（図
3）。
・太陽光 公共系・住宅用）
・風力 陸上・洋上）
再エネ主力電源化の柱となる太
・中小水力
・地熱

陽光発電のさらなる導入拡大に向
・地中熱
・太陽熱

けて、住宅や工場、オフィスの屋

図３

再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）＊＊ 3

再生可能エネルギー情報提供システム https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy
根を活用した地産地消の推進や

6

コーポレート PPA など、新たなビジネスモデルが動き出している。今後は、地域社会の信頼を獲得しなが
ら、土地や場所を提供する地域や住民にメリットを感じてもらえるような地域共生型の好事例を増やしてい
くことが大事である。また、自治体はゾーニングによって立地を適正化して、地域外の事業者を誘導すると
ともに、地域の主体が事業展開できるよう積極的な支援を行い、地域社会のサステナビリティ
（持続可能性）
につなげてほしいと願う。
＊ 1 略式代執行：物件が所有者を特定できない場合の費用の徴収について、いったん自治体が負担して、所有者が確定した段階で請求する。
＊＊ 1 再
 生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会について（2022 年 4 月 26 日

ジ目，経済産業省ウェブサイト

資源エネルギー庁）の 10 ペー

＊＊ 2 再
 生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会（第 1 回）説明資料（2022 年 4 月

ジ目，経済産業省ウェブサイト

＊＊ 3 脱炭素先行地域づくり スタディガイド（2022 年 1 月

経済産業省）の 36 ペー

環境省）の 6 ページ目、環境省ウェブサイト

2022.7
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カーボンニュートラル

エネルギー編

全ての新車を電動車に
2035 年までに国内での乗用車の新車販売で電動車 100％を実現することが、国の方針として戦略に明記された。
世界の潮流は、EV に置き換わろうとしている。

■ 2050 年カーボンニュートラル宣言

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」は、2020 年 10 月に政府が出した「2050 年カー

ボンニュートラル宣言」を実現するために策定された。具体的には、産業としての成長が見込まれ、そして
温室効果ガス削減が望まれている 14 分野に対する「実行計画」を策定している（図 1）
。
14 分野とは、①洋上風力産業、②燃料アンモニア産業、③水素産業、④原子力産業、⑤自動車・蓄電池
産業、⑥半導体・情報通信産業、⑦船舶産業、⑧物流・人流・土木インフラ産業、⑨食料・農林水産業、⑩
航空機産業、⑪カーボンリサイクル産業、⑫住宅・建築物産業／次世代型太陽光産業、⑬資源循環関連産業、
⑭ライフスタイル関連産業だ。

図１

グリーン成長戦略「実行計画」の 14 分野

出典：経済産業省 資源エネルギー庁 2021-05-20 カーボンニュートラルに向けた産業政策“グリーン成長戦略”とは？

14 分野は幅広く、成長のフェーズもそれぞれの分野で異なる。中でも環境・エネルギーは、脱炭素社会
を目指す上で大きなウエイトを持つと考えられる。
資源エネルギー庁「集計結果又は推計結果（総合エネルギー統計）
『時系列表』
」によれば、日本の 2020
年度のエネルギー供給は、化石燃料による火力発電が 76.3%。内訳は石油が 6.3%、石炭が 31.0%、LNG
（液化天然ガス）が 39.0% だ。火力発電は化石燃料を燃焼する際に温室効果ガスを排出し、地球温暖化に影
響を及ぼしている。再生可能エネルギーの割合を徐々に増やしていく必要があるが一長一短あるこれらの発
電は急速に置き換えることは困難だ。私たちは、コンセントに電源ケーブルを差し込むことで、暑ければエ
アコンをつけ、スマホを充電しゲームに興じ、利便性といった豊かさを享受している。今できることは節電
意識を当たり前にし、SDGs を契機に市民レベルでの環境意識を高める必要がある。
8
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■電動車 100％へ

そんな中、自動車業界ではどんな取り組みをしているのだろうか。ふと思い立ち、取材がてら「人とくる

まのテクノロジー展 2022 YOKOHAMA」
（主催：公益社団法人自動車技術会、2022 年 5 月 25 日～ 27 日、
パシフィコ横浜）に行ってきた。自動車や部品、材料メーカー、関連企業の技術を展示するイベントで、3
年ぶりのリアル開催だ。主催者企画では、カーボンニュートラルをテーマに掲げて講演会と展示が併催され
ていることから、自動車業界の最新動向を知る機会とあって多くの来場者で賑わっていた。
政府は 2018 年の時点で「2030 年までに、国内の乗用車における新車販売の 5～7 割をハイブリッド車
（HV）
や EV にする」目標を示していたが、2021 年には「2035 年には全ての新車を電動車にする」ためグリーン
成長戦略を策定した。その流れで、2035 年までに国内での乗用車の新車販売で電動車 100％を実現するこ
とが、国の方針として戦略に明記された。世界の潮流は、EV に置き換わろうとしているからだ。
日本の自動車メーカーの強みは、HV だ。いや「だった」と言うべきかもしれない。一般的に、ガソリン
で動くエンジンと電気で動くモーターの二つの動力源を備え、低速時はモーターを使って走行し、燃費の効
率が良い速度になったときには、ガソリンで動くエンジンに切り替え走行をすることで、ガソリン車より燃
費の効率が良くなり、CO2 や排気ガスの量を抑えることが可能だ。しかし、街中走行時はいいが、高速道
路などを頻繁に使う場合は常にガソリンによるエンジン走行となるため、燃費の差が出ない。軽自動車やバ
イクに至っては、そもそも燃費が良かったことから立ち遅れ、ようやく HV がお目見えしている。今、そ
のお家芸が揺らいでいる。
EV の普及拡大には、様々な課題をクリアにする必要があ
るが、一番の課題は航続距離が短く不安定なのが難点で、
バッテリー性能の向上は必要不可欠だ。蓄電能力の効率化や
気温の低い冬季でも安定的に電力供給でき航続距離が延伸で
きれば一気に市場は開放へ向かう。そのほか、軽くて丈夫な
素材や部品、電装品の省電力化など 1 メーカーだけでは解
決できない問題が山積する。
株式会社カネカ（東京都港区）のブースで興味を引いたの
は、太陽電池モジュール、ソーラールーフだ（写真 1）
。車
のルーフを結晶シリコン太陽電池でコーティングし、発電し
ながら蓄電させる。開発した車載用結晶シリコン太陽電池は

写真１

ソーラールーフ

曲面状に設計することができ、自動車ボディへの設置が可能になったことからトヨタの低速自動運転 EV
「e-Palette」に採用されている。
旭化成株式会社
（東京都千代田区）
は、樹脂やセンサー
など計 22 種類の同社製品を使用した新たなコンセプト
カー「AKXY2（アクシーツー）
」を出展（写真 2）。ドー
ム形状の屋根はポリカーボネート（PC）製で、水系塗
料でコーティングすることで、傷が付きやすく目立ちや
すい PC の欠点を補完している。行列ができるほどの人
だかりで関心の高さを物語っている。
自動車の EV 化は、今や待ったなしの状況だが、産業
界と研究機関がタッグを組んで実用化を加速させること
写真２

AKXY2（アクシーツー）

が待ち遠しい。
（取材・企画構成・文

本誌編集長
2022.7

山口泰博）
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樹木成分研究による
森林資源の獣医学的活用

森林編
一般社団法人 Pine Grace 代表理事

横田

よこた

博

ひろし

■概要

一般社団法人 Pine Grace（パイングレース、北海道江別市）は、樹木の成分研究とその活用で森林の保

全に貢献することを目的に活動している。この目的に賛同する多分野の方々がアカエゾマツ研究会（アカエ
ゾマツサミット）に集い、後述するそれぞれの現場での研究や活動を通じてアカエゾマツを原材料とした製
品の開発と販売（社会実装）を進めている。そして、これら一連の活動から派生する経済価値を地域や森林
の保全に還元することがわれわれの活動の理念である。

■アカエゾマツ研究会立ち上げ経緯 ―なぜアカエゾマツなのか？ ―

アカエゾマツ樹木が放つ甘く爽やかな香りを医療や福祉に活用できないか、アカエゾマツに経済的な価値

を付与できないか、生産現場と研究現場の連携を構築できないか、アカエゾマツ精油に機能性を見いだし実
社会で活用できないか、これらの思いを抱く 4 人が 2016 年 10 月に北海道東部（釧路地区）で出会い、そ
れぞれの視点からアカエゾマツ研究を推進する目的でアカエゾマツ同好会が発足した。発足の直後、アカエ
ゾマツ精油にストレス改善作用＊＊ 1 と病原菌に対する強い抗菌作用が見いだされた＊＊ 2､ 3。木材としての欠
点を多く抱えるため林業者にあまり歓迎されないアカエゾマツだが、過酷な環境下で生き抜ける要因を垣間
見ることができ、この精油の幅広い利用可能性とアカエゾマツの明るい未来を感じた。

■製品化と法人化と現況

アカエゾマツ同好会の理念（最終目的）は森林保全への貢献として意見は一致した。これまで数々の同好

会や研究会がこの理念を掲げて活動を推進するものの、直接的に森林保全に役立っている例は多くない。経
済学の専門家から「利益を上げなければ、森林の保全は不可能」と促され、製品の開発や販売を決意した。
「多方面からの協力を得る必要があり、責任ある法人とする必要がある」と促され法人化を決定した。それ
に前後して獣医臨床分野から驚きの臨床結果が寄せられた。本精油が牛の皮膚真菌症（ガンベ）治療に効果
があり、一般的には治療に 1 カ月以上はかかるガンベの症状がほんの 2 ～ 3 週間で完治していた。当時の
学生の卒業研究で取り上げ、追試でも同様の検証結果を得た＊＊ 4。動物医薬を全国販売している企業から関
心を寄せていただき、全国規模での臨床試験を行い良好な成績を得た。製品化は決定したものの、その名称
を薬事法（現在は薬機法）の規制範囲に収める必要があることから「PG アロマ」という製品名に落ち着いた。
今般、抗生物質の使用抑制のかかる医療現場では、
それに替わる製品が強く求められており、この PG
アロマは多方面から注目を集め広まりつつある。ま
た、われわれの研究成果を知る札幌にある企業から
は伴侶動物用製品の開発提案をいただき、本精油の
効能で病原菌から伴侶動物を守る「スキンプロテク
トスプレー」が開発された。このように研究成果が
社会実装され、消費者から高い評価を得る機会はと
ても稀有であり、理事・会員の活動モチベーション
PG アロマ
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を高めることになった。
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■一般社団法人 Pine Grace の目的

日本の約 7 割は森林で覆われており、経済協力開発機構（OECD）加盟国の中ではフィンランドに次ぐ

第 2 位の森林率を誇る。一方、日本の森林の 4 割は人工林であり、間伐などの手入れをしないと、林内が
暗くて下草が育たず、時に山地災害を引き起こす。アカエゾマツは北海道内に約 18 万 ha の人工林が存在
しており、「北海道の木」にも指定されている。アカエゾマツは他の樹木が生育しないような劣悪な環境で
も生育するため、防風林や防霧林などの保安林として重要な役割を担ってきた。しかし、その間伐木は割れ
やすくヤニが多いなどの欠点から建築用材に向かず、林業における採算性は低い。そのため、森林の保全整
備は公共事業や補助金に頼らざるを得ない状況になっている。また、主伐や間伐時に発生する枝葉、規格外
サイズの苗木などは利用されずに廃棄されている。われわれは、下記に示す通り、これら枝葉や苗木の有効
利用をすることで、アカエゾマツ樹木の経済的付加価値を高め、森林保全のインセンティブを高めることを
目指した。
・森林、樹木、草花の機能成分を有効利用し、動物や人の健康福祉に貢献する。
・地域産業の発展に寄与し、森林を守る。

■活動コンセプト

一般社団法人 Pine Grace の活動コンセプトは大きく研究と社会実装に区分される。森林近くに位置する

精油の生産現場では、樹木の採取方法や蒸留方法、生産された精油の保存方法などについて日々研究を行っ
ている。一方、大学では研究者の独自の関心に基づき、精油のリラクゼーション効果や抗菌性などについ
て、学生らとともに新発見を求め

破棄される規格外
苗木

て日々基礎研究に務めている。製
品の共同開発企業や販売先との
マッチングは主に都会に在住する
理事や会員が担当している。いず
れの研究・社会実装とも森林の保

森林内に放置
される下枝葉

アカエゾマツ林地残材の
最有効利活用
精油（エッセンシャルオイル）

豊かな森林の保全

パイングレース理念
研究＆社会実装

全を最終的な目的にしており、地
球上で調和のとれた豊かな森林を
保つことにつながる。また、地域

健康生活に貢献

で保有する価値（地域資源）を地
域内で生産し森林に還元するシス
テム（価値のサステナブルシステ
ム）を創ることも当法人の重要な

図1

Pine Grace 活動コンセプト

活動コンセプトである（図 1）。

■今後の計画

① Sustainable 事業を目指し、アカエゾマツのカスケード利用の推進
蒸留過程で産出される精油のほか、芳香蒸留水（アロマウォーター）
、抽出液、蒸留残渣などの全ての生
産物を有効利用することを検討している。現在、以下により実現できると考えている。
・芳香蒸留水には、微量ながら精油の主成分を含み、幾つかの機能性があることが分かってきた。サウナ
用のロウリュウ水として使用したいとの要望を受け、製品化し試験販売をしているが、好評である。
・抽出液はいわゆる煮汁である。濃茶色をしていて特徴的な香りがある。ある時、花の栽培をしている会
員から「うどん粉病に効く」という声が挙がり、真菌や害虫の忌避に効くかもしれないと研究を進め成
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果を得ている。
・蒸留残渣は廃棄に困っていたが、エコプロ 2021（東京ビックサイト）での展示会にて「コーヒー殻の
バイオコークス」を Pine Grace の理事が拝見し、アカエゾマツの蒸留残渣でもコークス化できないか
と思い立った。製造元の井田民男教授（近畿大学）を訪ねたところ試作製造を快諾いただいた。その結
果、アカエゾマツの蒸留残渣は煙を出さずに長く燃えるバイオコークスとなった。
②アトピー、抗生物質耐性菌（薬剤耐性菌）などへの製品開発
重篤な疾患に活用できる製品の開発を目指している。現在、皮膚真菌症の臨床研究からアトピー性皮膚炎
や＊＊ 5 水虫の改善に可能性を見いだしている。さらに、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）などの薬
剤耐性菌にも抗菌性を見いだしている＊＊ 6。これまで同様、われわれの活動理念に賛同していただける医療
関係組織と連携してこれらの製品を開発していきたいと考えている。
③自伐（型）林業への支援活動
小規模な自伐（型）林業への支援を行う計画を考えている。自伐（型）林業とは森林内の樹木を大規模に
伐採することを避け、森林環境に配慮しつつ間伐を繰り返して収益を得る林業形態である。林業は環境を保
全する活動であると同時に、収益を上げる必要のある産業である。つまり、森林を守り育てる営みの過程
で、どのように利益を得るかが長年の課題であった。伐採には大型の重機を使うことが多く、小規模な事業
所では多額の経費捻出が課題であった。しかし、仮に小規模な自伐（型）林業がわれわれの活動を取り入れ、
林内廃棄されていた枝葉を有効活用すれば収益を上げることができる。ヒトや動物の健康に役立つ製品を開
発できれば収益性も見込めるであろう。さらに、アカエゾマツ畑を構想している。一定程度成長した樹木の
成長点を切断し、横に延びた枝葉を毎年収穫し、有効活用することで安定的に精油を生産する構想である。
アカエゾマツを含む針広混交林を荒廃させない範囲で、森林浴、キャンプ、リトリート、ホーストレッキン
グ、蒸留体験会などに活用する。昨年、林野庁主催のマッチングプログラム（SFA2021）で小規模な自伐
型林業を目指す方と連携する機会を得た。現在、上述の未来に向かい動き出している。
＊＊１ 土居拓務、本田知之、安井由美子、前田尚之、酒巻美子、萩原寛暢、横田博、木育活動およびアカエゾマツ精油芳香曝露による唾液中ス

トレスホルモン（コルチゾール）の低減、Aroma Research 11 月号、28-32 (2020)

＊＊ 2 醍
 醐由香里、村田亮、鈴木一由、横田愽、内田郁夫、菊池直哉、乳房炎原因菌に対するアカエゾマツ（Picea glehnii）精油の抗菌活性、

北海道獣医師会雑誌 62, 135-139 (2018)

＊＊ 3 山
 口昭弘、趙希英、佐藤彩音、亀田くるみ、前野奈緒子、家子貴裕、前田尚之、横田博、アカエゾマツ精油のアクネ菌に対する抗菌性、

Aroma research, 22 (4), 361-367, 2021.

＊＊ 4 石
 原慎太郎、友利愛子、宮庄拓、横田博、西康暢、大塚まりな、加納累、鈴木一由、牛皮膚糸状菌症におけるアカエゾマツ抽出精油の抗

菌活性、2019 年、北海道獣医師会発表

＊＊ 5 宮
 庄拓、アカエゾマツ精油入り動物用ブラッシングスプレー
『スキンプロテクト』のアトピー犬に対する効果、2019 年アカエゾマツサミッ

ト発表

＊＊ 6 友
 利愛子、横田博、西康暢、大塚まりな、杉山美恵子、豊田洋治、伊藤隆晶、鈴木一由、牛乳房炎乳由来 Staphylococcus aureus 耐性

菌に対するアカエゾマツ精油の抗菌活性、2019 年、北海道獣医師会発表（奨励賞受賞）
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木そのものを発酵して造る
香り豊かな新しいお酒
山村地域の振興、国産材需要
拡大への貢献を目指して

国立研究開発法人森林研究・
整備機構 森林総合研究所

大塚

おおつか

祐一郎

ゆういちろう

■プロジェクト概要

木材の新しい前処理技術として、水の中で細胞壁の厚さを砕いてほぐす「湿式ミリング処理」を開発した。

湿式ミリング処理は、熱処理や薬剤処理なしに木材の細胞壁に埋め込まれたセルロースを露出する。露出し
たセルロースは酵素でブドウ糖へ直接分解することができ、さらに遊離したブドウ糖はそのまま微生物発酵
が可能である。われわれはこの新しい技術を応用して、木材を酵素と酵母で糖化・アルコール発酵して造る
世界初の「木の酒」の製造技術を確立した。本稿ではその製造技術と「木の酒」の特徴、産業分野への橋渡
しと今後の展望について述べる。

■木材の発酵を可能にする「湿式ミリング処理」

木材の主要成分はセルロース・ヘミセルロース・リグニンであり、これら三つの成分が木材の 90% 以上

を構成する。これらの成分は互いに結合して強固な細胞壁という構造を作っている。セルロース・ヘミセル
ロースは酵素や微生物によって分解されやすい成分であるが、難分解性のリグニンが成分を覆って硬い細胞
壁を形成しているため、木材を直接酵素や微生物で分解することは困難である。逆に言えば、この強固な細
胞壁構造のおかげで、木材は 100 年以上も腐食しにくい耐久性のある建築材として利用価値が高い。
木材の細胞壁の厚さは一般的に 2 〜 4μm（1μm=1/1000mm）と非常に薄い構造であり、この薄い細
胞壁構造が密集して硬い木材を作り出している。われわれは木材の細胞壁の厚さを砕く新しい前処理技術
「湿式ミリング処理」を開発した。これはカラーインクの製造現場で広く使われているビーズミル装置を応
用して、木材を水中でビーズとの衝突により微粉砕する技術である。この技術により、それまでは困難だっ
た 1μm 以下にまで木材を微粉砕することが可能となった。湿式ミリング処理によって木材の細胞壁の厚さ
が砕かれ、中に埋め込まれたセルロースが高効率に露出する。露出したセルロースは市販の酵素（セルラー
ゼ）によりブドウ糖に分解することができ、できたブドウ糖は微生物によって直接発酵することができる。
湿式ミリング処理は熱処理や薬剤処理なしに木材と水のみで処理ができることから、われわれは食品添加
用のセルラーゼと醸造用の酵母を使って糖化・アルコール発酵を行うことで、木材を直接発酵して造る飲用
のアルコールの製造が可能になると考えた。そこで、酒造免許を取得して木を発酵して造る世界初の「木の
酒」の試験製造を開始した。

■「木の酒」の製造プロセスと生産効率

木の酒の製造プロセスを図 1 に示す。伐採した木材は樹皮を剥ぎ、チッパーでチップ状に粗粉砕した後、

一般的な粉砕機で木粉状に加工する。木粉と水（飲用の天然水など）を所定の割合で混合し、ビーズミルの
粉砕槽に流し込むことで 1μm 以下になるまで微粉砕する。湿式ミリング処理後の木材スラリーは露出した
セルロースが水を吸って膨潤し、粘度の高いクリーム状となる。クリーム状の木材スラリーを糖化・発酵タ
ンクに投入し、食品用のセルラーゼ酵素によってセルロースをブドウ糖に分解し、醸造用酵母によってブド
ウ糖をアルコールに発酵する。発酵後の発酵もろみを固液分離することでアルコール度数 1- 2 度の「木の
2022.7
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図１

木材
粗粉砕

酵素

湿式ミリング処理

微粉砕

木材スラリー

酵母

糖化・アルコール発酵

回転軸

ビーズミル

1st
糖化反応
アルコール発酵

図１

醸造
アルコール
Alc.1.0-2.0%

発酵もろみ

水

木粉

ろ過

蒸留

2nd

蒸留アルコール
Alc.30-40%

木の酒の基本的な製造プロセス

醸造酒」が得られる。また発酵もろみを 2 回蒸留することによりアルコール度数 30 - 40 度の「木の蒸留酒」
が得られる。スギ、サクラ、シラカバにおいては製造効率の検討も行った。木材 1,000kg からアルコール
度数 35% の蒸留酒を製造した場合の生産量を表 1 に示す。スギは比較的生産効率が高くウイスキーボトル
で 453 本、サクラは 202 本、シラカバは 185 本製造できる計算となった。広葉樹であるサクラやシラカバ
は針葉樹のスギと比べて木材が硬いため、湿式ミリング処理による細胞壁の粉砕効率が低く、生産量の低下
につながったと考えている。なお、樹齢 50 年ほどのスギであれば、スギ 1 本からウイスキーボトルで 100
本以上の蒸留酒が製造できる計算となる。詳細な製造方法については参考文献＊＊ 1 を参照されたい。
表１

樹種

1,000kg の木材を原料とした場合のスギ、サクラ、シラカバにおけるアルコール生産量

エチルアルコール（kg）

木の蒸留酒 Alc. 35％ v/v（L）

ボトル本数 750mL 詰め（本）

スギ

93.8

339.7

453

サクラ

41.9

151.7

202

シラカバ

38.3

138.7

185

■「木の酒」の特徴と魅力

われわれはこれまでに、スギ、シラカバ、サクラ（ソメイヨシノ、ヤマザクラ）
、ミズナラ、クロモジの

6 樹種を原料に「木の酒」の試験製造を行ってきた。これら 6 樹種から製造した木の醸造酒および木の蒸留
酒を写真 1 に示す。スギは樽酒を思わせる香り、シラカバは白ワインのようなフルーティーな香り、ソメ
イヨシノやヤマザクラは桜餅を連想させる華やかな香り、ミズナラはウイスキーを感じさせる芳醇な香り、
クロモジは柑橘系の爽やかな香りと樹種ごとに異なる風味が醸し出されることが明らかとなった。日本には
1,200 種類もの樹種が存在すると言われているため、将来的には様々な樹種から様々な風味のお酒が造られ
ることが期待される。
木の酒の魅力の一つとして、原料となった木が育った地域のストーリーを合わせられることが挙げられ
る。原料となった木が育った気候や山、その山から湧き出す湧水を仕込み水として使用するといったストー
リーを合わせることで、その地域特有の木の酒を山村地域ごとに製造することが可能である。
またもう一つの木の酒の魅力としては、樹齢という時間のストーリーを合わせられることが挙げられる。
ワインやウイスキーなどは製造年（ヴィンテージ）や熟成年数がその酒の価値を飛躍的に高め、20 年以上
の時間を経たワインやウイスキーは高値で取引されることが多い。木の酒の場合は原料に時間のストーリー
が既に含まれており、一般に取引されるスギでは樹齢 50 年以上のものが多く、ブランドスギにおいては樹
14
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齢 150 年から 200 年を超えるものまである。
例えば樹齢 100 年のスギを原料とした場合、
その木材の年輪の中心には 100 年前にその
スギが光合成で作り出したセルロースを含む
木材があり、そこから外側に向かって現在に
至るまで全ての年に作られたセルロースを含
む木材が年輪として含まれているのである。
木の酒は、それら全ての時間をかけて造り出
された木の成分を、酒として飲むことで自身
の体に取り込み同化する体験を可能にする。
時折台風などで推定樹齢 1,000 年以上の御
神木が倒れてしまうことがあるが、このよう
な木から木の酒を製造したとすると、木の酒
の価値に計り知れない可能性を想像すること

写真１

6 樹種から試験製造した木の酒

左からスギ、シラカバ、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ミズナラ、クロモジ；木の醸造酒（奥側）
；
木の蒸留酒（手前側）

ができる。

■産業分野への橋渡し

森林総合研究所では、木の酒の製造技術について 2018 年に特許出願し 2021 年に権利化している。これ

は森林総合研究所単体で権利化することで、日本の様々な山村地域で木の酒の事業化を目指す民間企業、団
体に幅広くライセンス提供することを目的としている。すでに複数の民間企業、団体から特許の使用申請を
受けており、具体的な事業プランを提示いただければ基本的には拒否することなく特許使用を許可させてい
ただいている。現在、木の酒の特許技術を活用して、エシカル・スピリッツ社（東京都台東区）の Wood
Spirits プロジェクトや有限会社さっぷ（北海道中川郡美深町）による北海道美深町の白樺を活用した白樺
スピリッツプロジェクトが発足しており、木の酒の事業化に向けた検討が進められている。

■木の酒の安全性試験と今後の展望

人類史における酒の歴史は長く、2018 年に 1 万 3000 年前の世界最古の醸造跡がイスラエルの洞窟で発

見され報告されている。それから現在に至るまで様々な酒類が生み出され消費されてきたが、そのほとんど
は穀物か果実の糖分を原料とした酒であり、木を直接発酵して酒を造った歴史はない。すなわち人類は木の
酒を消費した経験がないために、本技術によって製造される「木の酒」を酒として飲むためには安全確認が
必要である。そのため森林総合研究所では、スギ、シラカバ、ミズナラ、クロモジから製造した「木の酒」
の基本的な安全性試験を実施した。その結果、これら 4 樹種から製造した「木の酒」においては問題となる
データは確認されなかった。今後はさらに樹種を拡大して安全性試験を実施していく予定である。
将来、日本各地の山村地域でその土地特有の樹種を原料とした様々な木の酒の製造・事業化が広がれば、
山村地域の振興、国産材の高付加価値化と需要拡大、日本林業の成長産業化などにつながることが期待され
る。
本研究開発は、生物系特定産業技術研究支援センター（生研支援センター）のイノベーション創出強化研
究推進事業「世界初！樹から造る『木の酒』の開発」および「木の酒の社会実装に向けた製造プロセスの開
発と山村地域での事業条件の検討」による成果である。
＊＊ 1 P
 roduction of flavorful alcohols from woods and possible applications for wood brews and liquors Otsuka, Y. et al. (2020)

RSC Advances, 10: 39753-39762
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■世界有数の森林大国日本でなぜ、今、森林活用が必要なのか

日本は国土面積の 3 分の 2 以上を森林が占めており、経済協力開発機構（OECD）加盟国で見ても、フィ

ンランドに次ぐ世界で 2 番目の森林率である。世界的には森林面積が減少傾向にある中で、この豊富な森
林の蓄積量によって日本は世界でも有数の森林大国とされている。そんな日本で森林活用が必要となる背景
はどこにあるのか。まず、日本の森林と林業の状況について整理する。
日本の森林と林業の状況
森林に関する統計資料として、林野庁が毎年発行している「森林・林業白書」＊＊ 1 によると、国内の森林
のうち約 4 割が人工林であり、その半数は木材利用に適した主伐期（主に 50 年生）を超えて利用期に差し
掛かっているとされている。木は長い年月をかけて育つため、現在豊富に存在する森林は、先人達が戦後の
大造林によって植えた苗木が育ったものである。また、木は大きければ大きい方が必ずしも良いわけではな
く、木材として利用するには、用途に適したタイミングで伐採して活用するのが効果的である。この点が日
本の森林は、今、切らないと将来的に使えなくなると言われるゆえんである。
林業の状況に目を向けると、1980 年には約 15 万人いた林業従事者が、2015 年では 3 分の 1 以下にま
で減少し、深刻な人手不足となっている。日本には豊富な森林資源があり、その資源を活用しようという機
運が高まっているにもかかわらず、林業に携わる人が慢性的に不足する状況に陥っている。林業における人
手不足の要因として、山間地域の人口減、林業従事者の収入が他産業に比べて低い、労働環境が過酷である
点などが挙げられる。しかし、根本的な原因は、長らく外国産の木材に依存してきたことに起因する国内の
サプライチェーンの崩壊によって、山への経済循環が生まれていない点にある。これらの背景から、本稿の
テーマである「国内の森林資源の持続的な活用」を考える上で、森と都市の連関構造を確立し、山にお金が
返る仕組みを構築する必要性が浮き彫りとなる。

■木材活用の意義 ―カーボンニュートラルの実現とサプライチェーンの再構築 ―
①木材活用によるカーボンニュートラルと森林の多面的な機能

近年、欧州を中心に持続可能な資源として木材が注目を集めている。その際たる理由が、木材による炭素
固定である（図 1）
。木材による二酸化炭素の吸収量は、木材年齢に比例するものの、成長過程における光
合成によって二酸化炭素を吸収し続け
る。木材内に固定された炭素は、燃や
さない限り大気中に戻ることはなく、
炭素を木材内に貯蔵し続けることがで
きる。特に、建物を建てる際に木材を
活用することで、コンクリートや鉄な
どの材料に比べて、製造や加工におけ
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るエネルギー消費を少なくすることができるだけでなく、多くの炭素を建物内に固定することも可能とな
る。この機能を利用して、二酸化炭素を含む温室効果ガスの発生量と吸収量を均衡させるのが「木材活用に
よるカーボンニュートラル」の基本的な考え方である。
注目される木材による炭素固定以外にも、森林は多面的な機能を有している。水資源を貯める役割から、
様々な生物へ棲家を提供することによる生物多様性への実現、2021 年に熱海市で起こった土石流災害など
を例とした土砂災害や洪水の防止など、われわれの生活に関わる重要な役割を担っている。地球温暖化や気
候変動、それらに伴う自然災害を防ぐ意味でも、持続可能な森林整備の重要性が増している。
②持続可能な森林整備と木材の活用に向けたサプライチェーンの構築
持続可能な森林整備と木材の活用には、木材に関わるサプライチェーンの構築が必要不可欠である。新型
コロナウイルス蔓延（まんえん）を起因としたウッドショック、ロシアのウクライナ侵攻による第二次ウッ
ドショックなどによって、外国産材を軸としたサプライチェーンに潜む大きなリスクが顕在化している。輸
入取引先での木材需要の拡大やコンテナ不足による輸送問題など、今後も簡単には解決できない外的要因も
存在している。これらの状況は、裏を返せば国内の森林を活用する上で大きな追い風になる可能性がある。
その上で解決していかなければならない課題について、日経 BP 総合研究所の木材ビジネス最前線＊＊ 2 では、
国内産の木材の需給バランスの最適化、生産性と歩留まり率の向上、原木価値の最大化などにより、中長期
的な資金の調達と人材の育成・確保が必要であると指摘している。しかし、国内林業従事者の立場にたつと、
ウッドショックなどの外圧による短期的な需要増の一方で、将来的な外国産材の価格下落と外国産材への回
帰によって、再び国産材への需要が減少するリスクが常に存在する。短期的な需要増では、中長期的な視点
での林道の整備や機械設備投資などへ積極的に踏み込むほどの後押しにはならないのが実情である。短期的
な需要増よりも、持続可能な形で山元に利益が還元される仕組みがあって初めて、山側の整備や投資が進ん
でいく。
歴史的に見れば、ウッドショック以外にも木材の価格変動は繰り返されたが、長らく国産材の安定供給に
は至らなかった。それは国内の森林資源が成長段階にあったのと、外国産材が圧倒的に安かった、この点に
尽きると考えられる。一方で現在は、伐採適齢期の木材が豊富に存在しており、外国産材も安定的には手に
入りづらい状況が続く点で、過去とは比べ物にならないほど、国産材を活用する契機になっている。
次章では、ここまで概観したサプライチェーンの構築が必要となる要因に対して、特に森林資源の消費地と
なる都市部における木造建築の推進、森と都市の連関構造の確立について国内外の事例を参照しつつ考える。

■国内外における木造建築の活用に関する先進事例

国内の森林資源の活用の例として、従来の在来工法を洗練させた大型パネル事業を展開するウッドステー

ション株式会社（千葉市）、生産から加工、販売までを一社で担う MEC Industry 株式会社（鹿児島県姶良
郡湧水町）に加えて、海外の先進事例である森と都市の連関構造を生かした大規模木造建築プロジェクト
「Wood City」を紹介する。
①ウッドステーション
既存の木造建築事業を極限まで合理化することに成功した例として、ウッドステーションの取り組みを紹
介したい。ウッドステーションは、佐伯広域森林組合（大分県佐伯市）などとパートナーシップを結び、国
内産の木材の付加価値を高める「大型パネル」を展開している。大型パネルの特徴は、木材の歩留まり率の
向上、現場での作業量の低減、作業・製品の精度の向上や平準化が挙げられる。具体的には、従来の在来工
法では、製材品を工場でプレカットして工事現場に搬入し組み立てていくのが一般的であった。森から木が
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切り出され、加工されて現場まで搬入されるうちに、無駄が多く出て山への経済循環が生まれにくいという
問題が長らく指摘されてきた。つまり、森から丸太が出される際の価格と最終的に工事現場に製材品が入る
際の価格が全く釣り合っておらず、山側がほとんど儲からない仕組みになってしまっている。そこで、ウッ
ドステーションは、工場にて在来工法をベースとしたパネルを制作し、サッシや断熱材などを一体化するこ
とで「木造大型パネル」として無駄を省きながら、木材の付加価値を高めることに成功している。
昨今、建設現場での人手不足や世界的な情勢不安による建築資材の高騰などの背景からも、国内にある資
源を効率的かつ安定的に活用する具体的な方策が求められている。国内の森から切り出す木をなるべく無駄
にせず、生産性を高めるのと同時に木材の価値を高めて山へお金が戻る経済サイクルを創出する。さらに、
製品や工法の合理化を進めることで、人手不足の解消や現場作業の安全化にも寄与する。現状では、大型パ
ネルの利用はクレーンやトラックの入れる敷地に限定されるなどの制約は残るが、日本全国の地域ごとに展
開するサプライチェーンの再整備に貢献できる可能性を持った事業である。
②三菱地所 MEC Industry
国内企業の取り組みとして、MEC Industry も注目である。MEC Industry は、三菱地所グループをは
じめ、各分野に精通した七つの会社によって設立された総合木材事業体である。MEC Industry のすごさ
を一言でいえば、「徹底的な中間コストの削減」である。MEC Industry が理念として、
「生産から加工、
販売まで、一気通貫で行うことによって、より安く、早く、お客様に喜ばれる商品を提供する」と掲げるよ
うに、建設分野における既存事業が抱えていた他業種分業化などの課題を解決し、商品のクオリティーを維
持した上で低コスト化を図る事業展開を意図している。また、MEC Industry の製品生産ラインでは、主
に鹿児島県・宮崎県・熊本県などの九州産材を使用することにより、地域の木材需要の拡大を通じた森林の
循環・林業の活性化にも資することを目指している。現状では、住宅事業をベースとした木造ユニットの製
造から住宅販売、中高層木造建築向けの配筋付型枠などの製造を行っているが、将来的には大型物件にも広
く木造事業を展開していく計画である。
MEC Industry の最大の強みは、三菱地所の持つ豊富な案件を出口戦略として、毎年一定程度の木材使
用量が見込める点にある。自社だけで木材使用量がある一定規模以上になれば、他社から材料を調達するよ
りも自分で丸太を仕入れて製材し、各製品の製造まで自社で行う方がスケールメリットを生かしたコストダ
ウンが可能となる。さらに、製品の販売までを自社事業として一括で行うことにより、ユーザーの手元に届
くまで可能な限り余分なコストがかからない仕組みが実現でき、森から最終的な製品までが一つの流れでつ
ながっていくのである。今後、MEC Industry の事業がより本格化していくことで、安定的な製品供給に加え
て林業も含めた地域におけるサプライチェー
ンの構築にも寄与することが期待される。
③ Wood City
森と都市の連関構造を生かした大規模プロ
ジェクトとしては、フィンランドヘルシンキ
市の「Wood City」が有名である（写真 1）
。
Wood City は、フィンランド国内の都市に
おいてブロック単位で取り組んだ木造プロ
ジェクトとしては最大規模のプロジェクトで
ある。Wood City はヘルシンキ西側港湾エ
写真１
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フィンランドヘルシンキ市に実現した Wood City

リアの再開発プロジェクトの一環であり、沿

特集

岸部エリアの整備を進めていく上で、ヘルシンキ市の都市計画的な観点からも重要なプロジェクトの一つと
位置付けられている。
開発されたブロック内には、オフィス、ホテル、集合住宅の三つの建物用途によって構成されており、共
通して 1 階部分は RC（鉄筋コンクリート）造で商業スペースとなっている。2 〜 8 階は、Stora Enso 社の
バルカウス工場で製造された国内産のスプルース材による LVL（木材工業製品）エレメントを用いた構成
である。Wood City の特筆すべき点として、プロジェクト全体での木材の使用量は 4,900 立方メートルと
なっており、炭素量で換算すると約 1,000 トンの二酸化炭素の削減に貢献していると報告されている。ま
た、Wood City は、国内の森林サプライチェーンを生かして、森林資源を LVL へ変換して都市部に供給
することで、都市部の大規模木造建築として大量の森林資源を利用している。Wood City は、国内の森林
資源を都市で消費するという、森と都市の連関構造により実現したプロジェクトのロールモデルなのである。

■森と都市の連関による持続可能な森林活用

ここまで、日本における森林と林業の現状、カーボンニュートラルの実現とサプライチェーンの構築の視

点から木材活用の意義について整理してきた。また、国内外の木造建築の事例にも着目しながら、森と都市
の連関構造を考える上で必要となる要素について議論してきた。持続可能な森林活用は、森林から生まれる
木材製品の消費地を確保し、消費地で生まれた経済利益を山に返すこと、そしてその利益をもとに継続的な
森林整備を計画的に行う、このサイクルの確立なしには実現できない。
①持続可能な森林活用に向けた具体的な方策
外国産材に潜む外的要因やリスクを可能な限り排除するため、さらなる国産材の活用が望まれる。持続可
能な森林活用に向けた具体的な方策について、川上側（山元や林業関係）―川中側（主に加工や流通）―川
下側（都市や消費者）の視点、経済的な視点も含めて考えたい（図 2）
。
国産材を効果的に活用するための川上側の取り組みとして、森林ごとにストックされている木の齢級と齢
級ごとの量を正確に把握する必要がある。人力に頼った方法ではほぼ不可能に思えるが、ドローンや AI な
どのデジタル技術を活用した上で、日本各
地の森林にて一定面積のエリアごとに「森
林の見える化・定量化」が行えるかが鍵と
なる。ある程度、齢級と量を把握した上で、
スケールメリットを意識した計画的な皆伐
を行えば、木材の価格と量のシミュレー
ションも可能となる。また、把握している
データを基に、計画的な伐採計画と植林計
画を立案して実行に移せば、持続可能な森
林活用に近付くことができる。また、川下
側では、需要と供給のバランスを安定化さ
せるため、短期（1 ～ 3 年）
、中期（5 ～ 10

川上での取り組み
「森林の見える化・定量化」

計画的な皆伐と植林計画

川中での取り組み
「サプライチェーンのスリム化」

森と都市をスムーズに繋げる

川下での取り組み
「中短期的な木材使用量の明確化」

価格と供給の安定化

経済的な視点
「ESG投資や森林環境税との接続」
図２

財源の確保と事業の発展

持続可能な森林資源の活用に向けた方策

年）を目安に、都市部の建物で使用する木
材利用量を川上側に提示する努力が必要となる。大規模な建設会社やハウスメーカーなどは、単体で一定規
模の木材量を確保することができる。中小規模であれば、持続的な木材活用を目的としたグループを形成し
グループで木材量を確保するなどが考えられる。一定規模の利用を川上側に示すことで、価格と供給の安定
を確保し、林業整備や設備投資を促す狙いである。さらに、忘れてはならないのは、川上側と川下側をつな
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ぐ、川中側の取り組みである。川中側には、ブラックボックス化しているサプライチェーンのスリム化、生
産性の向上、川上側にお金を戻す取り組みによって、川下側を含めて森と都市をスムーズにつなげる役割を
期待したい。これら、川上側―川中側―川下側までのつながりが強化されることで、都市部において木造建
築や木材利用の普及が進み、結果として森林資源の利用が促進されるというサイクルとなる。
② ESG 投資や森林環境税の活用
経済的な視点では、持続可能な森林活用を進めていく上で、ESG（環境・社会・企業統治）投資をはじ
めとしたビジネスとの接続や 2024 年から開始される森林環境税の活用が有効になると考えられる。
ESG 投資では、企業の社会的責任（CSR）に注目し、長期にわたる視点で総合的な投資判断を行う上で
CSR は重要な指標の一つになっている。特に、欧州をはじめとして、森林の活用は、地球温暖化対策や気
候変動対策などの社会的な観点から重要な資源とされており、森林ないしは木材・木造建築を活用している
企業を対象とした ESG 投資が広がりを見せている。ESG 投資の観点から考えると、企業としての木造建築
の活用は効果的な資本投下となる可能性が示唆される。また、日本においても、不動産会社や投資家を中心
に、二酸化炭素排出量の削減や環境性能の高い木造建築の利用等についての認識が広がっており、将来的に
はさらなる広がりも期待できる。
森林環境税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を
図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的に創設された制度である。森林環境
税の使用用途としては、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等の
促進が想定されている。森林環境税の活用によってこれまで長年解決できなかった、補助金依存となってい
る林業の収支構造の転換に期待したい。日本の森は、小規模かつ分散的な森林所有となっており一体的な整
備がしづらい点や、中長期的な視点での森林整備ができていない点など改善の余地が多分にある。これら投
資や税金によって進められる政策が森と都市の連関を強化し、持続可能な森林活用に寄与する可能性は高
い。

■おわりに

本稿では、森と都市の連関構造の構築および木造建築の活用という視点から、国内の森林を持続可能な資

源として活用する方法を模索した。森林を持続可能な資源として活用するには、国内のサプライチェーンの
再整備とそれを使う出口戦略が必要となる。
川上側の心理として、森林資源に対する需要が安定的に期待できるのであれば、林道の整備や設備投資を
継続的に行いたいと考えている。川中側は、安定的に木材が供給され、中長期的な視点で機械設備投資を行
いながら事業を継続したいと考えている。川下側は、現在見られるような木材関連製品の急激な値上がりな
どがなく、良質な木材を一定の価格で継続的に手に入れたいと考えている。これらは持続可能な形で森林資
源を活用していく上での理想像であるが、川上側―川中側―川下側の連携とサプライチェーンの構築なしに
実現することは極めて難しいと言える。
しばらくは世界的な情勢不安で先が見通しづらい状況が続くと予想され、戦後から続く長い外国産木材へ
の依存体制からの脱却も容易ではない。そんな中で将来的に持続可能な森林活用を実現するには、川上側か
らのトップダウンでも、川下側からのボトムアップでもなく、それらをつなげる川中側も含めて双方から歩
み寄る「サンドウィッチ式」によって粘り強く取り組んでいく必要がある。
＊＊ 1 林野庁：令和 2 年度森林・林業白書，2021 年 6 月
＊＊ 2 日経 BP 総合研究所社会インフララボ：木材ビジネス最前線，2021 年 11 月
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医師主導治験に関する
契約雛形の改訂版公表
について

一般社団法人 ARO 協議会
知財専門家連絡会（札幌医
科大学医学部）

石埜

いしの

正穂

まさほ

■はじめに

企業から研究費などのサポートを得て実施する医師主導治験の実施が近年増加しているが、成果の扱いに

関する認識に当事者間のずれがあり、アカデミア（以下「大学等」
）の現場では契約の締結に難渋している。
このため一般社団法人 ARO 協議会では、現場の活用に資するべく契約雛（ひな）形を作成して 2020 年に
公開した。今般、この雛形をより広く活用してもらうため、日本製薬工業協会（製薬協）との協議を重ね、
契約当事者の双方ができるだけ納得できる内容に近付けるべく雛形を改定した。本稿では以上の背景とス
コープについて概説する。

■背景事情

医師主導治験の実施は大学等の革新的な医療系シーズの実用化や、希少・難治性疾患などに対する医薬品

の効能・効果の追加に係る承認などにおいて重要な位置を占める。従来大学等は企業の治験に協力するだけ
で、自ら治験を実施する能力や体制を持ち合わせていなかった。しかし 2002 年の旧薬事法の改正により医
師主導治験が可能になって以降、文部科学省／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の橋渡
し研究支援事業などを経て環境が整備され、医師主導治験の実施件数は近年増加している＊＊ 1。
治験の実施には、多額の資金や高品質で安定した試験薬などが必要となることから、医師主導治験は、導
出が予定される企業＊ 1 から支援を得て実施されることも多い。その場合、成果としての「治験データ」＊ 2
をどのような条件で当該企業に使用させるかが問題となる。
以前筆者は本ジャーナルにおいて、治験データの知的財産的な価値を適正に評価する必要性を論じた＊＊ 2。
そこでも述べたとおり、ARO 協議会では、大学等が医師主導治験の成果としての治験データを企業に使っ
てもらう際には、たとえ研究費などの支援を得ていたとしても、それとは別に対価（以下「データ対価」
）を
求めるべきと考えている。なぜなら医師主導治験においては、その計画や実施の場面で研究者の専門的な知
見やノウハウが求められることなどから、そういった「知の価値」に相当する評価を大学等が求めるのは当
然だからである＊ 3。この考え方は、最近公表された文部科学省・経済産業省のガイドライン「追補版」＊＊ 3
にも沿っている。
実際には、前回の雛形作成時においても、今回の改定時の議論においても、製薬協側からこの考え方自体
を否定する意見は出なかった。それにもかかわらず、実務の現場では、データ対価を無償とすべきとする企
業側の要求が根強く存在している。ARO 協議会の契約雛形初版も、データ対価の取得を全面に押し出して
いたことから、企業関係者にはすこぶる不評であった。
しかし今回の話し合いを通して見えてきたのは、むしろ根底に存在する誤解、あるいは相互の理解不足で
あった。すなわち、医師主導治験の実施背景は多種多様であり、各現場ではそのうちの一部の態様しか経験
していないことも多い。そのような現場の固有の課題が一般論として主張されることで、議論がかみ合って
こなかった可能性がある。例えば一部の大学では、もっぱら大学発の医薬等候補品について医師主導治験を
実施している。そのような事案の導出において、データ対価の算定に企業が異義を唱えることは少ないだろ
う。しかし一方で、もっぱら医薬品等の用途拡大に係る医師主導治験を実施している大学等も多い。もし膨
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大な努力をつぎ込んで生み出した医薬について、自社で描いている製品像や開発ロードマップに沿わず利益
にも結び付かないような適応拡大ばかり支援している企業があるとすれば、研究費や試験薬を提供した上で
データ対価まで要求される方向性には納得できないであろう。あるいは極端なケースとして、医師主導治験
とは名ばかりで実質的には企業が試験を動かしている事案も散見されるが、そこで大学等がデータ対価を主
張するとすれば明らかにおかしい。
そのような様々な背景事情にもかかわらず雛形が 1 種類しかないことに課題があることも確かであり、議
論の中ではその旨の指摘もなされた。しかし多種多様な医師主導治験について、類型ごとの雛形をいちいち
作成するのも非現実的である。従って、可能なバリエーションに配慮した上で、個別の対応策をコメントな
どで示すことにより、より多くの当事者が納得して活用できる雛形の作成を目指した。

■契約雛形公開の経緯と体裁について

契約雛形の初版＊ 4 は 2020 年 12 月に ARO 協議会のホームページで公開した。この雛形は、医師指導治

験（の実施）に係る契約（以下「原契約」）の雛形と、治験データ等の利用許諾契約（データ利用契約）雛
形とのセットで構成される。その理由として、治験開始前の段階では治験データを薬事承認などに使用でき
るかどうかが不明なことから、支援企業からデータ対価支払いの約束を取り付けられないとの大学等の訴え
が多かったことが挙げられる。このため現場の便宜を図るべく、原契約を結ぶ治験開始前の段階ではデータ
使用対価をペンディングとし、データ利用契約締結時に改めて対価を定める 2 段構えの契約雛形の提供を
行っているものである（図 1 におけるパターン B）
。

■契約雛形第２版の考え方

契約雛形の初版は製薬協関係者の助言や希望もある程度踏まえて作成したものだったが、いざ公開すると

上述のとおり企業の現場からの抵抗が大きかった。そこで今回は、製薬協メンバー（医薬品評価委員会、研
究開発委員会、知的財産委員会）と改めて慎重に議論を重ね、そこで得られた共通認識を原契約の雛形に落
とし込み、2022 年 4 月末に第 2 版として公表するに至ったものである。そこでは初版における不明瞭・不
適切な記載を是正するとともに、以下のポイントについて整理を行っている。
①原契約で「対価」が確定されるケース
今回の議論において、一部企業から、研究費を支援した治験について別途データ利用契約に基づく「対価」
を支払うことについては受け入れ不可だが、原契約において「研究の価値を考慮した項目」を算定すること
は可能、との意見が出された。原契約で対価相当額の収入が確定するのであれば、大学等としても理想的で
ある。この方向性は実質的には図 1 のパターン A に相当するものであり、2 段構えの契約（パターン B）
治験開始

PhaseX 終了

①医師主導治験に係る契約

②治験データ等の利用許諾契約

パターン A . . . ①で対価まで決定、②は存在しない
パターン B . . . ①の存在を前提に、②でデータ対価を決定
パターン C . . . ②のみで導出（①は存在しない）
雛型はパターン B に対応

図１
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契約雛形の構成と契約のパターン

の要請を前提とする本雛形の対象外となることから、今回その旨を明確にした。
なお、データ対価の考え方を受け入れ可能な企業との間では、試験成功の暁には所定の対価でデータを使
用する旨の約束をあらかじめ取り交わしておくことも可能であろう。そういったケースについては、データ
利用契約案を原契約に別紙として添付し、製薬企業などがデータを利用する旨の決定をしたら、当該契約案
に基づいた契約を改めて締結するアレンジも考えられる。
②優先的利用に関して
第 2 版では、研究費や試験薬・機器などを提供した企業が治験データの利用の可否を決定する条項につ
いて、優先的利用を約束する趣旨で設けられている旨をより明確化した。しかし一方で、当該企業がデータ
を利用しない決定をしたからと言って、第三者企業にそれを自由に使用してもらうことが適切とは言えない
ケースもある。従って本条項の出口を、優先的利用の可否決定とするのでなく、試験薬を提供した企業がそ
の責任の下に治験データを使用して薬事申請などを行う大前提の下、治験実施の結果として得られたデータ
の使用の適否を決定する条項とすることができる旨をコメントで示した。
③対価の額について
対価の額を考えるにあたり、製品としての適性価格を参酌すべきことは言うまでもない。すなわち治験
データなどの対価は、研究のコストの積み上げの観点のみから一方的に決まるものではなく、市場価値をも
考慮する必要がある。その中で、特に既存医薬などの適応拡大については、当該医薬などの開発企業にとっ
て特別な事業戦略的意味を有している点にも配慮しなければならない。この場合の企業側の考え方について
まとめた表（表 1）が製薬協から提供されたことから、雛形の前文でこれを紹介した。
表１

治験薬を企業が提供した場合の考え方（日本製薬工業協会提供）

備考2：対価
治療に関す 治験プロト 治験薬（薬 研究費（実 備考1：企業
の額(市場価
Case る基本概念 コール等評 剤基礎デー 費 ＋ 間 接 の デ ー タ の
値･データの
の提供
価系の提供 タ）の提供 費）の提供 利用権
質等で増減)
1-1

アカデミア アカデミア

企業

アカデミア

第１選択権

1-2

アカデミア アカデミア

企業

アカデミア 企業 ( 独占 )

2

アカデミア アカデミア

企業

企業半分

3-1

アカデミア アカデミア

企業

3-2

アカデミア アカデミア

極めて高い

備考
企業は薬剤提供だけのケース

低い

企業で優先順位の低い課題のアカデミア治験

第１選択権

高い

アカデミアの研究を企業が一部支援するケース

企業

企業 ( 独占 )

中程度
( やや低い )

企業

企業

企業 ( 独占 )

低い

・企業で優先順位の低い課題のアカデミア治験
・ゲ ノムスクリーニングによる population
の特定等、該当患者が多くないケース

アカデミアの提案に企業が乗るケース

4

企業

企業＋
アカデミア

企業

アカデミア

第１選択権又
は非独占で
企業

中程度

企業が止めた課題のアカデミア治験 ( 費用提
供無 )( 企業特許はない前提 )

5-1

企業

アカデミア

企業

企業半分

企業 ( 独占 )

低い

企業で優先順位の低い課題のアカデミア治験

5-2

企業

アカデミア

企業

中程度

企業で優先順位の低い課題のアカデミア治験

6

企業

企業

企業

アカデミア 企業 ( 独占 )
企業

企業 ( 独占 )

極めて低い

事実上の企業治験

④公的研究費の使用について
医師主導治験の少なくとも一部が公的研究費（税金）によって賄われているケースが多いことも重要であ
る。そこで得られた治験データを特定の企業にのみ使用させると、便宜供与に該当しかねない。従ってその
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ような治験データを活用する企業には、「相応の負担」を求める必要があるので、雛形でもその旨をコメン
トした。実際、大阪大学などではこの考え方に立って、費やされた公的研究費の額の一定割合の支払いを治
験データ使用企業に求めている。しかし本来、対価はあくまでも研究の価値に対して支払われるものと考え
るのが筋と筆者は考えている。なぜなら、上述の考え方のみに依存すると、公的研究費を活用せずに実施し
4

4

た治験について大学等はデータ対価を主張する根拠を失ってしまうし、そもそも「国」の研究費で得られた
成果の使用に係る受益者負担額を「大学等」に支払う妥当性の曖昧（あいまい）さも残ってしまうからである。

■おわりに

いくら大学等がコストの積み上げでデータ対価を計算してみても、希少疾患や、対象患者が少ない適応拡

大など、企業からすればデータ対価どころか研究実費相当額さえ支払いにくいケースも存在するであろう。
しかし医療現場で本当に必要とされている治療なら、たとえ市場価値が低くても、社会貢献の意味から実用
化を最優先すべきである。そしてそのようなときは、必要な負担について誰がどういう部分を担うかという
観点に立って、当事者同士で十分に話し合いを重ねてデータ対価その他を決定する必要がある。例えば企業
から相当額の研究実費の提供があった場合、それを当該負担の少なくとも一部として参酌することが妥当な
ケースもあろう。
雛形第 2 版の活用によって、アカデミアと企業がケースバイケースで相互に納得可能な負担を決め、ス
ムーズに契約が締結されることによって、医師主導治験の実施が促進されることを願っている。そのために
は、何よりも相手の立場をリスペクトすること、そして可能な限り情報を共有して相互の理解を深めること
が重要であろう。
＊ 1 治験は薬事承認を目的とする臨床試験であり、医師主導治験のデータも企業（製造販売業者）が承認申請を行うために使用される。
＊2 本
 稿では薬事申請に必要な治験の「総括報告書」を指しているが、関連する原資料などの一部をも含み得る。一方で、原資料などは二次的

な利用も可能であり、別途付随研究などの契約で扱われることも多い。

＊3 例
 えば研究者のコンサル的な貢献を時間給その他の形で加算することが想定される。一方で、ARO の専門家の人件費は研究実費として料金

表ベースで課金されることになろう。なお対象医薬などに係る特許と併せたパッケージとして技術移転する場合であっても、大学等はデー
タ対価を特許の対価とは別途計上する必要がある＊＊ 2。

＊4 国
 立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が 2018 年度に実施した調査研究で設置された委員会（ARO 協議会知財専門家連絡会

メンバーと弁護士で構成）で作成された「治験データに関する契約雛形案の構成・ポイント」を踏まえて委嘱先機関が作成した雛形原案を、
ARO 協議会において現状の実務に沿って修正しまとめたもの。

＊＊ 1 医
 薬品等の審査及び治験に関する最近の動向について（厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課）
．令和 2 年度 医薬品・医療機器等

GCP/GPSP 研修会資料

＊＊ 2 石埜正穂．治験データの知財的活用を巡る議論．産学官連携ジャーナル 2018;14(2):16-20.
＊＊ 3 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン「追補版」
（2020 年 )
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日本オリジナルビールで
海外市場の開拓を目指す！

三重県工業研究所

丸山

まるやま

裕慎

ひろのり

■クラフトビールの海外市場の可能性

近年、日本でもクラフトビールブームが到来し、年々堅調にシェアを伸ばしている一方で、日本産ビール

の海外輸出が注目されている。日本政府は 2017 年に独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）内に設立
した「日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）
」を中心に、日本からの農林水産物や食品の輸
出額を 1 兆円にまで引き上げる取り組みを推進しており、その重点品目＊ 1 の一つにクラフトビールが選ば
れている＊ 2。輸出のターゲット国であるクラフトビール先進国のアメリカでは、クラフトビールだけで年間
389 万 kL 消費されている。金額ベースでは、クラフトビールだけで日本の総ビール類と同等以上となって
いる。加えて、輸入ビールの消費量が年間 627 万 kL あり、アメリカだけでも莫大な市場が広がっているこ
とがうかがえるが、さらに、世界中のクラ
フトビール市場となると、その 10 倍の規

約2～3万kLが
クラフトビール
（約0.5～1％）

模といわれ、クラフトビールの海外輸出に
は大きな可能性が広がっている（図 1-A）。

■日本産酒類の輸出の現状と課題

日本産酒類の輸出は、現在、国税庁なら

びに農林水産省が力を入れており、バック
アップ体制が充実している。清酒は、日本
産酒類の「地理的名称制度を活用した地域
ブランド化」により着実に輸出を伸ばして

389万kLが
クラフトビール
（13.1％）

627万kLが
輸入ビール
（21.0％）

日 本

アメリカ

約450万kL

約2,986万kL

2021年
ビール類市場

2021年
ビール市場

(ビールは183万kL)

その他、大手ビール等
（輸入ビール含む）

その他、大手ビール等

※ ビール類には発泡酒や第三のビールを含む

※ 1バレルを158.987リットルで換算

(出典) 日本市場：株式会社東京商工リサーチ、きた産業株式会社、国税庁、株式会社ヤッホーブルーイングのウェブサイト
(出典) アメリカ市場：The Brewers Association ウェブサイト

（A）2021年の日本とアメリカのビール市場（出典をもとに算出）
（A）2021年の日本とアメリカのビール市場（出典をもとに算出）

おり、ウイスキーは、「ジャパニーズウイ
スキー」が世界 5 大ウイスキーの一つとし
て認識されている強みを生かし、2020 年
から清酒を抜き日本産酒類の輸出トップ品
目になっている（図 1- B）
。これら輸出好調
の 2 品目に比べ、ビールの輸出額は伸び悩
んでいる。JFOODO による調査では、輸
出用の日本産クラフトビールの重要成功要
因に「独自性」を挙げているが、現在の日
本の輸出用ビールは、ワサビや茶などを副
原料として使用することで日本風のフレー
バーの付加を狙っているが、いずれも主原
料は海外より輸入した麦芽やビール酵母お

（出典）国税庁
ウェブサイト
(出典)
国税庁 ウェブサイト

よびホップであり、「独自性」が非常に弱
く、競争力が低いことが課題となっている。

（B）近年の日本産酒類の輸出概況
（B）近年の日本産酒類の輸出概況

図１

日本とアメリカのビール市場および日本産酒類の輸出概況
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■世界戦略用の國酒「清酒」の技術を活用した日本オリジナルビールの開発

日本産クラフトビールの「独自性」について、日本の文化背景をイメージしやすい魅力的なビールを生み

出せることに着目し、國酒（こくしゅ）である「清酒」製造技術の根幹を成す「清酒酵母」を活用すること
とした。そこで、有限会社二軒茶屋餅角屋本店（三重県伊勢市）と共同研究により三重県清酒酵母をもとに
したビール酵母を開発し、その酵母による新規ビール開発に着手した。清酒酵母はビールの主原料である麦
汁の発酵性が著しく弱いため、清酒酵母をそのままビール醸造に応用したとしても、清酒のような華やかな
吟醸香を引き出すことができないばかりか、そもそも満足なビールが醸造できない。そこで、麦汁の発酵能
を改善した清酒酵母の育種を行うことで、麦汁が発酵し、かつ、清酒の吟醸香の生成が期待できる新規ビー
ル酵母候補株を 9 株獲得した。これら 9 株の候補株についてビールの小仕込み試験を実施し、清酒のバナ
ナ様の吟醸香である酢酸イソアミルと、リンゴ様の吟醸香であるカプロン酸エチルの生成量を確認したとこ
ろ、対照として用いたビール酵母と比較し、酢酸イソアミルでは 2.5 倍から 12 倍、カプロン酸エチルでは
3.5 倍から 14 倍の生成量を示した（図 2）
。得られたビールの官能評価結果から、これら吟醸香に由来する
ような「果実様の香り」に加え、
「甘くて瑞々（みずみず）しい」といった呈味特徴がみられ、清酒酵母由
来のビールは既存のビールとは異なる酒質となる可能性が示された。

8

(A)

25

バナナ様の吟醸香

ビール酵母に比べ
最大で12倍、最小で2.5倍

6

カプロン酸エチル (ppm)

酢酸イソアミル (ppm)

10

20

(B)
リンゴ様の吟醸香

ビール酵母に比べ
最大で14倍、最小で3.5倍
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MK3変異株
図２

MK3変異株

小仕込みビールに含まれる吟醸香 （A）酢酸イソアミル、（B）カプロン酸エチル

候補株のうち、香味のバランスが特に優れていた No.3（以下、BMK3 と呼ぶ）を代表株として、実規模
（2,000L）の試作試験を実施した。BMK3 は通常のビール酵母同様に主発酵期間の序盤から高い発酵性を
示し、主発酵開始後 4 日目までに最終比重近くまで糖度が下がり、実規模のビール醸造条件においても、
申し分ない発酵性を示した。さらに、試作ビールにおいても、酢酸イソアミルが 2.3ppm、カプロン酸エチ
ルが 6.7ppm と高含有していることが確認でき、実施した官能評価からも小仕込み試験同様に、果実感や
瑞々しさといった BMK3 の特徴が感じられた。
試作ビールは「純麦吟醸 IPA」として商品化され、
「果実様」
、
「バラ様」といった BMK3 の香気特徴で
あるエステル由来と思われる特徴香に好意的な意見が寄せられるなど、市場の反応も良好であった。さら
に、インターナショナルビアカップ 2021 に純麦吟醸 IPA を出品したところ、シルバーメダルを獲得し、
BMK3 によるビールのポテンシャルの高さが示された結果となった（図 3）
。

■新規ビールの高品質化、その先のビアスタイル定着へ

上述したようにわれわれの目的は「海外市場の開拓」であり、そのアプローチとして「真に独自性を有し

26

2022.7

じゅんばく

た日本オリジナルビールの開発」を

ぎんじょう

純麦吟醸
IPA

目指している。開発した新規ビール

The International
Beer Cup 2021

で世界シェアを狙うには、日本オリ

シルバーメダルを獲得

ナルビアスタイルとして認識される

ジナルのビアスタイルとして世界に
認められることが望ましい。オリジ
には、他のビアスタイルと比較し独
自性があり、高品質であることが重
要となり、そのためには、日本国内
のクラフトビールブルワリーが一体
となり、新規日本オリジナルビアス

図３

BMK3 による実規模醸造ビール（純麦吟醸 IPA：有限会社二軒茶屋餅角屋本店）

タイルを海外にアピールすることが
重要である。ゆえに、われわれは当

該技術を広く活用できるように知財化し、新規ビールの高品質醸造のための支援体制を整えている。
試作ビールにおいては十分なポテンシャルの高さを示した BMK3 だが、そのように商用利用を推し進め
るためにはまだまだ多くの課題が残っている。特に、実規模醸造に向けたスケールアップの醸造データが圧
倒的に不足しており、多くのブルワリーが使いやすいように、BMK3 の実規模醸造データを蓄積すること
が喫緊の課題である。また、BMK3 によるビールの特徴についてもまだ検討の余地がある。清酒醸造は極
めて特殊な醸造環境であり、そこで活躍できる酵母として選抜されてきた清酒酵母は、多くの点で他の醸造
用酵母と特徴が異なることが明らかにされている。そのため、この清酒酵母由来の BMK3 によるビール醸
造では、香気成分の特徴だけでなく、他の醸造用酵母とは一風変わったビールの特徴が期待できる。さら
に、官能評価で確認されている、
「清酒を連想するような瑞々しさ」の正体の解明など、興味は尽きない。
まだまだ粗削りなビールだが、クラフトビールの世界市場の大きさやそこに対して未開拓である現状を鑑
みると、今後の展開に大きな期待を抱かずにはいられない。日本発のビールが世界に驚きをもたらせるよ
う、慎重かつ大胆にオリジナルなビアスタイルを育てていきたい。
＊1

農林水産省が定義する輸出重点品目とは異なります。

＊2

2022 年 7 月 15 日現在、JFOODO のクラフトビールプロモーションは 2021 年度以降休止中となっています。
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リポート

医工連携で製品化
夜間巡視ライト
A.O.Light（ア.オ.ライト）

弘前大学大学院 保健学研究科

高間木

たかまぎ

静香

しずか

弘前大学大学院 保健学研究科
教授

冨澤

登志子

とみさわ

としこ

弘前大学大学院 保健学研究科

橋本

はしもと

美亜
みあ

看護師の夜間巡視の際に使用するライトがまぶしいという苦情や白く反射して適切に観察できないという
現場の声から、看護師、研究者、企業が共同して現場のニーズに合った機能を有する巡視ライトを開発した。

■製品化までの行程

筆者らは普段、看護教員をしているため看護学生の基礎教育で講義をしたり、研究指導を行うのが主な職

務であるが、時折、病院から研究指導など依頼もあり 2018 年の 12 月ごろ、月に 2 度ほど病院の看護師を
対象とした研究コンサルティングを行っていた。看護師の研究指導の合間に医療現場の困りごとなどの話題
も数多く出てくるため、興味深くお話を伺うことが多い。指を切断された方の手術後、その患部を定期的に
観察する必要があり、夜間患者が眠っていても、その色や腫れの程度などを確認するが、病院で支給されて
いる LED ライトでは白く反射してしまい、よく観察できないといった内容の悩みを話した看護師がいた。
研究室に戻り、インターネットや雑誌を閲覧してみたが、ニーズに合ったライトが少ないことが分かった。
別の共同研究を行っていた青森県平川市の電源の総合メーカー株式会社光城精工にその内容を相談したとこ
ろ、医療機器を開発している企業であったため具体的に話をうかがうことができ、開発にも興味を持ってい
ただいた。研究チームには同僚の教員のほか、ライトを使う立場の看護師も入り、研究がスタートした。
2019 年 1 月初旬であった。
研究メンバーが集まり、ライトに必要な機
能、工夫についてブレーンストーミングでアイ
デアを出していき、そのアイデアを企業が持ち
帰り、試作品 1 号の作成となった。手持ちしな
いときはポケットなどに挟めるもの、軽量のも
の、磁石でくっつくもの、昼間のように観察で
きるもの、ベッド上に忘れていっても見つけら
れる分かりやすい色であること、照度の調節が
できることなど、数多くのアイデアが上がっ
市販の LED ライト

写真１
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試作品 1 号機

ライトの見え方の比較

た。1 号機は有り合わせの部品を集めた手製の
試作品で、実際の医療現場で見え方を比較し
た。実際の見え方が写真 1 である。一般的に

用いられている LED の懐中電灯では左の写真のように照らした部分が白く反射してしまう。試作品 1 号機
で照らしてみると低照度でもはっきり細部まで観察することができる。現場の看護師に実際に使ってもら
い、軽量で見やすいといった反応をもらったが、半面使いづらい部分、新たにこんな機能が欲しいなどの意
見も多数集まった。2019 年 10 月まで性能について既存の LED ライト
と比較検証した。その過程で共同研究のメンバーと話し合い、製品化まで
複数回の試作が必要と判断され、2020 年 1 月 23 日、クラウドファンディ
ングに応募した。予定よりもかなり多くのご支援をいただくことができ、
その費用で 2 号機、3 号機の製作を行った。その都度、弘前大学医学部附
属病院の 84 人の看護師に協力いただき、継続して検証作業を行った。最
終形になったのが 2021 年 1 月中旬で、その後、メンバーで色を決めた
り、またクラウドファンディングの支援者、そして弘前大学の教職員およ
び学生にネーミングも公募して製品名「A.O.Light（アオライト）
」が 3
月 8 日に決定した。アオライトの AO は青森のアオの音だけでなく、ハ

写真２

A.O.Light

ワイ語で「光、夜明け」
の意味もある。看護現場の手助けになるような
「光」
で、患者が安心して「夜明け」を迎えられるようにといった意味が込められている。応募総数 33 件から選
ばれた。その後、2021 年 3 月 29 日、A.O.Light が発表となり、4 月 20 日に発売に至った。完成した
A.O.Light は写真 2 である。

■ A.O.Light の特徴と機能

A.O.Light の特徴は大きく八つある。まずは持ち運びに便利であり、わずか 30 グラムと超軽量である。

ポケットに挟めば両手を塞がず作業ができる点も魅力的である。また、昼間の色味と同じように再現性があ
ることも大事な特徴である。色の見え方に及ぼす光源の性質を演色性というが、100 に近いほど太陽光に
似た色の見え方をする。100 に近ければ近いほど、その照明で照らされている対象物の色が基準光源で照
らしたときの色に忠実になる。太陽光の下で測定すると 100 に近く、蛍光灯であると 83 とやや低くなる。
試作 1 号機は 94.3 であったが、3 号機になると 98.9 まで上がった。また光源が発する光の色を色温度と
いい、色温度の単位（K）が低いほど暖色系の色を発し、高いほど寒色系の色を発する。3 号機は白色から
昼白色を示した。四つ目の特徴は、1.5 時間で満充電し、10 時間は持続点灯可能である点である。夜間の巡
視は 2 時間に 1 回程度であるが、看護記録を書きながらパソコンにつないで充電が可能である。五つ目は
ライトの角度を自由に調整できる点である。点滴を見るときは上方の点滴バックのみ照らす必要があり、ま
た尿バックの測定時には足元のバックのみ照らす必要がある。ポケットに挟んだまま角度調整ができれば業
務もスムーズとなる。また六つ目であるが、看護師は患者のもとに行く際に台車を使って物品を運ぶが、ラ
イトの下の方に強力な磁石がついているためどこにでも付けることができ、安定して必要な場所を照らすこ
とができる。七つ目は、凹凸がなく消毒しやすく衛生的であること、最後に最小限の照度であり患者もまぶ
しくなく睡眠を邪魔しないのが大きな特徴である。

■ A.O.Light の使用感

試作品ができるたびに看護師 84 人に実際に夜勤で使ってもらい、どのような使用感であったのかフィー

ドバックしてもらった。表 1 は試作 2 号機と比べ試作 3 号機が統計学的により良いと判断された項目の一
覧である。特に、持ち運びに便利、保管場所に困らない、両手が使える、重さがちょうど良いなどが高評価
となった＊ 1。両手が使えるため、点滴交換やドレーン管理、尿量を測定する際に便利であることなど 5 点
満点中 4 に近い値であり、看護師のケアのサポートができるレベルになったと言える。50 歳以上の看護職
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が 50 歳未満の若い看護職よりも、患者の顔色が分か
りやすい、皮膚の色など分かりやすい、創部の状態が
分かりやすいの項目で得点が有意に高かった＊ 2。人
の眼は年齢とともに老化し、水晶体の黄化により、寒
色系の色を暗めに、暖色系の色を明るめに感じるよう
になるなど色の見え方が変化している ＊＊ 1。50 代以
上の看護師は加齢による老視によって暗い所では見え
にくいと感じており、A.O.Light のように低照度で
あっても演色性も高いため観察がしやすいと感じた可
能性が考えられる。年齢にかかわらず、指示箋などの
文字が見やすいといった項目も 3 号機では高い値に
なっており、A.O.Light によって、患者の睡眠を妨げ
ず正確な観察や確認を支援できそうである。

表１

試作品 2 と試作品 3 の評価

試作品 2

試作品 3

3.6

3.9

ドレーン管理の際に便利
尿量や排泄物等の確認の際に便利
持ち運びが便利

3.5
3.5
4

3.8
3.9
4.2 ＊ 1

重さがちょうど良い

4.1

皮膚色など色が分かりやすい
創部の状態が分かりやすい

3.5
3.5

点滴交換や薬剤投与の際に便利

保管場所に困らない
両手が使える

患者の顔色が分かりやすい

指示箋などの文字が見やすい
衛生的である
消毒や拭き取りがしやすい

4
4

4.1 ＊ 1
4.2 ＊ 1

3.4

3.6 ＊ 2

3.7
3.5
3.6

4.3 ＊ 1

3.6 ＊ 2
3.6 ＊ 2
3.9
3.8
3.9

＊ 1 4 点以上の高得点であった項目

＊ 2 50 代以上と 50 代未満の看護師で有意差があった項目

■今後の展開

このプロジェクトで新たな製品を生み出すことができたが、製品のエビデンスをしっかりと示していくこ

とが大学人としての大切な役割である。現在、A.O.Light を使用したときの色の識別が正確であるのか実験
的に確認を進めている。質の高い医療を提供することが専門職としての責務であり、それらをサポートする
データをしっかり導き出していく予定である。また本製品の活用は、医療現場だけではなく、介護の現場、
災害時の活用など広がることを期待する。
2 年という月日がかかったがわれわれがイメージしていたライトを実際に製品化までつなげられたのも、
熱意と思いに賛同していただいた企業、看護師、支援者のおかげである。開発を手掛けた光城精工は、小型
軽量の部分で電池をはじめ、材料選びには大変苦労したようである。また、発光面の光漏れなど、予想外の
エラーもあり、試行錯誤の連続であったと伺っている。また現場のニーズに応えて、新たな製品を作りさら
に最適化を図ることが現実的にはとても難しいことも経験できた。新たな製品を生み出すまで多くの企業の
苦労を重ねて Made in Japan として質の高い製品を生み出していることを肌で感じる機会となり、ただ頭
が下がる思いである。われわれもコロナ禍で思うように調査ができないこともあり、当初の計画よりも時間
を要した部分がある。しかし医療現場の看護師の方々が製品化を心待ちにしてくださっていると声を掛けて
くださり、何としても最後までやり遂げなければとの思いになり続けることができた。
またこのプロジェクトにはもう一つ大事な役割があった。リンゴのイメージがあってもモノづくりのイ
メージはあまりない青森県から全国の方々にわれわれの成果を発信することである。青森の人々は成果を前
面に出さない謙虚な県民性であるが、しかし実直で丁寧（ていねい）な仕事は誇るべき資質である。多くの
若者が高等学校を卒業すると同時に都会に行ってしまう。若い世代の人たちにも地域から新たな製品を生み
出すことができる素晴らしい人や土地であることが伝わることを願う。彼らには魅力ある仕事や産業がない
ように映っているかもしれない。しかし今はインターネットが発達し、リモートでも仕事ができるようにな
り、世界中の情報がすぐに手に入り、誰でも起業し情報発信できるようになった。やりたいこと、取り組ん
でみたいことがあれば、どこにいても行える時代になったと言える。そこに道がなくともしっかりとした理
念と企画、さらに熱意をもって取り組もうとするとき、必ず道が開けてくることも合わせて伝えたい。
＊＊ 1 様
 々な年代の色の見え方を考慮した、色の組み合わせによる文章の読みやすさを分析する配色サポートツール，小川禎恵．日本印刷学会

誌 ,53(3),2016.
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研究者エッセイ：Researcher essay

アルゴリズムで世の中を公平に？
家事分担への応用

国立情報学研究所

五十嵐

いがらし

歩美

あゆみ

■家事分担アプリ開発への挑戦

日常で繰り広げられる家事分担、どのようにすれば良いか悩んでいる方も多いのではないだろうか。例え

ば、家族で得意・不得意な家事が異なる場合、どのように分ければ公平だろうか？

何を持って公平とする

かは人によって異なり、全ての人が満足するような分け方を求めるのは必ずしも簡単ではない。本稿では、
そんな疑問に答えるべく、公平なアルゴリズムを活用し、家事分担アプリ開発に携わった経験について紹介
する。

■公平分割理論とは

私は、公平分割理論（Fair Division）の研究を行っている。公平分割理論とは、様々な「もの」や「こと」

の公平な分け方を考える理論で、曖昧（あいまい）に使われがちな公平性という概念を数学的に定義し、公
平性を保ちつつ全ての人々をハッピーにするようなアルゴリズムを設計することを目標とする。すでに公平
分割の理論は、米国カーネギーメロン大学が開発した Spliddit というウェブサービスで財産分与、家賃分
配などに応用されていて多くの人が活用している＊＊ 1。
私が公平分割問題を研究したきっかけは、数学的な興味から出発している。イギリスでの博士課程留学時
に、チェコ、フランスの公平分割理論の研究者と一緒に共同研究をする機会があった。基礎的な背景知識が
なかったので、インターネットで公平分割についていろいろと調べていたところ、公平分割の数学的な面白
さに感銘を受け、どんどん惹（ひ）かれていった。例えば、
［0,1］区間で表される資源の公平配分の存在は、
Sperner の補題という離散数学の古典的な補題を使い、非常にエレガントに証明できることが知られてい
る＊＊ 2。また、ルームシェアなどにおける、公平な家賃配分の計算にも Sperner の補題は使われている＊＊ 3。

■サイエンスインパクトラボへの参加

2018 年 3 月にイギリス留学を終えてからも公平分割の理論的な研究に打ち込んでいたものの、研究論文

は同じコミュニティの研究者にしか届かず、なかなか一般の人々に役に立つようなことができないとモヤモ
ヤしていた。そんな中、2021 年夏に国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が主催するサイエンスイ
ンパクトラボに参加しないかと打診があった。サイエンスインパクトラボとは、若手研究者と企業・NPO
などの民間で活躍している方々との交流会で、研究の社会実装を産学官民で模索するというものだ。具体的
なプロジェクトを立ち上げるというよりも、みんなで構想を練る期間限定のイベントなので、参加する敷居
は高くなかった。社会実装の第一歩としてちょうど良い機会なのではと思い、参加した。
約 3 カ月にわたる期間に 3 回ワークショップが行われ、地方自治体の仕事に携わる方、NPO で活動をし
ている方など、様々なバックグラウンドを持つ方々とお話をする機会をいただいた。災害時の食料配分、医
療従事者のシフトスケジューリングなどといった具体的な問題から、世代間の公平性を考慮した税金の使い
方、情報格差の解消など大きな問題まで、皆さんが悩みを抱えている「公平」に関わる問題が非常に多岐に
わたり、改めて「ものごとを公平にする」ことの難しさに気付かされた。
その中でも、私のチームでは、家事分担を問題解決するアプリ制作のためのシナリオを作ろうということ
になった。家事分担を選んだのは、身近な問題なので、一般の人々にとっても分かりやすいこと、また分担
に参加する人数も少ないため、比較的数学のモデル化がしやすいといった理由があった。シナリオ作りに際
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し、様々な議論はあったが、特に意見があったのは、アプリが喧嘩（けんか）の原因になってしまうのでは
ないかという懸念だ。そこで、アプリはあくまでも話し合いのきっかけを提供するものとして、楽しく使っ
てもらえるような工夫について多くのアイデアが交わされた＊ 1。では実際にどのような具体的な一歩を踏
み出せば良いか、という話になったとき、一般社団法人コード・フォー・ジャパン（Code for Japan）社
員のチームメンバーの方から、Code for Japan が主催するハッカソン（短期間に集中的にソフトウェア開
発作業を行うイベント）に参加してはどうかというお誘いをいただいた。

■シビックテックにおけるアプリ開発

Code for Japan とは、住民参加型のテクノロジー活用「シビックテック」を推進している団体だ。これ

までの取り組み事例としては、東京都の新型コロナ対策サイトの開発が有名である。私としても、市民の力
でテクノロジーを活用し問題解決に取り組む活動は、とても興味深く、当初は気軽に一回参加してみようと
いう気持ちであった。そこで、Code for Japan の社員の方と 2022 年 2 月にミーティングをしたところ、
NHK と子育て・育児ハッカソンを企画中とお聞きし、家事分担はまさに夫婦間で大きな問題となるトピッ
クなので、ぜひハッカソンでアプリのアイデアを実現しようということになった。そして、3 月中旬に行わ
れたアイデアソンで仲間を募ったところ、北海道在住のフランス人のソフトウェア開発者、現役のデータサ
イエンティストなど頼もしい方々が次々に集まってくれた。この企画では、5 月中旬に開発したアプリの試
作品を NHK でデモをし、その 2 週間後にそれまでの活動を NHK スペシャルにて放映する予定だった。デ
モデーという明確な締め切りがあったため、約 2 カ月間チームメンバーと毎週ミーティングを行い急ピッチ
で開発を進めた。

■説明の難しさ

開発の中で、特に私が難しいと感じたのは、説明だ。特に、アルゴリズムはそれぞれの主観的な評価の下

での妬（ねた）みを小さくする分担を計算するが、そのような家事分担がなぜ公平か分かりやすく説明する
のに苦労した。散布図や、棒グラフなどいろいろ試してみたが、納得できるものはなかなか見つからず、い
よいよデモデーまであと一週間というギリギリまで、分担の表示方法をどうするかは議論が続いていた。最
終的には、円グラフを用いることによって、自分の割り当てに対する評価も他人の割り当てに対する自分の
評価も可視化することができた（図 1）。

図１
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今の分担の負担度を可視化（左）、改善案を提示（右）＊＊ 4

■介入の難しさ

さらに、公平性に関してテクノロジーでの介入の難しさも感じた。何らかのものごとを公平にしたいと

き、現状より負担が増える人がいる場合がある。特に、家事分担は家庭によって制約が様々であり、学術的
な答えが必ずしも人々にとって納得する答えとは限らない。そこで、ユーザーが非難されていると感じない
ように、言葉の使い方にとても気を使った。例えば、当初は「妬みのない分担」という用語を使っていたが、
「妬み」はネガティブなイメージを持つとの意見があり、
「理想的な分担」と変更した。個人的にも、テレビ
で放映されるということもあったので、心の中では炎上しないか不安でいっぱいで、時間が許す限りアルゴ
リズムの改良を行った。
2022 年 5 月 29 日に NHK スペシャルにて無事放送後、翌日の 5 月 30 日時点では、6,000 以上の異なる
ユーザーからのアクセス数があり、ある程度需要はあるのかと感じている。ユーザーがどういった分担に納
得するか、またアルゴリズムの提案をどの程度参考にするかは、研究としても非常に興味深く、今後検証が
必要だ。
番組でも紹介されていたが、
「テクノロジーは私たちの背中を少し押すような役割を担うだけで、IT が全
て解決してくれるわけではない」という他のアプリ制作チームのエンジニアの方の言葉がとても印象に残っ
ている。家事分担アプリについても同様に、アプリが提示するのはただの提案であって、個々の家庭やカッ
プルでの最適解は、ユーザーに模索してもらうものかもしれない。アプリが話し合いの際に、何らかの役に
立つのかは、まだ私自身としても分からないが、これについても引き続き調査できればと思う。

■最後に

今回のアプリ制作を通して、社会課題解決のためには、研究者だけでできることには限りがあり、より横

断的な枠組みが必要なことにも改めて気付かされた。多くの方々にご協力をいただいたおかげで短期間にア
プリの試作品を開発できたが、社会実装・アプリ制作ともに未経験だった私一人の力では、ここまで辿り着
けなかったと感じている。お仕事の傍ら、アプリ開発に関わっていただいた方々には本当に感謝の言葉が尽
きない。また、応用研究を行ったことで、研究の課題も幾つか見つかった。例えば、アプリではそれぞれの
家事に対する好みをユーザーに入力してもらうが、そもそもどの程度好きか分からないといった問題があ
る。機械学習などの他分野の研究者と連携して、そのような理論と応用のギャップは埋めていく必要がある
のかもしれない。真の社会貢献のために、今後も理論と応用をうまく行き来しながら研究活動を続けていき
たいと思う。
＊1 サ
 イエンスインアクトラボで出来上がったシナリオは、国立研究開発法人科学技術振興機構ウェブサイト「サイエンスインパクトラボ 2021

DX for Good」を参照。

＊＊ 1 J
 onathan Goldman and Ariel D. Procaccia. Spliddit: Unleashing fair division algorithms. ACM SIGecom Exchanges, 13(2):41–

46, 2014.

＊＊ 2 F
 rancis E Su. Rental harmony: Sperner’
s lemma in fair division. The American Mathematical Monthly, 106(10):930–942,

1999.

＊＊ 3 To Divide the Rent Start with a Triangle, New York Times ウェブサイト 2014/04/29.
＊＊ 4 家事分担コンシェルジュ ウェブサイト
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リポート

大学の産学・社会・地域連携窓口紹介

福井大学
部門・部署

福井大学 産学官連携本部

所在地

〒 910-8507 福井県福井市文京三丁目 9 番１号

お問い
合わせ

電

話

本

部

スタッフ

メール
長／教授

米沢

晋

副 本 部 長／教授

田上

秀一

副 本 部 長／教授
本部長補佐／講師

菊田

専 任 教 員／助教

山口
西村

健一郎
光男
文宏

附属テクニカルイノベーション共創センター長・教授
取り扱い
内容

中根

幸治

産学官連携本部は、
「新規事業創出や技術課題解決につなげる研究活動の推進」と「自律・実践型高度産業

人材の輩出」を両輪とする活動により地域のコア産業技術と大学の知を融合し、ソサエティ・インの視点で
地域企業に「技術開発」と「人材育成」に関するソリューションを提供しています。

技術相談／共同研究／知的財産・技術移転／起業支援／コト・モノづくり／分析・評価機器の共用／
社会実装研究センター

産学官連携コンシェルジュ
特

徴

企業などからのお問い合わせを研究の源流にダイレクトにつなぐ窓口として、コンシェルジュ専用相談窓

口を設置しました。大学内の研究シーズを把握するコンシェルジュ 3 人が技術相談や大学シーズ・ニーズを

通じた新技術開発の相談のほか、
「何でもお気軽にお尋ね下さい！」という気持ちで間口の広い問い合わせに
応じ、企業が求めるスピードに見合った「産学連携ワンストップサービス」を提供します。
附属テクニカルイノベーション共創センター、ふくい産学官共同研究拠点

大学が保有する高度な設備機器を学内外に広く開放し、地域企業が求める知識やスキルを提供しています。

地域企業と大学とのソリューション追求型研究開発を推進し、その実践過程で人材を育成する環境を構築し
ています。

「i-Garage HUB」という取り組み

地域企業を中心に思考の枠にとらわれないイノベーション対話を実施、産学官が連携して、新しい価値の

創造に実践的に取り組んでいます。

注）2022 年 7 月 15 日現在の情報です。組織改編、スタッフの異動などで変更となる場合もあります。
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大学の産学・社会・地域連携窓口紹介

東京都立大学
部門・部署

東京都立大学 管理部 研究推進課

所在地

〒192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1

お問い
合わせ

電

スタッフ

話

メール
研究推進課／研究推進課長

石田

研究推進課／上席 URA

十津川

研究推進課／主席 URA

研究推進課／主幹 URA
研究推進課／主幹 URA
研究推進課／主幹 URA
取り扱い
内容

柴田

裕樹

徹
剛

鈴木

真吾（基礎研究担当）

市野

貴之（知財法務担当）

諏訪

桃子（産学連携担当）

学術相談

企業が直面する技術的課題等について、大学の資源や独自の情報網を活用して、きめ細かに対応しています。

共同研究、受託研究

地域産業の振興に貢献するため、企業等との共同研究、受託研究等を積極的に推進していきます。

学部・学科・
大学院など

人文社会学部／法学部／経済経営学部／理学部／都市環境学部／システムデザイン学部／健康福祉学部

東京都立大学は、総合大学として広い範囲の学問分野を網羅し、研究による学術貢献を展開するとともに、

特

徴

産業界や公的研究機関との連携により、学術研究の成果を広く社会に還元し、独創的な技術や製品の開発に
寄与するなど、産学公の連携を通した新産業や雇用創出による社会貢献を図っています。

また、東京都立大学は、東京都が策定した「
『未来の東京』戦略」の取り組みの一環として、ローカル 5G

環境を活用した事業を始動しました。

ローカル 5G 環境を活用した最先端研究として、新たなライフスタイルの提案や社会的・公共的価値の創

造を通じて都民生活の質の向上をもたらすなど Society5.0 の実現につながる応用的研究、社会実装が期待

される社会実装型研究、また、将来の課題解決に資するチャレンジングな基礎的研究に取り組んでいます。
研究や実証実験の成果を社会に還元して東京都が掲げる「スマート東京」の推進につなげていきます。

注）2022 年 7 月 15 日現在の情報です。組織改編、スタッフの異動などで変更となる場合もあります。
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視点：Point of view
デザイン思考と産学官連携
筆者がデザイン思考に出会ったのは、2013 ～14 年
の文部科学省 COI イノベーション対話促進事業などに

が多い。でも楽しく、やたら元気で、前向きな大学生や
高校生が育ってくる。

岩手大学が採択されてからである。慶應義塾大学大学院

デザイン思考の実践が、産学連携の課題の解決にすぐ

SDM 研究科によるトレーニングを研究員や学生と共に

つながったわけではないが、自分の思考の OS（行動の

受けに行った。地方大学では、事業化の可能性が高い研

基準となる基本的な考え方）は大分変わってきた。産学

究シーズはなかなか見つからず、産学官連携に閉塞感が

連携と同じく、デザイン思考もすぐに成果が出るわけで

見られていた状況で、デザイン思考は、現状を打破でき、

はない。デザイン思考が当たり前のスキルになり、課題

すぐにイノベーションが起こせるのではないかと、非常

解決の取り組み方が変わり、バイアスを壊すイノベー

に魅力的に映ったことを覚えている。

ティブな産学官連携プロジェクトが次々と起きる未来を

現在まで、300 回以上のワークショップなどを、社会

期待している。

人、大学生、高校生たちを巻き込み、様々な課題解決に
取り組んだ。必ずしもイノベーティブなソリューション

岩手大学 研究支援・産学連携センター 教授

今井 潤

がいっぱい出たわけではない。むしろ失敗する場合の方

未来を創る街 ―「轍を踏むな」と言われ続けた
サイエンス・シティの今
25 年近く筑波研究学園都市で研究開発・産学連携を

聞こえてくる。外からは、なぜこんなにも産学官金公の

支援してきて思うのは、つくばはあらゆる分野の日本の

連携、地域社会・住民との連携、取り込まれ方が狭く遅

先端研究と頭脳が集まり、いつも新たな研究や技術が生

いのか、いまだによく問われる。しかし、つくばに国の

まれ、100 カ国以上の人々が住まい、常にベンチャー

研究機関が移転し筑波大学ができて約半世紀、地域に根

が創出され、片隅では実証実験や社会実験が行われ、そ

付き身近な事からつくばの未来を思う研究者・元研究者・

れが日常としてあり、それ以上でもそれ以下でもない街

チャレンジングな住民も増え、多種多様な連携や活動も

だということ。ただその速度や発展具合、イノベーショ

深化してきている。「筑波」と「つくば」を大切に思い

ンにつながる変化は、地方創生と地域活性の波に乗り連

集う人材と環境が、世界の明るい未来を引き寄せる持続

携が深化し研究・実証拠点として躍進する他の地域と比

可能な社会を創ることに期待している。

べると停滞気味に映る。今も、幾つかの分野で先端的な
実証試験や社会実装が推進され深化しているが、市民目

JST 産学連携アドバイザー

友田 和美

線では今も昔もそう変わらない様相らしく厳しい意見も

産学官連携ジャーナル（月刊） 編集・発行
Vol.18 No.7 2022

2022 年 7 月号（7 月 15 日発行）
PRINT
ONLINE

ISSN 2186 － 2621
ISSN 1880 － 4128

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）
産学連携展開部産学連携プロモーショングループ
編集委員会委員長
野長瀬 裕二（摂南大学 経済学部 教授）
〒 102-0076
Mail：

東京都千代田区五番町 7 K’
s 五番町

https://www.jst.go.jp/tt/journal/

